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1．はじめに 

急速な IT 技術の普及により高度情報化社会を実現した我が国において，その波は道路交通

システムにも及んでいる．いわゆる高度道路交通システム（Intelligent Transport Systems; 
ITS）がそれである．ITS の目標の一つはナビゲーションの高度化であり，VICS（Vehicle 
Information and Communication System）と呼ばれる機能では警察その他の道路管理者から

の情報が道路上に設置されたビーコンから提供されている．言わば，自動車という移動体に対

する固定インフラである．一方，無線技術も着実な発展を遂げ，第 3 世代（3G）と呼ばれる移

動通信方式は主に携帯電話や一部のカーナビゲーションシステムに組み込まれ，高速・大容量

の通信環境を実現しつつある． 
本研究は，第 3 世代移動通信技術を利用したボトムアップ型の道路情報収集・提供システム

の開発を目指す．既存の VICS では情報提供者と被情報提供者は異なるものであり，ビーコン

を通じた片方向・トップダウンの情報システムである．これに対して，本研究では自動車その

ものが情報提供源として機能すると考える．現在の自動車には，ドライバーに安全と快適性を

もたらすために実に多種多様なセンサを備えている．すなわち自動車は，”状況を観測し得る移

動体”であり，その局所的情報を有効活用できれば安全・円滑な交通システム実現に寄与できる． 
そこで，本研究では，自動車のセンサ情報を取得する通信装置を試作し，実証実験を通して

市内の道路状況データを収集する．特に，自動車の速度／加速度／外気温センサとアンチロッ

クブレーキシステム（ABS）／トラクションコントロールシステム（TCS）のステータスに注

目し，渋滞状況のみならず，路面の凍結状況に関する推定を試みる． 

 
2．研究背景 

北海道において，自動車は主要な移動手段の一つである．その中でも札幌市は冬季間に多量

の積雪が観測され，人口 100 万人以上の都市としては世界一の豪雪都市として知られている．

一方，平成 2 年以降，スパイクタイヤが禁止されスタッドレスタイヤが使用されるようになっ

てからは，発進・停止時にタイヤが路面の雪を溶かす結果，特に交通量の多い市街地において

はミラーバーンと呼ばれる鏡面状の凍結路面が発生するようになった．このように，札幌市は

世界的にも も過酷な路面状況に窮する大都市である． 
では，安全で円滑な交通のために路面状況を把握するにはどのようなシステムが必要であろ

うか．札幌市の道路は総延長約 5300km もあり，固定のセンサを道路にあまねく設置するのは

不可能である．そこで本研究では自動車そのものを道路状況センサ（情報プローブ）として利

用する．ユビキタス社会を迎えつつある今，どんな自動車もネットワークに常時接続されるよ

うになるのは想像に難くない．各自動車の走行データを統合することで大局的な道路状況をボ
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トムアップに把握することができる． 
自動車がコンピュータ情報処理システムの塊であることは，いまや大衆車にも当てはまる常

識となりつつある．これは，自動車の動力性能，運動性能，安全性能，環境性能を高める上で

不可欠の技術である．昨今，これに加えて，「自動車の情報性能」が注目を集めている．情報

性能は，車社会における情報処理システムすなわち ITS（高度道路交通システム）を，自動車

の運転者がどの程度有効利用できるかを示す性能指標といえる．情報性能を高めるための技術

として，運行経路上の天候，路面状況，渋滞状況などを知る必要があるが，これらは，自動車

を終端ノードに持つグローバルネットワークを利用して収集する手法が現実的である． 
また，このアプローチのメリットとしては，まず，VICS のビーコンのような固定インフラ

とは異なり，”点”（地点）ではなく”線”（走行軌跡）としての状況把握が可能になることで

ある．さらに，事前に設置箇所を選定する必要なしに，交通量の多い（＝ニーズの高い）地域

には豊富で即時性の高い情報取得が自動的に期待できる．そして，利用者が増えれば増えるほ

ど，情報の確度は向上し，かつ渋滞回避など高次のアプリケーションが効力を発揮できるよう

になるだろう．平成 16 年度における札幌市の年間除雪費用は，実に 153 億円に上る．本提案

システムが効力を発揮すれば，自動車単体の安全・円滑な交通にとどまらず，たとえば除雪作

業の優先順位付けによる作業の効率化が可能になる．ITS 全体での市場規模は約 50 兆円と試

算されているが，この中における新たな情報産業の創出等も期待できる． 
 
3．開発システム 

本研究で開発するシステムは，以下の 3 つのサブシステムから構成される． 
 
3.1 車載センサ情報収集装置 
現在の自動車には，ドライバーに安全と快適性をもたらすために実に多種多様なセンサを備

えている．見方を変えれば，これらのセンサ情報は自動車が走行する経路上の天候状況，路面

状況，渋滞状況などを逐次検出していると考えることができる．例えば，エアコンの外気温セ

ンサは，ドライバーが設定した室内温度に対する外乱を予測するために用いられているが，す

なわち，天候状況を観測していることになる．あるいは，車速センサは，ドライバーへ車両速

度を提示することや，オートマチックトランスミッションのシフトタイミングを制御するため

等に必要なセンサであるが，車速が低い状態で一定時間推移したとすれば，その走行経路にお

いて，渋滞が発生していることを類推することができる．本研究が提案する自動車用センサの

活用は，これらの例のように，すでに一般の自動車に普及している自動車用センサ情報を二次

的に利用することを指している． 
さらに，GPS から得られる測位データをこれらのセンサ情報に関連付け，複数の自動車から

情報発信を受け取ることによって，道路地図上に天候，路面状況，渋滞状況を時発展的に展開

することが可能となる．すなわち，道路を運行する自動車は，観測する移動体であり，その局

所的情報を束ねて有効活用できれば安全・円滑な交通システムの構築に寄与できることとなる． 
図 1 に車載センサ情報収集装置の概要図を示す．本研究では特に，札幌市という雪国での路

面状況観測に焦点を当てていることから，自動車に搭載された様々なセンサのうち，外気温セ

ンサ，ABS センサからの情報を取得する．具体的には，ABS はポンプモータの作動電流値を

クランプ電流計で計測する．また，外気温はエアコン・コントローラの外気温センサコネクタ

から取得し，車速についてはエンジンコントローラユニットの車速端子から車速パルスを計測

する．具体的な装置の動作メカニズムを以下に示す． 
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図 1 車載センサ情報収集装置． 

 
3.1.1 外気温センサ情報の取得 

外気温センサは，エアコン・コントローラに用いられるセンサであり，外気温度を感温半導

体であるサーミスタで構成されている．サーミスタは，温度によって急激に抵抗値が変化する

半導体である．エアコン・コントローラは，定電圧回路に外気温センサと固定抵抗を直列接続

し，外気温センサの分圧を測定して外気温を算出している（図 2 および図 3）．したがって，外

気温センサの電圧を測定することにより直接的に外気音を算出することができる．取り付け位

置は，通常車両前端部のフロント・バンパー裏である（図 4）．センサ本体は，外部を樹脂で成

型しており，ラジエータの廃熱や前車の排ガスによる急激な温度変化に過敏に反応しない構造

になっている． 

 
図 2 サーミスタの温度・抵抗特性． 

 

 
図 3 サーミスタの温度・電圧特性． 
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図 4 外気温センサ取付け位置（フロントバンパー裏）． 

 
3.1.2 ABS 動作情報の取得 

ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）は，急制動時や滑りやすい路面での制動時に車

輪のスリップ状況を感知し，ブレーキの作動油圧を操作することにより，車輪のロックを抑制

し，車両の方向安定性と操舵性を確保する油圧制御システムである．主に 4 輪独立の車輪速セ

ンサ，コントロール・ユニット及び，ハイドロリック・ユニット等で構成されている（図 5）．
制御サイクルは，ブレーキの踏み込みから予想される実車体速度と車輪速センサとの差が大き

くなると車輪ロックの可能性が高いと判断し，ブレーキ作動油圧を減圧させ，反対に実車体速

度と車輪速度の差が小さくなると通常通りブレーキ作動油圧を増圧することを繰り返してい

る．この制御により，車輪と路面との摩擦力を 大化することが可能となっている．本研究で

は，ABS が車輪ロックの判断をした際に走行路面が滑りやすい状態であることを考慮し，ABS
コントロール・ユニットからハイドロリック・ユニットへ減圧信号が出された時に作動するポ

ンプモータの作動電流を電流クランプ計で検知し，ABS 作動検知を行う方式を採用した． 

 
図 5 ABS のブロック図． 
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図 6 コントロール・ユニット－ハイドロリック・ユニット一体型 ABS（エンジンルーム）． 

 

3.1.3 車速センサ情報の取得 

車速センサは，主にスピードメータ表示用に用いられるセンサであるが，近年の電子制御化

により，オートマチックトランスミッションの変速時期制御やエンジンの燃料噴射制御にも用

いられている．センサの信号発生原理は，メーカ・車種によって異なるが，センサ出力はパル

ス信号として出力される（図 7）．本研究では，車軸一回転に付き 4 パルス発生するパルス信号

を倍周回路で約 180 倍してデジタル・マルチメータに入力した．これにより，マルチメータの

読み kHz を 10 倍して km/h と読み替えることで車速を検出することができる．すなわち，実

験車両のタイヤ有効半径を 0.32m とすると車軸一回転に付き 4 パルス（4Hz）の信号が発生す

ることから，4Hz の出力信号では， 

( )hkm /24.7
1000

360032.02
=

××π
 

だけ進むことになる．したがって，MHz の信号が発生した場合に， 

( )kHzNV
4

1024.7 2×
=  

なる変換を行うことになる． 
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図 7 車速センサブロック図． 

 

3.1.4 車載センサ情報収集通信装置 

前項までの各種車載情報をもとに，それらをリアルタイムに収集し，サーバと無線で通信す

るシステムを開発した（図 8）．外気温，ABS 動作状況，車速についてはデジタルテスタから

ノート PC へ接続している（図 9）．将来的には，これらは 1 ユニットに小型化可能の見込みで

あるが，現時点では TD-CDMA 方式の無線追伸装置を備えたノート PC を主体としてシステム

を構築した． 
車両の位置情報を示す GPS 情報については，別途，GPS レシーバを取り付け，NMEA-0183

フォーマットに従い，リアルタイムに位置情報を収集している．GPS レシーバには，IO デー

タ製 CFGPS2 を使用した．CFGPS2 は，TOKYO 測地系のデータを NMEA-0183 フォーマッ

トで出力するレシーバである．NMEA とは，米国海洋電子機器協会（National Marine 
Electronics Association）が定めた規格で，受信機とナビゲーション機器の通信に使用される

プロトコルである．その中で，NMEA-0183 は，シリアルポートを利用して GPS 受信機とナ

ビゲーション機器間の通信を行うための規格であり，すべての文字が ASCII テキストで送られ

る．測位データには，日時，緯度，経度，高度，速度，捕捉衛星の番号と位置，捕捉衛星の信

号強度，進行方向，PDOP 値，HDOP 値，VDOP 値が含まれるが，本研究では，日時，緯度，

経度のデータを使用した． 
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図 8 車載センサ情報収集装置（データロガー）． 

 
図 9 車載センサ情報収集装置（デジタルマルチメータ）． 

 
3.2 無線通信システム 

ソフトバンクBB株式会社との共同研究により北大構内に設置された第3世代移動通信方式

の通信設備を使って情報を送受信する．当方式は，時分割多重の技術として上り／下りの非対

称性を実現し周波数の有効利用が可能であり，常時接続型の無線ブロードバンド技術として注

目が集まっている．これを用いて車両からの送受信データがインターネットに接続される（図

10）．本実証実験システム・アンテナ設備の位置関係は，北大構内，北から次世代ポストゲノ

ム棟，情報科学研究科棟，農学研究科棟に TD-CDMA のアンテナが設置されている．通信の

実効速度はおよそ数百 kbps から 2Mbps 程度あり，本実証研究で扱うデータを送受信するには

十分な速度を備える．電波到達距離に関しても，当方式は，無線 LAN はもちろん PHS に比較

しても，電波の到達距離が長く広範囲をカバーできることから自動車のような高速移動体に適

していると考えられる． 
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図 10 無線通信システム． 

 
3.3 データベースシステム 

図 11 に本研究にて開発したデータベース・情報システムの概要を示す．当データベースは，

各車両からインターネットを経由して送信されてきたデータを格納する． GPS による位置情

報と車載センサの各種ステータス（日時，外気温，ABS 動作状況，車速等）から路面状況など

を分析し，他の車両へ情報を発信する（図 12）．当システムは，VisualBasic .NET，PHP，SQL 
Server を用いて開発した．表１にデータベーススキームを示す． 

 

 

 

図 11 データベースシステム． 
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カラム 変数型 備考 

UTC テキスト GPS 時計の値 

ABS 電流 実数 ABS 電流を計測 

車速 実数 車速パルスを車速に変換 

外気温 実数 サーミスタ端子電圧を計測 

北緯 テキスト 東京測地系 

東経 テキスト 東京測地系 

表 1 データベーススキーム． 

 

図 12 データフロー図． 
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4．実験結果 

4.1 走行実験概要 

ある程度のシステム開発が完了し，札幌市内に降雪が認められるようになる時点から，実際

に試験車両にシステムを搭載し走行実験を開始した．数回の走行実験のうち，以下に 3 種類の

実験結果（表 2）について述べる． 

 

予備実験 札幌市郊外峠道において開発装置の動作テスト 

走行実験① ABS 作動状況をもとに路面凍結状況の推定実験 

走行実験② 車速パルスと ABS による渋滞状況の推定実験 

表 2 走行実験概要． 

4.2 予備実験 

本報告で対象とするセンサは，外気温センサ，車速センサ及び ABS の作動情報とした．各

センサにより，収集が期待される道路状況は，表 3 の通りである． 

 

センサの名称 期待される道路状況 

外気温センサ 気温 

車速センサ 渋滞状況 

ABS の作動 路面の摩擦係数 

表 3 収集が期待される道路状況． 

図13は，2005年11月25日に札幌市西区から南区への峠越え走行軌跡を示したものである．

また，走行中に各センサから自動車用センサ情報収集装置に集められたデータを図 14，および

15 に示す． 
図 14 において，横軸は走行時間（s），縦軸は外気温センサの出力電圧（V）を示している．

外気温センサには，不特性サーミスタが用いられており，コントローラ内部の固定抵抗と直列

接続され，定電圧が印加されているため，気温の低下に伴って電圧が上昇する．しかし，車両

が停車すると，ラジエータの廃熱の影響により，電圧が低下している．したがって，当該セン

サによる外気温測定においては，車両が走行中か停車中かにより実際の外気温と際が発生する

ことに注意が必要である． 
図 15 は，ABS 作動時のポンプモータの作動電流を示している．但し，実験時期は，気温が

まだ氷点下になっておらず．路面摩擦係数が低下していなかったため，台上で ABS を作動さ

せたときのデータを示す．横軸は時間（s），縦軸は，ポンプモータの作動電流．ブレーキの踏

み込みと同時にモータが回転し始めていることが分かる． 
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図 13 実験車両の走行軌跡（2005 年 11 月 25 日）． 

 
図 14 外気温の推移（4℃から 2℃）． 

 
図 15 ABS 作動時のモータ端子電流． 

4.3 走行実験① 

札幌市内にも多量の積雪が認められるようになり，2006 年 1 月 13 日，北海道大学周辺にて

実車両を用いた走行実験を行った．天候は曇り，気温は，－5℃であった．収集データは，緯

度経度を含む GPS の位置情報と ABS モータ作動電流値，車速パルスなどである． 

 

停車中 停車中 

ブレーキ作動 
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図 16 市内走行実験時の ABS ポンプモータ作動電流変化． 

 

図 17 実験車両走行軌跡と ABS 作動地点． 

図 16 は，横軸に時刻，縦軸にポンプモータの作動電流値の変化をプロットしたものである．

当期間の札幌では，日中に解け始めた積雪が夕方にかけて凍りだし，鏡面上の凍結路面が発生

する．図 16 により，ABS が作動した際に流れる電流値の変化から，車両の走行による凍結路

面の存在が読み取れる． 
上記データに GPS からの位置情報を加えて GIS システムに表示した結果を図 17 に示す．

図中，円で囲った地点は ABS が作動した地点を表している．市内でも特に交通量の多い道路

や交差点付近において ABS が作動していることから，これらの情報を共有することで，付近

を走行する車両にとっては，事前に危険回避に役立つ情報となることが期待できる． 
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4.4 走行実験② 

走行実験 2 では，車速パルス情報をもとに渋滞の状況推測を試みた．実験日は，2006 年 1
月 27 日，天候は曇り，気温は－3℃であった．図 18 に実験により得られた渋滞状況マップを

示す．マップは，札幌市内中心部での渋滞発生状況を補足している． 

 

 

図 18 渋滞状況マップ． 

5．おわりに 

本研究では，次世代 ITS システム実現に資するボトムアップな道路交通情報システムとして，

車両の走行状態を無線通信により送受信し路面状況を推定するシステムを試作し，実装実験に

よって基礎データを収集した． 
このようなアプローチのメリットとしては，VICS のビーコンのような固定インフラとは異

なり，点（地点）ではなく線（走行軌跡）としての状況把握が可能になることである．さらに，

事前に設置箇所を選定する必要なしに，交通量の多い（＝ニーズの高い）地域には豊富で即時

性の高い情報取得が自動的に期待できる．そして，利用者が増えれば増えるほど，情報の確度

は向上し，かつ渋滞回避など高次のアプリケーションが効力を発揮する可能性がある． 
一方， 近になって，国内自動車メーカーや大手カーナビゲーションシステムメーカーを中

心として，本研究と同様の取り組みを開始している企業が出現しつつある．中には，ホンダの

ように，一部の登録会員向けに有料サービスとして商用化もなされている．エンジン出力など

の自動車としての基本的な運動性能，耐衝撃性に優れたボディやエアバッグなどによる安全性

能，そして，低燃費・エコロジーを重視する環境性能へと進化・発展を遂げてきた自動車業界

において，次は IT を活用した情報性能が重要な研究開発テーマとなることは間違いない．本

研究については，いくつかのメーカーとこれまでにディスカッションを重ねており，今後は，
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多様なセンサを備えた自動車としてのハードウェアと，人口カバー率 99％超を誇る我が国の通

信インフラを融合した高度道路交通システムの発展に向けた研究を進めていく． 


