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背景

• 日本の国土の60%以上は寒冷地域

• 慢性的な悪条件の道路環境事情 （路面凍結、吹雪、

圧雪、ホワイト、洪水、雪崩等）

• スタットレスタイヤの効き目なく、スリップ事故が多発

• 運転者の高齢化や異常気象による交通事故の上昇

一方、

• 寒冷地域は都市部と較べて劣悪通信環境が多い

（山間部の道路で携帯電話の不感帯地域が多い）

• 一旦災害が発生すると通信環境も最悪

より的確で迅速に道路環境情報を提供可能とするシステムの

構築とサービス運用が必須
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研究目的

• モビリティを知的センサおよび通信媒体として捉え、安全・安心な
モビリティ社会のための道路状況情報プラットフォームの実現

• 周辺環境情報のみならず、生活・観光・災害情報を共有できるイ
ンフラ構築とその応用を実現すること

－ 多様なセンサとAIによる多様な道路状況判断

－ コグニティブ無線による長距離の車車間、車路間通信

－ 中山間地域や災害直後の劣悪通信環境でも利用可能

－ 広域道路状況ビッグデータGISクラウドシステムの実現

－ 観光、防災、コミュニティサービス等多様な応用の実現

－ 寒冷地域の自動運転への展開
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次世代広域道路状況ビッグデータ提供システム
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開発システムの構成図
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運転者

一般利用者

車車間・車路間通信による

４．広域道路状況プラットフォーム
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1.道路状況のセンシングと路面状態推定

従来法と問題点
• センサ単体によるセンシング

• 加速度センサ、準静電界センサ、赤外線カメラセンサ、LiDAR等

• ７つの路面状態の高精度判定が困難

• 特に低温における路面状況の正確な判断が困難

• リアルタイム判定が困難

• 定量的な指標の提示が困難

• 自動運転への展開が困難
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1.提案する路面状態センシングシステム

提案センシング技術の特徴
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１．道路状況のセンシングと判定精度

判定精度道路状態

• 乾燥路（Dry) 99%以上

• 湿路(Wet) 90%以上

• シャーベット（Slush) 90％以上

• 積雪路(Snow) 90%

• 湿雪路(Damp)   75%

• 凍結路(Icy) 75%

• 平坦率（IRI) 0~200mm (検証中）

• 摩擦係数(Friction) 0∼1.0(検証中）

教師データを蓄積により向上可能
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2. 従来の車車間・車路間通信技術とその問題点

• 世界標準としてDSRC方式とC-V2X方式が存在

• DSRCは国に依って伝送周波数が異なる

• DSRCは短距離通信対応で車路間通信のみ

• C-V2X方式は５Gをベースだが未だ標準化が未完了

• C-V2X方式は超高速・大容量・低遅延だが電波の指向性が強く
遠くまで届かない

• 広域をカバーするためには沢山の基地局を建てる必要あり

• 5Gの普及は未だ進んでおらず、中山間地域では通信不能

• 劣悪通信環境や災害直後の利用が不可
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センササーバ

Smart Mobile Box (SMB)

路肩サーバ

Cloudlet

Smart Relay Shelter (SRS)

2. 提案する車車間・車路間通信によるN-波長コグニティブ無線システム開発

路側機
車載機

• N-波長コグニティブ無線（0.92/2.4/5.6/28GHz帯…)による長距離での車車間/車路間通信を可能

• Beamforming技術やアクティブアンテナ指向性制御技術により安定した大容量通信を実現

• 時間限定されたすれ違い時におけるバルク的なセンサデータ伝送が可能

• 無線LAN高速認証技術（FILS)による通信接続確立時間の短縮

• 遅延耐性ネットワーク技術（DTN)の導入により災害時や劣悪通信環境でのデータ伝送を可能

提案車車間・車路間通信技術の特徴
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2. SDN と DTNとの統合機能

w1 w2

wn

DTN

SDN
SDN

DTN

通信不能な劣悪通信環境や大規模災害時でも車車間・車路間通信可能
・通常時はSDN機能によりN波長無線から最適な通信リンクを選択し通信
・通信不能時は、DTN機能により一時的に道路状況情報を車載SMBに蓄積
・通信可能領域に入ると自動的に蓄積情報をSRSにupload

・災害時でも、車両が移動可能であればDTN機能により通信可能
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車車間通信の性能評価

・車速度50Km/h(相対速度100Km)ですれ違い通信実験
・2波長コグニティブ無線(920MHz LoRa + 5.6GHz IEEE802.11ac)で実験
評価結果
・すれ違い時の最大通信距離は1.4Km (920MHz)達成
・最大スループットは109Mbpsを達成
・最大総データ転送量は296MByteを達成
・結果として道路状況情報300km分をすれ違いで送受信可能

スループット と RSSI
920MHz LoRa 5.6GHz IEEE802.11ac
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注意喚起ビューアシステム（イメージ図）

３．データ収集・共有と注意喚起システム

センサデータ収集・路面状態監視システム

• エッジコンピューティングによる車載・路肩通信サーバの実現
• 車車間・車路間通信による道路状況データの互いに交換および共有
• 路面状況をリアルタイムでマップ上に表示と音声による注意喚起
• 路肩通信サーバ経由でクラウドにて広域データ収集・路面状態監視システム
• さらに気象データを取り込んだビッグデータによる路面状態の予測
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4.広域道路状況ビッグデータGISプラット
フォームの開発
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4. 広域道路状況の時空間予測システム

・気象庁より気象メッシュデータ（5Km2,気温、湿度、気圧等）、のクラウドへの取り込み
・主要道の道路センシング（実測値）から路面状況を判定（プラットフォームより）

・実測データと気象メッシュデータから同一メッシュ領域内の道路状況の時間予測が可能
・予測には、LSTM法（Long Short Term Memory）法によるAI技術を導入
・実測データと異なる周辺メッシュ領域の気象メッシュデータから道路状況の空間予測が可能
・精度を向上させるために、時空間的実測データの蓄積、気象メッシュデータの蓄積、
道路周辺地形の3D化地図の採用

領域内 Rn（ti)－＞Rn(ti+k)の時間予測
周辺領域 Rn（ti)－＞Rn+m(ti) の空間予測
周辺領域 Rn（ti) ー＞Rn+m(ti+k)の時空間予測

気象庁気象5Kmメッシュデータ

農研機構1Kmメッシュデータ

測定道路状況センサデータ

道路周辺地形3D地図データ
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4. 道路状況プラットフォーム社会実験
(令和2年2月28日 国道106号 盛岡市＜－＞宮古市）
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路面センサの路線バスへの設置
（協力：岩手県北バス株式会社）
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4. すれ違い通信による道路状況の共有と可視化
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4. 各センサ値と路面状況判定
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4．道路状況のセンシングと判定精度

判定精度道路状態

• 乾燥路（Dry) 99%以上

• 湿路(Wet) 90%以上

• シャーベット（Slush) 90％以上

• 積雪路(Snow) 90%

• 湿雪路(Damp)   75%

• 凍結路(Icy) 75%

• 平坦率（IRI) 0~200mm (検証中）

• 摩擦係数(Friction) 0∼1.0(検証中）

教師データを蓄積により向上可能
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車車間通信の性能評価

・車速度50Km/h(相対速度100Km)ですれ違い通信実験
・2波長コグニティブ無線(920MHz LoRa + 5.6GHz IEEE802.11ac)で実験
評価結果
・すれ違い時の最大通信距離は1.4Km (920MHz)達成
・最大スループットは109Mbpsを達成
・最大総データ転送量は296MByteを達成
・結果として道路状況情報300km分をすれ違いで送受信可能

スループット と RSSI
920MHz LoRa 5.6GHz IEEE802.11ac
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想定される用途：道路管理

定点観測（点データ） 連続観測（線データ）

路面状態（乾燥路、湿路、積雪、凍結、シャーベット等）を地図上に表示
・定量的データ表示（平坦率、摩擦係数、路面温度、周囲温湿度
・除雪スケジュール、
・融雪剤散布スケジュール
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想定される用途：道路状況ビッグデータサービス

路面状態（乾燥路、湿路、積雪、凍結、シャーベット等）を地図上に表示
定量的データ表示（平坦率、摩擦係数、路面温度、周囲温湿度）
積雪寒冷地域の自動運転
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想定される用途：Mobility as a Service（MaaS)

・リアルタイム画像
・路面凍結通知
・温湿度等センサデータ
・観光イベント情報

Mobility 
Inform. Co.

Bus 
company

• Realtime Road Images

• Various Road States

• Sensor data

• Tourist Information

• Event Information

• Emergency Information 

Sensor

data

Sensor

data

Sensor data

Big data
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想定される用途：観光地ナビゲーションシステム
（平常時）

• Push Typed Tourist Information from SRS

• Navigation of Tourist to POI by Smart Phone and Tablet

• multilingual interpreter by AI Speakers

Navigation of driving 

roads and parking places

Automatic announcement of

POI（Point of Interest)

tourists

Navigation of Best 

Sightseeing  Route
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想定される用途：観光地ナビゲーション
システム（災害時）

道路利用者への通知
道の駅等の
スマートセンサ
通信ボックス

道路状況
プラットフォーム

音声通知

情報閲覧

・地域観光情報
・イベント情報

・周辺駐車情報

通常時

・災害発生情報

災害モード
切替え

・避難経路情報

災害時

プッシュ型
配信

音声・テキスト等

クラウドサーバ

観光情報 災害情報 地理空間
情報

道路情報

ホームページ

・道路環境情報の提供
・観光客への観光イベント
情報の提供
・災害時において災害関連
情報の提供 凍結

地図イメージ

タイムラプス

Ｌ アラート
（災害情報共有
システム）
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ＧＰＳ
Satellite

Obtain

Location Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Handicapped

Safety Information

Server
Web GIS server

Evacuati

on

Location 

Info. 

Evaluati

on

Route 

Info.
Dat base

MAP API

現在位
置

避難
所

避難
所

バリ
ア情
報

バリア情報考慮 考慮なし

Searcher（Family/ Friends）

Name：●●●●●●
Gender：Male

Age：65 Years

Fafely Evaluated

Evacuated Place↓

Safety InformationRoute

Search

Report

Evacuation

Safety Info.

Query&Display

想定される用途：緊急時の住民ナビゲーション
システム
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実用化に向けた課題

• センシングシステムに関しては教師データの収集の増加によ
り判定精度を向上させる必要がある

• 車車間・車路間通信については実用化の目途がついた。さら
に5G,ローカル５G、Wi-Fi６を取り込んで性能を向上させる

• プラットフォームにおいては実証実験を多様な環境において
実施する

• 外部からの気象メッシュデータとのビッグデータによる時空間
予測法の有効性の検証をおこなう

• 現在、積雪寒冷地域の自動運転への展開を行っていく
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企業への期待

• 本システムのセンシング技術、車車間通信技術、注意喚起
技術はほぼ実用化レベルに来ているので、今後は、小型化・
軽量化・自立電源化出来る企業様に期待する

• 道路状況のビッグデータ化による時空間予測はよりデータ収
集・解析が必要であり、この分野に得意な企業様の協力を期
待する

• 最終的には本システムを寒冷地域のEV車による自動運転

への展開を目指しているので本システムを導入を検討してい
ただきたい
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：道路状況情報提供システム

• 出願番号 ：特願2020-084848

• 出願人 ：岩手県立大学

• 発明者 ：柴田義孝、櫻庭彬
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お問い合わせ先

岩手県立大学

研究・地域連携本部 研究・地域連携室

ＴＥＬ 019－694－3330

ＦＡＸ 019－694－3331

e-mail re-coop@ml.iwate-pu.ac.jp
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