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Ⅱ 歩車間通信技術の開発

ＩＣＴを活用した次世代ＩＴＳの確立

（１）専用端末利用 直接通信



本研究開発の背景

交通事故死者数削減に、大きな割合を占める歩行者への対策が必須

歩行中の死者数のうち、70%を占める65歳以上の高齢者への対策が重要

■交通事故死者数の割合

出典：「2014 交通事故統計」（警察庁）
（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001128424）

状態別死者数（構成率%）
平成26年11月末

年齢層別・状態別死者数
平成26年11月末

ここに貢献

歩行中死者の
70%が65歳以上
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本研究開発の目標

直線道路横断事故 交差点事故 高架環境(危険誤判定)

直接通信型 歩車間通信システム 想定開発スケジュール

歩行者やドライバーに対して適切な状況・タイミングで注意喚起を行える直接通信型の

歩車間通信システムを小型・省電力にて実現し、歩行者事故削減に貢献

商用端末試作端末

GPS, GLONASS 準天頂衛星(QZSS)

ARIB STD-T109

位置情報、
速度、方向•700MHz帯通信

•高精度測位
•危険判定アプリケーション

端末イメージ

事故多発シーンや危険誤判定シーンを考慮

年度

2014
(H26年)

2015
(H27年)

2016
(H28年)

2017
(H29年)

2018
(H30年)

2019
(H31年)

2020
(H32年)

委託研究

商用試作

商用化

●東京五輪

歩車間通信技術の開発
▲歩行者端末
試作完了

商用化仕様
検討

商用機試作/
評価

歩行者端末
商用化(想定)

本委託研究

想定される形は様々
・一体型：専用端末/スマホ搭載
・分離型：スマホ＋ウェアラブル端末
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本研究開発の範囲

歩車間通信の要求条件を検討する国土交通省側の受託者と連携し、

歩車間通信に必須の要素技術の研究開発を推進

表 SIP自動走行システム 基本計画に基づく開発範囲

大項目 小項目 受託者

歩車間通信の
要求条件

交通事故削減に資するサービスの抽出

国土交通省側受託者歩車間通信に求められる通信の要求条件
(事故要因分析に基づいた通信エリア、
メッセージセット等の検討)

歩行者端末

パナソニック

700MHz帯通信 通信プロトコル
(車車間通信・路車間通信との互換性確保)

携帯性を考慮した小型化技術の開発

バッテリー特性や省電力に関する技術

高精度測位 準天頂衛星を活用した高度位置精度技術

交通事故削減のため
のアプリケーション

歩車間通信の要求条件検討結果を踏まえた
事故回避アプリケーション開発
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研究開発テーマ 試作端末システム構成

Bluetooth

実験用GNSS
測位専用端末

歩行者端末システム

スマートフォン 700MHz帯通信端末

Bluetooth

準天頂衛星対応
（L1-C/A, L1-SAIF)

位置情報取得
アプリケーション

• 時刻情報
• 緯度、経度、高度情報
• 速度、方位

原理・方式の開発と実証を主目的とし、3端末で構成

歩行者端末要件

• 歩行者やドライバーに対して適切な状況・タイミングで注意喚起
└ 高精度測位、危険判定、歩車間直接通信による情報交換

• 携帯性の向上
└ 電池小型化のための省電力化、セルラーとの無線干渉対応
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実施内容１）高精度測位/事故削減のためのアプリケーション開発

研究開発テーマ
成果目標

＜ 平成２６年度 ＞

＜ 平成２７年度 ＞

＜ 平成２８年度 ＞

■高精度位置測定技術の開発

・マルチパス誤差対策による高精度化

・衛星捕捉劣化環境での自律航法・
マップマッチング技術の適用

■ 危険判定方式の開発

地図による危険地帯判定、歩行者横断検知、
情報提供/注意喚起機能の実現

■高精度位置測定技術の改良

・自律航法・マップマッチング動作最適化

・人の移動に起因した測位誤差の抑制

■危険判定精度の向上

・危険判定シーン追加、判定精度向上

■準天頂衛星による測位精度、

消費電力等に関する性能検証

・GNSS測位専用端末開発(L1-SAIF)
・位置情報取得アプリ開発
・準天頂衛星測位性能検証
・700MHz帯通信端末とのI/F検証

1）事故低減に必要な位置測定精度の実現
2）位置測定精度、危険判定・注意喚起を含めたシステムの成立性検証

準天頂衛星の測位精度の現状把握、課題抽出

マルチパス誤差対策、歩行者状態・危険判定

準天頂衛星

自律航法
マップマッチング

マルチパス
誤差対策

通常測位

歩道橋での測位市街地での測位高層ビル街での測位
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実施内容１）Ｈ26年度の成果

準天頂衛星を利用した測位精度の現状把握、課題抽出を完了

⇒高層ビル街、市街地での歩行者位置の高精度化が課題 (現状、誤差5m~10m)

目標 結果 説明

GNSS測位専用端末開発 開発完了 準天頂衛星のL1-SAIF補強に対応した測位専用
端末の基本動作を確認

位置情報取得アプリ開発 開発完了 測位専用端末からの位置情報の取得、及び、
700MHz帯通信端末への情報転送を確認

準天頂衛星測位性能検証 検証完了 事故回避場面から選定した測位実験場所で位置
精度を確認

700MHz帯通信端末との
I/F検証

検証完了 歩行者端末システムとして相互接続を確認

準天頂衛星を用いた測位実験結果
（ビル街歩行時、準天頂衛星あり）

地図データ出典：国土地理院ホームページ
(http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do)

歩行軌跡
位置と高度の測位誤差
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高度

課題抽出

A

B
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実施内容２）歩車間通信プロトコルの開発 / 実証実験

研究開発テーマ
成果目標

電流

時間Bluetooth 間欠受信周期

Bluetooth Bluetooth
700MHz帯通信

Bluetooth：700MHz 無し
制御信号 ： 停止

Bluetooth：700MHz 必要
制御信号 ： 起動

＜ 平成２６年度 ＞

＜ 平成２７年度 ＞

＜ 平成２８年度 ＞

『Bluetooth並びに700MHz帯通信I/Fの検証』

『基本機能試験』 （端末試作 未実施）

■ 既存端末メッセージセットアップデートし

車載機との互換性確認

■ Bluetoothによる制御信号伝達確認

『700MHz帯通信端末試作』

『700MHz帯通信端末動作確認』

■ Bluetooth「間欠受信」端末試作

■ 詳細な消費電力測定により

電池容量の要求条件を明確化

『実証端末製造』 『実証実験』

■ 700MHz送信抑圧制御確認

■ 歩端末実証実験
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700MHz通信OFF

700MHz通信ON

700MHz帯通信ONを
Bluetooth「間欠受信」で制御

間欠受信実現

•700MHz帯通信の「間欠受信」をBluetoothを用いることで実現
•700MHz帯通信の互換性維持し実証実験で積算パケット到達率95％以上

基本機能試験

Bluetooth動作検証 動作時電流概略測定



実施内容2）Ｈ26年度の成果

Bluetooth並びに700MHz帯通信I/Fの検証、基本機能試験を実施完了

目標 結果 説明

既存端末
メッセージセットアップデート

開発完了 メッセージセットをRC013対応とし、
歩端末として互換性維持が可能で
あることを確認

実証実験の追加試験で
互換性確認

検証完了 事前接続試験、並びに横須賀実証
実験にて車載機との通信を確認

Bluetoothによる
制御信号伝達確認

開発完了
検証完了

スマホの測位データをBluetooth
経由で歩端末に取り込み、車載機
への伝送を確認

特記事項：
国土交省側要求の２６年度実証実験を連携・協力して実施。
成果価値向上のために、課題Ⅰの車車間通信担当者（総務省SIP受託者）および、
課題Ⅱの歩車間通信担当者（国土交通省SIP受託者）との会社間/省庁間の調整
を率先して行い、連携関係構築を行った。
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実施内容２）Ｈ26年度 実証実験

車載機との互換性をフィールド通信実験で確認 （横須賀YRP実験）

検証用車載機（車両未搭載時）

歩端末実験セット

試験車両未

横断歩道横断シーン 直線路横断シーン

単独歩行 データ解析

10



今後の取り組み Ｈ27年度

Bluetooth

スマートフォン

700MHz帯
通信端末

GNSS測位
専用端末

歩行者端末システム

Bluetooth

700MHz通信OFF

700MHz通信ON

■高精度位置測定技術の実現

(高層ビル街、市街地での高精度化)

• マルチパス(反射波)誤差対策

• 衛星捕捉劣化環境での自律航法・
マップマッチング技術の適用

■危険判定方式の開発

• 地図による危険地帯判定

• 歩行者横断検出

• 情報提供・注意喚起機能の実現

実用化、普及促進のために、早期技術確立が必要な開発項目を優先

危険地帯でのみ
700MHz帯通信を実施

■700MHzセルラーとの無線干渉検証

■700MHz帯通信端末の省電力化

• 必要時のみ通信させるため、スマートフォン
からBluetooth経由での通信起動・停止
制御を実現

• 詳細な消費電力測定により電池容量の
要求条件を明確化

準天頂衛星
通常測位

自律航法
マップマッチング

危険地帯判定、
横断検出

２）歩車間通信プロトコルの開発/
実証実験

１）高精度測位/事故削減のための
アプリケーション開発
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マルチパス
誤差対策


