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過去事例を用いた死角からの飛び出し予測手法
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概要：本論文では，車両周囲の物体によって生じる車両からの死角からの飛び出しによる事故を避けるため，このよ
うな飛び出しの可能性について，過去の事故・ヒヤリハット事例をもとにして求める手法について述べる．本手法で
は，過去の事故事例・ヒヤリハット事例で得られる被害者の位置と死角を生成している障害物の位置関係を利用し，
その結果をもとにして死角周辺の飛び出し確率を求めることにより，死角周辺の飛び出しの可能性を求める．このよ
うにして得られた確率分布についての評価を行う際，分布自体の正しさを証明すること自体が出来ず，また事故を避
けるという観点から見た場合に誤りの検知も難しく，確率そのものの評価が難しい．そのため，事故回避時間による
評価等の別手順による評価を行う必要がある．今後，この別手段による評価を行う．
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A Prediction Method of Objects on a Blind Area
Using Past Accident Data
YOSUKE ISHIWATARI†1 TAKEHIKO HANADA†1
NAOYUKI TSUSHIMA†1 MASAHIRO ABUKAWA†1
Abstract: This paper describes a prediction method for objects that run from a blind area. We calculate probabilities of
appearance of objects from a blind area by using relative positions of accidents or incidents. Those positions are described by the
locations from the object that creates unseen area that the object run out from. It is very difficult, however, that we evaluate
precision of that probabilities because we don’t obtain the correct value of the probabilities and we don’t evaluate whether the
probabilities are error values by the point of corrosion avoidance. So, we evaluate those probabilities with other aspects, such as
the total driving time without accidents. We evaluate our method by the point of such aspects.
Keywords: Autonomous Driving, Prediction of Out-Running, unseen area, incident, history of accidents

ことであり，これにより運転手に注意を促している．これ

1. はじめに

らは事故の回数・見通しが悪いといった事故現場の状況な

自動運転を行うにあたって，自車の移動方向・移動量を

どから判断するものだが，この考え方のベースは，過去の

決定するためには，自車周囲の状況を把握することが不可

事故事例であり，過去の事故事例から「再び事故が起こり

欠である．周囲状況把握のため，カメラ・レーザーセンサ・

得る」ことを予測していることを意味する．すなわち，過

レーダーセンサ等，各種のセンサを搭載した車両が各社で

去の事故事例から未来の事故を予測していることを意味す

作られ実験が行われている

1) 2)

．カメラ等の各センサは，

る．過去の事故事例の分析による予測はこの発展形と言え，

車両から見える範囲を走査するため，見えない範囲(死角)

交通事故に対する分析も実際に各種行われている．分析例

に対しては他からの情報，例えば車車間・路車間通信によ

の 1 つに，過去の事故からの事故件数予測 4) がある．

る情報提供などを受け取らない限り周囲の物体，例えば移
動体(人や車など)を判断できず(図 1)，何らかの形で状況を
推測する必要がある．推測の一例として，仮想的な歩行者
のリスクポテンシャルを利用して速度調整を行う

3)

ことで

飛び出し時の事故を回避するといった手法が行われている．
この飛び出し事故回避の観点から見ると，現在一般的に
行われている手段は，
「事故多発地帯」等，警告を掲示する
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図 1 見えない範囲からの飛び出し
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本論文ではこの過去の事故事例に着目し，死角からの飛
び出しを予測する手法，およびその評価手法について述べ

が，本来見通せる場所であっても路駐車両により死角が生
成され飛び出しが起き得る．つまり，「事故多発地帯」と

る．

2. 過去の事故事例とヒヤリハット
交通事故が発生した際，交通事故原票が作成される．交
通事故原票は現場の状況等を記載した物であり，事故日付
や時刻・事故位置や各種状況が記載される

5) 6) 7)

．2012 年

から交通事故原票に事故現場の緯度経度が記載されるよう
になり，事故発生個所の収集が出来るようになってきてい
る 5) 8)．

図 2

路駐車両による死角生成

また，実際の事故ではなく，ヒヤリハット時の情報を取

いった表示をするだけ，つまり事故が起きた場所だけを分

得し，整理分析を行う研究(ヒヤリハットデータベース)も

析するだけでは不足であり，図 2 における路駐車両の情報

行われている 9) 10)．先行研究では，各種センサで自車情報

といった，自分の周囲にある物体(建物も含む)の情報が必

を取得するとともに，ヒヤリハット発生時の対象(例えば飛

要である．また逆に，事故が起きた場所と異なる場所でも，

び出しヒヤリハット時に飛び出してきた人・車等)を前方カ

同じような車両が同じように路駐していた時にも同じよう

メラで撮影し，後処理によって情報生成を行っている．

な事故が起き得る，と考えられる．

交通事故原票には，記載する位置の精度や記載された周

3.2 過去の事故事例から利用するデータ

辺状況の間違い等，後日の分析・利用という観点からは問

前節で述べた内容から，過去の事故事例における，
「飛び

題があり，データを自動取得し後処理によってデータ化す

出し事故」が起きた時の「自分の位置(事故位置)」と「周

るヒヤリハットデータベースが利用に適切と考えられる．

囲の物体の情報」が必要であることが分かる．実際には，

一方，実際に起きた事故をデータ化したものが交通事故原

周囲の物体によって生成される死角によって，事故対象(飛

票である以上，事故分析という観点からは，事故が起きて

び出してきた人・車等)が一旦隠れる状態になり，またそれ

いないヒヤリハットデータベースより実際に起きた事故を

によって事故対象の認識が遅れた，という状況である事が

示したものである交通事故原票を使う方が，解析結果の正

必要だが，本論文では，過去の事故事例・ヒヤリハット等

確性が上がる．そのため，交通事故原票に記載される内容

でデータとして収集している時点で，そのような状況が起

の正確性が上がった段階で，交通事故原票の情報を利用し

きている，と判断するものとする．これは、そうでない場

た分析を行う方がよい，と考えられる．

合には事故・ヒヤリハットが起きていないであろう，とい

なお，本論文では交通事故原票・ヒヤリハットデータベ
ースの区別なく検討を行う．

3. 過去の事故事例を利用した死角からの飛び
出し予測
3.1 飛び出し位置と周囲物体
本論文で述べる手法では，過去の事故事例・ヒヤリハッ
トデータベースを利用する際，すべての事故に関するデー
タを使う必要はない．これは，死角からの飛び出しと他の
事故，例えば他車との追突といった事故発生の要因となる
条件が違うものを除く必要がある，ということである．即
ち，死角からの飛び出しとはどういうものであるかを定義
し，その定義を満たすデータだけを抜き出して分析する必

う想定に基づくものである．
周囲の物体の情報のうち，本論文では物体の位置と事故
位置の相対位置関係に着目する．死角からの飛び出しであ
るため，死角を生成する物体との位置関係に関係性がある
と考えられるためである．例えば図 3 のような位置関係か
ら事故・ヒヤリハットが起きたと考えると，図 3 の物体と
事故位置の相対関係を分析する．この際，基準は図 4 のよ
うに物体の奥の点とする．これは，基準とした点は，自分
がどれだけ物体に近い位置にいたとしても，事故対象を必
ず認識できる位置となるためである．また前記した通り周
囲物体の絶対位置や事故位置の絶対位置(緯度経度等)その
ものは重要ではない．

要がある．
死角からの飛び出しとは図 1 で示すような場所，つまり
死角から人・車等が飛び出してくることである．すなわち，
必要な要因は自分と死角と飛び出し対象(人・車等)の 3 点
であり，死角を作る際に必要なものは自分の周囲にある建
物等の物体である．この際に注意すべきことは，場所の絶
対位置が必ずしも重要でないことである．図 2 に例を示す
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する．座標系は計算上一致していればどのように設定して
も問題は無いが，以下では車両中心座標系(自分の位置を原
点・進行方向と進行方向右手を軸とした座標系)を想定して
いる．
(1) モデルの設定
まず予測に際し，飛び出し対象が何であるか，どんな動
きをするかを規定したモデルと，そのモデルに応じた確率
分布設定を行う．例えば，飛び出し対象が人か車か，人で
ある場合にはどのような動きを仮定するか(単純な直進運
図 3

事故・ヒヤリハット時の位置関係例(1)

動か，ランダムウォークか，など)を決定する．この決定に
は，事前データを利用するものとする．
(2) 物体毎パラメータを計算
事前データを利用し，確率計算用パラメータを物体毎に
設定する．この処理は，事前データにより得られた過去事
例による事故位置・ヒヤリハット位置の分布を各物体に対
して適用するものであり，例えば「物体に対して事故・ヒ
ヤリハットのピークはどの位置か」を示すために行う．
(3) モデルを利用した確率計算
前記処理で得られた物体毎パラメータを用い，各物体に

図 4

事故・ヒヤリハット時の位置関係例(2)

3.3 提案手法

おける物体周辺の各座標における確率計算を行う．この際，
複数の物体による結果を複合する処理も行う．複合処理は

前節までで述べた考え方をもとにした，死角からの飛び

論理和により計算される．物体毎に得られる値が存在確率

出し予測手法について述べる．なお，前節で述べた使用デ

であり，論理和によって最終的に得られる値は「周囲の物

ータは，何らかの形で正しく取得できているものとする．

体のどれかから飛び出しが起き，飛び出した物体が存在す

3.3.1 概略

る確率」となる．

提案手法は 2 つの処理からなる．1 つは過去の事故事例

3.3.4 計算例

から事前データを作成する処理であり，もう 1 つは事前デ

図 5 に計算例を示す．人が 2 次元正規分布に沿った存在

ータを利用して予測をする処理である．予測をする内容は

確率になるモデルを設定し，事故・ヒヤリハットのピーク

前記の通り「死角からの飛び出し」であるが，具体的には

を死角境界と障害物の接点とし，標準偏差は 3m とした．

「死角から何らかの物体(人・車など)が飛び出し，その物

この数値は参考文献 11)記載の人の歩行速度データをもとに

体が存在し得る確率を死角周囲の場所の点単位で求めるこ

設定している．

と」を指す．
3.3.2 事前データの作成
事前データを作成する処理は，過去の事故事例から得る
「事故発生位置・ヒヤリハット発生位置」と「物体の座標」
から，相対位置関係の分布を求め統計値(平均・標準偏差等)
を算出するものである．本処理は名称の通り，後述する予
測処理で使用するパラメータを予め求めておくものであり，
予測処理毎に行う動作は想定していない．ただし，分布は
事故・ヒヤリハットが起きる毎に変わる可能性があるため，
予測処理毎に，当該事前データを確認する必要がある．
なお，位置関係をわかりやすくするため，座標系は 3 次
元座標ではなく，(図 2,3 で示したような)道路上の 2 次元座
標とする．
3.3.3 予測処理
予測処理では，以下の 3 つの手順を順に行う．前提条件

図 5

正規分布によるリスク

図 6 に，人の動きが 1 次元ランダムウォークの場合の計
算例を示す．図 6 では，ランダムウォークの移動方向を自
分の移動方向と直行する方向aにしたものであり，1.0 秒後

としては，自分の周囲物体のフットプリント(道路上の 2 次
元座標における物体の専有範囲)が与えられているものと
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の予測を行った結果を示している．

に起き得る可能性に乖離がある．実際の予測では，
「実際に

1 次元ランダムウォークの動きは以下の式から導いてい

起きた事故・ヒヤリハットのうち，飛び出しがどの程度の

る．事故・ヒヤリハットのピークを基準(時刻 0)とし，時刻

確率で起きているか」も考慮に入れなければ，予測の結果

t(  0 )での位置 X(t)，速度は v(等速運動)とした場合，X(t)

安全に動ける場所が全く存在しない状態が多発する，とい

は 進 行 方 向 に 動 い た 時 間 T( t  T  0 ) を 用 い て
X (t )  vT  v (t  T )  v(t  2T ) と表せる．T の分布として

うこともなり得る．

正規分布を仮定し，時刻 0 での位置を死角領域の境界と定

3.4.3 確率以外の値の評価
前記の通り，予測値(確率値)をそのまま評価することに
は問題があると考えられるため，別尺度による評価が必要

義している．

である．予測の目的は事故の回避であるため，
「どのくらい
回避できるか」を評価するべき，と考える．例えば，飛び
出し予測の有無でどのくらい事故無しで走れたか(距離・時
間の評価)などである．この場合，走行環境を一致させられ
るのがシミュレーションのみであり，実環境で評価する場
合には，同じルートを走るだけではなく，条件を出来るだ
け一致させる必要があり，また実際に事故が起きるかどう
かで判定するのではなく，事故が起きそうになるまでの距
離・時間で評価する必要があるb．

図 6

1 次元ランダムウォークによるリスク

4. おわりに
本論文では，過去の事故事例・ヒヤリハットによるデー

3.4 課題
前節で述べた，事前データを利用した予測計算には，解

タを利用し，死角からの飛び出しを予測する手法について
述べた．一方，このような飛び出し予測については大きな

決すべきいくつかの課題がある．以下，順に述べる．

制約があること，評価手法も従来の方法では正しく評価で

3.4.1 モデルの妥当性

きないことなど，手法を確立するための課題が残っている．

本処理では計算に際し飛び出し対象のモデルを必要とす

今後，これらの課題を解決し，評価する．

る．これは，予測対象が人・車等で移動速度・動き方が異
なること，動きが異なれば予測結果が異なることが自明で
あることに因る．一方，使用したモデルが正しいかどうか
は予測の評価結果に表れるが，次節で述べるような評価方
法自体の問題があることに加え，評価結果が正しいことが
モデルの正当性を担保することにはならない，という問題
もある．モデルを定義することは対象の動きを制約するこ
とでもあり，特に動きが複雑である人(歩行者)のモデル化
は，予測を限定的にしてしまう問題も含む．
3.4.2 評価方法
飛び出しの予測については，その評価手法の選択にも課
題がある．事故の結果・ヒヤリハットの結果を使う評価な
らば，事故・ヒヤリハットの有無は表現できても確率的な
部分の解釈は出来ない．例えば，計算した予測結果のピー
クの部分に事故位置が来なかったからといって，予測結果
が間違っているかどうかの判断は出来ない．実際，あるデ
ータで予測した結果のピーク位置から離れている場所で起
きていたとしても，それ自身に意味はなく，例えば一定以
上の確率になった場所で評価する，といった形が必要にな
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