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1. 研究背景
2011 年の総務省の調査によると，年齢階級別
のサイクリングの行動者数は，20 代以上の全て
の年齢階級で増加傾向にある[1]．しかし，自転
車道や自転車専用道路といった，自転車だけが
走行できる道路は，2,530km であり，車道を走行
しなければならない道路が約 100 万 km に対して，
約 0.3%である[2]．よって，サイクリング時は，
多くの場合，自動車と混在した車道を走らなけ
ればならない．この現状は事故を招く原因であ
り，サイクリング時の快適性を損なう要因であ
るとも考えられる．しかしながら，専用道路の
整備には高いコストがかかる．よって，自転車
ユーザ自身が自動車の存在をできるだけ気にせ
ず走行できる車道を選択することが重要となる．
そこで，本研究では，自転車走行に適した車
道を検出する手法を提案する．また，その車道
の適性をユーザにわかりやすく提示するシステ
ムを作成する．車道走行時に危険であるのは，
自動車の存在で，自転車を追い抜いていく自動
車が近ければ近いほど，危険であるし，不快で
ある．よって，車道適性評価として，自動車と
の距離に着目することとする．
同様に，自転車走行環境を取得する研究とし
て，ユーザにサイクルコンピュータ上の危険や
楽しいといったボタンを押してもらい，その情
報をユーザ間で共有することで危険度マップを
作るという研究がある[3]．しかしこの研究は，
ユーザの主観が入ってしまうことや，自動取得
できないといった問題がある．よって，本研究
では，センサ情報を用いて自動で走行環境を取
得し適性を評価する．
2. 提案システム概要
本研究では，自転車走行時に自転車を追い越
していく自動車との距離を取得し，その距離が
広いほど，車道の自転車走行適性が高いと判断
する．その適性の高い車道と低い車道を色分け
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して地図に描写することで，ユーザが一目で適
性の高い車道を認識することができるシステム
を作成する．
このシステムを作成するためには，以下の機
能を実現する必要がある．
(1) 自動車との距離を取得
(2) 車道走行と歩道走行の区別
(3) 車道の適性評価
まず，(1)を実現するために，自転車の右側に
ある障害物との距離が取れるように超音波セン
サを設置する．本研究では，車道を走る際は交
通ルールに則り左側を走ることを前提とするた
め，自動車は，常に自転車の右側を走っている
ことになる．そのため，超音波センサは自転車
の右側面に設置する．自転車の右側と障害物の
距離を取得することで，車道走行時は，自動車
が自転車を追い越すときの自動車との距離を取
得することができ，歩道走行時は，車道と歩道
の分離帯との距離を取得することができる．
次に(2)は，サイクリングをしている際，車道
だけではなく，歩道を走行することもあるため，
車道を走行しているときのみ適性評価を行うた
め区別する．
最後に(3)で，(1)の距離データから，(2)で得
た車道走行時の距離データのみを取り出し，そ
の距離から適性を評価し，地図上に表示する．
3. 実験
(2)の手法について説明する．車道走行と歩道
走行を区別するために，まず，車道走行時と歩
道走行時の自転車の右側に観測される障害物の
違いに着目する．車道走行時は自動車が観測さ
れ，歩道走行時は，車道と歩道を分ける分離帯
が観測されることが想定される．しかし，超音
波センサ 1 つだけでは，この 2 つの物体をセンサ
の値から直接推定することはできない．よって，
以下の特徴を利用する．
車道走行時は自動車が自転車の後ろから抜い
ていくため，障害物である自動車は自転車の後
輪が前輪より先にすれ違う．逆に歩道走行時は
障害物である分離帯は，自転車の前輪が後輪よ
り先にすれ違う．本研究ではこの違いに着目し，
車道走行と歩道走行を区別する．これを実現す
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るために，図 1 のように前輪側と後輪側のフレー
ムに 1 つずつ超音波センサを設置して，後輪セン
サが前輪センサより先に距離データを取得した
場合は車道走行，前輪センサが後輪センサより
先に距離データと取得した場合は歩道走行とみ
なすという条件で，実験を行った．その結果，
表 1 のように，歩道走行推定率は 88.1%であった
が，車道走行推定率は，57.4%と大変低い結果と
なった．

波センサのデータは，自動車との距離であるの
で，(1)も達成することができた．
4. 設計
実験において，システムを作成するために必
要な手順の(1)(2)を行う手法を確立した．この
手法より得た車道走行時の距離データから，(3)
を行う．車道の適性は，距離データの平均をと
り，その平均が 190cm 以上であれば適性が高い，
190cm 以下であれば適性が低いとした．
5. 実装
(3)で得た適性データを地図上に表示する．こ
の情報はサイクリング時に見ることが想定され
るので，android アプリで表示した地図に描画す
ることとした．その結果を図 2 に示す．

図 1 前輪側と後輪側のフレームに超音波センサ
をつけた自転車
表 1 車道，歩道走行の区別推定結果
推定率[%]
誤推定率[%]
車道走行
57.4
41.7
歩道走行
88.1
11.9
全体
62.3
36.9
このことから，車道走行時の誤推定の理由を
探ったところ，逆車線を走行する自動車を考慮
していなかったことが原因だとわかった．道路
の幅が狭い場所では，逆車線を走行する自動車
との距離を超音波センサが取得しており，この
場合，前輪センサが後輪センサより先に距離デ
ータを取得するため，歩道走行だと検出されて
いた．よって，前輪センサが後輪センサより先
に距離データを取得した場合は，その距離平均
をとり，距離平均が 275cm 以上であれば，逆車線
を走る自動車との距離だとみなし，車道走行，
275cm 以下であれば，歩道と車道の分離帯との距
離だとみなし，歩道走行とするという条件を加
えた．この条件で再実験をした結果，表 2 のよう
に，車道走行推定率は 83.7%となり，約 1.5 倍精
度を高めることができた．
表 2 逆車線の自動車を考慮した車道，歩道走行
の区別推定結果
推定率[%]
誤推定率[%]
車道走行
83.7
15.4
歩道走行
72.7
27.3
全体
81.9
17.3
また，このときに取得した車道走行時の超音

図 2 車道の適性評価地図
6. まとめ
超音波センサを用いて，自動車との距離に着
目した自転車走行における車道の適性を評価し，
表示するシステムを作成した．超音波センサで
取得した距離データから，車道のみの適性を評
価するために，車道走行と歩道走行を区別し，
そこで得た車道走行時の距離データから，車道
の適性を評価した．この評価を Android アプリ上
の地図に表示することで，サイクリングユーザ
が簡単に適性を認識することができるようにな
り，ユーザが適性の高い道を選択して走行する
ことで安全で快適なサイクリングができること
が期待される．
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