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二輪車車体運動センシングデータを用いた
路面段差の検出と評価方法
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木谷 友哉1

概要：二輪車に車載したセンサから得られる二輪車車体運動センシングデータを用いて，道路の局所的な
段差を検出し，検出された段差の評価をする方法について検討を行った．まず，予備実験として角材を疑
似段差とした走行実験とテストコースでの実験を実施し，異なる走行速度で複数の被験者による段差走行
時のセンシングデータを収集した．収集したセンシングデータから，段差走行時には上下方向の加速度に
特徴的な変化が生じることに着目し，段差を検出する方法について提案する．また，車速と加速度を用い
て段差を評価する方法も提案する．実際に公道での走行データを収集し，検出・評価方法を適用すること
で段差の相対的な評価をすることができる結果を得た．

1. はじめに
道路は人々の生活を支える重要な交通インフラである．

サによって路面状況を把握することができれば，より広範
囲の道路の維持管理，道路の長寿命化に役立ち，この問題
を解決できる可能性がある．

しかし道路の管理に不可欠な路面調査は手間や費用が非常

このような問題を解決する研究として四輪車とスマート

に大きく，世界的に道路維持管理コストが問題になってい

フォンに内蔵されている加速度センサと GPS を用いた路

る．例えば，浜松市が管理する道路総延長は，全国の基礎

面状況推定が行われている [2]．しかし世界的には主要交

自治体 1 位の 8359km であり，将来的には道路補修費を含

通手段として四輪車だけでなく二輪車も使用されている．

めて年間 260 億円の公共施設の維持管理費が必要になると

特にアジア地域の発展途上国での二輪車の保有台数は世界

言われている．財政健全化のためにはこれを約 80 億円に

的に見ても非常に多く [3]，国によっては二輪車の方が四輪

抑える必要がある．これらの道路維持管理費を削減するた

車よりもシェア率が高い地域もある．そのため二輪車でも

めには，道路の傷みが小さいうちに修繕し長寿命化を図る

路面状況推定できることが望ましい．

ことが重要であり，道路の傷みが小さいうちに修繕するこ
とで，トータルの補修費を抑えることができる．
道路の傷みの早期発見のためには，短い間隔で定期的に
管理道路を調査する必要がある [1]．しかし，短期間ですべ
ての管理道路の路面状況を把握するのは容易ではない．浜
松市道路課への聴き取り調査によると，浜松市など多くの

本論文では，二輪車に車載した運動センサから得られた
情報で，局所的な段差を検出・評価する方法を提案し，実
際に公道を走行したデータに適用することによって検証を
行った．

2. 路面状況推定に関する調査

自治体において現在の道路路面調査は道路コンサルタント

現在の日本の総道路延長は 120 万 km を超えており，一

会社によって行われ，その結果から補修場所を決定する．

般的に道路の点検・補修は道路コンサルト会社に委託し，

しかし，道路路面調査費用は，補修費と比較しても無視で

路面調査には専用車両である路面性状測定車が使用されて

きない額である．そのため，浜松市では管理道路のうち主

いる．しかし，専用車両は非常に高価であるため台数が少

要な 1100km のみを定期的に調査し，残りは主に市民によ

なく路面調査には多額の費用がかかるため，定期的に短期

る通報を元にして補修計画を立てている．市民からの通報

間ですべての道路の路面性状を把握することは困難な状況

による補修依頼のほとんどは，道路の傷みが大きく進行し

となっているのが現状である．このような問題を解決をす

てからの通報であるため，道路の長寿命化は困難である．

るために主に四輪車を使用した路面性状把握の研究が行わ

そこで一般の二輪車ユーザに加えて新聞配達や郵便配達な

れている．

ど普段から定期的に道路を走行する車両に搭載されたセン
1
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2.1 四輪車を用いた関連研究

して車載したセンサが路面の凸凹をダイレクトに車体の運

路面状況推定の研究として，四輪車のダッシュボードの

動に反映することが考えられる．また，二輪車は車両が細

上などのバネ上にスマートフォンを設置し，スマートフォ

いため道路上の左右の自由度が高いため車線内を広く走行

ンに内蔵されている加速度センサと GPS を使用したもの

することが多い．こうすることでより細かい路面の情報を

が行われている．設置したスマートフォンの加速度センサ

計測できることが考えられる．

からバネ上の加速度を観測し，路面縦断プロファイルの推

ポットホールや路面段差は車両の損傷や二輪車の転倒の

定しており，スマートフォンで計測した値と専用機器での

原因となる可能性がある．実際に，道路の異常に起因する

計測値には高い相関があることが示されている [2]．スマー

事故の件数では，一位の落下物・路上障害物に次いで穴ぼ

トフォンを用いてポットホールの検出したり，路面状態を

こ・段差が 2 位となっている [10]．本研究では，事故や車

監視するシステムの研究が行われている [4][5]．これらの

両の損傷の要因となる可能性が高い局所的な段差やポット

スマートフォンを用いた計測では，内蔵されている加速度

ホールを対象とし，検出・評価を行う．

センサの個体差や固定の不備により安定したデータが取り
づらく，段差検出に用いるのには不向きであると考えられ
る．また，バネ上で計測される加速度はタイヤやサスペン

3. 二輪車による調査実験
3.1 データ収集環境

ションなど様々な箇所を介して計測されるため路面からの

私の所属する研究グループでは二輪車の車体運動の解

応答が緩和されてしまう可能性がある．特に四輪車のサス

析・検証するために運動センサである MPU-9150 を使用し

ペンションが優れているとバネ上の位置変化がない場合も

たセンシングユニットを作成し，これを用いたセンシング

あり，バネ上だけの計測では不十分である．そのため，本

システムを開発した [11]．開発したセンシングシステムで

研究では研究グループで開発した安価な専用の計測装置を

は 3 軸加速度，3 軸角速度，3 軸地磁気，GPS 測位情報を

使用する．

取得する．開発したセンシングシステムを用いて運動セン

スマートフォンではなく加速度計を使用して，路面性状
を推定する研究も行われている．Jakob らの研究では，加

サは 200Hz，GPS は 20Hz でサンプリングする．
センシングシステムにおける専用センサの設置場所は，

速度計をダッシュボードとフロントガラスに設置し道路の

二輪車のフロントサスペンションの上下，リアサスペン

路面異常を検出するシステムを開発し，検出されたうち 9

ションの上下の 4 カ所に取り付けてデータを収集してい

割が修復の必要な道路異常を含む場所だった結果を得てい

る．これは，二輪車の車体運動が図 1 に示すように 3 つの

る [6]．加速度計をダッシュボードなどのバネ上ではなく

可動部によって 4 つの動きに分割されているためである．

サスペンションの下部に取り付け，計測された車軸加速度
と路面段差量の間には非常に高い相関があることが実験に
より示されている [7][8]．これらの研究では四輪車のバネ
下に加速度計を設置しているが，四輪車の構造上バネ下に
設置することは容易ではない．そのため，台数を増やすこ
とは簡単ではないため，幅広い道路の路面状況を短期間で
把握するのは困難である．一方，二輪車は四輪車と比べて
バネ下にセンサを設置することは容易であるため，バネ下
の加速度を計測しやすい．

2.2 総務省による実証実験
2014 年度に総務省は舗装路面の劣化・損傷状況を把握す
ることで，道路の維持管理の低コスト化を実現するために，

図 1 二輪車の可動部

実証実験を行った [9]．その結果，従来の路面性状測定車を
使った場合と比較して，全 7 調査項目のうち，路面の凸凹
を示す IRI，ひび割れ率，わだち掘れ量の 3 項目では測定

二輪車が段差を走行する際には，上下の振動が車体に発

車による性能と同程度であったが，ポットホール，パッチ

生するため，段差検出に必要となるデータは加速度である．

ングの数，段差，沈下・水たまりの 4 項目については，大

また，段差走行時には車体が傾くので，角速度も段差検出

きな隔たりがあったと報告された．

に活用できる可能性がある．そのため，本研究ではセンシ

二輪車によって計測したセンシングデータを用いること

ングシステムを活用して二輪車の走行中の加速度と角速度

で，大きな隔たりがあった 4 項目のうちいくつかを解決で

を取得する．また，道路の路面状況が悪い場所を特定する

きる可能性がある．その理由として二輪車は四輪車に比較

ために GPS 測位情報も必要となるので取得する．
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3.2 実験の目的

表 1 実験環境

予備実験として，段差の高さ・車速・加速度にどのよう

専用センサ × 4

使用センサ

な関係があるかを調査するためにセンシングシステムを搭

被験者

載した二輪車を用いて段差を乗り越えた時のデータを収集

使用車両

する実験を行った．また，個人差がデータに生じるかどう

段差と想定するもの

20 代男性 7 人
50cc スクーター（スズキ：レッツ 4）
高さ：15mm, 19mm, 24mm，幅：60mm

かを検証するために複数の被験者で実施した．さらに，路
面の違いによる差があるかどうかを検証するために，角材
を用いた段差とランプ路の 2 つの異なる環境でデータを収
集した．

角材（材質：松）

路面

アスファルト

試行回数（合計）

20km/h:50 回
30km/h:45 回

天候

晴れ

二輪車が段差を走行する場合，乗り上げや乗り下げなど
の上下に運動が発生するため，平坦な道路を走行している
場合と比べると上下方向の加速度に特徴的な変化が現れる
と想定される．

3.3 段差乗り越え実験
段差乗り越え実験では路面の段差を再現するために角材
を疑似段差として使用した．段差の維持修繕基準の管理目
標値は，道路維持修繕要綱において 20mm 以下と示されて
いるため [12]，予備実験で使用した角材の高さは段差の管
理目標値を考慮して 15mm，19mm，24mm の 3 種類を使
用した．また，現在日本における二輪車の保有台数のうち
約 5 割が原付のため [13]，実験では 50cc の車両を用いた．

バネ上

実際に行った実験の走行シナリオを図 2 に示す．図 2 に
示した実験コースにおいて，アスファルト路面に 15mm，

19mm，24mm の順に角材を設置し，段差区間は 20km/h
と 30km/h で，被験者に段差の上を走行してもらった．こ
の時の実験環境を表 1 に示す．

バネ下
図 3 上下方向の加速度 (20km/h)

下とバネ上を比較するとバネ下の方がより顕著に加速度の
図 2 実験コース

変化が現れているのがわかる．これはバネ下が地面からの
影響を直接的に受けるのに対して，バネ上は様々な箇所を

3.3.1 得られた実験データ
バネ上の前後とバネ下の前後に設置した専用センサから
得られた上下方向の加速度を図 3 に示す．
図 3 では 9.5 秒付近に 15mm，10.5 秒付近に 19mm，11.5

介して影響を受けることが要因と考えられる．このため，
段差検出には変化がより顕著であるリアバネ下のデータを
使用し，バネ上のデータは今後精度向上や補正のために使
用していく．

秒付近に 24mm の段差がある. 段差区間において，各場所

個人差を比較するために被験者のうち，体格差のあるラ

に設置した専用センサの上下方向の加速度は正負に大きく

イダーが各段差を走行したときにリアバネ下で計測した

振れており，段差を走行した際には想定した通り上下方向

ピーク加速度の平均と分散を表 2 に示す．また，各試行の

の加速度に大きな変化が現れていることがわかる．特に大

それぞれの高さの段差で発生したピーク加速度の分布を図

きな変化が現れているのがフロントのバネ下であり，唯一

4 に示す．

加速度の測定レンジである 16G を超えている．また，バネ
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段差：15mm

段差：19mm
図 4

段差：24mm

体格差のあるライダーの加速度の分布の比較 (20km/h)

表 2 体格差のあるライダーのピーク加速度の平均と分散

20km/h

30km/h

使用センサ

表 3 実験環境
専用センサ × 4

被験者

プロのテストライダー（男性）

被験者

段差の高さ

平均 (G)

分散

平均 (G)

分散

使用車両

ライダー A

15mm

7.45

1.67

7.92

2.57

段差

高さ：15mm, 20mm, 25mm

（体格：大）

19mm

9.01

4.00

9.92

6.03

路面

アスファルト

24mm

9.75

2.25

11.25

6.19

試行回数

20km/h:5 回

ライダー B

15mm

6.39

1.17

8.09

1.48

（体格：小）

19mm

7.56

2.83

8.81

0.82

24mm

8.64

4.03

10.91

4.02

天候

の値がライダー A の方が全体的に少し高い傾向にあり，体

3.5 考察

50cc スクーター（スズキ：レッツ 4）

30km/h:5 回
40km/h:5 回
晴れ

格の影響による個人差が多少生じる．しかし，各ライダー

段差乗り越え実験において複数の被験者から得られた

において段差が高くなるほど，同じ高さの段差でも車速が

データから，段差走行時に発生する加速度は体格が大きい

速いほど加速度が大きくなっており，各ライダーから得ら

方が発生する加速度が大きい傾向があったが，計測値に大

れたデータには共通性がある．図 4 では分布が山型になっ

きな違いはない結果が得られた．また，段差乗り越え実験

ているのがほとんどであり，試行ごとによる大きな差はあ

とテストコース実験の 2 つの実験において得られたデータ

まり見られなかった．

には，角材とランプ路による段差の違いはなく，段差走行
時には上下方向の加速度に大きな変化が現れる結果が得ら

3.4 テストコース実験

れた．また，段差の高さが大きくなるほど，同じ高さの段

高さが 15mm，20mm，25mm の段差があるテストコー

差でも車速が速いほど，発生する加速度は大きくなってお

スでも実験を実施し，段差乗り越え実験と同様に段差走行

り，四輪車では車軸加速度と路面段差量に高い相関がある

時のセンシングデータを収集した．テストコースでは，図

ことが示されている [7] のと同様に，二輪車においても段

5 に示すような形状の段差が 4m 間隔であり，それぞれの

差の高さ・車速・加速度に相関があることが得られた．

高さの段差が 6 個ずつで連続しており合計で 18 個の段差
がある，

4. 二輪車による段差の検出と評価方法の検討
4.1 段差検出手法
予備実験によって得られたデータから段差を検出する手
法について提案する．二輪車車体運動センシングデータを
用いた段差検出手法では，二輪車が段差を走行した際に加
速度が正負にピークが立つことに着目し，上下方向の加速

図 5 テストコースの段差形状

度が一定値以上であれば段差を走行したと検出する．今回
は，リアバネ下のセンシングデータを段差検出手法に使用

テストコースでの実験環境を表 3 に示す．

3.4.1 得られた実験データ
実験から得られたそれぞれの高さの段差区間におけるリ
アバネ下の上下方向の加速度のデータを図 6 に示す．

した．これは予備実験から得られたデータで示したように
バネ下のほうが地面から直接力を受けるため，バネ上に比
べて段差を走行したときにより顕著にピークが立つためで
ある．また，バネ下は前後の 2 ヵ所あるがフロントのバネ

図 6 では，各段差区間において段差乗り越え実験と同様

下で計測される段差走行時の加速度は測定レンジである

に，段差を走行するときには上下方向の加速度に特徴的な

16G を超えてしまう場合があり，正確な値が得られないた

変化が現れていることが確認できる．

めリアのバネ下のデータを使用した．
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（a）15mm 区間

（b）20mm 区間
図 6

（c）25mm 区間

リアバネ下の上下方向の加速度 (30km/h)

加速度のセンシングデータには重力の影響を受けた値が

差を超えるときには 9G 付近に加速度の値が密集してお

計測されている．そこで，各時刻で得られた加速度の値か

り，段差の高さが高くなるにつれて密集している場所の

ら 1G を引くことで重力の影響を除去する．次に，重力の

加速度の値が大きくなっている．40km/h の分布において

影響を除去した加速度の絶対値を計算し，0.05 秒間ごと

も，30km/h の時と同様の傾向があり，加速度と段差の高

の加速度の最大値を算出する．段差を走行する際には，約

さには相関がみられた．しかし，20km/h の分布において

0.02 秒という非常に短い間隔で正負に大きくピークが現れ

は 1.9cm と 2cm，2.4cm と 2.5cm の際の加速度の値は段差

る．そこで，正と負のピークの大きい方を段差を走行した

の高さが小さい方が大きい値となっている．これは，二輪

際に発生した加速度とするために，加速度の絶対値を計算

車が自立不可能で不安定な構造をしており，低速時に特に

し 0.05 秒間の最大値を求める．最後に各時刻における加

不安定になりやすい構造をしていることが原因である．そ

速度の最大値が閾値を超えていたら段差を検出する．

のため，20km/h の低速では二輪車の車体運動が不安定な
ため加速度にばらつきが生じたと考えられる．

4.2 段差乗り越え実験データへの適用
段差検出手法を段差乗り越え実験のデータに適用した結
果を図 7 に示す．
図 7 の (a) と (b) では 3 つの段差を検出しており，今回
の実験で使用した段差を検出することができた．しかし，

図 8 の 30km/h と 40km/h では，加速度と段差の高さに
ある程度の相関がみられた．そこで，各段差を走行したと
きのピーク加速度の平均をとった値を発生した上下方向の
加速度として，段差の高さと加速度の相関係数を算出した．
算出した相関係数を表 4 に示す．

図 7 の (c) に示すように 3 つの段差以外の場所を誤検出し
てしまう場合があった．誤検出の原因としては，閾値の設
定が挙げられる．閾値の値が小さいと段差を走行していな
い場所でも検出してしまう．一方，閾値が大きいと段差を

表 4 速度ごとの相関係数
20km/h 30km/h 40km/h
相関係数

0.704

0.984

0.98

走行したにも関わらず検出されない可能性がある．閾値の
設定によって誤検出が増えるか，検出漏れが増えるかどう
か決定されるので閾値の値が重要である．段差を検出する

表 4 より，30km/h のとき r=0.984，40km/h のとき r=0.98
と非常に高い相関があることが得られた．

際，図 7 のような誤検出が発生した場合でも同一地点での
複数のデータから統計的に検出することで誤検出を排除
することができると考えられる．そのため段差検出手法で
は，誤検出よりも，検出漏れを少なくする．

4.4 段差の評価方法
加速度を用いた段差検出手法では予備実験で走行した段
差を検出できることを示した．しかし，実際に二輪車で公
道を走行したデータから検出された道路の段差がどのぐら

4.3 段差の高さと加速度の相関

い損傷しているのかは段差を検出しただけで判断すること

段差の高さと上下方向の加速度にどのような関係がある

はできない．そこで，段差の高さと加速度に相関があるこ

かを調査するために，予備実験の各試行ごとにそれぞれの

とを活用して段差の大きさを推定する手法について提案す

段差を乗り越えた際に発生した上下方向の加速度のピーク

る．段差の大きさを推定することで異なる地点で検出され

値を抽出し検討を行った．各速度における加速度のピーク

た段差の比較をすることができ，補修の優先度などの判断

値の分布を図 8 に示す．予備実験では，試行によって規定

する基準に役に立つと考えられる．

の速度と大きく離れている場合があったため，図 8 では

表 4 より，段差の高さと加速度には高い相関があること

GPS による計測速度が規定速度の± 2.5km/h に収まった

を示した．そこで図 8 のデータに対して線形近似し，各速

ときのデータのみを図示する．

度における段差の高さと加速度の関係式を以下に示す．

図 8 の 30km/h のピーク値の分布をみると，1.5cm の段
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（a）20km/h

（b）30km/h
図 7

図 8

（c）30km/h（誤検出）

段差検出手法の適用結果

加速度のピーク値の分布と平均加速度

20km/h : AccZ = 1.74h + 4.60

(1)

を走行したときの上下方向の加速度のピークと車速を用い

30km/h : AccZ = 2.37h + 5.27

(2)

て算出した推定値の平均の結果を表 5 に示す．

40km/h : AccZ = 2.85h + 5.92

(3)
真値 (cm)

式中では AccZ は上下方向の加速度 (G)，h は段差の高さ

表 5 段差の高さの推定結果
1.5
1.9
2
2.4

推定値 (cm)

1.68

1.843

2.027

2.491

2.5
2.674

(cm) を表す．
式 (1)，式 (2)，式 (3) より，車速が速いほど図 9 に示す
ように傾きと切片の値が増加していることがわかる．

表 5 から推定結果は実際の段差の高さと比べると誤差±

0.2cm 以内で推定できていることがわかる．この結果より,
式 (4) を用いることで二輪車がどのぐらいの高さの段差を
走行したか判断する指標の一つになることを示した．

5. 提案手法の公道データへの適用
5.1 評価実験
予備実験で得られた段差検出・評価方法を実際に二輪車
で公道を走行したデータに適用するために公道での実験
を実施した．段差を走行したときのデータを収集するため
に，実験コースに数カ所の段差を含むような道路を選定し
た．また，段差の位置を特定するために GPS のデータも
収集するため，GPS の受信を阻害するような高い建物など
図 9 速度ごとの傾きと切片の関係

が道路の周辺に少ない場所を考慮した．
公道での実験では予備実験と同様の車両を用いて，複数

図 9 より，式 (1)，式 (2)，式 (3) をまとめると以下の式
となる．

AccZ − (0.0656V + 3.2974)
h=
0.0552V + 0.6666

人によるライダーで片道 700m の実験コースを往復で繰り
返し走行しデータを収集した．公道実験でのデータ収集環

(4)

境を表 6 に示す．
表 6

式中では AccZ は上下方向の加速度 (G)，h は段差の高さ

使用センサ

(cm)，V は車速 (km/h) を表す．

被験者

公道実験の実験環境
専用センサ × 4

20 代男性 8 人

次に式 (4) を用いて実験データの車速，加速度から段差

使用車両

50cc スクーター（スズキ：レッツ 4）

の高さを推定する．推定に使用した実験データは関係式を

試行回数

各被験者ごとに 10 往復

算出したときとは別のデータを用いた．各試行ごとの段差
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5.2 段差検出
加速度を用いた段差検出法を公道の実験データに適用
し，検出された段差の緯度経度をプロットした結果を図 10
に示す．

図 11 閾値を変化させながら段差検出手法を適用した結果

箇所で段差やポットホール，パッチングなどの凸凹が確認
できた．また，図 11 と図 10 を比較すると図 11 の方が検
出箇所が少なくなっており，図 10 で誤検出していた場所
を除去できていることが確認できた．走行速度に応じて閾
値を変化させることで，段差検出の精度が向上することを
図 10 リアバネ下のデータに段差検出手法を適用した結果

図 10 は被験者 8 人の 80 回分の走行データに段差検出

示した．
同様に，リアバネ上のデータに加速度を用いた段差検出
を適用した結果を図 12 に示す．

手法を適用した結果であり，検出された段差の数は合計で

832 である．赤で示された場所など正確に段差が検出され
ているが，一方で段差がなく平坦な道路でも段差が検出さ
れている場所が存在している．この原因としては，二輪車
の走行速度が考えられる．二輪車が高速で走行している場
合，段差がない場所でも何らかの小さな上下運動により閾
値を超える加速度が計測されてしまう．このような検出を
除去するために，走行速度に応じて閾値を変化させる必要
がある．そこで，速度ごとに加速度を設定し，設定された
値を下回る場合は検出しないようにする．速度ごとの加速
度を設定するために，予備実験で得られたデータを使用す
る．まず，予備実験で各速度において段差を走行した際に
発生したピーク加速度の最小値を求める．求めた加速度の
最小値を速度ごとの基準とする．予備実験で得られた速度
ごとのピーク加速度の最小値を表 7 に示す．

図 12 リアバネ上のデータに段差検出手法を適用した結果

図 12 と図 11 を比べると，リアバネ上の方が検出した数
が少ないことがわかる．また，段差が検出された地点を比
較すると，道路の損傷が大きい場所では，バネ上とバネ下
の両方で検出できている．しかし路面の変化が小さい場所
では，地面から影響を受けやすいバネ下では検出できてい
るが，バネ上では検出できないことがわかる．そのため，
道路の路面性状の把握にはバネ下のセンシングデータの方
が適していると言える．

表 7 段差走行時に発生したピーク加速度の最小値
速度
加速度の最小値 (G)

5.3 段差評価

20km

4.63

検出した段差を式 (4) で示した加速度と車速から段差の

30km

5.52

大きさを推定する関係式を用いて評価をする．段差乗り越

40km

6.37

え実験とテストコース実験では，直角段差を走行したとき
のデータを収集したが，実際の道路には直角段差ではなく

表 7 より得られた回帰式を以下に示す．

th = 0.087V + 2.8967

様々な形状の段差が存在する．そのため，式 (4) を用いて

(5)

も段差の大きさの真値を推定することは困難である．異な
る地点で検出された段差を式 (4) を用いて推定値を算出し，

式中で th は閾値，V は車速 (km/h) を表す．式 (5) を用い

相対的な段差の評価を行う．図 11 の地点 J を除いた段差

て走行速度に応じて閾値を変化させる．式 (5) より算出さ

検出地点の推定値の最大値を表 8 に示す．

れた閾値と実際に計測された加速度を比較して，計測され

表 8 より，地点 C の推定値が一番大きく，次に地点 H，

た加速度が大きければ段差を検出し，小さければ段差を検

地点 D，地点 I，地点 F の順となっている．表 8 の上位 5 ヵ

出しない．式 (5) を用いて走行速度に応じて閾値を変化さ

所の路面状況を図 13 に示す.

せて段差検出手法を適用した結果を図 11 に示す．

図 13 に示すように，それぞれの地点を実際に視認した

図 11 において，段差が検出された場所を視認したとこ

ところ，表 8 の推定値の大小関係が路面状況に反映されて

ろ，地点 J では路面の凸凹は確認できなかったが他の検出

いることが確認できた．また，地点 A と地点 B では小さ
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表 8
地点

A

B

最大値

0.274

0.356

地点 C

各地点における推定値の最大値
C
D
E
F

2.732

地点 D

1.991

0.989

1.408

地点 F

G

H

i

0.297

2.604

1.606

地点 H

地点 I

図 13 検出された場所の路面状況

なうねりがあり，地点 G ではマンホールがあることが確認
できた．検出数が多い地点 C と地点 H の推定値の分布を
図 14 に示す．
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