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あ ら ま し

運輸，交通の分野において，輸送の効率化や安全運転支援にもビッグデータが活用

され始めている。富士通でも，位置情報を活用したクラウドサービスであるFUJITSU 
Intelligent Society Solution SPATIOWL（スペーシオウル）を製品化し，車両など移動体
の位置情報にひも付けた様々な情報をクラウド上に蓄積する仕組みを構築した。また，

道路交通の安心・安全を支援する車載や道路インフラのセンシング技術も継続して開発

をしてきた。道路交通系のセンシングによるデータは，これまで車両単独のシステムや

特定の道路区間の安全系システムといった限られた範囲でのみ活用されてきた。昨今で

は，クラウドにつながる仕組みが整い，センシングしたデータを容易に集約して蓄積で

きるようになってきた。大量に蓄積されたデータをうまく解析できれば，運転に注意が

必要な地点の情報を抽出することも可能になる。そのためには，目的に応じた有意な情

報を大量のデータから正確に抽出する解析技術が必要になる。

本稿では，運転注意地点を見つけるため，ドライブレコーダによって記録された大量

のデータを効率的に解析し，真に必要な情報を検出する手法と，それを機能部品として

実装するSPATIOWLを活用した安全運転を支援する仕組みについて紹介する。

Abstract

In the field of transportation and traffic, big data are beginning to be used for improving 
transport efficiency and assisting in safe driving.  Fujitsu has commercialized FUJITSU 
Intelligent Society Solution SPATIOWL, a cloud service that uses location data, to build a 
system that accumulates in the cloud various types of information associated with location data 
of mobile objects including vehicles.  We have also developed sensing technologies for use in 
vehicles or on road infrastructure that promote road traffic safety.  Data acquired by sensing 
technology related to road traffic systems have so far only been used in limited applications 
such as individual vehicle systems and safety systems for specific road sections.  But systems 
are now in place that make it easier to connect with data in the cloud, and this facilitates data 
aggregation and accumulation.  Adequate analysis of the massive amounts of data accumulated 
makes it possible to identify information about points requiring attention in driving, and to do 
this requires analysis technology that can accurately identify significant pieces of information 
that suit the purpose of analysis, out of massive amounts of data.  This paper presents a 
technique of efficiently analyzing massive amounts of data from drive recorders and detecting 
truly necessary information and a system that utilizes SPATIOWL to implement the technique 
as a functional component for assisting in safe driving.

● 橋口典男　　　● 東野全寿　　　

安心のドライブ環境構築

Construction of Safe Driving Environment



FUJITSU. 65, 4 （07, 2014） 35

安心のドライブ環境構築

る。二つ目は，各ドライバーの運転状態に関する
情報である。各ドライバーの運転に関するデータ
をSPATIOWL上で蓄積・管理し，これらから各ド
ライバーの運転特性を把握する。運転中に通常の
運転特性と異なる兆候を示す場合に，ドライバー
に対してその旨を伝達する，というものである。
今回，前者の運転注意地点のデータベース化に
向けて，ドライブレコーダに記録された車両の走
行情報を解析し，効率良く必要な情報を抽出する
方法を確立した。

SPATIOWLの概要

サービスを受ける主体者である人は，ある目的
を実現するために様々な情報を収集，分析し行動
する。交通システムとしては，その人の移動する
目的と時間・地点・状態に合わせて適切に情報提
供し，誘導することが良いサービスの基本となる。
SPATIOWLは，位置情報を利用する様々な領域へ
適用可能とするクラウド上で提供するサービスで
ある。SPATIOWLにおけるデータ活用の概念を
図-1に示す。人の一連の活動サイクルと同様に，
データ収集，分析，情報・サービス提供の各領域
に必要な機能を具備・蓄積し成長していくシステ
ムとなっている。
本章では，ドライバーに提供する「適切な情報」
の生成方法と，ビジネス展開の両立を目的とした
取組みについて，その技術面を中心に説明する。
（1）走行データの収集
収集する走行状況の情報源として，ドライブレ
コーダのデータを活用した。ドライブレコーダは，
運転中の万が一の事故などの際，映像や車両の情
報を記録するものである。事故時の処理迅速化や，
不利な過失割合を負わされることの防止，安全運
転意識の向上などのメリットが認識され，ドライ
ブレコーダを搭載する車両は増加している。道路
や車両の挙動情報の収集を考えたとき，ドライブ
レコーダは，位置，時刻，速度，加速度，画像な
ど，ドライバーの置かれている現場状況を忠実に
記録しており，これらデータの有効活用が，交通
システムの課題解決に大きく寄与すると考えてい
る。また，これらを広く，大量にクラウド上に集
めて分析することで，更に役立つと考えている。

SPATIOWLの概要

ま　え　が　き

交通システムの発展により人類は多大な利便を
得てきたが，同時に様々な問題も発生している。
交通事故，交通渋滞，環境汚染などの問題は，「交
通システムの負の遺産」と呼ばれてきた。本稿では，
その問題の中でも事故の軽減への寄与に焦点を当
て，安心のドライブ環境を構築する取組みについ
て述べる。
日本における年間の交通事故死者数は，2013年
まで13年連続で減少しており，近年では5000人以
下を維持している。（1）しかし，交通事故死者数の前
年比減少率は僅かにとどまっており，更なる事故
低減の近道として，上位の事故要因から対処して
いくことが効果的であると考えられる。死亡事故
件数を法令違反別にみると，漫然運転，脇見運転，
運転操作不適の順となり，ヒューマンエラーによ
ると言える事故数はそれほど減少していない状況
がみられる。（1），（2）漫然運転，脇見運転では，危険な
状況を事前にドライバーに知らせることで事故を
未然に防げる可能性が高い。また，運転操作不適
に至る一番の要因は，慌てやパニックとされてお
り，（3）これも危険な状況を事前にドライバーに知ら
せることで，発生件数を減少させることができる
と考えられる。このように，事前に「適切な情報」
をドライバーに提供することで更なる事故の低減
につながる。
富士通は2011年に，位置情報を活用したクラウ
ドサービスFUJITSU Intelligent Society Solution 
SPATIOWL（スペーシオウル）（4）を製品化した。
この環境を用いて，多くの移動体の情報を収集，蓄
積，分析し，「適切な情報」を「適切なタイミング」
でドライバーに提供することで，事故低減，安全運
転支援に役立てたいと考えている。
ここで，ドライバーに提供する「適切な情報」
とは，以下の2種類を考えている。一つ目は，位置
に関する情報である。ある外部環境条件がそろっ
たときに事故が起こりやすい地点，事故には至っ
ていないものの多くのドライバーが危険を感じた
地点，あるいは安全確保のため回避運転をした地
点（以下，運転注意地点），およびその危険要因に
関する情報である。運転注意地点は，SPATIOWL
上に蓄積した情報からデータベースとして作成す

ま　え　が　き
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目視による危険判定結果（◇□△）と速度/加速
度には，明らかな相関は見つからなかった。加速
度0.6 G以上を一律に危険だと分類した場合，目
視による判断結果と合致（危険を危険に，非危険
を非危険に正しく分類）した正解率は47％，目視
で危険だと判断しているが危険に分類されない見
落率が60％であった。収集したデータを機械的に
解析し，統計的に運転注意地点として集約させる
ためには，少なくとも，正解率50％以上，見落率
50％以下の条件をクリアしている必要がある。
今回，これをクリアするため，数値解析機能と
画像認識・解析機能との複合解析機能を開発した。
更にその自動化も実現した。今回の数値解析では，
加速度の変化に着目し，加速度波形の主成分分析
を実施した。その結果を教師あり学習（Supervised 
learning）（6）を用いるパターン識別手法の一つであ
るSVM（Support Vector Machine）により分類し
た。画像認識・解析機能では，一般物体認識（Generic 
Object Recognition）による車，人など衝突の対
象となる物体の検出とその距離計測による危険度
を抽出した。その結果，図-3に示すように正解率
73％，見落率27％を得た。
今回開発した前述の機能を使うことにより，以
下の二つのメリットがある。一つ目は，データ全

（2）ドライブレコーダデータ解析
事故の未然防止を目的とした車両走行データ活
用実証実験は既に複数実施されている。（5）その中に
ヒヤリハットマップ作成もあり，その情報を基に
したドライバーへの注意警告や，国や地方自治体
による危険状況改善のための道路保全・改修など
の活動が報告されている。一方，ドライブレコー
ダに記録されたデータを活用した安全運転指導の
サービスも行われているが，膨大なデータの目視
解析による人件費がネックとなっており，解析の
自動化が必須要件となっている。このような状況
の中，富士通でも，独自にドライブレコーダのデー
タを入手，解析し，「運転注意地点情報提供サービ
ス」のビジネス化を検討した。
今回の実験では，ドライブレコーダの837件の
データで目視解析を行い，「急加減速の多発場所と
ヒヤリハットポイント（運転注意地点）とは一致
しないことが多い」という事実を再認識した。そ
の結果を図-2に示す。本図は，ドライブレコーダ
に記録されたデータを目視判断により分類し，速
度（横軸）と加速度（縦軸）の関係をプロットし
たグラフである。分類は，問題なし（◇のデータ），
危険（□のデータ），危険の可能性大（△のデータ）
とした。

図-1　SPATIOWLにおけるデータ活用概念
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認した場合に必要な工数は約40時間であるが，試
算ではこの機能を使用することにより，約4時間に
短縮できる。
更に，画像認識・解析機能で重要なことは，注
意する内容が分かることである。運転中のドライ
バーに危険場所だけでなく，その地点で注意すべ
き内容を伝えることができる。

体の母集団から，確認すべきデータの集合をピッ
クアップする（確認すべきデータ量の削減）こと
である。二つ目は，更にピックアップしたデータ
では，確認すべきポイントを示す（確認作業の簡
略化）ことである。目視確認する工数は，慣れた
人で1データ平均約3分（7）とされている。これに従
うと，今回用意したデータでは，全てを目視で確

図-3　ドライブレコーダ数値・画像自動複合解析結果
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場所と時刻情報を持つGPSデータのほか，3軸加速
度センサー，3軸ジャイロセンサー，地磁気センサー
などである。上記スマートフォンの内蔵センサー
のデータを収集し，SPATIOWLへ送信するライブ
ラリ群も用意しており，これを利用して簡単に車
両の状態を示すセンサーデータをクラウドに蓄積
できる。
また，スマートフォンのカメラを利用して，走
行環境のデータ収集も行えるよう構想中である。
スマートフォンのカメラで車両前方を撮影し，画
像認識して，図-4に示すように道路上の車線分
離線（以下，白線）の認識と前方車両を認識して
いる。左右白線までの位置を常にモニタし，白線
に対する車両の横方向の動きの情報を，また，前
方車両に関しては車間距離を算出し，それぞれ
SPATIOWL上に記録できるようにする予定であ
る。これらのデータもドライバーの運転挙動や運
転特性を表すものと考えている。
このほか，最近はウェアラブルセンサーも増加
してきた。これらを利用して，生体情報を取得す
るのもドライバーの状態を知るのに有効と考えら
れる。生体情報では，心拍情報をセンシングし，
ドライバーの覚醒度合いの判定に利用することも
研究されており，（9）今後はこのような情報も指標と
して収集できる仕組みを構築していきたい。
以上の各センサーから収集した各ドライバーの
データを長期に蓄積することにより，個々の運転
特性を把握できる。例えば，加速度情報から運転

（3）検証
今回の実験で，交通システムのうち，特に事
故軽減や，ドライバーの要件を満たす情報提供，
誘導に貢献できることが確認できた。自動化や
手法については，今回，波形解析に Supervised 
learningを活用したが，画像認識・解析と数値解
析の2軸で進めるシナジー効果も確認できた。画
像認識は人の学習・認識がレファレンスとなるが，
数値の値・成分と，人がヒヤリとした心理との相
関を画像データと対比させることで精度を向上で
きた。ただし，波形解析では，過学習に陥りやす
い傾向もあり，今後の課題である。
解析手法については，今回，構造化された数値
データおよび非構造化データである画像の2つの異
種データを複合解析した。前者では，SVMを使用
したが，SVMは，後者の画像パターン認識の分野
でもAI技術の応用（8）とともに識別手法の主流となっ
てきており，その有効活用を今後検討したい。今
回のヒヤリハット事象の抽出のように，その判定
に曖昧さが入りやすい課題に対しても，そこに数
値と画像の両方を目視で関連づけるなど，その判
断基準を相互に適用することで効果が上げられる
ことも分かった。

ドライバーの運転状態把握

前章では，事故軽減へのアプローチの一つとし
て，「適切な情報」である運転注意地点のデータベー
ス化を効率的に進める手法について述べた。本章
ではもう一つのアプローチとして，ドライバーの
運転状態を見守り，「適切なタイミング」で注意喚
起することで，前記の事故要因の状態にドライバー
を至らせない仕組みを検討した。これを実現する
ためには，ドライバーの運転状態を把握する必要
がある。ドライバーの運転状態は，ドライバーに
よる車両の操作や操作の結果現れる車両の挙動か
ら推定できると仮定し，運転中の様々な情報をセ
ンサーによって収集することを考えた。また，簡
易的に誰でもこれらセンサーデータを収集できる
よう，スマートフォンを利用することとした。ス
マートフォンには，様々なセンサーが搭載されて
おり，車両内に置かれたスマートフォンのセンサー
情報は，車両の挙動を表す。スマートフォン内蔵
センサーのうち，車両の挙動を示すセンサーは，

ドライバーの運転状態把握

図-4　スマートフォンのカメラ画像による白線・前方車
両検出
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値化する。得られた結果から普段の運転特性を把
握し，現在の運転状態が普段の運転特性と大きく
異なる場合には，そのドライバーに注意喚起のア
ナウンスを行う。
これまで述べてきたように，SPATIOWLを活用
して，運転注意地点および各ドライバーの運転状
態を表す2種類のデータを蓄積できる環境を整えて
きた。
前者については，走行状況は，視覚情報を主に
その時々の様々な外部環境状況を基に，ドライバー
自ら学習したルールで判断した結果である。その
ため，そこでドライバーが感じたヒヤリハットお
よびその情報は，それらの外部環境状況を考慮し
た適切なカテゴリーで分類，蓄積される。後者に
ついても，同様に，漫然運転や脇見運転を含めた
ドライバーの状態などは，情報やサービスの受け
手側の状態や条件により分類，蓄積される。その
結果，外部環境状況および運転状態などの「適切
な情報」を「適切なタイミング」でドライバーに
伝達できるので，安全運転支援，事故低減につな
げられる。

む　　す　　び

安心のドライブ環境構築には，事故軽減が大き
な課題である。そこに求められる条件としては「納
得性」と「受容性」であり，その要件としては，「適
切な情報」を「適切なタイミング」で伝達するこ
とだと考える。富士通は，それをSPATIOWLをベー
スにして実現を目指している。走行データや運転
状況など，交通システムに関わるデータは「ビッ
グデータ」であり，その解析のトレンドは「機械
学習と大規模並列処理の融合」（10），（11）と言われてい
る。本活動でもその手法を活用しており，それら
の追求，活用を進めていきたい。そして，今後は
更に，ドライバーの納得性・受容性を高め，安心・
安全な運転支援に貢献していきたい。

む　　す　　び

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001116610
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001112442
http://www.itarda.or.jp/materials/report_summary.php?q=788&p=h2203/h22-03.html
http://jp.fujitsu.com/solutions/convergence/service/spatiowl/
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