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スマートフォンを用いた冬期歩行空間の転倒危険度
定量評価手法に関する検証実験
A Field Experiment on Quantitative Evaluation Method of Fall Accident
Risk in Winter Walkway Using Smartphones
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光
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近年の冬期歩行者転倒事故の増加により、冬期歩行空間の転倒危険度を把握することの重要性は増しつつある。
一方で、冬期歩行空間の転倒危険度を定量的、リアルタイムかつ広域にわたり簡便に評価する手法は確立されてい
ない。
本研究では上記課題を解決するために、スマートフォン搭載加速度センサにより歩行挙動を計測し転倒の危険性
を定量的に示す指標（歩行安定度）を求める手法を開発した。加えて、開発した手法を用いて札幌市内の歩行空間
で転倒危険箇所の検出が可能であるか検証実験を行った。
検証の結果、スマートフォン搭載加速度センサを用いることで歩行安定性を定量的に計測できる可能性があるこ
と、住民協働等により歩行挙動データを多数収集することで転倒危険箇所を安価かつピンポイントに検出できる可
能性があることが明らかとなった。
《キーワード：冬期歩行空間；転倒事故；スマートフォン》
The information of fall accident risk in winter walkway is important for road administrator and road user to
find out, avoid or manage hazardous spot. However, there is no method to measure and evaluate fall accident
risk in winter walkway automatically, quantitatively and precisely.
In this study, we developed the method to measure the walking stability using smartphone accelerometer to
measure and evaluate fall accident risk in winter walkway quantitatively. In addition, we verified the possibility
of hazardous spot detection on winter walkway using developed method.
As a result, we clarified that developed method can measure risk of fall accident quantitatively. The
experimental result also suggests that developed method can detect hazardous spot on winter walkway
inexpensively and precisely with civic cooperation.
《Keywords：winter walkway；fall accident；smartphone》
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２．スマートフォン搭載センサを用いた転倒危険度評

１．はじめに

価手法
積雪・凍結路面における歩行者の転倒事故は積雪寒
冷地域を中心に多数発生しており、高齢化の進展に伴

スマートフォンは一般に広く普及しており取り扱い

い転倒事故件数は増加傾向にある。冬期に転倒が発生

が容易な一方で様々なセンサ類を内蔵している。中で

しやすい箇所（転倒危険箇所）の出現状況は天候や周

も加速度センサおよびGPSはスマートフォンの基本機

辺の建築物の有無、歩行者交通量の多寡などにより

能（端末の向きに合わせた画面の回転や現在位置の把

時々刻々と変化するが、転倒危険箇所の出現状況を把

握）を実現する上で必要不可欠であるためほぼ全ての

握することが出来れば重点的な除雪・防滑材散布によ

機種に搭載されている。また、スマートフォンは通信

る路面状態の改善や歩行時のルートや服装等の選定、

機能を有するため、各種センサで自動的に得た計測値

転倒危険箇所での注意深い歩行など道路管理者・道路

をリアルタイムに送信することも容易である。本研究

利用者の双方にとって転倒防止に役立つと考えられて

ではこれらの機能に着目し、スマートフォン搭載加速

いる 。一方で、既往の冬期歩行空間の転倒危険度評

度センサを用いて歩行挙動を、GPSを用いて現在位置

価手法は、定量性、リアルタイム性、広域にわたる転

をそれぞれ自動的に取得し、計測結果を収集および分

倒危険度の評価可能性および実施の容易さの面で改善

析することで冬期歩行空間の転倒危険度を評価した。

の余地があり、これらの課題を全て克服した実用的な

以下に転倒危険度の算出方法を詳述する。

1)

冬期歩行空間の転倒危険度評価手法は世界的に見ても
存在しない2)ことが報告されている。

２．１

路面雪氷状態と歩行挙動の関係

このような背景から、筆者らは普及率が高いスマー

これまでに筆者らが行った実験の結果3)からは、積

トフォンを用いて転倒危険箇所を安価、自動的、定量

雪がない条件下では上下方向加速度の振幅や加速度ピ

的かつ広範囲にわたり検出する手法について開発を行

ーク間の時間はほぼ一定であり、歩行者は比較的規則

っている。本報文ではスマートフォンを用いた転倒危

的な動作で歩行を行う一方で、凍結路面では滑りやす

険度・転倒危険箇所の検出手法および札幌市内の歩行

い箇所を避けて歩行するために上下方向加速度の振幅

空間を対象とした転倒危険箇所の検出実験の結果につ

や加速度ピーク間の時間が変動するなど歩行の規則性

いて報告する。

が低くなる傾向にあることが明らかとなっている（図
－1）。また、スリップ発生時は転倒防止のため踏みと
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路面雪氷状態毎の歩行時加速度計測結果（左：乾燥路面、中央：積雪路面、右：凍結路面）
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どまる動作により、転倒発生時は急激な姿勢変化によ
りそれぞれ歩行の規則性が失われることが示されてい
る（図－2）。これらの結果を踏まえ、本研究では歩
行加速度データから加速度スペクトル（Acceleration
Spectrum；歩行加速度のうち任意の周波数帯域にお
ける加速度の大きさ、以下AS）を算出して歩行挙動
の規則性を周波数帯域毎の振幅で表現し、転倒危険度
の評価に用いた。
歩行加速度データから算出されたASは路面状態に

図－3

応じて異なる傾向を示すものと考えられる。非積雪路

 想される路面状態・歩行状態と
予
加速度スペクトルの関係

面では、規則的な歩行挙動により加速度変化の周期は
ほぼ一定となるため、ASは特定の狭い周波数の範囲

ートフォンの機種や性能に依存せず歩行挙動を計測で

で大きくなると考えられる（図－3(a)）。一方で、凍

きるよう考慮した。また、高速フーリエ変換を行う際

結路面では不規則な歩行挙動により加速度変化の周

はASの周波数分解能を極力大きくしたうえで一定以

期も不規則となるためASのピーク値は非積雪路面の

上の時間分解能を確保し、さらに計算量を小さくする

それと比較して小さくなることが予想される（図－3

ためにk =128（周波数分解能0.20Hzおよび時間分解能

(b)）
。さらに、スリップ時や転倒時は急激な姿勢変化

5.12秒）とした。その後、ASの各周波数帯の成分の

が発生するため、ASは平常歩行時と比較して高い周

うち1番目からm番目に振幅が大きい成分の和を求め、

波数帯でも大きくなると考えられる（図－3(c)）。ま

ASの全周波数帯の振幅の和で除することで歩行の安

た、転倒危険度の評価にASを用いるとスマートフォ

定度合いを指標化した。すなわち、

ン搭載加速度センサのオフセット誤差（加速度計測値
に定常的に発生する誤差）による影響を受けないため、
スマートフォンの機種や端末毎の加速度センサの精度
が転倒危険度の評価に与える影響を小さくすることが
可能になる。これらのことから、冬期歩行空間の転倒
危険度はASのうち振幅が大きい周波数帯の成分が全
周波数帯の振幅に占める比で表すことが可能になると
考えられる。例えば、積雪が存在しない条件下では図
－3(a)のように特定の狭い周波数帯にASの成分が集
中するため、ASのうち振幅が大きい周波数帯の成分
が全周波数帯の振幅に占める比率は大きくなる。対照
的に、凍結路面では図－3(b)のようにASのピークは
不明瞭となるため、ASのうち振幅が大きい周波数帯
の成分が全周波数帯の振幅に占める比率は小さくなる
と推察される。

ܽ݉

�

�

���

���

� � � ���� / � ���� 
ܽ݉

(1)

i ܽ݉


ܽ݉
ここに、S：tを中心とした5.12秒間における歩行安定度、

i
݊
i
ܽ݉ ：ASのうち
i 番目に振幅が大きい周波数帯にお
2 
ܽ݉
݊
ける振幅の大きさ(m/sec
)、 ݊ ：ASの周波数成分数
i
݊
ܽ݉
j
 ：ASのうち 番目に振幅が大きい周波数
および
ܽ݉
݊
ܽ݉

2
帯における振幅の大きさ(m/sec
j
݉ܽ݉ j )である。歩行安定
ܽ݉



j
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不安定であり転倒危険度が高いことを表す。本研究で

݉

݊

は、規則的な歩行をしている場合でも生じる歩行周期

ܽ݉


のわずかな変化や高調波の発生を考慮し、ASのうち1

j
番目から8番目に振幅が大きい周波数帯の成分を用い
て歩行安定度を算出した（ ݉ =8）。このようにして得
られた歩行安定度をGPSによる1秒毎測位結果および

本研究で提案する手法では、歩行中の任意の時刻t
における転倒危険度を求めるために、一定時間毎に取

時刻情報と紐づけることで、歩行経路上の歩行安定度
分布を自動的に求めた5)。

得した歩行加速度データのうちtからk個前のデータを
起点、tからk-1個後のデータを終点とした2k個のデー

３．実際の歩行空間における転倒危険箇所検出実験

タを用いて高速フーリエ変換を行う。これにより、歩
行加速度の周波数帯毎の振幅の大きさ（AS）を求める。

３．１

実験の目的および方法

本提案手法では、現在広く使用されているスマートフ

本研究では、2018年12月17日から2019年2月28日の

ォンのうち初期に発売された機種の加速度サンプリン

約2か月半にわたり、札幌市内の屋外歩行空間を対象

グ周波数が100Hz程度である ことを踏まえ、歩行加

としてスマートフォンを用いて転倒危険箇所を検出

速度のサンプリング周波数を50Hzとすることでスマ

することが可能であるか検証実験を行った。実験で

4)
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は、各被験者の日常生活中の外出時にスマートフォン

数を増やすことで解決が可能であると考えられる。

（AndroidおよびiOS搭載端末）を用いて歩行時の0.02

図－5に実験期間中の札幌駅付近における計測結果

秒毎加速度および1秒毎位置情報を自動的に計測・収

の空間分布を歩行安定度毎に色分けして示す。札幌駅

集した。加えて、一部の被験者からは歩行終了時に手

南口付近では他の地区と比較して歩行安定度が高い傾

動入力した歩行経路上の路面状態判別値（乾燥、湿潤、

向にあった。この理由としては、札幌駅南口付近は札

シャーベット、新雪、圧雪、凍結）を収集した。実験

幌市内でも特に歩行者交通量が多い地区であることか

中のスマートフォン保持位置は胸ポケット、腰ポケッ

ら大部分の区間でロードヒーティングが行われてお

ト、ズボンポケット、ハンドバッグまたはリュックサ
ックのいずれかとした。なお、個人情報保護のため歩
行起終点から一定距離以内のデータ収集は行わなかっ
た。その後、計測された加速度から歩行経路上の歩行
安定度を算出することで転倒危険箇所の検出を試み
た。被験者は20代から60代の男女28名（男性24名・女
性4名、最多年齢層：20代）であり、事前に書面・口
頭で実験内容を説明し実験参加の同意を得られた者を
対象とした。
３．２

実験の結果

図－4に実験期間中の札幌市中心部における計測結

図－4

歩行挙動計測結果の空間分布

果の空間分布を歩行安定度毎に色分けして示す。本実
験での有効計測距離は約1500kmであり、得られた歩
行挙動データは7500万個に達した。本実験では札幌駅
付近やすすきの付近、西28丁目駅～琴似駅付近などに
おいて多数の計測が行われた。これらの地区では主に
幹線道路において同一時間帯に複数の被験者による計
測が行われたほか、生活道路などの歩行者交通量が少
ない区間においても多数の計測結果が得られた。一方
で、図中の南西（札幌市電沿線）や北東（東区役所付
近）および札幌市中心部から離れた手稲区・清田区な
どでは計測データ数は少なく、地区により得られた計
測データ数は大きく異なった。これは各被験者の日常
生活における行動範囲に起因するものであり、計測者

図－6
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図－5

札幌駅付近における歩行挙動計測結果の空間分布

実験期間中の歩行安定度および気象条件の経時変化
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り、併せて冬期道路管理が重点的に行われたことによ

リップの発生状況をリアルタイムに把握する手法を開

り滑りにくい路面状態が維持されたためと推察され

発するとともに、本手法の冬期道路管理などへの活用
（社会実装）を試みる。

る。
図－6に実験期間中において胸ポケットで計測され
た歩行安定度の平均値および下位15パーセンタイル値

謝辞：本研究の実施にあたり、ウインターライフ推進

と日最高気温、日最低気温および日降雪深の経時変化

協議会および北海道大学の皆様には歩行挙動の計測に

を示す。また、図中には歩行安定度と路面状態のおお

ご協力いただいた。ここに感謝の意を表する。

よその対応関係 を併せて示す。歩行安定度は2018年
5)

12月28日前後、2019年1月13日前後および2019年2月6
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い箇所を網羅的かつ定量的に検出できる可能性がある

田英器：札幌市における歩道雪氷路面観測（2008-

ことが明らかとなった。今後は歩行安定度や転倒・ス

2009冬期）、雪氷研究大会講演要旨集、2009．
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