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スマートフォンを用いた冬期歩行空間転倒危険度の評価に関する一検討
A Study on Evaluation Method of Fall Over Risk in Winter Walkway
Using Smartphones
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近年の高齢化の進行などに伴う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
握することは転倒対策実施区間の決定や歩行者自身による危険箇所の回避など道路管理者と道路利用
者の双方にとって重要となりつつある。しかしながら、これらを実現するために必要となる冬期歩行
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の手法を開発することを目的として、スマートフォン搭載セン
サを用いて歩行挙動を計測するアプリケーションを開発するとともに、様々な路面雪氷状態下で被験
者実験を行い、スマートフォンを用いて冬期歩行空間の転倒危険度評価に資するデータが得られるか
検証を行った。
検証の結果、歩行に伴う加速度振幅の大きさは路面雪氷状態毎に異なる値を示す傾向にあり、この
傾向は多くの被験者および端末保持位置で見られた。このことから、スマートフォンに搭載された加
速度センサを用いて歩行加速度を計測すると路面雪氷状態や転倒危険度を評価する上で有益な情報が
得られる可能性が示された。
《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 over risk in winter walkway is important for road administrator and road
user to determine the section for fall over prevention and avoiding dangerous section. However,
there is no method to figure out fall over risk in real time, easily, quantitatively to realize these
countermeasure.
In this study, we developed the smartphone application to measure gait and collected gait data
on various road surface condition with multiple examinee to verify the feasibility of fall over risk
measurement in winter walkway using smartphones.
As a result, we clarified that the amplitude of acceleration due to walking become different value
on each road surface condition. In addition, this tendency appears regardless of the position of
smartphone and properties of examinee. These results suggest that there is possibility to figure out
road surface condition and fall over risk in winter walkway using built-in accelerometer of
smartphones.
《Keywords：winter walkway；fall over；smartphone》
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本事例では計測地点での手作業による路面状態の報告

１．はじめに

が必要でありボランティアの負担が大きいこと、報告
１．１

される路面状態は各ボランティアの主観に左右される

研究に至る背景

積雪・凍結路面における歩行者の転倒事故は積雪寒

ことや定点での路面状態報告結果を用いているため定

冷地域を中心に多数発生しており、解決すべき課題の

量的かつ空間的に詳細・網羅的な危険度評価は困難で

1つとなっている。例えば、近年の札幌市では冬期道

ある点が課題として挙げられる。

路での転倒による救急搬送件数は1シーズンに千件を

一方で、車道における路面雪氷状態計測手法に着目

超える上に、その件数は高齢化の進行などの要因によ

すると、牽引式の装置を用いた路面すべり抵抗値の線

1）

り増加傾向にある 。時々刻々と変化する冬期歩行空

的計測手法7）や光波の反射を用いた非接触式の路面状

間の転倒危険度に関する情報を提供することは、外出

態判別手法8）などが提案されており、これらの手法を

時の歩行ルート選択や靴の変更など歩行者自身が転倒

用いることで路面状態を定量的かつリアルタイムに把

2）

を防止する効果があると推察されている 。さらに、

握することが可能となっている。しかしながら、これ

冬期歩行空間の転倒危険度を詳細に把握することは、

らの手法で用いる計測装置は総じて大型かつ高価であ

重点的に除雪や防滑材散布を行うべき区間の選定など

り、これらを転倒危険度の評価に用いることは著しく

冬期道路管理の適正化を進める上でも重要となる。

困難である。

このような背景から、冬期歩行空間の転倒危険度を

このように、既往の冬期歩行空間の転倒危険度評価

時間的および空間的に詳細に把握・評価する手法は、

手法は、定量性、リアルタイム性、広域にわたる転倒

今後の冬期歩道管理の高度化などに必要不可欠になる

危険度の評価可能性および実施の容易さの面で改善の

と思われる。このため、後述する様々な手法により冬

余地があり、これらの課題を全て克服した実用的な冬

期歩行空間の転倒危険度評価が試みられている。

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9）ことが報告されている。

１．２

冬期歩行空間の把握および検出に関する既往
の研究

１．３

冬期歩行空間における転倒危険度評価の方法とし
て、橋本

3）4）

研究の目的

本研究は、既往の冬期歩行危険度評価手法の課題で

は札幌市消防局によって記録された冬期

ある定量性、リアルタイム性、経済性を改善した上で

の転倒による救急搬送発生件数データを用いて転倒事

広域にわたる歩行危険度評価を可能とするために、ス

5）

故発生傾向の分析を行っている。また、新谷ら は消

マートフォン搭載センサを用いて歩行危険度の定量評

防局によって記録された救急搬送発生件数データを用

価を行う手法を提案することを目的とする。本報文で

いて転倒事故発生傾向の分析を行うとともに、定点ビ

は、歩行挙動を計測するスマートフォンアプリを開発

デオカメラ撮影により救急搬送に至らない転倒事故発

するとともに、スマートフォン搭載センサ計測値から

生状況の把握を行った。これらの救急搬送データを用

歩行危険度の評価に資するデータを得ることが可能で

いた歩行危険箇所の把握手法は転倒発生地点や時刻に

あるか歩容計測実験により検証したのでその結果を報

加えて転倒者の性別・年齢など詳細な情報が得られる

告する。

長所がある。しかしながら、本手法では救急搬送に至
らない転倒の発生や転倒に至らないスリップなどの事
象を捕捉することはできず、潜在的に転倒が発生しや

２．スマートフォン搭載センサを用いた歩行危険度評
価手法

すい地点や時間帯の把握は困難である。また、上記の
手法では歩行危険箇所の検出や転倒危険度の評価をリ
アルタイムで行うことは著しく困難である。
冬期歩行空間転倒危険度のリアルタイムな把握手法
6）

近年になり急速に普及率が高まったスマートフォン
は様々なセンサ類を内蔵しており、中でも加速度セン
サおよびGPSはスマートフォンの基本機能（端末の向

としては、札幌市における事例 が存在する。本事例

きに合わせた画面の回転や現在位置の把握）を実現す

ではボランティアの目視による路面状態データおよび

る上で必要不可欠であるためほぼ全ての機種に搭載さ

路面状態撮影による画像データを収集・集計し、札幌

れている。本研究ではこれに着目し、加速度センサの

市内歩道のすべり易さを区毎に算出することで転倒危

値を取得することで歩行挙動を、GPSを用いて現在位

険度のリアルタイム把握を可能としている。一方で、

置をそれぞれ取得することで、歩行危険度の評価が可
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能であるか検討を試みた。

した。歩容計測では、スマートフォン（ASUS ZenFone

歩行時に生じる加速度は非積雪路面と積雪路面で異

3 Max ZC520TL、Sony XPERIA AXおよびXPERIA

なることが考えられる。例えば、歩行者は積雪・凍結

XZ、SHARP AQUOS PAD SH-05G、Samsung

路面では転倒を防ぐため慎重に歩行する結果、加速度

Galaxy S7 EdgeおよびGalaxy Note 2、全機種分解能

の振幅が非積雪路面歩行時と比較して小さくなると考

0.01m/sec2以下）を胸ポケット、腰ポケット、ズボン

えられる。このように、路面雪氷状態が変化すると歩

ポケット、ハンドバッグおよびリュックサックで保持

行加速度の傾向（歩容）にも何らかの変化が生じるも

した被験者が試験路面を歩行した時の3軸加速度を

のと推察される。

50Hzで計測した。同時に、歩行状況をビデオカメラ

そこで本研究では、Android端末向けに加速度セン

で撮影した。被験者はウインターライフ推進協議会10）

サデータおよび位置情報を読み取るアプリケーション

を通して募集した21歳から65歳の男女31名（男性25

を開発し（図－1）、3軸（上下、左右および前後）に

名・女性6名、身長150cm台～180cm台、積雪寒冷地

作用する加速度と位置情報を取得した。本アプリケー

域の在住年数4年～65年）であり、実験実施時の服装

ションでは歩行中に生じる加速度の高精度な計測とバ

は被験者各自の普段着および履き慣れた靴とし、その

ッテリー消費抑制を両立するために、3軸加速度の計

上からヘルメットなどの防護具を装着した。なお、実

測間隔を50Hzとした。また、加速度計測中はデータ
の欠測を防ぐためにCPUのスリープを抑制した。位
置情報は1秒毎に取得を行い、GPSのみを用いて測位
を行った。
３．歩容計測実験の概要
本研究では、２．で開発した歩容計測アプリケーシ
ョンを用いて歩行危険度の評価に資するデータを得る
ことが可能であるか、および歩行者の年齢や性別など
によらず転倒危険度の評価が可能であるか検証をする
ための実験を2018/1/16および1/17の夜間に寒地土木
研究所が保有する苫小牧寒地試験道路で行った。実験
の概要を図－2に示す。実験では、3種類の試験路面
（乾燥路面、圧雪路面、氷膜路面：L＝各20m）を作
製・設定し、路面すべり摩擦係数をポータブルスキッ
ドテスタで、表面温度を赤外放射温度計でそれぞれ計
測した。その後、スマートフォンを所持した被験者が
各自のペースで試験路面上を歩行した際の歩容を計測

図－2

4

図－1

加速度センサデータ取得用アプリケーション

歩行危険度定量評価手法の検証実験概要
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表－1

各路面雪氷状態における歩行速度、歩幅、ステップ
間時間およびスリップ発生回数
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図－3

実験実施区間の路面雪氷状態

験実施の際には安全確保を徹底するために安全管理者

速度、歩幅およびステップ間時間が乾燥路面と比較し

を置くとともに、本実験の被験者には実験内容・安

て有意に低下したかT検定によって判定した結果を併

全・留意事項などの詳細な説明および個人情報保護に

せて示す。圧雪および氷膜路面では歩行速度の有意な

関する説明を行い同意を得た。

低下が見られた。また、氷膜路面では乾燥路面と比較
して有意に歩幅が小さくなった一方、ステップ間時間

４．歩容計測実験の結果と考察

は路面状態によって有意な差は発生しなかった。な
お、これらの傾向は被験者の年齢や性別によらず見ら

４．１

試験路面の路面雪氷状態

れることが確認された。スリップ発生回数は圧雪路面

図－3は歩容計測実施区間の路面状態を示す。試験

で0.17回/20m、氷膜路面では0.10回/20mとなり、氷

路面の表面温度は乾燥、圧雪、氷膜路面のいずれも－

膜路面のような歩行速度や歩幅が小さくなる条件下で

1℃から－3℃の範囲にあった。また、路面すべり摩擦

もスリップは発生しにくい場合があることが確認され

係数は乾燥路面では0.6以上であったが、圧雪路面で

た。

は0.55前後、氷膜路面では0.35前後となった。
試験路面表面の状態は、乾燥、圧雪および氷膜路面
のいずれも概ね平坦であった。また、氷膜路面の氷膜
厚は概ね1mm未満であり、部分的に舗装骨材が露出
した状態であった。

４．３

歩行加速度

４．３．１

歩行加速度の経時変化

図－4は種々の路面状態において各被験者の胸ポケ
ットで計測された上下方向加速度の経時変化を示す。
乾燥路面では歩行挙動は概ね規則的であり、歩行加速

４．２

歩行速度、歩幅、ステップ間時間およびスリ

度の振幅は10m/sec2程度であった。他方、圧雪・氷膜

ップ回数

路面では転倒を防ぐために歩行が慎重になった結果、

表－1は試験路面歩行時の歩行速度、歩幅、ステッ

乾燥路面と比較して加速度の振幅が6～8m/sec2程度

プ間時間（1歩当たりの所要時間）およびスリップ発

まで小さくなる現象が見られた。また、圧雪・氷膜路

生回数の全被験者平均値を示す。また、表中には歩行

面では滑りやすい箇所を避けながら歩行したためにス

図－4
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表－2

各路面雪氷状態における端末保持位置毎の3軸合成加速度標準偏差（m/sec2）
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表－3

が可能であるか検証した。検証では、5秒毎の加速度

年齢層毎の各路面雪氷状態下に
おける3軸合成加速度標準偏差
（胸ポケット計測時、m/sec2）

計測結果（データ数：250）から3軸合成加速度を算出
し、得られた合成加速度の標準偏差を歩行に伴う加速

㊰㠃≧ែ
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ᅽ㞷
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2.14**
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2.25**

2.63**

1.88**
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ពᕪุᐃࠊ*㸸p<0.05ࠊ**㸸p<0.01

度振幅の大きさとして考察を行った。
４．３．２

3軸合成加速度の標準偏差

表－2は上下、左右および前後加速度の計測値から
求めた3軸合成加速度標準偏差の全被験者平均値を端
末保持位置毎に示す。また、表中には3軸合成加速度
標準偏差が乾燥路面と比較して有意に低下したかT検
定によって判定した結果を併せて示す。3軸合成加速
度標準偏差は乾燥路面で最も大きく圧雪路面、氷膜路

表－4

面の順に小さくなる傾向にあり、この傾向は端末保持

男女別の各路面雪氷状態下に
おける3軸合成加速度標準偏差
（胸ポケット計測時、m/sec2）

位置がリュックサック以外の場合に共通して現れた。
表－3は年齢層別の各路面雪氷状態下における3軸合

㊰㠃≧ែ

⏨ᛶ

ዪᛶ
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2.19**
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加速度標準偏差に有意差が見られた。一方で、 中間
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層では乾燥路面と氷膜路面および圧雪路面と氷膜路面

᭷ពᕪุᐃࠊ*㸸p<0.05ࠊ**㸸p<0.01

の間では3軸合成加速度標準偏差に有意差が見られた
が、乾燥路面と圧雪路面の間では有意な差は現れず両

表－5

積雪寒冷地在住年数別の各路面雪氷状態下
における3軸合成加速度標準偏差
（胸ポケット計測時、m/sec2）

者の判別は出来ないことが示された。
表－4は男女別の各路面雪氷状態下における3軸合成
加速度の標準偏差平均値を示す。3軸合成加速度標準
偏差は性別にかかわらず乾燥路面、圧雪路面、氷膜路

㊰㠃≧ែ

20 ᖺᮍ‶

20 ᖺ௨ୖ
40 ᖺᮍ‶

40 ᖺ௨ୖ

⇱

3.32

2.47

2.64

軸合成加速度標準偏差の値の間には有意差が見られ

ᅽ㞷

2.65**

2.55

2.54**

た。また、女性は同一路面における3軸合成加速度標

ị⭷

2.55**

2.10**

2.27**

準偏差は男性でより大きな値となった。

⇱㊰㠃ẚ㍑ࡋࡓሙྜࡢ 3 ㍈ྜᡂຍ㏿ᗘᶆ‽೫ᕪࡢ
᭷ពᕪุᐃࠊ*㸸p<0.05ࠊ**㸸p<0.01

面の順に低下し、それぞれの路面雪氷状態における3

表－5は積雪寒冷地在住年数別の各路面雪氷状態下
における3軸合成加速度の標準偏差平均値を示す。3軸
合成加速度標準偏差は、積雪寒冷地在住年数が20年未
満および40年以上のグループでは乾燥、圧雪および氷

テップ間時間がばらつく、加速度変化が不規則になる

膜路面でそれぞれ有意に異なる値となった。他方、積

などの歩行の不安定化が見られた。

雪寒冷地在住年数が20年以上40年未満のグループでは

これらの結果より、本報文では歩行に伴う加速度振

氷膜路面における3軸合成加速度標準偏差は乾燥路面

幅の大きさに着目し路面雪氷状態や転倒危険度の評価

と比較して有意に低下したものの、圧雪路面では乾燥

6
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路面と比較して有意な低下は見られなかった。
以上の結果より、歩行時に生じる加速度振幅の大き
さは路面雪氷状態によって異なる傾向にあり、この傾
向は大多数のケースにおいて現れることが示された。
このことから、スマートフォンによる加速度振幅の計
測値は路面雪氷状態や転倒危険度の評価を行う上で重
要な要因の一つとなることが示された。一方で、加速
度振幅の大きさはスリップの発生回数に必ずしも比例
しないこと、端末保持位置や年齢層によっては歩行時
に生じる加速度振幅の大きさのみを用いて路面雪氷状
態の判別を行うことは困難である場合があることが明

図－5

多数の計測者による歩行危険度の評価イメージ

らかとなった。また、加速度振幅の大きさのみを歩行
危険度の評価指標として用いた場合は、図－4右下の
グラフに見られるような大きな加速度変化が生じるス

て用いる必要がある。

リップ発生時などにおいても歩行危険度は小さいと誤

今後は本研究で提案した手法を改良し、冬期歩行空

評価される可能性がある。これらの課題の解決策とし

間の転倒危険度を定量的に評価する手法を開発すると

ては、歩行時の加速度振幅の大きさに加えて歩行の規

ともに、実道において多人数による転倒危険度計測を

則性の大小を考慮することで路面雪氷状態や転倒危険

行うことで図－5に示すような広域にわたる冬期歩行

度の判別を行うことなどが考えられる。

空間の転倒危険度評価が可能であるか検証を行う。

５．おわりに

謝辞：本研究の実施にあたり、ウインターライフ推進
協議会の皆様には実験への参加をはじめとして研究の

本研究では、スマートフォンを用いて広域にわたる

推進にご協力いただいた。ここに感謝の意を表する。

転倒危険度を定量的、リアルタイムかつ容易に評価す
る手法を構築するために、歩行挙動を計測するスマー
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