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ETC2.0プローブ情報を活用した
道路維持管理方法高度化の検討
－北海道の地域特性を踏まえたプローブ情報の利活用－
建設部 道路維持課 防災第１係
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ETC2.0 シス テムは 、専用 の車 載器 を搭載 した 車両 から 走行 経路や 挙動 履歴 等（ 以下、
「ETC2.0プローブ情報」と呼ぶ）を収集する機能を持つ。これらのETC2.0プローブ情報は、車
両の道路走行状況を明らかにするビッグデータとして、道路施策への利活用が期待されている。
本論文は、ETC2.0プローブ情報の分析事例を紹介し、北海道の地域特性を踏まえた道路維持管
理方法の高度化について、考察を行うものである。
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1. はじめに
ETC2.0 は平成 21 年度にサービスを開始した、車載器
と全国の高速道路を中心に設置された路側基との双方向
通信によるビッグデータ（以下、「ETC2.0 プローブ情
報」という）の収集が可能なサービスである。
ETC2.0プローブ情報は、基本情報（車載器等の固有
情報）、走行履歴（時刻、緯度経度）及び挙動履歴（前
後加速度、左右加速度、ヨー角速度）から構成される
（図-1）。

図-1 ETC2.0 プローブ情報の構成イメージ 1）
走行履歴は、200m走行毎を基本として45度方向転換
時にも収集され（表-1）、挙動履歴は、それぞれ閾値
（前後加速度：－0.25G、左右加速度：±0.25G、ヨー角
速度：±8.5deg/sec）を超えた時に収集される（表-2）。
表-1 走行履歴データの取得タイミング
項目
取得タイミング
移動距離 前回蓄積した地点から200m走行した
時点
進行方位 前回蓄積した地点から45度以上変化し
の変更
た時点

Tomita Naoki, Tsutsui Kouji, Sasaki Keiji,

表-2 挙動履歴の蓄積される閾値
項目
閾値
- 0.25G
前後加速度
± 0.25G
左右加速度
± 8.5deg/sec
ヨー角速度
ETC2.0プローブ情報を収集するシステムは、自動車
に搭載されたETC2.0対応の車載器、高速道路を中心に
設置された路側基（ITSスポット）、ETC2.0プローブ情
報を収集・集計・保管を行うプローブサーバから構成さ
れる（図-2）。
ETC2.0対応の車載器は、搭載されているGPS受信機、
加速度センサ、ジャイロセンサ等を活用して先述の
ETC2.0プローブ情報を生成する。

図-2 プローブシステムの構成（略図）2）
生成後、車載器に蓄積されたETC2.0プローブ情報は、
車両が路側機等を通過した際に収集及びプローブサーバ
に蓄積され、旅行時間等の集計処理を経た後、ビッグデ
ータとして利活用が可能になる。
なお、いずれのデータについても、個車を特定できな
いよう処理の上、データの管理を行っている。

2. ETC2.0プローブ情報の交通安全施策への活用
北海道開発局では、ETC2.0プローブ情報における急
挙動データ（前後加速度）に着目し、これを現地状況等
と組み合わせた分析及び検証を行うことで、平成29年3
月、新たな事故危険区間を92区間選定した。以下に、
その概要を示す。
2.1 背景
北海道における交通事故は、平成12年での30,806件を
ピークに減少傾向であるが、依然として年間1万件以上
の死傷事故が発生している。
北海道開発局では、上記のような現状を改善するため
に、交通安全分野における「成果を上げるマネジメント」
として、「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作
戦）」を展開している。本取り組みは、事故データや地
域住民の意見を基に事故の危険性が高い区間を対象とし
て事故危険区間を選定し、事故要因に即した交通安全対
策を実施する、というものである。これまでに選定した
915区間の内、687区間では平成28年度末までに対策を
実施しており（図−3）、対策が完了した区間では死傷
事故件数が約6割減少するなど、着実に効果が発現して
いる（図−4）。

図-3 事故ゼロプランの実施状況

図-4 事故ゼロプランの効果
2.2 分析内容
しかしながら、依然として多くの交通事故が発生して
いることから、より一層の事故削減に向け、平成28年
度にETC2.0プローブ情報を活用した、事故危険区間の
追加選定を行った（図－5）。

図−5 ETC2.0 プローブ情報を活用した事故危険区間の選定
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追加選定の方法は以下の（1）〜（4）の通りである。
（1） ETC2.0プローブ情報において減速度0.3G以上（前
後加速度が-0.3G以下）で記録されている位置を、
本選定における急ブレーキ多発箇所として定義し、
ITARDA区間別に発生位置を特定した（図−5
STEP1）。
（2） 急ブレーキと死傷事故の発生の相関関係について
整理を行った。結果、急ブレーキが多発する区間
では死傷事故率が高く、急ブレーキ発生頻度が11
件/百台キロ以上の区間で死傷事故率が高いことが
判明した（図−5 STEP2）。
（3） 平成23年から平成26年の間に死傷事故が1件以上発
生したITARDA区間を対象として、優先度明示曲
線を作成し、急ブレーキ発生頻度が11件/百台キロ
以上の区間に着目した。結果、220区間が該当して
おり、この区間に急ブレーキ件数全体の約20％と
なる約4万件が集中していることが判明した（図−5
STEP3）。
（4） 以上の結果を踏まえ、急ブレーキが多発する220区
間を事故危険区間の候補区間とした。これらのう
ち、過年度に選定済みの区間や、最新の事故デー
タ等に基づき平成28年度の選定と重複しない区間
を抽出し、現地状況や急ブレーキ発生要因等を個
別に検証して92区間を抽出した（図－5 STEP4）。
2.3 分析結果
上記のプロセスを経て選定された92箇所を含む合計
413箇所の事故危険区間は、交通安全対策に係る有識者
や警察、道路管理者等からなる北海道交通事故対策検討
委員会に諮り、事故危険区間として追加選定された。今
後、各区間について、交通事故や急挙動の発生状況を詳
細に分析し、事業実施環境が整った区間から交通安全対
策を実施することを予定している。

3. ETC2.0プローブ情報を活用した冬期危険箇所の
「見える化」手法の検討
冬期間における道路維持管理の高度化に向けた基礎的
な検討として、国道230号中山峠での冬期間走行車両の
各種急挙動データから、スリップ等による異常挙動を
「見える化」する手法について、検討を行った。以下、
その概要を示す。
3.1 背景
冬期間における交通事故では、スリップ事故が多く、
正面衝突等の重大事故に繋がりやすい事故類型では、特
にスリップ事故が多い状況である。
北海道開発局では、上記の現状を踏まえ、凍結防止剤
の散布等で路面管理を実施しているが、熟練技術者の減
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少が深刻化していることから、客観的なデータに基づく
重点的な路面管理が必要な場所や気象条件を整理するこ
とができないか、検討を続けている。
今回は、国道230号中山峠を対象に、ETC2.0プローブ
情報の急挙動データを分析することで、スリップ等の冬
期間通行車両の異常な挙動が発生する箇所の「見える化」
について検討を行った。
3.2 使用したデータの概要
分析に当り、使用した ETC2.0 プローブ情報の概要は
以下の通りである。
対 象 路 線：国道 230 号 中山峠 上り方面
対 象 区 間：KP26．6〜56．6
対 象 期 間：平成 28 年 5 月、6 月、12 月、
平成 29 年 1 月
使用データ： 左右加速度（|0.3|～|1.0|G）
ヨー角速度（|8.5|～|30|deg/s）
速
度（1km/h〜100km/h）
ただし、対象区間は中山峠の前後を含む計 30km を対
象とし、左右加速度は、運転免許技能試験実施基準にお
ける，急ハンドルに該当する±0.3G を下限に、ヨー角
速度は、データ記録の基準である±8.5deg/s を下限に設
定した。また、自動車メーカーへのヒアリング結果等に
より、緊急状態等により発生しうる急挙動の上限値は、
左右加速度を 1.0G、ヨー角速度を 30deg/s としている。
なお、本件等では、上り方面（喜茂別町から札幌市方
面）のみについて分析を行った。当該期間におけるトリ
ップ数及び挙動発生割合は表－3 の通りである。
表－3 対象区間におけるトリップ数と挙動発生割合
トリップ件数[台]
挙動履歴 左右
発生割合
[件/台] ヨー角

5月
616

6月
470

12月
425

1月
498

13.5

17.3

3.1

4.5

10.5

12.8

4.3

5.6

3.3 分析方法
ここで、ETC2.0 プローブ情報による急挙動データは、
必ずしも異常走行を示しているとは限らないことに注意
しなければならない。
というのは、カーブの曲線半径が小さい場合、法定速
度内での走行であっても、その時に生じる左右加速度及
びヨー角速度が、急挙動として記録される閾値を超えて
しまうことがあるためである 3）（表－4）。
表－4 各種急挙動の理論値例（赤字＝閾値以上）
曲線半径
r(m)
100
100
100
60
60
60

速度
v(km/h)
60
50
40
60
50
40

左右加速度 ヨー角速度
G(m/s2)
ω(deg/s)
0.3
9.6
0.2
8.0
0.1
6.4
0.5
15.9
0.3
13.3
0.2
10.6

左右加速度（実測値/理論値） 1月
120 車線に沿わない走行や

ヨー角速度（実測値/理論値）
180車線に沿わない走行や 通常の走行状態と考えられる

通常の走行状態と考えられる

160ドライバーが意図しな

100 ドライバーが意図しな

140 い状態等の可能性
120

い状態等の可能性

件数

80
60
40

100
80
60
40

20

20
23.7
17.7
11.7
7.2
4.2
1.68
1.56
1.44
1.32
1.2
1.08
0.96
0.84
0.72
0.6
0.48
0.36
0.24
0.12

0

0
23.7
17.7
11.7
7.2
4.2
1.68
1.56
1.44
1.32
1.2
1.08
0.96
0.84
0.72
0.6
0.48
0.36
0.24
0.12

件数

1月

δ（倍）

δ（倍）

図－6 平成 29 年 1 月の左右加速度におけるδのヒス
トグラム

図－7 平成 29 年 1 月のヨー角速度におけるδのヒス
トグラム

至 札幌市街

至 札幌市街

挙動発生箇所が限
定され、データが
スクリーニング化

カーブの連続する
区間で、多数の急
挙動が見られる

急挙動全体

異常値のみ

至 せたな町

至 せたな町

図－8 平成 29 年 1 月の急挙動発生箇所及び異常値発生箇所
ムの例を、図－7 にヨー角速度に関する δ のヒスト
グラムの例をそれぞれ示す。
各ヒストグラム共に、左右加速度、ヨー角速度共
にδが1倍付近に最も大きな集合ができている。こ
れは、車両が走行する際の実測値が理論値に近く、
曲線半径と通過速度に応じた左右加速度とヨー角
速度が発生していることを示しており、運転手が
意図した挙動通りの、通常の走行状態にあると考
= / ・・・・・・・式（1）
えられる。なお、データが1倍付近に分布するのは、
横断勾配やカーブの影響、計測上の誤差等による
= 360 /2 ・・・・・式（2）
ものと思われる。
ここに、
一方、左右加速度、ヨー角速度共にδ＝2 倍を超え
2
G：左右加速度（m/s ）
る範囲（以下、「異常値」と呼ぶ）にも一定数の
ω：ヨー角速度（deg/s）
集合が見られる。これは、通常の走行状態で生じ
v：走行速度（km/h）
ると考えられる理論値を大きく超えた実測値が生
r：曲線半径（m）
じていることを示しており、沿道施設への出入り
2
g：重力加速度（m/s ）
や追越し等の車線に沿わない走行やスリップ等の、
（2） ここで算出した「理論値」に対し、実際に記録さ
通常時の走行とは異なる挙動が生じた可能性が高
れた左右加速度及びヨー角速度（以下、「実測値」
い。
と呼ぶ）との比、「（実測値）/（理論値）＝δ」と （3） そこで、各ヒストグラムにおける異常値の発生箇
する。図−6 に左右加速度に関する δ のヒストグラ
所を当該区間の地図上にプロットした（図－8）。
そこで、通常の走行にも関わらず急挙動として記録さ
れるデータを排除するために、次の手順で再度集計を行
った。
（1） 式（1）及び式（2）を用い、曲線半径に対して走
行速度毎に発生する左右加速度及びヨー角速度を
算出した。なお、以下これらの算出結果を、急挙
動の「理論値」と呼ぶこととする。
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過去にスリップ事故が発生した箇所をプロットし
ている。
3.4 分析結果
図－9の結果を見ると、沿道にパーキングエリアや道
の駅があるKP27.6～30.0付近及びKP45.0～46.0付近におい
て、夏期間と冬期間のそれぞれで左右加速度及びヨー角
速度の異常値が発生している。当該区間では、ヨー角速

登坂車線

至 札幌市街

至 せたな町

結果、単に急挙動をプロットした物と比較し、急
挙動の発生箇所のデータが一部に限定され、デー
タがスクリーニングされていることが判る。
さらに、スクリーニング後の地図にプロットされ
ている各箇所について、100m 単位に発生している
δ の発生割合と走行台キロ当りにおける異常値の発
生件数について、集計を行った（図－9）。なお、
集計に当り、スリップ事故発生マップ 4）等により

走行台キロ当りの異常値発生件数 件[ /0.1km*
台 ]

異常値の発生割合 ％[ ]

図−9 急挙動及び異常値の発生状況
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度についても同様に異常値が出現していることから、こ
れらは、速度が十分に落ちていない状態でハンドルを切
りながら、パーキングエリアや道の駅への出入りしてい
ることが要因であると考えられる。
また、登坂車線でカーブが連続する区間であるKP49.0
～54.0付近では、出入りの可能な施設や交差点がないに
もかかわらず、5月及び6月の夏期間には、δが2倍程度
の挙動が多数発生している。これは、ヨー角速度が小さ
いことから、登坂車線における追越しにより生じるもの
であると考えられる。
一方、当該区間では、12月及び1月の冬期間にのみ、
δが6以上の非常に大きな値を持つ異常値が発生してい
る。これらの異常値は、台キロ当りの数が非常に少ない
ことから、通行する車両の中でもごく一部の通行する車
両において発生している。
また、ヨー角速度の異常値も見られないことから、沿
道施設等への出入りとは異なる挙動を示しており、何ら
かの運転手が意図しない急挙動が生じた可能性も考えら
れる。
さらに、当該区間では過去にスリップ事故が発生した
過去があること、異常値の出現が冬期間のみであること
から、スリップ等の異常挙動が発生したことを示すデー
タである可能性がある。

4. まとめ
今回は、ETC2.0 プローブ情報における急挙動データ
の分析による、新たな事故危険区間の選定、そして、国
道 230 号中山峠冬期間通行車両の異常挙動（スリップ等）
が発生する箇所の「見える化」について検討を行った。
以下に、本検討で得られた知見を示す。
(1) ETC2.0プローブ情報を活用し、これまでの事故デー
タや地域住民の意見を基に選定した交通事故危険区
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間に加え、急ブレーキ発生頻度の高い上位5％につ
いて抽出と検証を行い、新たに92の事故危険区間を
選定した。
(2) 国道230号中山峠において、冬期間通行車両の
ETC2.0プローブ情報の急挙動データを分析を行った。
結果、冬期間にのみ発生する、スリップ等の運転手
が制御不能な状態と思われる走行時の挙動が、一部
の車両から確認された。これらの異常挙動について、
走行条件や気象条件等との関係を分析することで、
スリップ等の危険な挙動を示していることが確認で
きれば、今後道路管理への活用ができるようになる
ものと考えられる。

5. おわりに
今回のETC2.0プローブ情報の分析では、交通安全対策
及び冬期間における路面管理への活用を想定し、主に急
挙動データに着目した分析を実施した。
これらの分析方法が確立されれば、将来的に他路線へ
の適応が可能になり、道路の維持管理全体の高度化と効
率化が、より一層図られることとなるだろう。
引き続き、道路利用者にとって、より安全でより快適
な走行が可能な道路管理を行うことを目標に、分析を継
続していく所存である。
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