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(57)【要約】
【課題】シェアードスペースにおける交通参加者のリス
クを評価することができる技術を提供する。
【解決手段】シェアードスペース（ＳＳ）を仮想的に再
現するシミュレータ（２）は、表示装置（スクリーン２
２及びプロジェクタ群Ｐ）と、サーバ（２１）とを備え
ている。サーバ（２１）は、シェアードスペース（ＳＳ
）を移動する各移動体の第１の位置情報を各移動体から
通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作
成部（１１２）と、各移動体を検知した情報に基づいて
各移動体の第２の位置情報を生成して、第２の情報群を
作成する第２作成部（１１３）と、上記第１の情報群及
び上記第２の情報群の履歴に基づき、上記第１の情報群
及び上記第２の情報群に含まれる各移動体を表示するよ
うに表示装置を制御する表示装置制御部（２１１）と、
を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
シェアードスペースを仮想的に再現する、表示装置及びサーバを備えたシミュレータで
あって、
上記サーバは、
シェアードスペースを移動する複数の移動体の各々の位置を示す第１の位置情報を、
各移動体から通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成部と、
上記複数の移動体の各々を検知した情報を取得し、該情報に基づいて、上記複数の移
動体の各々の位置を示す第２の位置情報を生成して、第２の情報群を作成する第２作成部
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と、
上記第１の情報群及び上記第２の情報群の履歴に基づき、上記第１の情報群に上記第
１の位置情報が含まれる各移動体、及び、上記第２の情報群に上記第２の位置情報が含ま
れる各移動体を表示するように上記表示装置を制御する表示装置制御部と、を含んでいる
、
ことを特徴とするシミュレータ。
【請求項２】
上記表示装置制御部が上記表示装置に供給する画像情報は、上記表示装置が表示する上
記各移動体の両眼視差立体視を実現する画像情報である、
ことを特徴とする請求項１に記載のシミュレータ。
【請求項３】
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上記表示装置は、上記シェアードスペースに対応する空間の少なくとも側方を取り囲む
スクリーンと、上記スクリーンに画像を投影する複数のプロジェクタとを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のシミュレータ。
【請求項４】
シェアードスペースを移動する複数の移動体の各々の位置を示す第１の位置情報を、各
移動体から通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成部と、
上記複数の移動体の各々を検知した情報を取得し、該情報に基づいて、上記複数の移動
体の各々の位置を示す第２の位置情報を生成して、第２の情報群を作成する第２作成部と
、
（Ａ）第１の情報群のみに含まれる移動体のグループ、（Ｂ）第２の情報群のみに含ま
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れる移動体のグループ、及び（Ｃ）第１の情報群及び第２の情報群の両方に含まれる移動
体のうち予め定められた条件を満たす移動体のグループ、のうち少なくとも何れか１つの
グループに含まれる各移動体をリスクが高い移動体であると判定する判定部と、を備えて
いる、
ことを特徴とするサーバ。
【請求項５】
上記第１の情報群は、上記第１の位置情報が示す位置である第１の位置の時間変化から
得られた、各移動体の速度である第１の速度を示す第１の速度情報を含み、
上記第２の情報群は、上記第２の位置情報が示す位置である第２の位置の時間変化から
得られた、各移動体の速度である第２の速度を示す第２の速度情報を含み、
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上記判定部は、上記第１の速度及び上記第２の速度のうち少なくとも何れか一方が予め
定められた閾値速度を上回る移動体をリスクが高い移動体であると判定する、
ことを特徴とする請求項４に記載のサーバ。
【請求項６】
上記第１の情報群は、上記第１の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクト
ルである第１の速度ベクトルを示す第１の速度ベクトル情報を含み、
上記第２の情報群は、上記第２の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクト
ルである第２の速度ベクトルを示す第２の速度ベクトル情報を含み、
上記判定部は、上記第１の位置及び上記第１の速度ベクトルと、上記第２の位置及び上
記第２の速度ベクトルとから、予め定められた時間後に各移動体が到達すると見込まれる
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位置である予想位置を算出し、該予想位置同士の間隔が予め定められた閾値間隔を下回る
移動体同士をリスクが高い移動体同士であると判定する、
ことを特徴とする請求項４又は５に記載のサーバ。
【請求項７】
上記判定部は、上記第１の速度ベクトル及び上記第２の速度ベクトルのうち少なくとも
何れか一方の時間的な変化が不規則である移動体をリスクが高い移動体であると判定する
、
ことを特徴とする請求項６に記載のサーバ。
【請求項８】
事故に至る可能性が高い速度ベクトルの時間的な変化のパターンを記憶した記憶装置を
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更に備え、
上記第１の情報群は、上記第１の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクト
ルである第１の速度ベクトルを示す第１の速度ベクトル情報を含み、
上記第２の情報群は、上記第２の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクト
ルである第２の速度ベクトルを示す第２の速度ベクトル情報を含み、
上記判定部は、上記第１の速度ベクトルの時間的な変化のパターン及び上記第２の速度
ベクトルの時間的な変化のパターンを、上記事故に至る可能性が高い上記パターンと比較
し、該当している移動体をリスクが高い移動体であると判定する、
ことを特徴とする請求項４又は５に記載のサーバ。
【請求項９】
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事故に至る可能性が低い速度ベクトルの時間的な変化のパターンを記憶した記憶装置を
更に備え、
上記第１の情報群は、上記第１の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクト
ルである第１の速度ベクトルを示す第１の速度ベクトル情報を含み、
上記第２の情報群は、上記第２の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクト
ルである第２の速度ベクトルを示す第２の速度ベクトル情報を含み、
上記判定部は、上記第１の速度ベクトルの時間的な変化のパターン及び上記第２の速度
ベクトルの時間的な変化のパターンを、上記事故に至る可能性が低い上記パターンと比較
し、逸脱している移動体をリスクが高い移動体であると判定する、
ことを特徴とする請求項４又は５に記載のサーバ。
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【請求項１０】
上記記憶装置は、上記第１の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクトルで
ある第１の速度ベクトルの履歴と、上記第２の位置の時間変化から得られた、各移動体の
速度ベクトルである第２の速度ベクトルの履歴とを更に記憶し、
上記判定部は、上記第１の速度ベクトル及び上記第２の速度ベクトルのうち少なくとも
何れか一方の時間的な変化のパターンが、上記第１の速度ベクトルの履歴及び上記第２の
速度ベクトルの履歴の何れの部分とも異なっている移動体をリスクが高い移動体であると
判定する、
ことを特徴とする請求項８又は９に記載のサーバ。
【請求項１１】

40

上記第１の情報群に第１の位置情報が含まれている各移動体の位置である第１の位置を
上記シェアードスペースのマップ上にマッピングした第１のマップと、上記第２の情報群
に第２の位置情報が含まれている各移動体の位置である第２の位置を上記シェアードスペ
ースのマップ上にマッピングした第２のマップと、上記判定部によりリスクが高い移動体
であると判定された移動体を、他の移動体から区別した状態で上記シェアードスペースの
マップ上にマッピングした第３のマップを作成するマップ作成部と、
上記第３のマップを画面に表示させる表示制御部と、を更に備えている、
ことを特徴とする請求項４〜１０の何れか１項に記載のサーバ。
【請求項１２】
請求項４〜１１の何れか１項に記載のサーバと、
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該サーバとネットワーク接続され、上記シェアードスペースの画像を撮像する１又は複
数のカメラと、を備えた評価システムであって、
上記サーバは、
上記１又は複数のカメラから上記画像を取得する取得部と、
上記画像に含まれる各移動体の位置を示す位置情報を上記第２の位置情報として抽出
する位置情報抽出部と、を更に備えている、
ことを特徴とする評価システム。
【請求項１３】
請求項４〜１１の何れか１項に記載のサーバと、
それぞれが近接センサを備えている複数の車両であって、上記複数の移動体の一部を構

10

成する複数の車両と、を備えた評価システムであって、
上記複数の車両の各々は、（１）自身の位置である第３の位置を示す第３の位置情報と
、（２）上記近接センサにより検出された、自身の周囲に存在する１又は複数の移動体の
位置である第４の位置を示す第４の位置情報であって、上記第３の位置を基準として上記
第４の位置の相対的な位置を示す第４の位置情報とを生成し、
サーバは、上記複数の車両の各々から、各車両の上記第３の位置情報及び上記第４の位
置情報を取得する取得部を更に備え、
上記第２作成部は、上記第３の位置情報及び該第４の位置情報を集約することによって
上記第２の情報群を作成する、
ことを特徴とする評価システム。
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【請求項１４】
上記サーバは、少なくとも、リスクが高いと判定した１又は複数の移動体のうち受信部
を有している各移動体に対してその旨を通知する、又は、上記リスクが高いと判定した１
又は複数の移動体の周囲に位置する各移動体のうち、受信部を有している各移動体に対し
て、その周囲にリスクが高いと判定された移動体が存在する旨を通知する通知部を更に備
えている、
ことを特徴とする請求項１２又は１３に記載の評価システム。
【請求項１５】
シェアードスペースに配置された複数の報知器を更に備え、
上記サーバは、リスクが高いと判定した１又は複数の移動体の周囲に配置された１又は
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複数の報知器、又は、リスクが高いと判定した１又は複数の移動体の進行方向に配置され
た１又は複数の報知器を動作させる報知部を更に備えている、
ことを特徴とする請求項１２〜１４の何れか１項に記載の評価システム。
【請求項１６】
請求項４に記載のサーバとしてコンピュータを機能させるための評価プログラムであっ
て、上記第１作成部、上記第２作成部、及び上記判定部としてコンピュータを機能させる
ための評価プログラム。
【請求項１７】
複数の移動体が通行するシェアードスペースにおける各移動体のリスクを評価する評価
方法であって、
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シェアードスペースを移動する複数の移動体の各々の位置を示す第１の位置情報を、各
移動体から通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成工程と、
上記複数の移動体の各々を検知した情報を取得し、該情報に基づいて、上記複数の移動
体の各々の位置を示す第２の位置情報を生成して、第２の情報群を作成する第２作成工程
と、
（Ａ）第１の情報群のみに含まれる移動体のグループ、（Ｂ）第２の情報群のみに含ま
れる移動体のグループ、及び（Ｃ）第１の情報群及び第２の情報群の両方に含まれる移動
体のうち予め定められた特定の条件を満たす移動体のグループ、のうち少なくとも何れか
１つのグループに含まれる移動体をリスクが高い移動体であると判定する判定工程と、を
含む、
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ことを特徴とする評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、シェアードスペース内を移動する移動体のリスクを評価するシミュレータ、
サーバ、評価システム、評価プログラム、及び評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ヨーロッパ（例えばイングランド）では、都市計画における１つのデザインアプローチ
としてシェアードスペースと呼ばれるデザインアプローチが普及している（非特許文献１
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参照）。シェアードスペースは、信号や、交通標識や、行き先の表示など目に見える規制
及び案内を可能な限り排除することにより、混沌として且つ人間らしい空間を演出するこ
とを目指している。そのために、シェアードスペースは、すべての交通参加者（歩行者や
、自転車や、オートバイや、自動車など）が対等な立場に立つことを目指している。
【０００３】
なお、以下において「シェアードスペース」という用語は、（１）デザインアプローチ
の名称として用いられる場合もあるし、（２）シェアードスペースと称されるデザインア
プローチに基づきデザインされた空間の名称として用いられる場合もある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】Department for Transport, Local Transport Note 1/11, "Shared Spa
ce", October 2011, [online], ［２０１８年５月２９日検索］、インターネット<https:
//assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment̲
data/file/3873/ltn‑1‑11.pdf>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
すべての交通参加者が対等な立場に立つシェアードスペースにおいては、各交通参加者
が事故に対するリスク感を高めることによって、より安全な交通環境を実現することがで
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きると考えられている。換言すれば、各交通参加者の安全は、各交通参加者の注意によっ
て守られるとの思想がシェアードスペースというデザインアプローチのベースにある。と
はいえ、各交通参加者の安全を各交通参加者の注意のみに委ねることについては、国民の
コンセンサスを得ることが難しい場合がある。
【０００６】
そこで、シェアードスペースの概念に反しない範囲内、すなわち、シェアードスペース
の景観を損ねない範囲内において、各交通参加者のリスクを評価するための技術が求めら
れている。各交通参加者のリスクを評価することができれば、その評価結果に基づき事故
の発生を避けるための対策を講じることができるためである。
【０００７】
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本発明の一態様は、上述した課題に鑑みなされたものであり、シェアードスペースにお
ける交通参加者のリスクを評価することができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るシミュレータは、シェアードスペ
ースを仮想的に再現する、表示装置及びサーバを備えたシミュレータである。上記サーバ
は、シェアードスペースを移動する複数の移動体の各々の位置を示す第１の位置情報を、
各移動体から通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成部と、上記複数の
移動体の各々を検知した情報を取得し、該情報に基づいて、上記複数の移動体の各々の位
置を示す第２の位置情報を生成して、第２の情報群を作成する第２作成部と、上記第１の
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情報群及び上記第２の情報群の履歴に基づき、上記第１の情報群に上記第１の位置情報が
含まれる各移動体、及び、上記第２の情報群に上記第２の位置情報が含まれる各移動体を
表示するように上記表示装置を制御する表示装置制御部と、を含んでいる。
【０００９】
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るサーバは、シェアードスペースを
移動する複数の移動体の各々の位置を示す第１の位置情報を、各移動体から通信を介して
取得して、第１の情報群を作成する第１作成部と、上記複数の移動体の各々を検知した情
報を取得し、該情報に基づいて、上記複数の移動体の各々の位置を示す第２の位置情報を
生成して、第２の情報群を作成する第２作成部と、（Ａ）第１の情報群のみに含まれる移
動体のグループ、（Ｂ）第２の情報群のみに含まれる移動体のグループ、及び（Ｃ）第１
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の情報群及び第２の情報群の両方に含まれる移動体のうち予め定められた条件を満たす移
動体のグループ、のうち少なくとも何れか１つのグループに含まれる各移動体をリスクが
高い移動体であると判定する判定部と、を備えている。
【００１０】
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る評価システムは、本発明の何れか
一態様に係るサーバと、該サーバとネットワーク接続され、上記シェアードスペースの画
像を撮像する１又は複数のカメラと、を備えた評価システムである。この評価システムに
おいて、上記サーバは、上記１又は複数のカメラから上記画像を取得する取得部と、上記
画像に含まれる各移動体の位置を示す位置情報を上記第２の位置情報として抽出する位置
情報抽出部と、を更に備えている。
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【００１１】
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る評価システムは、本発明の何れか
一態様に係るサーバと、それぞれが近接センサを備えている複数の車両であって、上記複
数の移動体の一部を構成する複数の車両と、を備えた評価システムでる。
【００１２】
この評価システムにおいて、上記複数の車両の各々は、（１）自身の位置である第３の
位置を示す第３の位置情報と、（２）上記近接センサにより検出された、自身の周囲に存
在する１又は複数の移動体の位置である第４の位置を示す第４の位置情報であって、上記
第３の位置を基準として上記第４の位置の相対的な位置を示す第４の位置情報とを生成す
る。
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【００１３】
また、この評価システムにおいて、サーバは、上記複数の車両の各々から、各車両の上
記第３の位置情報及び上記第４の位置情報を取得する取得部を更に備え、上記第２作成部
は、上記第３の位置情報及び該第４の位置情報を集約することによって上記第２の情報群
を作成する。
【００１４】
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る評価方法は、複数の移動体が通行
するシェアードスペースにおける各移動体のリスクを評価する評価方法である。この評価
方法は、シェアードスペースを移動する複数の移動体の各々の位置を示す第１の位置情報
を、各移動体から通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成工程と、上記
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複数の移動体の各々を検知した情報を取得し、該情報に基づいて、上記複数の移動体の各
々の位置を示す第２の位置情報を生成して、第２の情報群を作成する第２作成工程と、（
Ａ）第１の情報群のみに含まれる移動体のグループ、（Ｂ）第２の情報群のみに含まれる
移動体のグループ、及び（Ｃ）第１の情報群及び第２の情報群の両方に含まれる移動体の
うち予め定められた特定の条件を満たす移動体のグループ、のうち少なくとも何れか１つ
のグループに含まれる移動体をリスクが高い移動体であると判定する判定工程と、を含む
。
【００１５】
なお、本発明の何れか一態様に係るサーバとしてコンピュータを機能させるための評価
プログラムであって、上記取得部、上記作成部、及び上記判定部としてコンピュータを機
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能させるための評価プログラムも本発明の範疇に含まれる。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の一態様によれば、シェアードスペースにおける交通参加者のリスクを評価する
ことができる技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る評価システムを示す模式図である。
【図２】図１に示した評価システムに含まれるサーバのブロック図である。
【図３】（ａ）は、図２に示したサーバが作成する第１の情報群の一例である。（ｂ）、
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（ｃ）、及び（ｄ）の各々は、それぞれ、図２に示したサーバが作成する第１のマップ、
第２のマップ、及び第３のマップの一例である。
【図４】図２に示したサーバが実行する評価方法のフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施形態に係るシミュレータを示す模式図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るサーバとして利用可能なコンピュータの構成を例示し
たブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
〔第１の実施形態〕
本発明の第１の実施形態である評価システム１について、図１〜図４を参照して説明す
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る。図１は、評価システム１を示す模式図である。図２は、サーバ１１の機能ブロックを
示すブロック図である。図３の（ａ）は、サーバ１１が備えている第１作成部１１２が作
成する第１の情報群の一例である。図３の（ｂ）、（ｃ）、及び（ｄ）の各々は、サーバ
１１が備えているマップ作成部１１４が作成する第１のマップ、第２のマップ、及び第３
のマップの一例である。図４は、サーバ１１が実行する評価方法Ｍ１のフローチャートで
ある。
【００１９】
＜評価システム１＞
評価システム１は、図１に示すように、サーバ１１と、カメラＣと、無線通信網１０と
、報知器群１４と、電磁誘導線１５とを備えている。また、報知器群１４は、ｎ個の報知
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器１４１，１４２，…，１４ｉ，…，１４ｎにより構成されている。ここで、ｎは、任意
の整数であり、ｉは、１以上ｎ以下の整数である。
【００２０】
以下のように構成された評価システム１は、シェアードスペースＳＳを通行する複数の
移動体のリスクを評価する評価システムである。また、サーバ１１は、図３に示す評価方
法Ｍ１を実行することによって、シェアードスペースＳＳを移動する複数の移動体のリス
クを評価する。サーバ１１が備えている各機能ブロックについては、図２を参照して後述
する。また、評価方法Ｍ１については、図４を参照して後述する。
【００２１】
（無線通信網１０）

40

無線通信網１０は、４Ｇに代表される広域をカバーする無線通信網であってもよいし、
Ｗｉ−Ｆｉ（登録商標）に代表されるローカルエリアをカバーする無線通信網であっても
よい。本実施形態では、後述する歩行者群１２の各歩行者が所持しているスマートフォン
は、広域をカバーする無線通信網を用いてサーバ１１とネットワーク接続されており、後
述する電磁連結車両１３の各車両は、ローカルエリアをカバーする無線通信網を用いてサ
ーバ１１とネットワーク接続されている。
【００２２】
以下においては、広域をカバーする無線通信網とローカルエリアをカバーする無線通信
網とを区別せずに、単に無線通信網１０と称する。また、無線通信網１０は、４Ｇ及びＷ
ｉ−Ｆｉに限定されるものではない。如何なる態様の無線通信網であっても、無線通信網
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１０として利用可能である。
【００２３】
（移動体）
また、図１には、シェアードスペースＳＳを往来する交通参加者の例として、歩行者群
１２と、電磁連結車両１３とを図示している。図１に示したシェアードスペースには、歩
行者群１２に含まれる歩行者１２ａ〜１２ｍと、電磁連結車両１３を構成する車両１３１
〜１３３とを図示している。なお、歩行者１２ａ〜１２ｍ及び車両１３１〜１３３の各々
は、特許請求の範囲に記載の移動体の一態様である。特許請求の範囲に記載の移動体の他
の態様には、これらの他に、自転車や、オートバイや、自動車や、カートなどが含まれる
。また、特許請求の範囲に記載の移動体の他の態様には、犬や猫などの動物も含まれる。

10

なお、本実施形態では、歩行者１２ｃのように車いすに乗っている人も歩行者の概念に含
まれるものとして説明する。
【００２４】
歩行者１２ａ〜１２ｍのうち、子供である歩行者１２ｈ，１２ｍを除いた歩行者１２ａ
〜１２ｇ，１２ｉ〜１２ｌの各々は、ＧＰＳ（Global Positioning System）機能を有し
、且つ、無線通信網１０を介してサーバ１１にネットワーク接続されているスマートフォ
ン（図１には不図示）を所持している。各スマートフォンは、複数のＧＰＳ衛生からＧＰ
Ｓ信号を受信し、測位することによって、自身の位置を表す位置情報を生成する。また、
各スマートフォンは、無線通信網１０を介してサーバ１１にネットワーク接続されている
20

。
【００２５】
電磁連結車両１３は、３台の車両１３１〜１３３により構成された車両群であって、自
動運転機能を有する車両群である。車両１３１〜１３３の各々は、ＧＰＳ（Global Posit
ioning System）機能を有し、且つ、無線通信網１０とネットワーク接続するための通信
インターフェースを備えている。車両１３１〜１３３の各々は、複数のＧＰＳ衛生からＧ
ＰＳ信号を受信し、測位することによって、自身の位置を表す位置情報を生成する。また
、車両１３１〜１３３の各々は、無線通信網１０を介してサーバ１１にネットワーク接続
されている。
【００２６】
電磁連結車両１３は、シェアードスペースＳＳの地面中に埋設され、且つ、サーバ１１
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にネットワーク接続された電磁誘導線１５から発せられる無線信号にしたがって、自動運
転により運行されている。電磁連結車両１３は、シェアードスペースＳＳ内に点在する予
め定められた停留所を巡回することによって、複数の歩行者を目的地まで運ぶ。なお、サ
ーバ１１と電磁誘導線１５とをネットワーク接続する通信媒体は、ＬＡＮケーブルや光ケ
ーブルなどを用いた通信ケーブルであってもよいし、４ＧやＷｉ−Ｆｉなどを用いた無線
通信網（例えば図１に示した無線通信網１０）であってもよい。本実施形態では、図１に
示すように、通信ケーブルを用いてサーバ１１と電磁誘導線１５とをネットワーク接続し
ている。また、電磁誘導線１５の途中に挿入されたｎ個の報知器１４ｉからなる報知器群
１４については、後述する。
【００２７】
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（カメラＣ）
カメラＣは、サーバ１１とネットワーク接続され、シェアードスペースＳＳの全領域を
含む画像を撮像する。カメラＣが撮像する画像は、静止画像であってもよいし、動画像で
あってもよい。カメラＣが撮像する画像が静止画像である場合、カメラＣは、所定の時間
間隔で撮像するように構成されていることが好ましい。本実施形態においてシェアードス
ペースＳＳに配置されているカメラは、１台のカメラＣのみである。しかし、シェアード
スペースＳＳには、複数台のカメラが配置されていてもよい。シェアードスペースＳＳに
複数のカメラを配置することによって、画像に生じ得る死角を減らすことができる。
【００２８】
なお、サーバ１１とカメラＣとをネットワーク接続する通信媒体は、ＬＡＮケーブルや
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光ケーブルなどを用いた通信ケーブルであってもよいし、４ＧやＷｉ−Ｆｉなどを用いた
無線通信網（例えば図１に示した無線通信網１０）であってもよい。本実施形態では、図
１に示すように、通信ケーブルを用いてサーバ１１とカメラＣとをネットワーク接続して
いる。
【００２９】
＜サーバ１１＞
サーバ１１は、図６を参照して後述するように、バス９１１と、演算装置９１２と、記
憶装置である主記憶装置９１３及び補助記憶装置９１４と、入出力インターフェース９１
５と、通信インターフェース９１６とを備えている。入出力インターフェース９１５には
、入力装置９２０（例えばキーボードやマウスやタッチパッドなど）及び出力装置９３０
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（液晶表示装置やスピーカなど）が接続されている。通信インターフェース９１６は、サ
ーバ１１を無線通信網１０や、カメラＣや、電磁誘導線１５などとネットワーク接続する
。
【００３０】
図２に示すように、サーバ１１は、機能ブロックとして、取得部１１１と、第１作成部
１１２と、第２作成部１１３と、マップ作成部１１４と、判定部１１５と、表示制御部１
１６と、通知部１１７と、報知部１１８とを備えている。
【００３１】
（取得部１１１）
取得部１１１は、通信インターフェース９１６を介して、各移動体から位置情報を取得
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し、且つ、カメラＣから画像情報を取得する。
【００３２】
具体的には、取得部１１１は、各歩行者１２ａ〜１２ｇ，１２ｉ〜１２ｌが所持してい
る各スマートフォンから、各スマートフォンの位置（すなわち各歩行者の位置）を表す位
置情報を、無線通信網１０を介して取得する。同様に、第１作成部１１２は、各車両１３
１〜１３３から、各車両１３１〜１３３の位置を表す位置情報を、無線通信網１０を介し
て取得する。
【００３３】
また、本実施形態において、取得部１１１は、カメラＣからシェアードスペースＳＳの
全領域を含む画像を表す画像情報を、通信ケーブルを介して取得する。
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【００３４】
（第１作成部１１２）
第１作成部１１２は、取得部１１１が取得した、各歩行者１２ａ〜１２ｇ，１２ｉ〜１
２ｌの各スマートフォンの位置情報、及び、各車両１３１〜１３３の位置情報の各々を、
を第１の位置情報として扱う。本実施形態において、第１の位置情報は、例えば（Ｐｘａ
，Ｐｙａ）というようにｘｙ座標を用いて各移動体の位置を表す。なお、以下において、
各歩行者１２ａ〜１２ｇ，１２ｉ〜１２ｌ及び各車両１３１〜１３３のことを、単に各移
動体とも称する。
【００３５】
第１作成部１１２は、図３の（ａ）に示したように、各移動体から取得した第１の位置
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情報をまとめ、タイムスタンプを付すことによって、第１の情報群を作成する。換言すれ
ば、第１の情報群は、各移動体の名称を表す移動体名称と、各移動体の位置とを対応付け
たテーブルである。第１作成部１１２は、第１の情報群を所定の時間間隔で作成し続ける
。
【００３６】
また、第１作成部１１２は、各移動体について、上述した第１の位置情報が示す位置で
ある第１の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクトルである第１の速度ベク
トルを示す第１の速度ベクトル情報を作成し、第１の情報群に含める（図３の（ａ）参照
）。この場合、第１の情報群は、各移動体の移動体名称、位置、及び第１の速度ベクトル
を対応付けたテーブルである。
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【００３７】
また、第１作成部１１２は、各移動体の第１の速度ベクトル情報の代わりに、各移動体
の第１の速度情報を作成し、第１の情報群に含めるように構成されていてもよい。第１の
速度情報は、第１の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度である第１の速度を示
す情報である。この場合、第１の情報群は、各移動体の移動体名称、位置、及び第１の速
度を対応付けたテーブルである。本実施形態では、この構成を採用している。
【００３８】
なお、後述する判定部１１５が第１の速度ベクトル情報又は第１の速度情報を用いずに
各移動体のリスクが高いか否かを判定するように構成されている場合、第１作成部１１２
は、第１の位置情報のみを含む第１の情報群を作成するように構成されていてもよい。
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【００３９】
（第２作成部１１３）
第２作成部１１３は、位置情報抽出部１１３１を含んでいる。位置情報抽出部１１３１
は、取得部１１１が取得した画像情報が表す画像から、移動体と見做せるオブジェクトを
特定し、各オブジェクトの位置を第２の位置情報として抽出する。第２の位置情報は、第
１の位置情報と同様に、ｘｙ座標を用いて各移動体の位置を表す。
【００４０】
なお、位置情報抽出部１１３１が抽出した第２の位置情報の段階においては、第１の位
置情報との対応関係を特定することができない。そこで、第２の位置情報では、第１の位
置情報が含む移動体名称とは異なる仮の名称を、各移動体の位置と対応付ける。この点を
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除いて、第２の位置情報は、第１の位置情報と同様である。
【００４１】
第２作成部１１３は、位置情報抽出部１１３１が抽出した各移動体の第２の位置情報を
まとめ、タイムスタンプを付すことによって、第２の情報群を作成する。換言すれば、第
２の情報群は、各移動体の名称を表す仮の名称と、各移動体の位置とを対応付けたテーブ
ルである。第２作成部１１３は、第２の情報群を所定の時間間隔で作成し続ける。
【００４２】
また、第２作成部１１３は、第１作成部１１２と同様に、各移動体の速度ベクトルであ
る第２の速度ベクトルを示す第２の速度ベクトル情報を作成し、第２の情報群に含めるよ
うに構成されていてもよい。この場合、第２の情報群は、各移動体の仮の名称、位置、及
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び第２の速度ベクトルを対応付けたテーブルである。本実施形態では、この構成を採用し
ている。
【００４３】
また、各移動体の速度である第２の速度を示す第２の速度情報を作成、第２の情報群に
含めるように構成されていてもよい。この場合、第２の情報群は、各移動体の仮の名称、
位置、及び第２の速度を対応付けたテーブルである。
【００４４】
（第２作成部１１３の変形例）
第２作成部１１３の変形例は、シェアードスペースＳＳの画像から第２の情報群を作成
する代わりに、各車両１３１〜１３３が備えている近接センサを用いて第２の情報群を作
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成するように構成されていてもよい。
【００４５】
この場合、車両１３１は、複数の近接センサＳ１〜Ｓ４からなるセンサ群Ｓを備えてい
る。なお、図１には、車両１３１が備えている近接センサＳ１〜Ｓ４のうち、前方に配置
された近接センサＳ１，Ｓ２のみを図示しており、後方に配置された近接センサＳ３，Ｓ
４の図示を省略している。また、車両１３２，１３３は、車両１３１と同様に、近接セン
サＳ１〜Ｓ４を備えている。
【００４６】
近接センサＳ１〜Ｓ４の各々は、自身から近い距離（例えば１０ｍ以下）の範囲内に存
在する移動体を検知するセンサである。近接センサＳ１〜Ｓ４の態様としては、例えば、
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超音波を用いたソナー、可視光を用いたカメラ、及び、電波を用いたレーダーが挙げられ
る。近接センサＳ１〜Ｓ４は、これらの態様の中から適宜選択することができる。
【００４７】
各車両１３１〜１３３は、（１）自身の位置である第３の位置を示す第３の位置情報と
、（２）上記近接センサにより検出された、自身の周囲に存在する１又は複数の移動体の
位置である第４の位置を示す第４の位置情報であって、上記第３の位置を基準として上記
第４の位置の相対的な位置を示す第４の位置情報とを生成し、作成した第３の位置情報及
び第４の位置情報を、無線通信網１０を介してサーバ１１に提供する。
【００４８】
サーバ１１の取得部１１１は、通信インターフェースを介して、第３の位置情報及び第

10

４の位置情報を取得する。そのうえで、第２作成部１１３は、各車両１３１〜１３３から
取得した第３の位置情報及び第４の位置情報を集約することによって、第２の情報群を作
成する。
【００４９】
なお、本変形例においては、センサ群Ｓを備えた車両が、シェアードスペースＳＳ内に
おいて偏在することなく、且つ、シェアードスペースＳＳ内に適度な密度で存在している
ことが好ましい。この適度な密度は、各近接センサＳ１〜Ｓ４が移動体を検知することが
できる検知可能距離に応じて定められる。
【００５０】
この変形例は、シェアードスペースＳＳの画像を用いて第２の情報群を作成する第２作
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成部１１３の代わりとして用いることもできるし、シェアードスペースＳＳの画像を用い
て第２の情報群を作成する第２作成部１１３と併用することもできる。すなわち、第２作
成部１１３は、シェアードスペースＳＳの画像を用いて第２の情報群を作成し、且つ、第
３の位置情報及び第４の位置情報を用いて第２の情報群を作成するように構成されていて
もよい。
【００５１】
この構成によれば、シェアードスペースＳＳの画像になんらかの死角となる領域が含ま
れている場合であっても、第３の位置情報及び第４の位置情報を用いて、その死角となる
領域に存在し得る移動体を検出することができる。
【００５２】

30

（マップ作成部１１４）
マップ作成部１１４は、第１の情報群に第１の位置情報が含まれている各移動体の位置
である第１の位置を上記シェアードスペースＳＳのマップ上にマッピングした第１のマッ
プ（図３の（ｂ）参照）と、上記第２の情報群に第２の位置情報が含まれている各移動体
の位置である第２の位置を上記シェアードスペースＳＳのマップ上にマッピングした第２
のマップ（図３の（ｃ）参照）とを作成する。
【００５３】
図３の（ｂ）に示した第１のマップには、図１に示した各移動体のうち歩行者１２ｈ，
１２ｍが表示されていない。これは、歩行者１２ｈ，１２ｍがスマートフォンを所持して
いないためである。
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【００５４】
図３の（ｃ）に示した第２のマップには、図１に示した各移動体のうち歩行者１２ａ，
１２ｂが表示されていない。これは、カメラＣが撮像する画像において、歩行者１２ａ，
１２ｂが木に起因する死角に含まれているためである。
【００５５】
（判定部１１５）
判定部１１５は、第１の情報群と第２の情報群とを参照し、第１の情報群に含まれる各
第１の位置情報と、第２の情報群に含まれる各第２の位置情報とを比較する。そのうえで
、判定部１１５は、各移動体（より詳しくは各移動体名称及び仮の名称）を（Ａ）第１の
情報群のみに含まれる移動体のグループ、（Ｂ）第２の情報群のみに含まれる移動体のグ
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ループ、及び（Ｃ）第１の情報群及び第２の情報群の両方に含まれる移動体のうち予め定
められた条件を満たす移動体のグループ、のうち少なくとも何れか１つのグループに含ま
れる各移動体をリスクが高い移動体であると判定する。
【００５６】
判定部１１５は、各第１の位置情報と、各第２の位置情報とを比較するときに、第１の
位置情報と第２の位置情報とが完全に一致している場合に加えて、第１の位置情報と第２
の位置情報との差（換言すれば第１の位置と第２の位置との距離）が予め定められた範囲
に含まれる場合に、第１の位置情報と第２の位置情報とが一致していると見做すように構
成されていてもよい。
【００５７】

10

また、第２の位置情報が第１の位置情報と一致していると見做した場合、第２の位置情
報に対応する仮の名称を、その第２の位置情報と一致している第１の位置情報に対応する
移動体名称に書き換えてもよい。
【００５８】
また、判定部１１５は、グループ分けすることによってリスクを評価した結果をマップ
作成部１１４に提供するように構成されている。マップ作成部１１４は、グループ分けの
結果に基づいて、（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）のグループに含まれる移動体を他の移動体
から区別した第３のマップ（図３の（ｄ）参照）を作成する。
【００５９】
図３の（ｄ）に示した第３のマップでは、（Ａ）のグループの移動体を太線で示し、（
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Ｂ）のグループの移動体を黒塗りで示し、（Ｃ）のグループの移動体に交差する２本の線
を付して示すことによって、各グループに含まれる移動体を他の移動体から区別している
。
【００６０】
なお、本実施形態においては、（Ｃ）のグループを規定する予め定められた条件として
、以下の条件を採用している。これらの場合、判定部１１５は、第１の位置及び第１の速
度ベクトルと、第２の位置及び第２の速度ベクトルとから、予め定められた時間後に各移
動体が到達すると見込まれる位置である予想位置を算出するように構成されている。また
、サーバ１１の記憶装置には、事故に至る可能性が高い速度ベクトルの時間的な変化のパ
ターンが記憶されている。

30

【００６１】
条件１：該予想位置同士の間隔が予め定められた閾値間隔を下回る複数の移動体が存在
する。
【００６２】
条件２：第１の速度ベクトルの時間的な変化のパターン及び第２の速度ベクトルの時間
的な変化のパターンを、記憶装置に記憶されている事故に至る可能性が高い上記パターン
と比較し、上述した２つのパターンが該当している。
【００６３】
条件３：第１の速度ベクトル及び第２の速度ベクトルのうち少なくとも何れか一方の時
間的な変化が不規則である。
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【００６４】
条件４：第１の速度ベクトル及び第２の速度ベクトルのうち少なくとも何れか一方の時
間的な変化のパターンが、第１の速度ベクトルの履歴及び第２の速度ベクトルの履歴の何
れの部分とも異なっている。
【００６５】
条件１によれば、互いに衝突する可能性が高いと見做せる移動体同士をリスクが高い移
動体であると判定することができる。条件２によれば、事故に至る可能性が高いと考える
移動体をリスクが高い移動体であると判定することができる。条件３によれば、動きが不
規則な移動体をリスクが高い移動体であると判定することができる。条件４によれば、履
歴に含まれていないような未知の動きをしている移動体をリスクが高い移動体であると判
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定することができる。
【００６６】
本実施形態において、ボール遊びをしている歩行者１２ｆ，１２ｇは、第１の情報群及
び第２の情報群の両方に含まれる移動体であって、第１の速度ベクトル及び第２の速度ベ
クトルの時間的な変化が不規則な移動体である。すなわち、歩行者１２ｆ，１２ｇは、条
件３を満たす移動体である。したがって、判定部１１５は、歩行者１２ｆ，１２ｇを（Ｃ
）のグループに分類し、リスクが高い移動体であると判定する。
【００６７】
なお、条件２は、事故に至る可能性が高いと考える移動体をリスクが高い移動体である
と判定するための条件である。この条件２の代わりに、「第１の速度ベクトルの時間的な

10

変化のパターン及び上記第２の速度ベクトルの時間的な変化のパターンを、上記事故に至
る可能性が低い上記パターンと比較し、逸脱している」という条件を採用することもでき
る。この条件を採用した場合、事故に至る可能性が低いと考えられる移動体以外の移動体
をリスクが高い移動体であると判定することができる。
【００６８】
また、第１の情報群及び第２の情報群の各々が、それぞれ、第１の速度ベクトル情報及
び第２の速度ベクトル情報の代わりに第１の速度情報及び第２の速度情報を含んでいる場
合、「第１の速度及び第２の速度のうち少なくとも何れか一方が予め定められた閾値速度
を上回る場合」という条件を採用することもできる。この条件を採用した場合、速度が閾
値速度を上回る移動体をリスクが高い移動体であると判定することができる。なお、第１

20

の速度情報及び第２の速度情報の代わりに第１の速度ベクトル情報及び第２の速度ベクト
ル情報を用いても、各ベクトルの絶対値を算出することによって、同様の判定を行うこと
ができる。
【００６９】
（表示制御部１１６）
表示制御部１１６は、マップ作成部１１４が作成した第３のマップを、画面に表示させ
る。表示制御部１１６が第３のマップを表示させる画面は、サーバが備えている出力装置
９３０の一態様として備えている画面であってもよいし、各歩行者が所持しているスマー
トフォンが備えている画面であってもよいし、各車両１３１〜１３３が備えている画面で
あってもよい。

30

【００７０】
（通知部１１７）
通知部１１７は、通信インターフェースを介して、次の（１），（２）の処理のうち少
なくとも何れか一方を行う。
（１）リスクが高いと判定した移動体のうち受信部を有している各移動体に対してその旨
を通知する。
（２）リスクが高いと判定した移動体の周囲に位置する各移動体のうち、受信部を有して
いる各移動体に対して、その周囲にリスクが高いと判定された移動体が存在する旨を通知
する。
【００７１】

40

（報知部１１８）
報知部１１８は、通信インターフェースを介して、リスクが高いと判定した移動体の周
囲に配置された１又は複数の報知器１４ｉ、又は、リスクが高いと判定した１又は複数の
移動体の進行方向に配置された１又は複数の報知器１４ｉを動作させる。
【００７２】
＜評価方法Ｍ１＞
図４に示すように、サーバ１１が実行する評価方法Ｍ１は、取得工程Ｓ１１と、第１作
成工程Ｓ１２と、第２作成工程Ｓ１３と、マップ作成工程Ｓ１４と、判定工程Ｓ１５と、
表示制御工程Ｓ１６と、通知工程Ｓ１７と、報知工程Ｓ１８とを含む。また、第２作成工
程Ｓ１３は、位置情報抽出工程Ｓ１３１を含む。
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【００７３】
評価方法Ｍ１が含むこれらの各工程は、それぞれ、サーバ１１が備えている各機能ブロ
ックが実行する処理に対応する。例えば、取得工程Ｓ１１は、取得部１１１が実行する処
理である。同様に、第１作成工程Ｓ１２〜報知工程Ｓ１８の各々は、それぞれ、第１作成
部１１２〜報知部１１８が実行する処理である。これらの各処理については、サーバ１１
の項にて説明済であるため、ここでは、その説明を省略する。
【００７４】
＜サーバ１１及び評価システム１の効果＞
サーバ１１は、シェアードスペースＳＳを移動する複数の移動体（歩行者群１２及び電
磁連結車両１３）の各々の位置を示す第１の位置情報を、各移動体から無線通信網１０を

10

介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成部１１２と、複数の移動体の各々を検
知した情報（本実施形態ではシェアードスペースＳＳの画像を表す画像情報）を取得し、
該情報に基づいて、複数の移動体の各々の位置を示す第２の位置情報を生成して、第２の
情報群を作成する第２作成部１１３と、（Ａ）第１の情報群のみに含まれる移動体のグル
ープ、（Ｂ）第２の情報群のみに含まれる移動体のグループ、及び（Ｃ）第１の情報群及
び第２の情報群の両方に含まれる移動体のうち予め定められた条件を満たす移動体のグル
ープ、のうち少なくとも何れか１つのグループに含まれる各移動体をリスクが高い移動体
であると判定する判定部１１５と、を備えている。
【００７５】
（Ａ）のグループは、通信を介して取得した第１の位置情報に基づきその位置を特定し
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た移動体のグループである。換言すれば、カメラＣが撮像した画像からはその位置を特定
できなかった移動体のグループであるため、その位置に誤差が含まれる場合が多いと考え
られる。
【００７６】
（Ｂ）のグループは、カメラＣが撮像した画像に基づきその位置を特定した移動体のグ
ループである。換言すれば、画像には捉えられているにも関わらず、サーバ１１との間に
通信を確立することができない移動体のグループであり、リスク回避のためのネゴシエー
ションを行えない移動体のグループである。
【００７７】
（Ｃ）のグループは、予め定められた条件（速度が異様に高いなど）を満たす移動体の
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グループである。
【００７８】
以上のように、（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）のグループは、リスクが高い移動体のグル
ープである。したがって、このように構成されたサーバ１１は、シェアードスペースにお
ける移動体（換言すれば交通参加者）のリスクを評価することができる。
【００７９】
また、サーバ１１において、第１の情報群は、第１の位置情報が示す位置である第１の
位置の時間変化から得られた、各移動体の速度である第１の速度を示す第１の速度情報を
含み、第２の情報群は、第２の位置情報が示す位置である第２の位置の時間変化から得ら
れた、各移動体の速度である第２の速度を示す第２の速度情報を含み、判定部１１５は、

40

第１の速度及び上記第２の速度のうち少なくとも何れか一方が予め定められた閾値速度を
上回る移動体をリスクが高い移動体であると判定する、ことが好ましい。
【００８０】
このように構成されたサーバ１１は、速度が閾値速度を上回る移動体をリスクが高い移
動体であると判定することができる。
【００８１】
また、サーバ１１において、第１の情報群は、第１の位置の時間変化から得られた、各
移動体の速度ベクトルである第１の速度ベクトルを示す第１の速度ベクトル情報を含み、
第２の情報群は、第２の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクトルである第
２の速度ベクトルを示す第２の速度ベクトル情報を含み、判定部１１５は、第１の位置及
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び第１の速度ベクトルと、第２の位置及び第２の速度ベクトルとから、予め定められた時
間後に各移動体が到達すると見込まれる位置である予想位置を算出し、該予想位置同士の
間隔が予め定められた閾値間隔を下回る移動体同士をリスクが高い移動体同士であると判
定する、ことが好ましい。
【００８２】
この構成によれば、互いに衝突する可能性が高いと見做せる移動体同士をリスクが高い
移動体であると判定することができる。
【００８３】
また、サーバ１１において、判定部１１５は、第１の速度ベクトル及び第２の速度ベク
トルのうち少なくとも何れか一方の時間的な変化が不規則である移動体をリスクが高い移

10

動体であると判定する、ことが好ましい。
【００８４】
このように構成されたサーバ１１は、動きが不規則な移動体をリスクが高い移動体であ
ると判定することができる。
【００８５】
また、サーバ１１は、事故に至る可能性が高い速度ベクトルの時間的な変化のパターン
を記憶した記憶装置を更に備え、第１の情報群は、第１の位置の時間変化から得られた、
各移動体の速度ベクトルである第１の速度ベクトルを示す第１の速度ベクトル情報を含み
、第２の情報群は、第２の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクトルである
第２の速度ベクトルを示す第２の速度ベクトル情報を含み、判定部１１５は、第１の速度
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ベクトルの時間的な変化のパターン及び第２の速度ベクトルの時間的な変化のパターンを
、上記事故に至る可能性が高い上記パターンと比較し、該当している移動体をリスクが高
い移動体であると判定する、ことが好ましい。
【００８６】
このように構成されたサーバ１１は、事故に至る可能性が高いと考える移動体をリスク
が高い移動体であると判定することができる。
【００８７】
また、サーバ１１は、事故に至る可能性が低い速度ベクトルの時間的な変化のパターン
を記憶した記憶装置を更に備え、第１の情報群は、第１の位置の時間変化から得られた、
各移動体の速度ベクトルである第１の速度ベクトルを示す第１の速度ベクトル情報を含み
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、第２の情報群は、第２の位置の時間変化から得られた、各移動体の速度ベクトルである
第２の速度ベクトルを示す第２の速度ベクトル情報を含み、判定部１１５は、第１の速度
ベクトルの時間的な変化のパターン及び第２の速度ベクトルの時間的な変化のパターンを
、事故に至る可能性が低い上記パターンと比較し、逸脱している移動体をリスクが高い移
動体であると判定する、ことが好ましい。
【００８８】
このように構成されたサーバ１１は、事故に至る可能性が低いと考えられる移動体以外
の移動体をリスクが高い移動体であると判定することができる。
【００８９】
また、サーバ１１において、記憶装置は、第１の位置の時間変化から得られた、各移動
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体の速度ベクトルである第１の速度ベクトルの履歴と、第２の位置の時間変化から得られ
た、各移動体の速度ベクトルである第２の速度ベクトルの履歴とを更に記憶し、判定部１
１５は、第１の速度ベクトル及び第２の速度ベクトルのうち少なくとも何れか一方の時間
的な変化のパターンが、第１の速度ベクトルの履歴及び第２の速度ベクトルの履歴の何れ
の部分とも異なっている移動体をリスクが高い移動体であると判定する、ことが好ましい
。
【００９０】
このように構成されたサーバ１１は、履歴に含まれていないような未知の動きをしてい
る移動体をリスクが高い移動体であると判定することができる。
【００９１】

50

(16)

JP 2019‑216347 A 2019.12.19

また、サーバ１１は、第１の情報群に第１の位置情報が含まれている各移動体の位置で
ある第１の位置をシェアードスペースＳＳのマップ上にマッピングした第１のマップと、
第２の情報群に第２の位置情報が含まれている各移動体の位置である第２の位置をシェア
ードスペースＳＳのマップ上にマッピングした第２のマップと、判定部１１５によりリス
クが高い移動体であると判定された移動体を、他の移動体から区別した状態で上記シェア
ードスペースのマップ上にマッピングした第３のマップを作成するマップ作成部１１４と
、第３のマップを画面に表示させる表示制御部１１６と、を更に備えている、ことが好ま
しい。
【００９２】
このように構成されたサーバ１１は、第３のマップを画面に表示させることができる。

10

したがって、第３のマップをみたユーザ（換言すれば交通参加者）は、リスクが高いと判
定された移動体を容易に識別することができる。
【００９３】
また、評価システム１は、サーバ１１と、サーバ１１とネットワーク接続され、シェア
ードスペースＳＳの画像を撮像する１又は複数のカメラＣと、を備えていることが好まし
い。この評価システム１において、サーバ１１は、上記１又は複数のカメラＣから画像を
取得する取得部１１１と、画像に含まれる各移動体の位置を示す位置情報を第２の位置情
報として抽出する位置情報抽出部１１３１と、を更に備えている、ことが好ましい。
【００９４】
このように構成された評価システム１は、カメラＣが撮像したシェアードスペースＳＳ
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の画像から、各移動体の第２の位置情報を作成することができる。
【００９５】
また、評価システム１は、サーバ１１と、それぞれが近接センサを備えている複数の車
両１３１〜１３３であって、複数の移動体の一部を構成する複数の車両１３１〜１３３と
、を備えていてもよい。この場合、車両１３１〜１３３の各々は、（１）自身の位置であ
る第３の位置を示す第３の位置情報と、（２）近接センサにより検出された、自身の周囲
に存在する１又は複数の移動体の位置である第４の位置を示す第４の位置情報であって、
第３の位置を基準として第４の位置の相対的な位置を示す第４の位置情報とを生成する。
そのうえで、サーバ１１は、上記複数の車両１３１〜１３３の各々から、各車両１３１〜
１３３の上記第３の位置情報及び上記第４の位置情報を取得する取得部１１１を更に備え
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ている。ここで、第２作成部１１３は、第３の位置情報及び第４の位置情報を集約するこ
とによって第２の情報群を作成する、ことが好ましい。
【００９６】
この構成によれば、車両１３１〜１３３の各々から取得した第３の位置情報及び第４の
位置情報から各移動体の第２の位置情報を作成することができる。
【００９７】
また、評価システム１は、サーバ１１が、少なくとも、リスクが高いと判定した１又は
複数の移動体のうち受信部を有している各移動体に対してその旨を通知する、又は、リス
クが高いと判定した１又は複数の移動体の周囲に位置する各移動体のうち、受信部を有し
ている各移動体に対して、その周囲にリスクが高いと判定された移動体が存在する旨を通
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知する通知部１１７を更に備えている、ことが好ましい。
【００９８】
この構成によれば、リスクが高いと判定された移動体、及び、リスクが高いと判定され
た移動体の周囲に位置する各交通参加者の少なくとも何れかに、その移動体のリスクが高
いことを知らせることができる。
【００９９】
また、評価システム１は、シェアードスペースＳＳに配置された複数の報知器１４ｉか
らなる報知器群１４を更に備えていることが好ましい。この場合、サーバ１１は、リスク
が高いと判定した１又は複数の移動体の周囲に配置された１又は複数の報知器１４ｉ、又
は、リスクが高いと判定した１又は複数の移動体の進行方向に配置された１又は複数の報
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知器１４ｉを動作させる報知部１１８を更に備えている、ことが好ましい。
【０１００】
この構成によれば、リスクが高いと判定された移動体の周囲に位置する各交通参加者に
当該移動体のリスクが高いことを知らせることができる。そのため、各交通参加者にリス
クを回避する行動を促すこができる。
【０１０１】
なお、図４に示した評価方法Ｍ１であって、図２に示したサーバ１１に対応する評価方
法Ｍ１は、サーバ１１と同様の効果を奏する。
【０１０２】
〔第２の実施形態〕

10

本発明の第２の実施形態に係るシミュレータ２について、図５を参照して説明する。図
５は、シミュレータ２を示す模式図である。
【０１０３】
なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材について
は、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
【０１０４】
＜シミュレータ２＞
（概要）
本発明の一実施形態に係るシミュレータは、シェアードスペースＳＳの風景と、シェア
ードスペースＳＳ内を移動する移動体とを仮想的に再現するものである。このシミュレー
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タは、表示装置とサーバとを備えている。
【０１０５】
サーバは、シェアードスペースを移動する複数の移動体の各々の位置を示す第１の位置
情報を、各移動体から通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成部と、上
記複数の移動体の各々を検知した情報を取得し、該情報に基づいて、上記複数の移動体の
各々の位置を示す第２の位置情報を生成して、第２の情報群を作成する第２作成部と、上
記第１の情報群及び上記第２の情報群の履歴に基づき、上記第１の情報群に上記第１の位
置情報が含まれる各移動体、及び、上記第２の情報群に上記第２の位置情報が含まれる各
移動体を表示するように上記表示装置を制御する表示装置制御部と、を含んでいる。
【０１０６】
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以下では、図５に示すように、表示装置であるシェアードスペースに対応する空間の少
なくとも側方を取り囲むスクリーン２２と、スクリーン２２に画像を投影するプロジェク
タ群Ｐとを含み、シェアードスペースに対応する空間内に被験者ＳＵＢが入ることによっ
て、より高い臨場感とともに体感することができる、大規模没入型のシミュレータ２につ
いて説明する。
【０１０７】
なお、本発明の一実施形態に係るシミュレータは、没入型のシミュレータ２に限定され
るものではなく、ヘッドマウントディスプレイを表示装置として備えたシミュレータであ
ってもよいし、ドライブシミュレータ又はフライトシミュレータのように、被験者を取り
囲むように配置された複数の表示パネル（例えば液晶パネル）を表示装置として備えたシ
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ミュレータであってもよい。
【０１０８】
（構成）
図５に示すように、本実施形態のシミュレータ２は、サーバ２１と、スクリーン２２と
、４つのプロジェクタＰ１〜Ｐ４からなるプロジェクタ群Ｐとを備えている。また、シミ
ュレータ２は、両眼視差立体視を実現するための眼鏡であって、スクリーン２２により取
り囲まれた空間に入る被験者ＳＵＢが用いる眼鏡を更に備えている。この眼鏡は、図５に
は図示していない。
【０１０９】
サーバ２１は、図２に示したサーバ１１に対して、表示装置制御部２１１を加えること
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により得られる。すなわち、サーバ２１は、サーバ１１と同様に記憶装置を備えている。
なお、図５には、サーバ２１が備えている各機能ブロックのうち、第１作成部１１２、第
２作成部１１３、及び表示装置制御部２１１のみを図示している。
【０１１０】
本実施形態において、記憶装置には、第１の情報群の履歴及び第２の情報群の履歴が記
憶されている。
【０１１１】
なお、スクリーン２２及びプロジェクタ群Ｐとして採用することができる表示装置に関
する説明の詳細は、「大規模没入ディスプレイLarge Spaceの開発」、高鳥光、圓崎祐貴
、矢野博明、岩田洋夫、TVRSJ, Vol. 21, No.3, pp.493‑502, 2016にも記載されている。

10

【０１１２】
（スクリーン２２）
スクリーン２２は、４つのサブスクリーン２２１〜２２４により構成されている。サブ
スクリーン２２１〜２２４の各々は、仮想的にシェアードスペースＳＳを再現しようとす
る空間の側方を取り囲むように、該空間の床面の形状が長方形になるように配置されてい
る。
【０１１３】
なお、スクリーン２２は、４つのサブスクリーン２２１〜２２４に加えて、上記空間の
床面部分を覆うサブスクリーン及び上記空間の天井部分を覆うサブスクリーン（図５には
不図示）を更に備えていてもよい。
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【０１１４】
スクリーン２２が取り囲む上記空間の大きさは、プロジェクタ群Ｐによって投影される
画像を映すことができる大きさであれば特に限定されない。ただし、没入型のシミュレー
タである場合には、スクリーン２２は、被験者ＳＵＢを収容可能な大きさであることが好
ましい。また、シミュレータ２が再現する移動体と、車両の乗った状態の被験者ＳＵＢと
の相互作用を解析する場合には、スクリーン２２は、その車両を収容可能な大きさである
ことが好ましい。
【０１１５】
本実施形態において、スクリーン２２は、幅２５ｍ、奥行き１５ｍ、高さ８ｍの空間の
側方を取り囲むように配置されている。この構成によれば、被験者ＳＵＢは、スクリーン
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２２が取り囲む空間内を歩くことができるし、車両に乗った状態で該空間内を移動するこ
ともできる。
【０１１６】
（プロジェクタ群Ｐ）
プロジェクタ群Ｐは、４つのプロジェクタＰ１〜Ｐ４により構成されている。本実施形
態において、プロジェクタＰ１は、サブスクリーン２２１の上端辺の中点近傍に配置され
ており、サブスクリーン２２１に対向するサブスクリーン２２３に画像を投影する。
【０１１７】
同様に、プロジェクタＰ２〜Ｐ４の各々は、それぞれ、各サブスクリーン２２２，２２
３，２２４の上端辺の中点近傍に配置されており、各サブスクリーン２２２，２２３，２
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２４に対向する各サブスクリーン２２４，２２１，２２２に画像を投影する。
【０１１８】
以上のように、本実施形態では、前面投射方式のプロジェクタ群Ｐ及びスクリーン２２
を採用している。しかし、プロジェクタ群Ｐ及びスクリーン２２は、前面投射方式の代わ
りに背面投射方式を採用することもできる。何れの方式を採用するかは、スクリーン２２
が取り囲む空間及びスクリーン２２の周囲に存在する空間の大きさや、スクリーン２２の
材質などに応じて、適宜選択することができる。
【０１１９】
（表示装置制御部２１１）
表示装置制御部２１１は、第１の実施形態において説明した第１の情報群及び第２の情
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報群の履歴であって、記憶装置に記憶されている履歴に基づき、第１の情報群に第１の位
置情報が含まれる各移動体、及び、第２の情報群に第２の位置情報が含まれる各移動体を
、スクリーン２２に投影するようにプロジェクタ群Ｐを制御する。
【０１２０】
また、表示装置制御部２１１は、各プロジェクタＰ１〜Ｐ４に供給する画像情報として
、各プロジェクタＰ１〜Ｐ４がスクリーン２２に投影する各移動体の両眼視差立体視を実
現する画像情報であることが好ましい。両眼視差立体視を実現するための代表的な方式と
しては、偏光眼鏡方式及びアクティブシャッタ眼鏡方式挙げられるが、それ以外の方式を
採用することもできる。
【０１２１】

10

＜シミュレータ２の効果＞
シミュレータ２は、シェアードスペースＳＳを仮想的に再現する、表示装置（プロジェ
クタ群Ｐ及びスクリーン２２）及びサーバ２１を備えたシミュレータである。
【０１２２】
サーバ２１は、シェアードスペースＳＳを移動する複数の移動体の各々の位置を示す第
１の位置情報を、各移動体から通信を介して取得して、第１の情報群を作成する第１作成
部１１２と、複数の移動体の各々を検知した情報を取得し、該情報に基づいて、上記複数
の移動体の各々の位置を示す第２の位置情報を生成して、第２の情報群を作成する第２作
成部１１３と、第１の情報群及び第２の情報群の履歴に基づき、第１の情報群に第１の位
置情報が含まれる各移動体、及び、第２の情報群に第２の位置情報が含まれる各移動体を
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表示するように表示装置を制御する表示装置制御部２１１と、を含んでいる。
【０１２３】
このように構成されたシミュレータ２が再現する仮想的なシェアードスペースＳＳを被
験者ＳＵＢが体験することによって、被験者ＳＵＢは、過去の履歴に基づいたパターンに
したがって移動する移動体を体感することができる。その結果、被験者ＳＵＢは、例えば
シミュレータ２が再現した移動体が自身に迫ってきた場合に、実在のシェアードスペース
ＳＳ内を移動している場合と同様の反応を示す。したがって、シミュレータ２が再現する
移動体と、被験者ＳＵＢとの相互作用（例えば、被験者ＳＵＢの反応及びその反応後の結
果）を解析することによって、移動体のリスクを評価することができる。
【０１２４】
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また、シミュレータ２において、表示装置制御部２１１が表示装置に供給する画像情報
は、表示装置制御部２１１が表示する各移動体の両眼視差立体視を実現する画像情報であ
る、ことが好ましい。
【０１２５】
このように構成されたシミュレータ２は、被験者ＳＵＢが見た場合に３次元的に見える
移動体を表示することができるため、被験者ＳＵＢが体感する臨場感をより高めることが
できる。
【０１２６】
また、シミュレータ２において、表示装置は、シェアードスペースＳＳに対応する空間
の少なくとも側方を取り囲むスクリーン２２と、スクリーン２２に画像を投影する複数の
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プロジェクタＰ１〜Ｐ４とを含むことが好ましい。
【０１２７】
このように構成されたシミュレータ２は、スクリーン２２が取り囲む空間内に被験者Ｓ
ＵＢが入ることによって、没入型のシミュレータとして機能する。したがって、このシミ
ュレータ２は、被験者ＳＵＢが体感する臨場感を更に高めることができる。
【０１２８】
〔ソフトウェアによる実現例〕
評価システム１が備えているサーバ１１及びシミュレータ２が備えているサーバ２１の
各ブロックは、集積回路（ＩＣチップ）等に形成された論理回路（ハードウェア）によっ
て実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウェアによっ
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て実現してもよい。後者の場合、サーバ１１，２１を、図６に示すようなコンピュータ（
電子計算機）を用いて構成することができる。
【０１２９】
図６は、サーバ１１，２１として利用可能なコンピュータ９１０の構成を例示したブロ
ック図である。コンピュータ９１０は、バス９１１を介して互いに接続された演算装置９
１２と、主記憶装置９１３と、補助記憶装置９１４と、入出力インターフェース９１５と
を備えている。演算装置９１２、主記憶装置９１３、および補助記憶装置９１４は、それ
ぞれ、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ（random access memory）、ハードディスクドライブであっ
てもよい。入出力インターフェース９１５には、ユーザがコンピュータ９１０に各種情報
を入力するための入力装置９２０、および、コンピュータ９１０がユーザに各種情報を出
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力するための出力装置９３０が接続される。入力装置９２０および出力装置９３０は、コ
ンピュータ９１０に内蔵されたものであってもよいし、コンピュータ９１０に接続された
（外付けされた）ものであってもよい。例えば、入力装置９２０は、キーボード、マウス
、タッチセンサなどであってもよく、出力装置９３０は、ディスプレイ、プリンタ、スピ
ーカなどであってもよい。また、タッチセンサとディスプレイとが一体化されたタッチパ
ネルのような、入力装置９２０および出力装置９３０の双方の機能を有する装置を適用し
てもよい。そして、通信インターフェース９１６は、コンピュータ９１０が外部の装置と
通信するためのインターフェースである。
【０１３０】
補助記憶装置９１４には、コンピュータ９１０をサーバ１１，２１として動作させるた
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めの各種プログラムが格納されている。そして、演算装置９１２は、補助記憶装置９１４
に格納された上記各プログラムを主記憶装置９１３上に展開して該プログラムに含まれる
命令を実行することによって、コンピュータ９１０を、サーバ１１，２１が備える各部と
して機能させる。なお、補助記憶装置９１４がプログラム等の情報の記録に用いる記録媒
体は、コンピュータ読み取り可能な「一時的でない有形の媒体」であればよく、例えば、
テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブル論理回路などであってもよい
。
【０１３１】
また、コンピュータ９１０の外部の記録媒体に記録されているプログラム、あるいは任
意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介してコンピュータ９１０に供給された
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プログラムを用いてコンピュータ９１０を機能させる構成を採用してもよい。そして、本
発明は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデ
ータ信号の形態でも実現され得る。
【０１３２】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１３３】
ＳＳ

シェアードスペース

１

評価システム

Ｃ

カメラ

１０

無線通信網

１１

サーバ

１１１

取得部

１１２

第１作成部

１１３

第２作成部

１１３１

位置情報抽出部

１１４

マップ作成部

１１５

判定部

40

50
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１１６

表示制御部

１１７

通知部

１１８

報知部

１２

歩行者群

１２ａ〜１２ｍ
１３

歩行者

電磁連結車両

１３１〜１３３
１４

車両

報知器群

１４１，１４２，…，１４ｉ，…，１４ｎ
２

シミュレータ

２１

サーバ

２１１

表示装置制御部

２２

スクリーン

Ｐ

プロジェクタ群

Ｐ１〜Ｐ４

【図１】
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報知器
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プロジェクタ

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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