
  
  トラクタドライブシミュレータに用いる路面生成アルゴリ

ズム

  誌名 農業食料工学会誌 = Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery and
Food Engineers

ISSN 2188224X
著者名 渡辺,将央

酒井,憲司
発行元 農業食料工学会
巻/号 79巻2号
掲載ページ p. 149-157
発行年月 2017年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



研究論文 農業食料工学会誌 79(2):149~157, 2017 

トラクタドライブシミュレータに用いる路面生成アルゴリズム

渡辺将央*l. 酒井憲司*2t

要 旨

サロゲートアルゴリズム， AR(自己回帰）モデル， コヒーレンス解析等の手法を組合せ， トラクタド

ライブシミュレータに用いる路面の生成アルゴリズムを開発した。 1つの路面を生成する手法として，

ARモデル，フーリエトランスフォームサロゲート法 (FTサロゲート法）を用いた。左右車輪の入力路

面の組を生成する手法として，新たに提案する低周波同位相化FTサロゲート法を開発した。また，生成

路面の境界ギャップ部分を除去するための手法として，片側ハニング窓を提案した。開発されたアルゴ

リズムは， ISOの規定を満たす路面を生成することが可能であり，トラクタの運動シミュレーションの標

準的な手法としての条件を具備している。

［キーワード］トラクタ，ドライブシミュレータ，路面，サロゲートアルゴリズム，フーリエトランスフォームサロゲート法，自

已回帰モデル，パワースペクトル密度，コヒーレンス

Algorithm of Generating Road for Tractor Driving Simulator 

Masahisa WATANABE*1. Kenshi SAKAI*2↑ 

Abstract 

In this paper, we developed a method to create road surface profiles to be used for a tractor driving 

simulator. We employed AR (AutoRegressive) model and Fourier transform surrogate method (FT 

surrogate method) for one-line road profile. 

In order to maintain the correlation between right and left road profiles at the low spatial frequency 

region, we modified FT surrogate method so that the low frequency components of right and left road 

profiles are in-phase. We also suggested that one-sided Hanning window can be used to remove a gap at 

the edge of the generated road. As the developed algorithm is able to generate roads which satisfy ISO 

standard, it can be used for the tractor driving simulator 

[Keywords] tractor, driving simulator, road roughness. surrogate algorithm, Fourier transform surrogate, autoregressive model, 
power spectrum density, coherence 

I緒言

農作業死亡事故は，毎年 400件前後発生し，この傾向

は，過去 40年間で変化はない（日本農村医学会， 2014)。

高井ら (1991) の報告では， トラクタの転倒・転落事故

が死亡事故の大きな要因であるとされたが，転倒・転落

事故の具体的なメカニズムの解明には至っておらず，事

故メカニズムの解明は急務である。

トラクタ事故は様々な走行環境（路面条件，気象条件

など）で生じている。事故の起こり得る走行環境をトラ

クタドライブシミュレータ（トラクタ DS)上で実現す

ることができれば，シミュレーションにより事故メカニ

ズムの解明や事故シナリオの抽出を行うことができる。

走行環境の中でも路面条件は重要であり．本研究では，

トラクタ DSの要素研究として，路面の生成アルゴリズ

ムの開発を行う。我が国の小型農用トラクタの研究で

は， 2次元平面でのシミュレーション（野口ら， 1994:

Sakai, 1999 : 甫守ら， 2003)が行われていたが，トラクタ
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DSでは， 3次元空間でのトラクタの動的挙動のシミュ

レーションが可能であり，それに対応した路面生成が必

要である。本研究で開発したアルゴリズムは 1つの路面

(2次元シミュレーション対応の路面）を生成できるのみ

でなく，左右車輪への入力路面間の相関を考慮した 2つ

の路面の組 (3次元シミュレーション対応の路面）を生

成することが可能である。

II 方法

1. ISOによる路面の規定

路面は， ISO8608により規格化がなされており，その

パワースペクトル密度 (PSD)は， (1)式で規定（近江谷，

1990) されている。

P(f)= P(f。）(f)―W (1) 

ここにJo=l/2Jr [c/mJ, W= 2 [ -J, fは空間周波数

[c/m], P(fo) [10―6面elm]はJoのPSDである。空間

周波数の単位 "[c/m]"は， cycleper meterの略であり，

単位距離あたりの繰り返し数を表す。 PSDは空間周波

数のマイナス 2乗に比例するレッドノイズとしてモデリ

ングされている。 ISOでは，路面の粗さは P(fo)の値

で， Aから Hの8つのクラスに区分されており，この順

にPSDが増大し，路面の粗さが大きくなる。なお Aが高

速道路 Dが非舗装道路， Eが非舗装悪路（山川， 1976)

とされる。

2. 1つの路面の生成

ISOの規定を満たし，かつ 2次元シミュレーションに

対応する路面の生成を行うため，フーリエトランス

フォームサロゲート法 (FTサロゲート法）と ARモデ

ルを利用した。

(1) FTサロゲート法

FTサロゲート法は非線形時系列解析で用いられてい

る手法だが (Theileret al., 1992), この手法により，同一

のPSDを持ちながらも，異なる形状のデータ系列を無

限に生成することが可能である。 FTサロゲート法によ

る路面生成では，位置xにおける路面高さ h(x)[m]を

(2)式で定義する。

~ 

h(x)= I: 凶穴虚cos(2ガn:r:+ぬ (2) 
n=l 

ここに， P(fn)はPSD,f,アは基本周波数， 0nは一冗<0n

＜冗を満たす一様乱数にランダム化された位相である。

PSDとして， ISOが規定した PSDである (1)式を用い

ると， ISOの規定に従う路面を生成することが可能であ

る。 FTサロゲート法により生成された路面をサロゲー

ト路面と呼ぶことにする。

(2) ARモデル

ARモデル（自己回帰モデル）は線形時系列解析の代

表的なモデル化手法である。 m次の ARモデルは，時系

列Xnを (3)式で表す。

m 

Xn=~aiふ—j十En
j-1 

(3) 

ajはAR係数， enは平均 0,分散岳のホワイトノイズで

ある。 ARモデルの PSDは，理論的に (4)式で得られる

(Akaike, 1969)。

P(J)= 
152 

11一宮らa;e―2頑112
(4) 

ARモデルで路面を生成するには，路面の ARモデル

を推定する必要がある。そこで，実際の路面データによ

り， ARモデルの推定を行った。路面データとして東京

農工大学農学部附属農場未舗装農道の測量データ（稲葉，

1999) を利用した。図 lに測量方法と測量結果を示す。

図1に示すように，この農道は幅が約 2.5mであり，そ

の路面をトランシットにより，測定距離 75m,測定間隔

0.5mで， 5本の路面を測量した。このとき幅2.5mの道

路に対して，道路の中心線から右に lmの路面を roadl,

右に 0.5mの路面を road2,中心線の路面を road3,中心

線から左に lmの路面を road4,左に 0.5mの路面を

road5とした。

赤池情報量基準 (AIC)による次数決定を行うと，全

ての路面で m=lであった。ユール・ウォーカー法によ

るパラメータ推定の結果を表 lに示す。

全ての路面で，次数が 1かつ a1が 1に近い値である

ことから，路面はランダムウォークでモデル化できる。

これは ISOのフーリエスペクトル表記におけるレッド

ノイズと等価である。

以上のことから，ここでは (5)式の 1次の ARモデル

を用いる。

加=a1hn-1+En (5) 

但し，加は路面高さ [m],a1 =0.98, Enは平均 0,分

散が (6)式に従うホワイトノイズである。

<J2=P(f) ll -a1e―2,cfjl2 (6) 

ARモデルにより生成された路面を AR路面と呼ぶこ

とにする。

3. 左右2路面の生成

3次元シミュレーションでは，左右の両車輪に入力さ

れる 2つの路面が必要である。本節では，左右 2路面の

生成を行うため，実路面データの解析と FTサロゲート

法の拡張を行った。

(1) 左右輪への入力路面間の性質

左右輪への入力路面間の統計的な性質の把握におい

て，コヒーレンスが用いられている（張ら， 1987)が，

その際のコヒーレンスのモデルとして，路面の等方性を

仮定したモデル（臼井ら， 1990),二次元フィルタードポ

アソン過程を利用したモデル（張ら， 1986),指数的に減
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図 1 (a)測量による実路面データ； (b)測量方法の図解

Fig. 1 (a) Real road data by surveying; (b) figure of surveying method 

表 l 各路面の AR(自己回帰）係数

Table 1 AR coefficient of respective road 

路面

roadl 
road2 
road3 
road4 
road5 

1次の AR係数 a1

0.98 

0.97 

0.98 

0.98 

0.98 

度であった。

次に，左右路面間の相関を調べた。二つの信号 X(t) 

とy(t)の相関を調べるには (7)式のコヒーレンス芦(/)

が利用される。

r2(J)= 
1Pxy(f)l2 

PxxV)Pyy(f) 
(7) 

少するパラメトリックモデル (Bogsjo,2008)等が提案さ

れている。左右輪への入力路面間の性質を解析するた

め，図 lの実路面データの PSDとコヒーレンスを計算

した。実路面データから計算 した PSDとそれらの平均

PSDを図 2に示す。

5つの路面で， PSDは右下がりであり， PSDの値は，

/<0.1 [c/m]の低周波域ではクラス Eからクラス F程

度， f>O.l[c/m]の高周波域では，クラス Cからクラス

Eにばらついていた。5つの路面で PSDの形状と値は

同程度であると言える。ISOの Wの値を，平均 PSDに

おいて推定すると， W=2.05となり， ISOの規定と同程

ここに PxxU)はx(t)のPSD,Pyy(f)はy(t)のPSD,

Pxy(f) は信号 X(t) とy(t) のクロススペクトル密度で

ある 。 コヒーレンスは O~r'\J)~l を満たし， 0 に近いほ
ど，信号間で相関は低く， 1に近いほど，相関は高い。

トラ クタの トレ ッドが一般的に 1から 1.5mであること

から，路面間の間隔が lmと1.5mになる組み合わせで

ある roadlとroad3, road2とroad4, road3とroad5,

roadlとroad4,road2とroad5について，コヒーレンス

を計算した。図 3には， 全ての組合せのコヒーレンスと

それらの平均コヒーレンスを示す。

/<O.l[c/m]の低周波域では，平均コヒーレンスは 0.8

を越え，高い相関を示す。/>O.Hc/m]の周波数帯では，

コヒーレンスが急激に低下し，相関が失われる。
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図 2 実路面データのパワースペクトル密度 PSD

Fig. 2 Power spectrum density of real road data. 
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図 4 (a) AR (自己回帰）路面； (b)サロゲート路面； (c) AR路面とサロゲート路

面のパワースペクトル密度 PSD

Fig. 4 (a) AR (autoregressive) road and; (b) surrogate road; (c) Power spectrum 

density of AR road and surrogate road. 

10 ゜

(2) 低周波同位相化FTサロゲート法

左右車輪への入力路面間では， PSDが同程度であり，

/<0.1 [c/m]の低周波域ではコヒ ーレンスが0.8以上

の高い相関が生じていることが分かった。実路面の有す

る性質を満たした左右輪への入力路面の組を生成するた

め， FTサロゲート法の拡張を試みた。以下に拡張した

アルゴリズムを詳述する。

(2) 式から左右の 2路面を生成するが，このとき，左

右で PSDを同程度にするには， 2つの路面で (2)式の

P(fo)を同一にすればよい。次に/<0.1[c/m]の低周波

域を実現するために， (1)式において， /<0.1[c/m]の周

波数成分の位相 0nを2つの路面で同じにすることにし

た。これにより左右輪への入力路面は， /<0.1[c/m]の

低周波成分が全く同一となり， コヒーレンスが 1となる

高い相関が生じる。これによって，低周波域での高い相

関性をもつ 2つの路面が生成された。このアルゴリズム

を低周波同位相化 FTサロゲート法と呼ぶことにする。
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図 5 (a)右サロゲート路面； (b)左サロゲート路面； (c)左右路面の差

Fig 5 (a) right surrogate road; (b) left surrogate road; (c) difference between right and left 

III 結果と考察

1. 1つの路面生成の結果

図 4にP(fo) = 256 [10―6面c/m] の PSDを用いて，

FTサロゲート法， ARモデルから生成した路面とその

路面から計算した PSDを示す。

両者ともに不規則な路面を生成できている。サロゲー

ト路面の PSDは，元の PSDである P(/o) = 256 [10―6 

m2c/m] と一致している。一方， AR路面の PSDは，

P(fo) = 256 [10―6面 c/m] の周辺にばらついている。

ISOにおける Wの値は，サロゲート路面では 2.00, AR 

路面では， 1.79であった。

2. 左右 2路面生成の結果

低周波同位相化 FTサロゲート法により生成されたサ

ロゲート路面の組を図 5に示す。(a) には右路面 h臥x)

[ml (b)には左路面机(x)[m], (c)には，左右差△h(x) 

＝加一尻 [m] を示す。なお路面は Omから 120mの範

囲で生成している。

低周波同位相化 FTサロゲート法により生成された 2

つの路面が，実際に低周波域で相関を持っているか検証

するため， 100個のサロゲート路面の平均コヒーレンス

を計算した。図6(a)に100個のうち 5個のサロゲート

路面のコヒーレンスを代表として示すとともに， 100個

のサロゲート路面の平均コヒーレンスを示す。図 6(b) 

には，生成されたサロゲー ト路面の平均コヒーレンスと

実路面の平均コヒーレンスを示す。

サロゲート路面と実路面は，同様に減衰しており， f<
0.1 [c/m] の低周波域での高い相関を実現できている。

3. 片側ハニング窓による境界ギャ ップ部分除去

トラクタ DSにおいては，平坦な路面から生成路面へ

と進入する。FTサロゲート法を用いる路面生成では，

図 7(a) の矢印部分に示すように，路面の境界部分に

ギャップが生じる。ギャップが大きい際に，車両が路面

に進入すると，転倒や大きな加速度等が生じ，シミュレー

ションを遂行することができない。そこで，新たに提案

する片側ハニング窓により，ギャップを除去することに

した。片側ハニング窓を (8)式で定義する。Nはデータ

点数である。

w(n)=0.5 (1-cos(覧n)) if (o臼塁）

=l if (予~n~N) (8) 

図7(b)と (c)に片側ハニング窓とギャップ除去後の

路面を示す。

片側ハニング窓により境界部のギャップが除去されて

いる。

IV 摘要

本研究では， トラクタ DSに対応した路面の生成アル
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園 6 (a) 100個のサロゲート路面の平均コヒーレンス； (b)サロゲー ト路面の平均コ

ヒーレ ンスと実路面の平均コヒーレンス

Fig. 6 (a) coherence of 100 pair of surrogate road; (b) mean coherence of 100 pair of 
surrogate road and coherence of real road 
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図 7 (a) ギャップ除去前の路面； (b)片側ハニング窓 ：(c) ギャップ除去後の路面

Fig. 7 (a) road before removing discontinuous part; (b) one-sided hanning window, 

゜
20 100 120 

(c) road after removing discontinuous part 

ゴリズムを開発した。以下に摘要を示す。

1) FTサロゲート法および ARモデルを用いて，ISO

基準に準拠した 1本の路面生成が可能であることを

示した。

2)左右車輪の入力路面を生成する際には， 2つの路面間

の相関特性を担保する必要がある。そのために，新

たに低周波同位相化 FTサロゲート法を開発し，空

間周波数が低い領域で高い相関を維持しうる路面生

成アルゴリズムを提案した。

3) サロゲート路面生成において生じる路面境界ギャッ

プ除去のために，片側ハニング窓を用いることを提

案した。
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Nomenclature 

P(j) : パワースペクトル密度 [10-6mバ/m]

P (Jo) : /=lo= l/27fの際のパワースペクトル密度

[10-6面 c/m]
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/: 空間周波数 [c/m]

h(x) : 路面高さ [m]

fr: 基本周波数 [c/m]

x: 距離 [m]

0n: 位相

ai: AR係数
en: ホワイトノイズ

d2-: 分散

Pxx: 時系列x(t)のパワースペクトル密度 [m2elm] 

Pyy: 時系列y(t)のパワースペクトル密度 [m2elm] 

Pxy: 時系列x(t) とy(t)のクロススペクトル密度

[m2 c/m] 

r (f) : コヒーレンス

加： 右路面高さ [m]

机： 左路面高さ [m]

凶h: 左右路面の高低差

w(n) : 片側ハニング窓

N: データ点数

（受付： 2015年 11月9日・受理： 2017年1月29日・

質問期限： 2017年5月31日）
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