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５ 研究の目的 

交通事故の発生時に車両挙動関連の諸データを記録する車載装置であるイベントデ

ータレコーダ（以下「ＥＤＲ」とする。）を、交通事故分析及び鑑定に活用する技術

の開発を目的とする。 

ＥＤＲの記録データを各種の実験及び調査によって収集し、車両挙動と併せて解析

することにより、同データを利用した高度な交通事故分析技術開発の課題を抽出し、

これを解決して分析手法を確立すること、またその手法を普及することを目標とする。 

 
６ 成果 
(1) 当初予定していた成果 

自動車アセスメント試験については、17車種34試験データを解析した。実際的な事

故を想定した衝突実験では、34台の車両を用いた各種実験を実施した。実験形態とし

ては、ポール衝突・電柱衝突・壁面衝突等の車両単独事故を想定した形態、追突・出

会い頭衝突・正面衝突・すれ違い衝突等の車両相互事故を想定した形態、歩行者・自

転車・電動車いす等の自動車以外を対象とした形態、さらに急制動時の衝突といった

諸形態で実施した。 

解析の結果、一定速度で走行している場合におけるＥＤＲ記録の衝突前速度の誤差

は数km/h以下で非常に精度が高いことが明らかとなった。 

衝突後速度変化（デルタＶ）については、前面の全部が壁面に衝突するような場合



の精度は高く、誤差も10%程度に収まっているが、ポール衝突に代表される車両の変形

が局所的でかつ大きい場合には、デルタＶの精度の低下する場合が存在した。ただし、

その場合でも衝突前速度の誤差には影響しないことが確認された。 

(2) 当初予定していなかったが副次的に（あるいは発展的に）得られた成果   
制動減速中に衝突した場合の知見を得た。タイヤ回転数を速度の基準としているこ

と、ならびに、データのサンプリング・記録周期の関係上、衝突直前速度の変動が大

きい急制動時には、記録速度の誤差が大きくなる場合があることが明らかとなった。 

実車衝突実験におけるＥＤＲ以外の多様な衝突現象の知見を得た。特に、これまで

実験が実施されることの少ない二重追突、電柱衝突、トレーラへの潜り込み、トラッ

クへの正面衝突などの衝突について、貴重な実験データを得た。 

(3) 当初想定していたが得られなかった成果 
特になし。 
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