
8

一つのセンサで

Development of Auto Leveling System Using ECU Equipped with an Acceleration Sensor

車両姿勢はどこまで測れるか

（株）小糸製作所

加速度センサを使った
オートレベリングシステムの開発

2Chapter



9

一つのセンサで車両姿勢はどこまで測れるか
―（株）小糸製作所―

明るくなるヘッドライトは
眩惑を避ける必要性が高まる

　自動車のヘッドライトは，光源の省エネ
ルギー化と同時に，明るさが上級車種のみ
ならず軽自動車まで高まり，それによって
前を走る車両や対向車を眩惑しないための
光軸調整が車種を問わず必要性を高めてい
る．そこで，原価を抑えながら，自動的に
光軸調整を行うための高精度な車両姿勢角
の検出が必要になっている．
　光軸調整の基となる車両の姿勢変化を認
識するため，これまでは前後のサスペン
ションに車高センサを取り付け（2センサ
タイプ），その差から車両の姿勢角を計算
していた．しかし，車高センサの重量や原
価の高さが課題となっている．そこで，後
輪側のサスペンションのみに車高センサを
取り付け（1センサタイプ），車両姿勢角を
推定する方式も実用化され，主流となって
いるが，精度に課題がある．
　今回の開発は，センサの在り方自体を変
更し，車高センサの代わりに加速度センサ
をECUに内蔵させ，原価を低減しながら，
2センサタイプと同等の高精度な車両姿勢
角の検出による光軸調整を可能にした（図
1，2）．
　そもそも加速度センサを用いる発想は，
まったく新しい着想ではないと技術本部 
電子技術部 配光制御2グループ技師補の山
﨑 真嗣は言う．
「加速度センサを使えば重力加速度の方向
が分かり，光軸調整できるのではないかと
いう構想自体は，十数年前から幾つかの会
社やメーカーにありました．ただ，実用化
には至っていなかったのです．弊社でも，
かつて先輩たちが検討した時代もあったよ
うです．
　なぜ実用化できなかったのかというと，
補正技術や精度がまだ低かったからです．

MEMS（メムス：マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム／微小な電気機械システム）の
技術が高まることで，センサは今までとは違う応用がされるようになってきた．
加速度センサを使って車両姿勢をモニタし，ヘッドライトの眩惑を避ける．
これはコスト削減にも有効な技術だった．

図1　従来システムと開発システムの構成比較

図2　加速度センサ内蔵レベリングECU

従来システム（車高センサ方式）

ECU 車高センサ

+

車高センサ，
接続ハーネス不要

ECU

開発システム（加速度センサ方式）

加速度センサ
（ECU 内臓）
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アルゴリズム（問題を解く手順）自体のほ
かに，センサの水準もまだ低かったと思い
ます．その後，MEMSの加工技術が高まり，
センサの精度や小型化があって，自動的に
光軸を調整するオートレベリングシステム
に使えるようになってきました．
　そうした加速度センサの実例としては，
民生用ではスマートフォンにもあります．
画像を傾きによって縦や横に切り替える機
能も，加速度センサを使っています．そし

て，原価も下がっています」．
　ただし，オートレベリングで使う加速度
センサは，専用になるという．
「自動車で使われている加速度センサの例
では，エアバッグの衝撃の検出や，横滑
り防止装置などにも使われています．し
かしながら，エアバッグの場合であれば一
方向の衝撃に対しての検出であり，横滑
り防止装置では前後左右の加速度を検出し
ます．今回の技術では，上下・前後・左右

のXYZ3軸方向のデータが必要になるので，
専用センサとして新規に車載する必要があ
ります」（図3）．

坂道なのか，荷物による
車両姿勢の変化なのか

　この3軸の加速度センサをECUに内蔵し，
光軸を調整するための車両姿勢角の検出に
使う．その使い方を，研究所 研究5グルー

2Chapter

図3　力加速度を使った角度計算
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図5　停車中の光軸精度比較 図6　走行中の光軸精度比較

加速度センサ出力値 V 積載

加速度センサ値の軌跡は荷重条件で変化しない

運動加速度 α

図4　走行中の加速度センサ値の軌跡
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一つのセンサで車両姿勢はどこまで測れるか
―（株）小糸製作所―

プ 技師補の笠羽 祐介が説明する．
「まず，新車が工場から出荷されるときに，
平らな路面で基準値を定めます．それに対
して，次に重力加速度の働く方向を検出し，
角度変化を計算します．加速度センサの取
り付け位置に対して，重力加速度の働く方
向が変わっていれば，車両の姿勢が変化し
たといえます（図4）．
　ただし，ここには問題が二つあります．
その変化した角度には，坂道など路面の角
度と，車両に人が乗ったり荷物を積んだり
することによって傾く角度の両方が含まれ
る可能性があるからです．これを切り分け
なければ，車両姿勢角が変わったのか，あ
るいは単に坂道に居るから平坦路に比べ角
度が付いたのかが分かりません．
　その際，自動車が停車している間は，加
速度センサで計測できるのは重力加速度し

かありませんので，車両の姿勢角を切り分
けるのは不可能です（図5）．ではどうす
るか…と考えたとき，自動車が走っている
ときの情報を利用してはどうかということ
になりました」．
　走行中，そこが平坦な道であれば，走る
ことによって生じる運動加速度は，常に路
面に対して並行に移動する．もし，自動車
の荷室に荷物が積まれるなどして車体が傾
き，車両姿勢角が変わっているのなら，運
動加速度の移動の仕方は，同じように路面
に並行ではあるものの，センサは角度を
もって並行移動していることになる．この
ときは，車両の姿勢が変わり，光軸が上に
向いてしまっていると判定できるのである．
ここで，光軸調整をし，光軸を下げればい
い（図6）．
　山﨑は，「一般的に補正が必要な場合，

新たに別のセンサを使いがちですが，それ
では原価が上がってしまいます．したがっ
て，何か条件を変えることで補正できない
か考えた末の方法でした」と，着想の原点

笠羽 祐介 Yusuke KASABA

株式会社小糸製作所
研究所
研究５グループ 技師補

「このテーマで賞を戴けるとは思っ
ていませんでしたので，驚きました．
受賞後，海外の方から問い合わせが
あったり，大学の研究室の学生さん
から原理の問い合わせがあったり，
自分では地味な技術と思っていまし
たが，関心を持って戴ける方が多く
嬉しかったです」

山﨑 真嗣 Shinji YAMAZAKI

株式会社小糸製作所
電子技術部
配光制御2グループ 技師補

「表彰の楯を戴いたときにはまだす
ぐに実感を持てませんでしたが，地
味な開発にも目を向けていただき，
こうして受賞することができるのだ
と思いました．表彰会場のパネル展
示で説明をしていますと，いろいろ
な方から質問があり，興味を持って
いただけたのが嬉しかったです」

　従来，車両の姿勢変化に対しヘッドライトの光軸を自動調整するオートレベリングシステム
は，前後サスペンションの車高センサからの情報を基に車両の傾きを計算し，光軸調整してきた．
しかし，二つの車高センサに掛かる原価や，センサの寸法と重量の大きさなどから，あらゆる
車種に採用するうえで課題があった．そこで 1センサ方式も採用されているが，こちらは精度に
難がある．今回の開発は，車両の姿勢変化を車高センサによらず，加速度センサを用い，これ
を ECU に内蔵することで，小型軽量化はもちろん原価も大幅に下げることに貢献した．ただし，
加速度センサの情報から車両の傾きを計算するうえで，路面の傾斜や，路面状態から受ける振
動などの外的環境の影響をいかに排除し，精度の高い姿勢変化量を計算するかに課題があった．
そこで，停車中と走行中の加速度センサ情報から，車両の姿勢を的確に切り分ける取捨選択の
仕方を工夫することで，軽自動車にまで適用が可能となった．

車高センサから加速度センサの採用
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を説明する．
　車高センサに替えて，加速度センサを
ECUに内蔵することで，原価はおよそ1/3，
それだけでなく，大きさも1/3，重量に至っ
ては1/10にまで小型軽量化することがで
きた．そこをなんとか維持したかった．
「平坦路だけでなく，坂道であっても同様
に，運動加速度は路面に対して並行に移
動していきますが，センサには傾きがあ
り，それが車両姿勢角の変化と断定できま
す．ここに気づいたのは我々だけではない
でしょうか」と笠羽．そして山﨑は，
「これまでにも，一定速度で傾きを見ると
いうことはあったようですが，加速度セン
サを使い，加減速中のデータを検出すると
ころが，この技術の新しいところです」と
言う．

ラジコンカーで理論の裏づけ
そして公道での補正用データ

　とはいえ，事はそう単純ではなかった．
山﨑は，
「そもそも，加速度センサで車両姿勢角を
どれほど正確に計算することができるのか，
そこを確認しなければなりません．最初は
実際の自動車で確認しようと試みましたが，

路面の凹凸やうねりが多く，使えるのかど
うかが見えてこないのです．弊社には，専
用のテストコースもないので公道を走るし
かありませんでした．
　外的環境からのノイズが入らない状態で，
どうやって確認できるか悩んでいたところ，
ラジコンカーで平らなところを走らせてみ
てはどうかと，笠羽が考えたのです」と，
思わぬ着想を打ち明けた．発案した笠羽は，
「私はミニ四駆の世代で，ラジコンカーを
使うことによって，加速度センサを使って
間違いなく車両姿勢角を計算できるという，
理論的な裏付けをとることができました」
と，話す．
　さらに笠羽は，
「次に，公道を走る自動車で通用するシス
テムとするには，路面の凹凸やうねりなど
のノイズが存在するので，理論通りの計算
で済むというわけにはいきません．そこで，
実際に走ってみて，走行中に生じる振動な
どを打ち消すプログラムを入れ，きれいな
データを集めるアルゴリズムにしていく補
正が必要です」と，次の段階を説明する．
　そのために，会社の自動車や自家用車な
どを使い，延べ20万kmに及ぶ走行データ
を集めていった．笠羽は，
「まず，山﨑と二人で考えたアルゴリズム

を試すために，助手席にパーソナルコン
ピュータを載せ，自分たちで会社から国道
１号線沿いの道を一日中何度も往復しまし
た．また，きょうは山の方へ行ってみよう
かなどいろいろ走り込みました．社内では，
二人ともどこかへ行って一日中社に居ない
などと言われていたようですが…．ある程
度プログラムが形になったところで，次は，
弊社の社員の日常生活の中でも，プロトタ
イプを搭載して使ってもらいました」と，
段取りを話す．
　こうして膨大な走行データが集められた
わけだが，
「いろいろな人に手伝ってもらう中で，た
とえば走行中の信号待ちで，シフトレバー
をDレンジに入れたまま，フットブレーキ
ではなくパーキングブレーキをかけて止ま
る運転をする人がいて，そのときのショッ
クで荷重変化が起きて車両姿勢に変化が生
じてしまうようなことも起こりました．つ
くづく人の運転の仕方には，いろいろな癖
があるものだと驚きました．
　ほかにも，平らな路面だと思っていたら，
実は傾斜があるなど，目の錯覚による影響
もあることを知りました」と笠羽．
　そして山﨑は，数多く集まるデータを前
に，一時は途方に暮れたと言う．
「ノイズを除去するためのデータを平均化
するため，できるだけきれいなデータにし
ようとすると省くデータが多くなって，補
正の時間が掛かり過ぎてしまいます．時間
が掛かれば，光軸調整に遅れが出るので，
早く計算を終えるためにはどの程度きれい
なデータに整えればいいかという適合を図
るのが難しかったです．
　また，走行距離が短すぎる場合，たとえ
ばある社員は，『うちのかみさんは近くの
スーパーの往復にしか自動車を利用しな
い』と言い，光軸調整できないうちに帰宅
してしまうことも起こりえます．そこで，
イグニッションを切ったところでデータを
メモリに記憶し，始動したときのデータを
採り溜めておけるようにしました．それに
しても，ハードウェアを追加したり，電源
周りの回路を設計変更したり，メモリ容量
を増やしたりすると原価が上がってしまい
ます．私はソフトウェアの専門家でもあり

2Chapter



13

一つのセンサで車両姿勢はどこまで測れるか
―（株）小糸製作所―

ますので，自分でプログラムに工夫するよ
うにしました」と，苦心の様子を語る．

エアバッグ用センサを基本に
いじめ抜く
　
　いよいよ生産段階に入ると，
「センサは，センサメーカーの既製品の中
から選びました．そのうえで，センサの基
本的な使い方について，たとえばどのよう
な壊れ方をするのか，壊れたらどうなるの
かなど，センサメーカーから技術的な支援
をしていただきながら，高精度かつ信頼性
の高い角度検出技術を量産に持ち込みまし
た」と山﨑は話す．笠羽は，
「MEMSは微細な機械加工品なので，今
回はとくに高い精度が求められる開発でし
たから，自動車の振動などにも十分耐え，
かつ正確さを保持できる形状を選択しまし
た」と言うのである．

　熱や振動に対し，自動車部品は常に過酷
な状況にさらされる．
　こうして，乗車人数や，荷物の積載状況
に対して0.1度の精度を持つ，2センサタイ
プと同等の精度を備えたオートレベリング
システムが完成した．
　開発の山場となったのは，「ラジコンを
使っての確認でしたね」と山﨑．
　「これによって，加速度センサを使う方
法で開発ができそうだという方向性が確認
できましたから」．
　笠羽は，「そもそも基本原理の着想が得
られたことはもちろんですが，そこから製
品へ持ち込むまで，一筋縄でいかないこと
が多々あり，人によって運転に癖があると
か，走行距離が極端に短いと補正できない
など壁がたくさんありました」と，振り返る．
　そのうえで，山﨑はこの開発について，
「多くのアイデアにより成り立っている開
発ですから，私の案でうまく前へ進めない

とき，笠羽が手伝ってくれ，ラジコンカー
を使ってみるとか，また走行実験で多くの
人の手を借りたり，意見をもらったり，プ
ロジェクトチームというような人々の協力
があってやり遂げることができ，一人では
至らぬところを助けてもらうことを今回は
体験する開発でした」と，語る．
　笠羽は，「私は研究所の所属ですが，こ
の開発のときには技術本部の所属というこ
とで山﨑と一緒に作業を進めてきました．
研究から量産まで，一連の流れのなかで物
を仕立てるのがどういうことかを学んだ開
発になりました．そして，頭を使うだけで
なく，評価の大事さを実感しました．当初
から，目指す目標はブレていませんが，走
行実験などでは何をもって良しとするのか，
そうした評価基準の持ち方に苦労しまし
た」と，研究からものづくりへ至る難しさ
と面白さを振り返るのである．




