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Abstract: Methods of velocity measurement are using a Doppler-type or sensor of light and electromagnetic radiation. However, 
these measures have influence in measurement precision or range by environment such as rain, snow and dust. The purpose for this 
study is development of velocity measurement system using ultrasonic sensors that can correspond to change the environment. This 
measurement system measures velocity to 105[km/h] at the maximum with an error within ±10[km/h]. 
 
１．はじめに 

 スポーツ競技や交通機関などで物体の速度を測る機会は多く，速度はその物体の状態を知るために有効な指標と

なる．通常，速度を測定する方法には，電磁波におけるドップラー効果を利用する方法や，高速度カメラによる画

像処理を利用する方法などが挙げられる．しかし，これらの方法は雨や雪，

埃など周囲の環境によって測定の精度が変わってしまうことがある．また

現在の速度計測器のほとんどは，物体の瞬間速度を1点でのみ計測するも

のである． 

 
Fig. 1. Measuring system. 

 そこで本研究では，超音波センサを用い，複数区間，連続して物体の速

度を計測出来るシステムの開発を目的とする． 

２．測定装置概要 

 Fig.1は今回構築した測定装置である．2個の超音波センサ(バナーエン

ジニアリング社製，バースト波のキャリア周波数:75[kHz]，パルス

幅:18[ms]，繰返し周期:0.1[s])を離れた2点におき，移動物体が2つの

センサの間を走行した時間を計測し，その時間をセンサ間距離で割ること

によって速度を求めるシステムである．各超音波センサはそれぞれ端子台

(NI 社製，SCC-68)と定電圧源に接続され，A/D 変換カード(NI 社製，

DAQCard-6062E)を介して PC に接続される．データの集録・解析と処理を

行うための計測プログラムは，NI 社が開発した計測・解析用プログラミ

ングソフトウェアLabVIEWを用いて構築する． 

３．実験結果 

 構築した計測システムを評価するために，以下に示す実験を行った． 

3.1走行時間を変化させた場合の速度測定 

 実験に用いる移動物体はその条件として，一定速度で走行すること，直

線的に走行すること，安価に入手出来ることなどの点から，ここではタミ

ヤ社製のミニ四駆を用いて行った． 

 この実験では，移動物体が区間内を走行する時間を変化させるために，

センサ間距離を変化させて実験を行った．また，LabVIEWによる計測と市

販されているスピードガン(Sports Radar：SR3600)による計測を同時に行

い，両者の速度差を求めた．Fig.2はその結果で，横軸に走行時間，縦軸

に速度差を取っている．図より，速度差のバラツキは走行時間が約0.2[s]

以上では少ないが，0.2[s]以下になると目立つことがわかった． 

3.2車体の長さを変化させた場合の速度測定 

使用した超音波センサは，連続波ではなく矩形波状のバースト波を放射 
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Fig. 2. Relationship between running 
time and differential velocity. 
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Table 1. Relationship between 
passing time and number of 
no detect. 
 

Passing  
time [ms] 

Number of
no detect

76.8  0 

72.0  1 

72.7  0 

69.7  0 

64.7  0 

64.1  0 

56.3  2 

56.9  1 

51.5  1 

50.4  3 

49.7  0 

48.0  0 

45.2  4 

 

しているため，周期的に音波が放射されない時間が存在する．そのため，その間に

移動物体が超音波センサの前を通過すると，センサは物体を検知することができず，

測定不能になると考えられる． 

そこで本実験では，車体の長さを変えることで通過時間Tを変化させ，Tを「速

度V[km/h]で走行している移動物体が，自らの車体の長さX[m]と同じ距離を走行す

るのに要する時間」と定義し，次式により算出した． 

V
XT

1000
3600

= [s]                                          (1) 

車体の長さを14～30[cm]と変化させることで通過時間Tを変化させ，各条件でそれ

ぞれ 10 回測定したときの通過時間 T とセンサの検知の可否の関係を調べた．結果

をTable 1に示す．表は，通過時間Tに対してセンサが物体を検知しなかった回数

を示している．表より，通過時間が約60[ms]以上ではほぼ物体の測定が行われてお

り，それ以下になると測定できない回数が増すことがわかった． 

3.3移動物体を自動車とした場合の速度測定 

 この実験では，移動物体を自動車とし，センサ間距離を 10[m]とした場合の速度

を検討した．その結果をFig.3に示す．図は，横軸に自動車に搭載されている速度

メーターによる速度，縦軸に測定値を示した．図中の直線は，自動車搭載メーター

の速度と測定値が等しい場合の理想直線を示している．図より，測定した速度は最

大 105[km/h]まで，自動車搭載メーターの速度に近い値であることがわかった．し

かし，設定した速度と測定値の差は，各回バラツキがあった．これは，2 個のセン

サが物体を検知した場所が異なり，実際に物体が走行した距離と設定したセン

サ間距離との間に誤差が生じていたためと考えられる． 

3.4不確かさによるシステムの評価 

 この実験では，真値として扱える計測器を得ることが難しいと判断したため，

不確かさを算出することでシステムの評価を行うことを検討した．測定方法は，

移動物体にはミニ四駆を用い，センサ間距離を短くしていき，各距離において

それぞれ 100 回物体の速度を測定し，この測定値を元に不確かさを算出した．

なお，不確かさは次式により定義した． 
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Fig. 3. Speed determination of a car. 
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 ただし，Viはi回目の測定値，Vは測定値の平均値，nは測定回数と

し，ここではn=100回とした．Table 2に測定結果を示す．図より，

センサ間距離が短くなると不確かさが増加していくことが確認でき，

センサ間距離を長く保てば精度の良い測定が出来ることがわかった． 

４．おわりに 

 今回は，センサ間距離と車体の長さを変えて物体の速度の測定精度

との関係を調べ，さらに移動物体の対象を変えた場合の測定を行った．

その結果，測定精度はセンサ間距離が長くなるほど向上すること，車

体の長さが短くなると測定が失敗する可能性が高くなることがわか

った．また，移動物体の対象が変わり，速度が速くなる場合でもセン

サ間距離を十分に取れば精度を保つことができることが確認できた．

今後は，誤差を低減するために発信間隔の短い超音波センサを自作し，

自作したセンサをもって測定を行い，測定精度を検討する予定である． 

Table 2. Relationship between distance 
and uncertainty. 
 

Distance[m] Uncertainty 
Average of 

measurements[km/h]
3 0.107 16.37 

2 0.146 14.99 

1 0.224 14.05 

0.9 0.325 16.51 

0.8 0.414 16.86 

0.7 0.534 17.18 

0.6 0.711 19.21 
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