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 1．はじめに 

 2006年9月時点で累積出荷台数が2400万台を超

えるカーナビゲーションシステムは，1987年の商

品化以来，日本のITSの雄として大きな役割を果た

してきた。カーナビゲーションシステムは，道路

地図と同様の情報を持つことに加えて，自車位置，

方位の把握や，住所や電話番号からの目的地検索

など，移動を円滑にするための機能が備わってい

る。特に，経路案内機能は，運転の負荷を大きく

軽減するとともに，渋滞区間を回避したり，目的

地を探すうろつき交通を削減したりすることで，

交通システム全体にも望ましい影響を与えている。 

 しかしながら，交通状況は時々刻々と変化する

とともに，日々異なるものである。したがって，

より適切に経路を案内するためには，リアルタイ

ムな交通状況の考慮が必要であり，さらには，ト

リップ開始後の交通状況の変化を予測して経路案

内を行うことが望ましい。我が国では，VICSセン

ターから，リアルタイムに交通情報が提供されて

おり，VICS情報を受信するための車載ユニットの

累積出荷台数は2006年9月時点で1600万台を超え

ている。しかし，VICS情報が提供される道路は名

古屋市周辺の幹線道路（県道，指定市市道以上）

総延長に対しておよそ21%程度と，都市内で効率的

な経路案内をするためには十分とはいえない。一

方で，プローブ情報は車両が通過した経路上の情

動的経路案内システム「PRONAVI」の開発と性能評価実験 
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 プローブカーにより交通情報を収集する試みが各地で始められている。プローブカーシステムは情報収集
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ーサーバで 短経路を探索し，インターネットを介して情報提供を行うシステムである。経路探索には，プ

ローブカーデータより作成された蓄積データベースや，JARTIC情報等のリアルタイム情報を利用している。

本論文は，PRONAVIに組み込まれた要素技術を概説するとともに，これを搭載した試験車両による走行実験

から得られたデータを用いて，その旅行時間予測精度や経路案内性能に関する詳細な分析結果を示す。また，

これにより，プローブカーデータが経路案内用データとして極めて有用であることを示す。 

キーワード プローブカーデータ カーナビゲーション 走行実験 

         森 川 高 行＊ 

         山 本 俊 行＊＊ 

         三 輪 富 生＊＊＊ 

         王   立 暁＊＊＊＊



 

 

報を得ることが出来るため，より多くの道路区間

の交通状況を把握することができる。また，車両

からセンターへのデータ送信により，リアルタイ

ムに交通状況を把握することも可能である。 

 名古屋大学森川・山本研究室では，総務省の戦

略的情報通信研究開発推進制度の支援に基づき，

産学官連携プロジェクト“P-DRGS（Probe-vehicle 

based Dynamic Route Guidance System）コンソー

シアム”を形成し1)，名古屋地区におけるプローブ

カー実証実験基盤を活用した動的経路誘導システ

ムに関する研究開発を行っている。このプロジェ

クトは，名古屋大学，NEC，デンソー，トヨタマッ

プマスター，日本気象協会，エイ・ワークスの6機

関により構成されている 注 1)。本論文は，当コンソ

ーシアムが開発する動的経路案内システム

“PRONAVI”について，システムに関わる諸技術を

概説するとともに，走行実験データに基づき，そ

の性能評価に関する分析結果を示す。これにより，

交通情報としてのプローブカーデータの有用性を

明らかにすることを目的とする。 

 

 2．PRONAVIの概要 注 2) 

 PRONAVIのシステム構成を図-1に示す。本システ

ムは，過去に収集したプローブカーデータより作

成された蓄積データベース（蓄積DB）を，リアル

タイムプローブカーデータやJARTIC（(財)日本道

路交通情報センター）情報を用いて更新すること
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でリアルタイムデータベース（リアルタイムDB）

を作成している。これを用いることで，情報提供

時刻の交通状況を考慮できる。さらに，JWA（日本

気象協会）より提供される現在時点および将来（6

時間先まで）の気象情報から，降雨強度による走

行速度の低下を考慮して旅行時間予測値を修正し，

ユーザーに経路案内情報を提供する。 

 PRONAVIのユーザー画面例を図-2に示す。現時点

では，プローブカーデータが名古屋市周辺のタク

シーにより収集されており，情報提供は図-3に示

す名古屋市を中心とするエリアに限られている。 

 次章では，システム構築に際して当コンソーシ

アムが開発した諸技術について概説する。 

 

 3．PRONAVIの要素技術 

 3.1 プローブカーデータと蓄積DBの作成 

 本システムで利用するプローブカーデータは，

名古屋市周辺に営業所を持つタクシー655台によ

り収集されたデータである。イベントスキャニン

グ方式により収集されており，車両発進／停車時，

300m走行時が全データの約96%を占めている。 

 収集されたデータから実車時の走行軌跡データ

を抽出し，名古屋市を中心とする2次メッシュ25枚

のDRM基本道路網にオフラインでマップマッチン

グ処理を行った上で，蓄積DBを作成している。実

車データのみを用いる理由は，明確な目的地を持

つ実車時の方が到着時刻に敏感なため，旅行時間

情報作成データとして適切であると考えたためで

ある。この蓄積DBは，2002年1月～3月，10月～2003

年3月の9ヶ月間に収集したプローブカーデータか

ら，後述する適切な時間間隔に，各リンクの平均

旅行時間を，天候別（降水量1mm以上or未満），平

休日別に集計して作成されている。なお，プロー

ブカーデータやマップマッチング処理に関するよ

り詳細な情報，蓄積DBを用いた 短経路探索手法

等については，著者らの既存研究2)を参照されたい。 

1)異常データのスクリーニング 

 マップマッチング後のプローブカーデータは，

走行経路上のリンクの通過旅行時間を提供するが，

プローブカーデータにはGPSエラーが存在し，マッ

プマッチング処理にもマッチングエラーが存在す

るため，収集したリンク旅行時間は必ずしも全て

が利用可能ではない。このため，収集された旅行

時間データからエラーデータを除去する必要があ

る。本システムに用いる蓄積DBには，NECの

“SmartSifter”3)によるエラーデータ除去後のデ

ータを蓄積している。SmartSifterは収集されたリ

ンク旅行時間データから時系列の統計的パタンを

自動学習し，各データの異常値スコアを計算，エ

ラーデータを検出，除去する。 

2)データ蓄積の 適時間間隔 

 蓄積DBの作成に際して，リンク旅行時間をどの

ような時間間隔に蓄積するかを決定する必要があ

る。例えば，1日を5分間隔に288区分したのでは，

情報が得られない時間間隔が多く発生する。また，

必ずしも5分間隔に交通状況は変化せず，深夜では

1時間以上も交通状況に大きな変化がない場合も

ある。そこで，本システムで利用する蓄積（リア

ルタイム）DBは，記述長 小原理4)を用いて時間間

隔を適切な細かさに調整している。すなわち，各

曜日に対して式（１）で表される記述長（＝近似

誤差＋モデルの複雑さ）を 小にするように旅行

時間を蓄積する時間間隔を決定している。 
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ここに，Vij はリンク i の時間間隔 j における旅行

時間の分散，Nij はそのサンプル数，Ji はリンク i
における時間間隔数， Niはリンク i に関する全サ

ンプル数，λ はパラメータであり，本システムで

は，名古屋都心部で収集したプローブカーデータ

によるクロスバリデーションから，λ = 25とした。 

 これにより，設定された時間間隔を表-1に示す。

一般に，タクシーの実車トリップは午前10時から

午前0時頃までに多く発生するため，データ量の増

表-1 適化されたDBのデータ蓄積時間間隔 

時間帯 
蓄積時間間隔 [分] 

平日 土日祝日 

0:00 – 7:00 15 60 

7:00 – 11:00 15 30 

11:00 – 17:00 5 15 

17:00 – 21:00 5 30 

21:00 – 24:00 5 15 



 

 

加に伴うばらつきの減少により，11:00以降の時間

帯でより短い時間間隔に設定されている。逆に，

交通状況の変化が激しい7:00～11:00に15分や30

分間隔となっており，必ずしも交通状況の変化に

応じた時間間隔とはなっていない。これには，タ

クシーをプローブカーとした場合のデータ収集時

間帯の影響も含まれ，9か月間の実車データからで

は，必ずしも適切な時間間隔設定が行えていない

可能性がある。しかし，少なくとも，蓄積DBにお

けるデータ欠損は大幅に減少し，各時間間隔に含

まれるデータ数が増加するため，統計的により有

効な蓄積DBが作成可能となる。 

3)データ欠損値の補完 

 プローブカーが実験期間中のある時間間隔にあ

る道路区間を走行しなかった場合，リンク旅行時

間情報は得られない。実際に，名古屋市を含む9枚

の2次メッシュ内の幹線道路（リンク数：23073）

に対して，9ヶ月間の収集期間中に表-1に示した時

間間隔内に1度でもプローブ通過旅行時間が観測

されたリンクの数と，リンク数× 適時間間隔数

との比（プローブカバー率）は，平日で63.8%，休

日で58.0%であった。 

 これを補完するため，VICS情報が提供される道

路区間については，道路種別，車線数別にVICS速

度とプローブカー速度の関係を分析し，この関係

式から蓄積DBを補完している5)。この際，VICSデー

タのタイムラグや規制速度上限値，およびプロー

ブカーデータのサンプル数による異分散性を考慮

した回帰モデルにより欠損値を補完する。 

 aiaiai XY ,,, εβα ++= ‥‥‥‥‥‥（２．a） 

 ( )2
,

2
,, ,~ aiaiai nN σμε ‥‥‥‥‥（２．b） 

ここに，リンク i，観測時刻 a に対して，Yi,a はプ

ローブカーのリンク旅行速度，Xi,a は5分のタイム

ラグを考慮し，上限値を削除したVICSデータのリ

ンク旅行速度，α，β はパラメータ，εi,a は誤差項

であり，μi,a はその平均（= 0.0），ni,a はプローブ

カーデータのサンプル数である。 

 一方，VICS情報が提供されない区間では，同一

リンクにおいて，欠損した時刻に も近い時刻で

観測されたプローブ平均リンク旅行時間により補

完する。ただし，実験期間を通して一度もプロー

ブカーの通過が観測されなかったリンクについて

は，周辺の同じ車線数，道路種別を持つリンクか

ら算出した時刻別平均旅行時間により補完を行う。 

 3.2 リアルタイム情報の利用 

 以上の蓄積DBから，日常的な交通状況変化に対

応した旅行時間を予測できる。しかし，道路工事

は日々異なる場所で行われ，交通事故などの突発

的な事象も少なくない。このため，予測旅行時間

やその経路は，リアルタイムな交通情報を加味し

て予測，提供する必要がある。 

1)JARTICデータによる蓄積DBの更新 

 JARTIC 情報において，自動車利用経路の探索に

利用可能な情報には，交通規制情報および混雑・

渋滞情報がある。前者は，工事や事故による通行

止めや右左折禁止情報であり，経路探索計算に直

接反映される。後者は，リンク旅行時間に影響を

与える情報として蓄積 DB に反映される。ただし，

後者の情報は“渋滞”や“混雑”といった定性的

情報であり，その速度閾値は警察庁ガイドライン

に従って設定されている。本システムでは，リア

ルタイムに得られた渋滞・混雑情報の速度閾値を

VICS データとして扱い，プローブカー旅行時間情

報へ変換して利用する。ただし，蓄積DBの当該リ

ンク旅行速度が，得られたJARTIC旅行速度より低

い場合は更新を行わない。 

2)リアルタイムプローブカーデータの融合 

 リアルタイムに提供されるJARTIC情報は，一部

の幹線道路についてのみの情報である。したがっ

て，道路種別では幹線道路ではなくとも，交通状

況に大きな影響を与える路線での突発事象の検出

には，プローブカーデータの方が優れている。 

 本システムでは，リアルタイムに収集されるプ

ローブカーデータをオンラインで DRM にマップマ

ッチングし，各リンクの通過旅行時間を算出する。

その後，SmartSifterによりエラーデータを除去し，

蓄積DB に記憶された過去30 分までの平均旅行時

間とリアルタイム旅行時間の差分を用いて，式

（３）に示されるAR モデルにより30 分先までの

当該リンクの旅行時間を予測する6)。 
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ここに，xt は期待値0の1次元時系列データであ

り，リアルタイムプローブカーデータと蓄積DBの

リンク旅行時間の差，am はパラメータ，εt は誤差

項である。ここで，k は過去30分間のデータを用

いるよう設定し，パラメータは 尤推定法により

推定されている。 

3)気象情報による補正 

 天候も交通状況に影響を及ぼす要因である。雨

天時には視界が遮られたり，ブレーキング性能の

低下が起こるため，走行速度の低下が発生する。 

 本システムでは，JWAから提供される現在および

将来の気象予測情報に基づき，予測所要時間を補

正している。本来であれば，経路探索処理に用い

るリンク旅行時間を，各リンクの位置および通過

予定時刻における予測降雨強度により補正すべき

であり，これにより降雨時の予測経路が探索でき

る。しかし，現時点では，探索処理の計算負荷を

軽減するため，対象エリア内の天候を考慮せず経

路探索を行い，得られた予測旅行時間にトリップ

起終点位置の降雨強度より決定される旅行時間増

加率（1.00～1.07）を乗じている。ただし，今後

は，より詳細な補正手法7)を導入予定である。 

 3.3 最適経路探索 

 過去のリンク旅行時間情報から作成された蓄積

DB を用いて旅行時間を予測する方法は，既に著者

らにより提案されている2)。しかし，より正確な旅

行時間予測を行うため，本システムではあらかじ

めプローブカーデータにより時間帯別右左折コス

ト（図-4）を，幹線と細街路の組み合わせ別に 4

種類集計し，大西らの探索手法8)を拡張した右左折

コストを考慮したリンクコスト更新型ダイクスト

ラ法により 適経路を探索している。これは，対

象リンクとそれに流入するリンクのペアを用いて

探索する方法である。また，出力される経路は通

常の 短経路以外にも，高速道路を極力利用する

経路や利用しない経路の 大3経路である。 

 3.4 その他の技術 

 自動車利用経路に加えて，入力された起終点間

を結ぶ 短旅行時間の鉄道経路の情報（ 適乗車

時刻，旅行時間，利用料金等）を出力したり，利

用交通手段別のCO2排出量の出力が可能である9)。 

 

 4．実車走行実験 

 4.1 車載型PRONAVI 

 自動車利用時の旅行時間予測や経路案内に関す

る性能をより詳細に評価するため，実験用車載型

PRONAVIを開発した。実験用車載型PRONAVIのシス

テム構成を図-5 に示す。ここでは，開発コスト等

を考慮し，情報提供デバイスとして通常のナビと

ほぼ同等である PDA タイプのカーナビであるナビ

スタント（NAVISTANT）10)を用いている。 

 ドライバーが，車載機において目的地や希望経

路の種類（高速道路経路や一般道路経路など）を

入力すると，通信モジュールを介して，P-DRGS セ

ンターにより探索された，リアルタイム情報を考

慮した 適経路を受信できる。ただし，実験用車

載機としたNAVISTANTにはDRGS（オートリルート）

機能が組み込まれていないため，リアルタイム情

報の更新による自動的な案内経路の変更は実現さ

れていない。ただし，手動による経路の再検索は

可能であるため，実験においては，走行エラー等

により初期推奨ルートを外れてしまった場合や，

車載機の画面表示が正常に動作しなかった場合な

どに手動で再検索を行うこととした。なお，DRGS

機能の手動実行を除けば，ドライバーが行う車載

機の操作は通常のナビ操作と同レベルである。 

 また，実験時点においては，リアルタイムプロ

ーブ情報のP-DRGSセンターへの配信が停止してお

0

5

10

15

20

25

1時 3時 5時 7時 9時 11時 13時 15時 17時 19時 21時 23時

時　　刻

右
左

折
コ

ス
ト

（
秒

）

右折（平日）

左折（平日）

右折（休日）

左折（休日）

図-4 右左折コストの例（幹線道路から幹線道路）



 

 

り，リアルタイムに利用可能な情報はJARTIC情報

と気象情報のみである。また，AR モデルによるリ

アルタイム予測機能が組み込まれていないため，

渋滞や混雑に関するJARTIC情報は，回帰モデルに

よるプローブ情報への変換後，渋滞・混雑の解消

が判断されない限り，情報提供から 1 時間継続す

るものとして予測計算に利用している。 

 4.2 性能評価実験 

1)実験の概要 

 PRONAVI の性能を評価するための走行実験は，

2005年9月時点で一般に市販されている5社のナ

ビゲーションシステム（カーメーカーによる純正

ナビを含む。“市販ナビ”と呼ぶ）を使用し，同

じ起終点を同時刻に出発し，各ナビによる案内経

路を交通の流れに従って走行することで実施した。 

 表-2 に実験の概要を示す。実施日は 2005 年 9

月19日（祝）～21日（水）の3日間であり，トリ

ップの起終点は名古屋都心部を通過するように，

南北トリップと東西トリップの2種類を設定した。

どちらの場合も走行距離は概ね 10km 程度であり，

北行，南行トリップが各 6 回，東行，西行トリッ

プが各4回と，起終点を変更しながら3日間で計

20 回の走行を行った。また，各ナビに探索させる

走行ルートは，一般道路 速ルートとし，出発予

定時刻に各ナビで経路探索を行い，走行予定ルー

トや予想到着時刻（予測旅行時間）を調査票に記

入し，全車両がほぼ同時刻に出発することとした。 

 また，すべての実験日において，天候は晴れま

たは曇りであったため，PRONAVI機能の1つである

雨天時の旅行時間予測については，その精度検証

を行うことができなかった。 

2)ナビゲーションシステムの設定 

 実験に使用した全ての市販ナビで，VICS や

JARTIC のリアルタイム情報の利用，過去の統計デ

ータによるルート探索，オートリルート機能や音

声案内機能の利用が可能である。しかし，実験用

車載型 PRONAVI は，前述の通りリルート機能が手

動実行方式であるほか，音声案内機能も付加され

ていないことに注意が必要である。なお，各社ナ

ビによってその他の利用可能な機能が異なるが，

なるべく一般的な機能のみを用いることとした。

また，ナビ画面は2D表示，ノースアップとし，縮

尺はすべてのナビで同程度に設定した。 

3)収集データの概要 

 表-3 に実験により収集された走行データを示す。

DRGS（オートリルート）の作動回数が各ナビで大

きく異なっており，各ナビで作動条件が異なるこ

とが分かる。なお，PRONAVIのDRGS作動は，車載

機の不具合による機能の一時停止であった。また，

走行エラーの回数が PRONAVI において も多くな

っているが，音声案内機能がないことや，PDAタイ

プの実験用車載機であるため，画面の視認性の低

さが原因であると考えられる。 

表-2 実験の概要 
実験日 2005年 9月 19日(祝)，20日(火)，21日(水) 

天候 晴(19日)，曇のち晴(20日)，晴のち曇(21日)

走行回数 7:50～19:00において計20回 

東西 
トリップ 

東基点：名古屋市名東区平和公園内駐車場 

西基点：名古屋市西区則武新町4-1-35 駐車場 

南北 
トリップ 

南基点：名古屋市熱田区六野1丁目 駐車場 

北基点：名古屋市北区辻町9-1 駐車場 

 

図-5 実験用車載型PRONAVIのシステム構成 
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 表中 下段は，各ナビの予測旅行時間および搭

載車両の実測旅行時間に関する基礎集計結果であ

る。PRONAVIの予測旅行時間は，他のナビと比較し

てやや大きめの値となっているが，実測旅行時間

は も小さな値になっている。さらに，予測旅行

時間と実測旅行時間の差は，ナビDの 2.5 分に次

いで 3.1 分と小さい。そこで次章では，より詳細

な分析を通してPRONAVIの性能評価を行う。 

 

 5．PRONAVIの性能評価分析 

 5.1 推奨ルートと予測旅行時間 

1)予測旅行時間の変化 

 表-4 に，対象エリアでの，各実験日の渋滞，混

雑発生状況を示す。19 日(祝)は他の平日と比較し

て渋滞や混雑の発生が非常に少ない。ここで，各

ナビの予測旅行時間を平休日別に集計したものが

表-5 である。もし，各ナビのルート探索が交通状

況の曜日別変化を適切に考慮していれば，平日の

予測旅行時間は休日より大きくなるはずである。 

 いずれのナビも予測旅行時間にばらつきが見ら

れるため，トリップ開始時刻もしくはトリップ開

始後の交通状況を考慮した予測値を提供している

と考えられる。しかし，比較対象とした市販ナビ

は，平日と休日の差が統計的に有意ではなく，休

日のほうが大きな予測値を示すナビもみられる。

その一方で，PRONAVIは平日の予測値が休日と比べ

て統計的に有意に大きくなっており，交通状況の

表-3 収集データの概要 
No. 年月日 時刻 

方向
※1 

予測旅行時間 [分]※2 実測旅行時間 [分]※2,※3 

PRONAVI A B C D E PRONAVI A B C D E 

1 

2005 

/9 

/19 

(祝) 

7:50 西 26 27 30 27 35 31 35 28 28 (29) (31) (29)

2 8:50 東 28 24 31 29 35 28 E (27) 25 (30) 29 28 

3 10:30 西 31 25 31 24 30 29 31 (52) 48 34 49 45 

4 11:40 東 32 26 30 22 30 30 32 - 29 29 (36) 27 

5 14:30 北 28 23 - 23 30 25 23 31 26 25 (28) 25 

6 15:30 南 26 27 28 25 35 24 E 25 33 29 (23) 30 

7 17:00 北 30 24 - 22 20 22 32 34 29 27 34 36 

8 18:00 南 27 25 27 24 35 24 29 (31) 29 33 (28) 36 

9 

2005/9 

/20 

(火) 

7:45 西 36 35 31 30 30 31 E 45 36 (40) 43 (43)

10 8:50 東 30 24 31 26 35 31 31 30 (34) (39) (28) (36)

11 10:30 西 32 28 30 30 40 30 38 42 40 35 (39) 42 

12 11:30 東 34 26 33 27 40 30 37 (43) 42 39 44 (37)

13 14:40 北 34 26 30 23 30 24 E (41) 45 (43) 36 E 

14 15:50 南 31 28 32 27 30 24 38 48 36 45 34 45 

15 17:00 北 31 25 26 24 35 23 (36) (41) 47 45 38 50 

16 18:00 南 31 28 27 23 30 24 (42) (37) 36 38 34 37 

17 
2005/9 

/21 

(水) 

14:30 北 32 20 24 24 30 23 (36) 32 35 (40) 31 39 

18 15:30 南 30 21 28 26 30 24 32 31 34 32 36 34 

19 17:00 北 33 22 24 23 30 23 34 37 32 E 33 39 

20 18:00 南 31 - 27 28 30 24 34 39 32 33 (35) 34 

記入漏れ 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

DRGS作動 － 3 7 1 6 8 4 

走行エラー － 4 0 0 1 0 1 

平均旅行時間（分）※4 30.7 25.5 28.9 25.4 32.0 26.2 33.8 36.5 34.8 35.0 34.5 36.4
※1 東 (西)：東西トリップ 東行 (西行)，南 (北)：南北トリップ 南行 (北行)  ※2 “ - ”は調査票の記入漏れ  ※3 ( ) はDRGS作動により初期推奨経路を外
れた場合，Eは走行エラーにより案内経路を外れた場合  ※4 記入漏れ，走行エラーを除くデータの平均値 

 
表-4 実験時間帯の混雑・渋滞発生状況（JARTIC情報） 

※（単位：km・時） 
 9/19 (祝) 9/20 (火) 9/21 (水) 

時間帯 7:50～19:00 7:50～19:00 14:30～19:00 

混雑 8.13 246.09 126.12 

渋滞 5.04 107.82 46.28 

※ 東西，南北の各コースを含む矩形エリア(11km×11km)から集計 

 

表-5 各ナビの予測旅行時間の変化 
予測旅行時間

[分] 

PRON

AVI

市販ナビ 

A B C D E 

平

日

ｻﾝﾌﾟﾙ数 12 11 12 12 12 12 

平均 32.1 25.7 28.6 25.9 32.5 25.9

標準偏差 1.83 4.17 3.03 2.58 3.99 3.42

休

日

ｻﾝﾌﾟﾙ数 8 8 6 8 8 8 

平均 28.5 25.1 29.5 24.5 31.3 26.6

標準偏差 2.27 1.46 1.64 2.45 5.18 3.29

t値※ 3.73 0.44 -0.83 1.24 0.58 -0.46

※帰無仮説：予測旅行時間の平日平均値＝同休日平均値 



 

 

変化に応じた予測がなされていることが分かる。 

2)推奨ルートの多様性 

 6 回の南行トリップでの各ナビにより探索され

た初期推奨経路を，DRM 基本道路網に置き換えた。

図-6は，初期推奨経路を構成する推奨リンク数を，

トリップごとの累積値として示している。図より，

ナビAは徐々に累積推奨リンク数が増加しており，

少しずつ異なる経路を探索しているが，ナビB，ナ

ビCは，6回の南行トリップにおいて，ほぼ同じ経

路を探索していることが分かる。一方，PRONAVI

の初期推奨経路は，非常に多様な道路区間により

構成されている。特に， 初の 4 回の推奨経路が

大きく異なるため，累積推奨リンク数が概ね 100

～200 リンクずつ増加している。このように，

PRONAVIは，市販ナビと比べて，道路区間の詳細な

時刻別旅行時間特性を考慮していることが分かる。 

5.2 実測旅行時間の比較 

 ここでは，PRONAVIにより誘導された車両が，他

のナビに誘導された車両と比較して早く目的地に

到着できるかを分析する。この際，後述する帰無

仮説の検定を通して統計的な評価を行う。また，

使用するデータは，トリップ中の走行エラーによ

り推奨経路（初期推奨経路もしくは動的な案内経

路）を外れたデータおよび実測旅行時間の記入漏

れデータを除く全てのデータである。従って，実

測旅行時間にはリアルタイム交通情報によるDRGS

の影響も含まれている。 
 
＜帰無仮説＞ 

PRONAVIに従った場合の実測旅行時間 

＝市販ナビに従った場合の実測旅行時間 

 
 表-6 に分析結果を示す。PRONAVI はいずれの市

販ナビよりも実測旅行時間が短い傾向があり，そ

の差は1トリップあたり1.5分～4分程度である。

特に，ナビA，Eよりも統計的に有意に短いことが

分かる。 

 5.3 予測誤差の比較 

 次いで，以下のような帰無仮説の検定を通して，

PRONAVI の予測誤差と他社ナビの予測誤差との比

較を行う。この際，DRGS 作動や走行エラーにより

初期推奨経路を外れたデータ，および予測，実測

旅行時間の記入漏れデータを除くすべてのデータ

を使用する。また，ここでの予測誤差は，実測旅

行時間との絶対的なずれを評価するため，絶対値

をとった値を用いる。以降の分析では，予測誤差

の絶対値を“絶対予測誤差”と呼ぶこととする。 
 
＜帰無仮説＞ 

PRONAVI絶対予測誤差＝市販ナビ絶対予測誤差 
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図-6 各ナビ推奨経路の累積リンク数（南行トリップ）

 

表-6 実測旅行時間の比較 

 
市販ナビ（PRONAVI vs.） 

A B C D E 

サンプル数 14 10 10 6 10

平均 [分]※ -3.79 -1.60  -1.57  -1.80  -3.80 

標準偏差 [分]※ 6.74 5.96  4.67  5.78  5.51 

t値 -2.1 -1.0  -1.3  -1.2  -2.7 

※ {i回目トリップのPRONAVI実測旅行時間－i回目トリップの市販ナ

ビ実測旅行時間} の平均（標準偏差） 

表-7 絶対予測誤差の比較（トリップ） 

 
市販ナビ（PRONAVI vs.） 

A B C D E 

サンプル数 8 10 10 6 10

平均 [分]※ -6.38 -3.00  -4.80  -5.83  -8.50 

標準偏差 [分]※ 6.86 6.48  4.66  8.13  6.47 

t値 -2.6 -1.5  -3.3  -1.8  -4.2 

※ {i回目トリップのPRONAVI|予測誤差|－i回目トリップの市販ナビ|

予測誤差|} の平均（標準偏差） 

 

表-8 絶対予測誤差の比較（市販ナビ走行経路） 

 
市販ナビ（PRONAVI vs.） 

A B C D E 

サンプル数 11 17 13 12 15

平均 [分]※ -6.45 -3.65  -4.85  -3.92  -6.60 

標準偏差 [分]※ 5.89 3.82  4.22  4.94  6.46 

t値 -3.6 -3.9  -4.1  -2.7  -4.0 

※ {市販ナビi回目経路に対するPRONAVI|予測誤差|－i回目経路の市

販ナビ|予測誤差|} の平均（標準偏差） 



 

 

 結果を表-7 に示す。この結果より，PRONAVI の

絶対予測誤差は，いずれの市販ナビよりも小さい

傾向があり，その差は1トリップあたり3 分から

8.5分である。特に，ナビA，C，Eよりも統計的に

有意に小さいことが分かる。 

 ただし，この結果は，互いに異なる経路を走行

して得られたデータに基づいており，経路が異な

ることの影響が含まれている。そこで，5.1 の 2)

と同様に，各市販ナビの初期推奨経路を DRM 基本

道路リンク列に置き換えた上で，PRONAVIによる予

測旅行時間を事後的に計算し，予測誤差を比較す

る。使用したデータは，各市販ナビの予測，実測

旅行時間，初期推奨経路の DRM リンク列が正しく

得られ，トリップ中に推奨経路を外れていない全

てのデータである。 

 結果を表-8 に示す。これにより，PRONAVI の予

測誤差はいずれの市販ナビよりも小さく，各市販

ナビより1トリップあたり3.5分から6.5分程度

統計的に有意に小さいことが明らかとなった。こ

のように，PRONAVIの予測性能が他の市販ナビと比

較して優れていることが示された。 

 さらに，PRONAVIの予測誤差の大きさがどのよう

な要因により影響を受けているかを分析するため，

単位距離あたりの予測誤差を被説明変数とし，経

路属性を説明変数とした回帰分析を行った。結果

を表-9 に示す。切片が負に推定されたことから，

PRONAVI の旅行時間予測値は平均的な状況下では

過小となる傾向があり，1km当り約15秒程度短く

予測することが分かる。さらに，予測値は，信号

数が多いほど過小に，車線数の多い幹線道路の距

離が長いほど過大となる。また，右左折について

も，パラメータが有意には推定されていないが，

右折が多いほど過小に，左折が多いほど過大に推

定される傾向がある。これらは，蓄積DBや右左折

コストが必ずしも完全に交通状況を反映していな

いことが原因であり，特に，予測旅行時間が実測

値よりも過小となることは，タクシープローブか

ら収集されたリンク通過旅行時間を蓄積DB作成に

そのまま使用していることが一要因であると考え

られる。 

 5.4 利用データが予測精度に与える影響 

 ここまでに，PRONAVIが，既存のナビと比較して

統計的に有意に早く目的地に到着することや，統

計的に有意に予測誤差が小さい経路案内性能を有

することを示した。３章で示したように，PRONAVI

は， 短旅行時間の自動車利用経路を探索するた

めに，蓄積DB，右左折コストおよびJARTIC情報を

用いているが，ここではこれらの利用データが予

測精度に与える影響を分析する。 

 より統計的に有効な情報を得るため，5.3で作成

したデータと同様に，各ナビ初期推奨経路の DRM

基本道路リンク列に対して，事後的に利用データ

を変化させながら PRONAVI による旅行時間の予測

計算を行い，実測旅行時間との比較を行う。使用

するデータは，各ナビによる初期推奨経路を 後

まで走行した実測旅行時間データであり，DRGS 作

動や走行エラーにより初期推奨経路を外れたデー

タ，および実測旅行時間の記入漏れデータを除く

すべてのデータ（84サンプル）を使用する。 

 表-10に，利用データを変化させた場合の予測誤

差の変化を示す。ここで，蓄積DBを利用しない場

合のリンク旅行時間は，実験用車載機とした

NAVISTANTのデフォルト値（30km/h）を用いること

とした。すべての利用データを用いた場合（デー

タセット No.1）が予測誤差は も小さいが，全て

の利用データセットで，予測旅行時間は実測旅行

時間よりも小さい傾向があり，この偏りはすべて

のデータセットで統計的に有意に存在する。ただ

し，利用データの種類が多いほど，予測旅行時間

の実測値からの偏りは小さくなることが分かる。 

 さらに詳細な知見を得るため，利用データを変

化させた場合の絶対予測誤差の変化量を分析する。

表-11は，いくつかの主なケースについて，この絶

表-9 予測誤差の要因分析（回帰分析） 
被説明変数 予測旅行時間－実測旅行時間 [分/km] 

説明変数 パラメータ     （t値） 

切片 -0.256 (-2.8) 

信号数 [箇所/km] -0.568 (-2.0) 

幹線道路4車線 5.65 (3.4) 

幹線道路6車線～ 7.40 (3.6) 

右折 [回/km] -0.466 (-0.8) 

左折 [回/km) 2.69 (1.9) 

平日ピークダミー 0.260 (0.9) 

※サンプル数：13  修正R2値：0.478 



 

 

対予測誤差の変化量を示している。 

 プローブカーデータより作成された蓄積DBや右

左折コストは，どちらか一方のみを欠いた場合で

も，その際の絶対予測誤差は統計的に有意に拡大

する。例えば，蓄積DBを用いなくなることで絶対

予測誤差は1トリップあたり平均で475.7 秒増加

し（ケース1），右左折コストを用いなくなること

で29.3秒増加する（ケース2）。これは，プロー

ブカーデータから作成されたデータベースが旅行

時間の予測に有効に機能していることを示してい

る。また，すべての利用可能データからJARTIC情

報のみを用いなくなっても，絶対予測誤差は統計

的に有意には増加しない（ケース 3）。ただし，

JARTIC 情報のみを用いる場合からこれを除くと，

予測誤差が統計的に有意に拡大する（ケース10）。

以上の結果は，過去のプローブカーデータから作

成された蓄積DBや時間帯別右左折コストには，日

常的な交通混雑や渋滞の影響が考慮されており，

リアルタイム情報であるJARTIC情報を多くの場合

で代替可能であることを示している。 

 ここまでに示したように，蓄積されたプローブ

カーデータを用いることで，現実の交通状況の変

化を考慮し，より適切に旅行時間予測が可能とな

ることが明らかとなった。 

 

 6．おわりに 

 本論文では，プローブ情報を活用した経路案内

システム PRONAVI について，その要素技術を概説

するとともに，走行実験データに基づくその性能

評価分析の結果を示した。PRONAVIは市販のカーナ

ビゲーションシステムと比較して，多くの場合に

おいて，統計的に有意にその性能が優れているこ

とが示された。特に，プローブカーデータの有無

がその性能に与える影響が極めて大きいことが示

されたことから，プローブカーデータが交通デー

タとして広く利用可能であることを示したことは，

非常に有用な知見である。 

 ただし，PRONAVIの情報提供エリアはプローブ情

報の収集エリアに制約を受ける。したがって，今

後はデータ収集エリアの拡大も含め，さらなる開

発を進めることで，より安価に，また，より広域

的なユーザーを対象にする必要がある。 
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表-10 利用データ別予測誤差 
 予測旅行時間 [秒] 

データセットNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 

利用 

データ 

蓄積DB ○ － ○ ○ ○ － － － 

右左折コスト ○ ○ － ○ － ○ － － 

JARTIC ○ ○ ○ － － － ○ － 

サンプル数 84 

平均 2013.5 1390.2 1936.4 1989.6 1916.5 1358.92 1322.0 1291.6 

予測誤差の平均 [秒]※ -87.9 -712.1 -165.7 -109.3 -184.3 -741.4 -783.6 -812.1 

標準偏差 [秒]※ 308.97 374.73 311.23 314.35 341.04 396.65 382.36 397.61 

t値 -2.6 -17.4 -4.9 -3.2 -5.0 -17.13 -18.8 -18.7 

※  84サンプルに対する { 予測旅行時間 － 実測旅行時間 } の平均値（標準偏差） 

表-11 利用データの変化による絶対予測誤差の変化 
ｹｰｽ

No. 

利用ﾃﾞｰﾀの変化 

（ﾃﾞｰﾀｾｯﾄNo.） 

ｻﾝﾌﾟﾙ

数

絶対予測誤差

変化の平均値 

[秒]※ 

標準偏差

[秒]※
t値

1 1 → 2 

84

475.7 324.35 13.4

2 1 → 3 29.3 94.29 2.9

3 1 → 4 7.1 64.80 1.0

4 1 → 5 40.7 157.00 2.4

5 1 → 6 505.0 343.63 13.5

6 1 → 7 547.1 335.61 14.9

7 1 → 8 575.7 346.88 15.2

8 5 → 8 535.0 322.67 15.2

9 6 → 8 70.7 31.12 20.8

10 7 → 8 28.6 71.22 3.7

※ {｜変化後データセットの予測旅行時間－実測旅行時間｜－｜変化前デ

ータセットの予測旅行時間－実測旅行時間｜} の平均値（標準偏差） 
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補 注 

注 1) 2007年度より，P-DRGSコンソーシアムはリベラ株

式会社を新たに加え，7機関により構成されている。 
注 2) 本論文で示すPRONAVIの概要は2005年9月時点の

システムに基づいている．2007年2月現在のPRONAVIは，

情報提供エリアの拡大，より詳細な降雨予測情報の活用，

Webシステムへの移行など，P-DRGSコンソーシアムによ

り継続的に開発が進められている。 
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