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あらまし 近年、カーナビゲーションシステムは広く普及しているが，運転の大半を占める日常の運転では経路案内

が不必要であるため，その機能はほとんど利用されていない．そこで，筆者らの研究グループでは目的地や運転目的

に関連した情報を自動的に提示する日常運転のためのカーナビゲーションシステムを提案している．本研究はシステ

ムにおいて重要となる目的地予測を過去の走行履歴と運転状況を用いて実現する．提案手法では，これまでに研究グ

ループで提案してきた道路リンクの通過履歴をもとにした予測手法，日時や乗員数といった運転状況をもとにした予

測手法の �つの手法の特徴を考慮して予測結果を合成する．提案手法を用いることで運転開始直後から正しい目的地

を予測できるため，カーナビゲーションシステムは常に正しい目的地に関する情報を提示できる．

キーワード カーナビゲーションシステム，目的地予測
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�� は じ め に

カーナビゲーションシステムの出荷台数は，����年 �月末現

在 ���� 万台を超え，カーナビゲーションシステムを搭載する

ことは一般的なものとなっている．カーナビゲーションシステ

ムの技術には，正確な位置を取得するためのセンサを活用した

自律航法システムや，自動車は道路を走行するといった制約か

ら位置を補正するマップマッチング技術，ユーザに目的地まで
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の経路をナビゲーションするためのルート検索技術，�次元グ

ラフィックスを用いてユーザに直感的に道案内を行う技術	
�，

音声を用いたインタラクションを行う技術 	�� など，数多くの

研究開発が行われ，実際に活用されている．しかし自動車を運

転する機会の大半は，通勤や買い物といった日常の運転であり，

これらの運転ではユーザが経路を熟知しているために，経路案

内は不必要である．また，目的地をユーザが手で入力すること

は煩雑な作業である．これらの理由から，現在のカーナビゲー

ションシステムの技術の多くは日常的な運転において十分に活

用されていない．

そこで筆者らの研究グループでは，ユーザの入力の手間を軽

減し，日常運転においてもユーザが必要とする情報を提示する

ために，目的地や運転目的を過去の走行履歴から予測し，それ

らに関連した情報を提示する目的予測型カーナビゲーションシ

ステムの研究開発を行っている 	��．目的予測型カーナビゲー

ションシステムでは，例えばユーザが友人を駅へ送迎するのた

めに運転していることを，過去の走行履歴と現在地情報，乗員

数などから予測し，到着時刻付近の時刻表や経路上・駅周辺の

渋滞情報などを提示するといった機能をもつ．

目的予測型カーナビゲーションシステムにおいて，研究グ

ループでこれまでに提案してきた目的地予測手法では，車載

の ��から求まる現在地付近の道路通過履歴を用いて目的地

を予測するため，わき道の走行や抜け道の走行など通常と異な

る道を通ったり，通勤や帰宅時に用いる幹線道路をそれ以外の

用途で走行した際に，向かっている目的地の確率が急激に減少

するなどの問題が発生していた．この問題に対して，抜け道や

幹線道路を検出する手法 	�� では，抜け道や幹線道路を検出し，

経路状況別に対策を行った．運転状況を考慮した手法 	��では，

乗員数や時間帯などの情報からの予測を合成することで緩和さ

せた．どちらの手法でも改善は見られるが，これらは別々の特

徴を用いており，これらを統一的に扱っていなかった．

そこで，本研究では，状況ごとに適切な目的地予測手法を選

択的に利用することで，目的予測型カーナビゲーションシステ

ムの提示に適した予測結果を出力する予測手法を提案する．

以下，��章で目的予測型ナビゲーションシステムについて説

明し，��章で走行履歴と運転状況を組合せた目的地予測手法を

提案する．��章では評価を行い，
�章で考察，��章で関連研究

について述べ，最後に ��章で本研究をまとめる．

�� 目的予測型カーナビゲーションシステム

筆者らの研究グループで提案している目的予測型カーナビ

ゲーションシステムは，図 �に示すような構成で動作する．各

要素の詳細を以下に示す．

� 行動履歴 ��

車両の走行経路，速度，乗員数，荷物重量，ガソリン残量，

目的地など，ユーザが車両を運転して得られた情報を蓄積した

データベースである．

� 関連情報 ��

����やインターネットを通じて得られた目的地までの経路

上の店や交通の情報や，目的地周辺や目的地に関する情報を格

図 � 目的予測型カーナビゲーションシステムの構成
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納したデータベースである．

� 目的地予測部

車載のセンサから現在の車両状況を取得し，行動履歴��と

比較することで目的地を予測する．本研究で焦点を当てている

部分であり後半で詳細に述べる．

� 目的予測部

車両の目指す目的地や車載のセンサ情報から，行動履歴 ��

と比較することでユーザの運転目的を予測する．

� 情報検索部

目的・目的地の予測結果を用いて，ユーザに提示する情報を

検索・生成する．求められる目的地の予測結果に影響するため，

後で詳細に述べる．

� 情報提示部

情報検索部で生成された情報を，安全なタイミングでより見

やすく提示する．

�� � 情 報 提 示

目的予測型カーナビゲーションシステムでは，予測結果に応

じて目的地や目的地までの経路に関する情報をユーザに提示す

る．具体的には以下のような例が挙げられる．

� ショッピングセンターに買い物へ行くことを予測し，ショッ

ピングセンターの空き駐車場の情報を提示する．

� 遠方のゴルフ場へ行くことを予測し，目的地付近の気象

情報を提示する．

� 駅に送迎に行くことを予測し，電車の時刻表を提示する．

目的予測型カーナビゲーションシステムでは，単純に予測結

果の ����の目的・目的地に関する情報を提示するのみでは，

本来の目的・目的地に関する情報が必ずしも表示されるわけで

はないため，予測の上位複数個に関する情報をその確率や予測

された目的地までの距離に応じて提示する．画面表示の例を図

�に示す．
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図 � 目的地予測型カーナビゲーションシステムの表示例
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また，カーナビゲーションシステムの画面には地図や自車位

置など重要な情報も表示されており，情報の表示量に限りがあ

るため，確率の高い上位数個の結果に関する情報のみを表示す

る．確率の高い結果に対して詳細な情報を大きく表示し，確率

の低い目的地に対しては簡単な情報を小さく表示している．

�� � 従来の目的地予測手法

�� �� � 基 本 手 法

研究グループでは，まず基本手法として �� によって得ら

れた出発地からの経路と道路走行履歴を比較し，その一致度か

ら目的地を推測する手法を提案した．

具体的には，�� の軌跡の点列から交差点を結ぶ道路リン

クを抽出し，抽出した道路リンクごとにその道路リンクを用い

て訪問した目的地の訪問回数を記録する．記録値を基に，出発

地から �番目の道路リンクに差し掛かったときの目的地 � に行

く確率を，以下の式を用いて算出する．

��� � ��� ��
���
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�� は今までに道路リンク �を通った回数，��� は道路リンク

�を通って目的地 � に行った回数，� は通過してきた経路をど

の程度重視するかを表す係数であり，�から �の値をとる．シ

ステムは，車両の移動に伴って走行中の道路リンクが変更され

るたびに，すべての目的地への確率を再計算する．なお，���

はすべての目的地に行った総回数に対する目的地 � に行った総

回数の割合を示す．

�� �� � 抜け道と幹線道路を考慮した予測手法

基本手法を用いて目的地を予測すると，多くの場合正しい目

的地が右肩上がりで予測できる．しかし，複数の目的地へ向か

う際に利用する経路の走行中や，信号回避や渋滞回避などの理

由で一時的に別の経路を通過した場合に不適切に確率が変動す

るといった問題や，頻繁に訪問する目的地に利用する幹線道路

の走行中には，頻繁に訪問する目的地の確率が必然的に高くな

り，別の目的地へ行く際に利用しても予測できないといった問

題があった．そこで，抜け道や幹線道路の走行を道路リンクの

通過回数から検出し予測する手法を提案した．

まず抜け道は，出発地からある目的地へ行った総回数と，現

在の道路リンクを通ってその目的地に行った回数を比較するこ

とで検出できる．例えば図 � において，出発地 � から目的地

図 � 抜け道の例
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図 � 構築したベイジアンネットワーク
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� に行った回数は ��回であり，そのうち �回は経路 �を用い

て向かっているが，�回は経路 	を用いて向かっている．この

とき，経路 �は抜け道でないと考えられ，逆に �度しか通過し

ていない，経路 	は抜け道であると考えられる．抜け道走行時

の予測確率は，基本手法を用いた場合，その抜け道を使用して

行ったことのある目的地に強く依存してしまい，不自然な大き

な確率変化が発生してしまう．そのため本手法では，抜け道通

過中は正しい予測が行えていない可能性が高いとし，抜け道通

過前の確率を維持して利用している．

幹線道路は以下の方法で検出する．幹線道路であれば出発地

によらず様々な用途で利用するため，出発地別に学習させた基

本手法を用いた場合の予測と出発地を考慮しない基本手法での

予測とが異なる確率変化になると予想できる．具体的には，走

行中の道路リンクが変更された際に，出発地を考慮しない基本

手法を用いた確率が減少し，出発地別に計算した基本手法の予

測結果の確率が上昇している場合，幹線道路に入ったと認識す

る．幹線道路通過中の予測は出発地別の予測結果を利用する．

�� �� � 運転状況を考慮した予測手法

道路リンクの通過履歴のみを用いて目的地を予測すると，運

転開始直後や幹線道路通過時に目的地の予測が困難であるため，

運転の時間帯や天気，乗員数，荷物重量から目的地を予測する．

複数の状態変数から目的地を予測するため，図 �に示すベイ

ジアンネットワークを用いる．また，本手法のみでは目的地に

近づいても確率が変化しないため，運転開始直後に運転状況を

考慮し，目的地に近づくにつれ，基本手法による予測を重視す

る手法の合成を行い，目的地を予測する．

�� 提 案 手 法

提案手法では，これまでに筆者らの研究グループで考案して

きた抜け道・幹線道路を検出する手法，運転状況を考慮した手

法の両方を考慮する．抜け道・幹線道路の考慮で行った状況の

分析をより詳細に行い，状況にもっとも適した手法で適用的に

予測を行う手法を提案する．
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�� � 予 備 実 験

�� �� � 出発地を考慮した手法の有効性の検証

これまでに提案してきた予測手法と状況の関係を調べるため，

予備実験を行った．実験では，�人のユーザのデータ，延べ �ヶ

月，総走行回数 ���回の走行データを用いて，基本手法，出発

地別に学習した基本手法，運転状況とエリア遷移を考慮した手

法のこれまでに提案してきた �つの手法についてそれぞれの確

率変化の状態とそのときの確率について調査した．

まず初めに，出発地別予測手法と出発地を考慮しない基本手

法の �つの手法に対して，それぞれの確率変化に違いがどの程

度あるのかを，全確率変化に対する正しい目的地の確率変化回

数の割合を比較することで調べた．学習は全走行データを順に

学習させながら目的地を予測するという実環境での利用と同様

の条件で行った．結果を表 �に示す．表 �から，基本手法と出

発地別に学習を行った基本手法では，出発地別の予測の方が，

ある目的地に対する予測確率が上昇した際，その目的地がユー

ザが向かっている正しい目的地である確率が高いことがわかる．

これは出発地を考慮することで，例えば，学校の帰りにはよく

寄り道をするなどのユーザの行動特性を考慮できているためで

あると考えられる．また，正しい目的地の確率が減少する確率

は，どちらも約 ��と同程度で，正しい目的地の確率が減少す

る原因は，出発地が考慮できないためではないことがわかる．

しかし，出発地別で学習した場合には，たとえユーザの向か

う目的地が何度も訪問している場所であっても，その出発地か

ら訪問したことがなければ，まったく予測できないといった問

題や，出発地を考慮しない場合と比べて学習回数が少くなるこ

とから，確率変化が大きくなるという特徴がある．そのため，

十分な学習を行うまでは，学習効率の良い基本手法を用い，十

分に学習が進んだ出発地に対しては出発地別の予測を用いるほ

うがよいと言える．

また表 �は，基本手法と出発地別基本手法との予測の相違を

示す．表から，基本手法で確率が下降し出発地別予測で確率が

上昇している場合でも，その目的地が正しい目的地である可能

性が高く，その可能性は基本手法，出発地別予測のどちらの確

率も上昇した際に近いという傾向がある．これは，出発地別予

測の方が基本手法より予測精度が高いためで，基本手法の予測

と出発地別予測の結果が異なる場合には，出発地予測を優先し

て考慮したほうがよいと言える．

一方で，基本手法で確率が上昇しているにも関わらず出発地

別予測で確率が下降するという確率変化が発生した場合は，基

本手法，出発地別予測のどちらの確率も上昇した際との可能性

の差が大きく，この状況では予測が困難であることを示してい

る．このような事象が発生する場合は，幹線道路など様々な出

発地から利用する道路を走行した場合で，幹線道路の走行では，

これらの手法では目的地を予測するのが困難であることを示し

ている．

�� �� � 幹線道路走行時の予測手法

前節の実験から，基本手法で確率が上昇し出発地別予測では

確率が下降する場合に予測が困難であることがわかったため，

そのような場合にどのような手法が有効であるかを評価した．

表 � 全確率変化に対する正しい目的地の確率変化の割合

 ���� �  �� �	�������� � �	�������� �		��� ����������

確率変化 基本手法 出発地別予測

増加 �����（����	
�） ���	�（������）

減少 
���（�	����
） 
���（���
���）

括弧内は �目的地の確率変化回数�全確率変化回数�

表 � � 手法を組合せた確率変化の発生割合

 ���� � � �	�������� � �	�������� �		��� ���������� �� �����!

��� ��� ��������� � ������

基本手法 出発地別予測 割合（正しい目的地�全候補地）

増加 増加 �����（���
��）

増加 減少 
���（����）

減少 増加 �	���（�����）

減少 減少 ��
�（������）
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評価では，基本手法で確率が上昇し出発地別予測では確率が下

降した場合に，出発地別予測による結果を用いる手法，および

運転状況による予測結果を用いる手法について検討した．

なお，目的地予測カーナビゲーションシステムでは，複数の

目的地候補に関する情報を提示するため，目的地予測結果の上

位に入ることが重要である．したがって，どの程度の走行距離

の間，ユーザが向かう正しい目的地に関する情報が���� お

よび ����に入っているかを評価指標として用いた．

評価結果を図 
に示す．図中の下 �つの手法は，それぞれ出

発地別の学習を行った基本手法，運転状況用いた手法，基本手

法の予測結果であり，上の �つが幹線道路走行時に別の手法で

置き換えた予測を行ったときの結果である．図から，幹線道路

走行時には基本手法をそのまま利用するより，別の手法を用い

たほうが，正しい目的地が ����に入る割合が大きくなってい

ることがわかる．単体では基本手法と比べて予測精度の高くな

い �つの手法を組合せることで，全体の予測結果が向上してい

ることから，幹線道路走行時には，出発地や運転状況を考慮し

た方がよいと言える．

�� �� � 出発直後の予測

基本手法および出発地別の予測のどちらも，道路リンクの走

行を重ねることで目的地を予測する．そのため，出発直後は予

測が外れる事が多いと考えられる．逆に，運転状況を考慮した

手法は，運転時の時間帯や乗員数など，運転において不変なも

のを利用して目的地を予測するため，出発直後でも予測できる

と考えられる．これらの事象について検証を行った．

結果を図 �に示す．図から出発直後でも基本手法がもっとも

� � �
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表 � 状況を考慮した目的地予測

 ���� � %�����!���	� ���������� �	�������

基本手法による確率 出発地別予測による確率 用いる予測手法

増加 増加 基本手法

増加 減少 運転状況

減少 増加 出発地別予測

減少 減少 基本手法

予測できていることがわかる．これは，よく行く目的地が出発

直後から上位に必ず予測されるためで，逆に訪問総回数以上に，

運転状況に頼った予測を行う運転状況を考慮した手法では，普

段と異なる状況に特に弱いという結果であったことを示してい

る．さらに学習が進み候補地が増えた場合には改めて検証が必

要であると考えられる．

�� � 状況を考慮した目的地予測手法

複数手法の予測結果から状況を判断し，適応的に手法を選択

する目的地予測手法を提案する．具体的には，常に基本手法と

出発地別予測を並列に行い，それぞれの状態から表 �に示す場

合分けに基づき，目的地予測の結果として出力するための予測

手法を変化させる．

また出発地直後でも，現在予備実験を行ったような延べ �ヶ

月程度の走行では，運転状況を用いた予測より基本手法が有効

であるため，出発地からの距離に応じた傾斜は考えない．

�� 評 価

提案手法を実装し，評価を行った．用いた走行データは予備

実験と同じものを使用し，データの半分をランダムで抽出し学

習用データとして，残りの半分を評価用データとして用いた．

結果を図 � に示す．図では正しい目的地が予測の上位 � 位

������もしくは �位 ������に入っていた距離の割合を示し

ている．目的地予測カーナビゲーションシステムでは，複数の

目的地候補に関する情報を提示するため，目的地予測結果の上

位に入ることが重要であることから，この評価は，ユーザの運

転距離に対して，どの程度ユーザの向かう目的地の情報が提示

されるかを示している．

結果から，����に関しては基本手法と提案手法がほぼ同じ

結果であり，提案手法のほうが ����に入っている期間長いこ

とがわかる．これにより，提案手法を用いるほうが，音声を用

いて情報提示を行う際や走行時の危険回避のため運転者に提示

する情報量を削減する際など，少ない目的地情報しか提示でき

ない状態でも，ユーザにとって有益な情報が提示しやすい予測
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図 & 走行距離に対して正しい目的地が  �#�， �#� に入った割合
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ができていると言える．

�� 考 察

�� � 学習量を考慮した手法

本研究で用いたデータは延べ �ヶ月と，それほど多いデータ

ではなく，カーナビゲーションシステムを約 
年程度使うこと

を想定した場合，わずかな期間に過ぎない．

現在の手法では，学習量の少なさから出発地を考慮した手法

や運転状況が十分に活用できる状態まで学習が進んでいるとは

いえず，今後学習量と収束程度を考慮し，学習量に応じた予測

手法の対応を行う必要がある．

�� � 出発地，目的地の記録

現在，日常生活で実際に走行しつつ��のデータを記録し，

後でコンピュータ上で再生することで手作業で目的地や出発地

を記録している．実際に車両にシステムを搭載し実用する際に

は，出発地や目的地を自動的に記録する仕組みが必要となる．

目的地は，エンジンを停止させる，シートベルトをはずす，

サイドブレーキを引くなどの車両から推測することで決定でき，

出発地点は，前回車両を停車した位置，最初に記録された位置

を用いることで，取得可能となる．ただし，これらの方法で取

得した出発地や目的地は位置情報であり，目的地に関する情報

検索に利用するためには，停車位置の近くの建物など意味のあ

る目的地名に変換する必要がある．

�� 関 連 研 究

走行履歴などを用いて，車両の向かう目的地の予測に関する

研究はいくつか存在する．地図を格子状に区切り，過去に走行

した経路と走行中の経路とを地図を格子状に区切ったものに変

換し，その一致度から目的地の予測を行う手法 	�� では，現在

地のマスは通過してから時間が経過しているマスよりも重要で

あると考えられるため，現在地に近いほど一致度の重みを大き

くして予測している．現在地に重みをおき，経路を用いて目的

地を予測する部分は基本的に筆者らの研究グループで提案して

きた基本手法と同じような仕組みであるが，筆者らの提案する

基本手法と同様に，抜け道を使用した際に予測結果が急変して

しまったり，幹線道路などの複数の目的地に使用する経路を用

いた際に，目的地予測が困難である問題がある．

また，目的地予測の不確定さを考慮した予測手法では交差点

の �つをノードとし，ノードの推移から移動先を予測している

研究もある 	��．この研究では移動先の予測以外に，目的地予測

� 
 �



の不確定さを走行回数などから求まる移動先エントロピーとし

て定義し，エントロピーを用いることで目的地予測の精度を示

すことに成功している．

いずれの手法にしても，抜け道などのイレギュラーな走行や，

幹線道路の走行といった，走行道路状況を考慮した予測手法で

はない．

�� ま と め

本研究では，目的地予測型カーナビゲーションシステムのた

めの走行履歴と運転状況を考慮した目的地予測手法を提案し評

価を行った．研究グループで提案してきたさまざまな手法の有

効な状況を判断することで高い精度で予測できることを明らか

にした．今後は学習量と予測手法の関係を明らかにし，実機で

のユーザ評価を行う予定である．
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