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運転者の移動意図の変化を検出するための手法に関する一考察
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はじめに

目的地候補	
ドライクリーニング	

クルマの役割が多様化するなか，クルマ側がセンサ
データから運転者の状況を推定し，状況に応じて大量
の情報の中から最善かつ最適な項目を選び運転者に提

レストラン	

非日常性 	
(パターン化されていない移動)	

市役所	

駅・空港	

コンビニ	

示していく役割が求められつつある．運転者の意図は
動的に変化するため，クルマ側が能動的に柔軟かつ素

日常性 	
(パターン化された移動)	
目的がはっきりしている 	
(急いでいる)	

日常性	
(パターン化された移動)	

スーパー	

目的がはっきりしていない	
(急いでいない)	
非日常性 	
(パターン化されていない移動)	

早くその変化に対応しなければならない．一方で，ナ

ドラッグストア	
スポーツセンター	
	

ビゲーションシステムは，車載機内にデータや機能を
もつ車載機型ナビゲーションから，サーバ側にデータ

図 1: 運転者の意図の分類

及び機能をもち，必要に応じてセンター側から車載機
側にサービスを配信するクラウド型ナビゲーションに

散策 Roaming
迷走 Straying
目的地 Destined

移行していくことが考えられる．そこで我々は，移動
STR

時におけるユーザの意図の変化とその後の行動を予測
するクラウドとの連携可能なモバイル型の情報収集シ
p(dec->str)

ステムの研究を進めている．
本稿では，まず運転者の意図推定を体系化し，機械
学習に用いるパラメータについて論じる．つづいて機

DES

ROA

械学習のパラメータを算出する際に GPS などのセン
サデータを用いることができるか簡易実験を通して考
察する．
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図 2: 運転者の意図の遷移

関連研究
クルマにセンサを搭載し集めたデータから現在の状

態を推定する研究は以前から行われている．J. Gun-

narsso ら [1] の研究は State Vector of vehicle motion，
State Vector of road，Current driving intention(lane)
をパラメータとし，現在走っているレーンを推測する
研究である．Hunihiro Ohashi ら [2] の研究は Head
motion，Distance to intersection, Speed から進行方
向が Turn Left, Go straight, Turn Right のうちどれ
であるかを推測する研究である．Inchiro Sakai ら [3]
の研究ではクルマの動作や路面状態から Fuzzy 理論に
よってギア比率を制御する．しかし，これらの研究は
運転者の目的地の推論は行っていない．
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意図推定の体系化
即時的に取得できる大量のセンサデータから運転者

の意図を推定し，運転者に最適なナビゲーションを提
供する際には，推定のきめ細かさが重要になる．例え

ては，景色のいい道路を通ることを進めたり近くで行
われている花火大会の情報を通知したりすることがで
きる．また，目的地に辿りつけず混乱しているユーザ
には車を停止しゆっくり検索を行える駐車場のあるコ
ンビニエンスストアに一旦誘導するなどの対策を示す
ことができる．我々の最終目標は，きめ細かい推定を
行うことで多くの応用につなげ，運転者の利便性の向
上させることである．本稿では，きめ細かな運転者の
意図推定を行う初期段階として，以下の 3 種類の状態
から運転者の意図を検出することを考える．

1. 目的型：特定の目的地に対し，最短・最速で向か
おうとしている
2. 散策型：目的地は特になく，暇をつぶそうとして
いる

3. 迷走型：どう進路を取って良いかが分からなくな
り，助けを必要としている．

ばホテルのチェックインまでに時間がある状況におい

これらの意図は図 2 のように運転中に遷移していくも

Issues on Detection of the Mobility Intention of
Drivers

のであり，機械学習を用いて意図の推測をしていく．機
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械学習に用いるパラメータについて考えるため，我々
は運転者の意図を図 1 にあるように分類した．まず，
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図 3: モバイル情報収集システムを用いた実験の様子

図 4: 歩行時の移動経路の視覚化

運転者は目的を持って移動している運転者と，目的な
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く行動している運転者に大きく分類できる．更に日常

を細かく分類できる．運転者が急いでいるか，パター

0	
  

5 つのパラメータが重要であると考えた．

経過時間	
  [s]	

距離優先性 Mistaking way
即決性 Deciding immediately
回遊性 Tripping around
観察性 Gazing round
反復性 Repeating rhythm

図 5: 自動車移動中の速度の変化
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運転者の意図推定を自動で行うには 3 節で述べた
パラメータが運転者の入力ではなくセンサデータから
求められる必要がある．そこで我々は，Android タブ
レット端末に実装されたモバイル型の情報収集システ
ムを用いてセンサデータの意図推定への可用性評価実
験を行った．Android タブレット端末に実装されたモ
バイル型の情報収集システムは以下の機能要件を持つ．

•
•
•
•
•

おわりに
本稿では，運転者の意図を目的型，散策型，迷走型

センサデータの意図推定への可用性評価
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ン化された行動をしているか判定する際に我々は次の

•
•
•
•
•
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のある行動かそうでないかで分類しそれぞれの目的地
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速度	
  [m/s]	

性と非日常性のパターンに分類できる．さらに日常性

に分類し，距離優先性，即決性，回遊性，観察性，反
復性をパラメータとして機械学習することで運転者の
意図を推定する手法について提案した．その後，機械
学習のパラメータを算出する際に位置情報や速度など
のセンサデータの可用性を簡易実験を通して示した．
今後，センサデータからパラメータを決定し，提案手
法について評価していく予定である．
関連研究

履歴の記録機能（csv 形式）
履歴の再生機能
学習カーソル機能
意図推定機能
寄り道のレコメンデーション機能
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算出に有用であると考えられる．
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