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一部の車両軌跡情報および信号パラメータを用いた
OD 交通量の推定手法
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梅津 高朗2,c)

山口 弘純1,d)
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概要：個々の車両の軌跡情報は，詳細な交通状況を把握する上で非常に有用なものである．我々の研究グ
ループでは，信号交差点における車両軌跡と信号パラメータを用いることで各交差点レベルでの交通量
を推定する取り組みを進めててきた．本稿では，この交差点レベルのリンクの交通量に加えて，プローブ
カーデータから得られる走行経路の情報を用いることで，動的 OD 交通量を推定する手法を提案する．シ
ミュレーションによる評価の結果，相関係数 0.7 程度で OD 交通量を推定できることを確認した．

1. はじめに

機器を搭載し，位置情報や速度情報などの様々な情報を収
集する車両である．プローブカーシステムでは，個々のプ

都市部における交通流の把握は，その都市における渋滞

ローブカーが走行した道路についての交通状況を把握でき

を引き起こすボトルネックとなる交差点や道路を発見し，

るため，複数のプローブカーを組み合わせることで広範囲

都市における交通の諸問題改善に役立つ．また，リアルタ

の道路状況を把握することができる．しかし，ドライバー

イムに交通流の把握を行うことができれば，ドライバーへ

ごとに運転挙動は異なるため，1 台のプローブカーから得

の経路案内や，効率的な信号制御に役立つと考えられる．

られる交通状況がその道路を代表するものであるとは限ら

都市部における交通流を把握する様々な取り組みが実施さ

ない．加えて，車両全体に占めるプローブカーの割合は，

れており，アンケートによる調査である都市 OD 調査や，

現状では数%程度であるため，僅かな走行軌跡情報から都

全国規模で実際の交通量を計測する国道路・街路交通情勢

市部における交通状況を把握することは容易ではない．三

調査が挙げられる [1]．しかしながら，これらの調査は数年

輪 [5] らは，プローブカーデータおよびシミュレータを用

毎に実施されるため，道路状況の変化に十分追従できず，そ

いて OD 交通量を推定する研究を行っているが，提案され

こから得られる知見は都市部における定性的な交通流の理

ているリンク交通量の推定精度は，過去に蓄積したデータ

解に留まる．一方，交通量を常に把握するために，交差点

に大きく依存しており，交通事故の発生時など，交通状況

や道路にセンサを配置し，それらにおける交通量を計測す

が通常と異なる場合に適応することは困難である．また，

る方法も取られている [2,3] が，都市部に存在する多くの交

車両ごとの速度のばらつきについて正規性を仮定している

差点や道路上にセンサを設置することはコストの面から現

ため，信号交差点における停止など，速度が変化する要因

実的ではない．実際，我が国での代表的な定点観測システ

が多く存在する実世界において，必ずしも適用できるとは

ムである VICS(Vehicle Information and Communication

限らないという問題がある．

System) においては，全国に 83 万 km ある主要道路のうち
7 万 km 程度のカバー率に留まる [4]．

本研究では，動的 OD 交通量を推定することにより，交
通需要の短期的な変化を把握することを目的とする．動的

一方，道路上に設置されたインフラに頼らないシステム

OD 交通量を推定するためには，短い時間間隔でリンク交

として，プローブカーシステムが注目されている．プロー

通量を求めることが必要不可欠である．我々の研究グルー

ブカーとは，GPS や速度計などのセンサに加えて無線通信

プでは，これまでに道路リンクレベルでの交通量を推定す
る取り組みを進めてきた [6]．この取り組みの中で，プロー
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ブカーの停止情報及び上流に位置する信号の信号状態から
車両の到着台数を算出することで，信号サイクルごとに信
号待ち車列長が推定可能できることを示している．この車
列長の系列を用いることで，短い時間間隔でリンク交通量
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を推定することができる．この推定したリンク交通量を利

る．GLS(Generalized Least Squares) モデル [11] は，最小

用して，どの OD ペアによる交通が発生しやすいかという

二乗法の考え方に基づき，観測リンク交通量と OD 交通量

事前 OD 分布をもとに OD 交通量の推定を行う．事前 OD

の推定値から得られる推定リンク交通量との残差を最小化

分布は，プローブカーが一様に存在していると仮定すると，

するようなモデルである．最尤推定モデルは，初期 OD 交

プローブカーデータを集計することで算出可能である．ま

通量が，ある元となる OD パターンから抽出された標本で

た，OD 交通量とリンク交通量の関係性をより正確に表す

あると仮定したモデルであり，観測値の尤度を最大化する

ために，各 OD ペアが利用する経路についてもプローブ

OD の交通量を計算する．このように，あらかじめ道路に

カーデータから算出する．OD 交通量と各リンク交通量が

設置された様々なセンサを用いることによって交通状況を

整合性を保ちつつ，事前 OD 分布に近い OD 交通量を求め

予測する手法は数多く提案されており，特定の道路に対し

るための方法として，本研究ではエントロピー最大化法を

ては，交通状況を高精度に予測できることが示されている．

用いた．

しかしながら，これらの手法は，センサが設置されている

提案手法の性能を評価するため，交通シミュレータ Vis-

ことを前提としており，広範囲の交通状況を把握するため

sim [7] を用いて信号待ち車列長の推定を行い，推定精度

には，多数のセンサを配置する必要があり，センサ自体の

について考察を行った．評価実験では，道路網の最小単位

コストだけでなく，センサを設置するコストも問題となる．

である 1 ブロックにおける OD 交通量に加え，約 2km 四

プローブカーシステムを活用した特徴的な取り組みとし

方の区画における主要道路を走行する車両の OD 交通量の

て，都市を対象とした広域の交通調査が挙げられる [12–14]．

推定を行った．走行する車群から無作為に抽出した走行軌

Fabritiis ら [12] は，ローマの環状高速道路において，600,000

跡情報をプローブカーデータとみなし，この情報に対して

台以上の車両から収集された 3 分間隔のプローブカーデー

提案手法を適用した．評価実験の結果，全車両におけるプ

タから，ニューラルネットワークを利用したパターンマッ

ローブカーの割合が 10%であるとき，推定した OD 交通量

チングに基づく手法で，30 分後の平均速度を 3.5 から 9.5

と真 OD 交通量との相関係数は約 0.7 であり，提案手法に

[km/h] 程度の誤差で予測できることを示している．Yokota

より OD 交通量の傾向を捉えられることを示した．

ら [13] は，300 台のトラックからプローブカーデータを収

2. 関連研究
交通状況を把握する手法としては，道路や交差点に設置

集し，プローブカーが通過する頻度に基づき道路網を二つ
のモデルに分類する手法を提案しており，京阪神における
プローブデータの密度，平均通過時間，平均通過スピード

された車両感知器など固定型のセンサを利用する手法が挙

を精度よく推定できることを示している．Shan ら [14] は，

げられる．これらの手法は，同一車両を道路に配置された

プローブデータの欠損部分を，シチュエーション毎に異な

二つのセンサで感知し，その走行速度を把握することで，

るパラメータで補完するヒューリスティックな手法を提案

交通状況を把握するものである．交通状況を表す指標の一

している．

つとして，ある地点からある地点の移動に要する通行時

また，より詳細に交通状況を把握するために，リンクレ

間である旅行時間が挙げられ，固定型センサを利用し，旅

ベルでの交通状況を推定する取り組みも多数実施されてい

行時間を推定する手法がいくつか提案されている [2, 3, 8]．

る．例えば，交差点における車列の長さを推定することに

Kwon らの手法 [2] は，過去に蓄積された旅行時間と車両

より，各交差点の混雑の程度を把握する手法がいくつか提

検知器から取得した車両の存在情報から，線形回帰により

案されている [15, 16]．Comert ら [15] は，各リンクにお

旅行時間を予測する手法であり，20 分後の旅行時間であれ

いて観測されたプローブカーの停止位置に基づき，交差点

ば高精度に予測できることを示している．Rice ら [3] は，

における車列の長さを確率モデルとして定式化することに

未来の旅行時間が現在の旅行時間に線形に依存する性質を

より，車列長を予測している．Cheng ら [16] はショック

利用し，高速道路の各セグメントにおける現在の旅行時間

ウェーブ理論 [17] に基づき，プローブカーにより得られ

を予測する手法を提案している．隣接するセグメントの旅

る走行軌跡から，車列が伸縮する様子を数理的にモデル化

行時間も考慮することにより，一時間後の旅行時間を 10

することにより，車列の長さを推定する手法を提案してい

パーセント程度の誤差で予測できることを示している．ま

る．Uno ら [18] は長期間蓄積したプローブカーデータを

た，各リンクで観測された交通量から，対象道路網の OD

活用し，定められたスケジュールに基づき運行するバスか

の交通量を推定するモデルはこれまでに数多く提案されて

ら得られるプローブカーデータを蓄積することで，地理空

いる．エントロピー最大化モデル [9, 10] では，OD 交通量

間と時空間の両方を網羅したデータベースを構築し，高い

が生起する事前確率をもとに，最も生起しやすい OD 交通

精度でリンク旅行時間を予測できることを示している．ま

量のパターンを求める．このモデルでは，事前確率で与え

た，プローブカーデータを用いて OD 交通量を推定する研

られる，ある定常的な交通状態のもとで，リンク交通量の

究も多数なされている [5, 19]．Kwon ら [19] は一部の車両

制約を満たす OD 交通量のパターンを求めることができ

から得られる軌跡と，ETC の観測から OD 交通量を推定
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する手法を提案している．この手法では，シンプルな道路
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ネットワークにおいて，プローブカーから集計した経路情
報を求めている．三輪ら [5] らは予め過去のデータから取
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得した k-v 曲線を基にリンク交通量を推定し，この推定値
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とシミュレータを用いて OD 交通量を正確に推定する手法
を提案している．このように，プローブカーデータを用い
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て交通状況を把握及び予測する手法は多数提案されている
が，過去に蓄積したプローブデータに大きく依存している
ため，交通事故などの突発的な状況変化を適切に把握でき
とを前提としているために，任意の道路網に適用できない

図 1
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ないことや，道路に存在する観測機から情報が得られるこ
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サイクル i における交差点でのプローブカーの挙動

ことが問題点として挙げられる．これに対し，本研究では，

示したもので，横軸が時間，縦軸が交差点からの距離を表し

個々のプローブカーの詳細な走行軌跡を分析することで，

ている．また，横軸の緑と赤の色は，交差点に設置されて

過去のデータに大きく依存せず，直近のプローブデータの

いる信号機の状態を示している．信号機が設置された交差

みに基づいた OD 交通量の把握が実現できる．

点においては，その信号が赤信号の間はその交差点を通過

3. リンク交通量の推定

できないことから，交差点を先頭に車両がリンク上に列を
形成し，車両が到着するに従ってそれが伸びていく．時刻

提案手法では，プローブカーから得られる速度情報及び

ti において，プローブカー v 1 は道路上をある速度で走行

位置情報を基に，交差点に接続する各リンクにおける交通

しているが，前方の交差点では，赤信号により既に停止し

量を推定する．ここでは，赤信号時にリンク上で形成され

ている車両が存在するため，その後，速度を低下させ，tvi 1

る車列長を，そのリンクにおける交通量とする．ある信号

の時点で車列の後方で停止する．プローブカーの停止はプ

サイクル中の赤信号において，プローブカーが赤信号のた

ローブカーの速度情報から検知でき，また，その車両の位

めに停止した際，プローブカーが停止した位置と赤信号の

置情報から，車列において lnv 台目に停止していることを

経過時間から，その信号サイクル中における車両の到着率

把握することができる．周辺に交差点がないため，個々の

を計算し，赤信号が終了するまでに車列に加わるであろう

車両はポアソン過程に従って到着すると仮定できることか

車両数を推定し，これをその信号サイクルにおける交通量

ら，プローブカー v 1 が到着した tvi 1 において，信号サイ

とする，さらに，青信号においては，プローブカーが停止

クル i の車両到着率は以下の式で求めることができる．そ

していた位置と，プローブカーが青信号になってから経過

の信号サイクル内において，プローブ車両が一台のみ到着

した時間から，その交差点の交通容量を推定する．但し，

した場合，この λvi 1 を信号サイクル i の到着率 λi とする．

1

リンクに流入してくる車両の到着率は，上流の交差点やリ

λvi 1 =

ンクにおける交通流に大きく依存する．特に，上流の交差
点が信号機を有する場合には，その信号の間隔やオフセッ
トに応じて，下流のリンクに対し，車両の流入元になるリ
ンクと，流入する期間が定まるため，ある信号サイクル内
における一定の到着率を定められるわけではない．本章で
は，まず，周辺に信号機を有する交差点が存在せず，信号
サイクル中は一定の到着率で車両が流入してくるリンクに
おける車列長を推定する手法について説明した後，上流の
交差点が有する信号機の制御方針とその交差点に接続する
各リンクの交通量から，下流のリンクにおける車列長を推
定する手法を説明する．その後，得られた車列長の系列か
らリンク交通量を推定する方法について説明する．

(1)

ここで，ri−1 は信号サイクル i − 1 において青信号中に
交差点を通過することのできなかった車両台数を表して
おり，求め方は後述する．一方，同じ信号サイクル内に複
数のプローブカーが到着する場合，これらのプローブカー
からそれぞれ到着率を算出することで，より正確な到着
率を推定することができる．あるプローブカー vk が時刻

ti + tvi k に livk 台目で停止した後，別のプローブカー vk+1
v

が時刻 ti + ti vk+1 に li k+1 台目で停止したとする．この
時，プローブカー vk が到着してから，プローブカー vk+1
が到着するまでの間における到着率は下記の式で求めるこ
とができる．

v

v

3.1 独立した交差点における車列長推定

liv1 − ri−1
tvi 1

λi k+1 =

li k+1 − livk
v
ti k+1 − tvi k

(2)

本節では，プローブカーの速度情報と位置情報から，周

m 台のプローブカーから求めたそれぞれの到着率に基づ

辺に信号機を有する交差点が存在せず，独立している交差

き，式 (3) で与えられるポアソン分布におけるパラメータ

点のリンクにおいて車列長を推定する手法について説明す

の最尤推定を行うことで，信号サイクル i 全体における車

る．図 1 は，プローブカーが交差点に進入する際の挙動を

両の到着率 λi を求める．
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図 2 上流交差点から下流交差点への車両の流入
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信号サイクル i において，最後に停止したプローブカー

vm の停止位置と停止時刻をそれぞれ ti + tvi m ，livm で表す
と，この信号サイクルにおける到着率 λi から，赤信号サ
イクル終了時の車列長の確率分布 Qred
i (x) は下記の式で表
すことができる．

図 3 上流リンク 1 から下流リンク 0 に流入する累積車両台数の時
間変化

は，リンク 0 の交差点で形成される車列長についての説明
であるので，リンク 0 への車両流入とは，リンク 0 の交差
点に車両が到着することを意味する．図 3 は，ある信号サ

λred
i

= λi · (R −

tvi m )

λred e−λi
= i
(x − livm )!

イクルにおいて，リンク 1 からリンク 0 へ流入する車両の
累積台数の時間変化を示したものである．ある信号サイク

red

Qred
i (x)

(x ≥

livm )

ルにおける赤信号の開始時間を 0 とし，次の信号サイクル

(4)

が開始される時間を T 1 とする．図 3 における累積到着量

ここで R は，赤信号サイクル長を表している．この確率

の傾きから分かるように，リンク 1 からの車両流入には三

分布の期待値を信号サイクル i における信号待ち行列長 qi

つの状態が存在する．詳細なモデル化の方法については文

とする．

献 [6] に記述してあるため省略するが，fs1 (t) は下記の式と

以上が独立した交差点における車列長推定手法の概要で
ある．詳細については文献 [6] において説明しているため
省略する．

3.2 上流に信号機のある交差点における車列長推定
次に，上流に信号機が設置されている交差点に隣接する

して表すことができる．




0


1
fs (t) = c1 · p1s



λ1 (t) · p1
s

リンクにおける車列長を求める手法について説明する．

(t′ ≤ R1 + d)
(R1 + d < t′ ≤ R1 + d + e1 ) (6)
(otherwise)
t′ = t mod T 1

図 2 は，上流に位置する交差点から下流交差点への流入
車両を示したものである．図中の fs1 ，fl2 ，fr3 は，それぞ

fl2 (t) および fr3 についても，リンク 1 と同様の方法で車

れ単位時間あたりにリンク 1 から直進する車両数，リンク

両の流入率をモデル化することができる．これらを用いる

2 から左折する車両数，リンク 3 から右折する車両数を表

ことにより，各サイクル毎に信号待ち車列長を推定するこ

している．図中のリンク 0 において形成される車列長 q

0

とができる．

は，上流に位置するリンク 1, 2, 3 よりリンク 0 へ流入す
る車両によって形成される．流入する車両数は各信号サイ
クル毎に変化するため，リンク 0 におけるサイクル i の車

∫

0

長 qi はサイクル i において形成された車列長を示してお

T 0 ·i+R0

=
T 0 ·i

最後に，車列長の系列 qi が得られたとき，この系列にお
けるリンク交通量 f を求める方法について説明する．車列

列長は以下のように表される．

qi0

3.3 車列長からリンク交通量の推定

fs1 (t)

+

fl2 (t)

+

fr3 (t)

dt

(5)

0

り，サイクル i の赤信号サイクルでの交通量を意味する．
ここで，同じサイクルにおいて，赤信号サイクルにおける

T 及び R は，それぞれリンク 0 に設置された信号機の

交通量と，青信号サイクルにおける交通量が大きく変化し

サイクル長と赤信号サイクル長を示す．式 (5) の右辺が表

ないと仮定すると，サイクル j から k における赤信号中の

す流入率は，上流交差点の信号状態に大きく影響を受ける．

交通量 f は，赤信号時間 R および青信号時間 G を用いて，

よって，この流入率の時間経過による変動をモデル化する

以下のように表される．

ことにより，qi0 を推定することができる．
qi0 を正確に求めるためには，各リンクから流入する車

f=

両の挙動を適切にモデル化する必要がある．なお，本節で
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R+G ∑
qi
R
k

(7)

i=j
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4. OD 交通量の推定

ؙٔٝ

ؙٔٝ

ؙٔٝ

OD(Origin-Destination) 交通量の推定とは，与えられた

ؙٔٝ

ネットワークおよびその発着点ノードにおいて，ある出発
ノードからある到着ノードに向かう車両が何台存在するの

図 4

リンク情報集約の例

かを推定することを言う．すべての OD ペアの組み合わせ
について，その交通量を推定するために，前節で述べた方
法により得られるリンク交通量を用いる．加えて，プロー
ブカーデータの走行経路を集計したものを用いる．各リン
クを通過する交通量は，多数の OD ペアによる交通から構
成されているため，対象となる範囲におけるリンクの交通
量のみを用いて OD 交通量を正確に推定することは困難で
ある．そこで本研究では，どの OD ペアによる交通が発生
しやすいかを表す事前 OD 分布に基づいて OD 交通量の推
定を行う．つまり，事前 OD 分布に近い分布を持ち，推定

4.2 OD 交通量と推定リンク交通量の関係
ゾーン i からゾーン j に向かうトリップ xij がリンク a
を利用する割合を paij とすると，リンク a における交通量の
うち，トリップ xij の交通量が占めるのは xij pij と表され
る．同様にして，他のトリップについても考えると，リン
ク a における交通量 va と，トリップ xij との関係は式 (8)
で表される．なお，paij の値は道路の特性から算出する方
法や，プローブカーの経路情報から算出する方法などが考
えられる．

va =

したリンク交通量との整合性を保つような OD 交通量を推
定する．事前 OD 分布は，プローブカーが一様に存在して
いると仮定することで，プローブカーデータから集計する
ことが可能である．加えて，OD 交通量とリンク交通量の
関係性を正確に考慮するためには，各 OD ペアによる交通
がどのリンクを通過するかという情報も必要である．経路
選択率と呼ばれるこの情報は，道路網の特徴や事前知識な
どから取得できる場合はそれを用い，そうでない場合は事
前 OD 分布と同様に，プローブカーデータから集計するこ
とができる．本研究では，上記の条件を満たす OD 交通量
を求めるために，エントロピー最大化モデルを用いた．
また，OD 交通量を推定するにあたって，予め用意した
発着点ノードおよびそれらを結ぶ主要な道路で構成される
ネットワークを用いる．例えば都市間の OD について考え
ると，これらの OD ペアによる交通の多くが都市間の主要
な道路を利用すると考えられるので，都市間移動に利用さ
れない街路などの影響は無視できると考えられるためで
ある．

4.1 リンク情報の集約
与えられたネットワークにおいて，複数リンクを一つの
リンクとして集約できる場合が存在する．その例を，図 4
に示す．ここで，リンク 1 とリンク 2 の間に存在する交差
点で直交するリンクは，より細かい道路網に接続するリン

∑∑
i

における交通量は同じであると考えられ，リンク 1 および
リンク 2 をまとめたものを単一リンクとしてみなすことが
できる．同様に，リンク 3 についても集約することができ
る．このようにして複数のリンク情報を集約することで，
ネットワークを単純化するとともに，リンク情報の信頼性
を高めることができる．

うな交通流を求めることで，より正確な OD 交通量が推定
できる．しかし，前節で述べた手法により推定したリンク
交通量 vˆa は，必ずしも真値と一致するとは限らない．例
えば，プローブカーが信号サイクルの前半に停止した場
合，停止時刻からサイクル終了までに多くの車両が到着す
ると考えられ，その分誤差が生じやすい．一方，プローブ
カーが信号サイクルの後半に停止した場合，その後の車列
長変動は小さいために誤差が生じにくい．以上のように，
プローブカーが車列に到着したタイミングが早いほど車列
長推定に大きな誤差を生じ，リンク交通量の誤差も大きく
なると考えられる．この停止タイミングによって生じうる
誤差の大きさを r · v とし，実際のリンク交通量と提案手法
により推定したリンク交通量との関係を式 (9) に示す．

va − (1 − r) · v < vˆa < va + (1 − r) · v

(9)

ここで，r を信頼度と呼び，同一タイムスライス内におけ
る交通量がどれだけ信頼できるかを表す指標とする．v は
想定する誤差の最大値であり，本研究では，各リンクで推
定したリンク交通量 vˆa の平均を用いる．また，サイクル

i における信頼度 ri をプローブカーの停止タイミングに基
いて以下のように定義する．

ri =

tvi
R

(10)

ここで，R は赤信号時間を，tvi はサイクル i において最後
に停止したプローブカーの停止時間を表す．リンク交通量
の信頼度としては，この信頼度の系列の平均値を用いる．
式 (8) および式 (9) から，OD 交通量と推定リンク交通量
の関係は以下のように求められる．

vˆa − (1 − r) · v <

∑∑
i
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(8)

j

適切に算出した paij の値に基づき，この関係式を満たすよ

クであり，その交通量はリンク 1 およびリンク 2 に比べて
非常に少ないものとする．このとき，リンク 1 とリンク 2

xij paij

xij paij < vˆa + (1 − r) · v (11)

j
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4.3 OD 交通量の算出

*

$

+

観測リンク交通量から OD 交通量を推定する手法は数多
く提案されているが，本研究では上述した条件のもとで，
代表的なモデルであるエントロピー最大化モデルを用い

&

'

,

.

-

/

(

)

る．観測リンク交通量に基いて OD 交通量を推定する代表
的なモデルとして，エントロピーモデルの他に最尤推定モ
デルや GLS モデルが挙げられる．最尤推定モデルでは，観

(

)

測誤差がパラメータ推定に大きく影響を及ぼし，推定がロ
バストでない可能性があるという問題がある．また，GLS

$

&

%

'

モデルは観測誤差の期待値が 0 である場合に有用なモデル
であるが，上述した車列長の信頼度が低い場合にはリンク
交通量に多分の誤差が生じ，必ずしも誤差の期待値が 0 と

*

0

+

%

1

ならないため，適用困難であると考えられる．一方，エン
トロピー最大化モデルでは，各リンク交通量の誤差を考慮
した制約を与えることができるため，本研究ではエントロ

(a) シンプルなネッ

(b) 複雑なネットワーク

トワーク

ピー最大化モデルを採用した．エントロピーモデルは，各

図 5

実験に用いたネットワーク図

OD トリップが等しい確率で生起すると仮定したとき，最
も生起する確率が高いパターンを OD 交通量とするもの

ロックにおける OD 交通量を正しく推定できるかについて

である．何の事前情報も与えられない場合は，どの OD ト

評価を行った．加えて，約 2km 四方の区画における主要

リップも等しい確率で生起すると考えるのがこのモデルで

道路を通過する OD 交通量の推定精度についても評価す

ある．この生起確率として，事前 OD 分布の OD パターン

ることで，リンク情報を集約したネットワークで，OD 交

qij を与えることにより，式 (12) で示す最適化問題として

通量が正しく推定できるかの確認を行った．実験に用いた

表すことができる．この最適化問題を，式 (11) の制約の

ネットワークを図 5 に示す．図 5(a) は，道路網を構成する

もとで解くことによって，OD 交通量 xij を得る．

最小単位である 1 ブロックのシンプルなネットワークを想

x!
maxF = ∏ ∏
i

subject to x =

j

∑∑
i

xij !

∏∏
(qij )xij
i

定し，リンク長は 150m である．また，横方向の通りにつ

(12a)

j

xij

いて交通量が多く発生し，利用状況に偏りがある設定とし
た．図 5(b) は，縦 2.5km，横 2km の都市部における主要

(12b)

j

道路で構成される道路網を想定し，リンク長は 500m であ
る．図中の太い道路が幹線道路を表しており，事前知識と

x は総トリップ数を示し，qij は事前 OD 分布を表してい

して，多くの車両がこの幹線道路を介してネットワーク外

る．この値は，集計したプローブカーから，i から j へ向

へ流出することが分かっているものとし，paij の値が既知

かったデータ数を総データ数で除した値として算出する．

であるものとした．また，いずれも図中に記載されている

5. 性能評価

アルファベットは，それぞれ発着点ノードを示し，前者の
ネットワークにおいてはすべてのノード間における合計 52

提案手法の有効性を検証するため，ミクロ交通シミュ

ペアについて，後者のネットワークにおいては主要な OD

レータ Vissim [7] を用いて評価実験を行った．実験では，

である 40 ペアについて OD 交通量を推定した．各交差点

構造が異なる複数のネットワークについて，リンク交通量

の信号は，同時オフセット方式で制御されており，南北に

および OD 交通量の推定を行う．実験では，Vissim によ

伸びるリンクが青信号の間，東西に伸びるリンクは赤信号

り生成した車両群のうち，一部の車両の走行軌跡情報を用

となる．以上の条件のもとで 90 分のシミュレーションを

いて推定を行った．その後，実際にシミュレーションで発

行い，全車両に対するプローブカー率として 10%を設定し

生した交通量と，推定結果を比較し，その推定精度につい

た．なお，シミュレーションの前半 30 分のデータは経路

て評価を行った．また，プローブカーとして抽出する車両

選択率および事前 OD 分布を算出するために用い，その後

の組み合わせによって推定結果が変動すると考えられるの

のデータに対して OD 交通量の推定を行い，推定精度を評

で，複数回異なる組み合わせでプローブカーの抽出を行う

価した．

ことで，より一般的な性能について評価を行った．

5.2 リンク交通量の推定精度
5.1 シミュレーション環境
評価実験として，道路網を構成する最小単位である 1 ブ
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リンク交通量の推定精度は，相対誤差の平均値を用いて
評価する．これにより，各リンクごとに推定された交通量
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表 1

表 2

各ネットワークにおけるリンク交通量の相対誤差

各ネットワークにおける OD 交通量の相関係数

シンプル

複雑

シンプル

複雑

タイムスライス 15 分

0.27

0.27

タイムスライス 15 分

0.84

0.73

タイムスライス 60 分

0.17

0.21

タイムスライス 60 分

0.89

0.86

の誤差について確認する．表 1 に，各リンク交通量を，そ
90

れぞれ 15 分および 60 分のタイムスライスで推定した時の

80

Traffic Volume [veh/h]

相対誤差の平均値を示す．表から，いずれのネットワーク

ground truth
estimated

70

においてもタイムスライス 60 分のほうが誤差が小さいこ

60

とが分かる．これは，長期間の車列情報を用いることで各

50

車列長推定において発生した誤差が吸収されたためである

40

と考えられる．また，複雑なネットワークにおいては，主

30

要道路以外のリンクにおいて交通量が小さく，これらのリ

20

ンクで停止する車両の絶対数が少なくなったために誤差が

10

生じやすやったと考えられる．

0

AB AC AD AE AF BA BC BD BE BF CA CB CD DA DB

OD Pair

5.3 OD 交通量の推定精度
図 6

OD 交通量は，リンク交通量と異なり，OD のペアによっ

リンク交通量誤差により OD 交通量誤差が生じる例

て交通量の真値に大きくばらつきがある．そこで，OD 交
通量全体として正しく推定できるかを確認するため，相関
係数 R の平均値を評価指標として用いた．表 2 に，OD 交
通量を，それぞれ 15 分および 60 分のタイムスライスで推
定した時の相関係数 R の平均値を示す．いずれのネット
ワークおよびタイムスライスにおいても，0.7 < R < 0.9
となり，ある程度の相関がみられることが確認される．ま
た，最も相関係数が低い複雑なネットワークをタイムスラ
イス 15 分で推定したものについて，その推定結果例を図 7
に示す．このときの推定値と真値間の相関係数は 0.7 であ
る．この図より，50 ペア存在する OD 交通量について，一
部大きな誤差が生じているペアは見られるが，各 OD ペア
における交通量の傾向を捉えることができていると言え
る．誤差の原因として，まず，リンク交通量の推定誤差が
考えられる．図 6 に，リンク交通量の誤差が OD 交通量に
影響を及ぼしたと考えられる一例を示す．図から分かるよ
うに，ノード B を出発点とする OD ペアについて交通量が
多めに推定されている．これは，ノード B からネットワー
ク内部へ向かうリンクの交通量を実際より多く推定してし
まったことが原因であると考えられる．他の誤差要因とし

プローブカーと信号パラメータを利用した車列長推定手法
を用いて，OD 交通量を推定する手法を提案した．提案手
法の性能を評価するためにミクロ交通シミュレータ Vissim
を用いたシミュレーション実験を行い，性能評価を行った．
実験の結果，15 分という短いタイムスライスにおいて，誤
差 27%でリンク交通量を推定できることを示した．また，
タイムスライスを 60 分とすると，誤差 21% で推定可能で
あった．OD 交通量については，事前知識のないシンプル
なネットワークにおいて推定値と真値の相関係数が 0.84 と
なり，合計 52 ペア存在する OD 交通量をある程度推定で
きた．また，2km 程度の都市部においても，車両が通行す
るおおよその経路を事前知識として与えることで，相関係
数 0.73 となった．
今後の課題として，OD 間に複雑な経路が存在し，その
事前知識が得られない場合には，その経路選択率をプロー
ブカーデータから詳細に分析する必要がある．また，本研
究ではネットワーク内からネットワーク内へ移動する車両
を考慮していないため，より現実的な環境に適用するには，
これを考慮する必要がある．

て，プローブカーデータから事前 OD 分布が正しく算出で
きなかったことが挙げられる．短期的にみると，プローブ
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