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Proposition and Evaluation of a Provision Method
of Frozen Road Surface Information
Using Collective Intelligence by Probe Persons

プローブパーソンによる集合知を用いた
路面凍結情報提供方式の提案と評価
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本論文では，寒冷地 ITS の取り組みの 1 つとして，
「プローブパーソンによる集合
知を用いて路面凍結情報を網羅的に提供する方式」を提案し，評価する．近年，ITS
分野ではプローブ情報システムへの関心が高まっている．路面の凍結状況をプローブ
するためには，移動速度・路面形状・路面状態・天候・昼夜を問わず，路面凍結を精
度良く検出できることが望ましい．しかしながら，これまでに提案されてきた路面凍
結センサはこれらの条件の充足が十分とはいえず，プローブカーに設置するものとし
て採用するために十分とはいえない．プローブ情報システムには，自動車をセンサと
して用いるプローブカーのほかに，人間をセンサとして用いるプローブパーソンとい
うアプローチがある．また，近年 Web2.0 と呼ばれる潮流の中で，多数の人間が持つ
知識を融合して 1 つの知識として活用する「集合知」への評価が高まっている．そこ
で本論文では，
「プローブパーソンによる集合知を用いて路面凍結情報を提供する方
式」を提案する．そして，試作システムを構築したうえで，冬期に実際に稼動実験を
行い，その有効性を評価する．評価実験の結果，定性的評価では精度で 75.4%，有用
性で 72.1%の閲覧者から好意的な評価を得ることができた．また定量的評価では，厳
「走行環境情報の提供」
密精度は 46.0%にとどまったが，ε 精度は 92.3%が得られた．
や「危険警告」を主目的としていることを考慮して本論文で定めた達成度基準によれ
ば，提案方式は及第レベルにあり，今後さらなる工夫によって有効性向上の期待が持
てる．
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In this paper, we propose and evaluate a method: ‘continuous provision of
frozen road surface information using collective intelligence by probe persons’,
as one of the approaches to ITS for colder areas. Recently, lots of researchers in
ITS area are attracted to utilizing probe information system eﬀectively. In order to probe frozen road surface, we need a precise sensor of frozen road surface
which can detect in any moving speed, any road shape, any road condition, and
any weather without limited to either daytime or night. However, since the conventional sensors for frozen road surface are not always suﬃcient in satisfaction
of these conditions, we can not always say that they are adequate for adopting
as setting in a probe car. In probe information system, addition to ‘probe car’
approach using a car as a sensor, ‘probe person’ one using a person as a sensor
has been tried. Furthermore, recently, in a trend called ‘Web2.0’, evaluation
to ‘collective intelligence’ using a knowledge by fusion of knowledge from many
persons has been grown. Therefore, in this paper, we propose a method: ‘continuous provision of frozen road surface information using collective intelligence
by probe persons’. We also implement a pilot system, carry out a public demonstration experiment in winter season, and evaluate its eﬀectiveness. According
to its results, in qualitative evaluation, we have obtained good evaluation from
75.4% audience concerning preciseness and from 72.1% ones concerning usefulness. On the other hand, in quantitative evaluation, although we have achieved
only 46.0% strict precision, we have achieved 92.3% ε precision. The proposed
method is now in pass level as achievement one deﬁned in this paper taking
into account the main purpose which is ‘provision of driving environment information’ and ‘hazard warning’, and has possibility to improve its eﬀectiveness
by some modiﬁcations.
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1. は じ め に
本研究では，プローブ情報システムを用いて，路面凍結（以降，単に「凍結」と略す）情
報を網羅的に提供できる有効なシステムの開発を目標としている．その中で本論文では，プ
ローブパーソンによる集合知を用いた凍結情報提供方式を提案し，評価することを目的と
する．
プローブ情報システムとは，車をプローブに見立てて情報を収集するシステム，または集
めた情報を蓄積，加工して提供するシステムを指す1) ．現在，ITS 分野ではプローブ情報シ
ステムに関する研究が活発化しており（たとえば文献 2)–5)），ISO22837 において標準化
作業も進められている6) ．プローブ情報システムに関する検討は，日本が主導的な役割を果
たしつつ進められている7) ．プローブカーを用いてこれまでに行われてきたシステムの実例
としては，以下の 2 パターンが代表的であり，有効との評価が得られている．

図 1 プローブ情報システムによる路面凍結情報の提供方式
Fig. 1 Information provision method of frozen road surface in the form of probe information
system.

• 各プローブカーの速度を収集，蓄積しての，渋滞情報の提供，および旅行時間情報の
問題点 1：プローブカーへ設置する凍結センサとして採用するに十分なものが存在しない

提供

• 各プローブカーのワイパーの稼働状況を収集，蓄積しての，降雨状況の提供
本研究で対象としている凍結情報をプローブ情報システムによって提供するとすれば，図 1

こと．
問題点 2：曖昧な路面状態を含めて表現できる，離散的でない基準が存在しないこと．

の方式が考えられる．すなわち，システムの構成要素は，プローブカー，凍結情報入力シス

まず，問題点 1 について述べる．路面の凍結状況をプローブするためには，

テム，凍結情報データベース，凍結情報提供システム，閲覧者の 5 つからなる．各プローブ

凍結プローブ条件 1：あらゆる移動速度

カーが凍結状況を検出し，検出時刻・場所とあわせて凍結情報入力システムへ送信して，凍

凍結プローブ条件 2：あらゆる路面形状

結情報データベースへ蓄積する．凍結情報提供システムは，凍結情報データベースに収集・

凍結プローブ条件 3：あらゆる路面状態

蓄積されたデータを加工・編集して，閲覧者に提供する．
しかしながら，凍結情報のプローブカーを用いての提供について，これまでに有効と評価
された取り組みは存在しない．その原因として，以下の 2 つの問題点があげられる．

凍結プローブ条件 4：あらゆる天候
で，
凍結プローブ条件 5：昼夜を問わず，
凍結を精度良く検出できることが望ましい．凍結プローブ条件 1 が満たされなければ，プ
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ローブカーを交通の自然な流れの中に投入できない．無理に投入すれば，渋滞や追突事故を
誘引してしまう危険性がある．凍結プローブ条件 2 は，凍結路面では轍等が頻発することを
考慮している．凍結プローブ条件 3 が満たされなければ，ある路面状態では凍結を検出でき
ても，ある路面状態では凍結を検出できないということになってしまう．また，凍結プロー
ブ条件 4 が満たされなければ，その日の天気によって，凍結を検出できたりできなくなった
りしてしまう．凍結プローブ条件 5 が満たされなければ，時間を問わず稼動可能な凍結情報
提供システムを構築しにくい．
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実際，光，レーザ，画像処理，タイヤの回転数の差異等を用いた種々のアプローチが試み
「プローブカーへ設置する凍結センサとして採用する
られてきたが（たとえば文献 8)–10)），
のに十分なものは，完成していない」11) というのが，2001 年時点での共通の見解である1 ．
その後，2002 年に宮崎らは，ストロボの照明による路面反射光を CCD カメラにて撮影
し画像処理することによる凍結センサを提案している11) ．あらゆる天候で，昼夜を問わず

は急激な日照変化における改善が必要である旨記載されており，凍結プローブ条件 4 の充足
が不十分であることが分かる．
このように，これまでに提案されてきた凍結センサは，問題点 1 の状況にある．そして，
問題点 1 を解決する，すなわち凍結プローブ条件 1〜5 をすべて満足する凍結センサを開発
することは，容易とはいえない．

安定して凍結を検出できる旨主張されており，前述の凍結プローブ条件 4，5 は満たされて

次に，問題点 2 について述べる．

いる．しかしながら，固定式であって，凍結プローブ条件 1 の移動しながらでも利用できる

前述のとおり文献 11) では，路面状態を「乾燥」，「湿潤」，「積雪」，「凍結」の 4 分類に

かについては言及されていない．また，轍部と非轍部で路面状態が異なる場合，轍部のみの

よって表現している．また，文献 13) では，「乾燥」「湿潤」「シャーベット」「ザクレ」「圧

路面状態で，状態を決定してしまっており，凍結プローブ条件 2 の充足に関して十分とは

雪」の 5 分類によって表現している．さらに，文献 14) によれば，ひと口に凍結といって

いえない．さらに，路面状態を乾燥，湿潤，積雪，凍結の 4 分類によって定義しているが，

も，その発生の仕方で「圧雪凍結」「表面水凍結」「結露凍結」の 3 通りがある．そして前

実際の路面状態はこれら 2 状態の混在等，曖昧さがある11) ．文献 11) の評価実験では，そ

述のとおり，実際の路面状態は，2 状態の混在等，曖昧さがある11) ．降雨，降雪，汚れ等の

のような曖昧な状態を除外したうえで精度を求めている等，凍結プローブ条件 3 の充足に

程度によって多種多様であり，これらの路面状態を定量的かつ客観的に評価・分類する統一

ついても十分とはいえない．

的な基準は，現在のところ定義されていない13) ．路面状態の判別においては定量的かつ客

2003 年に中辻は，ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）の作動によって凍結を検
出するアプローチを提案している12) ．しかしながら，ABS の作動は凍結の有無に対して十

観的な評価・分類は困難であり，そのことが路面凍結センサの開発の困難さにもつながって
いる13) ．

分条件ではあっても，必要条件ではない．すなわち，ABS が作動した場合に，凍結がある

以上の問題点 1，2 をふまえたうえで，本論文では以下のアプローチをとる．

ことは推測できるが，凍結があった場合に必ず ABS が作動するわけではない．ABS の作

問題点 1 に対して，凍結プローブ条件 1〜5 を満たす精度の良い凍結センサが開発される

動を確実にするために頻繁にブレーキペダルを踏む方法も考えられる．しかし，渋滞を誘引

までの過渡的なアプローチとして，プローブパーソンによる集合知を用いる．プローブ情報

する危険性があるとともに，凍結路面のような危険な状態では，前後の車両との衝突を誘引

システムには，車をセンサとして用いるプローブカーというアプローチのほかに，人間をセ

する等，安全性に問題が生じる．

ンサとして用いるプローブパーソンというアプローチがある15) ．表 1 に示すとおり，近年，

2004 年に山田らは，車両に搭載した TV カメラによって撮影した前景画像を用いて，以
下のようなアプローチを行っている13) ．すなわち，同時生起行列に基づく画像テキスチャ

プローブパーソンに関する研究も活発化している．プローブパーソンは，プローブカーに比
べて低コストで実現できるという利点も持つ16) ．

解析により，路面テクスチャの粒状性および方向性等に関する特徴量を抽出し，画像から解

また，近年，Web2.0 と呼ばれる潮流の中で，多数の人間が持つ知識を融合して 1 つの知

析導出したこれらの特徴量を説明変数として多変量解析を行い，路面状態の識別を行ってい

識として活用する「集合知」17),18) への評価が高まっている．本論文では，プローブパーソ

る．車載型の凍結センサであり，実際に自動車を走らせた状態で評価実験を行っているが，

ンが発見した凍結状況を凍結情報データベースに収集，蓄積し，これを垂れ流しではなく適

その速度は時速 100 キロに固定されており，凍結プローブ条件 1 の「あらゆる移動速度」で

切に融合して提供する．ここで注意すべきこととして，本論文はプローブパーソンという

利用可能かは，記載されていない．また，舗装材質の違いあるいは汚れによって誤判定が起

概念を提案し新規性を主張するものではない．先に述べたとおり，プローブパーソンに関す

こる旨記載されており，凍結プローブ条件 3 の充足が十分とはいえない．さらに逆光あるい

る先行研究は種々存在する．本論文は，プローブパーソンの考え方を路面凍結の検出に導入
し，どの程度の有効性が得られるかを評価するものである．

1 2001 年 6 月 22 日の日本道路公団試験研究所交通環境研究部交通研究室・吉江誠吾氏，根本昇氏，および 2002 年
5 月 24 日の松下通信工業株式会社 SI 推進グループ副参事・野崎敬策氏の助言による．
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問題点 2 に対して，文献 13) では以下の主張がなされている．すなわち，厳密な路面状
態の検出とはいかないまでも，「安全走行を確保するための判断・制御の手助けとなる参照
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表 1 プローブパーソンの利用動向（文献 15) をもとに作成）
Table 1 Trend toward use of prove person (constructed based on paper 15)).

情報を提供するためのセンシング」という観点から検討することは有意義であり，将来へ向
けての礎となる重要な研究であるといえる．そこで本論文では，

• あいまいな路面状態をも表現でき，プローブパーソンが情報伝達するのに現実的に可能
な，離散的でない連続的な分類として，

• そのほか，凍結状況を表す基準が満たすと望ましい条件を考慮し，
• プローブパーソンを依頼するタクシー会社側との協議をふまえ，また，
• 「凍結路面上でのブレーキ操作」と「スリップ」の関係も考慮して，
「大凍結」
「中凍結」
「小凍結」
「0 凍結」の 4 分類を提案する．そしてどの程度の有効性が得
られるかを評価する．
本論文はこれ以降，次のように構成されている．まず次章では，提案手法である「プロー
ブパーソンによる集合知を用いた路面凍結情報提供方式」について説明する．3 章では試作
システムを構築する．そして 4 章では，冬期に実際に稼動実験を行い，提案方式の定性的
評価および定量的評価を通じて有効性を評価する．最後に 5 章で，結論と今後の展望を述
べる．

2. プローブパーソンによる集合知を用いた路面凍結情報提供方式
著者らはこれまで，提案手法である「プローブパーソンによる集合知を用いた路面凍結情
報提供方式」について，検討を進めている19)–29) ．その成果として得られたのが，図 2 の提
案方式である．本章ではこの提案方式を，図 1 と対比しつつ述べる．

2.1 プローブパーソン
2.1.1 プローブパーソンによるプローブカーの代替
本論文では，凍結センサをプローブカーへ設置する代わりに，プローブパーソンによって
凍結を検出することにする．ここでプローブパーソンが満たすことが望ましい条件として，
以下の 3 つが考えられる．
プローブパーソン条件 1：凍結を精度良く検出できること
プローブパーソン条件 2：誤情報を故意に送る等，データの精度に疑問を生じさせない
こと
プローブパーソン条件 3：プローブする必要のある領域内を，24 時間かつ広範囲で移動
すること
プローブパーソン条件 1 が満たされなければ，蓄積・加工・融合されて最終的に閲覧者へ
提供される凍結情報の精度も，良いものとなりにくい．プローブパーソン条件 2 が満たされ
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凍結基準条件 3：単に凍結があるか否かの 2 値的なものではなく，凍結の程度を表現でき
る多段階のものであること
凍結基準条件 4：プローブパーソンが現場を見て表現可能で，情報提供される閲覧者も理
解可能なものであること
凍結基準条件 5：プローブパーソンによって判断がバラつきやすくないこと，すなわち，
個人差が生じやすいものではないこと
凍結基準条件 1 が満たされなければ，路面状態を忠実に表現することが困難な場合が生
じてしまう．凍結基準条件 2 が満たされなければ，路面状態を誤りなく表現するために，情
報提供単位の広さを極端に狭くするか，状況によって広さを動的に変更しなければならず，
複雑化してしまう．凍結基準条件 3 が満たされなければ，閲覧者が凍結の程度を判断するこ
図 2 プローブパーソンによる集合知を用いた路面凍結情報提供方式
Fig. 2 Information provision method of frozen road surface using collective intelligence by probe
persons.

とが困難になる．凍結基準条件 4 が満たされなければ，プローブパーソンからの情報が集
まりにくくなり，また閲覧者にとっての有用性も低くなってしまう．そして凍結基準条件 5
が満たされなければ，提供される情報が安定せず，精度を確保しにくいとともに，プローブ

なければ，凍結情報提供システムとしての信用を，閲覧者から得にくい．プローブパーソン
条件 3 が満たされなければ，時間的および場所的な連続性を確保できず，プローブ情報シス
テムとしての利点が十分に満たされない．
本論文では，これら 3 つのプローブパーソン条件を兼ね備える具体案として，タクシー

パーソンと閲覧者との間で共通認識を持ちにくい．
以下では，これら 5 つの凍結基準条件を兼ね備える具体案を検討する．
まず，凍結基準の案として，

• 凍結のピンポイントを目指した，点単位凍結/全域凍結/0 凍結

ドライバをプローブパーソンに割り当てる．その理由は以下のとおりである．まずプロー

を考える．これは本研究の草創期に実際に提案し，稼動実験も行ったレベル分けで，それぞ

ブパーソン条件 1 については，タクシードライバは一般人よりも相対的に，「運転経験が豊

れの具体的な定義は以下のとおりである．

富」で，「冬期の運転にも慣れている」とともに，「凍結の発見能力も優れている」．プロー

• 点単位凍結：凍結している地点を点単位で示す

ブパーソン条件 2 については，プローブパーソンを特定のタクシー会社のドライバに限定

• 全域凍結：凍結が点単位ではなく，周辺がすべて凍結している場合に用いる

することによって，データの精度と会社の信用を直接的につなぐ．プローブパーソン条件 3

• 0 凍結：凍結していない場合

については，タクシー会社は通常業務において 24 時間かつ広範囲で移動しており，それを

本研究では 1996 年に日本の ITS 関連 5 省庁が定めた「ITS の 9 つの開発分野と 21 の利
用者サービス」30) に即していえば，開発分野では「安全運転の支援」を，利用者サービスで

有効利用する．

2.1.2 凍結状況を表現する基準の定義

は「走行環境情報の提供」，
「危険警告」，
「運転補助」を目指している．なかでもそれらの出

前章の問題点 2 で述べたとおり，曖昧性のある凍結状況を表現できる離散的でない基準は

発点として，利用者サービスにおける「走行環境情報の提供」，
「危険警告」を主目的として

現存せず，適切に定義する必要がある．ここで，凍結状況を表現する基準が満たすと望まし

いる．上記の「点単位凍結/全域凍結/0 凍結」は，凍結している場所をピンポイントで示せ

い条件として，以下の 5 つが考えられる．

れば，「走行環境情報の提供」，「危険警告」のために有用と考えての定義であった．しかし

凍結基準条件 1：複数の状態の混合等を含めた曖昧な路面状態でも表現可能なこと

ながら，この 3 段階で情報の収集を試みたところ，プローブパーソンからの送信が滞った．

凍結基準条件 2：凍結はピンポイントが困難な広がりを持った現象なので，それに見合う

とても精度を論じるなど困難な状態となり，明らかに失敗であった．原因を分析するべく現

定義であること
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とピンポイント指定できるものではなく，かといって，全域凍結でもないためである．そし

おり，運転の熟練者が多いので，一般人より危険と感じず，情報が集まりにくい傾向があっ

て，実際の路面状況では，その状態が頻発することも分かった．すなわち「点単位凍結/全

た．以上をふまえて情報収集側であるタクシー会社側と協議した結果，凍結の範囲にすれ

域凍結/0 凍結」は非連続的であり，特に凍結基準条件 2 の充足が不十分で，不適切である．

ば，判断がバラつきにくいという結論を得た．

「点単位凍結/全域凍結/0 凍結」の失敗を受けて，どのような凍結レベルを設定すれば報

上記の「大/中/小/0 凍結」の，各凍結基準条件の充足については，以下のとおりである．

告しやすいのかを，情報収集側であるタクシー会社側と協議した．その結果として生まれ

まず凍結基準条件 1 については，各基準を特定の状態に固定せず幅を持たせることによっ

たのが，以下で提案する「大/中/小/0 凍結」である．すなわち，この「大/中/小/0 凍結」

て，曖昧な路面状態でも表現可能である．凍結基準条件 2 についても，周囲を含めた広がり

は，著者側からプローブパーソン側への一方的な押し付けではなく，相互の協議の結果生ま

を持つ基準にして対応させている．凍結基準条件 3 については，単に凍結があるか否かの

れたものである．以下に，「大/中/小/0 凍結」のそれぞれの定義を示す．定義中の「周辺」

2 値的なものにしてしまうと，中間的な状態の場合に表現困難になるが，凍結の程度を表現

が指す広さについては，2.2 節で改めて述べる．

できる多段階のものにすることで，これを回避している．凍結基準条件 4，5 については，

凍結レベルの 4 段階：

プローブパーソン，本論文の場合でいえばタクシードライバが，現場を見て表現可能かつバ

• 大凍結：ある地点の周辺の 70〜100%の領域が凍結している場合．

ラつきにくい基準で，情報提供される閲覧者も理解可能なものを，タクシー会社側との協議

• 中凍結：ある地点の周辺の 30〜70%の領域が凍結している場合．主要道路と住宅道路

に基づき定めている．

で路面状態が著しく異なる場合も，この中凍結に分類することにする．

「大/中/小/0 凍結」のように範囲で 4 段階にすることで，完全とはいえないまでも凍結基

• 小凍結：ある地点の周辺の 10〜30%の領域が凍結している場合．

準条件 1〜5 の 5 つについて，決定的に充足が困難になるものが発生することを回避できる．

• 0 凍結：ある地点の周辺で凍結している領域が 10%未満で，大凍結，中凍結，小凍結の

本論文ではこの「大/中/小/0 凍結」を提案し，どの程度の有効性が得られるかを試行する．

2.1.3 プローブパーソンからの送信

いずれでもない場合．
なお，段階間の境界は厳密なものとはしない．厳密性を追求しすぎて，プローブパーソン

前章の表 1 で，プローブパーソンに関する最近の研究をまとめた．本論文のプローブパー

からのデータ送信が滞るのを回避するためである．運用開始前の説明時に，事例写真を用い

ソンには，先行研究のそれらとの違いが 1 点ある．先行研究のプローブパーソンは，パーソ

て各段階の認識の統一は図る．しかしながら，実際に報告する際に境界付近で 2 段階のいず

ントリップ情報等，その移動状況の収集・蓄積のみを目的としており，現在位置と時間のみ

れか迷った場合には，プローブパーソンの主観によって決めてよいものとする．

を送信すればよく，プローブパーソン自身の送信操作は不要にできる．しかしながら，本論

「凍結路面上でのブレーキ操作」と「スリップ」の関係で考えると，大まかには，

文でのプローブパーソンは，プローブパーソン自身が凍結状況を判断するので，送信操作も

• 大凍結 = いかなる地点でブレーキを踏んでも，スリップの危険性がある場合

プローブパーソンが能動的に行う必要がある．

• 中凍結 = ブレーキを踏む場所を選べば，スリップの危険性を抑制できる場合
• 小凍結 = 凍結しているところでうっかりブレーキを踏んでしまうと，スリップの危険

プローブパーソンからの送信方法で満たされると望ましい条件としては，以下の 2 つが
考えられる．
送信方法条件 1：どこで凍結を検出した場合にも，送信できること

性がある場合

• 0 凍結 = どこでブレーキを踏んでも，ほぼスリップの危険性がない場合
の対応がある．

送信方法条件 2：1 章で述べた ISO22837 に従い，凍結状況のほかに検出時刻・場所を同
時に送信できること

各段階の差を凍結の範囲で定める理由は，以下のとおりである．すなわち，予備実験で凍

送信方法条件 1 が満たされなければ，凍結情報を提供できる場所とそうでない場所が生じて

結をピンポイントで危険度で評価・分類しようとしたが，これもまた失敗であった．ピンポ

しまう．善後策として，送信できない場所で検出した情報を送信できる場所へ移動してから

イントで危険度を判定しようとすると，プローブパーソンによりバラついてしまい，凍結

送信する方法をとれば，処理が複雑化するとともに，送信される情報の精度も劣化する危険

基準条件 5 の充足が困難になる．特にタクシードライバは二種免許の取得が義務化されて

性がある．送信方法条件 2 が満たされなければ，プローブ情報システムとして十分ではない．
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本論文では，送信方法として以下の 2 つの方法を用いることとする．
送信方法 1：タクシー無線を用いて配車オペレータ（以降単に「オペレータ」と略す）へ
の口頭での情報伝達
送信方法 2：ケータイ電話のホームページ上に用意する凍結情報入力システム・ケータイ
版を用いての送信．
送信方法 1，2 以外の方法として，4 段階の基準に対応したボタンを含む専用の送信装置を
開発する方法も考えられる．しかしながら，特殊なハードウェア通信機器の新規開発になる
ので，今回は保留とし，今後の検討課題とする．
最後に，送信量と負荷の軽減のために，凍結がないときすなわち 0 凍結の場合には，プ
ローブパーソンからの送信は省略してもよいこととする．

2.2 凍結情報入力システム
凍結情報入力システムは，プローブパーソンから送られてきた情報を，凍結情報データ
ベースへ蓄積する．以下，前節の送信方法 1，2 に分けて述べる．
送信方法 1 の場合，情報を受け取ったオペレータは，凍結情報入力システム・PC 版を用

図 3 単一の情報の有効範囲とするタイルに相当する小地図
Fig. 3 Small map corresponding to tile as a unit area represented by a single information.

いてデータ入力を行う．凍結情報データベースまでの通信手段は，前節と同様に新規のハー
ドウェア開発は保留し，インターネットを介して行うこととする．
ここで，受け取った情報の場所的な広がり，すなわち 2 次元的な有効範囲について考える．

タイルサイズ条件 1 が満たされなければ，情報が粗くなりすぎ，閲覧者が実際の凍結状
況を把握しにくくなる．タイルサイズ条件 2 が満たされなければ，情報の空白が増えて網

2.1.2 項の凍結基準条件 2 でも述べたとおり，凍結はピンポイントが困難な，広がりを持った

羅性が低下するとともに，送信のコストも増してしまう．すなわちタイルサイズ条件 1，2

現象である．そして，大/中/小/0 凍結の定義も，このことに対応したものにしている．そこ

は，適切なバランスを保ちつつ満たされる必要がある．

で，プローブパーソンから届いた個々の情報について，その 2 次元的な有効範囲を定める必
要がある．しかしながら，ある地点が凍結していた場合に，その周囲の半径何メートルまで同
じ凍結状態であるかは，場合によるのであって，気象学的に一意に定められるものではない．
別の視点として，プローブ情報システムに共通する課題ではあるが，網羅的な情報提供シ
ステムであるためには，情報提供されない空白地帯が少しでも少ないことが望ましい．そこ
で，対象領域をタイル状に分割して，あるタイル内に属する地点の情報が送信された場合に
は，そのタイル内はすべて一律の状況として扱うことが考えられる．ここで，このタイルの

本論文では，昭文社のデジタルマップ MAPPLE10000 での 1 区画を東西方向，南北方向
に各 5 等分した，図 3 の地図を単一のタイルとする．その妥当性は，

• 文献 22) で行ったアンケート結果
• 路面が凍結する中で交通安全を守る立場にある所轄の警察署でのヒアリング結果1 ，お
よび

• 文献 23)，25) での評価実験
で確認できている．このタイルのサイズは，緯度により若干の長短は生じるが，おおむね東

サイズを定める必要がある．ここにおいて満たされると望ましい条件としては，以下の 2 つ

西方向 1,050 m，南北方向 900 m である．カーナビを典型的な例として，場所に依存する情

が考えられる．

報は地図上で入力・表示することが有効である．以降では，このタイル 1 枚に相当する地

タイルサイズ条件 1：情報が粗くならないよう，タイルサイズが大きすぎないこと．

図のことを「小地図」と呼ぶことにする．逆にいうと，プローブパーソンへはあらかじめ，

タイルサイズ条件 2：情報の空白が頻発しないよう，また必要な情報送信の回数が過多に
ならないよう，タイルサイズが小さすぎないこと．
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図 5 凍結情報データベースのスキーマ
Fig. 5 Database schema of frozen road surface information.

送信方法 1 の場合は，情報を受信したオペレータが凍結情報入力システム・PC 版を操作
してのデータ入力であった．一方，送信方法 2 の場合にはオペレータを介さず，プローブ
パーソンが凍結情報入力システム・ケータイ版を操作して直接データ入力を行う．
図 4 小地図から半分サイズ分移動した 3 枚の小地図の導入
Fig. 4 Introduction of three maps half-translated from base small map.

送信方法 1 の場合で述べた，単一の情報と小地図のマッピングについて述べる．プローブ
パーソンは，入力画面上の地図を見ながらデータ送信を行う．ここで，PC とケータイ端末
の画面サイズの違いから，ケータイ端末の入力画面上の地図サイズは，前述の小地図より狭

単一の情報で有効な広さは図 3 の広さであることを伝え，それをふまえて情報を送信する

い範囲のものとならざるをえない．しかしながらプローブパーソンは，それらの差異を意識

よう，依頼しておく．2.1.2 項の凍結レベルの 4 段階定義での「周辺」とは，このことを意

せず，送信方法 1 と同様に，凍結状況を発見時刻と場所とともに送信すればよいようにす

味している．

る．両地図にサイズの差異はあるが，地点間のマッピングは固定的なものなので，送信され

ここで 1 点，問題が生じる．小地図は前述のように，タイル状にすき間なく並べており，

てきた情報からの対応する小地図の選定は，凍結情報入力システム・ケータイ版が受け持つ．

その境界は固定されている．そして，すべての境界の位置をプローブパーソンは暗記してい

2.3 凍結情報データベース

るわけではない．そこで，ある小地図の境界に近い，小地図では端の方の領域について，プ

凍結情報入力システムから入力されたデータを蓄積するのが，凍結情報データベースで

ローブパーソンから情報が送信されてきた場合に，それをその小地図の凍結状況とすること

ある．これまでの議論をふまえ，凍結情報データベースのスキーマは，図 5 のようにする．

がふさわしいか，という点である．本論文では，この問題に対して，文献 26)，27) での評

ここで，1 件の報告は 1 レコードで表現する．

価実験で得られた知見・成果として，以下の対処を行う．すなわち，図 4 のように，基準
となる小地図 a に対して，東側に小地図の半分サイズ分移動した小地図 b，北側に半分サイ
ズ分移動した小地図 c，北東側に半分サイズ分移動した小地図 d の 3 つを導入する．なお，

2.4 凍結情報提供システム
凍結情報データベースからデータを走査し，加工編集して閲覧者へ提供するのが凍結情
報提供システムである．2.1.2 項で述べたとおり，本システムは「走行環境情報の提供」と

図 4 では，実際には境界の線は相互に重複するが，位置関係が分かりやすいように，あえ

「危険警告」を主目的としている．本論文では，本研究での凍結情報提供の有効性を示すこ

て若干ズラして書いている．もとの基準となる小地図はタイル状にすき間なく並んでいるの

とに主眼を置くとともに，道路側のインフラを前提としない「インターネット ITS」31) の考

で，1 枚の小地図に対して図 4 の 3 枚を追加することで，もとの小地図の周囲に，半分移動

え方を用いることとする．具体的には，既存の設備を有効利用して，インターネットのホー

した小地図が 8 枚存在することになる．そして，オペレータはこれら半分サイズ分ズラした

ムページ上で情報提供を行う．

小地図も含めたすべての小地図の中から，プローブパーソンから報告があった地点が最も中

データの加工・編集に議論を移す．

心に近いものを選び，先に得た凍結レベルの情報をその小地図の凍結状況として入力する．

2.2 節で述べたとおり，凍結情報入力システムではプローブパーソンが検出した凍結情報

これら半分サイズ分ズラした地図での情報を含めて，最終的に凍結状況をどう提供するかに

を，小地図単位で入力している．そして小地図はタイル状に対象領域を網羅するとともに，

ついては，2.4 節の凍結情報提供システムのところで述べる．

凍結情報の場所の精度を高めるために，タイル状の位置から小地図の半分サイズ分ズラした

次に，送信方法 2 の場合について述べる．

情報処理学会論文誌

Vol. 49

No. 7

2549–2573 (July 2008)

小地図も使って凍結情報を蓄積している．同 2.2 節で述べたとおり，情報提供する際の地図

c 2008 Information Processing Society of Japan


2557

プローブパーソンによる集合知を用いた路面凍結情報提供方式の提案と評価

のサイズは小地図のサイズを基本とすることが適切との知見が得られている．一方，プロー
ブパーソンは文字どおり人間であって，故意でなくても検出誤りを発生させることがあり，
単一の情報を過度に信用することは危険である．さらに，凍結状況は時間的に変化するもの
なので，情報が古くなるにつれ，最新状況との適合精度が失われる．
以上をふまえ，ここまでで蓄積された凍結情報を加工・編集・融合して提供する際に満た
されると望ましい条件としては，以下の 4 つが考えられる．
提供時条件 1：タイル状の位置と半分ズラした位置の小地図で管理されている凍結情報を
適切に融合し，小地図のサイズを基本として提供すること
提供時条件 2：情報の空白地帯発生に関しては，頻発しないように近くの実データから補
間すること．一方で，強引すぎない補間であること
提供時条件 3：プローブパーソンが誤検出する場合に備えて，ノイズ除去しつつ提供情報
を作成すること
提供時条件 4：路面状態の時間的変化に備え，新しい情報を優先して精度を確保すること
提供時条件 1 が満たされなければ，半分ズレた位置の小地図で管理されている凍結情報が，
場所的な重なりを持つにもかかわらず，有効に活用されない．提供時条件 2 が満たされなけ
れば，情報の空白が発生しやすくなる．一方，強引すぎる補間は，精度を劣化させる危険性
がある．提供時条件 3 が満たされなければ，誤った情報がそのまま垂れ流しで提供される危
険性が増す．提供時条件 4 が満たされなければ，現在の路面状態に変化する前の，現在とは

図 6 凍結データベースを走査しての，凍結情報提供アルゴリズム
Fig. 6 Information provision algorithm of frozen road surface by scanning its database.

適合しない情報が提供される危険性が増す．
本論文では，情報収集側であるタクシー会社側との議論の結果として，図 6 のアルゴリ
ズムを用いる．なお，アルゴリズム中 (a) の「固定リセット時刻」であるが，凍結状況が継

可能性も高まるためである．この時刻設定は，対象領域の状況によって変化させることも可
能とする．

続しているか否かを問わず，1 日に 1 回，全データをリセットする時刻である．0 凍結の発

固定リセット時刻を設けるほかに，データ中の凍結発見時刻から一定時間内を，そのデー

生が少なくない地域で，0 凍結の場合にもプローブパーソンへ送信義務を課すのは，現実的

タの有効時間とする方法も考えられる．しかしながら，ある凍結がどの程度継続するかは状

ではない．固定リセット時刻を設けることによって，過去に発生した凍結がすでに融けてい

況によって変化するものであって，一概にはいえない．すなわち，前述の気温の周期変化の

るのに凍結している旨の情報提供が継続してしまうことを回避する．また，情報の鮮度の

ような，一般性のある判断根拠が存在しない．一定時間入力がない小地図について，その旨

確保や，アルゴリズム冒頭での最新データの検索の効率化といった効果もある．固定リセッ

注意喚起をすることは考えられる．いずれにしろ，1 つの凍結データの寿命については，今

ト時刻をまたいで凍結状況が継続している小地図については，リセット後に改めて入力する

後さらなる工夫が必要である．
アルゴリズム中 (b) の処理を行うのは，凍結しているのに凍結なしと情報提供してしまう

ものとする．
固定リセット時刻の導入は，気温の変化が 1 日を単位として周期性が見られる地域が少

危険性を緩和するためである．

なくないことに基づいている．リセット時刻の具体的な設定としては，一般に 1 日のうちで

アルゴリズム中 (c) の処理を行うのは，誤った情報を垂れ流さず，多数の人が同意する正

最も気温が高くなる午後 2 時とすることが考えられる．気温が上昇するほど，凍結が融ける

しい情報へ書き換えるためである．そして処理 (c) に加えて処理 (a) も考えれば，このノイ
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ズ除去は最新の状況に適合するようつねに機能し，「集合知」を作り出している．
以上の過程を経て，プローブパーソンが検出した凍結状況が閲覧者まで伝達されることに
なる．固定の観測地点で定時に凍結状況を伝えるホームページは，道路管理者からすでに
種々提供されているが（たとえば文献 32)，33)），それらと比べての提案方式の利点として
は，以下の 2 つがあげられる：

(1)

凍結情報提供ではこれまでに有効と評価されたものが存在しないプローブ情報システ
ムの形態をとっており，時間的かつ場所的に連続である．

(2)

獲得した情報をそのまま垂れ流すのではなく，集合知を用いることによってノイズ除
去を行っている．

3. 試作システム
2 章で提案した「プローブパーソンによる集合知を用いた凍結情報提供方式」の有効性を
評価するため，試作システムを開発する．なお，図 2 で示した構成要素でいえば，プロー
ブパーソンが用いるタクシー無線は既設である．また，凍結情報データベースは，2.3 節で
示したデータベーススキーマでそのまま実装する．したがって本章では，対象領域と実装環
境を述べたうえで，凍結情報入力システムと凍結情報提供システムの実装について述べる．

3.1 対 象 領 域

図 7 試作システムの対象領域
Fig. 7 Target area of our pilot system.

実装するシステムの対象領域は，岩手県盛岡市を含む，東西方向，南北方向とも約 40 km
の図 7 の領域とする．四隅のグレイで塗ってある部分は山間部で，人家，道路ともほとん
どなく電子地図が提供されていないので，対象領域から外している．残る十字型の領域に

表 2 試作システムの実装環境
Table 2 Implementation environment of our pilot system.

は，計 425 枚の小地図がタイル状にすき間なく並んでいる．

3.2 実 装 環 境
表 2 に，実装環境を示す．地図はいずれも，地図作成ソフト SIS Map Modeler v6.0 に昭
文社の MAPPLE10000 を読み込んで作成する．データベースと連携した動的な Web ペー
ジ作成は，Servlet/JSP によって行う．

3.3 凍結情報入力システム
2 章で述べたとおり，凍結情報入力システムには PC 版とケータイ版がある．

があるが，ここでは説明を割愛する．

まず PC 版について述べる．認証画面を経てログインが認められると，図 8 のメニュー画

凍結情報入力メニューに議論を戻す．図 8 で当該メニューをクリックし，図 9 の全体地

面が現れる．上から 2 番目が凍結情報入力メニューである．一番上は凍結情報閲覧メニュー

図を経て図 10 の小地図にたどり着く．位置の微調整が必要な場合には，地図の周囲の矢印

であり，閲覧者にどう見えているかは，ここで確認できる．凍結情報閲覧メニューの詳細は，

をクリックする．大きな矢印は小地図 1 枚分，小さな矢印は小地図半枚分の移動ができる．

次節の凍結情報提供システムで述べる．メニューの 3 つ目以降には，7 つの管理用メニュー
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図 8 凍結情報入力システム・PC 版のメニュー画面
Fig. 8 Menu page in input system of frozen road surface information (PC version).
図 10 入力画面
Fig. 10 Input page.

図 9 全体地図
Fig. 9 Entire map.
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図 11 図 10 の右上の拡大
Fig. 11 Right-upper part of Fig. 10.
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図 12 凍結情報入力システム・ケータイ版での入力画面
Fig. 12 Input page in input system of frozen road surface information (cellular version).

図 13 凍結情報提供システムのトップ画面
Fig. 13 Top page on provision system of frozen road surface information.

を見ると図 11 のように，凍結のレベルと発見時刻を選ぶ選択肢が用意されている．検出時
刻は現在時刻がデフォルトで表示される．入力すべき情報に従ってこれらを選択し，「凍結
中にする」ボタンをクリックすれば，入力完了である．
次に，ケータイ版について述べる．
ケータイ端末の場合，画像上での位置を指定してのマウスクリックが使えるとは限らない
ため場所の絞り込みは住所で行う．図 12 の画面のように場所を絞り込んだ後，凍結レベル
と検出時刻を入力して送信する．

3.4 凍結情報提供システム
図 13 が，凍結情報提供システムのトップ画面である．閲覧者は，通常のホームページ
を見る要領で URL を指定することにより，本システムを閲覧できる．一番下のボタンをク
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図 14 メニュー画面
Fig. 14 Menu page.
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図 17 中凍結
Fig. 17 Middle frozen road surface.
図 15 閲覧メニューの全体地図
Fig. 15 Entire map of view menu.

Fig. 16
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図 18 小凍結
Fig. 18 Little frozen road surface.
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表 3 評価実験の概要
Table 3 Condition of evaluation experiment.

リックすると，最初に現れるのが，図 14 のメニュー画面である．
図 14 で一番上の路面凍結状況表示メニューをクリックし，対象領域全体の地図（図 15）
を表示すると，閲覧者は対象領域全体の状況を把握することができる．大，中，小凍結を，そ
れぞれ赤，橙，黄色の半透明のレイヤをスタイルシートで地図上に重ねて表現している．0 凍
結の場合には，何も重ねない．地図上の 1 点をクリックすると，領域を絞っていくことができ
る．図 16，図 17，図 18 はそれぞれ，大，中，小凍結の場合の小地図の画面を示している．
なお，2.4 節で述べた固定リセット時刻については，午前 11 時に設定している．これは，
文献 23)〜25) の実験で得られた知見として，盛岡市では，早朝に路面が凍結していても，
午前 11 時頃になると太陽放射によって凍結が融けてしまうことが少なくないためである．

4. 評 価 実 験
本章では，試作システムを用いて冬期に実際に稼動実験を行い，提案方式の有効性を定性
的および定量的に評価する．技術提案では本来，類似の先行研究を実装して相対評価を行う
ことが望ましい．しかしながら，プローブ情報システムを用いて凍結情報を長期間網羅的に
提供した例は，これまでに存在しない．先行研究の凍結センサを全プローブカーに設置して

システムを一般公開するとともに，画面上にアンケートへのリンクを設けて，不特定多数

比較対象とする方法も考えられるが，ITS 研究一般に共通する問題として，先行研究を忠

の一般市民から回答を得る．また，広報活動も積極的に行うとともに，紙媒体での提出も可

実に復元することが技術的にもコスト的にも容易とはいえない．そこで文献 34) と同様に，

能にして，回答者数を増やすよう努める．

提案手法の絶対評価によって，本論文での評価とする．

4.1 評 価 方 法

4.1.1.2 情報を収集する側の評価
凍結のレベル分けとして「大/中/小/0 凍結」が実際に報告しやすかったかを，プローブ

表 3 に示す条件で，試作システムを実際に運用する．評価の信頼性を高めるため，2 シー

パーソンへアンケート調査する．2.1.2 項で述べたとおり，本研究の草創期に「点単位凍結/

ズンにわたって実験する．タクシー乗務員数とタクシー台数が異なるのは，1 台のタクシー

全域凍結/0 凍結」の 3 段階定義を提案し，実際に稼動実験も行って失敗をした．そこで，

を複数の乗務員が交代で利用する場合があるためである．

4.1.1 定性的評価

• 「点単位凍結/全域凍結/0 凍結」と「大/中/小/0 凍結」でどちらが報告しやすかったか
の相対評価で行う．

定性的評価は，情報を収集する側と提供される側の 2 つに分けて行う．

4.1.1.1 情報を提供される側の評価

4.1.2 定量的評価
定量的評価は，文献 11) と同様に実地検査で目視により正解を決定したうえで，システ

凍結情報提供システムの閲覧者（図 2 右端）への Web 上および紙媒体でのアンケート調

ムの提供値（以降単に「提供値」と呼ぶ）との照合により精度を評価する．照合は，図 7 の

査により行う．評価項目は精度と有用性の 2 点であり，いずれも閲覧者の主観での回答を依

領域内で市中心部と郊外住宅街の双方を含む一筆書きのルート上の小地図 20 枚をサンプリ

頼する．前者の精度については，システムが実際の凍結状況をどの程度忠実に表現できてい

ングし，小地図単位で行う．小地図ごとの正解の決定は，以下の手順で行う．

るかについて，「かなり良い」〜「全然悪い」の 4 段階評価で行う．後者の有用性について
は，試作システムが運転に役立つか否かについて，「たいへん役に立つ」〜「全然役に立た

Vol. 49

地点の凍結レベルを決定する．

• ある小地図内での凍結レベルがすべて 0 凍結の場合のみ，0 凍結を正解とする．

ない」の 4 段階評価で行う．

情報処理学会論文誌

• 自動車を走らせながら 50 メートル以内の間隔で検出地点をサンプリングし，目視で各

No. 7

2549–2573 (July 2008)

c 2008 Information Processing Society of Japan


2563

プローブパーソンによる集合知を用いた路面凍結情報提供方式の提案と評価

• 小凍結以上が 1 つでもあれば，それらのうち度数の最も多い凍結レベルを正解とする．
• 最多度数の凍結レベルが複数ある場合には，そのうちの最も深刻な凍結レベルを正解と
する．
提供値は，実地検査後に凍結情報提供システムを閲覧し，実地検査で走行したのと同時点で
の値を用いる．
実地検査の回数は，無作為に抽出した 15 日とする．したがって，照合を行う総数は，
小地図 20 枚 × 15 日 = 300 回となる．実地検査の開始時間は，目視での正解の決定のしや
すさを考慮し，各日朝の 6:30 とする．
評価尺度は，以下に定義する 6 尺度とする．

図 19 精度に関する定性的評価
Fig. 19 Qualitative evaluation of preciseness.

• 厳密精度（%）：提供値と正解が完全一致する確率．完全一致の例としては，正解が中
凍結かつ提供値も中凍結の場合があげられる．

• ε 精度（%）：提供値が正解の ±1 レベル以内に入る確率．たとえば正解が大凍結であ
れば提供値が中凍結か大凍結の場合があげられる．

によって決まってくるものと考えられる．2.1.2 項で述べたとおり，本システムは「走行環

• 重大エラー率（%）：提供値が正解より 2 レベル以上低い確率．具体的には，正解が大

境情報の提供」，
「危険警告」を主目的としている．現段階では，本システムの出力を他のシ

凍結であるのに提供値が小凍結または 0 凍結である場合，または正解が中凍結である

ステムの入力に直接連結することはせず，閲覧者が凍結状況を感覚的にイメージできること

のに提供値が 0 凍結である場合の 3 パターンである．

を目指している．

• 狼エラー率（%）：提供値が正解より 2 レベル以上高い確率．
• 単純 2 値精度（%）：大/中/小凍結を「凍結あり」，0 凍結を「凍結なし」として 2 レベ
ルに置き換えた場合の的中率．

して採用し，それよりやや劣るという意味で，その 10%下の 70%を及第ライン，70%未満
を不合格とする．この閾値は本論文の提案手法の有用性を評価するための基準としてあくま

• 均等 2 値精度（%）：大/中凍結を「凍結あり」，小/0 凍結を「凍結なし」として 2 レベ

で暫定的に定めたものであって，厳密なものではない．今後の展開として，もし，本システ
ムの出力を後続の他のシステムの入力として連結するのであれば，そのシステムの目的に

ルに置き換えた場合の的中率．
最後の 2 種の 2 値精度は，2.1.2 項で定めた凍結レベルを 2 段階に単純化し粒度を粗くした
場合の精度を予測するために評価する．
以上で定義した 6 尺度を 300 回全体でのほか，天気ごと，凍結状況ごとに分析する．な
お，凍結状況は天気以外の要因にも影響を受けるので，たとえば「晴れているのに大凍結」，
「雪が降っているのに 0 凍結」という場合も起こりうる．

4.1.3 実験結果の評価基準

よって精度の合格ラインは変化する．

4.2 評 価 結 果
4.2.1 定性的評価
4.2.1.1 情報を提供される側の評価
計 161 名から回答が得られた．
図 19 は，精度についての評価結果である．

実験結果を評価する基準について述べる．評価としての合格ラインの閾値をいくつにする
かは，

「かなり良い」は 7.0%にとどまったが，それでも「ある程度良い」を加えた 75.4%の回答
者が，中立よりは好意的な評価をしている．したがって，及第レベルにあるといえる．

• 何についての評価か

一方で，
「あまり良くない」
「全然悪い」と否定的な回答者も 2 者計で 14.1%見られる．自

• 特に，凍結レベルの精度については，提供・出力された凍結レベルをどう利用するか

情報処理学会論文誌
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図 20 有用性に関する定性的評価
Fig. 20 Qualitative evaluation of usefulness.

図 21 「点単位/全域/0 凍結」と「大/中/小/0 凍結」で，どちらが報告しやすかったか
Fig. 21 Which is easy to transmit ‘point/broad/0 frozen’ or ‘much/middle/little frozen’ ?

られる．こちらについても一部，攻撃的な悪意に満ちた回答者を含むが，いずれにせよ今
にせよ今後，評価値が上がるよう，より改善していくことが望まれる．
また，「分からない」と「無回答」の回答者も計 10.5%見られる．これには主として以下
の 2 つの原因が考えられる：

後，評価値が上がるよう，より改善していくことが望まれる．
また，「分からない」との回答者も 8.1%見られる．これには精度の評価で述べた 2 つの
原因のほかに，「運転しないので分からない」という場合も考えられる．回答者数が減る危

• 3.4 節で述べたとおり，凍結情報提供システムはホームページで提供している．そのた
め，システム上の凍結レベルと現場の状況をリアルタイムで照合できるとは限らず，記
憶に基づく評価となる場合が生じること．

• 対象領域では凍結が発生する日もあれば，発生しない日もある．そうであるからこそ情

険性はあるが，運転する人のみに回答者を制限すれば，改善は可能と考えられる．

4.2.1.2 情報を収集する側の評価
図 21 に結果を示す．168 名の乗務員へアンケート用紙を配布し，64 名から回答が得られ
たので，回収率は (64/168) × 100 = 38.1%である．

報提供する意義がある．しかし，アンケートに回答するためには，凍結が発生した日に

予想していたよりは，「大/中/小/0 凍結」の 4 段階を支持する割合が低かったが，

タイミング良くシステムを閲覧する必要がある．

• 過半数から肯定的回答を得ていること

「分からない」
「無回答」を減らすための今後の対応策としては，以下が考えられる．すなわち，
今回は回答者へ精度の確認方法や回答のタイミングを指示せず，各回答者の裁量に任せてい

• 「点単位/全域/0 凍結」の改善策として，「大/中/小/0 凍結」を超える，より良い案の
提案はないこと

る．回答者への拘束度合いを高めてはしまうが，凍結が発生した日に回答者を現地へ誘導して

より，最善と断言はできないまでも，少なくとも次善の方法との評価は得られたと考えて

現場を目視させ，そのときのシステムの提供値も明示的に示せば，改善は可能と考えられる．

いる．

図 20 は，有用性についての評価結果である．
「たいへん役に立つ」は 20.5%にとどまったが，それでも「まあまあ役に立つ」を加えた

72.1%の回答者が，中立よりは好意的な方向の評価をしている．したがってこちらも，及第
一方で，
「あまり役に立たない」
「全然役に立たない」と否定的な回答者も 2 者計で 18.6%見

Vol. 49

を導出したのが表 5 である．
まず，表 5 中の正解別の欄は，路面状態別の結果を示している．厳密精度，ε 精度，均等

レベルにあるといえる．
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4.2.2 定量的評価
表 4 が，300 回の照合の全生データである．そして表 4 より，4.1.2 項で定義した 6 尺度
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2 値精度，狼エラー率の 4 尺度は 0 凍結の場合が，単純 2 値精度と重大エラー率の 2 尺度
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表 4 定量的評価の全生データ
Table 4 All of raw data in quantitative evaluation.
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表 4 定量的評価の全生データ（続き）
Table 4 All of raw data in quantitative evaluation (continued).
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表 5 表 4 から求めた各評価尺度
Table 5 Each evaluation value derived from Table 4.

と，バラついている．
雪の場合に相対的に良好な精度を得やすいとはいえるが，特定の天気の場合に精度が劣化
するというほどの明確な法則性はないと考えられる．
最後に，300 件全体での結果について述べる．
厳密精度は残念ながら 46.0%にとどまり，及第レベルに届いていないが，ε 精度では

92.3%と，合格レベルでも高めの精度が得られている．大/中/小/0 凍結の 4 段階で完全
一致させるには，さらなる工夫が必要と考えられるが，ε 精度の成果を見れば，おおむね正
解に近い提供値が得られているともいえる．
重大エラー率は 6.7%であるが，このうち 5.7%は 2 レベルのズレ，1.0%が 3 レベルのズ
レである．3 レベルのズレが起こった 3 ケースのうち 2 ケースは，郊外住宅街に属し市中
心部から見て一番遠い小地図である．タクシーすなわちプローブパーソンがそこまで行か
なかったため，正解が大凍結であるにもかかわらず 0 凍結になってしまったと考えられる．
情報提供の対象領域から外してしまう方法も考えられるが，表 4 によれば 15 日中 12 日間
では小凍結以上の情報提供ができており，可用性とのバランスを含めて検討が必要である．
は大凍結の場合が，起こりうる凍結レベル中で最も優れた結果が得られている．一方中凍結

残りの 1 ケースは，小地図内の大半を山が占め，道路が少ない小地図である．やはりこの周

は，厳密精度，ε 精度，均等 2 値精度，重大エラー率の 4 尺度で，起こりうる凍結レベル中

辺の情報の送信がなかったことが原因と考えられる．この小地図では，7 日目においても，

で最も劣る結果となっている．路面状態が極端な場合ほど精度が良く，中間的な状態で精度

正解：中凍結，提供値：0 凍結という 2 レベルの誤差を発生している．道路が少ないので凍

が劣化しているといえる．今後の対策としては，中凍結を中心に，各凍結レベルのプローブ

結情報へのニーズが少ないともいえるが，この小地図は市中心部と郊外住宅街を結ぶ道路が

パーソン間での認識の統一をさらに進めることが考えられる．
次に，表 5 中の天気別の欄は，表 4 中の各日の天気を示す言葉で，

• 「雪」が含まれている 7 日間

北西端を北北東から南南西の方向で約 300 メートル横切っている．再発防止策として，こ
の 300 メートル間での検出をプローブパーソンへ意識付けすることが考えられる．
狼エラー率は 1.0%で，いずれも 2 レベルのズレであり 3 レベルのズレはない．正解が

• 「曇り」が含まれている 10 日間

0 凍結であるのに大凍結との送信がなされる誤りはまったくなかったといえる．

• 「晴れ」が含まれている 11 日間

単純 2 値精度は 87.3%，均等 2 値精度は 82.0%である．2.1.2 項で定めた凍結レベルを

2 段階に単純化した場合には，十分合格レベルの精度が得られると予測できる．しかしなが

から作成したものである．
こちらでは，天気に雪を含む場合が ε 精度，単純 2 値精度，均等 2 値精度，重大エラー
率の 4 尺度で，最も優れた結果が得られている．

ら，2 段階では多段階とはいえず，凍結基準条件 3 を満たさない．凍結基準の段階数の考察
については，定性的評価の結果もふまえ，この後 4.3.2.1 で詳しく述べる．

一方，各尺度で最も悪い結果が得られているのは，

4.3 考

• 厳密精度は，雪を含む場合

4.3.1 提案方式の達成度

• ε 精度，均等 2 値精度，重大エラー率は，曇りを含む場合

4.2.1 項の定性的評価結果で，精度，有用性について及第レベルが得られている．そして

察

• 単純 2 値精度は，晴れを含む場合

4.2.2 項の定量的評価結果で，厳密精度は 46.0%の不合格レベル，ε 精度は高めの合格レベ

• 狼エラー率は，雪を含む場合と晴れを含む場合で同率

ル，重大エラー率は 6.7%，狼エラー率は 1.0%，2 種の 2 値精度は合格レベルが得られてい

情報処理学会論文誌
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る．これら定性・定量の評価結果は，相互に矛盾がないと考えられる．そして，それらから

• システムとしての有用性も落ちてしまい

導出される結論として，提案方式の達成度も，及第レベルといえる．

• 継続して情報提供するのが困難になってしまう

4.3.2 提案方式の妥当性と改良の検討
4.3.2.1 凍結基準の段階数

ので，そうならないよう，粒度を細かくしすぎないよう注意する必要がある．

4.3.2.2 小地図 9 枚からの集合知生成方式

多段階の基準において必要な注意を 1 点，喚起しておく．すなわち，情報の粒度と検証時

定性的評価および定量的評価で得られた数値を見れば，「小地図 9 枚からの集合知生成方

の精度には，おおむねトレードオフ関係が存在するということである．段階数を減らし粒度

式が，まったく妥当でない」とはいえないと考えられる．そのうえで，以下では提案方式の

を粗くすればするほど，ある情報が適合していると許容される範囲が広くなるので，検証を

さらなる改良に向けての議論を進める．

行ったときの精度は見かけ上，向上しやすい．極端な例として，凍結の有無のみの 2 段階で

多数決方式は，統計用語でいえば最頻値を採用していることになる．2.4 節の図 6 では，

表現し，単純化すれば，50%の確率で適合する．しかしながら，粒度を粗くするほど，凍結

「小地図ごとに直近の固定リセット時刻まで遡り，最新の情報のみを採用する．ある小地

情報の閲覧者は実際の状況を把握しにくくなる．一方，粒度を細かくするほど，実際の凍結

図の凍結レベルは，半分ズレた周囲の 8 枚を含む計 9 枚で，全部が 0 凍結の場合のみ 0 凍

状況をきめ細かく表現することが，見かけ上は可能になる．しかしながら，粒度が細かい

結，それ以外は大中小の多数決，すなわち最頻値により決定する．度数が同じ凍結レベル

ほどある情報が適合していると許容される範囲が狭くなるので，情報の精度は落ちやすく，
難易度が高まりやすい．たとえば 10 段階の凍結レベルを設け，単純化すると，検証時に適
合する確率は 1/10，すなわち 10%になる．
実験結果をふまえ，「強/弱/0 凍結」のように段階数を減らして妥協し，見かけ上の精度

が複数の場合には，凍結レベルが深刻な方を選ぶ」
によって，提供値を決定している．これは，

• 最頻値ではなく中央値や平均値を用いた場合には，真ん中に寄り，中凍結に集中してし
まう危険性がある，

のみを向上させても，有用性が下降してしまえば意味がない．及第レベルの達成度が得られ

• できるだけメリハリを付けた情報提供をしたい，

ている現状では，
「大/中/小/0 凍結」のまま工夫を加えて合格レベルの達成度を得ることを

• 凍結レベルが実際よりも低く提供されてしまうことを回避したい，

目指し，それを達成してから，より難易度の増すと推測される 5 段階以上へ進むのが建設的

との判断から定めた規則であった．この規則に従えば，9 枚の凍結レベルが「小，小，中，

と考えられる．

大，大，残りは 0」であった場合，「大凍結」が提供値になる．しかし，たとえば，

ここで，「大/中/小/0 凍結」で合格レベルを達成して，5 段階以上を目指す場合の留意点

• 疎な部分で 20%程度凍結

を述べる．先行研究のプローブパーソンは，パーソントリップ情報等，その移動状況の収

• 密な部分で 80%程度凍結

集・蓄積のみを目的としており，現在位置と時間のみを送信すればよく，プローブパーソン

• 平均すると 40〜50%程度凍結

自身の送信操作は不要にできる．しかしながら，本論文でのプローブパーソンは，プローブ

ならば，平均をとって中凍結とするのが自然ではないかとも考えられる．今後，最頻値では

パーソン自身が凍結状況を判断するので，送信操作もプローブパーソンが能動的に行う必要

なく平均値や中央値を使うことで精度を向上させることができないかと考えている．

がある．粒度を細かくして凍結のレベル数を多くし，難易度を上げた結果，プローブパーソ
ンにとって

• 過負荷にしたり

についての確認もしたいと考えている．

• 面倒くさくしたり

4.3.2.3 地図のタイル方式

することは，望ましくない．プローブパーソンにおいて，判断の難易度と送信量にはトレー
ドオフ関係が成立すると考えられるためである．プローブパーソンからの情報が入りにくく
なってしまえば，

情報処理学会論文誌

また，集合知生成は「ノイズ除去」や「情報の空白地帯発生の緩和」のために行っている
が，集合知生成をせず小地図ごとの最新データのみを採用した場合と比較し，本当に有効か

現方式では簡単のために，小地図の境界を固定するという単純化を行っている．定性的評
価および定量的評価で得られた数値を見れば，
「地図のタイル方式がまったく妥当でない」
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とはいえないと考えられる．そのうえで，以下では提案方式の改良に向けての議論を進める．
たとえば，ある地点の情報がプローブパーソンから送信されたときに，地図の境界を固定

しておく：

1 ) 自動車の進行方向と異なる，主として横方向の道路の，凍結状況の検出が困難な場合

せず，その地点を中心とする半径 x (m) をその情報の有効範囲とすることで，精度を向上さ
せることができないかと考えている．

がある．
自動車前方に関しては，自車のヘッドライトで照射され，明るさが確保されるため，路面状

その場合，本論文の，

況を判断するのに大きな支障は生じない．しかしながら，自動車の進行方向と異なる，主と

• 東西方向約 1,050 m，南北方向約 900 m の小地図単位で，各最新のデータのみ多数決に

して横方向の道路の凍結の程度を確認するのが，昼間に比べて困難な場合がある．昼間は，

参加させる，

前方も横方向もほぼ同じ明るさが得られるが，夜間は，横方向は道路の街灯や建築物の照明

• ある小地図の凍結レベルを，半分移動した周囲の 8 枚を含めた 9 枚の各最新の凍結レ

等が，明るさを得る唯一の頼りとなる．したがって，特に深夜等に街灯や建築物の照明等が
消灯されている場合や，もともとそれらの設置量が不十分な場合には，横方向の道路の凍結

ベルの多数決によって決定する，

状況を確認しにくい場合が生じる．その結果，自車の進行方向に比重を置いての凍結レベル

という方式を踏襲するとすれば，

• 半径約 1 km 以内に，より新しいデータがあればそちらのみを採用する，

の判断になりやすい．特に，主要道路を走行中に，住宅道路のより深刻な凍結状況を見逃し

• ある場所の凍結レベルを，そこから半径約 2 km 以内で，上記で採用されたデータのみ

やすいという問題点が発生する．その結果，凍結レベルの判断が，実際よりも甘めになる危
険性がある．対策としては，完全とはいえないが，深夜は太陽の照射はなく昼間に比べて路

で多数決によって決定する，
という方式が考えられる．

面状況の変化は少ないので，横方向の道路の状況も確認できた場合の情報のみを有効にする

ただし，各凍結データはタイル方式のように固定の地図に付随するのではなく，緯度経度
に付随することになるので，ある地点または領域の凍結レベルを決定するたびごとに距離計
算が必要になり，処理が複雑化する．ここにおいて，情報提供を点として行うのか，領域と
して行うのかの検討も必要になる．さらに，情報提供範囲が適切に画面上に表示されるよう
に，閲覧画面でも地図の境界を固定より動的に定めるほうが望ましいとも考えられ，その検
討と改良が必要となる．

こと等が考えられる．
一方で，夜間の利点として，

2)

ブラックアイスのように夜間にのみ確認できる現象もある．

今後，夜間での調査のデータ量を拡充し，昼間と夜間の差異を定量的に評価していきたい．
また，凍結プローブ条件 1，2 についても，現状で充足への問題は生じていないが，条件
を種々変化させた場合の特性を調査したいと考えている．

いずれにしろシステムでこれらを実現するためには，

4.3.4 その他の有用性向上策

• データ構造およびアルゴリズムの双方で大規模な変更が必要なこと

提案方式の有用性を高めるために，これまでに議論した以外の方法として，以下の 2 点が

• 情報収集側であるタクシー会社側と改めて協議する必要があること
より，これらの検討は時間をかけてじっくり進めたいと考えている．

4.3.3 今後進めるべき評価
定量的評価では，目視での正解の決定のしやすさを考慮し，早朝の日の出後に評価を行っ

考えられる．

(1)

凍結情報提供システムをカーナビ上にプッシュ型で実現すること

(2)

プローブパーソンの凍結検出精度を高めること

( 1 ) については，十分な評価まで至らなかったので 2.4 節では述べなかったが，今回，パ

た．人間である以上，夜間に視覚を用いる認識能力が昼間に比べて劣るのは否めないと推測

ケット通信でインターネットへアクセスできるカーナビを用いて，凍結情報提供システム・

できる．もし明るい時間帯に十分な精度が得られないならば，夜間帯はとうてい困難と推測

カーナビ版を試作した．GPS と連動しないプル型のシステムで，操作の煩雑性は否めないが，

し，明るい時間帯での評価から開始した．1 章で凍結プローブ条件 5 として示したとおり，

やはり凍結情報の閲覧が自動車の中か外かの差異は小さくない．プッシュ型のシステムで評価

凍結の検出は昼夜を問わず精度良く行われることが望ましい．

実験を行えば，より高い定性的評価が得られ，連動して提案方式の評価も高まると考えられる．

データ量は十分ではないがこれまで夜間での評価を試行した．得られた知見を以下に紹介
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現在は専用システムとなっているカーナビを，パソコンのように汎用端末化し，種々のア
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プリケーションの動作を可能にさせる研究が，2009 年ごろの実現を目指して活発化してい

次に，(2.2) について述べる．2.1.3 項で述べたとおり，凍結がないときすなわち 0 凍結の

る1 ．インターネット ITS の考え方を継続するのであれば，このアプリケーションの一例

場合には，プローブパーソンからの送信を免除している．一方で，凍結がひどいときには，

として提案方式を導入することも考えられる．

場所ごとにその程度を送信する必要があり，送信頻度は上がる．実際，同時刻に多数の地点

( 2 ) については，4.2.2 項で述べた「中凍結を中心とした，プローブパーソン間での認識の

の情報が重複して送信されることも少なくない．文献 2) で，プローブ情報システムの問題

統一の推進」や「特定の小地図への配慮」のほかにも，以下 3 つの側面があると考えられる．

点として，通信コストがあげられているが，本論文の提案方式は，通信量を必要に応じて適

• (2.1) プローブパーソンの人的コストの回収とモチベーションの向上・維持

応的に変化させられるといえる．

• (2.2) プローブパーソンの送信の手間の軽減

ここで，凍結が深刻な状況では，タクシー業務の本業の方も忙しくなることが少なくな

• (2.3) 4.1.2 項の定量的評価で行った方法で得られる正解の，効果的なフィードバック方

い．4.1，4.2 節の評価で，提案方式の及第レベルの有効性は確認できた．そこで，負荷軽減
を目指し，2.1.3 項で保留した「ボタンによる送信装置」の開発という投資をすることが考

法の検討
まず，(2.1) について述べる．

えられる．

現在，プローブパーソンの人的コストについては，暫定的な方法としてタクシー会社側へ

最後に，(2.3) について述べる．Wikipedia 35) のように，集合知の形成される場で正解か

委託料を支払っている．文献 15) によれば，すでに多くのサイトで有償の交通情報サービ

ら著しい逸脱が起こっていないか，ノイズが混入していないかを監視し，場を正常に保つこ

スが提供されている．そこで今後，提案方式を有償の交通情報サービスとして提供し，人的

とは有効である．そこで 4.1.2 項の定量的評価で行った方法で正解が得られた場合に，それ

コストを回収することが考えられる．

をリアルタイムで効果的にフィードバックすることが考えられる．

また，プローブパーソンのモチベーションの向上・維持については，現在，凍結情報の送
信回数が多かったタクシードライバへの表彰制度を実施している．集合知の形成では知識提
供のモチベーション維持は重要で，知識提供の貢献が業績評価への反映に対して小さかった
18)

り，本業とは異なる余分な仕事であったりすると，モチベーションの維持が難しい
の意味で，知識提供者のインセンティブの確保は重要である

17)

．そ

．

今後について現在，以下の 2 つをタクシー会社側と検討している．

• 凍結情報提供システムで凍結が深刻なことを知った閲覧者が，画面上から簡単な操作で
タクシーを発注できるようにすること．

そのほか，アンケートで閲覧者から得られているコメントで代表的なものを 2 つ，紹介し
ておく：

• 大/中/小/0 凍結に加えて，気温や交通事故の発生状況を表示すれば有用である．
• 凍結がひどい朝は通勤・通学に通常より多くの時間を要するので，本システムを見る
と，翌朝早めに起きたほうが良いか否か等，起床時間の決定に使え有用である．

5. 結論と今後の展望
本論文では，寒冷地 ITS の取り組みの 1 つとして，プローブパーソンによる集合知を用

• 夜に凍結データが一定条件を超えるほど収集・蓄積された場合は，翌朝に凍結が深刻で

いて路面凍結情報を網羅的に提供する方式を提案した．そして試作システムを構築し，冬

タクシー発注の増加が予想されると判断し，イベント駆動で翌朝非番のタクシードライ

期に実際に稼動実験を行った．4 章の冒頭で述べた事情から，相対評価ではなく絶対評価を

バへ出勤の招集をかける機能を構築すること．実際，凍結が深刻な状況ではタクシード

行った結果，定性的評価では精度について 75.4%，有用性について 72.1%の閲覧者から好

ライバは効率的に歩合収入を得られるので，この機能はプローブパーソンへのメリット

意的な評価を得ることができた．また定量的評価では，厳密精度は 46.0%にとどまったが，

が期待できる．

ε 精度は 92.3%が得られた．提案方式は完全とはいえないが，
「走行環境情報の提供」と「危

いずれも，凍結のプローブと本業のつながりを強化することを目指しており，人的コストの

険警告」を主目的としていることを考慮して実験前に定めた基準によれば，及第レベルにあ

回収へもつながるものである．

るといえる．
凍結状況の多段階表現では，粒度を粗くして見かけ上の精度のみを向上させても，有用性が

1 2006 年 1 月 27 日，インターネット ITS 協議会事務局長・時津直樹氏の助言による．
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減少してしまえば意味がない．及第レベルの達成度が得られていることを考慮すれば，
「大/
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• プローブパーソンからの凍結情報の送信方法として，タクシー無線，ケータイの

中/小/0 凍結」のまま精度のさらなる向上を目指すのが建設的と考えられる．そして合格レ

ホームページという 2 つの方法

ベルを達成後，有用性の向上のため，より難易度が高いと推測される細粒度を目指したい．

1 章で述べた凍結プローブ条件に照らしてみると，提案方式は，

• 凍結情報の 2 次元的な有効サイズ

• 路面状態が大凍結や 0 凍結等，極端な場合ほど検出精度が良く，中間的な状態で精度

• 凍結データの加工・編集アルゴリズム

が劣るという特性がある．しかし，中間的な状態でも ε 精度は 88.4%が最小値であり，

を提案したこと．

単純 2 値精度と均等 2 値精度の各最小値も及第レベル 70%に近い値が得られている．

(4)

( 2 ) の構成要素の 1 つである凍結情報データベースのスキーマを設計したこと．

• 雪を含む天気で相対的に良好な精度が得られ，特定の天気で精度が劣化することはない．

(5)

試作システムを実装し，実際に冬期に計 165 日間の稼動実験を行って，定性・定量的

また，現時点で提案方式は，

に評価したこと．

• プローブの移動速度に制約を加えておらず，
• 轍への対応の可否を含めて，検出可能な路面形状に制約を加えていない．

なお提案方式は，凍結センサを設置したプローブカーによる凍結情報の提供を否定するも
のではない．移動速度・路面形状・路面状態・天候・昼夜を問わず路面凍結を精度良く検出

これら 2 条件に関連して，凍結検出にあたって問題は生じていない．4 章で得られた評価も，

できる路面凍結センサが開発された場合には，それによって提案方式のプローブ部分を代替

これら 2 条件の下でのものである．

することを可能にしている．いわば，それまでの過渡的な方式と位置付けられる．

本論文の新規性を改めて整理すると，以下の 5 点があげられる．

(1)
(2)

(3)

別の視点で，提案方式の利点として，既存の設備を有効活用していることがあげられる1 ．

プローブ情報システムで凍結情報を提供する場合に，凍結のプローブにおいて満たさ

凍結センサ等の特殊なハードウェアや道路側のインフラ等を用いず，タクシー無線やイン

れると望ましい条件を明らかにしたこと．

ターネットを活用している．したがって，凍結が発生する多くの地域で比較的短期間で導入

これまで主としてパーソントリップ情報の取得に用いられてきたプローブパーソン

しやすい．

に，路面凍結のセンサという役割を与え，それらの集合知を用いて路面凍結情報を提

今後の展望としては，以下の 3 点があげられる．

供するという，全体構成を提案したこと

(1)

提案方式の改良

(2)

提案方式の凍結プローブ条件 1，2，5 についての詳細な評価

( 2 ) の詳細として，
• プローブパーソン

これら ( 1 )，( 2 ) についての詳細は，4.3 節の考察で述べたとおりである．

• 凍結状況を表現する基準

(3)

提案方式の歩行者 ITS への応用

• プローブパーソンからの凍結情報の送信

一般に，歩道と車道の路面状態は，必ずしも一致しない．そこで，提案方式を歩道に応用し

• 凍結情報入力システムで入力をするにあたっての，情報の 2 次元的な有効サイズ

た場合の検討を進めることが考えられる．
謝辞 評価実験にご協力いただいた株式会社ヒノヤタクシー大野尚彦社長および同社の皆

の決定

• 凍結情報提供システムによる凍結情報データベースのデータの加工・編集
において満たされると望ましい条件を明らかにしたうえで，それぞれ，

• プローブパーソンを特定のタクシー会社のドライバに割り当てること
• 凍結基準条件群のすべてを満たす 1 つの案として，大/中/小/0 凍結の 4 段階

1 2003 年 9 月 15 日，財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICS センター）常務理事・志賀恒男氏の
助言による．
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