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経路選択における集合知獲得手法の提案

浅川 拓† 濱田 恵輔† 中島 伸介† 北山 大輔†† 角谷 和俊†††

† 京都産業大学 コンピュータ理工学部 〒 603–8555 京都府京都市北区上賀茂本山
†† 工学院大学 情報学部 〒 163–8677 東京都新宿区西新宿 1丁目 24–2

††† 兵庫県立大学 環境人間学部 〒 670–0092 兵庫県姫路市新在家本町 1丁目 1–12
E-mail: †{g1144029,g1044903,nakajima}@cse.kyoto-su.ac.jp, ††kitayama@cc.kogakuin.ac.jp,

†††sumiya@shse.u-hyogo.ac.jp

あらまし 事故,渋滞,災害等の突発的な理由により,一部交通機関がマヒすることで目的地までの移動手段の選択に
迷うことがある.その時の状況に応じて,ベストの選択を行うことは容易ではないが,実際のナビ利用履歴を分析すれ
ば,比較的良好な経路を選択できたケースやそうでないケースを検出することが可能となる. 本研究では,ユーザの最
終目的地までの過程において,ナビシステムにて推薦されたが選択しなかった経路と,実際に選択した経路の特徴的な
差異から,ユーザの経路決定に対する意図を抽出する技術を提案する.特に経路選択としての成功例に着目することで,

経路選択における集合知獲得が可能になると考えている.
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1. は じ め に

近年, 経路探索サービスの発展はめざましいものがある. 自
動車に搭載されるカーナビゲーションシステム（以後,カーナ
ビと略して記述する）は年間 5800 万台を超える出荷 [1] が行
われるほど広く普及しており,目的地を設定すれば,VICSによ
る渋滞情報や高速道路の使用の有無等の条件を加味して,ユー
ザにとって最適な経路を探索することができる. さらに, タブ
レット端末やスマートフォンの発展に伴い,電車の乗り換え案
内や歩行ルート案内等のサービスの利用も高まっている. 例え
ば,NAVITIME（注1）では, 有料サービスではあるが電車やバス,

自動車,飛行機,徒歩等の移動手段を組み合わせたユーザにとっ
て最適な経路を推薦するトータルナビゲーションサービスを
行っている.

カーナビに関する研究としては,特に経路探索手法について
数多く行われており [2], ダイクストラ法 [3] や A *アルゴリズ
ム [4]といった最短経路探索のみならず,わかりやすく説明が容
易な経路を探索するアルゴリズム [5]のような,様々なアルゴリ
ズムを用いた手法が提案されている. また, ユーザの嗜好を反
映した経路推薦に関する研究も多く行われている.

しかしながら,突発的な事故や渋滞,災害等により交通機関が
一部マヒし,推薦された経路でユーザが目的地に到着できない
場合がある（図 1参照）. この場合,ユーザは,代替の経路の選
択肢が増えるほど,経路の選択に迷うことがある. 結果,ユーザ
は自身の経路選択基準（例えば,「費用が安い」等）に基づき
経路を選択するが,その状況下におけるベストな経路を選択す
ることは容易ではない. そのような様々な状況において実際の

（注1）：http://www.navitime.co.jp

ユーザの経路選択データを分析することで,比較的良好な経路
を選択できたケースや,反対に身動きが取れなくなるような経
路を選択してしまったケースを検出することが可能となる. そ
こで,比較的良好な経路を選択できたケースに着目し,これを分
析することで経路選択に関する知識の獲得が可能ではないかと
考えた. このような状況下で良好な選択をできたケースに基づ
き,その経路が選択された理由を抽出して,これを集合知とする
ことで,新規ユーザへの経路推薦に利用することを考える.

以上をふまえ,ナビを利用するユーザから経路選択のノウハ
ウを収集し,他のユーザへの経路推薦に利用可能なデータ（集
合知）を作成することを本研究の目的とする. 高品質,高信頼な
知識（集合知）は,実質的な社会活動の場であるリアル空間に
こそ数多く存在すると考え,実際の人々の経路選択の結果から
集合知の作成を目指す.

実際のユーザの経路選択データを分析する際,ナビシステム
にて推薦されたが選択しなかった経路と,実際に選択した経路
の特徴的な差異からユーザの経路決定に対する意向が含まれる
と考え, その差異を増幅することで, ユーザの経路選択に関す
るノウハウの抽出に取り組む. この時の経路選択意図の推定手
法としては,差異増幅アルゴリズム [6]を適用する. 差異増幅ア
ルゴリズムとは,ユーザが”選択したもの”と”選択しなかったも
の”の特徴的な差異を比較し,これを増幅することで,本来ユー
ザが求めていたものを推定する手法である.

2. 関 連 研 究

歩行者の嗜好に合わせた経路を提示するために,松田ら [7]は
100～200 人規模のアンケート調査を 2 回行い, 結果の分析を
行った. この研究は,アンケート調査を個人単位で行うことで嗜
好を表現することが可能となっている. 具体的には,歩行者は距



図 1 提案手法の概要

離以外に経路上の階段の有無などの快適性や,ガードレールや
横断歩道有無などの安全性を重視し,年齢や性別に応じて重視
する条件が異なるという知見を得ている. しかし, これらの条
件内の各要因はアンケート内容に制限されるが,差異増幅アル
ゴリズムでは制限される要因はなく,様々な条件下での経路選
択履歴からユーザの意向を反映できるものである. また, 災害
や事故等の突発的な事象により,推薦された経路が歩行できな
いといった場合には適用が難しい.

狩野ら [8]は,動的にコストを変動させるアルゴリズムを用い
て,数分毎に道路のコストデータを更新し,渋滞回避を可能にす
る手法の研究を行っている. しかし, このシミュレータでは渋
滞や事故,工事等の情報のみ考慮しているため,運転者が経路を
変更した場合,その理由は渋滞や事故,工事等に限られる. また,

明示された交通情報のみ適応可能であるため,突発的な渋滞や
事故に対応出来ない.

根笹ら [9] は, 運転者の提示する条件に合わせて経路推薦を
行うアルゴリズムの研究を行っている. しかしながら運転者が
提示する条件は,立寄地や道路の種類・大きさなどに限られて
いる.

3. ナビ利用を伴う群集移動の分析に基づいた経
路選択における集合知獲得手法

本節では,ナビ利用を伴う群集移動の分析に基づいた経路選
択における集合知獲得手法について説明を行う. 経路選択デー
タからユーザの意向を抽出するには,大きく分けて２つの方法
が必要となる. １つ目はユーザの経路選択データの収集方法, ２
つ目はユーザの経路選択データを分析し,経路選択の意向を抽
出する方法,である. そこで,3. 1節で”ユーザの経路選択データ
の収集方法”,3. 2節で”ユーザの経路選択に基づく集合知獲得方
法”について説明を行う.

3. 1 ユーザの経路選択データの収集方法
本節では,ユーザの経路選択の結果を収集する方法を説明す

る. 以下,図 1に示した状況で手法を説明する.

ユーザはナビに従って出発地から中央の経路を通って目的に

向かっていたものとする. ここで, ナビの示す中央の経路が事
故・災害等により通行不能になったケースを想定する.この時,

ユーザが代替経路として選択出来るのはバスに乗るルートと電
車に乗るルートがあり,ユーザ自身の判断により最も早く目的
地へ到着できるであろう経路を選択する.

この時の経路選択における正解（最短で到着できる経路）は,

平常時の予想到達経路を比較しても意味がない.例えば,元の推
薦経路が不通になった原因が他の経路にも影響がでるケースや,

直接的には影響がなくても他の経路からユーザが流入してくる
ことによる渋滞などにより間接的な影響がでるケースが考えら
れる.この時のユーザの判断基準を収集・分析するためには,こ
のような状況を表現することが可能なコンテキストデータの収
集が必要である.

そこで収集するデータ項目としては,以下のような項目を検
討している.

・出発地情報（緯度・経度）
・目的地情報（緯度・経度）
・出発日時
・不通状態発生日時
・不通原因種別（地震,停電,自然渋滞,交通事故,・・・）
・不通状態発生後のその他選択可能経路
・その他選択経路への影響の有無
・ユーザが選択した経路
・目的地到達日時
上記のようなデータを収集することで,ユーザの判断基準の

分析が可能になると考えている.

実際のデータ収集方法としては,自動車移動の場合はカーナ
ビゲーションの利用履歴,その他ユーザ移動の場合は歩行者ナ
ビの利用履歴の利用を想定している. しかしながら,これらデー
タは公開されていないため,最終的にはナビゲーションサービ
スを行っている企業との連携を模索しなければならないと考え
ている.したがって,まずは提案手法の有効性を示す必要がある
ため,当面はユーザアンケート等に基づいた人工的なナビ利用
履歴データを作成し,提案手法の有効性および妥当性の評価を



行いたいと考えている.

3. 2 ユーザの経路選択に基づく集合知獲得方法
3. 2. 1 経路選択意図分析方法の概要
同一もしくは同様の状況（コンテキスト）にて,経路選択を

行ったユーザ群から収集した経路選択データを対象に,差異増
幅アルゴリズム等を用いることで,各ユーザの経路選択意図を
分析し,これを統計的に分析することで,経路選択に関する集合
知の獲得を目指す.

事故・災害等の非常時において,“このような選択をすれば常
に最適ルートを選択できる”という普遍的な解は存在せず,そ
の時その時のシチュエーションによって, 最適ルートは変化す
るものである.したがって,ある時偶然に最適な経路選択ができ
たとしてもそのユーザの判断基準が常に優れている訳ではない.

つまり,その時その時の非常時において群集はどのような判断
をし,最終的にどのような経路選択を行っているのか,群集の経
路選択パターンの中でどのような経路選択方法が比較的に良好
な経路選択が行えているのか,ということを分析することで,経
路選択に関する集合知の獲得が可能になると考えている.この
様にして,経路選択に関する集合知を獲得できれば,経験値の少
ないユーザに対しても,多くの人々に受け入れやすい比較的良
好な経路選択を推薦できると信じている.

3. 2. 2 差異増幅に基づく経路選択に関する集合知の獲得
ユーザの経路選択の理由を分析する方法として,差異増幅ア

ルゴリズムを用いるが,差異増幅アルゴリズムとは,ユーザが
“選択したもの”と“選択しなかったもの”
の特徴的な差異を比較し,これを増幅することで,本来ユーザが
求めていたものを推定しようとする手法である.

ユーザの嗜好の表れである“選択したもの”のみを分析する
方法との違いについて述べる.“選択したもの”は総合的には
ポジティブに判断されたということがいえるが,“選択したも
の”が有する全ての要素がポジティブということではない. た
だし“選択したもの”が有する要素のうち, 何がポジティブで
何がポジティブでないかを“選択したもの”のみで判断するこ
とは不可能である.

そこで,“選択したもの”と“選択しなかったもの”の差異に
注目している.“選択したもの”と“選択しなかったもの”を比
較すると,それぞれが持つ要素は,

・“選択したもの”のみに現れる要素
・“選択しなかったもの”のみに現れる要素
・両者に共通して現れる要素
のそれぞれに分類することができる. つまり,“選択したも

の”のみに現れる要素には,そのユーザがポジティブな印象を
持った可能性があり,“選択しなかったもの”のみに現れる要素
には,ネガティブな印象を持った可能性がある. これにより,単
に“選択したもの”のみに注目するよりも,より詳細にユーザ
の判断基準の分析を行えるようになる.

そこで,この差異増幅アルゴリズムを経路選択に適用し,

“ユーザが代替経路として選択したルート”と
“ユーザが代替経路として選択しなかったルート”
の特徴の差異に注目し,これを増幅処理することで,ユーザの経

図 2 収集した経路選択データの分析

路選択時の判断基準を分析する（図 2参照）.

抽出された経路探索時の判断基準のうち,結果的に良好な判
断（比較的短時間で目的に到着）であり,同一条件（もしくは
同様の条件）にて多数のユーザに支持された場合には,この状
況（コンテキスト）における適切な判断（経路探索における集
合知）として採用する.この時の状況（コンテキスト）の表現
においては,固有の地名（例えば,京都駅や新宿駅など）として
表現するだけでなく,その地域における役割など等を表す抽象
度を上げた表現（新幹線の乗り入れがある JRの駅,JRや私鉄
等の乗り換え駅,バスターミナル隣接など）として,状況（コン
テキスト）を表現することを試みる.これにより,同一地域のみ
の集合知としてではなく,他の地域やその他の状況への適用も
可能になると考えている.

3. 2. 3 経路選択に関する集合知に基づく経路推薦方式
経路選択に関する集合知に基づく最も手堅い経路推薦方法と

しては,同一エリアにおける同様の事故・災害等が発生した場合
において,適切な経路を選択できないユーザに対して,これまで
に得られた集合知に基づいて経路を推薦する方法である.前節
でも説明したが,経路選択における集合知について,その時の状
況を抽象度を上げて表現し,これを特徴ベクトル化することが
できれば,同一エリアや同一の事故・災害等のトラブルに限ら
ずに,類似した状況における過去の集合知の利用が可能になる.

ただし,これを実現するためには,出発地,目的地の特徴の抽象
化,選択可能なルートの抽象化および特徴ベクトル化,事故・災
害等のトラブルの種別や影響の大きさに関する特徴ベクトル化
などについて検討する必要がある.今後は,経路選択を行う際の
状況データ（コンテキスト）の抽象化や特徴ベクトル表現につ
いて取り組むと共に,評価実験が可能なプロトタイプシステム
の構築に取り組む予定である.

4. 簡 易 実 験

提案手法の意義を確認する為に簡単な実験を行った. 内容
は,20 代学生 10 名を対象にアンケートを取り通行中の経路が
不通となった際に選択する代替経路と,その理由を記入しても
らった.アンケート内容は以下の通りである.

『京都駅から京都産業大学に向かおうとしている所で,地下鉄
烏丸線の烏丸御池駅で事故が発生し,四条以北が不通になりま
した.このとき代替ルートとしてどのルートを通るか,提示した
５つの中から１つ選択してください.また,そのルートを選択し
た理由を１つ選択してください.』
選択経路としては,以下の５つのルート (図３参照)を提示し被



図 3 選択経路の図

験者に選択した経路を記入してもらった.

À京都駅→烏丸四条→市バス上賀茂神社前→産大前 乗り換え 2

回 430円 63分
Á京都駅→産大前 乗り換え 1回 220円 105分
Â京都駅→京阪七条→京阪出町柳→産大前 乗り換え 1回 徒歩
15分 580円 63分
Ã京都駅→京阪七条→京阪出町柳→叡山二軒茶屋→産大前 乗り
換え 2回 徒歩 15分 580円 46分
Ä京都駅→北大路→産大前 乗り換え 1回 440円 60分

アンケートの結果は経路Áが 6人,経路Äが 4人となった.経
路Ãについては,所要時間が 46分と最も早く目的地に到達する
経路であるにも関わらず,選択されなかった.また経路Äは大き
な特徴が見られないが 4人に選択されている.この結果から単
純な数値の比較だけでは判断できないノウハウが存在する事が
分かる. 以上の事から “突発的な事故の発生により普段通って
いる経路が通行できない場合の代替経路”に関するユーザの選
択にはある程度の偏りが確認できる.よって,ある地域について
熟知しているユーザグループの中には何らかの集合知が存在し,

このような集合知を適切に集約することで,非常時における適
切なナビゲーションの実現を目指す.

5. お わ り に

本研究では,ナビ利用を伴う群集移動の分析に基づいた経路
選択における集合知獲得手法の提案を行った.なお,経路選択に
関する集合知の獲得には,差異増幅アルゴリズムの適用を検討
している.本提案手法に基づいた経路推薦システムが開発でき
れば,事故・災害等の非常時において,過去の経験から得られた
集合知に基づく経路推薦が可能になると考えている.

今後は,経路選択を行う際の状況データ（コンテキスト）の
抽象化や特徴ベクトル表現について取り組むと共に,評価実験
が可能なプロトタイプシステムの構築に取り組む予定である.
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