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浮田 弥† 山本 大介† 高橋 直久†

† 名古屋工業大学大学院工学研究科情報工学専攻 〒 466–8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町
E-mail: †ukita@moss.elcom.nitech.ac.jp, ††{yamamoto.daisuke,naohisa}@nitech.ac.jp

あらまし 本研究では，経路案内を音声のみで行う場合に歩行者にとってわかりやすい案内手法を提案するために，

Android 端末用の音声案内アプリの開発を行った.既存の音声経路案内システムではユーザを経路通りに進ませるよ

う音声案内を行うが，その手法はGPS の誤差に影響されやすく，またユーザ自身の直感に合っていない道を進ませる

場合がある. この問題を解決するため，本稿では，以下の機能を有する音声経路案内システムを提案する. (1)ランド

マークグラフ付近の交差点をノードとし，交差点を結ぶ道路をリンクとするランドマークグラフを生成する機能，こ

れによって，ランドマークを結び付けて道案内することが容易になる. (2)ユーザが指定した案内粒度に従って，経路

途中のチェックポイントを設定し，各チェックポイント (中間点と呼ぶ)をランドマークグラフのノードの中から選択

する機能. (3)GPS と道路データからユーザの向かう経路を予測し，遠回りや行き止まりを検知する機能. (4)GPS と

中間点の座標からユーザの歩いている方向や中間点までの距離を推定し，進むべき方向と距離などの情報を音声で伝

える機能. この実現のため，手軽に会話が作れる音声インタラクションシステム構築ツールキット”MMDAgent”の音

声を利用した.さらに，作成したプロトタイプシステムに対する評価を行い，提案手法の有用性を評価した.
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1. は じ め に

近年，モバイル端末における道案内システムが普及している

GoogleMaps の音声案内 [2]や Android の標準マップ [3]など

の既存のスマートフォン向けの地図アプリにおける音声案内シ

ステムでは，細かく決められた経路に沿って右左折を音声で伝

える形 (Turn-by-turn 方式)で案内を行うため，ユーザは自由

に道を選択することができない [4].また,経路辺が短く入り組

んだ道では GPSの誤差の影響を受けやすくなり，かえって案

内が分かり辛くなる場合がある.一方で「目的地への方向と距離

のみを案内する (Radar 方式)」という，前述のような煩わしさ

を解消した道案内アプリ [5]も存在する.しかし，示された方向

に道が無い場合がある，目的地と距離が近いときには GPSの

誤差の影響を受けてしまうなどの問題がある.本研究では，こ

の 2種のシステムの利点を活かした案内手法を提案する.

ここで既存の音声経路案内システムの問題点をまとめると次

のようになる.

問題点１ Turn-by-turn 方式の経路案内システムでは，経路

　　　探索結果に従って交差点毎に曲がるべき箇所を逐次ユー

　　　ザに掲示していく方式が一般的である.しかし，システ

　　　ムの提示する経路は往々にしてユーザの直感に合った経

　　　路と一致しない場合がある.

問題点 2 Turn-by-turn 方式の経路案内システムでは，GPS

　　　の精度に大きく依存しており，特に都心部などの道路密

　　　集地域においては GPS の誤差により曲がるべき道を間

　　　違えてしまうことがある.

問題点３目的地への方向と距離のみを案内する Radar 方式

　　　のシステムでは，上記の問題の一部を解決可能であるが，

　　　示された方向に道があるとは限らない場合がある.

問題点 4 Radar 方式の案内システムでは，目的地が近い場

　　　合，GPS の誤差によりユーザに誤った距離や方向を案

　　　内してしまうことがある.

　

本研究ではランドマークグラフを用いて作成された案内経路

上に「中間点」という小目的地を複数配置することでこれらの

問題点の解決を試みた. ランドマークグラフは道路データとラ

ンドマークデータから生成される. ランドマークグラフのノー

ドは道路データ上のノードの一部から成り，ランドマークが近

くに存在するノード (交差点)のみで構成される. 「中間点」と

は案内経路上の頂点の一部のことであり，1つの案内経路上に

は複数の中間点を持ちうる.システムはこれらの中間点までの

案内を繰り返すことでユーザを目的地に案内する.また，「案内

粒度」とは案内の細かさのことで目的地までの中間点の数が多

いほど案内粒度が細かく，案内が丁寧といえる (図 1).また，案

内粒度を粗くした場合ユーザが逆進する可能性もあるので逆進

検知機能を加える.

図 1 中間点と案内粒度



2. 提案システムの概要

課題を満たすシステムは，以下の機能が必要となる.

機能 1 スマートフォン端末上で，音声と地図による案内を行

　　う.システムの基本的なユーザインターフェースについて

　　は既存システムに倣い，地図や現在位置，経路表示などの

　　最低限度の GUI を備えつつ，それらを見なくとも音声の

　　みで案内が可能なものとする.

機能 2 ランドマークが近くに存在する交差点のみをグラフの

　　ノードとするランドマークグラフを構築し，ランドマーク

　　グラフから作成された経路上に中間点を複数配置すること

　　により，案内粒度を変更可能な経路を生成する.

機能 3 ユーザの進むべき方向と距離などの情報を音声で伝え

　　る.先に紹介した Radar 方式の「目的地の方向と距離のみ

　　を案内する」という方法を一部採用，機能 2で得られた中

　　間点への方向と距離のみによる案内を行う.

機能 4 現在地から中間点までの最短経路を定期的に取得し，

　　ユーザが行き止まりや大きく遠回りしてしまうような方向

　　へ進んだ場合，そのことをユーザに伝える.

機能 2によって，経路上に「中間点」をアルゴリズムを用いて

複数生成し，中間点の数を変更することで案内粒度を調節する.

次章でアルゴリズムについて詳しく述べる.中間点を用いて案

内粒度を粗くすることによりユーザは経路通りに進む必要が無

くなり GPS の誤差の影響も小さくなるため問題点 1，2 の解

決になると考えられる.また，案内粒度を粗くしても既存経路

上に中間点を配置しているため問題点 3の「示された方向に道

がない」という問題は発生しづらくなると考えられる. さらに，

ユーザが「距離と方向」に加えランドマークの情報から中間点

の位置を認識することにより，GPS の誤差により誤った距離

と方向を案内された場合にも対応できるため問題点 4の解決に

なると考えられる.

提案システムの構成図を図 2に示す. 提案システムでは，ま

ず地図上からユーザは目的地を指定する. GPS から得た現在

地の座標，指定された目的地の座標からランドマークグラフを

作成し，現在地から目的地までの経路を作成し表示する. それ

に対し，ユーザは案内粒度を指定する.中間点生成アルゴリズ

ムを用いて経路の再構築を行い新たな経路を表示する. そして，

システムはユーザに中間点の方向と距離，近くに存在するラン

ドマーク名を定期的に音声で伝える.実際には「(第 n中間点 or

目的地)は (右や左)に xmです.近く (ランドマーク名)があり

ます.」というような案内文を音声で伝え，複数の中間点を順に

辿っていき目的地までの案内を行う.

3. 提案システムの実現法

本章では提案システムの実現法について述べる.

3. 1 地図描画,目的地設定機能の実現方法

描画する地図は，既存のシステムを利用する.Android 端末

で扱えるものは GoogleMaps[6] や OpenStreetMap[7] などが

代表として挙げられるが，今回のプロトタイプシステムでは，

図 2 システムの構成図

簡単に表示が可能な GoogleMaps を採用している. 今回のシス

テムでは経路情報の取得のため目的地と出発点の座標の取得が

必要となる. ユーザは目的地に設定したい地点を画面の中央に

表示させ，ボタンを押すとその地点が目的地として設定される.

このとき指定された地点の座標を取得し保存する.出発点の座

標は案内経路を取得する際の GPS の座標を用いる.

3. 2 ランドマークグラフの作成と経路生成機能の実現方法

ランドマークグラフの作成については，本研究室内に設置し

た OpenStreetMap の道路データベースとランドマークデータ

ベースを利用し，以下の手順で行う.� �
1 　 Android 端末から送られた出発点，目的地を含む範

　　囲の道路データとランドマークデータを取得する

2 　 範囲内のすべてのランドマークに対して，最も距離

　　の近いノードを 1つ道路データベースから求める.出

　　発地点と目的地，求めたノードがランドマークグラフ

　　のノードとなる.

3 　 ランドマークグラフのリンクを作成する.ランド

　　マークグラフ上の任意の 2つのノードについて道路

　　データベースを利用してダイクストラ法で最短経路を

　　求め，最短経路の距離をリンクの重みとする. この際，

　　最短経路上に任意の 2ノード以外のランドマークグラ

　　フ上のノードが含まれていた場合，リンクは作成しな

　　い.また，出発点と目的地を結ぶリンクについてもリ

　　ンクを作成しない.� �
経路作成については，作成したランドマークグラフに対して

ダイクストラ法で出発点から目的地までの経路を求める. ダイ

クストラ法を行う際，ランドマークグラフのエッジの重みを階

乗した値として行う. これは同じような道のりの経路に対して，

ランドマークを多く通る経路が選ばれるようにするためである

(図 3).

3. 3 案内経路生成機能の実現方法

提案手法の経路は，先の章で述べた通り，ランドマークグラ

フを用いて求められた案内経路を再構築する形で行う. 前節で

得られた案内経路上に中間点を複数配置し，経路案内をすべて

中間点に向けて行うという手法をとった.中間点は，出発点を



道路データ

���������

����

���

������	�


��	
��

�	

経路⽣成

図 3 ランドマークグラフの作成と経路生成

第 0中間点とし，以降は経路の線分の各頂点から選択し，目的

地を最終中間点とする. また，中間点の生成はあるコストを用

いたアルゴリズムで行う.

中間点の配置方法は，ノード間の最短経路の距離をノード間

の直線距離で割った値をコストとして用いたアルゴリズムに

従って行う.この値はノード間の線分と実際にノード間を通る

経路がどの程度離れているかを簡易的に求めることができる.

本システムでは基本的に「方向と距離のみ」で音声による案内

を目的としているのでこの値は 1を最小として大きいほど，案

内の際に示された方向に道がない可能性が高くなるためユーザ

に不安感を与えてしまう経路だと言える.アルゴリズムでは不

安感を与えてしまうような経路ができないように中間点を配置

していく.

出発点を p0,目的地までの頂点を p1,p2,…pn とする. また初

期値が Integer.MAX_VALUE である変数 x と変数 y を用意し，

以下の手順を繰り返して指定された頂点の数になるまで頂点を

1ずつ減らしていき，残ったものを中間点とする.� �
ルール 1 頂点 pk(1<=k<=n-1)に対して costk の値を

pk−1 pk+1 間の道のり/pk−1 pk+1 の直線距離

としてそれぞれ以下の処理を行う.

（ a） costk < xのとき

i. x = costk

ii. y = k　にする

ルール 2 ルール 1の処理が終わると yには一番コストの

小さい頂点の番号が入っているので pyを除いた

頂点で経路を生成し,x = Integer.MAX_VALUE

y = 0にする� �
3. 4 案内経路情報取得機能の実現方法

アルゴリズムに従って生成された案内経路の情報は XML形

式で Android端末へと送られる.送られる情報は，出発点から

目的地までの中間点の座標，ランドマーク名，ランドマークの

座標である.

こうして得られたXMLから情報を取り出すため，その解析イ

ンターフェースである DOM を利用した.XML の内容は入れ子

構造のタグで構成されているが，図 4のようにDOMはそれを木

構造として扱うことが出来る.具体的にはXML では各経路辺の

情報は複数ある<step>以下に 1つずつ配置されており，その子孫

ノードに経路辺の始点と終点の経度，緯度，ランドマーク名，ラ

ンドマークの経度，緯度 (<start_location>,<end_location>

下の<lat>,<lng>,<landmarkname>,<landmarklat>,

<landmarklng>)が格納されているのでそれを取り出す.

図 4 XML の構造

3. 5 逆進・行き止まり判定機能の実現方法

逆進の検知について，GPS で取得したユーザの位置と本研究

室内に設置された道路データベースを利用する. まず，Android

端末から GPS で取得したユーザーの現在地と数秒前の緯度経

度座標をパラメーターとしてサーバーに送る. サーバーではま

ず現在地の座標から現在地周辺の道路データベースを取得する.

現在地と取得した範囲内のすべての道路リンクとの直線距離を

求め，最も距離が短いものをユーザが現在いるリンクとする.

次にそのリンクをユーザの現在地で切断し，切断した位置に新

たにノードを 2つ配置する. 数秒前のユーザの位置と現在地か

らユーザの進んでいる方向を判定し，ユーザが進んでいる方向

のノードを A，ユーザが進んでいるのとは反対のノードを Bと

する. 数秒前のユーザの位置と現在地から求めたユーザがこれ

から向かうと推定されるノード A から中間点までの最短経路

の距離 x と引き返した場合に向かうと推定されるノード B か

ら中間点までの最短経路の距離 yをそれぞれ求める. x-yがあ

る値より大きくなる場合,遠回りしていると判定する (図 5).

行き止まりの検知についても，まず現在地の座標からユーザ

が現在いるリンクを求め，数秒前のユーザの位置と現在地から

ユーザの向かっているノードを推定する. 次にユーザの向かっ

ていると考えられるノードとつながっているリンクの数を数え，

リンクの数が 1つであった場合は行き止まりと判定する.



図 5 逆 進 判 定

3. 6 中間点や目的地への音声案内と到達判定の実現方法

現在位置の取得については，端末の GPS機能を利用した.今

回は右や左などのユーザ視点での方向案内が必要であるため，

ユーザの歩行軌跡からユーザの向いている方向を推定し，中間

点や目的地への方向判定を行う. 図 6のようにユーザが歩いて

いる状況で現在位置，数秒前の位置，中間点 (目的地) の 3 点

が成す角度からユーザから見た中間点 (目的地) の方向を判定

可能である [9].

今回作成したプロトライプシステムでは,図 7のように 8つ

の方向を示す.

図 6 方向判定の概要

図 7 方向に対する案内

音声案内については MMDAgent を利用する. そのために，

今回のシステムはMMDAgent からプラグインとして呼び出す

方式をとっている. ユーザが端末のアプリである MMDAgent

を起動後，提案システムを呼び出すことで提案システムの出力

としてだけでなく，ユーザの入力インターフェースとしても音

声が利用できるようになる. 自動案内については MMDAgent

へ案内文をクエリとして渡すことで，音声案内を定期的に呼び

出す方式をとった.案内文の内容は「(第 n中間点 or目的地)は，

(右や左) に (距離)m です. 近くに (ランドマーク名) がありま

す.」とした.

中間点や目的地への到達判定は，以下の手順で判定している.� �
手順 1 現在地と巡回済みでない中間点との距離をすべて

求める

手順 2 近傍に中間点があれば，それ以前の中間点を巡回

済みとする

手順 3 その次の中間点を目標とし，それより後の中間点

を未巡回とする

手順 4 複数の中間点が近傍にある場合は，一番目的地に

近い中間点が選択される� �
これにより，ユーザが途中の中間点を飛ばして次の中間点に

到着してしまった場合も，以前の中間点に引き返す案内をする

ことを防いでいる. また，現在置と中間点または目的地の距離

が 15m以内になったら到着したと判定する.

方向案内については，プロトタイプシステムでは TimerTask

関数を利用し，以下の機能を 20秒間隔で呼び出している.� �
1 ユーザが進むべき方向の判定

2 中間点や目的地への距離と到達判定

3 逆進または行き止まりの判定

4 上記を伝える音声案内� �
なお，このタイマーはアプリを終了させるか，目的地に到達す

ると停止する.

4. プロトタイプシステム

4. 1 プロトタイプシステムの開発

プロトタイプシステムの開発は，Windows 10 のもとで

Eclipse を用いて Java によって行った. 完成したシステムは

Nexus 5端末に送り，アプリとして起動させている.

4. 2 プロトタイプシステムの構成

今回作成したプロトタイプシステムの構成図は先に示した

図と同じになっている. 入力としては目的地の設定と案内粒

度の指定が必要である.出力としては，GoogleMaps の地図を

中心とする GUI，その上での経路表示，経路案内システムが

MMDAgent を通じてユーザに行う音声案内となる.

4. 3 目的地の設定

ユーザは目的地として設定したい場所を画面の中心に表示さ

せる.そこで目的地のボタンを押すとその地点が目的地として

設定される.その際，設定された地点の緯度，経度座標を変数

に格納しておく.



4. 4 経路情報の取得

目的地などが設定された後，経路経路検索ボタンを押すと変

数に格納していた目的地の座標と GPS を用いて取得した現在

地の座標の情報をサーバーに送る.サーバーでは送られた情報

からランドマークグラフを作成し，案内粒度が最も細かい経路

を作成し Android　端末に XML　形式で送る.サーバーから

送られた XML から頂点の経度，緯度座標の情報を取り出し，

端末画面上に得られた経路を表示する.ユーザは案内粒度 (中間

点の数)を指定し，経路生成ボタンを押す.すると，出発地点，

目的地の座標，案内粒度の情報がサーバーの送られる.サーバー

では送られた情報から最終的に案内で使用する経路を作成し，

経路の情報を Android 端末に XML 形式で送る.端末では先ほ

どと同じように XML から情報を取り出し案内経路と目的地ま

での案内文を端末画面上に表示する (図 8，9).目的地までの案

内文はボタンになっており，このボタンを押すと音声案内が開

始される.

図 8 経路情報取得前 (左), 経路取得 (中央), 案内経路表示 (右)

図 9 同じ経路で案内粒度を変えた場合

4. 5 音 声 案 内

音声案内が開始されると約 7秒おきに現在位置の座標を取得

する.案内文は約 21秒おきにMMDAgent を通じてユーザに伝

えられる.7秒前の位置と現在位置，中間点または目的地の座標

から方向判定機能によりユーザ視点からの中間点または目的地

の方向を求める.このとき，現在位置から中間点または目的地

への直線距離を計算する.これらと XML から取得し格納して

おいたランドマークの情報を使って案内文を作成する.実際に

は「(第 n中間点 or目的地)は (右や左)に，(距離)mです.近

くに (ランドマーク名)があります.」というような案内文が作

成される.このとき，逆進・行き止まりの判定を行い，逆進ま

たは行き止まりの判定であった場合，警告文を作成する.

また，中間点の 30m 以内に近づいた場合は 7 秒前の位置，

現在位置，次の中間点の座標から方向を計算し「(第 n中間点)

は (右や左)に，(距離)mです.近くに (ランドマーク名があり

ます).その後は (右や左)です.」というような案内文を作成し，

第 n中間に到着した後にユーザが向かう第 n+1中間点の方向

をユーザに伝える.そして，第 n中間点に 15m以内に近づいた

場合は「第 n中間点に到着しました.次は (第 n+1中間点の方

向)です.」というような案内文を作成する.これらの案内によっ

て中間点に到着した際，ユーザが立ち止まらずに次の中間点に

向かうことが出来るようになっている.目的地の 15m以内に近

づいた場合は，「目的地周辺です.お疲れ様でした.」とユーザに

伝え案内を終了する.

4. 6 音声対話機能の拡張

今回のプロトタイプシステムでは実装していないがMMDA-

gent を利用した音声対話を利用した機能の拡張について述べ

る. まず，今回のプロトタイプシステムでは定期的に案内文を

発話しているが，直線をただ真っすぐ進んでいるだけの場合な

ど案内の方向が変わらないときは定期的に案内文を発話する必

要はないと感じるユーザもいる. これに対し，ユーザが「どっ

ち」や「教えて」などとシステムに問いかけた時に発話するこ

とによりユーザが案内文を聞きたいタイミングで案内文を発話

することができる.

次にランドマークと音声対話を利用した機能の拡張について

述べる. 本システムでは案内の際に中間点の近くにあるランド

マークの名前を使用している. しかし，「セブンイレブン」など

のように近距離で複数店舗存在するようなランドマークの場合,

ユーザがランドマークを間違えてしまうことが考えられる. こ

れに対し，GPS とランドマークデータを利用した案内が考えら

れる. ユーザがあるランドマークの近くに到達した場合に「着

いた」などと発話すると GPS の情報からシステムが案内して

いるランドマークとの距離を計算し，正しいランドマークの近

くにユーザがいればそのまま案内を続ける.しかし，ユーザが

同一名の異なるランドマークのことを示していれば，異なる店

舗であることを伝え，案内を続ける. さらに異なる店舗にユー

ザがいた場合に，正しいランドマークの方向に進んだ場合遠回

りや行き止まりに向かうとき，正しいランドマークの方向を発

話するのではなく一度遠回りなどを回避する方向へ案内を行っ

た後正しいランドマークの方へ案内することが可能であると考

えられる.

5. 提案システムの評価

今回の実験の目的はランドマークグラフにより設定した中間

点を用いたシステムと先行研究 [11]のシステムにより設定した

中間点を用いたシステムを比較することで，ランドマークの有

無や設定される中間点により，案内の際にユーザに与える不安

や目的地への辿りつきやすさなどの違いを調査することにある.

実験方法については，出発地点，目的地，案内粒度 (中間点

の数)は同じで中間点の生成方法が異なる２つの経路を被験者

に歩いてもらった. 1つ目の経路は「A.ランドマークグラフを

用いて生成した経路」，もう一方の経路は「B.先行研究の手法



で生成した経路」である. 案内の際，Aの経路では「中間点の

方向と距離と近くのランドマーク名」を Bの経路では「中間点

の距離と方向のみ」を案内する. それぞれの経路につき各 5名，

計 10名すべてに同じ出発点，目的地の経路を進んでもらった.

具体的な実験の手順は，以下の通りである.� �
（ 1） 被験者に全体的な地図と目的地，案内経路を見せる

（ 2） Android 端末を持たせ，出発点から端末の音声のみ

に従って歩いてもらう.

（ 3） 音声案内は約 20秒間隔で，案内文が伝えられる.

（ 4） 目的地に着いた時点で実験を終了する.� �
実験終了後は以下に示す 11項目の質問に回答してもらった.

項目 1から 8は 5段階評価で，「最も当てはまる」を 5としてお

り，項目 9から 11は自由記述となっている.

項目 1 案内がわかりやすいと感じたか (5段階)

項目 2 自分の直感にあった道を進めていると感じたか (5段階)

項目 3 案内文の長さや内容は適切だったか (情報は十分だっ

たか)(5段階)

項目 4 迷わず進めていると感じたか (5段階)

項目 5 システムが自分の位置を正確に把握していると感じた

か (5段階)

項目 6 中間点の位置は分かりやすかったですか (5段階)

項目 7 システムを使っての満足度 (5段階)

項目 8 案内時に不安を感じたか (5段階)

項目 9 項目 8で具体的に不安を感じた点はどこか (自由記述)

項目 10 今まで使用した類似システムと比べてどう感じたか (自

由記述)

項目 11 その他システムに対する意見 (自由記述)

5. 1 結果と考察

今回の実験で得られたデータを表 1に示す. それぞれの項目

について，自由記述の意見も交え考察する.

項目 1:案内がわかりやすいと感じたか

中間点の近くのランドマーク名も案内したため A の方が高い

値になったと考えられる.

項目 2:直感にあった道を進めていると感じたか

B の経路は中間点間を一本の道を結んでいるだけのところも

あったため Aの経路よりは直感通り自由に進めていると被験者

は感じなかったのではないかと考えられる.

項目 3:案内文の長さや内容は適切だったか (情報は十分だっ

た)

A(4.4)，B(4.2)どちらも高い値となった.方向と距離に加えて

ランドマーク名を案内文に加えてもユーザは案内文が冗長であ

ると感じないと考えられる.

項目 4:迷わず進めていると感じたか

A(3.6)よりも B(2.0)の方が低い値となった.Bの経路で 1つ目

の中間点と通り過ぎた後にある交差点の距離が近く，被験者が

通り過ぎた後の交差点を中間点と認識してしまい.次の中間点へ

の案内が目的地から少し遠ざかる方向への案内だったため迷っ

ていると感じたと考えられる.

項目 5:システムが位置を正確に把握している

A(3.6)よりも B(2.8)の方が低い値となった. どちらの経路で

も GPSの誤差は発生していたが，GPS の誤差が発生してもラ

ンドマークが見えていた場合，案内文の方向をあまり気にする

ことなく中間点に向かうためこのような結果になったと考えら

れる.

項目 6:中間点の位置がわかりやすい

A(3.4)よりも B(2.4)の方が低い値になった. Bの経路を歩い

た被験者の「中間点だと思った交差点がシステム上の中間点で

はなかった」という意見があった. ランドマーク名を案内文に

追加することによりユーザは中間点の位置を認識しやすくなる

と考えられる.

項目 7:システムを使っての満足度

A(4.2)よりも B(3.6)の方が低い値になった. こちらもランド

マークにより中間点の位置が分かりやすいとユーザが感じたた

めであると考えられる.

項目 8:案内時に不安を感じたか

A(2.6)よりも B(3.2)の方が高い値になった. A，Bどちらの経

路でも GPSの誤差により間違った中間点の方向を案内する場

面があったが，Aの案内では「ランドマーク名を言ってくれる

ので逐一安心できた」という意見があった. ランドマークの情

報から被験者自身で修正して中間点に向かうことができるため

不安を感じる場面が Bよりも少なくなったと考えられる.

項目 6「中間点の位置はわかりやすかったか」A(3.4)，B(2.4)

や項目 8「案内時に不安を感じたか」A(2.6)，B(3.2)の結果か

らランドマークの情報を案内文に追加することで中間点の位置

が分かりやすくなり先行研究システムでは近づくまで中間点の

位置がわからなかったが提案手法では遠くからでも中間点の位

置がわかるため案内時にユーザが感じる不安感も少なくなると

考えられる. また，GPS の誤差が発生してもランドマークの

情報からユーザ自身で中間点の方向を修正できると考えられる.

しかし，ランドマークがユーザから見えない位置や目立たない

ものだった場合，中間点の位置を遠くから認識することもでき

ず GPS の誤差にも対応することはできない.



表 1 実 験 結 果

実験経路 A. 提案手法 B. 先行研究

評価項目 評価 (5 段階)

案内が分かりやすい 3.6 3.0

直感にあった道を進めた 4.0 3.2

案内文は適切だった 4.4 4.2

迷わず進めていると感じた 3.6 2.0

システムが位置を正確に把握している 3.6 2.8

中間点の位置がわかりやすい 3.4 2.4

システムを使っての満足度 4.2 3.6

案内時に不安を感じた 2.6 3.2

6. ま と め

本研究では，経路案内を音声のみで行う場合に歩行者にとっ

て分かりやすい案内手法を提案するために，Android 端末用の

音声経路案内アプリの開発を行った. 既存システムの案内手法

(Turn-by-turn 方式)の課題であると考えられる，「システムの

経路選択がユーザの直感的な経路選択に沿わない可能性があり，

入り組んだ経路だと GPSの誤差にも弱い」という点を解決す

るべく，既存システムの経路上に「中間点」なるものを配置し，

案内粒度を下げることで音声道案内システムにも適応するよう

に経路を簡単化するシステムを提案した. さらに Radar 方式の

課題であると考えられる，「目的地が近い場合，GPS の誤差に

弱い」という点を解決するべく，「ランドマークグラフ」を生成

し，それをもとに案内経路を生成し案内にランドマークを用い

ることで GPS だけの情報に頼らない案内をするシステムを提

案した. さらに「方向と距離のみを案内する」という案内手法

に合うように中間点を配置するアルゴリズムを提案した. さら

にユーザが行き止まりに向かったり遠回りするような場合，そ

れを検知する機能を提案した.

また，提案した実現法をもとに，本論文で挙げた特徴「ス

マートフォン端末上で，音声と地図による案内を行う」，およ

び特徴「ランドマークグラフを利用した案内粒度変更可能な経

路案内機能を持ち，それに適した音声案内を行う」の機能を有

するプロトタイプシステムを実装し，これによって作られた経

路と先行研究による経路との比較実験を行った.

評価実験は今回提案するランドマークグラフを用いて作成し

た経路 (A) と先行研究のシステムに用いられている L2 error

norm weight アルゴリズムに条件を付け加えたアルゴリズムに

より作成された経路 (B)を比較することにより行った. 被験者

へのアンケート，項目 6「中間点の位置はわかりやすかったか」

A(3.4)，B(2.4) や項目 8「案内時に不安を感じたか」A(2.6)，

B(3.2)の結果からランドマークの情報を案内文に加えることに

より先行研究のシステムよりも中間点の位置が分かりやすくな

り案内時の不安感も少なるという結果が得られた.

今後システムをより高めるための課題点としては，音声対話

機能の実装，方位センサーなどによる方向判定の精度向上など

が考えられる.
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