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戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）自動走行システム/ 
大規模実証実験／ダイナミックマップ／車両プローブ情報の活用 

― 成果報告書 ― 

はじめに 

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）は、内閣府総合科学技術・イノ
ベーション会議が、府省庁の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより科学
技術イノベーションを実現するために創設した国家プロジェクトである。本プ
ロジェクトが提示する 11 の課題の中に「自動走行システム」がある。 

自動走行システムの実用化に向けて、実証が必要と想定される重要 5 課題に
関して、平成 29 年から大規模実証実験が開始された。大規模実証実験では、
以下の 5 つが重要な課題として設定されている。 

 

 ダイナミックマップ 

 HMI (Human Machine Interface) 

 情報セキュリティ 

 歩行者事故低減 

 次世代都市交通 

 

本成果報告書では、この中のダイナミックマップに関わる実証実験のうち、
車両プローブ情報の活用に関して実施される委託事業について、平成 29 年度
から平成 30 年度にかけて実施した内容の報告を行う。 
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1 用語/略語の説明 

本報告書で使用する用語の説明を、表 1 に記載する。 

表 1 – 用語の説明 

用語 説明 

DRM リンク 一般財団法人日本デジタル道路地図協会
（以下、DRM）が提供している道路ネット
ワークのリンク情報のこと。一般的に道路
ネットワーク情報は、ノードとリンクで接
続関係を表現する。ノードは、交差点やそ
の他道路ネットワークを表現する際の結節
点などを表し、リンクは、ノードとノード
の間の区間を表す。 

DRM サブリンク DRM リンクを交通流解析する区間単位に分
割したもの。 

2 次メッシュ 日本全国の地域を偶数緯度及びその間隔
（120 分）を 3 等分した緯度における緯
線、 並びに 1 度ごとの経線によって分割し
てできる区域を 1 次メッシュ（第 1 次地域
区画）と呼び、この 1 次メッシュを緯線方
向及び経線方向にそれぞれ 8 等分してでき
る区域のことを 2 次メッシュ（第 2 次地域
区画）と呼ぶ。2 次メッシュの 1 辺の長さ
は約 10 km である。 
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用語 説明 

ダイナミックマップ 高精度 3 次元地図情報と、様々な主体が所
有し時間とともに変化する位置特定可能な
動的データ（動的情報、準動的情報、準静
的情報）とを紐付けるルールを定めること
により、整合的に活用する、という概念。 

ダイナミックマップデータ紐付
け・配信機能サーバー 

ダイナミックマップの概念を具現化するた
めの機能を実装したサーバー。 

プローブ情報 車両/車載機のセンサーデータ等を基に生成
される情報であり、一般的に位置及び時間
情報などが紐付けられている。 

 

本報告書で使用する略語の説明を、表 2 に記載する。 

表 2 – 略語の説明 

略語 説明 

API Application Programming Interface 

CSV Comma-Separated Values 

JGD2011 The Japanese Geodetic Datum 2011 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure 

JSON JavaScript Object Notation 

REST REpresentational State Transfer 

SSL-VPN Secure Sockets Layer Virtual Private Network 
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URI Uniform Resource Identifier 

UTC Coordinated Universal Time 

VICS Vehicle Information and Communication System 

VPN Virtual Private Network 

XML eXtensible Markup Language 
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2 概要 

2.1 名称 

「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）自動走行システム / 大規模実
証実験 / ダイナミックマップ / 車両プローブ情報の活用」  

2.2 委託期間 

平成 29 年 10 月 30 日から平成 31 年 2 月 28 日まで 

2.3 発注者及び受注者 

発注者：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

受注者：パイオニア株式会社 

2.4 事業目的 

将来、自動運転社会を実現するために、プローブ情報と呼ばれる車両や公共
交通機関等から得られる時間とともに変化する情報に含まれるコンテンツを共
用するための検討が進んでおり、活用が大きく期待されている。 

プローブ情報の共用と活用について、SIP におけるダイナミックマップの概
念との関係を図 1 に示す。図 1 において、車両情報を事業者が収集し、そのデ
ータをダイナミックマップデータとして共用することで、高精度 3 次元地図情
報をベースに、他の様々なデータと紐付けて活用することが想定されている。
この想定に基づき、本事業では、以下を目的として実証実験を行った。 

 プローブ情報共用に必要となるデータセットフォーマットや API 
などの検証と評価 

 プローブ情報に基づく準静的・準動的な情報の活用・検討 
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図 1 - プローブ情報の共用と活用 

2.5 実施概要 

本事業では上記の目的を踏まえ、委託期間において以下の内容を実施した。 

  プローブ情報を共用していくための課題等を具体的に実証実験により検証
する。 

※ 実証実験時において、プローブ情報の共用先を、戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（SIP）自動走行システム／大規模実証実験／ダイ
ナミックマップ／ダイナミックマップの試作・整備及びセンター機能
や更新手法等の確立及び大規模実証実験の実施・管理（以下、ダイナ
ミックマップ大規模実証実験という）のサーバーと連携して検証を行
った。 

  プローブ情報共用に必要なデータセットフォーマットや API などを検証し
評価する。 

※ 共用フォーマットとしては、一般社団法人 JASPAR（以下、JASPAR）
の車両情報共用検討ワーキンググループで規定される仕様を実装する。 

  その他に副目的として、今回活用するプローブ情報の生成過程における時
間遅延に関する考察も行う。 

 



 

 13 

 

図 2 に本事業における実証実験全体のスキームを示す。 

 

図 2 - 実証のスキーム 

2.6 実施計画 

本事業の実施計画を図 3 に示す。なお、本実施計画については、平成 30 年
度の途中で下記理由により、一部計画変更を行った。 

  当初想定していた SIP ダイナミックマップサービスプラットフォームとの
実証実験を実施しないことになった。 

  当初想定していた可視化手段の開発について、SIP ダイナミックマップビ
ューア（以下、ビューア）を活用することになった。 

図 3 は、計画変更後の実施項目を反映したものである。 
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図 3 - 実施計画 

2.7 本事業の実施内容 

本事業の実施計画に沿って、以下の項目を実施した。 

 

① 活用するプローブ情報の検討 

 A) プローブ情報の準備 

 B) プローブ情報共用インターフェースとの対応関係調査 

 C) プローブ情報の確認（可視化） 

② プローブ情報変換サーバーの構築 

 A) 基本機能の実装 

 B) JASPAR 車両情報共用仕様の実装 

③ 実験サーバーとの連携確認 

 A) 実験サーバーとの接続・動作確認 
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④ 実証実験の実施 

 A) SIP ダイナミックマップ大規模実証との実証実験 

 B) 評価 

 

3 章以降、上記実施内容の項目に沿って報告を行う。 
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3 活用するプローブ情報の検討 

本章では、実証実験に用いるプローブ情報の選定及び、共用のインターフェ
ース仕様との整合確認、データの準備/生成、及びその確認結果について記述
する。なお、本章の内容は平成 29 年度に実施した内容である。 

3.1 プローブ情報の準備 

プローブ情報の共用の検討を行うにあたり、本実証実験で使用するプローブ
情報として「道路レベル交通流情報」、及び「車線別交通流情報」の 2 つを選
定した。選定に際しては、他の種類のプローブ情報についても候補として検討
を行った。これら候補となったプローブ情報の概要と、この中から上記の 2 つ
を選定した理由について 3.1.1 章で述べる。 

また、本実証実験を実施する上で、今回選定した道路レベルと車線別の交通
流情報について、車両プローブ情報としての収集可能性、およびデータ化の実
現性について検討を行った。これについてはそれぞれ、3.1.2 章「道路レベル交
通流情報の準備」および 3.1.3 章「車線別交通流情報の準備」で述べる。 

なお、道路レベル交通流情報および車線別交通流情報それぞれの生成の流れ
を図 4 に示す。このうち、道路レベル交通流情報については、既存商用サービ
スのデータを用いて生成する方法について検討した。また、車線別交通流情報
については、生成する仕組みが現存しないので、これを模擬的に生成する方法
について検討した。 
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図 4 - 各交通流情報の生成の流れ 

3.1.1 プローブ情報の選定 

本章では、実証実験で使用するプローブ情報の選定について記述する。選定
候補となるプローブ情報は、商用サービスの提供を目的として既に取り扱って
いるプローブ情報を中心に選定した。 

プローブ情報の選定にあたり、候補となったプローブ情報の一覧を表 3 に示
す。 
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表 3 - 活用するプローブ情報の候補 

分類 プローブ情報 説明 

車両プローブ
情報 

現在地情報 車両に搭載されているカーナビゲー
ション装置から定期的にアップロー
ドされる車両の現在位置情報。位置
情報（緯度、経度など）、速度情報
などから構成される。 

走行経路情報 過去の現在地情報を蓄積してまとめ
たもの。個人情報保護を目的とした
編集がなされている。 

付加プローブ
情報 

急減速多発地点情報 蓄積した車両プローブ情報から解析
された急減速発生地点の位置情報が
まとめられたもの。 

通行実績情報 車両プローブ情報を定期的に統計解
析することによって得られた現在通
行可能と推測される道路区間の情
報。 

道路レベル交通流情報 車両プローブ情報を定期的に統計解
析することによって得られる、カー
ナビゲーション装置での利用を目的
として生成された交通流区間情報。 

車線別交通流情報 データ収集車両の車両プローブ情報
を定期的に統計解析し、実証実験で
の使用用途を目的として生成される
模擬的交通流情報。統計解析は、デ
ータ収集車両の走行車線が既知であ
る前提の下で行う。 
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以下に、プローブ情報の選定理由について述べる。 

2.4 章の事業目的で述べたとおり、本実証実験ではプローブ情報に基づく
「準静的・準動的な情報」の活用・検討を想定している。表 3 で候補として挙
げた情報のうち、「現在地情報」については、車車間通信メッセージに含まれ
る情報でもあり、分類としては「準静的・準動的な情報」ではなく「動的な情
報」にあたる情報と考えられるので除外した。また「走行経路情報」は、「現
在地情報」の履歴情報であるのでやはり除外した。 

一方、「急減速多発地点情報」は、長期間に渡って累積した情報からの統計
情報であり、必ずしも準静的・準動的な情報とはいえないので除外した。 

「通行実績情報」および「交通流情報」（道路レベル、車線別）については、
いずれも「準静的・準動的な情報」の分類に入るものと考えられる。しかし、
通行実績情報に関しては、主な用途が災害時などと活用シーンが限られる。そ
の点、交通流情報の方は自動走行や一般の走行のために常に必要とされ、活用
される情報の一つと考えられる。したがって、本実証実験で使用するプローブ
情報として「道路レベル交通流情報」および「車線別交通流情報」の 2 つを選
定した。 
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選定したプローブ情報と期待されるユースケースを表 4 に記載する。 

表 4 - 対象とするユースケースおよび活用可能なプローブ情報 

プローブ情報 説明 ユースケース 

道路レベル交通流情報 車両プローブ情報を定期
的に統計解析することに
よって得られた、カーナ
ビゲーション装置での利
用を目的として生成され
た交通流区間情報。 

経路計画時に、渋滞が発
生している道路を適切に
回避するルートを選定す
る。 

車線別交通流情報 データ収集車両の車両プ
ローブ情報を定期的に統
計解析し、実証実験での
使用用途を目的として生
成された模擬的交通流情
報。統計解析は、データ
収集車両の走行車線が既
知である前提の下で行
う。 

狭域経路計画で、渋滞車
線を回避する経路を選択
する。 
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3.1.2 道路レベル交通流情報の準備 

道路レベル交通流情報は、一般車両から集められた車両プローブ情報から生
成される。以下、道路レベル交通流情報の生成処理について説明する。 

3.1.2.1 道路レベル交通流情報の生成の流れ 

道路レベル交通流情報は、一般車両がある道路区間を走行したときの平均旅
行時間を基にして生成される。図 5 に道路レベル交通流の生成処理の流れを示
す。 

 

 

図 5 - 道路レベル交通流情報の生成の流れ 

 

図 5 の各項目について以下に概要を記述する。 

 車両プローブ情報 

道路レベル交通流情報は、一般車両に装着されているカーナビゲーション装
置から当社の商用サービス「スマートループ」のサーバーにアップロードされ
るプローブ情報を利用して生成する。車両プローブ情報には、カーナビゲーシ
ョン装置が数秒毎に計測した車両の走行地点情報、走行速度、進行方向情報等
が記録されている。 
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 車両プローブ情報デコーダー 

車両情報プローブデコーダーは、カーナビゲーション装置から受信したプロ
ーブ情報のデータフォーマットを解釈して、格納されている走行地点、速度情
報などの内容をそれぞれ取得する処理を行う。 

 道路レベルマップマッチング 

道路レベルマップマッチングは、車両プローブ情報に記録されている走行地
点情報に対応する道路区間を特定するために行う処理である。 

道路区間の参照には、DRM が提供している道路リンクデータを利用した。 

 DRM リンクデータ 

DRM リンクデータは、DRM が定義する道路ネットワークのリンク情報のこ
とである。道路レベルマップマッチング処理、及び道路レベル交通流解析処理
は、DRM リンクを 100 m 単位で分割した DRM サブリンクを対象に行う。DRM
サブリンクの詳細については、3.1.2.2 章で後述する。 

 平均旅行時間算出 

平均旅行時間算出は、道路レベルマップマッチング処理で特定された DRM サ
ブリンクの始端から終端までを車両が通過するのに要した平均時間を算出する
処理である。 

 交通流解析 

交通流解析は、DRM サブリンク毎に得られた平均旅行時間を平均旅行速度に
換算する処理である。 

 交通流解析ファイル 

交通流解析ファイルは、生成した交通流を可視化して確認するために作成す
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るファイルである。交通流解析処理で算出した DRM サブリンク毎の平均旅行
速度について、公益財団法人日本道路交通情報センター（以下、JARTIC）の定
義に基づいて閾値判定を行い、この結果をファイルとして保存した。 

なお、JARTIC が定義する渋滞判定速度に基づいて、道路レベル交通流の渋滞
判定基準速度を表 5 のように定義し、交通流解析ファイルを作成した。 

表 5 -交通流の渋滞判定基準速度 

区分 高速道路1 指定都市高速道路2 一般道路 

渋滞 時速 40 km/h 以下 時速 20 km/h 以下 時速 10 km/h 以下 

混雑 --- 時速 40 km/h 以下 時速 20 km/h 以下 

順調 時速 40 km/h 超 時速 40 km/h 超 時速 20 km/h 超 

 

交通流解析ファイルの詳細については、3.1.2.3 章で後述する。 

3.1.2.2 DRM サブリンク 

DRM サブリンクの詳細について説明する。 

DRM サブリンクは、DRM リンクを始点から 100 m 単位で分割したものであ
る。分割後 100 m に満たない末尾については、50 m 未満の場合に限り直前の
DRM サブリンクに結合するようにした。なお、分割単位を 100 m とした背景
は、車両プローブ情報の走行地点情報の記録周期、および DRM サブリンクと

                                                        
1 高速自動車国道のこと。日本国内においては、NEXCO 東日本、NEXCO 西日本、NEXCO 中

日本が建設管理を行っている道路を指す。東名高速道路、常磐自動車道など。 

2 道路整備特別措置法 第十ニ条で定義される道路のこと。首都高速道路、阪神高速道
路、名古屋高速道路、福岡高速道路、北九州高速道路、広島高速道路などがある。 
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のマップマッチング処理の都合を考慮した結果である。 

図 6 に DRM リンクと DRM サブリンクの関係を示す。図 6 において、黒線の
矢印は 1 本の DRM リンクを表し、距離が 410 m であるとする。また、DRM リ
ンクにおいて、黒丸は始点、矢印の先は終点、✕印は補間点をそれぞれ表す。
一方、赤線の矢印は DRM サブリンクを表す。これは DRM リンクを 100 m 毎に
分割した結果であるため、末尾のものを除き長さは 100 m で一定である。図 6
においては、末尾のものは 10 m の長さを表す DRM サブリンクとなるが、50 m
未満となるため、直前の DRM サブリンクに結合する。このため、この例にあ
る 410 m の DRM リンクは 100 m の DRM サブリンク 3 本と 110 m の DRM サ
ブリンク 1 本に分割されることになる。 

 

図 6 - DRM リンクと DRM サブリンクの関係 

 

DRM リンクを分割して生成した DRM サブリンクを用いて道路レベル交通流
情報を生成する背景は、局所的に発生している渋滞も極力表現できるようにす
るためである。 



 

 25 

DRM リンクは、交差点や 2 次メッシュ境界、県境等に存在するノード間を結
ぶ線情報である。このため、高速道路のように交差点間が長距離となっている
区間においては、1 本の DRM リンクが表現する距離が極端に長くなってしまう
場合がある。 

例えば、図 7 は東名高速道路の上り区間の横浜青葉インターチェンジから東
名川崎インターチェンジまでの間に存在する 1 本の DRM リンクの例である（紫
線）。この 2 つのインターチェンジの間には交差点が存在しないため、横浜青
葉インターチェンジ入口の合流地点から県境までの間が 1 本の DRM リンクと
して表現されている。 

 

 

図 7 - 1 本の DRM リンクが長くなってしまう区間の例 
（横浜青葉 IC～東名川崎 IC） 
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道路レベル交通流情報を DRM リンクの定義区間を用いて生成する場合、前
述のような長い距離の DRM リンクにおいては、次のような問題が発生する。 

例えば、長い距離の DRM リンクにおいて局所的に渋滞が発生した場合、リ
ンク内の渋滞区間以外の区間における走行速度と、渋滞区間の走行速度が平均
化されてしまうため、区間全体として順調と判定されてしまう可能性がある。 

局所的な渋滞箇所についても正しく表現できるようにするためには、ある程
度短い区間を用いて交通流情報を生成する必要がある。逆に交通流解析の区間
を短くしすぎると、今度は送信しなければならない交通流データ量が増大する
問題が発生するためバランスが重要である。 

今回の実証実験では渋滞表現を行う区間の粒度を 100 m ± 50 m に設定（= 
DRM サブリンクの長さ）して、交通流解析を実施した。 

3.1.2.3 交通流解析ファイル 

本章では、交通流解析ファイルの詳細について説明する。 

交通流解析ファイルは、道路レベル交通流情報が正しく生成できることを準
備段階で確認するために作成したものであり、このデータを基に SIP ダイナミ
ックマップビューアでの表示を行い、目視確認を行った。 

表 6 に交通流解析ファイルのデータフォーマットを示す。各 DRM サブリン
クに対して行った交通流解析の結果に対して、速度閾値による渋滞判定を行い、
表 6 に示すフォーマットでファイルを生成する。 

なお、道路レベル交通流情報が正しく生成できることを準備段階で確認する
ために、この交通流解析ファイルのデータを基にして、SIP ダイナミックマッ
プビューアによる目視確認を行った。 
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表 6 - 交通流解析ファイルのフォーマット 

項目 内容 

2 次メッシュ番号 
交通流解析対象の DRM サブリンクに対応する道路区
間が含まれる 2 次メッシュの番号 

始点ノード番号 DRM リンク始点ノード番号 

終点ノード番号 DRM リンク終点ノード番号 

DRM サブリンク ID 
DRM リンク始点ノード番号フィールドと、DRM リン
ク終点ノード番号フィールドで指定される DRM リン
ク内の DRM サブリンクの識別子 

道路種別 DRM が定義する道路種別情報 

DRM リンク種別 DRM が定義するリンク種別情報 

DRM サブリンク区間
速度 

DRM サブリンク区間内の平均走行速度 
（単位：km/h） 

DRM サブリンク区間
旅行時間 

DRM サブリンク ID フィールドで指定される DRM サ
ブリンクに対応する道路区間の平均旅行時間 
（単位：秒） 

渋滞度 順調／混雑／渋滞 

点列数 形状点列の数（ = 形状点列フィールドの数） 

形状点列 
形状を表す点。DRM サブリンク区間内に含まれる
DRM リンクの道路形状を表す、緯度・経度の点列。 
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3.1.3 車線別交通流情報の準備 

車線別交通流情報は、実証実験用に用意したデータ収集車両から集められた
車両プローブ情報から生成される。以下、車線別交通流情報の生成処理につい
て説明する。 

3.1.3.1 車線別交通流情報の生成処理の流れ 

車線別交通流情報は、データ収集車両がある車線区間を走行したときの平均
旅行時間を基にして生成される。図 8 に車線別交通流の生成処理の流れを示す。 

 

 

図 8 - 車線別交通流情報の生成処理の流れ 

 

図 8 の各項目について以下に概要を記述する。 

 車両プローブ情報 

車線別交通流解析に使う車両プローブ情報は、実証実験用のデータ収集車両
に装着したカーナビゲーション装置が生成する情報を利用して生成する。車両
プローブ情報には、カーナビゲーション装置が数秒毎に計測した車両の走行地
点情報、走行速度、進行方向情報等が記録されている。また、カーナビゲーシ
ョン装置のハードウェアを管理するための固有識別子（ID 情報）も車両プロー
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ブ情報に付加されているため、複数台のデータ収集車両が存在している場合で
も、どの車両の装置からアップロードされたデータか識別できるようになって
いる。 

 車両プローブ情報デコーダー 

車両情報プローブデコーダーは、カーナビゲーション装置から受信したプロ
ーブ情報のデータフォーマットを解釈して、格納されている走行地点、速度情
報などの内容をそれぞれ取得する処理を行う。 

 車線別マップマッチング 

車線別マップマッチングは、車両プローブ情報に記録されている走行地点情
報に対応する道路上の車線区間を特定するために行う処理である。 

車線区間の参照には、SIP から提供された高精度地図の車線リンクデータを
利用した。車線別マップマッチングの詳細については、3.1.3.1.3 章で後述する。 

 車線リンクデータ 

車線リンクデータは、SIP 高精度地図で定義されている、車線ネットワーク
のリンク情報のことである。 

車線別マップマッチング処理、及び車線別交通流解析処理は、車線リンクを
100 m 単位で分割した車線サブリンクを対象に行う。車線サブリンクの詳細に
ついては、3.1.3.1.1 章で後述する。 

 走行車線リスト 

走行車線リストは、データ収集車両があらかじめ定義したコースにおいて通
過する予定の車線リンク ID と車線サブリンク ID の組を通過予定順に列挙した
ものである。 

各データ収集車両は、走行する車線があらかじめ決められており、車線別マ
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ップマッチング処理は、各車両が走行する車線に対応する走行車線リストに従
って実行される。走行車線リストの詳細については、3.1.3.1.2 章で後述する。 

 走行速度算出 

走行速度算出は、車線別マップマッチング処理で特定された車線サブリンク
を始端から終端まで通過した車両の平均速度を算出する処理である。走行速度
算出の詳細については、3.1.3.1.4 章で後述する。 

 車線サブリンク別走行速度データ 

車線サブリンク別走行速度データは、車線別交通流解析を行う際に利用する
データである。 

各車線サブリンクの平均走行速度算出、すなわち車線別交通流解析を行う際
に、30 分間の移動平均処理を実行した。この移動平均処理を行うために各車線
サブリンクの走行速度算出結果をデータベースに蓄積し、これを用いて交通流
解析を行った。 

 交通流解析 

（車線別）交通流解析は、車線サブリンク毎の車両の平均旅行速度を算出す
る処理である。 

 交通流解析ファイル 

（車線別）交通流解析ファイルは、生成した車線別交通流を可視化して確認
するために作成するファイルである。交通流解析処理で算出した車線サブリン
ク毎の平均旅行速度について、道路レベル交通流と同様に JARTIC の定義に基づ
いて閾値判定を行い、この結果をファイルとして保存した。 

なお、車線別交通流の渋滞判定基準速度は、表 5 の指定都市高速道路の基準
を用いた。 
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3.1.3.1.1 車線リンクデータ 

本章では、車線リンクデータの詳細について説明する。車線リンクデータは、
車線別交通流情報を生成する過程で利用する車線リンク、車線サブリンク、及
び線分リンクで構成されている。これら 3 種類の各リンク関係を図 9 に示す。 

 

図 9 - リンク名称とその関係 

 

それぞれのリンクについて、以下順を追って説明する。 

 車線リンク 

車線リンクは、SIP 高精度地図で定義されている車線ネットワークのリンク
情報のことであり、道路上の車線区間を表現するために用いられる線情報であ
る。 

なお、SIP 高精度地図では、車線リンク、及び交差点内車線リンクの 2 種類
が定義されているが、本報告書では、この両方をいずれも車線リンクと表現し
ている。 
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車線リンクは、図 9 の黒線が示すように、始点と終点だけでなく、地図とし
て車線の形状を表現するための補間点（図 9 の×印）を持つ。 

 車線サブリンク 

車線サブリンクは、道路レベル交通流情報の DRM サブリンクの場合と同様
に、車線リンクを 100 m 単位で分割したものである。図 9 では、赤線の各矢印
が車線サブリンクに該当する。車線サブリンクの補間点は、車線リンクの補間
点をそのまま継承して使用する。また、車線リンク分割後の末尾が、50 m 未満
の場合は直前の車線サブリンクに連結した。 

なお、車線リンクから車線サブリンクに分割する際は、SIP 高精度地図に記
述される平面直角座標系の X, Y, Z 座標を用いた。 

 線分リンク 

線分リンクは、車線サブリンクが持つ補間点の間を結ぶ各線分を指す。図 9
では、青線の各矢印が線分リンクに該当する。線分リンクは、車線別マップマ
ッチング処理を行う際、点と線の距離の算出、および車線別マップマッチング
後の座標を求める際に用いる。 

3.1.3.1.2 走行車線リスト 

本章では、走行車線リストの詳細について説明する。 

図 10 に、走行車線リストの具体例を 2 種類示す。走行車線リストは、対象
データ収集車両に装着されているカーナビゲーション装置の ID だけでなく、当
該走行車線リストの適用開始時期をファイル名で設定できるように構成されて
いる。 

例えば、図 10 の左側は、2018 年 2 月 19 日 8:00 から適用される端末 ID0060
の走行車線リストである。これに対し、右側は 2018 年 2 月 18 日 13:00 から適
用される端末 ID0062 の走行車線リストである。 
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図 10 - 走行車線リストの例 

 

3.1.3.1.3 車線別マップマッチング 

本章では、車線別マップマッチングの詳細について説明する。図 11 に、車
線別マップマッチングの処理の流れを示す。 

 

 

図 11 - 車線別マップマッチング機能の処理の流れ 
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車両プローブ情報に記録されている走行地点情報および走行車線リストが入
力されると、走行地点情報で示される位置周辺に存在し、かつ走行車線リスト
に記載されている車線リンクが全て抽出される。 

図 12 は、走行地点（赤枠の菱形）の周辺にある車線リンクを抽出する例を
示したものである。青線、灰線はともに車線リンクを表す。このうち、走行地
点を残したデータ収集車両に対応する走行車線リストに記録されている車線リ
ンク ID が青線、それ以外が灰線である。車線別マップマッチングの対象となる
車線リンクは、走行車線リストに記録されている車線リンクの中から走行地点
情報を中心とする 1 辺 0.001 度（約 100 m）の四角形の枠内に少しでも含まれ
ているものとなる。 

図 12 では、青太線で表現される車線リンク 4 本（車線リンク ID が 43921、
43922、43960、07298 であるもの）が該当する。この 4 本の車線リンクを抽
出車線リンクと呼ぶ。 

 

 

図 12 - 車線別マップマッチング対象の車線リンクの検索 
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抽出車線リンクに対し、走行地点から垂線を下ろすことを試みる。この結果、
実際に垂線を下ろすことができた車線リンクが、マップマッチングの対応車線
リンク候補となる。この後、走行地点からマップマッチングの対応車線サブリ
ンク候補への垂線の足の長さをそれぞれ算出し、最短となるものを対応車線サ
ブリンクとする。 

図 13 は、図 12 で抽出した車線リンク 4 本に対し、車線マップマッチングを
行う様子を示したものである。 

マップマッチング前の走行地点（赤枠の菱形）から抽出車線リンクである 4
本の車線リンク（車線リンク ID が 43921、43922、43960、07298 であるもの）
に対し、それぞれ垂線を下ろす。この結果、垂線を下ろすことができた車線リ
ンク ID は 43922、43960 の 2 本であるため、これらが対応車線リンク候補と
なる。次に、走行地点から対応車線リンク候補への垂線の足の長さを計算する。 

図 13 では、車線リンク ID43922 への垂線の足の長さが 3 m、車線リンク ID 
43960 を 5 m であるとする。この場合、車線リンク ID43922 が対応車線リンク
候補の中で最短となる。このため、走行地点には車線リンク ID43922 が対応す
る車線サブリンクとして紐付けられる。 

 

図 13 - 車線別マップマッチング 
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3.1.3.1.4 走行速度算出 

本章では、走行速度算出の詳細について説明する。 

この処理は、車線サブリンクの始端から終端まで走行した時の車両の平均走
行速度を算出する処理である。 

具体的な車両走行速度の算出例について説明する。まず、データ収集車両の
走行速度テーブルから該当区間走行中の走行速度および時刻を抽出する。 

表 7 は、データ収集車両の車両走行速度テーブルの一部を示した例である。
例えば、車線リンク ID43922 で定義される区間を走行しているときの走行速度
および時刻を表 7 の中から抽出した結果は、No. 3 ～ No. 8 の 6 レコード分とな
る。 
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表 7 - 車両走行速度テーブルの例 

No. 日時 
マッチング 
車線リンク
ID 

サブ 
リンク
ID 

経度 緯度 速度 
[km/h] 

1 2018-02-19 
13:56:32.000 43921 1 139.7381908 35.6625182 51.00  

2 2018-02-19 
13:56:33.723 43921 1 139.7381449 35.6623206 52.15  

3 2018-02-19 
13:56:33.723 43922 1 139.7381449 35.6623206 52.15  

4 2018-02-19 
13:56:34.000 43922 1 139.7381000 35.6622581 52.65  

5 2018-02-19 
13:56:35.000 43922 1 139.7380986 35.6621193 53.00  

6 2018-02-19 
13:56:36.000 43922 1 139.7380722 35.6620577 53.12  

7 2018-02-19 
13:56:37.000 43922 1 139.7380536 35.6618931 53.48  

8 2018-02-19 
13:56:37.266 43922 1 139.7380386 35.6618799 53.75  

9 2018-02-19 
13:56:37.266 43960 1 139.7380386 35.6618599 53.75  

10 2018-02-19 
13:56:38.000 43960 1 139.7380056 35.6617214 54.00  

 

次に、抽出した走行速度および時刻を用いて平均走行速度を算出する。平均
走行速度の算出方法については、図 14 を用いて説明する。 

図 14 は、先程の例で抽出された 6 レコード分に対する時速の時間推移を表
す。図 14 の点 P1 ～ P10 は、表 7 の No. 1 ～ No. 10 のデータにそれぞれ該当す
る。 
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また、赤色領域の面積は車線リンク ID43922 の距離、その赤色領域の横幅は
データ収集車両が車線リンク ID43922 で示される区間を走行している時間にそ
れぞれ該当する。車両走行速度は、赤色領域の面積値を横幅の長さで割った結
果を用いた。なお、各点間のサンプリング間隔は十分に短いため、データ収集
車両は一定の加速度運動をしているものとして扱った。 

 

 

図 14 - 対象区間走行時のデータ収集車両の時速の推移 

 

3.1.3.1.5 車線別交通流解析 

定義区間の指標である車線リンクを通過したときのリンク平均走行速度を算
出する処理である。リンク平均走行速度を算出するにあたっては、現在時刻か
ら 30 分前までの車両平均走行速度を対象としている。 
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具体的な算出の例を表 8 を用いて説明する。表 8 は走行速度算出処理にて求
められた車両の走行速度が格納されたテーブル（以降、走行速度テーブルと呼
ぶ）の例である。この走行速度テーブルは、データ記録 No、端末 ID、リンク
ID、終端通過時刻、車両平均走行速度の 5 種類のデータで構成されている。ま
た、この例では、2018 年 2 月 20 日 14:00 現在のものを想定している。なお、
ここで紹介される端末 ID、車線リンク ID 等の各データは説明のための架空の
データである。 

表 8 - 走行速度テーブルの例 

No. 端末 ID 車線リンク ID 終端通過時刻 
車両平均走行
速度 [km/h] 

1 0063 43909 2018-02-20 13:26:13.108 60.91 

2 0063 43911 2018-02-20 13:26:17.148 66.92 

3 0058 43910 2018-02-20 13:26:23.807 52.78 

4 0058 43912 2018-02-20 13:26:28.940 53.40 

5 0064 43909 2018-02-20 13:41:16.023 66.63 

6 0064 43911 2018-02-20 13:41:20.283 67.18 

7 0059 43910 2018-02-20 13:43:31.445 68.14 

8 0059 43912 2018-02-20 13:43:35.361 72.98 

9 0060 43909 2018-02-20 13:56:23.711 50.28 

10 0054 43910 2018-02-20 13:56:26.319 55.92 

11 0060 43911 2018-02-20 13:56:29.560 48.11 

12 0054 43912 2018-02-20 13:56:30.821 60.38 
 

事例として、2018 年 2 月 20 日 13:55 に配信されるリンク平均走行速度を算
出する例について説明する。まず、表 8 のうち、終端通過時刻が配信時間の 30
分前である 13:25 から配信時刻の 13:55 までの間のデータである No. 1 ～ No. 8
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を取得する。次に、車線リンク ID 別に車両平均走行速度を平均する処理を行
う。例えば、車線リンク ID が 43909 であるデータは、No. 1 と No. 5 が該当す
る。この 2 つのデータに記録されている車両平均走行速度はそれぞれ 60.91 
km/h、66.63 km/h であるため、平均は 63.77 km/h となる。これが車線リンク
ID43909 のリンク平均走行速度である。同様に、車線リンク ID が 43910、
43911、43912 のリンク平均走行速度はそれぞれ、60.46 km/h、67.05 km/h、
63.19 km/h と計算される。 

もう一つの事例として 2018 年 2 月 20 日 14:00 に配信されるリンク平均走行
速度について紹介する。これについては、13:55 の場合と同様に計算されるが、
算出対象となるデータは配信時間の 30 分前である 13:30 から配信時刻の 14:00
までの間のデータである No. 5 ～ 12 となる点のみが異なる。因みに、計算結果
としては、車線リンク ID が 43909、43910、43911、43912 のリンク平均走行
速度は、それぞれ 58.46 km/h、62.03 km/h、57.65 km/h、66.68 km/h となる。 

3.1.3.1.6 交通流解析ファイル 

交通流解析ファイルは、3.1.3.1.5 章、及び 3.1.2.3 章で説明した交通流解析結
果に、渋滞判定結果を付加したものを CSV ファイル形式で記述したものである。 

渋滞判定は、車線リンク ID のリンク平均走行速度を閾値判定して評価する。
後述する JASPAR 車両情報共用データセット仕様書においては、渋滞度ではな
く区間情報に対する平均速度を記述する仕様となっているため、実証実験にお
いてはダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーで判定処理を実施
する。 

しかし、3.1 章で記載した「プローブ情報の準備」の検証の段階（2018 年 2
月 23 日時点）ではダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーは開
発中であったため、ビューアへの可視化を目的として、暫定的に渋滞判定処理
を設けた。渋滞判定処理は、道路レベル交通流の場合と同様に表 5 に従って判
定した。 

車線別交通流解析ファイルに記述されている主な構成要素は次の通りである。 
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表 9 - 車線別交通流解析ファイルの主な構成要素 

主な構成要素 

2 次メッシュコード 

車線リンク ID 

車線サブリンク ID 

線分リンク ID 

車線サブリンクの長さ 

道路種別 

車線サブリンク平均走行速度 

渋滞度（確認表示用） 

車線リンク形状情報（緯度経度の点列で表現された線情報） 
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3.2 プローブ情報共用インタフェースとの対応関係調査 

本事業における目的のひとつとして、プローブ情報の共用に必要となるデー
タセットフォーマット、及びプローブ情報共用を行う際のクラウドサーバー間
のデータ送受信に必要となる API の検証・評価がある。 

本事業においては、上記データフォーマット、及び API の仕様として、
JASPAR 車両情報共用検討ワーキンググループにおいて検討されている、車両情
報共用仕様のドラフト版を活用し、検証、評価及び、課題抽出を行った 。 

3.2.1 車両情報共用仕様の概要 

JASPAR における車両情報共用仕様の策定は、2017 年から検討が開始され、
Ver. 1.0 のドラフト仕様が 2018 年初頭にリリースされている。 

車両情報共用仕様は、次の 3 つの仕様書で構成されている。 

 

 コンセプト仕様書 

 データセット仕様書 

 API 仕様書 

 

以下、3.2.2 章～3.2.4 章で、上記 3 つの車両情報共用仕様それぞれについて
概要を説明する。 

3.2.2 コンセプト仕様書 

車両情報共用コンセプト仕様書では、車両情報の授受に関する考え方と、仕
様として検討する範囲を定義し、車両情報の活用において想定されるサービス、
及びそのサービスに必要とされるコンテンツ（データ）の種類や用途が定義さ
れている。車両情報を活用するサービスには様々なものが考えられるが、本仕



 

 43 

様書で検討対象とするサービスは、その中でも特に車両の制御・運行に資する
ものに範囲が絞られている。  

図 15 に車両情報共用仕様が規定対象とする範囲（赤色破線領域）を示す。 

 

 

図 15 - JASPAR 車両情報共用仕様が規定する範囲3 

 

図 15 に示すように、JASPAR 車両情報共用仕様は、車両情報（車載センサー
情報等）を収集・加工してコンテンツを生成する OEM などの事業者が、他の事
業者との間でコンテンツを共用する際に用いるデータ構造と、他事業者のクラ
ウドに対してコンテンツを登録、参照もしくは削除するために必要な API を定
義するものである。 

JASPAR 車両情報共用仕様では、クラウドの構成として複数の OEM / 事業者
のコンテンツをひとつに集約するクラウドアーキテクチャについても想定され
ており、この集約先のクラウドのことを特に「ダイナミックマッププラットフ

                                                        
3 図は、JASPAR 車両情報共用検討 WG の資料から引用 
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ォーム」と呼んでいる。 

本事業の実証実験において、データの送信先となるダイナミックマップ大規
模実証実験コンソーシアムが運営する「ダイナミックマップデータ紐付け・配
信機能」を持つサーバーは、このダイナミックマッププラットフォームの概念
に相当する。 

ただし、JASPAR 車両情報共用仕様としては、図 15 に示すようにクラウドサ
ーバーの物理配置やコンテンツの流通経路等については特に制約は設けておら
ず、自由なクラウド構成が可能な思想で作成されている。 

また、JASPAR 車両情報共用仕様では、車両と OEM / 事業者クラウド間の通
信手段やデータ構造・API については規定していない。この部分については
OEM / 事業者の独自領域、すなわち競争領域として扱うこととし、仕様の規定
範囲外となっている。 

さらに、実装システムに依存する規定項目、例えばサーバーの認証、セキュ
リティ、データのプライバシー管理などについても仕様の規定範囲外となって
いる。 

3.2.2.1 JASPAR 車両情報共用仕様が想定するアプリケーション 

先述のように、車両情報共用仕様が想定するアプリケーションは、基本的に
自動車の運行に直接的に関わるものを対象としている。対象となる種々のアプ
リケーションは、「情報提供・車両制御」に関するものと、「道路改修・地図
更新」に関するものの 2 つに集約されている。 

 情報提供・車両制御に関わるアプリケーション 

主として、運転者に対する情報提供と運転支援、また自動運転車両における
車両制御の高度化を目的とするもの。 

 道路改修・地図更新に関わるアプリケーション 

主として、車両が検出した道路構造の変化を把握し、道路管理や、地図の更
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新作業を目的とするもの。 

3.2.2.2 JASPAR 車両情報共用仕様が定義するコンテンツ 

3.2.2.1 章で述べたアプリケーションで使用されるコンテンツとして、以下の
7 種類のコンテンツが定義されている。 

 

 情報提供・車両制御に用いるコンテンツ 

 交通流状況 

 規制状況 

 環境状況 

 障害物 

 注意喚起事象 

 車両イベント 

 道路改修・地図更新に用いるコンテンツ 

 道路構造変化 

 

なお、本事業で活用するプローブ情報として選定・準備を行った道路レベル
交通流と、車線別交通流については、上記 7 種類のコンテンツの内、「交通流
状況」のコンテンツを用いることによって表現可能であることを確認している。 

「交通流状況」のコンテンツには、ある区間内の車両の平均速度や台数など
の情報が定義されており、この情報を活用することによって、例えば、渋滞状
況などを判別してユーザに提示するユースケースが想定されている。 
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3.2.3 データセット仕様書 

データセット仕様は、車両/車載機のセンサーデータ等から生成されるコン
テンツを共用する際に、クラウドサーバー間でやり取りするメッセージ、及び
各コンテンツのデータフォーマットを定義している。 

3.2.3.1 メッセージのデータ構造 

車両情報共用仕様で定義されるコンテンツは「メッセージ」と呼ばれるデー
タ構造の単位で送信される。メッセージを構成する最小のデータ単位は、「エ
レメント」と呼ばれ、このエレメントを機能毎にまとめたデータ単位を「ユニ
ット」と呼んでいる。 

車両情報共用仕様で定義されているメッセージは、「管理」ユニット、「基
本情報」ユニット、「コンテンツ」ユニットの 3 つのユニットで構成される。 

図 16 にメッセージのデータ構造を示す。 

 

図 16 - メッセージのデータ構造 

 

メッセージを構成する管理ユニット、基本情報ユニット、コンテンツユニッ
トについては、3.2.3.2 章、3.2.3.3 章、3.2.3.4 章でそれぞれ説明する。 

なお、これらの章で示すユニット、及びエレメントには必ずメッセージに含
めなければならないもの（必須）、必ずしもメッセージに含める必要が無いも
の（オプション）、繰り返し複数格納可能なもの、他のユニットと排他的に使
用されるものなどが存在するが、その詳細については記述しない。もし、必要
があれば都度記載することとする。 
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3.2.3.2 管理ユニット 

管理ユニットは、メッセージ自体の管理情報、及びメッセージ内で表現され
るデータの系を定義するものである。 

図 17 に管理ユニットのデータ構造を示す。 

 

図 17 - 管理ユニットのデータ構造 

管理ユニットは、メッセージを定義した車両情報共用仕様の版を示すバージ
ョンエレメント、メッセージに記載される時間情報のタイムゾーンを示すタイ
ムゾーンエレメント、メッセージに記載される位置情報の測地系 を示す測地系
エレメント、及びメッセージの作成者情報が格納される作成者エレメントで構
成される。 

3.2.3.3 基本情報ユニット 

基本情報ユニットは、メッセージのコンテンツユニットに含まれるデータの
時間的、地理空間的な有効範囲を定義するものである。 

図 18 に、基本情報ユニットのデータ構造を示す。 
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図 18 - 基本情報ユニットのデータ構造 

 

基本情報ユニットは、コンテンツの時間的な有効範囲を示す「時間」ユニッ
ト、コンテンツの地理空間的な有効範囲を緯度経度形式で示す「区間」ユニッ
ト、位置参照に区間 ID 方式を用いる場合の位置参照情報を格納する「ID」ユニ
ットで構成される。 

3.2.3.3.1 時間ユニット 

時間ユニットは、基本情報ユニット内に定義されているデータ構造であり、
時間的な有効範囲を定義するものである。 

図 19 に、時間ユニットのデータ構造を示す。 

 

図 19 - 時間ユニットのデータ構造 

 

時間ユニットは、コンテンツユニットに格納されるコンテンツの発生日時を
示す start エレメント、コンテンツユニットに格納されるコンテンツが無効にな
る日時を示す limit エレメントで構成される。 
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3.2.3.3.2 区間ユニット 

区間ユニットは、基本情報ユニット内に定義されているデータ構造であり、
地理空間的な有効範囲を緯度経度形式で定義するものである。 

図 20 に、区間ユニットのデータ構造を示す。 

 

 

図 20 - 区間ユニットのデータ構造 

 

区間ユニットは、地理空間的な有効範囲を示すための情報として、開始地点、
終了地点、通過地点をそれぞれ示す、begin ユニット、end ユニット、pass ユ
ニットで構成される。これらの各ユニットは、地点を表す緯度、経度、高度、
及び車線情報をそれぞれ示すための、latitude エレメント、longitude エレメン
ト、altitude エレメント、及び、lane エレメントで構成される。 

3.2.3.4 コンテンツユニット 

コンテンツユニットには、コンテンツ毎に定義されているユニットが格納さ
れる。 

図 21 に、コンテンツユニットのデータ構造を示す。 
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図 21 - コンテンツユニットのデータ構造 

 

各コンテンツはオプションであり、必要なコンテンツのみを選択してコンテ
ンツユニット内に格納する。 
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3.2.4 API 仕様書 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様書では、OEM などの事業者が車両情報から生
成する各コンテンツを別の事業者のサーバーに登録、参照、削除する際に用い
られる API（Application Programming  Interface）の仕様が定義されている。 

本仕様では、プロトコルとして、標準的な HTTP プロトコルを用いることが
規定されている。また、REST （Representational state transfer）アーキテクチ
ャに準拠した API が定義されており、データの記述形式として、 JSON
（JavaScript Object Notation）を用いることが規定されている。 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様は、データの登録を行う側のクライアントと、
データを登録される側のサーバーで構成される、所謂クライアント・サーバー
モデルを想定している。仕様書では、サーバーとしてダイナミックマッププラ
ットフォームを想定されている。 

本事業においては、交通流データの送信元となるクライアントの役割を、
「プローブ情報変換サーバー」が担い、データの共用先（登録先）のサーバー
の役割をダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシアムが運営する「ダイ
ナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー」が担うことを想定して API
機能の実装を行った。 

3.2.4.1 API 仕様における送受信データ 

クライアントサーバーモデルにおける API は、図 22 に示すように、クライ
アントからサーバーに要求を送信する「リクエスト」データと、サーバーがク
ライアントからの要求に対して処理を行い、その結果を返信する「レスポンス」
データで構成される。 
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図 22 - クライアント・サーバー間の送受信データ 

 

リクエストデータは、図 23 に示すように、リクエストクエリ、リクエスト
ヘッダ、及び、リクエストボディから構成される。 

 リクエストクエリには、HTTP メソッドと URL の組み合わせによって API の
機能を指定する。 

リクエストヘッダには、一般的な HTTP プロトコルのリクエストヘッダ情報
であるが、車両情報共用 API 仕様では特に、Connection には“Keep-Alive”を
Content-type には、“application/json”を指定する必要がある。また、テキスト
データのエンコーディングには UTF-8 を使用することになっている。 

リクエストボディには、機能毎に定義されたデータを JSON 形式で記述して
格納する。 

 

図 23 - リクエストデータ 
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一方、レスポンスデータは、図 24 に示すように、レスポンスコード、レス
ポンスヘッダ、及び、レスポンスボディから構成される 

レスポンスコードは、リクエストに対する処理結果のステータスを格納する。
一般的な HTTP プロトコルで定義されているレスポンスコードの中から適切な
ものをセットする。 

レスポンスヘッダは、一般的な HTTP プロトコルのレスポンスヘッダ情報で
あ る が 、 車 両 情 報 共 用 API 仕 様 で は 、 特 に Content-type と し て 、
“application/json”を指定する必要がある。 

レスポンスボディには、車両情報共用 API 仕様で定義される result ユニット
（3.2.4.1.1 章参照）を格納して実行結果をクライアントに返送する。 

 

 

図 24 - レスポンスデータ 

 

3.2.4.1.1 result ユニット 

result ユニットは、各機能のリクエストに応じた処理結果をクライアントに
返送するためのユニットである。result ユニットは、コンテンツ毎の処理結果
を格納して返送することが可能になっている。 

result ユニットのデータ構造を図 25 に示す。 
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図 25 - result ユニットのデータ構造 

 

contents-name ユニットには、ステータスを返送するコンテンツの名称（”
traffic”、“regulation”、“obstacle”、“attention”、“event”、“environment”、
“infrastructure”のいずれか）を格納することになっている。 

status には、車両情報共用仕様で機能毎に定義されているレスポンスコード
がセットされる。この値は、基本的に HTTP プロトコルのステータスコードが
踏襲されている。 

record-id は、登録機能に対する処理結果に対してのみ使用可能なエレメント
であり、サーバーに登録されたコンテンツデータに付与された固有識別子がセ
ットされる。 

3.2.4.2 API で定義されている機能 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様書で定義されている API には、以下の 3 つの
機能が定義されている。 

  登録機能 

  参照機能 

  削除機能 
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以下にそれぞれの機能について解説する。 

3.2.4.3 登録機能 

登録機能は、クライアントがサーバーにデータを登録する際に使用する機能
である。基本的にサーバーに登録された情報は、後で参照し、活用可能にする
ため、上書き登録（更新）ではなく、追加登録されることが想定されている。
したがって、登録したデータを直接更新する機能は定義されていない。仮に更
新が必要な場合には、登録したクライアントが、削除機能を用いて更新したい
情報を一旦削除した後に、再度登録機能を使って登録するという考え方である。 

登録機能は、HTTP メソッドの POST を使用する。以下、今回行った実証実験
において実際に交通流データを登録した際のリクエストデータとレスポンスデ
ータの例を図 26、図 27、及び図 28 に示す。 

 

User-Agent => python-requests/2.19.1 

Accept-Encoding => gzip, deflate 

Accept => */* 

Connection => keep-alive 

Content-type => apllication/json 

Content-Length => 459 

図 26 - リクエストヘッダーの例 
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{ 

    "administration": { 

        "author": "PIONEER_TEST", 

        "datum": "JGD2011", 

        "timeZone": "+09:00", 

        "version": "01.1" 

    }, 

    "basic": { 

        "section": { 

            "begin": { 

                "altitude": 3415, 

                "lane": "2", 

                "latitude": 35.6606966, 

                "longitude": 139.7375145 

            }, 

            "end": { 

                "altitude": 3312, 

                "lane": "2", 

                "latitude": 35.6600982, 

                "longitude": 139.7370363 

            } 

        }, 

        "time": { 

            "limit": "2018-09-14 13:26:01:000", 

            "start": "2018-09-14 13:16:01:000" 
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        } 

    }, 

    "contents": { 

        "traffic": { 

            "accuracy": 5, 

            "seq": 1, 

            "speed": 31 

        } 

    } 

} 

図 27 - リクエストボディの例 

 

{ 

    "result": { 

        "traffic": { 

            "record-id": "20180829-084501-000-5530", 

            "seq": 1, 

            "status": "201 Created" 

        } 

    } 

} 

図 28 - レスポンスボディの例 
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3.2.4.4 参照機能 

参照機能は、登録されているデータを地理空間的、または時間的な範囲での
条件検索を行い、その条件に合致する情報を取得する機能である。 

参照機能は、HTTP メソッドの GET を使用する。 

本事業で取り扱う交通流データは準動的なデータであるため、サーバーに登
録したデータについては、データベース等に蓄積することなく、順次破棄する
運用となったため、参照機能の実装は行わないこととした。従って本報告書で
は参照機能の詳細については記述しないこととする。 

3.2.4.5 削除機能 

削除機能は、登録済みのデータを削除する際に使用する機能であり、HTTP
メソッドの DELETE を使用する。実際には、3.2.4.3 章で述べたように、登録済
のデータを更新したい場合にこの削除機能が使用されることになるが、更新に
ついては、何らかの理由で間違ったデータを登録してしまった際にデータを修
正するための救済的手段と考えられており、データを登録したクライアントの
みが、当該データを削除することが可能になっている。 

3.2.4.4 章で述べたように、本事業で取り扱うデータは、サーバーに蓄積され
ない運用となっていたため、削除機能は基本的に意味を成さないが、ステータ
スを返すところまでの実装を行うこととした。 

3.2.5 選定した車両プローブ情報と JASPAR 車両情報共用仕様の整合性 

3.1.1 章で選定した道路レべルと車線別の交通流情報（車両プローブ情報）に
ついて、JASPAR 車両情報共用仕様を用いた場合に所望の実証実験を行うことが
可能かどうかについて確認を行った。 

ここで、車両情報共用仕様において定義されている「交通流」ユニットのデ
ータ構造を 3.2.5.1 章で説明する。 
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3.2.5.1 交通流ユニット 

交通流ユニットは、ある区間内における車両の平均速度、または平均台数を
示すことが可能である。図 29 に交通流ユニットのデータ構造を示す。 

 

図 29 - 交通流ユニットのデータ構造 

 

ここで、speed エレメントに交通流を表す情報である車両の平均速度情報が
格納される。また、number エレメントには、車両の平均台数情報が格納され
るが、JASPAR 車両情報共用仕様では、speed エレメントと number エレメント
は排他的に記述することになっている。 

この交通流ユニットについて、道路レベル、車線別のそれぞれについて、図 
20 に示す区間ユニットを用いた場合の表現について検討を行った。 

3.2.5.2 道路レベル交通流と車線別交通流の区間の表現 

交通流コンテンツの情報が示す区間は、図 18 に示す基本ユニットの中の区
間ユニットで表現する。区間ユニットには事象が起きている車線を示すための
lane エレメントがあり、この lane エレメントに車線番号を入れることで車線別
交通流を表現することができる。また、lane エレメントに値を指定しないか、
あるいは全ての車線番号を記述することにより道路レベル交通流を表現するこ
とができる。 



 

60  

3.3 プローブ情報の確認 

平成 29 年度では、付加プローブ情報である道路レベル交通流情報および車
線別交通流情報が準備可能であることを確認することを目的に、交通流情報を
実際に生成し、SIP ダイナミックマップビューア上に可視化した。なお、SIP 高
精度地図データおよびビューアは、NEDO およびダイナミックマップ大規模実
証実験コンソーシアムの協力により、本プロジェクトの目的にのみ使用するこ
とを条件として借用した。 

本章では、プローブ情報の確認として実施した内容について報告する。 

3.3.1 交通流情報の可視化検討 

先述の交通流情報生成処理によって生成された交通流解析ファイルをビュー
ア上に表示可能となるように SIP 高精度地図データを編集して対応した。 

以降、詳細について報告する。 

3.3.1.1 SIP 高精度地図データ 

SIP 高精度地図データは、SIP が作成した XML 形式の地図データである。 SIP
高精度地図で記述される地物データの例を表 10 に示す。 

個々の地物データは、形状情報（点、線、ポリゴン）、形状を構成するため
の点に対する 3 次元座標で構成される。 
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表 10 - SIP 高精度地図で定義されている地物の例 

分類 地物 

実在地物 

車道端 

道路中央線 

車線境界線 

車両外側線 

停止線 

横断歩道 

道路標識 

信号機 

仮想地物 

車道リンク 

車線リンク 

交差点内車線リンク 

交差点領域 

共通位置参照ノード 
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3.3.1.2 SIP ダイナミックマップビューア  

SIP ダイナミックマップビューアは、SIP 高精度地図データを可視化するため
の PC ソフトウエアである。 

ビューアは、SIP 高精度地図データに記述されている対応地物別に表示設定
可能である。また、地物別に線の色や太さを設定することが可能である。例え
ば、車道外側線、車線リンクのみをそれぞれグレー太線、緑の細線で表示させ
ることが可能である。また、ビューアは 3 次元表示に対応しており、上空視点
での表示のみならず、様々な視点から地物データを観測することが可能である。
例えば、図 30 に示すように道路を横から眺めることによって道路の上下関係
を視覚的に確認することが可能である。 

 

 

図 30 - SIP ダイナミックマップビューアによる SIP 高精度地図の表示例 
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3.3.1.3 交通流情報重畳データの作成 

先述の道路レベル交通流情報、および車線別交通流情報の生成処理に従って
生成した交通流情報をビューア上に表示可能にするため、SIP 高精度地図デー
タのフォーマットに従って交通流情報用の XML データ（以降、交通流 XML と
呼ぶ）を作成した。 

ビューアは対応地物のみ表示可能となっているため、3 種類の区間情報の組
合せとして構成される交通流情報をビューア上で表現するためには、交通流情
報を対応地物であるものとして交通流 XML を作成した。今回は、順調区間を信
号機の情報、混雑区間を共通位置参照の情報、渋滞区間を横断歩道の情報とし
て XML データを作成した。よって、ビューア上では、例えば横断歩道を表示対
応すると、渋滞区間が表示されるようになる。 

なお、本検討実施当時（2018 年 2 月 28 日）は、道路レベル交通流情報が高
度情報を持っていなかったため、ビューア上の表示の都合に合わせて全て同一
の高度を付与した。 

3.3.2 可視化実験 

本章では、道路レベル交通流情報、車線別交通流情報のそれぞれを先述の生
成処理に従って生成し、ビューア上で可視化した結果を報告する。 

3.3.2.1 道路レベル交通流情報の可視化 

過去に一般車両から当社商用サービス「スマートループ」サーバーにアップ
ロードされた車両プローブ情報を用いて道路レベル交通流情報を生成し、ビュ
ーア上に可視化した。可視化例を図 31、図 32 に示す。 

図 31 は、首都高 C1 環状線芝公園付近の交通流情報を上空から観測したとき
の様子、図 32 は側方から観測したときのものである。交通流情報は 2017 年 11
月 24 日現在のものであり、順調区間を青線、混雑区間を黄線、渋滞区間を赤
線で表現した。なお、高度は芝公園出入口付近の首都高本線の高さに合わせて
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固定値を設定した。 

 

図 31 - 道路レベル交通流情報可視化の例（上空視点） 

 

図 32 - 道路レベル交通流情報可視化の例（側方視点） 
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3.3.2.2 道路レベル交通流情報の可視化 

道路レベル交通流情報と同様に、車線別交通流情報についてもビューア上に
可視化した。車線別交通流情報を生成するにあたり、データ収集車両を活用し
て車両プローブ情報を収集した。まずは、この車両プローブ情報の収集方法に
ついて説明し、この後で車線別交通流情報のビューアへの可視化結果を報告す
る。 

3.3.2.2.1 車両プローブ情報の収集方法 

車線別交通流情報を車両プローブ情報から生成するには、3.1.3 章で触れたよ
うに走行車線情報が必要となる。しかし、車両プローブ情報に記録されている
走行地点情報は、商用サービス提供の都合上、カーナビゲーション端末に実装
されている地図の道路リンクにマップマッチングした後の位置情報となってお
り、走行車線情報が失われている。このため、当社カーナビゲーション装置を
搭載したデータ収集車両を 4 台用意し、予め決められた車線を実際に走行した
ときに得られる車両プローブ情報を活用することで車線別交通流情報の生成を
実現した。 

また、データ収集車両の車両プローブ情報を直接当社商用サービス「スマー
トループ」のサーバーにアップロードすると、プライバシー処理が働いてしま
い、車両プローブ情報のアップロード元に該当するデータ収集車両を識別でき
なくなってしまう。 このため、車線別交通流情報を収集するためのサーバーを
新規に設置し（データ収集サーバーと呼ぶ）、車両プローブ情報のアップロー
ド先がデータ収集サーバーとなるようにデータ収集車両に装着されているカー
ナビゲーションを改造した。なお、本プロジェクトで使用したカーナビゲーシ
ョンは、2017 年製当社サイバーナビである。（図 33 参照） 
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図 33 - データ収集車両に設置したカーナビゲーション装置 

 

3.3.2.2.2 データ収録コース 

車線別交通流情報の可視化を検証するにあたり、データ収集車両のデータ収
録コースについて検討を行った。収録コースは、以下に示す条件を満たすもの
を選定した。地図による調査および現地確認をすることによって検討を行った
結果、首都高速道路 C1 環状線の内回り区間の谷町 JCT～浜崎橋 JCT の区間（以
降、収録区間と呼ぶ）が相応しいことが判った。なお、データ収録区間では、
左車線が混雑しやすい傾向にあるのに対し、右車線は左車線ほど混雑しない傾
向にあることが現地確認により判った。 

 

データ収録コース選定の条件： 

  ダイナミックマップ大規模実証実験にて地図が支給されているエリア 

  実験をする際に走行計画を組みやすい、都内もしくはその近郊 

  複数車線を有し、様々な種類の交通流が期待できるコース 

  混雑・渋滞が発生する箇所においては、車線変更禁止になっていないこと 

  実験用プローブ情報収集車両を投入して交通流データを取得するため、そ
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の車両が周回コースを組めること 

  周回コースの周回に掛る時間が 30 分から 60 分程度で、効率的にデータ取
得ができること 

  実験用プローブ情報収集車両の拠点が確保できること 

 

3.3.2.2.3 データ収集車両の運行方法 

車線別交通流情報の可視化を行うにあたり、データ収集車両の運行方法につ
いても検討を行った。今回は、データ収集車両を 4 台用意した。このうち、3
台分は収録区間のうち混雑しやすい傾向のある左車線を、残りの 1 台は右車線
を走行する車両としてそれぞれ割り当てた。 

具体的なデータ収集車両の走行コースを図 34、図 35 に示す。図 34 は左車線
を走行する車両のコース、図 35 は右車線を走行するコースである。いずれも、
拠点として利用した「タイムズ東京プリンスホテル第 1」を出発し、前述の収
録区間を含めるようにして各担当車線を走行し、収録区間を走行し終えた後は、
一般道を使って拠点に戻るようなコースとなっている。1 回の周回走行に対す
る所要時間は 35～40 分である。また、1 回の走行終了毎に少なくとも 10 分の
待機時間を設ける形でスケジューリングしてデータ収集車両を運行させた。ま
た、左車線走行担当のデータ収集車両においては、拠点の出発が 15 分間隔に
なるように調整した。 
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総距離：11.1 km 
周回所要時間：35 分～40 分 
コース概要： 拠点 →（一般道）→ 霞が関ランプ入口 →（C1 走行：谷町 JCT 
→ 一ノ橋 JCT → 浜崎橋 JCT）→ 銀座ランプ出口 →（一般道）→ 拠点 

図 34 - データ収集車両（左車線走行車）の走行コース 
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総距離：11.7 km 
周回所要時間：約 35 分 
コース概要： 拠点 →（一般道）→ 霞が関ランプ入口 →（C1 走行：谷町 JCT 
→ 一ノ橋 JCT → 浜崎橋 JCT）→ 芝浦ランプ出口 →（一般道）→ 拠点 

図 35 - データ収集車両（右車線走行車）の走行コース 
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3.3.2.2.4 可視化結果 

前述の 3.3.2.2.1 章「車両プローブ情報の収集方法」、3.3.2.2.2 章「データ収
録コース」、3.3.2.2.3 章「データ収集車両の運行方法」に記載した手段に従っ
て収集したデータ収集車両の車両プローブ情報から 3.1.3 章「車線別交通流情報
の準備」にて説明した方法に従って車線別交通流情報を生成し、ビューア上に
可視化した。この可視化した例を図 36、図 37 にそれぞれ示す。 

図 36 は、首都高速道路 C1 環状線芝公園付近の交通流情報を上空視点から可
視化した例であり、図 37 は運転席側からの視点を想定して可視化したもので
ある。交通流情報の表現方法は、道路レベル交通流情報のときと同様に、順調
区間を青線、混雑区間を黄線、渋滞区間を赤線でそれぞれ表現した。 

 

 

図 36 - 車線別交通流情報可視化の例（上空視点） 
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図 37 - 車線別交通流情報可視化の例（道路正面からの視点） 

 

また、車線別交通流情報が時間毎に推移する様子を図 38 に示す。この図は、
2018 年 2 月 20 日 17:00 ～ 17:40 の期間における交通流情報の推移を 20 分単
位で表現したものとなっている。芝公園入口付近の左車線に注目すると、渋滞
区間となっている長さが時間の推移とともに短くなっていく様子が分かる。 
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図 38 - 車線別交通流情報の時間推移 
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3.3.3 プローブ情報の確認に関するまとめ 

3.3 章 で記載した「プローブ情報の確認」の実施項目において、3.1 章「プロ
ーブ情報の準備」で記載した交通流情報の生成方法に従って、車両プローブ情
報から道路レベル交通流情報、および車線別交通流情報を実際に生成し、生成
した交通流情報が実際にビューア上に可視化可能であることを確認することが
できた。 
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4 プローブ情報変換サーバーの構築 

本プロジェクトでは、平成 29 年第 4 四半期から平成 30 年度第 1 四半期にか
けて、プローブ情報変換サーバーの構築を行った。本章では、基本機能の実装、
JASPAR 車両情報共用仕様の実装について述べる。 

プローブ情報変換サーバー基本機能の実装、JASPAR 車両情報共用仕様の実装
では、それぞれ次の機能について実装した。 

図 39 にプローブ情報変換サーバーの実装機能ブロックを示す。この図のう
ち、黄色の処理ブロックが「基本機能の実装」、緑色の処理ブロックが
「JASPAR 車両情報共用仕様の実装」にそれぞれ該当する。 

  基本機能の実装  

 車両プローブ情報を受信する機能（データレシーバー/デコーダー） 

 車両プローブ情報を解析し、交通流情報を生成する機能 

  JASPAR 車両情報共用仕様の実装 

 生成した交通流情報を JASPAR 車両情報共用データセット仕様に従っ
てデータ変換する処理 

 ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ JASPAR 車両
情報共用 API 仕様（JASPAR API と呼ぶ）を介して上記 JASPAR 車両情
報共用仕様に変換された交通流情報を送信する処理 

 

図 39 - プローブ情報変換サーバーの実装範囲 

以下、順を追って記述する。 
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4.1 基本機能の実装 

本章では、プローブ情報変換サーバーを構築するにあたっての全体構成の検
討、および交通流情報を生成するための交通流解析処理関連の実装について報
告する。以降、道路レベル交通流用のプローブ情報変換サーバーを「道路レベ
ル交通流解析サーバー」、車線別交通流用の解析サーバーを「車線別交通流解
析サーバー」と呼ぶ。 

4.1.1 道路レベル交通流解析サーバー 

4.1.1.1 サーバー構成 

図 40 に、道路レベル交通流解析サーバーの構成を示す。道路レベル交通流
解析サーバーは車両プローブ情報から交通流情報を生成するための交通流解析
サーバー2 台、 および生成された交通流情報を JASPAR 車両情報共用データセ
ット仕様に準拠した交通流情報に変換し JASPAR 車両情報共用 API 仕様を介し
てダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信するプローブ情
報変換サーバー1 台の計 3 台で構成される。 

交通流解析サーバーは、一般車両からの車両プローブ情報を取り込むため、
商用プローブ情報サーバーとも接続している。プローブ情報変換サーバーは、
交通流情報を送信するためにダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サー
バーと専用回線で接続されている。これは、主にセキュリティのことを考慮し
てのものである。 



 

76  

 
 

図 40 - 道路レベル交通流解析サーバーの構成 

 

4.1.1.1.1 商用プローブ情報サーバー 

商用プローブ情報サーバーは、当社の商用サービス「スマートループ」で使
用しているサーバーを指す。この後の交通流解析サーバーにて道路レベル交通
流情報を生成可能となるよう、一般車両からアップロードされた車両プローブ
情報を道路レベル交通流情報の交通流解析サーバーへ転送する機能を実装した。 

4.1.1.1.2 交通流解析サーバー  

車両プローブ情報から道路レベル交通流情報を生成するための機能一式が実
装されたサーバーである。交通流解析サーバーに実装した機能については、次
の 4.1.1.2 章 「実装機能」にて説明する。 

4.1.1.1.3 プローブ情報変換サーバー 

交通流解析サーバーで生成された交通流情報を JASPAR 車両情報共用検討ワ
ーキンググループが規定した仕様書に従って、データフォーマットの変換およ
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びダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへの送信処理を行うた
めの機能が実装されている。プローブ情報変換サーバーに実装した機能につい
ては、4.1.1.2 章にて説明する。 

4.1.1.2 実装機能 

交通流解析サーバーに実装した機能は、次の 5 つである。 

 

 道路レベル交通流解析処理 

 渋滞判定閾値設定機能 

 同一判定サブリンク接続処理 

 順調区間配信機能 

 配信エリア設定機能 

 

各機能について、以下、説明する。 

4.1.1.2.1 道路レベル交通流解析処理 

車両プローブ情報から道路レベル交通流情報を生成する処理である。具体的
には、DRM サブリンクで定義される区間毎にリンク平均走行速度を算出する。
本処理は、5 分周期で交通流情報が生成されるように実行されるようになって
いる。処理の詳細は、3.1.2 章で説明した内容そのものであるため、ここでは詳
細の説明を省略する。 

4.1.1.2.2 渋滞判定閾値設定機能 

DRM サブリンク単位で得られたリンク平均走行速度を用いて渋滞度を判定す



 

78  

る際の閾値を設定する機能である。DRM リンクは、区間情報だけでなく道路種
別4、 リンク種別5の情報をそれぞれ持っているため、この道路種別とリンク種
別の組合せ別に異なる閾値を設定できるようになっている。例えば、高速道路
の料金所から本線までの連結路区間（ランプと呼ぶ）と本線区間で異なる閾値
を設定することが可能である。 

なお、大規模実証実験においては、ダイナミックマップ大規模実証実験コン
ソーシアムをはじめとするステークホルダとの調整の結果、JARTIC の設定に従
う形とし、表 11 に記載した数値で設定することにした。 

表 11 - 大規模実証実験での渋滞判定閾値の設定値 

道路種別 渋滞 混雑 順調 

一般道 10 km/h 以下 20 km/h 以下 20 km/h 超 

高速道路（本線） 40 km/h 以下 -- 40 km/h 超 

高速道路（連結路） 10 km/h 以下 20 km/h 以下 20 km/h 超 

 

4.1.1.2.3 同一渋滞判定区間連結機能  

同一の渋滞判定結果となっている隣り合う DRM サブリンクの区間を 1 つの
区間として連結する機能である。ただし、連結は DRM サブリンクの元となっ
ている DRM リンクが同一のもの同士であるもののみ対象となる。この処理を
導入した背景は、3.2.3 章で述べた JASPAR 車両情報共用データセット仕様書で
は、交通流コンテンツに対して、1 回あたりの送信処理に対しサブリンク 1 区

                                                        
4 道路種別：DRM の道路種別コードによって分類される道路の種類。高速自動車国道、 

一般国道など、道路法第 3 条で定義される道路の種類を含む。 

5 リンク種別：対象 DRM リンクが、道路のどの区間を表しているものなのかを示す情
報。例えば、本線、交差点内リンク、連結路リンクなどがある。 
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間分の情報しかダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信で
きないためである。 

図 41 は、DRM サブリンクの区間が連結される様子を示したものである。こ
の例では、連結前の DRM サブリンク B-1、B-2、B-3 の区間が混雑、 B-4、B-6
の区間が渋滞、B-5 の区間が順調となっている。この場合において、本連結機
能を適用すると、渋滞判定結果が混雑である隣り合う DRM サブリンク B-1、B-
2、B-3 が 1 つの区間として連結される。 

一方、B-6、C-1 はどちらも渋滞判定結果「渋滞」であり、かつ互いに隣り合
う DRM サブリンクであるが、元となっている DRM リンクが互いに異なる
（DRM サブリンク B-6 は DRM リンク B を切断した後のものであり、DRM サブ
リンク C-1 は DRM リンク C を切断したあとのもの）ため、連結処理が適用さ
れない。DRM サブリンク A-z と B-1 の組合せについても同様である。 

 

図 41 - DRM サブリンク区間の連結 
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4.1.1.2.4 順調区間配信機能 

渋滞判定結果が「順調」となっている DRM サブリンクの区間をダイナミッ
クマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ配信する／しない  を設定する機能
である。これは、プローブ情報変換サーバーの開発開始の段階では「順調」と
なっている区間情報も送信するかどうかを検討している段階であったため、ど
ちらに決定してもソフトウェアの変更なしに対応できるようにすることを目的
として実装した。 

今回の大規模実証実験では、「順調」と判定された交通流情報は「配信しな
い」と設定した。 

4.1.1.2.5 配信エリア設定機能 

交通流情報を配信するエリアを指定できる機能である。これは、大規模実証
実験の交通流情報配信対象区間が変更となっても、交通流解析サーバー自体の
ソフトウェアを変更せずに対応可能とすることを目的として実装した。 

 道路レベル交通流用の交通流解析サーバーでは、SIP 高精度地図がカバーす
る 2 次メッシュ 32 エリア分の交通流情報を生成可能としている。この交通流
情報の中から 2 次メッシュ単位で交通流情報配信エリアを指定することが可能
である。また、DRM リンク単位で配信したい（したくない）区間を指定するこ
とも可能となっている。具体的には、配信エリアの設定作業の効率化を鑑み、
2 次メッシュ単位で、次の 5 種類の交通流情報出力設定モードに対応できるよ
うにした。 

 

表 12 に配信エリアにおける交通流情報出力に関する設定モードを示す。 
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表 12 - 配信エリア設定機能のモード 

モード 説明 

モード 1 
指定された 2 次メッシュ番号に該当する DRM サブリンク
の全てを配信対象とする。 

モード 2 
指定された 2 次メッシュ番号と指定された道路種別との両
方を満たす組合せに該当する全ての DRM サブリンクを配
信対象とする。 

モード 3 
指定された 2 次メッシュ番号のうち、指定した DRM サブ
リンクのみを配信対象とする。 

モード 4 
指定された 2 次メッシュ番号のうち、指定した DRM サブ
リンク ID を配信対象としない。 

モード 5 
指定 2 次メッシュ番号、指定道路種別の両方に該当する
DRM サブリンクの中から、別途指定した DRM サブリンク
以外を配信対象とする。 

 

なお、大規模実証実験では、ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシ
アムを含めステークホルダと調整した上で、配信対象エリアを表 13 のように
決定した。 

表 13 - 大規模実証実験での配信対象エリア 

道路種別 配信対象区間 

高速道路 
東名高速道路：厚木インターチェンジ～東京インターチェンジ 

常磐自動車道：三郷料金所～谷田部インターチェンジ 

一般道 お台場エリアの一部区間 
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それぞれ、図 42、図 43、図 44 に配信対象エリアを示す。配信対象エリアと
なる区間は各図の赤線部がそれぞれ該当する。 

 

 

図 42 - 道路レベル交通流配信対象エリア（東名高速道路） 
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図 43 - 道路レベル交通流配信対象エリア（常磐自動車道） 
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図 44 - 道路レベル交通流情報配信対象エリア（お台場地区） 
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4.1.2 車線別交通流解析サーバー 

4.1.2.1 サーバー構成 

図 45 に、車線別交通流解析サーバーの構成を示す。車線別交通流解析サー
バーは、1 台のサーバーで構成される。データ収集車両に搭載されるカーナビ
ゲーションとの通信は、Wi-Fi ルータを介して行われる。また、通信上のセキ
ュリティを鑑み、HTTPS を用いた通信を実現できるように構成している。 

 

図 45 - 車線別交通流解析サーバーの構成 

 

4.1.2.2 機能構成 

車線別交通流情報用のプローブ情報変換サーバーへ実装した主な機能につい
ては、交通流情報自体を生成する機能を含め、主に次の通りである。 

 

 車両プローブ情報受信処理 
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 車線別交通流解析処理 

 走行車線リスト時間設定対応機能 

 車線サブリンク長の設定機能 

 配信先設定機能 

 渋滞判定閾値の設定 

 順調区間配信機能 

 

以降、順に説明する。 

4.1.2.2.1 車両プローブ情報受信処理 

データ収集車両からアップロードされる車両プローブ情報を受信する機能で
ある。カーナビゲーションとの通信は HTTPS により通信が行われるようになっ
ている。 

4.1.2.2.2 車線別交通流解析処理 

データ収集車両の車両プローブ情報から車線別に交通流情報を生成する処理
である。実装した処理そのものは、3.1.3 章で説明したものと同一のものである
ため、各処理の説明については、3.1.3 章を参照されたい。 

ここでは、プローブ情報変換サーバーに実装した車線別交通流解析処理の実
装構成について説明する。図 46 に、車線別交通流解析処理の実装構成を示す。 
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図 46 - 車線別交通流解析処理の実装構成 

 

図 46 において、車線別交通流の解析処理は、車両走行速度算出バッチ処理、
渋滞解析バッチ処理の 2 つの実行ファイルがそれぞれ実行されることによって
実現される。 

車両走行速度算出バッチ処理では、車両プローブ情報受信処理にて受信した
車両プローブ情報から車両走行速度を算出するまでの処理が記述されている。
3.1.3 章の図 8 における、車線レベルマップマッチング機能、および走行速度算
出処理を順番に実行し、リンク別走行速度データとして格納するまでが行われ
る。この車両走行速度算出バッチ処理は、10 秒毎に実行される。 

渋滞解析バッチ処理は、リンク別走行速度データを読み出し、3.1.3 章の図 8
における渋滞解析処理を実行し、リンク平均走行速度を求める。そして、この
リンク平均走行速度をこの後説明する JASPAR 車両情報共用データセット仕様
書に従って記述し、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送
信する。この渋滞解析バッチ処理は、車両走行速度算出バッチ処理とは別に 5
分毎に実行される。 
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4.1.2.2.3 走行車線リスト時間設定機能 

走行車線リストの適用時間を設定する機能である。例えば、データ収集車両
A が 11 月 26 日 13:00～15:00 については左車線を 15:00 ～ 18:00 については右
車線をそれぞれ走行するような運行スケジュールを設定する必要が発生した場
合は、データ収集車両 A の 11 月 26 日 13:00 から適用される走行車線リスト、
11 月 26 日 15:00 から適用される走行車線リストを用意することで対応が可能
である。 

この機能は、車線別交通流情報の配信期間中に、配信対象区間の一部が通行
止めになった場合やデータ収集車両の運行スケジュールの都合等、走行車線の
変更が必要になった場合等を想定して用意した。 

4.1.2.2.4 車線サブリンク長設定機能 

交通流解析の定義区間長の変更対応も想定し、車線リンクデータベースには
車線サブリンクの長さが 100 m のものだけでなく、10 m、25 m、50 m のもの
も用意した。大規模実証実験では 100 m のものを使用した。 

この機能は、100 m よりも短い車線サブリンクを用いて交通流解析を行った
場合の評価を実施可能にするため用意した。 

4.1.2.2.5 渋滞判定閾値設定機能 

車線サブリンク単位で得られたリンク平均走行速度を用いて渋滞度を判定す
る際の閾値を設定する機能である。これは、道路レベル交通流解析サーバーに
実装した 4.1.1.2.2 章「 渋滞判定閾値設定機能」で説明したものと同一であるた
め、説明は省略する。 

4.1.2.2.6 順調区間配信機能 

渋滞判定結果が「順調」となっている DRM サブリンクの区間をダイナミッ
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クマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ配信する／しない  を設定する機能
である。こちらも、道路レベル交通流解析サーバーに実装した 4.1.1.2.4 章「順
調区間配信機能」で説明したものと同一であるため、説明は省略する。 

4.2 JASPAR 車両情報共用仕様の実装 

プローブ情報変換サーバーとダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サ
ーバー間のデータ送受信を行うために、それぞれのサーバーに JASPAR 車両情
報共用仕様の実装を行った。 

プローブ情報変換サーバー側の実装については当社が、ダイナミックマップ
データ紐付け・配信機能サーバー側の実装については、ダイナミックマップ大
規模実証実験コンソーシアムが担当した。 

双方のサーバーで正しくデータの送受信を行うために、当社とダイナミック
マップ大規模実証実験コンソーシアム間で協議を行い、実装上の規定を運用仕
様としてまとめ、これに準拠する形で実装を行うこととした。以下の章で詳細
について記述する。 

4.2.1 JASPAR 車両情報共用データセット仕様実装に関する運用仕様 

JASPAR 車両情報共用データセット仕様書の運用について検討を行った結果を
以下に記述する。 

4.2.1.1 管理ユニット（administration） 

管理ユニットの実装に際し、以下の章に記述する取り決めを行った。参考の
ため、図 17 で示した管理ユニットを図 47 に再掲する。 
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図 47 - 管理ユニット（再掲） 

4.2.1.1.1 バージョンエレメント（version） 

車両情報共用仕様のバージョン番号を文字列で記載する必要がある。今回実
装を行った仕様はドラフト版の Ver. 1.1 であったが、ドラフト版を示す識別子
については特に定義されていないため、規定に従い、1.1 の整数部 2 桁、小数
部 1 桁を示す文字列である"01.1"をセットすることとした。 

ただし、このままでは今後正式版の Ver.1.1 が発行された場合に、ドラフト版
で実装したデータと区別することができなくなることが懸念される。従って、
ドラフト版の場合には、これを示すための何らかの識別子を定義することで上
記の問題を防ぐことが可能である。 

4.2.1.1.2 タイムゾーンエレメント（timeZone） 

タイムゾーンエレメントには、メッセージ内に記載される時間情報のタイム
ゾーンを UTC6からの差分値として文字列で記載する必要がある。今回の実証実
験は日本国内で行われるため、UTC との時差は+9 時間であることから、規定に
従い"+09:00"をセットする。 

日本の場合、全国的にタイムゾーンが+9 時間の範囲に収まるため問題にはな
らないが、欧州や米国などの大陸において、ある境界線を超えるとタイムゾー

                                                        
6 UTC（Coordinated Universal Time）＝ 協定世界時のこと 
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ンが変わるような地域では、例えば、その境界付近を蛇行するような道路上で
取得された車両データは、タイムゾーン境界を跨ぐたびに管理ユニットを変更
してコンテンツを送信する必要が出てくる。このようにタイムゾーンをころこ
ろと切り替えるような運用はあまり意味を成さないと考えられるが、厳密に解
釈するとこのような事が起こり得る。メッセージの中に複数のタイムゾーンの
時間情報が含まれる場合の規定などが仕様にあってもよいかもしれない。 

4.2.1.1.3 測地系エレメント（datum） 

今回の実証実験では、位置参照方式として区間 ID 方式ではなく、緯度・経度
を利用したため、規定に従いこのエレメントには、測地系の情報をセットする。
送信先のダイナミックマップデータ紐付け・配信サーバーで使用されている
SIP 高精度地図の位置情報は、日本の JGD2011 と呼ばれる世界測地系で記載さ
れているため、これに合わせて送出側の測地系も"JGD2011"にセットするよう
統一することとした。 

4.2.1.1.4 作成者エレメント（author） 

作成者エレメントはメッセージの作成者を識別するためのものである。文字
列であれば何でもよいが、今回は当社が実証試験目的で生成したデータのため、
便宜上"PIONEER_TEST"をセットすることとした。 

ただし、この文字列は送信者が自由に設定可能なため、場合によっては他者
と同一の識別子となってしまう可能性も否定できないが、仕様書では識別子の
管理は行われていない。 

4.2.1.2 基本ユニット （basic） 

基本ユニットの実装に際し、以下の章に記述する取り決めを行った。参考の
ため、図 18 で示した基本ユニットを図 48 に再掲する。 
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図 48 - 基本ユニット（再掲） 

 

基本ユニットは、メッセージの中のコンテンツユニットに含まれるデータの
時間的、地理空間的な有効範囲を定義するものであり、メッセージを構成する
ための必須ユニットである。基本ユニットには、時間情報と地理空間情報を表
現するための時間ユニットと区間ユニットで構成されるが、車両情報共用仕様
では、地理空間情報の表現方法として 2 種類が定義されている。 

ひとつは、場所を緯度・経度で表現する緯度経度方式、もう一つは場所を区
間 ID で表現する「区間 ID 方式」である。緯度経度方式と区間 ID 方式はそれぞ
れ排他的に使用することになっている。 

車両情報共用仕様書によると、区間 ID 方式の考え方については ISO/NP 
17572 Part 4 で定義されているものの、検討時点では、実装上不明確及び不確
定な事項があったため、今回の実証実験では採用を見送った。したがって、区
間 ID 方式で用いる id ユニットは使用せず、区間ユニットのみを使用すること
にした。 

4.2.1.3 時間ユニット（time） 

時間ユニットの実装に際し、以下の章に記述する取り決めを行った。参考の
ため、図 19 で示した基本ユニットを図 49 に再掲する。 
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図 49 - 時間ユニット（再掲） 

 

4.2.1.3.1 start エレメント 

基本ユニット内の時間ユニットには、メッセージ内のコンテンツが発生した
日時を示すための start エレメントが定義されている。このエレメントの記述は
必須である。 

交通流コンテンツは、ある区間/地点における車両の平均速度のため、”発生
日時”は個々の車両が速度を取得した時間とは必ずしも一致しない。今回は、
平均車両速度を算出した時点の時刻をこの”発生日時”としてセットすることと
した。 

4.2.1.3.2 limit エレメント 

基本ユニット内の時間ユニットには、4.2.1.3.1 章で述べた start ユニットに対
応する形で、メッセージ内のコンテンツが無効になる日時を示すための limit エ
レメントが定義されている。このエレメントの記述はオプションである。 

今回の実証実験では、交通流の送出周期を 5 分に設定したため、5 分後には
新規の交通流データが有効となり古いデータは無効となる。しかしながら先述
のように、発生日時は、平均速度を算出した時刻としているため、送信周期ま
での待ち時間が発生する。またネットワーク通信では、必ずしもリアルタイム
性は保証されず、通信回線の切断やデータ伝送遅延なども想定されるため、有
効期間はある程度マージンを持たせる必要がある。結果、配信周期の 2 倍であ
る 10 分間を有効期間として設定した。例えば、start エレメントにセットされ
る交通流の発生日時が、“2019-02-07 14:24:17:320”の場合、limit エレメントに
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は、“2019-02-07 14:34:17:320”をセットする。 

 

図 50 - start エレメントと limit エレメントの設定値 

 

4.2.1.4 区間ユニット（section） 

区間ユニットの実装に際し、以下の章に記述する取り決めを行った。参考の
ため、図 20 で示した区間ユニットを図 51 に再掲する。 

 

図 51 - 区間ユニット（再掲） 

 

4.2.1.4.1 end ユニット 

区間ユニットには、メッセージ内のコンテンツが有効になる地理空間情報を
緯度経度形式で表現するためのものである。この区間ユニットには、開始地点
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と終了地点を示す begin ユニットと end ユニットがそれぞれ定義されている。
begin ユニットは必須であるが、end ユニットの記述はオプションである。 

交通流コンテンツでは、begin ユニットと end ユニットを指定することで、
ある道路区間を通過する車両の平均速度を示すことが可能であり、end ユニッ
トを指定しない場合は、begin ユニットで示される地点を通過する車両の平均
速度を示すことになる。 

今回の実証実験では、交通流解析を道路リンクまたは、車線リンクを分割し
た区間単位で行うため、常に begin と end 両方のユニットが交通流情報に紐づ
くことになる。したがって、end ユニットの記述は今回必須とし、end ユニッ
トが無い交通流データはエラー扱いとして運用した。 

4.2.1.4.2 通過地点ユニット（pass） 

通過地点ユニットは明示的に区間に形状を与えることで、begin ユニットか
ら始まる区間の特定を容易にする目的のエレメントである。通過地点ユニット
の記述はオプションである。 

通過地点ユニットは、複雑な形状の区間を表現できるように、複数記述する
ことが可能となっており、規定を設けない場合、無制限に記述されてしまう可
能性があるため、システムとして許容する上限数を 255 までにすることとした。
事前に調査した範囲において、対象エリアの DRM リンク及び、SIP 高精度地図
の車線リンクの形状補間点の数は多くても 100 前後であったため、必要十分と
思われる値として設定している。 

仕様書では、通過地点ユニットを記述する場合の end ユニットの記述要件に
ついては特に言及がないためやや曖昧であるが、通過地点ユニットは、end ユ
ニットが記述される場合の補間形状点を想定しており、begin ユニットと通過
地点ユニットのみで区間を表現することは想定していないと解釈した。また、
複数の通過地点ユニットを記述する場合の記述順序についても言及がないが、
begin ユニットから end ユニットに向かって順に記述するのが妥当であると解
釈した。ただし、仕様では上記についての制限を設けていないため自由な順序
で記述することも可能である。 
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図 52 - begin ユニット、end ユニット、pass ユニットの関係 

 

4.2.1.4.3 altitude エレメント 

altitude エレメントは、地点を示すユニット（例えば begin ユニット、end ユ
ニット）に含まれるエレメントであり、latitude エレメントと longitude エレメ
ントで示される緯度経度情報に対して、高度情報を付加するために使用される。 

altitude ユニットの記述はオプションである。 

今回の実証実験対象エリアには、例えば首都高速などのように道路が多段構
造になっている箇所があり、このような場所で道路/車線区間を正しく判断す
るためには、緯度経度に加えて高度情報を付与する必要がある。 

例えば、図 53 に示すように道路が立体交差しているような場合、交差部の
地点を緯度経度のみで指定すると、上の道路と下の道路が区別できない。ただ
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し、begin ユニットと end ユニットを用いて区間として表現することで、高度
情報が無くても道路の向きが明確に判別できる場合、上と下の道路を識別する
ことは可能である。 

 

図 53 - altitude エレメントが必要な道路構造の例 (1) 

 

一方、図 54 に示すように上下道がほぼ重なっているような道路構造の場合
は、区間表現を行っても上下道の区別が行えない。特に首都高都心環状線の谷
町 JCT 付近は、このような構造となっており、高度情報の付与が必要である。
今回は場所によって高度情報を付与したりしなかったりするのではなく、常に
高度情報を付与する運用にした。道路レベル交通流については、DRM リンクの
属性として付与されている値を利用し、SIP 高精度地図は、車線リンクの高度
情報を利用することで、区間ユニットへの高度情報付与を実施した。 

また、altitude エレメントは double 型で値を記述することになっているため、
本来は小数点も含めた数値を記述可能であるが、単位が cm となっていること
もあり、小数点以下は精度的に意味を持たないため整数部分のみで高度情報を
記述することにした。 
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図 54 - altitude ユニットが必要な道路構造の例 (2) 

 

4.2.1.4.4 lane エレメント 

lane エレメントは、地点を示すユニット（例えば begin ユニット、end ユニ
ット）に含まれるエレメントであり、コンテンツの有効範囲を車線単位で示す
際に使用される。従って、lane エレメントを記述する場合には、指し示す地点
を道路上の区間にする必要がある。 

lane ユニットの記述はオプションである。また、コンテンツの有効範囲が複
数車線にわたることも想定されており、複数の lane エレメントを記述すること
が可能になっている。 

lane エレメントには、車線番号を記述する。JASPAR 車両情報共用データセッ
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ト仕様によると、車線番号が地図で定義されている場合はその定義に従うが、
定義されていない場合には、車両の進行方向に向かって最も左側の車線番号を
1 として、右に向かって 1、2、・・・のように順に番号を割り当てることにな
っている。（ただし、これは日本のように左側通行の国の場合であり、右側通
行の国においては、最も右側の車線番号を 1 として、左側に向かって値を増加
させる。） 

図 55 は、左側 3 車線の道路の場合の車線番号の割り当て方を図示したもの
である。 

 

 

図 55 - 地図に定義が無い場合の車線番号の割り当て方（左側通行の場合） 
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なお、図 55 では示してはいないが、左端の路肩を表現する場合、車線番号
を 0 とし、最も右端の車線（車線番号= 3）の右隣の路肩を表現する場合は、車
線番号を 50 にすることになっている。 

今回、道路レベル交通流の生成には DRM の地図を用いたため、車線情報及
び、車線番号の定義は存在しない。一方、送信先のダイナミックマップデータ
紐付け・配信機能サーバーでは、SIP 高精度地図を用いており、車線情報が存
在するが車線番号については定義が無い。 

したがって、今回は道路レベル交通流を表現する場合は、lane エレメントを
記述しない運用とした。従って、lane エレメントの記述が無い交通流情報を受
信すると、受信側で用いている SIP 高精度地図では、全ての車線に対する交通
流情報だと解釈することになる。 

一方、車線別交通流については、生成過程で SIP 高精度地図を用いており、
これは送信先のダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーで用いて
いる地図とバージョンも含めて同一のものである。SIP 高精度地図には車線番
号の定義が無いが、先述のルールに従って解釈することで送受信者間での車線
情報の共有が可能なはずである。 

しかし実際には、分合流部などの車線番号の割り当て方に対しての解釈が曖
昧な場合があった。 
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図 56 - 合流部での車線番号の解釈例 

 

例えば、図 56 のような道路合流部を考えた場合、進行方向に向かって A 地
点に到達するまでの車線数はそれぞれ合流側 2 車線と本線側 3 車線、また A 地
点から B 地点までの間は合流側 1 車線、本線側 3 車線となる。また、B 地点か
ら C 地点までは、一つの道路として考えた場合、左側から順に車線番号を割り
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当てる考え方でいくと 4 車線となる。この場合、本線側の車線番号は、B 地点
を境に車線番号が突如切り替わることになる。また、C 地点を通過すると再度
3 車線となり、再び車線番号が切り替わる。 

この例を見ると、A 地点手前から C 地点まで同じ車線であるにも関わらず同
一の車線番号で参照することができない車線が発生する。 

また、合流側車線と本線の車線がどこで一つの道路になるかの定義が曖昧だ
と、例えば B 地点手前の車線番号の解釈も変わる可能性もある。 

このように、お互いの解釈に依存する部分があるとそれぞれ参照する車線に
齟齬が生じる可能性が出てくる。このようなことが起きないようにするため、
今回の実証実験では地図と車線番号の対応を双方であらかじめ定義・共有して
から運用することにした。 

また、今回のケースには当てはまらないが、例えばそれぞれ車線番号が異な
る値で定義されているような地図を双方が利用しているような場合も考えられ
る。このような場合、受信者側は送信者側がどのような地図をベースに車線情
報を作っているのか、また、その車線情報は自分が使用している地図のどの車
線に対応しているのかを把握しないと正しい車線を参照することができないと
いう問題もある。 

さらに言うと、仮に同じ種類の地図であってもバージョンによって車線の増
減があった場合に、自分の地図に定義が無い車線番号が指定される可能性も出
てくる。この場合、バージョンの違いによる車線の定義を把握していないと、
上記と同様に正しい車線を参照することは困難である。 
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4.2.1.5 交通流ユニット 

交通流ユニットの実装に際し、以下の章に記述する取り決めを行った。参考
のため、図 29 で示した区間ユニットを図 57 に再掲する。 

 

 

図 57 - 交通流ユニット（再掲） 

 

交通流ユニットでは、区間/地点を通過する車両の平均速度を示す speed エレ
メントと、車両の平均台数を示す number エレメントが定義されている。 

speed エレメントと number エレメントの記述は相互に排他的である。今回
は交通流情報として渋滞の度合いを示す事が可能な車両平均速度を用いること
にしたため、number エレメントは使用しないことにした。 

4.2.1.5.1 seq エレメント 

seq エレメントは、コンテンツユニットに交通流以外の複数のコンテンツを
格納する際に分別・管理するための識別子である。seq エレメントの記述は必
須である。 

今回の実証実験では、7 種類のコンテンツの内、交通流ユニットのみを扱う
ため、seq エレメントに記述する値は、整数値の 1 を使用することにした。 
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4.2.1.5.2 accuracy エレメント 

accuracy エレメントはコンテンツの確からしさを示す指標として用いられる。
accuracy の記述はオプションである。 

JASPAR 車両情報共用コンセプト仕様によれば、確からしさの定義は、基本的
にはコンテンツの提供者が行うという思想であるため定量的な基準というもの
は存在しないが、目安として 5 段階の値を設定することが可能である。 

設定する 5 段階の値は符号なしの整数値 1～5 で表現され、1 が最も確度が低
い (～20 %) ことを示し、5 が最も確度が高い (80 %～) ことを示す。 

今回の実証実験では、この accuracy の値を利用するユースケースは想定され
なかったものの、最も確からしい事を示す値である '5' を便宜上セットすること
にした。 

4.2.2 JASPAR 車両情報共用 API 仕様実装に関する運用仕様の検討 

4.2.2.1 シーケンス 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様では、コンテンツの提供側をクライアント、提
供を受ける側をサーバーとして想定するデータクライアント・サーバーモデル
で定義されている。 

図 58 に、JASPAR 車両情報共用 API 仕様が想定する処理シーケンスを示す。 
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図 58 - クライアントサーバーモデルで想定する処理シーケンス 

 

しかしながら、今回の実証実験で取り扱うコンテンツは、準動的なデータで
ある交通流のみであることから、データベースに情報を蓄積したり、あるいは
蓄積したデータを後から参照したりするという使い方は想定されておらず、逐
次ビューアにデータを送信し、送信済みのデータを順次破棄するという利用方
法であった。 

したがって、今回採用した処理シーケンスは、図 59 に示すように HTTP リク
エストを受け付けたら、直ちに HTTP レスポンスを返却するようにした。 
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図 59 - 実証実験で採用した処理シーケンス 

 

4.2.2.2 登録 API のレスポンスコード 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様で定義されている登録機能は、HTTP の POST
メソッドを使用する。 

プローブ情報変換サーバー登録機能を用いてリクエストデータを送信すると、
そのデータを受信するダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーは、
処理結果をレスポンスデータとしてプローブ情報変換サーバーに返送する。参
考のため、図 24 で示したレスポンスデータを図 60 に再掲する。 
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図 60 - レスポンスデータ（再掲） 

 

図 60 のレスポンスコードは、処理結果の概要を示すコードが格納される。
このコードは HTTP の標準レスポンスコードに準拠したものが使用されること
になっている。 

今回の実証実験用の環境では、必要最低限のレスポンスコードを実装するこ
とにしたため、リクエストが成功したか、失敗したかのみを判定できるように
することとした。表 14 に登録機能のレスポンスコード及び、その中で実際に
使用したコードを示す。 
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表 14 - 登録機能のレスポンスコードの中で使用するコード（橙色枠） 

レスポン
スコード 

説明 

201 Created リクエスト正常完了 

207 Multi-Status 複数ステータス混在 

400 Bad Request 不正リクエストエラー 

401 Unauthorized 認証エラー 

403 Forbidden アクセス権エラー 

404 Not Found 未検出エラー 

408 Request Timeout タイムアウトエラー 

409 Conflict 競合エラー 

413 Payload Too Large リクエストサイズ上限エラー 

5xx  
サーバーサイドエラー（DB エラー、セッシ
ョン数上限、etc.） 

 

表 14 に示すように、本実証実験では、201 Created 「リクエスト正常完了」
及び、400 Bad Request 「不正リクエストエラー」のコードのみを使用すること
とした。 

4.2.2.3 参照機能 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様で定義されている参照機能は、HTTP の GET メ
ソッドを指定する。 

参照機能は、図 58 に示すように、登録機能でデータベース等に登録された
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データをクライアントから参照するためのものであるが、今回の実証実験では、
送信した交通流情報はダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーに
保存されない実装となっていた。 

したがって、参照する対象が存在しないこともあり、参照機能の実装と評価
については行わないこととした。 

4.2.3 サーバー間送受信におけるその他の実装規定 

4.2.3.1 データ送信周期 

今回の交通流情報の生成プロセスの都合上、プローブ情報変換サーバーから
は、交通流情報を一定の周期毎にダイナミックマップデータ紐付け・配信機能
サーバーに送信を行うこととした。 

これは交通流の解析処理は逐次処理ではなく、ある一定期間毎のデータにつ
いて平均速度の算出処理を行っているためである。 

今回、この交通流データの送出周期は 5 分で運用を行った。5 分毎に、対象
エリア内の中で渋滞と判定された路線区間の全てについて、登録機能を用いて
送出する。従って、対象路線の全区間を送信した場合であっても 5 分以内に完
了することを確認したうえで、時間設定を行った。 

ここで、仮に送信対象区間が広がった場合などは、5 分間ですべての区間の
交通流情報を送信しきれなくなる状況も想定される。（図 61 の下段参照） 

この場合、送信周期を長くすればよいが、その場合交通流情報の鮮度が落ち
るという問題が出てくるため、地域毎のサーバーの処理分担など、別の解決手
段が必要になると考えられる。 
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図 61-- 送信周期と交通流送出にかかる時間の関係（例） 

 

4.2.3.2 交通流の送信対象区間 

交通流情報の送信に関しては、2 つの考え方があった。一つは、全道路区間
について、渋滞かどうかに関わらず交通流情報を全て送信するというもの。も
う一方は、速度閾値から「渋滞」もしくは「混雑」と判定した道路区間のみを
送信するというものである。 

図 62 にこれら、2 つの考え方の例を示す。 
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図 62 - 交通流情報の送信についての考え方の例 

 

渋滞かどうかに関わらず、全交通流データを送信する方法は、正確に道路の
交通流状況を伝える際には最も適しているが、送信すべきデータ量と送信回数
が比較的大きくなるという欠点がある。 

一方、「渋滞」と判定された道路区間の交通流情報のみを送信する方法は、
送信するデータ量、送信回数の観点では、全部送信する場合に比べて少なく済
み、場合によっては大幅な削減も期待できる。ただし、送信されなかった道路
区間については、必ずしも「順調」であるとは限らない点が問題となる。単純
にその道路区間のプローブデータが存在していないだけかもしれないからであ
る。 

上記のように、それぞれ得失はあるものの実用上大きな瑕疵が無く、データ
送信量を削減可能な方式として、「渋滞」「混雑」と判定した路線区間のみの
交通流を送信する方法を採用することとした。これにより、通信負荷を下げる
ことが可能となった。 

しかしながら、順調区間を「順調」と表示したい場合や、交通流情報を用い
た渋滞箇所表示にとどまらず、別の用途にも用いるようなアプリケーションの
場合には、全路線全区間の交通流情報を送信しなければならないかもしれない。 
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4.2.3.3 通信データサイズ 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様の登録機能を用いて、交通流情報を送信する際
に、1 回あたりの HTTP リクエストで送信可能なデータのサイズの上限につい
ては仕様では特に規定されていない。 

しかしながら、データを受信するサーバー側のバッファサイズなどを設計す
る上で、上限値の規定が必要である。 

今回は、1 区間あたりの平均データサイズを基に、交通流の送信に必要なデ
ータ量を算出した上で、必要十分と思われるサイズとして 1 MB を 1 回の登録
API で送信可能なデータサイズとした。 

4.2.3.4 送信周期あたりの交通流データの最大数 

4.2.3.3 章と同じ理由で、1 回の送信周期に送信可能な交通流データの数につ
いても上限を設けることとした。 

送信対象エリア全体の区間数と、実際に送信された交通流データ数の統計な
どを考慮したうえで、必要十分な数として 1 回の送信周期に送信可能な交通流
データ数を 1,000 に設定した。 

したがって、今回受信サーバーは 5 分間の周期の間に最大で、 

1 MB * 1000 = 1 GB 

の受信バッファを用意すればよいことになる。 

4.2.3.5 同時接続セッション数 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様では、同時接続可能セッション数については規
定がない。通常は 1 アカウントあたりの同時接続セッション数について制限を
設けるのが普通である。 

今回の実証実験においては、道路レベル交通流情報を生成するプローブ情報
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変換サーバーと、車線別交通流情報を生成するプローブ情報変換サーバーの 2
台から、それぞれのコンテンツが送信される場合を想定していたため、最大の
セッション数は少なくとも 2 つ以上とした。 

4.2.3.6 道路レベル交通流と車線別交通流の同時送信 

実装上の都合により、今回の実証実験では、道路レベル交通流と車線別交通
流を同時に送信しない運用を行うこととした。このため、車線別交通流の提供
期間につては、道路レベル交通流の提供を停止した。 

4.2.4 JASPAR 車両情報共用仕様の実装に関するまとめ 

周期的に交通流を提供する点、受信データをサーバーに保存しない点など、
今回の実装形態に依存する部分について、種々の実装規定をダイナミックマッ
プ大規模実証実験コンソーシアムと協議しながら策定を行った。2 者間のみで
も調整すべき事項は多く、コンテンツの提供者が増える場合には、さらに他の
項目についても実装規定を定める必要が出てくると思われる。 

また、今回は実証実験のための実装という側面もあり、動作するための必要
最低限の項目についての実装が行われている。実際のビジネス環境での実装時
にはさらに詳細な項目について、実装規定を策定する必要があると考えられる。 

本実証実験を通して抽出された JASPAR 車両情報共用仕様に関する課題につ
いては、適時 JASPAR にフィードバックを行うことで仕様の確認・改善に対し
て貢献することができた。 

 



 

114  

5 実験サーバー との連携確認 

平成 30 年度第 2 四半期では、第 3 四半期に予定する大規模実証実験に備え、
4 章で説明したプローブ情報変換サーバーとダイナミックマップ大規模実証実
験コンソーシアムにて構築されるダイナミックマップデータ紐付け・配信機能
サーバーとの連携確認を行った。本実験からは、ダイナミックマップ大規模実
証実験コンソーシアムの開発メンバーと共同で実施した。 

実験サーバーとの連携確認で実施した項目は、接続試験、システム試験の 2
項目である。詳細については、以降報告する。 

5.1 接続試験 

プローブ情報変換サーバー側とダイナミックマップデータ紐付け・配信機能
サーバーとの連携を実現させるためには、データ送受信関連の動作確立が必須
となる。このため、接続試験では、データ送受信処理に関連する動作検証をダ
イナミックマップ大規模実証実験コンソーシアムの開発メンバーと合同で実施
した。 

以降、接続試験の実施に関する詳細について報告する。 

5.1.1 ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー 

ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーは、ダイナミックマッ
プ大規模実証実験コンソーシアムが開発した大規模実証実験での使用を目的と
して開発されたサーバーシステムである。このサーバーシステムは、プローブ
情報変換サーバーから送信された交通流情報を SIP ダイナミックマップビュー
ア(以降、ビューアと呼ぶ)に表示可能なデータ形式に変換し、ビューアへ配信
する機能を有する。 
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  JASPAR 車両情報共用仕様 に準拠した交通流コンテンツ受信機能 

  交通流情報配信データ構成機能 

  車線別交通流情報拡張機能 

「JASPAR 車両情報共用仕様に準拠した交通流コンテンツ受信機能」は、本プ
ロジェクトによる実証実験用途を目的とし、ダイナミックマップ大規模実証実
験コンソーシアムの協力により実装されたものである。データ受信のための
API は、JASPAR 車両情報共用 API 仕様書 Draft 版 Ver1.1 に準拠しており、
JASPAR 車両情報共用データセット仕様書に従って記述した交通流情報が受信可
能である。 

「交通流情報配信データ構成機能」は、1 回の受信処理で得られる 1 区間分
の交通流情報をダイナミックマップ（基盤的地図）に紐付け変換し、1 配信分
の交通流情報として束ねる機能である。1 回分の配信にあたっての交通流情報
は複数の区間情報で構成される。 

これに対し、JASPAR 車両情報共用データセット仕様書に記述される交通流情
報は 1 区間分の交通流情報を表現する仕様となっている。このため、プローブ
情報変換サーバーでは、1 回分の配信に対する交通流情報をダイナミックマッ
プデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信するにあたり、構成される区間数分
の送信処理が行われる。しかし、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能
サーバーにとっては、1 回分の配信にあたる交通流情報の区間数が把握できな
いため、送信処理が実際には終了した場合であっても、それが回線障害等によ
って送信されない状況になっているのか、それとも正常に送信終了されている
のかが判断できない状態となる。よって、交通流情報を受信後、後続の交通流
情報が受信されない状態が一定時間継続するのを確認する処理を行うことによ
って、1 配信分の交通流情報を束ねるように構成される。 

「車線別交通流情報拡張機能」は、複数車線を所有する区間に対する道路レ
ベル交通流情報を受信した場合、その区間を車線全体の交通流情報として扱う
ようにするものである。例えば、図 63 のように、道路レベル交通流情報の対
象区間が 3 車線あった場合、対象区間に該当する 3 車線分の平均速度が道路レ
ベル交通流情報の平均速度となるように構成される。 
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図 63 - 道路レベル交通流情報から車線別交通流情報に拡張される様子 

 

5.1.2 接続試験の準備 

接続試験を実施するにあたり、実験方法、実験装置の構成、試験項目の抽出
の 3 つについてそれぞれ検討したので、それぞれ報告する。 

5.1.2.1 実験方法の検討 

データ送受信の動作検証を行うにあたっては、正常系動作の確認だけでなく、
異常系動作、渋滞発生頻度の低いエリアでの交通流情報のビューア表示のよう
な発生頻度が低い場合のサーバーシステムの挙動についても確認が必要となる。
このため、接続試験では予め用意したデータファイルの内容をダイナミックマ
ップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信する方法で試験を実施することと
した。 

予め用意するデータファイルの内容および具体的な手順については試験項目
により異なるため、後の 5.1.3 章「試験項目の抽出」にて説明する。 
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5.1.2.2 実験装置の構成 

図 64 に接続試験時の実験装置の構成を示す。 

 

図 64 - 接続試験時の実験装置の構成 

 

実験装置は、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーと、これ
にプローブ情報変換サーバー、ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシ
アムの検証 PC、パイオニア開発 PC（後述）の 3 装置がそれぞれ接続される形
で構成される。また、プローブ情報変換サーバーとダイナミックマップデータ
紐付け・配信機能サーバーとの通信は専用回線で、パイオニア開発 PC とダイ
ナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーとの通信は、ダイナミックマ
ップ大規模実証実験コンソーシアムから借用した SSL-VPN ソフトを介しインタ
ーネット接続にて通信を行った。 

プローブ情報変換サーバーには、データ送受信ツール、受信データ照合ツー
ル、試験データ、正解データの 4 つが実装されている。それぞれの機能・デー
タ内容の説明は次の通りである。 
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  試験データ 

 試験項目検証時に送信するデータが記述されたファイル。 

 1 ファイルあたり 1 回の送受信処理を実装することを想定して作成。 

 異常系の検証の一部以外は、JASPAR 車両情報共用データセット仕様
書に基づいて記述した JSON ファイルである。 

  データ送受信ツール 

 ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ試験データ
を送信し、レスポンス JSON データおよび HTTP ステータス を受信す
る接続試験用に特化した簡易ソフトウェア。 

 本ツールの送受信関連の処理は、交通流情報生成処理の送信処理を
活用する。 

 レスポンス JSON データは、レスポンス JSON ファイルとしてストレ
ージに格納する。 

  正解データ 

 データ送信処理にて送信した試験データに対応するレスポンス JSON
の期待される内容（キーと値の組）が記録されているものである。 

  受信データ照合ツール 

 試験データに対応するレスポンス JSON および HTTP ステータスと正
解データとを照合し、内容が一致するかを判定する簡易ソフトウェ
ア。 

 

パイオニア側開発 PC は、通信切断時の動作確認を行う際に使用する。この
ため、ソフトやデータの構成はプローブ情報変換サーバーのものと基本的には
同一となっている。ただし、インターネット経由でのダイナミックマップデー
タ紐付け・配信機能サーバーとの通信を実現させるため、ダイナミックマップ
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大規模実証実験コンソーシアムから配布された SSL-VPN ソフトがインストール
されている。 

ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー、および SIP ダイナミ
ックマップビューアについては、3.3.1.2 章にて説明済のため省略する。 

5.1.3 試験項目の抽出 

本章では、接続試験にて実施する項目について抽出した結果を報告する。 

動作検証項目として抽出した試験項目は、フォーマット、カバーエリア、パ
フォーマンス、道路レベル交通流情報および車線別交通流情報の同時送信の 4
つに大別される。各々の確認項目に対する詳細について、以降説明する。 

5.1.3.1 フォーマット 

プローブ情報変換サーバー側とダイナミックマップデータ紐付け・配信機能
サーバーは、機能実装する開発プロジェクトが異なる。このため、JASPAR 車両
情報共用仕様書の理解に対する相違の有無を確認する目的で実施した。 

各試験項目を表 15、表 16、表 17 に示す。表 15 において、JASPAR 車両情報
共用 API 仕様書の登録機能に関する正常系動作の確認項目を示す。平成 30 年
度第 3 四半期にて実施予定の大規模実証実験では、道路レベル交通流情報、車
線別交通流情報の 2 種類の情報がそれぞれダイナミックマップデータ紐付け・
配信機能サーバーへ送信されるため、この 2 種類の情報をそれぞれ送信し、そ
れぞれ想定したレスポンス JSON データがプローブ情報変換サーバーへ返信さ
れていることを確認するところまでの動作検証を行った。 

表 16 に、JASPAR 車両情報共用 API 仕様書の登録機能に関する異常系動作の
検証項目を示す。異常系の内容としては、主に必要キーが欠損するパターン、
不要キーが混在するパターン、値の設定が異常であるパターン、JSON フォーマ
ットとして表現されていない記述パターンの 4 種類を想定した。 
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表 17 に、JASPAR 車両情報共用 API 仕様書の削除機能に関する検証項目を示
す。No. 1-4 の試験項目は正常系動作を想定したものとなっている。No. 1-5 の
試験項目は、JASPAR 車両情報共用仕様としては正常系であるが、実装の都合上
から異常系としたものである。No.1-6-1 ～ No.1-6-9 の試験項目は、異常系に関
する検証項目となっている。異常系のパターンは、表 15 の場合と同様、主に
必要キーが欠損するパターン、不要キーが混在するパターン、値の設定が異常
であるパターン、JSON フォーマットとして表現されていない記述パターンの 4
種類を想定した。 

表 15 - 接続試験リスト（フォーマット編：登録機能 正常系） 

No データ 手順および入力 

1-1 道路 
正常系に該当する道路レベル交通流情報のサンプルのう
ちの 1 ファイルを送信する。 

1-2 車線 
正常系に該当する車線別交通流情報のサンプルのうちの
1 ファイルを送信する。 
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表 16 - 接続試験リスト（フォーマット編：登録機能 異常系） 

No. 検証内容 パラメータ 手順および入力 

1-3-1 
必要キー
の欠損 administration 

administration ユニットが欠損した道
路レベル交通流情報の疑似 JSON デー
タを送信する。 

1-3-2 contents 
contents ユニットが欠損した道路レベ
ル交通流情報の疑似 JSON データを送
信する。 

1-3-3 traffic 
contents はあるが、traffic が入ってい
ない道路レベル交通流情報の疑似 JSON
データを送信する。 

1-3-4 speed 

contents ユニット、traffic ユニットま
では記述されているが、speed エレメ
ントが入っていない道路レベル交通流
情報の疑似 JSON データを送信する。 

1-3-5 contents 
basic ユニット自体が入っていない道
路レベル交通流情報の疑似 JSON デー
タを送信する。 
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No. 検証内容 パラメータ 手順および入力 

1-3-6 
必要キー
の欠損 time 

basic ユニットはあるが time ユニット
が入っていない道路レベル交通流情報
の疑似 JSON データを送信する。 

1-3-7 start 

basic ユニット、time ユニットがある
が start エレメントが入っていない道
路レベル交通流情報の疑似 JSON デー
タを送信する。 

1-3-8 limit 

basic ユニット、time ユニットがある
が end エレメントが入っていない道路
レベル交通流情報の疑似 JSON データ
を送信する。 

1-3-9 section 
basic ユニットはあるが section ユニッ
トが入っていない道路レベル交通流情
報の疑似 JSON データを送信する。 

1-3-10 begin 

basic ユニットおよび section ユニット
は入っているが、begin ユニットが入
っていない道路レベル交通流情報の疑
似 JSON データを送信する。 

1-3-11 begin 側の
latitude 

basic ユニット、section ユニット、
begin ユニットは入っているが、
latitude エレメントが入っていない道
路レベル交通流情報の疑似 JSON デー
タを送信する。 
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No. 検証内容 パラメータ 手順および入力 

1-3-12 

必要キー
の欠損 

begin 側の
longitude 

basic ユニット、section ユニット、
begin ユニットは入っているが、
longitude エレメントが入っていない道
路レベル交通流情報の疑似 JSON デー
タを送信する。 

1-3-13 begin 側の
altitude 

basic ユニット、section ユニット、
begin ユニットは入っているが、
altitude エレメントが入っていない道
路レベル交通流情報の疑似 JSON デー
タを送信する。 

1-3-14 end 

basic ユニットおよび section ユニット
は入っているが、end ユニットが入っ
ていない道路レベル交通流情報の疑似
JSON データを送信する。 

1-3-15 end 側の 
latitude 

basic ユニット、section ユニット、
end ユニットは入っているが、latitude
エレメントが入っていない道路レベル
交通流情報の疑似 JSON データを送信
する。 

1-3-16 end 側の 
longitude 

basic ユニット、section ユニット、
end ユニットは入っているが、
longitude エレメントが入っていない道
路レベル交通流情報の疑似 JSON デー
タを送信する。 
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No. 検証内容 パラメータ 手順および入力 

1-3-17 

必要キー
の欠損 

end 側の 
altitude 

basic ユニット、section ユニット、
end ユニットは入っているが、altitude
エレメントが入っていない道路レベル
交通流情報の疑似 JSON データを送信
する。 

1-3-18 
不要なキ
ーが入っ
ている 

 道路レベル交通流情報エリア内の pass
ユニットが入っている疑似 JSON デー
タを送信する。 

1-3-19 JSON 形式
ではない
データが
入力され
ている 

JSON フォーマ
ット以外 

CSV フォーマットで記述されたデータ
を送信する。 

1-3-20 
不完全な JSON
データ 

道路レベル交通流情報エリア内かつカ
ッコが一部欠落した疑似 JSON データ
を送信する。 

1-3-21 
キーの重
複あり 

 道路レベル交通流情報エリア内の
speed が 2 つ入った擬似 JSON データ
を送信する。 

1-3-22 

値 (Value)
の異常 

指定された型
以外のデータ 

車線別交通流情報エリア内の lane 情報
が整数型で記載された疑似 JSON デー
タを送信する。 

1-3-23 
値が欠損して
いる 

道路レベル交通流情報のうち、
longitude の値が欠損している疑似
JSON データを送信する。 
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表 17 - 接続試験リスト（フォーマット編：削除機能） 

No. 検証内容 パラメータ 手順および入力 

1-4 正常系 
 1-1 で受信したレスポンス JSON に付与

される record-id が記録された JSON デ
ータを送信する。 

1-5 複数の
record-id 

 1-1、1-2 で受信したレスポンス JSON に
付与される各 record-id が記録された
JSON データを送信する。 

1-6-1 
必要キー
の欠損 

contents 
BODY 自体に何の記載もない疑似 JSON
データを送信する。 

1-6-2 traffic 
contents ユニットはあるが traffic ユニ
ットがない疑似 JSON データを送信す
る。 

1-6-3 record-id 
contents ユニットおよび traffic ユニッ
トはあるが、record-id エレメントがな
い疑似 JSON データを送信する。 

1-6-9 seq 
contents ユニットおよび traffic ユニッ
トはあるが、seq エレメントがない疑似
JSON データを送信する。 

1-6-4 
不要なキ
ーが入っ
ている 

regulation 
regulation ユニットと traffic ユニットの
両方が入っている疑似 JSON データを送
信する。 

1-6-5 
指定され
た型以外
のデータ 
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No. 検証内容 パラメータ 手順および入力 

1-6-6 

指定以上
の精度で 
記載され
たデータ 

文字列長 0 の
record-id を
投げる 

 

1-6-7 
値が欠損
している 

record-id エ
レメントに値
が記録されて
いない 

 

1-6-8 

規定数外
のデータ
が入って
いる 

record-id エ
レメントが空
配列になって
いる 

 

 

5.1.3.2 データ  

ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーが配信可能であるエリ
ア内の交通流情報を送信した際のレスポンス JSON データの内容、およびビュ
ーア表示がなされることを確認するために実施した。また、実証実験期間中に
プローブ情報変換サーバーあるいはダイナミックマップデータ紐付け・配信機
能サーバーの片方が異常停止した場合に、もう片方の挙動が問題ないことを念
の為確認した。これらについての各試験項目を 表 18、表 19、表 20、表 21 に
それぞれ示す。 

表 18 は、道路レベル交通流情報のうち、一般道の対象区間を送信したとき
のビューア上の表示、およびレスポンス JSON データの内容に問題ないことを
確認するための試験項目である。 
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また、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーは、ビューア上
に直前の交通流情報が表示されている状態で新規の交通流情報が送信された場
合、この新規の情報を表示する前に直前の表示を消去する処理が入る。この挙
動を確認するため、交通流情報は、直前送信分の渋滞度判定に対し変化が出る
ように走行速度の数値を変えながら接続試験を実施した。 

 

表 18 - 接続試験リスト（データ編／道路レベル交通流／一般道） 

No. 交通状況 手順および入力 

2-1 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領域内のう
ち、指定区間に対する一般道の道路レベル渋滞情報の
疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 10 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更
新をチェックする 

2-2 混雑 

1) 2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領域内のう
ち、指定区間に対する一般道の道路レベル渋滞情報の
疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 11 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更
新をチェックする 
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No. 交通状況 手順および入力 

2-3 順調 

1) 2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領域内のう
ち、指定区間に対する一般道の道路レベル渋滞情報の
疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 21 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更
新をチェックする 

2-4 混雑 

1) 2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領域内のう
ち、指定区間に対する一般道の道路レベル渋滞情報の
疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 20 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更
新をチェックする 

 

表 19 は、道路レベル交通流情報のうち、高速道路の対象区間を送信したと
きのビューア上の表示、およびレスポンス JSON データの内容に問題ないこと
を確認するためのものである。これらの動作検証についても、一般道の場合の
検証と同様に直前送信分の渋滞度判定に対し変化が出るように走行速度の数値
を変えながら接続試験を実施した。 
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表 19 - 接続試験リスト（データ編／道路レベル交通流／高速道） 

No. 
2 次 
メッシュ 

交通状況 手順および入力 

2-5 533912 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533912 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-6 533912 順調 

1) 2 次メッシュ 533912 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-7 533913 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533913 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 
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No. 
2 次 
メッシュ 

交通状況 手順および入力 

2-8 533913 順調 

1) 2 次メッシュ 533913 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-9 533923 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533923 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。（平均走行
速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-10 533923 順調 

1) 2 次メッシュ 533923 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 
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No. 
2 次 
メッシュ 

交通状況 手順および入力 

2-11 533924 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533924 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-12 533924 順調 

1) 2 次メッシュ 533924 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-13 533934 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533934 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 
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No. 
2 次 
メッシュ 

交通状況 手順および入力 

2-14 533934 順調 

1) 2 次メッシュ 533934 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-15 533967 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533967 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-16 533967 順調 

1) 2 次メッシュ 533967 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2)  受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 
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No. 
2 次 
メッシュ 

交通状況 手順および入力 

2-17 533977 渋滞 

1) 2 次メッシュ 533977 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-18 533977 順調 

1) 2 次メッシュ 533977 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-19 534070 渋滞 

1) 2 次メッシュ 534070 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2）受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 
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No. 
2 次 
メッシュ 

交通状況 手順および入力 

2-20 534070 順調 

1) 2 次メッシュ 534070 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-21 544000 渋滞 

1) 2 次メッシュ 544000 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 40 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 

2-22 544000 順調 

1) 2 次メッシュ 544000 の領域内にある東名
高速区間に対応する道路レベル渋滞情報
の疑似 JSON を全て送信する。 
（平均走行速度は 41 km/h で設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面
より、自動更新をチェックする 
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表 20 は、車線別交通流情報の対象区間を送信したときのビューア上の表示、
およびレスポンス JSON データの内容に問題ないことを確認するための試験項
目である。これらの動作検証についても、一般道の場合の検証と同様に直前送
信分の渋滞度判定に対し変化が出るように走行速度の数値を変えながら接続試
験を実施した。また、各車線の渋滞度が異なるようにすることにより、ビュー
ア上の交通流情報の表示が車線別に対応できることを確認できるようにした。 

表 20 - 接続試験リスト（データ編：車線別交通流） 

No. 
交通状況 

手順および入力 
レーン 1 レーン 2 

2-23 渋滞 混雑 

1) 車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON
を全て送信する。 
（平均走行速度は、レーン 1：20 km/h、レー
ン 2：21 km/h でそれぞれ設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面よ
り、自動更新をチェックする 

2-24 混雑 順調 

1) 車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON
を全て送信する。 
（平均走行速度は、レーン 1：21 km/h、レー
ン 2：41 km/h でそれぞれ設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面よ
り、自動更新をチェックする 
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No. 
交通状況 

手順および入力 
レーン 1 レーン 2 

2-25 順調 混雑 

1) 車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON
を全て送信する。 
（平均走行速度は、レーン 1：41 km/h、レー
ン 2：40 km/h でそれぞれ設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面よ
り、自動更新をチェックする 

2-26 混雑 渋滞 

1) 車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON
を全て送信する。 
（平均走行速度は、レーン 1：40 km/h、レー
ン 2：20 km/h でそれぞれ設定） 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面よ
り、自動更新をチェックする 

 

表 21 は、プローブ情報変換サーバーあるいはダイナミックマップデータ紐
付け・配信機能サーバーのいずれか一方がシステムダウンした場合であっても、
もう一方のサーバーの動作に問題がないことを確認するための試験項目である。
これらは、この後のパフォーマンス測定や負荷試験を行った場合、途中でシス
テムダウンしてしまう懸念もあったため、本試験項目として取り扱うこととし
た。 
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表 21 - 接続試験リスト（データ編：システム異常） 

No. 
システム異常
サーバー 

手順および入力 

2-28 
プローブ情報
変換サーバー 

1) SSL-VPN ソフトによる通信ができているか確認。 

2) テスト用の JSON データ（道路レベル交通流：お台
場エリアの一部のリンク）を ダイナミックマップデ
ータ紐付け・配信機能サーバーへ送信 

3) 想定通りのレスポンスが返ってきたことを確認 

4) VPN ソフト切断 

5) ビューアで表示ができていることを確認 

6) 1) の送信終了後から 5 分後に、もう一度 1) と同じ
JSON データを送信 

7) 送信失敗することを確認 

8) ビューアの表示が消えたことを確認（データが配信
サーバーから送られてこないことを確認） 

9) VPN ソフトを起動 

10)  4) の送信終了後から 5 分後に、もう一度 1) と異な
る JSON データ（首都高：車線別交通流の一部の
JSON データ）を送信 

11)  想定通りのレスポンスが返ってきたことを確認 

12)  VPN ソフト切断 
ビューアで表示ができていることを確認 
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No. 
システム異常
サーバー 

手順および入力 

2-29 

ダイナミック
マップデータ
紐付け配信機
能サーバー 

1) ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバ
ーへの SFTP パスワードを変更する。 

2) 首都高速道路のデータを送信する。 

 

5.1.3.3 パフォーマンス 

プローブ情報変換サーバーがダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サ
ーバーへ送信した交通流情報のデータ数に対する送受信時間を把握するために
実施した。 

表 22 は、試験データ数別の送受信時間測定に関する試験項目に該当するも
のである。 

表 22 - 接続試験リスト（パフォーマンス編：送受信時間計測） 

No. データ数 手順および入力 

3-1 100 リクエスト 

1) 予め用意した疑似 JSON データ 100 ファイル
分を 1 ファイルずつ送信する。 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面よ
り、自動更新をチェックする。 
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No. データ数 手順および入力 

3-2 600 リクエスト 

1) 予め用意した疑似 JSON データ 600 ファイル分
を 1 ファイルずつ送信する。 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、
自動更新をチェックする。 

3-3 1000 リクエスト 

1) 予め用意した疑似 JSON データ 1000 ファイル
分を 1 ファイルずつ送信する。 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、
自動更新をチェックする。 

3-5 300 リクエスト 

1) 予め用意した疑似 JSON データ 300 ファイル分
を 1 ファイルずつ送信する。 

2) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、
自動更新をチェックする。 
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一方、表 23 に示す試験項目は、負荷試験に該当する試験項目である。ダイ
ナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーの 1 回あたりの最大許容受信
データ数である 1000 データを 5 分毎に送信し続け 48 時間耐久できることを確
認するために実施した。 

表 23 - 接続試験リスト（パフォーマンス編：負荷試験） 

No.  手順および入力 

3-4 48 時間放置 

1) 予め用意した疑似 JSON データ 1000 ファイル分を 1
ファイルずつ送信することを 5 分周期で実施する。 

2) 48 時間放置する。 

 

5.1.3.4 送受信タイミング 

プローブ情報変換サーバーは、道路レベル交通流情報用と車線別交通流情報
用の 2 種類が存在するため、この 2 種類の情報を同時送信しても動作として問
題ないことを確認する目的で実施した。ただし、本試験項目は、システム実装
の都合上、大規模実証実験期間では道路レベル交通流情報と車線別交通流情報
の同時送信は行われないこととなったため、参考実験としての位置付けとなっ
ている。 

表 24 に複数サーバー同時送信に関する試験項目表を示す。No. 参-1～3 の試
験項目は、車線別交通流情報を送信後、道路レベル交通流を送信する想定で実
施したものである。これは、プローブ情報変換サーバーの仕様上、同時送信す
るとした場合、道路レベル交通流情報の方が車線別交通流情報よりも送信が遅
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くなる可能性が高いためである。これに対し、No. 参-4 の試験項目は、道路レ
ベル交通流情報の方を先に送信し、この後に車線別交通流情報を送信するパタ
ーンの試験となっている。このパターンは、実際の送受信処理ではほぼ発生し
ない状態となるため、念の為に確認する試験項目の位置付けとなっている。 

表 24 - 接続試験リスト（複数サーバー同時送信編：参考実験） 

No. 手順および入力 

参-1 

1) 車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON を全て送信する。
（平均走行速度は、レーン 1：20 km/h、レーン 2：21 km/h でそ
れぞれ設定） 

2) 手順 1 と同時に、2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領域内
のうち、一般道の道路レベル渋滞情報の疑似 JSON を全て送信す
る。（平均走行速度は 10 km/h で設定） 

3) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更新をチェッ
クする。 

. 参-2 

1) 車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON を全て送信する。
（平均走行速度は、レーン 1：20 km/h、レーン 2：21 km/h でそ
れぞれ設定） 

2) 1) の 10 秒後に、2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領域内
のうち、指定区間に対する一般道の道路レベル渋滞情報の疑似
JSON を全て送信する。（平均走行速度は 10 km/h で設定） 

3) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更新をチェッ
クする。 



 

142  

 

No. 手順および入力 

参-3 

1) 車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON を全て送信する。
（平均走行速度は、レーン 1：20 km/h、レーン 2：21 km/h でそ
れぞれ設定） 

2) 手順 1 の 40 秒後に、2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領
域内のうち、指定区間に対する一般道の道路レベル渋滞情報の疑
似 JSON を全て送信する。（平均走行速度は 10 km/h で設定） 

3) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更新をチェッ
クする。 

. 参-4 

1) 2 次メッシュ 533936（お台場エリア）の領域内のうち、一般道の
道路レベル渋滞情報の疑似 JSON を全て送信する。（318 file） 
（平均走行速度は 10 km/h で設定） 

2) 実行合図に従って、車線別交通流提供区間に対応する疑似 JSON
を全て送信する。（平均走行速度は、レーン 1：20 km/h、レーン
2：21 km/h でそれぞれ設定）（10 file） 

3) 受信端末の準静的・準動的情報抽出画面より、自動更新をチェッ
クする。 
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5.1.4 接続試験 

本章では、接続試験当日に実施した内容について報告する。接続試験は、
5.1.2 章にて説明した通りの試験項目および手順で実施した。試験項目の実施結
果が期待されたものと異なる場合、その場で直ちに仕様等の調整が行えるよう、
本プロジェクトの開発メンバーとダイナミックマップ大規模実証実験コンソー
シアムの開発メンバーが実際に集まる形で進められた。なお、表 23 に記載し
た負荷試験については、実行後結果が出るまでに長い時間を要するため、他の
試験項目実施日の後で実施した。 

以降、各接続試験項目の実施結果について、それぞれ報告する。 

 

 

図 65 - 接続試験の様子（当社川越事業所にて） 

 

5.1.4.1 フォーマット 

表 15、表 16、表 17 に記載した試験項目を実施した。この検証は、試験項目
毎にダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーからのレスポンス
JSON および HTTP ステータスの内容自体が正解データと一致することを確認す
る形で進めた。結果としては、いずれの試験項目についても事前に期待した結
果を得ることができた。 
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5.1.4.2 データ 

表 18、表 19、表 20、表 21 に記載した試験項目を実施した。表 18、表 19、表 
20 については、各試験項目に対し次の 3 点を確認した。この結果、全体的に
問題なく動作していることを確認することが出来た。 

 

 ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーからのレス
ポンス JSON および HTTP ステータスの内容自体が、正解データと一致
したこと。 

 試験データに記録されているお台場エリアの道路レベル交通流情
報の配信対象区間全体について、漏れなくビューア上に描画できたこ
と。 

 試験データに記録されている走行速度情報が、表 11 に示す渋滞判
定結果に従って渋滞度が判定されていること。 

 

また、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーとの通信が切断
された場合の試験項目である表 21 については、この後の 5.1.4.2.4 章にて説明
する。 

5.1.4.2.1 道路レベル交通流情報・一般道（お台場エリア） 

表 18 に記載されている道路レベル交通流情報の一般道の配信対象区間につ
いて、交通流情報を送信する試験項目を実施した。 

図 66 に、表 18 の No. 2-1 の試験項目で使用した試験データを送信側、受信
側でそれぞれ可視化した結果を示す。図 66 の上段は、プローブ情報変換サー
バーが送信した試験データに記述された交通流情報の対象区間を桃色の線で地
図上に表示したものである。一方、図 66 下段の図はダイナミックマップデー
タ紐付け・配信機能サーバーに送信された試験データをビューアが受信した結
果をキャプチャしたものである。ビューアが受信した交通流情報の区間は赤色
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の線で示されている。つまり、この図は試験データの送受信結果に該当する。
図 66 の上下の図を比較すると、送信／受信の双方において、同一区間が表示
されていることが分かる。 

 

図 66 - 試験項目 No. 2-1 の試験対象区間可視化結果 
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同様に No. 2-2、No. 2-4 の試験項目では図 66 と同一区間が表示され、渋滞判
定が混雑となっていることを確認した。 

なお、大規模実証実験では、順調判定された交通流区間の情報はダイナミッ
クマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信しないように運用方針を決め
た。これは、大規模実証実験にて本事業で配信する交通流情報の評価を実施す
る実験参加者がビューアで交通流情報を確認するという面では、この挙動でも
差し支えないと判断したためである。 

この運用方針に基づき、No. 2-3 の試験項目では「順調」に相当する交通流デ
ータを送信した場合でもビューアの表示が変更されない（影響を受けない）こ
とを確認した。 

5.1.4.2.2 道路レベル交通流情報（高速道路） 

表 19 に記載されている道路レベル交通流情報の高速道路の配信対象区間に
ついて、交通流情報を送信する試験項目を実施した。 

5.1.4.2.1 章の場合と同様、2 次メッシュ毎に表 19 の No. 2-5、No. 2-7、No. 2-
9、No. 2-11、No. 2-13、No. 2-15、No. 2-17、No. 2-19、No. 2-21 の試験項目にお
ける試験データの送受信結果を図 67 ～ 図 75 に示す。 

図 67 ～ 図 75 の上段は、プローブ情報変換サーバーが送信した試験データに
記述された交通流情報の対象区間を桃色の線で地図上に表示したものである。
一方、図 67 ～ 図 75 下段の図はダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サ
ーバーに送信された試験データをビューアが受信した結果をキャプチャしたも
のである。ビューアが受信した交通流情報の区間は赤色の線で示されている。 
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図 67 - 試験項目 No. 2-5 の試験対象区間可視化結果 
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図 68 - 試験項目 No. 2-7 の試験対象区間可視化結果 
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図 69 - 試験項目 No. 2-9 の試験対象区間可視化結果 
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図 70 - 試験項目 No. 2-11 の試験対象区間可視化結果 
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図 71 - 試験項目 No. 2-13 の試験対象区間可視化結果 
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図 72 - 試験項目 No. 2-15 の試験対象区間可視化結果 
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図 73 - 試験項目 No. 2-17 の試験対象区間可視化結果 
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図 74 - 試験項目 No. 2-19 の試験対象区間可視化結果 
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図 75 - 試験項目 No. 2-21 の試験対象区間可視化結果 
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ここで、図 67 ～ 図 71 は東名高速道路における配信対象区間、図 72 ～ 図 75
は常磐自動車道における配信対象区間に該当する。 

これらの図は、5.1.4.2.1 章「データ」の図 66 と同様、上図が送信側、下図が
受信側の情報に該当する。これらは、それぞれの図に送信／受信の双方におい
て同一区間が表示されていることが分かる。 

一方、渋滞判定結果が「順調」となる No. 2-6、No. 2-8、No. 2-10、No. 2-12、
No. 2-14、No. 2-16、No. 2-18、No. 2-20、No. 2-22 の試験項目に対する各試験デ
ータ送信後の挙動は 5.1.4.2.1 章に記載の場合と同様、「順調」に相当する交通
流データを送信した場合でもビューアの表示が変更されない（影響を受けない）
ことを確認した。 

5.1.4.2.3 車線別交通流情報 

表 20 に記載されている車線別交通流情報の配信区間について、交通流情報
を送信する試験項目を実施した。 

図 76 に No. 2-23 の試験項目に対する実施結果を示す。図 76 の上段は、プロ
ーブ情報変換サーバーが送信した試験データに記述された交通流情報の対象区
間を桃色の線で地図上に表示したものである。一方、図 76 下段の図はダイナ
ミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーに送信された試験データをビュ
ーアが受信した結果をキャプチャしたものである。ビューアが受信した交通流
情報の区間は赤色の線で示されている。 

図 76 に示すように、送信／受信の双方において同一区間が表示されている
ことが確認できる。 
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図 76 - 試験項目 No. 2-23 の試験対象区間可視化結果 
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なお、No. 2-23 の試験項目では、進行方向から見て左側の車線は渋滞判定が
「渋滞」、右側の車線は「混雑」となる試験データをダイナミックマップデー
タ紐付け・配信機能サーバーへ送信した。 

図 77、図 78 は、車線別交通流情報の配信区間の一部である芝公園入口付近
の様子を拡大したものである。図 77 は、左車線の交通流情報のプロパティ、
図 78 は、右車線の交通流情報のプロパティをそれぞれ表示している。 

プロパティの「項目」のうち、渋滞度コードは 2 が「混雑」、3 が「渋滞」
をそれぞれ表す。図 77 によると、左車線の渋滞度コードが 3、右車線の渋滞度
コードが 2 となっている。つまり、左車線が「渋滞」、右車線が「混雑」とな
っている。よって、送信／受信の双方において同一の区間および情報が表示さ
れたことを確認することができた。 

 

 

図 77 - 試験項目 No. 2-23 の試験対象区間可視化結果 
（芝公園出口付近 左車線） 
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図 78 - 試験項目 No. 2-23 の試験対象区間可視化結果 
（芝公園出口付近 右車線） 

 

5.1.4.2.4 通信回線切断時の動作確認 

表 21 は、大規模実証実験にて使用する通信回線が切断された場合の動作を確
認することを目的として実施した。 

No. 2-28 の試験項目は、プローブ情報変換サーバーとダイナミックマップデ
ータ紐付け・配信機能サーバーとを結ぶ専用回線での通信が一時的にできなく
なった場合の挙動を確認するためのものである。具体的は、実質上はプローブ
情報変換サーバーの単体機能に対する検証に該当するが、回線の通信が再度可
能となった場合に直前配信分の交通流情報が混じった状態で通信されたりビュ
ーア上に表示されたりすることがないことを確認するものである。この試験で
は、実験準備の都合上、専用回線自体の通信状態を一時的に止めるのではなく、
当社開発 PC とダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーとの通信
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を SSL-VPN ソフトウェアで通信を実現し（SSL-VPN 接続と呼ぶ）、当社開発 PC
から試験データを送信させるようにした。そして通信断を実現する際は、SSL-
VPN 接続 を切断する形で実施した。この試験項目を実施した結果、試験項目の
抽出時に想定した通りに動作したことを確認した。 

No. 2-29 の試験項目は、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバ
ーとビューアとの通信が一時的に切断した場合を想定しての検証である。ダイ
ナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーでは、プローブ情報変換サー
バーから送信された交通流情報を受信したら、ビューアへ配信したかどうかに
関わらず、受領確認としてプローブ情報変換サーバーにレスポンス JSON を送
信する仕様となっている。つまり、この試験項目を実施すると、プローブ情報
変換サーバーにレスポンス JSON が返ってくる一方で、ビューアの表示は更新
されないという挙動になる。実際に試験項目を実施した結果も、プローブ情報
変換サーバーにレスポンス JSON が返ってきたこと、 およびビューアの表示が
更新されないことを確認した。 

5.1.4.3 パフォーマンス 

表 22 で示した試験項目の結果について報告する。 

まず、No.3-1、No.3-2、No.3-3、No.3-5 の試験項目に対してプローブ情報変
換サーバーから送信したデータ数に対する送受信処理時間の結果を図 79 に示
す。なお、1 ファイルあたりのデータサイズは約 700 byte、プローブ情報変換
サーバーとダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーとの通信回線
速度は 30 Mbps の条件下で実施した。また、データ送信は同期通信で行った。
また、1 項目あたり処理時間の計測を 3 回行い、最大、最小、平均をそれぞれ
求めた。 

図 79 の結果より、100 ファイルの送信で 3 秒弱、1000 ファイルの送信で 30
秒弱かかることが判った。これにより、ダイナミックマップデータ紐付け・配
信機能サーバーの 1 回配信分の上限データファイル送信数以内であれば、交通
流情報をダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信している
最中に次回配信分のデータ送信時刻に達してしまう可能性は低いことが把握で
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きた。 

 

 

図 79 - 送信データファイル数と処理時間との関係 

 

次に No.3-4 の試験項目に対する負荷試験を実施した。この試験では、5 分毎
に 1000 ファイルの送信処理を行った。このときの送信処理時間の推移を図 80
に示す。図 80 によると、1 回の送信処理時間は 30 秒前後で推移している。 

図 79 に示した 1,000 ファイルの送信処理にかかる時間を 48 時間維持できた
ことを確認した。 
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図 80 - 連続稼働実験開始からの経過時間に対するデータ送信処理時間の推移 

 

5.1.4.4 参考実験  

表 24 に記載されている試験項目は、道路レベル交通流情報と車線別交通流
情報の両方がダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信され
るケースを想定したときの動作を確認するためのものである。 

具体的には、道路レベル交通流情報の送信開始時刻と車線別交通流情報の送
信開始時刻に差を設けた場合のダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サ
ーバーの挙動を確認するための試験となる。前述の通り、大規模実証実験では、
道路レベル交通流解析サーバーと車線別交通流解析サーバーは同時に稼働しな
いことになったが、参考実験として動作検証を行った。 

表 24 の参-1、参-2、参-4 の各試験項目については、道路レベル交通流情報と
車線別交通流情報が同時に表示され、参-3 は道路レベル交通流情報がまず配信
された後、車線別交通流情報が 1 分後に配信された。  
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5.1.5 接続試験の結果判断 

本章では、接続試験の実施結果について報告した。この結果、この後の大規
模実証実験で交通流情報の送受信処理については問題ないことが判った。 

まず、フォーマットの検証では、正常系パターン、および異常系パターンの
試験データを作成した上でダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバ
ーへ送信したときの HTTP ステータスおよびレスポンス JSON を確認し、挙動に
問題ないことを確認できた。データの検証では、送信した交通流情報が実証実
験エリアのいずれの区間に対しても受理できることをビューアの表示を通して
確認することができた。パフォーマンスの検証では、継続的な 5 分周期での交
通流情報送信が問題なく実行されることを確認することができた。これらを総
合して、送受信処理に関する動作は問題ないと判断した。 
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5.2 システム試験 

システム試験は、平成 30 年度第 3 四半期に実施予定の大規模実証実験と同
一のシステムを稼働させ、全体システムの稼働に問題ないことを確認する目的
で行われた。 

以降、詳細について報告する。 

5.2.1 道路レベル交通流システム 

道路レベル交通流システム向けのシステム試験では、次の 3 点について動作
検証を行った。 

 

 送受信間での表示区間一致性 

 送信交通流データ数 

 交通流の遅延時間の測定 

それぞれについて、以降説明する。 

5.2.1.1 送受信間での表示区間一致確認 

まず、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信した交通
流情報の表示区間が送受信間で一致していることを確認する目的で実施した。
なお、5.1.4.2 章「データ」の接続試験でも同様の動作検証を行っているが、シ
ステム試験でも最終確認という位置づけで実施した。 

動作検証方法は、プローブ情報変換サーバーに蓄積したダイナミックマップ
データ紐付け・配信機能サーバー送信済の交通流情報を表示する交通流表示ソ
フトを別途作成し、ビューア上の表示と目視比較する形で実施した。 

図 81 に一般道における送信側、および受信側の交通流情報の例を示す。こ
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の図は、左側が送信側であるプローブ情報変換サーバーから出力した結果、右
側が受信側であるダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーからビ
ューアへ配信された結果を示す。これによると、交通流区間については受信側
も送信側と同一の区間が表示されていることが分かる。 

 

図 81 - 一般道における送信側、及び受信側の道路レベル交通流情報の例 

 

同様に図 82 には、東名高速道路内の送信側、受信側の渋滞区間の例を、図 
83 には、常磐自動車道内の送信側、受信側の渋滞区間の例をそれぞれ示す。こ
れらについても、送信側と受信側で同一の区間が表示されていることが分かる。 

以上から、道路レベル交通流情報に対し、送受信間での渋滞区間に相違がな
いことを目視確認し、問題ないことを確認することができた。 
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図 82 - 東名高速道路における送信側および 
受信側の道路レベル交通流情報の例 

 

 

図 83 - 常磐自動車道における送信側および 
受信側の道路レベル交通流情報の例 
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5.2.1.2 送信した交通流データの数 

道路レベル交通流情報の送信データ数について調査した。まず、表 25 に道
路レベル交通流解析サーバーからダイナミックマップデータ紐付け・配信機能
サーバーへ送信した 1 周期分の道路レベル交通流データの区間データ数の平
均・最大・最小を示す。集計期間および日時は、9 月 10 日 ～ 13 日の 8:00 ～ 
19:00 であり、道路レベル交通流情報の配信エリア全体に対する数字である。
また、集計対象時間が大規模実証実験の前後 1 時間分余分に集計した背景は、
配信開始・終了時刻は通勤ラッシュや帰宅ラッシュの最中であることが想定さ
れるため、日によって交通量のピークが前後 1 時間程度振れてしまうことを想
定してのものである。 

区間データ数について表 25 に掲載の 4 日間について言えば、最大でも 35 区
間である。悪状況のことを想定し、仮に送信区間データ数が 5 倍増になったと
しても 175 区間である。これは、接続試験時に測定した数値から鑑みても、8.5
秒以内には送信処理が終了することが想定可能である。よって、1 周期分の送
信処理の途中で次の週気分の送信処理を開始されることはほぼないことが把握
できた。 

表 25 - ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信した 
道路レベル交通流情報の JSON ファイル数 

日付 平均 最小 最大 

9 月 10 日 7.42 1 (13:25) 25 (08:00) 

9 月 11 日 10.61 1 (13:55) 23 (18:00) 

9 月 12 日 8.45 1 (12:15) 35 (08:15) 

9 月 13 日 7.95 1 (11:30) 23 (08:00) 

 

また、参考情報として 9 月 10 日 ～ 13 日の期間の道路レベル交通流情報の
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JSON ファイル数の推移を日毎に調べた。これを図 84、図 85、図 86、図 87 に
示す。 

図において積み上げ折れ線グラフで表現している。縦軸はダイナミックマッ
プデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信した JSON ファイル数、横軸は送信
処理を行った時刻を表す。 

これらの図を見ると、8:00 ～ 10:00、17:00 ～ 19:00 の時間帯で送信 JSON フ
ァイル数が多くなる傾向にあることが分かる。中でも、東名高速道路において
渋滞を実際に観測しやすい傾向にあることが分かる。 

なお、送信 JSON ファイル数については、大規模実証実験期間中のものにつ
いても、この後の章で報告する。 

 

 

図 84 - 道路レベル交通流データ 送信区間数（2018 年 09 月 10 日） 
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図 85 - 道路レベル交通流データ 送信区間数（2018 年 09 月 11 日） 

 

 

図 86 - 道路レベル交通流データ 送信区間数（2018 年 09 月 12 日） 
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図 87 - 道路レベル交通流データ 送信区間数（2018 年 09 月 13 日） 

 

5.2.1.3 道路レベル交通流システムのシステム試験結果判断 

以上の結果から、道路レベル交通流解析システムは、実証実験の本番におい
ても、問題なく動作すると判断した。 

5.2.2 車線別交通流  

車線別交通流情報のシステム試験では、道路レベル交通流解析システムで実
施した検証の他に、データ収集車両の運行方法についても検証した。実施日は
2018 年 9 月 14 日である。詳細については、以降報告する。 

5.2.2.1 送受信間での表示区間一致確認  

道路レベル交通流システムのときと同様に、ダイナミックマップデータ紐付
け・配信機能サーバーへ送信した交通流情報の表示区間が送受信間で一致して



 

 171 

いることを確認した。 

図 88 は、9 月 14 日 13 時 05 分現在の芝公園出口周辺における送信、受信そ
れぞれの車線別交通流情報の例である。 

 

 

図 88 - 送信、受信それぞれの車線別交通流情報の例 
（2018 年 9 月 14 日 15:00 現在） 

 

この図は、上段の左図がプローブ情報変換サーバー（送信側）の車線別交通
流情報、右図がダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー（受信側）
から配信されたビューア上の車線別交通流情報である。 

下段の図は、上段の図の黄色枠、緑色枠の箇所を拡大したものである。図の
下の番号は、上段の図の枠下にある番号に対応する。また、送信側の車線別交
通流情報は「順調」判定区間を緑線で表現している。ビューア上では「順調」
判定区間を表示しない仕様となっているため、左図の緑線区間は右図には表示
されない。 
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この図によると、例えば、黄色枠から緑色枠までの右車線は「順調」となっ
ている。この区間については送信側では緑線で表示されているのに対し、受信
側では一切表示がされていないことを確認した。 

また、図 88 において、左図の芝公園出口付近では渋滞度が「渋滞」となっ
ている。これに対し、ビューアの方の同一区間をプロパティで確認したところ、
渋滞度が「渋滞」となっていた。 

このような形で、ビューアで受信できたときの車線別交通流情報の送受信側
の両方の送受信データを全パターンについて目視で比較し、送信内容が一致し
ていることを確認することができた。 

5.2.2.2 送信交通流データの数 

システム試験実施時の送信交通流データ数の時系列の様子を図 89 に示す。 

 

 

図 89 - 車線別交通流データ 送信区間数（2018 年 09 月 14 日） 
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図 89 によると、1 回配信分の交通流情報として、概ね 60 ファイル以上の区
間情報がダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信されてい
ることが分かる。また、当日の送信区間データ数の最大・最小・平均をそれぞ
れ集計した。この結果を表 26 に示す。 

表 26 - ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信した 
車線別交通流情報の JSON ファイル数 

日付 平均 最小 最大 

9 月 14 日 69.79 49 (16:15) 83 (14:25) 

 

今回の配信対象区間におけるサブリンクは 90 リンクであるため、システム
試験においては常に 90 ファイルずつ送信した場合であっても、接続試験で得
られた送信時間の結果から鑑みると、送信処理の途中で次回の送信タイミング
に入ってしまうような懸念はほぼないと考えられる。この懸念がなかったこと
を、本システム試験にて実際に確認することができた。 

5.2.2.3 遅延時間  

車線別交通流についても、データ取得時から配信までの間にどの程度遅延時
間が発生するのかについて検証を行った。 

まず、図 46 に示す車線別交通流情報生成処理の各処理ブロック毎に処理時
間を計測した。データ収集車両からアップロードされた車両プローブ情報から
車両平均走行速度を算出する車両走行速度算出バッチ処理にて実行される各ブ
ロックにおける処理時間の計測結果を表 27 に示す。 

このバッチ処理は車両プローブ情報 1 データ単位で処理が実行されるため、
各処理の実行時間は車両プローブ情報 1 データあたりの処理時間をまとめた。
これによると、アップロードされた車両プローブ情報から車両走行速度を算出
し終えるまでのトータル時刻は、平均約 0.4 秒であった。 
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表 27 - システム試験時の車両走行速度算出バッチ処理の各ブロックの 
処理時間計測結果（車両走行速度算出処理まで） 

処理ブロック 最大（秒） 最小（秒） 平均（秒） 

車両プローブ情報デコーダ 0.1201 0.0330 0.0411 

車線別マップマッチング機能 0.9387 0.0207 0.3615 

車両走行速度算出処理 0.1648 0.0012 0.0065 

 

次に、渋滞解析バッチ処理で実行される各ブロックの処理時間についての計
測結果を表 28 に示す。 

この計測結果に記載の数値は、交通流解析処理 1 回あたりのものである。こ
の結果によると、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへの交
通流情報の送受信処理が支配的である。 

 

表 28 - システム試験時の渋滞解析バッチ処理の各ブロックの 
処理時間計測結果 

処理ブロック 最大（秒） 最小（秒） 平均（秒） 

リンク平均走行速度算出処理・ 
渋滞判定処理 

0.006120 0.003055 0.003933 

JASPAR フォーマット変換 0.093322 0.001171 0.061346 

送受信処理 3.145546 0.005999 1.589154 
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ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーの処理時間は、ダイナ
ミックマップ大規模実証実験コンソーシアムによる接続試験時の計測結果によ
ると 90.1 秒であった。（図 90、図 91 参照） 

 

 

図 90 - ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーの 
内部処理時間（その 1）7 

 

                                                        
7 データ提供：ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシアム 
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図 91 - ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーの 
内部処理時間（その 2）8 

 

次に、各処理の動作周期を考慮した上でのトータルの遅延時間について調査
する。まず、今回使用する車両プローブ情報は 5 分周期でプローブ情報変換サ
ーバーへアップロードされる。このため、車両プローブ情報を受信した段階で
最大 5 分の遅延が発生する。 

この次に、車両走行速度算出バッチ処理が 10 秒周期で動作する。このため、
ここでも最大 10 秒の遅延が発生する。 

次に、渋滞解析バッチ処理が 5 分周期で動作するため、最大で 5 分の遅延が
発生する。この後、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへの
送受信処理完了までは、表 28 にある通り 3 秒程度の遅延を伴う。 

                                                        
8 データ提供：ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシアム 
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この後、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーからビューア
へ配信されるまでの時刻は、図 91 より 90.1 秒となっている。これらを合算す
ると、最大で 11 分 43 秒の遅延が発生することになる。 

5.2.2.4 データ収集車両の運行方法の検証 

今回の大規模実証実験では、交通流判定結果が順調である交通流区間情報は
ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信しない。このため、
ビューア上に交通流情報が表示されない区間は、順調区間／データなし区間の
切り分けができない。一方、車線別交通流情報においては、一般車両ではなく
データ収集車両の車両プローブ情報を使用するため、車両の出発時刻等の調整
が可能である。この背景から、車線別交通流情報の配信対象区間においては、
ビューア上に交通流情報が表示されない区間を全て「順調区間」と扱えるよう
にデータ収集車両の走行方法を調整できないか検討した。 

5.2.2.4.1 走行条件 

システム試験において、実験条件は次の通りとした。 

 

 データ収集車両 6 台 

 データ収集車両は、指定された車線を走行する 

 20 分毎に、左車線、右車線担当の 1 台ずつを走行 

 拠点を東京プリンスホテル前の駐車場 

 プローブのアップロード間隔は 5 分とした 

 

また、データ収集車両が走行した経路は、3.3.2.2.2 章「データ収録コース」
の図 34、図 35 で示した走行経路と同一である。 
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5.2.2.4.2 検証方法 

5.2.2.4.1 章「走行条件」に記載した条件の下でデータ収集車両を走行させ、
データ収集車両が配信対象区間上に滞在した時間帯を調べた。そして、今回と
次回のデータ収集車両における配信対象区間の滞在時間の進入時間の差、退出
時間の差を調べ、これが交通流解析を行う上での遡り時間である 30 分を超え
ているものがあるかを調べた。 

この方法で検証する背景について説明する。大規模実証実験では、首都高速
道路上および道路上に車両を長時間待機させることは困難であるため、東京プ
リンスホテル前の駐車場を拠点とし、配信対象区間を走行後、また拠点に戻る
ように実験条件を設定した。このため、データ収集車両が通過する道路の交通
流状況によって、拠点から配信対象区間の開始地点までの所要時間や、拠点へ
戻ってくるまでの時間が変動してしまうことが懸念される。このため、この走
行条件の下での配信対象区間の開始地点から終了地点までの時間変動を把握し、
この走行方法で問題ないかを確認することとした。 

5.2.2.4.3 結果 

データ収集車両における配信対象区間の滞在時間を図 92 に示す。 

この図は、データ収集車両が配信対象区間に滞在している時間を帯で表現し
たものである。帯の色はデータ収集車両 6 台の各車両を表している。同色の帯
は同一のデータ収集車両による滞在時間であることを表す。例えば、13 時台の
黄色の帯は、データ収集車両が 13:25 ～ 13:33 の期間に車線 1 を走行したこと
を表す。 

ここでは、この黄色の帯を例に説明すると、黄色の帯の左端にあたる時刻
13:25 と、その後の水色の帯の左端にあたる時刻 13:43、同じく黄色の帯の右端
にあたる 13:33 とその後ろの水色の帯の右端にあたる 13:51 にそれぞれ着目し、
時刻の差を調べる。この例では、左端の時間差は 18 分、右端の時間差も同じ
く 18 分となっているため、13:25 ～ 13:51 の時間帯においてはデータなし区間
は存在しないと判断した。 
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このようにして、データなし区間の存在の有無を調査した結果、どの時間帯
においても 30 分以上離れているものは存在しなかった。よって、走行間隔は
20 分毎に走行開始としても、5 分毎の交通流情報の生成・送信であることが把
握できた。 

 

 

図 92 - データ収集車両における配信対象区間の滞在時間 

 

5.2.2.5 車線レベル交通流システムのシステム試験結果判断 

以上の結果から、車線レベル交通流解析システムは、実証実験の本番におい
ても、問題なく動作すると判断した。 
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5.3 実験サーバーとの連携確認に関するまとめ 

本章では、ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシアムの開発メンバ
ーと共同で、プローブ情報変換サーバーとダイナミックマップデータ紐付け・
配信機能サーバーと称する実験サーバーとの連携確認を行った。 

まず、連携動作の確認の主要動作にあたるデータ送受信処理に重点を置いて
検証を行う「接続試験」を行った。この結果、交通流情報の送受信が可能であ
ること、プローブ情報変換サーバーが送信した交通流情報をビューア上で確認
可能であること、継続的なデータ送受信処理に問題がないことを確認すること
ができた。 

次に、大規模実証実験と同一の構成でプローブ情報変換サーバーおよびダイ
ナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーの両方を稼働し、車両プロー
ブ情報から JASPAR 車両情報共用仕様に準拠した交通流情報をリアルタイムに
生成した上でダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信し、
ビューア上にこの交通流情報が表示されるまでの一連の動作を確認する「シス
テム試験」を行った。 

この結果、道路レベル交通流情報および車線別交通流情報の両方について、
プローブ情報変換サーバーが送信した通りにビューア上に交通流情報が表示さ
れることを確認することができた。また、車線別交通流については、データ収
集車両の運行方法の検証、および交通流情報の配信遅延に関する処理時間計測
も試みた。その結果、データ収集車両の運行方法については今回設定した条件
で、データなし区間が存在しないように交通流情報を生成させることが可能と
考えられる。交通流情報の配信遅延についても、各処理ブロックの処理時間を
計測できる状態に準備できたことを確認できた。 
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6 実証実験の実施 

本章では、平成 30 年度第 3 四半期に行った実証実験について報告する。 

道路レベル交通流情報、および車線別交通流情報の配信日時は、ダイナミッ
クマップ大規模実証実験コンソーシアムと調整の上、以下の通り実施した。 

 

  道路レベル交通流情報 

 2018 年 10 月 1 日（月）～ 11 月 22 日（木） 9:00 ～ 18:00 

 2018 年 12 月 3 日（月）～ 12 月 27 日（木） 9:00 ～ 18:00 

  車線別交通流情報 

 2018 年 11 月 26 日（月）    13:00 ～ 18:00 

 2018 年 11 月 27 日（火） ～ 30 日（金）  10:00 ～ 18:00 

 

本プロジェクトでは、大規模実証実験期間中にダイナミックマップデータ紐
付け・配信機能サーバーへ送信した道路レベル交通流情報、車線別交通流情報
の配信内容について確認を行うことによって、現行の JASPAR 車両情報共用仕
様での交通流情報の送受信が問題なく行えていることを確認した。 

以降、道路レベル交通流情報配信時期での実験（道路レベル交通流実験と呼
ぶ）、車線別交通流情報配信時期での実験（車線別交通流実験と呼ぶ）につい
てそれぞれ配信内容について示す。また、車線別交通流実験については、デー
タ収集車両の運行状況、および情報伝送遅延に関する検証結果についても示す。 
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6.1 道路レベル交通流実験 

本章では、道路レベル交通流情報配信期間中にダイナミックマップデータ紐
付け・配信機能サーバーへ送信した道路交通流情報について分析した結果を示
す。 

6.1.1 HTTP リクエスト回数 

本章では、配信 1 回分にあたる交通流情報をプローブ情報変換サーバーから
ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信するにあたり実行
した HTTP リクエストの回数について調査した。 

6.1.1.1 日別の最大リクエスト回数の推移 

配信 1 回分の交通流情報をダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サー
バーへ送信するにあたり、1 日の中で最も多く HTTP リクエストを実行した回
数について調査した。 

初めに、道路レベル交通流情報の配信対象区間全体に対して調査した。図 93
にこの結果を示す。この図によると、道路レベル交通流情報の配信対象区間に
おける 1 配信分あたりの HTTP リクエスト回数は最大でも 60 回強であること
が分かる。これは、接続試験時にプローブ情報変換サーバーからダイナミック
マップデータ紐付け・配信機能サーバーへの HTTP リクエスト回数別の結果
（図 79）から換算すると、1 配信分であっても 3 秒以内には送信が完了するこ
とを表す。 
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図 93 - 日別の最大リクエスト回数の推移 
（道路レベル交通流情報配信対象区間全体） 

 

次に、常磐自動車道、東名高速道路、一般道（お台場エリア）のそれぞれに
ついて、日別の最大リクエスト回数の推移をそれぞれ調査した。 

常磐自動車道の日別の最大リクエスト回数の推移を図 94 に示す。まず、上
り線においては 40 回以上の HTTP リクエストを実行した日もあれば、5 回未満
の日も存在し、交通流の状況の変動が大きい。これに対し、下り線は最大リク
エスト回数が 5 回未満の日が多く、全般的に車の流れは順調であった。 
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図 94 - 日別の最大リクエスト回数の推移（常磐自動車道） 

 

さらに、東名自動車道の日別の最大リクエスト回数の推移について調査した。
図 95 にこの結果を示す。上り線は、最大リクエスト回数が 10 回から 30 回ま
での範囲の中で推移している。これに対し、下り線は、5 回を下回る日もあれ
ば 30 回を超える日もあり、上り線と比べると交通流の状況の変動が大きい。 
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図 95 - 日別の最大リクエスト回数の推移（東名高速道路） 

 

一般道の日別の最大リクエスト回数の推移についても調査した。図 96 にこ
の結果を示す。こちらは最大リクエスト回数が 5 回以上となっている日がほと
んどであるが、15 回を超える日はほとんどなく、交通流状況の変動は、常磐自
動車道上り線や東名自動車道下り線と比べれば小さい。 
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図 96 - 日別の最大リクエスト回数の推移（一般道：お台場エリア） 

 

ここで、図 93、図 94、図 95 のうち、全体、常磐自動車道上り線、東名高速
道路下り線の 3 つにおいては、グラフの形状が周期的であった。このため、曜
日別についても日別最大リクエスト回数の平均を求めた。 

この結果を表 29 に示す。赤太字、青太字は 1 番目、2 番目に多い曜日をそれ
ぞれ指す。これによると、平均値が 1 番目に多い曜日が土日に集中しているこ
とが分かる。ただし、常磐自動車道の下り線、東名高速道路の下り線は日曜日
にはリクエスト回数が少ない傾向にある。 
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表 29 - 日別最大リクエスト回数の曜日別平均 

 
常磐 東名 

一般道 
上り 下り 上り 下り 

月 5.08  1.85  15.23  8.85  7.15  

火 6.77  3.31  16.77  11.08  7.38  

水 8.23  2.62  15.77  12.77  7.38  

木 7.62  2.31  15.46  14.15  8.46  

金 13.42  3.58  19.08  16.25  8.67  

土 20.50  7.67  16.92  23.17  10.33  

日 27.92  3.25  19.58  5.83  11.58  

 

6.1.1.2 時間別のリクエスト回数の推移 

ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへのリクエスト回数が
増加する時間帯を把握することを目的とし、配信 1 回分あたりの交通流情報を
ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信する際のリクエス
ト回数を時間別に調査した。 

これらの結果を、 

図 97 ～ 図 108 に示す。 

 

図 97、図 98 は道路レベル交通流情報の配信対象区間全体における平均リク
エスト回数と最大リクエスト回数の様子をそれぞれ表したものである。この結
果によると、配信対象区間全体においては、午前中は 8:30、午後は 18:00 前後
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が最もリクエスト回数が多い傾向にあった。ただ、実際のリクエスト数につい
ては最大でも 100 回を超えることはなかった。 

 

図 97 - 時間別の平均リクエスト回数の推移（全体） 
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図 98 - 時間別の最大リクエスト回数の推移（全体） 

図 99、図 100 に、常磐自動車道の上り線に対する平均リクエスト回数、最大
リクエスト回数の様子をそれぞれ示す。この結果によると、15:00 を超えたあ
たりから徐々にリクエスト回数が増加し始め、17:30 前後でピークとなった後、
時間の推移とともに減少していく傾向にある。ピーク時での平均リクエスト数
自体は、休日より平日の方が約 5 倍多くなっていることがわかる。 
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図 99 - 時間別の平均リクエスト回数の推移（常磐自動車道 上り） 

 

 

図 100 - 時間別の最大リクエスト回数の推移（常磐自動車道 上り） 
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図 101、図 102 に、常磐自動車道の下り線に対する平均リクエスト回数、最
大リクエスト回数の様子をそれぞれ示す。この結果によると、平日においては、
平均リクエスト回数は一部の時間帯を除き 1 回未満となっており、最大リクエ
スト数についても 10 回以下であるため、概ね渋滞判定結果は「順調」である。
ただし、図 102 の最大リクエスト回数を見ると、午前中に 20 回を超える日も
あった。 

 

図 101 - 時間別の平均リクエスト回数の推移（常磐自動車道 下り） 
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図 102 - 時間別の最大リクエスト回数の推移（常磐自動車道 下り） 

 

 図 103、図 104 に、東名高速道路の上り線に対する平均リクエスト回数、最
大リクエスト回数の様子をそれぞれ示す。この結果によると、午前中は休日よ
りも平日の方が平均リクエスト回数は多くなる傾向にあることがわかる。 

 

図 103 - 時間別の平均リクエスト回数の推移（東名高速道路 上り） 
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図 104 - 時間別の最大リクエスト回数の推移（東名高速道路 上り） 

 

図 105、図 106 に、東名高速道路の下り線に対する平均リクエスト回数、最
大リクエスト回数の様子をそれぞれ示す。この結果によると、平日は 7:30 ～ 
9:00 の時間帯で平均リクエスト数がピークに達し、この後徐々に減少していく。
一方、休日においては、平日の 7:30 ～ 9:00 の時間帯と同等の平均リクエスト
数が 15:00 頃まで維持される様子がわかる。 
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図 105 - 時間別の平均リクエスト回数の推移（東名高速道路 上り） 

 

 

図 106 - 時間別の最大リクエスト回数の推移（東名高速道路 下り） 
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図 107、図 108 に、お台場地区の一般道における配信対象区間に対する平均
リクエスト回数、最大リクエスト回数の様子をそれぞれ示す。この結果による
と、平日も休日も平均リクエスト数が多くなる時間帯の傾向は観測されなかっ
たが、最大リクエスト数の方は休日の方が多い傾向にある。 

 

 

図 107 - 時間別の平均リクエスト回数の推移（一般道：お台場エリア） 
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図 108 - 時間別の最大リクエスト回数の推移（一般道：お台場エリア） 

 

6.1.2 道路レベル交通流情報の渋滞頻度 

実証実験期間中にダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーに送
信した交通流情報の内訳情報として、DRM サブリンク毎に場所・時間に対する
渋滞頻度を求めた。 

渋滞頻度とは、ある時間における定義区間において渋滞判定結果が「混雑」
あるいは「渋滞」と判定される確率を指す。例えば、9 月 1 日 ～ 5 日の期間の
9:30 における交通流解析の定義区間をリンク A ～ リンク C とした場合の渋滞判
定結果を表 30 に示す。 

表 30 において、リンク A の区間では 9 月 1 日 ～ 5 日の 5 日間のうち、混雑
あるいは渋滞と判定された日が 4 日あるため、渋滞頻度は 80 %となる。同様に
して、リンク B、リンク C はそれぞれ 20 %、60 %となる。 
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表 30 - 道路リンク毎の 9:30 時点の渋滞判定結果の例 

日 付 
道路リンク 

9 月 1 日 9 月 2 日 9 月 3 日 9 月 4 日 9 月 5 日 

リンク A 順調 混雑 渋滞 渋滞 混雑 

リンク B 順調 順調 混雑 順調 順調 

リンク C 渋滞 混雑 渋滞 順調 順調 

 

実証実験期間中の道路レベル交通流情報の配信内容の概要を把握するため、
道路別に渋滞頻度を算出した。詳細について、以降の章で説明する。 

6.1.2.1 渋滞頻度グラフの見方 

以降図示する渋滞頻度グラフの見方について説明する。渋滞頻度グラフは時
刻と場所の組合せによる渋滞頻度を表現するためのものである。渋滞頻度グラ
フの例を図 109 に示す。この図では、時刻を縦軸、場所を横軸にとっている。
そして、縦軸は交通流情報の更新周期である 5 分間隔で、横軸は DRM サブリ
ンクや SIP サブリンクの 1 本分が 1 間隔を表すように線を引いた。この 2 種類
の線によって形成されるタイルの色は渋滞頻度を表す。 

渋滞頻度に対応するタイルの色は、赤色が 50 %以上、橙色が 30 %以上～
50 %未満、黄色が 10 %以上～30 %未満、それ以外は 10 %未満を表す。なお、
青色、緑色のマスはそれぞれ時刻、場所の目安を表す。 
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図 109 - 渋滞頻度グラフの例 

 

例えば、図 109 のうち[A]のタイルに注目する。このタイルは地点④付近の
9:00 現在の渋滞頻度を表す。タイルの色は橙色であるため、地点④付近の 9:00
現在の渋滞頻度が 30 ～ 50 %であることを表している。 

[B]のタイルは、[A]から縦方向に 1 時間分だけ経過したものであるため、地
点④付近の 10:00 現在の渋滞頻度が 10 ～ 30 %であることを表している。 

[C]のタイルは、[B]から 10 マスだけ右方向にずれた場所である。このため、
地点④よりサブリンク 10 区間分離れた場所での 10:00 現在の渋滞頻度を表す。  
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6.1.2.2 常磐自動車道 （上り） 

常磐自動車道の上り線に対する平日の渋滞頻度グラフを図 111、図 112、休
日のものを図 113、図 114 にそれぞれ示す。 

なお、図 111、図 112、図 113、図 114 の横軸にあたる地点を図 110 に記載
した。 

 

 

図 110 - 常磐自動車道（下り）の各地点 
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図 111 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 上り 平日 その 1） 

図 111 によると、平日は、谷田部インターチェンジから守谷サービスエリア
までの区間の渋滞度はほぼ全域にわたって「順調」であったことがわかる。 
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図 112 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 上り 平日 その 2） 

次に図 112 によると、守谷サービスエリアから、柏インターチェンジまでは
ほぼ「順調」であるが、柏インターチェンジから三郷料金所までの間は 17:00 
～ 19:00 の時間帯において渋滞頻度が 10 %を超えていることがわかる。 
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図 113 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 上り 休日 その 1） 

図 113、図 114 によると、休日は、16:00 ～ 20:00 において谷田部インター
チェンジから三郷料金所までの間で渋滞頻度が 10 %を超える区間が存在する。
特に、17:00 ～ 19:00 の谷和原インターチェンジ付近、守谷サービスエリア付
近では渋滞頻度が 30 %を超え、柏インターチェンジから流山インターチェンジ
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までの間は渋滞頻度が 50 %を超える区間も存在する。 

 

図 114 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 上り 休日 その 2） 
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6.1.2.3 常磐自動車道 （下り） 

常磐自動車道の下り線に対する平日の渋滞頻度グラフを図 116、図 117、休
日のものを図 118、図 119 にそれぞれ示す。 

なお、図 116、図 117、図 118、図 119 の横軸にあたる地点を図 115 に記載
した。平日は、どの時間帯においても渋滞頻度が 10 %を超える区間は存在しな
かった。休日は、三郷料金所から柏インターチェンジまでの間に渋滞頻度が
10 %を超える区間は存在したが、それ以外の区間は渋滞頻度が 10 %を超える
区間は存在しなかった。 

 

図 115 - 常磐自動車道（上り）の各地点 
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図 116 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 下り 平日 その 1） 
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図 117 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 下り 平日 その 2） 
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図 118 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 下り 休日 その 1） 
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図 119 - 渋滞頻度グラフ（常磐自動車道 下り 休日 その 2） 
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6.1.2.4 東名高速道路 （上り） 

東名高速道路の上り線に対する平日の渋滞頻度グラフを図 121、図 122、図 
123、休日のものを図 124、図 125、図 126 にそれぞれ示す。図 121、図 122、
図 123、図 124、図 125、図 126 の横軸にあたる地点を図 120 に記載した。 

 

 

図 120 - 東名高速道路（上り）の各地点 

 

平日では、16:00 ～ 20:00 の時間帯において、厚木インターチェンジから相
模大塚駅付近（地点③）を越えた区間の渋滞頻度が 10 %以上となった。特に、
海老名サービスエリア（地点②）から相模大塚駅付近までの 17:00 ～ 19:00 の
時間帯では渋滞頻度が 50 %以上となる区間も見られた。 
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また、午前中においては、東名川崎インターチェンジの手前から東京インタ
ーチェンジまでの区間で渋滞頻度が 50 %以上となっている箇所が目立つ。東京
料金所から東京インターチェンジまでの間においては、16:00 ～ 19:00 の時間
帯においても渋滞頻度が 10 %以上となっている区間も存在する。 
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図 121 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 上り 平日 その 1） 
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図 122 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 上り 平日 その 2） 
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図 123 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 上り 平日 その 3） 
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一方、休日の場合 15:00 を過ぎた頃から厚木インターチェンジから相模大塚
駅付近までの区間で渋滞頻度が上がり始め、17:00 ～ 19:00 の時間帯でこの渋
滞頻度が 50 %以上となった。しかし、相模大塚駅付近を越えたあたりからは、
東京インターチェンジに近づくまで渋滞頻度は 10 %未満の区間となる箇所がほ
とんどであった。 

 なお、東京料金所付近（地点⑦）では局所的に平日・休日に関わらず渋滞頻
度が 50 %以上となっている箇所が存在する。これは、本プロジェクトによる交
通流解析システムが交通流の判定をリンク平均走行速度によって行っているた
め、料金所を通過する車両の徐行運転に反応してしまったためであると考えら
れる。 
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図 124 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 上り 休日 その 1） 
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図 125 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 上り 休日 その 2） 
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図 126 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 上り 休日 その 3） 
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6.1.2.5 東名高速道路 （下り） 

東名高速道路の下り線に対する平日の渋滞頻度グラフを図 128、図 129、図 
130、休日のものを図 131、図 132、図 133 にそれぞれ示す。図 128、図 129、
図 130、図 131、図 132、図 133 の横軸にあたる地点は図 127 に記載した。 

平日では、横浜町田インターチェンジ付近で 07:00 ～ 09:00 までの時間帯で
渋滞頻度が 50 %以上となった。この 09:00 以降は徐々に渋滞頻度が低くなり、
13:00 以降は渋滞頻度が 10 %未満となった。その他の区間では、渋滞頻度が
10 %以上となる箇所はほぼ見つからなかった。 

 

図 127 - 東名高速道路（下り）の各地点9 

                                                        
9 地図は国土地理院地図から引用 
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図 128 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 下り 平日 その 1） 
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図 129 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 下り 平日 その 2） 
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図 130 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 下り 平日 その 3） 
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一方、休日は、07:00 ～ 14:00 までの時間帯において横浜青葉インターチェ
ンジから横浜町田インターチェンジまでの間で渋滞頻度が 10 %以上となる区間
が目立った。他には、11:00 ～ 14:00 の間の海老名ジャンクション手前以外で
渋滞頻度が 10 %以上となる区間は見つからなかった。 

 

図 131 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 下り 休日 その 1） 
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図 132 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 下り 休日 その 2） 
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図 133 - 渋滞頻度グラフ（東名高速道路 下り 休日 その 3）  
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6.1.2.6 一般道（台場コース 1） 

一般道の配信対象エリアである台場については、渋滞頻度グラフの表現の都
合上 2 つのコースに分けて表現した。お台場エリアのコース 1、及びコース 1
の各地点を図 134 に示す。各地点は主に交差点名の存在する交差点に付与した。 

 

図 134 - 一般道（台場コース 1）の各地点 

図 134 に示されるコース 1 に対する渋滞頻度グラフを平日の場合と休日の場
合についてそれぞれ、図 135、図 136 に示す。 
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図 135、図 136 によると、平日・休日ともに、主に交差点の直前で渋滞頻度
が 10 %以上となる箇所が目立った。これは、交差点手前で信号待機する一般車
両の車両プローブ情報が影響している可能性もあると考える。 

 

図 135 - 渋滞頻度グラフ（一般道 台場コース 1 、 平日 ） 
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図 136 - 渋滞頻度グラフ（一般道 台場コース 1 、 休日） 
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6.1.2.7 一般道（台場コース 2） 

お台場エリアのコース 2、及びコース 2 の各地点を図 137 に示す。各地点は
主に交差点名の存在する交差点に付与した。 

 

図 137 - 一般道（台場コース 2）の各地点 

図 137 に示されるコース 2 に対する渋滞頻度グラフを平日の場合と休日の場
合についてそれぞれ、図 138、図 139 に示す。 

図 138、図 139 によると、平日・休日ともに、主に交差点の直前で渋滞頻度
が 10 %以上となる箇所が目立つ傾向がある点はコース 1 と同様であった。しか



 

 229 

し、休日においては、レインボー入口から台場交差点までの区間、フェリーふ
頭入口交差点付近での渋滞頻度が 10 %以上である区間が交差点直前以外の箇所
でも少なからず存在している点はコース 1 や平日の場合の傾向と異なる。 

 

図 138 - 渋滞頻度グラフ（一般道 台場コース 2、 平日） 
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図 139 - 渋滞頻度グラフ（一般道 台場コース 2、 休日） 
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6.1.3 実走行結果 

ビューアに配信された道路レベル交通流情報と実際の交通流状況を確認する
ため、当社社有車（図 140 参照）により、道路レベル交通流情報の配信対象区
間を実際に走行した。走行日は 2018 年 12 月 27 日である。 

当社社有車には、当社カーナビゲーション装置およびドライブレコーダーが
搭載されている。ドライブレコーダーはフロントミラー付近に設置されている。
走行中はドライブレコーダーの録画モードをオンにした。使用した車両に装着
された当社カーナビゲーション装置は、車両プローブ情報をアップロードする
機能を有するが、今回は一般車両からの車両プローブ情報による生成結果への
影響を避けるため、当社商用サービスである「スマートループ」へのアップロ
ード機能はオフにした。 

社有車には、ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシアムの協力によ
り貸与された PC および通信機器を持ち込み、ビューア上でリアルタイムに交
通流情報が配信されるようセットアップした。また、走行前にドライブレコー
ダーとの時刻が秒単位で一致していることを目視確認した。ビューアは、一度
受信した交通流情報については、時刻を指定して再生可能な機能を有している。
このため、走行日に対するビューア上の交通流情報とドライブレコーダーに録
画された動画（以降、単に動画と呼ぶ）との同期が可能な状態になっている。 

以降、東名高速道路、台場、常磐自動車道の 3 つにおいて、それぞれ走行結
果を示す。 
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図 140 - 実走行検証に使用した社有車（トヨタ製 プリウスα） 

6.1.3.1 東名高速道路 

最初に東名高速道路の上り線を走行した時の様子を報告する。当日は、圏央
道から海老名ジャンクション（JCT）経由で東名高速道路の上り線を走行した。
東名高速道路通行時の各地点通過時間を記したものを図 141、図 142 にそれぞ
れ示す。 
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図 141 - 東名高速道路走行時の通過履歴（海老名 JCT～横浜町田 IC） 
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図 142 - 東名高速道路走行時の通過履歴（横浜町田 IC～東京 IC） 

 

まず、海老名 JCT から相模大塚駅付近までのドライブレコーダーの動画とビ
ューアに配信された道路レベル交通流情報を比較した。これらの様子を図 143 
～ 図 148 に示す。 
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図 143 の海老名 JCT 付近は、図 120 の地点①に該当する箇所である。 

 

図 143 - 東名高速道路（上り） 海老名 JCT 付近  
（2018 年 12 月 27 日 11:42:13 現在） 

 

 

図 144 - 東名高速道路（上り）海老名 JCT 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 12:59:13 現在） 
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図 145 の綾瀬バス停付近は地点②と地点③の間にある箇所である。具体的に
は、図 121、図 124 のうち夕方の混雑時に渋滞頻度が 50 %以上（赤マス）から
10 %～30 %（黄マス）に下がる傾向にある箇所である。綾瀬バス停付近は上り
線においては上り坂区間となっているが、500 m ほど先には下り坂区間に変わ
る箇所があった。 

 

図 145 - 東名高速道路（上り）綾瀬バス停付近 
（2018 年 12 月 27 日 13:01:03 現在） 

 

図 146 - 東名高速道路（上り） 綾瀬バス停付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 13:01:03 現在） 
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図 147 の相模大塚駅付近は、図 120 の地点③に相当する箇所である。この区
間は、走行当日は上下線ともに「順調」であった。 

 

図 147 - 東名高速道路（上り）相模大塚駅付近 
（2018 年 12 月 27 日 13:03:38 現在） 

 

図 148 - 東名高速道路（上り）相模大塚駅付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日  13:03:38 現在） 
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相模大塚駅付近を越え、横浜町田インターチェンジ (IC)、横浜青葉 IC を通過
した。このときのドライブレコーダーの動画とビューアに配信された道路レベ
ル交通流情報を図 149 ～ 図 152 に示す。 

この区間では、走行した上り線については「順調」であったが、対向車線で
ある下り線は混雑していた。この様子はビューア上でも確認することが出来た。 

 

図 149 - 東名高速道路（上り）横浜町田 IC 付近 
（2018 年 12 月 27 日 13:07:25 現在） 

 

図 150 - 東名高速道路（上り）横浜町田 IC 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 13:07:25 現在） 
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図 151 - 東名高速道路（上り）横浜青葉 IC 付近 
（2018 年 12 月 27 日 13:12:01 現在） 

 

 

図 152 - 東名高速道路（上り）横浜青葉 IC 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 13:12:01 現在） 

この後、東名川崎 IC を抜け、東京料金所に到着する。東京料金所を過ぎてか
らしばらくの間は上り線、下り線ともに「順調」であった（図 153 ～ 図 156）。 
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しかし、多摩川を越えた先あたり（図 157、図 158）から徐々に混雑し、東
京 IC の出口専用の車線と首都高速直通車線との間に車線変更禁止線が見え始め
るまでの箇所 （図 159、図 160）のところまで低速運転の状況が続いた。 

 

図 153 - 東名高速道路（上り）東名川崎 IC 付近 
（2018 年 12 月 27 日 13:15:55 現在） 

 

図 154 - 東名高速道路（上り）東名川崎 IC 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 13:15:55 現在） 
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図 155 - 東名高速道路（上り）東京料金所付近 
（2018 年 12 月 27 日 13:18:22 現在） 

 

 

図 156 - 東名高速道路（上り）東京料金所付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 13:18:22 現在） 
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図 157 - 東名高速道路（上り） 東京料金所～東京 IC 間 
（2018 年 12 月 27 日 13:20:48 現在） 

 

 

図 158 - 東名高速道路（上り）東京料金所～東京 IC 間の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 13:20:48 現在） 

 



 

 243 

 

図 159 - 東名高速道路（上り）東京 IC 付近 
（2018 年 12 月 27 日 13:29:09 現在） 

 

 

図 160 - 東名高速道路（上り） 東京 IC 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 13:29:09 現在） 
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6.1.3.2 一般道（台場） 

次に、一般道の道路レベル交通流情報配信対象区間である台場エリアを走行
した時の様子を報告する。台場では、市場前交差点付近から出発し、東京ビッ
グサイト前交差点、船の科学館入口交差点、有明テニスの森交差点の順で通過
した。具体的な通過履歴を図 161 に示す。 

 

図 161 - 一般道（台場）走行時の通過履歴 

 

走行した結果については、全般的には信号待機で停車する以外は特に混雑し
ている箇所は見当たらなかった。強いて言えば、船の科学館入口交差点手前
（図 170）とレインボー入口交差点手前（図 172）の箇所において走行車両が
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数台存在した程度である。図 173 では、レインボー入口交差点の先の渋滞度が
「混雑」となっていた。これは車両プローブ情報をアップロードした一般車両
が信号停止したことによる影響が出ているものと想定される。 

 

図 162 - 一般道、市場前交差点付近 
（2018 年 12 月 27 日 14:28:11 現在） 

 

図 163 - 一般道、市場前交差点付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 14:28:11 現在） 
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図 164 - 一般道 有明コロシアム東交差点付近 
（2018 年 12 月 27 日  14:29:16 現在） 

 

 

図 165 - 一般道 有明コロシアム東交差点付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 14:29:16 現在） 
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図 166 - 一般道 東京ビッグサイト前交差点付近  
 （2018 年 12 月 27 日  14:32:14 現在） 

 

 

図 167 - 一般道 東京ビッグサイト前交差点付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日  14:32:14 現在） 
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図 168 - 一般道 フェリーふ頭入口交差点付近 
（2018 年 12 月 27 日 14:33:39 現在） 

 

 

図 169 - 一般道 フェリーふ頭入口交差点付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 14:33:39 現在） 
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図 170 - 一般道 船の科学館交差点付近  
（2018 年 12 月 27 日 14:36:51 現在） 

 

 

図 171 - 一般道 船の科学館交差点付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 14:36:51 現在） 
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図 172 - 一般道 レインボー入口交差点付近 
（2018 年 12 月 27 日 14:43:55 現在） 

 

 

図 173 - 一般道 レインボー入口交差点付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 14:43:55 現在） 
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6.1.3.3 常磐自動車道 

最後に、常磐自動車道の配信対象区間を実際に走行した時の様子について報
告する。まず、首都高速道路経由で三郷料金所に入り、谷和原 IC までの下り線
の区間を走行した。この後、谷和原 IC からは上り線にて三郷料金所までを走行
した。具体的な通過履歴を図 174 に示す。 

走行した結果としては、上り線の三郷料金所付近での混雑が見られた以外は、
ほぼ「順調」であった。これは、図 116 ～ 図 119 に示した渋滞頻度グラフと同
様の傾向である。 

 

図 174 - 常磐自動車道走行時の通過履歴10 

                                                        
10 地図は国土地理院地図から引用 
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図 175 - 常磐自動車道（下り）三郷料金所付近 
（2018 年 12 月 27 日 16:16:28 現在） 

 

 

図 176 - 常磐自動車道（下り）三郷料金所付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 16:16:28 現在） 



 

 253 

 

図 177 - 常磐自動車道（下り）守谷 SA 付近 
（2018 年 12 月 27 日 16:24:00 現在） 

 

 

図 178 - 常磐自動車道（下り）守谷 SA 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 16:24:00 現在） 
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図 179 - 常磐自動車道（下り）谷和原 IC 付近 
（2018 年 12 月 27 日 16:48:46 現在） 

 

 

図 180 - 常磐自動車道（下り）谷和原 IC 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 16:48:46 現在） 
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図 181 - 常磐自動車道（上り）守谷 SA 付近 
（2018 年 12 月 27 日 16:59:05 現在） 

 

 

図 182 - 常磐自動車道（上り）守谷 SA 付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 16:59:05 現在） 
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図 183 - 常磐自動車道（上り）三郷料金所付近 
（2018 年 12 月 27 日 17:08:19 現在） 

 

 

図 184 - 常磐自動車道（上り）三郷料金所付近の交通流情報 
（2018 年 12 月 27 日 17:07:57 現在） 
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6.1.4 道路レベル交通流実験に関するまとめ 

本章では、大規模実証実験期間中にダイナミックマップデータ紐付け・配信
機能サーバーへ送信した道路レベル交通流情報のデータ内容の紹介として、
HTTP リクエスト回数、および渋滞頻度グラフによる混雑しやすい箇所および
時間帯について平日・休日別に調査した。 

まず、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへの HTTP リク
エスト回数の調査により、大規模実証実験の配信対象区間における交通流情報
1 回あたりの交通流区間情報の規模が 100 回を超えないことを把握することが
できた。これは、接続試験における HTTP リクエスト回数別の調査結果（図 79）
によると、送信処理時間そのものは 3 秒以内で終了していることが想定される。 

次に、道路レベル交通流情報の配信対象エリアに対する渋滞頻度を時間帯お
よび場所について調べた。この結果、東名高速道路では午前中の東京インター
チェンジ、横浜町田インターチェンジ、休日午後の海老名サービスエリア付近、
常磐自動車道では夕刻の三郷料金所付近が混雑しやすい傾向にあることを把握
することができた。 

最後に、道路レベル交通流情報の配信対象エリアの一部ではあるが、実際に
現地を走行し、現状の道路状況とビューア上の道路レベル交通流情報とを比較
した。この結果、ビューア上に配信される交通流情報は、実際状況と比較して
概ね一致している様子であることを確認することができた。 

6.2 車線別交通流実験 

車線別交通流実験では、データ収集車両から得られた車両プローブ情報を用
いてリアルタイムに車線別交通流情報を生成し、JASPAR 車両情報共用仕様に従
ってダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信するまでを実
施した。 

本章では、車線別交通流実験を実施するにあたっての作業内容およびダイナ
ミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへの送信結果について報告する。 
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6.2.1 データ収集車両の運行管理について 

大規模実証実験期間中では、車線別交通流情報をリアルタイムに生成し、ダ
イナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ定期的に送信し続ける必
要がある。車線別交通流情報を定期的に送信し続けていくにあたり、実験当日
は次の 2 点を主に確認した。 

 

 定期的な車両プローブ情報のアップロード 

 直前のデータ収集車両が配信対象区間を通過してから 30 分以内
に次回のデータ収集車両を通過できていること 

 

まず、定期的な車両プローブ情報のアップロードの確認を行うにあたり、確
認専用のスマートフォンアプリケーションを作成した（図 185）。 

 

図 185 - アップロード確認用のスマートフォンアプリケーション 

 

このアプリケーションは、プローブ情報変換サーバーが車両プローブ情報を
受信した日時を確認するためのものであり、車両プローブの受信日時はデータ
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収集車両別に表示が可能となっている。データ収集車両からは 5 分毎に車両プ
ローブ情報のアップロードが行われるため、実証実験期間中ではデータ収集車
両が拠点を出発する前に現場監督員がこのスマートフォンアプリケーションで
5 分毎のアップロードが実現できていることを必ず確認するようにした。また、
データ収集車両が出発した後も時期を見て 5 分毎のアップロードが実現できて
いることを現場監督員が確認するように運用した。 

次に、直前のデータ収集車両が配信対象区間を通過してから 30 分以内に次
回のデータ収集車両が同一区間を通過できていることを確認するため、プロー
ブ情報変換サーバーへアップロードされた車両プローブ情報を用いて配信対象
区間の走行時間を確認した。30 分以内に次回のデータ収集車両が通過できてい
ることを確認する必要がある背景は、車線別交通流情報が過去 30 分のリンク
平均走行速度から生成されることにある。大規模実証実験では、渋滞判定が
「順調」と判定された区間についてはダイナミックマップデータ紐付け・配信
機能サーバーへは交通流区間情報が送信されない。このため、配信対象区間上
にてビューアに交通流情報が表示されない区間は「順調」であるか、「データ
が存在しない」かのどちらかとなる。実証実験中では、「データが存在しない」
状況を排除するため、直前のデータ収集車両が配信対象区間を通過してから 30
分以内に次回のデータ収集車両が同一区間を通過できていることを確認するよ
うにしていた。 

図 186 ～ 図 190 にデータ収集車両が配信対象区間を走行した時間の様子を示
す。これらの図は、データ収集車両が配信対象区間を走行した時間を帯で表現
したものである。帯の色が同一のものは、同一のデータ収集車両であることを
表す。 

図 186 の 12 時台を例に説明すると、Lane 1 には 12:41～12:47、12:56～12:59
において、Lane 2 には 12:41～12:46、12:58～13:00 においてそれぞれ異なるデ
ータ収集車両が配信対象区間を通過したことを表す。 

この図では、隣り合う帯の始端同士、終端同士が 30 分以上離れていないこ
とを確認することによって、直前のデータ収集車両が配信対象区間を通過して
から 30 分以内に次回のデータ収集車両が同一区間を通過できていることを確
認することが可能である。 
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大規模実証実験期間中は、30 分以上の間隔を開けずにデータ収集車両が配信
対象区間を走行することができているのを確認することができたが、11 月 26
日の 18:00 前後に配信した車線別交通流情報のみ、「データが存在しない」区
間が存在することが判明した。これは、拠点から霞が関インターチェンジまで
の間の一般道が急激に混雑したことにより、データ収集車両が首都高速道路に
辿り着くまでに時間がかかってしまったことが原因である。この「データが存
在しない」区間については、後の渋滞グラフのところで説明する。 

 

 

図 186 - データ収集車両が配信対象区間を走行した時間 
（2018 年 11 月 26 日分） 
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図 187 - データ収集車両が配信対象区間を走行した時間 
（2018 年 11 月 27 日分） 
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図 188 - データ収集車両が配信対象区間を走行した時間 
（2018 年 11 月 28 日分） 
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図 189 - データ収集車両が配信対象区間を走行した時間 
（2018 年 11 月 29 日分） 
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 図 190 - データ収集車両が配信対象区間を走行した時間 
（2018 年 11 月 30 日分） 
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6.2.2 HTTP リクエスト数  

今回の交通流情報提供エリアにおいて、実際にどれくらいの負荷がサーバー
にかかったのかを知るために、実証実験期間中にプローブ情報変換サーバーが
ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーに対して行った 1 回配信
分あたりの HTTP リクエストの回数について調査した。 

図 191 は車線別交通流情報の HTTP リクエスト回数の最大値、最小値、平均
値をそれぞれ表したものである。 

まず、平均値に着目する。10:00～13:00 においては、平均リクエスト回数は
30 回前後で推移する。この後、14:00 までの間は徐々に平均リクエスト回数が
減少し、14:30 まではほぼリクエスト自体が発生しない状態になる。この後
徐々に増加し、17:30 でピークとなる。 

最小リクエスト回数に注目すると、13:00 ～ 14:30 までの間はほぼリクエス
ト回数はゼロであった。しかし、15:00 以降は徐々に増加し始め、17:25 の段階
では最小リクエスト回数でも 78 回のリクエスト回数を記録した。このため、
配信対象区間の夕刻付近は混雑しやすい傾向にあることが分かる。 

 



 

266  

 

図 191 - 車線別交通流情報の HTTP リクエスト回数（最大/最小/平均） 

 

次に、日別の車線別交通流情報の HTTP リクエスト回数を図 192 に示す。こ
の図によると、まず 26 日～30 日のどの日においても 13:00 ～ 15:00 の時間帯
においてはリクエスト回数が 10 回を下回り、15:00 過ぎからリクエスト回数が
増加傾向となり、17:00 頃には 70～80 回のリクエスト回数が発生していること
が分かる。これに対し、午前中は日によって傾向が異なる。特に 30 日は 12:00 
～ 13:30 の時間帯でリクエスト回数が 60 回を超えていた。 

 



 

 267 

 

図 192 - 車線別交通流情報の HTTP リクエスト回数（日別） 

 

図 193 にレーン別の平均リクエスト回数を示す。このグラフは、実証実験期
間である 11 月 26 日～30 日の 5 日分に対する平均である。この図によると、
レーン 1（左車線）の方がレーン 2（右車線）よりもリクエスト回数が若干多
い。つまり、配信対象区間検討時に期待したように、レーン 1 の方がレーン 2
よりも混雑しやすい車線であることが確認できた。 
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図 193 - 車線別交通流情報のレーン別平均リクエスト回数（日別） 

 

6.2.3 渋滞状況グラフ 

本章では、実証実験期間中の車線別交通流情報の配信内容を把握するため、
車線別交通流情報の配信対象区間全体に対し、交通流解析結果を渋滞状況グラ
フとして表現した。この結果を図 195 ～図 204 に示す。 

渋滞状況グラフは、道路レベル交通流情報の渋滞頻度グラフのときと同様、
横軸を場所、縦軸を時間にとり、配信内容をタイルの色で示したものである。
ただし、渋滞頻度グラフはタイルの色が渋滞頻度を表しているのに対し、渋滞
状況グラフはタイルの色が渋滞解析結果そのものを表している点が異なる。 

タイルの色は、赤色が「渋滞」、橙色が「混雑」、青色が「順調」、それ以
外の色は「データなし」をそれぞれ表す。また、横軸の場所にあたる数字は図 
194 に示される各地点の数字にそれぞれ対応する。 
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図 194 - 渋滞状況グラフの各地点11 

 

まず、レーン 1 について調べる。図 195、図 197、図 199、図 201、図 203 を
見ると、分流、合流付近を中心に「渋滞」となっている区間が目立った。 

その一方で、図 196、図 198、図 200、図 202、図 204 を見ると、「渋滞」
となっている区間は一ノ橋ジャンクション分流箇所（地点[2]）から合流箇所
（地点[3]）の間、芝公園出口付近（地点[4]）に偏った。 

また、11/26 のレーン 1 については、18:00 の配信分については谷町ジャン
クションから飯倉入口付近までの区間が、18:05 の配信分については、芝公園
出口付近の区間が「データなし」となった。これは、拠点から首都高速道路ま
での一般道区間に渋滞が発生したことにより、データ収集車両が首都高速道路
に到着する時刻が大幅に遅延したことが原因である。 

                                                        
11 地図は国土地理院地図から引用 
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図 195 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 26 日  レーン 1） 
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図 196 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 26 日  レーン 2） 
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図 197 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 27 日  レーン 1） 
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図 198 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 27 日  レーン 2） 
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図 199 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 28 日  レーン 1） 
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図 200 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 28 日  レーン 2） 
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図 201 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 29 日  レーン 1） 
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図 202 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 29 日  レーン 2） 
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図 203 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 30 日  レーン 1） 
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図 204 - 渋滞状況グラフ（2018 年 11 月 30 日  レーン 2） 
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6.2.4 配信遅延の調査 

車線別交通流情報の配信遅延について調査を行ったので、報告する。 

6.2.4.1 遅延時間の定義 

ビューアに車線サブリンクに対する交通流区間情報が時刻 Tv に表示され始
めるものとする。この車線サブリンクに対応するリンク平均走行速度を求める
にあたり、現時刻から過去 30 分以内に蓄積された車両走行速度のうち対象車
線サブリンクに紐づくものだけを抽出する。抽出された車両走行速度に紐づく
終端通過時刻のうち最新のものを基準時刻 Ts と定義する。このときの交通流区
間情報の遅延時間は、Tv – Ts となる。 

6.2.4.2 車線別交通流情報の生成における各ブロックの処理時間 

車線別交通流情報の生成における各ブロックの処理時間について調査を行っ
た。3.1.3 章「車線別交通流情報の準備」、4.1.2 章「車線別交通流解析サーバ
ー」を参照し、車線別交通流情報の生成における処理の流れを振り返る。 

まず、データ収集車両に装着されたカーナビゲーション装置は、車両走行中
に車両プローブ情報として走行軌跡情報を数秒毎に記録する。そして、装置は
5 分毎に車両プローブ情報をプローブ情報変換サーバーへ送信する。 

プローブ情報変換サーバーは、受信した車両プローブ情報を一時的に格納す
る。一時的に格納された車両プローブ情報に対しては、10 秒毎に車両走行速度
算出バッチ処理が実行される。車両走行速度算出バッチ処理は、1 送信分の車
両プローブ情報に対し、プローブ情報デコード、マップマッチング処理、車両
走行速度の算出処理を順に実行するように記述されている。算出された車線サ
ブリンクの車両走行速度は、終端通過時刻に紐付ける形で車両走行速度データ
ベースに記録される。 

一方で、車両走行速度算出バッチ処理とは別に渋滞解析バッチ処理が 5 分毎
に実行される。渋滞解析バッチ処理は、リンク平均走行速度算出処理、JASPAR
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車両情報共用仕様に準拠したデータフォーマットへの変換処理、ダイナミック
マップデータ紐付け・配信機能サーバーへの送信処理を順に実行するように記
述される。送信処理後は、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバ
ーにて、プローブ情報変換サーバーからの交通流情報と SIP 高精度地図との紐
付け処理が行われ、その結果がビューアへ配信される。 

これらを処理時間の観点で整理すると、次の通りとなる。なお、車両プロー
ブ情報のアップロード処理については、カーナビゲーション装置の都合上実現
することが困難であったため割愛する。ただし、データサイズの規模としては
数秒もあれば十分に送信処理が完了する程度のオーダーであると思われる。 

 

 車両プローブ情報記録時 

 車両走行速度算出バッチ処理時 

 渋滞解析バッチ処理時 

 ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー内部の処理 

 

以上の処理時間については、この後にて説明する。 

6.2.4.2.1 車両プローブ情報記録時 

カーナビゲーション装置では、走行地点情報を取得したら直ちにプローブ情
報変換サーバーへ送信するのではなく、5 分間の走行地点情報をまとめて送る
ようになっている。このため、記録の最初の方で通過した区間であるほど遅延
が発生することになる。一方、記録の最後の方で通過した区間であるほど遅延
は発生しない。 

この車両プローブ情報記録時では、0 秒～5 分の範囲で遅延が発生する。 
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6.2.4.2.2 車両走行速度算出バッチ処理時 

車両走行速度算出バッチ処理は、カーナビゲーション装置 1 台が 1 回のアッ
プロード処理でアップロードした車両プローブ情報（以降、単に 1 データと呼
ぶ）に対し、プローブ情報デコード、マップマッチング処理、車両走行速度の
算出処理を順に実行するように記述されている。ここで、プローブ情報デコー
ド処理、マップマッチング処理、車両走行速度の算出処理のそれぞれについて
調査した。 

まず、処理毎の処理時間に対する平均・最大・最小を表 31 に示す。 

これらの数値は、車両プローブ情報 1 データ分を 1 単位として計測した結果
となっている。これによると、車両プローブ情報 1 データあたりの車両走行速
度算出バッチ処理時の処理時間は平均的に 1.2 秒、最大でも 3.1 秒で処理が完
了することが分かる。次に、車両走行速度算出バッチを 1 回実行した場合の車
両プローブ情報のデータ数を集計した。この結果を図 205 に示す。これによる
と、1 回の実行あたりに処理される車両プローブ情報のデータ数はほぼ 1 デー
タであることが分かる。なお、今回の実証実験においては、1 回の処理で車両
プローブ情報を 8 データ以上取り扱うケースはなかった。 

 

表 31 - 車両走行速度算出バッチ処理内の各処理時間 
（プローブ情報デコード～車両走行速度算出） 

処理項目 平均 最大 最小 

プローブ情報デコード 96 msec 253 msec 44 msec 

マップマッチング処理 670 msec 2043 msec 273 msec 

車両走行速度算出処理 462 msec 804 msec 391 msec 

合計 1228 msec 3100 msec 708 msec 
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図 205 - 1 回の車両走行速度算出バッチ処理に対する 
車両プローブ情報のデータ数の分布 

 

次に、プローブ情報デコード処理、マップマッチング処理、車両走行速度算
出処理のそれぞれの計測結果を見る。 

まず、プローブ情報デコード処理の処理時間計測結果を図 206 に示す。これ
は、車両プローブ情報 1 データに対する処理時間をヒストグラムにしたもので
ある。横軸は処理時間を表す。100 と記載されている箇所の要素は、100 ミリ
秒以上 110 秒未満に該当する処理時間の件数を表す。このグラフによると、デ
コード処理の大部分が 30～40 ミリ秒の範囲で完了していることが分かる。 

次に、マップマッチング処理の処理時間計測結果を図 207 に示す。こちらは
車両プローブ情報 1 データをデコード処理した後のものを全てマップマッチン
グ処理したときにかかった処理時間の様子である。横軸は処理時間であり、単
位はミリ秒である。 

このグラフでは、0～100 ミリ秒、400～600 ミリ秒の 2 箇所に分布が偏った。
前者は信号待ちや駐車場での停車等により車両プローブ情報に走行地点情報が
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記録されていないケースのものであった。後者は、実際に 5 分間の走行地点情
報が記録された車両プローブ情報に対する処理時間であった。 

最後に、車両走行速度算出処理の処理時間計測結果を図 208 に示す。こちら
はマップマッチング処理を実行した後のデータ全体に対して行った場合の処理
時間の様子である。横軸は処理時間であり、単位はミリ秒である。このグラフ
からは、1 データあたりの車両走行速度算出にかかる処理時間は 400～500 ミ
リ秒が大半であることが分かった。 

 

 

図 206 - プローブ情報デコード処理の処理時間の分布 
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図 207 - マップマッチングの処理時間の分布 

 

 

図 208 - 車両走行速度算出の処理時間の分布 
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6.2.4.2.3 渋滞解析バッチ処理 

渋滞解析バッチ処理は、リンク平均走行速度算出処理、JASPAR 車両情報共用
仕様に準拠したデータフォーマットへの変換処理（以下、JASPAR データ変換処
理）、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへの送信処理を順
に実行するように記述される。 

ここでは、リンク平均走行速度算出処理、JASPAR データ変換処理、データ送
信処理のそれぞれについて調査した。 

まず、各処理の処理時間に対する平均・最大・最小を表 32 に示す。これに
よると、大規模実証実験の車線別交通流実験においては、渋滞解析バッチ処理
が 1 回あたりの処理で平均的に 1.2 秒、最大でも 3 秒以内には終了していたこ
とが分かる。 

表 32 - 車両走行速度算出バッチ処理内の各処理時間 
（リンク平均走行速度算出～データ送信） 

処理項目 平均 最大 最小 

リンク平均走行速度算出処理 5.1 msec 11.2 msec 3.2 msec 

JASPAR データ変換処理 46.8 msec 148.8 msec 1.0 msec 

データ送信処理 1217.8 msec 2410.9 msec 6.9 msec 

合計 1269.7 msec 2570.9 msec 11.1 msec 

 

次に、リンク平均走行速度算出処理、JASPAR データ変換処理、データ送信処
理のそれぞれの計測結果を見る。 

まず、リンク平均走行速度算出処理の処理時間の分布を図 209 に示す。これ
によると、1 回あたりのバッチ処理に対し、概ね 4～5 msec 程度で処理が完了
していることが分かる。 
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次に、JASPAR データ変換処理の処理時間の分布を図 210 に示す。処理時間
が概ね 0～10 msec の範囲に分布している。一箇所に処理時間が偏らない理由
は、「順調」と判定された区間については、交通流情報を生成しないようにし
ているためである。 

データ送信の処理時間の分布を図 211 に示す。処理時間は 0～2.4 秒の間でま
ちまちであった。こちらも JASPAR データ変換処理のときと同様、「順調」と
判定された区間については交通流情報をダイナミックマップデータ紐付け・配
信機能サーバーへ送信しないようにプローブ情報変換サーバー上で設定してい
るため、「渋滞」あるいは「混雑」と判定された交通流区間情報が多いほどデ
ータ送信処理時間がかかる。 

 

 

図 209 - リンク平均走行速度算出の処理時間の分布 
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図 210 - JASPAR データ変換の処理時間の分布 

 

 

図 211 - データ送信処理時間の分布 
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6.2.4.2.4 ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーの処理 

ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーでは、プローブ情報変
換サーバーが送信した交通流情報を受信し、SIP 高精度地図に紐付けを行い、
ビューアへ配信する。この間の処理時間は、ダイナミックマップ大規模実証実
験コンソーシアムの調査により 90.1 秒であったことが判った。 

6.2.4.2.5 各処理の合計時間 

車線別交通流情報の生成における各ブロックの処理時間について調査を行っ
た。ここでは、各処理の合計時間について触れる。 

まず、6.2.4.2.1 章「車両プローブ情報記録時」、6.2.4.2.2 章「車両走行速度
算出バッチ処理時」、6.2.4.2.3 章「渋滞解析バッチ処理」、6.2.4.2.4 章「ダイ
ナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーの処理」の 4 つの結果をまと
めたものを表 33 に示す。 

これらを統合すると、データ収集車両が通行したときの車両走行速度が、車
線別交通流情報としてビューアに表示されるまでにかかる最大遅延時間のトー
タルは、各ブロックの処理時間の合計となり、最大 705.971 秒となることが判
った。 
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表 33 - 各ブロックの処理時間 

大項目 小項目 処理時間（秒） 

車両プローブ情報記録時  300 

車両走行速度算出 
バッチ処理 

バッチ実行待機時間 10 

プローブ情報デコード 0.253 

マップマッチング処理 2.043 

車両走行速度算出処理 0.804 

渋滞解析 
バッチ処理 

バッチ実行待機時間 300 

リンク平均走行速度算出処
理 

0.011 

JASPAR データ変換処理 0.149 

データ送信処理 2.411 

ダイナミックマップデータ紐
付け・配信機能サーバー 
内部処理 

 90.1 

合計  705.969 
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6.2.4.3 車線別交通流情報の実際の遅延時間 

6.2.4.2 章「車線別交通流情報の生成における各ブロックの処理時間」では、
各ブロックの処理時間を調査し、最大の遅延時間について見積もった。ここで
は、大規模実証実験時に配信された交通流情報の遅延時間を測定した。この結
果を図 212 に示す。 

 

この図によると、遅延時間は 350 ～ 600 秒が多く占めることが分かる。 

 

図 212 - 大規模実証実験期間中での車線別交通流情報の遅延時間（秒） 
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6.2.5 実際の交通流状況との比較 

車線別交通流実験期間中、データ収集車両内でビューア上に表示された車線
別交通流情報と実際の交通状況との比較を行った。確認を行った場所を図 213
に示す。 

以下、2018 年 11 月 30 日 15:30 ～ 16:00 には配信対象区間を走行したデー
タ収集車両の例を紹介する。 

 

 

図 213 - 今回の実走行にて確認した交通状況確認箇所12 

 

 

                                                        
12 地図は国土地理院地図から引用 
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6.2.5.1 谷町ジャンクション付近 

谷町ジャンクション付近の走行確認時点（2018 年 11 月 30 日 15:41:28）で
のドライブレコーダーによる撮影動画のキャプチャ、およびビューアのキャプ
チャをそれぞれ図 214、図 215 にそれぞれ示し、比較する。谷町ジャンクショ
ンは、車線別交通流情報の配信対象区間の開始地点に該当する場所である。こ
の箇所では、首都高速 3 号渋谷線と首都高速都心環状線との合流がある。 

図 214 に示す撮影動画からは、走行確認時点での観測地点付近では両車線と
も車両台数は多かったものの、車両が停滞するほどは混雑していなかった。こ
の状況は、図 215 に示すビューア上でも無事に再現できていることを確認でき
た。 

 

 

図 214   谷町ジャンクション付近の交通状況（2018/11/30 15:41:28 現在） 
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図 215 - 谷町ジャンクション付近の車線別交通流情報 
（2018 年 11 月 30 日 15:41:28 現在） 

 

6.2.5.2 飯倉入口付近 

飯倉入口付近の走行確認時点（2018 年 11 月 30 日 15:42:31）でのドライブ
レコーダーによる撮影動画のキャプチャ、およびビューアのキャプチャをそれ
ぞれ図 216、図 217 にそれぞれ示し、比較する。飯倉入口付近は、左車線側で
一般道からの合流があり、かつ手前の位置にあたる谷町ジャンクションでの合
流もあるため、両車線とも混雑しやすいことが想像される。走行確認時点にお
いても、飯倉入口付近は両車線とも混雑していた。この状況は、図 217 に示す
ビューア上でも無事に再現できていることを確認できた。 
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図 216 - 飯倉入口付近の交通状況（2018 年 11 月 30 日 15:42:31 現在） 

 

 

図 217 - 飯倉入口付近の車線別交通流情報 
（2018 年 11 月 30 日 15:42:31 現在） 
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6.2.5.3 一ノ橋ジャンクション分流付近 

一ノ橋ジャンクション分流付近の走行確認時点（2018 年 11 月 30 日 15:44:23）
でのドライブレコーダーによる撮影動画のキャプチャ、およびビューアのキャ
プチャをそれぞれ図 218、図 219 に示し、比較する。一ノ橋ジャンクション分
流付近は、右車線は首都高速 2 号目黒線と首都高速都心環状線の 2 つの道路に
分流する箇所があり、左車線よりも右車線の方が交通流は順調となる期待があ
る。しかしながら、走行確認時点では、図 218 に示す通り、左車線、右車線と
もに混雑しており、比較的右車線の交通量が多めの状況であった。この状況は、
図 219 に示すビューア上でも無事に再現できたことを確認した。 

 

 

図 218 - 一ノ橋分流付近の交通状況（2018 年 11 月 30 日 15:44:23 現在） 
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図 219 - 一ノ橋分流付近の車線別交通流情報 
（2018 年 11 月 30 日 15:44:23 現在） 

 

6.2.5.4 一ノ橋ジャンクション合流付近 

一ノ橋ジャンクション合流付近の走行確認時点（2018 年 11 月 30 日
15:44:59）でのドライブレコーダーによる撮影動画のキャプチャ、およびビュ
ーアのキャプチャをそれぞれ図 220、図 221 に示し、比較する。一ノ橋ジャン
クション合流箇所では、首都高速都心環状線と首都高速 2 号目黒線が右車線で
合流する。このため、右車線が混雑しやすいことが想像される。走行確認時点
においても、右車線の交通量が左車線よりも若干多いことが図 220 から確認で
きる。この状況は、図 221 に示すビューア上でも確認することができた。 
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図 220 - 一ノ橋合流付近の交通状況（2018 年 11 月 30 日 14:58:50 現在） 

 

 

図 221 - 一ノ橋合流付近の車線別交通流情報 
（2018 年 11 月 30 日 15:44:59 現在） 
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6.2.5.4.1 芝公園出口付近 

芝公園出口付近の走行確認時点（2018 年 11 月 30 日 15:46:11）でのドライ
ブレコーダーによる撮影動画のキャプチャ、およびビューアのキャプチャをそ
れぞれ図 222、図 223 に示し、比較する。走行確認時点では、両車線とも交通
量は多かったものの、車両が停滞するほどは混雑していなかった。この様子は、
図 223 に示すビューア上でも確認することができた。 

 

図 222 - 芝公園入口付近の交通状況（2018 年 11 月 30 日 15:46:11 現在） 

 

 

図 223 - 芝公園入口付近の車線別交通流情報 
（2018 年 11 月 30 日 15:46:11 現在） 
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6.2.5.4.2 芝公園入口付近 

芝公園出口付近の走行確認時点（2018 年 11 月 30 日 15:47:06）でのドライ
ブレコーダーによる撮影動画のキャプチャ、およびビューアのキャプチャをそ
れぞれ、図 224、図 225 に示す。走行確認時点では、芝公園出口付近のときと
同様、両車線とも交通量は多かったものの、車両が停滞するほどは混雑してい
なかった。この様子は、図 225 に示すビューア上でも確認することができた。 

 

図 224 - 芝公園入口付近の交通状況（2018 年 11 月 30 日 17:03:06 現在） 

 

 

図 225 - 芝公園入口付近の車線別交通流情報 
（2018 年 11 月 30 日 17:03:06 現在） 
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6.2.5.4.3 浜崎橋ジャンクション付近 

浜崎橋ジャンクション付近の走行確認時点（2018 年 11 月 30 日 15:47:06 時
点）でのドライブレコーダーによる撮影動画のキャプチャ、およびビューアの
キャプチャをそれぞれ図 226、図 227 に示す。浜崎橋ジャンクションは、首都
高速都心環状線と首都高速 1 号羽田線の 2 つに分流する箇所である。また、そ
れぞれの方面の分流車線は 2 車線あるため、「順調」となりやすい傾向がある。
走行確認時点でも、撮影動画、ビューアともに順調であることが確認できた。 

 

図 226 - 浜崎橋ジャンクション付近の車線別交通流情報 
（2018 年 11 月 30 日 15:02:16 現在） 

 

図 227 - 浜崎橋ジャンクション付近の交通状況 
（2018 年 11 月 30 日 15:02:16 現在） 
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6.2.6 車線別交通流実験に関するまとめ 

本章では、大規模実証実験期間中に行った車線別交通流実験の実施内容とし
て、データ収集車両の運行管理、HTTP リクエスト回数、渋滞状況グラフ、配
信遅延の調査、実際の交通流状況との比較のそれぞれについて報告した。 

まず、データ収集車両の運行管理では、車線別交通流情報自体を定期的に生
成できない期間が存在しないように運行できているかを確認し、11 月 26 日の
18:00 付近以外は問題ないことを確認することができた。 

HTTP リクエスト回数では、実証実験期間中にダイナミックマップデータ紐
付け・配信機能サーバーに対して行った 1 回配信分あたりの HTTP リクエスト
回数について調査した。この結果、配信対象区間では、夕方に 80 回以上のリ
クエスト回数を記録することが把握できた。 

渋滞状況グラフでは、車線別交通流実験でダイナミックマップデータ紐付
け・配信機能サーバーに送信した交通流情報を時間と場所で表現されるグラフ
で表現し、渋滞しやすい傾向にある場所や時間帯がレーン別に異なることを把
握することができた。 

配信遅延の調査では、データ収集車両が対象地点を通過した時間を基準とし、
その対象地点を通過したときの走行速度が反映された交通流情報がどのくらい
後にビューアへ配信されるかを調査し、概ね 350～600 秒の間に大部分が分布
することを確認できた。 

最後に、データ収集車両の走行時における交通状況とそのときのビューア上
の車線別交通流情報を比較し、実際の交通流状況をビューア上で表現できてい
ると考えられる。 
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6.3 実証実験の実施に関するまとめ 

本章では、2018 年 10 月 1 日～12 月 27 日の期間中に実施した大規模実証実
験にて配信した交通流情報について記述した。具体的には、HTTP リクエスト
回数、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信した交通流
情報の内容、交通流情報と実際の交通状況との比較結果を、道路レベル交通流、
車線別交通流のそれぞれについて述べた。また、車線別交通流実験については、
データ収集車両の運行管理状況、データ配信遅延についても記載した。 

なお、交通流情報配信後、ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシア
ムから、交通流情報に関する意見をいただいた。ダイナミックマップ大規模実
証実験コンソーシアムからの提供資料の一部を図 228 に示す。この資料のうち、
「位置誤差の許容範囲」とは、DRM サブリンクや車線サブリンクの長さを指す。
これらについては、簡易的な検証実験を行った。この結果は後の 8 章「参考実
験」にて報告する。 

 

図 228 - 準動的情報（交通流情報）の評価結果 
（資料提供：ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシアム） 
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7 JASPAR 車両情報共用 API 仕様に関する検討  

本章では、大規模実証実験に向けた準備および実施において、判明した課題
および改善検討を行った結果を基に、JASPAR 車両情報共用仕様の API 毎に考察
を行った結果について報告する。 

詳細については、以降説明する。 

7.1 登録機能 

本章では、登録機能 API に対する考察を目的とし、大規模実証実験において
プローブ情報変換サーバーからダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サ
ーバーへ交通流情報を送信する際の課題およびその解決案について検討した。 

7.1.1 交通流情報のリクエストデータに対する課題 

現在の交通流情報に代表される VICS の交通流情報は、JARTIC 交通情報サイ
トやカーナビゲーション装置等、広く使用されている。この VICS の交通流情報
は、道路区間を表す VICS リンクに交通流解析結果を対応付けることによって、
地図上の渋滞表示を実現させている。また、VICS の交通流情報は、一定時間毎
に更新される。この更新の度に、交通流情報の各道路区間（交通流区間情報と
呼ぶ）に対応する交通流解析結果が変わっていく。 

大規模実証実験で稼働したプローブ情報変換サーバーでも 5 分毎に交通流情
報を生成し、そのうち「渋滞」或いは「混雑」と判定された区間（以降、両方
を合わせて渋滞区間とする。）のものだけを対象に JASPAR 車両情報共用デー
タセット仕様に従って記述し、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サ
ーバーへ送信した。現行の JASPAR 車両情報共用データセット仕様書では、1 回
の HTTP リクエストに対し、交通流区間情報 1 区間分の情報をリクエストボデ
ィに記述する仕様となっている。このため、交通流解析の結果、渋滞区間の数
だけ HTTP リクエストを実行することで、ダイナミックマップデータ紐付け・
配信機能サーバーへ交通流情報を送信した。 
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このようにしてダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ交通
流情報を送信する際、次に示す 2 つについて課題があることが判明した。 

 

 受信サーバー側での交通流情報の終端把握手段 

 HTTP リクエスト処理の効率化 

 

それぞれについて、以降説明する。 

7.1.2 受信サーバー側での交通流情報の終端把握手段 

7.1.2.1 課題 

1 つ目は、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーが、プロー
ブ情報変換サーバーの送信した交通流情報の終端を把握できないという課題で
ある。これは、渋滞区間数がどの程度であるかを把握するための情報が定義さ
れていないことによる。JASPAR 車両情報共用データセット仕様書に記述される
交通流情報は、単に渋滞区間と渋滞の程度を表す平均速度が記載されているの
みである。このため、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーに
とっては、複数の渋滞区間で構成される 1 配信分の交通流情報を全て受信でき
ている状態なのかを判断するための情報を持ち合わせていない。このため、プ
ローブ情報変換サーバーから個々に送られてくる渋滞区間を 1 配信分の交通流
情報としてまとめてから配信したい今回の大規模実証実験のようなユースケー
スにおいては、この渋滞区間全てを受信できている状態であることをダイナミ
ックマップデータ紐付け・配信機能サーバー側で推測しなければならない。 

この課題について、例を用いて詳細に説明する。まず、プローブ情報変換サ
ーバーとダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーとの渋滞区間の
送受信処理におけるシーケンスについて図 229 に示す。 
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時間軸の向きは上から下の方向で表現している。また、横方向の矢印はデー
タの流れを表現したものであり、実線は渋滞区間、破線はダイナミックマップ
データ紐付け・配信機能サーバーからのレスポンスデータをそれぞれ表す。線
の色が同一のものは、同時刻のタイミングで配信されるデータであることを表
す。この図は、配信 1 回分の渋滞区間が全て 3 区間である場合の例である。 

最初に、図 229 において正常動作の場合を示す。最初の配信分を示す渋滞区
間が赤線で表現される。プローブ情報変換サーバーでは、交通流情報が 3 区間
の渋滞区間で構成されていることを把握しているため、JASPAR 車両情報共用
API を用いて 1 区間ずつ交通流情報をダイナミックマップデータ紐付け・配信
機能サーバーへ送信処理を 3 回連続して実行する。 

ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーは、3 回目の渋滞区間
を受信後一定時間待機し、後続する渋滞区間が送信されないことを確認できた
段階で、3 区間分の交通流情報を 1 回の配信分としての交通流情報としてまと
め、後段の処理へ引き渡す。この一連の処理が 5 分間隔で実行される。 

 

 

図 229 - 交通流情報の送受信の様子（正常動作の場合） 
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次に、送信の途中で通信回線が切断された場合の交通流情報の送受信の様子
を図 230 に示す。これは、図 229 と同様に 1 回の配信分にあたる渋滞区間 3 区
間をダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信する例である
が、途中で通信回線が切断され、32 本目の渋滞区間が送信できなかった場合の
ものである。 

このケースにおいて、送信側にあたるプローブ情報変換サーバーは、交通流
情報が 3 区間あるだけでなく、3 区間目の渋滞区間送信時に通信回線に接続す
ることができなかったことを把握することが可能である。しかし、ダイナミッ
クマップデータ紐付け・配信機能サーバーにおいては、2 区間の渋滞区間を受
信した後、3 区間目の渋滞区間が送信されていないことを把握することができ
ない。 

 

 

図 230 - 交通流情報の送受信の様子（通信断のケース） 

 

このように、受信サーバー側であるダイナミックマップデータ紐付け・配信
機能サーバーは、プローブ情報変換サーバー側から送信される交通流情報の渋
滞区間数を現状の JASPAR 車両情報共用データセット仕様書上に記述されてい
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る情報のみからは把握することができない。 

このため、現状の JASPAR 車両情報共用データセット仕様のフォーマットで
は、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーは 1 配信分の交通流
情報が全て揃っていることを推測しなくてはならないことになる。 

以上より、受信サーバーが渋滞区間を完全に送信できていることを明確に確
認可能となるようにするための情報付与、或いはそれに代替するデータ構造等
を課題の 1 つとして挙げた。 

7.1.2.2 改善案 

ここでは、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーが渋滞区間
を完全に送信できていることを明確に確認可能となるようにするための情報付
与、或いはそれに代替するデータ構造を JASPAR 車両情報共用データセット仕
様の中でどのように定義するのが良いかについて考察をする。 

アプローチとしては、次の 4 つが考えられる。 

 

 Contents ユニットの中で送信データ数を一緒に記載する。 

 後続情報存在情報の付与 

 セッションの利用 

 複数区間一括送信 

 

具体的な内容について、以降説明する。 

7.1.2.2.1 送信データ数の記載 

プローブ情報変換サーバーから送信される渋滞区間を全て受信できたことを
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ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーが認識できるようにする
1 つの方法としては、1 配信分の交通流情報に含まれる数を伝達する方法が考
えられる。 

表 34 は、JASPAR 車両情報共用データセット仕様のうち、traffics ユニットの
構成に渋滞区間数を加えた例である。渋滞区間数は、1 回の配信分において 1
回のみ送信できればダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーでは
渋滞区間数を把握できるため、適用はオプションとし、あとは送信するタイミ
ング等は運用仕様の段階で決めておけば良い。 

表 34 - JASPAR 車両情報共用データセット仕様（交通流ユニット）に 
渋滞区間数を追記した例 

unit element 型 適用 記述数 

traffics 

seq unsigned int M 1 

speed unsigned int A 1 

number unsigned int A 1 

accuracy unsigned int O 1 

num unsigned int O 1 

 

このデータ構造案に従って、1 配信分の交通流情報の渋滞区間を送信する例
を以下の図 231 に示す。 
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図 231 - 交通流区間数記述時における交通流情報の送受信の例 

 

図 231 は、表 34 に従って記述した交通流情報の渋滞区間を送受信する例で
ある。この例は、渋滞区間を 3 区間持つ交通流情報の例であり、1 区間目の交
通流区間情報を送信する際に交通流区間の数を付与して受信サーバーに送信し
ている。 

受信サーバーでは、JASPAR 車両情報共用 API 仕様の登録機能を経由して交通
流区間情報および交通流区間の数を受信すると、直ちにデータベースにこの交
通流区間情報を格納する処理が実行される。 

データベースへの格納に成功すると、この格納成功を表す情報が交通流情報
受信処理へ返される。交通流情報受信処理は、この結果に基づいて JASPAR 車
両情報共用 API 仕様に従ったレスポンスデータを作成し、送信サーバーへ返す。 

送信サーバーは、受信サーバーからのレスポンスデータの内容から、受信サ
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ーバーへ交通流区間情報が無事に受理されたことを把握する。そして、残り 2
区間に対しても同様にして送信サーバーと受信サーバーとの交通流区間情報の
送信処理が行われる。（図 231 [A]） 

一方、受信サーバー側では、送信サーバーからの交通流情報受信処理だけで
なく、後続処理も実装される。ここで後続処理とは、送信サーバーからの交通
流区間情報が受信完了していることをデータベースから確認する処理、データ
ベースに格納されている交通流情報を取得する処理を含む。この後続処理自体
は、交通流区間情報受信処理とは独立して、一定時間ごとにデータベースにア
クセスし、交通流区間情報受信処理で格納した交通流区間情報の数を確認する
（図 231 [B]）。 

そして、受信した交通流区間情報の数と交通流区間数が同一となったことを
確認することによって（図 231 [C]）、送信サーバーからの交通流区間情報の受
信が完了したと解釈することが可能となる。この例では、送信サーバーからの
交通流区間情報の受信が完了したことを解釈後、データベースから全ての交通
流区間情報を取得するようにしている。 

この手段は、交通流区間数の記述が正しく設定されていること、および予定
していた交通流区間情報を全て受信サーバーへ送信することを前提としている。
もし、交通流区間数が本来設定されるべき値よりも少ない場合は、交通流区間
情報を全て送信し終える前に受信サーバー側の後続処理が実行されてしまう恐
れがある。一方、交通流区間数が本来設定されるべき値よりも多い場合は、実
際には送信サーバー側では予定していた交通流区間情報を全て送信完了したに
も関わらず、受信サーバー側では送信完了しているという認識がされず受信待
ちの状態が続いてしまう恐れがある。 

図 232 は、予定していた送信区間数よりも多い値を受信サーバーへ送信した
場合の処理の例である。この例では、送信予定の交通流区間数は 3 区間である
のに対し、受信サーバーへ送信する交通流区間数を 5 としてしまった場合を想
定している。 
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図 232 - 渋滞区間数記述時における交通流情報の送受信の例 

 

まず、1 区間目の交通流区間情報と交通流区間数＝5 を受信サーバーへ送信
する（図 232 [A]）。受信サーバーは、送信サーバーから送られる交通流区間数
および 1 区間目の交通流情報を受理しデータベースへ格納後、レスポンスデー
タを送信サーバーへ返す。送信サーバーは、レスポンスデータを受信後、残り
の 2 区間分の残りの 2 区間分を受信サーバーに送信し、送信処理を完了する
（図 232 [B]）。 

受信サーバー側では、図 231 の場合と同様、送信サーバーからの交通流区間
情報が受信完了していることをデータベースから確認する処理を一定時間毎に
実行する。そして、データベースに格納される交通流区間情報の数が 3 区間で
あると認識するが、予定送信区間数である 5 区間に満たないため、残りの 2 区
間が送信されることを期待して残りの処理が待機の状態が続いてしまう。これ
により、受信サーバーから先の交通流情報の配信が少なくとも遅延してしまう
ことにつながる。 
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以上から、この手法を採用する際は、送信サーバー側で送信区間数の数値を
正しく設定できるように実装するとともに、受信サーバー側でも仮に送信区間
数が誤って設定された場合であっても稼働に問題がないように運用ルールを設
けた方が良い。  

7.1.2.2.2 後続情報の付与 

送信サーバーから送信される渋滞区間を全て受信できたことを受信サーバー
が認識できるようにする 2 つ目の方法としては、送信データの直後に送信予定
の渋滞区間が存在する／しないを表す後続情報を付与する方法も考えられる。 

表 35 は、JASPAR 車両情報共用データセット仕様のうち、traffics ユニットの
構成に次回送信予定の交通流区間情報の存在を示す後続情報として next エレメ
ントを加えた例である。next エレメントは unsigned int 型を想定しており、送
信予定の交通流区間情報が存在する場合は 1、存在しない場合を 0 とする。 

 

表 35 - JASPAR 車両情報共用データセット仕様（交通流ユニット）に 
送信終了情報を追記した例 

unit element 型 適用 記述数 

traffics 

seq unsigned int M 1 

speed unsigned int A 1 

number unsigned int A 1 

accuracy unsigned int O 1 

next unsigned int O 1 

 

このデータ構造案に従って、1 配信分の交通流情報の渋滞区間を送信する例
を以下の図 233 に示す。 
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図 233 - 後続情報記述時における交通流情報の送受信の例（正常動作時） 

 

この例は、渋滞区間を 3 区間持つ交通流情報の例であり、1 区間目、2 区間
目の交通流区間情報を送信する際、next エレメント=1 を付与して交通流区間情
報を送信している。そして、3 区間目の送信の際には next エレメント=0 を送
信する。受信サーバーは、next エレメント=0 である渋滞区間を受信すると、こ
れまでの 3 区間を 1 配信分の交通流情報の塊であることを認識し、直ちに後続
の処理に引き渡すことが可能となる。 

図 234 は、表 35 に従って記述した交通流情報の渋滞区間を送受信する例の
うち、途中で通信回線が切断されたケースを想定したシーケンス図である。こ
の例でも、1 区間目、2 区間目の渋滞区間を送信する際に next エレメント=1 を 
3 区間目の渋滞区間を送信する際は next エレメント=0 をそれぞれ付与して受
信サーバーへ送信している。ただし、3 区間目は通信回線が切断されており送
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信できないため、受信サーバーはまだ後続する渋滞区間が存在していると認識
し、受信を待機する状態となっている。そして、一定時間の間、3 区間目が送
られてこない場合は、既に受信した 2 区間を後続の処理に引き渡すようにして
いる。 

 

図 234 - 後続情報記述時における交通流情報の送受信の例（通信回線時） 

 

ただし、この案は、後続情報なしの情報が送られたタイミングで受信サーバ
ー側は送信サーバーからの交通流区間情報の送信処理を完了したと見なすため、
例えば実際には 5 区間分の交通流区間情報の送信を行う予定であったとしても、
4 区間分の送信を終えた後に「後続情報なし（next エレメント=0）」が送信さ
れれば受信サーバー側は送信処理を完了したと見なされる。よって、この手段
で交通流区間情報の送信を行う際は、送信サーバー側で受信サーバー側に送信
するデータが全て送られたかを管理する仕組みを実装するのが良い。 
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7.1.2.2.3 複数区間一括送信 

受信サーバーが渋滞区間を完全に送信できていることを認識可能とする手段
としては、1 配信分の渋滞区間全てを 1 つのデータとして記述可能なデータフ
ォーマットにしてしまうことも考えられる。この手法の場合、1 回の送信処理
によって送信するべき全ての渋滞区間を受信サーバーが受理可能となるため、
渋滞区間数や後続情報の存在について予め把握する必要がない。 

表 36、表 37 に、複数の渋滞区間を一括送信するデータフォーマットの例を
示す。これは、basic ユニットで記述されている区間情報と contents ユニット
で記述されている交通流区間情報を 1 組のデータとみなし（表 36 参照）、こ
の組を複数記述できるようにした data ユニットを設けて構成した（表 37 参
照）。また、送信データ数を最初に取得した上で配列数格納用のメモリ確保が
可能となるよう、data ユニットの前に num エレメントを記述するように構成し
てある。 

表 36 - 複数区間一括送信版交通流情報データフォーマットの例 (1) 

unit unit/element 型 適用 記述数 

administration 

Author string M 1 

Datum string M 1 

timeZone string M 1 

version string M 1 

data 
num unsigned int M 1 

record unit M N 
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表 37 - 複数区間一括送信版交通流情報データフォーマットの例 (1) 
（record ユニット） 

unit unit 型 適用 記述数 

record 

seq unsigned int M 1 

basic unit M 1 

contents unit M 1 
 

大規模実証実験において開発したシステムに特化して考慮するならば、表 38、
表 39 のように basic ユニットのうち、区間情報を traffic ユニット内の 1 つの情
報として記述することも考えられる。この方法であれば、表 36、表 37 の例の
ように record ユニット内の区間毎に time ユニットの情報を記述する必要がな
いため、交通流区間情報 1 データあたり 80 byte 程度の削減が期待できる。 

 

表 38 - 複数区間一括送信版交通流情報データフォーマット例 2 

unit unit/element 型 適用 記述数 

administration 

author string M 1 

datum string M 1 

timeZone string M 1 

version string M 1 

basic time 
start string M 1 

limit string O 1 

contents traffic unit A N 
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表 39 - 複数区間一括送信版交通流情報データフォーマット例 2 
（traffic ユニット） 

unit element 型 適用 記述数 

traffic 

seq unsigned int M 1 

speed unsigned int A 1 

number unsigned int A 1 

accuracy unsigned int O 1 

section unit M 1 

 

一方、表 36、表 37、表 38、表 39 に示したリクエストデータに対するレスポ
ンスデータのデータフォーマット案は、現行の JASPAR 車両情報共用 API 仕様
書に記載されているものをそのまま活用することが可能である。 

表 40、表 41 に現行のレスポンスデータの仕様を示す。このうち、表 41 の
seq エレメントは表 37 の contents ユニット内の traffic ユニットの seq、或いは
表 39 の traffic ユニットの seq に対応するようにレスポンスデータを生成すれ
ば良い。 

表 40 - 交通流情報のレスポンスデータフォーマット 

unit element 適用 記述数 

result traffic M N 
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表 41 - 交通流情報のレスポンスデータフォーマット（traffic ユニット） 

unit element 型 適用 記述数 

traffic 

seq unsigned int M 1 

status string M 1 

record-id string M 1 
 

このフォーマットの場合は、送信の途中で通信失敗した際、全ての交通流区
間情報を再送する必要がある点がデメリットとなる。このため、通信回線が不
安定な通信環境での適用することは不向きであると考えられる。 

7.1.2.3 交通流情報の終端把握手段に関するまとめ 

本章では、送信サーバーからの交通流区間情報を送信完了したことを受信サ
ーバーで把握するにあたり、データフォーマットの改良案について考察した。 

まずは、JASPAR 車両情報共用データセット仕様書の traffics ユニットにエレ
メント情報を付与する方法としては、7.1.2.2.1 章「送信データ数の記載」、
7.1.2.2.2 章「後続情報の付与」をそれぞれ案として示した。 

送信データ数の追記については、num エレメントに記載する数値を正確に記
載し、送信サーバー側と受信サーバー側との間で送信済みの交通流区間情報の
数が一致していることを確認しながら、送信処理を実行していくことが必要で
あることが判った。一方、後続情報存在情報の追記については、非同期通信に
て送信処理を行う際、最後の交通流区間情報の送信が明確になるように送信処
理を実装する必要があることが判った。 

また、traffics ユニットにエレメントを追記する方法ではなく、複数の交通流
区間情報を一括送信可能であるデータフォーマット案についても示した。これ
は、1 配信分にあたる複数の交通流区間情報の送信が 1 回で済むため、交通流
区間情報の数や後続情報の存在について予め把握する必要がない。しかしなが
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ら、送信処理中に通信回線の切断が発生すると、交通流区間情報を最初から送
信処理をしなければならないため、頻繁に通信回線の切断が発生するような通
信環境での使用には向かないことが判った。 

7.1.3 データ構成別の HTTP リクエストの処理速度の調査 

ここでは、データ構成別の HTTP リクエストの処理速度について考察する。
先述の通り、現行の JASPAR 車両情報共用データセット仕様書では、1 回の
HTTP リクエストに対し、交通流区間情報 1 区間分の情報をリクエストボディ
に記述する仕様となっている。このため、交通流解析の結果、渋滞区間の数だ
け HTTP リクエストを実行した。 

しかし、1 回あたりの HTTP リクエストの処理においては、その処理固有の
処理時間の存在も考えられる。よって、大規模実証実験のときのように、ダイ
ナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信する複数の渋滞区間が
予め把握できている場合には、1 回の HTTP リクエストで済むように、リクエ
ストボディに複数の渋滞区間が記述できるようにした方が良いと考えられる。 

ここで、7.1.2.2.3 章「複数区間一括送信」で示した案のうち、表 36、表 37
で示したデータフォーマットを用いて実際に送信時間を計測した。詳細は、以
降説明する。 

7.1.3.1 実験条件 

ここでは、1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1 区間のみを送信
する場合と、複数区間にまとめて送信する場合との送信時間を測定し比較した。 

具体的には、1 回の HTTP リクエストに対し、リクエストボディに記述する
交通流区間情報を、JASPAR 車両情報共用データセット仕様書に従って 1 区間の
み記述し、交通流区間情報の数だけ送信した場合，表 36 で提案したフォーマ
ットで複数の交通流区間情報を記述し、1 回のみ送信した場合のそれぞれに対
する送信時間を計測し、比較した。 
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この実験を行うにあたり、交通流区間情報送信用のクライアントＰＣ、デー
タ受信用のサーバーの計 2 台を用意した。 

表 42 にクライアントＰＣのスペック、表 43 にサーバーマシンのスペックを
示す。なお、クライアントＰＣとデータ受信用サーバーはローカルネットワー
クによりデータ通信が行われる。インターネットを介してのデータ通信は行っ
ていない。 

表 42 - クライアントマシンスペック 

項目 仕様 

CPU Intel(R) Core™ i7-7700HQ CPU @ 2.81GHz 4 コア 8 スレッド 

メモリ 32 GB 

OS Windows 10 Home 64-bit 
 

表 43 - サーバーマシンスペック 

項目 仕様 

CPU Intel(R) Core™ i7-8700K CPU @ 3.7GHz 6 コア 12 スレッド 

メモリ 32 GB 

OS Ubuntu16.04 LTS 64-bit 
 

ここで、HTTP リクエスト処理時間とは、交通流区間情報の送信処理を開始
する直前から、予定した交通流区間情報の全てを送信完了した直後までの時間
を指す。例えば、10 区間の交通流区間情報を受信サーバーへ送信することを考
える。このとき、1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1 区間のみを
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送信する場合は、1 区間目の交通流情報の送信処理を開始する直前から 10 区間
目の交通流情報の送信が完了した直後までの時間を指す。 

HTTP リクエスト処理時間の計測を行うにあたっては接続試験のときと同様
の方法、JASPAR 車両情報共用データセット仕様書に従って疑似的に作成したデ
ータを使用した。 

7.1.3.2 実験結果 

図 235 に 1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1 区間のみを送信す
る場合の時間計測結果を、図 236 に 1 回の HTTP リクエストに対し複数区間を
まとめて送信する場合の時間計測結果をそれぞれ示す。 

この 2 つの図は、横軸は送信した交通流区間情報の数、縦軸は計測時間（秒）
を表す。交通流区間情報数については 100、500、1,000、5,000、10,000 と変
化させた。計測は 5 回施行し、最小値、最大値、平均値をそれぞれ示す。 

交通流区間情報が 10,000 区間の場合の平均について比較すると、1 回の
HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1 区間のみを区間数分繰り返し送信す
る場合では、図 235 を参照すると送信完了までに約 60 秒かかることが分かる。 

これに対し、1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 10,000 区間をま
とめて送信する場合では、図 236 を参照すると約 2 秒であったことが分かる。
これにより、1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1 区間のみを総区
間数分繰り返し送信した場合の HTTP リクエスト処理時間よりも、1 回の HTTP
リクエストに複数区間をまとめて送信した場合のもの方が速いことが分かった。 
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図 235 - 1 回の HTTP リクエストで 1 区間の交通流区間情報を記述した場合
の HTTP リクエスト処理時間の結果 

 

 

図 236 - 1 回の HTTP リクエストに対し複数区間をまとめて送信した場合の
HTTP リクエスト処理時間の結果 
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次に、1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1 区間のみを行う場合
に限定し、非同期で HTTP リクエスト（非同期 HTTP リクエストと呼ぶ）を行
った場合の計測時間の測定を行った結果を参考情報として示す。ここで非同期
HTTP リクエストとは、図 237 に示すように、直前の HTTP リクエストに対す
るレスポンスを待たずに次回の HTTP リクエストを実行することを指す。この
ため、複数のデータ送信処理を行う際、同期で HTTP リクエストを行った場合
よりも送信処理の高速化が期待できる。 

また、HTTP リクエストを並列に実行可能な数をここではスレッド数と呼ぶ。
例えばスレッド数が 5 の場合、HTTP リクエスト送信が最大 5 通信並列で行う
ことが出来る。 

今回、スレッド数はウェブアプリケーションで一般的に利用されているスレ
ッド数 5 に設定した。ここでは HTTP リクエストを実行するにあたり、非同期
で行った場合と、同期で行った場合で送信時間の比較を行った。 

図 238 に 1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1 区間を非同期送信
した場合の時間計測結果を示す。横軸は送信した交通流区間情報の数、縦軸は
計測時間(秒)を表す。 

交通流区間情報が 10000 区間の場合の平均について比較すると、同期による
HTTP リクエストの場合は、図 235 を参照すると約 60 秒であった。これに対
し、非同期 HTTP リクエストの場合は、図 238 を参照すると約 20 秒であった。
これにより、同期による HTTP リクエストの処理速度よりも非同期によるもの
の方が速いことが確認できた。 

しかし、交通流区間情報 1 区間に対し 1 回の非同期 HTTP リクエストを行う
場合と交通流区間情報 10000 区間をまとめて送信する場合で比較すると、後者
の方が処理時間が速い。以上から 1 回の HTTP リクエストに対し複数区間をま
とめて送信することが、交通流区間情報 1 区間に対して行うよりも高速である
と言える。 
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図 237 - 非同期通信 HTTP リクエスト 

 

  

図 238 - 1 回の HTTP リクエストで 1 区間の交通流区間情報を記述し非同期
HTTP リクエスト実行した結果 
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7.1.3.3 HTTP リクエストの処理速度調査に関するまとめ 

本章では JASPAR 車両情報共用データセット仕様書に従って 1 回の HTTP リ
クエストに対し交通流区間情報 1 区間のみ送信する処理を複数区間に対して繰
り返す場合と、1 回の HTTP リクエストに対し複数区間をまとめて送信する場
合とではどちらがより高速に送信できるかを調査するため、実際に送信時間を
測定し比較を行った。 

送信時間を測定した結果、1 回の HTTP リクエストに対し交通流区間情報 1
区間ずつ送信する処理を複数区間に対して繰り返すよりも 1 回の HTTP リクエ
ストに対し複数区間をまとめて送信する方が、より高速に交通流区間情報を送
信出来ることが確認された。したがって、複数の交通流情報を１回の HTTP リ
クエストにまとめて送信することは、送信時間の短縮に有効である。 

7.1.4 レスポンスデータ 

本章では、交通流区間情報の登録機能に対するレスポンスデータに関する考
察を行う。 

7.1.4.1 record-id 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様の登録機能によるレスポンスデータは、表 40、
表 41 に示されるように record-id のみが識別 ID として返却される。 

しかしながら、送信先は必ずしも 1 台のみであるとは限らない。このため、
例えば 2 台のサーバーへデータを送信する場合、受信サーバーから返ってくる
レスポンスデータの record-id は、場合によっては同一になってしまう。このた
め、送信済みデータを管理する際の ID がユニークになるよう、レスポンスデー
タだけでなく送信先にあたる情報も内部で紐付けて管理する必要があり、実装
に手間がかかる。このため、record-id だけでなく受信サーバーが識別可能な情
報も追記されていれば、レスポンスデータのみでユニークな ID でデータ管理が
可能となるため、実装時に発生する工数等の軽減が期待される。 
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result ユニットの直前に送信先情報を記述するための一例として、server エ
レメントを追加したものを表 44 に示す。 

表 44 - 送信先情報追記後の交通流情報のレスポンスデータフォーマットの例 

unit unit/element 適用 記述数 

server string O 1 

result traffic unit M N 
 

7.1.4.2 レスポンスコード 

ここでは、登録機能 API のレスポンスコードについて考察する。JASPAR 車両
情報共用 API 仕様書上にリストアップされているレスポンスコードを表 45 に
示す。ここでは、接続試験での検討結果を考慮し、正常完了ステータス、異常
系ステータスのそれぞれについて考察する。 
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表 45 - JASPAR 車両情報共用 API の登録機能におけるレスポンスコード 

レ ス ポ ン
スコード 

説明 

201 Created リクエスト正常完了 

207 Multi-Status 複数ステータス混在 

400 Bad Request 不正リクエストエラー 

401 Unauthorized 認証エラー 

403 Forbidden アクセス権エラー 

404 Not Found 未検出エラー 

408 Request Timeout タイムアウトエラー 

409 Conflict 競合エラー 

413 Payload Too Large リクエストサイズ上限エラー 

5xx  
サーバーサイドエラー（DB エラー、セッ
ション数上限、etc.） 

 

7.1.4.2.1 正常完了ステータス 

表 45 のリクエスト正常完了ステータスは「201 Created」となっている。
HTTP ステータス上での「201 Created」は、受信サーバー側で新規のリソース
が生成されたことを表すため、JASPAR 車両情報共用 API 仕様書が想定する受信
サーバーは、送信サーバーから送られてきたデータを受信サーバー内部に蓄積
する仕組みが備わっていることが前提となっているものと想定される。 

しかし、今回の実証実験におけるダイナミックマップデータ紐付け・配信機
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能サーバーは、サーバー内部に受信データを蓄積しない構成となっている。こ
のため、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーにおけるリクエ
スト正常完了ステータスは、交通流区間情報を正常に受理したことを表す。 

このようなデータ蓄積しない受信サーバー向けの正常完了ステータスを表現
するにあたっては、「201 Created」ではなく、「202 Accept」を用意しておく
とより良いと考える。これは、送信サーバー側が受信サーバーに対して削除機
能および参照機能を活用できるかを判断できるようにするためである。例えば、
レスポンスコードが「201 Created」で返ってきた交通流区間情報については削
除機能や参照機能を活用することが可能であることを送信サーバー側の管理用
データと紐付けることが可能である。一方、「202 Accepted」で返ってきたも
のについては削除機能や参照機能を活用することができないものとして管理用
データと紐付けることが可能である。 

 

 

図 239 - 受信サーバー側のデータ格納の仕組みの有無とレスポンスコード 
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7.1.4.2.2 リダイレクション系ステータス 

本章では、送信サーバー側に対する異常系ステータスについて考察する。具
体的な対象は、表 45 の 300 番台が該当する。ダイナミックマッププラットフ
ォームが移設され、URI が変更となった場合は、HTTP レスポンスコードとして
「301 Moved Permanently」を返すようにしても良い。この場合は、移設先にあ
たる URI を Location ヘッダに記録するようにする。 

7.1.4.2.3 異常系ステータス（送信サーバー側） 

 本章では、送信サーバー側に対する異常系ステータスについて考察する。具
体的な対象は、表 45 の 400 番台が該当する。 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様書で定義される API は URI で定義されている
ため、受信サーバーが異常系のレスポンスコードを返すパターンは、主に交通
流情報の記述が不適切である場合のものが中心になると考えられる。例えば、
次のものが挙げられる。 

 JSON の記述となっていないパターン 

 記述されなければならない要素 (Key) が記述されていないパター
ン 

 要素に対応する値 (Value) が指定された型で記述されていないパ
ターン 

 

これらに対応するレスポンスコードを表 45 から探すと、概ね「400 Bad 
Request」に集約されると考えられる。ダイナミックマップデータ紐付け・配
信機能サーバーも、交通流情報区間のデータの記述が不適切である場合は、概
ね「400 Bad Request」となっている。 

しかし、このままでは、送信サーバー側が送信した交通流区間情報のデータ
記述のうちどの部分で不備や誤記があったのかを把握することができず、送信
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処理等の修正および調査の作業が効率化されない。 

このため、JASPAR 車両情報共用 API 仕様のレスポンスコードが返却された理
由を記述するための欄があった方が良いと考える。 

図 240 は、受信サーバーへ送信した交通流区間情報であり、記述必須である
basic ユニット内の time ユニットが記述されていない例である。 

図 241 は、図 240 に対する現行の JASPAR 車両情報共用 API 仕様によるレス
ポンスデータに status として 400 Bad Request が付与された理由を記述する
description エレメントを追記したものである（追記箇所は赤字で記載）。 

この description エレメントには、time ユニットが記述されていないことが記
録されている。送信サーバー側は、description エレメントの記述内容から、交
通流区間情報に記述必須の time ユニットが記述されていないことを把握するこ
とが可能となる。なお、description エレメントに記述する内容は、送信サーバ
ーと受信サーバーの運用規則に従って自由に決めて良いものを想定している。 

 

POST https://dm-pf.com/data/v1    HTTP/1.1 

Authorization: Bearer artVkjsDyb5BWCxGsndEDJTEUbdFMogUC8PxREqdeLDD 

Connection: keep-alive 

Content-length: 849 

Content-type: apllication/json 

{ 

    "administration": { 

        "version": “01.0”, 

        "timeZone": “+09:00”, 

        "datum": “JGD2011”, 

        "author": “PIONEET_TEST” 

    } 

    "basic": { 

        “section”: { 

            "begin": { 

               “latitude": 35.654366, "longitude": 139.745987, "altitude":360 

            }, 
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            "end": { 

               “latitude": 35.653673, "longitude": 139.746829, "altitude":340 

            }, 

        } 

    } 

    “contents”: { 

        “traffic”: {“seq”: 1, “speed”: 45, “accuracy”: 5} 

    } 

} 

図 240 - time ユニットが欠損している交通流区間情報 

 

HTTP 207 Multi-Status 

Content-length: 197 

Content-type: application/json 

  

{  

    “result”: { 

        “traffic”: { 

            “seq”: 1, 

            “status”: “400  Bad Request”, 

            “description”: “E001.  time unit is not found”, 

            “record-id”: null 

        } 

   } 

} 

図 241 - 図 240 に対応するレスポンスデータ（案） 

 

7.1.4.2.4 異常系ステータス（受信サーバー側） 

本章では、受信サーバー側に対する異常系ステータスについて考察する。表 
45 では、受信サーバー側の異常系ステータスの例として、データベースエラー、 
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セッション数上限エラーが記載されている。 

一方、JASPAR 車両情報共用 API 仕様書のレスポンスコードは HTTP ステータ
スコードに準拠している。HTTP ステータスコードのうち、500 番台のみを抜
粋したものを表 46 に示す。表 45 にあるデータベースエラーや、 セッション数
上限エラーなどは、表 46 に沿って区別して表現することが難しいと考えられ
る。 

また、JASPAR 車両情報共用 API 仕様書にて記載されるシーケンスを図 242 に
示す。 

 

 

図 242 -JASPAR 車両情報共用 API 仕様の想定シーケンス図 

 

このシーケンスを実現する 1 つの構成方法としては、ダイナミックマッププ
ラットフォームのサーバー部を Web サーバーとして、一方のデータ部をデータ
ベースサーバーとしてそれぞれ構築することが考えられる。このように構成し
た場合、データベースサーバーのメンテナンスが発生した場合、データベース
サーバーが停止している期間を予めクライアントサーバーに通知することも可
能である。 
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クライアントサーバー側は、データベースサーバーのメンテナンス期間の情
報を受け取ることができれば、例えばその期間だけ別のダイナミックマッププ
ラットフォームへ送信するようにしたり、或いは HTTP リクエストを実行する
ことを停止したりする対応が可能である。この場合の HTTP ステータスコード
は、クライアントサーバー側では待機以外の対応が採れないことから鑑みると
HTTP ステータスコードは 500 番台のものが相応しいと考える。しかし、こち
らについても表 11 に沿って、前述にあるデータベースエラー、セッション数
上限エラーと区別して表現することは難しいと考えられる。 

これらのレスポンスコードは、例えば「500 Internal Server Error」で表現し、
その原因を説明するものとして、レスポンスボディに description エレメントを
用意すると良いと考える。 
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表 46 - HTTP ステータスコードリスト（500 番台） 

 

 

 

 

 

 

HTTP ス テ
ータスコー
ド 

説明 

500 Internal Server Error サーバー内部エラー 

501 Not Impremented 実装されていない 

502 Bad Gateway 不正なゲートウェイ 

503 Service Unavailable サービス利用不可 

504 Gateway Timeout ゲートウェイタイムアウト 

505 HTTP Version Not Supported サポートしていない HTTP バージョン 

506 Variant Also Negotiates  

507 Insufficient Storage 容量不足 

508 Loop Detected ループを検出 

509 Bandwidth Limit Exceeded 帯域幅制限超過 

510 Not Extended 拡張できない 

511 Network Authentication 
Required ネットワークに対する認証が必要 
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HTTP 500 Internal Server Error 

Content-length: 252 

Content-type: application/json 

  

{  

    “result”: { 

        “traffic”: { 

            “seq”: 1, 

            “status”: “500 Internal Server Error”, 

            “description”: “E100.  Under Maintenance. (Until  2018-12-11 06:00:00)”, 

            “record-id”: null 

        } 

   } 

} 

図 243 - 図 240 に対応するレスポンスデータ（案） 

7.1.5 位置参照方式について 

今回、交通流情報がどの道路区間に対応するかを示す方法として、始点・終
点の緯度・経度を指定する方式を用いた。今回の実証実験において大きな問題
は無かったが、緯度・経度による位置参照方式の場合、例えば以下のような場
所では、交通流情報に対応する路線区間を判別しにくい可能性が考えられる。 

  本線道路と側道が隣接している場所、緩やかな分合流部 

  高速道路のランプ部など、上下方向も含めて複雑に交差するような場所 

位置の測位精度によって路線を間違う可能性もあり得るが、位置が正しく測
位できた場合でも、送受信者間で異なる道路区間であると解釈してしまうケー
スとして、例えば、 

  送信側の地図と受信側の地図の違い 

による問題が考えられる。送信側の地図と受信側の地図が異なる場合、図 
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244 に示すように、同じ緯度・経度であっても地図情報として必ずしも同一の
場所を指すとは限らないためである。 

 

 

図 244 - 送信側と受信側の地図の違いによる場所の違いの例 

 

7.1.5.1 送受信者で使用地図が異なる場合の対応 

送受信者間で生じる可能性のある曖昧な位置情報の解釈を減らすための対応
策としては、例えば送受信者間で同一の車線/道路リンクを参照可能な位置参
照方式を用いることが考えられるが、これについては今後の検討課題である。 

少なくとも、送信者がどのような地図を基に位置情報を生成しているかを知
ることは、受信者側にとっては有益な場合があると考えられる。 

したがって、送信者が使用している地図の情報を受信者に伝達できる手段が
あるとよい。ただし、この情報は毎回送る必要が無いデータであるため、
JASPAR 車両情報共用データセット仕様のメッセージの管理ユニット、もしくは
基本ユニットの中のオプションエレメントとして定義するか、あるいは送信者
自身の情報を送るための「送信者情報」コンテンツユニットのようなものを定
義してもよいかもしれない。 

また、地図を使用せずにセンサーの情報をそのまま送信することもあり、こ
の場合は地図情報との紐付けは行われない。このような場合には単に GNSS な
どのセンサーのみを使用したことを伝達できるようにしてもよい。 
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7.1.6 データの要求手段について 

現在の JASPAR 車両情報共用 API 仕様では、クライアント（送信者）が、サ
ーバー（受信者）に対して、一方的にデータを登録するケースのみが想定され
ている。 

 受信者から、送信者に対して必要なデータを要求するための仕組みはなく、
もし、このような事を行う場合は、別途仕様外の手段を使って要求を伝える必
要がある。 

ユースケースやコンテンツの種類によっては、受信者側が、送信者側に必要
なデータを要求する仕組みも必要になる可能性もある。（例えば、指定エリア
の交通流のみを要求する場合等） 

 

 

図 245 - クライアントに対する要求 

 

7.1.7 登録機能に関するまとめ 

本章では、登録機能 API に対する考察として、主に交通流情報のリクエスト
データに対する課題を中心に考察した。 

7.1.2 章「受信サーバー側での交通流情報の終端把握手段」では、交通流情報
のリクエストデータに対する課題として、受信サーバー側での交通流情報の終
端把握手段について考察した。ここでは、送信データ数を予めダイナミックマ
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ッププラットフォームへ通知する方法、後続する交通流区間情報の存在を通知
する方法、1 回にまとめて交通流区間情報を送信する方法について取り上げ、
考察を行った。 

次に、7.1.3 章「データ構成別の HTTP リクエストの処理速度の調査」では、
1 回の配信分にあたる複数の区間情報（交通流区間情報を）を 1 回のリクエス
トにまとめて送信した場合、1 回のリクエストに 1 区間の交通流区間情報のみ
を記述し HTTP リクエストを複数回行った場合の送信処理時間を比較した。ま
た、1 回のリクエストに 1 区間の交通流区間情報のみを記述し送信する方法に
ついては、同期通信および非同期通信についても検証した。この結果、複数の
区間情報（交通流区間情報を）を 1 回のリクエストにまとめて送信する方法が
最も送信処理時間を短縮できたことを確認することができた。 

7.1.4 章「レスポンスデータ」については、ダイナミックマップデータ紐付
け・配信機能サーバーとの送受信処理を想定し、JASPAR 車両情報共用仕様書に
明記されていないものについても活用する案を提示した。また、HTTP ステー
タスコードの情報を補足するためのエレメント情報の追加の提案も行った。 

7.1.5 章「位置参照方式について」では、送受信間で異なる地図を使用する状
況がある可能性を考慮し、受信者へ使用地図の伝達できる手段があるとよいこ
とを示した。 

7.1.6 章「データの要求手段について」では、現在 JASPAR 車両情報共用仕様
では定義されていないものの、受信者から、送信者に対して必要なデータを要
求する可能性について言及した。 

7.2 参照機能 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様の参照機能の用途は、データ取得とデータ確認
の 2 つのケースが考えられる。本章では、この 2 つのケースについてそれぞれ
考察する。なお、本章では、大規模実証実験時にあったユースケースを想定し、
プローブ情報変換サーバーあるいはダイナミックマップデータ紐付け・配信機
能サーバーに交通流情報を蓄積する機能が実装されていることを仮定して考察
した。 
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具体的には、データ取得用途では、プローブ情報変換サーバーに参照機能
API 及び、交通流情報蓄積機能が実装されている構成を想定した。そして、ダ
イナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーが参照機能 API を介してプ
ローブ情報変換サーバーの内部に蓄積されている交通流情報を取得するユース
ケースを題材とした場合の改善案を提示した。 

一方、データ確認用途では、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サ
ーバーに参照機能 API、交通流情報蓄積機能が実装されている構成を想定した。
そして、プローブ情報変換サーバー側が削除機能 API を使用する前の確認を行
うユースケースを題材とした場合の改善案を提示した。 

7.2.1 データ取得用途 

本章では、データ取得用途における参照機能 API の活用について考察する。
ここでは、現行の JASPAR 車両情報共用 API 仕様書（2019 年 1 月 30 日現在）
に記載されている参照機能 API がプローブ情報変換サーバーに実装されている
ことを想定する。そして、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバ
ー側がプローブ情報変換サーバーから参照機能 API を介してプローブ情報変換
サーバーへ HTTP リクエストを行うことにより道路レベル交通流情報を取得し、
ビューアへ配信する場合をユースケースとして捉える。 

ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーがプローブ情報変換サ
ーバーから配信対象区間に該当する道路レベル交通流情報を取得する際、次の
2 つのアプローチが考えられるが、どちらの方法においても課題が存在する。 

 

 区間ユニットを用いる方法 

 範囲ユニットを用いる方法 

 

また、上記 2 つの方法に関わらず、contents ユニット以外での OR 条件検索
に対応することも有効であると考えられる。 



 

 341 

それぞれについて、以降に詳細を説明する。 

7.2.1.1 区間ユニットを用いる場合の課題および改善案 

区間ユニットは、線情報の始端と終端に該当する点の緯度経度を指定するこ
とによって、検索区間を指定するためのものである。交通流情報はリンクで表
現される線情報であるため、区間ユニットを活用するのが相応しいと考えられ
る。 

ただし、区間ユニットを利用して配信対象区間の交通流区間情報を取得する
ためには、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーとプローブ情
報変換サーバーが同一のリンク情報を使用していることが必須条件となる。こ
れは、同一のリンク情報でなければ、区間ユニットに指定される始端、終端が
どの線情報に紐づいたものかをプローブ情報変換サーバー側が推測する必要が
生じるためである。 

まず、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー側とプローブ情
報変換サーバーとで使用されるリンク情報が同一のものである場合について、
図 246、図 247 を例に説明する。図 246 はダイナミックマップデータ紐付け・
配信機能サーバー側で設定された検索区間の例を示す。橙色の線は車線リンク
を表し、その 1 つのダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーでは、
交通流情報を SIP 高精度地図の車線リンク或いは交差点車線リンクの区間情報
に紐づけて配信する仕様となっているため、参照機能 API の区間ユニットでは、
例えば車線リンクの始端終端の緯度経度高度がそのまま設定される。図 247 は
ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーから送られてきた検索区
間の緯度経度高度をプローブ情報変換サーバーの車線リンク上に配置した結果
である。この例では、プローブ情報変換サーバーも SIP 高精度地図を使用して
交通流情報を生成するものであるため、ダイナミックマップデータ紐付け・配
信機能サーバーから送られてきた始端、終端がプローブ情報変換サーバーの車
線リンクの始端終端に一致するため、プローブ情報変換サーバー側でダイナミ
ックマップデータ紐付け・配信機能サーバーが指定した検索区間を認識するこ
とが可能である。 
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一方、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー側とプローブ情
報変換サーバーとで使用されるリンク情報が異なる場合について、図 248、図 
249 を例に説明する。 

図 248 はダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー側で設定され
た検索区間の例であり、図 246 と同様である。 

図 249 はダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーから送られて
きた検索区間の緯度経度高度をプローブ情報変換サーバーの DRM リンク上に
配置した結果である。この例では、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機
能サーバーから送られてきた始端、終端はプローブ情報変換サーバーの DRM リ
ンク上に存在しない。これにより、プローブ情報変換サーバー側では区間ユニ
ットで設定された始端終端の緯度経度高度のから検索区間を認識することがで
きない。 

以上より、区間ユニットを使用して配信対象区間の交通流情報を取得する際
は、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーとプローブ情報変換
サーバーのリンク情報が異なる場合であっても、プローブ情報変換サーバー側
で区間を認識できるようにすることは課題となる。 

この課題に対する解決案の 1 つは、始端終端で結ばれる線区間に対し検索幅
を加えることが考えられる。検索幅を追記した参照機能 API のリクエスト JSON
を図 250 に示す。この例では、区間ユニットで定義される線区間を中心とし幅
2 m の帯を検出対象領域とする width エレメントを追記している。width エレ
メント追加時における検索対象領域の様子を図 251 に示す。ここでは、width
エレメントで設定した検索幅により設定された検索領域（黄色領域）を用いて
道路レベル交通流情報を抽出するようにしている。 

 



 

 343 

 

図 246 - 互いのサーバーが持つリンク情報が同一である場合 
（ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー側）13 

  

                                                        
13 地図は国土地理院地図から引用 
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図 247 - 互いのサーバーが持つリンク情報が同一である場合 
（プローブ情報変換サーバー側）14 

 

                                                        
14 地図は国土地理院地図から引用 
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図 248 - 互いのサーバーが持つリンク情報が異なる場合 
（ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー側）15 

                                                        
15 地図は国土地理院地図から引用 
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図 249 - 互いのサーバーが持つリンク情報が異なる場合 
（プローブ情報変換サーバー側）16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 地図は国土地理院地図から引用 
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GET https://dm-pf.com/data/v1/traffic    HTTP/1.1 

Authorization: Bearer artVkjsDyb5BWCxGsndEDJTEUbdFMogUC8PxREqdeLDD 

Connection: keep-alive 

Content-length: 807 

Content-type: application/json 

 

{ 

  "administration": { 

     "version": “01.0”, "timeZone": “+09:00”, "datum": “JGD2011”, "author": “PIONEER_TEST” 

  }, 

  “basic”: { 

     “time”: { 

       “start”: “2017-11-10 12:00:00:000”, 

       "limit": “2017-11-10 12:05:00:000” 

     }, 

     "section": { 

       "begin": {  "latitude":35.656869, "longitude":139.736977, "altitude":470.0  }, 

       "end"  : {  "latitude":35.655587, "longitude":139.739008, "altitude":400.0  }, 

       “width”:200.0 

     } 

  }, 

  “contents”: { 

    “traffic”: [ 

      { “seq”: 1, “speed”: { “range”: { “ge”: 60 }}}, 

      { “seq”: 2, “speed”: { “range”: { “lt”: 10 }}} 

    ] 

  } 

} 

図 250 - 区間ユニットに width エレメントを追記したもの 
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図 251 - width エレメント追加時における検索対象領域の様子17 

 

7.2.1.2 範囲ユニットを用いる場合の課題および改善案 

範囲ユニットは、検索対象となる矩形領域を設定するためのユニットであり、
矩形領域に一部でも含まれる区間情報の全てが抽出される仕様となっている。
ここでは、範囲ユニットを活用して道路レベル交通流情報の配信対象区間のみ
をビューアへ配信する方法について考察する。 

大規模実証実験にて道路レベル交通流情報を配信する際は、表 47 に示され
る条件を満たす交通流区間情報のみをダイナミックマップデータ紐付け・配信
機能サーバーへ送信している。これをダイナミックマップデータ紐付け・配信

                                                        
17 地図は国土地理院地図から引用 
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機能サーバーが参照機能 API の範囲ユニットを用いて実現させる際は、まず 2
次メッシュ等の検索領域に合致する交通流区間情報を全て取得した後で、道路
種別情報や道路名称を用いて絞り込むステップを経るのが基本方針となる。 

 

表 47 - 道路レベル交通流情報を配信対象区間に限定するための絞り込み条件 

路線 条件 

東名高速道路 

・東名高速道路を含む 2 次メッシュコードに属する 

・道路種別が高速道路である 

・ 一部道路名称を利用 

常磐自動車道 
・ 常磐自動車道を含む 2 次メッシュコードに属する 

・ 道路種別が高速道路である 

一般道 ・ 配信対象区間に該当する DRM リンクを直接指定 

 

しかしながら、現行 JASPAR 車両情報共用 API 仕様書には、位置情報関連の
条件設定を行う basic ユニット内に複数の範囲ユニットを設定可能である記述
がない。このため、まずは配信対象区間を漏れなく抽出可能である検索領域を
範囲ユニットで設定し、プローブ情報変換サーバーから配信対象外区間も含め
て交通流区間情報を取得し、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サー
バーで配信対象外区間の交通流区間情報を除外してからビューアへ配信するよ
うに処理がなされると考えられる。 

配信対象外区間の交通流区間情報を除外する処理を行う際は、レスポンスデ
ータに記述される検索結果に該当する情報として、区間情報だけでなく道路種
別、道路名称等の道路属性情報が記述されていると、除外処理が簡単になるた
め、ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバー側の実装工数の削減



 

350  

が期待できる。 

道路属性情報を記述した場合の参照機能 API のレスポンスデータの例を図 
252 に示す。この例では、roadinfo という新規ユニットを section ユニット内に
記述している。また、roadinfo ユニットの下に、道路種別を表す roadtype エレ
メント、道路名称を表す roadname エレメントを追記してある。 

HTTP 207 Multi-Status 

Content-length: 1363 

Content-type: application/json 

 

{ 

  “result”: { 

    “traffic”: [ 

      { “seq”: 1, “status”: “200 Ok” } 

    ] 

  }, 

  “record”: [ 

    { 

      “administration”: { 

        "version": “01.0”, "timeZone": “+09:00”, "datum": “JGD2011”, "author": “PIONEER_TEST” 

      }, 

      “basic”: { 

        "time": { 

          "start": “2018-10-03 12:00:00:000”, 

          "limit": “2018-10-03 12:05:00:000”, 

        }, 

        “section”: { 

          "begin": {  "latitude": 35.5044160, "longitude": 139.4808260, "altitude":7700.0  }, 

          "end": {  "latitude": 35.5063060, "longitude": 139.4826110, "altitude":7560.0  } 

        }, 

        “roadinfo”:{ 

          ”roadname”:”東名高速道路（上り）”, 

          ”roadtype”: ”都市間高速道路”, 

       } 

      }, 

      “contents”: { 
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        “traffic”: { "seq": 1, “speed”: 16, “accuracy”: 5 } 

      } 

    }, 

    { 

      “administration”: { 

        "version": “01.0”, "timeZone": “+09:00”, "datum": “JGD2011”, "author": “PIONEER_TEST” 

      }, 

      “basic”: { 

        "time": { 

          "start": “2018-10-03 12:00:00:000”, 

          "limit": “2018-10-03 12:05:00:000”, 

        }, 

        “section”: { 

          "begin": {  "latitude": 35.5088360, "longitude": 139.4848300, "altitude":6900.0  }, 

          "end": {  "latitude": 35.5077010, "longitude": 139.4839070, "altitude":7250.0  } 

        }, 

       “roadinfo”:{ 

          ”roadname”:”東名高速道路（下り）”, 

          ”roadtype”: ”都市間高速道路”, 

        } 

      }, 

      “contents”: { 

        “traffic”: { "seq": 1, “speed”: 23, “accuracy”: 5 } 

      } 

    } 

  ] 

} 

図 252 - 参照機能 API のレスポンスデータに道路属性情報を加えた例 

 

一方で、参照機能 API のリクエストデータに roadinfo ユニットが記述可能な
ようにする方法も考えられる。そうすれば、ダイナミックマップデータ紐付
け・配信機能サーバー側にて取得する配信対象外区間の交通流区間情報を大幅
に削減することが期待できる。これは、参照機能 API のレスポンスデータに記
される検索結果が削減されるため、検索結果のダウンロード時間の削減につな
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がる。また、配信対象外区間の含有率が低減されることによってダイナミック
マップデータ紐付け・配信機能サーバーで配信対象外区間の除外処理にかけら
れる処理時間の削減も期待できるため、結果として交通流情報の配信遅延の削
減につながる。 

図 253 に参照機能 API のリクエストデータに道路属性情報を加えた例を示す。
ここでは、basic ユニット内の range ユニットと並列に roadinfo ユニットの条件
設定を加えている。roadinfo ユニットには、roadinfo ユニットの下に、道路種
別を表す roadtype エレメント、道路名称を表す roadname エレメントを追記し
てある。 

GET https://dm-pf.com/data/v1/traffic    HTTP/1.1 

Authorization: Bearer artVkjsDyb5BWCxGsndEDJTEUbdFMogUC8PxREqdeLDD 

Connection: keep-alive 

Content-length: 861 

Content-type: apllication/json 

{ 

  "administration": { 

    "version": “01.0”, 

    "timeZone": “+09:00”, 

    "datum": “JGD2011”, 

    "author": “PIONEER_TEST” 

  }, 

  “basic”: { 

    “time”: { 

      “start”: “2018-10-03 12:00:00:000”, 

      "limit": “2018-10-03 12:05:00:000” 

    }, 

    "range": { 

      “west”: 139.3750000, 

      “east”: 139.5000000, 

      “south”: 35.5000000, 

      “north”: 35.5833333, 

      “lower”: 7000.0, 

      “upper”: 8000.0 

    }, 
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    "roadinfo":{ 

      ”roadname":"東名高速道路（上り）", 

      ”roadtype":"都市間高速道路" 

    } 

  }, 

  “contents”: { 

    “traffic”: [ 

      { 

        “seq”: 1, 

        “speed”: { 

          “between”: { 

            “ge” : 0, 

            "lt" : 20 

          } 

        } 

      } 

    ] 

  } 

} 

図 253 - 参照機能 API のリクエストデータに道路属性情報を加えた例 

 

7.2.1.3 contents ユニット以外での OR 条件検索 

現行の JASPAR 車両情報共用 API 仕様では、contents ユニットに対し OR 条件
検索に対応している。しかし、administration ユニット、basic ユニットにおい
ても OR 条件検索に対応できると、参照機能 API への HTTP リクエストの回数
を削減できるため、結果的に配信遅延の削減が期待できる。 

大規模実証実験における道路レベル交通流情報の配信対象区間となるのは、
9 種類の 2 次メッシュで表現される領域を合成したものに相当する。このため、
範囲ユニットを用いて参照機能 API から交通流区間情報を取得するためには、
9 領域それぞれに対応する HTTP リクエストを行う必要がある。しかし、レス
ポンスデータに範囲ユニットの OR 条件検索ができるようになれば、HTTP リク
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エストを 1 回で済ませることが可能である。 

範囲ユニットの OR 条件検索に対応した参照機能 API のリクエストデータの
例を図 254 に示す。この例では、contents ユニットの OR 条件検索に倣い、範
囲ユニットである range を配列型にした。そして、この配列の要素に OR をと
りたい矩形領域を列挙する形で記述した。 

他には、範囲ユニットで定義する検索領域とコンテンツの条件の組合せの OR
条件検索に対応することも有効である。今回の大規模実証実験において、プロ
ーブ情報変換サーバーは渋滞判定結果が「順調」と判定された区間の交通流情
報をダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーへ送信していない。
この「順調」と判定された交通流区間情報を取得しないようにするには、
contents ユニット内にて speed エレメントに対する範囲ユニットを設定するこ
とで実現可能である。しかしながら、一般道であるお台場地区と東名高速道路
や常磐自動車道の渋滞判定閾値は異なる数字に設定されているため、順調と判
定された交通流区間情報を取得したくない場合は、basic ユニットと contents ユ
ニットの組合せの OR 条件検索にも対応している方が良い。 

basic ユニットと contents ユニットの組合せの OR 条件検索に対応するリクエ
ストデータの例を図 255 に示す。図 255 のリクエストデータは、basic ユニッ
トと contents ユニットだけでなく administration ユニットの組合せも考慮した
構成となっている。この例では、次の条件 1、条件 2 のどちらかに合致する交
通流情報がレスポンスデータに記録される。 

  条件 1：以下を満たす道路レベル交通流区間情報 

  緯度 35.0～35.9、経度 139.375～139.5 の領域内 

  東名高速道路上り線 

  平均速度が 40 km/h 以下 

  条件 2：以下を満たす道路レベル交通流区間情報 

  緯度 35.9～37.5、経度 139. 5～139.625 の領域内 
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  神奈川県道 9 号線 

  平均速度が 40 km/h 以下 

  

GET https://dm-pf.com/data/v1/traffic    HTTP/1.1 

Authorization: Bearer artVkjsDyb5BWCxGsndEDJTEUbdFMogUC8PxREqdeLDD 

Connection: keep-alive 

Content-length: 1033 

Content-type: apllication/json 

{ 

  "administration": { 

    "version": “01.0”, "timeZone": “+09:00”, "datum": “JGD2011”, "author": “PIONEER_TEST” 

  }, 

  “basic”: { 

    “time”: { 

      “start”: “2018-10-03 12:00:00:000”, 

      "limit": “2018-10-03 12:05:00:000” 

    }, 

    "range": [ 

      { 

        “west”: 139.3750000, 

        “east”: 139.5000000, 

        “south”: 35.5000000, 

        “north”: 35.5833333, 

        “lower”: 7000.0, 

        “upper”: 8000.0 

      }, 

      { 

        “west”: 139.5000000, 

        “east”: 139.6250000, 

        “south”: 35.5833333, 

        “north”: 35.7500000, 

        “lower”: 7000.0, 

        “upper”: 8000.0 

      } 

    ], 
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    "roadinfo":{ 

      ”roadname":"東名高速道路（上り）", 

      ”roadtype":"都市間高速道路" 

    } 

  }, 

  “contents”: { 

    “traffic”: [ 

      { 

        “seq”: 1, 

        “speed”: {  “between”: { “ge” : 0,  "lt" : 20 } } 

      } 

    ] 

  } 

} 

図 254 - 範囲ユニットの OR 条件検索に対応した参照機能 API の 
リクエストデータ例 
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 GET https://dm-pf.com/data/v1/traffic    HTTP/1.1 

Authorization: Bearer artVkjsDyb5BWCxGsndEDJTEUbdFMogUC8PxREqdeLDD 

Connection: keep-alive 

Content-length: 1960 

Content-type: application/json 

 

{ 

  "search":[ 

    { 

      "administration": { 

        "version": “01.0”, 

        "timeZone": “+09:00”, 

        "datum": “JGD2011”, 

        "author": “PIONEER_TEST” 

      }, 

      “basic”: { 

        “time”: { 

          “start”: “2018-10-03 12:00:00:000”, 

          "limit": “2018-10-03 12:05:00:000” 

        }, 

        "range": [ 

          { 

            “west”: 139.3750000, 

            “east”: 139.5000000, 

            “south”: 35.5000000, 

            “north”: 35.5833333, 

            “lower”: 7000.0, 

            “upper”: 8000.0 

          } 

        ], 

        "roadinfo":{ 

          ”roadname":"東名高速道路（上り）", 

          ”roadtype":"都市間高速道路" 

        } 

      }, 

      “contents”: { 

        “traffic”: [ 
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          { 

            “seq”: 1, 

            “speed”: { 

              “between”: { 

                “ge” : 0, 

                "lt" : 40 

              } 

            } 

          } 

        ] 

      } 

    }, 

    { 

      "administration": { 

        "version": “01.0”, 

        "timeZone": “+09:00”, 

        "datum": “JGD2011”, 

        "author": “PIONEER_TEST” 

      }, 

      “basic”: { 

        “time”: { 

          “start”: “2018-10-03 12:00:00:000”, 

          "limit": “2018-10-03 12:05:00:000” 

        }, 

        "range": [ 

         { 

            “west”: 139.5000000, 

            “east”: 139.6250000, 

            “south”: 35.5833333, 

            “north”: 35.7500000, 

            “lower”: 7000.0, 

            “upper”: 8000.0 

          } 

        ], 

        "roadinfo":{ 

          ”roadname":"神奈川県道 9 号線", 

          ”roadtype":"県道" 
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        } 

      }, 

      “contents”: { 

        “traffic”: [ 

          { 

            “seq”: 1, 

            “speed”: { 

              “between”: { 

                “ge” : 0, 

                "lt" : 20 

              } 

            } 

          } 

        ] 

      } 

    } 

  ] 

} 

図 255 - basic ユニットと contents ユニットの組合せの OR 条件検索に対応
するリクエストデータの例 

 

7.2.2 データ確認用途 

参照機能 API は、過去に送信したデータがダイナミックマッププラットフォ
ームに存在していることを確認する目的で使用することも考えられる。例えば、
ダイナミックマップデータ紐付け・配信機能サーバーには登録機能 API、参照
機能 API、削除機能 API、そして受信した道路レベル交通流情報をストレージ等
に格納する機能がそれぞれ実装されていることを想定する。 

この場合において、プローブ情報変換サーバーがダイナミックマップデータ
紐付け・配信機能サーバーへ登録機能 API を介して道路レベル交通流情報を送
信した後、プローブ情報変換サーバー側が一部の送信済みの交通流情報を有効
期限前に削除したい状況になった場合は、record-id を用いて削除機能 API を用
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いることになる。 

プローブ情報変換サーバー側がダイナミックマッププラットフォームのデー
タ削除を実施する際は、削除機能 API を実行する前に削除対象外のデータが削
除されてしまう状況を回避するため、record-id に紐づく交通流区間情報が送受
信サーバー間で一致していることを確認することが考えられる。 

このような確認作業を行う場合、record-id を介してデータを参照できるよう
になれば、2 つのサーバー間での紐付け内容を直接確認することが可能となる
ため、安心してデータ削除処理に移行することができる。 

record-id を用いて参照機能 API でデータの確認を行う方法として、次の 2 つ
のアプローチが考えられる。 

 HTTP リクエスト時に record-id を指定する方法 

 レスポンスデータに record-id を記述する方法 

以降、それぞれについての詳細を説明する。 

7.2.2.1 HTTP リクエスト時に実施する方法 

record-id による検索を HTTP リクエスト時に実施するためには、リクエスト
データに record-id を記述するようにすれば良い。図 256 に、record-id を検索
条件に加えたリクエストデータの例を示す。record-id はコンテンツに紐づく情
報であるため、contents ユニットに属する 1 つのエレメント情報として扱うの
が良いと考える。また、リクエストデータとレスポンスデータの対応関係が一
意となるよう、record-id を seq エレメントで連番管理できるように記述してあ
る。 

プローブ情報変換サーバーとダイナミックマッププラットフォームとの間で
record-id に紐付けられている情報が一致していることをこの手段で確認するた
めには、例えば次の手順で行えば良い。 

1) プローブ情報変換サーバーでは、確認対象となる record-id を図 256 の例
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に従ってリクエストデータに記述し、参照機能 API を介して HTTP リクエ
ストを行う。 

2) ダイナミックマッププラットフォームはリクエストデータを受信すると、
内部に蓄積されている交通流情報の中から record-id に合致するものを検
索し、その結果をレスポンスデータに記録した上でプローブ情報変換サ
ーバーへ返す。 

3) プローブ情報変換サーバーは、リクエストデータに記述した record-id に
紐づく basic ユニットや contents ユニットの情報と、レスポンスデータの
検索結果に記録されている record-id に対応する basic ユニットや contents
ユニットの情報とを照合する。 

4) 3) の結果、互いに一致していることが確認できれば、削除機能 API の使
用に移行することが可能である。ただし、JASPAR 車両情報共用 API 仕様
書の参照機能 API では、レスポンスデータに record-id が直接記録されな
い。このため、プローブ情報変換サーバー側では、リクエストデータ記
述時に record-id と紐付けた seq エレメントの値を record-id に読み替えて
からレスポンスデータと照合するようにする。 

 

GET https://dm-pf.com/data/v1/traffic    HTTP/1.1 

Authorization: Bearer artVkjsDyb5BWCxGsndEDJTEUbdFMogUC8PxREqdeLDD 

Connection: keep-alive 

Content-length: 652 

Content-type: application/json 

 

{ 

  "administration": { 

    "version": “01.0”,  

    "timeZone": “+09:00”, 

    "datum": “JGD2011”, 

    "author": “PIONEER_TEST” 

  }, 

  “basic”: { 
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    “time”: { 

      “start”: “2018-10-03 12:00:00:000”, 

      "limit": “2018-10-03 12:05:00:000” 

    } 

 }, 

  “contents”: { 

    “traffic”: [ 

      { 

        “seq”: 1, 

        “record-id”:‘20181003-120030-001-0001’ 

      }, 

     { 

        “seq”: 2, 

        “record-id”:‘20181003-120030-002-0003’ 

      }, 

    ] 

  } 

} 

図 256 - record-id を検索条件に加えたリクエストデータの例 

 

7.2.2.2 レスポンスデータに record-id を記述する方法 

プローブ情報変換サーバーとダイナミックマッププラットフォームとの間で
record-id に紐付けられている情報が一致していることを確認するためには、レ
スポンスデータに record-id を付与しておく方法も考えられる。 

図 257 に record-id が記述されたレスポンスデータの例を示す。この例では、
record ユニット内の各 contents ユニットに対し、seq エレメントと並列に
record-id を記述するようにしている。 

プローブ情報変換サーバーとダイナミックマッププラットフォームとの間で
record-id に紐付けられている情報が一致していることをこの手段で確認するた
めには、プローブ情報変換サーバー側の record-id に紐付けられる basic ユニッ
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トおよび contents ユニットの情報と、レスポンスデータ側の record-id に紐付
けられている basic ユニットおよび contents ユニットの情報を単に照合すれば
良い。 

 

HTTP 207 Multi-Status 

Content-length: 1482 

Content-type: application/json 

 

{ 

  “result”: { 

    “traffic”: [ 

      { “seq”: 1, “status”: “200 Ok” }, 

      { “seq”: 2, “status”: “200 Ok” } 

    ] 

  }, 

  “record”: [ 

    { 

      “administration”: { 

        "version": “01.0”, "timeZone": “+09:00”, "datum": “JGD2011”, "author": “PIONEER_TEST” 

      }, 

      “basic”: { 

        "time": { 

          "start": “2018-10-03 12:00:00:000”, 

          "limit": “2018-10-03 12:05:00:000”, 

        }, 

        “section”: { 

          "begin": {  "latitude": 35.5044160, "longitude": 139.4808260, "altitude":7700.0  }, 

          "end": {  "latitude": 35.5063060, "longitude": 139.4826110, "altitude":7560.0  } 

        } 

      }, 

      “contents”: { 

        “traffic”: { "seq": 1, “record-id”:‘20181003-120030-001-0001’,“speed”: 16, “accuracy”: 5 } 

      } 

    }, 

    { 
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      “administration”: { 

        "version": “01.0”, "timeZone": “+09:00”, "datum": “JGD2011”, "author": “PIONEER_TEST” 

      }, 

      “basic”: { 

        "time": { 

          "start": “2018-10-03 12:00:00:000”, 

          "limit": “2018-10-03 12:05:00:000”, 

        }, 

        “section”: { 

          "begin": {  "latitude": 35.5088360, "longitude": 139.4848300, "altitude":6900.0  }, 

          "end": {  "latitude": 35.5077010, "longitude": 139.4839070, "altitude":7250.0  } 

        } 

      }, 

      “contents”: { 

        “traffic”: { "seq": 1, “record-id”:‘20181003-120030-002-0003’, “speed”: 23, “accuracy”: 5 } 

      } 

    } 

  ] 

} 

図 257 - レスポンスデータに record-id を記述する方法 

7.2.3 参照機能に関するまとめ 

本章では、参照機能 API の用途がデータ取得とデータ確認の 2 つ存在すると
考え、それぞれについて考察を行った。 

データ取得の用途については、区間ユニットを用いる場合の課題および解決
案、範囲ユニットを用いる場合の課題および解決案、contents ユニット以外で
の OR 条件検索 のそれぞれについて考察した。この結果、区間ユニットを用い
る場合は、単に section ユニットで区間を定義するだけでなく検索幅である
width エレメントも追加して表現できれば、検索サーバー側、被検索サーバー
側で異なるリンク情報を所持している場合であっても所望の交通流区間情報を
取得できる期待があることを記した。次に、大規模実証実験での道路レベル交
通流情報用のプローブ情報変換サーバーのように範囲ユニットでデータを絞り
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込む際は、道路属性情報との AND 検索に対応できていると、HTTP リクエスト
の回数が削減できるだけでなく、検索結果を効果的に絞り込むことができるた
め、通信面で効率良いことを示した。また、basic ユニットにおいても OR 条件
検索に対応できれば、現行仕様と比べて HTTP リクエストの回数を削減できる
ことが可能であることを示した。 

一方、データ確認の用途については、削除機能 API を使用する前のダイナミ
ックマッププラットフォーム側での record-id のデータ内容確認についてユース
ケースを考慮し、record-id でもデータ参照可能とするための記述案について、
リクエストデータ、レスポンスデータのそれぞれの場合について記載した。 

7.3 削除機能 

JASPAR 車両情報共用 API 仕様の削除機能 API は、クライアントサーバーがダ
イナミックマッププラットフォームに既に登録したデータを削除する目的で使
用する。JASPAR 車両情報共用 API 仕様書では、データ削除する手段として
record-id あるいは contents を指定する手段について記載されているが、参照機
能 API のように範囲ユニットや区間ユニットによる削除にも対応できると良い。 

例えば、クライアントサーバーであるプローブ情報変換サーバーがそれぞれ
担当領域を持ち、この担当領域から車両プローブ情報から交通流情報を生成し、
それを 1 つのダイナミックマッププラットフォームに送信するような図 258 の
構成を想定する。この構成において、プローブ情報変換サーバーA がダイナミ
ックマッププラットフォーム内の交通流情報のうち担当領域のものを一括削除
したい場合は、削除機能 API のリクエストデータに範囲ユニットを記述できる
ようになると便利である。 
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図 258 - 担当領域別にプローブ情報変換サーバーを持つ構成例 

 

また、図 259 に示すように、プローブ情報変換サーバーの担当を道路種別で
分ける方法も考えられる。この場合において削除機能 API を用いる際は、道路
属性情報や区間ユニットで削除対象をリクエストに記述できると便利である。 
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図 259 - 道路種別毎にプローブ情報変換サーバーを持つ構成例 

 

他にも、参照機能 API におけるリクエストデータにて条件設定可能な情報は、
削除機能 API においても有効に活用することが可能である。 

7.4 API 仕様に関する検討まとめ 

本章では、大規模実証実験に向けた準備および実施時や、様々な運用方法を
考慮した際に判明した課題に対する考察として、JASPAR 車両情報共用仕様書に
記載されている登録機能 API、参照機能 API、削除機能 API の 3 つの機能につい
てそれぞれ改善検討を行った。 

登録機能 API では、交通流区間情報の送信方法について主に考察および追加
検証を行った。この結果、1 回の HTTP リクエストに対し複数の交通流区間情
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報を送信可能なデータフォーマットとして構成することによって、受信サーバ
ー側の終端把握、送信処理時間の短縮の 2 つの面で有効であることを示すこと
ができた。 

参照機能 API では、データ取得目的、データ確認目的の 2 つのユースケース
を想定し考察した。データ取得目的では、線情報の検索に検索幅を設定したり
OR 検索の対応範囲を拡張することによって、所望のデータに限定してデータ取
得が可能となったり、データ取得先への HTTP リクエストの回数の削減に有効
であることを示した。 

削除機能 API では、参照機能 API と同等の削除条件を設定可能となっている
と便利である旨を述べた。 
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8 参考実験 

本章では大規模実証実験で実施した実験とは別に、交通流情報に関する追加
実験を行った。配信周期および車線サブリンク長の短縮による交通流情報の違
いとマップマッチング前の位置情報による車線別交通流情報生成の可能性を調
べた。 

8.1 配信周期および車線サブリンク長の短縮による交通流情報の比較 

8.1.1 背景 

ダイナミックマップ実証実験ワーキンググループからは、大規模実証実験に
て配信された交通流情報について、次の意見があった。 

 

  道路レベル及び、車線別交通流情報の更新周期は、本実験において採用し
た 5 分周期よりも短い周期での更新が望ましい 

  交通流情報を自動運転レベル 3 以上において利用する場合は、位置誤差の
許容範囲は 100 m 以下、車線レベルが望ましい 

 

2 点目の意見における位置誤差とは、交通流情報の区間を表現するための車
線サブリンクの長さのことを指す。この意見を受け、本章では、実際に配信し
た大規模実証実験の車線別交通流情報そのものと、車線サブリンク長を大規模
実証実験時よりも短いものを用いて生成したもの、或いは 5 分周期よりも短い
周期で生成したものを並べ、実際の交通状況と比較した。 
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8.1.2 実験方法 

大規模実証実験の車線別交通流実験時に得られたデータ収集車両の車両プロ
ーブ情報から、更新周期や車線サブリンクの長さ（車線サブリンク長と呼ぶ）
を変えながら車線別交通流情報を作成した。そして、大規模実証実験時と同条
件（更新周期 5 分、車線サブリンク長 100 m）の車線別交通流情報、或いは更
新周期、車線サブリンク長のどちらかを短縮した車線別交通流情報を実際の交
通状況と比較することによって、更新周期や車線サブリンク長の短縮した際の
効果について模索した。 

本実験では、更新周期は 1 分と 5 分、車線サブリンク長は 10 m と 100 m の
それぞれについて車線別交通流情報を生成した。また、実際の交通状況につい
ては、車線別交通流実験時のデータ収集車両の一部に取り付けられていたドラ
イブレコーダーの撮影画像（以降、ドラレコ動画と呼ぶ）を活用した。 

一方、交通流情報の表示は、ダイナミックマップ大規模実証実験コンソーシ
アムから配布されたビューアではなく、本プロジェクトにて送信データ内容確
認の目的で作成した簡易交通流情報表示ソフト（簡易ビューアと呼ぶ）を活用
した。これは、更新周期や車線サブリンク長を短縮した交通流情報をビューア
上に表示することができないためである。このため、交通流情報はダイナミッ
クマップデータ紐付け・配信機能サーバーを経由する際の遅延時間分が反映さ
れていない状態のものを使用した。 

8.1.3 実験結果 

8.1.3.1 更新周期を短縮した場合の車線別交通流情報の推移 

車線別交通流情報を短縮した場合の効果について検証する。ここでは、大規
模実証実験の車線別交通流実験と同条件である 5 分更新の場合と、1 分更新に
短縮した場合の車線別交通流情報の推移を 2 地点で比較した。 

まず、2018 年 11 月 30 日 13:00～13:05 の間の飯倉入口付近での車線別交通
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流情報の推移を図 261、図 262 に示す。図 261 は更新周期を 1 分に短縮したと
きのものである。一方、図 262 は更新周期が 5 分のものであり、大規模実証実
験での車線別交通流実験のときの条件と同一である。 

この時間帯では、左車線の通行を担当するデータ収集車両が飯倉入口付近を
13:02:15 に通過している。このときのデータ収集車両のドラレコ動画の様子を
図 260 に示す。このデータ収集車両が飯倉付近の左車線を通過した時の走行速
度は 4 km/h であった。しかし、この時期は道路が混雑し始めた頃であったた
め、実際には「渋滞」となっているはずのこの飯倉付近の車線別交通流情報は
「混雑（橙色線）」となっている。このときのデータ収集車両の車両プローブ
情報のアップロードのタイミングは飯倉付近通過後の約 20 秒後に実行されて
いた。 

このため、図 261 を見ると、更新周期が 1 分のケースでは、13:03:00 配信分
の段階で飯倉付近の左車線が「渋滞（赤色線）」に変わっている。一方、図 
262 を見ると、車線別交通流実験相当の設定となる更新周期が 5 分のケースで
は、13:05 になるまで交通流情報が「渋滞」に更新されない。以上から、更新
周期を 1 分に短縮することによって、この区間の交通流情報の配信が車線別交
通流実験相当の設定よりも 2 分早くビューアへ配信できる期待があることが把
握できた。 

 

 

図 260 - ドラレコ動画と観測地点 
（2018 年 11 月 30 日 13:02:15 現在 飯倉入口付近） 
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図 261 - 車線別交通流情報の推移の例 
（更新周期 1 分の場合、飯倉入口付近） 
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図 262 - 車線別交通流情報の推移の例 
（更新周期 5 分の場合、飯倉入口付近） 
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次に、2018 年 11 月 29 日 16:55～17:00 の時間帯における谷町ジャンクショ
ン付近での車線別交通流情報の推移を見る。 

図 264、図 265 は更新周期を 1 分に短縮したときのものである。 

一方、図 266、図 267 は更新周期が 5 分のものであり、大規模実証実験での
車線別交通流実験のときの条件と同一である。 

左車線通過担当のデータ収集車両が谷町ジャンクション付近を通過したとき
のドラレコ動画の様子を図 263 に示す。 

 

 

図 263 - ドラレコ動画と観測地点 
（2018 年 11 月 29 日 16:56:09 現在 谷町 JCT 付近）18 

 

この日時における谷町ジャンクション付近は首都高速 3 号渋谷線から合流す
る車両が増え始めた頃である。左車線担当のデータ収集車両が通過した
16:56:09 現在の走行速度は 35 km/h であり、この区間の実際の渋滞判定結果は
「混雑（橙色線）」と判定されるはずであるが、簡易ビューア上の交通流情報
では「順調」となっていた。 

しかし、図 264 を見ると、16:57 の段階でこの区間が「混雑」に変わったこ
                                                        
18 地図は国土地理院地図から引用 
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とが分かる。 

また、右車線通過担当のデータ収集車両も 16:57 前後に谷町ジャンクション
付近を通過している。 

図 264 の 16:57 に示すデータ収集車両通過地点における走行速度は、車両プ
ローブ情報から 21 km/h であることが判った。また、このデータ収集車両は、
通過地点の手前から減速している。 

この様子は、更新周期が 1 分の場合では、図 265 に示すように 16:58 の段階
で通過地点の手前から右車線は「混雑」に変わったことが分かる。一方、更新
周期が 5 分の場合は、17:00 になって左車線と右車線の交通流情報がまとめて
更新されたことが、図 267 から分かる。 

以上から、この事例では、更新周期を 1 分に短縮することによって、車線別
交通流実験相当の設定よりも左車線は 3 分、右車線は 2 分だけ車線別交通流情
報が早くビューアへ配信されることが分かった。 
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図 264 - 谷町 JCT 付近の車線別交通流情報の推移 1（更新周期 1 分の場合） 
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図 265 - 谷町 JCT 付近の車線別交通流情報の推移 2（更新周期 1 分の場合） 
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図 266 - 谷町 JCT 付近の車線別交通流情報の推移 1（更新周期 5 分の場合） 
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図 267 - 谷町 JCT 付近の車線別交通流情報の推移 2（更新周期 5 分の場合） 
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8.1.3.2 車線サブリンク長を短縮した場合の交通流情報の差異 

車線サブリンク長を大規模実証実験の車線別交通流実験と同条件である 100 
m の場合と 10 m に短縮した場合のものとで車線別交通流情報を生成し、比較
を行った。 

まず、2018 年 11 月 29 日 16:58:00 現在の谷町ジャンクション付近から飯倉
入口までの区間に対する車線別交通流情報を図 268 に示す。図 268 の左図は
100 m の車線サブリンクを用いて生成したもの、右図は 10 m の車線サブリン
クを用いて生成したものである。この 2 つの図のうち、黄色破線枠内の左車線
を比較すると、100 m の場合は飯倉入口の手前からは「渋滞」区間が続いてい
るのに対し、10 m の場合は所々に「混雑」の区間を挟みながら「渋滞」区間を
表現していた。この結果から鑑みると、この所々に「混雑」を挟む区間は、時
速 20 km/h 前後で交通が流れている様子が想定される。実際に、この時期の左
車線の走行速度を車両プローブ情報から確認したところ、20 km/h 前後である
ことが把握できた。 

次に、2018 年 11 月 28 日 15:48～15:50 の一ノ橋ジャンクション分流から合
流までの間の区間での交通流情報の推移の様子を図 269、図 270 に示す。この
例では、車線サブリンク長が 10 m かつ更新周期が 1 分の場合での車線別交通
流情報の推移について触れる。 

図 269 では、一ノ橋ジャンクション分流付近での時間経過における車線別交
通流情報の推移の様子を示す。この図では、緑破線枠、黄破線枠内の箇所にお
いて、微細に交通流情報が変動している。図 270 では、一ノ橋ジャンクション
合流付近での時間経過における車線別交通流情報の推移の様子を示す。この図
でも、緑破線枠、黄破線枠内の箇所において、微細に交通流情報が変動してい
る。 

一方で、今回はデータ収集車両 10 台のみで車線別交通流情報を生成してい
るため、データ収集車両が通過しない限りは、基本的に交通流情報の表示内容
は大きく変動しない恐れがある。このため、車両プローブ情報をアップロード
可能な車両が大量に増えることで、車線別交通流情報の更新周期や車線サブリ
ンク長の短縮による交通流情報の表現精度が向上するものと考えられ、自動運
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転車両でのリアルタイムな走行経路計画の変更等に活用されることが考えられ
る。 

 

図 268 - 車線サブリンク長の違いによる車線別交通流情報の比較 
（2018 年 11 月 29 日 16:58:00 現在 谷町ジャンクション付近 更新周期 1 分） 
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図 269 - 車線サブリンク長 10 m、更新周期 1 分の場合の車線別交通流情報の
推移（2018 年 11 月 28 日 15:49:00 現在 一ノ橋 JCT 分流付近 更新周期 1 分） 
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図 270 - 車線サブリンク長 10 m、更新周期 1 分の場合の車線別交通流情報の
推移（2018 年 11 月 28 日 15:50:00 現在 一ノ橋 JCT 合流付近） 

8.1.4 配信周期と交通流解析区間長に関するまとめ 

本章では、大規模実証実験の車線別交通流実験で収集した車両プローブ情報
を用いて更新周期および車線サブリンク長の短縮した車線別交通流情報を、車
線別交通流実験時に生成したものとで比較し、その違いを検証した。 

更新周期を大規模実証実験時よりも短縮して車線別交通流情報を生成し検証
した結果、ビューアへの交通流情報の配信を早める効果が確認できた。 

一方、車線サブリンク長を短縮して車線別交通流情報を生成した結果、大規
模実証実験時の条件で生成したものよりも、微細な交通流情報の変化を表現す
ることが可能であることを確認した。これらのように更新周期や車線サブリン
ク長の短縮は、車両プローブ情報が随時大量に集められるような環境になるこ
とによって、自動運転車両でのリアルタイムな走行経路計画の変更等に活用さ
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れることが考えられる。 

8.2 GPS の位置情報による車線別交通流情報生成の可能性に関する検
証 

本章では、カーナビゲーション装置の GPS (Global Positioning System) から得
られた位置情報そのものを利用した場合の車線別交通流情報生成の可能性につ
いて簡易的に検証した。この結果を参考実験結果として報告する。 

8.2.1 実験方法 

車線別交通流情報を生成するためには、車線マップマッチング処理によって
走行地点情報が実際に走行した車線サブリンクに自動的に紐付けられることが
重要である。このため、本章の簡易実験では、カーナビゲーション装置の GPS 
(Global Positioning System) から得られた位置情報そのもの（以降、生 GPS デー
タと呼ぶ）に車線マップマッチング処理を行い、この結果が実際に走行した車
線のものと一致するかを調べることによって検証を行った。 

生 GPS データは、大規模実証実験の車線別交通流実験時にデータ収集車両が
取得したものを利用した。具体的には、データ収集車両に装着された当社サイ
バーナビ（2017 年製）が記録した蓄積プローブに記録されたものを使用した。
ここで蓄積プローブとは、データ解析目的でカーナビゲーション装置の内部に
蓄積されるプローブ情報である。これは、大規模実証実験で車両プローブ情報
として活用したリアルタイムプローブとは異なり、リアルタイムに当社商用サ
ービスの「スマートループ」サーバーにアップロードされない情報である。 

生 GPS データは、蓄積プローブにのみ記録される情報である。なお、データ
収集車両は 10 台、確認対象区間は、車線別交通流情報の対象配信区間である
谷町ジャンクション～浜崎橋ジャンクションまでの間とした。 

車線別交通流実験では、データ収集車両は車両毎に予め決められた車線を走
行する。このため、例えば左車線を走行するデータ収集車両の生 GPS データに
対して車線マップマッチングを行った結果、左車線にマッチングしたものが多
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いほど車線別交通流情報の生成が可能であるという判断をする方向性で検証を
進めた。 

8.2.2 生 GPS データ 

まず、車線別交通流情報の配信対象区間の全域における生 GPS データを地図
上に表示した。その結果を、図 271 に示す。これによると、谷町ジャンクショ
ンから一ノ橋ジャンクション分流地点までの区間における生 GPS データが、他
の区間と比べて左右にバラツキが多いことが認められる。 

 

 

図 272 - 車線別交通流情報配信対象区間における生 GPS データの様子19 

 

各区間における生 GPS データを地図上に表示した様子を図 273～図 284 に示
す。図 273、図 274 は飯倉入口付近、図 275、図 276 は一ノ橋ジャンクション
合流付近におけるデータ収集車両の生 GPS データである。 

                                                        
19 地図は国土地理院地図から引用 
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また、図 273、図 275 は左車線走行を担当したデータ収集車両による生 GPS
データ、図 274、図 276 は右車線走行を担当したデータ収集車両による生 GPS
データをそれぞれ地図上に表示したものである。丸点は生 GPS データを表し、
実際に通行した車線にマッチングできたものを緑色の点、マッチングできなか
ったものを黄色の点でそれぞれ表現した。また、SIP 高精度地図の車線リンク
を青線で表現した。 

まず、図 273、図 275 を見ると、生 GPS データの車線マップマッチングの結
果は概ね上手くできている。一方、図 274、図 276 を見ると大部分が左車線の
方にマップマッチングがなされてしまっている。この 2 つの結果から、飯倉入
口付近から一ノ橋ジャンクション分流までの区間における生 GPS データは、実
際に通行した地点よりも全体的に東側寄りにバイアスがかかっていたため、全
体的に左車線側の車線サブリンクにマッチングしやすくなっていた。 

 

 

図 273 - 飯倉入口付近の生 GPS データ（左車線通行担当のデータ収集車両） 
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図 274 - 飯倉入口付近の生 GPS データ 
（右車線通行担当のデータ収集車両） 

 

 

図 275 - 一ノ橋 JCT 分流付近の生 GPS データ 
（左車線通行担当のデータ収集車両） 
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図 276 - 一ノ橋 JCT 分流付近の生 GPS データ 
（右車線通行担当のデータ収集車両） 

 

一ノ橋ジャンクション合流付近、芝公園出口付近、芝公園入口付近、浜崎橋
ジャンクション付近の生 GPS データの様子を図 277～図 284 にそれぞれ示す。
図 277、図 279、図 281、図 283 は左車線走行を担当したデータ収集車両によ
る生 GPS データ、図 278、図 280、図 282、図 284 は右車線走行を担当したデ
ータ収集車両による生 GPS データをそれぞれ地図上に表示したものである。丸
点は生 GPS データを表し、実際に通行した車線にマッチングできたものを緑色
の点、マッチングできなかったものを黄色の点でそれぞれ表現した。また、SIP
高精度地図の車線リンクを青線で表現した。 

まず、図 277、図 279、図 281、図 283 を見ると、生 GPS データは半数程度
が右車線の車線サブリンクにマッチングしていることが分かる。一方、図 278、
図 280、図 282、図 284 は大部分が実際に通行した右車線の車線サブリンクに
マッチングしていた。この結果から、一ノ橋ジャンクション合流付近では、生
GPS データは全体的に南側寄りにバイアスがかかっているため、全体的に右車
線側の車線サブリンクにマッチングしやすくなったことが考えられる。 
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図 277 - 一ノ橋 JCT 合流付近の生 GPS データ 
（左車線通行担当のデータ収集車両） 

 

 

図 278 - 一ノ橋 JCT 合流付近の生 GPS データ 
（右車線通行担当のデータ収集車両） 



 

390  

 

図 279 - 芝公園出口付近の生 GPS データ 
（左車線通行担当のデータ収集車両） 

 

 

図 280 - 芝公園出口付近の生 GPS データ 
（右車線通行担当のデータ収集車両） 
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図 281 - 芝公園入口付近の生 GPS データ 
（左車線通行担当のデータ収集車両） 

 

 

図 282 - 芝公園入口付近の生 GPS データ 
（右車線通行担当のデータ収集車両） 
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図 283 - 浜崎橋 JCT 付近の生 GPS データ 
（左車線通行担当のデータ収集車両） 

 

 

図 284 - 浜崎橋 JCT 入口付近の生 GPS データ 
（右車線通行担当のデータ収集車両） 
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8.2.3 マップマッチング正解率 

大規模実証実験の車線別交通流実験で得られたデータ収集車両の生 GPS デー
タの各走行地点情報に対し車線マップマッチングを行い、車線サブリンクとの
紐付け結果が実際にデータ収集車両の走行した車線とどの程度一致しているか
を調べた。この一致度のことをマップマッチング正解率と呼ぶことにする。 

初めに、全体的な傾向を掴むために車線別交通流情報の配信対象区間を数区
間に分割し、それぞれの区間に対するマップマッチング正解率を調べた。この
結果を表 48 に示す。この表 48 によると、8.2.2 章「生 GPS データ」で述べた
調査結果の通り、左車線では谷町ジャンクション ～ 一ノ橋ジャンクション分流
までの区間でマップマッチング正解率が高く、その先の区間では下がっていく
のに対し、右車線では谷町ジャンクションから一ノ橋ジャンクション分流区間
までの区間ではマップマッチング正解率が低く、その先では概ね正解率が 90 %
以上となっていることが判った。また、全体的には、左車線、右車線のどちら
とも 8 割弱の正解率であった。 

表 48. 車線別交通流情報配信対象区間のマップマッチング正解率 

区間 左車線 右車線 

谷町 JCT～飯倉入口 97.50 % 24.63 % 

飯倉入口～一ノ橋 JCT 分流 99.80 % 31.82 % 

一ノ橋 JCT 分流～一ノ橋 JCT 合流 86.11 % 93.78 % 

一ノ橋 JCT 合流～芝公園出口 72.27 % 99.20 % 

芝公園出口～芝公園入口 58.50 % 97.05 % 

芝公園入口～浜崎橋 JCT 62.29 % 97.44 % 

全区間 77.91 % 78.89 % 
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次に、生 GPS データがマッチングした車線サブリンク毎にマップマッチング
正解率を求めた。この結果を図 285、図 286 にそれぞれ示す。これによると、
一ノ橋ジャンクション分流から一ノ橋ジャンクション合流までの間のカーブに
おいて左車線と右車線のマップマッチング正解率の傾向が変動する様子が分か
る。 

この図からも、配信対象区間において生 GPS データは南東にバイアスがかか
る傾向にあることが推測される。これは、谷町ジャンクションから一ノ橋ジャ
ンクション分流までの区間ではどちらの車線を通過しようとも左車線にマッチ
ングしやすく、一ノ橋ジャンクション分流から浜崎橋ジャンクションまでは右
車線にマッチングしやすいことを表す。このため、生 GPS データのみで車線別
交通流情報を直接生成することは困難と考えられる。 

 

 

図 285 - 車線サブリンク別マップマッチング正解率（左車線） 
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図 286 - 車線サブリンク別マップマッチング正解率（右車線） 

8.2.4 GPS による車線別交通流生成に関するまとめ 

本章では、カーナビゲーション装置の GPS から得られた走行地点情報から車
線別交通流情報の生成が可能であるかを、マップマッチング性能の面から検証
した。この結果、現状では場所によってマッチングしやすい車線が異なる傾向
にあり、このままの使用は困難であると考えられる。 

しかし、生 GPS データのバイアスの補正、加速度センサやジャイロ、車速パ
ルス等のセンサデータも活用によって位置精度の向上が期待でき、このように
して改善された位置情報を活用するなどの手段が考えられる。 
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9 まとめ 

平成 29 年度～平成 30 年度の実施項目について全て予定通り完了した。 

 

～ 成果 ～ 

  JASPAR 車両情報共用仕様を実装・運用することで、仕様が実用に耐えるも
のであることを検証・確認した。 

 

  一方で、仕様の課題もいくつか見つかっており、これらを JASPAR 車両情
報共用検討ワーキンググループにフィードバックすることで、仕様の完
成度を上げることに貢献している。 

 

  異なる事業者間で車両情報の送受信を行う際の、運用上の取り決めについ
て仕様としてまとめた。車両情報共用仕様を実装する上でのガイドライ
ン的な役割が期待される。 

 

  データ生成～配信にかかる遅延時間に関して、大規模実証実験コンソーシ
アムのサーバーも含めて実際の配信環境での測定を行うことができた。
また、準動的データとしての交通流情報を取り扱うことで、送信周期や、
解析区間などのパラメータに関するフィードバックが得られた。 

 

  車線別交通流情報の配信周期, および車線サブリンク長の短縮による効果を
それぞれ検証し、データ生成～配信にかかる遅延時間の短縮、及び、交
通流表現に対する効果を確認することができた。 
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10 付録 

10.1 JASPAR 車両情報共用仕様実装に係る運用規定一覧 

4.2 章「JASPAR 車両情報共用仕様の実装」で記述した、運用規定の項目につ
いて、以下にまとめる。 

10.1.1 車両情報共用データセット仕様の運用 

表 49 に JASPAR 車両情報共用データセット仕様に関連する運用規定を示す。 

表 49 - JASPAR 車両情報共用データセット仕様に係る運用規定 

項目 運用仕様 備考 

version element 値は、"01.1"をセットする。  

timeZone  
element 値は、“+09:00”をセットする  

datum element 値は、“JGD2011”をセットする 
SIP 地図の測地系に合わ
せる。 

author element 
値は、“PIONEER_TEST”をセット
する 

 

basic unit 
section unit を使用し、id unit は
使用しない。 

 

start unit 
交通流情報生成時の時刻をセッ
トする。 

 

limit element 
start element に設定した時刻＋
10 分をセットする。 

送出周期の 5 分をマージ
ンとして設定。 
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項目 運用仕様 備考 

section unit end unit の記述を必須とする。 

道路/車線リンクへのマ
ップマッチングを行う
都合上、終点が必要。
特 に 分 岐 点 を 含 む 場
合。 

section unit 
pass unit を送信する場合の上限
数は、255 とする。 

 

altitude element 
altitude の記述を必須とする。高
度は標高で記述する。 

 

altitude element 
altitude のデータ型は double で
あるが、小数点以下は記載せず
整数部を記述する。 

 

lane element 
道路レベル交通流の場合は、
lane element に値をセットしな
い。 

SIP 高精度地図には lane
番 号 の 定 義 が 無 い た
め、あらかじめ lane 番
号を定義し、双方で共
有。 

traffic unit 
speed element のみを使用し、

number element は使用しない。 
 

seq element seq element の値は、1 とする。 
交通流コンテンツのみ
を扱うため。 

accuracy 
element 

accuracy element には、5 をセッ
トする。 

情報確度の分類を行わ
ないため、5 の固定値と
した。 
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10.1.2 API 仕様運用規定 

表 50 に JASPAR 車両情報共用 API 仕様に関連する運用規定を示す。 

表 50 - JASPAR 車両情報共用 API 仕様に係る運用規定 

項目 運用仕様 備考 

シーケンス 
サーバで HTTP リクエストを受
けたら、直ちに HTTP レスポン
スを返す。 

今回の実証実験では、DB
サーバを運用しないた
め。 

レ ス ポ ン ス コ
ード 

201 と 400 のみを使用する。  

参照機能 実装しない。 

交通流情報は準動的デー
タであり、参照機能を利
用するユースケースが実
証実験において想定され
ないため。 

削除機能 ステータスのみを返す。 
今回の実証実験では、DB
サーバを運用しないた
め。 

 

10.1.3 サーバー実装規定 

表 51 に JASPAR の車両情報共用仕様で規定されない項目について取り決めを
行った項目を示す。 
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表 51 - その他サーバー実装に係る運用規定 

項目 運用仕様 備考 

データ送信周
期 

5 分  

通信データサ
イズ 

最大 1MB/request 
1 回のリクエストで送信
可能なデータサイズの上
限 

交通流コンテ
ンツの同時送
信数 

最大 1000 データ/送信周期 

1 回の送信周期中に送信
可能な交通流コンテンツ
の上限数を1000 とする。
実験エリアにおける、一
日の最大送信数の平均に
対して 10 倍のマージンと
した。 

同時接続セッ
ション数 

2 以上 

道路別交通流と車線別交
通流はそれぞれ異なるサ
ーバから送信されること
を想定。 
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10.2 JASPAR 車両情報共用検討ワーキンググループへのフィードバック 

今回の実証実験で抽出された各種課題（ダイナミックマップ大規模実証実験
コンソーシアムからいただいた指摘を含む）については随時 JASPAR 車両情報
共用検討ワーキンググループにフィードバックを行った。 

表 52 に、これらフィードバック項目の中から一部抜粋したものを示す。 

表 52 - JASPAR 車両情報共用検討 WG へのフィードバック項目（抜粋） 

仕様書 課題 

データセット仕様書 
緯度経度を用いて道路を特定する際に、方向の定
義がないため上下線の路線の区別ができない。 

データセット仕様書 高度のデータ型が負値を表現できない問題 

データセット仕様書 
version element において、ドラフト版の区別が付
かない問題。 

データセット仕様書 
end unit が無い場合の pass unit の記述、及び pass 
unit の記述の順序。 

データセット仕様書 
lane element の番号の割り当て方に関して、送受信
者間での解釈に齟齬が生じる可能性。 

データセット仕様書 
運用者が自由に定義可能なデータエレメントの追
加。 

API 仕様書 

データを登録する際に、ひとつの区間に対して、
ひとつの HTTP リクエストが必要なため、多数の
区間を送信する必要が生じた場合の HTTP リクエ
ストオーバーヘッドが大きくなる問題。 

API 仕様書 
配信周期毎にデータを送信する実装の場合、交通
流データの区切りが判別できない。 
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10.3 車線別交通流実験に関する資料 

本章では、11 月 26 日～30 日の期間に行った車線別交通流実験の運用・実行
に際し用意した種々のドキュメントを参考までに記載する。 

10.3.1 車線別交通流実験監督者作業手順書 

車線別交通流生成実証実験における車両運行監督者の作業手順をまとめたも
のを以下に示す。車両運行監督者は、午前と午後それぞれ一名が交代で担当す
る。監督者の任務は、プローブ情報が確実に送信されている状況を確認してか
ら車両を出発させる事、また、周回している車両がトラブル無く順調に走行で
きているかどうかを監視する事である。なお、監督者とドライバー間の連絡手
段として、メッセージング用のアプリケーションを活用した。 

車両運行監督者作業手順書 

1．NEDO への開始報告（実験開始前にメール。AM 担当監督者） 

2．朝礼（9:05 AM 担当監督者） 

 ドライバー10 人が揃っていることを確認する。 

 連絡事項を共有。 

3．ログアップロードの確認（全車両対象、出発 2～5 分前、毎回） 

ドライバーから「（62 番）準備完了」とメッセージが来たら、ログチェッカ
ーで、該当 CCID の最新ログが 5 分以内に上がっていることを確認。 

 ログが上がっていた場合、 「（62 番）確認 OK」と送信。 

 ログが上がっていない場合、 「62 番 確認 NG」と送信した後、対
象車両のサポートへ。 

4．出発時刻の記録（全車両対象、出発時、毎回） 



 

 403 

ドライバーから「（62 番）出発」と送信された時刻を用紙に記入。 

この時、こちらからはメッセージへの返信は不要。（ドライバーは送信後直
ちに出発するため） 

4.1. JARTIC の渋滞情報ページをキャプチャ 

5．到着時刻の記録（全車両対象、到着時、毎回） 

ドライバーが到着すると、「（62 番）到着」とメッセージが来るので、その
送信時刻を用紙に記入。こちらからは返信は不要。 

6. SD カード交換（渋滞レーン走行車両のみ：3 周走行後と最終走行終了時） 

ドライバーがドライブレコーダー動画の記録された SD カードを渡しに来る
ので、空の SD カードと交換する。（受け取った SD カード番号+5 のカード
を渡す。上限に達した場合は 1 に戻る。） 

SD カードの裏に番号が書かれたシールが貼ってあるので、受取ったカード番
号と手渡したカード番号をそれぞれ用紙に記録する。 

7. ドライブレコーダー動画ファイルの処理（手が空いているとき） 

PC を使って、SD カード内のドライブレコーダー動画ファイルを所定の HDD
にコピーする。コピー先は、以下のルールでフォルダを作成し、そこにルー
トディレクトリから全てコピーする。 

(HDD ドライブ):\ドラレコ\[SD カード番号]\[日付]\ 

コピーが終了したら、カードの中身を全消去しておく。 

8. 夕礼（全車両が最終走行を終了したとき PM 担当監督者） 

PC を使って、SD カード内のドラレコ動画を所定 HDD にコピーしておく。コ
ピー先は、以下のルールでフォルダを作成し、そこにルートディレクトリか
ら全てコピーする。 
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 (HDD ドライブ):\ドラレコ\[SD カード番号]\[日付]\ 

9. NEDO への終了報告（実験終了時にメール PM 担当監督者） 

夕礼終了後、NEDO に終了報告のメールを送る。 

 ログアップロード NG 時の対象車両のサポート方法 

ログアップロードの確認ができなかった場合は、次の手順で確認を進める。
手順の途中でアップロードが確認できれば、そのまま出発を許可。 

（1）設定状況の確認事項 

カーナビゲーション装置が Wi-Fi に接続されている状態か？ 

ルート設定が行われているか？ 

エンジンをいつ頃かけなおしたか？ 

（2）エンジンをかけ直してもらい、駐車場内を走行するよう依頼する 

（2）を実施後、5 分以内にログがアップロードされているのを確認できない
場合、技術サポートに連絡。 
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10.3.2 走行記録シート 

車線別交通流生成実証実験における各データ収集車両の走行状態を管理・記
録するために、図 287 に示す様式の走行記録シートを台数分用意して記録を行
った。 

 

図 287 - 走行記録シート 

回数 発車予定時刻 発車時刻 到着時刻 受取SD 引渡SD UL 確認者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

備考欄：

実施日

車両No.

CCID(下２桁)

ドライバー

コース

        年      月     日
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10.3.3 車線別交通流データ収集車両運行表 

以下に、2018 年 11 月 26 日～11 月 30 日の期間中、データ収集車両が拠点
となる東京プリンスホテル駐車場を出発する時間のタイムテーブルを示す。 

タイムテーブルが示すように、右車線を走行する車両と左車線を走行する車
両がそれぞれ 15 分間隔で時刻に出発するようスケジューリングを行った。 

 

 

図 288 - 11 月 26 日の車両運行タイムテーブル 
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図 289 - 11 月 27 日 ～11 月 30 日の車両運行タイムテーブル 
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10.4 2 次メッシュ番号と地域の対応関係 

今回の交通流情報の提供対象エリアにおける 2 次メッシュ番号と地図上の領
域の関係について、図 290 に示す。 

 

図 290 - 交通流情報の提供対象エリアにおける 2 次メッシュ番号20 
 

  

                                                        
20  引用元：国土地理院サイト http://www.gsi.go.jp/common/000209410.png 
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11 参考文献／URL 

本報告書の作成にあたり、以下の文献／URL の情報を参考にした。 

・ JASPAR 車両情報共用 コンセプト仕様書 Draft Ver. 1.0  

・ JASPAR 車両情報共用 データセット仕様書 Draft Ver. 1.1 

・ JASPAR 車両情報共用 API 仕様書 Draft Ver. 1.1 

・ ダイナミックマップの概念/定義および、SIP-adus における取り組みに
関する報告 

・ 第 30 回 SIP 自動走行システム推進委員会資料（2017.09.06） 

・ JASPAR （一般社団法人 JASPAR）ウェブサイト (https://www.jaspar.jp) 

・ SIP ウェブサイト (http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/) 

・ 総務省統計局ウェブサイト (http://www.stat.go.jp/index.html) 

・ DRM （ 一 般 財 団 法 人  日 本 デ ジ タ ル 地 図 協 会 ） ウ ェ ブ サ イ ト 
(http://www.drm.jp/index.html) 

・ 国土地理院ウェブサイト (http://www.gsi.go.jp/index.html) 

・ VICS（一般財団法人 道路交通情報通信システムセンター）ウェブサイ
ト (http://www.vics.or.jp/) 

・ JARTIC ウェブサイト (http://www.jartic.or.jp/) 

・ W3C (World Wide Web Consortium) ウェブサイト http://www.w3.org/ 

・ 電子政府の総合窓口ウェブサイト (https://www.e-gov.go.jp/) 
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