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地域性に基づく要因がドライバーのストラテジー と車  

載ナビゲーションシステムの関わりに大きな影響を与  

えていることなどを概説する．  

2，車載ナビゲーションシステムの評価と  

ドライバーのストラテジー  

効果的な車載ナビゲーションシステムを実現するに  

は，その開発段階でプロトタイピングなどによる評価  

と改善が必要となる．車載ナビゲーションシステムに  

限らず，一般的にシステムのヒューマンインタフェー  

スでは何らかの分析・評価が行われており，その多く  

は作業負担や作業成績の計測，眼球運動，主観的評価  

などの定量的な手法によるものである．車載ナビゲー  

ションシステムにおいても同様であり，大門ら  

（1993）や麻生ら（2000a）の研究に見られるように  

定量的な手法による評価が行われている．その結果は，  

車載ナビゲーションシステムは，ペーパーマップと比  

較すると，経路情報への注視回数がおおむね増加する  

が，経路選択に伴うドライバーの精神的な作業負担を  

低減させる効果があり，経路選択の誤りも減少させる  

というものである．この種の評価は重要ではあるが，  

車載ナビゲーションシステムをより適切で効果のある  

ものとして設計する手掛かりにしようとすると，多少  

なりとも困難であるといえる．車載ナビゲーションシ  

ステムを改善するに当たっては，ドライバーが情報の  

抽出・処理・判断をどのように行っているかといった  

ストラテジーや認知過程の抽出が必要となる．  

Akamatsuら（1997）は，車載ナビゲーションシス  

テムを用いた経路選択においてドライバーが利用する  

情報の種類や存在場所をいくつかのカテゴリに分類し  

た．その結果，ドライバーは車内および車外に存在す  

る情報源から建造物や道路名，交差点名などの情報を  

抽出利用しており，さらに車内からは距離に関する情  

報も抽出利用していることを明らかにしている．また  

車載ナビゲーションシステムをより効果的なものにす  

るにはこれらの情報や要素を車内外で明確に表示し，  
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1。 はじめに  

近年，運転中の安全性や利便性，快適性の向上を目  

的として，電気通信技術や情報処理技術を利用した  

ITS（IntelligentTransportSystems：高度通路交通  

システム）の取り組みがなされている．このITSに  

より，従来では運転中に得ることができなった様々な  

情報がインフラシステムや車載情報システムを通じて  

ドライバーに提供可能となる．AHS（Advanced  

CruiserAssistHighwaySystems：走行支援道路シス  

テム）やASV（Advanced Safety Vehicle：先進安  

全自動車）などのITS機能による衝突回避や危険警  

告の情報提供は，現在のところ，研究開発段階であり，  

一般のドライバーが目にすることは少ない．一方，こ  

こ数年来普及し続けている車載ナビゲーションシステ  

ムは，すでに利用されているITS関連の車載情報シ  

ステムであり，その機能は現在位置に関する情報提供  

だけでなく，時々刻々と変化する交通状況に応じた経  

路誘導や渋滞情報などのより利便性の高いドライバー  

支援が行われているに至っている．ITSにおけるド  

ライバーへの情報提僕を効率よく安全に行うには，ド  

ライバーとシステムの間に介在するヒューマンインタ  

フェースが重要な役割を果たしており，もし，ドライ  

バーに対して適切な情報提僕が行われなければ，ITS  

の支援効果だけでなく，運車云作業における安全性の低  

下を招く可能性もある．   

本稿では，ITSの車載情報システムとして車載ナ  

ビゲーションシステムを取り上げ，その分析・評価事  

例を通じて，ドライバーが車載ナビゲーションシステ  

ムを利用する際のストラテジーや認知過程について紹  

介し，効果的な車載ナビゲーションシステムを実現す  

るには，ドライバーのストラテジーや認知過程を考慮  

してヒューマンインタフェースを設計すること，国や  

だいもんたつる  
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一致できるようにすべきであると結論付けている．   

以上のことから，ドライバーとシステム9 これらを  

取り囲む環境の間の問わりを明らかにすることがより  

効果的な車載ナビゲ椚ションシステムの設計につなが  

ると考えられる山 大関ら（1996）は，認知地図の概念  

に基づいてドライバーのストラテジー を摘出し 車載  

ナビゲ鵬ションシステムを評価する上でこれらの関わ  

りを明らかにしている咄 粁記にそのストラテジー抽出  

の概要を紹介するが，ここでの車載ナビゲー ションシ  

ステムは現在位置を車載ディスプレイ上に表示する機  

能のみを有した初期のシステムであるu  

（1）認知地図の概念   

人間は，毎分の位置や移動方向を認識するために環  

境に関連した内的表象を参照しており，このような内  

的表象は構造的に形成されていると考えられている．  

この概念が認知地図と呼ばれており，例えば，ほとん  

ど見渡すことができないような広大な環境であってもヲ  

人間は認知地図における内的表象の構造によって自分  

の位置やその他のものの位置を把握することができる¢  

認知地図は空間に対して方位を定め，目標までの距離  

を推定するといった「空間における問題解決」に密接  

に関連している。ドライバーが冒的地までの経路選択  

を行う場合に認知地図の概念を利用できると考えられ  

ることから9 経路選択時の認知過程を分析するための  

枠組みとして，mynCh（1960）による認知地図の基本  

要素を用いている。認知地図の基本要素は医＝＝こ示さ  

れるような5つの要素から構成される。パスやノ叩ド  

はそれぞれ道路と交差点に相当するものである。ラン  

ドマークは空間を移動する際に田印となるような場所  

や物で必ずしもパスにつながっている必要はない咽 デ  

ィストリクトは独特の特徴がその中に共通して見られ  

る2次元的な広がりを持つ領域であ県公園やダウン  

タウンなどが相当する。エッジは人間がその線を越え  

て移動しないものであり，海岸線や壁などが該当する由  

（2）認知地図の構成要素に基づくドライバーのスト  

ラテジー の摘出   

車載ナビゲ山ションシステム利用時およびペ椚パー  

マップ利用時のドライバーのストラテジーを「どのよ  

うな種類の情報を利用するのか」および「どのように  

経絡選択を行っているのか」に基づいて言語プロトコ  

ルデータ分析（Kinoe，1989）により抽出し，認知地  

図の観点から検討を行っている．その結果に基づいて  

ドライバーのストラテジーを表したモデルを図2に示  

すひ ペーパー【マップ利用時は，ドライバーはペいパ岬  

マップ上のランドマークと外界のランドマークを照合  

して現在位置を把握するり このとき，ドライバーはペ  

山パーーマップ上のランド「7〉－クをバッファに記憶して  

いる山 場合によっては，車内情報，車外情事鋸こ基づい  

て簡単な認知地図を構成し，これと外界の情報を照合  

して現在位置を把捉する。一方ヲ 車載ナビゲーション  

システム利鞘時は，現在位置が常に車載ディスプレイ  

上に表示されていることから，現在位置把握に関わる  

情報はバッファ止には記憶されず，ペーパ岬マップ利  

用時のようなバッファへの記憶や認知地図の構成など  

ワ門キングメモリへの負担も少ない。   

また，車載ナビゲーションシステムやペ｝パーマッ  

プの違いにかかわりなく，ドライバーは目白勺地到達の  

ために，基本的には次のようなプロセスを繰り返して  

いることが抽出されている。  

⑳目的地までの経路上にサブゴールを設定する  

◎そのサブコ㌧伽ルに注目し到達する   

ここでサ サブゴールは主に曲がるべき交差点に設定  

されており，1ヾライバいは車内情報，車外情報を利用  

してサブゴールと現在位置との関係に注意を払いなが  

ら，そのサブゴールに到達するといったストラテジー  

をとっていることが抽出された。このストラテジーに  

おいては，現在位置を把握することがドライバーの経  

路選択において重要であると考えられる。   

このようなドライバ仰のストラテジーを比較すると，  

ワ仰キングメモリに対して行っているドライバーの情  

報処理，特にバッファ」二での情報の維持が車載ナビゲ  

ーションシステム利用時とペーパーマップ利用時では  

異なっていることから，このようなストラテジーの違  

いがドライバー行動や作業負担の違いをもたらしてい  

るものと考えられるさ  

園乱 認知地図の構成要素の概念図  
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（a）ペ【パーマップ利用時  

（b）車載ナビゲーションシステム利用時  

図2 経路選択時のドライバーのストラテジー（大門ほか，1996）   

は，正確な方位や距離に関する情報は必ずしも必要で  

ないことが示唆された．認知地図の構成要素に基づい  

て手書き地図に含まれる情報を分類すると，ランドマ  

ークに関する要素が最も多く，パスやノードに関する  

要素がそれに続く．ディストリクト，エッジに関する  

要素はほとんど用いられていなかった．ここで得られ  

た効果的であると考えられる経路誘導機能は，曲がる  

べき交差点付近に対して，主にランドマークに分類さ  

れる情報あるいはパスやノードに分類される情報など  

で補足することであり，方位や距離については必ずし  

も厳密な正確さを表現する必要はないだろうと結論付  

けている．   

ここ数年に市販されている車載ナビゲーションシス  

テムの経路誘導情報には，曲がるべき交差点付近でラ  

ンドマークの情報が付加されているものが多く，実際  

の経路選択において効果があるものと考えられる．一  

方で，村木ら（1999）によれば，道路株形や形状，信  

号機施設など道路環境要因の複雑性もドライバーの経  

路判断に大きく影響を与えるとの報告がある．道路環  

境要因の複雑さとドライバーのストラテジー，経路誘  
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3．ドライバーのストラテジーに基づく効  

果的な経路誘導の検討  

車載ナビゲーションシステムにおいて，より効果的  

な経路誘導機能を検討するために，Daimonら  

（1997）は認知地図の構成要素に基づいて，経路選択  

時のドライバーが必要とする情報の種類や構成を抽出  

している。まず地域に全く知識のない人間を道案内す  

るのに，その地域に詳しい人間が認知地図における内  

的表象をどのように表現するかを探ることにより，経  

路誘導機能に対する手がかりを検討している．マップ  

スケッチ法と呼ばれる地図を描かせる方法で，出発地  

から目的地までの経路を描かせる実験を行った結果は，  

方位や距離については実際に比べて歪んでいるが，特  

徴的なランドマークを曲がるべき交差点付近に付加す  

ることで経路上での右左折をわかりやすく指示してい  

るといった特徴を示した．またこの特徴はどの被験者  

にも見られた．被験者の中には方位や距離に関して実  

際の地図に近い正確な地図を描ける能力を持っている  

者もいたが，経路誘導を目的とした地図を描く場合に  
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導情報との関わりを詳細に検討した上で，今後の車載  

ナビゲーシ ョンシステムの経路誘導機能に対応するこ  

とが必要となるだろう．－   

、 ∴・・－；・・二：．‡・－こ－ 二子こ∴－∴、－・・、  ■、・‥  

奇祭ジ画藍経路誘導  

車載ナビゲーションシステムにおいて，現在，E］本  

や欧米で利用されている経路誘導情報の例を図3に示  

すm 脚本の経路誘導情報では，おおむね簡略化された  

マップ型情報に現在位置やランドマークの情報，信号  

機の位置などが衷示されている∴・【一方，欧米の経路誘  

導情報では，曲がるべき地点までの距離とその曲がる  

べき方向，選択すべき道路名あるいは道路番号などが  

表示されている9 いわゆる，ターンめバイ ゎターン型  

情報が提供されている小 Hamahataら（1995）によ  

れば，これらの違いは文化やインフラ面から銘じる車  

載ナビゲーションシステムのコンセプトの差であると  

分析している。   

maimomら（2000）は，凶や地域性に基づいてドラ  

イバーのストラテジーがどのように異なっているのか  

を，スウェ輌デン在住のスウェーデン人，牒本在住の  

田本人，スウェーデンに移住した仁ヨ本人，村本に移住  

したスウェーデン人を対象として，日常的に利用して  

いる経路をその地域に知識を持たない人間に示す場合  

の内的表象および経路選択時にドライバーが必要とす  

る情報内容を調査している。その結果は9 どのグルー  

プの場合も，パスやノード，ランドマークに分類され  

る情報を利用しているが，それぞれの利用割合がグル  

ープ間で異なっているというものであった。ある交差  

点を曲がり終えて次の交差点を曲がり終えるまで，つ  

まり，右左折1［可当たりに利用される認知地図の基本  

要素の出現頻度を集計し，それぞれのストラテジーの  

特徴を抽出してみると，スウェーデン在住のスウェー  

デン八はパスを最も多く利用しており，ランドマーク  

の利用はノードの利用よりも少なかった① それに対し  

て9 円本在住の日本人はランドマークを多く利用して  

おり，次にパス，ノードの順で利用していた。匡や地  

域が異なるとドライバーを取り囲む通路環境や都市環  

境も異なることから，ドライバーが経路選択に対して  

注巨甘する情報も異なることがうかがえる。一九 スウ  

ェhデン在住の［首本人はどのようなストラテジーをと  

るのだろうか聯 ランドマークを多く利用するといった  

酢掛取佳の円本ノしが持つストラテジーが回や地域性と  

いった安閑に対してどのように変化するのだろうか。  

結果によると，スウェーデン在住の日本人は，日本在  

住の相木人と比べてパスやノードの利用が多くなり，  

スウ1エーデン在住のスウェーデン人が利用している情  

報の構成に近くなったが，ランドマークの利用は3つ  

の要素の申で最も多い状態であった。同様に日本在住  

のスウェ柚デン人は，スウェーデン在住のスウェーデ  

ン人と比べるとランドマークの利用が多くなり，日本  

在住の粥帖軒人が利用している情報の構成に近くなった  

が，パスの利用は3つの要素の中で最も多い状態であ  

った卿 このことからり 移住しているドライバーのスト  

ラテジ、・劇は，そのドライバーの母国で利用されている  

ストラテジーが変容し，移住先の国のドライバーに近  

づくのであろうと結論付けている。   

欧米における経路誘導では，前述の通り，次に曲が  

るべき方向とその曲がるべき地点までの距離に関する  

情報のみを提供するターンゆバイ。ターン型情報と呼  

ばれる経路誘導が推奨されている。一方，日本におけ  

る経路誘導では，ランドマークを付加した地図型情報  

の経路誘導が広く利用されている。麻生ら（2000b）  

は，ターン巾バイ巾ターン型情報と地図型情報による  

ドライバ←の経路選択の比較検討を行っており，これ  

によるとサ ターンゆバイ巾ターン型は音声誘導がない  

（1〕）欧米の経路誘導情報  （a）日本の経路誘導情報  

聞3 車載ナビゲーションシステムの経路誘導情報の比較  
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場合に，走行中の安心感や交差点確認のしやすさなど  

の主観評価において最も評価が悪かったと報告してい  

る．このようなターン・バイ・ターン型情報を日本で  

利用する場合には，現在位置の検出精度の変化や比較  

的短い交差点間隔のために，車内情報と車外情報を照  

合しても曲がるべき交差点が特定しにくいといった問  

題が生じる．一方，米国の場合は都市の区画整備が日  

本に比べて行き届いており，基本的に道路網は東西南  

北に直交し，およそ碁盤の目を形成していることが多  

い．各交差点において交差点名はなく，交差する道路  

名が掲示されており，道路環境の点で大きく異なって  

いる．米国でターン・バイ・ターン型情報を利用する  

場合，日本と比べると交差点間隔が比較的長いことか  

ら，現在位置の検出精度が低い状況でも視界に複数の  

交差点が入ることは少ないために曲がるべき交差点を  

特定しやすいといった点が，ターン・バイ・ターン型  

情報の推奨される要因になっていると考えられる．  

5。おわりに  

効果的な車載ナビゲーションシステムを実現するに  

は，経路選択時および車載ナビゲーションシステム利  

用時において，ドライバーのストラテジーが道路環境  

やシステムの情報とどのような関わりを持っているの  

かを検討することが重要であり，また，そのドライバ  

ーのストラテジーに大きく影響を与える要因としては，  

回や地域性に基づく要因が主要なものであることを述  

べてきた．一方，車載ナビゲーションシステムにおけ  

る様々な標準化の動きがあるが，本稿で述べたような  

国や地域性に基づく要因は十分考慮されるべきもので  

ある．   

今後，ITS機能の拡充に伴って複数情報による情  

報呈示や双方向のコミュニケーション，また高齢ドラ  

イバーへの対応など，ITSの車載情報システムを検  

討していく上で様々な課題が存在しているが，車載ナ  

ビゲーションシステムの事例で挙げたように，その状  

況やその事象に対するドライバーのストラテジーに情  

報提供を調和させていくことが，ドライバーの作業負  

担を低減させ，より安全性の高い，より効果的な機能  

をもたらすものと考えられる．  
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