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１．背景と目的

表－１

近年観光需要が右肩上がりに増える中，国土交通省
によれば観光交通の９割が自動車であり，観光地周辺

500m 毎・1 時間毎
空間平均速度
周期性

古川

泰地

基礎分析項目

500m 毎・1 時間毎に空間平均速度を算出し，
タイル値に基づき分析
自己相関係数と偏自己相関係数により分析

の渋滞が問題視されている。観光渋滞は日常の渋滞に

曜日・祝日

比べると曜日や天候に関連して変動が大きく，渋滞情

連休

報に対する利用者ニーズが高い。そこで，本研究では観

月

光地の交通渋滞の短期予測を目的として，ETC2.0 デー

前日ツイ－ト数

曜日毎，祝日の速度分布を分析する
連休初日，中日，最終日の速度分布を分析
月毎の速度分布を分析
前日に『明日』と『箱根』を対象ワ－ドとし
AND 検索で得られるつぶやきに基づき分析

タを用いて箱根の観光渋滞の向こう１時間程度の予測

して分析，予測を行なっていく。次に自己相関の分析結

方法を提案する。

果より１時間毎空間平均速度は 24 時間で１周期となる

1)

2)

山本ら 増本ら により，ETC2.0 データは短い距離

ような周期性があることが確認された。また，土日・祝

間隔での分析に適していることが示されており，今回

日は他の曜日よりも，連休中日はその他の休日よりも，

対象とする一般道路の分析に有用であると考える。ま

３月・８月・11 月の繁忙期は他の月よりも，速度が低

3)

た，大場ら は多項式モデルを用いた予測を行なってい

下傾向にあることが確認された。そして，前日ツイート

るが，精度には改善の余地があり，本研究では観光地に

数と１日毎空間平均速度には負の相関があること，前

おける需要を説明可能な変数を使用する等により従来

日ツイ－ト数の対数値と１日毎空間平均速度にはより

のモデルに比べて，より改善されたモデルを構築する。

強い負の相関があることも確認された。

２．分析方針と基礎分析

３．予測モデル

本研究では，図－１に示す箱根の入生田駅付近から

本研究では，欠損値があってもモデルの枠組みを変

小 涌 園 バス 停 付近 ま での 西 行き 交 通を 対象 と し ，

更することなく予測を行うことが可能な状態空間モデ

ETC2.0 データを用いる。データの対象期間は 2017 年１

ルを用いる。状態空間モデルは観測モデルとシステム

月１日（日）から 2018 年７月 31 日（火）で，時刻・位

モデルから成り立つ。

置情報，速度を対象データとして分析を行う。そして，

３．１

観測モデル

デ－タを学習データ（１年分）とテストデータ（0.5 年

時間 t における観測量𝑣̂(𝑡)を休日等の外生変数𝑧(𝑡)，

分）に分け，基礎分析を行い，後に予測を行なっていく。

回帰成分𝛽(𝑡)，回帰の切片に相当するレベル成分𝜇(𝑡)，

基礎分析項目を表－１にまとめる。まず，500m 毎・1 時

周期成分𝛾1 (𝑡)，ノイズ𝑤(𝑡)で説明するモデルである。

間毎の空間平均速度の分析結果より 1.5kp〜2.0kp 区間

𝑣̂(𝑡) = 𝛽(𝑡)𝑧(𝑡) + 𝜇(𝑡) + 𝛾1 (𝑡)

1 時間毎空間平均速度の 15％タイル値と 85％タイル値
の開きが最も大きいことが確認された。また，6:00〜
22:00 が安定してサンプルを多く取れている時間帯であ
る。これらより，まずは 1.5kp〜2.0kp 区間を対象区間と

+ 𝑤(𝑡)
３．２

𝑤(𝑡)~𝑁(0，𝜎𝑤2 )

(１)

システムモデル

システムモデルはレベル成分𝜇(𝑡)，回帰成分𝛽(𝑡)，周
期成分𝛾1 (𝑡)の遷移を表現するモデルである。
𝜇(𝑡) = 𝜇(𝑡 − 1) + 𝜇(𝑡)

𝜀(𝑡)~𝑁(0, 𝜎𝜀2 )

(２)

𝛽(𝑡) = 𝛽(𝑡 − 1) + 𝜉(𝑡)

𝜉(𝑡)~𝑁(0, 𝜎𝜉2 )

(３)

𝑛

𝛾1 (𝑡) = − ∑ 𝛾𝑖 (𝑡 − 1) + 𝜔(𝑡) 𝜔(𝑡)~𝑁(0, 𝜎𝜉2 )
𝑖=1

𝛾2 (𝑡) = 𝛾1 (𝑡 − 1)

⋯

(４)

𝛾𝑛 (𝑡) = 𝛾𝑛−1 (𝑡 − 1)

各パラメータは最尤推定法によって推定され，カルマ
図－１

対象路線マップ

ンフィルタを用いて更新される。
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1.5kp~2.0kp 区間における向こう１時間の空間平均速

400

頻度

度を，基礎分析によって対象区間における空間平均速
度と関係性が確認された外的要因を外生変数として，
予測する。
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４．予測結果
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日フラグと時間を説明するダミー変数を用いた重回帰
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い評価を得られた（表－２）。
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モデルとの比較も行ったが，状態空間モデルの方が良
表－２

1.5kp〜2.0kp 区間空間平均速度予測誤差
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た。また，この際に前日ツイート数の対数値，土日・祝
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図－３

1.5kp~2.0kp 区間における予測誤差の大きさをヒスト

全区間旅行時間予測誤差

グラムにしたものが図－２である。これによれば，予測

デルを使用すること，また，観光交通においては，交

誤差は 90％が 5.5km/h 以内に収まっている。また，重

通状況のみならず SNS などを活用することで，より精

回帰モデルと比較をすると精度は向上している。この

度の高い予測ができることが示された。

後に他の区間にも同様の予測を実施し，全区間の旅行時

今後の課題として，より実装難易度の高い自己回帰

間を算出，観測値との比較を行なったが誤差が概ね 1.5 分

の要素を含むモデルを用いた分析や，箱根のみならず，

以内であり，他の区間においても比較的精度高く予測を行

他の観光地においても本研究は有用であるか検証の必

うことができた（図－３）。また，こちらも重回帰モデルに比べ

要がある。

状態空間モデルの精度の方が高く，特に観測値が大きくな
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