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(57)【要約】
【課題】収集されたプローブ情報のデータ数が少ない状
況であっても、交通渋滞等の交通事象が発生していると
誤って推定されることを回避することが可能な交通情報
処理装置を得る。
【解決手段】センタ装置５は、連続する複数のリンクを
含む道路区間をリンクグループとして設定する設定手段
２０と、リンクグループとして設定された道路区間に関
して、プローブ情報を取得する取得手段２１と、プロー
ブ情報に基づいて、リンクグループに含まれる各リンク
に関する旅行時間又は旅行速度を算出する演算手段２２
と、リンクグループに関する設定情報に基づいて、ある
対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少
なくとも当該対象リンクに隣接する隣接リンクに関する
旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を行うことにより
、演算手段２２によって算出された各リンクに関する旅
行時間又は旅行速度を補正する補正手段２３と、を備え
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続する複数のリンクを含む道路区間をリンクグループとして設定する設定手段と、
　前記リンクグループとして設定された道路区間に関して、車両の位置情報と各位置にお
ける時刻情報とを含むプローブ情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得されたプローブ情報に基づいて、前記リンクグループに含ま
れる各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を算出する演算手段と、
　前記設定手段によって設定された前記リンクグループに関する設定情報に基づいて、あ
る対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少なくとも当該対象リンクに隣接
する隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を行うことにより、前記演
算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を補正する補正手段と
、
を備える、交通情報処理装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、区間通過の所要時間又は速度の変動が所定値以下の道路区間を、前記
リンクグループとして設定する、請求項１に記載の交通情報処理装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、
　交通渋滞の多発地点、
　信号機の系統制御が行われるサブエリアの端点、
　道路形状の変化地点、
　道路勾配の変化地点、
　道路種別の変化地点、
　道路属性の変化地点、
の少なくとも一つを境界として、前記リンクグループを設定する、請求項２に記載の交通
情報処理装置。
【請求項４】
　前記設定手段は、リンク長が所定値未満のリンクはいずれかのリンクグループに属する
こととなるように、前記リンクグループを設定する、請求項１～３のいずれか一つに記載
の交通情報処理装置。
【請求項５】
　前記設定手段は、時間帯に応じて前記リンクグループの設定を変更可能である、請求項
１～４のいずれか一つに記載の交通情報処理装置。
【請求項６】
　前記補正手段は、前記対象リンクが属するリンクグループに関する合計の旅行時間又は
旅行速度を、リンク毎に設定された重み値を用いて分配することにより、前記平滑化を行
う、請求項１～５のいずれか一つに記載の交通情報処理装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、前記対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度と前記隣接リンクに関
する旅行時間又は旅行速度とを、リンク毎に設定された重み値を用いて平均することによ
り、前記平滑化を行う、請求項１～５のいずれか一つに記載の交通情報処理装置。
【請求項８】
　前記重み値は、
　対象リンクであるか隣接リンクであるかの別、
　各リンクのリンク長、
　各リンクにおける旅行時間の長短又は旅行速度の大小の傾向を表す指標、
の少なくとも一つに応じて設定される、請求項６又は７に記載の交通情報処理装置。
【請求項９】
　ある分岐元リンクが複数の分岐先リンクに接続されている場合において、前記重み値は
、前記分岐元リンクから一の前記分岐先リンクへの車両の進行経路別に異なる値に設定さ
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れる、請求項６～８のいずれか一つに記載の交通情報処理装置。
【請求項１０】
　前記対象リンク又は前記隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度が欠落している場合
には、前記補正手段は、旅行時間又は旅行速度が欠落しているリンクに関する旅行時間又
は旅行速度として所定値を用いることにより、前記平滑化を行う、請求項１～９のいずれ
か一つに記載の交通情報処理装置。
【請求項１１】
　車両に搭載された車載装置と、
　交通情報処理装置と、
を備え、
　前記車載装置は、
　車両の位置情報と各位置における時刻情報とを含むプローブ情報を、前記交通情報処理
装置に向けて送信する送信手段
を有し、
　前記交通情報処理装置は、
　連続する複数のリンクを含む道路区間をリンクグループとして設定する設定手段と、
　前記リンクグループとして設定された道路区間に関して、前記プローブ情報を前記車載
装置から取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得されたプローブ情報に基づいて、前記リンクグループに含ま
れる各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を算出する演算手段と、
　前記設定手段によって設定された前記リンクグループに関する設定情報に基づいて、あ
る対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少なくとも当該対象リンクに隣接
する隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を行うことにより、前記演
算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を補正する補正手段と
、
を有する、交通情報処理システム。
【請求項１２】
　交通情報処理装置に搭載されるコンピュータを、
　連続する複数のリンクを含む道路区間をリンクグループとして設定する設定手段と、
　前記リンクグループとして設定された道路区間に関して、車両の位置情報と各位置にお
ける時刻情報とを含むプローブ情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得されたプローブ情報に基づいて、前記リンクグループに含ま
れる各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を算出する演算手段と、
　前記設定手段によって設定された前記リンクグループに関する設定情報に基づいて、あ
る対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少なくとも当該対象リンクに隣接
する隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を行うことにより、前記演
算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を補正する補正手段と
、
として機能させるためのプログラム。
【請求項１３】
　（Ａ）連続する複数のリンクを含む道路区間をリンクグループとして設定するステップ
と、
　（Ｂ）前記リンクグループとして設定された道路区間に関して、車両の位置情報と各位
置における時刻情報とを含むプローブ情報を取得するステップと、
　（Ｃ）前記ステップ（Ｂ）によって取得されたプローブ情報に基づいて、前記リンクグ
ループに含まれる各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を算出するステップと、
　（Ｄ）前記ステップ（Ａ）によって設定された前記リンクグループに関する設定情報に
基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少なくとも当該対象
リンクに隣接する隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を行うことに
より、前記ステップ（Ｃ）によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を
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補正するステップと、
を備える、交通情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交通情報処理装置、交通情報処理システム、プログラム、及び交通情報処理
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の位置情報と各位置における時刻情報とに基づいて、リンクに関する車両の旅行時
間を算出する旅行時間算出システムが実用化されている（例えば下記特許文献１参照）。
車両の位置情報と各位置における時刻情報とを含むプローブ情報が、車載装置からセンタ
装置に送信される。センタ装置は、様々なリンクが描かれたリンク地図を参照することに
より、あるリンクに車両が進入した時刻と、そのリンクから車両が退出した時刻とに基づ
いて、そのリンクに関する車両の旅行時間を算出する。そして、センタ装置は、各リンク
に関する旅行時間の算出結果に基づいて、交通渋滞等の交通事象の発生を推定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３７７５３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、各リンクに関する旅行時間をプローブ情報に基づいて算出するにあたっ
て、収集されたプローブ情報のデータ数が少ない状況では、センタ装置による交通事象の
推定精度が低下する。例えば、それぞれに信号機が設置された複数のリンクが設定された
道路区間を車両が走行する場合において、あるリンクに設置された信号機での信号停止に
よって、そのリンクに関する旅行時間が極端に長くなった場合に、実際には交通渋滞が生
じていないにも拘わらず、そのリンクにおいて交通渋滞が発生しているとの誤った推定が
なされてしまうことがある。当該道路区間を走行する多数の車両から多数のプローブ情報
が収集された場合には、各リンク別に収集された複数の旅行時間によって各リンクに関す
る旅行時間が平滑化されるために、このような誤推定は解消される。しかしながら、収集
されたプローブ情報のデータ数が少ない状況では、各リンク別の平滑化を行うことができ
ない（または平滑化の効果が小さい）ため、多数のプローブ情報が収集されるまでは誤推
定の状態が継続してしまう。
【０００５】
　本発明はかかる事情に鑑みて成されたものであり、収集されたプローブ情報のデータ数
が少ない状況であっても、交通渋滞等の交通事象が発生していると誤って推定されること
を回避することが可能な、交通情報処理装置、交通情報処理システム、プログラム、及び
交通情報処理方法を得ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る交通情報処理装置は、連続する複数のリンクを含む道路区間
をリンクグループとして設定する設定手段と、前記リンクグループとして設定された道路
区間に関して、車両の位置情報と各位置における時刻情報とを含むプローブ情報を取得す
る取得手段と、前記取得手段によって取得されたプローブ情報に基づいて、前記リンクグ
ループに含まれる各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を算出する演算手段と、前記設
定手段によって設定された前記リンクグループに関する設定情報に基づいて、ある対象リ
ンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少なくとも当該対象リンクに隣接する隣接
リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を行うことにより、前記演算手段に
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よって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を補正する補正手段と、を備え
ることを特徴とするものである。
【０００７】
　第１の態様に係る交通情報処理装置によれば、補正手段は、設定手段によって設定され
たリンクグループに関する設定情報に基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間又は旅
行速度に対して、少なくとも隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を
行うことにより、演算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を
補正する。従って、プローブ情報のサンプル数が少ない状況において、あるリンクに設置
された信号機での信号停止によって、そのリンクに関する旅行時間が極端に長くなった場
合や旅行速度が極端に小さくなった場合であっても、そのリンクに関する旅行時間又は旅
行速度が隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化されることにより、そ
のリンクにおいて交通渋滞が発生しているとの誤った推定がなされるという事態を回避す
ることが可能となる。
【０００８】
　本発明の第２の態様に係る交通情報処理装置は、第１の態様に係る交通情報処理装置に
おいて特に、前記設定手段は、区間通過の所要時間又は速度の変動が所定値以下の道路区
間を、前記リンクグループとして設定することを特徴とするものである。
【０００９】
　第２の態様に係る交通情報処理装置によれば、設定手段は、区間通過の所要時間又は速
度の変動が所定値以下の道路区間を、リンクグループとして設定する。従って、リンクグ
ループを構成する複数のリンクに関する合計の旅行時間又は旅行速度は安定するため、各
リンクに関する平滑化後の旅行時間又は旅行速度が状況毎に大幅に変動するという事態を
回避することが可能となる。
【００１０】
　本発明の第３の態様に係る交通情報処理装置は、第２の態様に係る交通情報処理装置に
おいて特に、前記設定手段は、交通渋滞の多発地点、信号機の系統制御が行われるサブエ
リアの端点、道路形状の変化地点、道路勾配の変化地点、道路種別の変化地点、道路属性
の変化地点、の少なくとも一つを境界として、前記リンクグループを設定することを特徴
とするものである。
【００１１】
　ここで、「道路形状の変化地点」には、例えば直線道路と曲線道路との境界地点が含ま
れる。また、「道路勾配の変化地点」には、例えば上り坂と下り坂との境界地点が含まれ
る。また、「道路種別の変化地点」には、例えば高速道路と一般道路との境界地点が含ま
れる。また、「道路属性の変化地点」には、例えばトンネルの出入り口や車線数の変更地
点が含まれる。
【００１２】
　第３の態様に係る交通情報処理装置によれば、設定手段は、交通渋滞の多発地点、信号
機の系統制御が行われるサブエリアの端点、道路形状の変化地点、道路勾配の変化地点、
道路種別の変化地点、又は道路属性の変化地点を境界としてリンクグループを設定する。
これにより、区間通過の所要時間又は速度が安定している道路区間をリンクグループとし
て適切に設定することが可能となる。
【００１３】
　本発明の第４の態様に係る交通情報処理装置は、第１～第３のいずれか一つの態様に係
る交通情報処理装置において特に、前記設定手段は、リンク長が所定値未満のリンクはい
ずれかのリンクグループに属することとなるように、前記リンクグループを設定すること
を特徴とするものである。
【００１４】
　第４の態様に係る交通情報処理装置によれば、設定手段は、リンク長が所定値未満のリ
ンクはいずれかのリンクグループに属することとなるように、リンクグループを設定する
。リンク長が短い場合には、当該リンクに関するプローブ情報のサンプル数が極めて少な
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い（又はゼロである）という事態が起こり得るため、当該リンクを走行中の車両から取得
したプローブ情報に基づいて算出した旅行時間又は旅行速度の精度が低い（又は算出でき
ない）という状況が生じやすい。また、リンク長が短いリンクに関しては、信号停止等に
よって車両が当該リンク内で停車した場合に、リンク長が長いリンク内で車両が同じ時間
だけ停車した場合と比較すると、車両の停車時間が旅行速度の算出に与える影響が大きい
。そのため、リンク長が短いリンク内で車両が信号停止等した場合には、旅行速度が極端
に小さくなるため、当該リンクにおいて交通渋滞が発生しているとの誤った推定がなされ
やすい。従って、リンク長が短いリンクに関しては、リンク長が長いリンクと比較すると
、旅行時間又は旅行速度の平滑化を行うことでこれらの不具合を回避できる実益が大きい
。
【００１５】
　本発明の第５の態様に係る交通情報処理装置は、第１～第４のいずれか一つの態様に係
る交通情報処理装置において特に、前記設定手段は、時間帯に応じて前記リンクグループ
の設定を変更可能であることを特徴とするものである。
【００１６】
　第５の態様に係る交通情報処理装置によれば、設定手段は、時間帯に応じてリンクグル
ープの設定を変更可能である。従って、ある特定の時間帯に交通渋滞が発生しやすいリン
クがリンクグループに含まれている場合には、その時間帯においては当該リンクが除外さ
れるようにリンクグループを再設定することにより、当該リンクにおける交通渋滞の影響
を排除して旅行時間又は旅行速度の平滑化を適切に行うことが可能となる。
【００１７】
　本発明の第６の態様に係る交通情報処理装置は、第１～第５のいずれか一つの態様に係
る交通情報処理装置において特に、前記補正手段は、前記対象リンクが属するリンクグル
ープに関する合計の旅行時間又は旅行速度を、リンク毎に設定された重み値を用いて分配
することにより、前記平滑化を行うことを特徴とするものである。
【００１８】
　第６の態様に係る交通情報処理装置によれば、補正手段は、対象リンクが属するリンク
グループに関する合計の旅行時間又は旅行速度を、リンク毎に設定された重み値を用いて
分配することにより、平滑化を行う。かかる平滑化を行うことにより、演算手段によって
算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を、適切に補正することが可能となる
。
【００１９】
　本発明の第７の態様に係る交通情報処理装置は、第１～第５のいずれか一つの態様に係
る交通情報処理装置において特に、前記補正手段は、前記対象リンクに関する旅行時間又
は旅行速度と前記隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度とを、リンク毎に設定された
重み値を用いて平均することにより、前記平滑化を行うことを特徴とするものである。
【００２０】
　第７の態様に係る交通情報処理装置によれば、補正手段は、対象リンクに関する旅行時
間又は旅行速度と隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度とを、リンク毎に設定された
重み値を用いて平均することにより、平滑化を行う。かかる平滑化を行うことにより、演
算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を、適切に補正するこ
とが可能となる。
【００２１】
　本発明の第８の態様に係る交通情報処理装置は、第６又は第７の態様に係る交通情報処
理装置において特に、前記重み値は、対象リンクであるか隣接リンクであるかの別、各リ
ンクのリンク長、各リンクにおける旅行時間の長短又は旅行速度の大小の傾向を表す指標
、の少なくとも一つに応じて設定されることを特徴とするものである。
【００２２】
　ここで、対象リンクであるか隣接リンクであるかの別に関しては、例えば、対象リンク
に関する重み値は比較的大きく設定され、隣接リンクに関する重み値は比較的小さく設定
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される。
【００２３】
　また、各リンクのリンク長に関しては、例えば、リンク長が長いほど重み値は大きく設
定され、リンク長が短いほど重み値は小さく設定される。
【００２４】
　また、「各リンクにおける旅行時間の長短又は旅行速度の大小の傾向を表す指標」には
、例えば、道路形状、道路勾配、道路種別、道路区間の上流又は下流の別、信号機の数、
道路に面した車両の出入りが可能な施設等の出入り口の数、道路データとして存在しない
細街路への接続の数が含まれる。
【００２５】
　道路形状に関しては、例えば、直線道路に関する重み値は比較的小さく設定され、曲線
道路に関する重み値は比較的大きく設定される。道路勾配に関しては、例えば、下り坂に
関する重み値は比較的小さく設定され、上り坂に関する重み値は比較的大きく設定される
。道路種別に関しては、例えば、高速道路に関する重み値は比較的小さく設定され、一般
道路に関する重み値は比較的大きく設定される。道路区間の上流又は下流の別に関しては
、例えば、下流ほど交通渋滞が発生しやすい道路区間においては、区間の上流に位置する
リンクに関する重み値は比較的小さく設定され、区間の下流に位置するリンクに関する重
み値は比較的大きく設定される。信号機の数に関しては、例えば、信号機の数が少ないほ
ど重み値は小さく設定され、信号機の数が多いほど重み値は大きく設定される。道路に面
した車両の出入りが可能な施設等の出入り口の数に関しては、例えば、当該出入り口の数
が少ないほど重み値は小さく設定され、当該出入り口の数が多いほど重み値は大きく設定
される。道路データとして存在しない細街路への接続の数に関しては、例えば、当該細街
路への接続の数が少ないほど重み値は小さく設定され、当該細街路への接続の数が多いほ
ど重み値は大きく設定される。
【００２６】
　第８の態様に係る交通情報処理装置によれば、対象リンクであるか隣接リンクであるか
の別、各リンクのリンク長、各リンクにおける旅行時間の長短又は旅行速度の大小の傾向
を表す指標、の少なくとも一つに応じて重み値を設定することにより、旅行時間又は旅行
速度の平滑化を適切に行うことが可能となる。
【００２７】
　本発明の第９の態様に係る交通情報処理装置は、第６～第８のいずれか一つの態様に係
る交通情報処理装置において特に、ある分岐元リンクが複数の分岐先リンクに接続されて
いる場合において、前記重み値は、前記分岐元リンクから一の前記分岐先リンクへの車両
の進行経路別に異なる値に設定されることを特徴とするものである。
【００２８】
　例えば、直進に関する重み値は比較的小さく設定され、左折に関する重み値は中程度に
設定され、右折に関する重み値は比較的大きく設定される。
【００２９】
　第９の態様に係る交通情報処理装置によれば、分岐元リンクから一の分岐先リンクへの
車両の進行経路別に重み値を異なる値に設定することにより、旅行時間又は旅行速度の平
滑化を適切に行うことが可能となる。
【００３０】
　本発明の第１０の態様に係る交通情報処理装置は、第１～第９のいずれか一つの態様に
係る交通情報処理装置において特に、前記対象リンク又は前記隣接リンクに関する旅行時
間又は旅行速度が欠落している場合には、前記補正手段は、旅行時間又は旅行速度が欠落
しているリンクに関する旅行時間又は旅行速度として所定値を用いることにより、前記平
滑化を行うことを特徴とするものである。
【００３１】
　ここで、「所定値」には、例えば、旅行時間又は旅行速度が欠落しているリンクに関し
て過去に求めた、そのリンクに関する旅行時間又は旅行速度の実績値（直近値又は過去の
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平均値等）が含まれる。
【００３２】
　第１０の態様に係る交通情報処理装置によれば、対象リンク又は隣接リンクに関する旅
行時間又は旅行速度が欠落している場合には、補正手段は、旅行時間又は旅行速度が欠落
しているリンクに関する旅行時間又は旅行速度として所定値を用いることにより、平滑化
を行う。これにより、あるリンクに関してプローブ情報を全く取得できず、そのリンクに
関する旅行時間又は旅行速度を演算手段が算出できない場合であっても、所定値で代用す
ることによって、旅行時間又は旅行速度の平滑化を適切に行うことが可能となる。
【００３３】
　本発明の第１１の態様に係る交通情報処理システムは、車両に搭載された車載装置と、
交通情報処理装置と、を備え、前記車載装置は、車両の位置情報と各位置における時刻情
報とを含むプローブ情報を、前記交通情報処理装置に向けて送信する送信手段を有し、前
記交通情報処理装置は、連続する複数のリンクを含む道路区間をリンクグループとして設
定する設定手段と、前記リンクグループとして設定された道路区間に関して、前記プロー
ブ情報を前記車載装置から取得する取得手段と、前記取得手段によって取得されたプロー
ブ情報に基づいて、前記リンクグループに含まれる各リンクに関する旅行時間又は旅行速
度を算出する演算手段と、前記設定手段によって設定された前記リンクグループに関する
設定情報に基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少なくと
も当該対象リンクに隣接する隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を
行うことにより、前記演算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速
度を補正する補正手段と、を有することを特徴とするものである。
【００３４】
　第１１の態様に係る交通情報処理システムによれば、補正手段は、設定手段によって設
定されたリンクグループに関する設定情報に基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間
又は旅行速度に対して、少なくとも隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平
滑化を行うことにより、演算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行
速度を補正する。従って、プローブ情報のサンプル数が少ない状況において、あるリンク
に設置された信号機での信号停止によって、そのリンクに関する旅行時間が極端に長くな
った場合や旅行速度が極端に小さくなった場合であっても、そのリンクに関する旅行時間
又は旅行速度が隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化されることによ
り、そのリンクにおいて交通渋滞が発生しているとの誤った推定がなされるという事態を
回避することが可能となる。
【００３５】
　本発明の第１２の態様に係るプログラムは、交通情報処理装置に搭載されるコンピュー
タを、連続する複数のリンクを含む道路区間をリンクグループとして設定する設定手段と
、前記リンクグループとして設定された道路区間に関して、車両の位置情報と各位置にお
ける時刻情報とを含むプローブ情報を取得する取得手段と、前記取得手段によって取得さ
れたプローブ情報に基づいて、前記リンクグループに含まれる各リンクに関する旅行時間
又は旅行速度を算出する演算手段と、前記設定手段によって設定された前記リンクグルー
プに関する設定情報に基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して
、少なくとも当該対象リンクに隣接する隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用い
て平滑化を行うことにより、前記演算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間
又は旅行速度を補正する補正手段と、として機能させるためのプログラムである。
【００３６】
　第１２の態様に係るプログラムによれば、補正手段は、設定手段によって設定されたリ
ンクグループに関する設定情報に基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間又は旅行速
度に対して、少なくとも隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化を行う
ことにより、演算手段によって算出された各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を補正
する。従って、プローブ情報のサンプル数が少ない状況において、あるリンクに設置され
た信号機での信号停止によって、そのリンクに関する旅行時間が極端に長くなった場合や
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旅行速度が極端に小さくなった場合であっても、そのリンクに関する旅行時間又は旅行速
度が隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平滑化されることにより、そのリ
ンクにおいて交通渋滞が発生しているとの誤った推定がなされるという事態を回避するこ
とが可能となる。
【００３７】
　本発明の第１３の態様に係る交通情報処理方法は、（Ａ）連続する複数のリンクを含む
道路区間をリンクグループとして設定するステップと、（Ｂ）前記リンクグループとして
設定された道路区間に関して、車両の位置情報と各位置における時刻情報とを含むプロー
ブ情報を取得するステップと、（Ｃ）前記ステップ（Ｂ）によって取得されたプローブ情
報に基づいて、前記リンクグループに含まれる各リンクに関する旅行時間又は旅行速度を
算出するステップと、（Ｄ）前記ステップ（Ａ）によって設定された前記リンクグループ
に関する設定情報に基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、
少なくとも当該対象リンクに隣接する隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて
平滑化を行うことにより、前記ステップ（Ｃ）によって算出された各リンクに関する旅行
時間又は旅行速度を補正するステップと、を備えることを特徴とするものである。
【００３８】
　第１３の態様に係る交通情報処理方法によれば、ステップ（Ｄ）では、ステップ（Ａ）
によって設定されたリンクグループに関する設定情報に基づいて、ある対象リンクに関す
る旅行時間又は旅行速度に対して、少なくとも隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度
を用いて平滑化を行うことにより、ステップ（Ｃ）によって算出された各リンクに関する
旅行時間又は旅行速度が補正される。従って、プローブ情報のサンプル数が少ない状況に
おいて、あるリンクに設置された信号機での信号停止によって、そのリンクに関する旅行
時間が極端に長くなった場合や旅行速度が極端に小さくなった場合であっても、そのリン
クに関する旅行時間又は旅行速度が隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用いて平
滑化されることにより、そのリンクにおいて交通渋滞が発生しているとの誤った推定がな
されるという事態を回避することが可能となる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、収集されたプローブ情報のデータ数が少ない状況であっても、交通渋
滞等の交通事象が発生していると誤って推定されることを回避することが可能な、交通情
報処理装置、交通情報処理システム、プログラム、及び交通情報処理方法を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施の形態に係る交通情報処理システムの全体構成を概略的に示す図で
ある。
【図２】センタ装置の構成を概略的に示す図である。
【図３】処理装置の機能構成を概略的に示す図である。
【図４】リンク地図の一例を示す図である。
【図５】リンク地図の一例を示す図である。
【図６】図５に示したリンクグループに関して、平滑化前後の旅行時間と重み値とを示す
図である。
【図７】リンク地図の他の例を示す図である。
【図８】図７に示したリンクグループに関して、平滑化前後の旅行時間と重み値とを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、異なる図面
において同一の符号を付した要素は、同一又は相応する要素を示すものとする。
【００４２】
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　図１は、本発明の実施の形態に係る交通情報処理システム１００の全体構成を概略的に
示す図である。交通情報処理システム１００においては、少なくとも車両１の位置情報と
各位置における時刻情報とを含むプローブ情報を、特定の車載装置２を搭載した車両１か
らセンタ装置５（交通情報処理装置）が収集し、センタ装置５は、各車両１から収集した
プローブ情報を統計的に処理することによって、道路の渋滞状況の案内や最適経路の案内
等の様々な交通情報サービスを、各車両１に提供する。
【００４３】
　図１を参照して、交通情報処理システム１００は、車両１に搭載された車載装置２と、
基地局４と、センタ装置５とを含んで構成されている。車載装置２と基地局４との間では
、無線による相互通信が可能である。また、基地局４とセンタ装置５との間では、通信ケ
ーブル６を介して、有線による相互通信が可能である。但し、基地局４とセンタ装置５と
の間の通信も無線であっても良い。
【００４４】
　車載装置２は、車速センサ、方位センサ、ＧＰＳ受信機、メモリ、及びタイマ等を含ん
で構成されている。車載装置２は、車両１のプローブ情報を一定時間間隔毎又は一定走行
距離毎に収集して、メモリに蓄積する。また、車載装置２には携帯電話又はスマートフォ
ン等の通信装置３を接続することが可能であり、メモリに蓄積されたプローブ情報を、通
信装置３を介して外部に送信することが可能である。車両１から送信されたプローブ情報
は、基地局４を介して、センタ装置５に送られる。
【００４５】
　プローブ情報を送信するタイミングは任意である。例えば、車両１の搭乗者が渋滞状況
の案内サービスの提供を受けることを希望した場合、搭乗者は、その案内サービスの要求
信号を、車載装置２から通信装置３を介してセンタ装置５に送信する。その際、その時点
でメモリに蓄積されているプローブ情報が、要求信号と併せてセンタ装置５に送信される
。
【００４６】
　図２は、センタ装置５の構成を概略的に示す図である。センタ装置５は、送受信部１０
、処理装置１１、記憶媒体１２、及びデータベース１３，１４を備えて構成されている。
【００４７】
　送受信部１０は、基地局４と処理装置１１との間で各種のデータを送受信する。処理装
置１１は、コンピュータによって構成されている。記憶媒体１２は、ハードディスク等又
は半導体メモリの任意の媒体であり、処理装置１１を動作させるためのプログラム１５が
記憶されている。データベース１３には、車両１から受信したプローブ情報が格納される
。データベース１４には、地図データが格納されている。地図データには、リンクが様々
に描かれたリンク地図が含まれる。
【００４８】
　図３は、処理装置１１の機能構成を概略的に示す図である。処理装置１１がプログラム
１５を実行することにより、処理装置１１は、設定手段２０、取得手段２１、演算手段２
２、及び補正手段２３としての機能を実現する。換言すれば、プログラム１５は、センタ
装置５に搭載される処理装置１１としてのコンピュータを、設定手段２０、取得手段２１
、演算手段２２、及び補正手段２３として機能させるためのプログラムである。
【００４９】
　図４，５は、リンク地図の一例を示す図である。この例では、ノードＮ１～Ｎ９を繋ぐ
リンクＬ１～Ｌ８が描かれている。例えばリンクＬ１はノードＮ１とノードＮ２とを繋ぎ
、リンクＬ２はノードＮ２とノードＮ３とを繋ぐ。
【００５０】
　図３～５を参照して、設定手段２０は、連続する複数のリンクを含む道路区間をリンク
グループとして設定する。具体的には、過去の実績値を統計的に処理すること等により、
車両が区間を通過する所要時間又は車両が区間を通過する際の平均速度の変動が所定値以
下である道路区間（つまり、区間通過の所要時間又は速度のばらつきが小さい道路区間）
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を、リンクグループとして設定する。図４に示した例では、設定手段２０は、リンクＬ１
～Ｌ３を含む道路区間をリンクグループＬＧ１として設定し、リンクＬ６～Ｌ８を含む道
路区間をリンクグループＬＧ２として設定する。図５に示した例では、設定手段２０は、
リンクＬ１～Ｌ４を含む道路区間をリンクグループＬＧ１として設定し、リンクＬ５～Ｌ
８を含む道路区間をリンクグループＬＧ２として設定する。
【００５１】
　例えば、図４を参照して、リンクＬ４，Ｌ５に対応する道路区間が交通渋滞の発生しや
すい区間であり、その他のリンクＬ１～Ｌ３，Ｌ６～Ｌ８に対応する道路区間が交通渋滞
の発生しにくい区間である場合に、交通渋滞の多発地点であるノードＮ４，Ｎ６を境界と
してリンクグループを設定することにより、リンクグループＬＧ１，ＬＧ２が設定される
。
【００５２】
　また例えば、図５を参照して、リンクＬ１～Ｌ４に対応する道路区間及びリンクＬ５～
Ｌ８に対応する道路区間が、信号機の系統制御が行われるサブエリアとしてそれぞれ設定
されている場合に、サブエリアの端点であるノードＮ１，Ｎ５，Ｎ９を境界としてリンク
グループを設定することにより、リンクグループＬＧ１，ＬＧ２が設定される。ここで、
「系統制御」とは、近接する複数の交差点を一括りのエリア（サブエリア）として設定し
、同一のサブエリア内に含まれる信号機は同一のサイクル長（信号表示が一巡するのに要
する時間）で動作させ、サブエリア内の信号機が青信号を表示している期間にこれらの信
号機が設置された全ての交差点を、できるだけ多くの車両が通過できるように、信号機間
の信号表示開始時刻に適切なオフセットを持たせる制御である。
【００５３】
　また例えば、図５を参照して、リンクＬ１～Ｌ４に対応する道路区間が直線道路であり
、リンクＬ５～Ｌ８に対応する道路区間が曲がりくねった曲線道路である場合に、道路形
状の変化地点であるノードＮ５を境界としてリンクグループを設定することにより、リン
クグループＬＧ１，ＬＧ２が設定される。
【００５４】
　また例えば、図５を参照して、リンクＬ１～Ｌ４に対応する道路区間が急峻な上り坂で
あり、リンクＬ５～Ｌ８に対応する道路区間が急峻な下り坂である場合に、道路勾配の変
化地点であるノードＮ５を境界としてリンクグループを設定することにより、リンクグル
ープＬＧ１，ＬＧ２が設定される。
【００５５】
　また例えば、図５を参照して、リンクＬ１～Ｌ４に対応する道路区間が高速道路であり
、リンクＬ５～Ｌ８に対応する道路区間が一般道路である場合に、道路種別の変化地点で
あるノードＮ５を境界としてリンクグループを設定することにより、リンクグループＬＧ
１，ＬＧ２が設定される。
【００５６】
　また例えば、図５を参照して、リンクＬ１～Ｌ４に対応する道路区間がトンネル内の区
間であり、リンクＬ５～Ｌ８に対応する道路区間がトンネル外の区間である場合や、リン
クＬ１～Ｌ４に対応する道路区間が片側１車線の区間であり、リンクＬ５～Ｌ８に対応す
る道路区間が片側２車線の区間である場合に、道路属性の変化地点であるノードＮ５を境
界としてリンクグループを設定することにより、リンクグループＬＧ１，ＬＧ２が設定さ
れる。
【００５７】
　また例えば、上述した、交通渋滞の多発地点、サブエリアの端点、道路形状の変化地点
、道路勾配の変化地点、道路種別の変化地点、及び道路属性の変化地点のうち、複数の要
素を含む地点を境界としてリンクグループを設定してもよい。
【００５８】
　さらに設定手段２０は、リンク長が所定値未満のリンクはいずれかのリンクグループに
必ず属することとなるように、リンクグループを設定する。例えばリンクＬ３のリンク長
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クグループＬＧ１）に含まれることとなるように、リンクグループを設定する。この所定
値は、例えば、所定の時間間隔でプローブ情報を送信している車両がその道路区間の制限
速度で走行している場合に、その道路区間内においてプローブ情報を少なくとも１回送信
し得る最小の距離に設定される。
【００５９】
　さらに設定手段２０は、時間帯に応じてリンクグループの設定を変更することも可能で
ある。例えば、図４を参照して、リンクＬ３に対応する道路区間が、通勤時間帯等の特定
の時間帯に交通渋滞が発生しやすい区間である場合には、その時間帯においては当該リン
クＬ３が除外されるようにリンクグループＬＧ１を再設定する。
【００６０】
　図３を参照して、設定手段２０は、リンクグループに関する設定情報を、データＤ３と
して補正手段２３に入力する。
【００６１】
　取得手段２１は、車両１から送信されたプローブ情報を、送受信部１０（図２参照）を
介して取得する。取得手段２１は、取得したプローブ情報を、データＤ１として演算手段
２２に入力する。
【００６２】
　演算手段２２は、取得手段２１から入力されたプローブ情報に基づいて、各リンクＬ１
～Ｌ８に関する旅行時間を算出する。例えば、あるリンクに車両が進入した時刻と、その
リンクから車両が退出した時刻とに基づいて、そのリンクに関する車両の旅行時間を算出
する。演算手段２２は、算出した各リンクＬ１～Ｌ８に関する旅行時間を、データＤ２と
して補正手段２３に入力する。
【００６３】
　補正手段２３は、設定手段２０によって設定されたリンクグループに関する設定情報に
基づいて、ある対象リンクに関する旅行時間に対して、少なくとも当該対象リンクに隣接
する隣接リンクに関する旅行時間を用いて平滑化を行うことにより、演算手段２２によっ
て算出された各リンクに関する旅行時間を補正する。なお、本実施の形態では旅行時間の
算出や平滑化等について説明するが、旅行時間は既知のリンク長を用いて旅行速度に変換
することができ、旅行時間と旅行速度とは表裏一体の関係にあるため、旅行時間の算出や
平滑化等に代えて、旅行速度の算出や平滑化等を行うこともできる。
【００６４】
　平滑化の第１の例として、補正手段２３は、対象リンクが属するリンクグループに関す
る合計の旅行時間を、リンク毎に設定された重み値を用いて分配することにより、平滑化
を行う。
【００６５】
　図６は、図５に示したリンクグループＬＧ１に関して、平滑化前後の旅行時間と重み値
とを示す図である。例えばリンクＬ１に関しては、平滑化前の旅行時間（つまり演算手段
２２によって算出された旅行時間）はｔ１であり、設定されている重み値はＷ１であり、
平滑化後の旅行時間（つまり補正手段２３によって補正された後の旅行時間）はＴ１であ
る。
【００６６】
　当該第１の例において補正手段２３は、
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なる演算を行うことによって、各リンクＬ１～Ｌ４に関する旅行時間Ｔ１～Ｔ４を算出す
る。
【００６７】
　平滑化の第２の例として、補正手段２２は、対象リンクに関する旅行時間と隣接リンク
に関する旅行時間とを、リンク毎に設定された重み値を用いて平均することにより、平滑
化を行う。
【００６８】
　当該第２の例において補正手段２３は、

なる演算を行うことによって、各リンクＬ１～Ｌ４に関する旅行時間Ｔ１～Ｔ４を算出す
る。
【００６９】
　例えば、重み値Ｗ１～Ｗ４は、そのリンクが対象リンクであるか隣接リンクであるかの
別に応じて設定される。一例として、対象リンクに関する重み値は比較的大きく設定され
、隣接リンクに関する重み値は比較的小さく設定される。
【００７０】
　また例えば、重み値Ｗ１～Ｗ４は、各リンクのリンク長に応じて設定される。一例とし
て、リンク長が長いほど重み値は大きく設定され、リンク長が短いほど重み値は小さく設
定される。
【００７１】
　また例えば、重み値Ｗ１～Ｗ４は、各リンクにおける旅行時間の長短の傾向を表す指標
に応じて設定される。当該指標には、例えば、道路形状、道路勾配、道路種別、道路区間
の上流又は下流の別、信号機の数、道路に面した車両の出入りが可能な施設等の出入り口
の数、道路データとして存在しない細街路への接続の数が含まれる。
【００７２】
　一例として、道路形状に関しては、直線道路に関する重み値は比較的小さく設定され、
曲線道路に関する重み値は比較的大きく設定される。
【００７３】
　道路勾配に関しては、下り坂に関する重み値は比較的小さく設定され、上り坂に関する
重み値は比較的大きく設定される。
【００７４】
　道路種別に関しては、高速道路に関する重み値は比較的小さく設定され、一般道路に関
する重み値は比較的大きく設定される。
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【００７５】
　道路区間の上流又は下流の別に関しては、下流ほど交通渋滞が発生しやすい道路区間に
おいては、区間の上流に位置するリンクに関する重み値は比較的小さく設定され、区間の
下流に位置するリンクに関する重み値は比較的大きく設定される。
【００７６】
　信号機の数に関しては、信号機の数が少ないほど重み値は小さく設定され、信号機の数
が多いほど重み値は大きく設定される。
【００７７】
　道路に面した車両の出入りが可能な施設等の出入り口の数に関しては、当該出入り口の
数が少ないほど重み値は小さく設定され、当該出入り口の数が多いほど重み値は大きく設
定される。
【００７８】
　道路データとして存在しない細街路への接続の数に関しては、当該細街路への接続の数
が少ないほど重み値は小さく設定され、当該細街路への接続の数が多いほど重み値は大き
く設定される。
【００７９】
　また例えば、上述した、対象リンクであるか隣接リンクであるかの別、各リンクのリン
ク長、及び各リンクにおける旅行時間の長短の傾向を表す指標のうち、複数の要素を用い
て重み値Ｗ１～Ｗ４を設定してもよい。
【００８０】
　ここで、対象リンク又は隣接リンクに関する旅行時間が欠落している場合には、補正手
段２３は、旅行時間が欠落しているリンクに関する旅行時間として所定値を用いることに
より、平滑化を行う。ここで、「所定値」には、例えば、旅行時間が欠落しているリンク
に関して過去に求めた、そのリンクに関する旅行時間の実績値（直近値又は過去の平均値
等）が含まれる。例えば、リンクＬ２に対応するプローブ情報が取得できなかったために
旅行時間ｔ２が欠落している場合には、補正手段２３は、リンクＬ２に関する旅行時間の
過去の平均値を用いて、上述した演算を行う。
【００８１】
　図７は、リンク地図の他の例を示す図である。この例では、ノードＮ１～Ｎ５を繋ぐリ
ンクＬ１～Ｌ４と、ノードＮ３，Ｎ１１，Ｎ１２を繋ぐリンクＬ１１，Ｌ１２と、ノード
Ｎ３，Ｎ２１，Ｎ２２を繋ぐリンクＬ２１，Ｌ２２とが描かれている。つまり、分岐元の
リンクＬ２が複数の分岐先のリンクＬ３，Ｌ１１，Ｌ２１に接続されている。
【００８２】
　図８は、図７に示したリンクグループに関して、平滑化前後の旅行時間と重み値とを示
す図である。リンクグループ内に分岐点が含まれる場合、重み値は、分岐元リンクから分
岐先リンクへの車両の進行経路別に異なる値に設定される。図７，８に示した例では、リ
ンクＬ２に対応する道路区間を走行する車両１から見て、直進先のリンクＬ３に対応する
重み値Ｗ３と、左折先のリンクＬ１１に対応する重み値Ｗ１１と、右折先のリンクＬ２１
に対応する重み値Ｗ２１とが、互いに異なる値に設定されている。例えば、直進に関する
重み値Ｗ３は比較的小さく設定され、左折に関する重み値Ｗ１１は中程度に設定され、右
折に関する重み値Ｗ２１は比較的大きく設定される。
【００８３】
　車両１が直進した場合には、補正手段２３は、

または

なる演算を行うことによって、リンクＬ２に関する旅行時間Ｔ２を算出する。
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【００８４】
　車両１が左折した場合には、補正手段２３は、

または

なる演算を行うことによって、リンクＬ２に関する旅行時間Ｔ２を算出する。
【００８５】
　車両１が右折した場合には、補正手段２３は、

または

なる演算を行うことによって、リンクＬ２に関する旅行時間Ｔ２を算出する。
【００８６】
　＜まとめ＞
　本実施の形態に係るセンタ装置５（交通情報処理装置）によれば、補正手段２３は、設
定手段２０によって設定されたリンクグループに関する設定情報に基づいて、ある対象リ
ンクに関する旅行時間又は旅行速度に対して、少なくとも隣接リンクに関する旅行時間又
は旅行速度を用いて平滑化を行うことにより、演算手段２２によって算出された各リンク
に関する旅行時間又は旅行速度を補正する。従って、プローブ情報のサンプル数が少ない
状況において、あるリンクに設置された信号機での信号停止によって、そのリンクに関す
る旅行時間が極端に長くなった場合や旅行速度が極端に小さくなった場合であっても、そ
のリンクに関する旅行時間又は旅行速度が隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度を用
いて平滑化されることにより、そのリンクにおいて交通渋滞が発生しているとの誤った推
定がなされるという事態を回避することが可能となる。
【００８７】
　また、設定手段２０は、区間通過の所要時間又は速度の変動が所定値以下の道路区間を
、リンクグループとして設定する。従って、リンクグループを構成する複数のリンクに関
する合計の旅行時間又は旅行速度は安定するため、各リンクに関する平滑化後の旅行時間
又は旅行速度が状況毎に大幅に変動するという事態を回避することが可能となる。
【００８８】
　また、設定手段２０は、交通渋滞の多発地点、信号機の系統制御が行われるサブエリア
の端点、道路形状の変化地点、道路勾配の変化地点、道路種別の変化地点、又は道路属性
の変化地点を境界としてリンクグループを設定する。これにより、区間通過の所要時間又
は速度が安定している道路区間をリンクグループとして適切に設定することが可能となる
。
【００８９】
　また、設定手段２０は、リンク長が所定値未満のリンクはいずれかのリンクグループに
属することとなるように、リンクグループを設定する。リンク長が短い場合には、当該リ
ンクに関するプローブ情報のサンプル数が極めて少ない（又はゼロである）という事態が
起こり得るため、当該リンクを走行中の車両から取得したプローブ情報に基づいて算出し
た旅行時間又は旅行速度の精度が低い（又は算出できない）という状況が生じやすい。ま
た、リンク長が短いリンクに関しては、信号停止等によって車両が当該リンク内で停車し
た場合に、リンク長が長いリンク内で車両が同じ時間だけ停車した場合と比較すると、車
両の停車時間が旅行速度の算出に与える影響が大きい。そのため、リンク長が短いリンク
内で車両が信号停止等した場合には、旅行速度が極端に小さくなるため、当該リンクにお
いて交通渋滞が発生しているとの誤った推定がなされやすい。従って、リンク長が短いリ
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ンクに関しては、リンク長が長いリンクと比較すると、旅行時間又は旅行速度の平滑化を
行うことでこれらの不具合を回避できる実益が大きい。
【００９０】
　また、設定手段２０は、時間帯に応じてリンクグループの設定を変更可能である。従っ
て、ある特定の時間帯に交通渋滞が発生しやすいリンクがリンクグループに含まれている
場合には、その時間帯においては当該リンクが除外されるようにリンクグループを再設定
することにより、当該リンクにおける交通渋滞の影響を排除して旅行時間又は旅行速度の
平滑化を適切に行うことが可能となる。
【００９１】
　また、補正手段２３は、対象リンクが属するリンクグループに関する合計の旅行時間又
は旅行速度を、リンク毎に設定された重み値を用いて分配することにより、平滑化を行う
。かかる平滑化を行うことにより、演算手段２２によって算出された各リンクに関する旅
行時間又は旅行速度を、適切に補正することが可能となる。
【００９２】
　また、補正手段２３は、対象リンクに関する旅行時間又は旅行速度と隣接リンクに関す
る旅行時間又は旅行速度とを、リンク毎に設定された重み値を用いて平均することにより
、平滑化を行う。かかる平滑化を行うことにより、演算手段によって算出された各リンク
に関する旅行時間又は旅行速度を、適切に補正することが可能となる。
【００９３】
　また、対象リンクであるか隣接リンクであるかの別、各リンクのリンク長、各リンクに
おける旅行時間の長短又は旅行速度の大小の傾向を表す指標、の少なくとも一つに応じて
重み値を設定することにより、旅行時間又は旅行速度の平滑化を適切に行うことが可能と
なる。
【００９４】
　また、図７，８に示したように、分岐元リンクから一の分岐先リンクへの車両１の進行
経路別に重み値を異なる値に設定することにより、旅行時間又は旅行速度の平滑化を適切
に行うことが可能となる。
【００９５】
　また、対象リンク又は隣接リンクに関する旅行時間又は旅行速度が欠落している場合に
は、補正手段２３は、旅行時間又は旅行速度が欠落しているリンクに関する旅行時間又は
旅行速度として所定値を用いることにより、平滑化を行う。これにより、あるリンクに関
してプローブ情報を全く取得できず、そのリンクに関する旅行時間又は旅行速度を演算手
段２２が算出できない場合であっても、所定値で代用することによって、旅行時間又は旅
行速度の平滑化を適切に行うことが可能となる。
【００９６】
　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図
される。
【符号の説明】
【００９７】
　１　車両
　２　車載装置
　５　センタ装置
　１５　プログラム
　２０　設定手段
　２１　取得手段
　２２　演算手段
　２３　補正手段
　１００　交通情報処理システム
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