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1． はじめに	 

	 近年，防災・環境・マーケティング・交

通計画等の観点から，都市空間における

日々の人々の流れを把握することが重要に

なってきている．そこで，東京大学空間情

報科学研究センターでは，「人の流れプロジ

ェクト」を立ち上げ，パーソントリップ調

査（以下，PT調査）等の時空間データから

人の流れの再現に取り組んでいる．特に，

近年では，独立行政法人国際協力機構（以

下，JICA）が行った PT調査（以下，JICA-PT）

を用いた時空間内挿をすることにより，ア

ジア・アフリカなどの発展途上国での人の

流れの再現にも取り組んでいる．（Sekimoto, 

Y. et al. 2011）しかし，国内で確立された手

法を発展途上国の諸都市に適用すると，「人

の流れデータセット」の精度が低下するこ

とがある．それは，これらの都市では，日

本国内のように，時空間内挿時に必要なネ

ットワークデータ等が充実していないこと

が多く，時空間内挿が困難であるからだ．

そこで，本研究では，グローバルで利用可

能なデータと汎用的な統計的手法を用いて，

高精度な「人の流れデータセット」を構築

する手法を開発することを目的としている．	 

	 

2． 課題	 

	 前述した通り，国内での手法を JICA-PT

に適用すると「人の流れデータセット」の

精度が低下するという問題がある．この問

題は，以下の 3点に大分できる． 

ⅰ：時刻の回答が丸められてしまう傾向が 

	 	 ある． 

ⅱ：調査エリア IDでのみ場所を表現． 

ⅲ：ネットワークデータの品質が不均一． 

本研究では，以上の 3 点の課題をそれぞれ

解決する． 

 

3． 手法	 

	 上にあげた 3 つの課題を解決するために，

本研究では，以下の手順でデータセットを

構築した．時間的平滑化，空間的平滑化，	 

 
図  1 データセット構築のための処理の流れ  



道路ネットワークデータ補正をすることに

よって，課題ⅰ，ⅱ，ⅲを解消した．これ

らの手法を以下に詳細に記す．	 	 

3-1.	 時間的平滑化	 

	 JICA-PT 調査はアンケート調査であるた

め，出発・到着時刻が○○:00 や○○:30 な

どのきりの良い時刻（以下，ラウンドナン

バー）に偏っている．これが時間的偏りで

あり，これを解消するために，カーネル密

度推定を用いた平滑化を行った．カーネル

密度推定は，確率密度関数を推定する手法

であり，時空間データの平滑化に有効であ

ることが知られている．カーネル密度推定

は(1)式で算出される．	 
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	 xi	 :	 観測値	 

	 n	 :	 サンプル数	 

	 h	 :	 バンド幅	 

	 K(・)	 :	 カーネル関数	 

カーネル関数は Gaussian関数を採用した．

また，カーネル密度推定のバンド幅を選定

する際，既存の研究では恣意的に求めてい

ることが多い．そこで，本研究では，自動

的にバンド幅を選定できる手法を採用した．

(H.	 Shimazaki,	 et	 al.	 2010)以下の(2)の

Cnが最小となるようなバンド幅を選定する

手法である． 
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3-2.	 空間的平滑化	 

	 PT データでは，位置の情報を全て調査エ

リアの IDで表現しており，調査エリアの重

心の緯度・経度を位置情報としている．そ

のため，調査エリアが大きい場所では，図

2の赤点線のように，調査エリアの重心に 

偏りが出ることがある．この空間的な偏り

を解消するために，空間的平滑化を行う．

補間を行う際には，人口分布で重み付けさ

れた補間を行うべきである．しかし，発展

途上国の諸都市では，細かい人口分布のデ

ータが入手困難なので，衛星画像から得ら

れる土地被覆分類データ・全球で整備され

ている人口グリッドデータを用いて重み付

けをし，空間的平滑化を行う． 

 
図  2 調査エリアの重心への空間的な偏り  

3-3．ネットワークデータの補正	 

	 グローバルに利用可能なネットワークデ

ータとして，ボランティアによって整備さ

れ，フリーで入手のできる OpenStreetMap

のネットワークデータ（以下，OSMデータ）

を使用した．OSMデータを用いて経路探索

を行ったところ，接続されているべきリン

クが接続されておらず，数％のトリップで

しか経路探索を行うことができなかった．

この問題を解消するためにノードマッチン

グ処理を行った．ノードマッチング処理と

は，(a)リンクの交差点にノードが存在しな
い場合には，その交差点にノードを， (b)
リンクの端点から 5m 以内に他のリンクが

存在する場合に，それらのリンクを結合す

る処理のことである．このノードマッチン

(1) 

(2) 



グ処理を行った前後での経路探索結果の評

価を以下の 2点について行った． 

ⅰ：経路探索ができるかどうか． 

ⅱ：得られた経路が最短経路かどうか． 

ⅱの評価には，(3)で求められる迂回率をも

とに評価を行った． 

迂回率＝経路長／OD間の直線距離	 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 時間的平滑化の結果（マニラ）  

 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 

図 4 空間的平滑化前後でのトリップ発生場所の比較（左図：平滑化前，右図：平滑化後）  

 
4． 考察	 

4-1．時刻の平滑化	 

	 手法で述べたように，既存の統計手法 4

種類を用いて，バンド幅選定を行い比較・

検討を行い，手法ⅳを採用した．図 3 のよ

うに出発・到着時刻のラウンドナンバーへ

の偏りが解消された．	 

4-2.	 空間的平滑化	 

空間的平滑化を行ったところ，図 4 のよう

に，トリップデータに含まれる出発地点の

空間的偏りが解消された．出発・到着地点

に空間的平滑化を行った．	 

4-3．道路ネットワークデータの補正	 

	 ノードマッチング処理によって，道路ネ

ットワークデータが補正され，補正前に切

れていたリンクが接続された．その結果，

経路探索成功率は，全ての都市で約 90％以

上になり，また探索された経路のうち 90％

以上の経路の迂回率が 2 未満であった．こ

のことから，道路ネットワークデータ補正

処理によって，経路探索に十分な品質を持

つまでに，OSMデータを改善することがで

きたことがわかる．



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5	 グリッド集計人口の比較（左図：人の流れデータセット，右図：LandScan）

	 このようにして，3 つの問題点を解消す

る手法を既存の人の流れデータセットに組

み合わせてデータセット構築を行った．図

5 は，全球で整備されている人口グリッド

データ LandScanとの比較の結果である． 

5． 本研究の成果	 

	 本研究では，既存の人の流れデータセッ

ト構築手法を発展途上国の諸都市における

交通統計に適用した際に生じる時間的偏り，

空間的偏り，道路ネットワークデータの品

質の 3 つの問題点を解決するために，時間

的平滑化，空間的平滑化，道路ネットワー

クデータ補正を行った．これらの問題点が

解消され，より現実に近い人の流れデータ

セットの構築が可能になったことで，発展

途上国の諸都市の人の流れを様々な側面か

ら把握することができるようになった．	 

６．今後の課題と展望	 

	 今後の課題としては，各手法の改善があ

げられる．時刻を丸めるという人間の行動

の傾向の知見を考慮した時刻平滑化や，よ

り詳細な人口データを入手した場合はそれ

を考慮した空間的平滑化をする必要がある．

また，道路ネットワークデータの品質評価

をより正確に評価するための基準を設ける

必要がある．また，その評価基準を用いた

道路ネットワークデータの補正も行われる

べきである．	 

	 今後の展望としては，本手法を用いた他

都市への展開が期待される．また，ライフ

ログなどのデータとの統合も考えられる．

交通統計とリアルタイム性の高いログデー

タ等を統合することで，より高精度な人の

流れデータセットの開発が期待される．	 
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