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案内標識へのドライバーの信頼は高いが、経路案内誘導の理論および案内標識による案内誘導効果の

評価理論が十分でないこともあり不満は多い。一方で、案内標識の情報管理は台帳によって行われてお

りデジタル化されていないため、データ処理が難しく、現実の道路網での案内標識の評価には大変な困

難が伴う。このことから、本研究では、福岡市内の国道と県道を対象にして、道路網データと関連させ

た案内標識のデータベースの作成を試みた。その上で、筆者らが研究を進めてきた案内標識の誘導効果

評価システムと本データベースとを併用することで、対象地域内の複数の設定ルートにおける案内誘導

効果を「到達率」の観点から評価し、案内誘導上の問題点をルートごとに明らかにした。 

 

Keywords: 案内標識，データベース，経路誘導、到達率 

 

１．はじめに 

現在、道路案内誘導システムには、地図や案内標識な

どの従来のものから、カーナビやスマートフォンの道案

内アプリなど、情報通信技術の発達とともに普及してき

たものまで多様なシステムが存在しており、特にカーナ

ビは発売以来利用が増加してきている。この状況下での

案内標識の利用実態について、大塚ら 1)は、全国約 2300

人のドライバーを対象にアンケート調査を行い、案内標

識を信頼するドライバーの割合が高く(図1)、新しい案内

システムの出現の中でも案内標識の重要性は低下してい

ないことを明らかにした。しかし一方で、ドライバーか

らは、案内標識の不備を指摘する声が多く、体系に問題

があることも事実であり、国土交通省 2)によって改善の

提言がまとめられた。 

以上のように、道路案内標識への期待は高いものの、

根拠とする経路誘導理論が十分ではなく、体系的な課題

を抱えたままである。このため、筆者らはドライバーに

とって迷いが少ない「わかりやすい案内体系」の確立を

目標として、案内標識の誘導効果の評価システムの研究

を行ってきたが、案内標識の情報が台帳によって管理さ

れているため、案内標識データの利用が困難であり、研

究成果を現実の道路網に適用するには至っていない。 

以上の背景から、本研究では、案内標識のデータベー

ス化（デジタル化）を自ら行い、それにもとづいて案内

標識の誘導効果の評価を行うことを主たる目的とする。 

案内標識のデータベース化によって、道路管理者の案

内標識の更新とデータアクセスが容易になり、ドライバ

ーへの案内標識情報の提供、カーナビとの連携や案内標

識情報の地図への記載などのへも応用が広がると期待さ

れる。こうした案内誘導体系の充実の観点からデータベ

ース化そのものにも意義がある。このことから本研究で

は案内標識のデータベース化の提案を第2 の目的とする。 

以下では、案内標識のデータベースの構造と、案内

誘導効果評価システム、作成したデータベースを用いた

対象地域の案内誘導効果の評価例について述べる。 

 

２．道路案内標識のデータベース 

 

2.1 対象地域 

本研究では、福岡市の国道と県道を対象に案内標識の

データベース化を行い、特定の経路に関して誘導効果の

評価をする。対象とする路線図を図2に示す。 

図1 案内標識とカーナビのルート案内が 

食い違ったときの利用情報割合 
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2.2 データベースの様式 

案内標識は Google map のストリートビューを使って

探索し、以下の要領で情報を項目ごとに整理し、電子デ

ータ化した。案内標識のデータベース化の例を図3、表1

に示す。 

① 案内標識番号をつける。N は国道（Nation）、P は

県道（Prefecture）を意味しており、国道 3 号にあ

る案内標識であれば、N3 と表す。上りか下りかを

U（Up）かD（Down）で表し、その次の数字は福

岡市の何区にあるのかを表している。 

② 案内標識の役割（予告、交差、確認）を 1～3 で記

入し、予告に関しては予告距離を記入する。 

③ ネットワーク上のすべてのノード（分岐点）とリン

クに番号をつけ、案内標識のあるリンクの番号と起

終点ノードの番号をそれぞれ記入する。 

④ 分岐数は案内標識で示されている矢印の数であり、

左から時計回りに番号をつける。十字路の場合は左

方向が 1、直進方向が 2、右方向が 3 となり、道な

りに進む方向は2と記入する。 

⑤ 案内標識が設置されているリンクの終点ノードに交

差点名がある場合は各名称を記入する。 

⑥ 有効リンク（詳しい説明は2.3に記載する。）の番号

を記入する。 

⑦ 各矢印の方向に対して、その方向のリンク番号、方

面地名（最大4個）、路線番号をそれぞれ記入する。 

⑧ 情報が無い場合は9999と記入する。 

2.3  有効リンク 

案内標識は通常一つのノードについて示されている。

しかし中には、複数のノードが一つの案内標識で表され

ているものがある。その場合は、各ノードに分けて情報

を整理する必要があるので、仮想の案内標識がノードの

数に応じて設置されているものとする。その時、ある案

内標識については特定のリンクを通過していなければ有

効にはならないものが出てくる。ここでは、そのような

リンクを有効リンクと定義する。 

図4のように、ドライバーがリンク 1 からリンク 2 に

向かって走行しているときに、図左側のような案内標識

が出てくるものとする。この案内標識を図右側のように

二つに分け、それぞれリンク 1、リンク 2 に仮想の案内

標識が設置されているものとしてデータベースに記入す

る。このとき、a の案内標識は実際に設置されている案

内標識と同じ場所にあるので、ドライバーは a の案内標

識を見ることができると考えられる。しかし、b の案内

標識はリンク1 からリンク 2 に向かうドライバーにとっ

ては有効となるが、リンク3 からリンク 2 に進入するド

ライバーにとっては、実際に設置されている案内標識を

見ることができないため、有効ではない。よって、b の

案内標識についてはリンク1 を走行するドライバーに対

してのみに対して有効なので、有効リンクは「リンク 1」

になる。 

 

図3データベース化の例 

図2 路線図 

図4 非標準的な案内標識 

表1 データベース化の例 
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標識番号 役割
予告標識
設置位置

起点
ノード

終点
ノード

リンク
番号

P45DF4 2 - 60127 60128 1023

分岐数 道なり
終点ノードの

交差点名
有効リンク

3 2 月隈３丁目 1023

方向 分岐リンク番号 地点１ 地点２ 地点３ 路線番号

1 4029 志免 9999 9999 9999

方向 分岐リンク番号 地点１ 地点２ 地点３ 路線番号

2 1027 大野城 9999 9999 9999

方向 分岐リンク番号 地点１ 地点２ 地点３ 路線番号

3 1729 大橋 板付 都市高速 県道45号
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：一般県道 
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３．案内誘導効果の評価 

 これまでの既存研究で誘導効果評価システムの開発が

進められてきたが、内倉ら 3）はドライバーによって異な

る案内標識の情報利用の特性を考慮した案内標識の誘導

効果評価システムを構築した。この誘導効果評価システ

ムと案内標識データベースを使って、現実の道路網に存

在している案内標識の誘導効果の評価を行った。 

 

3.1 ドライバーモデル 

ドライバーモデル 4)は、ドライバーが目的地を決めた

あと目的地に到着するまでの、事前の準備を行う「計画

モデル」と分岐点の判断を行う「推論モデル」によって

構成される。 

(1)計画モデル 

「道路利用者は未知の場所に旅行する場合には、道路

地図などであらかじめ経路を選択し、その経路を標識で

確認しながら旅行する」ことを前提条件として標識の整

備を行うことが妥当であるとされている。 

本研究では、上記の「あらかじめ選定された経路」を

『予定経路』と定義する。予定経路は、分岐点(ノード)と

その間を直線的に走行する直線経路(ブランチ）で構成さ

れる(図 5)。目的地に到達するまでの道順(分岐点情報を

含む)設定を行う段階を計画モデルとする。 

 (2)推論モデル 

外井ら 5)は被験者に予定経路を立てさせ、ドライビン

グシミュレータ上で走行させる実験を行い、ドライバー

の判断の基本構造が「分岐点同定を行い、分岐点で進路

変更を行う」ことの繰り返しになっている事を明らかに

している。本研究ではその繰り返す一単位の推論を「単

位推論」、そのモデルを推論モデルと定義している。図6

は推論モデルの流れを示したフローチャートである。 

  

3.2 到達率の計算 

到達率とは、ドライバーが予定経路を案内標識に従っ

て迷うことなく走行できる割合と定義する。本研究では

交差点名、方面地名、路線番号、距離の全てを頼りに目

的地に向かって走行するドライバーを対象としている。 

案内誘導効果の評価を行うにあたって、博多駅を起点

とし、九州大学伊都キャンパス、マリノアシティ、太宰

府天満宮を終点として、計3 経路を予定経路として設定

した。それぞれの経路の到達率の計算結果を以下に示す。 

(1) 博多駅→九州大学伊都キャンパス (図7、図8) 

博多駅から九州大学伊都キャンパスまでの経路には、

ドライバーが迷いやすいような（到達率が大きく低下す

る）交差点は発見されなかった。分岐点付近に案内標識

図6 推論モデルのフローチャート 
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や交差点名の標識が整備されていれば、ドライバーはそ

れを頼りに迷うことなく目的地まで到着できる。図8に

おいて、到達率が 7～8％低下しているところが 3 箇所あ

るが、これは曲がるべき交差点を、標識を見ずに通過し

てしまうドライバーが存在するためである。 

(2) 博多駅→マリノアシティ(図9、図10) 

予定経路に沿って到達率を見ると、現状では走行距離

0.8km 地点で到達率が 100％から 68％に低下し、最終的

な到達率は 53％になっている。これは、本来曲がるべき

分岐点の手前の交差点でドライバーが曲ってしまうため

である。そこで、その地点に交差点名の表示を追加した

場合、同地点で到達率が下がることはなく最終的な到達

率は 77％になった。 

(3) 博多駅→太宰府天満宮(図11、図12) 

博多駅から太宰府天満宮までの経路については、ドラ

イバーが迷いやすいような交差点は発見されなかった。

到達率が 8％ほど低下しているところが2 箇所あるが、

これは曲がるべき交差点を通過してしまうドライバーが

存在するためである。この結果から、太宰府天満宮のよ

うに比較的有名で大きな観光地までの経路については、

案内情報がしっかり整備されていることが推測される。 

 

４．おわりに 

 本研究では、福岡市内の国道と県道を対象として案内

標識のデータベースを構築した。これを案内標識の誘導

効果評価システムに応用し、現状の案内情報の不備や改

善点を指摘できることを示した。今後は、あらゆるタイ

プのドライバーに対して計算を行うことや、より多くの

経路に対して、計算を行うことでネットワーク全体の評

価を行うことを考えている。ドライバーのタイプごとに

到達率を計算し、そのタイプの存在率を掛けて集計する

ことでドライバー全体での到達率を求めることができ、

また、多くの経路について計算をすることで、ネットワ

ーク上でドライバーが迷いやすい交差点を発見すること

ができる。さらに、冒頭で述べたようなドライバーの立

場でのデータベースの利用方法も検討していきたい。 
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図9 予定経路2 

図10 到達率の計算結果2 

図11 予定経路3 

図12 到達率の計算結果3 
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