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おり，中でも交通情報はお天気・気象
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ステムの構築運用を支援することで，
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地球環境への負荷軽減に貢献するもの
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今後は予測精度のさらなる向上に努

NTTサイバースペース研究所で開発し

づくより精度の高いナビゲーション機

めるとともに，さまざまなITS関連事

た交通予測技術のノウハウを活用した

能の提供が望まれています．

業者との協業の輪を広げることで，そ

長期用交通統計予測データベースを新

N T T データでは，N T T サイバース

のシナジーとして予測交通情報コンテ

たに開発し，リアルタイムVICS情報

ペース研究所が開発した旅行時間推計

ンツ市場のさらなる獲得を実現すべく

の配信を含めて，これまで多数のユー

技術を応用し，旅行時間情報未提供

取り組んでいきます．

ザへ，現況および予測交通情報の提供

道路の予測旅行時間情報を，蓄積さ
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利用者のより一層快適で効率的なクルマ
の移動をサポートするとともに，併せて地
球環境への負荷軽減にも貢献すべく，より
精度の高い予測技術の開発と予測交通情報
の普及を推進していきます．
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