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混雑課金のゲーム理論的分析
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本稿は，湯川 隼貴さんにより東京工業大学大学院
社会理工学研究科に提出した 2014年度修士論文
の概要をもとに，武藤が加筆修正したものである．
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1. 問題の説明と得られた結果

われわれが毎日直面している問題の一つに道路混雑
がある．道路混雑は道路利用者に疲労やストレスを与
えるだけでなく，経済損失や有害な排出ガスといった
問題も生じさせている．このような問題に対して，道
路利用に課金し，交通需要を抑制し分散させる政策が
あり，混雑課金や混雑税，ロードプライシングなどと
呼ばれている．
道路混雑を分析する基本モデルはいくつかあるが，

本研究ではボトルネックモデルを用いる．たとえば朝
の通勤ラッシュでは，道路利用者は家を出て会社に向
かう．ただし，経路上には単位時間当たりの通過交通
量に制限のあるところがあり，潜在的な混雑発生場所
（ボトルネック）となる．これがボトルネックモデルで
ある．図 1はボトルネックモデルのイメージ図であり，
中央の細くなった部分がボトルネックである．
本研究では，3期間のボトルネックモデルを用いる．

まず，課金がない場合に，通勤者が自分にとって都合
のよい時間帯に家を出ると交通が集中しボトルネック
クで渋滞が生じるナッシュ均衡（以下，単に均衡と記
す）に陥ってしまうこと，そして，この均衡状態は社
会的最適状態とはならないことを示す．次いで，均衡

図 1 ボトルネックの図示
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状態において社会的最適状態に到達するには，どのよ
うな混雑課金を行えばよいかを導く．

2. ボトルネックモデルと先行研究

ボトルネックモデルは Vickrey [1] と Hendrickson

and Kocur [2] が独立に提案したものであり，到着時
刻と混雑の長さに関心をもつ利用者が出発時刻を選択
する状況において，どのように混雑が発生するかの分
析に用いられた．彼らはまず混雑のない状況が社会的
に最適であることを示した．次いで，各利用者が独自
に出発時刻を選択する際，均衡においては混雑が発生
することを示すとともに，混雑のない状態を均衡とし
て実現する混雑課金スキームを提案した．しかしなが
ら，これらの先行研究は均衡状態の分析のみに
とどまっており，課金システムにより，どのようにして社
会的に最適な均衡に到達するかは明らかにされていな
かった．

3. 本研究の問題設定

本研究では，利用者の均衡外における行動も考慮に
入れ，ある均衡状態へ到達するよう利用者の行動を導く
混雑課金スキームを検討する．以下の分析では，Sand-
holm [3–5]が本研究とは別の問題において課金スキー
ムを分析した際に用いた，進化ゲームとポテンシャル
ゲームに基づくアプローチを用いる．
Sandholm [3–5]によるアプローチの概要は以下のと

おりである．課金後のゲームが，ポテンシャルゲーム
になるように課金スキームを設計する．このとき，こ
のゲームのポテンシャル関数がただ一つの最大化点を
もち，それが社会的最適状態になるとすると，社会的
最適状態がただ一つの均衡状態となる．もちろん，こ
のような課金スキームの存在が問題になる．もし存在
すれば，利用者それぞれの戦略の調整により，どのよ
うな初期状態からスタートしたとしても社会的最適状
態に到達する．
Sandholm [3]のポテンシャルゲームでは戦略集合は

有限集合と想定されているため，本研究では研究の出
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発点として 3期間からなるボトルネックモデルを分析
する．

4. 分析と結果

測度 1（たとえば，[0, 1] の閉区間）のプレイヤー
（通勤者）の集合を考え，全員がボトルネックを通過
して通勤すると仮定する．時刻の集合は {期間 1, 期
間 2,期間 3}で与える．全プレイヤーの始業時間は期
間 2 直後で共通とする．期間 3 に家を出発すれば，
明らかに始業時間に間に合わないことから，利用者
の戦略集合は S={期間 1, 期間 2} とする．戦略分布
x = (x1, x2) ∈ X = {x ∈ R2

+ : x1+x2 = 1}によっ
て，各期間に出発した利用者の数を表現する．R2

+ は
2次元の非負の実数ベクトルの集合である．
経路上のボトルネックでは，期間当たりのキャパシ

ティーがあり，期間 1と期間 2では 1/3，期間 3には
1とする．期間 3が多いのは，3期間で完結させるため
である．たとえば，期間 1に 1/2が出発したとすれば，
期間 1のキャパシティが 1/3のため 1/2− 1/3 = 1/6

が期間 1で待機し期間 2に到着することになる．また，
ボトルネック内では，First-in-First-out [FIFO] 原則
が成り立つものとする．これは，早い期間にボトルネッ
クに入った通勤者からボトルネックを通過していく，
という原則である．
ここで，期間 i = 1, 2 に家を出た通勤者がボトル

ネックを通って通勤する際の費用を Vickrey型の費用
関数 ci で定義する．j は到着する期間である．

ci = a(j − i) + b(2− j) j = 1, 2, j ≥ i

ci = a(j − i) + c(j − 2) j = 3

ここで，第 1項はボトルネックで待機することによる
費用，第 2項は始業時刻より早く到着する，もしくは遅
刻することによる費用である．また，ボトルネックモデ
ルにおける標準的なパラメーター条件：c > a > b > 0

が満たされるものとする．
各期間において発生する交通量がキャパシティーを

超えていれば（つまり xi > 1/2, i = 1, 2），同じ期間
にボトルネックを通過するものはランダムに選ばれる
と考え，期待費用を ECi と表すと，利得は Fi(xi) =

−ECi(xi), i = 1, 2となる．また，社会的な効率性を
ゲームで発生する総利得 F̄ (x) = x1F1(x1)+x2F2(x2)

で測ると，社会的な効率性は x1 = 1/3，x2 = 2/3で
最大化されることが示される． この分布を社会的最適

状態と呼ぶ．社会的最適状態では，期間 1には混雑は
発生しない．
課金を考えないゲームにおける唯一のナッシュ均衡

は x1 = 1, x2 = 0，つまりすべての利用者が期間 1に
出発するときであることが示される．この点は明らか
に社会的最適状態ではなく，混雑課金が必要になる．
本研究では，Sandholm [3–5] によるアプローチを用

いて，期間 1でのキャパシティーを超えた交通量に対
して課金を引き上げることにより，通勤者が期間 2に
出発時刻をシフトさせるように促す課金システムを設
計した．つまり，期間 1においてキャパシティーを超
えた交通量が発生する場合には課金を引き上げ，逆の
場合には課金を引き下げるような課金スキームである．
このスキームは，社会的最適状態では，先行研究で提
示されている混雑課金を離散化した形に到達するもの
になっており，本アプローチは先行研究との整合性を
もっていると考えられる．

5. 今後の課題

最後に今後の課題を述べる．本研究では 3期間のみ
を検討したが，実際にはもっと細かく区切られた時間
のなかで意思決定をしている．期間数が増えるにつれ
て解析的な分析は困難になるため，今後はシミュレー
ション分析が必要になる．また，最近 Cheung [6] は
Sandholm [3]のポテンシャルゲームを戦略集合が連続
集合となる場合に拡張しており，Cheung [6] を参考に
して，連続時間における混雑課金を分析することも今
後の研究の一つの方向である．

参考文献

[1] W. S. Vickrey, “Congestion theory and transport in-
vestment,” American Economic Review, 59, pp. 251–
260, 1969.

[2] C. Hendrickson and G. Kocur, “Schedule delay and
departure time decisions in a deterministic model,”
Transportation Science, 15, pp. 62–77, 1981.

[3] W. H. Sandholm, “Potential games with continuous
player sets,” Journal of Economic Theory, 97, pp. 81–
108, 2001.

[4] W. H. Sandholm, “Evolutionary implementation and
congestion pricing,” Review of Economic Studies, 69,
pp. 667–689, 2002.

[5] W. H. Sandholm, “Negative externalities and evolu-
tionary implementation,” Review of Economic Stud-
ies, 72, pp. 885–915, 2005.

[6] M.-W. Cheung, “Pairwise comparison dynamics for
games with continuous strategy space,” Journal of
Economic Theory, 153, pp. 344–375, 2014.

2016 年 10月号 Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.（29）663



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


