
特集 自動車径路誘導システム

径路誘導の手法とシステム

高羽禎雄

1.はじめに

自動車を運転し，あるし、はタクシーを利用する

際に道に，迷ったり，遠回りをしたりすることは

誰もが経験することである.たとえ行先までの道

を知っていても，交通渋滞に遭遇して適当な代替

径路を知りたいと思うこともまた，しばしばある

であろう.径路誘導は，広義に言えば運転者がそ

の目的地へのより良い，あるいは最適の径路を選

択するよう援助し，勧告し，または指示すること

であって，道路があり，自動車またはこれと同様

の乗り物がある限り，欠くことのできない技術で

ある.

現代の都市道路網においては，限られた都市空

間の中にあって人々の活発な社会活動・生産活動

を支える必要に迫られて，交通の運用と管制の技

術が発達しつつある.東京では約4000の，またニ

ューヨークでは約1500の交差点の交通信号が電子

計算機で制御され，交差点での信号待ちによる遅

れの改善に貢献している.交通信号の電算機制御

による社会的便益は，東京の約8000交差点を対象

とするシステムを想定した場合，年間約 300 億円

と試算(1972)[ 1 ]されている.

しかし，交通信号制御は信号による交通阻害の

程度を軽減するいわば受身の制御であって，交差

点の容量を越える交通需要に対しては対処できな

たかばさだお東京大学

214 (10) 

い.このような場合に，自動車をその目的地に応

じて容量に余裕のある径路に誘導して，道路網の

限られた交通処理能力を積極的に活用することが

考えられている.本特集において後に紹介される

ように，東京都区部約l 雪00交差点を対象として径

路誘導を行なうものとすると，走行所要時間短縮

による便益が年間約 800 億円に上ると推定されて

おり，その社会的意義は少なからぬものがある.

このように，都市における自動車の径路誘導は，

交通管理者の目的と運転者の利益との融合をはか

った重要な制御手法の 1 つである.ここでは，径

路誘導制御の考え方と方法，その基礎となる交通

流配分計算の手法，自動車・地上開通信による各

種の径路誘導システムの比較等についてふれるこ

ととしたい.

2. 交通流と径路誘導制御

道路上を走行する多数の自動車によって形成さ

れる流れは交通流とよばれ，多くの観測結果の積

重ねから帰納され，導かれた交通流理論によって

説明されている.たとえば，交通量・密度・速度

の 3 つを基本的変数としてとらえると，密度に応

じて平均速度が低下し，その結果として交通量を

最大とする最適密度が存在することが示されてい

る.また，街路では，信号によって形成される車

群波の伝播によって待行列の消長が求められる.

交通流は，しかし同時に自動車利用者の目的に

従った行動の帰結であって，その交通需要に従っ
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て出発地と目的地(OD と略称される)，時間

帯，径路等が定められる.これらの多くは単

なる交通流観測からは知ることの困難なもの

があり，アンケート等による調査や既存の統

計データの分析，理論モテ事ル等にもとづいて

推定される.

街路にしても，高速道路にしても，過度の

渋滞は道路網の交通処理能力の低下を招くの

で，交通需要の抑制U，たとえば高速道路の入

路における閉鎖や流入調整等が必要とされ

る.街路においても直接的な流入制御ではな

いが，車線規制lや信号制御のやり方によって

類似の効果をあげることが可能である.

径路誘導制御は，従来個々の利用者が走行径路

を判断し，選択していたのに対し，道路交通シス

テムにとってより望ましい径路をとるように誘

導・指示するものであって，局地的に見れば渋滞

地点・地域への交通需要の抑制で、あり，全体とし

て見れば道路網の交通処理能力に余裕のある部分

の活用をはかることになる.

径路誘導制御を行なうには，一般につぎの 3 段

階を必要とする.

1) OD別交通需要の推定

出発地と目的地の定まった交通需要すなわちO

D交通量が，時間帯ごとにどれだけ発生するかを

推定する.

2) OD交通量の各径路への配分

システムで定められた評価関数{たとえば総旅

行時間)が最適となるようにOD交通量の各径路

への配分量を算出する.

3) 配分を実現するための自動車の径路誘導

2) で算出された配分量を実現するために，個々

の自動車に対し，取るべき径路を誘導・指示す

る.

図 l は，これらの各段階を実現するための種々

の方法とその組合せを示したものである.

しかしながら，現実の道路網にあってこの 3 段

階を忠実に辿ることは困難が多い.仮りに個々の

1980 年 4 月号

OD別交通
需要の推定

各径路への
交通量の配分

図 1 径路誘導制御の方法

個々の車両への

誘導情報の伝達

自動車の出発時刻にそのODが把握でき，的確な

径路指示が可能であっても，個々の車両の移動を

考えに入れた最適運行計画の決定はおそらく困難

であり，もう少し巨視的に見ても，交通需要の時

間的変動とそれに伴う待行列長等の状態変化，車

両の走行に伴う時間遅れ等を考慮すると，動的な

マルチコモディティフローとして取扱う必要があ

り，大規模な道路網における厳密解を得ることは

事実上不可能である.また，実際問題としてその

結果通りに個々の自動車を走行させる手段を欠い

ていることも考慮しなければならない.

道路に設置された車両感知器等により交通状況

を計測して現状を把握し，道路前方の渋滞状況を

電光式や字幕式の可変情報板で文字または図形表

示して知らせたり，渋滞地点や路線をラジオの交

通情報放送で報じたりすることは現在も広く行な

われている.渋滞地点が限定され，迂回路が取り

やすい場合には有効な方法であり，たとえば首都

高速道路の利用者を対象としたアンケート調査で

は，利用者の59%が事故による渋滞を知らされた

時には利用を断念し街路を走行すると答える等

[2 ]，径路選択に活用されている.

同様の手段で推奨径路を知らせることも，たと

えば横浜では市内を通過する 2 つの主要径路につ

いて矢印と“こんざっ"の文字で表示する電光式

可変情報板が使用され，ポルチモアでも実験され
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ている.東関東自動車道の延長を機会に成田空港

から都心への 2 つの主要径路についての広域的な

情報を提供しようとする計画[3 Jが進められてお

り，ニューヨーク外|のロングアイランドでも 1M

1 S とよばれるシステムによって道路網の総合的

運用に関する情報提供を行なう計画がある等，こ

のような方法での径路制御は今後も発展してゆく

ものと思われる.

自動車総合管制システムにおいて取られたよう

な，車載装置と地上のシステムとの間の情報交換

による個別径路誘導は，装置を搭載する自動車の

比率がかなりの割合を占めるに至った実用化の段

階では，対象道路網における総旅行時間の減少効

果が期待できるが，このシステムは車載ラジオや

可変情報板を用いるシステムに比してつぎのよう

な利点を有している.

1 ) 大規模で複雑な道路網についての径路誘導

を行なうことができる.

2) 個 h の自動車の目的地に応じた個別的な径

路誘導を行なうことができる.

3) 同一方面に向かう自動車を異なる径路に誘

導することによって交通量配分を実現するこ

とができる.

4) 自動車と地上との聞の情報交換によってO

D，径路選択の結果，道路区間および径路の

交通量，旅行時間等の情報を収集することが

でき，誘導結果，制御効果等の評価を行なう

ことができる.

3. 最短径路誘導と交通流配分

自動車を旅行時間の最も少ない径路へ誘導する

には，道路網を有向アークとノードの集合として

とらえ，各アークの所要走行時聞を与えて最短径

路問題を解き，その結果を指示すればよい.

最短径路問題は古くから多くの分野で興味がも

たれ，本特集でも述べられているように種々の解

法が知られている.たとえばネットワーク中の特

定ノード間あるいは特定ノード対全ノード間の最
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短径路探索には Dijkstra 法が，また全ノード聞

では Floyd 法等が有効とされている [4J. 

街路網における誘導の場合には，走行時間の一

部は交差点での待ち時間を含み，しかもその値は

直進・右左折等の行動によって異なる.したがっ

て，道路網のモデル化に当っては交差点をノード

とみなさず，有向アークの集合体として取り扱う

必要があり，自動車総合管制システムでは道路リ

ンクの片側をノードとみなす方法を取っている.

道路網の交通状況は時々刻々変化するので，そ

れに応じて動的に最短時間径路を指示するために

は，各アークの所要走行時間の推定・予測を行な

わねばならず，さらにそれぞれの自動車が各アー

グに到着するまでの時間遅れを考慮する必要があ

る.時間遅れを取り扱う方法として時間入り最短

径路探索のアルゴリズムが知られているが[4 J, 

本特集で紹介されるハードウェア・シミュレータ

のように経過時間に従って演算が進行するやり方

は 1 つの適切な方法であるといえよう.

個々の自動車が最短径路誘導に従うと，道路網

における交通流の総旅行時間も減少する効果を生

ずる.これには，誘導に従った自動車の旅行時間

短縮ばかりでなく，渋滞区間における需要交通量

の減少による他の自動車の遅れの改善も寄与す

る.その反面50%以上の自動車が最短径路誘導に

従うと，その結果が最短径路そのものに反映して

ハンチング現象をおこすことになる.その対策と

しては，現在ゐ最短径路と l 誘導周期前に算出さ

れた最短径路との聞で適当な比率で交通流を配分

する指数平滑型最短路誘導が効果のあることが知

られている[ 5 J. 第 h 番目までの最短径路を求め

るアルゴリズム [4 Jにより，複数の代替径路を指

示する方法も提案されている.

道路網で，いくつかの起終点間(ODベア)に需

要交通量が与えられた時，これをある最適基準に

従って各径路に振り分ける問題は交通流配分問題

とよばれている.たとえば，新しい道路を建設す

ると突通流が全体でどう変わるかを考えるには，
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個々の利用者が学習の結果，自己の旅行時間を最

小とするよう径路選択を行なうものとすると，同

ーのODベアをもっ径路の旅行時聞は径路交通量

が O でない限りすべて等しい均衡状態に到達する

ので，このような解を求めることが重要であり，

等時間配分問題とよばれて交通計画の分野で古く

からその解法が研究されている.一方，道路網に

おける総旅行時聞を最小とする配分は，最適配分

とよばれ，つぎのように定式化される[ 7 ]. 

道路網が有向グラフ G=[N， LJ (ただし nEN，

l 正 L はノードおよび有向アークとその集合)で表

わされ， ODベア WEW ごとの需要交通量 q柑が

各径路 p 巨 P四 cp (ただし P聞は W を起終点とす

る径路の，または P 全体の径路の集合)に径路交

通量 Fp として配分されるものとする. ここで各

アークの旅行時間 Tz がアーク交通量!z の関数，

Tz=Tz (五(1)

で与えられるとすると，最適配分は総旅行時間

z= 'E.!z Tz (fz) (2) 
ZeL 

を最小とする問題に帰着する.ただし，制約条件

!z= ~ ozpFp, 05:.!z5:.Uz l E L 
peP 

q叫~ Fp 
peP開

WEW  

(3) 

(4) 

であり ， Uz はアーク 1 の容量， ozP は径路 p がア

ーク J を含む時1，それ以外の時 O である.

この場合 Fp が求める変数となるが，径路の交

差・合流を考え，同ーのODベアまたは目的地D

をもっ流れを l つの品種(コモディティ)とみなす

と変数の数はそれに応じて減少する.何を変数と

するかは径路誘導の方法とも関連がある.

Dafermos[ 7 J 等はこの最適配分問題と，前述

の等時間配分問題とが適当な条件のもとで互いに

等価変換できることを示している.すなわち，ア

ークの旅行時間引の代りに限界径路コスト

dd!z) =--，ι[fz Td!z) J (5) 
d!z 

を用いると，最適配分問題は等時間配分問題に変

換され，逆に目的関数として，

1980 年 4 月号

z= ~ ¥'Z Tz(f)d! (6) 
ZeL JO 

を( 2 )式の代りに用いると，等時間配分問題は最

適配分問題に変換される.

これらの問題は，アーク旅行時間れが一定の

場合は線形計画問題，単調増加関数の場合は凸計

画問題として種々の解法が研究されている.たと

えば交通量対旅行時間 (fz-Tz )特性が線形または

区間線形の場合に代数方程式を用い有限回の繰返

し演算で厳密解を求める方法[ 8 Jがあり，非線形

の場合にも非線形計画法により最適解を求める方

法[9 Jがある.

等時間配分を求める能率の良い方法として，分

割法[IOJが知られている.これは，需要交通量を

n 等分し，前固まで、に配分されたアーク交通量か

ら定まるアーク旅行時間にもとづいて最短径路を

探索し，つぎの l/n の交通量を割付ける方法であ

って，近似解ではあるが収束演算を含まないため

に計算時聞が早い.分割の大きさを可変にして計

算時間を短縮する方法[11 ]も試みられている.

暫定的な割付けの後，最長径路の交通量の一部

を最短径路へ移してゆく方法 (Dafermos の方

法[ 7])や， 1 A法により，暫定的な可能解の一

部を差ヲ|いてこれを最短径路に再配分することを

繰返す方法[12J等も考えられている.

以上にあげたような交通流配分の手法を実際に

適用して径路誘導制御を行なうことを考えると，

つぎのような問題点が存在する.

1 ) 配分計算の基礎となる需要交通量について

精度の良い推定が必要である.

2) 所要計算時聞が最短径路誘導の場合に比べ

て l 桁程度以上長くなる.

3) 配分計算の結果を個々の自動車の径路誘導

に反映させる方法がやや複雑になる.

4) 需要交通量・待行列等の時間的変動，信号

機の影響，走行時間遅れ等，動的なシステムと

してとらえるべき要因が考慮されていない.

信号制御と径路誘導制御相互の関係については

いくつかの検討がなされ 2 径路への配分のよう
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(運転操作) (走行)

目的地情報

走行中に入手する情報

車両・地上聞
の交信

図 2 人間一自動車系における径路誘導情報の流れ

な簡単な問題については動的な性質を考慮した取

扱い[13J も試みられている.筆者らも 2) ， 3) の問

題点の解決のための 1 つのOD交通量またはD交

通量を単一の径路に配分する方法[14J ， 4) の問題

点を考慮した時間拡張ネットワークによる動的交

通流配分[15J等の提案を行なっているが，今後さ

らにシステムの具体的な形態を念頭に置いた理論

の展開が要望される.

4. 自動車・地上開通信による径路誘導システ

ム

人聞が自動車を運転して道路を走行する場合，

その情報伝達系を図 2 のようにとらえることがで

きる.この際に利用される情報の種類は，

1) 目的地点・現在地点を同定するもの

2) 道路網・交通状況・道路環境に関するもの

3) 目的地までの方向・距離・予測旅行時間等

4) 目的地までの推奨径路

ラ) 現土地点、における行動指示

等が考えられる.また，これらの情報の発生・伝

達の手段としては，

1) 運転者の知識・従来の経験，他人の助言，

地図，旅行案内書

2) 道路・建物等の景観，道路標識，可変情報

板

3) ラジオ放送，車両・地上開通信

4) 距離計，方位計，時計等による計測

等があげられる.

運転者はこれらの情報を図 2 に示すように事前

に，あるいは走行中に入手して行動を決定し，運

転操作を行ない，その結果を確認しつつ最終目的
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地に到達することになる.この際に径路誘導に必

要な情報処理過程は図 3 のように考えられる.

近年，世界各国では表 1 に示すように自動車・

地上間通信による各種の径路誘導システムの開発

が進められた.これらの方式を上記の情報処理過

程に照らしてその特徴をあげるとつぎのようにな

る.

DAIR および AWARE が地上から受け取る

情報は地点情報その他，いわば可変標識の範ちゅ

うにとどまるものであって，個別性に乏しい.

DAIR の与える行動指示情報は予め車上で用意

されたものであって動的な径路誘導機能に欠ける

うらみがある. Delft 工大方式のものは地上から

行動指示情報が送られる点で， ERGS 以下の諸

方式と同様であり，送信情報量，換言すれば所要

帯域幅の負担において，単方向通信を用いること

による通信手順と機器の簡単化をはかったものと

いえる.以上 3 方式はいずれも地上→車上の単方

向通信によるものであって，その共通する問題点、

としては地上において個々の自動車からの情報を

道路網・交通規制

交通状況・道路環境

現在地点・進行方向

走行距離・時 間

運転操作

図 3 径路誘導のための情報処理過程
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表 1 自動車・地上開通信による径路誘導システムの実例

国・機関・開発年! 機 能 ・ 特 徴
米国・ GM 各交差点での行動指示情報を車上の磁気カードに記憶し，道路上に埋設さ

1966 れた永久磁石の極性で示される交差点番号を読み取って右左折等を表示

オランダ |地上からすべての目的地についての行動指示情報を送出し，車上で自己の

1971 目的地に対応する情報を選択して右左折等を表示

英国・ TRRL 地上から前方または交差道路での障害や予想される遅れ，代替推奨径路等

1974 の情報を送出し，車上て寝示

米国・ DOT 車上から目的地コードを送出，地上で誘導テープルを検索して行動指示情

1967-70 報を返送，車上で16のセグメントの組合せで右左折等を表示

西独・ Siemens 向上，信号機と連動した速度表示を行ない，また，中央の計算機で直接制

1970 御した点が異なる.

西独 |一-
m 川上，高速道路を対象とした動的径路誘導をねらいとしている

日本・通産省 |向上，街路を対象として最短径路計算にもとづく動的径路誘導を行ない，

1973-79 また，交信地点と別の地点で行動指示情報を表示できるようにしている.

西独・研究技術省 |同上，高速道路を対象とし，交通流計測機能，車間距離監視，警告機能等

1977- と組合せている.

リアルタイムに収集する機能に欠けることがあげ

られる.

ERGS 以下の 5 方式はいずれも地上・車上間

の双方向個別通信を利用したものであり，昨今の

LSI 技術の進歩が機器の価格の負担を軽くして

いることからも，この方式の有利性が高まりつつ

ある.問題点としては，地上から自動車には行動

指示情報のみが与えられ，運転者が交通の状況や

選択された径路の全容を把握することが困難な点

で，現状との整合性や誤動作の影響という観点か

らは AWARE のような方式に劣ることがあげら

れる.この点についての懸念は，自動車総合管制

システム (CACS)のパイロット実験では表示板の

デザインと表示地点の選択等の工夫により解決さ

れ，払拭された観もあるが，なお今後も，行動指

示情報のみならず，関連道路の交通状況や径路情

報あるいは複数代替径路情報をも車上に伝達し，

運転者に行動選択の余地を残す方式等についても

検討することが望ましいと思われる.

5. おわりに

昭和52年 10月から 1 :カ年にわたって行なわれた

1980 年 4 月号

自動車総合管制j システムのパイロット実験は，都

市における自動車の個別径路誘導の実現可能性と

有用性を実証するとともに，車載電子機器という

道具によって多くの新しい交通流データを残し

Tこ.

このようなプロジェクトに参加し，あるいは触

発されて，昭和47年から約 4 年半の聞にわが国で

は径路誘導制御・交通流配分に関して50編の論文

が電気・電子通信・土木・交通工学等の各学会で

発表された[27].

径路誘導制御は可変情報板等を用いる従来から

の方法でも，また，自動車と地上との個別通信を

用いる新しい方法によっても，今後一層の発展を

遂げると考えられるので，交通流の特性や制御シ

ステムの機能，さらには自動車利用者の人間工学

的・社会的行動を含めた問題について，オベレー

ションズ・リサーチの分野での理論的研究がます

ます活発になることを期待してやまない.
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