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(57)【要約】
【課題】新たな車群の判定方法を実現し、当該判定結果
を用いた新たな交通信号制御を行うこと。
【解決手段】交通信号制御機は、自交差点の流入路それ
ぞれについて、到着交通流予測情報に対して、判定期間
内に車群が存在するかの個別車群判定を判定期間をずつ
ずらしながら繰り返し、これらの個別車群判定の判定結
果を統合して車群を判定する。個別車群判定は、特定車
両の到着タイミングに基づく第１の個別車群判定と、到
着交通流予測情報に基づく第２の個別車群判定とを含む
。判定結果は車群判定テーブルに格納される。そして、
この車群の判定結果を用いて、信号制御パラメータを変
更する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所与の信号制御パラメータを用いて交通信号を制御する交通信号制御機であって、
　光ビーコンによる路車間通信の通信結果を用いて検出された中型車又は大型車である特
定車両の自交差点への流入情報を用いて、当該特定車両の自交差点への予測到着タイミン
グを予測する特定車両到着予測部と、
　自交差点への時系列の予測到着台数を示す到着予測交通流情報に基づき、前記予測到着
タイミングに続けて車両が到着する可能性のある連続時間範囲を車群の存在位置と判定す
る第１の車群判定部と、
　前記車群の存在位置を用いて前記信号制御パラメータを変更するパラメータ変更部と、
　を備えた交通信号制御機。
【請求項２】
　前記第１の車群判定部は、単位期間ごとに車両の到着可能性を判定し、前記予測到着タ
イミングに対応する単位期間に続けて、車両が到着する可能性のある連続する単位期間の
範囲を前記連続時間範囲と判定する、
　請求項１に記載の交通信号制御機。
【請求項３】
　前記到着予測交通流情報に対して所定期間分の判定期間をずらしながら設定して各判定
期間内での車群の存在を判定する第２の車群判定部と、
　前記第１の車群判定部の判定結果、および、前記第２の車群判定部の判定結果を統合す
る統合部と、
　を更に備えた請求項１又は２に記載の交通信号制御機。
【請求項４】
　前記判定期間は、３秒以上１０秒以下の期間である、
　請求項３に記載の交通信号制御機。
【請求項５】
　近隣交差点からの流出交通流の情報を取得して前記到着予測交通流情報を予測する予測
部、
　を更に備えた請求項１～４の何れか一項に記載の交通信号制御機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号制御パラメータを用いて交通信号を制御する交通信号制御機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　交差点における交通信号制御の一つとして、複数の車両で構成される車群を検出し、車
群が優先的に交差点を通過できるよう、例えば青時間の延長といった信号制御パラメータ
の変更を行う車群感応制御が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２２１６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車群の検出方法としては、上述の特許文献１に開示されているように、車両
感知器によって感知された車両の車頭間隔及び走行速度から判定する方法が一般的であっ
た。しかし、この方法は車両感知器によって感知された車両１台１台に基づいて車群を判
定している。このため、車両感知器に全てを依存する交通信号制御であるともいえた。ま
た、従来の車群判定方法は、前後の車両にのみ着目して車群が続いているかを判定する方
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法であるため、少しでも条件に満たない車両間隔があるとその瞬間で車群が切れてしまい
、全体として１つの車群と捉えることができるにも関わらず、車群がぶつ切りとなり、短
い車群が連続していると判定される場合もあった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、新たな車
群の判定手法を実現し、当該判定結果を用いた新たな交通信号制御を行う技術を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための第１の発明は、
　所与の信号制御パラメータを用いて交通信号を制御する交通信号制御機であって、
　光ビーコンによる路車間通信の通信結果を用いて検出された中型自動車又は大型自動車
である特定車両の自交差点への流入情報を用いて、当該特定車両の自交差点への予測到着
タイミングを予測する特定車両到着予測部と、
　自交差点への時系列の予測到着台数を示す到着予測交通流情報に基づき、前記予測到着
タイミングに続けて車両が到着する可能性のある連続時間範囲を車群の存在位置と判定す
る第１の車群判定部と、
　前記車群の存在位置を用いて前記信号制御パラメータを変更するパラメータ変更部と、
　を備えた交通信号制御機である。
【０００７】
　この第１の発明によれば、特定車両の自交差点への予測到着タイミングに基づいて車群
を判定することができる。特定車両は安全運転を遵守し、加減速が緩やかな傾向にあるた
め、特定車両の後方に車両が続いている場合が多い。そこで、特定車両を１つの目安とし
て車群を判定する。具体的には、光ビーコンによる路車間通信の通信結果を用いて検出さ
れた特定車両の自交差点への予測到着タイミングを予測し、特定車両の自交差点への予測
到着タイミングに続けて車両が到着する可能性のある連続時間範囲を、車群の存在位置と
判定する。従って、従来手法とは全く異なる新たな車群の判定方法を実現することができ
る。また、特定車両を車群の先頭として扱うことで、例えば、特定車両に続く一群の車群
を優先的に通過させるように交差点の交通信号を制御することが可能となる。
【０００８】
　より具体的には、第２の発明として、第１の発明の交通信号制御機であって、
　前記第１の車群判定部が、単位期間ごとに車両の到着可能性を判定し、前記予測到着タ
イミングに対応する単位期間に続けて、車両が到着する可能性のある連続する単位期間の
範囲を前記連続時間範囲と判定する、
　交通信号制御機を構成しても良い。
【０００９】
　第３の発明として、第１又は第２の発明の交通信号制御機であって、
　前記到着予測交通流情報に対して所定期間分の判定期間をずらしながら設定して各判定
期間内での車群の存在を判定する第２の車群判定部と、
　前記第１の車群判定部の判定結果、および、前記第２の車群判定部の判定結果を統合す
る統合部と、
　を更に備えた交通信号制御機を構成しても良い。
【００１０】
　この第３の発明によれば、特定車両に続く一群の車群を判定する判定結果とは別のロジ
ックで車群を判定し、それぞれの判定結果を統合して最終的な車群判定を行うことができ
る。具体的には、到着交通流予測情報に対して、判定期間をずらしながら設定して各判定
期間内での車群の存在を判定する別のロジックを追加することができる。
【００１１】
　第４の発明として、第３の発明の交通信号制御機であって、
　前記判定期間は、３秒以上１０秒以下の期間である、
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　交通信号制御機を構成しても良い。
【００１２】
　この第４の発明によれば、判定期間を３秒以上１０秒以下の期間とすることができる。
判定期間は、その一部が重なるようにずらしながら設定される。そして、各判定期間内で
の車群の判定結果が統合されて車群が判定される。従って、判定期間をどの程度の長さと
するかは、車群の判定に重要な要素となる。第４の発明によれば、判定期間を、短過ぎず
長過ぎない好適な長さとすることができる。
【００１３】
　第５の発明として、第１～第４の何れかの発明の交通信号制御機であって、
　近隣交差点からの流出交通流の情報を取得して前記到着予測交通流情報を予測する予測
部、
　を更に備えた交通信号制御機を構成しても良い。
【００１４】
　この第５の発明によれば、近隣交差点からの流出交通流の情報を取得して到着交通流を
予測する、いわゆる自律分散型の交通信号制御機において、第１～第４の発明と同様の作
用効果を奏する新しい車群の判定手法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】交通信号制御機の設置例。
【図２】第１の個別車群判定の説明図。
【図３】第２の個別車群判定の説明図。
【図４】車群判定の説明図。
【図５】信号制御パラメータの一例。
【図６】停止台数の算出の説明図。
【図７】交通信号制御機の機能構成図。
【図８】交通信号制御処理のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
［システム構成］
　図１は、本実施形態の交通信号制御機１０の設置例である。図１において、交通信号制
御機１０が制御対象とする交差点１は、主道路と従道路とが交差して４つの流入路Ａ～Ｄ
を有する十字交差点である。流入路Ａ～Ｄそれぞれには、該流入路から交差点１へ進入す
る車両交通を対象とする車両用信号灯器２０と、光ビーコン装置３０と、が設置されてい
る。なお、図１は交差点１の一例であり、十字交差点に限らず、例えば三叉路交差点やＴ
字交差点といった他の形状の交差点についても本実施形態を同様に適用可能である。
【００１７】
　車両用信号灯器２０は、交差点１近傍の路側に設置された柱等の上部に、対象の車両交
通に対面するように設置されている。車両用信号灯器２０の表示灯色は、交通信号制御機
１０によって制御される。
【００１８】
　光ビーコン装置３０は、光ビーコン制御機と、対象の流入路における所定位置に通信対
象エリアを定めた投受光器とを有する。光ビーコン装置３０は、通信対象エリア内に位置
した車両に搭載されている車載機との間で、光信号による路車間通信を行い、車載機から
、当該車載機に固有の識別番号である車載機ＩＤを取得する。また、光ビーコン装置３０
は、電話回線等の通信回線を介して交通管制システムの中央装置５０と通信接続されてお
り、取得した車載機ＩＤを、光ビーコン装置３０の設置位置を示す情報や取得時刻等と対
応付けて、中央装置５０へ送信する。
【００１９】
　中央装置５０は、光ビーコン装置３０から取得した車載機ＩＤから、該当する車載機が
搭載された車両種別を識別し、識別した車両がいつどの地点を通過したかといった車両通
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行情報を生成することができる。識別する車両種別には、小型自動車、中型自動車、大型
自動車といった道路交通法に基づく車両分類や、バス（乗合自動車）であるか否か、トラ
ック（貨物自動車）であるか否かとった自動車の用途区分が含まれ、これらの情報が車両
通行情報に含まれる。
【００２０】
　なお、本実施形態では説明の簡明化のため、全ての流入路Ａ～Ｄに光ビーコン装置３０
が設置されていることとして説明するが、主道路のみに設置されるなど、一部の方路にの
み設置される場合も本発明を適用可能である。
【００２１】
　交通信号制御機１０は、何れかの車両用信号灯器２０が取り付けられた柱の下方やその
近傍に設置され、車両用信号灯器２０、及び、中央装置５０それぞれと、有線又は無線に
よって通信接続されている。交通信号制御機１０は、自律分散型の交通信号制御機であり
、隣接交差点１Ｂ，１Ｂ，１Ｂ，１Ｂの交通信号制御機１０Ｂ，１０Ｂ，１０Ｂ，１０Ｂ
から受信した流出交通流予測情報をもとに、例えば５分以内といった近い将来の自交差点
１の到着交通流を予測し、予測した到着交通流をもとに自交差点１の信号制御パラメータ
を変更する。交通信号制御機１０の制御対象の交差点１のことを以下適宜「自交差点」と
いう。
【００２２】
　また、交通信号制御機１０は、自交差点１への流入路Ａ～Ｄに設置された光ビーコン装
置３０に係る車両通行情報を取得し、取得した車両通行情報から、特定車両が自交差点１
へ向かっているかを検出する。そして、特定車両の自交差点１への到着タイミングを予測
する。特定車両とは、バスやトラック等の中型自動車又は大型自動車のことである。従っ
て、交通信号制御機１０は、光ビーコンによる路車間通信の通信結果を用いて特定車両が
自交差点１へ流入する流入情報を検出し、この流入情報を用いて特定車両の自交差点１へ
の到着タイミングを予測する、ともいえる。
【００２３】
　また、本実施形態の交通信号制御機１０は、到着交通流の予測情報と、特定車両の到着
情報と、を用いて車群を判定する。そして、判定した車群の情報を参照して、交差点１に
おける車両の停止台数を少なくするように信号制御パラメータを変更する。
【００２４】
［原理］
　本実施形態の原理を説明する。
　先ず、自交差点に到着する車群を流入路ごとに判定する。図２～図４は、車群判定を説
明する図であり、ある一つの流入路についての車群判定を示している。車群は、当該流入
路の到着交通流予測情報と、特定車両到着情報とをもとに判定する。到着交通流予測情報
は、当該流入路から自交差点へ流入する到着交通流を予測した情報であり、停止線の位置
を０秒目（図中の「０～１ｓ」に対応）として、単位時間である１秒毎に区切った単位期
間毎の到着車両台数を時系列に示して構成される。この到着交通流予測情報は、上流交差
点から自交差点への流出交通流予測情報を、交差点間の旅行時間分だけオフセットした上
で、各単位期間内での到着車両台数の和として得られる。また、単位期間内の到着車両台
数は、流出交通流予測情報に基づくため、直進右左折といった流出方向別の確率が乗算さ
れて表される。そのため、小数を取り得る。したがって、到着交通流予測情報は、例えば
、「０．０」，「０．８」，「０．０」，「０．５」・・・といった単位期間ごとの数値
情報となる。
【００２５】
　また、特定車両到着情報は、当該流入路から自交差点に到着する特定車両の情報であり
、停止線の位置を０秒目として、単位期間毎の特定車両の到着台数を時系列に示して構成
される。この特定車両の到着台数は、中央装置５０から取得した車両通行情報に基づいて
検出した特定車両の自交差点１への流入情報に基づいて判定することができ、「０」，「
１」といった整数となる。
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【００２６】
　また、本実施形態の特徴の１つとして、判定期間という概念を導入する。具体的には、
到着交通流予測情報に対してＮ秒間の判定期間をＭ秒（Ｎ＞Ｍ）ずつずらしながら設定し
て、各判定期間内での車群の存在を判定し、各判定期間の判定結果を統合することで車群
の全容を判定する。判定期間は、長過ぎず短過ぎない、有る程度の長さの車群と判断でき
る長さとして、３秒以上１０秒以下とする。本実施形態では、判定期間の長さを５秒（＝
Ｎ）、すなわち５つの単位期間で１つの判定期間を構成することとする。また、Ｍ秒を１
秒、すなわち単位期間１つ分とする。また、各判定期間に係る車群が存在するかの判定を
「個別車群判定」と称する。最終的な車群判定の結果は、車群判定テーブルとして生成さ
れる。個別車群判定には、第１の個別車群判定と、第２の個別車群判定とがある。
【００２７】
　第１の個別車群判定について説明する。
　図２は、第１の個別車群判定を説明する図である。図２に示すように、第１の個別車群
判定では、特定車両到着情報に基づいて、対象となる判定期間内に特定車両が存在する場
合に、当該判定期間内に車群が存在する（車群在り）と判定する。そして、車群在りと判
定した判定期間については、当該判定期間内の単位期間のうち、特定車両が存在する最初
の単位期間を先頭とし、同じ判定期間について到着交通流予測情報での到着車両台数が所
定の台数条件（本実施形態では、０台を超えることを本条件とする。）を満たす最後の単
位期間を末尾として、先頭から末尾までの連続する単位期間を、当該判定期間内の車群と
判定する。つまり、特定車両に続けて車両が到着する可能性のある連続する単位期間であ
る連続時間範囲を、車群の存在位置と判定する。
【００２８】
　図２（ａ）では、１～５秒目の判定期間について第１の個別車群判定を行った例を示し
ている。１～５秒目の判定期間内の１秒目（図中の「１～２ｓ」）の単位期間に特定車両
が存在しており、車群在りと判定する。そして、特定車両が存在する最初の単位期間が１
秒目（図中の「１～２ｓ」）であり、同じ判定期間について到着交通流予測情報では、所
定の台数条件を満たした最後の単位期間が５秒目（図中の「５～６ｓ」）であるため、１
～５秒目の期間を車群と判定する。
【００２９】
　また、図２（ｂ）では、５～９秒目の判定期間について第１の個別車群判定を行った例
を示している。５～９秒目の判定期間内には特定車両が存在しないため、第１の個別車群
判定では、この期間は車群無しと判定する。
【００３０】
　次に、第２の個別車群判定について説明する。
　図３は、第２の個別車群判定を説明する図である。図３に示すように、第２の個別車群
判定では、到着交通流予測情報において、対象とする判定期間内の到着車両台数の合計が
所定の判定閾値台数（本実施形態では、３台（より正確には３．０台）とする。）以上で
ある場合に、当該判定期間内に車群が存在する（車群在り）と判定する。ここで、到着交
通流予測情報における各単位期間の到着車両台数は、上流交差点の流出方向別の確率に基
づく「０．８台」といった小数値で表されている。
【００３１】
　そして、車群在りと判定した判定期間については、当該判定期間内の単位期間のうち、
到着車両台数が所定の台数条件（本実施形態では、０台を超えることを本条件とする。）
を満たす最初の単位期間を先頭とし、台数条件を満たす最後の単位期間を末尾として先頭
から末尾までの連続する単位期間を当該判定期間内の車群と判定する。
【００３２】
　図３（ａ）では、３～７秒目の判定期間について第２の個別車群判定を行った例を示し
ている。３～７秒目の判定期間内の到着車両台数の合計は３．２台であるため、判定閾値
台数である３．０台以上の条件を満たし、車群在りと判定する。また、到着車両台数が所
定の台数条件を満たした最初の単位期間は３秒目（図中の「３～４ｓ」）であり、所定の
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台数条件を満たした最後の単位期間は６秒目（図中の「６～７ｓ」）であるため、第２の
個別車群判定では３～６秒目の期間を車群と判定する。同様に、図３（ｂ）では、７～１
１秒目の判定期間について第２の個別車群判定を行った例を示している。７～１１秒目の
判定期間内は、到着車両台数の合計が１．１台であり、判定閾値台数である３．０台以上
の条件を満たさないため、第２の個別車群判定では、この判定期間は車群無しと判定する
。
【００３３】
　このような判定期間毎の第１，第２の個別車群判定を行った後、判定結果を統合し、最
終的な車群判定結果とする。その例を図４に示す。図中の左側に到着交通流予測情報、及
び、特定車両到着情報を示し、一部重複させながらずらして設定した各判定期間の第１の
個別車群判定及び第２の個別車群判定の結果を図の中央に示す。各個別車群判定の結果を
、対応する単位期間ごとに通算（ＯＲ条件で統計結合処理）し、いずれかの個別車群判定
で“車群在り”と判定されていれば、当該単位期間を“車群在り”と判定する。図の右側
に最終的な車群判定結果である車群判定テーブルを示す。
【００３４】
　車群判定テーブルは、単位期間それぞれについて、各個別車群判定の判定結果を統合し
た集計結果となるため、停止線の位置を０秒目とした、単位期間である１秒毎に車群が在
るか否かを時系列に示す情報となる。
【００３５】
　個別車群判定として第１の個別車群判定と第２の個別車群判定との２種類を行っている
ため、それぞれの判定結果は異なる場合がある。例えば、０～４秒目の判定期間での判定
結果は、第１の個別車群判定では車群在りであるが、第２の個別車群判定では車群無しで
ある。第１の個別車群判定では、判定期間内に特定車両が存在するかによって車群を判定
し、第２の個別車群判定では、判定期間内の予測到着台数が所定の判定閾値台数以上であ
るかによって車群を判定する。つまり、判定期間内に特定車両が存在する場合には、判定
期間内の予測到着台数が判定閾値台数に満たない場合であっても、必ず「車群在り」と判
定することになる。特定車両は安全運転を遵守し、加減速が緩やかな傾向にあるため、特
定車両の後方に車両が続いている場合が多い。そこで、特定車両を目安に、特定車両が存
在する場合には、車群在りと判定するのである。
【００３６】
　また、後述するように車群判定結果を用いて信号制御パラメータを変更するため、例え
ば、車群を優先的に交差点を通過させるような信号制御を実現することができる。車群の
先頭が特定車両であるならば、なるべく特定車両を通過させる信号制御とすることによっ
て、当該交差点を含む道路交通全体としての交通流を円滑に促す仕組みとすることができ
る。
【００３７】
　また、本実施形態の車群判定では、単位期間ずつずらした複数の判定期間それぞれに対
して個別車群判定を行っている。つまり、最初の０秒目の単位期間などの例外はあるが、
基本的に、各単位期間について複数回の個別車群判定が行われることとなる。したがって
、ある判定期間では車群在りと判定されない単位期間であっても、別の判定期間では同じ
単位期間が車群在りと判定される場合が起こり得る。走行中の車両は、当然、車間をとっ
て走行しているため、その車間の長さを車群が続いていると捉えるか、車群が切れたと捉
えるかは判定基準次第となる。しかし、従来の車群判定手法では、その車間のスペースに
対して僅か１回しか判定しなかった。これに対して、本実施形態では、各単位期間に対し
て複数の個別車群判定が行われる。このため、車群と判断される可能性が高まり、全体的
に車群と捉える尤度（適合性ともいえる）を向上させることができる。
【００３８】
　次に、信号制御パラメータの変更の原理について説明する。
　自交差点の交通信号制御機１０は、上述した車群判定結果を用いて、信号制御パラメー
タを変更する。具体的には、複数の信号制御パラメータ候補（仮の信号制御パラメータ）
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それぞれに従った簡易的な信号制御シミュレーションを行う。そして、１サイクルにおけ
る自交差点の停止台数を選択基準の一つとして、所定の最良条件を満たす信号制御パラメ
ータ候補を選択し、選択した信号制御パラメータ候補に従った信号制御パラメータに変更
して自交差点の交通信号を実際に制御する。
【００３９】
　順を追って信号制御パラメータの変更手法について説明する。図５（ａ）は、交通信号
制御機１０の制御対象である自交差点における現示階梯表の一例を、図５（ｂ）は図５（
ａ）の現示階梯を実現するための制御パラメータの変更範囲の一例を示す。図５（ａ）に
よれば、自交差点の交通信号制御として、主道路に通行権を与える現示１φと、従道路に
通行権を与える現示２φとを交互に表示するように定められている。現示１φは、主道路
青（階梯１）、主道路黄（階梯２）、全赤（階梯３）の３つの階梯（ステップ）で構成さ
れ、現示２φは、従道路青（階梯４）、従道路黄（階梯５）、全赤（階梯６）の３つの階
梯で構成される。つまり、１サイクルは６つの階梯で構成される。本実施形態では、信号
制御パラメータは、サイクル長を固定とし、スプリットを変更可能とする。すなわち、ス
プリットに係るパラメータを変更することで、信号制御パラメータを変更するとして説明
する。スプリットは、青信号である階梯１，４の表示秒数を変更することで変更される。
階梯１，４の表示秒数は所定秒数の範囲内で１秒単位で変更することができる。但し、サ
イクル長を一定とするため、階梯１の表示秒数を長くする場合には、階梯４の表示秒数を
短くする。複数の信号制御パラメータ候補は、このようなスプリットに係るパラメータを
変更した信号制御パラメータである。
【００４０】
　次に、信号制御パラメータ候補それぞれに基づく簡易的な信号制御シミュレーションを
行う。信号制御シミュレーションは、自交差点への各流入路について、到着交通流予測情
報及び車群判定結果を用いて時系列の滞留台数を予測して行う。但し、車群に係る滞留台
数については加重算出する。そして、時系列の滞留台数のうち、通行権が付与される信号
になる直前の滞留台数を停止台数として、少なくとも信号サイクル１回分の全流入路の全
停止台数を算出する。
【００４１】
　車群に係る滞留台数について加重算出する理由は、環境負荷を軽減するためである。ガ
ソリン自動車の排出ガス量は、定速走行時よりも加速走行時の方が多いことが知られてい
る。また、電気自動車やハイブリッド自動車、停止時にアイドリングストップする自動車
であったとしても、停止から発進して一定速度に至るまでには、停止せずに通過するより
も多くのエネルギーを消費する必要があるため、環境負荷が高くなる。そこで、総合的な
環境負荷を低減させるために、本実施形態では、車群に係る滞留台数については加重する
こととする。
【００４２】
　具体例を挙げて説明する。図６は、停止台数の算出までの処理手順を説明する図である
。図６では、ある一つの流入路についての停止台数の算出を示している。到着交通流予測
情報と、流出可否テーブルと、車群判定テーブルとに基づいて、単位期間毎に滞留台数を
算出する。
【００４３】
　流出可否テーブルは、当該流入路に通行権（自交差点への進入権）が与えられている場
合を「可」、与えられていない場合を「不可」として、単位期間毎に通行権が付与されて
いるか否かを時系列に示した情報である。流出可否は、信号制御パラメータ候補によって
定められ、対応する時刻の現示が青信号ならば流出が可能で「可」、それ以外ならば流出
が不可能で「不可」と設定される。
【００４４】
　そして、単位期間毎に、流出可否が「可」ならば、直前の単位期間の滞留台数に処理対
象の単位期間の到着車両台数を加算するとともに、単位時間当たりの所定の流出台数（本
実施形態では、１．０台とする）を減算して、処理対象の単位期間の滞留台数を算出する
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。また、流出可否が「不可」ならば、直前の単位期間の滞留台数に処理対象の単位期間の
到着車両台数を加算して、滞留台数を算出する。また、処理対象の単位期間の到着車両台
数を加算する際、車群判定テーブルにおいて「車群在り」と判定されている単位期間につ
いては、到着車両台数に所定の重み係数ｋ（本実施形態では、ｋ＝２とする）を乗じて加
重した台数を加算する。重み係数ｋを“２”としたが、これは一例であり、１より大きい
数であれば“１．５”や“３”などでもよい。また、第１の個別車群判定結果と、第２の
個別車群判定結果とのどちらで「車群在り」と判定されたかで、重み係数ｋの値を異なる
値としてもよい。例えば、第１の個別車群判定結果で「車群在り」と判定された単位期間
については重み係数ｋ１、第２の個別車群判定結果で「車群在り」と判定された単位期間
については重み係数ｋ２、両方の判定結果で「車群在り」と判定された単位期間について
は重み係数ｋ３とする。このとき、ｋ３は、ｋ１とｋ２のうちの大きい方の値とすること
ができる。また、ｋ１＞ｋ２とすると、第１の個別車群判定結果を重視することができる
。
【００４５】
　そして、単位期間毎の滞留台数を算出すると、通行権が付与される信号になる直前、す
なわち、流出可否が「不可」から「可」に遷移する直前の単位期間の滞留台数を、停止台
数とする。図６では、流出可否は、１１秒目までは「不可」であり、１２秒目に「可」に
遷移しているので、１１秒目（図６の「１１～１２ｓ」）の単位期間の滞留台数が停止台
数となる。
【００４６】
　この停止台数の算出を全ての流入路それぞれについて行う。そして、流入路別の停止台
数の合計を、その１つの信号制御パラメータ候補に係る自交差点の全停止台数とする。こ
れを信号制御パラメータ候補それぞれについて実行する。そして、信号制御パラメータ候
補のうち、全停止台数が最小となる信号制御パラメータ候補を、交通信号制御に用いるパ
ラメータとして選択する。
【００４７】
　なお、停止台数の算出は、信号サイクル１回分の間の停止台数として説明するが、信号
サイクル複数回分の停止台数を求めることとしてもよいことは勿論である。
【００４８】
　このように、信号サイクルの整数回数分の全ての流入路に係る停止台数の合計が最も小
さくなる信号制御パラメータ候補を、実際の交通信号制御に用いるパラメータとするため
、総合的に環境負荷が小さくなる信号制御を実現することができる。車群を途切れさせる
ことなく通過できるような信号制御としたり、主道路に優先的に通行権を付与するような
信号制御とするといった、部分的・断片的な信号制御技術とは異なり、交差点に係る交通
を総合的に勘案した特異な信号制御を実現することができる。
【００４９】
［機能構成］
　図７は、交通信号制御機１０の機能構成を示すブロック図である。図７によれば、交通
信号制御機１０は、機能的に、操作部１０２と、表示部１０４と、時計部１０６と、通信
部１０８と、処理部２００と、記憶部３００とを備えて構成される。
【００５０】
　操作部１０２は、例えばボタンスイッチやタッチパネル等の入力装置で実現され、交通
信号制御機１０の管理者の操作に応じた操作信号を処理部２００に出力する。表示部１０
４は、例えばＬＣＤやタッチパネル等の表示装置で実現され、処理部２００からの表示信
号に従った各種表示を行う。なお、操作部１０２や表示部１０４は、交通信号制御機１０
の筐体内に収められており、歩行者等の一般人が操作・視認することはできない。
【００５１】
　時計部１０６は、現在時刻や、指定タイミングからの経過時間の計時を行う。通信部１
０８は、有線或いは無線の通信装置で実現され、外部装置（主に、隣接交差点の交通信号
制御機１０Ｂや中央装置５０）との間で有線通信又は無線通信を行う。
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【００５２】
　処理部２００は、例えばＣＰＵ等の演算装置で実現され、記憶部３００に記憶されたプ
ログラムやデータ、隣接交差点の交通信号制御機１０Ｂからの受信情報、中央装置５０か
らの車両通行情報等に基づいて、交通信号制御機１０の全体制御を行う。また、処理部２
００は、到着交通流予測部２０２と、流出交通流予測部２０４と、特定車両到着予測部２
０６と、車群判定部２０８と、パラメータ変更部２１４と、信号制御部２１６と、を有す
る。
【００５３】
　到着交通流予測部２０２は、隣接交差点の交通信号制御機１０Ｂから受信した隣接交差
点の流出交通流予測情報３０４をもとに、自交差点の流入路それぞれについて到着交通流
を予測して到着交通流予測情報３０６を生成する。具体的には、流入路それぞれについて
、対応する上流交差点からの流出交通流を交差点間の旅行時間だけ遅らせて到着交通流と
する。
【００５４】
　流出交通流予測部２０４は、到着交通流予測部２０２によって予測された到着交通流（
到着交通流予測情報３０６）と、パラメータ変更部２１４により変更・設定された信号制
御パラメータ（設定信号制御パラメータ３３０）とをもとに、自交差点から各方路への流
出交通流を予測して、流出交通流予測情報３０８を生成する。具体的には、流出可能な各
方路それぞれについて、所定の時間範囲内の単位期間毎に、信号制御パラメータから通行
権が与えられているか否かを判断して滞留台数を算出するとともに、予め定められた進行
方向別（右左折・直進など）の進行率に従って進行方向別の流出交通流を算出する。生成
した流出路別の流出交通流予測情報３０８は、下流交差点の交通信号制御機１０へ送信さ
れる。
【００５５】
　特定車両到着予測部２０６は、自交差点の流入路それぞれについて、中央装置５０から
取得した車両通行情報（光ビーコンによる路車間通信の通信結果ともいえる）をもとに特
定車両の自交差点１への流入を検出して、特定車両の自交差点への到着タイミングを予測
し、特定車両到着情報３１０を生成する。
【００５６】
　車群判定部２０８は、第１の車群判定部２１０と、第２の車群判定部２１２と、を有す
る。
【００５７】
　第１の車群判定部２１０は、流入路それぞれについて、到着交通流予測部２０２によっ
て予測された到着交通流（到着交通流予測情報３０６）と、特定車両到着予測部２０６に
よって予測された特定車両（特定車両到着情報３１０）とに基づいて車群を判定する。具
体的には、到着交通流予測情報３０６、及び、特定車両到着情報３１０に対して、判定期
間内に車群が存在するかを判定する第１の個別車群判定を、判定期間を単位期間である１
秒ずつずらしながら繰り返し行う。第１の個別車群判定では、特定車両到着情報３１０に
おいて、判定期間内に特定車両が存在するか否かによって、当該判定期間内の車群の在り
／無しを判定し、車群在りと判定した場合には、判定期間内の単位期間のうち、特定車両
が存在する最初の単位期間から、到着交通流予測情報３０６において到着車両台数が所定
の台数条件を満たす最後の単位期間までの期間を、車群と判定する（図２参照）。
【００５８】
　第２の車群判定部２１２は、流入路それぞれについて、到着交通流予測部２０２によっ
て予測された到着交通流（到着交通流予測情報３０６）に基づいて車群を判定する。具体
的には、到着交通流予測情報３０６に対して、判定期間内に車群が存在するかを判定する
第２の個別車群判定を、判定期間を単位期間である１秒ずつずらしながら繰り返し行う。
第２の個別車群判定では、到着交通流予測情報３０６において、判定期間における到着車
両台数の合計が所定の判定閾値台数以上であるか否かによって、当該判定期間内の車群の
在り／無しを判定し、車群在りと判定した場合には、判定期間内の単位期間のうち、到着
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車両台数が所定の台数条件を満たす最初の単位期間から、所定の台数条件を満たす最後の
単位期間までの期間を、車群と判定する（図３参照）。
【００５９】
　そして、車群判定部２０８は、第１の車群判定部２１０による第１の個別車群判定の判
定結果と、第２の車群判定部２１２による第２の個別車群判定の判定結果と、を統合して
、最終的な車群判定である車群判定テーブル３１２を生成する（図４参照）。
【００６０】
　パラメータ変更部２１４は、流入路別の到着交通流予測情報３０６、及び、車群判定テ
ーブル３１２に基づいて、自交差点に係る交通信号制御パラメータを変更する。具体的に
は、先ず、信号制御パラメータの値を所定範囲内で変更して、複数の信号制御パラメータ
候補を生成する。信号制御パラメータのうち、変更可能なパラメータの種類やその変更範
囲は、パラメータ設定範囲情報３１６として記憶されている。本実施形態では、サイクル
長を固定とし、青信号の表示時間を変更してスプリットを変更することとする（図５参照
）。
【００６１】
　そして、これらの信号制御パラメータ候補それぞれについて、自交差点での１サイクル
における全停止台数を算出する。すなわち、流入路それぞれについて、信号制御パラメー
タ候補に従って単位期間ごとに流出可否を判定して流出可否テーブル３２２を生成し、到
着交通流予測情報３０６と、車群判定テーブル３１２と、流出可否テーブル３２２とをも
とに、単位期間毎の滞留台数を算出する。このとき、車群と判定されている単位期間につ
いては、到着車両台数に所定の重み係数ｋを乗じて滞留台数に加算する。そして、全ての
流入路それぞれの停止台数の合計を、自交差点の全停止台数とする。全ての信号制御パラ
メータ候補について全停止台数を算出すると、全停止台数が最小となる信号制御パラメー
タ候補を、交通信号制御に用いる信号制御パラメータとして選択・設定する。設定した信
号制御パラメータは、設定信号制御パラメータ３３０として記憶される。
【００６２】
　信号制御部２１６は、パラメータ変更部２１４によって変更・設定された設定信号制御
パラメータ３３０に従って、自交差点の車両用信号灯器２０を制御する。
【００６３】
　記憶部３００は、ＲＯＭやＲＡＭ、ハードディスク等の記憶装置で実現され、処理部２
００が交通信号制御機１０を統合的に制御するためのシステムプログラムや、各機能を実
現するためのプログラムやデータ等を記憶している。また、処理部２００の作業領域とし
て用いられ、処理部２００が各種プログラムに従って実行した演算結果や、通信部１０８
を介して受信したデータ等が一時的に格納される。本実施形態では、記憶部３００には、
交通信号制御プログラム３０２と、隣接交差点の流出交通流予測情報３０４と、到着交通
流予測情報３０６と、流出交通流予測情報３０８と、特定車両到着情報３１０と、車群判
定テーブル３１２と、現示階梯表３１４と、パラメータ設定範囲情報３１６と、パラメー
タ候補情報３１８と、設定信号制御パラメータ３３０と、が記憶される。
【００６４】
　パラメータ候補情報３１８は、パラメータ変更部２１４が生成した信号制御パラメータ
候補に関する情報であり、信号制御パラメータ候補３２０それぞれについて、流出可否テ
ーブル３２２と、滞留台数情報３２４と、停止台数３２６と、全停止台数３２８と、を対
応付けて格納している。
【００６５】
［処理の流れ］
　図８は、交通信号制御処理の流れを説明するフローチャートである。この処理は、処理
部２００が交通信号制御プログラム３０２に従って実行する処理であり、所定時間毎（例
えば、５秒毎でも良いし、１０秒毎でも良い）に、繰り返し実行される。
【００６６】
　先ず、到着交通流予測部２０２が、自交差点の流入路それぞれについて、隣接交差点の
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流出交通流予測情報３０４に基づいて到着交通流を予測して到着交通流予測情報３０６を
生成する（ステップＳ１）。また、特定車両到着予測部２０６が、流入路それぞれについ
て、中央装置５０から取得した車両通行情報に基づいて特定車両の到着タイミングを予測
して特定車両到着情報３１０を生成する（ステップＳ３）。
【００６７】
　次いで、車群判定部２０８が、流入路それぞれについて、到着交通流予測情報３０６、
及び、特定車両到着情報３１０をもとに、車群を判定して車群判定テーブル３１２を生成
する。すなわち、第１の車群判定部２１０が、流入路それぞれについて、到着交通流予測
情報３０６、及び、特定車両到着情報３１０に対して、判定期間内に特定車両が存在する
か否かによって当該判定区間内の車群の在り／無しを判定する第１の個別車群判定を、判
定期間をずらしながら繰り返し行う（ステップＳ５）。また、第２の車群判定部２１２が
、流入路それぞれについて、到着交通流予測情報３０６に対して、判定期間における到着
車両台数の合計が所定の判定閾値台数以上であるか否かによって当該判定区間内の車群の
在り／無しを判定する第２の個別車群判定を、判定期間をずらしながら繰り返し行う（ス
テップＳ７）。そして、車群判定部２０８が、第１の個別車群判定の判定結果と、第２の
個別車群判定の判定結果とを統合して、最終的な車群判定である車群判定テーブル３１２
を生成する（ステップＳ９）。
【００６８】
　続いて、パラメータ変更部２１４が、青時間を変更して、複数の信号制御パラメータ候
補を生成する（ステップＳ１１）。そして、これらの信号制御パラメータ候補それぞれを
対象としたループＡの処理を行う。
【００６９】
　ループＡでは、自交差点の流入路それぞれを対象としたループＢの処理を行う、ループ
Ｂでは、対象の信号制御パラメータ候補に従って、対象の流入路の単位期間毎の流出可否
を判定して流出可否テーブル３２２を生成する（ステップＳ１３）。次いで、対象の流入
路の到着交通流予測情報３０６、及び、車群判定テーブル３１２をもとに、単位期間毎に
、到着車両台数に車群在り／無しに応じた重み係数ｋを乗じて滞留台数を算出して、滞留
台数情報３２４を生成する（ステップＳ１５）。またこのとき、流出可否テーブル３２２
に従って、流出が「可」の単位期間については、流出台数分減算して滞留台数を算出する
。そして、生成した滞留台数情報３２４において通行権が付与される直前の滞留台数を、
停止台数として算出する（ステップＳ１７）。
【００７０】
　全ての流入路を対象としたループＢの処理を行うと、算出した流入路それぞれの停止台
数の合計を、自交差点の全停止台数として算出する（ステップＳ１９）。全ての信号制御
パラメータ候補を対象としたループＡの処理を行うと、全停止台数が最小となる信号制御
パラメータ候補を選択し、交通信号制御に用いる信号制御パラメータとして設定する（ス
テップＳ２１）。以上の処理を行うと、交通信号制御処理は終了となる。
【００７１】
［作用効果］
　このように、本実施形態の交通信号制御機１０は、自交差点の流入路それぞれについて
、判定期間内に車群が存在するかの個別車群判定を判定期間を１秒ずつずらしながら繰り
返し、これらの個別車群判定の判定結果を統合して車群を判定する。個別車群判定は、特
定車両の到着タイミングに基づく第１の個別車群判定と、到着交通流予測情報に基づく第
２の個別車群判定とを含む。これにより、自交差点の到着交通流予測情報に対して、判定
期間を一部が重なるようにずらしながら設定して各判定期間内での車群の存在を判定し、
各判定期間の判定結果を統合することで車群を判定するといった、新しい車群の判定手法
が実現される。
【００７２】
　特に、第１の個別車群判定では、特定車両の自交差点への予測到着タイミングに基づい
て車群を判定することができる。特定車両は安全運転を遵守し、加減速が緩やかな傾向に
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あるため、特定車両の後方に車両が続いている場合が多い。そのため、第１の個別車群判
定では、特定車両を１つの目安として車群を判定することができる。また、特定車両を車
群の先頭として扱うことで、例えば、特定車両に続く一群の車群を優先的に通過させるよ
うに交差点の交通信号を制御することが可能となる。
【００７３】
［変形例］
　なお、本発明の適用可能な実施形態は、上述の実施形態に限定されることなく、本発明
の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能なのは勿論である。
【００７４】
（Ａ）第１の個別車群判定
　上述の実施形態では、判定期間を１秒ずつずらして設定して第１の個別車群判定を行う
こととしたが（図４参照）、これを、先頭の単位期間に特定車両が存在する場合にのみ判
定期間を設定して、第１の個別車群判定を行うこととしても良い。例えば、図２（ｂ）に
示す５～９秒目の期間は、先頭の単位期間である５秒目の単位期間には特定車両が存在し
ないため、判定期間を設定せず、第１の個別車群判定を行わない。これにより、処理負荷
の軽減が図れる。
【００７５】
（Ｂ）第２の個別車群判定
　また、第２の個別車群判定についても同様に、先頭の単位期間の到着車両台数が所定の
台数条件（本実施形態では、０台を超えること、すなわちゼロでないことを条件とする。
）を満たす場合にのみ判定期間を設定して、第２の個別車群判定を行うこととしても良い
。例えば、図３（ｂ）に示す７～１１秒目の期間は、最初の単位期間である７秒目の単位
期間の到着車両台数が０台で台数条件を満たさないため、判定期間を設定せず、第２の個
別車群判定を行わない。これにより、処理負荷の軽減が図れる。ただし、到着車両台数が
台数条件を満たす単位期期間については必ず１回以上個別車群判定が行われるとともに、
車両が連なっている部分についてはより多くの回数の個別車群判定が行われるため、全体
として車群判定の精度を高く保つことができる。
【００７６】
（Ｃ）選択基準
　上述の実施形態では、複数の信号制御パラメータ候補のうちから、交通信号制御に用い
る信号制御パラメータを選択する基準として、全停止台数を用いることにしたが、この選
択基準として、更に遅れコストを導入することにしても良い。遅れコストとは、交差点に
おいて停止した各車両の停止時間（滞留時間）と台数との積の総和である。例えば、２台
の車両が１０秒停止した場合、遅れコストは２０［台・秒］となる。この場合、全停止台
数が所定条件を満たし、且つ、遅れコストが所定条件を満たすことを最良条件として信号
制御パラメータを選択・設定することとなる。
【００７７】
　具体的には、車群の在り／無しに応じて重み付けを行って算出した滞留台数情報（図６
参照）をもとに、１信号サイクル期間における流入路別の遅れコストを算出し、これらを
合計して自交差点の全体の遅れコスト（「第１の遅れコスト」という）を算出する。また
、同様に、信号制御パラメータ候補それぞれについて、車群の在り／無しによる重み付け
を行わない場合の滞留台数を算出し、この滞留台数をもとに、１信号サイクル期間におけ
る自交差点の全体の遅れコスト（「第２の遅れコスト」という）を算出する。車群の在り
／無しに応じて重み付けしているため、第１の遅れコストは第２の遅れコスト以上となる
。
【００７８】
　そして、複数の信号制御パラメータ候補のうちから、全停止台数が最小となる信号制御
パラメータ候補を選択した後、選択した信号制御パラメータ候補の第１の遅れコストと第
２の遅れコストとの差を算出する。このコスト差が所定値以下ならば、選択した信号制御
パラメータ候補を、交通信号制御に用いるとして設定する。一方、コスト差が所定値を超
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御パラメータ候補を選択し、これを、交通信号制御に用いるとして設定する。
【００７９】
（Ｄ）信号制御パラメータ候補
　また、上述した実施形態では、信号制御パラメータ候補３２０を生成することとして説
明したが、予め信号制御パラメータ候補３２０を記憶しておくこととしてもよい。その場
合、図８のステップＳ１１を省略することができる。
【００８０】
（Ｅ）単位期間及び判定期間
　また、上述した実施形態では、単位期間の長さを１秒とし、判定期間の長さを単位期間
５つ分、すなわち５秒として説明したが、これは一例であり、他の長さとしてよいことは
勿論である。但し、判定期間を一部重複させつつずらして設定する必要があるため、Ｎ秒
間の判定期間をＭ秒（Ｎ＞Ｍ。Ｎ，Ｍは０より大きく、小数を含んでもよい。）ずつずら
して設定できる必要がある。
【００８１】
（Ｆ）光ビーコン
　上述した実施形態では、交通信号制御機１０が、中央装置５０から車両通行情報を取得
して、特定車両の自交差点１への流入を検出することとして説明した。しかし、車載機Ｉ
Ｄに車両種別を示す情報が含まれている場合には、交通信号制御部１０は、光ビーコン装
置３０から、光ビーコン装置３０が取得した車載機ＩＤ（或いは車載機ＩＤに含まれる車
両情報を示す情報）を受信して、特定車両の自交差点１への流入を検出することとしても
よい。何れにせよ、交通信号制御機１０は、光ビーコンによる路車間通信の通信結果を用
いて特定車両の自交差点１への流入を検出し、この流入情報を用いて、当該特定車両の自
交差点１への予測到着タイミングを予測することとなる。
【符号の説明】
【００８２】
１０　交通信号制御機
　　１０２　操作部、１０４　表示部、１０６　時計部、１０８　通信部
　２００　処理部
　　２０２　到着交通流予測部、２０４　流出交通流予測部
　　２０６　特定車両到着予測部
　　２０８　車群判定部、２１０　第１の車群判定部、２１２　第２の車群判定部
　　２１４　パラメータ変更部、２１６　信号制御部
　３００　記憶部
　　３０２　交通信号制御プログラム
　　３０４　隣接交差点の流出交通流予測情報
　　３０６　到着交通流予測情報、３０８　流出交通流予測情報
　　３１０　特定車両到着情報、３１２車群判定テーブル
　　３１４　現示階梯表、３１６　パラメータ設定範囲情報、
　　３１８　パラメータ候補情報
　　　３２０　信号制御パラメータ候補、３２２　流出可否テーブル
　　　３２４　滞留台数情報、３２６　停止台数、３２８　全停止台数
　３３０　設定信号制御パラメータ
２０　車両用信号灯器
　３０　光ビーコン装置
　５０　中央装置
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