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(57)【要約】
【課題】衛星等の画像を用いた交通状況観測システムで
は、車速測定のため時間差をもって撮像した少なくとも
２枚の画像が必要で、画像取得の作業上の困難さと、コ
ストの上昇が避けられない。
【解決手段】本発明にかかる交通量推計システムは、調
査対象の現道(1)を含むある１時点での単一の画像(2)を
、衛星画像、航空写真又はGoogleマップとして入手する
。該画像の該現道上の車両(3)の瞬間存在台数(n)を計測
する。該瞬間存在台数と該現道の延長(l)から交通密度(
K)を算出する。該交通密度と走行速度(V)から画像処理
結果交通量(Qk)を算出する。該画像処理結果交通量と該
現道の現地状況結果から得られるパターンコード（41,4
2,…4n）に対応するピーク補正係数(pf)から変換ピーク
時間交通量(Qh)を算出する。該変換ピーク時間交通量と
該現道の該パターンコードに対応する時間変動係数(tf)
から日交通量(Qa)を算出する。
【選択図】 図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調査対象の現道(1)を含むある１時点での単一の画像(2)を、衛星画像、航空写真又はGo
ogleマップとして入手し、
　該画像(2)の該現道(1)上の車両(3)の瞬間存在台数(n)を計測し、
　該瞬間存在台数(n)と該画像(2)又は地図から計測した該現道(1)の道路延長(l)から交通
密度(K＝n/l)を算出し、
　該交通密度(K)と走行速度(V)から画像処理結果交通量(Qk＝K×V)を算出し、
　該画像処理結果交通量(Qk)と該現道(1)の現地状況結果から得られるパターンコード(41
,42,…4n)に対応するピーク補正係数(pf)から変換ピーク時間交通量(Qh＝Qk×pf)を算出
し、
　該変換ピーク時間交通量(Qh)と該現道(1)の該パターンコード(41,42,…4n)に対応する
時間変動係数(tf)から日交通量(Qa＝Qh×tf)を算出する
ことを特徴とする単一の画像を活用した交通量推計システム。
【請求項２】
　該パターンコード(41,42,…4n)は、道路交通センサスが保有する各道路種別の調査区間
毎の調査項目データを抽出・集計したものから得られる「沿道状況、道路種別、車線数、
指定最高速度」から新たに道路種別を216分類し、該分類毎に該ピーク補正係数及び該時
間変動係数の値を有する請求項１に記載の単一の画像を活用した交通量推計システム。
【請求項３】
　該ピーク補正係数(pf)はピーク時間交通量比(Q’p)÷画像撮影時間帯交通量比(Q’t)に
より算出するもので、
　該ピーク時間交通量比(Q’p)は、該パターンコード(41,42,…4n)ごとに24時間交通量が
上位10位までのデータを抽出し、各時間交通量を該24時間交通量で除して時間帯別に平均
化した交通量比の中から、ピーク時間交通量の時間帯の交通量比を抽出したもの、
　該画像撮影時間帯交通量比(Q’t)は、該画像(2)の撮影時間帯の交通量比を抽出したも
のである請求項１又は２に記載の単一の画像を活用した交通量推計システム。
【請求項４】
　該時間変動係数(tf)は、昼夜率(rd)÷昼間ピーク12時間比率(rh)×100により算出する
もので、
　該昼夜率(rd)は、7時～翌7時までの各時間交通量の合計である24時間交通量を、7時～1
9時までの各時間交通量の合計である昼間12時間交通量で除したもの、
　該昼間ピーク12時間比率(rh)は、各時間交通量のうち最大の時間交通量であるピーク時
間交通量(Qp)を、7時～19時までの各時間交通量の合計である昼間12時間交通量で除した
もの
である請求項１、２又は３に記載の単一の画像を活用した交通量推計システム。
【請求項５】
　該時間変動係数(tf)は、7時から翌7時までの各時間交通量の合計である24時間交通量を
、各時間交通量のうち最大の時間交通量であるピーク時間交通量(Qp)で除した値に100を
乗じたものである請求項１、２又は３に記載の単一の画像を活用した交通量推計システム
。
【請求項６】
　該日交通量(Qa)算出の入力条件は以下の項目： 
(a)該現道(1)の該画像(2)の画像処理結果の入力項目
　　(a-1)画像撮影時間帯（0-23時の1時間単位）
　　(a-2)瞬間存在台数(n)（台）
　　(a-3)道路延長(l)（km）
(b)現地状況結果の入力項目
　　(b-1)走行速度(V)（km/h）
　　(b-2)沿道状況（選択）
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　　(b-3)道路種別（選択）
　　(b-4)車線数（選択）
　　(b-5)指定最高速度（選択）
とし、算出結果を入力画面上に表示する請求項１、２、３、４又は５に記載の単一の画像
を活用した交通量推計システム。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は単一の画像を活用した交通量推計システム、殊に衛星画像、航空写真又はGoog
leマップとして入手した単一の画像を用いて行うものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　新たな道路整備を計画する場合、現道、即ち、既存道路（高速道路や一般道路）の状況
（周辺ネットワークの交通量や速度、道路構造等）を把握することは基本的事項であり、
交通量自動計測装置や道路交通センサス等のこれまでストックされた交通量データを用い
ることが一般的である。
【０００３】
　また、ストックされたデータが無い場合や、ネットワークの改変、社会経済の変化等を
考慮する場合、必要に応じて、新たに現地交通量調査を行うことになり、調査の月・曜日
・時間帯等を考慮の上、調査員や計測機器により、車種別の交通量や走行速度等を計測す
るが、人的計測ミスの可能性や調査コストの増大、調査員の安全の確保等、課題も存在す
る。
【０００４】
　現在、本件出願人において、海外における事業展開の検討がなされているが、発展途上
の国々ではストックされた交通量データが存在しない場合が多い。そのため、現地におけ
る交通量調査が不可欠となり、海外でのノウハウを有する企業（コンサルタント）により
、現地人を活用した調査が行われているようである。しかし、現地の治安に問題があれば
、計測ポイントや計測方法の制約も考えられ、事業採算性のベースとなる計測データの信
頼性に検証の必要があれば、大きな課題となる。
【０００５】
　そこで、今回、現地交通量調査にかわる技術として、単一の画像を活用した交通量推計
システムを提案し、海外のみならず、国内においても、大がかりな現地調査が不要で、細
街路も含めた広域の交通量の把握、現地交通量調査等の計測データの信頼性検証も可能と
したものである。
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【０００６】
　従来、衛星画像を用いて交通量測定を行うものにあっては、対象道路に関し複数枚の画
像を時間差で取得し、これらの画像に現れた車両の数と道路延長から交通密度を算出し、
画像間の車両の移動距離から求めた速度をこれに乗じて、交通量を計測するようにしてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－５６１８６号公報
【特許文献２】特開２００１－１８８９８６号公報
【０００８】
　特開２００５－５６１８６号公報（特許文献１）には、段落「００１４」で所定の時間
間隔（Δｔ）で複数の画像を撮像すること、「００３６」から「００３９」に車両数計測
のやり方が、それぞれ述べられている。
【０００９】
　また、特開２００１－１８８９８６号公報（特許文献２）には、「課題を解決するため
の手段」の項中で、衛星写真を数秒から数十秒程度の短い時間をおいて数回撮影すること
、そして、前後の画像を比較して特定した複数の車両の平均走行距離をこの時間で除して
平均走行速度を求め、それらの平均走行距離を平均車頭間隔で除した結果を交通量とする
旨の記載がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１の交通状況観測システムでは、第１の時刻に撮像された第１の画像と、第２
の時刻に撮像された第２の画像を必要としており、両画像を取得する作業上の困難さと、
コストの上昇が避けられない。
【００１１】
　特許文献２の航空写真による道路の車両走行速度及び交通量の計測方法も、特許文献１
の場合と同様に、時刻をずらして複数枚の衛星写真を撮影し、このずれ時間とこのずれ時
間内での同一車両の位置の変位量を利用して交通量を算定しようとするものである。この
場合も、複数枚の衛星写真を撮影して画像を取得する作業上の困難さと、コストの上昇が
避けられない。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、単一の画像で足り、かつ手間及びコストをかけずに行える交
通量推計システムを提供することにある。なお、以下の説明中で、「乗じる」、「相乗す
る」等の意味を表す場合を記号「×」に置き換え、「除する」場合を記号「÷」で表すこ
ともある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
（請求項１）本発明にかかる単一の画像を活用した交通量推計システムは、調査対象の現
道を含むある１時点での単一の画像を、衛星画像、航空写真又はGoogleマップとして入手
する。該画像の該現道上の車両の瞬間存在台数を計測する。該瞬間存在台数と該画像又は
地図から計測した該現道の道路延長から交通密度を算出する。該交通密度と走行速度から
画像処理結果交通量を算出する。該画像処理結果交通量と該現道の現地状況結果から得ら
れるパターンコードに対応するピーク補正係数から変換ピーク時間交通量を算出する。そ
して、該変換ピーク時間交通量と該現道の該パターンコードに対応する時間変動係数から
日交通量を算出する。
【００１４】
　画像は、例えば計画道路に競合する現道の全域か代表区間を選定して撮像された、単一
のものとする。この画像に写った現道上の車両の瞬間存在台数を計測する。この計測は解
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析ソフトウェアを使用した通常の画像処理等や、人による目視でなされる。
【００１５】
　車両が存在する現道延長を該画像又は地図データから計測する。この車両台数と現道延
長から交通密度を算出する。現道上の車両の走行速度は、現地視察等で収集した調査値か
、想定値が採用される。
【００１６】
　該交通密度と該走行速度から画像処理結果交通量を算出する。該画像処理結果交通量と
該現道の現地状況から得られるパターンコードに対応するピーク補正係数から変換ピーク
時間交通量を算出する。そして、該変換ピーク時間交通量と該現道の該パターンコードに
対応する時間変動係数から日交通量を算出する。このピーク補正は、画像撮影時間帯がピ
ーク時間帯と相違している場合に行う。
【００１７】
　交通量Q（台）、交通密度K（台／km）、走行速度V（km／h）間には、図１に示すように
、交通量は、交通容量まで、交通密度と速度の相乗積に比例して増加する関係のあること
が知られている。
【００１８】
（請求項２）該パターンコードは、道路交通センサスが保有する各道路種別の調査区間毎
の調査項目データを抽出・集計したものから得られる「沿道状況、道路種別、車線数、指
定最高速度」から新たに道路種別を216分類し、該分類毎に該ピーク補正係数及び該時間
変動係数の値を有するものとなっていてもよい。
　こうすると、多種類のパターンコードを用意することにより、該現道と類似する道路の
パターンコードをパソコンの画面上で容易に抽出して照合でき、該パターンコードに基づ
いて該ピーク補正係数や該時間変動係数を容易に求められ、該ピーク補正係数や該時間変
動係数の適用により正確な交通量の推計を行える。
【００１９】
（請求項３）該ピーク補正係数はピーク時間交通量比÷画像撮影時間帯交通量比により算
出するもので、該ピーク時間交通量比は、該パターンコードごとに24時間交通量が上位10
位までのデータを抽出し、各時間交通量を該24時間交通量で除して時間帯別に平均化した
交通量比の中から、ピーク時間交通量の時間帯の交通量比を抽出したもの、また、該画像
撮影時間帯交通量比は、該画像の撮影時間帯の交通量比を抽出したものであってもよい。
　こうすると、以下に述べるように、交通量推計の信頼性や実用性を高められる。
【００２０】
　ピーク時間交通量比、画像撮影時間帯交通量比と「交通量比」を用いるのは、例えば下
記の［表１］に示したように、交通量で計算したI／IIと交通量比で計算しIII／IVを比較
すると、I／IIは平均値に台数の大小差に影響を受けていることが分かるからである。
【００２１】
【表１】

よって、このように、ピーク時間交通量比、画像撮影時間帯交通量比を用いることにより
、交通量の大小の影響を受けずに、ピーク補正係数を算出できる。
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【００２２】
　ピーク補正係数は日交通量算出のために必要な係数であり、この係数を乗じなければ信
頼性の高い日交通量の推計ができないことを別な視点で説明すれば、次の通りである。
　　画像処理結果交通量×ピーク補正係数＝変換ピーク時間交通量
　　変換ピーク時間交通量×時間変動係数＝日交通量
　　時間変動係数＝昼夜率／昼間ピーク12時間比率（％表示せず）のため置き換えると、
　　日交通量＝変換ピーク時間交通量×昼夜率／昼間ピーク12時間比率
　　昼夜率／昼間ピーク12時間比率＝24時間交通量／ピーク時間交通量のため置き換える
と、
　　日交通量＝変換ピーク時間交通量×24時間交通量／ピーク時間交通量
　　＝24時間交通量
　　＝日交通量
つまり、画像処理結果交通量にピーク補正係数を乗じなければ、変換ピーク時間交通量が
導き出せず、結果的に日交通量の推計ができない。
【００２３】
（請求項４）該時間変動係数は、昼夜率÷昼間ピーク12時間比率×100により算出するも
ので、
　該昼夜率は、7時～翌7時までの各時間交通量の合計である24時間交通量を、7時～19時
までの各時間交通量の合計である昼間12時間交通量で除したもの、
　該昼間ピーク12時間比率は、各時間交通量のうち最大の時間交通量であるピーク時間交
通量を、7時～19時までの各時間交通量の合計である昼間12時間交通量で除したもの
であってもよい。
　こうすると、前段落「００２２」で述べたように、時間変動係数を求めることができ、
信頼性の高い日交通量の推計ができることになる。
【００２４】
（請求項５）該時間変動係数は、7時から翌7時までの各時間交通量の合計である24時間交
通量を、各時間交通量のうち最大の時間交通量であるピーク時間交通量で除した値に100
を乗じたものであってもよい。
　こうすると、前段落「００２３」で述べたと同様の作用効果を奏する。
【００２５】
（請求項６）該日交通量(Qa)算出の入力条件は以下の項目： 
(a)該現道(1)の該画像(2)の画像処理結果の入力項目
　　(a-1)画像撮影時間帯（0-23時の1時間単位）
　　(a-2)瞬間存在台数(n)（台）
　　(a-3)道路延長(l)（km）
(b)現地状況結果の入力項目
　　(b-1)走行速度(V)（km/h）
　　(b-2)沿道状況（選択）
　　(b-3)道路種別（選択）
　　(b-4)車線数（選択）
　　(b-5)指定最高速度（選択）
とし、算出結果を入力画面上に表示するものであってもよい。
　こうすると、現地交通量調査をせずとも、机上にて算出した数値で入力項目を満たすだ
けで、該現道の推計交通量が入力画面上で知ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
（請求項１）本発明にかかる画像を活用した交通量推計システムによれば、調査対象の現
道を含むある１時点での単一の画像を、衛星画像、航空写真又はGoogleマップとして入手
して活用するので、人の立ち入りが困難な山岳、森林、湿地地帯での道路計画に対しても
コストをかけることなく適用でき、正確性の高い交通量の推計をすることができる。
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【００２７】
　請求項２によれば、該現道と類似する道路のパターンコードをパソコンの画面上で容易
に抽出して照合でき、該パターンコードに基づいて該ピーク補正係数や該時間変動係数を
容易に求められ、該ピーク補正係数や該時間変動係数の適用により正確な交通量の推計を
行える。
【００２８】
　請求項３によれば、日交通量の算出が可能となり、交通量推計の実用性や信頼性が高め
られる。
【００２９】
　請求項４や５によれば、日交通量の算出が可能となり、交通量推計の実用性や信頼性が
高められる。
【００３０】
　請求項６によれば、該現道の推計交通量が入力画面上で知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】交通量Q（台/h）、交通密度K（台/km）、走行速度V（km/h）の関係を示すグラフ
である。
【図２】本発明にかかる画像を活用した交通量推計システムの具体例において、画像２の
対象を現道１の全長とした場合の概念図である。
【図３】同じく現道１の一部とした場合の概念図である。
【図４】瞬間車両台数nと現道１の延長lから交通密度Kを算出する机上計算の例を示す図
で、延長lを2kmとした場合、上りはK＝12台÷2kmで6台/kmとなり、下りはK＝8台÷2kmで4
台/kmとなる。
【図５】解析ソフトウェアがパソコンで表示する入力画面の１例を挙げてこれにデータを
入力した状態を示す図である。
【図６】(1)、(2)及び(3)は、216種類の日交通量のパターンコードから抜き出して例示し
たもので、(1)は第1番、(2)は第2番、(3)は第216番を示す。
【図７】(a),(b),(c)は１例として挙げたセンサスサンプルデータから各指標を説明する
資料で、(a)の右端に(b)の左端が連続している。(c)はその下に表示され、「時間変動係
数」、「24時間交通量」、「昼間12時間交通量」、「昼夜率」、「昼間ピーク12時間比率
」の求め方が示されている。
【図８】(a)、(b)、(c)はパターンコードの実用性を確認するためのサンプル実証の図例
で、実測した交通量と平成22年交通センサスによる交通量間の「乖離率（％）」にその実
用性が示されている。この図は本来単一の表を示すものであるが、横長のため、「パター
ンコード」と「パターンコードのピーク時間帯」の欄間を一点鎖線で仕切って(a)と(b)と
なっている。(c)は本システムで採用している時間帯別交通量の元データである。
【図９】パターンコードの中から一例として10206060を示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
（請求項１）本発明にかかる単一の画像を活用した交通量推計システムは、計画道路Ｎに
競合する現道１を含むある１時点での単一の画像２を衛星画像、航空写真又はGoogleマッ
プとして入手する。この画像２の現道１上の車両３の瞬間存在台数nを計測する。この瞬
間存在台数nとこの現道１の延長lから交通密度Kを算出する。本システムを利用すれば、
交通密度の算出以降の計算や、パターンコード4１,4２,…4ｎの選択を、自動でなせる。
この現道１上の車両３の走行速度Vを測定する。この交通密度Kに走行速度Vを乗じ、画像
処理結果交通量Qk＝K×Vを算出する。更に、画像撮影時間帯がピーク時間帯と相違してい
る場合は、該画像処理結果交通量Qkと該現道1の現地状況結果から得られるパターンコー
ド41,42,…4nに対応するピーク補正係数pfを乗じて、変換ピーク時間交通量Qh＝Qk×pfを
算出する。そして、この変換ピーク時間交通量Qhと現道１のパターンコード4１,4２,…4

ｎに対応する時間変動係数tfから日交通量Qaを算出する。
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【００３３】
　図１に示すように、交通量Q（台/h）、交通密度K（台/km）、走行速度V（km/h）間には
、交通量Qが、交通容量Qfまで、交通密度Kと走行速度Vの相乗積に比例して増加する関係
がある。
【００３４】
　画像の撮影は、図２に示すように、計画道路Nに競合する現道１の全域を選定し、又は
、図３に示すように、代表区間を選定して行う。この画像２に写った現道１上の車両３の
瞬間存在台数nを、解析ソフトウェアを使用した通常の画像処理等や、人による目視で計
測する。
【００３５】
　図４で、車両３が存在する現道１の延長lを計測する。これには現地実測値があればそ
れを採用し、無ければ画像２又は地図データから計測する。この車両３の瞬間存在台数n
と現道１の延長lから交通密度Kを算出する。現道１上の車両３の走行速度Vは、現地視察
等で収集した調査値か、地形等を考慮した想定値が採用される。
【００３６】
　図５で、これらの交通密度K、走行速度V及びピーク補正係数pfを相乗して、変換ピーク
時間交通量Qhを算出する。そして、この交通量Qhに時間変動係数tfを乗じて、日交通量Qa
を算出する。
【００３７】
（請求項２）パターンコード4１,4２,…4ｎは、道路交通センサスが保有する各道路種別
の調査区間毎の調査項目データを抽出・集計したものから得られる「沿道状況、道路種別
、車線数、指定最高速度」から新たに道路種別を216分類し、これらの分類毎にピーク補
正係数pf及び時間変動係数tfの値を有している。
　この場合、多種類のパターンコードを用意することにより、現道１と類似する道路のパ
ターンコード4ｎーｘ（ただし0＜x＜nの整数）をパソコンの画面上で容易に抽出して照合
でき、このパターンコード4ｎーｘに基づいてピーク補正係数pfや時間変動係数tfを容易
に求められ、このピーク補正係数や時間変動係数tfの適用により正確な交通量の推計を行
える。
【００３８】
　図６は、現在216種類存在しているパターンコードの内の３例が示されている。この216
という数は、図５の「現地状況結果から入力」の欄中の「沿道状況」の４種類、「道路種
別」の２種類、「車線数」の３種類及び「指定最高速度」の９種類を乗じたものである。
実際上は、図５の「パターンコード」の欄に示すように、１つのパターンコードが８桁の
数字で表される。最上位の２桁は、「沿道状況」を４種類に分けて付した１から４の数字
を10の位に含めたもの、次位の２桁は２種類の道路に付した１と２の数字を10の位に含め
たもの、３位の１桁は２、４、６の各車線数の数字を表示するもの、最下位の３桁は「指
定最高速度」を20～100km/hの範囲で10km/h単位で該当する数値を示すものである。
【００３９】
　この図５は解析ソフトウェアが表示する入力画面の一例で、左端欄の「画像処理結果か
ら入力」にデータを入力すると、右隣の欄の「交通密度（台/km）」Kが算出される。次に
、その右隣の欄の「現地状況結果から入力」欄に入力し、道路交通センサスから波形の類
似したものを選択して、右隣りの「パターンコード」に入力する。これにより、更に右側
に３欄目の「ピーク補正」の下左欄に必要性が判断され、必要と判断されると右隣の「補
正係数」pfが計算されて、その右欄の「変換ピーク時間交通量（台/h）」Qhが算出される
。更に、これに基づき、「時間変動係数」tfが表出され、これに基づいて、最右欄の「日
交通量（台/日）」Qaが算出される。
【００４０】
　１例として、図９に示したパターンコード10206060は、最上位の10で沿道状況が人口集
中地区、次位の20で道路種別が一般道路、３位の6で車線数が6車線、最下位の060で指定
最高速度が60km/hであることを示している。
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【００４１】
　ここでいうxは、0＜x＜nの条件にかなう任意の整数となる。既記の通りパターンコード
は現在216種類存在しているので、xは1から215までの任意の整数を採用できる。この抽出
されたパターンコード４ｎ―ｘに示されたピーク時間交通量比Q’pを画像撮影時間帯交通
量比Q’tで除して、ピーク補正係数pfが求められる。
【００４２】
　この場合、現道１と類似する道路のパターンコード４ｎ―ｘの抽出はパソコンの画面上
で容易に照合でき、このパターンコード４ｎ―ｘに基づいてピーク補正係数pfや時間変動
係数tfを容易に求められ、このピーク補正係数pfや時間変動係数tfの適用により正確な交
通量の推計を行える。
【００４３】
　図７は(a)、(b)、(c)に分けられているが、(a)と(b)は単一の表、(c)はこの単一の表の
下に付記されたもので、センサスサンプルデータから各指標を説明する資料となっている
。(a)の最左欄の「パターンコード数」の、例えば１と２、３～６で、昼間12時間交通量
、24時間交通量が同じとなっているのは、パターンコード10206080の根拠データを列挙し
たものであるが、項目「基本区間番号交通量調査」上は同一番号でないため、個別データ
として扱ったものである。例えば、100mの道路区間を他道路との接続点等で複数の区間に
分割する場合、即ち、100m⇒１番：10m、２番：50m、３番：40m等である。
【００４４】
「時間変動係数」以下「昼間ピーク12時間比率」までの５項目の求め方については、パタ
ーンコード数の１を例にとってこの資料の下位に記してある。
　先ず、「時間変動係数」はパターンコード１～１９の時間変動係数の合計値250.4をパ
ターンコード数の１９で割った平均値で、13.2となる。小数点以下の算入で表の数値と多
少の違いが生じている。
　「24時間交通量」は「パターンコード数」１を例に示した通り、午前7時台～翌日午前6
時台の各時間別の台数の総計で74,196台となっている。
　「昼間12時間交通量」は午前7時台～午后6時台の各時間の台数の総計で50,298台となっ
ている。
　「昼夜率」は24時間交通量74,196台を昼間12時間交通量50,298台で割ったもので、1.48
となっている。
　「昼間ピーク12時間比率」は交通量が最多と見られる午前7時台の台数5,672を昼間12時
間交通量の50,298台で割って100を乗じたもので、11.3となっている。
【００４５】
　図８は(a)、(b)、(c)に分けられているが、本来は単一の表で、パターンコードの実用
性を確認するための12路線でのサンプル実証の図である。比較対象となったこのパターン
コードで採用されている元データは、最右欄の「本システムで採用されている時間帯別交
通量の元データ」と題する欄に示されている通りである。各道路での「日交通量（台／日
）(Qa)」と「H22センサス（台／日）(Qs)」との間には、－20から＋25間の「乖離率(%)」
があるが、平均は-4.7％となっており、推計の実用上は支障のないことが分かる。
【００４６】
　なお、この乖離率(%)は次式で求められる。
　　乖離率(%)＝｛日交通量(台/日)Qa－H22センサス(台/日)Qs｝/H22センサス(台/日)Qs
　　例えば、サンプル番号１（パターンコード10206080）の場合、
　　（乖離率）－6.0(%)≒(69,722－74,196)/74,196
　　となる。
【００４７】
（請求項３）ピーク補正係数pfはピーク時間交通量比Q’p÷画像撮影時間帯交通量比Q’t
により算出するもので、このピーク時間交通量比Q’pは、パターンコード41,42,…４ｎご
とに24時間交通量が上位10位までのデータを抽出し、各時間交通量をこの24時間交通量で
除して時間帯別に平均化した交通量比の中から、ピーク時間交通量Qpの時間帯の交通量比
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を抽出したもの、画像撮影時間帯交通量比Q’tは、画像２の撮影時間帯の交通量比を抽出
したものであってもよい。
　この場合、日交通量Qaの算出が可能となり、交通量推計の実用性や信頼性が高められる
。
【００４８】
（請求項４）時間変動係数tfは、昼夜率rd÷昼間ピーク12時間比率rh×100により算出す
るもので、この昼夜率rdは、7時～翌7時までの各時間交通量の合計である24時間交通量を
、7時～19時までの各時間交通量の合計である昼間12時間交通量で除したもの、また昼間
ピーク12時間比率rhは、各時間交通量のうち最大の時間交通量であるピーク時間交通量Qp
を、7時～19時までの各時間交通量の合計である昼間12時間交通量で除したものであって
もよい。
　「時間変動係数」は、例示に挙げた図７を参照して分かるように、パターンコード１～
１９の時間変動係数の合計値250.4をパターンコード数の１９で割った平均値で、13.2と
なる。小数点以下の算入で表の数値と多少の違いが生じている。
　この場合、日交通量Qaの算出が可能となり、交通量推計の実用性や信頼性が高められる
。
【００４９】
（請求項５）時間変動係数tfは、7時から翌7時までの各時間交通量の合計である24時間交
通量を、各時間交通量のうち最大の時間交通量であるピーク時間交通量Qpで除した値に10
0を乗じたものであってもよい。
　この場合、結果的には前段落００４５の場合と同様になるが、係数の算出が容易となる
。
【００５０】
（請求項６）日交通量Qa算出の入力条件は以下の項目： 
(a)現道１の画像２の画像処理結果の入力項目
　　(a-1)画像撮影時間帯（0-23時の1時間単位）
　　(a-2)瞬間存在台数(n)（台）
　　(a-3)道路延長(l)（km）
(b)現地状況結果の入力項目
　　(b-1)走行速度(V)（km/h）
　　(b-2)沿道状況（選択）
　　(b-3)道路種別（選択）
　　(b-4)車線数（選択）
　　(b-5)指定最高速度（選択）
とし、算出結果を入力画面上に表示するようにしてもよい。
　この場合、現地交通量調査をせずとも、机上にて算出した数値で入力項目を満たすだけ
で、該現道の推計交通量が入力画面上で知ることができる。
【符号の説明】
【００５１】
１　　　現道
２　　　画像　
３　　　車両
4１,4２,…4ｎ　パターンコード
n　 　　瞬間存在台数
l   　　道路延長
K       交通密度
V　　 　走行速度
Q       交通量
Qk　　　画像処理結果交通量
pf 　　 ピーク補正係数
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Qh      変換ピーク時間交通量
tf 　 　時間変動係数
Qa　　  日交通量
Qd　　  昼間交通量
Q’p　   ピーク時間交通量比
Qp　　  ピーク時間交通量
Q’t　　 画像撮影時間帯交通量比
Qs　　  時間帯別交通量
rd　　  昼夜率
rh　　  昼間ピーク12時間比率

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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