
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路網を複数の路線に分割した場合の各路線の交通量を検出する交通量検出手段と、
　この交通量検出手段で検出された各路線の交通量に基づいて、前記複数の路線のなかか
ら交通管制の実施が必要な管制対象路線を検出する管制対象路線検出手段と、
　この検出された管制対象路線における、当該管制対象路線への車両の進入禁止及び当該
管制対象路線内の全車両の他の路線への排除を示す「排除」、当該管制対象路線へ進入車
両の一部の他の路線への誘導を示す「抑制」、当該管制対象路線に対する車両の進入退出
の制限を実施しないことを示す「維持」、当該管制対象路線に対する他の路線からの誘導
許容を示す「許容」、当該管制対象路線に対する交通管制の解除を示す「解除」の各交通
量に応じた管制目標を決定する管制目標決定手段と、
　この管制目標決定手段における「排除」、「抑制」の管制目標の決定に応じて、該当す
る管制対象路線に対する１つ又は複数の迂回路線を選択する迂回路線選択手段と、
　前記「排除」の管制目標決定に応じて、当該管制対象路線に対する閉鎖入口指定を行う
閉鎖入口指定手段と、
　前記「抑制」の管制目標決定に応じて、前記選択された迂回路線に対する車両の誘導量
及び前記管制対象路線に対する車両の各誘導量を経験式を用いて算出する誘導量算出手段
と、
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前記「抑制」の管制目標決定に応じて、前記迂回路線と前記管制対象路線との分岐点近
傍において、該当分岐点から前記迂回路線又は前記管制対象路線へ進入しようとする各車



を備えた交通管制システム。
【請求項２】
　前記誘導制御手段による車両の流入量の制御を実施した後における前記管制対象路線と
迂回路線における前記交通量検出手段で得られる実績の交通量に基づいて、前記算出され
た誘導量を評価する管制評価手段と、
　この管制評価手段の評価に基づいて前記誘導量算出手段における経験式を補正する補正
手段と
を備えたことを特徴とする 記載の交通管制システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は道路網における車両の流れを円滑にするための交通管制システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　例えば高速道路網において、車両の流れを円滑にする のシステムが開発され
実用化されている。これらのシステムにおいては、高速道路網を構成する各路線において
、所定距離区間毎に、交通量検出器を配設し、各区間における、車両の存在数、平均速度
、所要時間等を測定して、各区間における渋滞の有無及び渋滞の程度（渋滞距離、渋滞箇
所通過所要時間）を判定する。
【０００３】
そして、公共のラジオ放送を用いたり、各車両に登載されたナビゲーション・システムを
用いたり、ＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）を用いたり、さらに、道路上に設置さ
れた電光掲示板を用いたりして、高速道路網の各路線を走行中の車両の運転手に渋滞発生
区間を知らせるようにしている。
【０００４】
このような渋滞発生区間及び渋滞程度を上述した方法で確認した各車両の運転者は、現在
位置から自己の目的地までの経路（ルート）に、渋滞区間が含まれるか否かを判断して、
渋滞区間が含まれる場合は、先ず、渋滞程度を判断して、目的地までの所要時間を推定す
る。所要時間が許容範囲を超える場合は、この渋滞区間を迂回する迂回路線が存在するか
否かを考える。複数の迂回路線が存在した場合は、最短の迂回路線を選択する。迂回路線
が存在しなければ、我慢して、渋滞発生区間へ車両を進める。
【０００５】
このような、運転手の思考過程を、交通管制システム側で行い、渋滞発生区間とこの渋滞
発生区間を迂回する最良の迂回路線も同時に運転手に、上述した手法で通知する場合もあ
る。
【０００６】
なお、ナビゲーション・システムによっては、ナビゲーション・システム自体が自己が有
する地図情報を用いて、迂回路線を含めて現在地から目的地まで最短時間で到達する路線
を自動的に演算して、表示画面に表示する場合もある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したように、渋滞が発生した場合において、最適の迂回路線を走行中
の車両の運転手に通知する交通管制システムやナビゲーション・システムにおいてもまだ
解消すべき次のような課題があった。
【０００８】
すなわち、上述した渋滞発生区間及び迂回路線は、道路網の各路線を走行中の全ての車両
の運転手に同時に通知される。その結果、各路線を走行中の全ての車両が渋滞発生区間の
路線への進入を中止して、一斉に迂回路線へ進入することになる。その結果、滞発生区間
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両に対して、前記算出した各誘導量に対応した時間割合で迂回路線又は管制対象路線への
誘導通知を実施する誘導制御手段と

請求項１

ための種々



の路線における渋滞は大幅に解消されるが、迂回路線に新たな渋滞区間が発生することに
なる。
【０００９】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、渋滞発生等の管制対対象路線と
迂回路線とに対する車両の誘導量を個別に制御することによって、車両の流れが管制対対
象路線と迂回路線とに分散され、確実に渋滞等を解消でき、道路網全体における車両の流
れをより一層円滑化することができる交通管制システムを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解消するために、本発明の交通管制システムにおいては、道路網を複数の路
線に分割した場合の各路線の交通量を検出する交通量検出手段と、この交通量検出手段で
検出された各路線の交通量に基づいて、複数の路線のなかから交通管制の実施が必要な管
制対象路線を検出する管制対象路線検出手段と、この検出された管制対象路線における、
当該管制対象路線への車両の進入禁止及び当該管制対象路線内の全車両の他の路線への排
除を示す「排除」、当該管制対象路線へ進入車両の一部の他の路線への誘導を示す「抑制
」、当該管制対象路線に対する車両の進入退出の制限を実施しないことを示す「維持」、
当該管制対象路線に対する他の路線からの誘導許容を示す「許容」、当該管制対象路線に
対する交通管制の解除を示す「解除」の各交通量に応じた管制目標を決定する管制目標決
定手段と、この管制目標決定手段における「排除」、「抑制」の管制目標の決定に応じて
、該当する管制対象路線に対する１つ又は複数の迂回路線を選択する迂回路線選択手段と
、「排除」の管制目標決定に応じて、当該管制対象路線に対する閉鎖入口指定を行う閉鎖
入口指定手段と、「抑制」の管制目標決定に応じて、選択された迂回路線に対する車両の
誘導量及び管制対象路線に対する車両の各誘導量を経験式を用いて算出する誘導量算出手
段と、

を備えている。
【００１１】
このように構成された交通管制システムにおいては、道路網を構成する各路線の交通量が
検出される。そして、各路線は、該当路線の交通量に応じて管制対象路線か非管制対象路
線かに区分けされる。例えば、渋滞が発生している路線は管制対象路線に指定される。
【００１２】
　管制対象路線に対しては、該当路線の交通量に応じて

管制目標が設定される。さらに、この設定された管制目標に応じて該当
管制対象路線に対する迂回路線が選択される。そして、管制対象路線と迂回路線とに対す
る車両の各誘導量が算出されて、誘導制御される。
【００１３】
したがって、管制対象路線と迂回路線とに車両の流入量が分散されるので、管制対象路線
の渋滞が解消されるとともに、迂回路線においても渋滞は発生しない。
【００１５】
　 迂回路線と管制対象路線との分岐点近傍において、例えば、５分間のうち、３
分間は各車両を迂回路線へ誘導し、２分間は各車両を管制対象路線へ誘導する。よって、
管制対象路線と迂回路線とに車両の流入量が分散される。
【００１６】
　 別の発明においては、上述した発明における交通管制システムに対して、さらに
、誘導制御手段による車両の流入量の制御を実施した後における管制対象路線と迂回路線
における交通量検出手段で得られる実績の交通量に基づいて、算出された誘導量を評価す
る管制評価手段と、この管制評価手段の評価に基づいて誘導量算出手段における経験式を
補正する補正手段とを備えている。
【００１７】
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「抑制」の管制目標決定に応じて、迂回路線と管制対象路線との分岐点近傍におい
て、該当分岐点から迂回路線又は管制対象路線へ進入しようとする各車両に対して、算出
した各誘導量に対応した時間割合で迂回路線又は管制対象路線への誘導通知を実施する誘
導制御手段と

「排除」「抑制」「維持」「許容
」「解除」等の各

さらに、

また、



たとえ、誘導制御手段にて、迂回路線及び管制対象路線に対する車両の流入量を算出され
た各誘導量に制御したとしても、短時間で渋滞が効果的に解消されるとは限らないので、
制御した結果を評価して、その評価結果を誘導量算出にフィードバックしている。よって
、この交通管制システムを長期間稼働すると、管制精度が向上する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面を用いて説明する。
図１は実施形態に係る交通管制システムの概略構成を示すブロック図である。例えば首都
高速道路網等からなる道路網１は、分岐点２で複数の路線３に分割される。したがって、
この路線３の距離は分岐点２の位置に依存するので、各路線３によって様々である。これ
に対して、先述した区間は例えば１ｋｍ等のように固定長であり、路線３の距離より短い
。各路線３には、交通量検出器４が設置されている。各路線３の分岐点２近傍位置にはそ
れぞれ電光掲示板５が配設されている。
【００１９】
各交通量検出器４は、路線３を通行する車両の単位時間当りの通行量（車両数）及び各車
両の速度を検出して、交通量取込部６へ送信する。各路線３の分岐点２近傍位置に設置さ
れた電光掲示板５には、該当分岐点２を通過する各車両に対して、管制案内を表示する。
この管制案内とは、例えば、
「現在、Ａ路線は渋滞しているので、Ｂ路線の迂回路線を経由して下さい」
等である。この各電光掲示板５の表示内容は管制出力部７から指示される。
【００２０】
コンピユータからなる交通管制システム内には、データベース８、交通データファイル９
、管制対象路線ファイル１０、管制目標メモリ１１、経験式メモリ１２等が設けられてい
る。データベース８内には、路線データベース１３、閾値メモリ１４、地図メモリ１５が
形成されている。
【００２１】
路線データベース１３内には、図２に示すように、道路網１を構成する各路線３毎に、該
当路線３を特定する路線ＮＯ、路線名、距離が記憶されている。
【００２２】
交通データファイル９内には、図３に示すように、道路網１を構成する各路線３毎に、該
当路線３内に存在する車両の全台数を示す存在台数、該当路線３を車両が通過するのに必
要な平均所要時間を示す旅行時間、及び平均速度が格納されている。なお、この交通デー
タファイル９内の存在台数、旅行時間及び平均速度は、交通量算出部１６によって、例え
ば、５分間隔で最新の存在台数、旅行時間及び平均速度に更新される。
【００２３】
データベース８の閾値メモリ１４内には、図４に示すように、道路網１を構成する各路線
３毎に、該当路線３に渋滞が発生していると判定する存在台数の台数閾値と、旅行時間の
時間閾値とが記憶されている。なお、この存在台数の台数閾値と旅行時間の時間閾値とは
、この交通管制システムの管理者がマニュアル操作で任意に変更可能である。
【００２４】
データベース８の地図メモリ１５内には、道路網１を構成する各路線３相互間の分岐点２
を介した接続状況を示す地図データが記憶されている。
【００２５】
管制対象路線ファイル１０内には、図５に示すように、各路線３毎に交通管制の必要の有
／無と、異常発生の有／無とが記憶されている。この管制対象路線ファイル１０内の管制
有／無と異常発生の有／無の情報も例えば５分毎に最新値に更新される。
【００２６】
管制目量メモリ１１内には、図６に示すように、各路線３毎に交通管制の管制目標及び誘
導量が記憶されている。当然、交通管制を実施する必要のない非管制対象路線の路線３に
は、管制目標及び誘導量は設定されていない。管制目標とは、各管制対象路線及び隣接す
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る路線の交通量に応じて該当管制対象路線に対する具体的管制指示内容を示し、例えば、
「排除」「抑制」「維持」「許容」「解除」の５段階に設定される。
【００２７】
誘導量とは、上述した各管制目標を実現するために、該当管制対象路線及び迂回路線に対
する具体的な車両の誘導量である。
【００２８】
経験式メモリ１２には、前記各管制目標のうち具体的動作を伴う「排除」「抑制」「維持
」から実際の誘導量を得るための手法を示す具体的な経験式が記憶されている。
【００２９】
さらに、この交通管制システム内には、図１に示すように、交通量算出部１６、管制対象
路線検出部１７、異常検出部１８、管制目標算出部１９、迂回路線選択部２０、閉鎖入口
指定部２１、誘導量算出部２２、誘導制御部２３、管制評価部２４、補正部２５等が設け
られている。
【００３０】
次に、各部１６～２５の動作を順番に説明する。
【００３１】
交通量算出部１６は、各路線３に設置された交通量検出器４から出力された該当路線３を
通行する車両の単位時間当りの通行量（車両数）及び各車両の速度と、路線データベース
１５の該当路線３の距離とから、該当路線３に存在する例えば５分間の平均の存在台数を
算出する。また、各車両の速度から例えば５分間の平均速度を算出する。さらに、平均速
度から該当路線３の平均の旅行時間を算出する。算出した各路線３における存在台数、旅
行時間、平均速度を例えば５分間隔で交通データファイル９に書込む。したがって、前述
したように交通データファイル９には常時最新の交通量データが記憶保持されている。
【００３２】
管制対象路線検出部１７は、交通量データファイル９の各値及び閾値メモリ１４の各値を
用いて、各路線３毎に、該当路線３が交通管制を実施すべきか否かを判断する。具体的に
は、図３の交通データファイル９に記憶されている旅行時間が一定期間連続して、図４の
閾値メモリ１４の該当路線３の時間閾値以上になった場合、及び、存在台数が一定期間連
続して、図３の交通データファイル９に記憶されている存在台数が一定期間連続して、図
４の閾値メモリ１４の該当路線３の台数閾値以上になった場合において、該当路線３を管
制対象路線に指定する。管制対象路線を指定したか否かの結果を図５に示す管制対象路線
ファイル１０へ書込む。
【００３３】
異常検出部１８は、図３に示す交通データファイル９の各路線３毎の存在台数、旅行時間
、平均速度における時間的変化から、該当路線３に、交通事故等の異常が発生しか否かを
判定して、管制対象路線ファイル１０の対応する路線３の領域に書込む。また、異常が発
生した場合、該当路線３内における異常発生位置、閉鎖車線数、閉鎖予想時間を判定し、
その情報も該当領域に書込む。そして、この異常が発生した路線３を管制対象路線に指定
する。
【００３４】
さらに、この異常検出部１８は、交通データファイル９内の異常発生位置を含む路線３の
上流側の路線３における交通量を監視し、この上流側の路線３の平均速度が予め定められ
た例えば４０ｋｍ／ｈ等の閾値以下で、かつこの平均速度が低下傾向にある場合、及びこ
の上流側の路線３の存在台数が予め定められた台数以上で、かつこの存在台数が増加する
傾向にある場合は、この上流側の路線３を管制対象路線に指定する。
【００３５】
　　 目標算出部１９は、交通データファイル９の各存在台数、旅行時間、平均時間に
基づいて、管制対象路線ファイル１０内に設定された各管制対象路線に対して、前述した
「排除」「抑制」「維持」「許容」「解除」の各管制目標のうちのいずれかの管制目標を
決定して図６に示す管制目標メモリ１１へ書込む。
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【００３６】
具体的には、
「排除」とは、該当管制対象路線内で発生している異常事象発生地点への進入を禁止し、
該当管制路線内の存在する全車両を他の路線３又は一般道理へ退出させることを示す。例
えば、事故発生等に起因して、通行止めが生じた場合にこの「排除」の管制目標となる。
【００３７】
「抑制」とは、該当管制対象路線内における交通量を減少させることを示す。例えば、平
均速度が小さい路線が一路線でも隣接しており、該当管制対象路線内における交通量を隣
接する路線へ振分けることによる減少させる場合にこの「抑制」の管制目標を設定する。
【００３８】
「維持」とは、該当管制対象路線内における現状の交通量を維持することを示す。例えば
、隣接する路線の平均速度が該当管制対象路線の平均速度と同等の場合にこの「維持」の
管制目標を設定する。
【００３９】
「許容」とは、該当管制対象路線内における交通量の増加を許可することを示す。例えば
、隣接する路線の交通量が該当管制対象路線の交通量より多い場合に、この「許容」の管
制目標を設定する。
【００４０】
「解除」とは、該当管制対象路線に対する管制対象を解除することを示す。この解除の条
件として、図３の交通データファイル９に記憶されている旅行時間が一定期間連続して、
図４の閾値メモリ１４の該当路線３の時間閾値未満になった場合、及び、図３の交通デー
タファイル９に記憶されている存在台数が一定期間連続して、図４の閾値メモリ１４の該
当路線３の台数閾値未満になった場合である。
【００４１】
迂回路線選択部２０は、図６の管制目標メモリ１１に設定された各管制対象路線に設定さ
れた「排除」「抑制」「維持」「許容」「解除」のうち、実線に管制を実施する「排除」
「抑制」「維持」の各管制目標に対して、データベース８の地図メモリ１５の地図情報を
用いて
(1) 該当管制対象路線を迂回する全ての迂回路線を抽出する。
(2) 抽出した各迂回路線のうち、迂回路線自体の交通量が閾値メモリ１４の閾値を超える
迂回路線を除外する。
【００４２】
(3) 各迂回路線における合計の旅行時間を算出する。
(4) なお、各迂回路線のうち他の管制対象路線の迂回路線に指定されている場合は、旅行
時間を例えば１，３倍等の重み付けを実施する。
(5)　調整後の旅行時間が管制対象路線の旅行時間の１．５倍未満の迂回路線を選択する
。
(6) 選択した各迂回路線を、誘導量算出部２２へ送出する。
【００４３】
誘導量算出部２２は、管制対象路線に対する車両の流入量と選択された各迂回路線に対す
る車両の流入量とを求める。具体的には、
(1) 選択された各迂回路線の各流入量と管制対象路線の流入量が最終的に等しくなるよう
に、管制対象路線及び各迂回路線に対する各誘導量を決定する。この場合、現在時点の管
制対象路線における存在台数、旅行時間、平均速度と、現在時点の各迂回路線線における
存在台数、旅行時間、平均速度との比の逆数に経験的な係数を乗算して、この各乗算値を
管制対象路線及び各迂回路線に対する各誘導量と決定する。
【００４４】
すなわち、交通量が少ない迂回路線に対してより大きい誘導量が与えられる。当然、大き
い誘導量が与えた交通量が閾値メモリ１４の各閾値を上回らない条件を満たす必要がある
。
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【００４５】
(2) 管制対象路線の交通量が閾値メモリ１４の各閾値未満になるように、この各閾値を超
えた交通量だけ各迂回路線に移動させるように管制対象路線及び各迂回路線に対する各誘
導量を決定する。
【００４６】
このように、誘導量算出部２２は、管制対象路線に対する車両の誘導量と選択された各迂
回路線に対する車両の誘導量とを求めるが、この各誘導量は、交通データテーブル９の実
際の交通量から経験式に基づいて算出される。
【００４７】
この経験式やこの経験式に組込まれた各係数や重み付けは、経験式メモリ１２に記憶され
ている。この経験式メモリ１２に記憶されている経験式やこの経験式に組込まれた各係数
や重み付けは補正部２５にて一定期間経過する毎に最適値に補正される。
【００４８】
閉鎖入口指定部２１は、管制目標メモリ１１に記憶されている各管制対象路線の「抑制」
の各管制目標に対応する管制対象路線に入口が存在したとき、下記の手順で入口閉鎖を決
定する。
【００４９】
(1) 管制対象路線における渋滞発生してい最下流地点を検索する。
【００５０】
(2) 検索した地点より上流の入口について、流入量が多い順にソートする。
【００５１】
(3) 管制対象路線について、迂回路線への迂回の誘導指示を出力した後に一定期間経過後
に、該当管制対象路線の交通量が増加する傾向がある場合において、ソートした順に各入
口に対して入口閉鎖の管制指示を誘導制御部２３へ送出する。
【００５２】
また、閉鎖入口指定部２１は、管制目標メモリ１１に記憶されている各管制対象路線の「
排除」の各管制目標に対応する管制対象路線に入口が存在したとき、該当管制対象路線に
異常が発生したので、この異常発生位置から上流側の分岐点２までの各入口に対して入口
閉鎖の管制指示を誘導制御部２３へ送出する。
【００５３】
誘導制御部２３は、誘導量算出２２で算出した各管制対象路線及び迂回路線に対する車両
の流入量を誘導量算出２２で算出した各誘導量に制御する。
【００５４】
具体的には、迂回路線と管制対象路線との分岐点２近傍に設置された電光掲示板５を用い
て、該当分岐点２から迂回路線又は管制対象路線へ進入しようとする各車両に対して、各
誘導量に対応した時間割合で迂回路線又は管制対象路線への誘導通知を実施するようにし
ている。例えば、５分間のうち、３分間は各車両を電光掲示板５で迂回路線へ誘導し、２
分間は各車両を同一電光掲示板５で管制対象路線へ誘導する。したがって、管制対象路線
と迂回路線とに車両の流入量が分散され、管制対象路線の渋滞は解消される。
【００５５】
さらに、分岐点２近傍の電波発信源からこの分岐点２近傍のみ届く電波を発信して、分岐
点２から迂回路線又は管制対象路線へ進入しようとする各車両のナビゲーション・シシテ
ムに割込をかけ、このナビゲーション・シシテムに上述した電光掲示板と同一内容を表示
させることも可能である。
さらに、誘導制御部２３は、閉鎖入口指定部２１から入口閉鎖指定された道路網１の入口
に対して閉鎖指令を送出する。
【００５６】
管制評価部２４は、誘導量算出部２２から出力された各誘導量及び閉鎖入口指定部２１か
ら出力された入口閉鎖指定を取込む。さらに、管制評価部２４は、上記各誘導量及び入口
閉鎖に対する管制対象路線及び迂回路線の実績の交通量を検出する。
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【００５７】
具体的には、管制開始から管制終了までの間、前記５分間隔で、交通データファイル９の
各路線３における存在台数、旅行時間、平均速度を採取する。さらに、管制対象路線ファ
イル１０から、管制対象路線の管制実施時間を採取する。そして、今回の管制制御処理に
対する評価を点数で評価する。管制実施時間が短いほど高点数で、道路網１全体の存在台
数が減少しているほど高点数で、各路線毎の旅行時間が短いほど高点数である。
【００５８】
このように、管制評価部２４においては、交通データファイル９の管制対象の交通量に対
して実施された誘導制御に対する評価結果が得られる。そして、管制評価部２４は、この
管制対象の交通量と誘導制御と評価結果との関係から、管制対象の交通量から最良の評価
結果が得られる誘導制御を、例えばニューラルネットワーク手法を用いて学習する。
【００５９】
その学習結果に基づいて、経験式メモリ１２に記憶されている経験式やこの経験式に組込
まれた各係数や重み付けを、補正部２５を介して補正する。
【００６０】
なお、この管制評価部２４は、例えば３０分に１回等のように、所定量の実績データが収
集できた時点で実施される。
【００６１】
このように構成された交通管制システムの全体動作を図７に示す流れ図に従って説明する
。
例えば、５分等の単位時間Ｔ 1が経過すると（Ｓ１）、交通量算出部１６が起動して、各
路線３の存在台数、旅行時間、平均速度からなる交通量を求めて交通データファイル９へ
書込む（Ｓ２）。異常検出部１８が各路線３の存在台数、旅行時間、平均速度から交通事
故等の異常発生の有無を判断する（Ｓ３）。
【００６２】
次に、管制対象路線検出部１７が起動して、交通データファイル９の各交通量及び異常検
出部１８の異常発生有無情報に基づいて、管制対象路線の有無を判断して存在しなければ
（Ｓ４）、Ｓ１へ戻り、次の５分等の単位時間Ｔ 1が経過するのを待つ。
【００６３】
管制対象路線が存在知すれば、各管制対象路線を管制対象路線ファイル１０へ設定する。
そして、管制目標算出部１９が起動して、各管制対象路線の管制目標を設定して、管制目
標メモリ１１へ書込む（Ｓ５）。各管制対象路線の管制目標が定まると、管制手法設定処
理を実施する（Ｓ６）。この管制手法設定処理においては、迂回路線選択部２０で迂回路
線を選択し誘導量算出部２２で管制対象路線と迂回路線に対する誘導量を決定すると共に
、閉鎖入口指定部２１で、必要な入口の入口閉鎖指示を決定する。そして、誘導制御部３
２で、各管制対象路線及び迂回路線に流入する各車両に対する誘導制御を実施する（Ｓ７
）。
【００６４】
そして、例えば、前回から３０分等の規定期間Ｔ 2が経過していなければＳ１へ戻る、前
回から３０分等の規定期間Ｔ 2が経過すると、管制評価部２４及び補正部２５が起動して
、実施した誘導制御の評価を行い、誘導量を求める経験式を改良する（Ｓ９）。
【００６５】
このように構成された交通管制システムにおいては、交通量に応じて管制目標が設定され
、管制目標に応じて該当管制対象路線に対する迂回路線が選択される。そして、管制対象
路線と迂回路線とに対する車両の各誘導量が算出されて、誘導制御される。したがって、
管制対象路線と迂回路線とに車両の流入量が分散されるので、管制対象路線の渋滞が解消
されるとともに、迂回路線においても渋滞は発生しない。
【００６６】
このような交通管制システムの実際の応用例を図８～図１２を用いて説明する。図８は首
都高速道路網からなる道路網１であり、道路網１は分岐点２で複数の路線３に分割される
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。今、上方の出発地３０から下方の目的地３１まで車両で移動するとする。
【００６７】
渋滞が発生していない場合、図９に示すように、最短、又は最小時間の太い実線で示す通
常ルート３２を経由して目的地３１へ向かう。ここで、図１０に示すように、通常ルート
３２上の路線３３に渋滞が発生すると、この渋滞が発生した各路線３３が管制対象路線と
なり、図１１に示すように、Ａの分岐点２から渋滞発生した各路線３３を迂回する迂回経
路３４を選択する。この場合、渋滞発生した各路線３３を通行する場合に比較して１．５
倍の旅行時間を要する迂回経路は迂回対象外とする。
【００６８】
但し、図１１で選択した迂回経路３４においては、Ｃの分岐点２から目的地３１までの路
線３に交通量が集中して新たな渋滞が発生する可能性がある。この場合ｍ、図１２に示す
ように、Ｂの分岐点２より先の交通量も考慮して、Ｂの分岐点２より新たな別の迂回路線
３５を選択する。
【００６９】
したがって、この例においては，Ａの分岐点２とＢの分岐点２との２カ所において、電光
表示板を用いて各車両に対して誘導指示を示すことになる。
【００７０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の交通管制システムにおいては、道路網を分岐点で複数の路
線に分割し、各路線毎に交通量を検出し、渋滞発生等の管制対対象路線と迂回路線とに対
する車両の誘導量を個別に制御している。
【００７１】
したがって、車両の流れが管制対対象路線と迂回路線とに分散され、確実に渋滞等を解消
でき、道路網全体における車両の流れをより一層円滑化することができる。
【００７２】
また、管制制御した結果を評価して、その評価結果を誘導量算出にフィードバックしてい
る。よって、この交通管制システムを長期間稼働することによって、より一層管制精度が
向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係わる交通管制システムの概略構成を示すブロック図
【図２】同交通管制システム内に形成された路線データベースの記憶内容を示す図
【図３】同交通管制システム内に形成された交通データベースの記憶内容を示す図
【図４】同交通管制システム内に形成された閾値メモリの記憶内容を示す図
【図５】同交通管制システム内に形成された管制対象路線ファイルの記憶内容を示す図
【図６】同交通管制システム内に形成された管制目標メモリの記憶内容を示す図
【図７】同交通管制システムの全体動作を示す流れ図
【図８】同交通管制システムが適用される道路網を示す図
【図９】同道路網における渋滞が発生していない通常のルートを示す図
【図１０】同道路網における渋滞が発生している状態を示す図
【図１１】同道路網における渋滞が発生している路線に対する迂回路線を示す図
【図１２】同道路網における渋滞が発生している路線に対するさらに別の迂回路線を示す
図
【符号の説明】
１…道路網
２…分岐点
３…路線
４…交通量検出器
５…電光掲示板
８…データベース
９…交通データファイル
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１０…管制対象路線ファイル
１６…交通量算出部
１７…管制対象路線検出部
１８…異常検出部
１９…管制目標算出部
２０…迂回路線選択部
２２…誘導量算出部
２３…誘導制御部
２４…管制評価部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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