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n 都市と交通のシミュレーション
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都市と交通
⼈人の移動に要するエネルギー
1965年年 　全体の7％
現在 　全体の15％ 　⼤大幅に増加

n コンパクトシティ
n 職住近接の徒歩圏内の⽣生活
n スプロール化、シャッター
通りなどの問題へのアンチ
テーゼ

n 富⼭山，横浜，神⼾戸，⻘青森な
どが推進

 　

　　　 　 　 　 　 　コンパクトシティ
n  ⾼高い密度度
n  複合的な⼟土地利利⽤用
n  ⾃自動⾞車車に依存しない交通
n  徒歩圏内の⽣生活
n  多様な居住者と空間

富⼭山市が⽬目指す「お団⼦子と串串」
の都市構造
富⼭山市資料料より

　　　 　 　
n  独⾃自な地域空間
n  明確な境界
n  社会的公平
n  ⽇日常⽣生活の⾃自⾜足性
n  地域運営の⾃自律律性



 富⼭山における代表交通⼿手段
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富⼭山⾼高岡広域都市圏の代表交通⼿手段
富⼭山県ウェブサイトより
http://www.pref.toyama.jp/cms_̲sec/1506/kj00000465-‐‑‒004-‐‑‒01.html

富⼭山の⾃自動⾞車車利利⽤用率率率は年年々増加
してきており，全国でもトップ
レベルにある

しかし，近年年，コンパクトシ
ティ化を積極的に推進しており，
交通利利⽤用者の⾃自動⾞車車からLRTへ
の転換などの効果を上げている



都市と交通のシミュレーション 
n コンパクトシティへの取組み（インフラ整備）

n ⾼高コスト
n 社会への影響⼤大（良良くも悪くも）
n 効果の予測は難しい
n 社会実験にも上記の理理由は伴う

n 都市交通モデルを⽤用いたシミュレーション
n コスト微⼩小
n 社会への影響なし
n 効果を予測できる
n 現実を⽤用途に対して⼗十分に再現できることが求めら
れる
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都市と交通のシミュレーション
パーソントリップ調査によるODデータのような，
⼈人の出発地と⽬目的地のデータ，および，交通イン
フラ構造が与えられたときの⼈人の交通⾏行行動をシ
ミュレート
n Wardropの交通量量配分原理理（従来⼿手法）

n 均衡（どの利利⽤用者も経路路を変更更することによって所
要時間を短くできない状態）を利利⽤用

n すべての利利⽤用者が不不偏の経路路価値を持っているとい
う前提

n 利利⽤用者それぞれの価値観を陽に考慮した街と交
通のマルチエージェントシミュレーションモデ
ルを構築．
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富⼭山を舞台にした
都市交通シミュレーションの意義

富⼭山を舞台にモデルを構築することで
n 事前に住⺠民の交通⾏行行動や満⾜足度度の変化を評価し，
まちづくりに活かす．
n 新路路線敷設の効果検証
n 価格変化による効果検証

に加えて
n 実際に起こった変化とシミュレーション結果を
すり合わせることが可能．モデルの妥当性・現
実性を評価・改良良できる．
n 路路⾯面電⾞車車路路線復復刻の効果
n 補助⾦金金の効果



都市と交通のモデル
都市と交通を構成する要素
n  都市

n  地区：バス停、鉄道駅の有無
n  区間：バス路路線，鉄道線路路の
有無，道路路の⼤大きさ

n  移動⼿手段（※モビリティ）
n  徒歩，⾃自転⾞車車，⾃自家⽤用⾞車車，鉄
道，バス

n  利利⽤用コスト，便便利利度度
n  住⼈人

n  ⾃自らのOD情報にしたがって移
動する．

n  コストと疲労度度に対する価値
観を持つ



都市と交通のモデル
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都市と交通のモデル
n 都市・交通⼿手段：データを⽤用いて構築

n ⽐比較的簡単
n 住⼈人：ODに対して，経路路・交通⼿手段を決定す
るモデルを構築
n ⼈人の意思決定モデル

n ルールベース（構築困難）
n 効⽤用関数ベース（構築可能だが計算負荷⼤大！）

n 計算負荷を削減した効⽤用関数を⽤用いた経
路路・交通⼿手段の意思決定モデルを構築！
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住⼈人エージェントの意思決定モデル
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住⼈人は、効⽤用関数ｆが最⼩小となる地区・経路路を選択



住⼈人エージェントの意思決定モデル
次を仮定することにより探索索にエージェ
ントが共通で利利⽤用できる部分ができる
n  エージェントによって拡張距離離は異異

ならない（同じ交通⼿手段を⽤用いる場
合，最適な経路路はエージェントで共
通）

n  エージェント共通部
地区間に距離離と混雑度度から算出される擬
似的距離離を設定し，全地区間について，
その擬似的距離離の経路路和を最⼩小にする経
路路をWarshall-‐‑‒Floyd  法を⽤用いて求める．

n  エージェント個別部
アルゴリズム1  で得られた最短経路路を⽤用
いて，評価値を計算し，それを最適にす
るような利利⽤用地区及び交通⼿手段を決定す
る．

12 

start

i  ←  0

エージェント共通部

i

i  ←  i+1

エージェント個別部

end

default
i  =  I

i  mod  R  =  0
and  i  <  I

交通量量（渋滞）
のアップデート

エージェント
個別部
を繰り返す

i：エージェント番号
I：エージェント数
R：エージェント共通部実⾏行行回数



1.  対象地域：路路⾯面電⾞車車および富⼭山ライトレール(LRT)を含
む富⼭山市中⼼心部（約80k㎡，⼈人⼝口約18万⼈人）

2.  地区サイズ：250mメッシュ（GISデータ準拠）
3.  交通網：地図より交通網を作成
4.  ODデータ：

Origin：GISデータより産業別の⼈人⼝口導出
Destination：主要な施設（勤務先，通学先）を
地図よりピックアップ
Origin-‐‑‒Destinationをランダムに組み合わせる
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シミュレーション例例：
都市・交通⼿手段のモデル



エージェントのパラメータ設定
現在のところ，神⼾戸で取得したアンケート結果か
ら推定したパラメータを使⽤用 　 　 　 　 　
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シミュレーション結果：
距離離別の代表交通⼿手段
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1/10モデル 　18,156エージェント,  
計算時間：Intel  Xeon  X5670  を⽤用いて約6時間



シナリオ１（現状）
n  現在の交通網

シナリオ２（LRT＋路路⾯面接続）
n  富⼭山ライトレール(LRT)と路路⾯面
電⾞車車の相互接続

「北北⽇日本新聞ウェブ」より
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シミュレーション結果：
シナリオ⽐比較 
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シミュレーション結果：
シナリオ⽐比較 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

徒歩 ⾃自転⾞車車 ⾃自家⽤用⾞車車 JR ライトR 路路⾯面電⾞車車 地⽅方鉄道 バス LRT接続バス

％

シナリオ１
シナリオ２

代表交通⼿手段の割合



まとめ
n 都市交通のマルチエージェントモデルを紹介

n 交通インフラの設計・評価への利利⽤用を想定
n 住⺠民⼀一⼈人⼀一⼈人の交通⾏行行動を扱える
n 数理理的⼿手法の⼯工夫により計算時間を削減

今後の課題
n 移動⼿手段パラメータの同定
（調査・アンケート）

n ⼤大規模・正確なODデータの取得
n さらなる計算時間削減
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ご協⼒力力に期待！


