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１．はじめに 

 
都市内を中心とした道路交通・環境問題には貨物車が

大きく関与しており、効率性と環境負荷低減を目指した

都市内貨物車交通施策の展開が重要となっている。しか

し、都市内貨物車交通問題には、その複雑さゆえ未解決

の課題が多数存在し1)、その中の一つとして、多目的で

複数の利害関係者を考慮した物流のモデル化がある。 
都市内貨物車交通施策の実施にあたっては、事前にそ

の有効性を評価した上で現実に適用する仕組みが必要に

なるが、そのためには上記課題の解決が前提となる。 
以上を踏まえ、本稿では、近年脚光を浴びているマル

チエージェントモデルを構築することにより、多目的で

複数の利害関係者を考慮した都市内貨物車交通施策の評

価手法を確立し、同モデルを用いた各種施策の評価を通

じて、効率的で環境に優しい都市内貨物車交通の実現に

資することを目的とする。 
現在の社会基盤整備状況を鑑みると、新規路線の建設

等ハード面での抜本的対策は困難であると推察されるこ

とから、施策の検討にあたっては、既存道路ネットワー

クの有効活用が重要になると思われる。そこで、本稿で

は、都市内高速道路管理者による弾力的な通行料金の運

用も貨物車交通施策の一つとして検討することとする。 
 
２．モデルの概要 

 
（１）都市内貨物車交通に関与する利害関係者 

都市内貨物車交通に関与する利害関係者には、貨物

輸送事業者、荷主、沿道住民、行政が考えられるが、 

本稿では、都市内高速道路管理者を加えた５主体を考慮 
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する。これら各主体は、各々異なる目標の達成に向けて、

自身の置かれている環境を適切に評価した上で、より望

ましい環境を目指した取り組みを行うものと考えられる。

そこで、まず各主体の評価指標並びに同指標を満足する

ような具体的行動形態を整理した。以下に今回整理した

各主体の評価指標並びに行動を示す。 

①貨物輸送事業者 
 評価指標：貨物輸送利益(最大化) 
具体的行動：荷主への貨物輸送料金提示並びに獲得

した荷主への確実な配送 
②荷主 
評価指標：貨物輸送委託コスト(最小化) 
具体的行動：貨物輸送事業者の選択 

③沿道住民 
評価指標：自身の居住ゾーン内でのトラックのNOx排

出量が基準値を超過する日数(最小化) 
具体的行動：トラックのNOx排出量が基準値を超過し

た場合に行政に対してクレームを起こす 
④行政 
評価指標：行政区域内における沿道住民からのクレ

ーム発生ゾーン数(最小化) 
具体的行動：クレーム発生ゾーンを対象にした貨物

車交通施策を実施するか否かの選択 
⑤都市内高速道路管理者 
評価指標：通行料金収入(最大化) 
具体的行動：通行料金の変動を伴う料金施策の実施 
以上のように設定した結果、主体間に生じる相互作

用は図-1のように表現される。 
 

貨物輸送事業者 荷主

都市内高速道路
管理者

沿道住民

行政

料金収入

料金施策の実施

料金提示・配送

配送委託

施策の実施

クレームの発生

NOxの排出

貨物輸送事業者 荷主

都市内高速道路
管理者

沿道住民

行政

料金収入

料金施策の実施

料金提示・配送

配送委託

施策の実施

クレームの発生

NOxの排出

 
図-1 主体間の相互作用 



（２）マルチエージェントモデル 
 図-2に今回構築したモデルの枠組みを示す。本モデル

は各主体を独立したエージェントと見なしたマルチエー

ジェントモデルであり、各主体の学習行動モデルと貨物

輸送事業者の配車配送計画モデルより構成される。以下

に本モデルによるシミュレーションの流れを示す。 
(STEP1)各主体の学習行動モデルにより、それぞれの行

動が選択・実施される。 
(STEP2)貨物輸送事業者の配車配送計画モデルにより、

事業者毎に各荷主への配送順序・トラックの割

り当てが決定され、配送が実施される。 
(STEP3)貨物輸送の結果、NOx排出量や高速道路料金収

入等ネットワーク環境が確定・更新される。 
(STEP4)主体毎に必要な要素が学習行動モデルへフィー

ドバックされ、主体毎に新たな環境を認知する。 
(STEP5)主体毎にフィードバックされた結果に基づいた

行動の評価を行い、自身の経験が更新される。 
その後、STEP1に戻る。 

以上のように、本モデルは2つのサブモデルによる繰

り返し計算を行うことにより、他主体との相互作用を踏

まえた上での自身にとっての望ましい行動が学習される

ものである。なお、複数の貨物輸送事業者が存在するよ

うに同一主体内にも複数の独立した個体が存在するのが

一般的である。図-2からも分かるように、本モデルにお

いても個体レベルで学習ならびに行動の選択が行われる。 
本モデルを用いることにより、行政等による各種施

策が適用された場合に、各主体の行動やネットワーク環

境の推移の過程を把握することができる。都市内貨物車

交通施策には即効性が求められるものや長期的に取り組

むもの等、適用地域や目的に応じて様々な形態のものが

考えられることから、本モデルを用いた施策の評価は有

用であると考えられる。 
 

（３）貨物輸送事業者の配車配送計画モデル 

貨物輸送事業者の行動形態のうち、荷主への配送を

表現するために、本稿では過年度より研究が進められて

いる確定論的配車配送計画モデル2)を用いた。 

このモデルは以下のように定式化される。 
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ただし、 

( )X,0tC ：貨物輸送コスト（円） 

lfc , ：トラックlの固定コスト（円／台） 
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上記の問題はNP-困難な組み合わせ最適化問題であるこ

とから、ヒューリスティック手法の一つである遺伝的ア

ルゴリズムを用いてモデルが構築されている。 
 
（４）各主体の学習行動モデル 

貨物車交通施策の実施に伴い、各主体の環境に変化

が生じた場合には、変化に対応するべく各主体の行動も

変化するものと考えられる。従って、施策適用時の各主

体の行動モデルは学習行動モデルとして構築する必要が

ある。現在、様々なエージェント学習が提案されている

が、エージェントが自身にとっての理想的な状態を既知

であるか否かにより、適用可能な学習方法は異なる。都

市内貨物車交通に関与する各主体は必ずしも理想的な状

態が判明しているとは限らないため、そのような状態を

試行錯誤的に探索する必要がある。このような学習方法

を教師なし学習と呼ぶ。本稿では、代表的な教師なし学

習である強化学習3)を適用してモデルを構築することと

した。強化学習の中にも多数の学習手法が存在するが、

本稿では、これらの中から適用可能な学習手法を選択し、

そのパフォーマンスを比較した結果、最終的にQ学習を

用いることとした。Q学習における貨物輸送事業者の行

動価値関数の更新式を以下に示す。 
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ただし、 

( )tftff asQ ,, , ：事業者が状態sf,tにおいて行動af,tを選択し

た場合の期待貨物輸送利益（円） 
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図-2 マルチエージェントモデルの枠組み 



αf：学習率 
rf,t+1：貨物輸送事業者が状態sf,tにおいて行動af,tを選択

した場合に得られた貨物輸送利益（円） 
 γf：割引率 
 
３．仮想道路ネットワークでのケーススタディ 

 

（１）ネットワーク条件 

図-3に、今回シミュレーションに使用した仮想道路ネ

ットワークを示す。ノード数25、有向リンク数80の格子

状ネットワークであり、高速道路は中央部に環状に配置

すると共に縦横4方向に延伸している。また、1日を3時
間幅の8つの時間帯に区切り、リンク走行時間はこの時

間帯毎に異なるものとした。ただし、高速道路のリンク

は終日自由走行速度で走行可能とした。 
貨物輸送事業者はネットワークの四隅に計4社配置し、

荷主は貨物輸送事業者所在ノードとネットワーク中心部

を除く計20箇所にそれぞれ1社ずつ配置した。また、リ

ンクで結ばれたノード間のエリアを一つのゾーンとし、

沿道住民はこのゾーン単位で独立したグループとして、

計40グループ存在するものとした。また、ネットワーク

全体を一つの行政区域と見なすとともに、都市内高速道

路管理者もネットワーク全体で1社とした。なお、高速

道路の料金収入は現実の料金を考慮して、2t車および4t
車が40円/km、10t車が80円/kmとした。 
 
（２）検討対象施策 
今回、行政が実施する貨物車交通施策として、以下

のものを検討した。なお、NOx排出量が基準値を下回っ

た場合には、沿道住民からのクレームも無くなるため、

実施中の施策は解除されるものとする。 
①沿道住民からクレームが生じた場合に、そのゾーンに

対し全トラックへのロードプライシング(2t車および4t
車：40円/km、10t車：80円/km)を実施 

②沿道住民からクレームが生じた場合に、そのゾーンに

対し10t車の通行禁止を実施 
また、都市内高速道路管理者による料金施策は、過

去の料金収入に関する学習結果に基づき、通行料金を-5
0%～+50%まで10%刻みで選択・提示するものとした。 
 
（３）行政による施策のみが実施された場合 
図-4に行政による施策が全トラックへのロードプライ

シングである場合の評価結果を示す。図に示す指標のう

ち、沿道住民に関しては、全体的に評価する意味でネッ

トワーク全体での基準値超過ゾーンの数とした。また、

沿道住民からのクレーム発生ゾーン数と、上記の基準値

超過ゾーン数の傾向に差が見られなかったことから、ク

レーム発生ゾーン数は省略し、代わりにネットワーク全

体でのNOx排出量を記した。なお、この図は施策が何も

実施されないケースに対する比(荷主コストなど値が大

きいほど望ましくない指標は逆数の比)で示しており、

線が外側に広がる程、良い結果を示していることとなる。

また、この結果はシミュレーションを繰り返し実施し、

結果が安定した期間における平均値で示している。図よ

り、行政によるロードプライシングは全主体にとってそ

れほど大きな効果が得られないことが確認された。 
図-5には、行政が10t車に対する通行禁止を実施する
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図-3 対象ネットワーク 
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図-4 ロードプライシングの評価結果 
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図-5 10t車通行禁止の評価結果 



場合の結果を示す。結果の表示方法は図-4と同様である。

NOx排出量やNOxの基準値超過ゾーン数が削減されてい

ることが確認できる。10t車通行禁止に伴い、環境負荷

の大きい10t車の利用が抑制され、結果的に環境改善効

果が生じたものと考えられる。 
 

（４）都市内高速道路管理者の料金施策が加わった場合 

図-6に、行政によるロードプライシングと都市内高速

道路管理者による料金施策が同時に実施されるケースの

結果を示す。高速道路管理者による料金施策が加わるこ

とにより、環境改善効果が明確に現れると共に、高速道

路の料金収入も増加する結果となった。環境改善効果が

明確に生じたのは、高速道路の利用が促進されたことに

伴いトラックの平均走行速度が上昇したことによるもの

と考えられる。また、貨物輸送利益や荷主のコストも施

策が実施されない場合と大きく変化していないことから、

全主体にとって納得のいく結果が得られたこととなる。

図-7には、行政による10t車通行禁止と高速道路料金施

策が同時に実施された場合の評価結果を示す。やはり、

料金施策の実施に伴い環境改善効果が増大していること

が確認できる。すなわち、行政による環境悪化地域への

局所的かつ間接的な規制措置と、都市内高速道路管理者

による間接的だがネットワーク全体に影響を与える施策

とが競合しない結果が得られたこととなる。図-8には、

高速道路通行料金の推移を示すが、この図から分かるよ

うに、都市内高速道路管理者は料金収入を増加させるべ

く、最終的に15%前後まで通行料金を割引いていること

が確認できる。すなわち、通行料金の割引に伴い料金収

入が増加していることとなるが、この結果は、過年度に

日本全国で実施された高速道路の通行料金に関する地方

からの提案型社会実験の結果4)と比較すると、料金収入

が過大に増加していることが確認される。これは、トラ

ックの経路選択行動の改善を図っていく必要があること

を意味している。 
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図-8 高速道路通行料金の推移 

 

４．まとめ 

 

本稿では、都市内貨物車交通に関与する多目的で複数

の利害関係者を考慮した都市内貨物車交通施策の評価手

法として、マルチエージェントモデルを構築した。モデ

ルを仮想道路ネットワークに適用し、各種施策の評価を

行った結果、行政による施策と都市内高速道路管理者に

よる料金施策が競合せず、全主体にとって納得のいく結

果が得られることが確認された。しかしながら、高速道

路通行料金割引率と料金収入との関係に疑問点が残るこ

とから、今後の課題としては、トラックの経路選択行動

を精緻化することが考えられる。 
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図-6 ロードプライシングと料金施策の評価結果 
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図-7 ロードプライシングと料金施策の評価結果 


