―身近な現象の物理―

渋滞のサイエンスとその解消法
西成活裕
1.

〈東京大学先端科学技術研究センター

〉

渋滞の研究は「物理」なのか？

であるが，流れの状態としては渋滞していない自由相，そ

車の渋滞は，我々の経済活動に莫大なマイナスをもたら

して渋滞クラスターができる渋滞相が存在し，それらはま

しており，その損失は年間およそ国家予算の 7 分の 1 にも

るで液相と固相のようなアナロジーで議論できるのだ．実

のぼることが知られている（図 1）
．したがってその解消は

際に後で述べるが，高速道路では，1 km に約 25 台の車の

極めて社会的意義が大きく，これまで工学の立場で様々な

密度以上になると流れは渋滞相に変化し，この臨界密度は

研究が行われてきた． 一方で 1990 年代より理学の立場で

観測する場所が異なってもほぼ同じというユニバーサリ

も交通流研究が盛んに行われるようになってきた．そこで

ティがあることが知られている．4） 物理学でも非平衡系に

は車だけでなく，人の集団運動や生体の中の様々な物質輸

おける相転移の研究が盛んに行われているが，交通流はそ

送なども研究対象とし，渋滞現象を広く捉えて複雑系科学

の興味深い応用の一つであろう．

1）

として解析が行われてきた．

また流体力学とのアナロジーも興味深い．流体物理の研

以下，車の渋滞に焦点を当てて，まずは物理学的に見て

究で有名なライトヒルも交通流に関する論文を発表してい

この研究の興味深い点を列挙してみよう．車の流れは，1

るが，5） 車という離散粒子系も遠くから眺めれば連続体の

次元上を運動する多体粒子系だと考えることができるだろ

流れのように見えないこともない．そして渋滞の波は，流

う．しかしその相互作用は通常のニュートン力学とはかな

れの中を上流へと伝わっていく衝撃波として解析すること

り異なる．車を運転すれば誰でもわかる通り，通常は前を

ができ，その衝撃波が進む速さは不思議なことにどこでも

走る車に合わせてアクセルを調整しており，自分の後ろの

時速約 20 km であることもわかっている．4） 筆者は大学で

車からはほとんど影響を受けていない．つまり，自分の前

流体力学の講義も担当しているが，特に超音速流と交通流

の粒子からのみ力を受ける非対称な相互作用系なのである．

の類似性は面白いほどよく合うため，途中で頻繁に交通流

このような系は，明らかに作用＝反作用の法則を破ってお

のアナロジーで説明している．例えば，水は狭いところで

り，物理学ではこれまで考えてこなかった系なのである．

は速く流れることはご存じだろう．実際，流体力学によれ

したがってその集団の力学は，バネとおもりが一列につな

ば，ホースの断面積が半分になれば，水の速度は 2 倍にな

がって動くような振動系とは様子が全く異なり，大変興味

ることが示される．しかし車は道路が 2 車線から 1 車線に

深い不安定性などを呈するようになる．

絞られると，そこで渋滞が発生して車の速度は低下する．

2）

3）

さらに，現実の交通流は常に粒子の出入りがあり，その

つまり車の流れは，水とは全く逆に振る舞うのだ．しかし

平均速度や密度などの諸量が時空で変動し続ける非平衡系

もしも流体が超音速状態になれば，断面積が狭くなると流
れの速度は逆に遅くなり，交通流との類似性が出てくる．6）
しかし，交通流のダイナミクスは運転手の複雑な意思や
判断の結果であり，従来の科学のように意思のない粒子の
運動を扱っているわけではない．したがって，こうした渋
滞の研究は，当初はなかなか正統な物理の研究として認め
られなかった．しかし，ニュートン粒子ではなく，車や人
のような自分自身の判断で動く「自己駆動粒子」の集団の
力学的振る舞いが世界中で注目を浴びるようになり，7） こ
こ十年ほどで市民権を得てきた感がある．人間の行動は複
雑で科学的に扱うのはとても難しいが，例えば道路をたく
さんの車が走っているときには，せいぜいアクセルによる
加速，ブレーキでの減速，あとは車線変更ぐらいしかとり
うる行動はない．このように個人の自由な行動が集団の中
で制限され，単純化されたとき，初めて学問として人間の
集団行動を科学することができるようになってくるのだ．

図1
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高速道路での渋滞の様子．
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図 2 （左）高速道路での基本図．東名高速道路焼津付近の追い越し車線において測定した 1 ヶ月間のデータ（データ提供：（旧）日本道路公団）．（右）基本図の
一般的性質を模式的に表したもの．

2.

渋滞を定義する

それでははじめに渋滞について理学の立場で定義してみ

どんどん詰めてしまって流量を落とすのに比べ，アリは詰
めないことで流量を維持していたのだ．

よう．図 2 左は，高速道路で実際に取得したデータで，約
2 km おきに道路に埋めてある感知器によって 5 分ごとに測
定されたものである．

3.

渋滞の数理モデルと解消法

さて渋滞の定義が定まったところで，車や人などの動き

縦軸は交通量（流量），横軸は車の密度であり，基本図

を表す最も簡単な数理モデルを紹介しよう．それはセル

と呼ばれている．交通量とは，5 分の間にある地点を通過

オートマトンを用いるものであり，現実の基本図も定性的

した車の台数のことである．そして密度とはその付近

9）
に再現できる．
まず，車や人などに共通する基本的性質

1 km あたりに車が何台いるか，という量である．この基

として，「自分の前が空いていれば進めるが，前が詰まっ

本図によれば，ある密度までは交通量は密度に比例して増

ていれば動けない」，という単純な排他ルールに注目する．

えていくが，ある密度を超えると交通量が減少に転じるこ

この性質をモデル化するため，車をすべて玉で表し，道路

とがわかる．密度が低い時に交通量と密度が比例している

を箱を並べて表す．ただし一つの箱には最大で一つの玉し

ということは，車が流れていて渋滞していないことを意味

か入らないとする．そして前の箱にすでに玉が入っていれ

している．また，混んできて車の密度が高くなると，前の

ば動けず，前の箱が空のときにのみ前に 1 つ進めるとする．

車が邪魔になり交通量は低下するし，大渋滞で道路にびっ

このルールを全ての玉に一斉に適用する．箱はサーキット

しりと車が並んで停止すれば，交通量はもちろんゼロにな

状に並べておき，周期系で境界はないとしよう．これがセ

る．以上より，交通データをプロットすれば，必ず原点か

ルオートマトンモデルである．

ら始まって増加してゆき，密度が高くなると再びゼロに戻

それではこのモデルの基本図を描いてみよう．まず，全

るように分布する．つまり，基本図の曲線は途中のどこか

箱数を L，玉の総数を M とすれば，密度はもちろん ρ＝M /L

に必ずピークがある山型になることになる（図 2 右）．そ

で与えられる．そして明らかに密度の範囲は 0 ≤ ρ ≤ 1 とな

して山形の右上がりの部分が自由流，右下がりの部分が渋

る．次に流量だが，これは一般に平均密度と平均速度の掛

滞流となる．またこの曲線の峠のところの密度が渋滞にな

け算で与えられるので，玉の平均速度を求めよう．ある時

る臨界密度であり，このとき交通量は最大値をとることも

刻 t で動いた玉の数を K（t）とすれば，玉の総数 M は不変な

わかる．以上より，渋滞の定義は「密度の増加とともに交

ので時刻 t での平均速度は u（t）
＝K（t）
/M で与えられる．そ

通量が減少する状態」とすることができる．図 2 左によれ

して各時間ステップで動いた玉の数 K は一般に異なるた

ば，およそ 1 km あたり車が 25 台程度以上に増えた状態が

め，平均速度は一般に時間の関数になるが，実際にはある

渋滞であり，これは車間距離でいえば約 40 m である．つ

時間ステップ経過後には K（t）は一定値に収束することが

まり車間 40 m 以下に詰めて走らざるを得ない状態が渋滞

多い．以上より，流量が求まり Q＝ρu＝K/L となる．さて，

なのである．

密度が ρ < 1/2 のときは，しばらく時間がたてば必ず全ての

余談だが，この定義に従ってアリの行列について基本図

玉が動けるようになるため平均速度は 1 になり，流量は

を描いてみたことがある．約 3 ヶ月にわたる自然観測の結

Q＝ρ となる．また，ρ > 1/2 のときは，動ける玉の数は，

果，何と渋滞の特徴である右下がりの状態が存在しないこ

空いている箱の数に等しいため K＝L−M となり，Q＝1−ρ

とが明らかになった．つまり，アリは渋滞していなかった

が得られる．以上より，このモデルでの基本図の形は図 3

のだ． アリが渋滞しない理由はまだよくわかっていない

のとおり 2 等辺三角形で，ρ＝1/2 に対して対称な形をして

が，自然観測ではアリは混んでくるとお互い詰めなくなる，

10）
おり，
これはモデルで玉入りの箱と空き箱を反転させて

ということだけわかっている．つまり，車は混んできても

も不変な対称性を反映している．また，図 2 右のように自

8）
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由相，そして渋滞相が存在し，臨界密度が 1/2 となってお

これに比べて下段は渋滞領域のだいぶ前から車間距離を確

り，定性的な交通流の性質を再現している．

保して近づいている様子を表している．これを見ればわか

次にこのモデルを使って渋滞をどのように解消できるか

る通り，車間距離を空けていたおかげで渋滞が解消し，そ

を考えてみよう．いろいろと箱と玉を使って遊んでいるう

の後に通過するため渋滞に巻き込まれずに通過できている

ちに，とても簡単な方法があることに気がついた．それが

ことがわかる．つまり，渋滞の上流であらかじめ確保して

図 4 に示されているが，渋滞している箇所にゆっくりと近

おいた車間距離のおかげで，渋滞をうまく吸収して消して

づく，という作戦である．このアイデアは先ほどの詰めな

いる．さらにより現実に合うように基本モデルを拡張した

いことで渋滞しないアリの動きがヒントになっている．

スロースタートモデルでは，この走行により流量も向上す

図 4 の赤い車に注目していただきたい．上段は車間を空
けずに渋滞領域に近づいた場合で，確かに渋滞に自ら巻き

10）
ることが示される．
また，この走行を行ったときの車の

時空における軌跡の様子を表したものが図 5 である．

込まれ，そして 4 ステップ後に渋滞から抜け出している．

ま ず，先 ほ ど 述 べ た 通 り，渋 滞 の 先 頭 は お よ そ 時 速
20 km で削られていく（図 5）．そのため，例えば長さ 1 km
程度の渋滞であれば，後ろから全く車が来なければおよそ
3 分で消滅する．しかし実際にはもちろん車はこの渋滞領
域に次々と到着する．しかしあえて少し減速して車間距離
を空け，到着を遅らせる走り方をすれば，渋滞の成長を防
ぐことができ，うまくタイミングがあえば渋滞を消すこと
も可能なのである．実際に慣れたトラックの運転手はこの
ような走行をしている人が多いそうだ．我々はこういった
運転をする車を「渋滞吸収車」と名付けた．この車がうま

図 3 セルオートマトンモデルによる基本図の理論曲線．臨界密度は 1/2 と
なっている．

く車間距離をとってゆっくり渋滞に近づくことで，前の車
が遅くなってもその車間距離を利用してなるべく一定の速
度で走り続けることができる．これがブレーキの連鎖を止
めるクッションの役割を果たすことにもつながる．このよ
うに渋滞を起こさせない走り方を心がければ，個人の力で
渋滞を未然に防げるし，道路建設などにお金をかけなくて
も同様以上の効果が得られる可能性があるのだ．

4.

渋滞解消の実践

我々はこの渋滞吸収運転が成功するための条件を求

め，11） またその理論に従って JAF や警察庁と共同で公道実
験を行った（図 6）．渋滞吸収のターゲットに選んだ場所は，
渋滞の名所の一つである中央道上りの小仏トンネル付近で
ある．そこで我々は 8 台の車がペースメーカーとなって相
図 4 渋滞吸収運転のモデル．上段は車間距離を空けずに渋滞に近づく場
合，下段は車間を空けて近づく場合．

図 5 渋滞吸収走行の概念図．図は三台の車の軌跡を描いた曲線で，横軸
が位置，縦軸が時間である．渋滞の先頭は，データによれば時速約 20 km
で後退する．そして車間距離を空けた走行をすることで渋滞が減衰してい
くが，逆に車間を詰めていると渋滞領域は成長していくことがわかる．
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模湖インターの少し手前より時速を周囲より 20 km 程度下
げ，車間距離をとって安定走行をする実験を行った．まず，

図 6 渋滞吸収走行の実験中の様子（JAF 提供）．「警察庁」のシールをつけ
た 8 台のペースメーカー車が走行している．
日本物理学会誌
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図7

スローイン・ファストアウトの概念．渋滞領域への流入を減らし，流出をより増大させれば渋滞長は短くなってゆく．

その上流の上野原インターに 8 台の車で待機し，そこで小

なってくる．これまで私自身，こうした経験を何度もした

仏トンネル付近の速度データをリアルタイムでモニタリン

ことがある．

グした．そして渋滞発生の初期，つまり平均速度が時速約

次にこの走行に協力するためのモチベーションの問題が

70 km まで下がってきたときにインターから中央道上り方

ある．実は吸収走行を行った本人にとっては，総旅行時間

面へ入っていった．その時，我々の前方に 1 km 程度の長

はあまり変わらないことも多い．そうなると自分にメリッ

さの渋滞が発生して時速が 55 km 程度にまで落ち込んでい

トがあまり感じられないため，積極的にこのような走行を

たが，我々のペースメーカー車の通過後は平均速度が時速

しようとなかなか思わなくなる．しかし燃費に注目すると，

80 km ぐらいまで回復した．つまり，渋滞吸収車によって

明らかなメリットがある．それは安定した速度で走行をす

渋滞を消すことに成功したのだ．12）

ることにより余計な加減速が減るからである．実際にこれ

この渋滞吸収走行の開始地点は，渋滞領域の数 km 手前

までの実験では最大約 4 割も燃費が向上したこともあり，

の自由流領域がよい．自由流の領域ではもともと車間距離

このおかげで CO2 の排出も抑えられるため環境によいエ

が大きいため，吸収のために多少減速してもそれが周囲の

コドライブになる．また，この吸収走行は実は自分よりむ

流れを副次的に渋滞させてしまうことはない． したがっ

しろ後ろの車に恩恵をもたらす．そこで，この利他的な走

てこの上流の位置で前もって車間距離を確保し，その貯金

行をお互いすることで，ある時は自分が社会貢献する立場

をうまく使いながらなるべく定速で渋滞へ近づいていくの

になり，またある時は誰かに助けられることもある．情け

がよい．さらにこの走行を成功させるために，渋滞領域を

は人のためならず，ということわざがある．自分の後ろな

抜けるときも気をつけなくてはならないことがある．それ

んてどうでも良い，と皆が思っていると，結局いつかは自

は，なるべく自分の前の車が動き出したら遅れずについて

分にそのツケが回ってくることになる．やはり皆で人のた

いくことである．人は渋滞に巻き込まれると一種のあきら

めに行動することが，自分も含めた全体に最も高い益をも

め感が出てきて周囲の状況に機敏に反応しなくなってくる．

たらすことになる．道路では，このような思いやりのある

11）

したがって，常に 2，3 台前の車を見て前方の交通状況を
確認していれば，早めに加速の準備ができるようになる．
以上の走行方法を一言でいえば，「スローイン・ファスト
アウト」となる．要するに渋滞にはゆっくり入り（スロー
イン），渋滞からは素早く抜ける（ファストアウト）走行を
すればよい．こうして最後尾の成長を抑えるとともに，渋
滞の先頭部を早く削っていくことのダブルの効果で，渋滞
長を効果的に短くできるのだ（図 7）．

5.

情けは人のためならず

最後に，以上の渋滞吸収走行を実施する場合のハードル

として，以下の 2 つを指摘しておこう．まず，車間距離を
開けると，そこに割り込んでくる車がいる，ということで
ある．混み始めた状態で車間を 40 m 空けて走っていると，
我々の実験でも残念ながら割り込まれてしまうことが多い
のも事実だ．しかし，しばらくすると割り込みをしない車
が周囲に徐々に増え，そうした車の集団ができると後ろか
ら容易に追い抜きができなくなってくる．こうなると割り
込みはほぼ無くなり，吸収走行を安心してできるように
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「お互い様」の交通環境になって欲しいと願う．
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