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1.　はじめに

道路混雑に対する混雑課金（ロードプライシン
グ）政策の導入は、今や現実的な政策代替案の一
つとなっている。道路利用者に直接的に課金する
ことで、経路の誘導、交通手段の変更、トリップ
発生時刻の変更等で、交通需要の変化を促し、道
路混雑の解消を目指す政策である。

混雑課金についての学術研究は多分野におい
て発表 1）、2）、3）されている。経済学的に最も望ま
しいファースト・ベスト（First Best）課金は、
全リンクに限界費用課金を賦課することが基本
的な考えになる。ただ、限界費用課金の考えに
従い、全リンクに需要に応じて変化する料金を
課すことは、技術的には不可能ではないにして
も、未だ現実的な政策とはいいにくい。したがっ
て、一部の地域のみに課金するセカンド・ベス
ト （Second best：次善）課金の研究が重要とな
る。次善混雑課金政策を導入する際に、政策決定
者は、どこの地域に、いくらの課金額で、どの課
金方式でこの政策を導入するべきかを検討する必

要がある。
本稿では、筆者が取り組んできた次善課金の

研究を整理しながら、簡潔に紹介することを目的
としている。代表的な次善課金としてコードン型
とエリア型の混雑課金を検討する。コードン型方
式は、設定された課金領域への流入時にその都度
課金がされるのに対して、エリア型方式は、対象
領域内でのすべての走行に対して 1 日単位で課金
する方式である。対象地域を領域で区切るという
意味では、コードン課金とエリア課金は類似して
いるが、後述するように交通行動への影響は異な
る点があり、それを踏まえた導入検討が必要とな
る。

どの地域に、いくらの課金額を、そしてエリア
とコードンのどちらの課金方式を導入すれば良い
のかが、今回考えるべき問題となる。これらの回
答は、対象都市の特性に応じて変化すると予想さ
れるため、エリア課金、コードン課金のそれぞれ
において、最適課金領域、最適課金額を決定する
問題を解き、その解の性質を調べておくことが有
用となる。本稿では、この研究テーマに関する筆
者らの研究のうち、以下の三点を紹介していく。
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第一に、課金領域は所与とした場合の、課金額
の最適化のみを考える。その場合のエリア課金と
コードン課金の社会的余剰の差や最適課金額など
を比較する 4）、5）。

第二に、エリア課金とコードン課金の課金領域
と課金額の同時最適化問題を構築し、実都市圏に
適用する。課金領域の最適形状、社会的余剰、最
適課金額などを比較する 6）。

第三に、課金領域の形状に制約を課した場合の
課金領域と課金額の同時最適化問題を構築する7）。
形状制約の例として、凸型の領域、円形領域を考
える。凸型の領域制約では、現実的な課金領域形
状を出力できるという利点がある。円形領域の制
約を課した結果を基準として比較をすることで、
領域を最適化する効果も抽出できる。

なお、コードン課金については、既存の交通モ
デルでの評価が容易であったが、エリア課金につ
いては、その厳密な評価のためには新たなモデル
が必要となる。そのモデル 4）、5）についても簡潔
に紹介する。

また、筆者らの既存研究では、政策評価指標と
して社会的余剰値を利用している。本稿では、関
連研究とより適切に比較するために、社会的余剰
の相対改善（Relative Gain: RG）という指標で、
筆者らの政策評価結果を再構成し、比較分析と考
察を進めている点に独自性がある。

本稿の構成として、まず、 2．でエリア課金と
コードン課金の制度の違いを説明する。そして 3．
で領域形状が所与の場合の分析、4．で領域形状
の最適化を含む分析、5．では領域形状に制約が
ある分析を紹介する。6．では研究成果を整理し、
総合考察を行い、7．にて成果をまとめる。

2．エリア課金とコードン課金の課金制度の違い 8）

コードン課金とエリア課金の課金方式の違い
は、まず図 1 のように示される 8）。コードン課金
では、課金区域への流入時のみに料金は徴収され
る。したがって、課金区域内で完結する内々ト
リップや課金区域内から域外に向かう内外トリッ
プは、課金されないことになる。現実都市での適
用では、課金地域への流入道路にゲートを設けて

料金を徴収する場合が多い。一方、エリア課金で
は、対象地域内をわずかでも走行することに対し
て課金が賦課される。したがって、前述の内々ト
リップも内外トリップも課金対象となる。

コードン課金とエリア課金の違いは、さらに
図 2 のようにも示される。図 1 は、トリップ単
位であったが、図 2 では、トリップのつながりで
あるトリップ・チェイン単位で表現している。発
地から出発して、3 箇所の中継地を通過して、発
地に戻ってくるようなトリップ・チェインを考え
よう。図 2 のような場合、コードン課金では、課
金地域に 3 回流入することになるので、課金額も
1 回の支払額の 3 倍となってしまう。この 3 倍も
の課金を避けるために、運転手はたとえば、最後
のトリップの経路を点線のように変更する可能性
もあるだろう。一方、エリア課金では、最初の流
入時の 1 回のみ支払えばよいので、課金導入後で
も、経路の変更などは生じにくいと考えられる。
このように課金システムの違いにより利用者の行
動変化にも違いが生じると考えられる。さらに、
望ましい課金の領域形状も異なってくることが予
想される。

コードン課金については、課金領域の流入リ

(a)  (b)  

図 1　トリップに対する課金の違い 8）

(b)  (a) 

図 2　トリップ・チェインに対する課金の違い 8）
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ンクに課金抵抗を課すことで、一般の交通モデル
でも評価が容易であった。エリア課金では、課金
領域の流入時に課金がされるかどうかは、それ以
前の行動に依存するため、通常の交通モデルでの
表現は容易ではない。課金抵抗を含んだ経路のコ
ストがリンクのコストの単純な加法和では表現で
きず、非加法コスト型と呼ばれる形式となる。ト
リップ・チェイン型の非加法コストを考慮する必
要があるが、それをネットワーク上での混雑を考
慮しながら、整合的で簡潔なモデルで表現する新
たなモデルが開発されている 4）、5）。

3．エリア課金とコードン課金の比較分析 : 領域
形状所与の場合 4）、5）

⑴　エリア課金評価のためのモデル構築
エリア課金の評価に必要な非加法コストを考

慮したトリップ・チェイン型ネットワーク均衡モ
デルは下記の最適化問題として定式化でき、現実
のネットワークでも計算可能な解法が構築されて
いる 4）、5）。
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ここで、トリップ・チェインnに対して、Dn （.）： 
需要関数、hn：トリップ・チェイン n の交通量、
リンク a に対して、xa：交通量、ta（.）：リンクコ
スト関数、gm

n：トリップ・チェイン n の経路 m の
交通量、M：課金領域 B を通過する経路の集合、
τ：課金レベル、δm

a, n：リンク a がトリップ・チェ
イン n の経路 m に含まれているときに 1、それ以
外は 0 をとる変数である。

このモデルに対応した社会的余剰 SS は、以下

のように計算できる。

SS＝∑
n
∫
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0
Dn

－1（ω）dω－∑
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さらに、下記のように社会的余剰の相対改善指
標（Relative Gain; RG）を定義しよう。

RG＝ SS＊＊－SS＊

SS O－SS＊
 ⑶

ここで、SS＊, SS O, SS＊＊は、それぞれ無課金時、全
リンクへの最適課金時、エリア／コードン課金時
の社会的余剰とする。

⑵　実都市圏への適用例
宇都宮都市圏の道路ネットワークは、三環状道

路が完成しており、それらに合わせて、仮想的な
課金候補地域を図 3 のように、A から F まで 6
つ設定した。

図 4 は、コードン課金とエリア課金による社会
的余剰の違いを課金対象区域別に示している。ど
の課金区域の場合でも、社会的余剰関数はおおむ
ね上に凸の形状であり、最適エリア課金額が最適
コードン課金額よりも高いという傾向である。

最大の社会的余剰が得られているのは、課金領
域 A のエリア型で最適課金額 250 円、RG＝12.0%
となっている。

4．エリア課金とコードン課金の比較分析 : 領域
形状の最適設計 6）

⑴　最適領域設計問題の定式化と解法の構築
Zhang and Yang9）、Sumalee10）は、コードン

課金の課金領域と課金額を決定する二段階最適モ
デルの定式化と解法を示している。これらの研究
では、経路コストがリンク加法型で表現される通
常の利用者均衡モデルをベースになっている。一
方、エリア課金については、エリア課金政策その
ものを厳密に評価できるモデルが必要なため研究
事例は少ない。前述したように経路コストがリン
ク非加法型で表現されるエリア課金は、通常のリ
ンク加法型の利用者均衡モデルでは厳密には表現
しきれないためである。
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そこで本章では、エリア課金を適切に表現でき
るモデルを用いて、その課金領域と課金レベルの
同時最適化を行うアルゴリズムを構築し、その有
用性を確認することを目的とする。

まず、上位問題である社会的余剰最大化問題
と、下位問題であるトリップ・チェイン型利用者
均衡配分モデルから構成される二段階の最適化モ
デルとなる。これは、数学的には、式 ⑴ を下位
問題として、下記の式 ⑵ を上位問題として構成
される。

max
τ, B

SS＝∑
n
∫

hn

0
Dn

－1（ω）dω－∑
a

xa ta（xa） ⑵

解法としては、Sumalee10）により提案された
branch-tree 構造を用いたコードン課金領域とレ
ベルの最適化アルゴリズムを、エリア課金におけ
る領域とレベルの最適化モデルへ拡張したものを
利用する 6）。

⑵　実都市圏への適用
宇都宮都市圏ネットワークにおいて、図 5 は最

適化モデルの実行によって得られた結果の一つで
ある。灰色の部分で塗りつぶされた部分が最適エ
リア課金領域である。課金リンク数は 149、最適
課金レベルは 250 円である。図 5 の赤色のリンク

（a）課金対象区域A, B, C （b）課金対象区域D, E, F

図 3　宇都宮都市圏における仮想的な課金対象地域の設定
出典：Maruyama and Sumalee5）

図 4　コードン課金とエリア課金による社会的余剰の違い
出典：Maruyama and Sumalee5）の図の軸を一部変更
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は無課金時と比較して交通量が増加していること
を表し、青色のリンクはその逆を示している（カ
ラー図は文献 6）を参照いただきたい）。課金領
域の内側では、ほぼ全てのリンクで交通量の減少
が生じている。課金領域に入らない南西部の環状
道路においては交通量が増加する部分も見られ、
迂回路を残す形で最適領域が決定されたことが確
認できる。その他の外周部においては特に目立っ
た傾向は見られない。

最適時には RG=18.8%まで向上した。一方、
3．で示した人為的に設定されたエリア課金では
RG=12.0%であった。領域の最適化により 6.8%の
改善が行われている。

図 6 は最適化モデルの実行によって得られた

最適コードン領域の一つである。最適課金レベル
は 100 円である。課金後のリンク交通量は、エ
リア課金とは異なり、コードン内部で増加する部
分が確認できる。これは、課金対象外となるコー
ドン内々の移動が混雑緩和によって増加している
ことを、需要変動型の今回のモデルで表現できて
いるためと考えられる。コードンラインを横切る
道路の交通量は、ほとんどの道路において減少し
ている。最適解では RG=27.5%まで向上し、エリ
ア課金より高い値となった。3．で示した人為的
に設定されたコードン課金領域では RG=11.5%で
あり、領域の最適化によって 16.0%の改善がされ
た。エリア課金よりもコードン課金のほうが領域
最適化の効果は大きい。これらコードン課金は複
数回の課金が生じうるため、領域の形状や大きさ
にコードン課金は敏感に反応するためと考えられ
る。

この解法では、社会的余剰は高くとも、非現実
的な課金領域が出力されることもあり、その点が
課題となる 6）。

5．エリア課金とコードン課金の比較分析 : 領域
形状の制約つきの場合 7）

⑴　領域形状制約の表現法
本章は、コードンおよびエリア課金の最適設計

において、課金領域の形状制約の考慮と中心位置
の最適化が可能な新たな計算法を構築する。また、
この方法を拡張することで、単一課金領域のみで
はなく、複数課金領域の最適化も行うことが可能
な計算法も開発する 7）。

課金領域の形状制約の考慮とは、数学的には式
⑵ の決定変数に制約条件を追加することに相当
する。

max
τ, B∈Ω

SS＝∑
n
∫

hn

0
Dn

－1（ω）dω－∑
a

xa ta（xa） ⑶

ここで、B は、課金領域を表現する境界ベクト
ルの集合で、Ωは形状制約を満たす課金領域の集
合とする。

4．で紹介した branch-tree 手法では、形状制
約の表現が容易ではないため、領域を極座標系で

図 5　エリア課金の最適解の 1つ 6）

図 6　コードン課金の最適解の 1つ 6）
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表現する方法を提案した（図 7）。すなわち、課
金領域の中心座標とそれを基点とした極座標成分
の集合から計算される領域境界線によって、エリ
ア課金やコードン課金の課金領域を表現する手法
である。課金領域を座標指定によって定義するこ
とで、計算中の中心位置の自由な移動と形状制約
を容易に行うことを可能にする 7）。

⑵　実都市圏への適用
a）　形状制約なしの場合

宇都宮都市圏のネットワークに適用した。まず
は、比較のため、本章の提案手法で形状制約のな
い場合の結果を示す。図 8 は最適化によって得ら
れた結果の 1 つである。線で囲まれた部分が最適
エリア課金領域である。RG=19.5%であった。最
適課金レベルは 200 円となっている。課金領域
の中心は都市中心から北東に位置しているが、都
市中心部も課金領域に含まれている。4．で示し
た、同条件で branch-tree 手法を用いた最適化で

は RG=18.8%であった。提案手法においてもそれ
と同水準の値が得られている

図 9 はコードン課金の最適化によって得られ
た結果の 1 つである。線で囲まれた部分が最適
コードン課金領域（コードン・ライン）である。
RG=26.0%、最適課金レベルは 100 円である。最
適領域はエリア課金と類似しているが、最適課金
レベルはエリア課金よりも低い。branch-tree 手
法を用いた最適化では、RG=27.5%であり、提案
手法による結果はそれより低めである。これは、
コードン課金において高い社会的余剰を示す解が
非常に複雑な形状であるためである。提案手法は
その仕様上、表現可能な形状に制限があることか
ら、それらの最適解に到達できなかったと判断で
きる。

極O

図 7　極座標成分による課金領域の表現 7）

図 8　エリア課金領域の最適解の 1つ 7）

図 9　コードン課金領域の最適解の 1つ 7）

図 10　形状制限を設けたエリア課金の最適領域 7）
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b）　凸形状制約を設けた最適化
課金領域に凸形状の制限を適用して最適化を

行った。図 10 はエリア課金、図 11 はコードン
課金における結果である。エリア課金で RG＝
16.5%、コードン課金で RG=18.9%となり、最適
課金レベルは共に 200 円という結果が得られた。
制限を設けない条件下の解と比較して、形状が過
剰に複雑になることが抑えられ、現実性の高い解
が得られた一方で、余剰の上昇率は減少した。

c）　複数課金領域の最適化
複数課金領域における最適化を実行した。図 12

はエリア課金、図 13 はコードン課金において、
2 つの領域を設定して最適計算を行った結果であ
る。エリア課金では RG＝22.3%、コードン課金
では RG=28.8%となり、それぞれの単一課金領域

より高い上昇率を示した。最適課金レベルはエリ
ア課金が 250 円、コードン課金が 100 円となっ
た。両課金方式ともに、都市中心部の課金に加
え、外側の混雑が激しい一部分に対して第二の課
金領域が設定された。

6．課金領域の最適化の効果の総合考察

コードン課金の最適化の既存研究の成果と本研
究を比較していこう。Mun et al.11）は単一中心都
市での最適コードン課金において、RG＝94%を示
している。また、Mun et al.12）は、非単一中心都
市での最適コードンにおいて、RG＝41.5%と示し
ており、都市構造が単一中心に近いほどコードン
課金が有効などの知見を提示している。Verhoef13）

は、単一中心都市でのコードン課金で RG＝88%
を示している。Fujishima14）は、CGE モデルによ図 12　複数課金領域のエリア課金の最適領域 7）

図 11　形状制限を設けたコードン課金の最適領域 7）

図 13　複数課金領域のコードン課金の最適領域 7）

図 14　円形領域を想定した最適領域群 7）
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る分析で RG＝62%、Anas & Hiramatsu15）による 
SCGE モデルでは、RG＝15 ～ 52%が得られてい
る。

ネットワークを考慮した最適コードンの分析で
は、Zhang and Yang9）が RG＝28.3%,  Sumalee10）

が RG＝20.5%を示している。ネットワークを明
示した本研究の成果では、最適コードンで RG＝ 
26%程度であり、これらの既存研究の成果とはほ
ぼ同等の結果といえる。

ここで、Verhoef13）は、次善課金の分析におい
て課金領域の変化が社会的余剰に及ぼす効果は、
課金額の変化によるものに比べて小さいという結
果を示している。この知見が一般的なものなのか
どうかを本提案手法で確認することを試みる 7）。
課金額の最適化の効果と分離して、課金領域を最
適化することの効果を抽出するものである。5．
の宇都宮ネットワークのモデルにおいて、単一領
域の場合のみを対象とし、課金額は、エリア課金
は最適額 200 円、コードン課金は最適額 100 円
で一定として、最適でない領域と最適化された領
域の余剰の差を求めよう。最適化されていない領
域として、動径の長さを等しくした円形を想定し、
その長さのみを最適化する。そして中心位置も最
適化する場合／しない場合（都心に固定）でコー
ドン／エリア課金のそれぞれ合計 4 パターンを計
算する。このような形状制約を設定したパターン
分析が可能になるのも本提案手法の特徴の一つで
ある。

結果を図 14 と表 1 に示す。領域を円形と想定
し、課金額固定で、中心位置を最適化しないと
RG はエリアで 12.3%、コードンで 9.5%であり、
中心位置の最適化の重要性が示唆される。中心位
置と動径を最適化すると北東地域に課金地域が設
定される。これは、図 8 から図 11 と同様な傾向
である。中心のみ最適化エリア課金の RG＝15%
に対して、本提案手法の最適エリア（図 8）は
19.5%が得られている。これらの差 4.5%が、エリ
ア課金における領域最適化の純粋な効果と解釈で
きる。コードン課金については、中心のみ最適化
コードンの 14.1%に対して、最適領域では 26%と
なり、この差 11.9%が、コードン課金における領
域最適化の純粋な効果と呼べる。以上より、特に

コードン課金において、課金領域の最適化による
社会的余剰の上昇効果は、少なくないと判断でき
る。

Verhoef13）による課金領域の設定が余剰に及ぼ
す効果が小さいという分析結果は、単一中心都市
で単純な交通需要パターンを仮定し、ネットワー
クを捨象した、シンプルな都市モデルにより得ら
れたものである。現実都市の道路網を考慮し、現
実の交通需要パターンを考慮すると、この知見は
必ずしも当てはまらないことが示唆される。

7．おわりに

本研究で紹介した内容を以下にまとめる。
（1）エリア課金の適切な評価には、非加法型の

トリップ・チェインコストを考慮するべき
ことを指摘した。

（2）非加法コストを考慮したトリップ・チェイ
ン型ネットワーク均衡モデルを提案し、等
価な最適化問題、解法を提案し、実都市圏
への適用計算を行った。

（3）所与の課金領域への最適課金レベルは、エ
リア課金の値がコードン課金よりも高い。

（4）エリア課金、コードン課金の課金レベル
と課金領域を同時に最適化する問題を開発・
適用した。

（5）エリア課金とコードン課金の最適課金領域

表 1　次善課金領域の最適化の効果分析まとめ

課金施策 余剰の相対改善
RG

出典
関連図

無課金 0% 文献5）
ファーストベスト課金 100% 文献6）
人為設定エリア 12.0% 文献5）
人為設定コードン 11.5% 文献5）
最適領域エリア 19.5% 図 8
最適領域コードン 26.0% 図 9
凸型エリア 16.5% 図 10
凸型コードン 18.9% 図 11
円形中心最適化エリア 15.0% 図 14
円形中心最適化コードン 14.1% 図 14
円形中心固定エリア 12.3% 図 14
円形中心固定コードン 9.5% 図 14
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の形状は大幅に異なる。
（6）領域を最適化すると、コードン課金による

余剰改善は、エリア課金の余剰改善よりも
大きい。

（7）課金領域が凸領域や円形といった形状制約
も考慮した次善混雑課金の課金レベルと課
金領域の同時最適化問題を開発・適用した。

（8）複数領域を考慮した計算法を開発し、単一
領域よりも高い社会的余剰改善が示せるこ
とを確認した。

（9）領域の最適化の効果を抽出する方法を提示
し、特にコードン課金において、領域の最
適化の効果が大きいことを示した。

以上の成果より、現実都市で混雑課金政策の導
入を検討する際に、その課金領域・課金レベルの
設定について、提案手法が、有用な情報を提供し
うることを示せたと考える。
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CHARGING BOUNDARY EFFECT OF 
SECOND-BEST CONGESTION PRICING

Takuya MARUYAMA

Cordon-based and area-based pricing are two typical second-best congestion pricing schemes.
In these second best pricing, we have to choose the charging boundary, toll level, and charging 
scheme of the policy. This article summarizes the author’s studies on this topic. We demonstrate 
the following three problems on cordon and area-based pricing:（1）the optimizing toll-level 
problem with given charging boundary,（2）the optimizing charging boundary and toll levels,（3）
the optimizing charging boundary and toll levels with shape constraints of boundary. We applied 
these models to real-world network and had several implications. 


