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1.本研究の背景①

違法駐車が都市部を中心に増加し,常態化．
違法駐車の取締りに投入できる警察の執行力の限界．

道路交通法一部改正により違法駐車の取締りが強化．

　－警察は民間企業に違法駐車取締りの一部を委託．

　－民間企業の駐車監視員が違法駐車の取締りを開始．

　－駐車監視員が取締りをする道路網を駐車監視員活　
　動ガイドライン（以下,ガイドライン）と呼ぶ．
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本研究の背景②（民間委託に伴う問題点）

民間委託されている国では,駐車監視員に対す
る暴力事件が多発し社会問題化．

ー駐車監視員の(取締り台数)給料出来高制による,
巡回の際の偏った取締り．

この事態を改善するには,駐車監視員は偏りなく
巡回する必要がある．

[1]駐車違反監視員制度を見直しへ---イギリス

[2]報道STATION-特集
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2.研究目的

ガイドラインの道路網ガイドラインの道路網ガイドラインの道路網

ガイドラインで示された
道路網上の全ての道路
をまんべんなく巡回する
経路を求める問題につ
いて考える．

総移動距離ができるだ
け小さくなるものを求め
る．

図１：ガイドラインで示された道路網の一例
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３．問題の概要

駐車監視員は複数のグループで巡回する．

２つの問題に分かれる．

1. ガイドラインで示された道路網を駐車監視員のグルー
プ数に分ける問題．

2. グループごとに担当するガイドラインで示された道路
網の巡回経路を求める問題．
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４．ガイドラインのグラフ化①

ガイドラインの道路網ガイドラインの道路網ガイドラインの道路網

•交差点　　　 頂点

•道　 路　　　 枝

図２：ガイドラインのグラフ化



卒業研究発表資料 72007/2/1

ガイドラインのグラフ化②

•１グループの巡回経路長を移動距離．
•各グループの移動距離の合計を総移動距離．

図３：分割パターン１例
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５.各グループにおける巡回経路の作成

各グループは担当するガイドラインで示された道路網
の全ての道路を１度ずつ通過する事．

その際の経路は途切れることが許されない事．

　分割グラフをオイラーグラフにする必要がある．
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オイラーグラフ①

　全ての辺を１回ずつ通って出発点に戻る道順
が存在するグラフ．

一筆書き可能グラフ！
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図４:オイラーグラフ
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オイラーグラフ②

　連結で,頂点の次数が全て偶数であること．
　連結グラフ・・・どの２つの点も道で結ばれているグラフ．

　次数・・・頂点に接続する枝の本数　

条件

図５:オイラーグラフ 図６:非オイラーグラフ
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６．オイラーグラフ構成方法（記号）

：ガイドラインで指定された以外の道路を含む，道路網
をグラフ化したもの．

),( EVG =

G~

：各グループが担当するガイドラインで示された道路網
をグラフ化したもの．

図７：分割グラフ例

),( EVG =
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オイラーグラフの構成方法

Step１：　において，奇数の次数を持つ頂点集合を　求め
　　　　る．

Step２：Step１で求めた頂点集合　の任意の2頂点を　　と
　　　　し，　　　　の　における最短経路長 　を求め記
　　　　憶する．

Step３：頂点集合　からなる完全グラフ　　　　　を作る．
　　　　また，枝　　　　　のコストは対応する2頂点の最
　　　　短経路長　とする．

Step４：グラフ　上の最小コスト完全マッチング　を求め
　　　　る．

Step５：　に含まれる全ての枝　　　を　に付加して，オ
　　　　イラーグラフ　 とする．

G 0V

0V ji vv ,
)(, 0Vvv ji ∈ G~ ijc

0V ),( 000 EVG =
0),( Evv ji ∈

ijc
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M ),( ji vv G
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最小コスト完全マッチング問題

　完全マッチングの中でその枝集合に含まれ
る枝のコストの合計が最小であるものを求め
る問題．

•完全マッチング・・マッチングがグラフの全ての頂点を　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　枝の両端として含むマッチング．

•マッチング・・頂点を共有しない枝の集まり.
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図８：完全マッチング
最小コスト完全マッチング
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最小コスト完全マッチング問題（定式化）

min

s.t.

ij
ji

ij xc∑
<

1
1

1

1

=+ ∑∑
+=

−

=

k

ij
ij

i

h
hi xx

{ }1,0∈ijx

( )ki ,...,1=

(1)

(2)

(3)

目的関数

制約条件

移動距離

頂点　の次数１

0-1変数制約

i

：頂点　　　　間の最短経路長ijc
：マッチングMが枝　　　　　を含む場合１,含まない場合０の変数ijx

ji vv ,

),( ji vv

0-1整数計画問題として定式化する．
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７．実験概要

東京都千代田区神田警察
署管轄地域の道路網デー
タを用いる．

頂点数65,枝数92．
駐車監視員のグループ数
４．

分割パターン12
出発点を駿河台下交差点．

最小コスト完全マッチング
Mはlp-solveを用いて解
た．

約１．５km

約２．０km

ガイドラインの道路網

図９：道路網データ
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実験結果

図10：総移動距離とグループ間の移動距離の差
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実験結果（分割パターン１）

表１：結果

  分割パターン１
  総移動距離　　 　　　19819(m)

                   　  付加道路長　　移動距離
  分割グラフ１  　   1267(m)        5062(m)
  分割グラフ２    　 　819(m)        4268(m)
  分割グラフ３       1069(m)        4465(m)
  分割グラフ４       1448(m)        6024(m)

巡回時間，コストの面ですぐれ
　た解といえる．

グループ間の移動距離の差
は大きかった．

図11：分割パターン１
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実験結果（分割パターン２）

  分割パターン２
  総移動距離　　 　　　19949(m)

                   　  付加道路長　　移動距離

  分割グラフ１  　   1094(m)        5044(m)
  分割グラフ２    　 1207(m)        5078(m)
  分割グラフ３       1707(m)        4913(m)
  分割グラフ４       1147(m)        4914(m)

表２：結果

グループ間の移動距離の差が
小さい．

巡回の際の偏りが小さく，取　　

締りを受ける側の平等性が高い．

図12：分割パターン２
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８．まとめ

　本研究ではグループごとに駐車監視員が担当
道路網をまんべんなく移動し，余分に歩く道路の
延べ距離を最小化する問題を提起した．

全体のグラフをグループ数に分割した後に完全マッ
チング問題を解くことによって最適化することがで
きた．
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９．今後の課題

　グラフを分割した時点で，それぞれの分割グラフ

の最小移動距離が決まるので，分割の仕方を自
動化し，全分割パターンを実験すること．
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