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研究背景
旅行は，人を日常生活から解放し，肉体的・精神的な
寛ぎを与える効果がある．

現代のストレス社会に生きる我々は，しばしば旅行に
よって癒されたいと願う．

　　

旅行には、

・幹事に任せる団体旅行

・旅行会社によって作られているパッケージツアー旅行

・自分ですべて計画を立て、手配する個人旅行

・限られた時間の中で効率的に巡る旅行

・宿泊施設でのんびり過ごす慰安旅行
　　

　　様々な種類・様々な楽しみ方の旅行がある．

１．はじめに

効率的な旅行計画を立案する人を対象にする　
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　　　　旅行立案者は，
　　

　　　　　 ・ どこに行くのか（地域）

　　　　　 ・希望の訪問観光地　

　　　　
　　　　　 効率よく回るために計画を経てる
　　　

　　　＊宿泊旅行の際には何処に泊まるか

　　　という宿泊地の決定は非常に重要になる

決定

１．はじめに

研究背景　
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現在，効率的に訪問希望観光地を巡る旅行における
計画立案者の意思決定支援する為

　　

　　　　　 ・宿泊施設検索システム
　　

　　　　　 ・経路探索サービス
　　　

　 　　　　・周遊プラン作成システム　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が存在する．

まだ訪問希望観光地を最適に周遊する為の
宿泊施設探索のシステムが存在しない！！

しかし

１．はじめに

研究背景　

　今回は，訪問希望観光地を最適に周遊する為の

宿泊地探索支援システムを作成する!
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２．本研究で扱う問題
2.1　 研究の問題
・登録されている観光地からいくつか選択し，複数日分に分ける．

・宿泊地は同一とする．

・各日周遊時間が均等になるようにする．

・総周遊時間が小さくなるようにする．

：宿泊地点 ：観光地点 ：希望訪問地点 ：周遊ルート
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2.2　研究目的
　

　　　　　　　　　　　　旅行者の訪問希望観光地に対して宿泊地と　

　　周遊ルートを決定する問題を考える
　　　

　　　　

　　数理計画問題を解き最適な宿泊地 と周遊ルートの
意思決定を支援するシステムを提案する

２．本研究で扱う問題

数理計画問題として定式化

＊ここで求める最適な宿泊地は，各滞在日の
周遊時間ができるだけ均等でかつ総周遊時間
が短くなるような宿泊地とする
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２．本研究で扱う問題
2.3　 前提条件

東京都２３区内への旅行に限定する　　　

東京都２３区内にある３６ヶ所の観光地を登録地とする

旅行日数は１泊２日～３泊４日から選択する

旅行日数間で訪問希望観光地を全て１回ずつ回る

一日、９時から２０時の時間（660分）の中で観光地を回る

観光スポットでの滞在時間は１時間～最大６時間まで３０分刻み
で自由に選択する．＊目安として標準時間を表示してある

移動手段は電車に限定する

旅行中は，宿を発着地点とする

宿泊地点は固定し，同一の宿泊地点とする

宿泊候補地点は36ヶ所の観光地の中にある11ヶ所とする
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２．本研究で扱う問題
2.4　観光スポット間の移動時間

63
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e

◆東京23区の電車・地下鉄網を考えて，観光地36ヶ所につい
て隣り合っている移動時間のデータを作成する。

◇その後，時間データを繋ぎ合わせ，ある地点までのデータを
作成する。

例
１→４＝a＋c
２→９＝d＋h＋k
５→７＝h＋j
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３．定式化
3.1 数理計画モデル

Ｖ　=　｛1，2，，，，，ｓ｝ : あらかじめ登録されている観光スポットの集合

Ｉ　=　｛i1，i2，，，in｝⊂Ｖ : 利用者が選択した訪問希望観光スポットの集合

J　=　{j1，j2，，， jm}⊂Ｖ : 宿泊候補地の集合

ｄ : 　滞在日数

Ｄ　=　｛1，2，，，，d｝ : 滞在日の集合

z　(∈Ｊ) : 宿泊地

Ｐ(z)：宿泊地ｚ を固定したときの「均等で総周遊時間の短い」ｄ日分の周遊ルートを　

　　　　　 求める問題
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3.2 定式化における決定変数
　　

　　　　　　　　　　

３．定式化

kX ： 第 k 日目に訪問する観光スポットの集合

( )}{zXf k

( )kXq

: 　　　と宿を周遊する最小周遊時間（単位：分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

: 　　　に含まれる各観光スポットの
　　　　　　 希望滞在時間（単位：分）の合計

kX

kX
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3.3　定式化

３．定式化

minimize

subject to
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XqzXf +
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4.1　内部処理～流れ～

４．解法

宿泊地z を固定して考える．

【step1】ｚ をデポとして，セービング法で希望訪問観光地の大ま
かなグルーピング（初期グルーピング）を行う．

【step2】周遊時間の一番大きいグループから他のグループに
希望訪問観光地を移動して 2-opt法で準最適経路を求め，日
数分の経路時間がなるべく均等になるようにする．

【step3】宿泊地11ヶ所について総周遊時間の最小のものから　
　　　　　順位付けを行う．
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４．解法
4.2　 内部処理～初期グルーピング～

•　デポと各観光スポットを往復するｎ本の巡回路集合を用意する
•　２つの巡回路を１つにまとめた時の巡回時間の節約（セービン

グ値）が最も大きい組を探し，それらを１つの巡回路にまとめる

•　巡回路がｄ本（ｄ日分）になるまで繰り返す．

　（総周遊時間が出来るだけ短いｄ本の巡回路を求めている）
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4.4　内部処理～均等化～

４．解法

•　周遊時間の一番長い巡回路（日）の観光スポットを１個だけ
他の日に移す（移したら2-opt法で巡回路長を再計算）

•　すべての移し方（移す点と移動先）を試し，
　移動後の最長周遊時間が最も短くなる移動を採用する

•　最大周遊時間の短縮ができなくなるまで繰り返す

２

１

２

３

１ ３
a

bc

d a

bc

d

2-opt法
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５．システムの概要
5.1　システムの概略～delphiで作成～

開始

終了

・訪問希望観光地の選択（必須）
・観光地での滞在時間の選択（必須）
・希望旅行日数の設定（必須）

選択部

・観光地での滞在時間を踏まえ，各観光地間の移動時間を計算
・11ヶ所の宿泊地点から選択された各訪問希望観光地間の総移
動時間
が最短となるコースを提案ルートとして採用する

ルート作成部

結果出力部

・宿泊地点を最短移動時間順に表示
・全宿泊地点からの訪問地順のリストを作成
・画面地図上に移動ルート表示
（最短移動時間の宿泊地点の移動ルート）

各観光地点間の移動時間
データベース
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観光スポット（３６ヶ所）

５．システムの概要

東京エリアランキングにてTOP50に入る東京23区のエリア
吉祥寺
下北沢

中野

代官山・恵比寿エリア
渋谷

原宿

表参道

白金台

六本木

赤坂

麻布十番

東京タワーエリア

品川

新宿

池袋

巣鴨

東京ドームエリア（水道橋・後楽園）

飯田橋・神楽坂エリア
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九段下

神保町エリア
秋葉原

皇居周辺エリア（大手町）

東京

日本橋

有楽町

銀座

新橋・汐留エリア

お台場エリア

築地市場

月島

豊洲

両国

浅草

上野

谷中・日暮里・千駄木エリア

柴又・亀有エリア



５．システムの概要

宿泊地点（１１ヶ所）

宿泊ホテルランキングよりTOP３０のホテルがあるエリア

六本木
赤坂
東京タワーエリア
品川
新宿
東京ドームエリア（水道橋・後楽園）
九段下
有楽町
銀座
新橋・汐留エリア
お台場エリア
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6.1　入力画面

19

６．利用例
i)  訪問希望観光地の選択
ii) 希望滞在時間の選択
iii) 旅行日数の選択

観光スポット10ヶ所，全て１時間，２泊３日で
実行してみる



６．利用例
6.2　出力画面～最適経路宿泊地～
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６．利用例
6.2　出力画面～最長経路宿泊地～
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６．利用例
6.3　考察

１番最小ルートの宿泊地は新宿で３日間の総周遊時間は736分
最長となる宿泊地はお台場で３日間総周遊時間は842分．

最適な宿泊地と最下位の宿泊地では，

　　　　　　　　　　　　　　１時間46分（106分）もの違いが出た．
　
宿泊地で周遊ルートや総巡回時間に大きな違いが出る

効率的に観光地を回る際，
　　宿泊地は重要である
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７．評価

　　　　　　良い点 　　　　　　　悪い点

・自分の入れた条件では，どこ
が最適な宿泊地かというのが
わかるのもよい
・視覚的にルートがわかる
・自分で選出された宿泊地や
ルートをもとに選択ができるの
が良い
・移動時間・滞在時間すべて
の総時間がでるのも良い

・総合時間が‘分’表示なので，

時間表示の方がわかりやすい
・電車ルートもあるとより良い
・電車の料金も出るとより良い
・カーソルが矢印になると良い
・巡回不能になる際は目安が
出ると良い
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８．総括・今後の課題
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宿泊地を探すことに重点を置いた

宿泊地探索支援システムを作成

（数理計画問題を解いて最適な宿泊地を求める支援システム）

最適な宿泊地と効率的な周遊ルートを手軽に作成してくれるの
で，今までにない便利なツールである

試作システムは，観光地点36ヶ所，宿泊地点11ヶ所とデータ
数も少なく，このままでは実用にならない!!
・数理計画問題の求解において十分ではない
・データベースを増強
・利用者のニーズに合った宿泊施設までを探索機能
・電車料金・ルート表示機能
等が加えれば，実用的なシステムになる可能性がある．

総　括

今後の課題
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付録：ネット新聞記事

ネットの発達に伴い、経路探索サービスを活用した個人旅行のカスタマイズに対するニー
ズが高まっている。しかしながら、地方の祭りや隠れた観光名所などをメイン目的に、周辺
地の観光プランを立てるには、多くのサイトを利用して絞り込みをしなければならない。「ト
ラベルコンパス」は、観光地の位置情報（住所など）と時間情報（オープン時間や開催日時
など）をもとに、周遊プランの作成を操作性に優れ、誰でも簡単に楽しみながら目的・趣向
に即したプラン作成を行えるようにサポートが受けられる。

http://news.livedoor.com/article/detail/3749112/

山梨県は本年度、県内を訪れる旅行客の行動をサポートするシステムを確立する。携帯
電話やカーナビゲーションの衛星利用測位システム（ＧＰＳ）機能を使い、バスでの移動
を支援したり、観光スポット情報を提供したりして、周遊観光の促進につなげたい考えだ。
観光スポットを選択してオリジナルルートを作成し、周遊観光を楽しめるようにする。

http://www.sannichi.co.jp/local/news/2009/09/29/4.html
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ご清聴ありがとうございました!!


