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1 はじめに

1.1 背景

　過疎化が進む地域では路線バス利用者が減少し，「バス路線の廃止」，「バス業者の撤退」が相次いでい
る．その結果，自動車の運転ができない高齢者は移動手段を失い，病院，買い物，役所などに行くこと
が困難になっている [1]．そこで，高齢者の交通手段を確保する新しい公共交通機関としてデマンドバス
が注目されている [1, 2]．デマンドバスとは，電話等による事前予約を受け，利用者が希望する出発時間
に希望の出発地に迎えに行き，決められた時間までに目的地に送迎する乗り合い型の交通サービスであ
る（図 1）．しかし，利用者の要求（希望乗車時間，希望到着時間）を満たす送迎を行うためには多くの
車両が必要であり [1]，車両の維持には莫大な費用がかかっている．そのため，継続的な運営を行うため
には少ないバスの台数で効率的な送迎を行う必要がある．

図 1: デマンドバスシステムの概要

バスの台数の削減することで，利用者が希望し
た乗車／降車時刻に間に合わず利用者に不満が生
じると考えられる．特に希望した到着時刻までに
目的地に到着できないことは，「待ち合わせ時間」，
「病院などの予約時間」への遅れに直接つながり，
利用者が大きな不満を抱くことになる．そのため，
少ないバスの台数で遅延時間を最小にするバスの
運行計画を決定することは重要である．

1.2 研究目的

　本研究では，バスの台数を制限し，到着場所へのバスの遅延時間を最小化するデマンドバスの運行計
画を数理計画問題として定式化して，その解法を提案することを目的とする．

2 本研究で扱う問題

図 2: 問題の概要

　現行のデマンドバスでは，希望する乗車場所での出発時刻，ある
いは目的地への到着時刻のどちらかしか指定することができない [3]．
本研究では，両方を指定できるものとする．バスの利用希望者は前
日までに (1)乗車希望時刻，(2)乗車場所，(3)降車希望時刻，(4)降
車場所を連絡して予約を行う．降車希望時刻は，乗車地点から降車
地点への所要時間に，ある程度時間的余裕を加えた時刻とする．乗
車人数に上限のあるバスが複数台，車両基地（以下，デポ）を出発
し，事前に予約のあった全利用者を送迎して再び車両基地に戻る．バ
スが利用者を迎えに行く際，バスが利用者の希望乗車地点に早く到
着しても，乗車希望時刻になるまで出発できないものとする．しかし，バスが利用者の降車希望時刻よ
りも早く目的地に到着した場合，即利用者を降ろし，次の利用者の送迎を行うことができるものとする．
また，デポ，各地点間の移動時間は既知とする．バスの速度は一定で，利用者の乗車・降車する時間，渋
滞等による遅延，追加予約は発生しないものとする．デマンドバスの利用者は，降車希望時刻までに目
的地に到着しないとき，利用者は不満を抱くと考えられる．そのため，利用者の不満が最小になるバス
の運行計画を決定することが本研究で扱う問題の目的である．図 2に本研究で扱う問題の概略図を示す．
利用者を i(i = 1, 2, . . . , n)とし，送迎バスをk(k = 1, 2, . . . ,m)とする．バスの最大定員数をqとする．送

迎バスの車両基地（デポ），利用者の乗車希望地点・降車希望地点の集合をV = {v0, v1, . . . , vn, vn+1, . . . , v2n}
とする．{v0}をデポ，乗車地点の集合をO = {v1,…, vn}，降車地点の集合をD = {vn+1, . . . , v2n}とし，利
用者 iの乗車希望地点を vi，降車希望地点を vn+iとする．tijを地点 viから地点 vjに直行するときの走行時
間とする．aiを利用者 iの乗車希望時刻，biを利用者 iの降車希望時刻とする．uiを利用者 iが降車希望地点



図 3: 不満度関数

に到着する時刻とする．バスが降車希望時刻よりも遅く降車希望
地点に着くと利用者に不満が生まれ，その不満度を関数 pi(t)とす
る．関数 pi(t)は区分線形とする（図 3）．各車両 kの乗車地点，降
車地点の訪問順序を σk = {0, σk(1), σk(2), ...}とし，全車両の訪
問順列をσ = {σ1, ...,σm} とする．各訪問順列から利用者の到着
時刻 uiが得られるが，各車両の訪問順列，各地点の出発時間は以
下の制約を満たすこととする．

• 各バスはデポから出発しデポに戻る．

• 各利用者はあるバスに乗車希望地点に迎えにきてもらい，途中下車，他のバスへの乗り換えは行
わず，そのバスにて降車希望地点まで送ってもらい下車する．

• 一度にバスに乗車している人数は q人以下である．

上記の制約条件を満たした上で，最小化する目的関数は以下のようになる．

min
n∑

i=1

max(0, ui − bi) . . . (1)

3 提案解法

　初期解を構築的に求め，初期解を局所探索法 [4] により改善する発見的解法を提案する．

3.1 構築法

　以下に示す構築法を用いて全バスの訪問順列 σ = {σ1, ...,σm} を生成する

Step 1: 乗車希望時刻の早い順（同値の場合は降車希望時刻の早い順）に，利用者のインデックスを並
び替えた順列を τ = {τ(1), τ(2), ..., τ(n)} とする．順列 τ の順番で利用者をバスへ割り当てる．

Step 2: 利用者 τ(1)をバス 1に割り当て，バス 1の訪問順列を σ1 =
{
vτ(1), vτ(1)+n

}
に更新する．

Step 3: τ (2) ∼ τ (n)の利用者を順番にバスに割り当てる．既に乗客が割り当てられている訪問順列σk

の要素の間に利用者 τ(i)の乗車地点 vτ(i)，降車地点 vτ(i)+nを挿入する全組合せを調べる．総不満
度が 0より大きく，かつ使用しているバスがm台未満ならば未使用のバスに利用者 τ(i)をバスに
割り当てる．既にm台のバスを使用している場合，挿入後の総不満度が最小で，かつバスの乗客
数がバスの最大定員 q以下となるバスの訪問順列に乗車地点 vτ(i)と降車地点 vτ(i)+nを挿入する．

Step 4: 全利用者が割り当てられるまで Step 3を繰り返し，全バスの訪問順列を σ = {σ1, ...,σm}を
得る．

3.2 局所探索法

　初期解 σ = {σ1, ...,σm}の総不満度を局所探索法により改善する．f(σ)を総不満度，g(σ)を総巡回
路長とする．解の改善操作は，乗客の交換（図 4(a)），乗客の移動（図 4(b)）で行う．改善操作は総不
満度値が低減する場合，また，改善作業後の総不満度値が，改善操作前の総不満度値と同値であっても，
バスの総移動距離が短くなれば更新を行うものとする．
近傍解への遷移は best move または，first move で行う．best moveは，交換・移動によって得られ

る全ての近傍解の中で，最も良い解に遷移する方法である．一方，first moveは，交換・移動により得
られる全ての近傍解を調べるのではなく，より良い近傍解が見つかり次第すぐにその解へ遷移する方法
である．本研究における first moveでは，交換する利用者，移動する利用者をランダムに選択して改善
操作を行い，より良い解が見つかり次第すぐに更新した．以下に提案解法の流れを示す．Step 1∼4が乗
客の交換，Step 5∼8が乗客の移動である．



Step 1: バス kに割り当てられている利用者 iの乗車地点 vi，降車地点 vn+iと，バス k′に割り当てら
れている利用者 i′の乗車地点 vi′，降車地点 vn+i′ を経路から取り除く．

Step 2: 乗車地点 vi，降車地点 vn+iを（vi′ と vn+i′ を取り除いた）バス k′の経路に挿入する組合せの
中で最も不満度が小さい位置に挿入する．同様に，（viと vn+iを取り除いた）バス kの経路に，乗
車地点 vi′，降車地点 vn+i′ を挿入した訪問順列を π とする．

Step 3: 評価値 f(π)，g(π)を計算する．f(π) < f(σ)，または f(π) = f(σ) かつ g(π) < g(σ)なら
ば，σ = πとする．

Step 4: Step1～3を更新できなくなるまで繰り返し，更新できなくなったら Step5に移る．

Step 5: バス kに割り当てられている利用者 iの乗車地点 vi，降車地点 vn+iを経路から取り除く．

Step 6: バス k以外の訪問順列に viと vn+iを挿入する近傍解の中で，総不満度が最も小さい訪問順列
を ρとする．

Step 7: 評価値 f(ρ)，g(ρ)を計算し，f(ρ) < f(σ)，または f(ρ) = f(σ) かつ g(ρ) < g(σ)ならば，
σ = ρとする．

Step 8: Step5～7を繰り返し，更新できなくなったら終了．

Step 1∼ 8までの操作を解の改善が見られなくなるまで繰り返す．

(a) 乗客の交換 (b) 乗客の移動

図 4: 改善法実行例

4 数値実験

　提案解法の性能を評価するために，5km× 5kmの正方形の領域（25km2）に利用者の乗車／降車希望
地点をランダムに発生させた．利用者は自宅から役所などの公共施設，病院，市街地などに行くために
デマンドバスを利用すると想定し，降車地点は 10箇所と設定した．乗車地点数を n = 50，100，150，200
とした．利用者の乗車希望時刻を 8:00～12:00の間で発生させ，乗車地点から降車地点への所要時間に，
10～15分の時間的余裕を加えた時刻を降車希望時刻とした．バスの運行速度は時速 20kmとする．提案
解法は Boland社のDelphi6.0で実装し，バスの台数mを変化させて数値実験を行った．
best moveの総不満度（遅延時間），最大不満度（最大遅延時間），バスの移動時間，初期解を 100回

変えて first moveで改善を行って得られた解の平均総不満度，平均最大不満度，バスの平均移動経路の
結果を表 1に示す．表 2には best move，first moveで改善操作を実行した際の計算時間を示す．
表 1より，バスの台数が多い場合，初期解では利用者に不満度が生じているが，改善操作を行うこと

で不満を解消した巡回路を構築できていることがわかる．best moveと first moveによる改善操作で共に
総不満度が 0となる場合の総移動距離を比較すると，best moveの総移動距離の方がわずかに短くなっ
ている．しかし，バスの台数を減らしていくと best move，first moveの総不満度は共に増加し，最終的
には best moveより first moveの方が総不満度が小さくなっていることがわかる．このときの総移動距
離は best moveよりも first moveの方が長くなっている．巡回路を短くすることで，早く目的地に到着
し不満度を少なくすることができると考えていたが，そのような関係性がないことがわかった．



表 1: 総不満度，最大不満度，総移動距離の比較
初期解

提案解法
best move first move

総不満度 最大不満度 総移動距離 総不満度 最大不満度 総移動距離 総不満度 最大不満度 総移動距離

n=50
m=4 0 0 202334 0 0 175776 0 0 179848
m=3 7 5 205949 0 0 180180 0 0 184180
m=2 399 33 172446 173 27 158681 154.14 15.62 161907

n=100
m=6 0 0 309705 0 0 272531 0 0 277343
m=5 21 5 314264 0 0 287508 0.12 0.1 284790
m=4 183 18 297620 39 10 291757 30.1 9.1 284458

n=150

m=8 0 0 449324 0 0 395975 0 0 400798
m=7 66 12 486998 0 0 421214 0.72 0.62 411475
m=6 248 28 458886 33 6 399587 19.21 5.43 404119
m=5 797 39 396138 235 30 371626 174.87 21.06 375714

n=200

m=10 0 0 580731 0 0 493979 0 0 498026
m=9 11 6 607969 0 0 506567 0 0 508273
m=8 181 13 581436 1 1 526573 2.78 1.74 518769
m=7 613 19 545284 114 18 505319 65.01 10.07 511171

表 2: 計算時間比較 (単位:秒)
best move first move

n=50
m=4 0.43 0.27
m=3 0.46 0.27
m=2 1.79 0.75

n=100
m=6 6.66 2.83
m=5 8.30 3.48
m=4 19.15 5.57

n=150

m=8 34.64 11.75
m=7 53.84 15.25
m=6 78.39 20.99
m=5 111.26 35.60

n=200

m=10 147.60 32.36
m=9 170.77 37.11
m=8 261.67 45.66
m=7 327.40 64.51

表 1より，利用者数に対して十分なバス台数が確保できている
(n,m)=(100,5)，(150,6)，(200,8)の場合は，平均総不満度も低く，
遅延時間の最大値もそれぞれ 1分未満，約 6分，2分と十分小さ
いといえる．しかし，バスの台数を 1台減らすと，利用者 1人あ
たりの平均不満度が約 1分と小さいが，遅延時間の最大値は約 21

分と大きくなってしまう．日常生活において約束の時間に約 20分
も遅れると信頼関係を損ねる危険性もあるため，最大不満度を最
小化するアルゴリズムを考慮する必要がある。なお，今回用いた
データでは，100人の利用者の場合は 5台，150人の場合は 6台，
200人の場合は 8台が適切なバス台数ではないかと考えられる．
表 2より，best moveより first moveの計算時間の方が短いこ

とがわかる．バスの台数が減少するに従い，計算時間が増加しているが，これは，バス 1台に割り当てら
れる利用者数が増えた結果，総不満度が増加し，改善作業を実行する回数が増えたためだと考えられる．

5 まとめと今後の課題

　本研究では，デマンドバスが希望の到着時刻よりも遅れて到着することを「利用者の不満度」として
考え，利用者の総不満度を最小にするデマンドバスの運行計画問題を提起し，その解法を提案した．提
案解法は，総不満度を小さく，また巡回路の経路長を短くするように，別々のバスに割り当てられてい
る利用者を交換する，利用者の乗降車地点を別のバスの経路に移動することで改善を行った．数値実験
の結果，巡回経路長を短くすることが必ずしも不満度の小さい運行計画にならないことがわかった．ま
た，best moveよりも first moveの方が解の精度が良く，計算時間も短いことがわかった．
今回提案した解法は，貪欲的に生成した初期解を逐次改善するものなので局所最適解が得られる．探

索方法を見直し，より良い解を求める発見的解法を構築することは今後の課題である．
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