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ファジークラスタリングによるタクシー巡回経路の動的設定
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あらまし 近年の情報通信技術の発展は，車両位置をリアルタイムに把握し，管理することを可能にした．しかし，
いわゆる「流し」と呼ばれるタクシーの巡回経路は，未だに運転手が自主的に設定する事が多い．本稿では，この「流
し」のタクシーに着目し，顧客発生期待値に基づき最適な巡回経路を設定する手法について考察する．また，顧客輸
送に伴う車両の経路からの離脱に対応するため，ファジークラスタリングの概念を用いて動的に経路を更新する手法
を報告する．これらの手法により，多数の車両が一カ所に集まることなく，常に最適な車両分布を得ることが可能と
なる．シミュレーション実験では，提案手法と，従来のタクシーの運行のモデルを比べて，それぞれの顧客獲得数で
評価し，提案手法の有効性を示す．
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Abstract It is one of important subjects to develop and promote new advanced transportation systems in point

of the environment problems, energy problems, and regional area service problems, as well as the traditional traffic

problems. In particular, the public transportation system is required as the most necessary issue, related directly

to various current problems. In this paper, we address a new transportation method for managing taxi traveling

routes. Many ”cruising” taxis travel in routes that drivers decide by themselves independently. Therefore, areas

where many customers gather instantly tend to attract taxis and then, the excess-supply problem arises. Our

method is able to optimize taxis’ traveling routes based on incidence of customers in average. We utilize the concept

of fuzzy clustering as a means to respond to breakaway of taxis from routes when they transport a customer. Our

simulation results show that our method enables taxis to transport more customers.

Key words Taxi’s traveling route, fuzzy clustering, multiple traveling salesman problem

1. ま え が き

タクシーは，公共性の高い交通サービスとして，今や都市の
生活に欠かすことができない重要な交通機関の一つとなってい
る．また，近年目覚ましく進歩した情報通信技術が取り入れら

れた，様々な新サービスの研究が行われている．例えば，後部
座席にタッチパネル式の画面を装着し，広告，観光案内等の情
報を時と場所に応じて配信するサービスや，各車両の走行速度，
ワイパー作動状況などのデータを収集し，道路混雑度，降雨状
況の予測としてWebサイトで提供するサービスなどが挙げら



れる [1]．タクシーの運行形態には，道路上でタクシーを止め
る顧客の獲得を期待して走行する「流し」や，予約地点にタク
シーを向かわせる「無線配車」などがある．このうち，「無線配
車」では，GPSによる位置情報を基に最適な車両を手配するシ
ステムが実用化され，広く普及している [2]．国土交通省で実施
された「タクシー事業における安全管理に関する調査結果」[3]

によると，大都市を走行するタクシーの６割以上が，「流し」の
運行形態をとっている．しかし，この「流し」運行では情報通
信技術が十分に活用されておらず，タクシーの巡回経路は，未
だ各運転手が自主的に決定していることが多い．これにより，
顧客の発生しやすい地点での局所的供給過多が起り，タクシー
の実車率の低下や，客待ちタクシーによる渋滞等の問題が発生
している．ここで，実車率とは実車距離を全走行距離で除した
数値を表す．実車率の低下は，営業収入の減少につながり，そ
れに伴う賃金の低下を補うために無理な長時間労働を行うタク
シー運転手が増加している．また，それによる運転手の健康状
態の悪化，危険運転による事故の増加が問題視されている [4]．
我々は，複数のタクシーを同一エリア内で走行させるとき

に，総輸送顧客数を最大にするような巡回経路集合を求める
問題を「タクシー巡回問題」と定義する．本稿では，このタク
シー巡回問題を複数セールスマンによる巡回セールスマン問題
(Multiple Traveling Salesman Problem : MTSP)の特殊な場
合であると考える．MTSPにおいては，与えられた都市をすべ
て訪れる最小コストの経路を構成することが目的となるが，本
稿が対象とするタクシー巡回問題では，必ず訪れなくてはいけ
ない場所は存在しない．従って，まず都市と見なす要素を選択
する必要がある．Leylaらは，エリア内のすべての道路を巡回
する経路の最適化問題を，ノード間のエッジを都市と見立てる
巡回セールスマン問題に帰着させた [5]．「流し」タクシーが期
待する顧客は道路上に存在するので，タクシー巡回問題では交
差点間の道路のうちいくつかを都市と見なすことでMTSP に
帰着させることができる．ただし，都市に対応する道路は，そ
こで顧客が発生する期待値に基づいて抽出する．このとき，同
じ道路上でもその走行方向によって顧客の発生期待値は異なる
ので，一つの道路を走行可能方向により二つに分離し，それぞ
れを別の道路と見なす．
タクシーは運行時間中常に巡回し続けなくてはならないので，

タクシー巡回問題が求める経路は，MTSP や通常の巡回セー
ルスマン問題が求める経路のように一度だけ巡回するためのも
のではない．また，タクシーは，顧客を獲得するとその顧客を
要求地点まで輸送しなくてはならない．このため，各タクシー
の巡回経路を動的に更新する必要がある．このような問題に対
応するため，複数のタクシーへの経路割当てを，ファジークラ
スタリングの概念に基づいて行う．ファジークラスタリングと
は，ファジー理論を取り入れたクラスタリング手法で [6]，各要
素をいずれか一つのクラスタに帰属させるのではなく，それぞ
れのクラスタへの帰属度を保持することであいまいにクラスタ
リングする手法である．この帰属度を用いてMTSP における
都市割当てを最適化する研究が報告されているが [7] [8]，我々
は，このファジークラスタリングを複数のタクシーへの動的経

図 1 運行エリア

路割当てに利用する．本手法により，帰属度に基づき，各経路
の一部分を交換することで，常に全体の最適化を図ることが
可能となる．本稿の構成は以下の通りである．２章で問題を形
式化し，３章で経路設定法について述べる．４章でシミュレー
ション実験の方法と結果を報告し，５章でまとめと今後の課題
を述べる．

2. 形 式 化

我々は対象とするタクシー巡回経路問題を次のように形式化
する．

2. 1 運行エリア
運行エリアは，交差点をノード，交差点間の道路セグメント

をエッジとする有向グラフ・ネットワーク G で表される (式
(1))．N はノード集合，E はエッジ集合を表す．全ての道路は
双方向に通行可能とし，同じ道路セグメントでも方向によって
別のエッジと考える．

8

>

>

>

>

<

>

>

>

>

:

G = (N, E)

N = {n0, n1,…, nL － 1}
E = {eij |ni ∈ N, nj ∈ N}
eij = (αij , Uij)

(1)

エッジ eij は，ni を始点ノード，nj を終点ノードとし，顧
客発生期待値 αij (0 5 αij < 1)，顧客リスト Uij を持つ．顧客
umは単位時間ごとに αij に基づいてエッジ eij 上に発生し，eij

の顧客リスト Uij に追加される．また，問題の簡単化のため，
各エッジの通行コストはすべて一定とし，各車両がそれぞれの
エッジの通行に要する時間は等しいとする．さらに，交差点で
の車両の直進，右折，左折，転回と行った進路選択の時間的コ
ストは考慮しない．
また，顧客発生期待値 αij が閾値 ϵ(0 < ϵ < 1)を超えるエッ

ジ eij を高期待値エッジとして定義する．高期待値エッジ集合
Eh を式 2で与える．

Eh = {eij |αij > ϵ}⊂=E (2)

2. 2 顧 客
顧客 um は式 (3)で与えられる．ea

m は発生エッジを，nd
m は

顧客が要求する目的地ノードを，tw
m は待機時間を表す．顧客

は，単位時間ごとに顧客発生期待値に基づきエッジ上に発生し，
その後，発生から待機時間が経過するか，もしくはいずれかの



図 2 車両の状態遷移

タクシーが顧客発生エッジ ea に到達するまでとどまり続ける．
待機時間が経過する以前にタクシーが到達した場合，顧客はそ
のタクシーに目的ノード nd の情報を受け渡す．すなわち，そ
のタクシーに目的地を告げ，そこまでの輸送を依頼する．発生
から待機時間が経過した顧客は，電話予約でタクシーを呼ぶな
どの他の手段を用いるとし，顧客リスト Uij から削除される．

um =
“

ea
m, nd

m, tw
m

”

(3)

2. 3 車 両
K 台の車両集合 V は式 (4)で与えられる．車両 vi はクラス

タ ci，経路 ri，目的地ノード ndi，状態 si により表される (式
(5))．クラスタ ciは，車両 viに割り当てられた高期待値エッジ
の集合である．経路 ri は，車両 vi が走行するエッジのリスト
である．車両は，er

ik, er
ik+1, ...の順番で経路 ri 中のエッジを走

行する．ただし，ri の終端エッジ er
im の次には開始エッジ er

i0

を走行する．ndi は，顧客から受け取る目的地ノードの情報を
表す．

V = {v0, v1, ..., vK} (4)

vi = (ci, ri, ndi, si) (5)

ci = {ec
i0, e

c
i1, ..., e

c
il} (6)

ri = {er
i0, e

r
i1, ..., e

r
im} (7)

車両の状態遷移を，図 2 に示す．状態 si は，巡回状態
(Traveling)，輸送状態 (Carrying) のいずれかをとる．巡回
状態の車両 vi は，自らの経路 ri 上を走行し続ける．現在走行
中のエッジ er

ik 上に顧客が存在すると，顧客リストの先頭の顧
客から目的ノード nd の情報を受け取り，輸送状態に遷移する．
輸送状態の車両 vi は，目的ノード nd へ向かう最短経路を経路
ri に設定し，顧客を輸送する．nd に到達すると，再び巡回状
態に遷移し，あらたに構築される経路 ri を走行する．

3. 経路設定法

本章では，経路設定手法を提案する．まず，閾値 ϵにより高
期待値エッジを抽出し，最近傍法により各車両に割り当てる．
その後，各車両に割り当てられた高期待値エッジの集合をクラ
スタと見なし，動的にクラスタを再構築することで，最適な経
路を維持する．このとき，車両が顧客発生期待値の高いエッジ
を走行する頻度が高いほどよい経路であるとする．
以降，エッジ eij から eklまでの距離を dis(eij , ekl)と表記す

る．各エッジを通過する時間的コストは全て等しいので，距離
dis(eij , ekl)はエッジ eij の終点ノード nj とエッジ ekl の始点
ノード nk を結ぶ最短経路中で通過するエッジの数で表す．例

えば，図 1において eij から ejl へは他のエッジを通過するこ
となく移動可能なので，

dis (eij , ejl) = 0 (8)

である．また，eijから eklへは eij → eji → eik → ekl と eij →
ejl → elk → ekl の 2通りの最短経路が考えられるが，いずれ
の場合も通過するエッジ数は変わらず，

dis (eij , ekl) = 2 (9)

である．
3. 1 初期経路設定
3. 1. 1 高期待値エッジ割当て
まず，エッジ集合 E の中から顧客発生期待値 αij の高い順

に K 個のエッジを選択し，それぞれを K 台の車両に開始エッ
ジ es

i として割り当てる．このとき，各車両 vi の開始エッジ es
i

をそれぞれその車両のクラスタ ci と経路 ri に挿入する．また，
これらのエッジが高期待値エッジ集合 Eh に含まれる場合，Eh

から削除する．その後，最近傍法によって，初期経路と初期ク
ラスタを同時に各車両に割り当てる．我々の手法では，以下の
ように最近傍法を適用する．
まず，各車両 vi の開始エッジを「注目エッジ」ea

i とする．そ
の後，高期待値エッジ集合 Eh 中に高期待値エッジが存在する
限り以下を繰り返す．
（ 1） 全ての高期待値エッジ ejk ∈ Eh について，全ての車
両 vi ∈ V の注目エッジ ea

i からの距離 dis (ea
i , ejk)を計算する．

（ 2） dis (ea
i , ejk) を最小とする車両 vi と高期待値エッジ

ejk について，クラスタ ci に ejk を追加し，経路 ri に注目エッ
ジ ea

i から ejk までの局所経路を追加する．局所経路の構築方
法は，次節で述べる．
（ 3） 経路 ri の最後に高期待値エッジ ejk を追加し，注目
エッジ ea

i を ejk で更新する．
（ 4） 高期待値エッジ ejk を高期待値エッジ集合 Eh から削
除する．
Eh 中のすべての高期待値エッジをクラスタリングした後，各
車両 vi の経路 ri に，ri の最後尾のエッジ rl から開始エッジ es

i

までの局所経路を追加する．
以上により，開始エッジから出発し，開始エッジに帰還する

巡回経路が構築される．
3. 1. 2 局所経路設定
クラスタ中の高期待値エッジ間の経路は，ダイクストラ法に

基づいた手法により設定する．通常，ダイクストラ法は，２点
間を結ぶ最小コストの経路を得るために用いられるが，提案
手法では，２点間の最短経路中で，最も顧客発生期待値の平
均値が大きい経路を選択する．すなわち，高期待値エッジ以外
のエッジを走行するときも，できるだけ顧客発生期待値の高い
エッジを走行するように設定する．ダイクストラ法における通
行コストを顧客発生期待値に置き換え，各ノードにたどり着く
までの平均顧客発生期待値を更新しながら最適経路を発見す
る．開始ノードからの距離が近いノード から順に注目ノード
na を選択し，開始ノードと na を結ぶ最短経路の平均顧客発生



図 3 局所経路設定の例
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図 4 帰属度計算の例

期待値のなかで最大の値 Emax を na に与えていく．終点ノー
ドに Emax が与えられたら，Emax を得る経路を最適経路とす
る．図 3に例を示す．円はノード，矢印はエッジを表す．矢印
に添えられている数字は顧客発生期待値，円の中の数字はその
ノードの Emax を表す．nが開始ノード，n′ が終点ノードであ
る．太線矢印が最適経路を表す．
厳密には，回り道をする経路中に最適な経路が存在する場合

も考えられるが，エリア内の２点間を通る経路の全探索が必要
になるため，本手法では２点間の経路中で経路長が最短のもの
だけを考慮する．

3. 2 クラスタの再構築
巡回中に顧客を獲得した車両は，顧客輸送のため，顧客の要

求する地点へ移動しなくてはならない．したがって，１台の車
両が常に一定の経路上を走行することはない．車両の顧客輸送
に伴う巡回経路からの離脱に対処するため，ファジー・クラス
タリングにおける帰属替えを用いて動的経路更新を行う．

3. 2. 1 帰属度計算法
提案手法で用いる高期待値エッジの各クラスタへの帰属度の

計算法について述べる．あるエッジ ei について，「ei を通るた
めの経路長の変更」が小さい経路を持つ車両のクラスタへの帰
属度ほど高くなるように定義する．
図 4のように，ec

ik から ec
i(k+1) へ移動する間に高期待値エッ

ジ elm を通過するように経路を変更する場合を考える．このと
きの elm のクラスタ ci への仮の帰属度を，式 (10)で表す．

1

dis(ec
ik, elm) + dis(elm, ec

i(k+1)) − dis(ec
ik, ec

i(k+1))
(10)

クラスタ中の２エッジ ec
ik と ec

i(k+1)(e
c
il と ec

i0)のすべての組
み合わせについて，式 (10)によって仮の帰属度を計算し，最も
小さい値をそのクラスタへの帰属度とする．

3. 2. 2 動的帰属替え
車両 vi が顧客を獲得して輸送状態に遷移するとき，クラス

タ ci 中の高期待値エッジはすべて ci から削除され，高期待値
エッジ集合 Eh に追加される．すなわち，更新時刻において高
期待値エッジ集合 Eh に含まれる高期待値エッジはその時点で
いずれのクラスタにも帰属していない．
更新頻度 Tupdate の間隔で，以下のようにクラスタの再構築

を行う．まず，Eh 中の各高期待値エッジを，最も帰属度の高
いクラスタに帰属させる．次に，更新時刻においてクラスタ中
に高期待値エッジが存在しない車両 vi について，目的地ノー
ド nd から最も近い高期待値エッジ ejk をクラスタ ci に追加す
る．このとき，高期待値エッジ ejk が元々帰属していたクラス
タ cn から ejk が削除される．今後，このようにあるクラスタ
ca 中のある高期待値エッジ eを ca から削除し，他のクラスタ
cb に追加することを，eの ca から cb への帰属替えと呼ぶ．高
期待値エッジ ejk をクラスタ cn からクラスタ ci 帰属替えした
後，さらに他のクラスタから ci への高期待値エッジの帰属替え
を考える．ただし，ci への帰属度の高い高期待値エッジから順
番に，以下で述べる帰属替え条件を満たしている場合だけ帰属
替えを行う．
帰属替え条件を以下のように設定する．車両 viについて，|ri|

を経路の長さ，pathb，patha をそれぞれ経路の変更部分の変
更前，変更後の局所経路，|pathb|，|patha|をその長さとする．
ただし，patha は，3. 1. 2節で述べた手法によって新たに構築
される．ここで，クラスタ ci へ高期待値エッジ e(jk)を加える
ことを考えるとき，αbefore，αafter をそれぞれ pathb，patha

上での平均顧客発生期待値とすると，式 (11)(12)で表される．

αbefore =
Σei∈pathbαi

|rk|
(11)

αafter =
Σei∈pathaαi

|rk| − |pathb| + |patha|
(12)

このとき，αafter の値が αbefore の値より大きければ，帰属
替えを行う．これにより，経路が改善される場合にだけ高期待
値エッジの帰属替えが行われる．また，帰属度の高いエッジか
ら順番に帰属替えを考えることで，より最適な経路の構築が可
能となる．

3. 2. 3 再帰的帰属替え
前節の手法を用いて高期待値エッジの帰属替えを行うことで，

顧客輸送車両のクラスタ ci への帰属替えを行った他クラスタ
を持つ車両について，クラスタ内の高期待値エッジが削除され
たことによりクラスタ，経路に変化が生じる．したがって，最
適な経路を保持するために，ここで変化が生じたクラスタにつ
いて，さらに他クラスタからの帰属替えを行う．どのクラスタ
にも変化が生じなくなるまで再帰的に帰属替えを繰り返す．



4. 実 験

本章では，シミュレーション実験の結果を報告し，提案手法
の有効性を評価する．まず，比較対象として従来の「流し」タ
クシーの 2つの経路決定モデルを定義し，それらとの比較実験
の結果を報告する．

4. 1 従来の巡回行動モデル
従来の「流し」タクシーの多くは，各運転手が独立に決定し

た経路に従って巡回している．すなわち，これらの車両の運行
が他の車両からの影響を受けることはなく，各車両が独立に経
路を更新する．本稿では，「逐次的選択モデル」，「最近高期待値
エッジ探索モデル」の二つのモデルを定義する．

4. 1. 1 逐次的選択モデル
逐次的選択モデルの車両 vi は，運行エリア全体の各道路で

の顧客発生期待値は考慮せず，次に走行可能な道路から一番顧
客発生期待値の高い道路を選択する．車両 vi は，現在走行中
エッジ er

i0 と次走行予定エッジ er
i1 からなる経路長 |ri| = 2の

経路 ri を保持する．er
i1 は，常に現在走行中エッジ er

i0 の終点
ノードを始点ノードとするエッジ中で，顧客発生期待値 αが最
大のエッジであり，車両がノードを通過する度に更新される．

4. 1. 2 最近傍高期待値エッジ探索モデル
最近傍高期待値エッジ探索モデルの車両 vi は，まず，提案手

法と同様に，閾値 ϵに基づいて高期待値エッジを抽出する．車
両 vi は状態 Traveling に遷移すると，現在位置からの距離が
最も短い高期待値エッジを探索し，それを目的エッジ ed とす
る．図??の白い矢印は，高期待値エッジ eij ∈ Eh を表す．図
中では，４つの高期待値エッジについて現在走行中エッジ ec か
らの距離を計算し，その中で最短距離に存在する高期待値エッ
ジを目的エッジ ed とし，現在走行中エッジ ec から目的エッジ
ed までの最短経路を経路 ri としている．目的エッジに到達す
ると，車両 vi は顧客を獲得するまで目的エッジ ed の始点ノー
ドと終点ノードの間を往復する．

4. 2 パラメータ設定
実験は，ノード数 20 × 20 の格子状の運行エリアで行った．

単位時間を T，1試行の運行時間を 200T とした．エッジの長
さは全て |e|，車両の速度は常に一定とし，|e|/T とした．現実
には輸送距離によって料金，すなわち利益が変化するが，問題
を単純化し顧客獲得数で評価するために，輸送距離，つまり顧
客の発生地点 ea から目的地ノード nd までの距離は 10|e|で統
一した．クラスタの更新頻度 Tupdate は 5T，顧客の待機時間
tw
m はすべて 5T とした．
対象とする運行エリアをタクシーが巡回する主要な道路のみを

抽出した道路ネットワークと捉え，|e|を 200mと考えると，現実
世界においては 19×0.2 = 3.8km四方の正方形のエリアと見なさ
れる．タクシーの平均速度を 30km/hと考えると，１エッジの通
過に要する時間，すなわち単位時間は 0.2/(30/60/60) = 24sec

となる．また，輸送距離は 10× 0.2 = 2kmとなる．我々は，こ
の運行エリアをタクシー事業者の営業区域全体ではなく，部分
区域と見なす．輸送距離は 2km で固定となっているが，ある
車両 vi の地点 Aから地点 Bへの輸送を車両 vi の地点 Aから

シミュレーション 現実世界
エッジ長 |e| 200m

ノード数 20 × 20 3.8km × 3.8km

単位時間 T 24sec

車両の速度 |e|/T 30km/h

輸送距離 10|e| 2km

表 1 パラメータ設定と現実世界における数値

エリア外への輸送と別の車両 vk のエリア外から地点 Bへの輸
送と考えることで，より長距離の輸送もモデル化されていると
見なす事ができる．ただし，運行エリアへの車両流出入数は等
しいものとし，車両数は常に一定とした．シミュレーション実
験で用いるパラメータと現実世界における数値の対応を表 1に
示す．
顧客発生期待値の最大値を αmax とし，提案手法，最近傍高

期待値エッジ探索モデルのそれぞれで用いる高期待値エッジ抽
出のための閾値 ϵは， 7

10
αmax で統一した．

各エッジ eij ∈ E の顧客発生期待値 αij は，それぞれ一様乱
数に基づいて設定した．ただし，単純に一様乱数の値を用いる
と顧客発生期待値の高いエッジと低いエッジの存在確率が等し
くなる．しかし，現実世界においては顧客が特に発生しやすい
地点が点在し，顧客発生期待値の低いエッジの存在確率が高い
ことが多いと考えられる．そこで，顧客発生期待値に偏りを持
たせるため，一様乱数 (0.0 ∼ αmax)の 2乗を顧客発生期待値
αi に設定した．

4. 3 実 験 結 果
パラメータを変化させながらシミュレーション実験を行い，

提案手法の評価を行った．以下の実験は，全てのパラメータ設
定についてそれぞれ 100試行の平均で評価を行った．

4. 3. 1 顧客発生期待値による変化
提案手法によるタクシー群 VC，逐次的選択モデルのタクシー

群 VS，最近傍高期待値エッジ探索モデルのタクシー群 VN をそ
れぞれ 100台ずつ同一エリアで同時に運行させた．顧客発生期
待値の最大値 αmax を 0.01から 0.1まで変化させたときの各タ
クシー群の総顧客獲得数の変化を図 5に示す．まず，いずれの場
合も常に VC，VN，VS の順に総顧客獲得数が多いことが分かる．
また，VC と VN の総顧客獲得数の差は，0.04 < αmax <= 0.1の
範囲で大きな変化は見られない．表 1の対応表より，αi = 0.01

のエッジでは 40分に 1人，αi = 0.04のエッジでは 10分に 1

人，αi = 0.1 のエッジでは 4 分に 1 人の顧客が発生する計算
になる．これにより，最も顧客の発生しやすい地点では 4分～
10分に 1人の顧客が発生するようなエリアで運行した場合，全
体的な顧客発生率によらず提案手法が有効に機能すると考えら
れる．

4. 3. 2 車両数による変化
逐次的選択モデルのタクシー群 VS，最近傍高期待値エッジ

探索モデルのタクシー群 VN の台数をそれぞれ 100 台で固定
し，提案手法を用いるタクシー群 VC を 10台から 100台まで
変化させた．顧客発生期待値の最大値 αmax は常に 0.1 とし
た．VC の車両数の変化に伴う各タクシー群の 1台あたりの顧



図 5 顧客発生期待値による変化

図 6 車両数による変化（１台あたりの顧客獲得数）

客獲得数の変化を図 6 に示す．提案手法を用いるタクシー群
の車両数 |VC |が 10 <= |VC | < 40の時は VN，VC，VS の順で，
40 <= |VC | <= 100の時は VC，VN，VS の順で１台あたりの顧客
獲得数が高かった．また，VC について，20 <= |VC | < 80の範
囲では車両数が多くなるほど１台あたりの顧客獲得数が増加し
ていたが，80 <= |VC | <= 100の範囲ではほとんど変化が見られ
なかった．この間，VN との結果の差は約 1.8人でほぼ一定で
あった．
結果より，提案手法が有効に機能するためにはある程度の車

両数が必要であることが分かった．実験では車両数が 80台以
上のときに，１台あたりの顧客獲得数が最大となったが，必要
な車両数は同時に運行する他のタクシー群の車両数など，他の
条件に依存すると考えられる．
さらに，提案手法を用いるタクシー群の車両数の変化に伴

う各タクシー群の総顧客獲得数の変化を図 7 に示す．VC が
|VC | = 60で VS を，|VC | = 80で VN を上回る総顧客獲得数を
得た．これは，例えば，車両数を 20% 削減して最近傍高期待
値エッジ探索モデルのタクシー群と同等の利益を得ることが可
能であることを表している．

5. お わ り に

提案手法では，顧客発生期待値の高いエッジを各車両に割り
振り，経路を分担させることで車両の偏りを排除し，局所的供
給過多と実車率の低下を抑制した．また，顧客輸送に伴う車両
位置の変化に動的に対応するため，ファジー・クラスタリング
の概念に基づき，各高期待値エッジにそれぞれの車両の持つク
ラスタへの帰属度を与え，クラスタの再構築を行うことで経路
の更新を行った．シミュレーション実験では，提案手法が，ある

図 7 車両数による変化（総顧客獲得数）

一定基準以上の顧客発生率をもつエリア内で，環境に対応する
車両数を用意すれば，独立に経路決定を行うタクシー群より多
くの顧客を獲得可能であることを明らかにした．また，利益を
保持したまま車両数の削減が可能であることが明らかになった．
今後，様々な状況に柔軟に対応できる手法を構築する必要が

ある．提案手法では，各高期待値エッジは常にそれぞれ１つの
クラスタに帰属した．この制約を緩めることにより，より柔軟
な経路決定が可能となると考えられる．また，今回実験を行っ
たモデルは，車両の右折，左折，転回などのコストを考慮して
いない．より現実世界に近づけるため，これらのコストを取り
入れたモデルで実験を行わなければならない．さらに，これら
のコストを考慮に入れた経路設定法を検討する必要がある．
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