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K-means法を用いた寄り道型デマンドバスの並列運行手法
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あらまし 近年，利便性の高い公共交通手段としてデマンドバスが注目されているが，主に過疎地域で採用されてお

り，人口過密地域では運営されていない．本稿では，始点/終点間を利用者のデマンドに応じて，寄り道して走行する

「寄り道型デマンドバス」に着目し，人口過密地域におけるデマンドバスの運行形態を提案する．寄り道型デマンドバ

スは，あらかじめ定められた始点，終点間を既定ダイヤに基づいて運行する．このため車両は始点から終点に向かう途

中に，「寄り道」して利用者を獲得する．提案システムでは需要多発時に運行回数を増やすのではなく，車両を並列運

行することで，作成する経路の選択肢を増やす．また，本稿ではK-meansアルゴリズムに基づくクラスタリングによ

る経路作成手法を提案する．提案手法では，各々の車両が持つ「経路基準ベクトル」を表すクラスタに各デマンドを

分類する．シミュレーション実験では，提案アルゴリズムと逐次挿入法を比較し，提案アルゴリズムの有効性を示す．
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Abstract Recently, the demand-bus system is looked up on as one of convenient transportation systems. It is

hard for service providers to maintain the system successfully, if the service area has excess number of users. In this

paper, we propose a method of operating the parallel bus service for a straying-type demand bus system in order

to adapt a demand bus system to urban area. In our demand sceduling algorithm, a new demand is assigned to

the optimum bus by a clustering algorithm based on K-means method. Simulation results show that our algorithm

enables to reduce a computation time of the routing problem.
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1. は じ め に

大都市部における交通システムは，慢性的な交通渋滞や，公

共交通ネットワークの連携不足など，多くの問題を抱えている．

このため，新しい公共交通システムが必要とされており，デマ

ンドバスなどが注目されている．本稿では，デマンドバスを都

市部に適応するための運用形態を検討し，デマンドバスの運行

に向けての手法について提案する．

デマンドバスとは，利用者のデマンドに従って，オンデマン

ドに走行経路を決定する顧客輸送システムである．デマンドと

は，利用者の移動要求であり，出発地，目的地，利用時間がセッ

トになったものである．デマンドバスの利用者は，予約時にシ

ステムにデマンドを送信し，システムはすべてのデマンドの要

求を満たす経路を作成する．デマンドバスの形態には，

• フルデマンド・タイプ：あらゆる場所を出発地/目的地と

する．

• セミデマンド・タイプ：需要の多い箇所にバス停を設け

デマンドに応じて巡回するバス停を選択する．

• 寄り道タイプ：定められた始点/終点間を運行し，その

間で寄り道をして利用者を輸送する．

等，いくつかのタイプが提案されている [1], [2]．近年 ITS技術

や，携帯端末の急激な発展により [3]，車両や顧客の位置をリア

ルタイムに把握可能になり，フルデマンド・タイプも実現可能

となっている [4]．しかし，経路作成システムの難しさから現在

フルデマンド・タイプを採用している地域はほとんどなく，セ

ミデマンド・タイプや寄り道タイプが主流である．また，セミ
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デマンド・タイプや寄り道タイプにおいても，デマンドが多発

するにつれてデマンドのスケジューリングが難しくなる．この

ため，デマンドバスは過疎地域での運用が大半であり，デマン

ドの多発する都市部での運用は行われていない．

本稿では，都市部にデマンドバスを適応するための運用形態

として「寄り道型デマンドバスの並列運行システム」を提案す

る．都市部においてデマンドバスを運営する際には，大量のデ

マンドが発生することが考えられる．デマンド数が増加すると，

他のデマンドの制約により，新規デマンドを受理できなくなり，

システムの利便性が低下する．従来の寄り道型デマンドバスで

は，デマンドが多発する時間帯に運行回数を増やすことで，利

用者を分散させ，デマンドの多発に対処している．我々の提案

するシステムでは，複数の車両を並列運行することで多発する

デマンドに対処する．これにより，利用者の分散に加え，スケ

ジューリングの選択肢を増やすことが可能である．デマンドバ

スにおいては，スケジューリングの選択肢が増えることでより

効率のよい経路が設定でき，デマンドの不受理が起こりにくく

なる [5]．また，車両を並列運行する場合，新規デマンドをどの

車両に割り当てるかが重要な問題となる．本稿では，K-means

手法を用いたクラスタリングにより，デマンドを割り当てる手

法を提案する．

本稿の構成は以下の通りである. 2章で提案システムについ

て述べ，3章で問題を形式化する．4章で経路作成アルゴリズ

ムを説明し，5章でシミュレーション実験の結果を報告する．6

章でまとめと今後の課題を述べる.

2. 寄り道型デマンドバスの並列運行システム

2. 1 寄り道型デマンドバスの特徴

寄り道型デマンドバスは，あらかじめ定められた始点・終点

間を運行するデマンドバスである．これにより，バス経路の基

準となる方向が決定するため，それぞれの車両は「向かう方面

が同じ利用者」のみを担当する．デマンドバスの運行では，「1

台の車両が担当するデマンド」の分布範囲を小さくし，運行面

積を狭くすることが重要である [6]．これは運行面積が広い場

合，他の利用者の経由地が，デマンドの処理時間を大きくし，

遅延を発生する可能性があるからである．寄り道型デマンドバ

スは，あらかじめ利用者を限定し，「1台の車両が担当するデマ

ンド」の分布範囲を経路に沿って単純化できるため，この点に

おいて有効である．また，寄り道型デマンドバスシステムでは，

ダイヤがあらかじめ定められ，利用者は希望する時間帯に即し

たダイヤの車両を予約し，利用する．つまり，寄り道型デマン

ドバスにより利用者は従来の固定路線バスを Door-to-Doorに

利用することができる．

寄り道型デマンドバスは，利用者を行き先に応じて限定する

ため，フルデマンドバスと比較し，配車や経路設定が容易であ

る．このため，初期コストや通信コストを抑えることができる．

また，現状ではオペレータがバスの経路を作成し，ヒューリス

ティックに運用されているため，デマンドが多発すると対応で

きていない．寄り道型デマンドバスを利用するには，デマンド

が以下の条件に当てはまる必要がある．

表 1 対象とする都市と従来の都市

Table 1 Intended city

提案システムの対象都市 従来システムの対象都市

利用者数 多い (数百，数千人/日) 少ない (数十人/日)

利用者層 全年齢層 高齢者層中心

利用目的 時間的制約あり 時間的制約なし

• 基準となる経路付近に，デマンドの始点，終点がある．

• 希望する乗車時間に，始点付近を通る車両がある．

このため，寄り道型デマンドバスを運営する際には，適切な基

準経路，ダイヤの設定が不可欠である．

2. 2 大都市への適応

従来の寄り道型デマンドバスは過疎地域で導入されている．

福島県東部相馬郡の小田町では，寄り道型デマンドバス「おだ

か　 e-まちタクシー」が運行されている．小高町は，役場，商

店街，病院等が町の中心部に集中しているが，住宅地は東西南

北に分散している．おだか　 e-まちタクシーでは，予約システ

ムはデマンドをまとめ，一定数のデマンドが蓄積した後に運行

計画を決定する．このため，予約時刻から経路決定時刻までに

タイムラグが発生し，利用者は予約の時点では到着時間等を知

ることができない．このため，リアルタイムに到着時間等を知

る必要がある場合，システムを利用することができない．実際，

おだか　 e-まちタクシーにおいては，「通院・医療」，「買い物」，

「レクリエーション」など，「到着時間への制約」が弱い利用目

的が 95% を超えるている [7]．また，60歳以上の高齢者の利用

が 80% を超えていることからも，利用者の層が限定されてい

ることが分かる．

提案手法では，大都市の多発デマンドに対応するために，「リ

アルタイム予約」と車両の「並列運行」を取り入れる．本稿で

対象とする都市と，従来の寄り道型デマンドバスが対象とする

都市の違いを表 1にまとめる．

2. 2. 1 リアルタイム予約

名古屋の市バスの利用者の 60% が，「通勤・通学」を利用目

的としている [8]ことからも，都市部で寄り道型デマンドバス

を採用するためには，「通勤・通学」のように利用者の「到着時

間への制約」の強いデマンドに対処する必要があると言える．

このため，利用者の予約方法はおだか　 e-まちタクシーのよう

に「バッチ予約」ではなく，「リアルタイム予約」を採用する．

バッチ予約では，デマンドを集約してから経路作成を開始する

のに対し，リアルタイム予約では，新規デマンドが到着するた

びに，既存の経路に基づいて経路を再構築する．リアルタイム

予約を採用することで，利用者はタイムラグが発生することな

く，予約時に待合せ時間を知ることができる．バッチ予約では

デマンドを集約してから経路を作成するため，最適解を求める

ことができるが，リアルタイム予約ではデマンドが発生するた

めに経路を作成する必要があるので，最適解を求めることがで

きない．このため，リアルタイム予約に意おいては解の精度を

上げるために，効率のよい経路作成アルゴリズムを適用する必

要がある．

また，リアルタイム予約においては，新しいデマンドはすで
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希望時刻 希望時刻
所要時間時間的余裕時間的余裕

図 1 所要時間と予約時間

Fig. 1 Required time and reservation time

v1={...}
v2={...}
v2={...}

v1={...}
v2={...}
v2={...}

図 2 直列運行と並列運行

Fig. 2 Serial service and parallel service

に受理しているデマンドの時間制約を満たす場合にのみ，既存

経路に挿入される．したがって，多くのデマンドを同時に受理

するためには予約に時間的余裕を持たせる必要がある [9]．

本研究では，利用者は始点から終点への所要時間に加えマー

ジンをもって予約することとする (図 1)．システムは利用者に

対し，指定した「乗車時刻」にバスが乗車地に到着し，「降車時

刻まで」に目的地に到達することを約束する．

2. 2. 2 並 列 運 行

デマンドバスシステムにおいて，新規デマンドにより再構築

される経路はすでに受理しているデマンド集合の制約を守る必

要がある．このため，デマンドの数が増加すると，既に受理し

たデマンドの制約により，新規デマンドを受理できなくなり，

システムの利便性が低下する．従来の寄り道型デマンドシステ

ムでは，デマンドが増加した際には，運行回数を増やすことで

デマンドを分散し，対処している．提案システムでは，運行回

数は増やさずに，一回の運行で複数の車両を並列運行すること

で対処する．これにより，利用者の分散だけでなく，経路作成

の選択肢を増やすことが可能である．経路作成の選択肢が増え

ると，デマンド同士の競合による所要時間の増加や，デマンド

の拒否を減少させることができる (図 2)．

3. 形 式 化

我々は対象とするデマンドバス問題を以下のように定式化

する．

3. 1 サービス・エリア

サービス・エリアの道路ネットワークはノードとエッジから

なる，グラフ・ネットワークで表される (式 (1))．ノードは交

差点，エッジはノードを繋ぐ道路セグメントを表す．利用者の

乗降は道路ネットワーク上のいずれかのノードで行われるもの

とする．
G = (N, E)

N = {n0, n1,…, nL － 1}
E = {e (n, n′) : n, n′ ∈ N}

(1)

time

ot dt

mtreqt

図 3 予 約 時 間

Fig. 3 Reservation time

3. 2 デ マ ン ド

デマンドDは，乗車地 o，降車地 d，乗車時刻 to，降車時刻

td，余裕時間 tm から成り，式 (2) より与えられる．余裕時間

tm はデマンド D の時間的余裕を表し，式 (3)で与えられ，出

発地 oから目的地 dへ直接向かう際の所要時間 treq から求め

られる (図 3)．

D = {o,d, to, td, tm} (2)

tm = td − to − treq (3)

3. 3 車 両

K 台の車両集合は式 (4)で与えられる．車両 vi は到着時刻

td
i，経由地リスト Ri，走行ゾーンリスト Zi，により表される

(式 (5))．車両 vi は全車両で共通の出発時間 tb
o に，共通の車

両出発地 ob より出発し，共通の到着予定時刻 td に共通の車両

到着地 db に到達することを前提に経路を作成する．このため，

新規デマンドの挿入の際に，td
i > td を満たすような経路は作

成されない．つまり，車両 vi はそれぞれのデマンドの乗車時間

to と降車時間 td による制約と，自身の到着時刻 td
i による制約

に順ずる経路を作成する．経由地リスト Ri は車両 vi が巡回す

る経由地 rを順に格納し，車両 vi の走行経路を示す (式 (6))．

各デマンドは，乗車地と降車地の 2 つの経由地として分解さ

れ，経由地リスト Ri に挿入される．また，走行ゾーンリスト

は，車両の走行エリアを分割したゾーンのリストで，3章で詳

細を述べる．

本稿では直線 (o,d) を x軸とし，x軸に対し地図平面上で垂

直な直線で oを通る直線を y 軸とする．

V = {v1, v2, ..., vK} (4)

vi =
(
td
i , Ri, Zi

)
(5)

Ri =
(
ri1, ri2, ..., ri|Ri|

)
(6)

Zi = (zi1, zi2, ...zim) (7)

4. 経路作成アルゴリズム

提案システムでは，経路作成の選択肢を増やすために，複数

台の車両を並列運行する．このため，新規のデマンドをどの

車両に割り当てるかを決定する仕組みが必要である．我々は，

K-means アルゴリズムに基づいたクラスタリング手法により

デマンドの割当て車両を決定し，経路を作成するアルゴリズム

を提案する．提案する経路作成アルゴリズムは，「クラスタリン

グ」，「経路決定」，「クラスタの再構築」の 3つのステップから

なる．
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図 4 ゾーンと経路基準ベクトル

Fig. 4 Zone and route base vector

4. 1 クラスタリング

クラスタリングステップでは，K-means法に基づき新規デマ

ンド D を担当する車両を決定する．K-means法は非階層的な

クラスタリング手法の一つであり，あらかじめ固定された数（k

個）のクラスタにデータを分類する手法である．K-means法で

は，各クラスタにおいてデータの平均値を算出し，この平均値

が最も近いクラスタへ新規データを割り当てる．データを割り

当てた後，新たな平均値を算出することで，クラスタを再構築

する [10]．提案アルゴリズムでは，受理済みデマンドの平均値

を経路基準ベクトル集合として与え，新規デマンドとの距離を

計算する．クラスタ再構築に関しては，3節で詳細に述べる．

経路基準ベクトルは，ゾーン毎に設定される．車両 vi は自

身の経路を m 個のゾーンに分割し (式 (7))，そのリストを保

持する．車両 vi の j 番目のゾーン zij は式 (8)で与えられる．

tz
ij はそのゾーンの通過予定時刻であり，cij はゾーン zij の経

路基準ベクトルを表し，Rij はゾーン zij における経由地リス

トである (図 4)．経路基準ベクトル cij はゾーン zij おける車

両 vi の走行経路の基準となるベクトルであり，始点は po
ij，終

点は pd
ij で与えられる (式 (9))．pd

ij の y 座標はゾーン zij にお

ける経由地リスト Rij の y 座標の平均値により求められる (式

(10))．また，ゾーン zi の始点 po
ij は前のゾーンの終点と等し

い (式 (11))．車両 vi はゾーン zij においては，走行基準ベク

トル cij 付近を走行する．

zij =
(
tz
ij , cij , Rij

)
(8)

cij =
{
po

ij,p
d
ij

}
(9)

y =

∑|Ri| getY (r)

|Ri|
(10)

po
ij = pd

i(j−1) (11)

新規デマンド Dが発生すると，Dを割り当てる車両 vi を決

定するために，デマンド D と各車両の経路基準ベクトルとの

距離を計算する．時刻 tでの到達予定地点 posj (t)は式 (12)で

与えられる．

posj (t) = po
j +

(
pd

j − po
j

)
×

td
j − t

td
j − to

j

(12)

これを用いて，「デマンドDの乗車時刻 to での車両 vi の到達予

定位置 pos (to)」と，「デマンドDの出発地 oとの距離」を計算

する．同様に，「デマンド D の降車時刻 td における車両 vi の

到達予定位置 pos (td)」と，「デマンド D の目的地 dとの距離」

乗車時刻：to

降車時刻：td
( )otpos

( )dtpos

図 5 デマンドとクラスタの距離

Fig. 5 Distance between demand and cluster

を計算し，この 2つの距離の和を車両 vi とデマンド D との距

離と定義し，式 (13)で与える．

dis (vi, D) = d {pos (to) ,o} + d {pos (td) ,d} (13)

dis(vi, D)を最小とする車両 vi にデマンドDを割り当てる (図

5)．これにより，乗降車時刻に最も近くにいる可能性のある車

両がデマンド D に割り当てられる．

また，我々のアルゴリズムでは極端に遅延を招くデマンドを

outlier として検出する．車両の進行方向の逆へ向かうデマン

ドや，車両の運行範囲から大きく逸脱するようなデマンドを予

め不受理とすることで，他のデマンドに対する大幅な遅延を防

ぐ．このため，閾値 Th に対してデマンド Dと割り当てる車両

vi との距離が dis(vi, D) > Th を満たす場合，outlierとして検

出し，D は受理されない．

4. 2 経 路 決 定

提案システムでは，リアルタイム予約を用いるため，実時間

で経路を計算する必要がある．我々の経路決定アルゴリズムは，

高速に局所解を探査する組合せ最適化手法である，逐次挿入

法 [11]に従う．デマンドバスの経路決定問題においては，現在

の経路に新規デマンドの出発地 o，終点 dを挿入する．現在の

経路の経由地リストのすべての組合せに o，dを挿入し，最も

評価値 f の高い経路を，最適経路として定義し，新しい経路と

する．評価式は全車両で共通の到着予定時刻 td
b と，車両 vi の

到着時刻 td
i の差で与えられる (式 (14))．車両 vi の到着時刻 td

i

が到着予定時刻 td
b と比較して余裕がある場合，より多くのデ

マンドを受理できる可能性がある．

f = td
b − td

i (14)

一般的に逐次挿入法は，各ステップにおける局所解を探索する

手法のため，最適経路以外は破棄される．我々のアルゴリズム

では，最適経路以外の経路も破棄せずにリストとして保持し，

次のデマンド挿入時には，全ての経路リストに対して逐次挿入

法を適応する．この結果作成される経路のうち，評価値が高い

一部の経路を経路リストとして保持し，最適経路を新しい経路

として設定する．

このように，経路リストを保持することで，解空間を広げ，

解の精度の向上が期待できる [4]．しかし，計算時間が増加する

欠点があるので，候補リストのサイズを適切に設定する必要が

ある．なお，すべての経路リストにおいて経路を作成できない

場合，デマンドは受理されない．
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4. 3 クラスタの再構築

クラスタの再構築ステップでは，経路基準ベクトルを更新す

る．挿入されるデマンド D は，乗車地と降車地で 2つの経由

地 rs，rt に分割され，経路に挿入される．提案アルゴリズムで

は，挿入する経由地の空間的特長と時間的特長をクラスタに反

映する．

4. 3. 1 基準経路の更新

車両 vi のゾーン zij に経由地 rを挿入したとき，経路基準ベ

クトル cij の終点の y座標を式 (15)により yold から ynew へ更

新する．

ynew =
|Rij | × yold + getY (r)

|Rij | + 1
(15)

また，これに応じて，隣のゾーンの終点の座標も更新される (式

(11))．

4. 3. 2 ゾーン到達予定時刻の更新

挿入経由地の時間的特長をクラスタに反映するために各ゾー

ンの通過予定時刻を更新する．ゾーン zj において，挿入した

経由地 rでの車両の到達予定時刻 timej (r)は式 (16)で与えら

れる．これにより，地点 rにおける予約時間 tと到達予定時刻

timej (r)を用いて，更新値 αを求める (式 (17))．更新値 α に

応じて，各ゾーンの通過予定時刻を更新することで，挿入経由

地の時間的特長をクラスタに反映する．

timej (r) = to
j +

(
td
j − to

j

)
×

d
(
Po

j , r
)

d
(
Po

j ,Pd
j

) (16)

α =
t − time (r)

|R| + 1
(17)

5. シミュレーション実験

5. 1 環 境 設 定

提案アルゴリズムの評価実験を報告する．寄り道型デマンド

バスを運行する環境として，碁盤目状の道路ネットワークを持

つ都市を想定した．また，車両出発地と車両到着地間の距離は

10km，交差点間隔は 80mを想定し 120ノードとした．デマン

ドの発生は複数の正規分布を重ね合わせた確率分布に従わせた．

重ね合わせた正規分布の各中心点は，駅やデパートなどの人の

集まる場所を表す．

実験は寄り道型デマンドバスにおいて提案手法 1，提案手法

2，逐次最適挿入法，負荷均等法の 4種類のアルゴリズムで経

路を作成した．提案手法 1では，提案アルゴリズムにより経路

を作成する．このため，新規デマンドが不受理となるのは，ク

ラスタリング・アルゴリズムで outlierとして検出される場合

と，割り当てた車両において他の制約条件のためにデマンドを

挿入できない場合である．提案手法 2では，提案手法 1と同様

にクラスタリング・アルゴリズムにより車両を割り当て，経路

を作成する．ただし，最初に割当てた車両で経路作成が不可能

である場合，クラスタリング・アルゴリズムにおいて二番目に

デマンドと距離が近かった車両で再び経路作成を試みる．この

ステップを順次繰り返し，経路を作成できた車両にデマンドを

割り当て，経路を決定する．このため，新規デマンドが不受理

となるのは，outlierとして検出される場合と，すべての車両で

車両出発地 車両到着地

運行距離 10km（150ノード）

運行範囲

図 6 サービス・エリア

Fig. 6 Service area
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図 7 デマンド受理数

Fig. 7 Number of accepted demands

経路作成が不可能である場合である．逐次最適挿入法では，す

べての車両の現在経路にデマンドを挿入し，挿入コストが最も

小さい車両にデマンドを割当てる．このため，新規デマンドが

不受理となるのは，すべての車両で経路作成が不可能である場

合である．負荷均等法では，現在経路の評価式 f(式 (14)) の値

が最も大きい車両にデマンドを割リ当て，割リ当てた車両に対

して経路を作成する．これにより，最も経路に余裕のある車両

にデマンドを割り当てる．新規デマンドが不受理となるのは，

割り当てた車両で経路作成が不可能である場合である．なお，

経路作成時に守るべき制約は以下の 2つである．

• すべての経由地に制限時刻までに到着する．

• 到着予定時刻までに到着する．

なお，制限時刻とは，「乗車地における乗車時刻」と「降車地に

おける降車時刻」である．

5. 2 実 験 結 果

図 7にデマンド発生数とデマンド受理数の関係を示し，図 8

にデマンド発生数と計算時間の関係を示す．計算時間とはデマ

ンドを連続で発生させたとき，すべてのデマンドに対してアル

ゴリズムを適応するに必要とした時間である．

提案手法 1のデマンド受理数がデマンド発生数が 20のとき

を除き，負荷均等法を上回った．これにより提案アルゴリズム

の車両割当てが有効であることがわかる．また，提案手法 1は

デマンド受理数において逐次最適挿入法を下回るが，計算時間

の上では有効であることがわかる．提案手法 1における計算時

間は「（クラスタリング・アルゴリズムの計算時間）＋（経路作

成アルゴリズムの計算時間）」であり，逐次最適挿入法におけ

る計算時間は「（経路作成アルゴリズムの計算時間）×（車両

台数）」である．このため，逐次最適挿入法では経路作成の計

— 5 —



0
20000
40000
60000
80000
100000
120000

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200デマンド発生数

計算時
間(ms) 提案手法1逐次最適挿入法負荷均等法提案手法2

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200デマンド発生数

計算時
間(ms) 提案手法1逐次最適挿入法負荷均等法提案手法2

図 8 計 算 時 間

Fig. 8 Comptation time

算時間が大きいとき，全体の計算時間は車両台数に大きく依存

する．本稿では経路作成アルゴリズムとして計算時間の小さい

逐次挿入法を用いたため，すべてのアルゴリズムで利用者に対

してリアルタイムに回答可能な計算時間内で計算できた．しか

し，逐次最適挿入法ではリアルタイムに回答不可能な計算時間

の大きい最適化手法を用いたときに，提案手法 1を用いること

でリアルタイムに回答できる場合があると考えられる．今後，

「解の精度が高く計算時間の大きい経路作成アルゴリズム」を

用いて評価実験を行う必要がある．

また，デマンド発生数が 80を超えると，提案手法 2のデマ

ンド受理数が逐次最適挿入法のデマンド受理数を上回る．これ

は，提案手法 1，2が特徴の似たデマンドを各車両に割り当てて

いるのに対し，逐次最適挿入法は各時点で最も挿入コストが小

さい車両に割り当てていることが原因であると考えられる．各

時点では最適でなくても，特徴の似たデマンドが集まることで，

最終的にデマンド間の遅延を小さくすることが可能である．ま

た，提案手法 2は計算時間においても逐次最適挿入法を上回っ

ており，デマンドが多発する場合，逐次最適挿入法と比較して

有効であることがわかる．

6. お わ り に

本稿では，都市部での運用を想定した「寄り道型デマンドバ

スの並列運行」を提案し，経路決定アルゴリズムを提案した．

寄り道型デマンドバスでは，始点と終点を固定するため，利用

者が限定され，効率のよい車両配送が可能である．また，並列

運行することで，「利用者の分散」，「経路選択肢の増加」により，

利便性を高めることができる．提案アルゴリズムではK-means

手法に基づき，車両の経路の基準となる走行基準ベクトルとデ

マンドの距離を計算することで，デマンドを割当てる車両を決

定した．評価実験により提案アルゴリズムの有効性を示した．

今後の課題として，アルゴリズムの精錬と，寄り道型デマン

ドバスシステムの評価があげられる．K-means 手法は，局所

解を求めるクラスタリング手法のため，中心点の初期値設定が

解の精度に大きく影響する．提案アルゴリズムでは，中心点と

して経路基準ベクトルを用い，初期値は車両出発地と車両等着

地を結ぶベクトルを採用した．利用者の分布に応じて経路基準

ベクトルの初期値を求めることで精度の向上が期待できる．ま

た，本稿では提案アルゴリズムの評価について言及したが，今

後「寄り道型デマンドバス」や，「並列運行」を評価する実験を

行う必要がある．
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