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航空機における搭乗戦略の最適化
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本稿は，中山 藍さんによる東京農工大学大学院
に提出した 2014 年度修士論文および [1] をもと
に加筆修正したものです．
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1. はじめに

飛行機に乗る際に，「座席番号が△△番より後ろのお
客様から機内にご案内いたします」という類のアナウ
ンスを聞いたことがある方も多いと思います．機体後
方の乗客から搭乗してもらうのは，一見すると効率良
く見えますが，果たして本当にそうなのでしょうか．
本稿では，飛行機の搭乗が短時間で完了する「良いグ
ループ分け」を，局所探索という最適化手法を利用し
て求めた結果を紹介します．

2. 航空機の搭乗戦略

飛行機への搭乗にかかる時間を短くするために，乗
客をグループ分けして段階的に機内へ案内することは
以前から行われていました．さらに近年では，より短
時間で搭乗が完了するようにグループの分け方を工夫
する動きが見られます．グループ分けの仕方を搭乗戦
略 (boarding strategy) と呼び，これまでにさまざま
な種類の戦略が提案されてきました．
日本の航空会社では，エコノミークラスの座席を機

体前方／（中央）／後方の 2～3 グループに分け，後
方座席の乗客から機内への案内を開始する Back-to-

Front (BF)という搭乗戦略を用いることが多いようで
す．しかしながら複数の研究において，BF はグルー
プ分けを全く行わないとき（一斉搭乗）よりも搭乗時
間が長くなると指摘されています．
ほかの搭乗戦略として，座席を窓側／中央／通路側

の 3グループに分け，窓側座席の乗客から搭乗を案内
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図 1 Reverse-Pyramid の座席グループ分け

する Outside-In (OI)が知られています．OIは，「隣
り合った座席では必ず窓側のほうがグループ番号が若
い」という特徴があり，多くの先行研究において搭乗
時間がかなり短いと評価されています．
さらに近年，OI の特徴を取り入れて発展させた

Reverse-Pyramid（RP，図 1）と呼ばれる搭乗戦略が
提案され，アメリカウェスト航空などで実際に導入さ
れました [2]．しかし RPは，乗客を 4グループに分け
る必要があり，運用する際に若干煩雑になります．ま
た，RPより搭乗時間が短い搭乗戦略を提案している
研究もいくつかありますが，どれもグループ数が極端
に多く，実用には難しい部分があると考えられます．
そこで本研究では，乗客のグループ数を 3程度に抑

えつつ，搭乗時間が既存のものより短くなる搭乗戦略
の作成を目指しました．

3. 搭乗のシミュレーション

まず，新しい搭乗戦略を考える前に，従来の搭乗戦略
も含めて搭乗時間を計測する手段が必要です．しかし，
実際の機体を用いたテストはかなり大変です．このよ
うな場合は，コンピューター上でのシミュレーション
が役に立ちます．
搭乗時間の計測には，セル・オートマトンの一種であ

る非対称単純排除過程 (Asymmetric Simple Exclu-

sion Process; ASEP) によるシミュレーションを利用
しました．ASEPによるシミュレーションの設定は次
のとおり比較的簡単なものですが，現実の状況をわり
とよく近似できます．

• 機体内部は，図 1のようなセル状に分割されてい
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るとし，乗客は 1つのセルに 1人しか入れない．
• 時間の経過を離散的なものとし，時刻 0において，
搭乗口に第 1グループ，第 2グループ，……の順
に乗客全員が並ぶ．ここで，同グループ中の乗客
の順序はランダムに定める．

• 乗客は以下のルールに従い行動する．タイムステッ
プごとにどの乗客から行動を開始するかは，毎回
ランダムに決定する：

・ タイムステップごとに自分の座席に向かって 1セ
ル分だけ進む．ただし，通路上で進行方向に向かっ
て次のセルに別の乗客がいる場合は，そのタイム
ステップでは動けない．

・ 自分の座席に対応する通路セルに到着すると，荷
物を収納棚に入れるため通路上で立ち止まる．さ
らに，自分の座席よりも通路側の座席の乗客がす
でに着席していた場合には，入れ替わるために立
ち止まる時間が長くなる．

• 時刻 0の搭乗開始からすべての乗客の着席が完了
するまでを，かかった搭乗時間とする．
このシミュレーションはランダム要素を含むため，

試行 1万回の平均搭乗時間によって，既存の搭乗戦略
を評価しました（表 1）．乗客の歩行速度，荷物の収納
に要する時間の確率分布など，各種のパラメーターに
ついては先行研究 [3, 4]のものをそのまま用いました．

4. 局所探索による最適化

ここまでで，搭乗戦略を定めたらその搭乗時間が測
れるようになりました．さて，どのようにして優れた
搭乗戦略を作るのでしょうか．本研究では，良い搭乗
戦略をいきなり生み出すのではなく，ASEPを活用し
ながら各座席（乗客）のグループを少しずつ良いもの
に近づけていくシンプルな方法をとりました．
まず，搭乗戦略を何か一つ適当に定めて，ASEPで

平均搭乗時間を計測します．次に「どこかの座席のグ
ループ番号を現状の搭乗戦略から変化させ，ASEPで
平均搭乗時間を計測する．変化前と変化後で比較し，
平均搭乗時間が短くなっていれば変化後のものを新し
く搭乗戦略と定める; 短くなっていなければその座席
のグループ番号は元に戻す」というステップを，どこ
の座席のグループ番号をどう変化させても平均搭乗時
間の短縮が起こらなくなるまで繰り返します．
コンピューターに計算させた結果，通路 1列の航空

機（Boeing 737 タイプ）に対しては図 2 の搭乗戦略
を得ました．グループ数は 3ですが，グループ数 4の
RPおよびグループ数 3 の OI より短い時間で搭乗が

表 1 各搭乗戦略の平均搭乗時間

搭乗 グループ 平均搭乗 99％
戦略 数 時間（秒） 信頼区間
一斉搭乗 1 1210.3 [1208.0, 1212.6]

BF 2 1255.3 [1252.9, 1257.7]

BF 3 1331.5 [1329.0, 1334.0]

OI 3 838.3 [ 836.8, 839.7]

RP 4 835.9 [ 834.5, 837.4]

本研究 3 797.8 [ 796.5, 799.1]

図 2 提案する搭乗戦略の座席グループ分け

完了しています（表 1の“本研究”）．OIや RPでは，
隣り合った座席は必ず異なるグループ番号を割り当て
るのに対し，提案する搭乗戦略では機体の後方でそう
なっていないのが特徴です．つまり，「窓側と通路側の
乗客の入れ替わりによる時間のロスは，機体の最後尾
近くでは問題にならない」ということが読みとれます．
もちろん，機体の種類，空席／一人客／家族連れの

割合，各種の確率的なパラメーター（荷物の個数や乗
客のグループ遵守の確率）などはフライトごとに変化
しますが，提案した手法は上記の割合やパラメーター
を変えるだけで汎用的に使え，それぞれに応じた搭乗
戦略を求められるのが利点です．
このように最適化したい対象を少しずつ改善して良

いものを探していく方法は「局所探索」といい，基本
的な最適化手法の一つとして知られています．
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