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本稿は，竹日 悠帆さんによる 2015 年度早稲田
大学創造理工学研究科に提出した修士論文をもと
に加筆修正したものです．
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1. 問題の簡単な説明と得られた結果

鉄道の列車を運行するためには，列車ダイヤを定め
るほかに，車両編成や乗務員を列車に割り当てる車両
運用計画や乗務員運用計画を定める必要があります．
車両運用計画では，通常，編成が割り当てられて一日
に走行する列車の組み合わせを定めた仕業（しぎょう）
が作られます．そして，複数の仕業を特定の順番で並
べた交番に従って循環的に車両を運用します．車両運
用計画では，車両の運用中に適当なタイミングで仕業
検査を行ったり，より長い間隔で交番検査を実施する
必要があり，これが計画の作成を難しくします．
旅客需要の週内波動に対応すべく曜日ごとにダイヤ

が異なる新幹線の場合，交番どおりに車両を回すこと
では所定の検査が行えないという状況が発生するため，
仕業，交番に加えて，日々，各仕業をどの編成に割り当
てるかを定める車両割当計画の作成が重要となります．
この研究は，数理計画法による車両割当計画の策定

を想定し，Lai et al. [1]のモデルをそのままの形で，論
文に記載されている 4 週間の計画策定に適用しても，
計算面・策定されるスケジュールのもっともらしさの
両側面において課題があることを明らかにしたうえで，
両側面の改善を図る方策を提示しています．

2. 問題の設定と考え方

問題の基本的な前提条件は以下のとおりです．
1. 日を最小単位とする有限の計画期間を考慮
2. 仕業の開始／終了場所（駅や基地）は所与
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3. 各仕業は，毎日 1 編成により一度だけ遂行
4. 0 日目の各編成の仕業など初期条件は所与
5. 各編成は「仕業検査を 2 日以内に一回」「交番検
査を 30 日もしくは 30,000 km 以内に一回」実施

6. 検査は特定の仕業や場所でのみ可能
本研究で扱う具体的なデータは，Lai et al. [1]に示

されている台湾の新幹線データとわが国の新幹線デー
タで，いずれも 30 程度の仕業と編成を扱っています．

3. Lai et al. の最適化モデルの課題

Lai et al. の混合整数計画モデルは次のようなモデ
ルです（詳細は，[1]参照）：
最小化　総費用（検査費＋回送費）
制約　　・各日，各編成に一つの仕業を割り当て
　　　　・各日，各仕業に一つの編成を割り当て
　　　　・交番検査，仕業検査を限度内に実施
Lai et al.のデータや日本のデータで実験したところ，

計画期間 7 日では可能解を得ることができましたが，
最適性を保証するには至りませんでした．一方，計画期
間 14 日以上（21 日，28 日も実験）では膨大な計算時
間をかけても可能解すら得ることができませんでした．
　一方，得られるスケジュールにも問題があります．
図 1は交番検査がどの仕業でも実施可能と想定（実際
は，26 仕業中 4 仕業のみ）して，計画期間 21 日の
問題に対して得られたスケジュールです．図 1の行は
26の編成に対応し，列は計画期間内の日を示し，図の
エントリは各編成が各日に割り当てられる仕業の番号
を示しており，黒色のエントリは交番検査を実施する
仕業であることを示しています．また，図 1の右端の
列は 21 日目終了時の前回の交番検査からの累積走行
距離を示しています．
得られたスケジュールを見ると，交番検査が計画期

間前半に偏り，14 日目以降の後半は交番検査が全く行
われていません．また，計画期間終了時の各編成の累
積走行距離を見ると，限度いっぱいの 30,000 kmに近
いものが多いことがわかります．これは，問題を有限期
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図 1 Lai et al. のモデルの単純な適用に伴う終端効果

間とする一方で，検査回数を少なくしようとする目的関
数のもとで解いているために「終端 (End-of-Horizon)

効果」が発生し，費用のかかる検査を計画期間の外に
押し出したからと考えられます．
図 1のような結果をもとに，22 日目以降の計画を立

てようとすると，いきなり多くの編成で交番検査を実
施せざるを得なくなって，実行可能なスケジュールを
立てられなくなります．

4. 最適化モデルの改善

生成される計画から終端効果を除去／軽減すること
がどうしても必要と考えられます．また，一連の実験
から，膨大な計算時間をかけても，制約条件が厳しす
ぎて解の選択の自由度が小さくなりすぎたり，制約条
件が緩すぎて解の選択の自由度が大きくなりすぎたり
すると，解法，つまり，最適化ソフトが可能解（すら）
を見つけられないという状況証拠が揃いました．
そこで，試行錯誤の結果，終端効果を発生しにくく

するとともに，可能解を見つけやすくするために，計画
期間内のさらに一定期間内で交番検査の回数に適当な
上下限を設けることが有効であると判明しました．金
太郎飴方式で，ある輪切りにした期間内の交番検査の
回数を上下から制限する，すなわち，交番検査の均等
化によって，終端効果を防ぐとともに，可能解を誘導
しようという，単純な試みです．
交番検査回数の上下限制約による均等化によって，

可能解を出せる計画期間の長さを日本の新幹線データ
の場合，7 日から 14 日に増やすことができ，終端効果
も軽減されました．

5. ローリングスケジュールによる，より長期
の車両割当計画

最適化モデルは交番検査回数の上下限制約をうまく
入れると「もっともらしい」計画が作成できることが

図 2 ローリングスケジュールの一例

明らかになりました．しかし，このことは，ただちに，
有限期間の車両割当問題を繰り返し解くことによって
実際の現場で計画が作れることを意味する訳ではなく，
どのように最適化の結果を使えばよいかという活用の
方法を明らかにする必要があります．このような意味
で，最適化問題の繰り返し求解に基づく割当計画作成
が可能であるかを確かめるために，計画期間をずらし
て求解するシミュレーションを行いました．
一定の計画期間，たとえば，14 日のもとに計画を立

てるものの，この計画を完全に用いずに，計画期間の前
のほうの一部，たとえば，7 日間の計画を採用し，7 日
目末の状態をもとに，次の計画期間（14日）の計画を立
てる，というように一定周期でスケジュールをずらし
ながら更新していく方法をローリングスケジュールと
呼んでいます．図 2は，ローリングスケジュール結果
を示しています．黒色のエントリは交番検査を行う仕
業を表しています．計画期間はじめの，前回の交番検
査からの累積走行距離は，一番上の編成 1がほぼ 0（検
査直後），一番下の編成 26がほぼ限度キロと初期設定
されているので，交番検査は，図の左下から，時間と
ともに，右上に現れることが期待されますが，図 2の
結果はこのような様子を見ることができます．

6. まとめ

車両割当計画問題に対する Lai et al. の最適化モデ
ルに，終端効果と計算性能の課題があることを明らか
にし，モデルに交番検査回数の上下限制約を設けるこ
とにより両課題を改善できることを明らかにしました．
また，最適化問題を繰り返し解き，ローリングスケ

ジュールを作ることで，1 カ月以上の期間に対して，検
査制約を守る計画を得ることに成功しました．
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