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あ ら ま し

持続可能な社会の実現に向け，自家用車に過度に依存しないモビリティ環境の整備が

望まれている。その実現には，利便性と料金の面で利用者満足度が高く，かつ収益事業

として成立可能な地域交通サービスが求められる。近年，ICTを活用したオンデマンド交
通の可能性が広がっており，上記課題への解として期待されている。その一つとして著

者らは，同一車両を異なるサービスへ動的に割り当てることを特徴とするオンデマンド

交通システムを提案する。提案システムは需要と供給に応じて事業者が保有する同種の

車両群をタクシー，乗合タクシー，ミニバスなどの異なる交通サービスに動的に割り当

てる。利用者にとって利便性の高い交通手段を低料金で提供することで利用者の満足度

を向上させると同時に，事業者の利益を最大化するように各サービスに対して利用者が

利用可能な乗車便の組合せを最適化する。これにより，従来の交通手段に比べて，利用

者の満足度と事業者の収益性の両方を向上させると期待される。

本稿では，提案システムのコンセプトとシステム設計について概説し，シミュレーショ

ンにより有効性を検証した結果について報告する。

Abstract

For a sustainable society, we need to design a mobility management system that 
does not excessively depend on private vehicles.  To achieve this goal, an innovative 
transportation service is required that provides high user satisfaction in terms of both 
convenience and fares and is viable as a profit-making business.  Recently on-demand 
transportation, which makes use of information and communications technology (ICT), 
has been growing and may be a viable solution to the challenges mentioned above.  We 
are developing an innovative on-demand transportation system that has flexibility in 
terms of vehicle allocation and provides a menu of travel options to users.  The system 
dynamically allocates a fleet of vehicles owned by a business to different transportation 
services such as taxi, shared taxi and minibus.  It offers convenient and reasonably 
fared transportation services through an optimization framework where services are 
assigned based on a choice model in order to maximize profit.  The system is expected 
to improve both user satisfaction and business profits as compared to conventional 
means of transportation.  This paper presents the concept of the system and provides 
experimental results as a proof of concept using a simulation framework.
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便地域を中心として，交通弱者の移動手段を確保
するため，オンデマンド型のコミュニティバスや
乗合タクシーの導入が進んでいる。一方，都市部
を中心として，スマートフォンのGPS機能を利
用したアプリによるリアルタイムのタクシー予約
が広まっている。特に，海外においては，Uber，
Lyft，SideCarなど，乗合を含む新たな交通サー
ビスが注目を集めている。これらの背景としては，
ICTの活用により，予約処理の簡便化，スケジュー
リングの自動化，スムーズな決済，運転者と乗客
のマッチング，または乗合する乗客同士のマッチ
ングなどが容易になったことが挙げられる。
これらの交通サービスは，利用者満足度を向上
させ，新たな利用者の獲得に寄与しているが，事
業者の利益を最大化するという点ではまだ十分で
はない。例えば，これまでの交通サービスの予約
システムでは，利用者が指定した条件（出発地，
到着地，出発時刻，到着時刻など）に一致する乗
車便を列挙するが，利用者の選択によっては，車
両不足に陥り，後続の利用者にサービスを提供で
きなくなり，事業者は利益を失う恐れがある。逆に，
事業者の都合を優先させて運行コストの低い乗車
便を提示すると，利用者に受け入れられず，結果
的に事業者は利益を得られない可能性がある。

FMODの特徴

著者らが提案するFMODは，需要と供給に応じ
て事業者が保有する同種の車両群をタクシー，乗
合タクシー，ミニバスなどの異なる交通サービス
に動的に割り当てることを特徴としたオンデマン
ド交通サービスである。予約の際に，利用者の選
択モデルに基づき，各サービスについて利用者が
利用可能な乗車便の組合せを最適化し，事業者の
利益を最大化する（図-1）。選択モデルとは，利用
者が提示された各乗車便をどの程度の確率で選択
するかを表した数理モデルである。各サービスは，
異なる料金体系で提供されるが，同一車両の動的
利用により全てのサービスを実施する。このため，
例えば，定員6～ 8人程度の車両を用いることを想
定している。各サービスは次のように特徴付けら
れる。
（1） タクシー
単一の乗車リクエストに対して，ドア・ツー・

FMODの特徴

ま　え　が　き

持続可能な社会実現のためのモビリティ分野の
課題として，交通渋滞の緩和や，交通機関からの
CO2排出量の削減，また高齢者などの交通弱者の
移動手段確保などがある。これらの課題解決に向
けて，自家用車に過度に頼らず日常生活ができる
公共交通を中心としたモビリティ環境の整備が望
まれる。その鍵となるのが，利用しやすい地域交
通サービスの実現である。これは例えば自宅から
比較的近い目的地までの移動や，自宅と駅あるい
は駅と目的地の間のいわゆるファースト＆ラスト
マイル移動などを対象とする。このようなサービ
スの利便性と料金の両面での利用者満足度を向上
させることにより，近距離移動のほか遠距離移動
においても自家用車から公共交通への利用者シフ
トが期待され，前述した課題の解決に寄与すると
考えられる。ただし，そのようなサービスをいか
に収益事業として成立させるかが課題となる。
上記のような背景に基づき，富士通研究所は，
マサチューセッツ工科大学（MIT）との共同研究
により，地域交通サービスにおける事業者利益と
利用者満足度の向上を目的とした新しいオンデマ
ンド交通システムを考案した。（1），（2）本稿では，提案
システムをFlexible Mobility on Demand（FMOD）
と呼ぶ。以下，FMODの概要とシミュレーション
による有効性の評価結果について述べる。

地域交通サービスとその課題

従来，地域交通サービスは，主にバスやタクシー
が担ってきた。しかし，固定的な経路とスケジュー
ルで運行される従来型の路線バスでは，運行コス
トを抑えて事業者利益を確保しつつ利便性の面で
の利用者満足度を上げることが難しい。近年は，
利用者離れによる減便や路線廃止によって利便性
が低下し，更に利用者が減るという悪循環が深刻
化している。一方，タクシーはドア・ツー・ドア
移動に対応した利便性の高い交通手段であるが，
料金面でこれ以上利用者満足度を上げることは難
しい。
それに対し，利用者満足度の高い交通手段を提
供することを目的として，様々なオンデマンド交
通サービスが実用化されている。例えば，交通不

ま　え　が　き

地域交通サービスとその課題
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予約・配車処理

FMODは予約ベースの交通サービスである。予
約・配車処理の流れを図-2に示す。まず，利用者
はスマートフォンアプリを介してFMODサーバに
乗車リクエストを送信する（ステップ1）。乗車リ
クエストには，出発地，目的地，希望出発時刻，
または希望到着時刻，必要座席数の情報が含まれ
る。希望出発時刻，または希望到着時刻に関して
は，ある時刻，あるいは時間帯を指定する。また
は，単にできるだけ早い乗車便をリクエストして
もよい。
次に，FMODサーバは乗車リクエストに基づき，
各サービスにおいて利用者が利用可能な乗車便の
組合せを提示する（ステップ2）。各乗車便には，サー
ビス種別（タクシー，乗合タクシー，ミニバス），
乗車地点，降車地点，予定乗車時刻，予定降車時刻，
料金の情報が含まれる。
そして，利用者は提示された乗車便の中から
一つを選択し，FMODサーバに送信するか，ま
たは提示された乗車便を全て却下してもよい
（ステップ3）。

FMODサーバは利用者が選択した乗車便を受信
すると，それに基づいて運行スケジュールを更新
し，該当車両の運転者のスマートフォンアプリに
対して運行スケジュールを送信する（ステップ4）。
ここで，運行スケジュールとは，あるサービスに
ついて最初の乗客を乗せて最後の乗客を降ろすま
でのスケジュールであり，通常，一車両に複数が
割り当てられる。

予約・配車処理

ドアの移動手段を提供する。乗客は任意の地点に
おいて，乗降することが可能である。
（2） 乗合タクシー
複数の乗車リクエストに対して，ドア・ツー・
ドアの移動手段を提供する。各乗客は任意の地点
で乗降可能であるが，同乗者のための迂回が発生
することから，各乗客の旅行時間はタクシーより
も増加する可能性がある。
（3） ミニバス
複数の乗車リクエストに対して，既定のルート
上の移動手段を提供する。乗客はルート上の任意
の地点で乗降できる。ルートから逸脱しないので，
同乗者のために各乗客の旅行時間が増加すること
はないが，乗降地点と出発地・目的地の間の移動
が別途必要である。従来の路線バスと異なり，時
刻表は存在せず，最初の乗客が割り当てられるま
で運行は開始しない。

FMODでは，状況に応じて，同一車両を異なる
サービスに動的に割り当てることが可能なので，
時間的な需要の変動や空間的な需要の偏在にも柔
軟に対応できる。例えば，需要の多いオンピーク
時には，タクシーよりも乗合タクシー，またはミ
ニバスに多くの車両を割り当てることで，車両不
足でサービスを提供できない事態を防ぐことがで
きる。更に，需要が多いエリアから少ないエリア
へ向かう場合は，乗合タクシー，またはミニバス
として運行し，逆方向へ戻るときは，タクシーと
して運行するといった，需要と供給に応じた効率
的な運用が可能になる。これにより，従来の交通
サービスに比べて，事業者の収益性と利用者の満
足度の両方を向上させることが期待される。

図-1　FMODのコンセプト

図-2　予約・配車処理
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到着時刻 － 8：55
出発時刻 8：40 －
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降車客 － 1



FUJITSU. 65, 4 （07, 2014） 23

事業者利益と利用者満足度を向上させるモビリティオンデマンド

利用者に実際に提示する乗車便の組合せを選択す
る。この最適化問題は，以下のように定式化できる。

subject toΣΣ 　   ≤1　∀　∈xn,m,l m M
n∈N l∈L

maximizeΣΣΣ    　　　（   ） rn,m,l Probn,m,l  X
n∈N m∈M l∈L

＝（       ）,   　 ∈｛0, 1｝ ∀　∈　,　 ∈    ,  ∈xn,m,l xn,m,lX n　N m   M l   L

ここで，Nは車両集合，Mはサービス集合，Lは
車両とサービスの対に対する乗車便の最大数であ
る。車両nで運行されるサービスmのl番目の乗車
便をpn,m,lとする。Xは行列であり，その要素xn,m,l

は乗車便pn,m,lを利用者に提示するか否かを表す決
定変数である。rn,m,lは乗車便pn,m,lから得られる利
益である。Probn,m,l（X）はXで表される乗車便の
組合せを利用者に提示した場合に，乗車便pn,m,lが
選択される確率である。
乗車便の選択確率は，乗車便に対する利用者の
満足度の指標である効用に基づき，多項ロジット
モデルを用いて計算される。（3）乗車便の効用は，乗
車時間，料金，希望時刻と予定時刻との差（出発時，
または到着時），出発地・目的地と乗降地点との移
動距離に基づいて計算される。

シミュレーション実験

FMODの有効性を検証するために，東京都近郊
の都市を対象エリアとして，24時間のシミュレー
ションを実施した。評価には，タクシーでの運用
からFMODでの運用へ転換したと想定したシナリ
オを用いた。すなわち，全ての車両をタクシーサー
ビスに固定して運行した場合と，FMODとして動
的なサービス割当を行って運行した場合での事業
者利益と利用者満足度を比較した。満足度の指標
は，各利用者が選択した乗車便の効用を貨幣価値
に換算したものを用いた。
需要は，パーソントリップ調査，および国勢調
査などを参考に生成した合成データを用いた。出
発地，目的地には，市内の任意地点（人口分布に
比例して選択），および公共施設（駅，病院，市役
所など）を設定した。利用者数は，1日4600人をベー
スとして，FMODについては，40％まで段階的に
増加したケースを調べた。これは，FMODとして
運行した場合，タクシーに比べて低料金でサービ

シミュレーション実験

利用者に提示する乗車便の選択

予約処理のステップ2において，利用者に提示す
る乗車便の組合せは，フェーズ1：実現可能な乗車
便の生成，フェーズ2：提示する乗車便の最適化の
二つのフェーズにより選択される。本章では，こ
の二つの概要について説明する。
● フェーズ1：実現可能な乗車便の生成
各車両について，タクシー，乗合タクシー，ミ
ニバスの各サービスとして運行した場合に，予約
中の利用者に提示可能な運行スケジュールを全て
生成し，それに基づき利用者の乗車便の集合を生
成する。
運行スケジュールを生成するには，二つのケー
スが考えられる。一つは，予約中の利用者を最初
の乗客として新たな運行スケジュールを生成する
ケースである。もう一つは，サービスが乗合タク
シー，またはミニバスの場合に，既に利用者が割
り当てられた運行スケジュールに予約中の利用者
を追加するケースである。
生成された運行スケジュールが以下の制約を満
たす場合，実現可能な運行スケジュールとする。
（1） 制約1：運行スケジュールの無競合
運行スケジュール同士が重複せず，運行スケ
ジュールの合間に移動にかかる時間を含めた余裕
がある。
（2） 制約2：乗車定員
同時に車中に存在する乗客の数が車両の定員を
超過しない。
（3） 制約3：最大旅行時間
各乗客の旅行時間が最大値（例えば，タクシー
の旅行時間の2倍）を超えない。
（4） 制約4：約束時刻
既に運行スケジュールに割り当てられている利
用者に通知済みの予定時刻と，更新後の運行スケ
ジュールでの時刻との差が許容範囲内である。
生成された運行スケジュールに基づき，予約中
の利用者に対する乗車便，すなわち，乗車地点，
降車地点，予定乗車時刻，予定降車時刻，料金が
決定される。
● フェーズ2：提示する乗車便の最適化
フェーズ1で得られた実現可能な乗車便の集合
から，事業者の利益の期待値を最大化するように，

利用者に提示する乗車便の選択
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に示す。利用者数は，タクシーとFMODで同一条
件である（4600人/日）。ここでは，サービスが利
用できなかった場合の効用は，利用できたときの
最小値と等しいと仮定している。いずれの車両台
数でも，FMODがタクシーを上回っているが，特に，
車両台数が少ない場合の差が大きいことが分かる。
これは前述のとおり，サービスが利用できなかっ
た利用者の影響が大きい。
これらの結果から，FMODは動的なサービス
割当により，より多くの利用者にサービスを提供
することで利用者の満足度を向上させることが分
かった。また，利益に関しても，特に，車両台数
の規模が小さい場合に，タクシーに比べて優位で

スを利用できるので，需要の増加が見込まれるた
めである。
総車両台数は25台から150台まで変動させて調べ
た。料金については，タクシーは実際の料金体系
を参考に設定し，乗合タクシーはタクシー料金の
50％，ミニバスは一律300円とした。ミニバスのルー
トは実際の路線バスと同じルートを設定した。ま
た，運行コストとして，車両1台あたりの固定コス
ト，および走行距離に比例した変動コストを考慮
した。
車両台数ごとの事業者の利益を図-3に示す。利
用者数が同じ場合は，十分な車両台数が確保で
きれば，タクシーの利益の最大値はFMODを上
回っている。これは，タクシーに比べて，FMOD
では低料金の乗合タクシーやミニバスに利用者が
シフトするため想定された結果である。一方で，
FMODの利用者数が20％程度増加すれば，FMOD
の利益の最大値はタクシーを上回る結果となって
いる。この程度の需要増加は，十分現実的である
と考えられる。また，車両台数の規模が小さい場
合は，FMODはタクシーを上回る利益を上げてい
ることが分かる。
時間帯ごとの各サービスの利用者数を図-4に示
す。利用者数，車両台数は，タクシーとFMODで
同一条件である（4600人/日，100台）。図からタク
シーの場合，オンピーク時に車両不足となり，利
用者にサービスを提供できないケースが多く見ら
れるが，FMODの場合，そのようなケースはほと
んど見られない。
各利用者が選択した乗車便の効用の総和を図-5

0 25 50 75 100 125 150 175
0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

車両台数 （台）

利
益

 （
百
万
円
）

タクシー

FMOD

FMOD（利用者20％増）

FMOD（利用者40％増）

0

100

200

300

400

500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

利
用
者
数
（
人
）

時間帯

提示不可

タクシー

0

100

200

300

400

500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

利
用
者
数
（
人
）

時間帯

提示不可

ミニバス

乗合タクシー

タクシー

25 50 75 100 125 150
0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

車両台数 （台）

効
用

 （
百
万
円
）

タクシー

FMOD

図-3　事業者利益
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図-5　利用者効用の総和
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事業者利益と利用者満足度を向上させるモビリティオンデマンド

いて評価することが望ましい。このため，MITで
開発しているシミュレータを活用する予定である。（4）

更に，実証実験を通した有効性評価も進めていき
たい。
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あることも分かった。

む　　す　　び

本稿では，著者らの提案するオンデマンド交通
システムであるFMODについて紹介した。また，
シミュレーションによりFMODの有効性を検証し
た結果について報告した。
今回は，予約中の利用者一人からの利益を最大
化するというアプローチについて評価したが，時
間的，空間的な需要予測に基づく最適化を行うこ
とにより，更に事業者利益と利用者満足度を向上
できる可能性がある。FMODは，路線バスに比べて，
小型の車両を用いるため，従来のバスが走行でき
なかった細街路も走行可能になるため，より利便
性の高いサービスを提供できる。
今回の評価においては，ほかの交通機関からの
需要の転換量を複数パターン仮定して評価したが，
実際にどの程度の需要の転換が発生するかについ
ては，ほかの交通手段の選択も含めたモデルを用
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