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１．はじめに

〈3. 2〉 列車間隔を調整するための時刻変更

運転整理と呼ばれる列車ダイヤの乱れを元に戻す作業は、

駅間停車を防ぐための時刻変更のアルゴリズムを適用し

指令員の重要な仕事の 1 つである。その作業は、現在、彼

た後に本アルゴリズムを適用する。調整実施駅 I で遅らせ

らの経験と勘に基づいて行われているが、車両性能、列車

る調整時間 x を算出する式は、式(1)のようになる。

位置、客の要望などを勘案する必要があり、難しい。よっ
て、高速、高密度の都市部の鉄道において、コンピュータ

(1)

による運転整理支援が求められている(1)。
我々は、複々線区間における運転整理支援システムを作
成している。本論文では、順序変更の方法を提案し、数十

ただし、T は I 駅からの余裕時分の合計によって調整時間が

分程度の大規模乱れ時のケーススタディーを通じて、提案

吸収できる駅、Z は終着駅、wc は駅で待つ時間に感じる損

手法の効果について示す。

失の重み、PV は V 駅で下車した乗車人員、pUV は U 駅から
V 駅を乗換せずに利用する単位時間当たりの乗車人員、qUV
は U 駅から乗車し、V 駅で乗換のために降車する単位時間

２．システムの概要
(2)

本運転整理支援システムは、先行研究 に基づき、列車
ダイヤ案を作成し、そのダイヤ案を評価する。列車ダイヤ
案を作成する部分では、計画時刻や各種制約条件から列車
の走行する線路や列車の出発、到着時刻が決定される。ダ
イヤを評価する部分においては、乗客の行動を推定し、乗
客の感じる損失で評価値が計算される。運行シミュレーシ
ョンや乗客流解析については文献(3)に詳しく述べている。

３．時刻変更
列車のダイヤが乱れると、列車の間隔が不均一になりが
ちである。その中、列車間隔が短いと駅間で列車が長時間
停車したり、列車間隔が長いと乗客の駅での待ち時間が長
くなったり、後続の列車の混雑による増延が起こってしま
ったりすることがある。これらを防ぐために、駅間停車を
防ぐ時刻変更と列車間隔を調整するための時刻変更の 2 つ
を行う必要がある。
〈3. 1〉 駅間停車を防ぐための時刻変更
駅間停車を防ぐための時刻変更について、列車は駅間停
車しそうな前の停車駅で時刻変更する。アルゴリズムは文
献(4)で述べている。

の乗車人員、HUV は後続列車を待った時との損失の差であ
る。 は、a 駅での停車余裕時分である。x は、5 秒単位で
丸めるものとする。アルゴリズムは文献(4)で述べている。

４．順序変更
ダイヤが乱れると、例えば、後続列車の待避を行ってい
るときに、後続列車が来ないときがある。大規模乱れ時に
おいては、長時間その場所に停車することにより、先の区
間の列車間隔が空いたり、後ろの区間で詰まってしまった
りすることが考えられる。したがって、列車の運行順序を
変更し、後続列車を待たずに発車した方が、その列車は遅
れずに済み、前章で述べた時刻変更よりさらに列車間隔を
平準化できる可能性がある。以下に順序変更の方法を示す。
①列車種別及び運転区間で分類した運行系統ごとに他の系
統の列車との競合を無視してダイヤを作る。このとき、同
じ運行系統の前後の列車については、折り返し駅での進路
競合を避けるために必要な間隔を空けるようにする。図 1
にケーススタディーにおいて、この過程でできたダイヤの
例を示す。ただし、実線は事故が起きたのと同じ運行系統
であり、点線は、異なる運行系統の列車、×は事故箇所と
する。
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図 1 進路競合を考慮していないダイヤ例

図 3 順序変更による効果

Fig.1 A timetable without considering route conflicts

Fig.3 An effect of changing train orders

②競合区間について、元々のダイヤで早い方の列車を優先

図 2 において、丸で囲った部分において、実線で表した

してダイヤを調整する。時間順で早い方から調整を行う。

時刻変更のみのダイヤ案では、事故復旧まで列車の本数が

③列車運行シミュレーションを行い、その列車順における

少なくなってしまっている。一方、点線で表した順序変更

最速ダイヤを作る。

も適用したダイヤ案では、列車の運行が確保されており、

その後、前章で述べた時刻変更のアルゴリズムを適用する。

列車間隔が平準化されている。また、図 3 において順序変
更を適用したダイヤ案は、所要時間及び駅での待ち時間に
よる乗客損失が減少している。これは、列車間隔の平準化

５．各運転整理手法の適用結果
本章では、時刻変更及び順序変更の効果について述べる。
今回、乗客視点での評価を用い、各種ダイヤ案における乗

により、各乗客の駅での待ち時間の合計が減少したためと
考えられる。

客の損失から通常ダイヤ時の乗客の損失を引いた値を、各
種ダイヤの評価値とする。乗客視点での評価に用いられる

６．まとめ

損失は、所要時間による損失・混雑による損失・乗換によ

本論文では、大規模乱れのケーススタディーに対して、

る損失・待ち時間に感じる損失・駅間走行時間の延長に感

時刻変更を適用したダイヤ案と、順序変更も適用したダイ
ヤ案を示した。順序変更も適用したダイヤ案は、時刻変更

(3)

じる損失であり、これらの合計を乗客の損失とする 。
図 2 に順序変更を適用したダイヤ案を示す。ただし、実

だけを適用したダイヤ案に比べて、列車間隔を平準化でき

線は時刻変更のみを適用したダイヤ案とし、点線が順序変

ることを示した。また、ダイヤ案を乗客視点で評価するこ

更も適用したダイヤ案とする。各ダイヤ案の乗客の損失・

とで、乗客の被る損失が小さくなっていることを示した。

評価値を図 3 に示す。
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