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1. は じ め に

協調的エージェントに基づく制約付きタスク問題解決

米沢市は，東北の日本海側に属するため，毎年多くの積雪が市内全体にみられる．そのた

め，冬期の市内の道路は雪によって覆い尽くされてしまい，交通が非常に困難な状態に陥っ
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敦郎

松尾

てしまう．毎年除雪を行っているが，市内の交通の利便性を守るためには，市全体の道路で

徳朗

の除雪が必要となる．これにより，毎年，除雪作業に多額の予算が費やされている．市の年

本稿では，除雪による財政の圧迫を減らすことを目指し，除雪のシミュレーション
を行い，除雪車による除雪を見直し，コストの削減をすることを提案する．シミュレー
ションを行うために，手法を建て，対象範囲の分析を行う．対象範囲の道路交通網を
グラフ化し，そこから数値化と変数の設定を行うことでシミュレーション上で対象範
囲の道路交通網を表現する．また，除雪車の振る舞いをエージェントとみなすことで，
除雪車の行動をシミュレートする．シミュレーションで除雪にかかる費用の削減を目
指し，除雪車の台数を変え，除雪にかかる時間的コストを求め，対象範囲に対して最
適である除雪車の台数を求める．本提案手法で対象範囲に最適な除雪車数を求め，除
雪車を用いた除雪にかかる時間の無駄を省くことを目指す．

度予算があらかじめ決まっているのに対し，除雪費に多くの予算を使う事は，市の財政を圧

迫する事となる．この除雪費用からの財政の圧迫を抑えるにあたり，除雪車による除雪の仕
事効率を今一度見直し，新たに効率の良い除雪車の除雪法を発見する必要がある．効率的な
除雪車数で除雪を行えば，除雪車の稼働時間の無駄を減少させることができる．除雪車の稼

働時間の無駄の減少は，除雪にかかるコストを下げ，米沢市における除雪費用を削減する事
に繋がると言える．増大化する除雪に必要となる予算の抑制と除雪の社会的必要性という矛

盾する問題を考えた時に，限られた予算のなかでできるだけ低いコストで，除雪を行うこと
は重要であると言える．本研究では，シミュレーションを通し，除雪にかかるコストを下げ

ることができる効率的な除雪車の台数を発見することが目的である．道路上における除雪を
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プログラムでシミュレートし，除雪機全体の稼働時間を少なくする除雪車の台数を求める．

2. 除 雪 対 策

Atsuo Kakizaki and Tokuro Matsuo

主な積雪対策として除雪車による除雪が挙げられるが，人手が必要で時間がかかる上，除

雪を行った周りには，除雪された雪が残る．そのため，道路幅が狭くなる場合や除雪した雪

This paper describes an analysis of snow removal with multiple snow removers
in a middle town. Generally, since the cost to remove snow in winter season is
quite huge, the town need to pay a lot of ﬁnancial expense from yearly budget. To solve the problem, we analyze and detect an optimal number of snow
removers in a town by using actual map in Yonezawa city. In our analysis,
the total costs and time are computed with changing number of snow removers.
The result of simulation provides some features as follows. First, although number of snow remover increases, the average of working time for each remover
does not fall abruptly after a certain threshold. Second, when number of snow
remover increases, total time cost is nearly linear.

が民家の入り口を塞ぐ形になってしまうことがあり，きれいに除雪されていないことが多

い．このような問題を解決する他の除雪方法として，消雪パイプによる散水とロードヒー
ティングによる融雪および融雪剤の散布が挙げられる．消雪パイプによる散水と融雪路で

は，ほとんど人手がかからない上，雪が積もらないために除雪の必要がないというメリット
がある．しかし，消雪パイプの散水による融雪の場合，路面の凍結の恐れがある事と，地下

水の制限があるために供給限度の問題がある．また，ロードヒーティングでは，設備の維持
管理費がかかるという問題があり，融雪剤の散布では，塩化カルシウムによる車の腐食と
いった問題がある．

3. 定

†1 山形大学
Yamgata University

義

シミュレーションを実現するにあたり，定義を設ける．シミュレーションにおいては、町
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な時間を Lu と定義する．また Lu は Ju を用いて Lu = Ju /Y と表すことが出来ると

の地図をグラフ化しているため、道路をエッジ，曲がり角をノードと呼ぶ．

3.1 エージェントの定義

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

定義する. ただし，除雪車の種類によって除雪中の速度が変わるため，Y は任意の正の
数とする．

エージェントは，除雪が必要なエッジを優先的に選択する．

• エージェントについて，シミュレーション上の定義を行う．エージェントは複数存在す

エージェントは，互いに同じ道を除雪しない．

る．エージェントの集合を M ={m1 , ..., mi , ..., mC } と定義する．mi は i 番目のエー

エージェントは，エッジに設定された移動時間に則して行動を行う．

ジェントを表す．

エージェントは，除雪の際に，除雪による遅延を考慮した時間を与えられる．

• 除雪巡回シミュレーションでは，道路交通網のグラフ化によって得た表を用いてシミュ

エージェントは，エッジの積雪状況から移動にかかる時間を求める．

レーションを行う．この表を用いる事で，どのノードから，どのノードへ移動する事がで

エージェントは，ノードのつながりを無視して移動を行わない．

きるかを判断する. エージェントが経由したノードの経過の集合を X={x1 , ..., xi , ..., xC }

エージェントは，制限時間以内に環境内の除雪を行う．

と定義する．xi にはエージェント mi がこれまでに経由したノードが全て格納されて

エージェントは，環境内に除雪が必要な道が無くなるまで行動を続ける．

3.2 エージェントが行動する環境の定義
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

いる．

• 経過時間を D と定義する．

環境は，エージェントにどのエッジに移動する事が可能かを示す．

3.4 アルゴリズム

環境は，エージェントが除雪したエッジの積雪量を 0 にする．

ここからアルゴリズムの流れを説明する

環境は，各エッジがどの程度の長さを持つかエージェントに知らせる．

環境は，各エッジがどの程度の積雪量を持つかエージェントに知らせる．

Step1 各エージェントに初期配置を与える

環境は，時間によって積雪量を変化させる．

じ場所から出動するのではなく，あらかじめバラバラの位置に待機しており，そこから除雪

それぞれのエージェントに初期配置を与える．実際に除雪車を運用する場合，除雪車は同

環境は，除雪が必要なエッジがまだ残っているかどうかを示す．

を行うため，本シミュレーションではそれぞれのエージェントに初期配置を与える。与える

環境は，どの道が除雪中であるかをエージェントに知らせる．

3.3 モ デ ル

初期配置は，環境内のどれか一つのエッジとなる．エージェントは，初期配置として与えら

れたエッジの移動または除雪をする．各エージェントが移動または除雪にかける時間は，そ

3.1 節，3.2 節の内容をふまえ，除雪巡回シミュレーションにおけるモデルを定義する．

れぞれのエッジに設定された移動時間の設定に従う．また，エージェント同士が同じ初期配

• 環境内にノードとエッジは複数存在する. それらを識別する事は，グラフを表として表

置にならないようにする．

す際に重要なこととなる．ノードの集合を N ={n1 , ..., nu , ..., nv } と定義する．nu は

Step2 除雪が必要なエッジの数をカウント

u 番目のノードを表す．また，エッジの集合を R={r1 , ..., ru , ..., rv } と定義する．ru は

各エッジの積雪状況を調べる. 積雪量が除雪の必要性がある程積もっていた場合は，それ

u 番目のエッジを表す．

を 1 カウントとする.

• 環境の定義 [2]，[4]，[6] を達成するため，エッジ Ru の積雪量を Su と定義する．

Step3 各エージェントの行動を実行

• 環境の定義 [7] を達成するため，エッジ Ru の降雪状態を Zu = 0, 1 と定義する．Zu = 0

各エージェントは，それぞれの移動，除雪状態に応じて次の行動をとる．エッジの移動，

のときエッジ Ru は除雪が行われていない事を示し，Zu = 1 のときエッジ Ru は除雪

が行われていない事を示す.

除雪が終了していた場合，エージェントが除雪をしていたエッジの積雪量を０にする．次に

ときエージェントが Ru を除雪するためにかかる時間を Ju と定義する．また，既に除

含まないものとする．除雪が必要なエッジを発見した場合，エージェントはそのエッジの除

• 環境の定義 [3] を達成するため，エッジ Ru に雪が残っている状態，つまり，Zu = 0 の

移動，除雪を行うエッジを求める．エッジ調査の際，他のエージェントが除雪中のエッジは

雪が行われた，つまり，Zu = 1 のときエージェントがエッジ Ru を通過するのに必要

雪を行う．除雪が必要なエッジを複数発見した場合，その中から１つのエッジを無作為に選
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び除雪を行う．除雪が必要なエッジが発見できなかった場合，任意のエッジを選択し，移動
を行う。

• エッジの移動，除雪が終了していない場合，エージェントは今いるエッジを単位時間分
だけ移動する。

Step4 時間の更新

時間を単位時間分進める．

Step5 制限時間に達しているかの確認

現在の経過時間が制限時間に達しているかどうかを判断する．制限時間に達していなけれ

ば，次の行程に進む．制限時間に達していたならばこの探索は失敗とみなし終了する．

Step6 繰り返し

環境内に除雪が必要なエッジが存在する場合，Step2 に戻る。存在しない場合除雪を終了

する。

4. 実 験 結 果
シミュレーションは，実際に米沢市が除雪対象としている道路の一部を対象として行っ

た。対象地域においては，約 200 台の除雪車が動員されている．対象地域の地図を図 1 に

示す. シミュレーションを行うにあたり，対象地域をグラフ化し，数値を付加する事によっ

て対象地域でシミュレーションを行う．シミュレーションを行うにあたり，対象地域の除雪
基準を元に設定を行う．本シミュレーションの除雪基準を以下のように示す．

図1

4.1 環境の除雪基準

(1)
(2)
(3)

除雪車数 2 計測された各除雪車の移動時間 :不可能

除雪が必要であると判断される積雪量 S は 10cm 以上とする．

除雪車数 3 計測された各除雪車の移動時間 :不可能

各エッジ R に積もる雪は，18 分で１ cm とする．

除雪車数 4 計測された各除雪車の移動時間 :不可能

除雪の制限時間は 14400 単位時間（４時間）とする．

4.2 エージェントの設定
(1)

除雪車数 5 計測された各除雪車の移動時間 :不可能

果

除雪車数 8 計測された各除雪車の移動時間 :7364 総移動時間 :58912

除雪車数を変化し，Y = 4 の条件で 100 回ずつ試行を行いそれぞれで得た結果を示す．

除雪車数 9 計測された各除雪車の移動時間 :6477 総移動時間 :58293

除雪車数 10 計測された各除雪車の移動時間 :5239 総移動時間 :52390

が終わる場合の除雪終了時間を示す．合計終了時間は，
「計測された各除雪車の移動時間」×
除雪車数 1 計測された各除雪車の移動時間 :不可能

総移動時間 :不可能

総移動時間 :不可能

除雪車数 7 計測された各除雪車の移動時間 :8804 総移動時間 :61628

「計測された各除雪車の移動時間」は，シミュレーションの結果から得られた，最短で除雪
「エージェントの数」によって求められたものである．

総移動時間 :不可能

総移動時間 :不可能

除雪車数 6 計測された各除雪車の移動時間 :10214 総移動時間 :61284

エージェントの通常時の運行速度は時速 36km とする．

4.3 結

対象範囲

除雪車数 11 計測された各除雪車の移動時間 :4591 総移動時間 :50501

除雪車数 12 計測された各除雪車の移動時間 :4083 総移動時間 :48996

総移動時間 :不可能
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除雪車数 13 計測された各除雪車の移動時間 3318 総移動時間 :46452

除雪車数 14 計測された各除雪車の移動時間 :3253 総移動時間 :45542

除雪車数 15 計測された各除雪車の移動時間 :2985 総移動時間 :44775

除雪車数 16 計測された各除雪車の移動時間 :2982 総移動時間 :47712

除雪車数 17 計測された各除雪車の移動時間 :2882 総移動時間 :48994

除雪車数 18 計測された各除雪車の移動時間 :2062 総移動時間 :37116

除雪車数 19 計測された各除雪車の移動時間 :2150 総移動時間 :40850

除雪車数 20 計測された各除雪車の移動時間 :1804 総移動時間 :36080

除雪車数 21 計測された各除雪車の移動時間 :1997 総移動時間 :41937

除雪車数 22 計測された各除雪車の移動時間 :1853 総移動時間 :40766

除雪車数 23 計測された各除雪車の移動時間 :1780 総移動時間 :40940

除雪車数 24 計測された各除雪車の移動時間 :1641 総移動時間 :39384

除雪車数 25 計測された各除雪車の移動時間 :1537 総移動時間 :38425

4.4 シミュレーション結果から得たグラフ

図 2 と，図 3 はシミュレーション結果をグラフに表したものである． 図 2 の横軸は，除

図 2 除雪車数毎の除雪時間
Fig. 2 Time of clearing snow of each number of snowplows

雪車の台数を示し，縦軸は除雪にかかった時間を示しており，y = 1/x のような軌跡を描

く． 図 3 の横軸は，図 2 と同様除雪車の台数を示し，縦軸は除雪にかかった合計時間を示
している．

5. 考

間の増大がみられる．除雪車の数が 21 台以降，除雪車数が増えても，除雪にかかる合計時
間はほぼ変わらないことがわかった．

察

上記のシミュレーション結果より考察を行う．図 2 より，除雪車の台数が６の場合と除雪

シミュレーション結果より，本シミュレーションの設定条件のもとで対象範囲を時間内で

車の台数が 25 の場合では，約５倍もの除雪にかかる時間の差がみられた．このことから，

除雪するには，６台以上の除雪車が必要であることがわかった．また，除雪車の数が 14 台

除雪車の台数が多いほうが時間の節約が可能であるため，できるだけ多い台数で除雪を行っ

未満の場合は，１台増える毎に，除雪時間の大幅な減少がみられるが，除雪車の数が 14 台

た方が良いようにみられる．しかし，図 3 では，除雪車の台数が増加しているのに対し，総

以上になると，除雪車が１台増える毎に除雪時間の減少が緩やかになる．また，６台の除雪

除雪時間の増加がみられる箇所がある．図 2 で増加のみられる箇所は，除雪車の増加によ

車での除雪にかかる時間は，18 台以上で除雪した時にかかる時間の５倍以上であることが

り，除雪時間は減少しているが，その減少が除雪車数の１つ増加する前の除雪時間に比べ，

わかった．

小さい物となっている．これにより，除雪車の台数が増加しても，除雪時間の減少が見込め

図 3 より，除雪にかかる合計時間は，除雪車数が少ない程，増大する傾向にあり，除雪に

ない場合があるということがわかった．そして，そのために除雪車の台数増加による総除雪

かかる合計除雪時間は除雪車が 20 台の場合が最も少ないことがわかる．除雪車の台数が 7

時間が１台少ない場合よりも増大してしまったとみられる．よって，安易な除雪車の台数の

台から 15 台までの間と 17 台から 18 台までの間は，除雪車が１台増える毎に，除雪にかか

増加は，かえって総除雪時間を増やし，コストの増加をもたらすことがわかった．

る合計時間の減少がみられる，しかし，除雪車の台数が 15 台から 17 台までの間と 18 台か

除雪車の台数が 13 台から 17 台までの間は，ほぼ除雪にかかる時間の減少がみられない．

ら 19 台及び 20 台から 21 台までの間では，除雪車が１台増える毎に，除雪にかかる合計時

また，18 台から 25 台でも除雪にかかる時間の減少はほとんどみられない．よって，14 台
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レーションを行った．その結果から得た，除雪車数毎の除雪にかかる時間を元に，分析・考

察を行い，対象範囲の道路交通網に対して無駄の少ない除雪車の台数を求めた．その結果，

「除雪車の台数を多くする，または少なくすることによって良い結果を得られる」というこ
とは無く，除雪車の台数によっては除雪時間が少なくても総合的な除雪時間をみると時間的
コストがかえってかかってしまうことがわかった．

本稿では，対象範囲での除雪車の最適な台数を求めることができたが，巡回路を求められ

ずに終わってしまった．各除雪車の巡回経路を求め，それを提案することでより実用的な問

題解決を行えるよう研究することが今後の課題の一つとして挙げられる．また，本稿では，
除雪車の種類を一つに絞って行った．今後の課題としては，除雪車の種類毎に機能を設定し
て，複数の種類の除雪車を用いての除雪シミュレーションを行えるようにすることで，より
現実的なシミュレーションを行えるようにすることが今後の課題として挙げられる．
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図 3 除雪車数毎の合計除雪時間
Fig. 3 Total time of clearing snow of each number of snowplows

から 17 台と 19 から 25 台の除雪車数での除雪は，時間的コストに上乗せされる１台あたり

にかかるメンテナンスの費用を考えると適した台数とはいえない．よって，除雪車数の制約
が存在する場合の最適な除雪車数は，20 台以上除雪車を投入できる場合は 18 台の除雪車で

除雪を行い，17 台まで除雪車をしか投入できない場合は，13 台での除雪をし，12 台以下で

しか投入できない場合は，できる限り投入した方が時間コスト的にみて最適となる．

6. 結

論

本稿では，財政の負担を減らすため，除雪シミュレーションを用いて除雪車数の見直しを

行った．アルゴリズムを建て，対象の分析と設計を行うことで，シミュレーションを行なっ

た．本手法では，エージェントに除雪車の役割を与えるためのエージェントの定義を行い，
除雪車の動きを与えた．また，シミュレーション上で対象の道路交通網を環境として設定で
きるようにするため，対象範囲の道路交通網に対し，ノードとエッジをそれぞれの交差点や
道路に充てて，グラフ化を行った．対象範囲の道路交通網に対して最適な除雪車数を求め

るため，エージェントの数を変えながら対象範囲を模した空間上に設置，行動をさせシミュ
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