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被 災時の柔軟な組織的 復旧の実現は, 迅速なネ ッ トワー ク機能の 回復の面 において, 重要な課題の1つ で ある. し
か し, 組 織 的な復 旧戦 略の決定は, 復 旧班 の協力組み合 わせ と被 災 リンクの復旧順番 の同時決定 問題 とな り, その最
適 な組 み合 わせ を求め る ことが困難 とな る. 本研 究 は, 準最 適解 探 索手法 であ る遺伝 的 アル ゴ リズム(Genetic
Aenetic)を

用い て, 復 旧班 の協 加体制 を考慮 した復 旧スケ ジュー リングモデルを構築 し, 実際 に構 築 したモデル

を用いて国道 レベル での復 旧問題を解 くことを 目的 とす る. 本 研究では, 最適解の探索 を効 率的に行 うために

の処

理 上の工夫 を加 えて組織的 な復 旧スケジュール の構築 を可能 とした. また実際 にケーススタデ ィとして南西北海道の
道 路ネ ッ トワー クを対象 と して協力復旧スケ ジュールの最適化計算 を行 った.
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1. は じめ に

分野での研究は, 災害事前施策 と災害後施策 に関す る研
究に分 けられ る. 本研 究は後者 の観 点か らの研 究を進 め

莫大 な被 害 をもた ら した阪神 ・淡路 大震災は, 我 が国
の防災行政 の転換点 とな った. これ を契機 として防災基

る. 災害復 旧過 程に関す る研 究は, 主に交通 とライ フラ

本 計画 の見 直 しが行 われ, そ の一環 と して事故災害対策
が追加 され た. 防災予防 に関す る項での迅速かつ円滑な

山 田らは被 害発生モデル と復 旧モデル の2つ のサブモデ
ルか らな る震後の復 旧シュ ミレーシ ョン法を考案 し, 復

災害応急対 策, 災害 復 旧への備 え と しては(1)情報 の収

旧タイプの違いに よる復 旧状況 の変化 をま とめ, 復 旧戦

集 ・連絡体制 の整備, 情報の分析整理, 通信手段の確保

略上の指針を報告 している1). 能島 ・亀 田は幹 線 ・支線
の階層 性を考慮 した上位施 設の復 旧最適 化問題 に最小木

イ ンのネ ッ トワーク復旧に関す る ものであ り, 例えば,

(2)職 員の非常参集体制 の整備, 防災関係機関相互の連携
体制 の整備等(3)救助 ・救急, 医療及び消火活動 のた めの

とHomの アルゴ リズムによる方法 を適用 している2). 川

資機材 の整備, 体制の整備(4)緊急輸送 活動のた めの体制
の整備5避 難収 容活動 のた めの体制の整備6関 係者等へ

島 ・杉 田は孤 立地点の解消の為の段階的な復旧を指摘 し,

の的確 な情報伝 達活動のための体制の整 備7防 災関係 機

域的な被災状況の復旧過程予測を行 っている3).

総当た り法 とヒュー リステ ィックな手法の援 用によ り広

関の防災訓練 の実施8災 害復 旧へ備 えるた めの資料 の整

復旧過 程に関す る研 究上のキー ワー ドは以 下の6項 目

備9危 険物等の大量流 出時 にお ける防除活動のた めの体

が挙げ られ る. それは, (1)被
災 リンクの復 旧順番(2)機械 ・

制 の整備 ・資機 材の整 備, 以上 の9項 目が挙げ られ てい
る. また, 災 害応急 対策 としては大き く(1)発
災直後の情

資材 の配分(3)復旧班の配置場所(4)ネッ トワー クの階層性
(5)ネッ トワー クが分断 された孤 立地 点の考慮6復 旧班 の

報 の収集 ・連絡及 び通信の確保(2)活動体串り
の確 立の2項

協力, の6つ である. これ らのキー ワー ドの内, 3の 復

目が挙 げ られ てい る. 被 災時 の迅速な復 旧の為 には, 関

旧班の協力 に関す る研究は今まで行われていない

係各組織間 での情報 交換 と協力行 動が必要不可欠で あ り,

理由の1つ と して,

実際に防災CALSや

合わせ制約や被災 リンクの復 旧順番等 を同時 に考慮す る

地方公 共団体相互の広域応援協定 の

その

「
協力体制」 とは復 旧班同士の組み

問題で あ り, これ らの諸要件の組み合 わせ数が 問題 とな

法定化等の議論があ る.

ることが挙 げ られ る. 例 えば, N本 の被 災 リンクの復 旧

道路ネ ッ トワー クの防災 ・復 旧を対象 とす る交通工学
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順番 を考えた場 合,復 旧順番の組み合わせ数 はNと な り,
さらに被災 リンクの復 旧班への担 当配分 も考慮する と,

て, とりあえず実行 可能 な近似解 を求 める ことが可能 に

その組み合わせ数は莫大 とな り, 最適な復旧戦略を求め

問題や 多 目的問題, 逆問題 への適用例 としてパ ラメータ
ー推 定や 内部構造把握 問題 と, そ の幅 は確 実に広が りっ

なった意義 は大きい. またGAの 適用範 囲も, 最適配 置

る ことは困難 となる.
筆者 らは単独復 旧班へ被災 リンクを配 分 させ る復 旧過

つ ある. 土木 計画分 野にお けるGAの 適用範 囲について

程 の構築 鋼 に, 離散的組み合 わせ最適化 問題 に効 果を

は一度整理す る必要 があるが, こ こではスケジュー リン

発揮 す る遺伝 的アル ゴ リズム((netic

グ問題へのGA適 用方法 をまとめる.

Algorits,

以

下GAと 呼ぶ)を 適用 し, 組 み合わせ数 の問題 に対応 し
た. しか し, 復旧班 の連i携等の組 織的 な復 旧戦 略の決 定

スケ ジュー リング問題 は, 対象 とす る問題 の特徴 によ
って, 組み合 わせ要 素や制約条件 が様 々に変化 し, それ

にGAを 単純 に適用す る と, 組 み合 わせ上 の制約 を満足

に合わせてmの

しない実行不可能 な解 がGAの 解探 索プロセ スで多数発

らは既 に, 高速 道路 の道路整備順 番決定問題8)9)や震 災

生 して しまい, GAで は扱い難 ・
問題 であった.

復 旧支援問題にmの

mを 復旧過程の最適化問題 に適 用した例 としては, 佐

適用方法 も工夫が なされてい る. 筆者
適用 を行っている4)5). これ らの問

題 は以 下のよ うに定義 され, それ ぞれGAで

藤 らが震災 を受 けたライ フライン網 の復 旧問題 に関す る

解 くこ とが

可能である.
<道 路整 備順 番決定問題>

研究を行 っている6). 復 旧班の配分 問題 に単体遺伝 的ア
ル ゴリズ ム(Single Populated Genetic Algorits)

○ 目的 関数: f({I})→min

を用いて各班 ご との 「
被 災要 素の復 旧優先順 番」を意味

O制 約 条 件: g1({1})≦0

す るコーデ ィングを行 っている. しか し,

0設 計 変 数: {1}={11121ln}

「
優先順 番」

である以上, 実際 には使用 され ない致死遺伝子 がデ コー

(1)

この問題の場合, 設計変数はn個 ある事業の順番で あ
り, そ(列頂番 を決 める問題で ある. 制約条件 と して は年

デ ィング時 に発生す る可能性 があ り, 制約条件 を充足す
るGA上 の処理を施 してい るとはいえない

度毎の予算制約等が考慮 され る.
<震 災復 旧支援 問題>

本研究 は, 広域的ネ ッ トワー クにお ける中 ・長期 にわ
たる復 旧班 の連携復 旧活動 を対象 とした復 旧ス ケジュー

○ 目的関数:

リング支援 システ ム構築 を 目的 とす る. 特 に復 旧班が協

f({I}1,{J}1,{I}2,{J}2,{I}K,{J}K)-min

力す る様なスケ ジコー リング問題 は, 復 旧班 の組み合わ
せ 制約が複雑 とな り, 従来の単純 なGAに よる解 法でも,

○制約条件:
gl({I}1,{J}1,{I}2,{J}2,{I)K,{J}K>S0

その組 み合わせの多 さに対応 できない.その ため, 本研

(各作 業 間 の先 行 工 事 の 関係)

究では構造的 に復 旧班の組み合わせ制約 を取 り込 めるGへ

○ 設 計 変 数: {1}={1,I2I…ln}k

を工夫 し適用す る.

(2)

{J}k={JlJ2J3…Jn}k(k=1〜K)

本稿の構成 は, 第2章 でまず, スケ ジュー リング問題

この問題 は, 先行 工事 関係 のあ る複数作 業内 の工事順

における(筑 適用のアプ ローチ について述べ, 最適 化す

番 と, 担当す る作業班の配分間題 として定義 され る. 各

る問題 に応 じた コーデ ィング法 を整理す る. 第3章 で工

作業k毎 に1〜Inkのnk個

夫 した遺伝 子線列の コーデ ィング, 交叉 ・突然変異プ ロ
セ スの工夫について具体的 に記述す る. 第4章 では実際

当な作業班J1〜Jnkが 復 旧す る. また, 各作業間には,
ある作 業に属す る工事が終わ らな ければ 他の作業 に属

の協力体制であった 「
北海道南 西沖地震奥尻島災害復 旧

す る工事 にかかれない とい う関係があ る.

推進連絡会議」 を参考 に協力復 旧のモデル作成 を行 う.

いずれ の問題 も, 遺伝 子線 列の構成 を工夫す ることが
m適 用 の要 とな る.
において も他 の ヒュー リステ ィ

第5章 ではケースス タデ ィとして, 北海道南西部 国道ネ
ッ トワー クを用い, 構築 したモデル を適 用 して計算 を行

の工事があ り, それぞれ適

う. 第6章 で本研究の結 論を述べ る.

ック手法 と同様 に, よ り良好な組み合わせ 解 を得 るた め
には,
を対象 とす る問題 に単純 に適用するだけではな

2. スケ ジ ュー リン グ問 題 への 砿 適 用 に 関す る遺

く, 問題 の構造 をGAの 各プ ロセスの中に上手に反映 さ
せ るこ とが, 効率的な解探 索に繋が るといえる.
GAの 解 探索 プロセス は基本 的に, (1)遺伝 子線列 の設

伝 子線 列 の 構 成方 法
(1)遺 伝子線列の作成(コ‑デ

計 ・生成(2)遺伝子線列の 目的関数値 の算出(3)適応 関数値
の算出(4)淘汰 ・繁殖5交 叉6突 然変異 によって構成 され

ィング)

る. これ らのプロセスの中で最 も重要なのは, GAで の解

土木計画分野 におけ る主 なGAの 適 用例 と しては, 予
算 制約付 き最適配置問題7)や 工事順番最適 化問題8)等の

探索空間を決定す る遺伝子線列の設計(コ ーデ ィンめ

研 究が既 になされて いる. 従来, 組み合 わせ数 の問題か

と交叉で ある. 一般的に コーデ ィングは, (1)用いる記 号

ら解 くことがで きなかった組み合 わせ最適化 問題 におい

は少ない方が良い(2)無
意味 な個体が生成 されない符号化
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表‑1

(1)スクジ

コーデ ィング ・交叉の評価 規範

クン ク溜簿 クコーデン

TSP型 コーデ ィング
工事 の順番情報

(2)ス クー
ジ

一グンク濃撤

TSP型

その1

バ イナ リコーデ ィング
工 事の配分情報

コーデ

ンゾ その2

図一2

コー ディング(順 番 と配分情 眼)

解の探索空間の世代交代に よる推移

(3) 階 蜀性を持 つヌクジ ューグンク局暫 のコーデ ンング

(2)制 約条件の扱い
階 層1

階層2

コーデ ィングにおいて難 しいのは制約 条件の取 り扱 い
で ある. mに 制約条件を取 り込む方法は2つ あ り, それ

階 層n

□: 設計変数
図‑1

は, (1)制
約条件 をペナルテ ィとして適応関数に取 り込み,

スケジュー リング問題に対す るコーデ ィング

制約 を満足 しない組 み合 わせ を淘 汰す る方法(2)コー ド
化 ・交叉の工夫に よ り制約条件を常に満足す る組み合 わ

が 良い10), とされてい る. またコーデ ィング ・交叉 の評

せのみで解空間 を構成す る方法, の2つ である12).

価規範は表一1に ま とめられる11).

(1)の 方法は, 制約 を満足 しない組み合わせ も生成 しう
るコーデ ィングを行 う. 遺伝子線 列はデ コーデ ィング さ

コーデ ィング方法 は, 経験 に依存す るといわれ, ルー
ル化 されて いない. その理 由は, 上記指針 を満 たす よ う
なコーデ ィング と交叉方 法を, 適用す る問題構造 に合 わ

れ評 価 され るが, もし制約が満 た されない組み合わせ が
生成 された場合, 目的関数に罰金項を設定 し, 適応関数

せて適切に行 う必要 が あるか らで ある.

に変換す る際にペナルテ ィ値 を与 えて淘汰す る方法であ
る(図‑2,

スケジュー リング問題 は, 例 えば工事 を各作業班へ配

点C,D). (2)の 方法は, 遺伝子線列 自体の構

分 し, 作 業順 番を決 定す る問題構造 となる. 単純 に工事
を各作業班 に配分す る問題 に対 して, 筆者 らは, バ イナ

造が問題の制約 を満足す るコーデ ィングを行い, また交
叉プ ロセス 自体 も制約を保存す る工夫 を行 うことで, 解

リコーデ ィン グ と巡 回 セ ール スマ ン問題(Traveling

探索 の過程で制約が満た され ない組み合 わせ を生成 させ
な い方法である(図 一2, 点A, B).

Salean

Problem,以下TSPと 呼ぶ)型 コーデ ィングを,

1っ の遺伝子線列 上に同時に記述 し, それ ぞれ のコーデ

(1)の 方法は制 約が多 くなる と実行不可能 な解(致 死遺

ィングの部 分に対応 する交叉 ・突然 変異方 法を用いてい

伝子)が 多数生成 されて しま う難 点が あ り, mの

る(図 一1, (1))4)5). この問題の場合, TSP型のコーデ

ィングを困難 にす る場合が ある. 一方, (2)の方法は遺伝

コーデ

ィングの中に担 当作 業班 の区切 りを示す設計 変数 を入れ,

子線列 によって定義 され る解探索 空間があ らか じめ制約

交叉 ・突然変異 を行 うことで同様 にGAを 適 用できる(図
‑1, (2)). また, 全 体のスケ ジュール が時間的 な階層

を充足 しているので, 効率的 に解 を探 索す る ことができ

性 を持つ問題 においては, これ らのコーデ ィン グを用い

制約 を満たす解 空間を確保す る必要性 がある.

るが, コーディングに応 じた交叉 ・突然変異を工夫 して,

て各階層について コーデ ィングを行 い, スケジ ュール全

問題 が複雑 になる と, 制約 を全 て満 足する遺伝子線列

体 を1つ の遺伝子線列 として表現する ことで, 一意にGA
で最適 化できる(図 一1, (3)).

構 造を求める ことは困難 となる. そ こで, できるだ け(2)
の観点か ら遺伝子線列 の設計 を行い, 構 造的 に扱えない
137

グ間で遺伝子座 を連動 させ て交叉 を行 った り, 遺伝子線
列の線 列の集合 自体 に制約 を与 え, 集 団を交換す る等 の
工夫 珍)が必要になる.
(4)本 研究の位置{寸け
本研 究では, 各 工事 を復 旧班 が協力 して担 当す るこ と
ができるスケジュー リング問題 に対 して(筑を適用す る.
この問題は協力復 旧問題 として, 以下の様 に整理 され る.
図 一3

<協 力復 旧問題>

10進 法 コー デ ィ ン グ

○ 目的関数:
制約について(1)の方法 を用いることにな る.

f({I},{J},{J}2,{J}i)-*min
○制約条件:

スケ ジコ一 リング問題においても, できるだけ制約 を
満足す るコーディング ・交叉 を行 う必 要がある. そのた
めには, 対象 とす る問題 を機能 的に順番 を決 定する問題

g({I},{J}1,{J)2,{J}i)<-0
(各被災要素毎に設定される復旧担当機関の協力関係)

と配分を決 定する問題 に分 け, それ ぞれ の部分 で制約 条

(3)

○ 設 計 変 数:{1}={IlI2I3…I}

件 を満 足 させ る必要 がある. また, 探 索する解 空間を効

{J}i={JlJ2J3Jm}i(1=1n)

率良 く絞 り込 むために, 組み合わせ要素 をランダムネス
を失わない程度 に抽 出 し, 設計変数 とす るこ とも有効 で

この問題 は, プ ロジェク ト内の各工事毎に担当でき る
作業班の制約があ り, 協力 と称 して複 数の作業班へ工事
を同時 に配分で きる場合において, 工事順番 とその配分

あ る‑例 えば あ らか じめ分か っている配分組 み合 わせ
のパターンをグルー フ牝 して1つ の設計変数 とした り,

を決定す る問題 として定義 され る. あ るプ ロジェク ト内

あ る工事の準 備に必要な 「
待 ち」 が分 かっている場合,
そのまま異 なった設計変 数 とはせず に, その工事 と合 わ

にI1〜Inのn個
の工事があ り, 適 当な数の作 業班があ
り, それ らの作業班は互 いに協力す ることが可能で ある.

せ て1つ の設計変数 とす ることで, 意味 の無い組み合 わ

工事Iiを 担 当す ることが可能な協 力体 制がmi個 ある場

せ の生成 を防ぐことができる.

合, その番 号はJ1〜J面 の値 とな り, 各工事 を担 当す る

(3)コ‑デ

作業班同士の協力体 制を意味す ることにな る. 各工事に
はそれ を担 当できる作業班の組 み合わせが設 定 され, 1

ィングによる制約の取 り込み

つの作 業班では能力的に担 当できない場合において も,

コーデ ィングに よって制約 を満 足す る場合, 例 えば,
10進 法 コーデ ィングでは, 各作業班毎に担当できる工事

他 の作業班 と協力す るこ とでその工事 を担 当す るこ とが
可能 になるとい う関係が存在する.

が設定 され てい るよ うな問題 に利 用でき る(図 一3).
遺伝子線列の各遺伝 子座 を各作 業班の番号 と意味付 ける

協力復 旧問題 にお いての遺伝子線 列の構 成方法 と交叉

と, 設計変数は工事 の種類 とな り, それぞれの遺伝 子座
の設計変数候補 とな る. もちろん各工事毎に担 当で きる

法にっ いては次 章に後述す るが, これ までに述 べてきた
分類 か らは, 遺伝子線 列の構成 は, 構 造的に制約 条件 を

作業班が設定 されている場合 も同様 である.

満足す るよ うにTSP型 コーデ ィングと10進 法 コーデ ィ
ングを用い て行 い, 制約 を満足す る交叉 ・突然 変異 を行

10進 法 コーデ ィングの場 合, 初期線列に現れ ない設計
変数がGAプ ロセ スの過程で生 まれ る可能性 は極 めて低
い. 従って, 初期線列 に必ず各設 計変 数が現 れ る必要が

うこ とにな る.

あ り, その為には, 人 口サイズを大き く取る必要が ある.

3.

柳 型 コーデ ィングでは, いわゆ るアロー ダイヤ グラ
ムで表わ され る複数 の仕事 の先行ll賭 の関係 を満足 す る

協 力復 旧問 題へ の(払 の 適 用

(1)協 力復 旧問題

ことが可能 である. この場合, 工事 の先行順番 の関係 が

本研 究にお ける 「
協 力体制 」 とは, あ る限定 され た復

全ての初期線列に現れ るよ うに生成す る. 交叉はTSP型

旧能 力を持つ復 旧班 の組み合 わせの考慮を意味 し, これ

の1点 交叉を用 い, 順 番関係 を保持 しつつ解探 索を進め

によ り単独 の復 旧班 では扱 えない被 災 リンクの復旧 と,

る1の.

復 旧班 の協力 による復 旧能力 の相乗 効果をモデルに取 り
こむ ことが可能 になる.

スケジュー リング問題で は, 上記 のコーデ ィング方法
等を単体, も しくは併用 して行 うことになるが, 交叉 ・

「
協力体制」 にお ける復 旧班 の組 み合 わせ制約 にっい

突然変異の段 階で制約 を保持す る ことが重要であ る. そ

ては第4章 で後述す るが, (1)必要最低限の復旧能 力を保

の為, 問題 の構造 に よっては, 全 くランダムに交叉 を行

有 できる復 旧班 の協力組み合 わせ, (2)被災 リンクに到着

うのでは無 く, 1つ の遺伝子線列 内の異なる コーデ ィン

できる復 旧班の協力組み合わせ,の2点 を設定 してい る.
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TSP型 コーデ ィング

表一2

10進 法 コ ーデ ィ ング

全ての班の協力体 制を示 す設 計変数(4班

の場 合)

名被 災リンクの制約を満たす
復 田圧の協力組み合わぜを持った設計変数候補
表一3
図 一4

各被災 リンク毎の設 計変数候補

遺伝子線列の設計

(1)の制約 は遺伝子線列 の設計 変数 と してモデル に取 りこ
み, (2)の
制約は, 目的関数 で罰金項 として取 りこむ.
本研 究にお け る協力復 旧問題 では, 被 災後 の道 路ネ ッ
トワークにおいて, N個 の被 災 リンクLi(i=1〜N)を
M個 の復旧班Rj(j=1〜M)に
配 分 し, 効果的 な復 旧ス
ケジュールを求めることを考え る. Rjは 協力する場合が
あ り, Liを 複数 のRjに 同時 に割 り当てる場合もある.
そこで, Li毎 にRjの 組み合わせ集 合Rriを 考えると,
以 下の問題設定 となる.
○ 目的 関数:

OBJ→hn

○制約条 件: 被 災 リンクLi毎 の復 旧の組み合わせ

遺伝子線列 長は, それぞれ の 情報 を実数で表現 す るた
めN×2の 長 さとな る. TSP型 コーデ ィング部の設計 変

RTiEF
F:Rj(j=1‑M)の
RTi:Liを

全 組 み 合 わせ 集1合(才 個 あ る)
配 分 で き るFの 部 分 集合

数 をYTi(i=1〜N)と し, Yriに 対す る10進 法コーデ ィン
グ部の設 計変数 をBik(i=1〜Nk∈2)と

(4)

す ると, 遺伝

OTSP型 線列構成部 の設計 変数:
YTi(i=1-N)

子線列 は図 一4の よ うに構成 され る.

010進 法 コーデ ィング部の設計変数候補:

分す る場 合を順 に説 明す る. まず, 1SP型 の コー ディン
グ法 で遺伝子線 列の前半部を コーデ ィングす る. この部

YBikERTiEF,

具体的な例 と して, 復 旧班4班 に被災 リンク7本 を配

GE

分 では, 設計変 数 として リンク番 号が, 左 か ら順 に被 災
リンクの復 旧の優先 順番が高い もの として, 重なる こと

次項 より順 に, コーデ ィング と交叉 ・突然変異 につ い
て工夫 した点 を説明す る.

な く配置 され る.
01SP型

(2)遺 伝子線 列による協 力復 旧スケ ジュールの表現

[Yr YT4

YT2 YT6 YT7 YT3

YT5]

遺伝子線 列の後半部は, 10進 法 コーデ ィングを用いる.

協力復 旧スケジュールを遺伝 子線列で表現するために,

複数の班が同時に1つ の被 災 リンクを担当できる協力体

(1)被災 リンクをどの順 番で復旧す るカ(2)復旧班は どの班
と協力 して配分 され た被 災 リンクの復 旧にあた るか, と

制 の情報 を持 っ設計 変数 が ここでは用意 され る(表 一
2). 協力体制は, 複数 の班が同時に1つ の被災 リンク

い う2つ の異な る情報を遺伝 子線列で表現する. 遺伝子

を担 当す る情報 を持 っ設 計変数を用意 し対応 す る. 全て

線列 の中に取 り組 む必 要のある情報は, 「
被災 リンクLi
の工事 頃番」 と 「
被災 リンクLiの 復 旧班Rjへ の配分」

の班が復 旧に参加 しない場合を含 めて, 設 計変 数 として

であ り, 本研究では, TSP型 コーデ ィング と10進 法 コー

の組み合 わせパ ター ンを全て記述でき る. 表一2に 復旧

デ ィングの2つ の コーデ ィング法 を, 1つ の遺伝子線列

班 が4班 ある場合 の全組み合わせ 集合 を, 協力体制を意

の中に同時に記述 し表現す る. ここでTSP型 コーデ ィン

味す る設 計変数 として示す. どの班 も復旧に参加 しない

グ部分 の設計変数 は被 災 リンクLiを 意 味 し, 左側 の遺

場合 はあ りえないので, ここでは設 計変数16を

伝子座か ら復 旧優 先順番が高い10進 法 コーデ ィング部
の設 計変数は復旧班Rjの 協力組み合わせ を意味 する.

とし, 設計変数15と

1か ら2Mま での数 を用意する と, M班 まで協力 した場 合

報)と して使 用する.
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同 じ意 味(4班

ダ ミー

全てが協力す る情

TSP型

図一5
表 一4

コー デ ィ ング

10進 法 コ ーデ ィ ング

作成された遺伝子線列

復 旧班外の被災 リンクの配分 と順 番

図 一7

設計変数のブ ロック化

O遺 伝子線列

Oデ コー ドされたスケ ジュ‑ル

○: リンク番号

1班
2班
3班
4班
(1):

切断
図一8
図‑6

Hnk番 号

切断

交叉 による切断

デコー ドされ た復 旧スケジュール

次 に各被災 リンクの復旧を担 当で きる復 旧班の組 み合
わせ を持っ設計変数候補 を リス トア ッフす る(表‑3).
TSP型 コーディング部分の被 災 リンク番号に対応 させ て,
リス トアップ した設計変数候 補の 中か らランダムに設計
変数 を選択 し, その被災 リンク番号 と同 じ遺伝 子座 に代
入す る.
OTSP型

[YT1 YT4 YT2 YT6 YT7 YT3 YT5]

010進 型 [YB4

YB4 YB2 YB3 YB7, YB6 YB8]

以上の操作で各 コーデ ィ ング部に上記の よ うに設 計変
数が配置 され, 図‑5に 示す遺伝子線列が構成 され る.
線 1揃半部の復 旧リンク番 号 と優 先順番 と, 線列後 半
部 の協力を示す設計変数の情報に より, 遺伝 子線列 は協
力復 旧スケ ジュール に変換で きる. 図一6に 図‑5の 遺

(1):
図 一9

伝子線列を表 一3の 情報 に よって変換 した場 合の復 旧ス
ケジュール を示す

Ljnk番 号

親線列Aを 対象 とした交叉

本研究の遺伝 子線列 では, TSP型 コーデ ィング と10進
法 コーデ ィングの遺伝 子線 列部の 「
被 災 リンク」 を示す

(3)交 叉・突然変異の工夫

設計変数 と 「
協力体制」 を示す設計変数が, 同数用意 さ

本研究では異 なったコーデ ィング方法 を1つ の遺伝 子

れ ている. 交叉プロセスでは, これ らの設計変数 の遺伝

線列中 に用 いて協力復 旧スケ ジコール を表現 してい る.

子座 を連動 させ るこ とで, 常 に分離 させ ないよ うに操作

既存の研 究では, 交叉 はそれぞれ のコーデ ィング部に対

す る. これ は, 復 旧スケジュールを構成 する 「
被災 リン

応す る交叉法を用いて, それぞれ独立 に行われていた.

ク番号 」 と 「
それ を担 当す る担 当班」 とい う異 なる情報

しかし, 本 研究の遺伝子線 列購 成 の場合, 単純に各 コー

を, 1つ のブ ロ ックとして利用す る工夫で ある(図‑7).

ディング部において, 全 くランダムに交叉 を行な うと,

この工夫 によ り, mの 解 探索過程における, 制約条件を

担当復 旧班の組み合 わせ制約 が破 られ, 復 旧不可能な組

満 た さない復 旧担 当班の組み合わせの発生 を防 ぐ

み合わせ(致 死遺伝 子)が 生成 され る. そ こで設計変数

以上の概念 を用いて, 交叉は以下の操 作で行 われ る.

候補 の情報 を破壊 しない交叉法 上の工夫が必 要とな る.

(1)選択 された親遺伝子線列の1SP型 コーデ ィング部 と
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O遺 伝子線列

‑Oデ コー ドされたスケ ジュ‑ル

図‑12

事業 実施予定 連絡調書

と同様 に, TSP型 の突然変異 をブロ ックを単位 に して用
い る方法である. (2)の方法は被災 リンクの復旧ll騒は変
化 しないが, 復 旧を担 当す る復 旧班 の協力 体制 が変化す
る突然変異であ る.

図‑10

4.

ブ ロック概 念に よるTSP型 の突 然変異

O遺 伝 子線列

Oデ コー ドされた スケジュール

協 力 復 旧問 題 のモ デル 化

(1)協 力復旧問題 のモデル化
本 章で は, 協力復 旧問題にお けるスケジュール の構築
と評価 に必要 となる被災 リンクの復 旧所要 日数 と待 ち時
間, 及 び 目的 関数 の算出 について具体 的にま とめる. 問
題 の定式化 にお いては,一般 に数 理計画 問題 にお ける目
的関数 と制約条件 として明記 され る. 目的関数 において
は第2節 で述べ るとお りであ るが,制約条件 に関 して は,
数理計画を解 く段階では与えていない これは,GAに よる
離散 的組み合 わせ最適 化問題 にお いて, 遺伝子線 列を生
成す る段階で,制約 を満 足す る組 み合わせ のみが生成 さ
れ, 目的 関数が計算 され るた めで ある.そこで, 本節では

図 一11 協力体制情報のみの突然変異

遺伝子線 列への制約 の与え方 につ いて のみ述べ る.なお

10進 法 コーデ ィング部をブ ロック化 し, それぞれ対応
す る遺伝子座で切断す る(図 一8).
(2)TSP型 交叉法 と同様 に, 切 断 されて分 け られ た親線列
AのTSP型

次章 では, 構築 したモデル を用い て実 際のネ ッ トワー ク
を対象 としたケーススタデ ィを解 く.

の設計変数 と重 ならないよ うに, 親 線 列B

災害復 旧工事 におけ る組 織的 な協力 を行 った例 として,
「
北海道南西沖地震奥尻島災害復 旧推進連絡会諭 を参

のTSP型 の設計変数を, その含まれ るブロックのまま
親 線列Aへ 順番 を変 えず に入 れ替 える.
親 線列Aを 対象 として説 明す る(図 一9).

考 にす る. この連絡会議 の活動 内容 は, 事業実施環境対
親Aの 設

策 の検討, 資機材使用料の 情報交換 と確保対 策の検討,

計変数Yrは{1, 2,3,4, 5}の順番であ り, {1,2}{3,4,5}と

予定事業内容の把握 と調整等 となっている. 会議で は以

切断 されてい る.一 方,親Bの 設計変数Yrは, {4,2,5,3,1}
の 順番 とな っ て い る. こ こで は, 親Aの 設 計 変 数

下に示す 「
事業実施予定連 絡調書(図 一12)」を関係機関,
復 旧実施行業者, 建設 協会内 で提 出, 公 開 し, 復 旧のた
めの需給の見通 しをたてた. それ ぞれ の機 関の機 械, 資

YT{3,4,5}を入 れ替 えるこ とを考 え る. 親Bの 等 しい設
計変数Yrは{4, *,5,3,*}の順番で並んでお り, この順番
を崩 さない様 に この設 計変数{3,4,5}と入れ替 え る. そ

材, 人員の所有数 を把握す るこ とで, 単体 の復 旧班 のみ
では対応で きない被災箇所 の復 旧に対応 できる組み合わ

の結果, 親線列AのYrは{1,

せ と投入時期 の調整 を行 なった14)

計変数YBも,

2,4,5,3}の並び となる. 設

それぞれ対応す る 質 と一緒 に入れ替 えら

以上の例か ら, 本研究におけ る復 旧班の 「
協力体制」

れ る.

とは, 復 旧班 の復 旧能 力を人員 と建 設機 賊, 復 旧資材 に

交叉はTSP型 の各交 叉法 を用い ることがで きるが, 10

分 けて取扱 い, これ らを効率 的に組 み合わせ る ことがで

進 法 コーデ ィングを用いてい る以上, 第2章(3)の 理 由

きる復 旧体制 と定義す る. これ に より, 復旧班 の組み合
わせ に よって, 単一復 旧班 では担 当不可能な被災箇所 の

に より, 人 口サイズを十分大 きく設定す る必要 がある.
突然変異 プ ロセスでは, (1)TSP型の突然変異 をブ ロッ

復 旧も対応できるスケジュールを構築 できる.

ク単位で行な う(2)10進法 コーデ ィング部 のみ に対 して,

本研究で構築 した復 旧ス ケジュー リングモデル にお け

設計変数候補 の中か らランダムに設計変数 を選 択 し入れ

る 「
協力体制」 の特徴 は, (1)復旧班の復 旧能力 と管轄範

替 える, の2つ

の方法を用いた(図‑10, 11). (1)の 方

囲の重 な り合 いの設 定, (2)復
旧班 の組み合わせ による復

法 は被災 リンクの復 旧順番のみ を入れ替 える突然変 異で

旧能力増加 の評価, (3)最
低 限復 旧に必要 とされ る復旧班

あ り, 復旧を担 当す る復旧班 は変化 しない 交叉の場 合

組み合 わせの抽出による設計変数 の設定, (4)復旧過程に
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図一14 被災 リンクの復 旧肩数 と投入復旧能力 の関係

図 一13 復 旧班の管轄範囲の概念図

お ける復 旧班の到達 可能 ノー ドの変化, の4点 が特徴 と

協 力 時 の復 旧班 の復 旧能 力 は 式(5)に

なる. (1)は,復 旧班 の能力制約 と移 動可能範 囲 とい う空

る. 復 旧能 力 は, 被 災 量 の単 位をunitと

間的制約 である. (2)は
協 力 による復 旧能 力の相乗効果 の

理 で き る被 災 量,

(unit/day)で

よ って 算 出す
して, 1日 に処

表 わ され る.

評価で あ り, 後述す る式(5)に 対応 す る. (3)につ いて は
復 旧班 の運用上の組み合わせ制約であ り, 式(6),(7),(8)
に より, mの 設 計変数 として抽出 され る. (4)は
復 旧の進

SURAi=Min(HPLi/aEMPii)xQ

行状況 よ り時間距離 的に変化 する道路ネ ッ トワークに応

N:

被 災 リンク数

じて, 復 旧班 の移動範 囲の更新 を行 い, 協力す る復 旧班

M:

復 旧班数

が被 災 リンクへ集合す るのに必要 とな る時間を 「
待 ち時

SURAi(i=1〜N): 被 災 リンクiの 復旧に参 加する復 旧班 の

間(式(9)に 対応)」 と して取 り組 む‑第3章 で説明 し
た遺伝子線列構造 を用いて, これ らの要件 を満 たす協力

CTi(i=1〜N): 被 災 リンクiの 復 旧に参加 する復 旧班j

復旧スケジュール に構成す る. 構成 され たスケジュール
は, 各被 災 リンクの復 旧完 了時間毎のODア クセ シビ リ

α: 1日 の建設機械を扱 う人員数

(5)

協力時 の復 旧能 力(unit/day)

の集合

ティ指標か ら計算 され る 目的 関数(式(11))に よ り評価 さ

体 研 究では1日3交

れ, (込に より最適化 される.

代制 と し, 3と 設定)

β: 建設機械1機 あた りの復旧能 力(unit/day)

本研究 におけ る協力復旧問題のフ レームは, 以 下の よ

(本研究では1と 設定)

うに設定 した.
a)被 災状況

以上に よ り, 復 旧班 の組 み合わせ次第 では,人 員増加
に よって単独 の復 旧班で は余剰 となってい る建設 機械 の

対象 とな る被 災状況 は, (1)道路ネ ッ トワークは自然災
害等で地方公共団体の管轄 を超 えて広域 的に被災 してい

利 用に よる相乗効果 を検討で きる. また資材置 き場等 の
ス トックは,資材や 建設機械 を保有す るが人員 は持た な

る(2)被災 リンクの被災量は復 旧班単体 の処理能力を超 え
る場合がある, の2点 を特徴 とす る. また被災 リンクの

い復旧班 と して表現す ることがで きる.

時間距離は遮蔽物 や迂回路等の発生 によ り通常時に比べ
て長大化 してい る.

c)被 災 リンクの復 旧所要時間

b)復 旧班

本研究では, 各被 災 リンクの復旧に要す る 日数 は被災
リンクの被 災量 を復 旧に当たる復 旧班の総復 旧能力 で除

復 旧班はそれ ぞれ に復 旧能 力を持 っ. また, それぞれ
基地 と管轄の ノー ドを持 ち, 被災 リンクの どち らか一方

す る ことで算出で きるもの とす る. ただ し, 担 当復 旧班
の投入 人員 数 ・建設機械数 ・資材数が, 最低限必凄 と さ

の ノー ドが管轄のノー ドの場 合に は復 旧を担 当できる.

れ る量に足 りない場 合, その被災 リンクは復 旧で きない

復 旧班の管轄範囲 は他 の復 旧班の管轄範 囲 と重 なってい
て も構 わな く, 重 なった管轄範囲 内で は復 旧班 が協力 し

もの とす る. また ある程度以上 の復 旧能 力が1つ の被災

て被災 リンクの復 旧を担 当す るこ とが できる(図‑13).

られ, その値 を飽 和復 旧能 力 として各被災 リンク毎 に設

リンクに集 中 して も復 旧の効率 は上が らない ものと考 え

また, 各復 旧班はそれ ぞれ人員HP, 建設機械 〜P,資材 轍

定する. 最 低限必要 となる資材量 と総復 旧能 力を, 協力

を持っもの とす る.

す る復 旧担 当班が満 たす場 合において のみ, 復 旧は可能

HPi,j(i=1〜N,j=1:

被 災 リン クiの

となる. 以上の 関係 を以下に示す.

復 旧 に参 加 す る

復旧班jの 人員数
NPi,j(i=1〜j=1:

被 災 リン クiの

OMNHPi>EHPi,j
復 旧 に参 加 す る

復旧班jの 建設機械数
MAi,j(i=1〜N,j=1:

INPi>EMPi,j

被 災 リン クiの 復 旧 に参 加 す る

MNMAi>MAi,j,

復旧班jの 復 旧資材数
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のいずれか を満 たす場合,

きない復 旧班の組 み合わせが生 じる可能性 があ る.この
ような組み合わせ をGAに 制約 として取 りこむ こ とは難

○: リンク番号

1班

しく,本研究では 目的関数的 な罰金項 により対応す る.

2班
3班

被 災 リンクの復 旧に参加 す る全ての復 旧班が現場 に到
着す るまで復旧作業 は開始で きない ものとす る. 復 旧開

4班

始 に必要な待ち時間は式(9)に
SMTi(i=1〜N):

よって計算 され る.

被 災 リン クiの 復 旧 開始 に必要 な待 ち 時 間(day)

cri(i=1〜N):

被 災 リンクiの 復 旧に参 加する復 旧班jの 集合

Mrij(i=1〜N)j=1‑M):

復 旧班jの 配置位置 か ら被 災 リンク
iま での最短時間距離(hour)

SMTi=Max(MIij)/24(jECTi)

(9)

本研究では, 復 旧班の待 ち時間が1日 を超 えない場 合,
切 り捨てて計算す るものと した.
以上を協力復 旧問題の基本的なフ レー ム とす る.

図一15 復 旧ス ケジュール と目的関数値 との対応

NRDi=∞(計

算 上 は充 分 大 き な値)

(6)

(2)目 的関数の設定

(6)の 条件 をす べて満た さない場 合, 以下の よ うに被

道路ネ ッ トワー クの最適復旧問題におけ る代表的な 目
的関数 としては(1)復旧 日数(2)累積 非復 旧度D等 が挙げ ら

災 リンクiの 復 旧所要 日数が計算 され る.
0SURAi<RSPiの

OSURAi≧RSPiの

RSPi(i=1〜N):
SURAi(i=1〜N):

は数 ヶ月か ら1年 ほ どの工期 で行 われ る. その為, 単純

(7)

に復 旧 日数 を最短化 する 目的関数 ではな く, 累積非復 旧

場合

NRDi=SAi/RSPi
SAi(i=1へIN):

れ る. 本研究で扱 うネ ッ トワーク規模 と被 災状況の復 旧

場合

NRDi=SAi/SURAi

度の観 点か ら目的関数を設 定す る. また本研 究では, リ
ンク重 要度 等 と称 され る リンク固有のサー ビス レベ ルの

(8)

被 災 リン クiの 被 災量(mit)

概 念を用い ることを避 けた. これ は, ノー ド間の最短 時

被 災 リン クiの 飽 和 復 旧能 力(unit/day)
被 災 リン クiを 担 当す る複 数 復 旧 班 とな る

間距離等, 復旧順番次 第で容易 に変動す る要件 があ るこ
とか ら, 被 災 リンクが復 旧 した時 点でネ ッ トワーク全体

総 復 旧能 力(mit/day)

MNHPi(i=1〜N):

被 災 リンクiの 復 旧に最 邸 既 要 となる

を定量化 し, ネ ッ トワー クの回復過程全体 を通 して, 復
旧スケ ジュールを評価す るためである.

人員数
MNPi(i=1〜N):

対象 ネ ッ トワー クを構成す る各 リンクは, 復 旧開始 時
点では被災に より時間距離的 に増 大化 した状態 にあ り,

被 災 リン クiの 復 旧に 最 低 限 必要 とな る
建設 機 械敷

MNMAi(i=1〜N):

ネ ッ トワーク全体で の時 間距離 性能 は復 旧に より徐 々に

被 災 リン クiの 復 旧 に 最 低 限 必要 とな る

通常時に回復する‑そ こで, 生成 され た復 旧スケジュ‑
ル に基 づき, 各 リンクが復 旧 され る毎 に回復 したネ ッ ト

資 材 量(unit)
NRDi(i=1〜N):

被 災 リン クiの 復 旧所 要 日数

以上 の条 件か ら各被災 リンクの復 旧所要 日数の計算 を
行 な う(図 一14).

ワー クの時間距離を用い, 0Dア クセシ ビリテ ィ指標19を

式(7), (8)を満 たす各被災 リンクの

算 出す る. そ して, 復 旧による リンクの時間距離の回復
による同指標 の増加分 と被 災 リンクの復 旧完了時間を累

復 旧が可能 とな る復 旧班 の組み合わせが遺伝子線 列の10
進型 コーデ ィング部の設計変数候補 と して組み込 まれ る

積 した値 を 目的関数 とし最ノNヒする.

なお, 本研 究では問題の単純 化の為 に扱わ ないが, 被

ODア クセシビ リテ ィ指標は, 対象ネ ッ トワー クの時間

災 リンク毎 に必要 とされ る建 設機械 の種類が異 なる場 合
において も, 協力後保有 できる復旧班 の組み合 わせ をGA

距離マ トリクス と0Dマ トリクスを用いて,時間距離 の大
小順にOD累 積 比率をプ ロッ トす ることで得 られ る0D累

側 にお いてあ らか じめ設定す ることによって対応す るこ

積 頻度分布曲線 を用 いて算 定す る. ネ ッ トワー ク全体の
ODア クセ シ ビ リテ ィ指標Siの 値 はOD累 積分布 曲線

とがで きる(第3章(1)参 照).
d)復 旧班の待ち時間

Ai(x)と 限界時間距離Tを 用いて算定 され る.

ここでの待 ち時 間は,被 災ネ ッ トワー クにおいて 時間

指 標Sを 算定す るときに曲線A(x)を 定式化す ることは
一般 に困難 であ ることか ら、実際には台形公式 等を用い

距離 的なネ ッ トワー クの分 断が生 じてい る場合, そ の分

て求め られ る.

断を超 えて協力す る復 旧班の協力体 制を含む スケジュー
ル を評価 す る もので ある.特にネ ッ トワー クが時 間距 離

S=[A(x)dx

的に完全 に寸断 され ている場合, 実際 には現 場に到着 で
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(10)

S:

ア クセ シビリテ ィ指標

T:

限界時 間距離

A(x):

OD累 積 頻 度 分 布 曲線

OBJ={(Si-Si)XRTi}
N:

表‑5

被災 リンクデータ

(ii)

全被災 リンク集合

Si: 被 災 リンクiが 復旧 した後 のアクセ シビ リテ ィ指標
si: 被 災 リンクiが 復 旧す る前の アクセ シ ビリテ ィ指標
RTi: 被災 リンクiの 復 旧完 了時間

なお, 本研 究で対象 とす る復 旧は災害後 の通常時 にい
たるまで継 続 され る程度の工期で行われ る. そ のた め,
災害発生時において発生す る緊 急車両や物資輸送 等のOD
変動 は考慮 していない

表‑6

よって, 本研 究にお ける目的関

復 旧班 データ

数 は, 災害後の緊急 活動が沈静化 した後 の, 通常の活動
に回復 した地域間ODに 関 して効 果的 な復 旧過程 を評 価
す ることになる.
5.

ケー スス タデ ィ

(1)ケ‑ス

ス タデ ィの目的

本研究は, 復旧班(実 際 には建設業者や国の機関, 地
方公共団体等が これ にあた る)相 互 の中 ・長期 にわた る
広域的 な復 旧活動において, 協力体制 を含み支援で きる

録 等の時間距離 を考慮 している. 使 用 したODは

平成2

年度 全国道路交通情勢調 査か ら設 定 した. 被 災 リンクデ
ータを表‑5に 示す.

システ ム構築を 目的 としてい る. そこで本研究で構築 し
たモデルが, 効果的な復 旧の為 に適切 な協力 を行 う解 を

復 旧班数 は,ネ ッ トワー クに含 まれ る地 方都 市数 よ り
10班 とし, それぞれ配置 され る基地 と管轄 範囲 を設 定 し

探 索で きるか確認す るた め, 実際 にケー ススタデ ィを解
いた. ケースス タデ ィには, 復 旧班が所在す る複数の地

た. 復 旧班 のデー タを表一6に,

対象 ネ ッ トワーク と被

災 リンクの位置, 復 旧班 の管轄範囲を図‑16に 示す. 各

方都市 を含むネ ッ トワー クと して, 北海道南 西部の国道
と都道府県道 を含 む国道ネ ッ トワー クを用 い, 自然災害

被 災 リンクは, 全 くランダムに配 置す るのではな く, 時

に より複数 の リンクが 同時 に被災 した と仮定 した.被 災

間距離 的な孤立地 区が発生する様 に配 置 した. 例えば,

箇所 と被 災内容 の設定 は,過去 の被 災履歴等 をものに行
った.復 旧班は公的機関や建設会社 の所在 を考慮 して, あ

孤立地区を発生 させ るために, 並行 に配置 され た リンク
105番 と107番 を被 災 リンク とし, ネ ッ トワー クを大 き

る程度 の大 きさを持つ地方都市 に配置 され ているものと

く分 断 させ た. また, ノー ド番号25を 被 災 リンクで 囲

した

み, 局地 的な孤立地 区を発生 させ た.

なお,各班の管轄範囲 は現実 のものではな く,将来

的な復 旧体制の整備に よ り生 じる管轄範 囲の重 な り合い
を考慮 して設定 している.

(3)Gaの

各パ ラメ‑タ の設定

GAの 各パ ラメーター設定は人 口サイ ズ100, 200, 300
(2)被 害状況の設定

についてそれ ぞれ計算 を行 っ鶴

被 災時 のノー ド間時間距離 は通常 時の時間距離 よ りも
大き くなるものと して与 える. ここでは, 平野部 の被災

交叉確 率0. 6, 突然変異確率0. 05, 淘汰係数2. 0と した.
収束条件は世代数が最大 に達 した とき とした. なお, 突

リンクでは何 らかの迂回路 がある もの として数 時間の時

然変異はTSP型 の突然変異 をブ ロック単位で行な う方法

間距離 を与えた. 海岸部 の被 災 リンクでは寸断もあ るも
の として, 平地部 に比べ大 きい適 当な値を与えた

(第4章(2)の(2)の

これ

また, 最大世代数100,

方法)と した. ここでは, 人 口サ

イズ100, 200, 300に お いて結果が大きく違わ なか った

らは, 過去の ヒア リング調査の結果や襖 く 止記録10)7)

ことと, 後述 す るモ ンテカル ロ法 との比較 のために, (込

よ り設 定 してお り, 日本海 側の被 災 リンクは津波や 崩落

での 目的関数 の計算回数 が同程度 とな る人 口サイズ200

による被 災, 平地部では陥没や落1橋に よる迂回の発生記

の場合 を記述す る
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復 旧晦のて轄範 囲
A: 徹 旧麹番号
8: 復 旧斑 の配置 ノ‑ド 番 号
C: 復 旧班 の祀8場 所の地 名

図‑16

○

嫉災リンク

■:

高速道路

対 象 ネ ッ トワ ー ク

Object=65.352

図‑17 デ コー ドに より得 られた協 力復旧スケ ジュール と目的関数の関係
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工事中の復旧聴

工事 中の復 旧聰
移動中または待機中
の復旧琉

移動 中また は待臓中
の復 旧遡

図 一18

復 旧開始 直後 の復 旧状況

図一19

復旧30日 目の復旧状況

(4)計 算結果
GAに よって得 られた最良な遺伝子線 列をデ コー ドして
得 られ た協力復 旧スケジュール と, 0Dア クセシ ビリテ ィ
指標の回 復過程の関係図を図一17に 示す. また, 図一18,
19に 復 旧過程における各復 旧班の行動を示す.
本研 究では, 孤 立を復旧早期に解 消 した場合 に良好 な
値 を与える 目的関数 を設 定 してい る. よって, 復 旧開始
直後は各班 が協 力 して時間的な孤立を解 消す る様に被災
図一20

リンクを選択 してい る. 例えば, 復 旧班9・10は, 配置
ノー ド81(函 館)か ら被災 リンク117, 116の 迂 回路 を

解の収束状況

経 由 して, ネ ッ トワークを分断す る被 災 リンク107を,
復 旧班6・8と 協 力 して復 旧して いる. また復 旧班1・
2・4・5は,
被災 リンク169を 復 旧 した後, 復 旧2日
目か ら局地的 な孤 立を解 消す る被 災 リンク44を 復 旧 し
ている.
復 旧30日 目には, 各復 旧班は被 災 リンク48, 90, 117
の復 旧を同時 に完 了 してい る(図 一17). これ によ り,
ODア クセ シビ リテ ィ指 標は, 平常時の約8割 程度 に回復
している. また, 道 南部 のネ ッ トワー クの復 旧が, ほぼ

図一21

モ ンテカル ロ法に よる解の発 生頻 度分布

完 了 しているこ とが, 図一19よ り確 認できる.
図‑20はmに

ロ法で行 い, 結果を比較 した. 図一21は モ ンテカルロ法

よる解 の収束状;況であ る. 80世 代 あ

た りか ら収束 が始 まってい ることが確 認できる.

に よる解の発生頻度分布で ある. モンテカル ロ法による
分析 回数はGAに

また本研 究では, GA適 用の有効1生と, 工夫 した遺伝子

よる計算 時間 と同程度の10000回

と設

定 した. GA解 が65. 4, モ ンテ カル ロ解 が173. 0と, GA

線列の効果を確認す るた めに, 同様 の計算 をモ ンテカル
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が明 らかに良好な 目的関数値 を持つ組み合 わせ を探 索 し

研 究(A),

た ことが確 認できる. また, 制約条件 を満足す る遺伝子

助 成 を受 けて 行 な っ た.

及 び 文 部 省 学 術 フ ロ ンテ ィア 推 進事 業 に よ る

線 列構成 と満足 しない既存 の構成 におい てランダムに遺
伝子線列 を発生 させ比較 した結果, 本研究の遺伝子線列
の設計 によ り, 探索す る解空間が 目的関数値的 に良好な
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TIC

RESTORATION

MODEL

OF THE DAMAGED

THE COOPERATION
Hiroyuki

SUGIMOTO,

ROAD NETWORK

OF THE IMPROVEMENT

Tohru TAMURA,

Mikiharu

ARIMURA

BASED

ON

TEAMS.
and Kazuo SATTO

Than is one of important problem for rapiclly recovering of damaged road network to decide systematic restoration by several
operation teams. However, for optimization of tic restoration, it is necessary to solve the order of improvement and the
combination of zest oration teams simultaneously. The propose of this paper is to develop a restoration optnzation model which can
manage cooption by several teams, and to solve a restorion process systematically in national higway network by using Genetic
Alrhms(GA). GA prss is cued for this coon proem by two coing meods in one gene string. As the case stdy,
the road neork of South West Hoido is applied, and the effect of this idea is confinzd.
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