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地球温暖化の緩和策として、走行時 CO2 排出量がゼロの燃料電池自動車が注目されている。その普及のた
めには、燃料電池自動車に水素燃料の供給を行う水素ステーションを効率的に整備する必要がある。本研究
では初期コストが高く設置に時間がかかる定置式水素ステーションに着目し、このステーションの最適配置
を算出する実用的な最適化モデルの提案を行う。提案モデルは、利用者が水素ステーションの利用のために
迂回路を選ぶ可能性を許し、さらに大規模な地域においても短時間で最適配置を算出できる、計算効率性に
優れたモデルとなっている。提案モデルの有効性を検証するため、茨城県南部におけるパーソントリップ調
査の自動車交通量データを用いた数値実験を行い、さらにその結果に基づき、茨城県南部における水素ステー
ションの設置戦略を議論する。
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1．はじめに

地球規模で温暖化の緩和策が求められている
中で、走行時 CO2 排出量がゼロの燃料電池自
動車（以下 FCV）が注目されている。FCV は
水素ステーションによって供給される水素を燃
料とし、水素と酸素の化学反応から電気エネル
ギーを抽出する燃料電池を搭載し、モーターで
走行する自動車である。FCV は CO2 排出量を
低減できるという特徴に加えて、航続距離が長

く、水素燃料の充填時間が短いといった、ガソ
リン自動車と同程度の性能を有している。近年
では、量産型 FCV として、2014 年にトヨタ自
動車から MIRAI8）、2016 年に本田技研工業から
CLARITY FUEL CELL2）が発売され、市場の展
開が進められている。今後、ガソリン自動車から
FCV への移行の推進を図るためには、普及台数
の拡大に応じた、水素ステーションの整備が求め
られる。

水素ステーションの形態には、ガソリンスタ
ンドと同様の定置式ステーションと、定期的に巡
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回し、予め決められた場所で燃料供給を行う移動
式ステーションが存在する。定置式ステーション
の整備コストは、一般的なガソリンスタンドの 4
～ 5 倍程度 11）とされており、非常に高い。また、
水素ステーションの充填対象としては、FCV の
みならず、将来的には燃料電池バス、タクシー等
の車両への充填も検討されている。

現在の水素ステーションの普及状況は、2016
年 6 月時点で定置式と移動式を合わせて、91 箇
所 14）で設置、または設置の計画が行われている。
2016 年 3 月、水素・燃料電池戦略協議会によっ
て策定された、水素・燃料電池戦略ロードマップ
改訂版 12）では、2020 年度までに 160 箇所程度、
2025 年度までに 320 箇所程度という整備目標が
設定されている。水素ステーションの全国的な普
及には、未だ時間を要し、ある一部の地域に過剰
に水素ステーションが設置される等の社会全体と
して非効率な投資を行わないよう、国・自治体・
民間企業が協力し、戦略的に上記の普及目標を達
成していく必要がある。

本研究では、水素ステーションの中でも整備コ
ストが高い、定置式ステーションに着目し、必要
な交通量が与えられているという仮定のもとで、
設置数に応じてこの交通量をできる限りカバーす
る最適配置モデルの提案を行う。定置式ステー
ションの最適配置モデルはこれまでも数多く提案
されているが、本研究で提案するモデルは、定置
式ステーションを利用するために迂回路を使用す

る可能性を考慮していること、さらに迂回路の算
出に工夫を加えることで、既存モデルに比べて遥
かに高速に最適配置を算出できるという特徴をも
つ。

提案モデルの有用性を示すため、パーソント
リップ調査の自動車交通量データ 13）を基に、茨
城県南部における最適配置を算出する数値実験を
行い、計算時間を測定するとともに、多様な条件
下で繰り返し実験を行った結果を基に、茨城県に
おける水素ステーションの設置戦略について考察
を与える。

2．燃料供給ステーションの配置問題に関する既
存研究

本章では燃料供給ステーションの配置につい
てこれまで提案されているいくつかの代表的なモ
デルを紹介する。表 1 のように、これらのモデル
の特徴は、最適化する目的、主な制約、地点間を
移動する際の経路選択の方法で分類することがで
きる。

1990 年に Hodgson6）は、対象とするエリア内
の地点間需要交流量が与えられているとき、その
地点間の最短路を構成する地点の少なくとも 1 箇
所にサービス施設が配置されているとき、「その
地点間需要交通量（OD フロー）はサービス施設
によってカバーされる」とする考え方に基づく施
設配置モデルを提案している。この考え方に基づ

表 1　燃料供給ステーションの配置モデルの例

最適化モデル 目的 主な制約
地点間移動の

経路選択
FCLM

（Hodgson 1990）6） 
カバーする需要最大化 ・ステーションの設置数 1 つの最短路

FRLM
（Kuby and Lim 2005）5） 

カバーする需要最大化
・ステーションの設置数
・航続距離

1 つの最短路

DFRLM
（Kim and Kuby 2012）3） カバーする需要最大化

・ステーションの設置数
・航続距離

k– 最短路に基づく
複数経路

MPRLM
（Huang et al. 2015）8） 施設の設置コスト最小化

・全移動要求の満足
・航続距離

k– 最短路に基づく
複数経路

提案モデル カバーする需要最大化 ・ステーションの設置数
特定地点を経由する
最短迂回路に基づく

複数経路
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けば、あらかじめ各地点間の最短路上の地点集合
を求めておき、配置するステーション数を定めれ
ば、次章で詳述するように、カバーされる地点間
需要交通量の総和を最大化するモデルは、簡単な
構造の最適化問題として記述することができる。

Hodgson の提案は、交通流という本来動的な
需要を扱う問題に対して、静的で、さらに最適解
の算出が比較的容易な最適化モデルを提案してい
る点に特徴がある。この特徴を利用して、2000
年代以降、航続距離がより短い電気自動車等に対
応できるよう改良したモデルが提案されている。

Kuby and Lim5）は、車両の航続距離を考慮に
入れて、各地点間の移動において、車両が燃料切
れにならない施設の設置候補点の組み合わせを算
出し、経路上に複数施設が存在しないと需要がカ
バーされない状況を想定したモデルを提案してい
る。

以上のモデルでは、地点間の移動においては常
に最短路を必ず選択することを仮定しているが、
実際にはサービス施設に立ち寄るために迂回する
ことはごく自然である。Kim and Kuby3）は、この
迂回路として、与えられた地点間の k 番目に短い
経路に着目し、1 番目に短い経路から k 番目に短
い経路までからなる k 本の経路の集合（k– 最短路）
中から経路を選択できるモデルを提案している。

さらに Huang et al.9）は、Kim and Kuby3）と
同じ迂回路の考え方の下、すべての需要交通量を
カバーする中で、施設の設置コストが最小になる
施設配置と、それを実現する各頂点間の移動経路
を同時に求めるモデルの提案を行っている。

これらのモデルでは、迂回路として k– 最短路
を利用することを前提としている。k– 最短路に
ついては様々なアルゴリズムが提案されている
が 1）4）、いずれも単純な最短路の計算に比べて計
算量は多く、その実装も（Dijkstra 法に比べて）
複雑である。さらに実際に移動する者にとり、迂
回路が確実に k– 最短路であることは必ずしも重
要ではなく、むしろその迂回路が最短路よりもど
の程度長い距離であるかの方が重要である。

本研究では、地点間の迂回路として、k– 最短
路を用いる代わりに、「特定地点を経由する許容
距離内の最短迂回路」を用いたモデルを提案し、

さらにこの迂回路を最短路計算の過程で得られて
いる情報から算出できることを示すことで、計算
効率に優れた方法を提案する。

本研究では最近の量産型 FCV の特徴も取り入
れている。上述の研究では、電気自動車の航続距
離が短いことを前提としていたが、現在一般に発
売されている量産型 FCV の航続距離はいずれも
600km を超えており 2）8）、こうした前提の妥当性
が失われつつある。本研究では、初めに紹介した
Hodgson6）のモデルを基に、地点間の移動におい
ては、その移動経路上の 1 箇所以上に水素ステー
ションが設置されていれば、FCV は燃料切れを
起こすことなく地点間を移動できる、すなわちそ
の地点間の交通需要量はカバーされると考える。

一方、未だ十分な整備がされていない水素ス
テーションにおいては、設置可能数は限られてお
り、FCV の燃料補給には、ある程度の迂回を強
いらざるを得ない。前述したように、本研究で

「特定地点を経由する許容距離内の最短迂回路」
を利用するが、「許容距離」として十分な幅を想
定し、提案方法の計算効率性を生かして、各許容
距離に対する実験を繰り返し行うことにより、設
置計画上で重要となる地点の判別を試みる。

後述するように、本論文で提案する迂回路にも
対応可能な拡張モデルは、動的な情報を必要とし
ない Hodgson6）のモデルの計算効率上優れた特
徴を維持しつつ、新たな制約を加えることなく複
数の迂回路を選定対象とできるモデルとなってい
る。さらに迂回路の算出においては、高計算コス
トを必要とする k– 最短路を用いる代わりに、最
短路の算出過程で情報が得られる「特定地点を経
由する許容距離内の最短迂回路」を用いている。
以上の 2 つの工夫により、大規模エリアでも繰り
返し計算可能な、計算効率に優れたモデルとなっ
ており、次章ではその理論的裏付けについても述
べる。

3．水素ステーションの最適配置モデル

本章では、Hodgson6） によって提案された
Flow-Capturing Location Allocation Model（以
下 FCLM）を示した後、複数の迂回路の選択も
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可能とした拡張モデルを提案し、このモデルが計
算効率の点で優れていることを理論的に示す。さ
らに複数経路の候補となる「特定地点を経由する
許容距離内の最短迂回路」の算出法について述べ
る。

3.1　基本となるモデル
本節では、提案モデルの基本となる、Hodgson6）

に よ る Flow-Capturing Location Model（ 以 下
FCLM）を示す。

対象とする交通ネットワークを、頂点集合を
V、枝集合を A とする無向グラフ G=（V, A）で表
す。

G 上の出発点と到着点の組（以下 OD ペア）の
集合 Q⊆V×V、OD ペア q∈Q 上の自動車交通量

（以下 OD フロー）fq、サービス施設の設置候補
点の集合 K⊆V は、それぞれ与えられているとす
る。

FCLM では、OD ペア q∈Q の最短路上にある
地点にサービス施設が配置されるとき、その OD
ペアの交通量はサービスが受けられる（OD ペア
がカバーされる）と考える。この状況を記述する
ため、OD ペアの最短路上の設置候補点の集合 Nq

⊂K を予め算出しておく。
そして変数として、候補点 k∈K にサービス施

設を設置するかどうかを表す 0–1 変数 xk、OD ペ
ア q∈Q がカバーされているかどうかを表す 0–1
変数 yq を導入する。設置する施設数が p である
ときに、サービスを受けられる OD フローを最
大化するサービス施設配置を求める問題は以下の
ように与えられる。

（FCLM）

Maximize　　∑
q∈Q

 fq yq （1）

Subject to　   ∑
k∈Nq

xk＞
 
yq，∀q∈Q （2）

　　　　    ∑
k∈K

 xk ＝p （3）

　　　　  　xk ∈{0, 1}，∀k∈K （4）

　　　　     yq ∈{0, 1}，∀q∈Q （5）

目的関数（1）は設置するサービス施設によっ
て、カバーされる OD フローの総和を表し、
FCLM はこれを最大化することを目的としてい
る。制約式（2）は各 OD ペアにおいて、最短路
の少なくとも 1 つの地点に施設が設置されれば
サービスを受けることができる（OD フローがカ
バーできる）ことを意味している。制約式（3）
は設置する施設数は p 個であることを、制約式

（4）、（5）は変数が 0–1 変数であることを意味す
る。

3.2　モデルの拡張
3.2.1　複数迂回路も選定可能なモデルへの拡張

FCLM では、OD ペアをカバーする設置候補
点の集合 Nq⊆K として、OD ペアの最短路上の地
点のみを考慮していた。しかし実際には、サービ
ス施設の利用のために多少の迂回を行うことはご
く自然であり、候補点集合も迂回路を含めて作成
した方が現実的である。

そこで制約式（2）の最短路上の設置候補点集合

Nq=｛k｜k は OD ペア q の最短路上の設置候補点｝

を拡張することを考える。頂点 k を経由する OD
ペア q の最短迂回路での移動距離 D kq とし、それ
らの最小値、すなわち OD ペア q の最短距離を
D ↕q とする。最短距離からの逸脱距離（以下迂回
許容距離）を表すパラメータ α＞0 を導入して、
以下の集合を新たに定義する。

Nq（α）=｛k｜k は OD ペア q の迂回許容距離 α以
内の迂回路上にある設置候補点 ｝

　 =｛k｜（k∈K）∧（D kq ＜D ＊q＋α）｝

を導入する。Nq=Nq（0）であり、集合は Nq（α）は
Nq の拡張になっている。この集合を用いて制約
式（2）を

∑
k∈Nq（α）

xk＞
  
yq，∀q∈Q （2（α））

に置き換えた以下のモデルを、FCLM（α）とする。
（FCLM（α））

Maximize　　∑
q∈Q

 fq yq （1）
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Subject to　   ∑
k∈Nq（α）

xk＞yq，∀q∈Q （2（α））

　　　　 　∑
k∈K

 xk ＝p （3）

　　　     　xk ∈{0, 1}，∀k∈K （4）

　　    　 yq ∈{0, 1}，∀q∈Q （5）

FCLM（α）は、各 OD ペアにおいて迂回許容
距離 α以下の迂回路上に施設が設置されていれ
ばサービスを受けられるという制約に緩和された
モデルである。α=0 であるとき、制約式（2（α））
は制約式（2）と、FCLM（α）は元の FCLM と
等価になる。

以下では、任意の α＞0 に対して、制約式（2
（α））と変数 xk が 0–1 変数であるという制約（4）
の下では、変数 yq が 0–1 変数であるという制約

（5）は連続変数制約に緩和できること、これによ
り FCLM（α）の解が最適化ソルバーで高速に求
められることを示す。

3.2.2　カバーの有無を表す 0–1 変数の緩和
本項では、FCLM（α）における制約式（2（α））

と、変数 xk の 0–1 変数制約（4）により、各 OD
ペアに対するカバーの有無を示す変数 yq の 0–1
制約式（5）を

yq ∈{0, 1}，∀q∈Q （5′）

に置き換えた問題 FCLM（α）′
（FCLM（α）′）

Maximize　　∑
q∈Q

 fq yq （1）

Subject to　   ∑
k∈Nq（α）

xk＞
 
yq，∀q∈Q （2（α））

　　　　 　∑
k∈K

 xk ＝p （3）

　　　　  　xk ∈{0, 1}，∀k∈K （4）

　　　 　 yq ∈{0, 1}，∀q∈Q （5′）

が、問題 FCLM（α）と等価であることを示す。

命題．α＞0 が与えられており、y＊=（y＊
1, …, y＊

｜Q｜）T

を FCLM（α）′の最適解であるとする。このとき、
任意の q∈Q に対して、fq＞0 ならば y＊

q∈{0, 1} が成
り立つ。

証明．FCLM（α）′の最適解 y＊において、ある f q－

＞0 であるq－∈Q に対して、y＊
q－∈（0, 1）であった

とする。
この q－に対する制約式（2（α））より、

  ∑
k∈Nq－（α）

xk＞
 
y＊

q－
＞0 （6）

が成り立つが、制約（4）より任意の k∈N q－（α）
について xk∈｛0, 1｝であるので、結局

  ∑
k∈Nq－（α）

xk＞
 

1

が成り立つ。すなわち y＊
q－ =1 としても（6）が成

り立ち、y＊の要素 y＊
q－をy q－

︿ =1 に置き換えた解を y^

とすると、 y^ もまた FCLM（α）′の許容解である。
このとき目的関数（1）について、y q－

︿ =1＞y＊
q－であ

り、f
q－
＞0 であることから、

∑
q∈Q

 fq y
＊
q=∑q∈Q，q≠ q－ fq y＊

q＋f q－ y＊
q－

＜∑q∈Q，q≠ q－ fq y
＊
q＋f q－y q－

︿

= ∑
q∈Q，q≠q－

fq y q

︿＋f q－y q－
︿

=∑
q∈Q

 fq y q

︿

が成り立ち、y＊が FCLM（α）′の最適解であるこ
とに矛盾する。 ■

上記の命題は、緩和問題 FCLM（α）′の最適解
はまた元の問題 FCLM（α）の最適解である、す
なわち 2 つの問題が等価であることを保証する。
実際の問題においては、高々地点数である制約式

（4）の本数に比べて、各 OD ペアに対応する制
約式（5）の数ははるかに大きく、これらの変数
を連続変数に緩和できることは、計算効率の上で
好ましい性質である。

次章で示す計算機実験においては、最適化ソ
ルバーとして Gurobi Optimizer 6.5.2 を用いてい
る。こうしたソルバーでは、前処理として緩和で
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きる 0–1 制約を事前に探し、解きやすいモデル
に変形して解く機能が備わっている。実際、元の
問題 FCLM（α）と緩和問題 FCLM（α）′双方を、
Gurobi Optimizer 6.5.2 で解いたところ、計算時
間に関してほとんど差は生じず、迂回許容距離を
長くして問題を大きくしてもほぼ 0.02 秒程度で
最適解が求められている。このことは、ソルバー
が構造を自ら判断して、元問題 FCLM（α）では
なく緩和問題 FCLM（α）′に変形して解を求めて
いると考えられるとともに、元問題 FCLM（α）
が上述の命題により実用性の高い 0–1 整数計画モ
デルであることも裏付けている。

3.3　経路上の設置候補点集合の生成法の拡張
本節では、迂回路に拡張した最適配置モデル

FCLM（α）の制約（2（α））で必要となる、OD ペ
ア q∈Q に対する迂回許容距離 α以下の迂回路上
の設置候補点の集合 Nq（α）を生成するアルゴリ
ズムを示す。

提案するアルゴリズムの考え方の基本となる
のは、Dijkstra 法の計算結果を用いた、ある特
定地点を経由する最短迂回路の計算である。ある
OD ペアの最短路を Dijkstra 法で計算した場合、
その計算過程において、始点 O からネットワー
ク上のすべての頂点までの最短路が求められてい
る。終点 D から再度 Dijkstra 法で最短路を計算
すれば、終点 D からすべての頂点までの最短路
が求められ、これらの情報を併せることで、その
OD ペアに対する、特定の頂点を経由する最短の
迂回路を計算することができる。

以下のアルゴリズムは、この考え方に基づき、
各 OD ペア q に対して、ある特定の頂点 k を通
る最短迂回路の長さが、その OD の最短距離と、
事前に与えられた迂回許容距離 αの和より短いの
であれば、その頂点 k を設置候補点 Nq（α）に加え、
迂回許容距離 α以下の設置候補点集合を生成する
アルゴリズムである。

迂回許容距離 α 以下の設置候補点集合を生成す
るアルゴリズム（以下、迂回許容距離 α 以下法）
手順 0.　Nq（α）=Ø（∀q∈Q）とする。
手順 1.　G 上の全頂点対間の最短距離 dij（∀i∈V, 

∀j∈V）を求める。ただし、dij=0（∀i ∈ V）
とする。

手順 2.　任意の OD ペア q=（q1, q2）∈Q と候補点
k∈K に対して、もし、頂点 k を経由する
q1 から q2 までの最短迂回路の距離 D kq=dq1k

＋dkq2 が迂回許容距離 dq1q2（=D＊
q）＋α 以下

ならば、k を集合 Nq（α）に追加する。

以下では、上述した「迂回許容距離 α以下法」
が既存研究で用いられている k– 最短路を用いた
計算法に比べて、計算量が少ないことを示す。

表 1 に示した既存研究 3）6）では、k– 最短路を
求めるために、最も素朴なアルゴリズム 4）が用
いられている。このアルゴリズムでは、1 つの
OD ペアの k 番目までの最短路を求めるのに、交
通ネットワークの頂点集合 V に対して O（k｜V｜3）
の時間計算量を要する 4）。これを各 OD ペアに適
用させる必要があるので、すべての OD ペアの
集合を生成するには O（k｜V｜5）の手間がかかる。

一方、上記の「迂回許容距離 α以下法」では、
上記の手順 1 で G 上の全頂点対間の最短距離を
求めるのに、各頂点を始点として、Dijkstra 法の
ような時間計算量 O（｜V｜2）の 1 始点最短路アル
ゴリズムを全頂点数｜V｜回適用させると O（｜V｜3）
の手間を要すが、手順 2. では、その結果を用い
て、各 OD ペアと各候補点に対して、最短迂回路
での移動距離と移動許容距離の比較を行うだけな
ので、やはり O（｜V｜3）で計算可能である。したがっ
て、全体でも O（｜V｜3）で計算可能である。

k 番目に最短であるということを保証するため
には、最適性を保証することと同様にすべての可
能性を考慮する必要があり、非常に長い計算時間
を要する。一方、最短路からの距離で制限を加え
迂回路を選択する「迂回許容距離 α以下法」は、
ごく一般的なアルゴリズムを用いた場合でも時間
計算量が大幅に短縮できる。実際、図 3 を用いて
後述するように、設置候補点集合の生成法として

「迂回許容距離 α以下法」を適用したモデルで選
択された迂回路は、その多くが許容迂回距離の
1/5 に収まっており、実用性に優れていると考え
られる。
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4． 数値実験

本章では、茨城県南部に新規の定置式水素ス
テーションを設置することを想定して、茨城県の
設置戦略を紹介したのち、パーソントリップ調査
の自動車交通量データ 13）に対して、前章で示し
た迂回路拡張配置モデル FCLM（α）で最適な施
設配置を算出した数値実験結果を示す。計算機は
Intel（R）CPU E5–1630 v3（3.70GHz）、実装メ
モリ 64.0GB のものを使用し、求解には最適化ソ
ルバー Gurobi Optimizer 6.5.2 を用いた。

4.1　茨城県の設置戦略
茨城県においても、FCV の普及と水素ステー

ション設置促進に向けた、県単位での戦略が策定
されている 10）。2016 年 11 月時点において、茨城
県の水素ステーションの設置状況は、2016 年 3
月に開所されたつくば市の移動式水素ステーショ
ンの 1 箇所のみである。2016 年 3 月に策定され
た「いばらき水素戦略」では、FCV の普及状況
に応じて、2020 年までに、県北山間、県北臨海、
県央、鹿行（南東部）、県南、県西の各エリアに
1 箇所ずつの累計 6 箇所の設置目標が設定されて
いる。また、初期段階における需要が小さいエリ
アでは、まず移動式水素ステーションを整備し、
需要拡大に応じて、定置式水素ステーションに移
行することを想定している。なお、後述の数値実
験で対象とする地域は、人（自動車）の移動に関
する調査が実施されている県南と県央、鹿行、県
西の一部のエリアである。特に、大学・研究機関
等が集積する県南エリアのつくば地区と、鉄鋼・
石油産業等が盛んでそれらの産業の製造過程にお
いて既に大量の水素が製造されている鹿行エリア
の鹿島臨海工業地帯では、水素の利活用に大きな
期待が寄せられている。また、平成 20 年のパー
ソントリップ調査では茨城県南部の居住者の主な
移動手段として、約 7 割が自動車であるという
結果 13）が得られており、数値実験で対象とする
茨城県南部は FCV の普及を推進することによる
CO2 低減の効果も高い地域であると考えられる。

4.2　使用データ
数値実験で使用したネットワークデータは、平

成 17 年の関東地方の道路ネットワークデータと、
東京都市圏交通計画協議会によって実施された平
成 20 年のパーソントリップ調査の VTOD 表（自
動車交通量分布）13）を基に作成した、最適配置計
算用の仮想的交通ネットワークである。

ステーションの設置対象地域はパーソント
リップ調査で定められた計画基本ゾーンを基に、
茨城県南部と千葉県への流出入を考慮し、茨城県
南部と隣接している千葉県の北部地域を加えた、
94 ゾーンとし、このゾーニングを基に、ArcGIS
を用いて各ゾーンの地理的中心地点を導出し、そ
れらを仮想的交通ネットワーク上における頂点集
合とした。また、上記の道路ネットワークデータ
と ArcGIS を用いて、全頂点対間の最短時間経路
を実現する有料道路を含んだ道路距離を計算し、
その距離を重みとした無向枝を、仮想的交通ネッ
トワーク上における枝集合とした。このように、
最適配置計算用に用いた交通ネットワークは、94
個の頂点と、94×94/2－94/2=4371 本の枝から
構成されている。

OD ペアは、OD フローが 0 であるペアと出発
点と到着点がともに千葉県内であるペアを除き、
ペアの対称性を考慮して、出発点と到着点を区
別しないように生成し、各 OD フローは VTOD
表の各ゾーン間の自動車交通量で与えた。総 OD
ペア数は 948（ペア）、総 OD フローは 1,149,627

（台）となった。
設置候補点は茨城県内の地点に、すでに定置式

ステーションの設置が行われている 2 地点（松戸
市内、成田空港を含むゾーン）を追加した 54 地
点である。この千葉県内の 2 地点は、後述の数値
実験において、必ず設置されるように設置有無を
表す変数 xk の固定をした上で、茨城県内におけ
るステーションの最適配置を求めた。

図 1 は、上記の最適配置計算用の仮想的交通
ネットワークにおける各頂点の地図上の位置を表
している。各記号はそれぞれ、四角は既に定置式
ステーションが設置されている千葉県北部地域内
の 2 地点、三角は定置式ステーションが設置され
ておらず、かつ、設置候補点でない千葉県北部地
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図 1　最適配置計算用の仮想的ネットワークにおける各地点の配置
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表 2　 地点 ID と住所の対応表

地点 ID 住所 地点 ID 住所 
1 千葉県松戸市松戸 48 茨城県土浦市下高津
2 千葉県松戸市栄町 49 茨城県土浦市北荒川沖町
3 千葉県松戸市大谷口 50 茨城県かすみがうら市下大堤
4 千葉県松戸市八ケ崎 51 茨城県かすみがうら市上土田
5 千葉県松戸市五香西 52 茨城県稲敷郡阿見町若栗
6 千葉県松戸市稔台 53 茨城県古河市駒羽根
7 千葉県鎌ケ谷市富岡 54 茨城県古河市本町
8 千葉県柏市富里 55 茨城県古河市仁連
9 千葉県柏市柏 56 茨城県猿島郡五霞町元栗橋
10 千葉県柏市中原 57 茨城県猿島郡境町陽光台
11 千葉県柏市若柴 58 茨城県下妻市平沼
12 千葉県柏市若白毛 59 茨城県下妻市原
13 千葉県我孫子市並木 60 茨城県結城郡八千代町若
14 千葉県我孫子市南新木 61 茨城県つくば市泉
15 千葉県流山市西平井 62 茨城県つくば市篠崎
16 千葉県流山市市野谷 63 茨城県つくば市豊里の杜
17 千葉県流山市美原 64 茨城県つくば市水堀
18 千葉県野田市宮崎 65 茨城県つくば市西大沼
19 千葉県野田市桐ケ作 66 茨城県つくば市吾妻
20 千葉県八千代市八千代台北 67 茨城県つくば市金田
21 千葉県八千代市村上南 68 茨城県つくば市小茎
22 千葉県八千代市桑納 69 茨城県坂東市岩井
23 千葉県佐倉市王子台 70 茨城県坂東市沓掛
24 千葉県佐倉市藤治台 71 茨城県常総市小山戸町
25 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井 72 茨城県常総市篠山
26 千葉県四街道市鹿渡 73 茨城県守谷市百合ケ丘
27 千葉県八街市八街い 74 茨城県取手市野々井
28 千葉県白井市木 75 茨城県取手市台宿
29 千葉県印西市大森 76 茨城県取手市谷中
30 千葉県印西市中根 77 茨城県つくばみらい市板橋
31 千葉県成田市中台 78 茨城県つくばみらい市川崎
32 千葉県成田市野毛平 79 茨城県牛久市柏田町
33 千葉県成田市中野 80 茨城県龍ケ崎市奈戸岡
34 千葉県富里市七栄 81 茨城県北相馬郡利根町立木
35 千葉県印旛郡栄町安食台 82 茨城県稲敷市江戸崎
36 千葉県銚子市長塚町 83 茨城県稲敷市柴崎
37 千葉県香取郡東庄町青馬 84 茨城県稲敷市佐原組新田
38 千葉県旭市江ケ崎 85 茨城県稲敷市四箇
39 千葉県匝瑳市生尾 86 茨城県稲敷郡美浦村木
40 千葉県香取市米野井 87 茨城県稲敷郡河内町源清田
41 千葉県香取市玉造 88 茨城県潮来市堀之内
42 千葉県香取郡多古町井戸山 89 茨城県潮来市曲松南
43 茨城県石岡市柿岡 90 茨城県行方市小幡
44 茨城県石岡市石岡 91 茨城県神栖市木崎
45 茨城県小美玉市三箇 92 茨城県神栖市太田
46 茨城県土浦市藤沢 93 茨城県鹿嶋市宮中
47 茨城県土浦市木田余 94 茨城県鹿嶋市和
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図 2　迂回許容距離：5km、新規の設置数：4 の場合の最適配置例
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域内の地点、丸は設置候補点とした茨城県南部地
域内の地点を表している。また、各記号内の数字
は地点の ID 番号を表しており、表 2 はその地点
ID と住所との対応を示す。数値実験結果の考察
で言及する地点については背景の色を変更してい
る。

4.3　実験結果の概要
数値実験では、迂回許容距離を 0km、1km、

5km、10km、15km、20km と設定し、各迂回許
容距離において、新規のステーション設置数を
1 から 30 まで変更させながら、施設配置モデル
FCLM（α）で求解し、各迂回許容距離と各設置数
に対する最適配置を算出した。

まず、数値実験によって得られた最適配置例を
示す。図 2 は、迂回許容距離が 5km、新規のス
テーション設置数が 4 であるときの配置結果を図
1 中に示したものである。五角形の記号は新規の
設置個所として選ばれた地点を表す。地点 ID47
は土浦市、ID66 はつくば市、ID79 は牛久市、
ID91 は神栖市に位置する。総 OD フローに対す
るカバーされた OD フローの比率は約 45%であっ
た。また図 3 は、この時のカバーされた利用者

が、ステーションを利用するために必要となった
迂回距離の範囲を示している。図 3 の横軸は、カ
バーされた利用者がステーションを利用するため
に必要となった迂回距離の範囲を表しており、縦
軸左は棒グラフが示すカバーされた OD フロー
量、縦軸右は折れ線グラフが示す、総 OD フロー
量に対してカバーされた OD フロー量の比率を
表す。

図 3 より、迂回許容距離の 4/5 以上の距離を
迂回しなければならない利用者は、カバーされた
OD フローの約 2%に限られ、約 80%の利用者は
多くの利用者は迂回許容距離の 1/5 程度迂回すれ
ばステーションを利用できることが分かる。

次に、経路上の設置候補点集合の生成につい
て、Yen4）の k– 最短路を求めるアルゴリズムを
用いた計算法と、前章で示した「迂回許容距離 α
以下法」の 2 通りで実験を行った計算時間を表 3
に示す。表 3 中の k は求める経路数を表す。

表 3 より、k– 最短路を用いた計算法は求める
経路数 k と迂回許容距離の増加に対応して、計算
時間も大きく増加し、大規模な問題に対しては
必ずしも実用的ではない計算法であることが分か
る。

図 3　図 3 迂回許容距離 5km、新規の設置数 4 の計算実験結果において、カ
バーされた利用者がステーションを利用するために必要となった迂回
距離の範囲



－ 28 －

一方、「迂回許容距離 α以下法」1 では、すべて
の迂回許容距離で 1 秒以内に集合の生成が完了
し、効率よく計算できていることが分かる。さら
に、ネットワーク上の各頂点を設置候補点に含め
るか否かを判定する上で、k– 最短路を用いた計
算法では、移動許容距離を超える長さの経路が何
番目に現れるかが計算前には未知であるため、求
める経路数 k として十分に大きな値を設定し、移

動許容距離を満たすすべての経路を求める必要が
あるのに対して、「迂回許容距離 α以下法」は、
そのようなパラメータの設定を必要とせず、直接
判定できるという点でも、迂回路拡張配置モデル
FCLM（α）に適した生成法と言える。

表 4 は、6 種類の迂回距離 αと 1 ～ 30 までの
ステーション設置数それぞれについて、「迂回許
容距離 α以下法」で生成した設置候補点集合を用
いて施設配置モデル FCLM（α）を各 10 回最適化
ソルバー Gurobi で求解した際の平均計算時間で1 全頂点対間の最短距離計算は Dijkstra法を用いた。

表 3　 経路上の設置候補点集合の生成に要した計算時間（秒）

迂回許容距離｜計算法
k– 最短路
（k=5）

k– 最短路
（k=10）

k– 最短路
（k=50）

k– 最短路
（k=100）

迂回許容距離 α
以下法

0km 10.63 10.45  10.72  10.61 0.67

1km 17.70 20.67  24.27  24.34 0.67

5km 23.96 39.02 127.70 196.18 0.69

10km 26.09 46.53 207.89 383.69 0.69

15km 26.74 50.50 270.55 541.27 0.69

20km 26.54 52.50 307.11 655.18 0.69

表 4 　Gurobi による求解時間（秒）

迂回許容距離｜設置数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0km 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
1km 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04
5km 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04
10km 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
15km 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
20km 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02

迂回許容距離｜設置数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0km 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.07 0.06 0.08
1km 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.08 0.05 0.06 0.07 0.10
5km 0.04 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04 0.01 0.02
10km 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01
15km 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02
20km 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

迂回許容距離｜設置数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0km 0.09 0.11 0.10 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.10 0.12
1km 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09
5km 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 0.06 0.05 0.03 0.03
10km 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
15km 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
20km 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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ある。
表 4 より、すべてのパターンにおいて、1 秒以

内で最適配置が求められることが分かる。各 OD
ペアにおける経路上の設置候補点集合の生成も含
めて、高速に交通ネットワーク上の最適配置を算
出できており、交通量に関する情報さえ得られれ
ば、今回の使用データよりもさらに大規模なエリ
アでも、あるいは小さいゾーンレベルを対象とし
ても、最適配置の算出は十分可能であると推測で
きる。

4.4　新規ステーション設置数と OD カバー率の
関係

本節では数値実験によって得られた、新規のス
テーション設置数と OD カバー率の関係につい
て考察を行う。

図 4 と図 5 に新規のステーション設置数と各
設置数における最適配置での OD ペアと OD フ
ローのカバー率を示す。各図のグラフの横軸は新
規のステーション設置数、縦軸は図 4 では総 OD
ペア数に対するカバーされた OD ペア数の比率
を表し、図 5 では総 OD フローに対するカバー
された OD フローの累積比率を表す。

図 4 と図 5 より、すべての OD フローをカバー
するには、迂回許容距離が 10km では 22 箇所、
15km では 13 箇所、20 ｋｍでは 10 箇所以上、新
規のステーションを設置する必要があることが分
かる。つまり、茨城県南部では、FCV 利用者が
20km の迂回を許容したとしても、10 箇所にはス
テーションが必要であると考えられる。また、迂

回許容距離が 0km、1km、5km の時は 30 箇所に
設置してもすべての OD フローをカバーするに
は不十分であり、茨城県南部で FCV 利用者のア
クセシビリティを保ちつつ、すべて OD フロー
をカバーするには、かなりの時間を要すると考え
られる。

また、茨城県の 2020 年までの設置目標に準じ
た 4 箇所への設置を想定すると、FCV 利用者が
20km の迂回を許容したとしても、OD フローの
カバー率は 50%にも満たないという結果が得ら
れた。ただし、設置された地点の市区町村は、つ
くば市、牛久市、土浦市の県南エリアの 3 市と鹿
行エリアの神栖市であり、県南、県央、鹿行、県
西の各エリアに 1 箇所ずつ設置するという条件を
加えると、より低い OD カバー率しか得られな
いと考えられる。

4.5　地点ごとの重要性
本節では、数値実験の結果をもとに、各地点の

設置戦略における重要性について考察する。
図 6 に迂回許容距離を 1km と 5km と設定し、

新規の設置数を 1 から 30 まで変化させた、計 60
パターンの数値実験において、各地点がステー
ションの設置地点として選択された頻度を示す。
グラフの横軸は設置候補点とその市区町村、縦軸
が選択された頻度を表す。なお、横軸の＊は迂回
許容距離を 0km と設定し、新規の設置数を同様
に変化させた計 30 パターンでの選択された頻度
が 10 位以内であった地点を表す。この頻度が高
ければ高いほど、その地点がステーションの設置

図 4　新規のステーション設置数と OD ペアカバー
率の関係

図5　新規のステーション設置数とODフローカバー
率の関係
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地点として選択されやすいことを示唆している。
図 6 より、頻度が上位の古河市（地点 ID53）、

石岡市（地点 ID44）、土浦市（地点 ID47）、牛久
市（地点 ID79）、つくば市（地点 ID66）、龍ヶ
崎市（地点 ID80）の各地点は、迂回許容距離が
1km と 5km の場合のみならず、最短路の移動の
みを許す場合でも、選択された頻度が高く、設
置戦略において重要な地点であると考えられる。
2016 年 3 月に移動式水素ステーションが開所さ
れた、つくば市春日に最も近い設置候補点は、つ
くば市の中でも最も選択された頻度が高い地点

（地点 ID66）である。今後 FCV の普及に応じて、
この地点では移動式ステーションから定置式ス
テーションへの移行が必要になると考えられる。

また、図 6 からは古河市（地点 ID53）、石岡市
（地点 ID44）、神栖市（地点 ID91、92）、鹿嶋市
（地点 ID93）等の対象地域の端点が設置地点とし
て選択されやすいという特徴があることが分か
る。これは、それらの地点が、周りの設置候補点
から相対的に離れており、その周辺における OD
フローがこれらの点でのみカバーされているため
と考えられる。これらの地点が本当に重要な地点
であるかどうかを検討するには、パーソントリッ
プ調査の計画基本ゾーンよりも小さいゾーンレベ

ルである小ゾーンや町丁目に基づいたデータで地
点を選定した上で、追実験を行う必要がある。

4.6　選択されたステーション設置点の相関関係
本節では、選択されたステーション設置点の相

関関係を調べるため、さまざまな場合を想定しな
がら、ある地点集合 A が選択された際に、A との
共通部分を持たない地点集合 B がどの程度選択
されたかを求める、アソシエーション分析を用い
て考察を行う。「さまざまな場合」として、迂回
許容距離を 0km から 10km までの間の 0.1km 刻
みで設定し、各迂回許容距離に対して、新規のス
テーション設置数を 1 から 10 まで変更させて、
施設配置モデル FCLM（α）で求解した、計 1,010
パターンの最適配置の結果を用いる。

アソシエーション分析は、「ある A という事象
が起こる時、A とは異なる B という事象が起こ
る」という 2 つ以上の物事の関係性を探る手法
であり、EC サイトのログデータや小売店の POS
データの分析等でよく用いられる、データマイ
ニング手法である。上記の「ある A という事象
が起こる時、B という事象が起こる」は、アソシ
エーションルール（相関ルール）と呼ばれ、A⇒
B と表現し、A は条件部、B は結論部と呼ばれる。
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が選択された頻度
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本節では、Apriori アルゴリズム 7）を用いて、
「ある地点集合 A が選択された（条件部）時に、

A と共通部分を持たない地点集合 B も選択される
（結論部）」というアソシエーションルールに対し
て、支持度、確信度、リフト値という 3 つの指標
で評価を行う。

支持度は、全パターンの中で地点集合 A と地
点集合 B が同時に出現した割合を表す。全パター
ン数を n、地点集合 A と地点集合 B が同時に選択
されたパターン数を p（A∩B）とすると、A⇒ B
というルールの支持度 support（A⇒B）は以下の
ように定義される。

support（A⇒B）=
 p（A∩B）

n

確信度は、地点集合 A が出現するパターンの
中で、地点集合 B が出現する割合を表す。新たに
地点集合 A が選択されたパターン数を p（A）とす

ると、A⇒B というルールの確信度 confidence（A
⇒B）は以下のように定義される。

confidence（A⇒B）=
 p（A∩B）

p（A）
この確信度は、全パターンの中で地点集合 B

の選択される頻度が大きい場合、必然的に大きな
値を示すことになる。したがって、その影響を考
慮した以下のリフト値による評価を導入する。

リフト値は、A⇒B というルールの確信度が全
パターンの中で地点集合 B が選択された割合よ
りどれほど大きいかを表す。地点集合 B の支持
度を support（B）=p（B）/n（ただし、p（B）は地点
集合 B が選択されたパターン数を表す）とすると、
A⇒B というルールのリフト値 lift（A⇒B）は以下
のように定義される。

lift（A⇒B）=
 confidence（A∩B）

support（B）

表 5 　アソシエーションルールの抽出結果

条件部（地点 ID） 結論部
（地点 ID）

支持度 確信度 リフト値
既存設置 新規設置

5、32 66、91 79 0.51 0.91 1.26
5、32 79 66、91 0.51 0.70 1.26
5、32 91 66、79 0.51 0.90 1.25
5、32 66、79 91 0.51 0.71 1.25
5、32 91 79 0.51 0.91 1.25
5、32 79 91 0.51 0.71 1.25
5、32 53 66 0.50 1.00 1.04
5、32 66 53 0.50 0.52 1.04
5、32 79、91 66 0.51 0.99 1.04
5、32 66 79、91 0.51 0.53 1.04
5、32 79 66 0.71 0.99 1.03
5、32 66 79 0.71 0.75 1.03
5、32 91 66 0.56 0.98 1.03
5、32 66 91 0.56 0.58 1.03
5、32 66 0.96 0.96 1.00
5、32 79 0.72 0.72 1.00
5、32 66、79 0.71 0.71 1.00
5、32 91 0.57 0.57 1.00
5、32 66、91 0.56 0.56 1.00
5、32 79、91 0.51 0.51 1.00
5、32 66、79、91 0.51 0.51 1.00
5、32 53 0.50 0.50 1.00
5、32 53、66 0.50 0.50 1.00
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図 7　関連性が強い設置地点の配置図
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=
 p（A∩B）/p（A）

p（B）/n

表 5 に、支持度が 0.5 以上のアソシエーション
ルールを抽出した結果をリフト値の降順に示す。
条件部については、既存設置地点である地点 ID5

（松戸市）、ID32（成田市）が必ず含まれるよう
に地点集合を設定して計算を行った。

表 5 より、地点 ID66 のつくば市内の地点、地
点 ID79 の牛久市内の地点、地点 ID91 の神栖市
内の地点の関連性が強いことが分かる（図 7）。
また、地点 ID66 と地点 ID53 の古河市内の地点
も関連性が強いことが分かる。

今回は全部で計 1,010 パターンの最適配置を求
め、最適配置で選択されたステーション設置点の
相関関係を調べたが、このように多くのパターン
の最適配置を容易に利用できることは、計算時間
がかからない提案手法の長所である。

4.7　逐次的に設置した場合の最適配置
本節では、複数箇所に同時に設置するのではな

く、逐次的に 1 箇所ずつ設置を行う、現実的な設
置戦略について考察する。

上述の数値実験の方法を、設置数を 1 箇所ず
つ増加させていくにあたり、一度設置した地点
では必ず設置が行われるように変数 xk を固定し、
その条件下での最適配置を、迂回路拡張配置モデ
ル FCLM（α）で算出する方法に変更する。図 5
の新規のステーション設置数と OD フローカバー
率の関係のグラフに、ステーション設置数とこの

方法での各設置数における OD フローのカバー
率を加えたグラフが図 8 である。

図 8 より、1 箇所ずつ最適な設置地点を選択し
ていく方法でも、高い OD フローカバー率を保
つことができていることが分かる。このように対
象地域においては、1 箇所ずつ逐次的に最適なス
テーションの設置箇所を、迂回路拡張配置モデル
FCLM（α）で選択していく方法でも効果的な設置
順序を導くことが可能であると考えられる。

5． おわりに

本研究では、定置式水素ステーションを想定
し、動的な情報を必要としない Hodgson6）のモ
デルに変数や制約式の数の増加をさせることな
く、元モデルの計算効率上優れた特徴を維持しつ
つも、複数経路を考慮できるように拡張した、迂
回路拡張配置モデル FCLM（α）の構築を行った。
FCLM（α）は、Hodgson のモデルを基本として、
FCV の航続距離が長いことから航続距離に関す
る制約を無視できると仮定した上で、導入期にお
ける FCV 利用者が、燃料補給を目的としてある
程度の距離まで迂回する可能性を想定したモデル
となっている。また、迂回路の選定にあたって
は、計算コストがかかる k– 最短路の計算法を用
いる代わりに、Dijkstra 法を用いて特定地点を経
由する最短迂回路が容易に計算できることを類推
して、迂回許容距離 α以下の設置候補点集合を生
成するアルゴリズム（迂回許容距離 α以下法）を
提案し、大規模エリアあるいはより詳細なデータ
でも計算対象可能な実用的なモデルを提示した。
この迂回許容距離 α以下法は交通ネットワークの
頂点間の移動において、移動時間や燃料消費量の
情報が得られれば、迂回時間や迂回による燃料消
費量を指標とした計算を行うことも可能である。）

また、迂回路拡張配置モデル FCLM（α）をパー
ソントリップ調査の自動車交通量データに適用さ
せ、茨城県南部を対象とした数値実験も行った。
高速に計算可能であるという FCLM（α）の特徴
を生かし、様々なパターンでの水素ステーション
の最適配置を算出した。交通量に関する情報が得
られれば、より大規模なエリアを対象としてもモ

図 8　逐次的に設置した場合のステーション設置数
と OD フローカバー率の関係
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デルが適用可能であることを示すとともに、その
結果に基づく茨城県の水素ステーションの設置戦
略についても考察を行った。

数値実験からは、茨城県の 2020 年までの設置
目標に準じた 4 箇所の設置では、FCV 利用者に
許容してもらう迂回許容距離が 5km という設定
の下、最適な配置を算出しても、その OD フロー
カバー率は 50%に満たないという結果が得られ
た。また、迂回許容距離と設置数のパターンを変
更させながら、数値実験を行うことで、地点ごと
の重要性について検討し、2016 年 10 月現在、茨
城県に存在する唯一の水素ステーションの設置地
点がモデルで得られる結果においても、今後重要
になっていくと推測される地点であることを示し
た。さらに、逐次的な設置順序を想定した数値実
験では、対象地域において、1 箇所ずつステーショ
ンを設置していくことを想定しても、迂回路拡張
配置モデル FCLM（α）を用いて最適な設置箇所
を選択していくことで、効果的な設置順序が得ら
れることを示した。このように、FCLM（α）は
計算効率に優れた特徴を有しているため、様々な
状況を想定した数値実験を行うことができ、設置
戦略を検討する上で汎用性の高いモデルとなって
いる。

ただし、FCLM（α）は導入期における定置式
水素ステーションの配置モデルとしては有用であ
るが、設置数が増加し、FCV 利用者の利便性や
地域における施設の平等性を考慮したい場合には
さらなる改良が必要であると考えられる。また、
このモデルは動的な情報を必要とする移動式水素
ステーションの配置モデルとの組み合わせや水素
ステーションの供給能力や稼働率に関する制約の
追加等により、より現実的な水素ステーションの
配置モデルになると考えられる。
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An efficient optimal location model for hydrogen stations 
and numerical results using a South Ibaraki road traffic data

Hiroshi TANAKA, Masashi KIMURA, Isamu TAKAHARA,
Masayuki KAWAMOTO, and Akiko YOSHISE

The spread of hydrogen powered fuel cell vehicles（FCVs）is expected to mitigate global 
warming due to their zero CO2 emissions. In order to promote FCVs, a strategic plan to efficiently 
locate hydrogen fuel stations has to be drawn up. In this paper, we provide an optimal location 
model for hydrogen fuel stations focusing on stationary stations that require high initial cost and 
take long time to be built. Our model has the features that it allows users to take deviations no 
longer than a given distance as to reach a station and that it is computationally efficient, i.e., we 
can obtain its optimal solution in a small amount of time even for large size instances as long as 
we can evaluate the amounts of traffic volume in the networks. To examine the efficiency of our 
model, we conduct numerical experiments using road traffic data from the person trip survey in 
south Ibaraki prefecture. We also discuss the location strategy of hydrogen fuel stations in south 
Ibaraki prefecture based on the obtained results.




