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施設配置の数理
―種々の最適化視点から見つめる都市―

本間　裕大

都市には駅・市役所・病院といったさまざまな種類の“施設”が存在する．人々は必ず移動を伴ってこれら
の施設を利用するため，その“配置”が利便性を決める重要な一要因となる．そこで本稿では，都市におけ
る“施設配置問題”を OR 的視点から分析し，数学的作法の基礎や，論理的な結論から導かれる真意（ここ
ろ）について解説する．施設を配置すれば，結果として「得をする人と損をする人」が生じ，全員を納得さ
せることは決して容易でない．よって，その“解”をいかに社会へ還元するかは，むしろ政治経済的なテー
マと言える．ぜひ OR の，幅広い社会適用性の一端を味わってほしい．

キーワード：施設配置問題，ミニサム型配置，ミニマックス型配置，パレート最適

1. はじめに

都市にはさまざまな種類の“施設”が存在する．た
とえば，駅・ショッピングモール・市役所・病院・公
園などである．これら数多くの施設が都市に存在する
ことによって，都市機能を形作っているわけであるが，
そのとき，各施設がどこにあるか，すなわち“配置”が
利便性を決める重要な一要因となることは，容易に想
像できるのではないだろうか．したがって，一般社会
の中で「施設をどこに配置するか？」という問題は，古
今東西を問わず常に生じ，また，そうした問題はオペ
レーションズ・リサーチ (OR)の重要なテーマの一つ
となる．ここでは，都市における“施設配置問題”に
焦点を当て，数学的作法の基礎や，論理的な結論から
導かれる真意（こころ）について解説したい．
私たちの日常を振り返ると明らかなように，都市は

ある地点（たとえば自宅）からある地点（たとえば学校）
への移動が繰り返されることによって成立している．
この移動に要する距離は，上述した施設の配置によって
さまざまに変化し，結果として「得をする人と損をす
る人」が必ず生じる．このような住民同士の利害のせ
めぎ合いや，都市全体での利益をさまざまに考慮する
と，全員を納得させる施設の配置を求めることは決し
て容易でない．本記事では，主に数学的な思考に基づい
て議論を展開するが，その“解”をいかに社会へ還元する
かは，むしろ政治経済的なテーマと言えよう．ぜひOR

の幅広い社会適用性の一端を感じ取っていただきたい．

ほんま　ゆうだい
東京大学生産技術研究所
〒 153–8505 東京都目黒区駒場 4–6–1

2. ミニサム型施設配置問題

2.1 ORの問題として
次の問題を考えよう．図 1のような，1次元の都市

に n 軒の家がある状況を考える（図 1 では n = 5）．
この n軒のために，各家庭が同頻度で利用するような
施設（例：公民館・美術館・郵便局など）を建設した
い．さて，どのような考え方にもとづいて建設位置を
決めるべきだろうか．
一見単純なこの問題からも，社会を数学で分析する

ORの本質は，十分に学ぶことができる．まずは OR

に必須の“モデル”という言葉を紹介したい．ここで
のモデルとは，プラモデル（模型）のそれと同じ概念
であり，「余分な情報を排除し本質的なものだけを残し
たもの」を意味している．上の問題では，1次元とい
う仮定がモデル化にあたる．本来ならば，われわれは
平面（2 次元）の上に住んでいるのだから，1 次元で
は本質が失われていると思われるかもしれない．しか
し，たとえば，幹線道路や鉄道などの沿線に住民が分
布している場合は，その沿線（1 次元）上という本質
的部分だけを抜き出すことによって，より明解な議論
ができる利点がある．
“目的関数”もORの重要な概念である．社会に対し
て何らかの提案をするのだから，多少おこがましかろ
うが，最もよい（最適な）プランを提示したい．OR�

図 1 都市モデル（n = 5 の例）
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図 2 n = 2 のときのミニサム型配置の図解

数学であるので，「社会が何を目的としているのか」を
考慮したうえで，それを数式で示した目的関数を定義
しなければならない．本稿ならば，“できるだけ近く”
こそが目的であり，それを表現しうる目的関数の一例
としては，各家から施設までの距離の総和などが考え
られる．仮にすべての家庭が自動車で移動したとする
と，都市全体でのガソリンの総消費量は距離の総和に
比例するので，それを最小化することが社会的にも好
ましい．「目的関数の最小化（または最大化）」は OR

の定石手法である．
2.2 定式化
では，早速 OR手法を用いて，最初に示した問題を

解いてみよう．図 1のように 1次元都市を x軸で表現
する．そして，どこかに原点があるものとして，この
軸上に住む n軒の家の位置を左から順に

u1 ≤ u2 ≤ · · · ≤ un (1)

とし，また，建設する施設の位置は xとする．このと
き，各家から施設までの距離の総和 T (x)は，

T (x) = |x− u1|+ |x− u2|+ · · ·+ |x− un| (2)

である（xと uの大小関係による場合分けを割愛すべ
く絶対値を用いた）．この T (x)を最小にする施設の位
置 x∗を求める問題は，距離の総和（summation →サ
ム）を最小化（minimize →ミニ）していることから，
ミニサム型施設配置問題と言う．言うなれば，都市全
体での移動エネルギー最小化問題である．

2.3 ミニサム型問題の解
n = 2の場合，ミニサム型問題は少し直観に反した

解が得られる：
補題　2 軒の家 u1 と u2 からの距離の総和を最小に
する施設の位置は u1 ≤ x ≤ u2を満たす任意の点
である（つまり，あいだならばどこでもよい！）．

上記が成り立つことは，図 2 から一目瞭然である．
すなわち，施設が u1 と u2 の間にあるという条件下で
は，距離の総和 a+ b ≡ u2 − u1[一定]であり，施設の
位置に依存しない．
そして，この補題を用いると任意の nについてミニ

図 3 n = 1, 2, . . . , 5 のときのミニサム型配置

サム型問題の解を導くことができる：
1. nが奇数のとき⇒最適位置x∗は左からn/2+1/2

番目（つまり，ちょうど真ん中）の家の位置 x∗ =

un/2+1/2 で与えられる．
2. n が偶数のとき⇒ 最適位置 x∗ は真ん中 2 軒の
位置 un/2 ≤ x∗ ≤ un/2+1 のあいだの任意の点で
ある．

図 3に，n = 1, 2, . . . , 5の場合の最適解を示す．
ミニサム型問題の解は，次のように考えることで理

解できる．n = 3の場合を考えよう．ここで u1 と u3，
すなわち両端の 2軒からのみの距離の総和を考えると，
補題より（u1 ≤ x ≤ u3 の条件付で）一定なので，目
的関数 T (x)の増減に影響を与えない（無視できる）．
すると考慮すべきは u2からの距離のみとなり，これを
最小化してくれる施設位置は明らかに x∗ = u2である．
n = 4 の場合も同様で，両端の 2 軒 u1，u4 からの距
離の総和は無視できることになり，問題は n = 2，u2

と u3 のミニサム型問題に帰着される (u2 ≤ x∗ ≤ u3).

以降，同じ手順を繰り返していけば，つまるところ真
ん中の 1軒か（奇数），2軒か（偶数）のみの問題に行
き着く．上述の一般解は，これを数学的に記述したに
過ぎない．

2.4 ミニサム型配置の問題点
ミニサム型問題の解を振り返って，奇妙な点に気づ

かないだろうか．議論を通して私たちは（左からの）
各家の順番，つまり“相対的な位置関係”には注意を
払ったが，u1, . . . , un が具体的にどのような値なのか，
言わば“絶対的な位置関係”には無頓着であった．こ
の事実は，ときに好ましくない事例を引き起こす．
図 4は，そのような問題点を端的に示す一例である．

5軒の家は左側に固まっているが，右端に 1軒だけが離
れてしまっている．ミニサム型配置に基づけば，n = 6

より u3 と u4 のあいだの任意の点が最適解であるが，
ここではちょうど中間地点に施設を建設したとする．こ
こで「どれだけの距離を移動する家が何軒あるか」を
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図 4 ミニサム型配置における問題点

表 1 図 4（ミニサム型）における家から施設までの距離

距離 1 2 3 4 5 6 7 8 9

軒数 2 2 1 - - - - - 1

距離の総和：18，距離の最大値：9

集計してみたのが表 1である．ほとんどの家（左側の
5 軒）にとっては施設までの距離が少なく好ましいだ
ろうが，1 軒だけ（右端）多大な距離を移動しなけれ
ばならないことがおわかりだろう．
これは極端な例であるが，えてしてミニサム型配置

では，社会全体での最適化のために犠牲となる住民が
でてくる．“公平さ”のようなものを意識するならば，
別の配置方法もあってしかるべきだろう．そのような
一手法として，次節では，ミニマックス型施設配置問
題を紹介する．

3. ミニマックス型施設配置問題

3.1 定式化
本節では，可能な限り“公平な”施設配置問題を取

り上げたい．一言で公平と言ってもその尺度はさまざ
まなものが考えられるが，着目すべきはやはり家から
施設までの距離である．そこで本節では，誰かだけ移
動距離が長くなり過ぎることがなくなるように定式化
してみよう．
前節と同様の 1次元都市を考える．ただし，その目

的関数を

L(x) = max {|x− ui| : i = 1, 2, . . . , n} (3)

で与える．L(x) はつまるところ“最も遠い”家から
施設までの移動距離である．この L(x) を最小化する
ような施設の位置 x∗∗ を求める問題は，距離の最大値
（maximum value →マックス）を最小化（minimize

→ミニ）していることから，ミニマックス型施設配置
問題と呼ばれる．言うなれば，社会弱者救済型問題で
ある．

3.2 ミニマックス型問題の解
ミニマックス型問題の解は次のとおりである：
ミニマックス型問題の最適位置 x∗∗ は左端 u1 と
右端 un の家の位置の中点 x∗∗ = (u1 + un) /2で

図 5 ミニマックス型配置の解

表 2 図 5（ミニマックス型）における家から施設までの
距離

距離 1 2 3 4 5 6 7 8 9

軒数 1 1 - 1 1 2 - - -

距離の総和：24，距離の最大値：6

与えられる．
u1 ≤ x ≤ un に建設するのであれば，距離が最大

となるのは左端か右端の家であることは明らかなので，
その両端の 2軒からの距離が等しくなる施設位置を決
めることが，ひいてはミニマックス型配置を実現する
ことになる（図 5）．ミニサム型配置よりもミニマック
ス型配置のほうが好ましい施設の例としては，消防署
や救急病院などが挙げられよう．

3.3 ミニマックス型配置の問題点
以上のように議論を進めると，ミニマックス型配置

のほうがミニサム型配置よりよいような錯覚を覚える
かもしれない．しかし，話はそう単純でもない．先ほど
の具体例でミニマックス型配置を分析してみると，そ
のことがよくわかる．
図 5は，図 4の 6軒の家に対するミニマックス型配

置を示したものであり，このときの家から施設までの
距離は表 2のとおりである．距離の最大値こそ 9→6へ
と減少したものの，その代償として多くの家庭が（少
しずつ）不利益を被っていることが見てとれる．ミニ
マックス型配置も，決して万能ではないのである．

4. パレート最適な施設位置

4.1 パレート最適の考え方
残念ながらミニサム型・ミニマックス型のどちらの

配置にも，一長一短があることが明らかになってしまっ
た．これはある意味当然であり，どちらかの指標（距
離の総和，または，距離の最大値）に特化して最適化
を図れば，もう片方に支障をきたすのは避けられない．
さりとて単純に「どちらか選んでください」と丸投げ
してよいはずもない．どちらの指標も考慮した提案は
できないのだろうか．そのための考え方として，最後
に“パレート最適”というアイディアを紹介しよう（パ
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図 6 パレート最適の図解

レート Paretoはイタリアの経済学者の名前である）．
とある都市で，四つの施設配置案が提案されたとし

よう．ミニサム・ミニマックスは有用な概念であるの
で，それぞれの配置案について“距離の総和”と“距
離の最大値”を計算しておくことには意味がある．そ
の結果を直交座標系に示したものが図 6である．どち
らの指標も小さいほど好ましいので，原点に近いほど
よりよい案ということになる．
この例では案Dをまず候補から外すべきであること

に気づくだろうか．理由は明確であり，距離の総和と
距離の最大値の“どちらも”より優れている案 Bが存
在するからである（案 Bのほうがよいことずくめ！）．
一方で，案 A，B，Cには，そのような凌駕される代
替案が存在しない．それぞれに特長があり，両方の基
準で最適ではないが，両方の基準とも劣っていること
もないのである．すなわち，（この例においては）その
案より左下に代替案がない，というものをパレート最
適な案と呼ぶ（案 A，B，C）．

4.2 1次元都市におけるパレート最適案
では具体的に 1次元都市で，パレート最適な案を導

出してみよう．このためには配置する施設の位置 xを
“媒介変数”として1，点 (T (x), L(x))の軌跡を描けば
よい．図 4・ 5の例でこれを行った結果を図 7に示す．
上述のとおり，本例では左下に代替案がない部分が

パレート最適な案（の集合）となるのだから，太線で示
した部分集合がそれにあたることは明らかである．そ
してこのパレート最適な解の集合は，（理由は割愛する
が）ミニサム型配置（の一部分）とミニマックス型配
置を結んだ線分領域に対応する．ミニサム型配置とミ
ニマックス型配置を究極案として，その折衷案を議論

1 媒介変数は数学 III で学ぶ．ここでは u1 ≤ x ≤ un の範
囲で徐々に xを変化させ，という意味である．

図 7 1 次元都市におけるパレート最適集合の例

することは OR的にも合理的なのである．

5. おわりに

ミニサム型，ミニマックス型，さらにはパレート最
適案と議論を展開し，施設配置の数理分析について概
説した．もちろんこれらはある種の理想論であり，最
終的には当該施設を取り巻く利害関係や社会背景，ま
た土地利用の制約など，多種多様な要因が最終的な意
思決定に複雑に影響を及ぼす．ORは，あくまでも意
思決定に際する参考情報を与えるに過ぎない．
それでもなお，論理的・数理的な知見は，感情論や

エゴイズムの支配から抜け出し，より建設的な議論を
行う土台となろう．ORは社会を読み解く極めて有益
な道具（ツール）なのである．

さらに学ぶために

読者の中には，2次元平面での施設配置に興味をもっ
た人もいるだろう．最も容易に入手できる解説文献と
して [1] を挙げておく．また，施設配置問題のように
都市のさまざまな現象を数理解析する系譜として，“都
市の OR”がある．入門書として [2]も薦めたい．

参考文献

[1] 栗田治，“施設配置モデル―社会のための数学の例―，”
オペレーションズ・リサーチ：経営の科学，41, pp. 174–177,
1995．

[2] 栗田治，『都市モデル読本』，共立出版，2004．

520（12）Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. オペレーションズ・リサーチ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


