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１．1　観光旅行	
はじめに 
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日本社会において広く行われている消費活動の１つである。 
観光旅行には以下の２つの側面がある。 

観光旅行	

【産業的側面】	

観光旅行消費額：51.4兆円。	

生産波及効果：49.4兆円。　　　
（観光庁公式サイト[1]調べ）	

【個人的側面】	

余暇を利用しストレス解消や 
リフレッシュ出来る。	

重要な存在	



１．２　観光旅行の形態	

①パッケージツアー 
   　プランを考えなくてすむ。 
　　個人の自由時間がほとんどない。 

はじめに 
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②個人旅行 
   全て個人で行う旅行。 
   自由であるが，プランを考えなくてはならない。　 

表１.旅行形態の年次変化（％）。（観光庁公式サイト[1]調べ） 
個人旅行が増加
傾向である。 

【旅行形態】	

インターネット
から情報が 
得やすくなった。	

自由な旅行 
がしたい。	

（観光客の考え）	

考えられる理由	



１．３　研究目的（１）	
【個人旅行の特徴】 
自分で旅行プランを立てる必要がある。 
•  観光地をどのように回れば良いのか？ 

はじめに 
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【多くの個人旅行する観光客の考え】 
自分が行きたい（満足度の高い）観光地を多く訪れ 
より大きな満足を得たい。 

【問題点】 
1.  個人旅行するにあたって、どこをどのように回るの

がもっとも満足を得られるか。 
2.  時間や旅費の制限によって、全ての観光地を訪れ

る事は不可能である。 



１．４　研究目的（２）	

1.  与えられるデータと制約条件から観光地と巡回経路を求める。 
2.  個人旅行計画立案の際の助けとなる計画モデルを提案する。	

 

はじめに 
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限られた条件のもとで最も高い満足を得る 
「ナップサック問題」 
地点間のもっとも最短な巡回経路を求る 
「巡回セールスマン問題」 
をもちいる。 

与えられた制約条件の下で、目的を最大限に達成する 
数理モデル（数理計画法）を用いて考える。 

沖縄県を例として考える。	



２．１　問題概要（１）	

観光地が点在する沖縄県を 
例として観光地を選択し巡回
する。 

本研究の問題 
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満足度が最大となるように
訪問する観光地と巡回路を
決める。	

出発／帰還点	

観光地	

与えられるデータ 
1.  観光候補地の集合。 
2.  各候補地に滞在する時間。 
3.  各観光地間の移動時間。 
4.  各候補地間移動の際の交通費 。 
5.  各候補地で必要とされる観光経費。  
6.  観光地を訪れたとき得られる満足度。 
7.  観光旅行に費やせる時間と経費の

上限。  

図１．想定する観光旅行	



２．２　問題概要（２）	
【制約条件】 
 

本研究の問題 
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以上の条件下で総満足度が最大となるような 
観光候補地とそれらを巡回する経路を決定する。  
	

滞在時間	 移動時間	 観光時間上限	＋	
（各観光地における）	

観光経費	 ＋	交通費	 費用上限	

①	

②	

③	観光地を選ぶ。同じ観光地を二度以上回らない。	

（各観光地における）	

≤

≤



３．１　記号の定義	
定式化にあたり、次の記号を定義する。	
•    ：観光候補地の数。(1は出発／帰還点とする。)  
•      ：観光候補地の集合。	
•     ：観光候補地の満足度。	
•     ：観光候補地での滞在時間。	
•      ：観光候補地       間の移動時間。 
•      ：観光候補地での観光費用。 
•      ：観光候補地       間の交通費。	
•     ：観光制限時間。 
•     ：観光制限費用。	
•     ：選択した観光地の満足度の合計。 

定式化 
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(𝑖=1,2,…,𝑛)	

(𝑖=1,2,…,𝑛)	

(𝑖=1,2,…,𝑛)	

ai
bi
dij
ci
mij

n
I

T
C
S

(i, j)

(i, j)



３．２　変数の定義（１）　	

次に決定変数の定義をする。 

 
 

定式化 
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xij =
!
"
#

(1)…観光地iから観光地jへ直接移動する時。 
 
(0)…観光地iから観光地jへ直接移動しない時。	

yi =
!
"
#

(1)…観光地iを選択する。 
 
(0)…観光地iを選択しない。	



３．２　変数の定義（２）　	

整数変数の定義をする。 

 
 

定式化 
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部分巡回路を禁止するため、 
候補地　から候補地　へ移動するとき， 
（その時点での）既訪問観光地数（フロー量）を表す。  

},{ Ijif ∈ (i ≠ j, f ≥ 0)

i j

点1以外の訪問点では， 
この変数値が1ずつ増えるように制約し， 
1を含まない巡回路は制約式を満たすことができないようにする。 	

  	 j	
fij
1=ijx

xi• = 0

xi• = 0

i

図２　フロー量	



３．３　定式化（１）　	

【目的関数】 
選択した候補地で得られる満足度の和を最大
化することを表す。	

定式化 
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maximize	 S = aiyi
i∈I
∑ （３．３．１）	



３．３　定式化（２）　	

【制約条件】 
移動時間と滞在時間の和が制限時間以内であること。  

定式化 
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使用交通費と観光費用の和が費用限度以下であること。 	

dij
j∈I (i≠ j )
∑ xi

i∈I
∑ + biyi ≤ T

i∈I
∑

mij
j∈I (i≠ j )
∑ xi

i∈I
∑ + ciyi ≤C

i∈I
∑

（３．３．２）	

（３．３．３）	



３．３　定式化（３）　	
定式化 
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候補地　を訪問するならば，いずれか1つの候補地から候補地　
へ直接移動する　　　　　　ことを表す。 	

【制約条件】 
候補地　を訪問するならば，　からいずれか1つの候補地へ直
接移動する　　　　　ことを表す。  

xij = yi
j∈I ( j≠i)
∑ (∀i ∈ I )

x ji = yi
j∈I ( j≠i)
∑ (∀i ∈ I )

)1( =iy

)1( =iy

i

i i

i

（３．３．４）	

（３．３．５）	



３．３　定式化（４）　	
定式化 
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【制約条件】 
候補点　を訪問するとき、訪問の前後で（いずれかの変数間で）
フロー量が1増加することを示す 。 

fhi + yi = fij
j∈I ( j≠i)
∑

h∈I (h≠i)
∑ (i ∈ I −{1})

  	

j	

h	 fhi
1+= hiij ff1=hix

1=ijx

xh• = 0 xi• = 0

xh• = 0 xi• = 0

i

i

図３　フロー量の変化	

（３．３．６）	



３．３　定式化（５）　	
定式化 
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【制約条件】 
　から　へ直接移動しないときはフロー量が0であること、 
およびフロー量は候補点総数以下であることを表す。 	

出発／帰還点を必ず訪問することを表す。 	

yi =1

f1 j = 0 ( j ∈ I −{1})

fij ≤ nxij (i, j ∈ I )(i ≠ j)

出発点から出た直後のフロー量をすべて0に初期化することを表す。	

i j

（３．３．７）	

（３．３．８）	

（３．３．９）	



３．３　定式化（６）　	
定式化 
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maximize	

subject to	

（3.3.1）	

（3.3.2）	

（3.3.3）	

（3.3.4）	

（3.3.5）	

（3.3.6）	

（3.3.7）	

S = aiyi
i∈I
∑

dij xij + biyi
i∈I
∑

j∈I (i≠ j )
∑

i∈I
∑ ≤ T

mijxij + ciyi
i∈I
∑

j∈I (i≠ j )
∑

i∈I
∑ ≤C

xij
j∈I ( j≠i)
∑ = yi

x ji
j∈I ( j≠i)
∑ = yi

fhi
h∈I (h≠i)
∑ + yi = fij

j∈I ( j≠i)
∑

fij ≤ nxij
y1 =1
f1 j = 0

(∀i ∈ I )

Iji ∈,( ), ji ≠

(∀i ∈ I )

}) 1 {( −∈ Ii

（3.3.8）	

（3.3.9）	}) 1 {( −∈ Ij



４ ソルバーを使っての求解　　	

定式化をモデル記述言語GNU MathProg[2]で記述する。 

求解 
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GLPKの機能を用いて 
lpファイル(CPLEX形式)に変換。 	

GLPKでは小さな問題しか 
扱えない事がわかった。 	

フリーのソルバーGLPK[2]に入力。 	

商用の汎用混合整数計画ソルバーGurobi[3]を用いて 
最適解を求める。	



５．１　実験データ準備（１）　　　	

u 出発、帰還点：那覇空港 
　　沖縄を訪れる観光客の主要な窓口。 
u 観光上限時間：２泊３日 
　　観光客の平均滞在日数は２泊３日である。 
　　（沖縄公式サイト[4]調べ） 

u 交通手段 
　　沖縄本島内を移動・・・乗用車（レンタカー）。 
　　沖縄本島から離島へ移動・・・フェリー。 
移動時間のデータは、Googleマップのルート案内を参考。 

実験 

宿泊所は全ての観光地、または観光地間の経路上にあるものと仮定し
チェックインをする時刻(18時)に最も近い場所に宿泊するものとする。 
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５．２　実験データ準備（２）　　　	
実験 

那覇空港到着 
8：00 

宿泊先のチェックイン　18：00 
宿泊先のチェックアウト　9：00 
とする。 
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※宿泊時間（昼食時間等含め）：30時間（1800分）を目安とし 
観光時間の上限時間は28時間（1680分）とする。 

観光時間 
（10時間）	

宿泊時間 
（15時間）	

観光時間 
（9時間）	

宿泊時間 
（15時間）	

観光時間 
（9時間）	

旅行１日目	 旅行２日目 旅行３日目	

那覇空港出発 
18：00	

図４．観光旅行の時間	



５．３　実験データ準備（３）　　　	
【交通費について】 
l 乗用車での移動。 
　ガソリン代は10円/kmで換算するものとする。 
 
l フェリーでの移動。 
　発着港間の片道料金とする。 
　（出航時刻は無視するものとする。） 
 
l 観光費上限：34,000円 
　個人旅行者１人あたりの消費単価 
　（レジャー費と交通費を合わせた額）を参考。 
　（沖縄県公式サイト参考） 
 

実験 
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離島の港	

５．４　離島について　　　	

l 移動時間 
　　本島の観光候補地から港までの移動時間と 
　　港から離島までの移動時間を合わせたものとする。 
l 交通費 
　　同様に本島の観光候補地から港までかかる交通費と 
　　港から離島までかかる交通費を合わせたものとする。 

実験 
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本島の港	本島の観光地	 離島	

車での移動	 フェリーでの移動	

移動時間・交通費	

図５．離島の移動	



５．５　実験データ準備（４）　　	
【各観光候補地の満足度、滞在時間、観光経費のデータ】  

実験 
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番号	 観光地	
滞在時間

(分）	
満足度	 観光経費（円）	

1	 宿泊所（那覇空港付近）	 0	 0	 0	

2	 国際通り	 120	 4	 3,000	

3	 首里城	 150	 3	 800	

4	 ひめゆりの塔	 60	 2	 300	

5	 新原ビーチ	 150	 5	 3,000	

6	 アウトレットモールあしびなー	 120	 3	 2,000	

7	 平和記念公園	 60	 2	 0	

8	 斎場御嶽	 90	 4	 200	

9	 アメリカンビレッジ	 90	 2	 2,000	

10	 喜屋武岬	 60	 2 0	

11	 おきなわワールド	 120	 3	 1,600	

12	 琉球ガラス村	 120	 3	 1,500	

13	 安座間ビーチ	 150	 5	 3,000	

14	 知念城	 90	 2	 0	

15	 琉球村	 120	 3	 3,000	

番号	 観光地	
滞在時間

(分）	
満足度	 観光経費（円）	

16	 万座毛	 60	 3	 0	

17	 真栄田岬	 60	 4	 3,000	

18	 残波ビーチ	 150	 5	 3,000	

19	 部瀬名岬	 60	 3	 1,500	

20	 ビオスの丘	 120	 4	 1,200	

21	 伊計島	 150	 5	 3,000	

22	 轟の滝	 120	 4	 0	

23	 パイナップルパーク	 90	 3	 600	

24	 美ら海水族館	 150	 5	 1,800	

25	 今帰仁城跡	 60	 3	 0	

26	 奥間ビーチ	 120	 4	 3,000	

27	 古宇利島	 150	 5	 3,000	

28	 辺戸岬	 60	 2	 0	

29	 渡嘉敷島（離島）	 240	 12	 10,000	

30	 伊江島（離島）	 200	 10	 6,500	

31	 久米島（離島）	 240	 15	 10,000	

泊港利用	 本部港利用	

渡嘉敷島 
久米島	

伊江島	

表２.観光地データ	



 

 

５．５　観光地地図　　	
実験 
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図６．観光地地図	

29，31	



５．６　結果　　	

Gurobiで実装した結果。（計算時間：１分程度） 
選んだ観光地：1,5,8,13,16,17,19,22,23,24,25,30　計12個 
【巡回路】1→8→13→5→17→16→19→22→23→25→24→30→1 
満足度：49 

実験 

25 

移動時間：483分 
滞在時間：1,190分 
時間合計：1,673分	

交通費：4,058円 
レジャー費:19,600円 
費用合計：23,650円	

図７．実験結果	



５．７　考察　　　　	

上述のソルバーで求められた結果から 
 
• 経路を見ると、２泊３日あれば、本島を全体的
に回る事が可能である。 

 
• 観光地は満足度が高くても地点間の距離が遠
すぎれば選ばないが、地点間の経路上近くに
あれば滞在時間や費用が大きくても選ぶ。 

実験 
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５．８　実際利用してみて　　　　	
実験 
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各利用者の好み、事情に即してデータを設定すれば、 
その人の行きたい観光地の回り方を求められると考える。	

３人の友人に利用してもらったところ・・・ 
 
【意見】 
多くの観光地の中から、興味のある観光地を回る経路を 
簡単に見つける事が出来て、参考になった。 
 



６　まとめ　　	
まとめ 
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【今後の課題】 
1.  交通渋滞による移動時間の変動を考慮する。 
2.  フェリーの出航時刻を考慮する。 
3.  具体的な宿泊地点の定義を考慮する。 

本研究では 
n 個人旅行立案の際，助けとなる計画モデルを提案した。 
n 汎用ソルバーを用いて満足度が最大となる観光地と 
　その巡回経路が求められた。 
n 計画モデルの有用性が示せた。	
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ご清聴 
ありがとうございました。	
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