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委託介護の種類 
通所型（デイサービス） 
訪問型（ホームヘルパー） 
入所型（ショートステイ） 

2013/1/31 

共働き所帯の増加 

親子同居所帯の減少 

高齢化社会の進行 

近親者から介
護を受けられ
ない人が増加 

委託介護業者が注
目されている[1] 

1.はじめに 
1.1 研究背景 

「通所する」という特性上， 

デイサービス施設をどのように配置して
いくかが重要である 

 経済的負担が少ない 
 高齢者のストレス軽減に役立つ 

以上の点で人気がある通所型の
デイサービスに注目する 



考慮すべき点① 考慮すべき点② 
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施設の違いがほとんどない 

1. はじめに 

本研究では競争を促す
配置を考慮する 

2013/1/31 

長時間のバス移動は 
負担がかかる 

一般的な施設配置問
題における考慮点 

通所には施設の送迎バスを 
利用するのが一般的 

デイサービス施設は 
社会福祉法人であるため 

営利を目的にしてはいけない[2] 

 
1.2 配置する際の考慮すべき点 

利用希望者の住居近くに施設を配
置することが望ましい 

競争を促すことでサービス向上
に努める必要がある 
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通所希望者の近くにデイサービス施設を設けな
がら，施設間の競争を促すために複数の選択
肢を確保し，かつ少ない数で施設を配置する 

上記を数理計画問題として扱い， 
最適解を吟味する 
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1.3 研究目的 

1. はじめに 
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需要点（需要量は1） 

施設(一定の容量を持ち
その範囲内で収容可能) 

カバー半径 
(円内の需要点が収容可能) 

候補点(配置できるのは1施設) 

カバーする円 
(円全体で全需要点をカバー) 

2013/1/31 

2. 問題設定 
2.1 提案するモデル 

ある領域に高齢者(以下需要点)と 
施設候補点(以下候補点)の集合が存在 
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複数の通所可能施設を持つ高齢者の割合を𝛼とし，こ
の𝛼が出来るだけ大きくなるような配置モデルを考える 

地域の端など複数でカバーすること
が難しい地域が出てくると推測される 

本来できるだけ多くの需要点に対し
て複数の通所可能施設を確保したい 

but 

2013/1/31 

 
2.2 複数選択肢の確保 

2. 問題設定 
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モデル 

 
2.3 目的関数 

定式化 

2. 問題設定 

連続的 

𝜶（最大化） 
施設配置総数（最小化） 

2目的のままでは扱い難い 

: 𝜶（最大化） : 施設配置総数(固定) 
制約
条件 

目的
関数 

目的
関数 

離散的 
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𝜶:複数候補を確保する割合 

𝒚𝒋  =  
𝟏:施設候補点𝒋に施設を配置する   

𝟎:施設候補点𝒋に施設を配置しない
 

𝒇𝒊𝒋 =  
𝟏:需要点𝒊が施設候補点𝒋に配置された施設に行く          

𝟎:需要点𝒊が施設候補点𝒋に配置された施設に行かない
 

𝒙𝒊  =  
𝟏:需要点𝒊が複数の施設にカバーされている  
𝟎:需要点𝒊が𝟏つの施設にカバーされている　

 

𝒏:需要点数 
𝒎:施設候補点数 
𝒓:施設の持つカバー半径 
𝒄:施設の容量 
𝒑:施設配置総数 

𝒂𝒊𝒋 =  
𝟏:需要点𝒊が施設候補点𝒋にカバーされている    

𝟎:需要点𝒊が施設候補点𝒋にカバーされていない
 

2013/1/31 

定数 

変数 

3. 定式化 
3.1 記号の定義 
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 𝒛 = 𝜶 
               (複数選択可能な割合𝛼を大きくする) 

  𝒚𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 = 𝒑  

               (𝑝の定義式) 

   𝒂𝒊𝒋𝒇𝒊𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 = 𝟏  (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏)  

               (各需要点はある1施設に収容される) 

   𝒇𝒊𝒋
𝒏
𝒊=𝟏 ≤ 𝒄 (𝒋 = 𝟏, 𝟐,⋯ ,𝒎)  

               (𝑐の定義式) 

  𝒇𝒊𝒋 ≤ 𝒚𝒋  (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏  ;   𝒋 = 𝟏, 𝟐,⋯ ,𝒎)  
               (候補点に施設を配置したときのみ収容される)  

   𝒂𝒊𝒋𝒚𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 ≥ 𝟐𝒙𝒊  (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏)  

               (𝑥𝑖の定義式) 

   𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 ≥ 𝜶𝒏/𝟏𝟎𝟎   

               (𝛼の定義式) 

   𝒂𝒊𝒋𝒚𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 ≥ 𝟏  (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏)   

               (各需要点は最低1施設にカバーされる) 

s.t. 

max. 

2013/1/31 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 

(6) 

(8) 

(7) 

(1) 

 
3.2 目的関数と制約条件 

3.定式化 
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需要点 施設候補点 
データ，パラメータ 

領域:144km2(12km*12km) 

格子数:3600(=60*60)(1辺200m) 

需要点数𝒏:1600 

施設候補点数𝒎:121(11*11)(1km四方) 

カバー半径𝒓:11格子(2200m) 

施設容量𝒄:60 

施設配置総数𝒑：27～32の6パターン 

汎用混合整数計画問題 
ソルバーgurobi[4]で求解 

4. 数値実験 
4.1 実験概要(東京都八王子市[3]を参考) 

実験を行う仮想領域 
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𝒑＝𝟐𝟕の結果 

1つの施設のみでカバーされた需要点(青) 
施設が配置された施設候補点(赤) 

領域の端と人口密度が高い地域
に施設が引っ張られてしまうため 

人口密度高 
施
設 

施設容量
に限りが
あるため 

領域の端 
引っ張られる 

2.2で示唆した領域の端でなくても複数の
施設でカバーされていない需要点が存在 

全需要点
をカバー
するため 

 
4.2 結果・考察(1) 

4. 数値実験 

𝜶 

p-median(総移動距離最小化) 78.69 

p-center(最大移動距離最小化) 88.81 

提案したモデル 94.00 

𝒑＝𝟐𝟕のp-median problem， 
p-center  problem [5]との比較 
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供給過多の地域が発生 

𝒑を大きくすると収容される人
数が少ない施設が出てくる 

𝒑が大きい場合につ
いて最低確保人数を
与えたモデルの提案 

 
4.3 結果・考察(2) 

4. 数値実験 

𝒑と施設に通う人数の関係 
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各𝒑におけるカバーされた施設数の割合(𝒒:カバーされている施設数) 

𝒑を大きくしても𝒒 = 𝟐の需要点が
多数残っている一方で𝒒の大きい

需要点が増加している 

需要点格差が増大 

𝒑が大きい場合について
カバー施設の最小数を
増やしたモデルの提案 

以上2つの提案の効果を見るための追加実験を行った 

 
4.4 結果・考察(3) 

4. 数値実験 
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𝜶𝒌: 𝒌個以上の施設にカバーされている割合 

𝒚𝒋   =  
𝟏:施設候補点𝒋に施設を配置する   

𝟎:施設候補点𝒋に施設を配置しない
 

𝒇𝒊𝒋  =  
𝟏:需要点𝒊が施設候補点𝒋に配置された施設に行く          

𝟎:需要点𝒊が施設候補点𝒋に配置された施設に行かない
 

𝒙𝒊   =  
𝟏:需要点𝒊が𝒌個以上の施設にカバーされている
𝟎:需要点𝒊が𝒌 − 𝟏個の施設にカバーされている

 

𝒏:需要点数 
𝒎:施設候補点数 
𝒓:施設の持つカバー半径 
𝒄:施設の容量 
𝒑:施設配置総数 
𝒍:施設の最低確保人数 

𝒂𝒊𝒋   =  
𝟏:需要点𝒊が施設候補点𝒋にカバーされている    

𝟎:需要点𝒊が施設候補点𝒋にカバーされていない
 

定数 

変数 

5. 𝒑を大きくした場合のモデル 
5.1 記号の定義 
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 𝒛 = 𝜶𝒌 
               (𝑘以上の選択肢を割合𝛼𝑘を大きくする) 

  𝒚𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 = 𝒑  

  𝒂𝒊𝒋𝒇𝒊𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 = 𝟏  (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏)  

  𝒇𝒊𝒋
𝒏
𝒊=𝟏 ≤ 𝒄 (𝒋 = 𝟏, 𝟐,⋯ ,𝒎)  

  𝒇𝒊𝒋
𝒏
𝒊=𝟏 ≥ 𝒍 (𝒋 = 𝟏, 𝟐,⋯ ,𝒎) 

               (施設に収容される人の和は最低確保人数以上) 

 𝒚𝒋 ≥ 𝒇𝒊𝒋 (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏  ;   𝒋 = 𝟏, 𝟐,⋯ ,𝒎)  

  𝒂𝒊𝒋𝒚𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 ≥ 𝒌𝒙𝒊  (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏)   

              (𝑥𝑖の定義式) 

  𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 ≥ 𝜶𝒌𝒏/𝟏𝟎𝟎   

               (𝛼𝑘 の定義式) 

  𝒂𝒊𝒋𝒚𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 ≥ 𝟏  (𝒊 = 𝟏, 𝟐,⋯ , 𝒏)   

               (各需要点は最低𝑘施設にカバーされる) 

𝒔. 𝒕. 

𝒎𝒂𝒙. 

2013/1/31 

 
5.2 目的関数と制約条件 

5.  𝒑を大きくした場合のモデル 

(10) 

(9) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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基本モデルで𝜶𝟐=100に達した施設配置総数𝒑=32のときに𝒌=3として実験 
(最低確保人数𝒍=30とし，その他の条件は基本モデルと同様) 

最低確保人数を取り入れたため，収容
される人数が少ない施設がない 

供給過多の地域がなくなった 

 
5.3 結果・考察(1) 

5.  𝒑を大きくした場合のモデル 

施設に通う人数の関係 

基本モデルの結果 

変更モデルの結果 

需要点が密集している地域の施設
数が少ない 

↓ 

そこを囲んでいる施設に密集してい
る地域の人が収容されるため，多く
の範囲の需要点を収容できる 
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変更モデルの方が𝒒 = 𝟐と𝒒 ≥ 𝟓の需要点が少ない 

目的関数(9)式を変更したため 

3つ以上の施設にカバーされる需要点を多くした 
↓ 

𝒒の大きい需要点の近くの施設が需要点の少な
い地域に移動したため 

需要点格差が縮小 

以上から変更モデルは𝒑が 
大きい場合に有効だといえる 

 
5.4 結果・考察(2) 

5.  𝒑を大きくした場合のモデル 

カバーされた施設数の割合 
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まとめ 
本研究ではできるだけ多くの高齢者が複数の通所可能施設
を確保するデイサービス施設の配置を考えた． 
追加実験として施設配置総数𝒑を大きくした場合に対応でき
るモデルを提案した． 

これらのモデルは今後のデイサービス施設配置，及びサー
ビス向上において，役立つものと考えられる． 

 

今後の課題 
実際に近いエリアやデータを用いた実験 

 
6. まとめと今後の課題 
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ご清聴ありがとうございました． 
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p-median problemとp-center problem 

施設配置問題において，min-sum基準及びmin-max基準のもとでの 
施設配置問題が各々のp-median problemとp-center problemである 

p-median problem p-center problem 

𝒎𝒊𝒏.　𝒛 =   𝒅𝒊𝒋

𝒋𝒊

𝒇𝒊𝒋 

需要点の総移動距離を最小化する 

𝒎𝒊𝒏.　𝐳 = 𝐦𝐚𝐱 (𝒅𝒊𝒋𝒇𝒊𝒋) 

需要点の最大移動距離を最小化する 

𝒅𝒊𝒋を需要点𝒊と候補点𝒋の距離と定義すると目的関数は以下のように表せる 

サービスを供給する平
均コストを最小化する配
置場所を求める場合 

消防署など緊急時に利
用する施設の配置など

を考える場合 

付録 


