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Abstract: Many cities have tried to make a compact and networked urban structure by designating
the local centers and establishing public transportation network. This study develops a method for
selecting local centers considering existing facilities and public transportation network by applying
set cover facility location problem. First, achievable cover travel time varies according to the number
of additional facilities. Second, adding more facilities cannot decrease the necessary number of local
centers. Third, the location of selected local centers varies according to the target cover travel time.
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1. はじめに
近年，人口の急激な減少と高齢化，環境負荷，

められている拠点の実態を把握している研究も
ある（肥後・森・谷，2014）．既存施設の考慮に加

財政問題に対応しながら持続可能な都市構造を

え，住民が公共交通を利用して拠点へアクセスし，

構築するため，コンパクトシティ・プラス・ネッ

都市機能が利用できるかを考慮することも重要

トワーク型の都市構造が推進されている．立地適

である．

正化計画はその実現のための具体的な計画であ

そこで，本研究では，拠点設定において既存施

り，2019 年 7 月 31 日までに 272 都市が計画を作

設の活用と新たな施設の立地の両方の組み合わ

成・公表した（国土交通省，2019）
．

せにより，公共交通網によるアクセスを確保する

「都市計画運用指針」及び「立地適正化計画策

ための拠点設定手法を提案する．

定の手引き」の方針に基づいて各自治体が誘導区
域や施設を設定しているが，自治体により設定基

2. 新規配置施設数を考慮した拠点配置問題

準はプロセスが異なり，明確な基準があるとは言

本研究では，複数の異なる種類の施設を含む拠

い難い．特に，既存の施設を活用しながら公共交

点の数及び新たな立地が必要な施設の数を最小

通によりアクセスできるよう，拠点や区域を設定

にしながら，全ての需要地から公共交通により拠

する必要があるが、現状で施設が集約されていな

点への移動が可能になるよう，拠点と施設を配置

い場所に拠点が設定されたケースも見られる（石

するモデルを集合被覆問題（Daskin，1995）とし

原・服部・野嶋，2014）．そこで行政計画により定

て定式化する．本研究では，バス停のように公共
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数の施設がすべて存在（既存＋新たな立地）し，

重要点がカバーできる地点を拠点と定義する．
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を対象とし，提案したモデルを適用する．2015 年
国勢調査における 250m メッシュの中心を需要点，
全てのバス停を拠点の候補地とし，公共交通はバ
スのみを考慮する．また，バス路線の中で空港や
東京などの県外の都市を結ぶバスは除外する．

(3)

バスネットワークは，国土数値情報のバスルー

(4)

トデータ（2011 年）とバス停留所データ（2010 年）
のデータを用い，徒歩による移動は，全国デジタ

(5)

ル道路地図拡張版道路（2017 年 1 月）に従って移

ただし，

動することにした．ネットワークにおける移動速

𝑥 : 候補地j における拠点設定を表すバイナリ変数

度は，徒歩 4km/h，バス 30km/h と設定した．

𝑓 : 候補地j に新たな立地が必要な施設の数

需要点から各バス停までの移動時間は，徒歩 10

𝑎 : 候補地j に拠点設定によって需要点i がカバー移動

分以内に移動可能であれば，徒歩での直接移動を

時間u 以内にカバーされることを表すバイナリ変数

用い，徒歩での移動が不可能であれば，10 分以内

𝑧 : 候補地j に施設k の新たな立地を表すバイナリ変数

のバス停まで徒歩で移動とバスでの移動時間（乗

𝑞 : 候補地j に施設k の既存立地を表すバイナリ変数

換え無し）の和を用いる．市街化区域の人口のみ

𝑐: 候補地における新たな立地施設数の最大数

をカバーの対象とし，徒歩 10 分以内にバス停が

である．式(1)の目的関数は，選択する拠点の数と
候補地を拠点にするために新たに立地させなけ
ればならない施設の数の総和を意味し，これを最
小化することが目的である．式(2)は，需要点 j が
いずれか 1 つ以上の拠点によりカバーされること

ない需要点はカバーする人口の対象から除いた．
すなわち，実際には公共交通へのアクセスができ
ない人口がある場合も存在する．バス停から既存
施設を考慮する半径 r は徒歩圏を考慮して 500m
に設定した．

を表している．式(3)は，候補地 j が拠点になるた

対象とする施設は，国土交通省が立地適正化計

めには，既存と新たに立地する施設を合わせて k

画において誘導施設として挙げている機能の中，

種類の施設全てが配置される必要があることを
意味する．式(4)は，新たな施設は拠点として選択
される施設のみに立地されること，式(5)は，各候
補地に新たに立地できる最大施設の数の制約を
意味する．この問題の解により，一定サービスレ
ベル（拠点までの移動時間）で全ての需要をカバ
ーするための拠点の配置と新たに立地が必要な
施設の種類と数が決定される．

多くの自治体が拠点の設定で考慮している商業，
医療，子育て施設を対象とする．商業施設は，大
型小売店データ（2014）から取扱品目が総合また
は食料品を含んでいる小売店を抽出した（1,727
箇所）．病院は国土数値情報の医療機関データ
（2014）から内科又は外科を診療科目として含ん
でいる施設を選んだ（8,558 箇所）．最後に子育て
施設は，国土数値情報の福祉施設データ（2015）
からこども園，保育所，幼稚園，こども園，児童

3. 拠点配置問題の応用例
3.1 対象地域及び使用データ
本研究では，茨城県の各自治体（市街化区域が
ない地域とバス路線がない地域を除く 31 自治体）

館などを子育て関連施設を抽出した（3,318 箇所）．
拠点の配置によりカバーされる範囲 u を 10 分，
20 分，30 分の 3 つを選び，新たに立地すること
ができる施設の数 c を 0 から 3 までの増やしなが
ら，各自治体において，バスが利用可能な範囲の

居住者をすべてカバーするための拠点の配置と

100%
6

新たに立地される施設の数を求めた．
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図 1 は，候補地に追加できる c の数による各自
治体の達成できるカバー時間 u の分布であり，図
2 は各レベルに該当する自治体の数を表している．
既存施設のみ利用する場合（𝑐

0），11 自治体が
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図-2 立地施設数によるカバー時間別自治体の数

できる自治体が見られるが，公共交通にアクセス
できる人口が非常に少ないためである（市街化区
域人口の約 32%のみバス停にアクセス可能）．
𝑐

1の場合，25 自治体では，少なくとも 30 分

圏内ですべての需要をカバーすることができ，
𝑐

2になってもその数は変わらないが，20 分圏

内でカバーされる．完全に新たな拠点を配置しな
い限りではすべての需要をカバーすることがで
きない自治体も（6 自治体）存在することが読み

で需要をカバーするため拠点を配置した場合，配
置される拠点の数を図 3 に表している．施設の新
たな立地がなくても 30 分圏内でカバーできる 11
都市における拠点の数を見ると，c を大きくする
ことにより全体に拠点の数は若干少なくなるが，
大きな違いはないことがわかる．c が 1 以上の場
合，30 分圏でカバーすることができる 25 都市に
おいても同様な結果が見られる．すなわち，新た
な施設を立地させることで必要な拠点の数を減

取れる．
3.3 移動時間及び施設制約による拠点選択の違い
新たに立地できる施設の数の制約が選択され
る拠点の配置に及ぼす影響を見るため，30 分圏内

𝑐

0, 拠点数:24

𝑐

らすことは殆どできなく，既存施設を有効に活用
しながら移動距離を考慮した配置が重要である
と言える．

1 拠点数:70

𝑐

2 拠点数:141

図-1 立地施設数による各自治体における達成できるカバー移動時間

はない．子育て施設が他の 2 つの施設に比べ，バ

選択された拠点の数
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表-1 新たな立地が必要な施設の数
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図-3 配置される拠点数（𝒖
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4. おわりに
本研究では集合被服問題に基づき，既存の施設
と公共交通網を考慮した拠点の拠点設定手法を
提案した．その結果，現状の施設と公共交通網を
有効活用したとき目標値といえる達成できるカ
バー利用時間がわかること，新しい施設の立地よ
りは既存施設を活用した効率的な拠点配置が必
要であること，拠点の設定において目標カバー移
動時間により拠点配置が大きく異なることを明
らかにした．それにより，既存施設とネットワー
クを有効に活用しながら住民の利便性の確保が
できる都市構造の実現に貢献することが期待で
きる．今後の課題として，施設の種類による立地
する施設数の差別化，公共交通の運行頻度の考慮

図-4 拠点選択の例

などが挙げられる．
𝑢

30，𝑐

1のケースと𝑢

20，𝑐

2のケー

スにおいて選択される拠点の数は 54 箇所と 79 箇
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ある．図 4 は，配置された拠点に新たに立地する
施設の種類の例を表したものである．このように
カバーする移動時間により選択される拠点が異
なるため，拠点配置において目標とするカバー移
動時間を拠点の設定の最初の段階で議論した上
で，拠点の配置を決める必要があると考えられる．
表 1 は，図 1 におけるカバー移動時間を達成す
るために新たな立地が必要な施設の数を種類別
に表したものである．商業施設の数が最も多いが，
全体の数は子育て施設が商業施設より 2 倍近く多
いものの，新たな立地が必要な数には大きな違い
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