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一対比較の投票に基づいた最適な施設立地場所
鵜飼　孝盛

ある地域に何らかの施設を設ける際の立地場所を，住民の投票行動を想定して評価することを考える．二次元
平面上の任意の地点（候補）と，それ以外のあらゆる地点との間での仮想的な一対一の比較を想定する．地域の
住民は各々から最寄りとなる候補を選好するものとし，一対一の比較においてその過半数が選好する候補が優勢
であるものとする．このとき，ある地点がほかの地点に対してどれだけ優勢であるか（劣勢でないか）という量
を，その地点の潜在的な評価値と見る．住民の分布を所与としたとき，任意の地点が劣勢となるような対立候補
の存在する領域を幾何学的に求め，その面積を解析的に導出する．さらに，この意味での評価値を最良にするよ
うな立地場所を求めた．その結果は，各住民にその住民がキャスティング・ボートを握る範囲を重みとした，重
み付きの重心となることが明らかとなった．
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1. はじめに

本稿では，通常の施設配置問題と少し違った規準で，
立地の評価を行うという試みを紹介する．
都市や地域内に何らかの施設を設けようとするとき，

どこに設けるか，その立地場所が問題となることがし
ばしば生じる．多くの場合，その施設を利用する人々
を想定し，対象となる人々にとって利便性のよい場所
に設けることとなるだろう．施設が公共に属するもの
の場合，その地域に住む住民からの距離の総和が最小
となるような位置というのが一つの指標となりうる（た
とえば [1]など）．このような立地場所を求める問題は，
いわゆるウェーバー問題やミニサム問題と呼ばれるも
ので，住民が負担する移動費用の総和を最も小さくす
るという観点から，この問題の解，すなわちウェーバー
点をもって最適であるとする考え方はひとまず納得の
できるものである．しかし，ウェーバー問題は，原材
料の供給地と製品を生産する工場，そして製品を販売
する市場の間を輸送する輸送費用を最小化するという
ところに端を発しており，効率性のみを追求する考え
方は公共施設にはそぐわないという考え方も存在する．
効率性のみを追求するのではなく，遠方の住民に対し
ても配慮する，ということで考えられるのが，施設ま
での最大距離を最小化するような位置に立地するとい
うもので，ミニマックス問題としてこちらもよく知ら
れたものである．
最大距離を最小化するというミニマックス問題は，

距離が最大となる利用者に最大の配慮をするもので，
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一部の住民のために効率性が損なわれてしまうおそれ
がある．ミニサム規準とミニマックス規準の間にはト
レードオフの関係が存在し，ある種の効率性とある種
の公平性の両端を形成していることになる．そこで両
者の中間に具体的な意味づけをするモデルが提案され
てきた．その一例としては，k-セントラム問題が挙げ
られる [2]．これは任意の場所に立地した施設から遠い
順に k人の利用者までの距離の和を考え，これを最小
化するという問題で，k = 1のときは，最も遠い利用
者のみに注目するためミニマックス問題となり，k が
利用者全体となる場合にはミニサム問題へ帰着すると
いうものである．また，異なる一般化として，利用者
から施設までの距離の r 乗の和を考慮するというもの
がある [3]．r = 1のときは，ミニサム問題そのもので
あることは明らかで，1より大きい r について考える
と，距離が大きくなればなるほどその影響が重要視さ
れることとなる．その極限として r = ∞とすれば，最
大距離のみに注目したミニマックス問題となる．
ところで，このようにさまざまある規準のうち，ど

れを採用するかは意思決定者に委ねられる．しかしそ
れでも決定できない場合には，その地域の住民による
住民投票を行い，多数決で決するということが考えら
れよう．この多数決は，最大多数の最大幸福という観
点からは是とされているものの，その決定は必ずしも
上記のようなさまざまな規準で最適になるとは限らな
い．高森ら [4] は，二つの候補地の間で，住民が自ら
に最寄りの候補を支持するとの仮定のもとでの直接投
票を経た多数決による選択と，住民から各候補地まで
の距離の総和に基づく決定とが逆転する条件を示して
いる．
さらに，多くの選挙などで多数決方式による決定が
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使われているものの，三つ以上の候補から一つを選択
するという状況においてはさまざまな問題が指摘され
ている．コンドルセ方式は，単純多数決の問題点を修
正したものの一つで，すべての候補ペアについて一対
一での住民の多数決を行った結果，ほかのすべての候
補に対して過半数を獲得し勝利する候補（これをコン
ドルセ勝者という）を当選者とするものである．施設
配置問題の研究の文脈では，住民は二つの候補のうち，
より自身に近い候補に投票すると考え，コンドルセ勝者
となる配置（以下，コンドルセ配置と呼ぶ）を定めるも
のということができるだろう．Hansen and Thisse [5]

は，ネットワークを対象として，コンドルセ配置とミ
ニサム配置，ミニマックス配置についての比較分析を
行っている．
また，コンドルセ方式にもコンドルセ勝者が常に存在

するとは限らないという問題点が存在する．Campos

and Moreno [6]は，コンドルセ勝者の基準を緩和し，
住民から対象とする候補までの距離が対立候補よりも
一定の距離以上遠い場合に反対に投票し，反対が一定
割合を超えた場合に，対象とする候補の敗北となると
したうえで，ネットワーク上の配置について議論して
いる．
ところで，ミニサム配置やミニマックス配置では，

各規準に沿った評価値を計算することで，候補間でど
の程度の差があるかを示すことができる．一方で投票
に基づく施設配置に関する既存の研究では，（緩和され
た）コンドルセ配置のみに着目しており，勝者とそれ以
外との間でどの程度の差があるかについては触れられ
ていない．そこで，すべての候補のペアについて一対
一の多数決を行う一対比較において，ある地点がほか
の地点に対して勝利する数について考えてみよう．も
し，コンドルセ勝者が存在するならば，その候補の勝
利数は最大となり，コンドルセ方式と整合するはずで
ある．コンドルセ勝者が存在しない場合でも，一対比
較での勝利数は地域住民から見た潜在的な好ましさで
あると捉えてもよいだろう．以下では，この枠組に則
り，一対比較におけるほかの地点に対する勝利数をそ
の地点の評価値として，施設立地場所の分析の一般化
を行い，その特徴について見ていく．

2. 1次元上の問題

何をしようとしているのかを把握するために，まず
は簡単な 1次元での問題から始めよう．1次元の領域
上に 2n + 1 人（n は自然数）の住民が存在している
状況で，任意の場所に施設を一つだけ設けることを考

える．この施設の立地場所を，「住民が最寄りの候補に
投票する」と仮定した際の投票結果を用いて評価する．
以下では，「住民の投票」という文脈に合わせて，評価
対象の配置場所 X を（配置）候補と呼ぶこととする．
そして候補 Xを評価するために，ありとあらゆる対立
候補 Yとの間で，候補が二つだけの，一対一の投票を
考えるのである．
1 次元領域の適当な点を原点とし，適当な向きに正

となるような座標系を導入する．このとき，候補 Xと
対立候補 Y の位置がそれぞれ x, y と表されるものと
する．また，住民の添字集合を N = {1, . . . , 2n + 1}
として，その位置を zi, i ∈ N と表す．先ほど書いた
ように，候補 X と対立候補 Y のうち住民は自らに近
いほうを好み，投票する，と仮定する．すると，線分
x–yの中点より x側にいる住民は候補Xに，そうでな
い住民は対立候補 Yに投票することになり，候補Xは

s(x; y) = |{i ∈ N : |zi − x| < |zi − y|}| (1)

だけ得票することになる．この一対一の投票で，得票
数が過半数となる候補は，他方の候補に対して優勢で
あると，過半数に満たない場合は劣勢であるというこ
とにする．1節ではある地点がほかの地点に対して「勝
利する」数と書いたが，一対一の投票での勝利なのか，
最終的な選出にあたっての勝利なのか，紛らわしい．
この混同を避けるため，一対一の投票においては優勢
と表現することにする．
ところで，候補 X がある対立候補 Y に対して優勢

であったとしても，別の対立候補 Y′に対しては劣勢と
なるかもしれない．そこで，コンドルセ方式にならっ
て「ありとあらゆる」対立候補 Y との間での一対一
の投票が行われると考えてみよう．形式的に書けば，
y ∈ (−∞, ∞)に対して優勢か劣勢かを定めるのであ
る．再び，1節では勝利する数と書いたが，もはや「数」
ではなく「量」と表現すべきものとなる．
さて，上記のことを考えるために，まず候補 Xが優

勢となるような対立候補 Y の存在する領域を特定す
る．この領域を優勢領域と呼ぶことにして，D(x) と
表そう．D(x)は形式的には，

D(x) = {y : s(x, y) ≥ n+ 1} (2)

と書くことができる．そして，この優勢領域 D(x)の
大きさを用いて，候補 Xの評価を行う．
では，具体的に D(x)について考えてみよう．1 次

元上の問題を考えているので，x > yならば，中点M

の位置 (x+ y)/2より ziが大きい住民はすべて候補X
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図 1 x–y 平面上の優勢領域，劣勢領域

に投票する．したがって，n+ 1番目に大きい zi に位
置する住民からの投票が得られれば，過半数を得票す
ることになる．つまり，z(k) を k番目に大きな ziを表
すものとして，

x+ y

2
≤ z(n+1) ↔ y ≤ −x+ 2z(n+1)

となれば候補 Xは優勢となる．x < yの場合について
も同様に考えることができ，

y > −x+ 2z(n+1)

を満たせば，候補 Xが優勢となる．これより，優勢領
域 D(x)は，

D(x)

=

⎧⎪⎨
⎪⎩
(−∞, x) ∪ (−x+ 2z(n+1),∞) x < z(n+1)

(−∞,−x+ 2z(n+1)) ∪ (x,∞) x > z(n+1)

と表される．
ところで，いま D(x)を求めたが，その大きさは有

限ではなく，そのままでは候補間での比較に利用でき
ない．そこで，補集合である劣勢領域DC(x)に注目し
て，候補 Xの評価値 f(x)を

f(x) = −|DC(x)| (3)

とすることにしよう．すると，

DC(x) =

⎧⎪⎨
⎪⎩
(x,−x+ 2z(n+1)) x < z(n+1)

(−x+ 2z(n+1), x) x > z(n+1)

なので，

f(x) = −2|x− z(n+1)| (4)

ということになる．
図 1に，x–y平面上で優勢領域，劣勢領域がどのよ

うになるかを示す．位置 x0 における劣勢領域は，x軸
上の x0 を通り y 軸に平行な直線と，灰色に塗られた

図 2 直線 λϕ 上の劣勢領域

領域の共通部分（L(x0)）となる．このことから，また
式 (4)からも，x = z(n+1) のとき，候補 Xはどのよう
な対立候補に対しても優勢となり，コンドルセ勝者と
なることがわかる．
上記のように，メディアンに位置する候補がコンド

ルセ勝者となることは，次のように説明することもで
きる．候補 Xの位置 xがメディアン z(n+1) であるな
らば，対立候補 Yがそれよりわずかに大きい x+Δx

に位置したとしても，z(1), . . . , z(n+1) の n+1人が候
補Xに投票する．また，対立候補 Yがわずかに小さい
x−Δxに位置したとき，z(n+1), . . . , z(2n+1) の n+1

人は候補 Xに投票する．したがって，このとき候補 X

はコンドルセ勝者となるのである．
上記のことは，中位投票者定理として知られた結果

でもある．

3. 2次元上での劣勢領域

前節に引き続いて，2次元上での問題を考えよう．前
節と同様に，住民数が 2n + 1，その添字集合を N と
する．平面上の適当な点を原点とする直交座標系を導
入し，住民 i, i ∈ N の位置を zi，候補 Xの位置を x，
対立候補Yの位置を yのように表す．また，厄介なこ
とを避けるために，どの 3人以上の住民も，1本の直
線上には存在しないということにする．
まず，住民 i が候補 X と対立候補 Y のうち，どち

らに投票するかを考えよう．平面を線分 x–yの垂直二
等分線によって分割した二つの半平面のうち，どちら
に住民 iが存在するかによって，上記のことが判断で
きることはすぐにわかるだろう．
では，劣勢領域DC(x)はどうなるだろうか．このこ

とを考えるために，図 2のように，ひとまず対立候補
Yの位置 yを，xを通る向き ϕの直線 λϕ 上に限定し
て考える．このとき，x–y の垂直二等分線は常に λϕ

に垂直となる．この垂直二等分線のうち，両側にちょ

2017 年 9月号 Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.（39）595



図 3 凸 5 角形状に 5 人の住民が存在するときの劣勢領域

図 4 5 人の住民のうち 1 人がほかの 4 人の形作る凸な 4 角形内部に存在するときの劣勢領域

うど n 人ずつ住民が存在するようなものを μϕ とし，
これに関して x と対称な点を yϕ としよう．すると，
線分 x–yϕ は向き ϕに限定した xの劣勢領域DC

ϕ (x)

ということになる．
上記の DC

ϕ (x) を 0 ≤ ϕ ≤ π の範囲で求めること
で，DC(x)となるわけだが，その形状はどのようなも
のなのになるだろうか．上で考えた μϕ は，必ず 1人
以上の住民 i を通ることになる．μϕ が通るべき住民
を向き ϕ におけるピボット住民と呼んで，p(ϕ) と表
そう．μϕ は，線分 x–yϕ の垂直二等分線なのだから，
||zp(ϕ) − x|| = ||zp(ϕ) − yϕ|| となる．ϕ が変化する
と，ピボット p(ϕ)もそれに応じて変化していくが，ピ
ボットが変わらない範囲，すなわち p(ϕ) = p(ψ)であ
るような ψ に対しては ||zp(ϕ) − x|| = ||zp(ϕ) − yψ||
である．つまり，このような範囲における yϕ の軌跡
は，zp(ϕ) を中心とし，半径が ||zp(ϕ) − x||の円弧で
あり，劣勢領域 DC(x) は複数の円弧に囲まれた領域
ということになる．
最後に DC(x) を構成する円弧の境界について見て

おこう．それぞれの円弧は，向き ϕのときのピボット
住民 p(ϕ) に対応するのだから，円弧の端点は対応す
るピボット住民がピボットであり続ける向きの境界で
ある．よって，円弧の端点では，μϕ は 2 人の住民を
通っていることになる．

4. 2次元での劣勢領域の作図

これまでのことから，劣勢領域は次のようにして作
図することができることがわかる．まず，適当な向
きに対してピボットとなる住民を探し，その住民が
ピボットであるような最小の向きをあらためて ϕ =

0 とする．新たに設定された ϕ = 0 から π まで
の範囲で，ピボットの交代が生じる向きを ϕ〈0〉 =

0, ϕ〈1〉, . . . , ϕ〈k〉, . . . , ϕ〈m〉 = π とし，ϕ〈k − 1〉 ≤
ϕ ≤ ϕ〈k〉 (k = 1, . . . ,m)のときのピボット住民を [k]

で表す．すると，k番目のピボット交代が生じるとき，
つまり ϕ = ϕ〈k〉 のときの劣勢領域の境界 yϕ〈k〉 は，
2 点 z[k−1], z[k] を通る直線 μϕ〈k〉 に関して x と対称
な点となる．z[k] を中心とし，yϕ〈k〉, yϕ〈k+1〉 を端点
とする円弧を描くことで，劣勢領域DC(x)を作図する
ことができる．
図 3，図 4に住民数が 5人 (n = 2)の場合の劣勢領

域の例を示す．図 3では，5人の住民が凸な 5角形状
に分布している．そのため，作図の補助線（ピボット
が交代する向きにおける μϕ）となる線分が五芒星状と
なっている．候補 X の位置 x がこの五芒星の内部に
存在するような場合，xを中心として五つの突起が出
現するが，xが領域の外側へ移動するに従い，この突
起は互いに融合し，劣勢領域が大きくなっていくこと
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図 5 z[k] 付近の劣勢領域

がわかる．図 4では，図 3の右上に位置していた住民
がほかの 4人の住民に囲まれる形となっており，中心
付近から移動するに従って次第に劣勢領域が広がって
いく様が見て取れる．

5. 劣勢領域の面積

上述のように，劣勢領域 DC(x) の境界はピボット
住民の位置を中心とする円弧によって構成されている．
向き ϕにおける劣勢領域は，線分 x–yϕ なので，異な
る ϕ に対する劣勢領域は x を除いて共有点をもたな
い．したがって，ϕ〈k − 1〉 ≤ ϕ < ϕ〈k〉の範囲の劣勢
領域DC

k (x)は，二つの線分 x–yϕ〈k−1〉, x–yϕ〈k〉 およ
び，z[k] を中心として yϕ〈k−1〉 と yϕ〈k〉 を結ぶ円弧に
よって囲まれた弓型の領域となる．
さらに，図 5のように，DC

k (x)は二つの弓型に分割
される．ここで ϕ = 0に対する線分 z[k−1]–z[k] の偏
角の大きさを ϕ〈k〉とし，θ[k] = ϕ〈k+1〉 −ϕ〈k〉とす
る．さらに，x–yϕ〈k〉 と z[k−1]–z[k] の交点を h〈k〉 と
すれば，この弓型の面積は，

θ[k]||x − z[k]||2 − ||z[k] − h〈k〉|| · ||x − h〈k〉||

として求めることができる．
これをすべての k = 1, . . . ,m について足し合わせ

ることで，劣勢領域 DC(x)全体の面積が求まり，∣∣∣DC(x)
∣∣∣ =

m∑
k=1

θ[k]||x− z[k]||2 − α (5)

と表すことができる．ただし αは，z[1], . . . ,z[m] を結
んでできる多角形の，重複を考慮した面積であり，x

に依らない，住民の分布に固有の定数である．

6. 評価関数値の分布

前節で求めた劣勢領域の面積により，任意の地点 x

図 6 5 人の住民が存在するときの評価関数値の等高線とそ
の極大点 (★)，重心 (■)，ウェーバー点 (▲)

の評価関数を

f(x) = −
∣∣∣DC(x)

∣∣∣ (6)

と定めよう．上の話から，f(x)は上に凸であることは
明らかなので，一階の条件から，f(x)が最大となる点
x∗ は，

x∗ =

∑m
k=1 θ[k]z[k]

π
(7)

となり，これは各住民がピボットとなる向きの範囲で
重み付けをした重心と解釈される．また，評価関数値
の等高線は x∗ を中心とする同心円となる．
図 6に，図 3，図 4の住民配置に対する評価関数値

の等高線，極大点を示す．また，図にはウェーバー点
および住民の重心と，極大点 x∗ に対する劣勢領域も
同時に示した．この図の場合には，コンドルセ勝者と
なるような点は存在しない．
ウェーバー点は冒頭に紹介したウェーバー問題の解
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となる点で，施設から住民までの距離の総和が最小と
なる．また，重心は施設から住民までの距離の二乗和
を最小にする点という意味があり，施設配置を論じる
際に最適性の規準として頻繁に用いられるものである．
これら三つの点は，それほど離れてはいないものの，相
異なることは興味深い．また，極大点に対する劣勢領
域の外部にウェーバー点や重心が存在することは，住
民の投票により選ばれやすい立地場所と，距離や二乗
距離の総和を最小にする立地場所との間での齟齬の発
生を示唆している．

7. おわりに

平面上の任意の地点に施設が立地可能という状況下
で，あらゆる 2点（候補）間で投票による施設立地場
所を決定を行った際に，ある地点が立地点となる頻度
をその地点の潜在的な評価値とみなし，その評価値の
導出の手順や解析的な枠組みに関する分析を紹介した．
この枠組みで評価値が最大となる，各住民がピボット
となるような向きの範囲の大きさで重み付けした重心
は，必ずしもコンドルセ勝者とはならず，またウェー
バー点や重心（距離の 2乗和を最小とする点）とも異
なるという結果を見てきた．ウェーバー点や重心は，
自治体などの計画担当者が地域住民全体の利便性を勘
案したときに，どこに施設を立地させるかを考えるも
のである．一方で，本稿で紹介した枠組みは，住民の
要望を投票という形で直接反映させたものということ
ができよう．両者の間で齟齬が生じることは，現実の
意思決定の難しさを物語っているのではないだろうか．
特に，2次元上の問題では，どのような場所に立地さ
せようとしても，それを上回る支持を受ける立地場所

が存在するということになるのである．
ところで，本稿で紹介した評価値は，領域内に独立

かつ一様に二つの候補が出現し，その 2候補間での一
対比較を行った際に，評価対象の地点がどれだけ一対
比較に勝利しやすいかを表す，一種の尤度とも考える
こともできよう．また，評価関数を見ると，住民はピ
ボットとなる向きの範囲の大きさ θ[k] という重みをも
つということになる．すなわち，θ[k] によって住民の
発言力を推し量ることも可能である．

参考文献

[1] 栗田治，『都市モデル読本』，共立出版，2004.
[2] 田村一軌，大澤義明，古藤浩，青木充広，“平面上の k-
centrum 立地問題の解法に関する研究，”GIS-理論と応用，
17, pp. 101–110, 2009.

[3] 岸本達也，“距離のべき乗和を最小化する施設群の最適
配置問題とその解法，”日本建築学会計画系論文集，521,
pp. 301–308, 1999.

[4] 高森賢司，小林隆史，大澤義明，“庁舎建設候補地の比較
分析―全体合理性と個別合理性との齟齬に着目して―，”都
市計画論文集，48, pp. 915–920, 2013.

[5] P. Hansen and J.-F. Thisse, “Outcomes of voting
and planning: Condrcet, Weber and Rawls locations,”
Journal of Public Economics, 16, pp. 1–15, 1981.
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