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解の多様性を考える
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1 はじめに

人間の評価尺度に依存する意思決定においては，
潜在的に考慮している制約や評価尺度の扱いが難
しい．全てを知ることも，表現することも難しく，
さらには，昨日と今日の評価尺度が微妙に変わる
こともよくある．また，詳細な制約やルールを反
映しようとし過ぎて，問題の根幹が見えなくなる
こともある．一般的にではあるが，モデルに全て
を表現しようとすることは，効率的とはいえない．
一方で，潜在的に考慮しているものを無視した

ままでは，最適化モデルやアルゴリズムが与える
解を現場で実用することができない．
本講演では，暗黙的な思いをも含めた「現場の

意思決定者が目指す納得できる解」を，意思決定
者自身が導き出すための，支援情報導出に向けた
試みについて紹介したい．
具体的には，シンプルで普遍的なモデルを構築

することで，修正しやすい（潜在的な思いを反映
しやすい）構造を持つ解の提供に加え，効率的な
修正を可能にする情報を提供することを考える．
現時点では，修正の自由度としての解空間の提示，
最適解列挙などが，有効だと考えている．その中
でも「多様な解」と「類似な解」を意識できる，さ
らには，最適解空間をイメージできるような方法
を提案したい．
本講演では，本研究で対象とするナーススケジ

ューリングを使って議論する．前半では，多数の
類似な解の列挙 [1]について，後半では，多様な
解の定義を目指した，特徴の異なる最適解の生成
[2]について紹介する．
本稿では，ナーススケジューリングの問題説明

を行い，後半部分について行った実験の一部につ
いて報告する．

2 ナーススケジューリング

病棟ナースの勤務表を作成するナーススケジ
ューリングでは，考慮する制約が大きく 2 種類，
ナース制約とシフト制約がある．シフト制約は，

各シフトの直接的な「看護の質」を守ることを目
的に，全体人数だけでなく，ナースの組合せ，具体
的には，スキルレベルや担当患者を考慮したナー
スグループからの出勤人数の上下限等を考慮する．
ナース制約は，各ナースの「勤務負荷」を考慮す
るために，各シフトの勤務回数の上下限，連続し
て行うシフト並び（好ましいもの，避けるもの），
希望の休みや勤務を考えるものである．
ナーススケジューリングの基本モデル [3] では，

現場に提供する解を得るため，ナース制約をハー
ド制約，シフト制約をソフト制約として扱ってい
る．これは，シフト制約を完全に満たした勤務表
からナース制約を満たすように修正することは困
難であるのに比べ，緩和可能なナース制約を調整
しながらシフト制約を全て満たしていく方が格段
に容易であるからである．
意思決定変数
I をナース集合，J を日集合，S をシフト集合

として，基本モデルにおける意思決定変数 xijsを，
ナース i ∈ I の日 j ∈ J をシフト s ∈ S にすると
き 1，そうでないとき 0となる 0-1変数とする．
制約

• ナースが１日に勤務するシフトは高々1つ

• 各シフトで働く合計人数の上下限
• 既に確定しているシフトの割当確定と不可能
シフトの禁止

• 連続して行うシフト並び
– 同一シフトの連続日数の上下限

– 同一シフトが連続しない場合の間隔日数
の上下限

– その他禁止されているシフト並び

目的関数

minimize
∑
g∈G

∑
j∈J

∑
s∈S

(α−
gjsz

lb
gjs + α+

gjsz
ub
gjs)

ここで，zlbgjsと zubgjsは，シフト制約の違反量を
表す変数であり，日 jのシフト sで勤務するグルー



プ gのナースの人数が，それぞれ，下限を下回る
人数，上限を超える人数を表す．
このような変数に対し，それぞれに対するペナ

ルティコスト α−
gjs と α+

gjs を対応させ，その総和
を最小化する．
改善モデル
基本モデルに新たな制約と評価を組み込むこと

で，ナーススケジューリング以外のスタッフスケ
ジューリングも適用可能なモデルに改善した [2]．
具体的には，新人ナースの教育や総勤務時間な

ども考慮できるよう，3つの制約を追加する．

(a) 新人ナースと指導ナースを組み合わせる

(b) 総勤務時間の上限を設定する

(c) あるシフト並びの出現回数に上下限設定する

評価としては，ナース iの日 j のシフト sを割
り当てたいのに割り当てられない，またはその逆
の場合のペナルティコストを βon

ijs, β
off
ijsとし，以下

の形で，元の目的関数に加えて最小化する．∑
i∈I

∑
j∈J

∑
s∈S

(
βoff
ijsxijs + βon

ijs(1− xijs)
)

3 重要な意思決定

ナーススケジューリング（ここでは，改善モデ
ル利用）の意思決定変数 xijsが制約式に何回出現
するかを調べることにより，どのナースのどの日
が（どのシフトが）多くの制約に関わっているの
か把握し，その変数の重要度を考える．
対象問題例 Ikegami-3shift-DATA（3交替，ナー

ス 25名，30日 [3]）に対して，各変数の出現回数
をナース毎に積み上げグラフにしたものを，図 1

に示す．横軸はナース番号，縦軸は変数の出現回
数を表している．
ナース毎に出現回数に差があることがわかり，

特にナース番号 1，15，25の出現回数が多くなっ
ていることがわかる（ナース番号 1–6，14–17，25

はベテランである）．
さらに，ナース iの日 jのセル (i, j)に関わる変

数出現回数も調べたので，その結果を勤務表型の
グラフにしたものを図 2に示す．横軸は日，縦軸
はナース番号を表す．右のカラーバーは各セルの
色が表す出現回数を示す．青いセルは，事前確定
されていたシフトである．
図 1の結果と同様，ナース番号 1,15,25に関わ

る変数が期間を通して出現回数が多くなっている．

図 1: 各ナースに関わる変数の出現回数

図 2: 各ナースの各日に関わる変数の出現回数

他にもベテランナースが他のナースに比べ出現回
数が多いことがわかる．

4 特徴の異なる解の生成

本研究では，特徴の異なる多様な解を複数求め
ることを目指しているが，どこを特徴と捉えるか
は，現場毎に異なると考えられる．現場の意思決
定者が「この部分の違いが特徴に影響する」とい
う部分を指定し，それを考慮して互いの特徴の違
いが最大になるように解を得ることもひとつの考
え方である．
ここでは，前節の結果に基づく「変更が厳しい

ナースや日」に注目し，それらのシフトが互いに
異なる複数の解を得ることで，暫定的な多様な解
を得ることを考える．元のモデルが最小化モデル
であるため，得られる個々の勤務表の評価の上限
制約を加えたモデル等，複数のモデルを検討して，
計算実験を行った．本稿では，得られる勤務表の



特徴の違いを最大にしながらも，個々の勤務表の
「元問題の目的間数値」最小化を目的関数に加え
たモデルについて説明する．

4.1 相違度最大化モデル

勤務表の評価値を目的関数に組み入れた相違度
最大化モデルは，図 2の結果を基に，制約にとっ
て重要度が高いナース iや日 jに対し，これらが
異なるよう目的を設定する．
そこで，変数の出現回数が上位となるナース i

の日 jのセル (i, j)を表す集合 T を用意する．
生成する勤務表の集合をKとし，このモデルで

意思決定変数 xkijs を，k個目の勤務表のナース i

の日 j をシフト sのとき 1，そうでないとき 0とな
る 0-1変数とする．また，変数 dkhijsを導入し，xkijs
と xhijsがともに 1となったときに 1，そうでない
とき 0となるように制約を加えることで，2つの
勤務表間の違いを表す．
f(·)は改善モデルの目的関数値とする．ρは重

みを表す入力パラメータで，Xは実行可能解の集
合である．このモデルの目的関数では，勤務表間
の相違度（dkhijsの合計）と各勤務表の評価値 f(xk)

の値にパラメータ ρをかけた値の合計を最小化す
る．適切にパラメータ ρを調節することで，各勤
務表毎の評価値（f(xk)値）がよい状態で，勤務
表間で重要セルが大きく異なる勤務表を生成する
ことができる．以下に，定式化を示す．

minimize
∑

k,h∈K
k<h

∑
i∈I

∑
j∈J

∑
s∈S

dkhijs + ρ
∑
k∈K

f(xk)

(1)

subject to

xk ∈ X, ∀k ∈ K (2)

xkijs + xhijs ≤ 1 + dkhijs,

∀k, h ∈ K, k < h, (i, j) ∈ T (3)

4.2 勤務表生成

4.1 節で説明したモデルを用いて，|K| =

3, (i, j) ∈ T, |T | = 100としたときの勤務表を求
める．対象は題例を前述の Ikegami-3shift-DATA1

（最適値は 2である）とする．
実験結果の概要を表 1に，示す．利用した最適

化ソルバーはGurobi（9.0.0），CPUは，Xeon E-

2144G (3.60GHz)，メモリは 64GB，タイムリミッ
トを 72時間に設定した．

表 1: (i, j) ∈ T，K = 3の実験結果
目的間数値 4579

下界 2329

ギャップ 0.491

計算時間 (時） 72

f(x1) 2

f(x2) 2

f(x3) 2

表 2: 図 3のセルに対するシフトの種類分析
全てのセル数 750

確定勤務に対応するセル数 79

シフトが 3つ同一となるセル数 377

シフトが 2つ同一となるセル数 156

シフトがそれぞれ異なるセル数 138

表 1 の f(x1), f(x2), f(x3)はそれぞれの勤務表
の f(xk)値を表している．生成された 3つの勤務
表の f(xk)値が共に２であることから，それぞれ
最適な勤務表を得ることができたことがわかる．
図 3は実験で得られた 3つの勤務表を 1つの勤

務表型の図にまとめたものである．横軸は日，縦
軸は勤務表番号とナース番号を表す．各セルの中
の数字はシフトの種類（0：休み，1：日勤，2：準
夜勤，3：深夜勤，4：その他の勤務，5：確定勤務）
を表す．縦に並んだ 3つの数字を 1つのセルとし
て，各セルの 3つの数字を比較することで 3つの
勤務表のナース iの日 j のシフト sを比較するこ
とができる．
表 2 に，図 3で得られた 3つの勤務表の 750個

のセルを比較できるようまとめた．T に含まれる
上位 100のうち 9セルで，3つの勤務表で同じシ
フトになったこと，750セルのうち 138で互いに
異なるシフトにできたことがわかる．
おおよそではあるが，重要度が高いナースや日

に対して，できる限りシフトが異なる勤務表を 3

つ，最適性を保持したまま生成することができた
といえる．



図 3: (i, j) ∈ T と定義したときの 3つの勤務表

5 おわりに

本稿では，我々の試みの一部しか紹介できなかっ
たが，講演前半の内容については，JORSJに掲載
予定であるので，ご覧いただけたら幸いである．
シンポジウム当日には，参加くださる皆様のご意
見，ご助言をいただきたい．
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