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数理計画法の最近の話題

時
所
者

席

目
場
出

昭和 48 年 4 月 6 日(金) 14:00~17:00 

慶応義塾大学工学部(日吉矢上台校舎)

刀根薫(慶大)・田辺国土(統計数理研)・鈴木誠道(国鉄技研)・江藤 肇(目立中研)・
安田八十五(東工大)・伊理正夫(東大)・竹内 啓(東大)<発表11頂>
森口繁一(東大)司会

まとめ

“シンポジウム"と L、う形式の会をもったのは今

度が最初であったが， MP というテーマのためか大

勢の方々の出席を得て盛会であった.ただ 1 回のセ

ッションで片づげるのには大きすぎるテーマであっ

たので，技術的に細部に立ち入った議論まで討論が

発展しなかったのはやむをえないであろう.

さて万根氏のまとめてくださった表は，実際家に

とっても大いに参考になるであろうと思われる.も

ちろん表の細部については異論もあるかもしれない

が，今後問題のタイプごとに，このような形のもっ

とくわしい表が作られるようになれば，応用数学と

しての MP ではなく， OR としての MP の進歩に貢

献するところが大きいと思う.

また最近話題になっている SUMT 系のアルゴリ

ズムについては，鈴木氏が紹介されたが，それをラ

グランジュ形式の一般化と考えることも可能であろ

う.すなわち一般に制限条件っき最小問題を，パラ

メータをふくんだ式の無条件最小問題に変形し，パ

ラメータを動かして無条件問題の解が条件をみたす

ようにするという考え方で，いろいろの方法が考え

られるであろう.ふつうのラグランジュ乗数法，罰

金法， SUMT などは，すべてこのような種類のも

のと考えることができる.そこでこれらを，もう少

し一般の形でとり扱うような理論ができてもよさそ

うで為る

また，連続な変量をいずれにしても離散化して扱

うときに生ずる問題に関連して，田辺氏の研究は輿

味深いが，このときのキザミの大きさなどについ

て，今後もう少しいろいろな観点からの研究が必要

であると思われる.なおこれに関連して問題の擬統

計的処理，すなわち局所的に簡単な式をあてはめた

ときに生ずる誤差を，あたかも確率的なものである

かのように見なして処理する方法なども，もう少し

論ぜられでもよいと思う(これはシンポジウムのあ

とになって改めて考えたことであるが) • 

ところで交通問題に関して， Wardrop の原理と

呼ばれるこつの原理が，ある場合には互いに矛盾す

るものであることを，伊理氏は MP の理論から示さ

れた.経済学的な用語を使うと“バレート最適" (す

べての人の状態をこれ以上ょくすることはできない

ような状況)と，なんらかの意味で社会的効用最大

の二つの原理は，必ずしも結びつかないということ

の例とも考えられる そのとき個人の利己的行動を

前提にしつつ，社会的総効用を最大にするには，税

金あるいは補助金を手段として用いればよいという

こともよくいわれていることである.そのような問

題は(おそらく)すべて MP の形に定式化すること

ができ，ラグランジュ乗数から最適な課税額を導く

ことができるであろう.もちろん現実には，その値

を具体的に定めることはむずかしいが， MP の観点

を持ち込むことによって，問題の論理を整理するの

には有益であろう.

江藤氏，安田氏の報告は，ある意味ではより“哲

学的"であったが， MP もコンビュータと数学の世

界のものとしてではなし人間の世界における人間

の問題にかかわるものと考えると，どうしても哲学

にかかわらざるをえないであろう.分権化の問題に

しても，単に Dantzig 法の Decomposition の問題

としてでなく，経営体における“参加"の問題との

菊速で考えるならば，新たな傾向が明らかになるで

あろう.

また特に社会システムが対象となる場合には，目

的関数の選択自体が論争の対象となり，それについ

て完全な意見の一致を得ることは不可能で・ある場合
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も多L 、であろう.その場合には，仮に特定の目的関

数を採用して最適化を行なうと L 、ぅ形で，実l工特定

の答(t he answer) ではなく，一つの解 (a solution) 

を求めることが，実は MP の役割であると私は思

う，このような方法がどの程度有効であるかは，や

はり今後の研究にまつべきてあろう

なお MP ということはを広く解釈すれば， integer 

program即時をはじめとする離散的計画.あるい

は組合わせ論的方法，あるいは DP，さらに stochas.

tic programmmg，統計的決定理論等もふくまれる

ことになるかもしれないが，今回ばそのようなテー

マは初めから除かれていた それはもちろ人時間の

制約ということもあるが，それらの問題は，有限次

元の連続変量についての制限っき最大最小問題とい

う意味での MP の問題とはかなり違った論理構造を

持っているからであろう したがってそのような問

題tこついては，別個の機会に論ぜられでもよいと思

コ.

なお今回のシンポジウムの提案者の一人として，

会場を提供してくださり，またいろいろとお世話く

ださった慶応大学の関係者の方々にお礼を申し上げ

たL\

(竹内啓)

プログラム

1. 非線形計画のアノレゴリズム

1. 1 展望 万根 薫(慶応義塾大)

1. 2 Gradient Projection 法の連続型

田辺国土(統計数理研)

1. 3 SUMT 系のアルゴリスム

鈴木誠道(国鉄技研)

2. 問題の構造とモデノレ

2.1 経営システム一一分権化

江藤 肇(日立・中研)

2.2 都市システム解析における数理計

画的方法一一目的関数選択の考え

方 安田八十五(東工大)

2.3 交通システムー-Wardrop の

原理 伊理正夫(東 大)

3. 数理計画の“考え方"

1. 非線形計画のアルゴリズム

1.1 展望

線JI五百十画法に関するソフトウエアの整備が一応達

成された現在，非線形計画法 (NLP と略す)解法の

ソフトウエアはかなりの関心を集めている.その解

i去の展望をするのがこのシンポジウムでの私の役割

でしたが，展望するほどこのへんの事情に通じてい

ないので， MP 部会の NLP アルゴリズム分科会(メ

ンバーは万恨(慶大)，田辺(統数研)，鈴木(国鉄

技研)，榊原(ユニパック総研)，大庭(電力中研) , 

岡本(三菱総研)，江藤(日立中央)，小野(小野事

務所))の皆さんにいろいろ教えていただき，分科会

での検討事項をおもに報告させてもらった.以下，

被告した事項の題目とおもな題日の内容を記してお

きます

1. 最小化問題

2. Lagrange 関数

3. 微分型 Kuhn.Tucker 条件

4. 双対定理

5. 双対変数の意、味

このへんまでは introductory な話で， NLP の話;こ

l土どうしても欠かせない予備知識.

6. 分類と規模

:-..!LP (LP も含む)の解法は，次のような 11鼠でし

だいにむずかしくなっていく.

(1) 特殊な型の LP

(2) 普通の LP

(3) separable な NLP

(4) 2 次計画

(5) 線形制約，非線形目的

(6) NLP (微分可)

(7) NLP (微分不能)

P.Wolfe によれば， 1969年頃， (2)の型の問題で大

きさ 10 ， 000 (変数+制約の数)のものが解かれてい

るのに対して， (的， (7)は大きさ 100 程度が解かれて

いるにすぎない.また別の調査では， 25変数， 25非

線形制約で large fast computer で 15~20 分要した

とし、う報告もある.もっとも問題の構造的な特徴を

うまく利用すれば，より大きな問題でも短時間で解

くことができる 当学会が日本道路公団から依託さ

竹内 啓(東 大) れた研究では，非線形抵抗をもっネットワークの問

4. 討論 題で(5)の型の変数 4 ， 400 個程度のものを解いてい

る.

7. 解法の特徴
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解法は大きく分け‘て次の二つのタイプがある.

(1) 目的と制約を別々に処理するもの

(2) 目的と制約をまとめて，無制約問題に転換す

るもの

(1)に属するものとして

Rosen : Gradient Projection Method. 

Abadie : Generalized Redllced Gradient Method. 

ZOlltendijk : Method of Feasible Directions. 

田辺.微分型 Gradient Projection Method. 

(2)に隠するものとして

Fiacco-McCormick Sequential Unconstrained 

Minimization Techniqlles (SUMT). 

HlIard : Method of Centers. 

岡本: SlIccessive Unconstrained Least.Sqllares 

Estimation Techniqlle. 

鈴木・改訂 SUMT.

などをあげることができる.

8. 制約のない最小化問題

NLP の解法の一部にはほとんどの場合制約のな

い最小化問題が含まれる.この問題では，現在の近

似点から次の近似点に移るための方向と歩幅の決定

が主要な関心事である.この部分で能率よいアルゴ

リズムを採用することが， NLP の解法の能率を支

配するようだ.

9. 総合的なアプローチ

7 (1)のタイプの方法の短所としては，制約条件に

対する配慮一ーとくに非線形制約のとき曲面に沿っ

て動くことのむずかしさ一一ーがあげられる. 7 (2)の

タイプの方法の短所としては，線形制約や変数の上

下限制約を非線形化して唯一の目的式を作ることの

非能率さなどがあけz られる.そこで，線形制約が活

きているような場面ではがJ者のタイプの方法を，非

線形制約が活きてくる場面では後者のタイプの方法

の採用が能率をよくするであろう.また，無制約最

小化問題の解法を強力にする必要がある.

最後に， NLP アルゴリズム分科会が中心になっ

てまとめたアルゴリズムの評価表を示す(表 1 ). 

この表の作成にあたって，前記分科会メンパー以外

に次の方々からも書面による協力をいただ L 、た 伊

理(東大)，志水(慶大)，安西(慶大)，高橋(三菱

重工) (敬称略).この紙面を借りて感謝の意を述べ

させていただきます.

調査法のまずさから印象記的なものが多いのです

が，一応の目安にしてください まとめの文責は筆

者にあります.

1.2 Gradient Projection 法の連続型

非線型最適化問題には，一般に局所最適点が多数

生じるので，関連する関数の凸性などの問題の単峰

性を仮定しないかぎり，大域的最適点を求めること

は絶望1的に困難である.この場合，われわれのとり

うる唯一のアフローチは， Gradient 法のような局所

最適点を与える方法を，多数の出発値i二適用して順

次探索していくことであろう.

局所最適点を求めるアルゴリズムは.これまでい

くつかの方法が提案されており， とくに SUMT が

有名である.しかしこの方法;主制約条件を目的関

数に繰り込む点に数値的困難が生じるのて、制約条

件や変数の数が少し大きくなるとうまく動作しない

ことが多い.そこで， Grad町lt 法に基づいて許谷 íìfi

域の中をたどりながら順次最適点iこ近つ:十ていく方

法が見込みがありそうに見える.このような接近法

は，制約条件なしの問題に対する Gradient 法と同

様の robllstness をもつであろうからである

非線型制約条件によって定まる許容域は“ぐにゃ

ぐにや"曲がっており，最適点;三向かつてこの~/r下手

域の中をトレースしていくこと(工非常 hこむずかし

い. ZOl巾ndijk の J!i 容方向法や Rosen Jコ Gradient

prOject lOn 法は，いずれも曲がった空間を線型に近

似して進行方向を決めるので，非線型性が強いとき

や，非線型等式条件の場合には困難が大きい これ

を克服するために， Gradient 法のモデルとして，自

律系 dx/dt="f(x) (マf は/の勾配ベクトル)を考え

るのと同じ;官、味で， Gradient projection ìl: の連続型

モテ内ルを導入しよう.

原問題を， maxf(x), sllbject to gi(X) = 0 , i=1 , 2 , 

一 ， Y ， g'j+r(.r)孟0 ， i=1 , 2, …s , とする.不等式条件

に対して 2 乗スラック変数 x2 j + n によって ， g'I+Y 

(X)-X2 i + II三gi+'(X)=O なる等式条件を導入すると，

問題は許容i或 V三 {.rE Rn+ ，: g.(x)=O , i=1 ， 2 ， ・ 1

r+sì 上で f(x) の最大値を求めることになる この

変換によって極値点の位置および個数 11 変化しな

い.fや gi に適当な微分可能性を仮定すると ， V は

Rn+' (n+s 次元実ユークリッド空間)の中の，jf微分

多様体となる. x泌EV に対して，マザ1(xり)を Vの

ける接空問 T穴(x)川fにこ射影したベクトノルレ場 1J!町ゲぺ(xめ)三P町(x)

マザ'f(いx)川(P汽(xめ) Iは土 T引(xり)への正射影子)を考える この

とき，①.1'0 E V を初期値とする微分方君主式

dx/dt = 1J!(.r) ……(*) 

の解曲線 x(t ， .r 0 ) が存在して ， x(t , .rO
) E V であり，

( df(x(t , xO))/dt 孟 0，③ある弱い条件の下で解曲線
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表 1 NLP アルゴリズムの評価

伝子 c;;:1P1.IT IG句e目叩n叩e町m叫r悶a
\\SUMT 同duced I I Gr山nt 1 + 

"gradient I projection I proje凶on I direction I F D bound 

けI 半jら刀IL安ゲれヲ る精度 i!i 耳切!田iIH'Jのと 4poor F4 安定 II 九めか問題 兵
について JきL 題あリ j1f，i\し
全性) 的か効〈

♂ lj宝凶 い作J ステソブを一番速いと j!i.い 41，線形 a~1約の SUMTや
Ilir 妥時 IUJ I で附するいわれている とき遅い FD よリ速い

団l11I2τU各í-j;問!ス1題司刃テのの改可γタ両良プ能イ皮で/性市の) 

i宜主統 It 川市制約内 線形制約に微分可能性を広い 線多形制約内 回目。附田
づ平;i21?11 対しては良要す いとさ有利 non-con剛e
だき L 、 :J先

ノ、 p メタカ微妙 微少 微少 41 線形刊が合強は !iSUMTより小
ほとんと:'!fO)か くない場 FDよリ大

良い | 

| 情!加H川lj出"可J能砧 2 次の収蹴 情i泣凶立U干リ
川j (鴻j立等) を持たせない 加速 "J能

!必要な記憶谷量
かなり少ない 中 LPのため 大

安す

コーテイングの 第制約 Yレ チ簡 やさしい SUMTより 首通 容易 LPルーチン

Fより1千324斜2t1 
良

しやすき
ンがあれば 俊雄 要す
も手 哲 i曲

惑い f主 比較的強 恵い 良

恋条件への強さ

準備のしやすき I最量小よ化るの五法 やさしい やさしい やさしい ~oさしい 桂入力小:が化め法んにどよう 1i 

(f，'r入力データ) パラメータ
っ・て【ま 2 抄C事世

係数哩

途中解のよさの|評価ロJ能 途中解は 1.11己 途中解は 途中解は IIJ 
infeasibJe の feasible infeasible グ〉

評1蘭 ときあり ときあり

戸吋、 σ〉 他 1 動曲面に要沿って
〈必あり 同左

主ミゴ
嗣l 品百 な し

Fletcher Fletcher Powell Hooke Steepest 
Newton 

-Powell -Reeves ーZangwill ーJeeves descent 

得られる精度
n n 普通 n 

一CG番系速でしは F-Pよリ iエぃ F-Pよりやや 良 以合iが主性多悪い場 J虫い
所要時間 、( ? ) 劣る し、

微分可能要す t故jJ 可能1.:す 述統i主のみ Lと 微分可能袋す H匹目l副n首g要ulすar 適用可能性 non-s 
not-ill-cond. 

各ステッフ。での p2 ositive def. 1"11,, liiJl，ミ 普通 恕H P2 OSItive def. 
;xのとき 次のとき

近似の改良度 n 同以下 1 [.1 

データの有効活

用

必要なー l平均 2 n {止 η2 {ヰ 少ない ト(n+1)+n
n イ立;

(n : 変数の数) li,,: f~: 

コーテ。イングの 1 2 . 0 1.2 3.0 n 1. 0(相対話) 4.0 

しやすさ

り~j い soinngd ular ill 
悪条件への強き c のとき

まずい

1
1 ;九微分必要 I,'J/': 微分二f、要 n 1 次微分 2 次微分係数

準備のしやすさ Hessian 

途中解のよさの|
三平(凶

具、 Il) 
I inear search I 
を要す
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X\J , XO) は t→∞で極大点に収束し，④任意の極大点

は自律系(ホ)の漸近安定点であり，それ以外の点、は

安定点ではない

この連続モデル(ホ)を， v上に初期値を選んで数

値的に積分していくと，極大点が得られることにな

る.前段の解析を用いて連続モデル(ホ)を離散化し

て得られるアルゴリズムが， Rosen の方法よりもす

ぐれていることは容易に想像できる.なぜなら，離

散化を高次の方法で行なえば， V の曲がった空間を

容易にトレースできるからである.このことはわれ

われの数値実験でも確かめられている.

われわれは， (*)の数値積分公式として Runge・

Kutta-Merson 法を推奨する.それは， q)se!f -starting 

であること，したがって，@各ステップできざみ幅

を自由に変更できること ， 6'Þ"(x)の徴係数を必要と

しないなどの理由からである.一般に数値解は真の

解から少しずつずれていくが， V 内に留まるかぎ

り④より目的は達せられる.したがって似x) の値

から判断して，数値解があらかじめ定めておいた V

の近傍から飛び出した場合には，ステップ幅を半分

にしてやり直すか， .L: gなx) を最小化することによ

り，数値解を V の近傍に引きもどすことにすれば

よい.しかしわれわれの経験では，先に述べた積

分公式を用いれば，このことはそう頻繁には起こら

ないようである.
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1969, 487-490. 

[2J 一一，吐n algorithms for the constrained maxｭ

imization in nonlinear programming," Res. 
Memo , No.31 , 1. S. M. , 1969. 

1.3 SUMT 系のアJL-ゴリズム

xeE. とする. SUMT では，

r min I(x) 
(1) 1 

l subject to g.(x)之o (i=1 , 2,…, m) 

とし、う非線形計画の問題をらという正のパラメー

タを導入して，
m 噌

(2) P(.r:, rk)=/(x)+ 九~~t~\ (k=1 ， 2 ， ・
i~gi(X) 

なる形の一連の制約条件なしの問題に直して解こう

とする • 1 や gi が一定の条件を満たしていれば，

九→O のとき P(x， 九)の最小点 x(九)が，元の問題(1)

の最適解 t に収束することが示され，これがSUMT

の正当性を保証している.

はじめから r を十分小さくしておけば， P(x , r) 

の最小化を 1 回行なうだけで，主に十分近い解が得

られるが，そうすると P(x， r) の等高線が極端に歪

んで'x(r) を求めるのに非常に手聞を要する.らを順

次小さくしていき ， x(九)を逐次￡に接近させるほ

うがよい.らに対する(2)の最小化を行なうとき，そ

れ以前に得られている r~x(r) の関係から外挿によ

って x(ら)の近似点を求め，それを出発点として，

x(ら)を求めるなどの工夫がなされている

これらの理論が有効に適用されるためには，らを

固定して x(九)を正確に求めることをくり返し行な

わなければならない.そこで，本節では，このよう

な SUMT のやり方を緩和するこつの変形を紹介す

る.考え方の骨子は， r を回定して x(r) を正確に求

めずに， x と f を同時に変化させながら互に接近

しようとするものである. (i) は Rosen によるもの

であり， (ii) は筆者による

(i) Rosen の方法

P(x , r) の最小点 .r:(r) が r の変化とともに，どの

ように変わるかを考える • vP(x(r), r)=O が満たさ

れているから，これを 7 について微分して整理する

と，

出(r) _ 1 
(3) ラヂ=7Q-1 ザ

という微分方程式が得られる.Q は P のへッセ行列

である.したがって，ある%に対して x(η) を求め，

これを初期条件として r → O の向きにこの微分方程

式を解けば， r → O のときの Z の値が元の問題(1)の

解になる.この場合， (3)の右辺を計算するために，

QC=げという連立一次方程式を頻繁に解かなけれ

ばならない.この要請を緩和する方法として，次の

ような手順が考えられる.

任意の ro>O とれから出発して，

dぇ 1
(4) 面下子Q-lマf

によって r と z を変化させる Q-l は Q-l の近似

である このとき，

IIQQ-I-Ill lI vlllζ(l-e)II"PII 

であれば，

11 vP(x ， グ) 11 / 11 マP(xo ， r九ωoρ) 11 ;:;;ζ (rげ/μroω0ρ)

となり ， r→ O のとき，マP(x ， r)→ O となって，やは

り (1)の最適解が得られる.

以上の方法の有効性は数値的に検証されていない
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ヵ"興味あるアフ、ローチで、あると忠、われる.

(ii) r を適応的に減少させる方法

この方法では、 11 マPjl が小さくなるにしたがって

逐次 r を減少させる • k 番目のイテレーションにお

いては，まず

x.= _Q.-IマP(.r. ， r.) 

によって，進めるべき方向を求め.らからこの方向

でP の最小化を行ない， .{k 4- 1 を求める.つぎに，

( mn川:

| マP 主キモ 0 のとき
r九&一，-，=

1 rk/c (C : 1以との定数)

"lP = 0 のとき

によってら+1 を求める.ここで h 1'1 "(0) = 0 とな

る単調増加関数で、ある.一定の条件のもとで\ x.→

x(k→∞)が証明される.実験によると . h( α)=α2 の

とき良好な結果が得られている

2. 問題の構造とモデル

2.1 経営システム一一分権化

Dantzig. Wolfe は大規模 LP の解法を提案しそ

れに分権経営の解釈を与え.分権経営、/ステム論が

本格化した.まず解法というシーズ(種子)があり，

それに解釈を加えるというシーズ出発型は技術尊重

主義を伴い，線型から非線型へ数学技術の高度化が

60年代の発展だったーその結果，非凸型の場合も扱

える (Heal) までに至った一方. Baumol・Fabian が

指摘した分権破壊の致命的欠点が残るなど.肝心の

分権化そのものは軽視された.とくに非線型のと

き，不自然突飛な決定行動や解釈不能なパラメータ

が現われるのが現状である 化学フラントの分権制

御と異なり，人間の組織では意味不明のパラメータ

は情報とはいえず，これによる統制は人間性無視で

あり，納得す'くの経営ではない

現行システムの矛盾を解決するというニーズか

ら分権論をアセスメントすると，メンバーの自由

と公平による組織}]向上という目的に寄与する自治

拡大て、なければならない 組織とメンバーのすべて

が満足できる特性を定め，この特性を実現する必要

十分条件を求め，これを建設するのが分権論の論理

である(表 2 ).たとえ ii Eto が設計するシステム

は， (i) 事業部は平等・相互無搾取だから事業部間

取引も市場価格・自由取引， (ii) トップが資源配分

すると少なくとも心理的に不公平感を下部に残すか

ら，資源は社内価格で自由取引， (iii) トップは各事

業部の改革案を費用効果分析により示認する以外は

事業部計画に介入しない 短期計画は微少変化だか

ら線型モテ、ルで表現され，最適性が証明できる.社

内価格を社内保険で置き換えれば，未来オポチュニ

ティ・未来リスクを現在価値化したことになり，長

期計画も扱える.

表 2 分権経営システム論の図式化

60 年代時代 70 年代

解釈学 特 徴|システム構造設計

シーズ出発型 発 想|ニーズ出発型

数学技術の複雑さ 評価基準 i 現行矛盾の解決

線型から非線型へ 発展方向|自治の拡大

シンタクティカノレ

分権解法を促出

それに分権解釈を
与える

決
十

ル
を
要
る

カ
性
必
め

イ
特
な
求

テ
い
能
を

ン
し
可
件

マ
ま
設
条

セ
望
定
建
分

一

1
2

メ
順
順

一
ブ

パ
タ
手
手

非線型モテソレは長期間にわたる変化を表現する

が，計画期間中に関数型やパラメータが変化しない

と L、う自然成長論を前提し計画の自由度を自ら小

さくする自己矛盾をもっ.その点，折線型の動的線

型計画は状況対応的計画行動の表現に適している

(青沼).また動的線型計画は直列型組織のモデノレと

して河川管理などに応用できょう

ともあれ70王子を境に，アセスメントに rftえる良い

構造特性をもっシステムを建設する方向の論文が出

はじめたことを注目したい.

参考文献

[ 1 ] 青沼竜胤 “ Two-Level Planning Approach 
to a Dynamic Linear Model with Multi-Stage 

Structure'\ 神商大論集， 24 (1972). 519-

553. 

[ 2 ] Baumol , W. et al. , “ Decomposition , Pricing 
for Decentralization and External Econo. 

mles¥Management Science. , 11(1964) ‘ 1-32. 
[3] Burkov , V. N. et al., “ Open Control Princi. 

ple for Active Systems" , Automation & Re. 

mote Control , 1970, 1288-1297. (Russian 

orig. , 8 (1970) , 100-111) , 

[ 4] Dantzig. G. et al. , “ Decomposition Principle 
for Linear Programs'¥Opns. Res.. 8(1961) 

767-778. 

[ 5 ] Eto, H. , "A Mathematical Model for a Decen. 

tralized Decision-Information 仏 stem with 

Autonomous Divisions" , ]ORS] , 15 (1972) , 

34-44. 

[ 6 ] Heal , G. M. .‘Planning without Prices" , Re. 
ι，iew 01 Economic Studies , 36(1969). 347-362 

[ 7 ] Mesarovic, M. D. et alム“Theory of Hieraト
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chical , Multi'evel Systems," Academic Press 

(1970) . 

2.2 都市システム解析における数理計画的方法

一一一目的関数選択の考え方一一

都市システムとは一言でいえば， ['ある限られた

狭い空間にたくさんの人間が活動しているシステム

である」ということができるが，そもそも都市をシ

ステムとしてとらえることができるかと、うかはわか

らない 仮に都市をシステムとしてとらえたとき，

そのシステムの主要な構成要素は人間としての市

民，および人間の組織，制度たる家族.企業，学会

などと，それらが活動している時間，空間，とくに

空間としての土地であるーこのような視点から都市

システムをいくつかのサブ・システムに分解してみ

ると，都市システムは社会経済システム，土地利用

システム，交通・通信システムおよび(公共的)サ

ービスシステムの四つのサブ・システムの階層的シ

ステムから形成されているとみなすことができる.

都市システムが効率性，公平性.安定性，適応性な

どのシステムの評価基準に照らして許容状態になけ

れば，都市システムに問題が発生しているといえ

る 都市問題 (urban problems) のような社会問題

には，一般的に L 、って三つのタイフがある.第一番

目のタイプJの問題は， puzzle とも L 、うべき問題であ

り，そのような問題には答 (answer) が必ず存在

しかっそれは唯ーである このような問題に対し

て答を得るための手続き， \，、し、かえればアルゴリズ

ムヵ:最も重要な役割を担う.第二番目のタイプの問

題は question というべき問題であり，そのような

問題には解 (solution) は存在することは存在する

が，一般には複数個存在するので，その複数の解の

うちどの解を選ぶかが重要になる.第三番目のタイ

プの問題は， difficulty とよぶべき問題であり，解

が存在するかどうかもわからず，問題の解決という

言葉でよびにくく，回避，抑/[:，無視，妥協という

ような言葉が問題の解決状態を示している.多くの

都市問題は，一般にはタイプ三の difficulty に属

し，このようなタイプの問題においては，その問題

をどのように認識するかによって問題の解決状態は

まるっきり異なって〈る可能性がある.

問題解決の手順は，一般には次の 4 段階からなっ

ている目まず問題カ何であるかを認識し，次にその

問題がなぜ発生したかとし、う原因の把握を行ない，

次に，それでは問題の解決された状態とはどのよう

な状態、を指すのかと L 、う定義があり，最後に，その

ような解決状態をもたらすにはどのような手段を用

いればよいかとし、う解決の方策を求めると L 、う手続

きからなっている 問題解決をどのような立場から

のぞむかと L 、う問題解決へのアプローチには三つの

タイプがある 最適化アブローチというのは，シス

テムの評価変数の一つもしれまL 、くつかをとり出し

て，それをさまざまな制約条件の下で最大化もしく

は最小化するようなアプローチである.満足化アフ

ローチというのは，システムの評価情報に関する許

容条件を満たすような解を少なくとも一つみつけ出

すような考え方である.適応化アプローチというの

は，満足化と同じ考えに立っているのが，満足化か

価値システムは与えられたものとして，環境システ

ムの許容条件を求めるのに対して，適応化は環境シ

ステムだけではなく価値システムをも変化させるこ

とが必要だと考え，価値システムの許容条件を適応

的に求めていこうとするアプローチである.数理計

画法的な考え方と L 、うのは，最適化アプローチの典

型的なものであるーそこにおける目的関数の選択基

準は，目的論的な立場に立っているので，一般には

効率性基準がとられている

たとえば， Herbert and Stevens によって開発され

た都市圏内における住宅配分の最適化モデル注)を

考えてみよう.このモデノレにおいては，家計は市場

財の消費から得られる効用を最大にするのではな

し貯蓄を最大にするように最適化行動を行なうも

のと想定されている.貯蓄の最大化と L 、うのは.実

際には住宅予算から地代以外の立地費用を除いた

{直すなわち地代負担)Jを最大にするようになって

いる.もしも地代がタタならば，家計はその分を貯

蓄に回すことができるからである.目的関数は，こ

の地域の家計の総地代支払い能力を最大にするとい

う形になっている このような最適化は，次のよう

な意味で Pareto 最適な配分になっている. ['\，、かな

る家計も他の家計の貯蓄を減らすことなしには自分

の貯蓄をふやすことができなし、」

数理計画モテ、ノレでは，一般にその双対問題が重要

な役割を果たす. このモデノレでは，双対問題は土地

所有者がうけとる地代の総計を最小化するような形

になっている.

このモデルにおいては、目的関数は貯蓄の最大

化.地代の最小化となっているが，このような目的

関数の選択が.現実の住宅地の配分を決めているか

どうかは実証してみなげればわからない もしも住
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図 2 リンク E の損失関数

て，次の二つの“原理"を提唱した.

(1) 等走行時間の原理:どのドライバーにとって

も，現在利用している路線より，損失がより小さい

という意味で，より有利な路線は存在しない.

(2) 総損失最小の原理:ドライパーの損失の総和

が最小である.

実際の交通流が上記の原理のどちらに従うのか，

また，両原理はどのような相互関係にあるのか，等

々，問題/1.多いが，ごく大ざっぱにいうと， r何も

規制をしなければ実際の交通流は原理(1)に従うが，

地域全体のことを考えると原理(2)に従うような交通

流を作り出したい」というようなことであろう

道路網のグラフ構造を表わす接続行列を D，. (ノ

ード a からリンク K が出ているとき =1，はいって

いるとき=ー 1，ノード α がリンク K の端点でない

とき =0) ;第 i 番目の OD 対の O ノード番号を九

D ノード番号を TμOD量をがi) リンク K を通る

OD 対 z に属する車の流量をがî) fi: リンク K の流量

を x"=乙〆i).cとする・各リンク K にある(凸)関

数 F‘(x') を付随させ，

変数 x(i).c に対する非負性 X(i) .c孟0，および連続

性.L: .D:X(i) ， =0 (αきそ(Ji' 'rふ =πω(α=σ，)，= 

=シA

流量 x館

ネットワーク図 1

(
料
金
+
)
所
要
時
間

<シンポジウム>

宅市場が競争的だとすれば，成立する可能性はあ

り，数理計画モデルが記述的な使われ方をしたとい

うことができる.仮に成立しないとしても，このモ

デルは規範的な使い方をすることができる.地代を

最小化し貯蓄を最大化するような住宅配分政策は

望ましいものであるが，わが国のように土地所有者

の力が強い所では，実際には家計は地代負担の限

界，すなわち貯蓄を最小化するように立地させられ

ているような感じがあり，このモデルが妥当かどう

かは疑わしい.

都市システムというような社会システムにとって

は，最適化というのは何を最適化するのかはむずか

しく不明確であり，都市システム解析においては，

数理計画的方法が限界をもつのは明らかであるが，

社会システム，公共システムに主っても効率 (effi・

ciency) ということはシステムにとっての基本的な

要請であり，今後数理計画的モデノレによって，資源

配分の最適化をはかつてし、く必要がある.それにし

ても欠けているのは，モデルがどう使われたかとい

うモデルの評価，実証である.数理計画モデルを記

述的に用いたときには実証を，規範的に用いたとき

には事後評価を徹底的に実行していかなければなら

ない.これが数理計画的方法を都市、ンステム解析に

おいて実り多いものにする唯一の道であろう.

300 

注) このモデノレは Penn-Jersey Transportation 

Study の一部として開発されたものであり，そ

の骨子は， A mode for the distribution of resiｭ

dential activity in urban areas として Journalol

Regional Science , Vol. 2, No.2 , 1960 に発表

されている.筆者は，オベレーションズ・リサ

ーチ，第 17 巻第 8 号， 1972 年 8 月の「都市 OR

の方法と手法(5)一一最適都市システム設計の方

法と手法一一」のなかで紹介，批判jを行なって
し、る.

2.3 交通システムー-Wardrop の原理

交通流に関するいわゆる Wardrop の原理を数理

計画法の観点から眺めてみる.問題は，図 1 のよう

な道路網を多数の OD (。二>iQl，己二〉口 x ニシ X ，

ム二〉ム，等)の車が共用しているとき，各道路の車

流量i土どうなるであろうか，ということである.各

道路(リンク)ごとに，そこを通る車の流量 z の関

数として 1 台の車がその道路を通過する際の損失

j(x) (所要時間+料金(時間換算))が与えられてい

るとする(図 2). Wardrop は，上記の問題に対し
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ーが1) (α=τ.) の諸条件のもとで，目的関数z = 

L:.凡 (L: ôがりつを最小にする

という数理計画問題を考えてみる.この解5:(i).cは，

連続性条件に対応する Lagrange 乗数 C.\i) ととも

に， Kuhn-Tucker条件:

F'.(I: ôs:(;)')~I: .D:C.(ô) (とくに， x(i)，，>O で

あるような i ， JC に対しては“=")

を満足する.九(x')=xγμっとおけば，“z=総損失"

であるから，解.i:(j)，c "士 Wardrop の原理(2)に従う交

通流になることは明らかである・一方， F'"バ(μx'つ)=

ん以的仰刷(い伊例x'刊gつ川)

Tucker 条件は「咋ζτ-r ;'iυωsυ)-C白6仇sJf(υωa吋〕川tは主 OD 対 t に属する

車が選んでいる路線に沿つての損失に等しく，他の

路線に沿っての l1ô から同への損失はそれより小さ

くない」と読めるから，そのときの解5;(0" は，

Wardrop の原理(1)に従う交通流を表わす.要する

に 2 原理聞のくい違いは， F'，，=んとおくか F'.=(x' 

f.)'=f.+xγ二とおくかにある.

上のような“数理計画的定式化"によって，たと

えば次のような話ができる.各リンクごとに(時間

に等価的に換算した値が) g.(x') という通行料をと

ることにしてみる.<各ドライパーが利己的に行動

する>ならば，原理(1)が働いて F'.=f.+g. に相当す

る流れが生じる.そこで，たとえば， g. =x'f'.(x') 

とおけば，その流れは， リンクの損失関数がんの

ときの原理(2)に従う流れに一致し，<社会的総損失

が最小>になる.このような通行料金制は social

marginal cost ρrtc!ng と呼ばれることがある.

さらに詳細な点や関連文献については，本学会報

文シリーズ T-73-2 “新手法による高速道路交通量

の推計 (1973年 2 月)"の第 2 章を参照されたい.

3. 数理計画の“考え方"

数理計画法も，線形計画法の確立以来20年を経た

現在では，さまざまの方向に発展し，現在では多く

の文献の中から新しい発展の方向を探るだけでも容

易でないような状況である.

そこで，数理計画法といっても，その中でいろい

ろなレベルの問題を区別して考える必要がある

1. 数学的理論:解の存在に関する定理，解の基

本的な性質についての定理など.ラグランジュ乗数

定理，クーン・タッカ一定理，ある種の不動点定

理， ミニマックス定理など.

2. r解法」とその基礎づけの理論:シンプレッ

クス法，ラベリングの方法， DP の最適性原理な

ど，一般的な意味で、の“アノレゴリズム"に関する理

論ということができょう.

3. 計算手法ないしプログラミ γグの技法に関す

る部分: LP のコード，行列の逆転についての工

夫. r数え上げ」の方法など.

4. 概念の意味づけと「メタ理論J: 数理計画法

から導びかれるいろいろな概念は，現実にもいろい

ろな意味を持つ.あるいは現実に用いられている概

念を数理計画法によって意味づけることも可能であ

る.その典型的な例は，ラグランジュ乗数が帰属価

値 imputed value を表わすことである 双対定理も

重要な意味を持つ.このような理論は，現象を理解

するための「メタ理論」としての役割を持つ.

5. 数理計画の問題を解く際の具体的な過程に関

する経験的知識:数理計画の問題を実際に解くに

は，学よりも術(art) の部分を多く必要とする.こ

れについては，体系的な理論を作ることは不可能で

あるが，経験的な知識の蓄積が重要である とくに

計算時間(データを整理し，フ。ログラムを作成する

ための準備段階をふくめて)，結果の精度，答の現

実における有効性など.

上記のような区別は，もちろん絶対的なものでは

ないが，一つ一つの論文や研究が，このような観点

からみてどのような性格のものであるかを理解する

ことは，知識を整理する上で基本的に重要である.

ところで最近の発展についていえば， 1 iこ属する

部分についての重要な展開はもはやあまり見ないよ

うに思われる(田辺氏の gradient 法の連続化の理

論は一つの評価すべき貢献であると思う)ーそのこ

とは，数理計画法がある意味で成熟期に達したこと

合意味するもので，べつに悲しむべきことではな

L 、.

次に 2 については， SUMT 系の方法なとを最近

の成果としてあげることができるかもしれない.し

かしその評価については(シンプレックスj去の場合

のように)，一般的な適用可能性の問題と，具体的

な計算のプログラム上の工夫とを区5jlJLて考えねば

ならないと思う.

3 については， コンピュータ自体の発達と関連す

るところが大きい.超高速のコンピ z ータが容易に

利用できるならば，計算の効率をわずかに上げるよ

ヨに，誰にでも容易にプログラムが書けることが重
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要となるであろう.したがってそれは，数理計画法

の問題としてよりも. ソフトウエアの一部として扱

ったほうがよ L 、ょう iニ思う.

4 は知的興味という点からは刺戟的である.数理

計画の理論(抽象的)と数理経済学の理論とは密接

な関係があるが，他の分野でもおもしろい問題があ

りそうである.“数理計画の考え方"を持ち込むこ

とによって.現象のある面に意外な光があてられる

とし、う可能性に期待したL 、と思う.

最後に 5 の経験的知識がもっと広く人々共通の財

産となることを望みたい.少なくとも一定の問題が

与えられた場合，それがどの程度の手間と時間で，

どの程度の精度で解けるものであるかについて，だ

いたいのことが事前にわかるようになれば， OR の

ためには大いに有益であろう.
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