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微分不可能な関数に対する数理計画法 (2)

福島雅夫

今回は，言吉田のつづきとしで凸関数の準勾西日を非凸民

数に拡張した一般勾夜の定義とその性質を述べるととも

に，微分不可能な最適化問題に対する代表約な解訟を解

説する.

3.3. 局所リプシ'"ツ関数の一般勾配

本織では，前節において考察した凸関数の濃勾夜の概

念をより一般的な関数に拡5援する. 1970年代の初期に，

Pshenichnyi [34J や Shor [38J などソピ且トの研究者

によって，通常の意味では微分できないようなあるクラ

スの連続関数に対して，微分係数または勾配を一般化し

た概念た定義し，最適役の必要条件や最小化手法を得

ょうとする試みがなされていた. ごく最近になって，

Clarke [6, 7, 8Jは，非常に広いグラスの関数に対して，

一般勾配なるものが定義でき，しかもそれがすでに知ら

れている微分可能な問題に対する諸々の結巣にも広く応

用できることを示した.

その纂本的な考え方は，微分係数の定義まえた一般化す

るというより，むしろ凸関数の準勾配の概念を狩凸関数

に対して一般化しようというものである.

つまり，前節に示したように，凸関数の方向微分係数

が，準勾配を用いて書事僚できるという事実(3.4) ， (3.5) 

と，方向微分係数の定義には関数の凸盤は不望書であるこ

とに策関し，方向微分係数をもつような任意の関数に対

して， (3.4) , (3.5) と類似の関係を満たずようなものと

して勾配ベグトルの一般化されたものを定畿しようとい

うのである.

さらに， Cl呈rke は (3.3)によって定義された方向数分

係数合用いるより， (3. 3) をさらに一般化することによ

って，手ド常に広いグラスの関数に対して一般勾配が定義

できることを指摘した.

以下では，主として Clarke に従って，一般勾配の概

念を談号与することにしよう.

R九上で定義された実数{療関数 f をテえ， f は局所リ
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ブシッツ連続であると仮定しよう.すなわち Rn の任

意の有界な部分集合 Bに対して，ある定数 K が存在し

て ， B 内のいかなる 2 点 x， y fこ対しても，

If(♂)-f(y)j 長Kllx-yll (3.14) 

が満たされるものとする. とくに Rn 上の凸関数また

は間関数はこの性質を有していることが知られている.

([35, Th. 10. 4J) 
自書数f の点おにおける，方向 a に潟ずる一般方向微

分係数 (generalìzed directional derivative) は，

r(x; d)=lim sup [f(Y+ﾀd)-f(y)J/ﾀ (3.15) 
ν→ z 
』↓ 0

として定義される. (3.3) の方向微分係数の定義と比較

して異なるのは， lim の代わりに lim sup となってい

る，すなわち極限の存在は仮定されていない点と， (3. 

15) では U→おに関しても lim sup をとっている点で

ある.例として，

f(ぉ)=-x (おみ0) ， =2x (x<O) 

なる Rl 上の頭数 f を考えよう.定義より，

f' (O;d) = -d (d註0) ， =2d (d<O) , 
r(0;d)=2d (dみ0) ， =-d (d<O) 

となり，一般には f'(x;d) と r(x;d)は一致するとは限

らない. f'(x;d) と fO(似のがともに存在し，さらにす

べての d に対して等しいとき， f は点 x においてiE剣

(regular) であるといわれる.凸関数や漆続的微分可能

関数は任意の点で正別である.

関数 f が局所リプシッツ連続ならば， (3.14) より

r(引のはつねに有阪の値をとり，

r(x;d)孟Klldll (3.16) 

が成り立つ.さらに，伎意の Z において， r(x;d)は d

の関数として正予寺次 (positively homogeneous) かっ

劣加法的 (subadditive) である.すなわち，任意の実数

À>O に対して，

r(x;えd)=Àr(x;d)

であり，任意のベクトノレ d， ev;こ対して，
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(a) 局所リプシッツ関数f

(b) 点 z における一般方向微分係数

図 3.11 一般勾配 M の存在

r(x;d+e)孟r(x;d) + r (x;e) 
が成り立つ.

、

、

、

、
、

、

、
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碇明:正斉次性は定義(3.15) より明らかであるので，劣

加法的であることを示そう.

r(x;d+e)=lim sup [f(y+U+μ) ーf(官 )J/À
U• x 
』↓ O

孟lim sup [f(y+ぇd+ Àe) -f(Y+ﾀe)J/ﾀ 
y.....x 
』↓ O

+lim sup [f(y+ﾀe) -f(y)J/ﾀ 
y.....x 
λ ↓ o 

=r(x;d)+r(x;e). 誕明終)

したがって，任意の点♂において，

r(x;d)注(x*， d> (3.17) 

が，すべての方向 d に対して満たされるようなベクト

証明:まず， ò*f(♂)が凸集合であることを示そう x*，

f を任意の d に対して，

r(x;d)注(x* ， d> 

r(ぉ ;d)注<y* ， d>

を満たすベクトルとし À を O主計話!なる実数とする

と，

ÀjO(x;d)孟く加*， d>

(1ーえ)r(ぉ;d) 註<(1ー ).)y* ， d>

が成り立つ.この二つの不等式を辺々加え合わせると，

r(x;d)注くえx*+(1 ーλ)yへ d>

となり Àxホ +(1-ﾀ)y* E ð*f(x) がいえる. よって

ò*f(x) は凸集合である. つぎに， ò*f(x) がコンパグト

であることを示そう. (3.1 7)よりがf(♂)が閉集合であ

ることは明らかであるので，それが有界であることをい

えば充分である.ところが， (3.16) と (3.1 7)より，

Klldll孟r(x;d)註〈計.d>.

が， すべての d について成り立つことから. Ilx*11話K

でなければならないのは明らかである.よって. �*f(x) 

は有界な集合であることが示された. (証明終)

ここで，凸関数の準勾配に対する関係(3.4) と. (3. 17) 

を比較してみると，その類似性は明らかであろう.さら

に，式 (3.5) に対応して， 一般勾配の場合にも， つぎの

関係式が成立する.

r(x;d) =max{くお*. d>; x* E �*f(x)} (3.18) 

逆に，一般方向微分係数が与えられたとき，関係 (3.

18)を満たす集合併f(x)を，一般勾配全体の集合として

定義しても同じことである. (実際， Pshenichnyi [34J 

による一般化では， (3.18) の左辺を通常の方向微分係数

f'(x;d) でおきかえた関係式が定義として用いられた.

正則な関数に対しては，彼の定義とここでの定義は同ー

のものになる. ) 

さらに，式(3.17)による定義と等価な，もうひとつの

定義が可能である.局所リプシッツ連続な関数/lt，ほ

とんどいたるところ微分可能であるという事実から，

。ザ(♂) =co {Jim マf(内);叫→x} (3.19) 
k→∞ 

ル計が存在する.図 3.11 (a) の関数 f の 3 における として，一般勾配の集合を定義する.ここで {xd とし

r(x;d)を d の関数としてあらわしたのが凶3.11 (b) で ては ， fが内で微分可能であり，しかも点列{マf(Xk)}

あり，さらに (3.17)を満たす計の存在も，凶3.11 (b) の極限が存在し，かっ {Xk} が点 Z に収束するようなす

より明らかであろう.厳密には， (3.17)を満たすがが， べての点列を考えるものとする. (3.19) による定義が，

少なくとも一つは存在するという事実は，関数解析にお け.17)によるものと完全に一致することの証明は，ここ

けるハーン・パナッハの定理より従う. では省略する. ([6J の Prop. (1. 4) を参照されたい. ) 

(3.1 7)を満たすベクトル計を ， f のおにおける一般 実際問題に対しては， (3.19) による定義のほうが，

勾配(generaJized gradient) とよび，そのような計全 (3.17) より直観的にわかりやすいように思われる.しか

体の集合をがf(x) であらわすことにする. し Rn より一般的な空間(たとえば，パナッハ空間な

そのとき，任意の点おにおいて， ò*f(x) は Rη の凸か ど)で定義された関数に対しては， (3.19) は (3.17) と

つコンパクトな部分集合である. 同値ではないことに注意しておこう.
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先にも述べたように，凸関数は正則であるから， (3. 17) 参照のこと. )ところで，関数 f， gi (i =I ， 回目 '， m) および

は (3.4) と等価で、あり，一般勾配と準勾配の概念は一致 hj (j =I , "'， l) が局所的リプシッツ連続である場合には，

する.つまり ， fが凸関数ならば ， af(♂)=a*f(x) が任 つぎの結果が Clarke[7J によって与えられている.

意の点おにおいて成立する. 点 z が問題(3.24) の局所的最小解ならば， つぎの条

同様に，関数 f がおにおいて，連続的に微分可能な 件を満足するような，すべてが 0 ではないような実数

らば， af(x)={ マf(x)} が成立する.ここで，“連続的 人 μdi=l ，… ， m) ， νj (j =I ， ・ ..，1) が存在する.

に"とし、う仮定は本質的で、ある.このことを見るために À註0， μi~主0 ， i=l , … , rn , 

f(x)=x2 sin (ljx) (xキ 0) ， =0 (x=O) 

なる Rl 上の関数を考えてみよう.そのとき，関数f は

すべての点 z において微分可能であり，

lμigi(X)=O ， i=I ,"', m , 
m 

! 0 E ﾀa*f(x) + L: μi a*gi(X) + L: νja*hj (x) , 

(3.25) 

Vf(x)=2xsin(l/x)-cos(l/x) (xキ 0) ，

=0 (x=O) 

である. (3.19) より ， a*f(O)={x*; ー l孟x*主主}である

から ， a*f(o) キ{マf(O)} であることがわかる.ここで，

条件 (3.25)は，微分可能な問題に対する Fritz John 

の最適性の必要条件[24Jに対応している さらに(3.25)

において ， À>O としたものは Kuhn-Tucker の最適

性の必要条件に対応すると考えられる そのためには，

a*f(O) が vf(o) に一致しない理由は， vf(x) が 0 で連

続でないことによることは明らかである.

つぎに，前節でも考察したマックス型関数を考える.

f(♂) =maxf;(x) (3.20) 
ieI 

(式(3.7)参照)ここで， 1は添字の集合 {1 ， 2 ， "'， m} であ

り，各 fi は局所リプシッツ関数であるとする.そのと

き， (3.20) で定義される関数 f も局所リプシッツ連続

である.さらに，関数 f の一般勾配の集合 a*f(x) は，

IE規性の条件というある種の制約想定のようなものが必

要であるが，詳細については Clarke [7]を参照された

し、.

上に述べた方法とはやや異なったアプローチによる最

適性条件の一般化は， Neustadt[28J ， Pshenichnyi[34J , 

Craven と恥10nd [9J , Pourciau [33J , Mifflin [25J 

などによって与えられている.

a*f(x) c co {a*fdx); i E I(x)} (3.21) 4. 計算方法

を満足する.ただし ， I(x) は(i El; f(x) =fd♂) }で定 この章では，必ずしも微分可能でない非線形関数の最

義ーされる I の部分集合である. (3.21) において，等号は 小化のための計算方法について，現在まで、に発表されて

一般には成り立たないが，各 fi が lE則ならば， いるものから代表的なものをいくつか選んで、紹介する.

a*f(x) =co {a*fdx); i E I(x)} (3.22) 4.1節から 4. 3節までは，凸関数の最小化法を考察し ， Jjl 

がし、える. とくに，各 fi が連続的に微分可能ならば， き続いて一般の非凸関数に対しでも適用 nJ 能な計算方法

a*f(x) =co {マfi(X); i 己 I(x)} (3.23) について述べる.

が成立する.さらに，凸関数は JE則で、あるから， (3.8) 以下では，つぎの最小化問題を取り扱う.

は (3.22) の特別な場合であることがわかる. (3.21) お min f(x) s. t. X εC (4.1) 

よび (3.22) の証明は，ここでは省附する. ([6 , 7J 参照) ただし ， f は Rn 上で定義された実数値関数 C は R"

いままでに見てきたように，一般勾配の考え方は，DI関 の，'ll部分集合である.

数の準 'L，)配のそれと Jド常に術按な関連がある. とくに， ところで， (4.1) の目的関数 f の微分 l可能性を仮定し

lE貝Ijな関数の一般勾配には，凸関数の準勾配がもってい 危いならば，問題 (4.1) を制約のない問題，すなわち

るほとんどの性質が保存されるように恩われる C=Rnとみなしてもほとんどの場合に一般性を失わない

最後に，つぎの非線形計Illlî問題に対する最適性条件を と考えられる.なぜなら，非常に特異な問題を除いて，

考察しよう dc(x)>O (x<$C) , =0 (♂己 C)

min f(x) (3.24) なる関数 dc を適当に選ぶことにより，制約のない問題

subject to gi (x) 手0， i=I ,"', m , minf(x)+Kdc(x) 

hj(x)=o , j=l ， ・・・ ， l の解が， JEの定数 K が充分大きいとき，問題(4.1 )の解

問題(3.24) が凸計画問題である場合， (3.24) が準凸ま と一致するようにできるからである.とくに，

たは擬凸関数を含む場合，およびすべての関数が微分可 C={xERη ; g;(x) 三五o (i =I ,"', m) , 

能である場合には，さまざまな最適性の必要条件や充分 hj(x) =0 (j =I ，・ー， l)} 

条件が知られている. (たとえば， Mangasarian [24Jを であらわされている場合には，
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図 4.1
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凸集合 C への射最長作用素 Pc

dc(x)= L: max [O ,gi(X)J+ L: Ih;(x) I 
ド }=1

とする方法(正確なベナルティ法， 2.4節参照)が，

知られている.

ょく

したがって， 4.1 節で述べる Polyak の準勾配法を除

き，この章で、解説する方法の大部分は常1]約のない問題

min f(x) s. t. x ε Rn (4.2) 

のための方法であるが，それらは制約っきの問題 (4.1)

に対しでも一般性を失うことなく適用できるのである.

4. 1 準勾配法 (subgradient method) 

問題 (4.1) において，目的関数 f は 1':1関数，制約集合

C は凸集合であると仮定しよう .f が微分可能ならば，

Xk+l=PC (Xk一日k マf(xkl) (4.3) 

なる反復公式によって生成される点列 {xkl は，ステッ

プ長田k を適当に定めることにより，問題 (4.1) のある

最適解忌に収束することが知られている [4， 16 ， 23]. た

だし ， Pc は凸集合 C への射影作用素である.すなわち，

Rn の任意の点 Z に対して， Pc(x) はつぎの条件

Pc(x) εC 

かっ I lPc(x) -xll=min {llz-xll;zεC} 

を満たす点であり，一意的に存在する. (図 4.1 参照)

問題 (4.2) に対しては，反復公式(4.3) は，

Xk+l=Xk一 αkマf(xd

となり，ステップ長日k を，

f(Xk一日k Vf(Xk)) =min{f(xk-aVf(xkl);日孟O}

(4.4) 

で定めるなら，これはよく知られた最大傾斜法による.

そこで ， f の微分可能性が仮定されない一般の 1 121関数

の場合にも，反復公式 (4.3) のマf(x) を zにおける準勾配

x* でおきかえることにより，点列 {xkl が最適解に収束

するようにできるのではなし、かと考えるのは，ごく自然

な発想であろう.この考え方にもとづいて， Polyak[31 J 

は，つぎの反復公式 (4.5) を提案し，その最適解への収

束を証明した.

3:k+l =P.(3:k-ak3:k*) (4.5) 

1978 年 6 月号
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L 
図 4.2 Polyak の方法 (.lk=l)

ここで Xk* は ðf(内)の任意の要素であり，

長田k は，

ん =akllx♂ Il

とおくと，

lim ん=0 かっ Z 九=∞

ステップ

(4.6a) 

(4.6b) 

を満足するように定められているものとする. (4.6) に

よってステップ長を決めるということは， 余分な計算

(たとえば (4.4) のような)をする必要がないという点で，

たいへん魅力的で‘はあるが，残念ながら収束の速さとい

う観点からはあまり有効ではないのである.

たとえば， f(x) =llxll , C=Rn の場合を例にとってみ

よう .xキO なる点においては，つねに Ilx*II=1 である

から，すべての k に対して内=1/k と選べば (4.6) は

満足される そのとき，ある有限な h で引=0 となっ

てしまう特別な場合を|徐いて，定数 C>O が存在して不

等式 Ilxkll主主clk が満たされる.これは，最も遅い収束の

代表的なタイプ。の一つで、ある.

そこで， Polyak [32J は (4.5) の収束の迷さを改善す

るために， つぎの公式によってステップ長叫を定める

方法を提案した.

日k=九 (f(xk)-f) /II日 11' ， 。くれ三五九三五2- é2'ε2>0

(4, 7) 

こよこで， f=min{f(♂); .1: E Cl であり， εhε2 は適当な

定数である. (4. 7)の意味は，つぎのように解釈できる.

簡単のため ， C=Rl とし，すべての h に対してん=1 と

仮定しよう.そのとき，図4.2からわかるように， (4.5) 

によって定まる点 Xk+l は，関数 f のグラブの点 Xk に

おける傾き Xk* の接線と最適解語における傾き 0 の接

線の交点になっている.このことは， 反復公式 (4.5) ，

(4.7) が，方程式 f(x)-f=O を解くためのニュートン

法とも非常に深い関連をもっていることを示唆してい

る.さらに Polyak は，ある条件のもとで，方法(4.5) ，
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図 4.3 準勾配法

(4. 7)によって生成される点列が最適解 z に l 次収米を

すること，すなわち，

IIxk-xll壬qkllxo一刻 1 ， q<1 

を満たす定数 q が存在することを示した.このことは，

方法 (4.5) ， (4. 7)が方法 (4.5) ， (4.6) より収束の速さの国i

ではかなりすぐれていることを意味している.

(4. 7)では，関数f の最小値 f が既知であると仮定さ

れていた.実際，問題によっては f の値が， まえもっ

てわかっている場合が少なくない.たとえば連立方程式

f;(♂)=0 ， i=l , …, n 

の根を求める問題を ， f(x) =rnax {Ijj(x) 1 ; i= 1, "', n} 

なる関数を導入することにより， rnin f(x) を求める問

題に帰着することができるが，根が存在するときは明ら

かに f=O である ところが一般の問題 (4.1) の場合に

は f の値は未知であるので， そのときはつぎのような

方法が用いられる.

まず， f の適当な推定値 f をもちいて，反復(4.5) ，

(4. 7)を実行する. そのとき， つぎの 2 つの場合が起こ

り得る. (1) ある . k において f(叫)妥 f となるか，

lirnf(叫)=1 となる. (2) ある実数 ε>0 が存在して，

すべての止に対して f(xkl註f+ε となる. (1) の場合に

は， f>f であるから，推定値 f を小さくして反復(4.5)

(4. 7)を続行する. (2) の場合は， 1 を大きくして反復

(4.5) (4. 7)を行なう.この手続きを繰返すことにより，

推定値 11土真の最小値/ に近づき，真の最適解語に

収束する点列 {Xk} が得られる.

さて，ここで(4.5) において叫*は点れにおける任

意の準勾配であったことを思い出そう.このことは， 3.2 

節の終りに注意したように，方向一九本は必ずしも関数

f の降下方向ではないことを意味している.したがって，

数列 (f(叫) }は単調減少するとは限らないし ステッ

プf量的を公式 (4.4) のような方法で決定することも適

当ではない.しかし，図4.3 からもわかるように，点Xk

から方向 -Xk* に沿って移動するとき，ステップ長叫

が小さければ，つぎの点、 Xk+1 は点内よりも最適解 E

に近づくことが示される.
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N riJ.f(:r! = }JQf!, (0) 

。

図 4.4 ðf(x) におけるノルム最小の準勾配

この節で述べてきた準勾配法は，以下の節で解説する

多くの方法の基礎となる非常に重要なものである.準'L~

配法の収束率に関するくわしい研究は Goffin [15J によ

って， OR においてあらわれる各種の問題に対する応用

に関しては Held ら [19J の論文でそれぞれ述べられて

いる.

4.2 s 準勾配法 (s-subgradient method) 

前節で見たように，準勾配法は一般に降下法の性質を

もたないが，このことは，たとえば，収束判定の困難化

などをもたらし，実際の計算上あまり好ましいことでは

ない.そこで準勾配法のそのような欠点を改良して降下

法の性質をもっ方法がいくつか考案されているが，この

章の残りはそれらの解説にあてることにする.

これからは， 制約のない問題(4.2) のみを考えること

にする.関数 f は凸であり，任意の点において集合

ðf(叫が完全に計算できるものと仮定する. 最後の仮定

は，ある種の問題たとえば f がマックス型の関数 (3. 7)

で添字集合 I の要素の数が比較的少ない場合などに対し

ては不自然なものではないことに注意しておこう. ((3. 

8) , (3. 12) 参照)

そのとき，集合 ðf(♂)の要素の中でノルムが最小に

なるようなものを Nrðf(x) であらわすと (Nrðf(x) =

PiJf(が (0) とも書ける.図4.4参照)，

-Nrðf(♂}=f' (x; d}d (4.8) 

が成り立つことが容易に確かめられる.ただし ， d は，

f'(x; d} =rnin {f'(x;d} ;lldll壬 1 }， Ild 11壬 l

(4.9) 

を満足するベクトノレである. (4.8) , (4.9) より ， -Nr 

ðf(x) は z において関数 J の減少率が最も大きいよう

な方向，すなわち最大降下方向 (direction of steepest 

descent) と見なすことができる. そこで (4.4) において

マf(x} を Nrðf(x} でおきかえることにより，最大傾斜
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図 4.5 最大傾斜法が収束しない例

法を一般化できると思われるかもしれない.ところがこ

の方法は，つぎの例に見るように，必ずしも最適解にj反

米しないのである.

図 4.5 で，実線はfの等高線をあらわし，ぷい実線は

初見Jj;去を z。としたときの最大傾斜法によるトラジェク

トリをあらわすものとする.そのとき，点列{Xk}は点A

にJI\I.束し，明らかに最適解3へは収束しないことがわか

る.この原岡は， N1'òf(.1:) が X の関数として，点 A で

連続ではないことにある.この欠点を改良した最大傾斜

i去の一般化が， 以下に紹介する Bertsekas と Mitter

[5J の ε 準勾配法である.

ε~11~負の実数とする.そのとき，つぎの不等式を満足

するベクトノレがを凸|現数f の点 mにおける ε 準勾配と

よび，そのような計全体の集合を Bεf(♂)であらわず.

f(y) -f(.1:) 詮〈♂ぺ lI- X)ー ε ， 'VyER" (4.10) 

Iljj らかに ， �f(x) =òf(♂)であり O~手 ε 二五 εI !s:. らば

ん f'( ♂ ) c iJ，，f(x)が成り立つ.さらに，任意の ε与O に刈

して，

o"òJ(♂)∞ f(x)孟infxc!l"f(x) +ε(4.11) 

なる関係が成立することが， (4.10) より導かれる ( (3. 

6) は (4.11) の特別な場合である. )つぎに， 0$òJ(x) の

ときは，

sup (<d， x*); 計 ε òJ(♂)}<O

でJろるよろなベクトル d が存在し，

(4.12) 

図 4.6

iJf(A) の近似

みつけ， Xk+1=''Ok+ Àd とおく.ただし』は f(Xk) ー εk +1

>f(;η +Àd) を満たすJE数である k=k+1 としてステ

ップ 2 へもどる.

このアルゴリズムは常に well d-efined である. 実

際， (4.11) より叫が最適解で往ければステップ 2 にお

いて ρ は常に存在するし， (4.12) , (4. 13) よりステップ

3 の」および d も常に存在する.さらに， k→∞のとき

何ゆとなり， A~!，列 {Xk} が問題 (4.2) の最適解に収束す

ることも証明できる [5].

この方法は理論的には大いに興味深いものであるが，

浅念ながら実用面ではかなり問題点が多い.そのおもな

原悶は，任意の点♂において òJ(x) を計算しなければ

ならないということである. この欠点を改良するため

に， Lemarechal [20J は点 Z の周辺のいくつかの点で

準勾配を一つずつ選び出し，それらの凸包で ò.f(x) を

近似的にあらわそうと考えた. さらに彼は [21J におい

て，この方法が共役勾配法の拡張になっていることを示

した.ほとんど同じ頃， Wolfe [42J は Lemarechal の

方法と非常によく似た方法を提案し，やはり共役勾配法

との関連を指摘した ここでは，それらを総称して共役

治宝J配法とよび次節におし、てその考え方を説明する.

4.3 共役準勾配法 (conjugate subgradient 

method) 

Lemarechal の方法 [20 ， 21J と Wolfe の方法 [42J は

その基本的な考え方においてほとんど同じなので，ここ

では Wolfe の方法に的を絞って解説することにする.

さて，ここで図4. 5を思い出してみよう.点 A におけ

る準勾配の集合 òf(A) は図 4.6 のようにあらわされる.

f(x) ーε>inf (f(x+ﾀd); À註O} (4.13) 他方，点 B と点 C においては/は微分可能であるから，

なる関係が成立することが示される.とくに， dニ マf(B) およびマf(C) は図4.6に示されるようなベクトル

-NròJ(♂)は (4.12) を満足することに注意しておく. である.そのとき，マf(B) やマf(C)はそれぞれ単独で

Bertseka と Mitter によって提案された ε 準勾配法は は òf(A) に関する情報をあまり与えてくれないが，そ

つぎのように書ける. の凸包 co (マf(B) ， マf(C)} は òf(A) の比較的よい近似

ステップ l はじめに初期J店内とパラメータ ε0>0 になっていることがわかるであろう.このような考え方

および O<a<1 を設定する k=O とおく. をもとにして，わる点における探索方向を決定するとき

ステッソ 2 ''Ok および εk>O に対して ， O(!CiJ apε kf( 昌弘) に，それ以前に通過してきた点における勾配または準~J

となるような絞小の整数 ρ注0 を求め， εk+ l=aPSk とお 配ベクトノレから得られる情報を使用しようというのが，

く. つぎに述べる Wolfe の方法のアルゴリズムである.

ステップ 3 ε=εk+l に対して (4. 12) を満足する d を ステップ l はじめに，パラメータ ε>0， Ò>O , m2< 
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間1<1/2 を設定し，初期値として点的， V Xo* E 瀁(xo) 

を選ぶ. Go={xo* }, ao=O, k=O としてステップ 2 へ

進む.

ステップ 2 dk=-NrGk を求める.もし Ildkll<ε な

らステップ 3 へ，そうでなければステップ 5 へ進む.

ステップ 3 a広三到なら終了 • ak>ð ならステップ 4

J¥. 

ステップ 4 Xk +1 =Xk, Xk +1*=Xk* , Gk+1={Xk* }, 

ak +1 =O としてステップ 2 へもどる.

ステップ 5 つぎの条件 (i) (ii) または (i) (iii) を満た

す t孟0 および Xk+1* E àf(Xk+tdk) を求める.

(i) くXk+1汽 dk) 孟-m1 1I dkI1 2 ，

(ii) f(xk+tdk)-f(Xk) 三重-m2 t lldk ll' ，

(iii) tlldkll孟b.

もし (ii) が満足されるなら Xk+ 1 =何十tdk とおき，

( iii) が満足されるときはおk+l=引とおいてステップ 6

J、、

ステップ 6 G の部分集合 Hを適当に選び Gk+ 1 =

Hu{ーの， Xk+1*} および ak+lニak+ Ilxk+1-Xkll とおい

てステップ 2 へもどる.

ここで，パラメータ ε と占は充分小さく選ぶことにす

る . ak主玉S ならば Gk の各要素は òf(叫)のある要素に

充分近いと期待され，さらに条件 Ildkll = II-NrGkll <ε 

は IjNròf(叫 )11 が充分小さいことを意味する. そのと

き， (3.6) より引は近似的に最適解とみなされるので，

ステップ 3 の最適性の判定が妥当であることがわかる.

また内が増加するとともに仏には次第に古い情報が含

まれてゆくことになり， Gι が òf(叫)を近似していると

はいい難くなる.したがって，その時にはステップ 4 の

リセットの操作が必要になる.ステップ 5 の条件 (i) (ii) 

は通常の降下法においてよく知られたステップ長の決定

方法であり[41J，引からXk +1 へ動くとき f の値が充分

に減少することを示している.また，条件 (i) (i ii) が成

立するときは，方向 dk は f の値を減少させるのに不適

当であるので，そのときは Xk は変化させずに， ステッ

プ 6 で Gk の òf(九)に対する近似度を改良するにとど

め，新たな探索方向を決定しようというのである.

なお，ステップ 5 を実行するために Wolfe は 2 分割

法による一次元探索を提案している.なお，ステップ 2

で NrGk を計算する問題は 2 次計画問題として定式化

できるが，とくにこのような問題に対してすぐれた方法

[27 ， 43J が考案されている.

Wolfe や Lemarechal が示したように，この方法は

2 次関数に対しては共役勾配法の性質を有しているの

で，一般的な関数に対しでも非常によい収束性が期待さ

れる.
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4.4 共役準勾配法の非凸関数への拡張

前節で、述べた Wolfe の方法を一般化して，非凸同数

に対しても適用できるアルゴリズムを開発する試みが

Feuer [13J と Mifflin [25a] によってなされている.そ

れらの方法は，基本的には Wolfe の方法において準勾

配の演じている役割を一般勾配 (3.3節参照)で代行させ

ようというものである.その意味で Feuer および Mi

fflin の方法は， Wolfe の方法と似かよっており， ここ

ではそれらのアルゴリズムを詳述することは避ける.し

かし，それらの方法においては Wolfe の方法に対して

数々の改良が加えられており，とくに一次元探索法の巧

妙さや収束の証明法など非常に見るべきものが多く， EF

に Wolfe の方法を形式的に一般化したもの以上の価値

があると思われる.

さらに Mifflin [25， 25aJ は，制約っきの問題 (4.1)

(ただし ， C={x; gdx)壬O， i=I ，.'.， m}) も以下のよう

な方法で取り扱えることを指摘した.まず，

g(X) =max{gd♂); i=l ,…,m} 

と定義することにより，問題(4.1) は，

min f(x) s. t. g(♂)亘0

なる制約式が一つの問題に書きかえられる.このとき，

各めが一般勾配をもつなら， g も一般勾配をもつから

((3.21 )ー (3.23) 参照)，任意の z に対してつぎの集合

M(x)を対応させることができる.

( �*f(x) (g(x) <0のとき)

M(x) = ¥ co{�*f(x) u �*g(x)} (g(x) =0のとき)

l �*g(x) (g(x) >0のとき)

(4.13) 

そのとき最適性の条件 (3.25) から点♂が最適解であ

るための必要条件は ， OEM(x) であることが容易にわ

かる. つまり， 制約のない問題に対する方法でが'f(x)

が使われているところを制約っきの問題では上の M(x)

で代用することにより， 一般性を失うことなく Wolfe

の方法や Feuer および Mifflin の方法が適用できる

のである.なお， Levitin [22J にも (4.13) と同様なアイ

デアが使われている.

4.5 その他

以上の方法の他に数多くの微分不可能関数の最小化法

が開発されている.大ざっぱにいって，それらはマック

ス型関数の最小化問題(ミニマックス問題)に対するも

のと，もっと一般的な関数に対しても適用できる方法に

分類できる.前者に属するものとしては[10， 11 ， 12Jなど

があり，後者に属するものとしては[1 ， 17 ， 18 ， 22 ， 26 ， 29 ，

30, 36， 37， 38 ， 39Jなどがある.

それらの方法はすべて，準勾配や一般勾配または方向
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表 1 代表的な計算法の比較

降下法 仮 定 探索方向 1一次元探索i 収束速度* I適用可能な関数

準勾配法 NO 
i òf(x) の要素が| : 1 1 

i 'r/ X* ε òf(x): 不要 l/n 凸関数
Polyak [31J 一つ計算できる

準勾配法 NO òf(x) の要素が 'r/ x* ε òf(x). 不要 1 次
Polyak [32J 一つ計算で、きる

ε 準勾配法 YES 1 ÒJ(♂)全体が計|部分問題を! 要 ? 
|算できる l 解く l Bertsekas &恥litter[5J

共役準勾配法 YES 
Wolfe [42J 

i òf(x) の要素が|部分問題を l l | 凸関数
一つ計算できる 解く I(共役傾斜法)i

Mifflin [25J YES ò*f(♂)の要素が l 部分問題を 要 つ・ I 局所リプシッ

l 一つ計算で、きる!解く |(共役傾斜法 )1 ツ関数

発)カッコ内は微分可能な関数または 2 次関数に適用した場合.

微分係数を使って，微分不可能関数を直接取り扱おうと トアップされているのでそれらも合わせて参照された

するものであるが，それ以外にも微分不可能関数を微分 い.

可能な関数で近似し，その近似関数を微分を用いる通常 終りに，平素御指導いただき，また本稿をまとめるに

の方法(たとえば， i，)配法，共役勾配法， DFP 法など) あたっても貴重なご助言をくださった，京都大学工学部

により(近似)最適解を計算しようとする試みがある.そ 三恨久教授に心から感謝の意を表します.

の目的に沿った近似法は [2， 3 ， 14， 40J で提案されてい

る.

最後に本節で、解説した方法の特徴を表 1 にまとめてお

く.

5. むすび

以上，一般的な最適化問題に対して得られている結果

を簡単に解説してきたが，その研究の現状は微分可能性

の仮定のもとで得られて L 、る膨大な量の成果に比べてい

まだ充分とはし、ぃ難い.

とくに，理論面の研究は凸解析の理論や一般的な微分

の理論などかなりのレベルに達しているのに対して，計

算手法に関してはごく最近になってようやく活発な研究

が行なわれるようになってきたといえるであろう.実際

に微分不可能問題として定式化される問題が少なくない

という事実を考えると今後とくに計算手法の開発やその

実際問題への応用といった方向での研究の発換が望まれ

る.

本稿では第 2 草および第 3 章の記述に相当分の紙回を

さいたため，第 4 章においていくつかの興味ある方法に

ついて触れることができなかったことを断わっておく.

現在までに得られている成果については， [5 , 13 , 25 , 42J 

などの序文において系統立てて述べられている また，

おもな論文は本稿でもできるだけ引用するよう努めた

が，前記の論文の参考文献にも多くの重要な論文がリス

1978 年 6 月号
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SOLE-Iogistics 

Sole という文字を見ると，食いしん坊の筆者など

はすぐレストランのメニューにある“安ぴらめ"のこ

とかと患い，また，人によっては， feme sole (独身

の女性)に胸をおどらせるかもしれません.しかし，

これは，

Society Of Logistics Engineers 

の頭文字をとったもので，れっきとした学会の名称で

す.そのジャーナルである Logistics Spξctrum の

君主新号 (1ヲ78年春)は Vol. 12, No. 1 ですから，学会

発足以来， 10年以上経過していることはたしかです.

筆者は寡聞にしてこの学会のことを知らず，昨冬

Virginia Polytechnic Institute & State University 
を訪れたとき，間大学工学系大学擦の工学普及部長

Benjamin S. Blanchard 教授から“logistics" を連

発されて大いに弱り，一体なんのととかといろいろ質

問をあびせて，ょうやくつぎの程度のことを知りまし

た.

Logistics は辞書君主引くと，後方業務，兵たん業な

どと書いてあります. 1 H 1 の宮内一郎氏によると

「後方支援J と訳すのがよいそうです.これはまさに

策事用語ですが，その点ではORも悶じことでしょう.

策事にかぎらず，あらゆる組織の活動は， strategy, 

tactics, logistics のささつにわけられる. strategy (戦

聖書)は仕事を鏡定し tactics 戦術}は仕事を行なう

のに対し， logistics (後方支援)は，仕事を遂行でき

るように資材を補給する.ここでいう資材のなかには，

物的資材のほかに設備・資金・人力・情報までも含ん

でいる. ということになりますと， logistics は非常

に君主要な概念になり，特定の機援を援すのではなくて，

!日78 年 6 月号

ear approximation method for solving a genｭ

era1ized rectangular distance Weber problem, 
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[41J P. Wolfe, Convergence conditions for ascent 
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[43J , Finding the nearest point in a 

polytope, Math. Programming 11 (1976) , pp. 
128-149. ふくしま・まさお京都大学工学部)

interdi富cip1inary なもの，いや， ORとまったく同

じものと考えねばならないように見えます.

SOLE の機関紙には， logistics をつぎのように定

義しています.

“The art and science of management, engト
neering, and t母chnic呈1 ac主ivities concern号d

with requirements, design, and supplying 

and maintaining resources to support objecｭ

tives, plans, and operations." 
こうなると，いよいよ ORの一部の手法と区別がつ

かなくなったので， SOLE の密際関係溺会長でもある

前節のプランチヤード博士がこの 5 ，Rに来日されたと

されぶしつけに聞いてみました.彼は rORは手法で

あるけれども， logistics は management そのもの

である j といいます.しかし，これだけの説明では，

トップ・マネージメントから技術スタップ，現場の磯

総長までを勧誘してメンバーにしている SOLE の活

動がどういうものか，じかに接したことのない者には

よくわかりません.そこで，米国ではOR ワーカーの

どのくらいの人数が SOLE のメンバーになっている

のかと恐る恐る伺いをたてますと， rそれは調査してい

なくてよくわからないが，一部のORワーカーはたし

かにメンバーになっている.米留のOR学会とは若千

競争関係にある J è洩らしてくれました. SOLE の日

本支部もやがてできるでしょうし(もうできているの

かもしれませんLそうなると OR学会との関係もいさ

さか微妙になることでしょう.たしかに SOLE のメ

γパーの層はOR学会よりも広しあえて大胆な想像

合すると，直接には戦争(企業の場合には生産)に加

わらないすべての人々のためのものとなり， トップか

ら QCサークルのメ γパーまでも包含する学会である

と考えられるでしょう (T.O.)
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