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はじめに

昭和51年春に発足した整数計両法研究部会は，学会員

諸賢の御支援のもとに第 3 年度の活動を行なっている

が，本部会では昨年度以来，整数計画法および組合せ計

画法のうち整数計両法に近い分野の最近の成果に関する

サーベイを実施してきたので，以下 6 回にわたってその

慨要を報告する.

整数計画問題は，線形計尚問題の変数の全部または一

部が整数債をとる問題として定義されるもので，線7院十

両問題と並んでモデル能力のきわめて大きな問題群であ

る.周知のとおり，この分野は線形計画法の成功のうえ

に築かれたものであって，現在でもその基本はかわって

いないが， 60年代末以来その流れは大きく変化した.す

なわち初期においては，一般的な整数計画問題を一般的

に解く方法の構成に力が注がれたのに対し，最近ではこ

の線上の研究はし、ずれかといえば整数計l由i問題の数学的

階造の研究にシフトし J J~体的なアルゴリズムの研究

は，特殊な構造をもった実用上重要な問題に対するもの

に重点が移ってきたように思われる.これは整数計画問

題の構造的研究の進歩によって，逆説的にその本質的む

ずかしさが明らかにされ，線形計画法におけるシンプレ

タス法のような，一般的かっ強力なアルコリズムを構成ー

することが原理的に困難であることが認識される一方

で，問題の特殊構造やデータ構造をうまく利用すること

によって，効果的に解きうる問題群がし、くつか発見され

たためといってよい. とりわけ，整数百十両問題の範騰に

入る問題のうち，組合せ論的色彩の強い 0-1 変数問題併

に対する解法の進歩は特筆すべきものがある.

このような新たな動きの中で，初期の過大部価とその

以動として起こった整数計同i法は役に立たないとする議

論を乗り越えて，整数討'11司法は;誕生以来約20年にして，
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やっとその正当な位 i置づけがなされつつあるといってよ

いのではないだろうか.

この総合報告は，整数計商法の最近の流れについての

サーへイを行なうものであるが，ここで全体の構成を説

明しておこう.まず前半の 3 担lでは一般的解法の解説を

行なう.すなわち第 1 [IJJfcl の今岡はもっとも実用的なア

ルゴリズムである分校限定法とその計算機コードについ

てを述べ，次l引は切除平商法を中心とする“構造的"ア

プローチを取り上げる.また第 3 回目は， ヒューリステ

ィック法や感度分析など実用上重要なテクニックを鮒介

する.

一方，後半の 3 回は，特殊構造をもっ問題として，ナ

ップサック問題，集合分割問題，巡回セールスマン問題

などを 2 回にわたって取り上げ，最後に最近にぎやかな

話題を提供している計算の復雑さについて解説する予定

である.

1. 分枝限定法

分校限定法 (branch and bound method) は，主と

して一般的な整数計画i問題や巡回セールスマン問題，ス

ケジューリング問題，割当て問題，固定費問題等の組合

せ論的な最適化問題に対して適用される列挙法の一つで

あり，最近では，多くの商用の数理計画システムにこの

方法がインプリメントノされて，実用規模の混合整数計画

問題を一般的に解くことが可能となってし、る(たとえば，

IBM の MPSX については， [3 , 10J , CDC の OPH

ELIE については， [8 , 18J，情報処理振興事業協会の

IMPS については， [16 , 17J 等を参照されたし、).分校

限定法に関する話題としては，その一般論(たとえば，

[ 1 , 14J) や各種の組合せ論的最適化問題への適用例(た

とえば[11 J) に閲する議論もあるが，本3iiiではこれらは

割愛 L て，数理計i山i システムに採用されている，一般の

似合秩数計両問題を解くための分絞限定法がどのような

ものであるかということに限定して訴を進める. (なお，
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0-1 問題に対する陰的列挙法については，後に項を改め

て述べる一予定である. 1 

1.1 基本アルゴリズム

In合格数計同l問題に対する分校限定法は Land-Doig

[12Jによって生み出されたものであるが，現在の数理計

画システムでは基本的に彼らの方法を修正した Dakin

[5]や Beale-Small[ 2 ]の流儀を採用している.

以下の説明では，つぎのような混合整数計 iilJi問題:

最小化 z=ctx十 {ity

(Pol: 条件 Ax+Ey=b
)
 

1
 

• 1
 

(
 x~O 

l s, y s, u , y は終数

を対象とする.ここで c， X ι R 1t l ; d , y , 1, 11 ~ R n2, 

bERm , A モ Rmxnl ， E <::: Rmxn2 で三三yさ-;'u などは，

1 j ~三百 j S， Uj ， j= 1,… , n2 をあらわすものとする.

(Polに対する分校限定法は，まず(Pol から y が整数で

なければならないとし、う条件を取り除いた線形計断問題

(Col (これを (Pol の連続問題という)を解くことからは

じまる.ここで・ (Col の最適解の y 成分がすべて整数であ

れば，明らかにその解は (Pol の最適解となる.一方(Col

の最適解の y 成分の中に整数で・ないものが含まれる場合

は，整数値をもたない整数変数のいずれか l つ h を選

んで，つぎのような 2 つのij';1j問題(仏)と (C2 l を解く:

副問題(Cd : (Colにおいて h 制約を Is s' Ys s'[針。]

に置きかえたもの

副問題(C2 l: (Col におし、て Ys の制約を [ysO]+I s， ys

さ-;'us に置きかえたもの

(ここで， [ ]はガウス記号， Yso は整数変数百sの (Col で

の値である. 1 つぎに (C1 l か (C2 l の

最適解の整数変、数の 1ftにその値が整

数でないものがあると，さらに(Cll

か(C2 l を同様の 2 つの副問題に分解

して解いてゆく.このように，訓問

題を図 1. 1 のように木構造的に生成

し，副問題の最適解が整数解になる

か，副問題が実行不可能になるまで

分校(副問題の生成)を続けるので

ある.

一般に，混合整数Z十両問題(Pol に

/¥ 
/¥ 
/¥ 

対する分枝限定法の列挙木のノード 図1. 1 分校限定

k には，線形計阿問題(Ckl: 法の列挙木

最小化 z=ctx+dty 

(Cd: 条イ牛 A.v十Ry=h

x~o 

lk s, y s, uk 

の最適解が対応する.ノードが N 伽1生成されている場
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(1. 2) 

11 三五 !I~ -:- Il~ 

仙二 lj~

ノド N 十] ノ |λ'+2

l-Mt HF 〔 t/i; ト 1jrJ 
図1. 2 分校限定法の分校プロセス

合，ノード k からの分校は， (Cd の最適解で事実数値をと

らない y 変数の成分 Ys を選択し (Ckl の変数仙の有

界制約条件 Isk s' Ys s' usk を，

(i 1 Isks'Yss'[YskJ 

(iil [YskJ+l s' Ys 三三 usk

に変更した 2 つの副問題(CN+ 1 ) と (CN+ 2 ) を生成し(ここ

で YSk は (Ckl の最適解における加の値である l ，この

2 つの副問題を解いて，その解をノード N+l ， N+2 に

対応させる(図 1. 2). 

以上のことを背反に分校限定法の基本アルゴリズムを

記そう.以下で、はつぎのような記号を用いる:

王:円的関数の上限 (l、ままでに得られている繋数解

のうち，最良なものの H 的関数値)

Æ' 未分校ノードの集合

1 :整数解の集合

勺:ノード h の目的関数値

N: ノードの数

ステ・7 プ 0 く初期設定〉

z:=∞ ， JV:=ゆ， 1:= ゆ， N:=o として問題 (Po) の

連続問題(Co ) を解く. (Co ) の最適解のy成分が整数な

らば Z:=zo， I:=IU (ノード o 1 としてステップ 5 へ

ゆく.そうでなければむ..y: =JVLJ( ノ，ード 0) として

ステップ l にゆく.

ステ・7 プ 1 く分校ノードの選択〉

未分校ノードの集合 JV から l つのノード止を選び，

JV:=JVー(ノード k) としてステップ 2 へゆく.‘f

=併ならばステップ 5 へゆく.

ステ 'Y ブ 2<分校変数の選択〉

問題(Ck ) の解の v 成分で，整数値をとらないもの h

を選び， Ys の有界制約を(1. 3) ，(1. 4) のように変更し

た 2 つの訓問題 (CN+1l ， (CN+ 2 l を生成する.すなわ

ち，

lSN+l: =lsk, USN+1: =[YskJ 

IsN+2: =[YskJ+l , USN+2: =usk 

とおき，ステップ 3 へゆく.

( 1. 3 1 

(1. 4) 
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ステップ 3 く分校計算〉

(CN+1)' (CN，，) を解き(これらの問題は (Cd とは Ys

の上|以もしくは下限が兵なるだけであり，また (C\) の

最適基底もわかっているので右辺パラメトリック法ま

たは双対単体法で比較的特効に解けることに注意)ス

テッブ 4 にゆく.

ステ・y プ 4 くノード検査〉

副問題(CN+ i ) ， すなわちノードN十i(i=I ， 2) を調べ，

以下のような処理を行ない， N:=N+2 としてステッ

プ l にゆく.

a) 句+t三三E で， (CN+il の最適解の y成分が整数の場

合は 1:=1リ(ノード N+i) ， 王 :==ZN+i とし，未分

校ノードのうち ZJ>正を満たす JE VY をしグから削

除する.

b) ZN+i~Z で、 (CN+il の最適解の y 成分が整数でない

場合は vY:=vYU( ノード N+めとする.

c) その他の場合，すなわち ZN+i>Z のときは何もし

ない.

ステップ 5 く最終処理〉

Iキ併ならば， 1の中の最良のものが問題(Po) の最適解

となる • -Jj 1=いならば， (PO) は実行 nJ能解をもた

ない.

1.2 分枝限定法の計算戦略

分校限定法の計算効率の良し悪しは，分校プロセスが

進むにつれて生成され解かれてゆく副問題の列挙水のサ

イズにもっとも大きく依イ'{:する.この列挙木のサイズの

哨大を折lえるためには， ìÌÎj節のアノレゴリズムのステップ

l における分校ノードとステップ 2 の分校変数の選び方

が鍵となる.分校限定法の計算戦闘1tに闘する数値実験の

結果は， [3 , 4 , 10, 13J等に報告されているが，本節

ではそれらのうち，有効で、あると考えられているものを

いくつか説明する.

(1 ) 分枝変数の選択

分校変数の選択は全体に与える影響の大きな整数変数

を優先するのが基本である.すなわち，なるべく fJ 的以l

数値をλーきく変化させる変数を分校変数として選べば，

分校停止が早く起きる可能性が高く列挙木が大きくなら

ないものと期待される.この線に沿った分校変数選択の

具体的ルールとしてはつぎのようなものが考えられる.

a) モデルの整数変数の重要度がわかっている場合

は，あらかじめ分校変数に選択優先順位をつけておき，

これにしたがって分校変数を選択する.たとえば， 目的

関数のコストの絶対値の大きい11頃序とか，モデル特有の

変数の重要度の 11民序とかにしたがって，全順序関係で与

えるのが 1 つの方法で、ある.また，ある整数変数の値が

定まると自動的に他の整数変数の値も限定されるという
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具合に，整数変数問に階層木構造的な関係がある問題に

あIしては，本構造のJI手で半IIWiJ i;的な優先順位を与えると

有効で、ある.

b) 各終数変数に対して，それを分校変数として選ん

だ場合，その品Ij問題の解がどの程度悪化するかを簡便な

方法でl汁算し， もっとも u的関数値の変化が大きいと F

a!IJ される整数変数を分校変数として選ぶ. この解の悪化

量をあらわすものを罰金 (penalty) というが，これにも

とづく分校変数の選択ノレーんとしてはつぎの 2 つが有効

であると考えられている.

① max一mln ノレーノレ

1f整数値をもっ整数変数百J の添字集合を J とした

とき，

max min(PNLj , PNUj) (1. 5) 
jEJ 

を与える整数変数を分校変数とする.

② max-max ルーノL

max max(PNL j, PNUj) (1.6) 
}EJ 

を与える整数変数を分校変数とする.

ここで， PNLj および PNUj は，それぞれ，整数変

数割J の値を yjk から [YjkJ へ， Yl から [YjkJ+ 1 へ動
かした時の昔iJ金で、ある • PNfつを下方罰金 (down pen 

alty) , PNUj を上方言il金 (up penalty) というが，その

定義式としてはつぎの 2 つがよく使われる:

( i) PNLj=PCLj. jj (1. 7) 

PNUj=PCUj ・ (l-jj) (1.8) 

(ii) PN  Lj=fj (1. 9) 

PNUj=l-jj (1.10) 

ここで乃=Y/ー [YjJ である • pcrっと PCUj は，そ

れぞれ，下方罰金コスト (down penalty cost) ，上方罰

金コスト (up penalty cost) という. これにもいくつか

の計算方法があるが，それらについて述べる IÎÎHこ max

min ノトーノレと max-max ノレーノレの違いについて簡単に

説明しておこう.

max-max ノレーノレは，各分校で，片方の分校が目的関

数を非常にJEL くするように保つのに対し max-min ル

ールは|品j方の分校とも 13 的関数を恋くするようなものを

選ぶ方法である.したがって，分校の進行過程で，最初j

の整数解がよ4っかるまでは， max-max ノレーノL を適用し，

それ以後 max-min ノレーノレにスイッチするのがよいであ

ろう.なぜなら，最初jの整数解が求まった時には，未分

校ノードの中に目的関数の債があまりよいものは残って

いなし、から， これを max-min ノレールで、分校させてゆく

と，はやく分校がストップして列挙木が大きくならない

ように保たれると考えられるからである.

罰金コスト PCLj ， PCUj の計算方法の 1 つとして，
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擬似コスト (pseudo cost) と称するものがあるのでそれ

について説明しよう [3 ， 10]. ノード止から分校変数h

によって，ノード N+l とノード N+2 へ分校し ， Ys の

値がそれぞれ [YskJ と【YSkJ ト l になったものとして，

分校変数伽の制金コストを，

PCLs=IZN+l-ZKI/fs (1.11) 

PCUS=IZN+2-ZKI/(I-fs) (1.12) 

のように定義する.この罰金コストは，以後の分校で，

整数変数 Ys が分校変数に選ばれた場合の目的関数値の

変化率の予測値としての意味をもっている.

分校計算を双対単体法で行なう場合の，最初jの l 回目

の反復での目的関数値の減少ネを罰金コストとするのも

l つの方法である [6]. 整数変数 Ys(S EJ) が分校変数と

して分校が起こると ， Ys の値を [YskJ にするほうの分

校(下方分校)で、は ， Ys の有界市!J約が， lskSYs 三二 [YskJ

となり，ノード止での Ys の値は[YskJ 十fs( =Ysk ) とな

るから，ノード k の基!氏では ， Ys はんだけの実行不可

能量をもっている.ノード h の基氏の ρ 行に Ys がはい

っているとすると ， j.Y..対単体法による下方分校の最初の

反復で，目的関数値は，

ザ{aojf出pjlaρO} (1. 13) 

だけJ将加する.ここで aoj は reduced cost，内J は単体

支の ρ 行J 夕日要素である. この目的関数の変化率をJ采用

して，

PCLj=min{日oj/日pjl 日pj>O} (1. 14) 

とする. !j';J 肢に一1二方 :iij金コスト PCUj は，

PCUj=min{日oj/I apj 11 町j<O} (1. 15) 

とする.このほかにも Gomory の切除平l宣iを用いて，

さらに強い ;iii金コストも考えられている [24Jが， この種

の罰金コストを計算するためには，かなりの手聞がかか

るのが欠点である.

(2) 分枝ノードの選択

基本アノレゴリズムのステッゾ l で，未分校ノードの集

合，A/'から，つぎの分校ノードを選ぶ場合，つぎの|村極

端な方法が考えられる:

方法もっとも最近に未分校ノード集合J に加わ

ったものをつぎの分校ノードとする (Depth

First 法)

方法 2 未分校ノードの集合 J からもっともよい目

的関数値，あるいは評価値(未分校/~ドに

対応する副問題内で、の最適整数解の目的関数

値の予測値)をもつものを，つぎの分校ノー

ドとする (Breadth First 法)

Depth First 法では一般に，A/'のサイズはあまり大きく

ならないことが予想されるが，はじめのうちはよい整数
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解が得られることは期待できない.これに対し Breadth

First法はよい整数解が得られることが期待される反面，

集合J のサイズが大きくなり，なかなか検数解が見つ

からない-"J 能性がある.

以上のように，この 2 つの方法には，一長-tiiーがあるの

で，実際には l .I.j者を適当に折去するのがよいようである.

たとえば，ノード k が分校ノードとなってノード N+l

と N+2 が生成された時に，そのつぎの分校ノードを以

下のように選択する戦略は一般にかなり有効である.

(a) ノード N+l と N+2 の少なくとも一方が未分校

ノードとなる場合は，その基底状態や基成行列が使用"J

能の状態になっているので，なるべくこの 2 つのノード

のどちらかをつぎの分校ノードとするのが効率的であ

る.ノード N+l と N十2 がともに未分校ノードとなる

場合は，

(i) 臼的関数値の小さいほう

( ii) 評価値の小さいほう

(iii) 分校によって計算された擬似コスト( 1. 11) , 

(1. 12) の小さいほう

等の基準で遼J尺する.ここで一般にノード h の評価値 Ek

は， (1. 11) , (1. 12)式の擬似コストを用いて，

Ek=Zk+ L.: min(ん.PCLj ， (1-.fj)PCUj) 
jeN2 

(1. 16) 

のように計算される.

またノード N十!と N+2 があまりよい解でない場合

は，それらをつぎの分校ノードとはしないような条件を

加えることも考えられる.たとえば，

E= min Ek 
kE ,A/' 

として，
(1.17) 

EN+iSE+P(E-zo) (1. 18) 

でなければつぎの分校ノードとしないというような条件

が考えられている [10]. ここで， Zoは連続最適解の目的

IY:.J数値， ρ は適当な定数(たとえば 0.5 くらし、)である.

(b) ノード N+l と N+2 がともにつぎの分校ノード

になり得ない場合は，未分校ノード JI/ の中を探してつ

ぎの分校ノードを選ばなければならない.これは，列挙

木を逆もどりすることに相当するので，パックトラッキ

ング (backtracking) という. この場合，

(i) まだ 1 つも整数解が見つかっていない場合は，

もっとも最近，/1/に加わった未分校ノート

( ii) 整数解が 1 つ以上得られていれば，目的関数値

あるいは，評価値のもっとも小さい未分校ノー

などを選択するのがよい.

1.3 特殊な制約式の取扱い

整数計商問題の典型的な例として，いくつかの代替案
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のうちどれか i つを選択する問題がある. このような問

題では代替案 j を選択するか育かをかl 変数 Yj ， j=l , 

…， ρ で表現すると，めはつぎの条件

Yl+Y2+ ・・・ +Yp=1

Yj=O ま tc.l主 1, j=I ， 2 ， ・・・， ρ
( 1. 19) 

を満足する.このような関係にある Oー l 変数鮮は，特妹

変数群(special ordered set) とよばれ，上式を SOS制

約， Yj , j=l ， ・・， ρ を SOS 変数という.分校限定法で

は， SOS 変数を，ひとまとめにして特別な取り扱いを

したほうが効率がよい([10 ， 18J) のでそれについて説明

しよう.

いま， SOS 変数 Yj に対して適当な重み Wj>O を与え

ておく.簡単のため以下で、は，

回j'三叩j+l ， j=l ， 一 ， P-l (1.20) 

を仮定し，ノード k で特殊変数群 y" … ， yP は0-1整数値

をとっていないものとする.このとき， SOS 変数めの

値を yjk として，

W=W1Ylk+ 十四pYpk (1.21) 

とし ， r を町二三Wrt l となる最初Jの変数番号とする.この

とき，この特殊変数群を分校変数(鮮)とする分校はつぎ

のようにする.

(i) 話IJ問題 (CN+1) では約=0， }=1 ，…〆とする.

( ii) 副問題(CNdでは約=0， j=1-+1 ，"'， ρ とす

る.

このように副問題を構成すれば，個々の SOS 変数に対

して通常の副問題の構成法を行なうよりもずっと列挙木

が小さくなり，効率アップが期待される.

SOS 変数に対して上記のような分校をねなう場合，

(1. 11) , (1. 12)式に対応する罰金コストは，変数めに

対してつぎのように計算できる.

PCLr= IZK-ZN+1I/L: Yl (1. 22) 
J豆 γ

PCUr=IZK-ZN+21/L:yjk (1.23) 
J>r 

したがって， (1. 16) 式に対応するノード k の評価値 Ek

も，

Ek=zk+min(PCLγ L:/;， PCUγ 乙 f;) (1. 24) 
j三;r 1>0 

のようになる.

2. 混合整数計画法の計算機コード

まれている.例を挙げれば， IBM の MPSX ないし

お1PSX/370 ， CDC の OPHELIE， SCICON の U乱1-

PIRE，情報処理振興事業協会の IMPS， Bonner & 

Moore 社で、つくられ多くの機種にインプリメントされ

ている FMPS などであるが，これらのシステムは，い

ずれも分校限定法をその解法としてJ求刑している. IMｭ

PS には，第 3 回で説明するヒューリスティック解法の

l つである R-最適法も， 利用者が選んで使える機能と

してインプリメン卜されている.上に挙げた中では，

FMPS は従来分校限定法によらず，後に解説する Ben

ders の分割j法によっていたが，最近分枝限定法が組み

込まれたとのことである.また，前節で、述べた SOS 制

約の特別な取扱いは， UMPIRE や MPSX/370 で採用

されている.

これらの MPS は，線形計f[可問題 (LP) を解く機能を

その中心としている. MIP の機能は，近年のユーザー・

ニーズの拡大とともに付加されてきた機能の一つであ

る. LP に対しては単体法という問題の形によらず適用

可能でしかも強力な手法があり，それにもとづいて汎用

的で実用規模の問題を効率よく取り被えるシステムをつ

くることが可能となったが， この LP に対する単体法に

当るのが， MIP の場合少なくとも現在のところ，分校

限定法といういささかスマートさに欠ける手法になるよ

うである.残念なことに分校限定法は LP における単体

法ほど強力で、はない.現在の技術水準からすれば， MIP 

の問題に関しては，側々の問題に応じその特殊構造を利

用した効率のよいプログラムを(それが分校限定法を利

用するものであっても，その問題用に書き l直して)作成

し適用するというのが，正道かも知れない.しかしそ

れでは実際に問題をかかえている一般ユーザーには繁雑

で不便この上ない.そこで，少なくとも汎用性だけは充

分にある分校限定法ーが MPS に用意されて，それを注意

深く上手に使うことにより実用上の問題もある程度は解

かれているというのが，現状である.

分校限定法が MPS で採用されているJjljの理由は，そ

れが現住提案されているいくつかの手法の中で、は，実験

的にも経験的にもすぐれていると認められていることは

もちろんであるが，つぎのことも大きな理山で、あると思

われる.すなわち，前節で説明したように，この分校限

前節で、述べたようなアルゴリズムをインプリメントし 定法とし、う手法は，副問題としての LP 問題をくり返し

た計算機コードは，かなりの数にのぼる.ここでは，と 解いていくとし、う形をとっており，しかもその際，双対

くに汎用の数理計画システムの中で実現されているもの 単体法主たは右辺パラメトリック法を用いて効率よく計

を取り上げる. 算できるとしづ仕組みになっているので LP を解く機能

代表的な数理計画システムー←以下ではこれを MPS と連動させることがきわめて都合のょいとし、う事情であ

と総称するーーでは，ふつう混合整数計画問題を解くプ る.一方ユーザー側からすれば， LP の場合と同じ形式

ログラム一一これを以下 MIP と総称する がくみこ の入力データを用意すればよいことや， MPS のもつ豊
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富なデータ管理機能(たとえば問題の保存や修正，解の

保存や回復など.これらの機能が MPS の中でますます

丞要性を憎してきている)を利用できる点で MPS の中

に MIP 機能が合まれていることは{史利である.

しかしそれでも，一般ユーザーにとって MPS は決し

て使いやすいものとは言えない.それは利用者の選択口j

能な計算戦略がきわめて多く，それらをどう使えばよい

かわからない場合が少なくなし、からである.利用者の Id

由が制限されているほうがむしろ使いやすいということ

は，よく経験することである.計算過稜の細部まで利用

者に公開して選択させるのは，ある意味では，システム

の自信のなさを示すものであるともいえるかも知れな

い.もちろん，どのシステムも標準的な使い方を用意して

おり，面倒なことをしたくないユーザーはそれを利用す

ればよいようになっている.しかし，たとえば LP の場

合は，普通の問題に対してなら，そのようなシステムの

用意した標準的な手続きによって充分効率よく解が得ら

れるが， MIP についてはなかなかそうし、かないのであ

る.したがって， IBM の MPSX のマニュアルに典型的

に見られるように，システムの使用法に対しても，初級

コース，中級コース，上級コースとわけた記述をして，

簡単にすませたい人(解きたし、問題がごく簡単だったり，

計算機時間の予算をたくさんもっている人)には初級コ

ースのやり方を，いろいろな機能を駆使してなんとかう

まく解きたい人には，中級， と級コースのやり方を勧め

るケースが多いようである.

もう 1 つの使いにくい理11c1は，問題が与えられたとき，

どの程度の時間で解けるのか予測がつかえEいことで，簡

単そうに見える問題でもかなりの計算時間を使って最適

解はおろか一つの整数解すらみつからないということが

起こりうる.これも MIP のもつ本質的なむずかしさか

らきている問題である. IMPS にインプリメントされて

いるようなヒューリスティックな角平法の作在価値はこの

i!lにあって，必ずしも最適解が求まらなくてもよし、から

ある程度よい解をいくつかほしいとか，あまり長くない

計算時間内にほしいとかいう日(内には|付いている.

ここで， MPS の MIP のとくに利用者側からみた形

態がどのようになっているかを簡単に紹介しよう.代表

的なものとして IBM の MPSX/370 と情報処理振興事

業協会の IMPS を例にとる. システムの将軍成は両者ほ

ぽ同じなので以下の説明は新らない限り MPSX/370

にも IMPS にもあてはまる.

問題は定まった形式の入力データで与える(この形式

は阿者で同じになっている) その入力データを用いて，

どのような戦略， どのような手11闘で最適化を実行するか

については，システムの有する制御言語を用いて指示す
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ることができる.システムは，この制御託語で書かれた

プログラムを解読するコンパイラをもち，その解説結果

にしたがって実行をすすめる.

実行の際に単位となるいくつかの二F続きがある.利用

者が制御三誌によってよび出すことのできるのは，この

レベルの手続きである 計算の戦略の指示，その他子続

きに対しての必要な情報は，この手続きよび出しの際に

パラメータとして指定するか，あるいは利用者のアクセ

スIlf能な定められたシステム変数群のうちの適当な変数

に， 1向j安値を代入することによって与えることができる.

とくに実行の制御に関して，同システムとも有している

特有な機能は割り込み処理機能である.各手続きは種々

の条件で割り込みを起こし全体の実行を統轄している

エクゼキュータに制御が返される.エクゼキュータは，

この割り込みの種類に応じて利用者の指定した適当な処

理を行なう.

MIP 関係の主な手続きを， MPSX/370 , IMPS それ

ぞれについて簡単に説明する.

[MPSX/370] 

MIXSTART MIP の分校限定法による最適化実行の

ための準備を行なう.また後述する手続き MIXSAVE

によって保存された途中解から，実行を再開する場合に

も，保存解を回復するために使われる.

計算戦略の選択に関するパラメータで弔一要なものとし

ては，整数変数の優先順位(これは古íI節の“分校変数の

選択"で述べた選択基準に関係する)のノレーノレをここで

指定することができる.

MIXFLOW 分校限定法によって整数最適解の傑索を

行なう.ここではとくに， W算I次世帯の指定が豊自にあ

る.それらは，

( i) 分校ノードの選択に関するもの

( ii) 分校変数の選択に関するもの

(iii) 第 l 分校の選択に関するもの

などである.探索を適当に打ちきって効ネをあげるため

に， u 的 IXJ数がある値以下のノードについては，その先

の探索を打ちきるとし、う境界偵の指定や，事全数解がιちる

数以土見つかったら，全体の探索をうちきるなどの指定

もある.

MIXSAVE 分校限定法による探索の現在の状態をブア

イノLに保存する.

MIXSTATS 分校限定法による探索の現庄の状態に|刻

する種々の情報をプリント出力する.

MIXFIX 秩数変数を指定されたノードにおける整数値

に固定した形に問題を書きかえる.これによって，連続

変数に関して改めて最適化をやり直したり，感度解析を

行なったりすることが可能になる.
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MIXBOUND MIXFIX と同じように繋数変数を整数

値に固定するために， REVISE (問題ファイルを修正

する機能をもった手続き)用のデータを出力する.

MIXFIX との主な違いは現庄の問題をその場で書きか

えてしまわない点にある.

なお，これらの手続きを標準的に用いるための制御言

語のシステムマ F ロとして OPTIMIX がある.

[lMPSJ 

STARTMIX 後述する手続き BBMIX および， HEUｭ

MIX に上る整数解探索の計算を行なうための準備をす

る.また保存された BBMIX の整数解探療の情報を凶復

し，そこから BBMIX の計算が展開できるようにする.

機能的に MPSX/370 の MIXSTART と大体同じだが，

とくにHEUMIX処現のために初期整数解をデータとし

て読み込んで処理する機能を含む.

BBMIX 

分校限定法によって整数最適解の探宗を行なう. MP 

SX/370 の MIXFLOW と大体同じ機能で，選択可能な

計算:戦略も，同じようなものがある.

HEUMIX 

ヒューリスティックによる整数解探索を行なう.計算:

戦略の指定としては，

(i) 手法として l 最適法(同時に動かす棄を数変数は

1 つだけ)と去最適法*(同時に 2 つの整数変数

を動かす)との組合せに関するもの

(ii) 整数変数の優先順位に関するもの

などがある.

SAVEMIX 

BBMIX による整数解探索の途中の情報をファイノレに

保存する.

またこれらの手続きを標準的に用いるための制御言語

のシステムマクロとして OPTMIX 1, OPTMIX 2, 

OPTMIX 3 の 3 種類をもっている.

以上が代炎的な MPS の形態の概要である.なお，こ

こに紹介したような MPS はいずれも!つの独立したソ

フトウェアのシステムという形態をとっている.しかし，

とくに MIP の場合は，前にも述べたように，その問題

ごとに特性を活かしたプログラムを工夫する必要がある

ことが多いことなどから，実際上は利用者のかいたフロ

グラムの中に，これらのシステムの機能を直接よび出し

て使用するという，パッケージ的な用い方が望ましい場

合もあるであろう.その意味では， MPSX/370 が従来

の MPSX 制御言語の他に PL/I プログラムでも制御が

できるようになっていることは，この方向を意識したも

*これについては第 3 回に詳しく解説する.
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のと思われる.
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装置が複雑・高度化しつつある現在，保全はますます

重要なものとなってきている.ところが，保全に従事す

る人々が， ORによる最適保全をめざし数学の理論をは

じめから学ぶ余裕は，現状では皆無といってよいであろ

う.本書はこの困難を解決すべく保全に対するシスティ

マティックな取扱いを行なっている.用いる手法はセミ

マルコフプロセス (SMP) であり，この最適化をめざ

すことによって保全への単純かっ明快な数学的アプロー

チを提示している.

本書は 4 章からなり，第 1.章で保全全般に関する概括

ならびに SMPの明快な説明がなされている.元来 S

MP というと，むずかしいというイメージがあるが，そ

の点本書の説明は要を得ており，理解しやすい.第 2 章

では，正常・故障の 2 状態をとる一般的なモデル一一一た

とえば， Age Replacement , Block Replacement 等

ーーがSMPを用いて解析されている.第 3 章は本書の

メインテーマであり，システムの内部状態を直接把握し

えない場合，すなわち代用特性にもとづくシステムの保

全を扱っている. このバラメータを“prognostic paraｭ

meter" とよび， これとシステムの真の状態との聞に確

率法則を与え，その最適化をはかつている.モデルの条

件設定に甘さが見られるが，テーマとして非常に興味深

いものである.その他，本章では，冗長ユニットの最適

使用法， 保全方法が多岐にわたるケース， k-out-of-π 

システム等に対する最適化，ならびにコントロールリミ

ットポリシーの説明がなされている.第 4 章では，理論
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と実践とのギャップを埋めるべく，複雑なシステムにお

ける各要素のグループ化の方法ならびに多次元の特性を

もっ場合の解析法を提示している.その他，グループ化

した保全，大規模システムの保全，故障診断等のトピッ

クスもあり，興味傑い.

以上が本書のあらましであるが， SMPを用いて系統

的に取り扱おうとし、う意凶はくめるが，その反面，取り

上け'た内科ならびに，そのモデ‘ノレが平易になりすぎたき

らいがあるのは残念で、ある.研究者向け，というより

は，実務にたずさわっている人が実践に数学的アプロー

チを試みる時に有用と思われる.また卒研生あるいは，

大学院修士課程における保全へのOR的アプローチの入

門書として役立つで、あろう.ただ， t日jが多いのはよい

が，取り上げた問題が本質的な点を指していないものも

多く，単なるケーススタディ的なモデノレが多いのが気に

なった.自分の機しているモデルを見つけるには，各章

の初めの概説に目を通し捜すとよい.本書は，最初に S

MP  (~1. 3) のところを読めば，あとはどこからでも読

めるようにできており，はじめから通読する必要はな

い.適宜，出くわした問題を求め，そこだけ読めば，事

足りる本である.なお前述したように，新しいトピック

スを数多く含んでおり，保全ならびに信頼性の分野に，

他の領域からの手法の適用をなしうる話題も提供されて

いる.

本書の考え方，ならびに SMPが保全に従事する OR

ワーカに活用されることを願う鈴木和幸)
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