
相補性問題， 2次計画問題への内点法の応用
一一解析的中心とそのまわりの楕円体一一
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1.はじめに

ある確定的な問題，すなわちいくつかの制約条件のも

とで目的関数を最小(あるいは最大)にする問題，

問題(1)最小化 10 (x) 

条件 1. (x) 孟 o (i=1 , 2,… , m) 

が与えられているとします.ここで xERη でありん(i

=0， 1 ，… ， m) は Rn→R への関数を表わしています.制

約条件によって変数の空間に実行可能な領域

P={XE Rη :/dx) 壬 o (i =1 , 2,… , m)} 

が作られます.いま，この実行可能領域の内部

PO={x E Rn : li (X) < 0 (i=I , 2,… , m)} 

が~でないと仮定します.この問題の解法として，ある

点、 XOE Rn から出発して問題の最適解 z滑に収束する点

列{Xk}を生成する反復解法があります.内点法はこの反

復解法の一種ですが，点列 {Xk} が実行可能領域の内部pO

中に生成される特徴があります. 1984年に Karmarkar

は論文白]で関数 li がすべて線形である問題(線形計画

問題)を多項式オーダーの計算量で解く解法を提案しま

した.以後広く内点法の研究が行なわれています.それ

らの研究には，関数li が線形ではない，より一般的な問

題を対象としているものもあります.たとえば，線形制

約のもとで凸 2 次の目的関数を最小化する問題について

はMonteiro and Adler[ 12Jが，また線形相補性問題に

ついては Kojima， Mizuno and Y oshise [8， 9Jがそれ

ぞれ O(n8 L)(L は問題の総入力ピット数)の計算量で最

適解を得る解法を示しています.またKojima， Mizuno 

and Noma [6Jは，ある種の非線形相補性問題に解法を

提案しています.Jarre [4J は関数 10 が線形で関数点が2

次である問題を対象としており，Sonnevend and Stoer 

[15J はこれを拡張して乃が解析的で凸である問題の解

法を提案しています.
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この稿では，より一般性の高い問題を扱う最近の研究

の一例として， Sonnevend と Stoer による論文[15Jの

一部を紹介します.その前に内点法のしくみを簡単に説

明しながら，内点法にとってきわめて重要な概念である

“解析的中心"の定義とその役割にふれておきます.

2. 解析的中心と， それを中心とする楠

円体

改めて問題(1) に， \，、くつか仮定を与えておきます.

仮定(1)関数点 (i=O， I ，… ， m) は凸で十分になめらか

(テーラー展開が可能)である.

(2) 実行可能領域 Pは有界閉集合であり，領域の内

部 pO は空でない.

上記の仮定 (2) を満たす集合 P の解析的中心 (analytic

center) X は，集合 P の内部 pO から R への対数関数

-L:i',!!'t log (-li (x)) 

を pO 上で最小にする点として定義されます ([14J ).こ

の関数は領域の境界に近づくにつれ+∞に発散するので

少なくともひとつの点で最小となります.一般に(んが

すべて線形であっても)解析的中心を直接に求めること

は困難ですが， li によっては Newton法等で十分な精度

の解を求めることができます.この解析的中心の概念は

内点法と深い関わりがあります.以下では解析的中心の

はたらきの例をいくつか紹介します.

2.1 内点法と解析的中心

まず仮定 (2) より問題(1)は少なくともひとつの最適解

ポをもつことがわかります.いま目的関数の最適債をけ

とすれば，任意の上界値.:1>かについて元の制約条件に

目的関数の値がえ以下であると L 、う制約を加えた集合

P( え)=pn { X E Rn : 10 孟.:1 } 

も有界関集合であり，その内部

P(え )0 = pon {x E Rπ: 10 < え}

も空ではないことがわかります.いま上界値 μ と，集合

P( .:1 k )O の内点 Xk が与えられているとします.内点法の

各反復でのステップの代表的な例は，大まかに，
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Step 1 :P(が )0 内に内点討を中心とする楕円を考える.

Step2 :この楕円上で，適当な線形関数を最小とする点

を Xk+ 1 とする

Step 3 :上界値がを更新し Àk+l とする.

と表わされます.それぞれの内点法で用いる楕円，線形関

数は異なりますが，内点がすべての制約から離れるほど

楕円を大きくとることができます.集合 P(λk) に対する

解析的中心 X(Àk)は，“内点、と境界からの距離"を P(Àk)O

から R への対数関数

-L  (x, ﾀk) = log (が-fo (x)) 

+ I: i~11og (-fi (x)) 

で表わしたときに P Pk)O 上で最大とする点です.制約

の境界に近づきすぎると，その近傍に非常に小さな楕円

しか描けず，アルゴリズムが停止してしまうおそれがあ

ります.そこで多くの内点法では，上記のStep 2の線形

関数として，適当なが〉げに対する解析的中心 XPk)

をめざす方向ベクトル(たとえば関数 L の Xk での l 回

微分の逆方向-DxL (xk， が)等)を用いて，制約の境界

に近づきすぎる危険を回避しています.

2.2 特殊な内点法(パス追跡法)

もし関数 L( ・ ， À) が P (À)。上で狭義凸関数であれ

ば，解析的中心 X(え)は方程式
F( 3.らえ ) =DxL (x, ﾀ) 

=-¥/fo (x)/P-fo (x)) 

-I: i~l {マfi (X)/(-fi (x))} = 0 

の唯一の解で与えられます.線形計画問題の場合，仮定

(2) よりすべての À>げについて関数 L( ・ ， À) が PP)O

上で狭義凸関数であることが示されます([IJ) .また，

P( え )OxAO ( ただし AO= {À ER:À>À*}) から Rn への

写像 F の z についてのヤコビ行列が， F(x , À)= 0 のす

べての解において正別であれば，陰関数の定理より ， ﾀ 

>げについて解析的中心 X(え)のなめらかな 1 次元のパ

スが存在することがわかります.線形計画問題について

は最適解に収束するこのようなパスが存在することが示

されています([IIJ). このパスを Newton法等で、追いか

けて最適解を求める解法(パス追跡法)として， [13J , 

[3J等があります.1 節で述べた， [9J , [12J , [4J , [15J 

等の解法も，それぞれの問題に対して解析的中心 x P) 

のパスが存在することを示し，パス追跡法を用いていま

す.

2.3 最適解で‘無効な制約の判定と解析的中心

を中心とする楕円による制約領域の近似

130 (18) 

P( λk) 

司ド

E(x( λk) ， C，向叫)

図 1 楕円体を用いた最適解で無効な制約の判定

解析的中心の利用法のひとつに，解析的中心を中心と

する楕円を用いて，問題(1)のすべての最適解で無効な制

約を判定する方法が提案されています.

まず，あるが>げについて集合 P(えk) の(必ずしも解

析的中心とは限らなL 、)内点 x(か)ε P(が )0 が与えられ

ているとします.そして叫が)を中心とする楕円体

E(x( えk) ， C, r) 

={xERπ (x-x Pk)) t C (x-x (Àk)) 亘 ρ}

を定義します.Cは対称正定値行列， パまある正数を表

わしています. x ( μ) は P (Àk) の内部にあること，集

合 P(が)は有界閉集合であることを考えれば，集合 P

(Àk)を内側と外側ではさむ 2 つの相似な同心楕円

E (x (Àk) , C, rin )C P (ﾀk) 

CE (x (Àk) , C, rout ) 

が存在します ([2J ).定義より集合 P(えk) は問題(1)の

すべての最適解 x* を含んでいます. したがって，外側

の楕円体 E (x (Àk) , C, rout )上で，ある関数んの最

大値が負ならば，すべての最適解 x* について fi (x*)< 

O が成り立ちます.これは制約fi(X*) 語 O がすべての最

適解で無効であることを意味します(図 1 ).情円体は l

つの制約式で与えられるので，問題によっては無効な制

約を容易に判定することができます. Todd [16J , Ye 

[18J , Ye and Todd [19J , Ye [17J は線形計画問題に

対してこのような方法を提案しています.

ただし効率のよい判定を行なうためには，外側の楕円

体が集合 P(μ)をよく近似している必要があります.こ

の近似のよさを表わすひとつの尺度は内側の楕円体と外
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側の楕円体の比 rout/nn です.この比が小さいほど，

集合Pを楕円体でよく近似しているといえます.

さらに，惰円体の中心として解析的中心 X(.(k)を選ぶ

と仮定します.解析的中心X(.~k)は各制約の境界からあ

る程度離れているので，適当な行列 C，正数 rin ， rout 

により，半径の比 rout/rin が比較的小さい内側と外側

の楕円体が存在すると考えられます.実際， m+ 1 個の

関数 fi がすべて線形の場合には， rout/rin =m である

ような C， rin, rout の存在が示されています ([14J ，

[IJ ).さらにこの線形関数の数が n + 1 (このとき集合

P(Àk)は n 次元単体)の場合には，この外側の楕円体が，

集合 P(Àk)を含む，最小の体積をもっ唯一の楕円である

ことが示されています ([7J). 体積のなるべく小さな外

側の楕円体を求めることは，不必要な制約の判定をより

厳密に行なう上で意義があります.

3. 一般 2 次計画問題に対する解析的中

心とその性質

一般 2 次計画問題とは 1 節の問題(1)において，関数点

(i=O, 1，… ， m) が次のような 2 次関数

fi (x) = (1/2) xt Bt x+btt xーん

で与えられる問題です.ここで各 i について Bけ主 nxn

行列，んは n 次元ベクトノ!.-， ßt は実数を表わしていま

す. Sonnevend と Stoer は[15J において 2 節の仮定に

仮定(3) 行列島(i=0， 1 ，… ， m) は対称非負定値行列.

を加え，この問題の(前節 3 に対応する)制約領域の解

析的中心を中心とする半径の比が o (m3/2 ) である内側

と外側の楕円体と， (前節 2 に対応する)パス追跡法につ

いて述べています.ここでは前半の楕円体に関する部分

を紹介します.

簡単のため目的関数fo は考えず， m 個の 2 次の制約1ft

(x) 壬 0 によって与えられる有界閉集合 P を考えます.

集合 P の解析的中心 X は，集合 P の内部 po 上で

L(x)=-L: i~11og (-ft (x)) 

を最小にする点です.いま仮定(2) ， (3) より X が一意に

定まることを示します.簡単な計算により

マL(x) =-L:t'!\{マfi (xVft (x)} (1) 

¥72 L (x) = -L:t'!¥ {マ2ft (XVfi (x)} 

+ L: {マ'fi (x)t マλ (x)/N (x) }, 

ただし

マ'fi (x) = xl Bt + b〆，マ2ft (x) =Bt 

が得られます.ここでマ2L (x) が正定値行列でないと

1989 年 3 月号

すると，仮定(3) よりすべての i について

dt マ2ft (x) d=マfl (x) d= 0 

となる d* 0 が存在します. したがって，すべての i と

すべての aER に対して

ft(x+ad) = 兵 (x) +a マft (x) d 

+ (a2/2) dt マ2ft (x) d 

=ft(x) 

となり，仮定(2)に矛盾します.よって関数Lは狭義凸関

数であり，解析的中心 X は一意に定まります.
Sonnevend と Stoer は，この XC を中心として，

o (m3/2 ) の半径の比で， 内側と外側から集合 P をはさ

む 2 つの相似な同心楕円を示しています.

ここで新たに以下の 2 つを仮定します.

仮定 (4) 集合 P の解析的中心 X は原点.

(5) 行列島 (i=I ， 2 ， … ， m) は正定値行列.

まず仮定(4)により一般性が失われないことを示します.

集合 P の解析的中心 X が一意に定まるならば， XはマL

(x)= 0 (式 (1)) の唯一の解です.このような集合 P を

アフィン変換ど =Ax+a によって

P' = {x' E Rη: ft (A-l ( ど -a)) 話 O}

に写します.このとき集合 P' の解析的中心孟'は

-L:t'~1 {マ fi (A-l ( ど -a))

/fi(A- I (ど -a))} (A-l)t= 0 

を満たしています.行列 A の正則性とマ L(x)=O(式

(1))が唯一の解をもつことから ， X'=AX+a となりま

す.このように解析的中心はアフィン変換によって不変

であり，仮定(4)によって一般性は失われません. 仮定

(5)は後にはずします.

以下では証明の鍵となる Minkowski の双対集合につ

いて説明します.

3.1 Minkowski の双対集合

集合 K に対して， Minkowski の双対集合 KD は

KD={y: すべての xEK に対して ， ytx豆 1 } 

で与えられます. 集合 K が原点以外の一点からなる場

合， KD は半空間であり ， K が原点を内部に含む単位球

体であれば KD も単位球体となります.Kが有界閉凸集

合であり ， K の内部 Ko が原点を含むとき，以下が成り

立ちます([10J).

i) 0 E (KD) O. 

ii) KCL• LDCKD. 

iii) (n t'~l Ktl D=conv (U♂l Kt D ). 

iv) nt~l Ki D= [conv (U t'~l K;) J D. 
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ここで conv (K) は集合K の凸包を表わします.

3.2 Sonnevend と S加er による証明

Sonnevend と Stoer は証明は 3 つの補題から成り立

ちます.ここで各 i について

Ki={XERη: 

fi (x) = (1/2) xt Bt x + b.t X 話ん}

とします.仮定 (4) ， (5) より Kt は楕円体で， Kt の内部

KiOが原点 (P の解析的中心)を含むことがわかります.

集合P はn/~lKt で表わされ，双対集合の性質凶)より

PD=conv( U/;,\ K. D) となります.以下の 2 つの補題

はこの双対集合 KtD と PD の関係を示しています.

補題1. 各 i について，楕円体 Kt の双対集合は

KtD= {官:
(y-bt /(2ん))tB/ (y-bt /(2ん))/2孟r/(4，ん)} 

ただし ， B t' =rBt-1-bt'bt' t, bt'=-Bt-1bi' 

rt = 2ん+bt t Bt-1 b. ・

証明.まず KiD が楕円体であることを示します.簡単な

計算より ， Bi'-1=(B;+bt b.t/(2ん))/れ

でありん， rt> 0 より B' は対称正定値行列であること

がわかります.よって KiD は橋円体です.

楕円体 Kt は以下のように表わすことができます.

Ki = {x: (1/2) (x-bi') t Bi (x-bi ') 豆 rt/2 }

ある g について，

ø, (y) = sup {yt x : x E K;} 

とすれば最適性の条件から，

。i (y) = ytb,' + (れが Bi-l y) 1/2 

を得ます. KiD = {y: 仇(百)孟 1 }であることと，

ytBi-1 y"?;O を用いて仇(y) 豆 l を変形することで補題を

得ます.口

補題 l より各楕円体 KtD の中心 di はん/(2ん)で与え

られます.一方，解析的中心 X はマ L(x)=O(式 (1))

KιD 

間KiD '

2mKiU
' 

図 3 KtD と mKiD' ， 2 mK，D' の関係

132 (20) 

KID 

dl. rk. tl!の重点(原点)

図 2 楕円体 K.D と原点の関係

を満たします.仮定(4) より x=O であるので bi ， んに

ついて.E i~l (bi/ん)=0 が成り立ちます.また Kio は

原点(集合Pの解析的中心)を含むので，双対集合の性

質 i) より双対楕円体 KtD の内部 (KD)O も原点を含み

ます.以上から ， m 個の双対楕円体KiDの中心の重心が

原点であり，さらに各楕円体 KiDがこの重心を含むこと

がわかります(図 2 )，次の補題は，このような関係をも

っ m 個の双対楕円体 KtD を用いて， pD=conv [Ut~l 

K，DJ を原点のまわりで内側と外側からはさむ 2 つの

凸集合が存在することを示しています.

補題2. 各 i について楕円体 K.D' は楕円体 KtD の中心

をぬから原点に平行移動し，半径を l/m倍した楕円体

KtD' = (l/m) [K.D-diJ 

とする.このとき以下が成り立つ.

conv [Ut~l KtD'J C pDCconv [U t'~l (2m) KtD'J 

証明.上述したように m価の楕円体 KtD の中心ぬの重

心は原点であるので， -dj = 2: j勺 dj となり，

KjD' = (l/m) [KjD+ .Ej4tdjJ 
と表わせます.すなわち楕円体 K.D' は，楕円体 KtDの

任意の一点と ( nー1)個の中心 dj を凸結合した点の集

合であることがわかります.各 i について楕円体K.Dは

(もちろん中心ぬも)集合 pD に含まれているので，す

べての i について KtD'CPD が成立ち， 補題の左側の

包含関係を得ます.

また，各 i について楕円体K.Dは中心ぬと原点を含ん

でし、るので， KtDC (2m) K;D' が成り立ちます(図 3 ). 

よって補題の右側の包含関係も得られます.口

補題 2 で示したことを，双対集合の性質 ii)-iv)を用

いて元の空間にもどせば，
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(1/(2m)) (nZ!¥K/) CPC  ni~lKt' (2) 

となります.各 i について補題 1 より

K/={x: (1/2) Xt Bj'-lX 孟(ん m2) !rd 

={x: (1/2) xt( Btfん+ bj bj
t / (2゚t2)) X 語 m2}

が得られ，楕円体 Ki' ，主原点を中心とする楕円体です.

すなわち集合nt~lKt' は「宵]心楕円の共通集合であり，こ

のような集合について次の補題が示せます.

補題3. 集合Qがm個の原点を中心とする楕円体

Lj={x: (1/2) xt Cj x 謡 1 } 

の共通集合Q=n♂1 Li であるならば以下が成り立つ.

ECQCm1/2E 

ただし， E={x: (1/2) xt C x 孟 1 }， C= L: t~1 C j • 

証明 xeE ならば， 各 t についてが Cix が非負で

あることから (1/2) xt Cj x 孟 1 であり ， x は Lt に含ま

れます.また xeQ ならば，明らかに(1/2)xt Cx 豆 m

なので z が m1/2 E に含まれます.口

式(2)に補題 3 を用いることで，求められていた結果が

次の定理として得られます.

定理集合 p=ni~lKt に対して，解析的中心(原点)

を中心とする半径の比が o (m8/2 ) である内側と外側の

楕円体

U/(2m))ECPCm ν2E， 

ただしE

E={x: (1/2) xt L: (Bj / ゚i + bt b,t/(2ßt2)) x話 m2}，

が存在する.

最後に，仮定(5)がはずせることを示します.非負定値

行列島が非負定値行列であるとき，任意の正数 ek につ

いて，ム=max {II xll : x ε P}， B♂ = Bi + ekl, 

b,k=bi , i゚k = ん +εkム2，

とすると B戸は正定値行列であるので Kk は楕円体とな

り pk=ni~l Kj" コ P であるので P" の内部は空ではあ

りません.よって pk に上記の定理を適用できます. 適

当に O に収束する点列 {e" }を選べば， pk とその解析的

中心はP とその解析的中心にそれぞれ収束します.この

とき，解析的中心 g の一意性を示したときと同様の議論

から行列L: /~I (Bi / ん + bi bit/ (2ん2) )が正定値行列で

あることが示せます.よって定理の楕円体Eに相当する

ある楕円体 Ek も楕円体 E に収束し， 行列島が非負定

値行列であるときも定理が成り立つことがわかります.

5. おわりに

実は Jarre [4J は上記の定理に相当する半径の比がO

(m)であるような 2 つの楕円体を示しています.Sonne-

1989 年 3 月号

vend と Stoer の結果はこの結果に比べよい結果とはし、

えませんが，証明に(関数解析につきものの)複雑な計算

が少なく興味深いので敢えて紹介しました.一般に，定理

に相当する楕円体Eを表現する行列として，対数関数L

の解析的中心におけるヘッセ行列が多く用いられます.

式(1)と仮定(4)から解析的中心におけるヘッセ行列は

L:"~I (Bi / ゚i + bj bit / ム2)

であり，上記の定理とは趣きが少し異なっています.
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