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1. はじめに

近年，巡回路問題 (Routing problems) が盛んに研

究されている.これらの問題を考えるとき，その緩和問

題として扱われるネットワーク問題などが重要な役割を

果たしていることがわかる，本研究では，巡回路問題

の中の容量制約付き枝巡回路問題 (Capacitated Arc 

Routing Problem : CARP) に焦点を当てる. この問

題は， NP困難な問題であり[4J，厳密解法は提案され

ていない.木研究では， CARPに対する巡回路構築ア

ルゴリズムと呼ぶ厳密解法を提案する.さらに，その緩

和問題として扱う一般グラフの重み最小マッチング問題

(Minimum・Cost Perfect Matching Problem: M 

CPM) を扱う. MCPM は，線形計画問題として定式

化され，単体法を利用した解法が提案されている [2J[3J.

本研究では，ルート緩和マッチングと呼ぶ新しい概念を

導入した解法を提案する.

2. MCPMに対するルート緩和アルゴ

リズム

2.1 ルート緩和マ・y チング

与えられたネットワーク上の任意の点を定め，ルート

とする.ルート緩和マッチングとは，ルート点以外のす

べての点にはマッチングの校が必ず1本接続しているが，

ルート点には l 本以上のマッチングの校が接続している

マッチングのことである(図 1 ).また，ルート点に接続

するマッチングの枝の本数をルート次数と呼ぶ.この問

題は，線形計画問題のノレ}ト点に関する制約式が l 本だ

け緩和された問題となっている.

2.2 ルート緩和マッチングの佐賀

ルート緩和マッチング問題は，ノレート点、に関する制約

式を目的関数に導入したラグランジュ緩和問題で，その
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0--0:"7ッチングに含まれる校

図 1 ルート緩和マッチングのØ1J r: ルート点

ラグランジュ乗数』をパラメータとしたパラメトリッグ

線形計画問題 (L1 ) とみることができる.このとき，目

的関数を最小化するために.1.をパラメトリックに減少

させると，ルート次数は増加することはないと L 、う性質

がある. さらに，んの目的関数値が元問題の最適値で

ないときは.1.を減少させるとその目的関数値は厳密に

増加する.またんの目的関数値が元問題の最適値と等

しくなるのは.1.を減少しでもその目的関数値が変化し

ないときである.これは，ルート次数が l となったこと

を意味する.これらの性質より.1.をパラメトリックに

減少させ，ノレート次数が l となった時点、でアルゴリズム

を終了させれば，最適解が得られることがわかる. えを

減少させても，その目的関数値が元問題の最適解を下回

っていれば.1.の減少分は Lえの目的関数値の増加分を

超えないことから，十分小さな A に対して，ルート次数

は!となることが示される.

これらの性質を利用するために À をルート点に対す

る双対変数に対応させ，十分に大きな値を付加する.こ

の値をパラメトリッグに減少させて，ルート点、を根とす

る交互道木(図 2 )を成長させる. .1.の値の減少によっ

て，花アルゴリズム [3J と同じ，木の成長，花の縮約や花

の拡張および，主変数の更新を行なう.主変数の更新で

は，ノレート次数は 2 減る.この手順をノL ート次数が 1 に

なるまで繰り返すことで最適解を得ている.
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0-ベ):マソチングに含まれる枝
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図 2 交互道木の例

本研究では，数値実験を行なってアルゴリズムの妥当

性を確認した.

3. 巡回路構築アルゴリズム

3.1 問題の定義

CARP は，無向ネットワーク G=(N， A， C) と枝上

に付加された非負の需要が与えられたとき， トラックの

積裁容量W以下ですべての需要を満足するような閉路

(cycle) の集合の中で，巡回にかかわる費用の合計が最

小であるものを求める問題と定義する.ただし ， Nは点

の集合， A( r;;;. NxN) は枝の集合である.またCは枝に

付加された費用の行列である.

3.2 点複製下界備計算法

CARP に対して， 最適解の下界値を与える解法がし、
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くつか提案されている [1] [4] [5]. 本研究では，分校限

定法を利用するのに有効な点複製下界値計算法を提案す

る.

点複製下界値計算法では，図書のようなネットワーク

の変換を行なっている.得られる修正ネットワークG，=

(N"A"C，) では， N,lì , N の点のコピー点の集合(フ

ァミリー)の集合と，総需要Q とWから得られる必要な

最小のトラックの集合 NSからなっている. A ,lì, N，の

完全グラフからなる枝の集合で，各々のファミリー聞を

結ぶ枝を需要のある枝と呼ぶ.きらに Cι1 は， 2 点が同じ

フアミワ一の点であれば O ， NSの点同士を結ぶか需要の

ある校ならば∞，さらに別々のフアミリ一の点であれば，

G上で

を解き，その最適値にG上の需要のある枝の費用の合計

を加えた点複製下界値に対して，次の定理が成り立つ.

定理 1 G，から得られる点複製下界値は，ネットワーク

G上の CARP の最適値の下界値を与える.

修正ネットワ - tJ G， で・は， 需要のある校の組合せを

禁止することが可能となった.また，数値実験によって

点複製下界値が[1] [4] [5Jで与えられる下界値より優れ

ていることがわかった.

3.3 巡回路構築アルゴリズム

巡回路構築アルゴリズムは，分校限定法における分枝

変数を巡回路の一部として取り入れ，路を生成し，路を

巡回路に成長させていく方法を基礎としている.このと

き，点複製下界値計算法によって得られた修正ネットワ

ーク上の，需要のある枝と需要のない校が交互に存在す
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図 3 ネットワークの変換
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る路を交互道と呼ぶ.交互道でその両端がデポのコピー

点の集合である NSに含まれるとき， この交互道をポス

トマン路と呼ぶ.さらに，すべての需要を満足するポス

トマン路の集合をポストマン巡回路と呼ぶ(図 4 ). 

巡回路構築アルゴリズムでは，点複製下界値計算法か

ら得られた校集合から枝を 1 本選び，交互道の一部とす

る.次々に枝を選択して，交互道をポストマン路に成長

させる.このとき，現在のトラック台数ですべての需要

が満足できるかを調べる.さらに，ポストマン路をポス

トマン巡回路に成長させていくと L、う方法をとってい

る.
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