
れる可能性が高いことがわかった.
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1. はじめに

非線形な費用関数を持つネットワーク最適化問題は実

用的な問題の 1 つで，さまざまな応用がなされている.

その解法もまたさまざまであり，降下法に属する多くの

方法が試みられている.本報告では，分離可能な費用関

数を持つ非線形最小費用流問題を考察する.この問題に

対しては，これまでユュ一トン法 [3 ， 4J などさまざまな

方法が提案されている.また，費用関数が狭義凸関数の

とき，この問題の双対問題は微分可能な目的関数を持つ

制約なしの最適化問題となることに着目して， [1 ， 6J で

は Gauss-Seidel 型の緩和法を双対問題に適用してい

る.ここでは，双対問題に対して，ユュ一トン法の考え

方を直接適用し，その問題の構造を利用したアルゴリズ

ムを提案する.

2. 問 題

節点の集合 N={1 ， 2 ， … ， m }， 枝の集合A={a.， a2"" ，

an } で構成される有向グラフ r=(N， A) において，各

校内のフローを Xj. 費用をん(Xj) : R • Ru {+∞}で

表わす.次の長小費用流問題を考える.

( P) minimize f( x) 三.L: fj(Xj) 

S州ct 吐 eJLbh iENー {m}
818 (44) 

ここで， eíj はグラフ Fの接続行列 E E RCm-Dxn の要

素であり ， bi は各節点、 i E N の需要(供給)量を表わし

ている.

一般に最小費用流問題では，費用関数fJ (XJ)はすべて

の刊において有限値をとり，ブロ - XJ の値が枝の上下

限値 uj. lj に対して lr::;"Xj::;"uJ を満たすという制約を

考えるのがふつうである.このような場合には，枝ajの

費用関数を次式で定義することにより，等価性を失うこ

となく問題(P)の形に帰着できる.

rJj(X;) x;E[lj， UjJ のとき
fi(町)=f d d d d d  

l+∞ それ以外のとき

以下では，各費用関数ん(Xj) に対して次の性質を仮

定する.

仮定 l 集合 {xJl fJ (Xj)< +∞}cR において，関数ん
は下半連続かつ狭義凸である.

仮定 2 関数んは co-finite [5J である.すなわち， fj 

は lim fj(Xj)/lxjl =+∞を満たす.
Xj'"土ω

3. 双対問題

この節では，主問題(P)の双対問題を定式化し，その

目的関数の微分可能性について考察する.ラグランジュ

乗数ベクトんを P E RCm-1l (あは節点のポテンシャルと

も呼ばれる)とすれば，双対問題(D)は次のようになる.
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(D) minimize q( ρ) 三ζ んペtj)-~ btpt 

ここで， t j は tj 三 Z内jPt=Pt-Pk で定義される枝 aj

=(l ， k) のテンションであり，工j* は

fJ*(tj) 三 SUp{Xjtjーん(Xj)} (1) 
Xj 

で定義されるんの共役関数である.仮定 2 より，関数

ん*は凸であり， かつ任意の tj に対して有限な値をと

る.共役関数1/' の定義式(1)の右辺の最大を与える Xj の

値をめとすれば，仮定 1 よりわは一意的に定まる.そ

のとき関数乃*は微分可能であり ，fJ相(tj) =わが成り

立つ[ラ].ゆえに，双対問題(D) の目的関数 q(p) は微

分可能であり，その勾配マq(ρ) の各成分は

包止1= L; eijん*'(tj) -bi = L; eiん -bi ， ViENー {m}
�t 7 

と表わされる.したがって，双対問題(D)は微分可能な

目的関数を持つ，制約なしの凸最小化問題となる.

次に，関数 q(p) の 2 次徴係数について考察する.

般に ， q( ρ) はすべての P において 2 回微分可能とは限

らないが，各 J に対してよ1制 (t}) が存在するときには，

q(ρ) の定義式より q(ρ)のへッセ行列マ2q( ρ) はV2q(p)

=EH(t)ETと表わせる.ただし t=ETp であり ， H(t) 

三 diag(ん*円 tj) ) である.次の定理は，ある与えられた

りに対して工j制 (tj) が存在し，かっその値が正である

ための条件を与えている.

定理 1 任意のtj に対して， (1)の右辺の最大を与える Xj

の値をめとする.そのとき ， Xj において Ij川内)が存

伝し，かつめ"(め )>0ならば，共役関数んキも t} におい

て 2 回微分可能であり，工;*"(t}) =一~>Oが成り立
¥ -J ん"(ij )

マコ.

ところで，一般に双対問題(D)の最適解は必ずしも l唯

一ではないが，次のjË理の条件のもとでは最適解の1唯一

性が保証される.

定理 2 Þ を問題(D)の任意の最適解とし ， t=ET長と

する.また， ~j に対してん*吋 ij)が存在すると仮定す

る.このとき ， ﾂ={aj E AII/ぺ ij)>O} で定義される

校の集合 Aと節点の集合Nで標成される Fの部分グラブ

(N， Â)が連結ならば，長は問題(D)の唯一解である.

4. 方 法

この節では，関数の 2 次の情報を利用した，効率のよ

L 、降下法のアルゴリズムを提案する.

ステップ o 初期解 ρE R<m-llを定める.

ステップ正定値対称行列 Q(p) ζ R<m- Ilx<m-υ を選

び，連立 l 次方程式 Q(p)s= ーマq(p) を解いて，探

1990 年 12 月号

索方向 S E R<m-ll を求める.

ステップ 2 : 0 に関する 1 次元の最小化問題 minð>oq(ρ

+os) を(近似的に)解いてステップ長。>0 を求め

る.

ステップ 3ρ.-ρ+おと更新して，ステップ 1 に戻る.

ステップ 1 で得られるベクトル s は， Q(ρ) の正定値

性より，関数 q(p)の降下方向となる.さらに行列 Q(ρ)

に対して

。<κピ卑p)y ~A， yキ o (2) 
Y'Y 

を満たす， p に独立な正定数 A および Aが存在し，さら

にゆ(0) 三q(ρ+お)と定義したとき，ステップ長。が条

件

ゆ(δ) 話。(O) +OPØ'(O) ， Ø'(o) :2 σØ'(O) (3) 

を満足するならば，最適解への大域的収束が保証される

[2 ].ただし(3)において ， p 正 (0， ~)と σ'" (p , 1) はあら

かじめ定められた定数である.

双対問題の目的関数 q( ρ) は，各p において 2 回微

分可能とは限らないので，ニュートン法を直接適用する

ことはできないが，上のアルゴリズムの収束性がニュー

トン法に近づくよう，ん*の 2 次の情報をできるだけ利

用して，条件(2)を満たすような行列 Q(p) を構成する.

特に，ここでは対角行列UH(t) =diag(hj( t j)) を用いて，

行列Q(ρ) を Q(p)=EH(t)ET で与えることを考える.

この妥当性は， マ2q(p) が存在するときには， H(t)= 

diag(ん*"(t j)) とおくことにより ， Q(p)=V"q( ρ) が

成り立つことから従う. 行列Eは full rank なので，

もし行列 H(t) の各対角成分 hj( t j) がある ë>c>O に

対して， f孟 h} (tj)~ë を満たすならば，条件(2)は満足さ

れる.具体的には，各 tj に対して I/"(tj) が存在する

ときは，上の不等式を満たすように値を修正し，//吋 tj) 

が存住しないときは， hj(tj) を区間 [liminfz吋jhj(z) ，

limsupz吋j' hj(z)] 内の任意の数と定める.また，連立

1 i火方程式 EH(t)ETS= ーマq( ρ)を，共役勾配法(CG)

を用いて解き，探索方向 s を計算する.行列 Ei1. グラブ

Fの接続行列であるから， CG法の計算はネットワーク

構造を利用して効率的に実行できる.

5. 数値実験

前節で・述べた方法を FORTRAN77でコート化し，京

都大学大型計算機センターの FACOM M780-30を丹lい

て倍精度で計算実験を行なった.実験で用いたテスト用

のネットワークの大きさは，最小のものが(節点数，校

数 )=(30 ， 73)，最大のものが (1024， 2976) である.ま
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た，費用関数としては 2 次関数 3 次関数および対数

関数を含む非線形関数の 3 つの型を用い，係数は乱数に

より定めた.

これらの実験によると，かなり大規模な問題まで効率

的に解くことができ，どの問題に対しても，ニュートン

法の典型的な特徴である，最適解の近くでは収束の速度

が非常に速いと L、う性質が確かめられた.しかし，費用

関数が l 次+対数で与えられる問題に対しては 2 次関

数や 3 次関数の場合より多くの CPU時聞を要すること

がわかった.探索方向 s の精度は，連立 1 次方程式を解

くさいの CG法の反復回数に依存するが，各反復ごとに

精密な探索方向を求めない方が，基本アルゴリズムの反

復回数は増加するが，全CPU時間は逆に減少すること

がわかった.

また， [6J で提案されている Gauss-Seidel 型の緩和

法もコード化して比較実験を行なったが，ここで提案し

た方法の方がかなり少ない計算時間で最適解を見いだす

ことが確認できた.さらに [3J で提案されている，主問

題に対するニュートン法とも比較したが，ここで提案し

た方法の方が最適解に速く収束することが観察された.

その理由は， [3J の方法は初期実行可能解を求めるため

の人為的な問題を解かねばならず，それに相当する計算

を初めに要するからである.

6. おわりに

本報告では，非線形最小費用流問題に対して，大域的

収束性を持つニュートン法を提案した.この方法は，双

対問題を直接解く方法であり，主問題の費用関数が狭義

凸で co-finite であることを仮定している.数値実験を

行なった結果，比較的大規模な問題(節点数 1024，枝数

2976) に対しでも効率的に解を得ることができた.
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