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1. はじめに

有向なグラフ G= (N , A) が与えられている.ただ

し ， Nは，配送先に対応する点、集合Nc い ={1 ， 2, """' 

n} ) とデポ点 (n+1 とする)からなる点集合であり，

Aは，各点を結ぶ有向な枝からなる枝集合である.この

グラフGの各点 (EN) には，非負の需要即 (Wn+1=

0) が与えられており，各校(i， j) (E A) には，非負

の費用 CiJ が付加されている.ここで，積載量 D (~ 

max w;) のピークんが与えられたとき， グラフ G上の

閉路で，その閉路にデポ点が含まれ，かっ，その閉路に

含まれる点の需要の合計がピークルの積載量Dを越えな

いとき，その閉路を巡回路と呼ぶ.このとき ， Nc 中の

各点が必ずいずれか 1 つの巡回路に含まれるという条件

の下で，与えられたm台以下のピークルを用いたG上の

巡回路の集合の中から，巡回にかかる枝の費用の合計が

最小のものを求める問題は，容量制約付き配送路決定問

題 (Capacitated Vehicle Routing Problem: CVR 

P) と呼ばれる. この問題は， NP困難な問題であるこ

とが知られている.この問題の厳密解を求める解法とし

て，分校限定法を用いた Laporte らの解法[3 Jがある.

この解法は，下界値計算に割当問題を用いているが，あ

まりよい下界値を得ることができない.

本論文では， CVRP に対する 3 つの新しい下界値計算

法を提案する.さらに， Additive Approach [ 2 J と呼

ぼれる下界値強化法を利用して，それらの下界値計算法

を組合せ，より強い下界値を得る下界値計算法を提案す

る.この計算法は， Balas ら[1 Jが行なった巡回セール

スマン問題に対する下界値強化法と類似のものである.

さらに，提案した下界値計算法を基礎とした厳密解法を

提案する.

2. 定式化

配送先の数 5 (n= 5 ) 

ピークルの台数: 3 (m= 3) 

積載量: 10 (D=10) 

配送先の点集合 Nc = { 1 , 2, 3, 4, 5} 

デポは点、 6

枝上の数字は費用を示す.ただし，費用が∞の枝は省略

した.またアミ掛けの数字は点、の需要を示す.

図 1 与えられたグラフ G

={n+1 ,…, n+m} )とし，これらの点を点集合 Nc に

加え，新たに点集合を N' ( : =N.UNd ) とする.ここ

で各点 ε N') に対して，点 i が Nc に含まれるなら

ば， Wi を z 点の需要とし，点 z が. Nd に含まれるな

らば， Wi=O とする.ここで. A ,=NdxNc• A2=Nd 

xNd とし ， A， と A2 の校集合をAに加えそのグヲフを

G'= (N' , A') とする. 各校(i， j) E A' に対して，

枝 (i， j)が A に含まれるならば，その枝の費用 C'ij を

Cij とする.また，校 (i ， j)が A， に含まれるならば，

ピークルの台数mに対して ， m-1 個のコピー点を作 C'ij をデポ点とあるいはj)を結ぶ枝の費用とし，

成し， デポ点とそのコピー点からなる点集合を Nd (: 枝 (i ， j) が A2 に含まれるならば， その費用を 0 とす
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m=3, D= lO, N.={1 , 2, 3, 4, 5}, N d ={6, 7, 8} 

アミ掛けの数字は，点の需要を示す.

校上の数字は費用を示す.ただし，費用が∞の枝と ， Nd

中の点に接続する枝は省略した.

Nd 中の任意の異なる 2 点を結ぶ枝の費用は O.

Nå 中の点 i から N. 中の点への費用

|1 両 1 314 1 5 
i 11 12 1 ∞ 1 45 1 ∞\ 33 

2 11 47 

N. 中の点から Nd 中の点 j への費用 3 11 ∞ 

4 11 44 

図 2 拡張したグラフ 5 11 ∞ 

る.また，任意の点、集合S に対して ð +( S) を点集合S

に含まれる点から S以外の点への校集合とし ， � -( S) 

を S 以外から S への枝集合とする. このとき， この

ラグフ G' 上で， CVRP は以下のように定式化される

[3 J. 

(CVRP) min L: • c' tj Xij 
(i ,J)EA' 

subject to 

L:~ x;;=I , fora1JkEN' 
(i ， j) ε IT(k) 

r:_... xij=I , for a1J kEN' 
(i ,j)EI-(k) 

UJ  Z+fzjEEV(S), for all SGNe， lS| ミ 2(4)
.j)E" " 

Xtj: 非負整数， for a1J (i, j) E A' (5) 
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図 3 校集合の分割

ただし ， v(s)=rL: wi/Dl である.
iES 

(6) 

J 
ここで制約式(4)を緩和した問題は，割当問題となる.

Laporte ら [3 ]は，この緩和問題を下界値計算に用いて
31 

いる.

3. 下界値計算法

3.1 緩和問題 1

ある点集合 S (� N., 1 引き 2) に対して，次の問題

P， (S) は， CVRP の緩和問題となる.

(P, (S)) min L: c'ifxtj 
(t ,J>eA'

)
 

唱
A(
 

subject to (5) and 

L: xtJ壬 1 ， for a1J kEN' 
<i, j)el+(k) 

)

)

J

 

n，
・

n
H
U
n
M

(

(
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L: Xi1~玉 1 ， for all kEN' 
(i ,j)el-(k) 

)
 

噌
i(
 

L: xiJミV (S) 
<t, J)eð+(S) 

L: Xijミ V (S) 
(í ,.1)e'-{S) 

(10) 

(2) ここで，点集合 S (� N., ISI ミ 2) に対して，校集

合 A':を A1= � +(S). Az= � -(S) , As=A'\(A,UAz) 

に分割し，それぞれの校集合に対応する問題を作成する

と， これらの問題は簡単に解くことができる. すなわ

ち，校集合 A， からなる問題は， S から N'\S への互い

に隣接しない V(S) 本以上の校集合，校集合 Az からな
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る問題は NヘS から S への互いに隣接しない V(S) 本

以上の校集合を求める問題に帰着され，最小費用 V(S)

次 2 部マッチング問題として解くことができる.

3.2 緩和問題 2

ある点集合 S (~Nc， ISI~2) に対して，次の問題

P2 (S) は， CVRP の緩和問題となる.

(P2 (S)) mヘλJtjZtj 、
‘
，
，

'
E
A
 

(
 

subject to (5), (9)，同 and

L: x iJ=I , for a11 keS 
(i ,j)e'+(k>

du
, 

ー

L: xi}= 1, for aIl晶 ES
(i ，j)ε ，-(k) 

担羽

この問題は， ヒッチコック型輸送問題に帰着できる.

3.3 緩和問題3>
ある点集合 S (~Nc， ISI 注 2) に対して， 次の問題

PS (S) は， CVRPの緩和問題であり， ヒッチコック型

輸送問題となる.

(Ps (S)) min L: C'ij Xij 
(i ,j)eAI 

(1) 

subject to (5), (9), (10), (11) , (12) and 

L: Xij~玉 1 ， for aIl k E Nヘs
(i ， j)eð+ (J.ヒ〉

H司

L: . Xij;王 1 ， for aIl k e Nヘs
(i ,j)e'-(k) 

(14) 

3.4 Additive Approaeh [2 J による下界値強化

ある問題に対して p偲の下界値計算法 Lh， h=I , 

..， p があり，任意の非負の費用 C に対して ， Lh を適用

すると， (1) chミ O かっ， (2)任意の実行可能解Xに対し

て ， zbh+Ch X;;;;.CX を満足する下界値 zbh と被約費

用 (residual cost vector) Ch が得られるとする. こ

のとき，費用Cからなる問題に対して，任意の下界値計

算法を適用し，その下界値と被約費用を求める.さらに，

~IJの下界値計算法を現在得られている被約費用に対して

適用する.この操作をp個の下界値計算法に対して繰り

返すと，任意の実行可能解Xに対して，

zb1+zb2+ ・・ +zbp+CP X~玉CX

が成り立ち，強化された下界健が得られるe

Additive Approach の重要な燥作は，被約費用の計

算である.下界値計算に用いる緩和問題に対して，双対

812 (44) 

問題が定義できる場合，与えられた緩和問題の費用と，

その双対問題の解から計算される費用は，条件 1 ， 2 を

満足するので，被約費用となる.本論文で提案した緩和

問題は，いずれも双対問題が求められるため，容易に被

約費用が計算できる.

4. 提案する厳密解法

次に， CVRP に対する厳密解法を提案する. 分校限

定法を用いたときに生成される子問題に対して，まず割

当問題を解く.そこで得られる解をもとに，点集合Sを

逐次求め，前述の緩和問題を用いて，下界値強化を行な

っていく.分校基準として，部分巡回路除去法[3 Jを利

用し，最適解を探索していく.

5. おわりに

本研究では，容量制約付き配送路決定問題の下界値計

算として，新たな下界値計算法を 3 つ提案した.また，

それらの下界値計算法を組み合せて，より強い下界値を

得る下界値計算法を提案した.さらに，提案した下界値

計算法を分枝限定法に組み込んだ新しい厳密解法を提案

した.提案した解法は， Laporte らの解法 [3J と比較

して，強い下界値を得ることができ，最適解を効率よく

求めることができることを数値実験によって確認した.
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Structure of Solution Set to Nonlinear 
Programs with 2 Parameters 
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1. はじめに

非線形計画問題とは，非線形目的関数をいくつかの非

線形等式制約および不等式制約のもとで最小化する解を

求める問題である.非線形計画問題の解は，ある制約想

定，たとえば制約の勾配ベクトルの線形独立性(LlCQ)

もしくは LIQC よりも ~~l 、仮定である，いわゆる

恥fangasarian-Fromovitz 条件 (MFCQ) 等のもとで，

Karush-Kuhn-Tucker 条件 (KKT 条件)を満たすも

のを考えるのが一般的である.非線形計画問題の基礎理

論ではこの条件を満たす解 (KKT 解)の性質や構造を

研究対象としている.本論文では特にパラメータの変化

によって問題が連続的に変わる場合の KKT解集合の構

造について研究した.

2. 既存の研究

これまで l 次元のパラメータを含む場合の KKT解の

集合の構造については盛んに研究されている.たとえば

Kojima ら [3 ]では， MFQC およびある種の正則性条

件を仮定すると， KKT 解集合が境界のない区分的可微

分 1 次元多様体になることが示され，また KKT解集合

上で解の性質を決定する指数 (Morse指数の拡張で局所

最小点，鞍点，局所最大点を区別できる)を定義し，指

数の変化が各点の近傍で 1 以下であることも示された.

また Jongen ら[ 1 ]によって，関数空間に関する一般的

な仮定のもとで， KKT 解集合が境界を持つ 1 次元多様

体になり，その各点での状況が 5 種類の型に分類される

ことを示した.その他数多くの研究がされており， KKT

解集合の構造はかなり明確になりつつある.

それに対してパラメータの数が複数の場合については

ほとんど研究されていない. Schecter [ 4 ]は，特殊な

構造をもっ問題の族に制限して調べ，さらに区分的可微

分多様体の概念を拡張した折れ目のある多様体 (CM)

の族を定義し， LlQC およびいわゆる Lagrange関数の

正則性を仮定することにより， KKT 解集合がパラメー
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タと同じ次元の CM多様体になることを示した.また

Jongen ら [2 ]はLlCQ および Lagrange 関数の正則性

だけを仮定して， KKT 解集合がパラメータの次元と同

じ次元のCM 多様体になることを示し Schecter の結果

を一般化した.しかしながら，パラメータ付きの非線形

計画問題に対してはLlCQ は強い仮定であるとされる

が，両者ともに MFCQ の仮定では複雑になるために扱

っていない.その他に Shindoh ら [5 ]は， MFCQ お

よび KKT条件の正則性を仮定すると，バラメータが 2

次元の場合に指数の変化が補助空間 (Lagrange multiｭ

plier vector) を含めた解集合の各点の近傍で 2 以下に

なることを示した.

本論文では，今までの議論を拡張し， LlCQ よりも緩

L 、仮定である MFCQ を仮定した場合の KKT 解集合の

構造について研究している.

3. KKT解集合の多様体構造

この論文では， MFCQ および， KKT 条件の正則性

を仮定し，パラメータが 2 次元の場合の KKT解集合の

構造について調べた.

そのために，まず始めに Schecter の論文で用いられ

た仮定(つまり制約を満たす領域に自然に入る滑層構造

( stratification) の各滑層 (stratum) に対して制約の

勾配ベクトルの階数が一定である: CRC) を用いて議

論を拡張することによって KKT解集合が境界のない 2

次尤位相多様体になることを示し，さらに区分的可微分

多様体， CM多様体の概念を拡張した境界のない 2 次元

多様体 (GCM) の族(区分的可微分多様体と各分割ご

とに可微分同相となる多様体)を定義し， CRCの仮定

のもとで KKT解集合が GCM 多様体に属することを示

した.さらに KKT解集合に自然にはいる滑層構造がし、

わゆる Whitney 正則滑層構造を持つことを示した.

次に補助空間 (Lagrange multiplier vector) を除

いた KKT解集合上での指数の変化についても調べ，指

数の変化が，パラメータの数・制約の勾配ベクトノレの階
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数・ Lagrange 関数のヘッセ行列の階数の 3 者によって

定まることを明らかにした.その結果，補助空間を入れ

た KKT解集合上では各点の近傍で指数の変化が 2 以下

になる([ 5 J) のに対して，補助空間を除くと CRCを

仮定しても各点の近傍で指数の変化を評価できないこと

を示し，パラメータが 1 次元の場合と比較した.これは，

これまで補助空間を除いても指数の変化が何らかの形で

押さえられると思われていたことを考えると重要な結果

である.

さらに， CRCを仮定せずに， MFCQ と KKT条件の

正則性のもとで KKT解集合が境界のない 2 次元位相多

様体になることを示した.

4. まとめ

本論文では MFCQ の仮定のもとでパラメータの次元

が 2 の場合に， KKT 解集合が 2 次元の位相多様体にな

ることを示し，さらに指数の変化について考察した.こ

れによって，パラメータの次元が1次元の場合に Kojima

ら [3 ]によって得られた結果をすべて 2 次元の場合に拡

張し次元パラメータと 2 次元パラメータを持つ非線

形計画問題の違いを明確にした.この結果，パラメータ

の次元がさらに増えたときの KKT解集合の構造が予想

可能となる.つまり，パラメータが d 次元のときには

KKT 解集合が d 次元位相多様体になり (CRC を仮

定すれば GCM多様体になる)， 指数の変化は補助空間

(Lagrange multiplier vector) を含めれば局所的に

d しか変化しないが補助空間を除くと評価が困難になる

多多
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という予想である.
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