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CAMp:順序づけ分枝限定アルゴリズム

設計支援システム

関口恭毅

1. はじめに

オベレーションズ・リサーチは意思決定を支援する情

報活動であり，その高品質化や効率化のためにはコンピ

ュータや通信技術の応用を含む広い意味での情報環境を

総合的に整備することが期待される.そのような総合的

な情報環境を以下ではORの計算環境と呼ぶ.

オベレーションズ・リサーチの過程全体を対象として

考えるとき，モデルを構築しその効率的な解法を開発し

て高性能で使いやすいコンピュータ・プログラムを開発

すると L 、う伝統的なアプローチの他にも， ORの計算環

境を整備するさまざまなアプローチが考えられる.オベ

レーションズ・リサーチの実践や研究を通して蓄積され

るモデル，解法，ノウハウなどの知識を体系的に整備し，

その活用を容易にするのも，そのようなアプローチの l

つである. たとえば， European J ournal of Operaｭ

tions Research では 1989年から無料ないし実費程度で

入手可能なORのソフトウェアの紹介記事を連載して優

良ソフトウェアの交換を支援している(これまでに紹介

されたソフトウェアを整理した資料に[3 Jがある).

Grunwald.Fortuin[ 1 Jは，専門化した多様な分野にお

ける OR ワーカーの専門知識の集成にもとづいた rOR

エキスパート・システム」の構築を提案した.もちろん，

事典・教科書・事例集の刊行やサーベイ論文の作成はこ

のアプローチの伝統的な手法といえる. M�ler-Merbaｭ

ch[ 4 Jは近似解法構築のノウハウを整理した.本論文で

紹介する CAMP (Computer Assisted design of 

Mathematical Programming algorithms) は解法や

その構築に役立つ知識のデータベース・システムである.

CAMP が対象にするのは順序づけ問題である.この

分野は汎用的な解法がなく，問題ごとに効率的な解法を

構築することが必要である.解法としては分校限定法を
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図 1 解法構築における知識の相互関係

対象にしている.よく知られているように分校限定法は

列挙型解法の汎用的枠組みであり，解析的解，動的計画

法なども含まれる[ 5 J. 

以下では， CAMP の概要を，その依って立つアルゴ

リズム設計作業のモデノL-，知識構造，機能，マン・マシ

ンのインターフェース，利用事例の順に紹介する.

2. 解法アルゴリズム設計作業毛デル

現実の意思決定問題をオペレーションズ・リサーチに

よって解決する場合，作成されるモデルとその解法アル

ゴリズムは強く依存しあう.つまり，高効率の使いやす

い解法アルゴリズムを設計できるかどうかは作成するモ

デルに左右され，逆に，作成されるモデルの有効性は効

率的な解法アルゴリズムの開発の可否に依存する.しか

し， CAMP ではモデル化された順序づけ問題が所与で、

あると仮定する.

与えられた順序つ'け問題を解くアルゴリズムを設計す

る状況を考える(図1).設計者は所与の問題に利用可能

な解法がすでに存在するかどうかを調べる.もし存在し

でも改善が必要な場合もある.存在しなければ，解法構

築に有効な研究成果が存在するかどうかを調べる.その

場合，所与の問題を直接扱った研究ばかりでなく類似の

問題を扱った研究の解法を参考にする.時には，研究推

進上のノウハウを集めることもあろう.調査の範聞は，

設計者の頭の中だけであるかも知れないし，さまざまな

文献を読破するかも知れない.このような知識や情報の

相互関係の中で行なわれる解法構築作業に対してどのよ

うな支援環境が必要かについては[6Jに詳述した.
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順序づけ問題は典型的な組合せ最適化問題であり，原

理的には完全列挙法によって常に解くことができる.課

題は効率の改善である.分校限定法を特定の問題に適用

するには，その問題向きに具体的内容を定める必要があ

る.完全列挙法は自明な分枝限定法であり，通常の分校

限定法はなんらかの方法で司その効率を改善したものと解

釈できる.そこで CAMP では以下の 4 段階からなる解

法構築の手順を想定した.

第 l 段階(問題の記述い所与の問題が CAMP になけ

れば， CAMP のスタイルに合わせて記述し入力する.

第 2 段階(初期アルゴリズム構築) :CAMP に既存の

解法があればそれを，なければ完全列挙法を構築してそ

れを初期アルゴリズムとする.

第 3 段階(問題・アルゴリズムの分析) :CAMP の知

識を検索利用し， (類似の)問題や分校限定法を本格的に

分析して初期アルゴリズムの改善に有効な性質や方法を

発見し， CAMP に入力する.

第 4 段階(アルゴリズムの構築) :第 3 段階の結果にも

とづいてアルゴリズムに改善をほどこす.結果をCAMP

に追加する.

以上の 4 段階は決して逐次的なものではなく相互に行

き来する複雑な経過をたどると考えられる.

3. CAMPの知識構造

CAMP は IBM PC・AT 上で第 4 世代言語である

Mainstay を利用して開発された.約80枚の作業画面，

約90個の手続きからなる.本節と引き続く 2 節において

その概要を紹介する.その詳細は[ 7][ 9 ]を参照された

し、.

CAMP は図 2 に楕門で、示した各種のファイルないし

データベースを有する.問題，アルゴリズム，ノウハウ，

それらの引用文献などのデータベースである.設計者は

これらのデータベースの内容だけで既存の成果のエッセ

図 2 CAMPの知識ベース
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ンスを知ることができる.それらはデータと呼ぶよりは

知識あるいは情報と呼ぶにふさわしく， CAMP は知識

ベースをもっといってよい.しかし，いわゆる自動推論

11一切せず，創造的な仕事はすべて設計者に依存する.

文献データベースは証明方法，事例，関連研究などのさ

らに突っ込んだ調査のために利用する.

これらの知識の入力に際して，効率的な検索が可能な

ように用語を十分に標準化することが必要であり，一

方，知識の具体的な内容を峻昧さなく正確に記述しなけ

ればならない.こうした相反する要求を満たすために，

CAMP では項目ー詳細アプローチが採用された.

・問題:各順序づけ問題は，一方では問題を特徴づけ

る 27個の要因(factor)の組合せとして項目記述され，他

方でその詳細を任意の長さのテキストで記述する.要因

は，順序づけの対象である仕事(job) に関するもの，仕

事を処理する工場 (shop， machine) に関するもの，目

的関数に関するものに分類される.要因は要因データベ

ースに蓄えられ，個々の問題の記述にはそこから検索し

て利用する.

・アルゴリズム:分枝限定法は分校する問題の選択操

作，限定操作などのいくつかの構成要素 (constituent)

の組合せとして項目記述することが可能である.縛成要

素への分け方は関口[ラ]に依った.各構成要素は構成要

素データベースに蓄積される.個々の分校限定法は構成

要素データベースから検索された構成要素の組合せとし

て記述されるとともに任意の長さのテキスト (あるいは

構造化した一定形式の記述)でその詳細が記述される.

・ノウハウ:解法構築に有益な知識であれば何であっ

ても任意の長さのテキストとしてこのデータベースに入

力できる.現状では次の 6 つのカテゴリーに分類されて

いる.

一般規則

改良

等価性

近似性

数理モデル

定義

分枝限定法構築の一般的知識

分筏限定法改善のためのノウハウ

問題相互間の等価的関係

問題相互間の近似関係

問題の数理的性質

関連する専門用語の解説

ノウハウはこのカテゴリー名にノウハウの適用対象と

なる構成要素・分校限定法の性能尺度・問題特性を加え

た 4 項目(これらをノウハウキーと呼ぶ)によっても記

述される.ノウハウキーは検索する際に検索キーとして

使われる. ノウハウキーは必要に応じてノウハウキー・

データベースに追加され，ノウハウを入力する際にはそ
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[知識蓄積] [分析設計]

図 3 CAMPの機能概要

こから検索して利用する.

これらのデータベースは，図 2 に線で示したような相

互の参照関係を有し，柔軟な情報検索が可能である.た

とえばアルゴリズムは構成要素の組合ぜ，問題，引用文

献によって検索できる.逆に各アルゴリズムから，それ

に関連する構成要素，問題，引用文献を検索することが

できる.

4. CAMPの機能

CAMP の機能は 3 種類に大別される(図 3 口部分).

第 1 のものは，データベースの知識の入力・更新機能

である.多様で相互に関連する知識の効率的操作が可能

なように，検索はもちろん入力・更新手順もきわめて柔

軟に作られている([ 5 ]参照).問題やアルゴリズムなど

の知識本体の詳細記述であるテキスト入力にはプルスク

リーン・エディタ機能が提供される.

第 2 ~土，知識の検索機能である.知識は，現に課題と

なっている問題とその解法ばかりでなく，項目記述の各

項目を検索キーとして利用することで関連問題，関連問

題の性質や解法アルコリズムなども効率よく検索でき

る.問題の分析や解法の構築は，高度に知的な作業であ

り，検索した知識を多面的に検討し活用できることが必

要である.その便宜のために，検索した知識をメモファ

イルと呼ぶ保存用ファイルに必要な期間保持する機能が

ある.

第 3 は，検索した知識を活用するなどして問題を分析

しアルゴリズムを構築するための支援機能で、ある.具体

的にはプルスクリーン・エテ。イタを利用し，分析や構築

の作業記録などを作業ファイルに作成する.

CAMP の有効性はその知識ベースが充実しているか

否かにかかっている.知識の陳腐化を防ぐためには常に

新しい知識を補充することが必要であり，図 3 の左半分

に示したように，利用者は日常的に文献その他を通じて

獲得する知識を CAMP に入力して知識ベースの充実に
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努めなければならない.また， CAMP を利用して得る

研究成果も入力される必要がある.これは第 2 節で述べ

たアルゴリズム設計手順の第 4 段階である.各知識の詳

細記述の入力に相当の労力を要するのが難点、である.図

3 の右側は第 1 -3 段階においては CAMP の知識ベー

ス，メモファイノ1.-，作業ファイルが利用されることを示

している.

5. CAMPの対話構造

CAMPの各機能は階層化したメニューから選択する.

第 2 階層の各選択肢は作業画面を表示する.図 4 は順序

づけ問題検索のための作業画面の l つである.

どの作業画面も 4 つの部分から成る.最上部の 2 行は

システム・メッセージの表示欄である.下から 2 行目は

この作業画面で利用可能な機能を対応する機能キーとと

もに示す.たとえば， F 2 の Factorlnput はカーソル位

置に入力すべき要因が，要因データベースの中に存在し

ない場合にそれを追加入力する機能である. F 6 は必要

なら引用文献を変更する機能である. Fl0はどの画面で

もその画面を終了して l つ前の画面にもどる.どの作業

画面でも各機能キーは類似の機能を起動するように配慮

されている.

各作業画面から，さまざまな機能を起動できることが

CAMP を柔軟なシステムにしている.たとえば，アル

ゴリズムを入力する途中で新しい構成要素の入力を起動

(図 5 の Fl キー)し，そのために，さらに引用文献を入

力するなどである.このようにメエューの階層を深く入

り込むことがあり，メニューの中で迷子になる恐れがあ

る.現にL 、る作業画面に到達するまでに選択してきた各

階層のメニューや作業画面の選択肢の系列をメ二ュー経

路と呼ぶ.作業画面の最下行はメニュー経路の表示欄で

ある.図 4 て‘は，メインメニューから知識入力，問題入

力，既存データの変更による入力，要因による検索，検

索結果の修正の各機能をこの順に選択してきたことを示

している.

これらの行を除く中間の領域はこの画面における作業

領域であり，図 4 の場合，問題記述のための要因の組合

せを所与の問題に合うように修正することができる.

6. C AMPによる作業例[8 ] 

3 機械のブローショップ問題に対するアルゴリズムの

構築例を紹介する.

第 i 段階 :CAMP を検索すると，いわゆる Johnson
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Space Bar for Next Value. AIVZ. or First Char 
Sta同 modification. Use RETURN or F2 to move cu陪or.

iModify of Sequencing Problems 

Prob. No.:: 司. Refe剛ce No. : : ?' .: :~~ti~~õ~ J1.9?~). Q~tj~~i.T~~'.. 'a~d 町内e.St.

Job Data NO.Jobs NO.Process Time/Process ReleaseDate DueDate 

ALp-, :? -' :~~~. 
pqS1印。ction W号igh.t Se~up"Dl)1e 
, CT ': NG ' : NG . 

Property Preemption Resource/Process 

:NON. : NG , 

EquivalentJob Deterministic 

: r-J9: :DE?: , 

:NG. :NG. 

LagTime (笥興.~Çll? .T!叩争伊同)
: NG . : NG ' :NG . 

Precedence (G!ll:p~i~ No~司~r号ph)
:NG. :NG ・

Process Data NO.Process No,Mach/Process Mélc.h,P.rpty 
'NA. 

Spe~~F:a~tor 9C?s~F:u!1çti9n 
: 2.  : 1 

Prope同y: In出alCond ， Tech,Ord, 

Objectlve Functlon 

:000. :FLO. 

ObjectiveFunction 

.M猷 CT

F1: CheckDup F2: Factorlnput F4:Save 
\mairi\，inpu仇prb in\,bLmod\bLfct\mod 

:NA. :NG 

Buffer/Process 
:INF , 

Proc.to Proc. 
:ARB. 

F6: Ref.Change F10: Quit 

図 4 作業画面(問題入力の場合)

の 2 機械問題[2 ]が含まれているので，これを修正して

入力した，図 4 はその途中の 2機械問題が検索された時

の作業画商の様子を示したものである.

第 2 段階:アルゴリズムの概築機能を選択し，構成要

素を選択してアルゴリズムを新規に構築するモードを選

ぶ.各構成要素に対して，構成要素データベースから適

Space Bar for Next Value. 刈VZ， or First Char 
Select one for the element at the cursor position. and press F2, 

F8 to edit explanation of 
this bb algorithm. 
(F9 to confirm it atterwards) 

Problem: 5 
Three Stage Flow Shop. Johnson Type 

Reference : 

F1 :Consttnt.lnput F2:Next F3:Back 

¥main¥input¥bb J州ew

F4:Save 

.LowrBound11 

IBndTsVU2| 幻
lDomincTsth 

1Nω州/1
|Fe部ib防\1
|Optimalty11 

|Optml rel11 
F10:Quit 

F7:Cons位.Exp

F5:Prb.ln F6:Ref, ln F8:Edit F9:Con官rm

図 5 完全列挙法の構築
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当な構成要素を選んで完全列挙法のアルゴリズムを構成

する(図 5 ).図 5 は，組み合せた各構成要素の番号を示

して L 、る.カーソルを F 2 , F 3 キーで任意の構成要素

欄に移動すれば，そこで構成要素データベースにある該

当の構成要素の一覧を見ることができ， F 7 キーで各構

成要素の詳細記述を読むことができる.また，アルゴリ

ズムが解く問題 (F 5) や引用文献 (F 6) を入力する

機能を起動できる. F 8 でデフォールトとして各構成要

素の説明文を機械的につないだだけの説明文をつくり，

アルゴリズムの詳細記述を入力する作業画商に移行でき

る.

第 3 段階:データ検索のモードを選択し，既存のデー

タの中から参考になりそうなものを選択してメモファイ

ルに記憶する.ノウハウを検索すると 62番目 (m機械問

題と遅れ時間っき 2 機械問題が等価になるための条件)

と 61番目(遅れ時間っき 2 機械問題を利用すれば最大完

了時刻の下界値を計算できること)がある.そこで問題

データベースでフローショップ問題を再度検索すると問

題の 15番に遅れ時間(輸送遅れ)っきの 2 機械フローシ

ョップ問題が登録されている.これを検索すれば，輸送

遅れつきの問題の完了時刻の計算式がわかる.さらに，

この問題に関するノウハウを検索したがつも発見で

きなかった，そこで，この問題の解法アルゴリズムの構

成要素を検索したところ，選択則と最適性テストの 2 つ

が発見されたので，最適性テストの内容を読むと輸送遅

れっき 2 機械フローショップ問題に対する Johnson の

最適順序づけ規則が判明した(Johnson の規則であるこ

とは，この構成要素の引用文献から推定できる).これら

の知識を活用して，新しい下界値の計算方法を考案する

ことができた.

第 4 段階:新しい下界値を利用する界値テストを第 2

段階で作ったアルゴリズムに追加すればよい.また，選

択則は深さ優先型であるが，第 2 優先順位の選択基準と

して最良界値型を追加する.

さらなる改善が必要な場合には再度第 3 段階を実行す

ればよい.この例の場合，たとえば，優越テストを導入

するなどの新たな改善方法を見つけることができる.

7. まとめ

順序づけ問題に対する分校限定法を設計するのに有益

な知識をデータベース化し，これを効率よく活用するた

めの知識支援システムである CAMP の概要を紹介し

た. CAMP の利用例はこのような知識支援ジステムが
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オベレーションズ・リサーチの支援環境として有効であ

ることを示している.

CAMP の思想は他の問題分野やアルゴリズム分野に

も応用できるであろうし，知識の内容や表現方法を加減

すれぽ CAI (Computer Assisited Instruction) に

も利用できるであろう.
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