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しい記述がある数理計画の教科書は少ないのが実状  

です．実際，相補性問題や変分不等式問題それ自身に  

は目的関数に相当するものがなく，制約条件のもとで  

目的関数を最小化するという形になっていないので，  

線形計画問題や非線形計画問題のようなふつうの数  

理計画問題とはやや異質なものという印象があるの  

かも知れません．しかし，相補性問題や変分不等式問  

題はさまざまな均衡モデルを定式化するのに非常に  

都合がよく，名実ともに数理計画問題の重要な一つの  

クラスに位置付けることができます．   

ここでは相補性問題に重点をおいて，現実の均衡モ  

デルがどのように定式化されるかを，交通流均衡問題  

を例にとってお話しします．次に，相補性問題を制約  

なし最適化問題に変換する面白い方法を紹介します．  

この方法の便利なところは，この特集の八巻先生の記  

事で紹介されているような普通の非線形最適化のソ  

フトウェアを使って相補性問題が解けるようになるこ  

とです．つまり，相補性問題だからといって特別なツ  

ールを用意しなくてもよくなるわけで，特にユーザの  

皆さんには役立つ考え方だと思います．そして，この  

記事の最後では，さらに今後ますます適用範囲を広げ  

ていくことが期待される均衡条件つき数理計画問題  

にも触れてみたいと思います．  

2．最適化モデル   

この節では簡単な交通流均衡問題を例にとって，そ  

れがどのように定式化されるかを見てみましょう．   

図2のように2地点AとBを結ぶ3本の道路a，b，C  

があり，AからBへ毎時d台の車が移動している状況  

を考えましょう．知りたいことはd台の車のうち道路  

a，b，Cを利用する車はそれぞれ何台ずつかということ  

です．ここで，各道路に対する所要時間は交通量が多  

くなればなるほど混雑のために増加するものとしま  

す．すなわち，道路aを利用する車の台数（交通量）を  

ご。とすると，各道路を通行する所要時間は図3のよ  

うな交通量に関する単調増加関数ん（∬。）によって表  
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1． はじめに  

現実のさまざまな局面に「均衡」という概念がよく  

現れます．それらの定性的な分析や定量的な評価を行  

うには，数理モデルとして定式化する必要がありま  

す．簡単な場合には（線形または非線形）連立方程式  

として，あるいは（制約なしまたは制約つき）最適化  

問題として定式化することができますが，それらの枠  

組みには納まらない場合もしばしばあります．そのよ  

うな場合でも相補性問題やさらに一般的な変分不等  

式問題と呼ばれる問題にまで枠組みを広げれば，大抵  

の均衡モデルを定式化することが可能となります．  

図1：問題のあいだの関係  

上に述べた連立方程式，最適化問題，相補性問題，  

変分不等式問題の関係を図示すると図1のようにな  

ります．特に，制約なし最適化問題は目的関数の勾配  

（導関数）がゼロとなる点を求める方程式に対応しま  

すから，図1の連立方程式と最適化問題の交わりの部  

分にあたると考えられます．   

図1からわかるように，相補性問題や変分不等式問  

題は数理計画と密接に関係しています．しかし，残念  

ながら，変分不等式はおろか相補性問題についても詳  
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の億がすべての道路に対して等しいことを要求して  

います．また最後の式は利用者数dが3つの道路に  

配分されていることを示しています．式（1）は4つの  

変数∬。，∬む，∬。，入を含む連立方程式とみなせますから，  

それを解くことにより，均衡状態における各道路の交  

通量と所要時間を求めることができます．   

式（1）は連立方程式による交通流均衡モデルの定式  

化になっていますが，以下に見るように，これに対す  

る等価な最適化問題を構成することも可能です．その  

ため，関数J。（∬。）に対して関数鳥（∬。）を次式で定義  

しましょう．  

図2：道路網の例   

されるものと仮定します（道路b，Cに対しても同様），  

そのとき，もしある道路が他の道路よりも所要時間が  

短いなら，車を運転する人（以下，利用者と呼ぶこと  

にします）はその道路に殺到するでしょう．その結果，  

その道路の所要時間が大きくなってしまい，その道路  

の利用者はかえって不利な状況におかれることになる  

ので，次の機会には別の道路を選ぶはずです．このよ  

うな試行錯誤が繰り返されることにより，最終的には  

すべての道路の所要時間がちょうど等しくなるように  

利用者が分散することが考えられます．これが均衡状  

態です・特に，交通流の分野ではこれをWardropの  

等時間配分原理による均衡状態と呼んでいます．  

∬瓜  

上   
孔（∬。）＝  ん（f）df  （2）  

さらに，関数ム（∬も），ム（∬。）に対しても同様に関数  

昂（諾あ），差（∬。）を定義し，次の制約つき最適化問題を  

考えます．   

目的関数‥ 鳥（∬。）＋為（∬む）＋鳥（∬。）→最小   
制約条件：ご。＋∬む＋ガ。＝d  

そのとき，式（2）より  

（3）  

ぺ（∬。）＝ん（J。）   

（現（∬♭），彗（£。）も同様）が成り立つことに注意すれ  

ば，式（1）は問題（3）に対する最適性条件（Ⅸuhn－  

Tucker条件）にほかならないことがわかります．（ただ  

し，式（1）の入は問題（3）の制約条件ユニ。＋∬む＋ヱ。＝d  

に対するラグランジュ乗数に対応しています．）特に，  

ん（∬。），ふ（∬わ），J。（諾。）が単調増加関数であることから，  

鳥（∬。），為（∬占），鳥（J。）は凸関数になるので，Ⅸuhn－  

Tucker条件は最適性の必要十分条件となり，式（1）と  

問題（3）は等価であることがわかります．このように  

して，交通流均衡問題は制約つき最適化問題として定  

式化できることがわかりました．   

上の定式化では暗黙のうちに，式（1、）を満たす均衡  

状態（つまり問題（3）の最適解）において各道路の利  

用者数∬。，∬ぁ，諾。は正であることを想定していまし  

た．しかし，実際には必ずしもそうなるとは限りませ  

ん・例えば，道路cはaとbに比べてかなり距離が  

長く，道路aとbが混雑して道路cがガラガラに空  

いているような場合でも，道路aとbのほうが道路c  

より所要時間が寝いと仮定してみましょう．すると当  

然，道路cを実際に利用する人はいないはずです．こ  

のような場合を考慮すると，上に述べたWardropの  

等時間配分原理は次のようにいうことができます．  

オペレーションズ・リサーチ   
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図3：道路の所要時間を表す関数  

さて，この均衡状態を数学的に定式化してみましょ  

う・まず，利用者が3つの道路に∬。，∬わ，J。台づつ分  

散するとすれば，均衡状態は次のように表されます．  

ん（∬。）＝入  

力（∬わ）＝入  

J。（ご。）＝入  

∬α＋∬b＋諾。＝d  

（1）  

ここで入は均衡状態におけるAからBへの所要時  

間を表す変数であり，式（1）の最初の3つの式はそ  

332（24）  
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これまでの話では，均衡状態を定式化するためにま  

ず連立方程式（1）や相補性問題（5）を考えましたが，  

それらは結局，問題（3）や問題（6）のような最適化  

問題と実質的におなじということになってしまいまし  

た．それでは，均衡モデルを定式化するのに，特に相  

補性問題などを持ち出さなくても，ふつうの最適化問  

題の枠組みで十分なのでしょうか？  

3．最適化モデルから均衡モデルヘ   

前節で述べたモデルでは，各道路の所要時間はその  

道路の交通量にのみ依存すると仮定していました．こ  

の仮定が安当とみなされる状況においては，最適化問  

題による定式化は有効です．しかし，現実にはそのよ  

うな仮定が安当といえない場合がしばしば存在する  

のです．図2のモデルでは構造が簡単すぎて実感に乏  

しいかも知れませんが，多くの道路が複雑に絡み合っ  

ている道路網を想像すれば，ある道路の所要時間はそ  

の道路の交通量だけでなく，その道路と交差する道路  

が渋滞しているかどうかにも依存すると考えるのが  

自然でしよう．これは図2の例では，各道路の所要時  

間がそれぞれベクトル認＝（諾。，諾b，諾。）を変数とする  

関数ん匝），Jゎ（訂），J。（∬）で表されると仮定することを  

意味します．つまり，Ⅵもrdropの等時間配分原理を定  

式化した相補性問題（5）は次のように修正されます．  

利用者のある経路の所要時間は利用者のな  

い経路の所要時間以下であり，利用者のある  

経路が複数存在するときには，それらの経路  

の所要時間はすべて等しい．   

図2の例に対して，この性質は次式のように表現でき  

ます．  

〟缶）≧入，∬。≧0  

ム（ごも）≧▲入，∬も≧0  

J。（ご。）≧入， 

∬α＞0⇒J。（∬α）＝入  

Jむ＞0⇒Jゎ（∬b）＝入  

J。＞0⇒J。（∬。）＝入  

∬。＋Jら＋ご。＝d  

（4）  

ここで入は利用者がある道の所要時間（つまりAか  

らBへの最短所要時間）を表しています，これらの式  

の最初の6つが上に述べた等時間配分原理を表してい  

ることは明らかでしよう．式（4）はさらに次のように  

書き換えることができます．  

ん（ご。）≧入，∬。≧0，∬。（〟缶）一入）＝0  

ノバ霊む）≧入，諾わ≧0，諾む（ム（諾あ）一入）＝0  

J。（ご。）≧入，∬。≧0，∬。（J。（ご。）一入）＝0  

ご。＋∬わ＋∬。＝d  

（5）  

この最初の3行の式はいわゆる相補性条件と呼ばれ  

るものになっています．つまり式（5）は∬α，諾わ，ご。  

と入の4つの変数をもつ相補性問題であり，これを  

解くことによりWardropの等時間配分原理にしたが  

う交通流が求められることがわかりました．（式（5）の  

最後の式は等式なので，厳密には混合相補性問題と呼  

び，そのような等式を含まない純粋な相補性問題と区  

別することもありますが，本質的に両者には大きな違  

いはありません．）   

ところで，式（1）が問題（3）のⅨuhn－Tucker条件  

になっていたことを思い出しながら，式（5）を式（1）  

と見比べてみましょう．これらの式が不等式制約条件  

を含む最適化問題  

ん匝）≧入，J。≧0，∬。（J。（∬）一入）＝0  

Jゎ（ご）≧入，ごb≧0，ご古仏（諾）一入）＝0  

ム（諾）≧入，∬。≧0，ご。（J。（茸）一入）＝0  

∬。＋ごb＋諾。＝d  

（7）  

ところで，関数ん匝），Jゎ（昔），J。（茸）に対しては，一  

般に式（2）のような関数を定義することはできませ  

ん．言い換えれば，相補性問題（7）は，相補性問題  

（5）と違って，問題（6）のような最適化問題のⅨuhn－  

nlCker条件には対応していないのです．ですから，問  

題（7）はとりあえず相補性問題として取り扱わざるを  

えません．   

これまでの説明で，均衡状態を定式化するために連  

立方程式や最適化問題，ひいては相補性問題がどのよ  

うに用いられるかを見てきました．ついでにもう少し  

一般的な状況を考えてみましよう．図2の例は1つの  

出発地Aから1つの目的地Bへの交通流を考え，さ  

らに，AからBへも3本の道で直接到達できるよう  

な単純な場合に話を限定して話を進めていました．し  

かし，現実の交通流モデルで対象とするのは，多くの  

（25）333   

●  

目的関数：鳥（ご。）＋爪（∬わ）＋差（∬。）→最小  

制約条件：∬。＋ごb＋ご。＝d  

∬。≧0，ごあ≧0，諾。≧0  

（6）  

に対するKuhn－Tucker条件になっていることに気づ  

きましたか？つまり，問題（6）の最適解はⅥ危rdropの  

等時間配分原理にしたがう均衡状態にほかならない  

のです．  
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道路からなる道路網の上を，さまざまな出発地と目的  

地をもつ多数の車が流れているという状況です．この  

ような状況をモデル化しようとすると，いわゆる多品  

種ネットワークフロー問題の枠組みを導入する必要が  

あります．さらに，そのような枠組みにおいては，．相  

補性問題をさらに一般化した変分不等式問題として  

交通流均衡問題を定式化することがよく行われてい  

ます．話が少し複雑になるので，ここではこれ以上述  

べませんが，交通流モデルやそれ以外のさまざまな均  

衡モデルに関連する変分不等式問題については文献  

【1，4】などを参照されることをお勧めします．  

4．相補性問題をどうやって解くか   

相補性問題の解法としては，線形相補性問題に対す  

るレムケ法のようなピボット法系列の方法や内点法が  

よく知られていますが，ここでは最近注目を集めてい  

る「相補性問題を方程式系や最適化問題に変換す一る方  

法」を紹介しましょう．この方法の長所は，相補性問  

題専用の特別なソフトウェアを使わなくても，非線形  

方程式や制約なし最適化問題を解く汎用のプログラ  

ムがあれば，それをすぐに転用できるという手軽さに  

あります．もちろん，この変換によって得られた方程  

式や最適化問題のために設計された特別なアルゴリ  

ズムも研究されており，それらの方法を使えばさらに  

効率的に問題を解くこともできます．   

相補性問題を非線形方程式に変換する最初の方法  

は1970年代半ばに0．L．Manga＄arianによって提案  

されましたが，その後長いあいだあまり注目されませ  

んでした．ところが1990年頃から，いくつかの新し  

い変換法が立て続けに捷案されたことがきっかけとな  

り，このアプローチに対する研究が活発になっていま  

す．以下では，そのなかの代表的な一つの方法に的を  

絞って説明します．その他の方法を含むこのアプロー  

チ全般についてもっと詳しくお知りになりたいかたは  

筆者のサーベイ論文【2】を参照してください．   

この節では次の相補性問題に対して話を進めてい  

きましょう．  

ていましたが，以下では簡単のため，等式を含まない  

“純粋な”相補性問題を考えることにします．   

ここで次の2変数関数を導入しましょう．   

p（α，わ）＝α＋わー√巧扉  

この関数は次のおもしろい性質をもっています．  

（9）  

p（α，わ）＝0⇔α≧0，わ≧0，αb＝0   （10）   

式（10）が成り立つことは，以下のように，容易に確  

かめることができます．  

α＋わ＝∨箭了‾辞 ⇔ α＋わ≧0，（α＋り2＝α2＋わ2  

⇔ α＋わ≧0，αわ＝0  

⇔ α≧0，わ≧0，αむ＝0  

関数pを用いて，次の連立方程式を定義します．  ●   
p（∬1，ム（∬））＝O  

p（諾2，ム（〇））＝0  
（11）  

p（∬n，ん（∬））＝0   

すると，式（10）の性質よりただちに，連立方程式（11）  

は相補性問題（8）と等価であることがいえます．した  

がって，連立方程式（11）を適当な反復法（例えばニ  

ュートン法や準ニュートン法）を用いて解けば相補性  

問題の解が得られるというわけです．   

このトリックの鍵は式（9）で定義される関数やに  

あります．この簡単な形をした関数は：1992年に出版  

されたドイツの若手研究者A．Fischerの論文で初め  

て使われました．Fischer自身は彼の友人であるW．  

Burmeisterとのディスカッションのなかでこの関数を  

知ったといっていますので，現在ではこの関数はFis－  

cher関数あるいはFischer－B11rmeister関数と呼ばれ  

ています．   

連立方程式（11）を取り扱うときに一つ注意しなけ  

ればならないことは，関数やはすべての点で微分可  

能ではないということです・つまり，（α，わ）≠（0，0）で  

あれば，pは微分可能で，その微分係数は  

諾1≧0，ム（ぉ）≧0，諾1Jl（諾）＝0  

エ2≧0，ム（〇）≧0，∬2J2（訂）＝0  
（8）  

で与えられますが，（α，り＝（0，0）のときには普通の  

意味での微分係数は存在しません．相補性問題（8）か  

ら定義された方程式（11）においてこの問題が生じる  

のは，計算の途中で，ある盲に対してご‘＝0かつ  

オペレーションズ・リサーチ  

∬n≧0，ん（〇）≧0，瑞ん匝）＝0   

ただし，ご＝（∬1，∬2，…，∬n）は乃次元ベクトル変数  

です・なお，前節の相補性問題（7）には等式が含まれ  

33ヰ（26）  
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彗（才）＝0であるような点ご（このような訂を退化点  

と呼びます）に出くわしたときです．理論的には，退  

化点においてもー般化された微分係数というものが  

定義できるので，上に述べた難点はあまり問題になら  

ないのですが，話がややこしくなるので，ここではこ  

れ以上は立ち入らないことにします．実際には，退化  

点に出くわすことはあまりないと期待できるので，そ  

れほど心配することはないかも知れません．もし退化  

点が現れたなら，その十分近くの非退化点での微分係  

数で代用しておけばよいでしよう．  

非線形方程式（11）から，さらに次の制約なし最適  

化問題を定義することができます．  

● 
）  

注意してください．このことから，問題（12）の最適  

解ヱにおいて目的関数値が0になっているなら，そ  

れは方程式（11），すなわち相補性問題（8）の解である  

ことがわかります．つまり，最適化問題（12）を解くこ  

とによって相補性問題の解を求めることが可能になる  

わけです．  

最適化問題（12）には一つの好ましい性質がありま  

す．それは関数pは微分可能ではないにもかかわら  

ず，問題（12）の目的関数中は（関数ムが微分可能な  

ら）微分可能になるという事実です．このことは  

項再）≡喜由り2＝喜（α＋あーノ前扉）2  

で定義される関数¢が微分可能であることからいえ  

ます．実際，関数¢の微分係数が  

問題（8）が適当な条件を満たせば，問題（12）の局所的  

最適解ほ相補性問題（8）の解になることが保証されま  

す．筆者もここ数年，この節で紹介したような方法に  

ついて研究していますので，ひいき目かも知れません  

が，このアプローチは非常に有望だと思っています．  

5．均衡条件をもつ数理計画問題   

これまでの節では，均衡モデルの相補性問題による  

定式化とそれを解く方法について述べてきました．こ  

の節では，均衡モデルをもう一歩進めて，均衡条件を  

制約条件として含むような数理計画問題を紹介しま  

しよう．この間題は，苦から2レベル計画問題と呼ば  

れてきた問題をもう少し一般化した問題とみなすこ  

とができ，実際にさまざまな応用が考えられます．し  

かし，問題を解く立場からみると，この種の問題は実  

は大変やっかいな問題で，満足のいく方法を開発する  

にはいくつもの難関をクリアしなければなりません．  

そして残念なことに（しかし筆者にとってはうれしい  

ことに），それらはまだ十分に解決されているとはい  

えないのが現状です．ですから，読者の皆さんにいま  

完壁なレシピを提供することはできませんが，近い将  

来，研究が大きく前進するよう努力することをお約束  

して，ここでは「こんな問題もあるんですよ」という  

感じでお話ししたいと思います．なお，この種の問題  

に関して現時点で得られている結果を収めた本【3】が  

まもなく出版されますので，興味をもたれたかたはぜ  

ひ一読されることをお勧めします．   

3節で取り扱った交通流モデルをここでもう一度取  

り上げましょう．そのモデルでは，各道路の所要時間  

は交通流のベクトル諾＝（∬。，ごわ，ご。）を変数とする関  

数ん（茸），Jゎ（〇），ん（∬）によって定まると仮定していま  

した．ここで，交通網を整備する立場から，各道路の  

道幅拡張工事や交通信号システムの改良などを行う  

ことにより，道路の所要時間を短縮し，効率的な道路  

交通網を構築することを考えましょう．道路網の整備  

政策を決定変数ベクトル甘で表し，その整備政策の結  

果として生じる所要時間の関数をム（ヱ，y），九（ご，y），  

J。（∬，y）と書くことにします．これは，道路網を整備  

することにより，各道路の所要時間が短縮できること  

を意味しています．私たちの問題は，発生する交通流  

の状態の善し悪しを表すコストと整備政策の実施に  

要するコストの和を最小とするような道路網の整備  

政策を求めることです．  

（27）335   

● ∂¢恒）  
∂α  

警声（α，わ），（α，わ）細0）のとき  
0，  （α，ら）＝（0，0）のとき  

誓率（α，♭），（α，わ）細0）のとき  
0，  （α，♭）＝（0，0）のとき  

〈  

〈  

型史逆   

∂わ  

と表されることを確かめてみてください．関数せは  

微分可能ですから，問題（12）は準ニュートン法のよう  

な制約なし非線形最適化手法によって解くことができ  

ます．つまり，相補性問題を非線形最適化の汎用ソフ  

トウェアを用いて解くことが可能になるというわけで  

す・（さらに，問題（12）に対して，問題の性質を利用  

した特別なアルゴリズムも考案されています．）なお，  

問題（12）に対して最適化手法を適用した場合，一般  

には局所的最適解しか得られませんが，もとの相補性  
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さて，整備政策yが与えられたとき，道路網に生  

じる交通流は，式（7）と同様の相補性問題  

まだ十分とはいえません．数理計画における今後の大  

きな研究課題の一つです．  

ん匝，y）≧入，∬。≧0，（ん（∬，ツト入）∬。＝0  

Jゎ（〇，y）≧入，∬b≧0，（九（〇，y）一入）ごむ＝0  

J。（諾，y）≧入，J。≧0，（J。（諾，γトス）∬。＝O  

J。＋∬わ＋∬。＝d  

（13）  

の解ごとして定まります．そこで，発生する交通流∬  

の善し悪しを全利用者の所要時間の給和  

G（諾，y）＝J。ん（昔，γ）＋諾わJゎ（∬，γ）＋∬。J。（諾，y）  

で表すことにしましょう．関数G（〇，y）の値が小さい  

ほど，交通流は全体として円滑化／効率化が達成され  

ていると考えることができます．また，整備政策yの  

実施に要するコストは関数茸（y）で，実行可能な整備  

政策の集合はyでそれぞれ表されるものとします．  

そのとき，最適な整備政策を決定する問題は次のよう  

に定式化できます．  

図4：問題（15）の実行可能領域  

6．ぁわりに   

均衡モデルの相補性問題による定式化，それを等価  

な方程式系や最適化問題に変換する方法，さらに均衡  

条件つき数理計画問題について，交通流モデルを例に  

とって説明しました．この特集号は「なるべく数式は  

使わない」という方針だったのですが，モデルの定式  

化を説明する関係で，やむをえず違反してしまいまし  

た．また，適当な日本語の参考文献がなかったため，  

英語の文献をあげざるをえませんでした．このように  

均衡モデルは最適化モデルにくらべればまだポピエラ  

ーとはいえませんが，この小文を読まれた皆さんが均  

衡モデルに対して少しでも興味をもっていただくこと  

ができれば，筆者にとって最大のよろこびです．  
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目的関数：G（訂，y）＋ガ（y）→最小  

制約条件：式（13）およびy∈y  
（14）  

この間題は一見するとふつうの数理計画問題と変わ  

らないように見えますが，実はかなり複雑な問題で  

す・これは，問題（14）が式（13）で表される相補性  

問題を内部に含んでいるためです．つまり，問題（14）  

は二段階の階層構造をもっているとみなすことがで  

きます．このような問題を均衡条件つき数理計画問題  

（MathematicalProgramwithEquilibriumConstraints：  

MPEC）は呼ばれています【3］．   

ここで次の間題を考えてみましょう．この間題は非  

常に単純化されていますが，MPECがどのような性  

質をもっているかを見ることができるでしょう．  

目的関数：∬2＋y2→最小  

制約条件：2ご＋3y－6≧0，ヱ≧0  

∬（2ご＋3y－6）＝O  

y≧0  

（15）  

このMPECの実行可能領域は図4の太線で表された  

集合になります．この集合はもちろん凸集合ではあり  

ませんし，点（g，y）＝（0，2）のところで折れ曲がって  

います．このような実行可能領域をもつ問題は，通常  

の非線形計画の手法を用いても最適解が得られる保  

証はありませんので，特別なアルゴリズムを用いる必  

要があります．MPECに対してはこれまでにいくつ  

かの方法が提案されていますが，いろんな意味でまだ  
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