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分割配送路問題－ラグランジュ緩和を利用した解法について…   
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和文概要 配送路問題（VehicleRoutingProblemrVRP－）は，「デポ（配送拠点）から配送先のノードに商  

品等を配送する最小コストのルートを求める」という問題である，この問題は古くから研究がさかんに行なわ  

れており，標準的VRPの基本的な条件としては，以下のものが挙げられる．第1に1つのルートでの積載量  

が車両の容量を超えないこと，第2に車両数（ルートの数）が上限を超えないこと，第3に配達先のノードは  

1台の車両で1度だけ配送が行なわれること等である．本論文ではVRPの基本条件である第3の条件を緩和  

した「分割配送路問題」と呼ばれる複数の車両によるノードの配送を許す問題を考える．このような条件を考  

えることにより車両の積載効率が上り，必要な車両の数（固定費用）を減少させる可能性が高まる．この分割  

配送路問題に関する研究は少なく，本論文では新たな定式化を行ない，FisherandJaikumarのアイディアに  

したがって問題を，車両が配送を行なうノードおよびその配送量を決定する問題と担当ノードが決定した段階  

で各車両の配送経路を決定する問題に分解することにより数理計画ベースの新たな解法を与えている．  

1． はじめに   

配送路問題（＼毎hicleRouting Problem－VRP－）は、「デポ（配送拠点）から配送先のノー  

ドに商品等を配送する最小コストのルートを求める」（ここでルートとはデポを出発しデポ  

に配送車両がもどるまでの経路である）という問題である。この間題は古くから研究がさかん  

に行なわれており、以下のようなものが標準的VRPの基本的な条件として挙げられるAssad  

［1］。  

1．1つのルートでの積載量が車両の容量を超えない。  

2．車両数（ルートの数）が上限を超えない。  

3．配送先のノードは1台の車両で1度だけ配送が行なわれる。  

4．配送コストは配送時間（距離）、車両台数などの関数である。   

このような標準的VR．Pの研究が長年進められさまざまな社会効果をあげてきた。その一  

方、近年ではトラック不足、運転手不足、過小積載（もしくは空荷）トラックの大量発生と  

いった輸送業硬直化の問題やⅣ0ご値問題に代表される環境問題が発生している。   

こうした現実の要請に合わせて様々なVRPの問題が研究されるようになっている。本論  

文では積載量の少ない車の発生を防ぐことにより上記の物流問題の一部が解決されることを  

目的としてVRPの基本条件である第3の条件を緩和した問題を考える。この間題は複数の車  

両で1つのノードが配送されることから「分割配送路問題（Split Delivery Vehicle Routing  

Problem）」とよばれる。このような条件を考えることにより車両の積載効率が上l人 必要  

な車両の数（固定費用）を減少させる可能性が高まる。また、距離（時間）コストに関して最適  
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373  分割配送路問題   

解である場合には、その値は基本条件における解の値以下のコストになるはずである。とくに  
需要量がトラックの容量に対して比較的大きい場合に非常に有効であると考えられる。  

d，＝J5  

車両1がノード1に需要10サービス  
車両2がノード2に需要15サービス  
車両3がノード3に需要15サービス  

トラック3台  

総時間（距離）費用60  

図2：基本条件のみを考慮した問題例の解  

車両1：10  

車両2：5  

車両1がノード1に需要10サービス  

車両1がノード2に需要10サービス  
車両2がノード2に需要5サービス  

車両2がノード3に需要15サービス  

トラック2台  

総時間（距離）費用50  

図3：分割配送を許した問題例の解  

図1の問題での例を見ると基本条件の解（図2）ではすべての配送すべきノードに対して1  

台ずつ車を割当て、3台を使用しなければならないのに対して分割配送の解（図3）では2台   
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374  毛利・久保・森・矢島  

である。また、距離費用も分割配送を・行なったものの方が1P低い値を出しているノ？   

この分割配送に関する研究は少なく、現状では鈴木ら［9］による水売り行商人問題を利用  

した分枝限定法による厳密解法（この解法はノード数が少ない時は有効であるが、大規模な  

問題を解くことは不可能である）、DrorandTrudeau［2］のロ」カルサーチたよる解法があ  

る程度にとどまっている0本論耳で（ま、新たな定式化を行ない、FisherandJaikumar［3］の  

アイディアにしたがって問題を、 

（Phasel）と担当ノードが決定した段階で各車両の配送経路を決定する問題（Phase2）とに分  

解することにより数理計画ベースの新たな解法を与えている。（療準的VRPではこのような  

問題分割による解法が精度の良い解を出すことが知られている。）ただし、本論文では車両台  

数をできる限り最低にした上で、距離コストを最小化することを目的としている。   

本論文は以下のような構成で記述されている。2章では、分割配送路問題に対する定式化  

を行ない、さらにどのようにして（Phasel），（Phase2）の問題に分割し、いかなるフレーム  

ワークでこの問題を解くのかを示す。以降の章で埠（Phase2）はいわゆる巡回セールスマン問  

題（TravellingSalesma・nProblem－TSP－）であるため、本間題に固有の問題である（Plla眉el）  

に対する議論を中心に行なう。3章では、（Phasel）のラグランジュ緩和問題の性質と解法を  

述べる。4章では、ラグランジュ緩和問題の解を修正することにより実行可能解を作り、これ  

を近似解として採用する方法について述べる。この方法は分枝限定法に比べ厳密性では劣るも  

のの、大規模な問題に対して簡便に解を求めることができる。この考え方はFisher［4］で述べ  

られている。5章では、標準的なVRPと本論文で提案したアルゴリズムによる分割配送路問  

題の解を実験的に比較し分割配送による効果を考察する。  

2．分割配送路問題の定式化と解法のフレームワーク   

本章では2．1で分割配送路問題の定式化を示し、2．2でこの間題を2つの問題に分割する方  

法について述べる。さらに、2．3でこの間題分割を利用しどのようなフレームワークで分割配  

送路問題を解くのかを示す。   

2．1．分割配送路問題の定式化   

分割配送路問題は以下の様に定式化される。   

（定数）  

m：車両の台数  

れ：配送先のノードの数   

よ，ノ：ノードを示す添字（0はデポを示し、その他は配送先 

た：車両を示す添字  

d盲：ノード壱における需要量  

C壱ブ：ノード五からノードノへの距離（時間）費用  

翫：車両たの容量  

（変数）  

諾壱Jた：ノード哀からノードノへ車両たが直接訪問したか否かを示す0－1変数  

〝；ん：ノード宣へ車両たによって配送が行なわれたか否かを示す0－1変数  

z壱た：ノード盲で車両たによる配送量を示す実数変数   
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（定式化）  

（2．1）1nin  ㍑
∑
国
 
㍑
∑
加
 
 

m
∑
は
 
 

ぐ章l、小  

Subjectto   

γ？も  ∑yoた＝”1  

ん＝1  

1≦y盲た  
ん＝1  

、．ノ．・二＿－／．／／∴  

〃l   

∑親＝d盲  
ん＝1  

71   

∑z盲ん≦恥  

壱＝1  

アも  ∑勒＝yjん  

盲＝0  

γも  ∑ ・′・・．～メ．・ニ＝／／′・．、  
J＝0   

∑ 勒≦lゴト1  
（五，、グ）∈5×5  

（2．2）  

∠＝1，‥．，77   

五＝0，…，乃，ゐ＝1，…，ナ？？・   

壱＝1，．‥，㍑  

（2．5）   

（2・6）   

（2．7）   

（2．8）  

た＝1っ．‥，汀乙  

J＝0，…，71・フた＝1，…，7？1・  

ま＝0，…，㍑，た＝1，…，nl   

∫⊂（1，．‥，㍑）   

2≦l∫l≦円・－1  

た＝1，…，m  

哀＝0，…，m，ん＝1，…，m  

五＝0フ…，7l，プ＝1，．‥，㍑，た＝1，…，77？・  

五＝1，‥．，γも，ん＝1，…，nl   

y盲た＝0 0r み兢＝1  

ご盲Jた＝0 0rご云．葎＝1  

g富ん≧0  

（2・1）の目的関数は、距離費用最小化である。（2．2）は車の台数はm台であり、各配送先は、  

1台以上の車両により配送するという制約である。ここで車両台数mは車両によらず容量が  
†も  

一定つまり 翫＝ヴ（た＝1，…，汀～′）のときは車両の最低台数は「∑凍／ヴ1で与えられ、そ  

壱＝1 の台数で配送が可能である。一般のVRPではNP困難な問題であるビンパッキングを解か  
なければ最低台数はわからない（Ga・rey［5］）が、分割配送ではこのように簡単にわかる。（2．3）  

は、車両たがノード盲に配送する量は、y去んが0であるなら0であり、配送が行なわれる場合  

はz才んはdi以下であることを示す。（2．4）は、ノード壱に対する、全車両の総配送量が需要量  

に一致することを示す。（2・5）は、車両たによる配送の総量は車両容量翫を超えることがで  

きないことを示している。（2．6）は、もしノードノが車両たによって配送されている場合には、  

ノードJに関してどこかのノードから車両たが来ることを意味している。（2．7）も同様で、ノー  

ド壱が車両ゐによって配送されている場合には、車両たがノード哀からどこかのノードヘ行く  

ことを意味している。（2・8）は部分巡回路を除く制約である。（2．9）は、y；んは車両んがノード  

哀に配送するか否かを示す。（2・10）は車両たがノード壱からノードノへ直接配送をおこなかっ  

たか否かを示す。（2．11）はz壱たは配送量が非負であることを示す。   
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2．2．2フェーズ分割配送路問題の定式化   

ここでは、前節で行なった定式化を直接に解くことが困難であるため、  

タ壱ん：車両たがノード壱へ配送を行なうために要する費用  

なるものを導入することにより、以下のような2つのフェーズに問題を分割することを考え  

る。  

（Phasel）各車両が配送を行なうノードとそのノードでの配送量を決定する問題   

（Phase2）担当ノードが決定した段階で各車両の配送経路を決定する問題  

FisherandJaikumar［3］は、標準的なVRPをこのように2フェーズにし（Pha・Sel）に一  

般割当問題を適用することで精度の高い近似解を導くことに成功している。同様にして分割配  

送路問題に関する（Pha，Sel）を定式化すると以下のようになる。  
771  7t  

nlin ∑∑戯曲  
ん＝1壱＝1  

subject to 

∴∫二一車仁  

m   

∑緑＝di  
た＝1  

m   

∑硯≦翫  
壱＝1  

y壱ん＝0 0r 封兢＝1  

Z壱ん≧0  

よ＝1，…，77，た＝1，…，ア¶   

五＝1，…，㍑  （2・12）  

た＝1 ，…，771   

よ＝1，…，㍑，た＝1，…，7Ⅵ  

五＝1，‥．，柁，た＝1，…，m   

この間題における9ikの決定方法に関してFisherandJaikumar［3］で述べられているよう  

に、各車両ごとにシードとなるノードをあらかじめ決定しておき（重心ノードのようなもの）、  

デポとシードノードに対して配送ノードを挿入した挿入距離をタ壱んとして利用している。具体  

的には、gた（た＝1，…，m）をシードノードとして  

タ盲ん＝min［co壱＋c塙＋c紬Cogた＋c～た盲＋c右0ト（coJた＋c榊）  

である。これが、ユークリッド空間上であるなら以下の様になる。（図4参照）  

ダ五た＝Co盲＋c壱Jた－CoJた  

・li両lがl÷として  

担当する磯城   

図4：FisherandJaikumarの挿入距離計算のイメージ   
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一方、（Phase2）の定式化は、以下の様になる。  
m†も†t   

min ∑∑∑c症石膏  
た＝1壱＝OJ＝O  

subject to 

†も  ∑・′＼．・－－‥／卜．  
盲＝0  

71  ∑勒＝y壱た  

j＝0   

∑ こ瑚≦l∫i－1  
（J，J）∈gX5  

J＝0，…，7l，た＝1，…，nl  

壱＝0，…，れ′，た＝1，…，m   

∫⊂（1，…，柁）   

2≦l∫l≦和一1  

た＝1，…，？乃  

五＝0，…，m，た＝1フ…，m  

壱＝0，…，れ，ノ＝0，．‥，71，た＝1，…，7′71 

y壱ん＝0 0r 封鵠＝1  

ご壱．ブん＝0 0r 笹沼＝1  

これは、たについて分解が可能であるので、nl個のTSPと考えることができる 。TSPに  

対しては、様々な角度から研究が行なわれているが、本論文では既存の手法を利用するにとど  

め、深い議論は行なわないものとする。   

2．3．解法のフレームワーク  

（PIlaSel）は、小規模の問題であれば分枝限定法を用いることにより厳密に解くことが可  

能である。（ちなみにこの連続緩和問題は輸送問題である）しかし、大規模の問題を解くこと  

は難しいため、本論文ではラグランジュ緩和を用いそれから実行可能解を生成し近似解とする  

方法を採用した。この考え方は、Fisher［4］によるものである。そのフレームワークを図5に  

示す。   

このアルゴリズムは大きく4つの段階に分けられる。第1段階では劣勾配法により最良の  

ラグランジュ緩和解を生成する。第2段階では、ラグランジュ緩和解の性質を利用して車両の  

担当ノードを変えずに配送量の調整を行なう。第3段階ではラグランジュ緩和解から実行可能  

解を生成する。最終段階では各車両ごとに担当ノードについ七TSPを解く。第1段階の詳細  

は次章で、第2段階と第3段階は第4章で詳細を述べる。   
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図5：解法のフレームワーク   

3．分割配送路問題（Phasel）のラグランジュ緩和問題   

本章では、3．1で（Phasel）のラグランジュ緩和問題とその特性を示し、3・2ではラグラン  

ジュ緩和問題の性質と解法を示す。3．3では、最良のラグランジュ緩和問題の値を得るための  

方法について述べる。  

3．1．分割配送路問題（PllaSel）のラグランジュ緩和問題   

ここでは、（Phasel）の問題に対して容量制約である（2・12）をラグランジュ緩和する問題  

を考える。ラグランジュ乗数を（打壱）として、この間題は以下の様に定式化できる。この間題  

を．以降ではL（打）と呼ぶ。   

t．1丁）：  
m n 71  

（3・1）ん（打）＝min∑∑（飢パルト一打声読）＋∑汀壱d五  

た＝1壱＝1  五＝1  

subject to 

（3・2）  

（3・3）   

（3・4）  

（3・5）  

よ＝1 ，…，77，た＝1，‥・，γ乃   

た＝1，‥．，n？・   

壱＝0，‥・，了1・，た＝1，．‥，m  

壱＝1，．‥，托，た＝1，．‥，m・   

∴ 二＿・／ノ仁  

γt   

∑∴、∴り・．  
盲＝1  

y去た＝0 0r 9宜＝1  

ちん≧0  
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71  

（3・1）で∑甘言d壱は定数であり、（3・1）～（3・5）の問題は式の形により車両たごとに分解する  

i＝1 ことが可能である。よって以降では必要に応じて車両たごとの問題で考え、添字たを省略す  
る。これをラグランジュ子問題LS（打）と呼ぶことにする。  

1S（可：  

γ乙  

九5（打）＝min∑（飢机一打よZ壱）  

五＝1  

Subjectto  

z壱≦ヴ  

壱＝1  

ち≦如壱   （壱＝1，‥・，柁）  

机＝00r眺＝1（哀＝17…，門・）  

ち≧0   （よ＝1，‥・，m′）  

3・2・ラグランジュ子問題LS（打）の解法   

3・1で述べた混合整数計画問題LS（打）が0－1ナップサック問題と類似した性質を持つことを  

以下で示し、その性質を利用して解を効率的に得ることができることを示す。ここで類似した  

性質とは、「連続緩和問題が連続ナップサック問題である」、「問題を解く前処理で変数の  

固定が効果的に行なわれる」等の性質である。   

まず、LS（打）の連続緩和問題がナップサック問題であることを示すためLS（打）の連続緩和  

問題に対して以下の補選が成立することを証明する。   

補題1問題LS（打）の連続緩和問題CLS（打）の解を（訂，富）とすると  

言古＝d歌  

（証明）  

ぢ＜d瀦なるものが存在するとする。百；＊＝ぢ／d；（哀＝1，…，7－）とすると  

伊＊，ヂ）は実行可能解であり、仇＞0と、タ瀦＊＜タ瀦より目的関数をさらに小  

さくしうるので（訂，芝）が最適解であることに矛盾する。l   

この補選を用いて用いて問題CLS（汀）を書き直すと  

CLS（可‥  
Tl  

んェg（汀）＝min ∑（仇／d定一打；）z盲  

壱＝1  

Subjectto  

z壱≦甘  

言＝1  

0≦z壱≦d盲（壱＝17…，㍑）  

となり連続ナップサック問題に変形できることが容易に理解される。以降では、上記の問題の  
効率を  

タ壱   

7壱＝石‾打壱   
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で定義する。また、（7盲）は、負のもののみを考慮して非減少の順に並んでいるものとして議  

論する。さらに  

J  

p＝min（ノ‥∑凍＞ヴ）  
i＝1  

としておく。この準備に基づいて以下の命題が導かれる。   

命題1  

問題LS（打）の連続緩和問題CLS（打）の解を（訂，ヲ）とすると  

（壱＝1，…，p－1）  

（云＝p＋1，…，71）  

読＝1，  ヲ；＝d音  

読＝0，  万言＝0  

‰＝（曾－∑ぎ≡壬dJ）／屯，ち＝（守一∑ぎ二王dJ）  
（証明）  

上記の議論より明らか。I  

また、変数固定の前処理に関して以下の定理が成立する。これを利用することによって問  

題の規模の縮小ができる。  

定理1  

LS（打）のある暫定値を′むとするならば、  

（3・6）J＊＝臼‥J∈（1，…，71），たム5（汀卜重≧〝討  

〈 

（3瑚＝ ，・） 
¢．，㍑）  

とした時に、  

∈J＊かつノ＜pならば暫定値よりよい実行可能解は鋸＝1である。  

∈J＊かつJ＞βならば暫定値よりよい実行可能解は肌＝0である。  

（i）  

（ii）  

り
J
．
り
J
 
 

（証明）  

以下ではJ（打bj＝α）は、yJをαに固定した上での最適値を示すものとする。   

（i＝＜pであるとき、  

ん5（打】yJ＝0）≧んェg（打l鋸＝0）  

p－1 p－1  

≧∑7壱d盲－7JdJ＋7p（ヴ＋¢－∑凍）  
壱＝1 壱＝1  

＝た上方（打）－（7．グー7p）dブ   

（3・7）、（3・6）より  

＝．たユタ（打）一〃言≧む  

よって暫定解が改善される為には鋸＝1であるべき。I   
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（ii＝＞pであるとき、  

ん5（汀l鋸＝1）≧たェs（可yJ＝1）  
〆－1 〆－1  

＝∑7壱d壱＋7jdj＋7〆（守一dJ－∑df）  
壱＝1  壱＝1  

た  

（p′＝min（たl∑凍＞曾－dJ）  

言＝1  

i－J ‡－J  

＝∑悌＋7Jdj＋7〆（9－dゴー∑d盲）  
言＝1  壱＝1  

p／ p／  

≧∑7壱d五十¶dj＋7再1（ヴーdゴー∑凍）  
i＝1  壱＝1  

p－1 p－1  

∑↑盲d盲＋7ゴdゴ＋7p（守一¢－∑凍）  
右＝1 壱＝1  

んェg（打）＋（γ－7p）dJ  

＞
一
 
 

（3．7）、（3・6）より  

＝ん上方（汀卜〃言≧む  

よって暫定解が改善される為には鋸＝0であるべき。l  

これらの命題、定理の性質を利用して分枝限定法をおこなえば大規模なLS（打）を解くこと  

が可能である。  

また、LS（汀）を分枝限定法で連続緩和問題を利用して解く分枝戦略は0－1ナップサック問  

題との類推で本論文では以下のような方法を採用している。  

・奥行き優先法則  

・効率7盲最小の分枝変数優先  

3．3．劣勾配法によるラグランジュ関数尤（打）の最大化   

ここでは、3．1で記述したラグランジュ緩和問題L（打）の最良値を求める方法を示す。  

尤（打）は、打に関して微分不可能な凹関数であり、その値は（Phasel）の下界値になって  

いる。しかし、最良の下界値を求めるには汀に関してその値九（打）を打に関して最大化しな  

ければならない。ここでは、劣勾配法を利用することによりそれを実現する。L（打）に対する  

劣勾配法のアルゴリズムを以下に示す。ここではイタレーション回数壱のラグランジュ乗数ベ  

クトルを打（壱）全（打1（壱），…，打ブ（壱），…，灯れ（壱））とする。  

（アルゴリズム3－1）  

STEP17r（0）：＝0としてL（7T（0））を解き、その解を（y（0），Z（0））とする。また、（Phasel）に関す  

る実行可能解の（例えば分割配送を許すsweep法の過程等で求めた）値をu＊として準備  

しておく。哀：＝0とおく。   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



3β2  毛利・久保・森・矢島  

〃i  

STEP2   打J（壱＋1）：＝打J（去）＋（（盲）（dゴー∑zJた）（ブ＝1，…，7－）  
た＝1  

β（壱）（祝＊一九（打（壱）））  

（（盲）全   

71m ∑（dノー∑初）2  

J＝1  た＝1  

とおく。ただし、β（盲）は0＜β（壱）≦2のパラメータである。ここで壱‥＝壱＋1とする。  

STEP3L（打（宣））を解き、その解を（y（小Z（盲））とおく。あるたが存在し脆（汀（壱））－ん（汀（よ＋た川＜E  

であれば終了。そうでなれば、STEP2にもどる。   

（注意）STEP3の収束条件を満たすことは一般的に計算機上は困難であるので、  

ある回数このアルゴリズムを回し、その中での最大値をとるのが数値計算上は一  

般的であり本論文での計算機実験でもそのようにしている。  

4．ラグランジュ緩和解の修正   

本章では（Phasel）問題の劣勾配法によるラグランジュ緩和解を修正することにより実行  

可能解を得て近似解とする方法について述べる。4．1では、ラグランジュ緩和解の特性を利用  

して各車両の担当ノードを維持したまま配送量のみを調整するアルゴリズムについて述べる。  

また、4．1のアルゴリズムを通用しても実行可能解が得られない場合において実行可能解を得  

る方法を4．2で述べる。   

4．1．ラグランジュ緩和解の配送量割当を調整するアルゴリズム   

3．3で示されたラグランジュ緩和解に対する劣勾配法による解が（Phasel）の問題に対して  

実行可能ではなくとも、配送量のみを調整することにより実行可能にすることができる場合が  

ある。   

下記の例の図6の調整前の解ではノード3においては需要量が超過しており、ノード4で  

は不足している。しかし、この配送量は図7の様に調整し直すことが可能である。  

車両2（q＝10）  車両1（q＝10）  

／ま  
dJ＝j d2＝2   ∫  

車両1，2とも容量を10とする。  
枝上の数字は、配送先へ配送する輸送量を示す。  

j
 
 

過
 
 

－
3
－
．
↓
超
 
 

3
 
 

－
d
 
 

5
 
 

足
 
 

＝
↓
不
 
 
．
↓
 
 

l
 
 

d
 
 
 

図6：ラグランジュ緩和解の例   
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車両1（q＝10）  車両2（q＝10）  

ノま 
2 5  

図7：割当調整後の解  

さらに、先のラグランジュ緩和解のアルゴリズムによる解では、各車両ごとに不足する可  

能性があるノードが高々1つであることを利用することによって、効率的に再割当の処理を行  

なうことが可能である。以下にそのアルゴリズムを示す。記号を以下の様にさらに定義する。   

以下のような二部グラフC（∧rutlA）を定義する。  

Ⅳ：配送ノードの集合   

1′：車両の集合  

（yg，Zg） ラグランジュ緩和問題の解   

A全（（之，見‥）l琉＝1，よ∈〃，た∈り車両と車両が配送するノードとの間にある  
枝集合  

†71  

∑琉＜d壱，  
た＝1  

哀∈∧r〉   ：需要不足のノード集合  

771．  

∑亮＞d壱7宣  
た＝1  

m  

∑∴…・／・′  

ん＝1  

∈Ⅳ〉  

∈Ⅳ〉  

需要超過のノード集合  

需要をちょうど満たしているノード集合  

〃L  

∑巌＝1，  
た＝1  

よ∈甜〉  車両一台で配送されている需要不足ノード集合  

全（たl琉＝い∈∫ⅣuOⅣ）：需要不足・需要超過ノードを配送する車両集合  

全（（よ，ん）】yfた＝1，哀∈5′ⅣuOⅣ，ん∈り  

：需要不足・需要超過ノードとそれを配送する車両との間の枝集合  

全（（壱，ん）】訂‡ん＝1，よ∈▲ぎ叶た∈り  
：車両1台のみで配送されている需要不足ノードとそれをサービスする車両との  

間の枝集合  

全〈hi満k＝箸払r（i7k）∈A／1Al，hik＝∞forothers）  
：枝上の費用行列  

Al  

ガ  

（アルゴリズム4－1）  

STEPl（y，g）：＝（封g，Zりとし、∫∧r，0Ⅳの要素をArから検索して人9んorま，0て脚というリストに  

保存しておく。   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



3β4  毛利・久保・森・矢島  

恥：＝翫－∑ 初   ∀た∈V  

壱∈J∧r  

STEP2  

とする。  

STEP3∫Ⅳ1の要素をリスト∫ん07、まから検索を行なって、ヴ刷＜d盲となるよ∈鼠Ⅳ1が存在す  

るとき、在来は元問題に対してこのアルゴリズムを適用しても実行不能であり終了す  

る。（ただしり（享＝まノートZをサービスする車両を示す）。そうでなければ   

誌）；≡禁（．；）＿琉〉∀購Ⅳ1  
とする。   

G′全〈1／′′∪（（鼠ⅣuO呵＼∫呵，A′＼Al〉  

上で輸送コストをガで定義できる輸送問題を考える。輸送問題が実行可能であるなら、  

その解をz；んとして  

z壱ん‥＝g；た坤，た）∈A′＼ノ41  

とし  

STEP4  

Z富ん＞0 のとき 肌ん：＝  

z壱た＝0 のとき y盲た：＝  

として終了。  

∀（言，た）∈A′＼Al  

実行不可能な場合は在来は元問題に対してこのアルゴリズムを適用しても実行不可能  

であり終了する。  

4．2．ラグランジュ緩和問題の解から実行可能解を得るアルゴリズム   

4．1で示したアルゴリズムが効果的であるのは限られた場合であるので、ここではアルゴリ  

ズム4－1を適用しても実行可能解が得られない場合にラグランジュ緩和解から実行可能解を得  

るアルゴリズムについて述べる。   

（アルゴリズム4－2）  

STEPl（y，Z）：＝（y～，ZJ）（ラグランジュ緩和解）において容量不足のノード∫Ⅳを探す。もし  

£Ⅳ＝¢であるなら終了。  

STEP2y盲た：＝0∀た∈l′′となるノード哀が存在するならば、そのようなすべてのよについてÅ：′＝  

arg彗叫拍を求め肌ん′：＝1とする。  
STEP3  

JJ～、人・  
ダブん＝1のときん五た＝  

肌ん＝0のとき ん壱Å：＝∞  〈  

とする費用行列（ん～ん）をもつ輸送問題を解き、実行可能であるならその解を改めて三言んと  

置き換え、；壱ん＞0なる（宣，ん）に対してy盲ん‥＝1、その他の場合を訂壱た‥＝0として終了す  

る。実行不能ならSTEP4へ。ただし、STEP4を一度実行している場合はSTE・P5へ。  

STEP4G上の連結グラフをC壱＝（（ⅥUAl），A盲）とし、  

∑恥＜∑琉  
た∈巧  言∈Ⅳi  

となるすべてのG壱に対して  

（再′）＝a・rg五t（タ・ほ＝偏＝0，盲∈耽，ん∈V＼Ⅵ）  ∈＼1  
を求め、机′ん′：＝1としてSTEP3に戻る。  

（盲′った′）＝arg£畏v（錮」狗＝0）よ∈∧r，た∈り   STEP5  
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を求め、yi／kl：＝1として（またはこのSTEP5の操作を何度かおこなって）STEP3へ  

戻る。  

5．計算機実験結果   

本論文で提案した分害帽己送路問題に対するアルゴリズムによる効果を標準的な（分割しな  

い）VRPと計算機実験により比較する。ただし、分割配送に関しては車両台数汀？．を分割配  
†も  

送可能な最低台数「∑凍／曾1に固定して比較実験している。本論文で提案されたアルゴリズム  
壱＝1  

は、UNIX上C言語で記述され、SUNSPARCstationIPX上でインプリメントされた。巡  

回セールスマン問題を解くアルゴリズムとしてはHeldandIくarp［7］の動的計画法による厳密  

解法を採用している。   

ここでの問題は、ノードの数が11、21、50、75、1．00とした。作者らが作成した11ノー  

ドの場合を除き、ノードとデポの位置は、各々TSPu旧からei122．vrp，ei151．vrp、ei176．vrp，  

eillOl．  

Vrpを利用している。各ノードの需要量については、車両の容量に対して小さければ距離減少  

の効果が小さく、比較的大きければ距離減少の効果が大きいと直観的に考えられる為そのこと  

を検証するためにすべてのノードの需要が30％の場合、60％の場合、30％、45％、60％を  

ほぼ同数ずつ混ぜた場合についてテストを行なっている。   

分割しないVRPの解としては、厳密解が明らかに分かるものを除き（ノードの需要が車  

両の60％の場合）、近年有効な方法とされるタブーサーチのアルゴリズムでGendrea・uら［6］  

によるアルゴリズム（このアルゴリズムは様々なテスト問題の記録を更新している）を採用し  

ている。   

パラメータに関しては、劣勾配法におけるイタレーション回数は150回で打ちきりとし、  

乗数β（壱）はイタレーションごとには変化させず、実験結果としては0・01－0・06のものを採用し  

ている。   

実験結果を表1～表3に示す。（但し、表中のノード数はデポを除いたものである）  

表1：各ノードにおける需要量が車両容量の60％の場合  

（劣勾配法イタレーション150回）  

11ノード  21ノード  50ノード  75ノード  100ノード   

分割配送した場合の総距離   492   894   1752   2634   3474   

分割配送しない場合の総距離   592   1166   2396   3622   49TiTZ 

分割配送による距離減少率   16．89％   23．33％   26．88％   27．23％   30．13％   

分割配送した場合の車両台数   7   13   30   45   60   

分割配送しない場合の車両台数   21   50   75   100   

分割配送による台数減少率   36．36％   38．10％   40．00％   40．00％   40．00％   

CPU時間（sec）   0．90   2．43   27．95   202．00   425．02  
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表2‥各ノードにおける需要量が車両容量の30％、45％、60％をはぼ同数とした場合  

（劣勾配法イタレーション150回）  

11ノード  21＿ノード  50ノード  75ノ∵ド  100ノード   

分割配送した場合の総距離   400   698   1430   2039   2744   

分割配送しない場合の総距離   408   751   1460   2174   2966   

分割配送による距離減少率   2．00％   7．06％   2．05％   6．21％   8．09％   

分割配送した場合の車両台数   5   10   23   34   45   

分割配送しない場合の車両台数   6   13   26   41   51   

分割配送による台数減少率   16．67％   23．08％   11．54％   17．07％   11．76％   

CPU時間（sec）   0．90   1．55   15．20   75．65   292．09   

表3：各ノードにおける需要量が車両容量の30％の場合  

（劣勾配法イタレーション150回）  

11ノード  21ノード  50ノード  75ノード  100ノード   

分割配送した場合の総距離   296   529   1031   1526   1987   

分割配送しない場合の総距離   296   530   1047   1527   2040   

分割配送による距離減少率   0．00％   0．19％   1．53％   0．07％   2．60％   

分割配送した場合の車両台数   4   7   15   23   ニiO   

分割配送しない場合の車両台数   4   7   1丁   25   ：う4   

分割配送による台数減少率   0．00％   0．00％   11．76％   8．00％   11．76％   

CPU時間（sec）   2．08   5．02   14．83   57．28   118．45  

ノードの需要が車両容量の60％の場合では総距離の減少効果が17％から30％程度で大き  

く、台数の減少も37％かち40％である。一方、ノードの需要が車両容量の30％の場合では、  

総距離における効果は60％の場合とに比較してそれほどではない。100ノードの場合で2・6％  

である。11ノードと21ノードの場合においてはこの場合では殆んど解全体として同程度で  

ある。しかし、車両の減少率に関しては50ノード以上の場合では8～12％減少している。こ  

の2つの中間の場合として設定した30％、45％、60％の需要を混ぜた場合では、総距離の減  

少率が2％～8％、車両台数の減少が12％～23％の効果をあげている。   

また、CPUtimeにおいては、50ノード以下では1分以内であるし、100ノードの場合  

でも最高7分程度である。これは十分に実用的な計算時間であると思われる。  

6．結語   

本論文では分割配送路問題に対して新しい定式化を与え、問題分割による数理計画ベース  
の新解法を提案した。分割された問題のうち本質的問題（Phasel）に対してラグランジュ緩和  
解を0－1ナップサック問題に似た特性を利用して効果的にもとめ、その解から実行可能解を求  
めるというアルゴリズムである。数値実験によりこの解法は、需要量が車両容量に対して比較  
的大きい場合とくにノード数が多い場合に有効であることが分かった。需要が小さくノード数  
も少ない場合には、分割しないVRPと解が同程度であるという直観のとおりの結果が示され   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



分割配送路問題  3β7  

た。また、この解法は実用に十分耐えうる速さで機能することも確かめられた。   
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ABSTRACT  

A SPLIT DEIJIVERY VEHICLE ROUTING PROBLEM  

Hiroaki Mohri Mikio Kubo Masao Mori YasutoshiYbjima  

．1J直りJ小／～′Jト、＝′－・／′   丁叫ノり＝川、げ・、両‖、／’  了坤ノりル・、／両／‥イ丁－i√イ川・車〃J  

J円β亡加古e，JれC．  〟eγ℃αれf壱ge肋r去れe  

Weconsiderastandardvehicleroutingproblem，i．e．aroutingproblemwhereal1nodes（customers）  
shouldbevisitedonlyoncebyonlyonevehicleandwithoutexceedingavehicle’scapacity・Theobjective  
functionminimizestotaldistancetraveled・Inthispaper，Werelaxthefirststandardproblemcondition・We  
cal1thisproblemtheSplitDeliveryVehicleRoutingProblem（SDVRP）・Theterm“splitdelivery”means，  
aslongasthetotaldeliveryequalsthedemand）thedemandmaybesatisfiedusingmorethanonevehicle・  
Undertherelaxedcondition，Weareabletoreducethenumberofvehiclesandthetotaldistributioncost  
（time）・Hence，itwil用ndpracticalapplication・   

SDVRPhasbeenlittleresearched．Onamathematicalprogrammingbase，Suzukietal・（1987）suggested  
anexactalgorithmuslngaBranchandBoundMethodforthisproblem・Butitisonlyusefulbrasma11  
numberofnodes．Onalocalsearchbase，DororandTrudeau（1990）proposedheuristicalgorithm・In  
thispaper，Wetakeanotherformulation・SoIvingthisproblemonmathematicalprogrammlngbase，We  
decomposeitintotwoproblems：First｝aPrOblemofwhichvehicleserveSthenodeandtowhatextenteach  
vehicleserveseachnode．Second，theproblemoftheroutethateachvehicletakes・Thisideaisbasedon  
FisherandJaikumar（1981）whosesolutionsisverygoodoneforastandardvehicleroutingproblem・The  
secondproblemisthenavelingSalesmanProblem・Therefbre〉thefirstproblemistheessentialone・We  
suggestthatbymethodofFisher（1985）wecangenerateaheuristicsolutionfromtheLagrangeanSolution  
forthefirstproblem．FromthisweareabletosoIvealargesizeSDVRP・   
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