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1. はじめに

被覆制約付き配送計画問題（multi-vehicle covering

tour problem, m-CTP）は，集合被覆問題と配送計画
問題を組み合わせた問題である．まず，訪問すること
のできる点（訪問点）集合と被覆されなければならな
い点（被覆点）集合が与えられる．各訪問点は被覆点
の一部を被覆する．m-CTP の目的は，デポと呼ばれ
る訪問点を出発していくつかの点を訪問し，再びデポ
に戻ってくるような巡回路の組を決め，それらの距離
の合計を最小化することである．ただし，求めた巡回
路の組に含まれる点の全体がすべての被覆点を被覆し
なければならない．
本研究では，訪問点集合と巡回路を同時に探索する

1-del/1-insとパスの再構築という二種類の操作を局所
探索法の近傍操作として提案し，それらを用いた効率
的解法を提案する．

2. 被覆制約付き配送計画問題

訪問することのできる nv + 1 個の点（訪問点）集
合 V = {v0, v1, . . . , vnv}と被覆されなければならない
nw 個の点（被覆点）集合W = {w1, w2, . . . , wnw}か
らなる無向グラフ G = (V ∪W,E1 ∪E2)を定義する．
ここで E1と E2は辺集合 E1 = V ×V，E2 ⊆ V ×W

であり，E1 の各辺 (vi, vj)には距離 cij が定義されて
いる．本研究では cij が三角不等式を満たし，かつ対
称である場合を考える．各訪問点 vi は (vi, wj) ∈ E2

を満たすすべての wj を被覆する．各巡回路（訪問す
る点 v ∈ V の順番）の始点と終点はデポと呼ばれる訪
問点（v0）である．どの被覆点 w ∈ W も高々m個の
巡回路に含まれる訪問点のいずれかにより被覆されな
ければならない．点集合 T (⊆ V ) の点はいずれかの
車両に必ず訪問されなければならない．各訪問点 vi に
は要求量 ai が設定されており，各巡回路の要求量の総
和が各車両の容量 pを超えてはならない．また各車両
には移動距離の上限 q も与えられる．m-CTP は，m

個の巡回路の総移動距離を解のコストとし，以上の制
約を満たしたうえでコスト最小化を図る問題である．

3. アルゴリズム

提案手法では被覆制約を破った解も探索し，解の評
価には被覆制約の違反度合いを加味したペナルティ付
き評価関数を用いる．アルゴリズムの概要は以下のと
おりである．まずランダムに選んだ訪問点 1点のみか
らなる巡回路をm個用意する．その後，未訪問点を一
つずつ巡回路に追加する操作を，容量制約または距離
制約により点を挿入できなくなるか，あるいは被覆制
約を満たすまで繰り返す．こうしてできた解を初期解
とする．初期解を生成したら，1-del/1-insにより訪問
点集合とその巡回路を同時に探索する．1-del/1-insに
よって実行可能解が見つかれば，見つかった最小コス
トの実行可能解に対し，パスの再構築法を適用してさ
らなる改善を試みる．これらの一連の操作を行ったの
ち，現在の解に小さな変形を施すことによって得られ
た解を初期解として再び探索を行うという操作を繰り
返す．こうして探索を反復し，その中で得られた最小
コストの実行可能解を出力する．

3.1 1-del/1-ins

1-del/1-ins は現在の解から訪問点を一つ除去する
1-del，現在の解に訪問点を一つ追加する 1-ins，これ
ら二つを同時に行う 1-del-insの三つの操作からなる．

3.2 1-del-insの高速化
点の除去と追加を同時に行う 1-del-ins では，除去

する点 vdel と追加する点 vins の組のすべての候補は
O(n2

v)通り存在する．しかし，解に含まれるどの点を
削除しても改善がなく，解に含まれないどの点を挿入
しても改善がないとき，削除と挿入を同時に行って改
善が起こるような場合は

case 1. vdel を削除することで被覆されなくなる点を
vins が被覆する場合

case 2. 巡回路において vdel があった場所に vins を挿
入する場合

case 3.（vdel を削除せずに）vins を挿入するとペナル
ティ付きコストは改善するが容量制約または
距離制約を破る場合
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の 3通りに限られることを示せる．この 3通りの場合
において改善の起こりうる点の組を効率よく探索する
ことにより，解の精度を落とすことなく高速に改善解
を探索する方法を提案した．

3.3 パスの再構築
パスの再構築とは，巡回路からある長さ以下の部分

パスを除去することで被覆制約付き最短経路問題を作
成し，それを解くことで得られるパスを元の解のもの
と置き換え，解を改善するという操作である．除去す
る部分パスを ρとし，ρの最初の点の一つ前の点をvs，
ρの最後の点の一つ後ろの点を vt とおく．ρを除去し
たときに被覆されなくなる被覆点の集合をW ′ とおく．
W ′ の要素の中で vi により被覆される点の集合をW ′

i

とおき，未訪問点 vi の中で |W ′
i |/(cis + cit)の値が大

きいほうから maxpath − |ρ|（maxpath はパラメータ，
|ρ|はパス ρに含まれる点の数）個の点と ρに含まれる
点集合を合わせたものを V ′ とおく．vs を出発しW ′

の点をすべて被覆するように V ′ 上の点を通って vt に
到達するような最短の経路を求める問題（被覆制約付
き最短経路問題）を部分問題として考える．
本研究では生成される部分問題を動的計画法を用い

て厳密に解く方法を提案する．ここで V̂ を訪問済み
の点集合, g(V̂ , vi) を vs を出発し V̂ 内の点を通って
vi ∈ V̂ に到達するような経路の中で最短のものの長さ
とする．提案する動的計画法の漸化式は，

g({vi}, vi) = csi (vi ∈ V ′) (1)

g(V̂ , vi) = min
vj∈V̂ \{vi}

g(V̂ \ {vi}, vj) + cji

(vi ∈ V̂ ⊆ V ′, |V̂ | ≥ 2) (2)

と表される．本研究では容量制約または距離制約を破
る V̂ や被覆制約を満たすうえで冗長な V̂ に対する
g(V̂ , vi)の計算を省くことで漸化式の計算を高速化す
る方法を提案し実装した．

4. 計算実験

提案手法の性能評価のため，先行研究である Mu-

rakami [1]による結果との比較を行った．計算実験の
結果を表 1に示す．Murakamiによる手法は二種類あ
り，どちらも列生成法を用いた手法であるが，その中で
解く必要のある経路生成問題の解法としてCIと HBH

と名付けられた 2種の手法を提案している．表 1にお

表 1 Murakami [1] の結果との比較

Murakami 提案手法
|V | |W | 上段：CI，下段：HBH

　　　総距離 時間† 総距離 制限時間‡

106 100 731 0.05 575 0.07

306 300 1515 0.44 1322 0.62

506 500 1145 2.63 1033 3.69

106 100 566 0.20 575 0.28

306 300 1611 5.16 1100 7.24

506 500 1302 137.24 939 90.0
† 3.7GHz Core i7
‡ 2.1GHz Xeon E5-2450

いて上段は CI を用いた場合の結果との比較，下段は
HBH を用いた場合の結果との比較である．本研究で
用いた計算機と [1] で用いられた計算機の性能差を考
慮し，同等の計算時間（[1]の 1.4倍の時間）以内に得
られた最良の解を記載している．ただし，HBH との
比較においては |V | = 506の問題例に対する制限時間
を 90 秒とした．|V | = 106 の問題例では既存研究の
HBHに比べて 2％程度劣る結果であったが，それ以外
のすべての問題例で既存研究よりよい解を出力できて
いることがわかる．

5. まとめ

本研究では被覆制約付き配送計画問題に対して 1-

del/1-insとパスの再構築法という操作を含む局所探索
法を提案した．1-del/1-ins は解から点を削除する 1-

del，解に点を挿入する 1-ins，点の削除と挿入を同時
に行う 1-del-insという三つの近傍操作からなる．この
中でとくに計算量の大きい 1-del-ins近傍を効率的に探
索する方法を提案した．パスの再構築法は解に含まれ
る部分パスを再構築し，解を改善する操作である．再
構築の際に生成する部分問題を厳密に解く動的計画法
を提案した．計算実験により，既存の研究と比較して
特に規模の大きな問題例において解の精度と計算時間
の両面においてよりよい結果を得ることを確認した．
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