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１．はじめに 

 巡回セールスマン問題(Traveling Salesman Problem: TSP)とは n個の都市と各都市間の距離（所要
時間，移動費用）が与えられた時，全ての都市を訪問して出発都市に戻る巡回路の中で，移動距離が

最小となるものを求める問題である．都市 iから都市 j への移動距離をCij とするとき，通常は
CjiCij = と仮定される．単に TSP と言ったときには，このような対称巡回セールスマン問題をさす

ことが多い． 

 ここでは，トラック１台ごとの積み降ろしを基本とする配送経路問題を解く際に現れる非対称

（ CjiCij ≠ ）な巡回セールスマン問題(Asymmetric TSP: ATSP)を取り上げる．ATSPはかなりの大

きさまで厳密解法で解くことができるがその実行時間は小さくない．配送経路問題を解く際はこのよ

うな ATSPを何度も繰りかえし解く必要があるので，相対的に高速な近似解法で解く必要があるよう

に思われる．しかし TSPとは違い ATSPに対する近似解法についてはあまり議論がなされていない． 

本研究では ATSPに対する既存の近似解法を取り上げ実験的にその性能を評価し，２点交換タブー

探索法，Block Siftタブー探索法，Point Siftタブー探索法との比較を行う． 

 
２．ATSP 

２.１ ATSPの必然性 

 工場で製造された製品が顧客のもとに届くまでの輸送形態はさまざまである．本研究では工場，倉

庫，顧客などの間で製品を積み込み地点で満載にし積み降ろし地点ですべて降ろすという形態の輸送

を扱う．トラックは与えられた輸送要求を全て満たし，再び輸送基地へ戻る．その際，積み降ろし地

点から次に行う輸送要求の積み込み地点までは荷物を何も積んでいない状態で走らなければならない．

輸送要求を満たす順番によって変化するのはこの空輸送だけなので，本研究ではこの空輸送の総距離

が最小になる巡回路を求める． 

 いま，図１のような２つの輸送要求について考え 

る．積み込み地点から積み降ろし地点までの実輸送 

は１つの輸送要求なので，１つのまとまりとして考 
える．このとき，輸送要求 iから輸送要求 jへ向かう 

場合と輸送要求 jから輸送要求 iへ向かう場合とでは     図１．輸送要求間の順序 

距離が異なる．つまり，輸送要求を iから jの順に満 

たす場合の空輸送距離をCijとすると CjiCij ≠ である．よって，各トラックの総空輸送距離を最小に

する巡回路を求める問題は ( )CjiCij ≠ を都市 iから jへの移動距離とする ATSPになる． 

 
２.２ ATSPの定式化 
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 都市数 n， ( )n,...,2,1 の順列全体の集合を Sn，順列σ において i番目に通過する都市を ( )iσ ，輸送

要求を iから jの順に満たす場合の空輸送距離を ( )CjiCij ≠ ，総空輸送距離を zとして，ATSPは次の

ように定式化される． 

 
３．ATSPに対する既存の近似解法 

 ATSPに対する近似解法としては以下のようなものがある． 

３.１ Saving法 

 n個の点（輸送要求）が与えられたら，まず任意の点 hを起点とする．そして図２のように起点 hを
中心に全ての点と往復する枝を形成し，再び起点に戻ってくる回路を考える．点線で囲まれた部分に

注目すると，現在は点 hから点 iと点 jへ個々に往復しているが，点 iから点 hに戻らず点 jを経由し 

てから点 hへ戻ってくるようにすれば CijChjCihSij −+= だけ距離を短縮することができる．この

Sijを Saving値と呼ぶ．全ての点の組み合わせについて Saving値を計算し， 

その値の大きい順に枝 ihと枝 hjを枝 ijに置き換え，距離を短縮しながら部 

分巡回路ができないように巡回路を形成していく方法を Saving法という． 

点 hを起点として巡回路が求めたら，次に残りの 1−n 個の点全てを起点とし 
て同様に巡回路を求め，巡回路の長さが最も小さかったものを近似解とする． 図２．Saving法 

 
３.２ Loss法 

 長さの短い巡回路を形成するとき，全ての点を最も近い点同士結びつけることが望ましいが，いま

CjiCij ≠ であり全ての枝は方向を持っているのでそれを実行することは難しい．よっていくつかの点

は最も近い点ではない点と結びつく可能性が高い．ある点 jが１番近い点 kではなく２番目に近い点
'k と結びついたとすると，点 jから出る（入る）枝の長さは点 kと結びついた場合に比べて CjkCjk −'
だけ長くなってしまったことになる．この点 jに対する点間の距離の差 CjkCjk −' ( )CkjjCk −' を Loss

値と呼び， ( )jLoss と表す．もし点 jが入る枝も出る枝も決まっていないならば，点 jに対する Loss

値は枝の出る方向と枝の入る方向両方を計算しなければならない．入る枝も出る枝も決まっていたな

らば Loss 値を計算する必要はない．また，入る枝が決定している点に向けて新たに枝を作ることは

できないので，Loss値を計算する上で考慮しなければならない．出る枝に関しても同様である．この

ような制約の上で全て点について Loss 値を計算し，１番近い点と結びつけなかった時に最も距離の

ロスが大きくなってしまう Loss 値の一番大きな点を優先して１番近い点と結びつけていく．同様な

手順を繰りかえして巡回路を形成していく方法を Loss法という． 

 
４．ATSPに対する近似解法の提案 

 現在の解を xとしたとき，ある操作によって更新される解 'x がたとえ xより悪くても更新する．も
し，一定の回数以上この操作を繰りかえしても x以上の解が得られなければ xを解とする．しかし xか
ら 'x に更新されたのち，同様の操作をして最良解を求めようとすると再び xに戻ってしまう可能性が
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高い．そこでこのようなサイクリングを避けるためにタブーリストを作る．ある更新が行われたらそ

の更新を一定期間禁止するためにタブーリストに適当な範囲の乱数を与え，その値の期間だけこの更

新を禁止する．このような解法をタブー探索法と呼ぶ． 

 
４.１ 2点交換タブー探索法 

対称な TSPに対する既存の近似解法に 2-opt法（一般にλ-opt法）がある．現在の巡回路において，

ある２本の枝を別の２本の枝に交換して再び巡回路を作ってみて巡回路の長さが短縮されるならこの

枝の入れ替えを行う．これを距離が短縮される枝の入れ替えがなくなるまで繰りかえす方法が 2-opt

法である．この 2-opt法をATSPに用いてみる。図４のように枝 abと枝 cdを枝入れ替えて新たに枝 ac
と枝bd を付け加える．いま CbdCacCcdCab +>+ であるならば入れ 
替えにより巡回路長は短縮したように見えるが，巡回路になっていなけ 

ればならないので点bc間の枝は，bcでなく逆向きの cbになっていなけ 
ればならない．対称な TSPでは CjiCij = なので CcbCbc = であるから，   図３．2-opt法 

この入れ替えにより巡回路長は短縮されるが，ATSPでは CjiCij ≠ なので CcbCbc ≠ であり，距離が

短縮されるとは限らない．よって ATSPに 2-opt法を適用することはふさわしくない． 

そこで本研究では２つの枝ではなく２つの点を入れ替えてみることを考える． 

まず，ランダムに巡回路を作成する．そして，ある２点を入れ替えることで巡 

回路の長さが最も短くなるような２点を選び，それを交換することで巡回路長 

を短縮していく．この操作をタブー探索法の枠組みに適用したものが 2点交換 
タブー探索法である．点 iと点 jを交換したらタブーリストの ij要素に適当な範 

囲の乱数を加え，この 2点の交換を一定期間禁止する．           図４．2点交換法 

 
４.２ Block Siftタブー探索法 
 ランダムに作成した巡回路の j番目の点から 1−+ kj 番目までの k個連続した点を１つのブロック
とする．そのブロックを iから 1−+ ki 番目の部分にそのまま移動させ，その間の iから 1−j 番目の点

を k個ずつ後ろにずらすと，新しい巡回路ができる．この操作によって巡回路長が最も短くなる i，j，

kを求めて巡回路を更新していく方法を Block Sift 
法と呼び，これをタブー探索法の枠組みに適用した 

ものを Block Siftタブー探索法と呼ぶ．本研究では 
ji < であり，タブーリストは iの集合である．        図５．Block Sift法 

 
４.３ Point Siftタブー探索法 
 ランダムに作成した巡回路の j番目の点を i番目に移動させる．そうすると i番目と j番目の間にあ
る点は１つずつずれる．もし ji < なら後ろに１つずつ， ji > なら前に１つずつずれる．この j番目
の点を i番目に移動させる操作によって新しい巡回路ができる．巡回路長が最も短くなる i， jを求め

て巡回路を更新していく方法を Point Sift法と呼び，これをタブー探索法の枠組みに適用したものを

Point Siftタブー探索法と呼ぶ．タブーリストは移動させた点の番号の集合である． 
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                 図６．Point Sift法 

 
５．数値実験とその結果 

 計算機による実験結果を以下に示す．データは TSPLIB のデータを使用した．計算時間の単位は

msec，使用した計算機の CPUは AMD K-6 300MHz． 

 
データ名                   br17        ft70        ftv38       ftv55       ftv70    

都市数                      17          70          39         56          71                 

厳密解                      39        38673       1530       1608        1950                    

Savings     近似解          40        40037       1615       1711        2208                   

         計算時間         6         2216        208        894         2329               

Loss     近似解          58        40743       1698       1817        2055                

         計算時間         1         109          11         43          82 

２点交換   近似解          40        42525       1788       2094        2737 

         計算時間        10         1972       2260       1002        2218 

Block Sift   近似解          39        39057       1589       1662        2038 

         計算時間        50        46549       2550      10122        28987 

Point Sift  近似解          42        42805       1720       1903        2448 

         計算時間        24         2143        426       1811        3797 

 
６．考察・まとめ 

 初めに既存の解法である Saving法，Loss法と２点交換タブー探索法を取り上げてその性能を評価

した．どの解法も計算時間はかからなかったが，あまり良い精度ではなかった．そこで，新たに

BlockSift タブー探索法と PointSift タブー探索法を取り上げてみた．PointSift 法の性能はそれほど

変わらなかったが，BlockSift法はとても精度が良く，都市の数がどのように変わっても最も厳密解に

近い解を得ることが出来た．しかし，計算時間は他に比べ圧倒的に多くかかってしまった．配送経路

問題を解く際には高速であることが望まれるので Saving法や Loss法を用いることが好ましい． 
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