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1 はじめに

巡回セールスマン問題 (Traveling Salesman Problem：TSP) は，都市の集合と都市間の移動コスト

が与えられたとき，セールスマンが全ての都市をちょうど 1 度ずつ訪問し最初に訪問した都市に戻って

くる巡回経路の中で，総移動距離が最短な巡回経路を見つける問題である．TSP には多くの応用事例が

あり，実用上でも重要な問題であるといえる．本研究では TSP を応用した，集配作業を伴う巡回セー

ルスマン問題 (Traveling Salesman Problem with Pick-up and Delivery：TSPPD)[2]を取り上げる．

TSP は NP 困難なクラスに属する問題であるため，現実的な時間内に厳密解を求めることは困難であ

り[1]，TSP を応用している TSPPD も，同様に厳密解を求めることが困難である．そこで，現実的な計

算時間の中で比較的良い精度の準最適解を与える発見的解法が必要となる．TSPPD に対する既存の発

見的解法として，Pick-up and Delivery along Optimal Tour (PDOT) や Cheapest Feasible Insertion
(CFI) などが提案されている[2]．本研究では，有力な発見的解法である PDOT と比べ，より短い巡回

路を得ることができる新しい解法を提案し，その性能評価を行う．

2 Traveling Salesman Problem with Pick-up and Delivery (TSPPD) について

2.1 問題設定

TSPPD では，容量制約のある一台の配送車がデポと呼ばれる出発地点を出発し，回収物・配送物を

集配しながら全ての集配地点をちょうど 1 度ずつ訪問し，再び出発地点に戻るという作業を行う．集配

地点は回収作業を行う回収点と配送作業を行う配送点の 2 種類に分けられる．また，回収点での回収物

の回収量，配送点での配送物の配送量は予め与えられており，配送車の積

載容量は配送量の総和 ( = 回収量の総和) に等しいものとする．

まず，配送車は積載容量の上限まで配送物を積載した状態でデポを出発

する．配送車は，配送点では配送物の配送作業を行い，回収点では回収物

の回収作業を行う．全ての点を訪問し集配作業を行った後，積載容量の上

限まで回収物を積載した状態でデポに戻ってくる．また集配中のどの時点

でも，配送車は積載容量を超えた状態で移動することは出来ない．以上の

設定のもと，最短な巡回路を求めることが TSSPD の目的である．

2.2 記号の定義・定式化

𝑃 を回収点の集合，𝐷 を配送点の集合，𝑁 を回収および配送点全体の集合 (|𝑁| = 𝑛)，0 をデポとす

る．また回収点 𝑖における回収量を 𝑝 個 (𝑖  ∈ 𝑃)，配送点 𝑖における配送量を 𝑑 個 (𝑖  ∈ 𝐷) とし，

点 𝑖 ， 𝑗間の距離を 𝑐 ，配送車の積載容量を 𝑞 個とする．さらに 𝑥 を，点 𝑖から点 𝑗へ配送車

が直接移動する場合を 1，移動しない場合を 0 とする決定変数，また 𝑦 ， 𝑧 をそれぞれ点 𝑖から点

𝑗に移動する際に配送車が積載している回収物，配送物の総和を表す決定変数とする．以上の記号を用

いると，TSPPD は以下のように定式化される[2]．
(1) 式は目的関数であり，(2)～(7) 式は制約条件である．(1) 式の目的関数は，配送車の総移動距離を

最小にすることを表している．(2)，(3) 式は全ての点を必ず 1 回ずつ訪問することを示している．(4) 式
は点 𝑖における回収量を，(5) 式は点 𝑖における配送量を表すとともに，デポ出発時には配送物を 𝑞
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図 1：配送車の巡回経路例．
○の中の数値は回収量，配
送量を表す



個，デポ到着時には回収物を 𝑞 個

積載していることを示している．

(6) 式は配送車の積載量は積載容

量を超えないという制約である．

(7) 式は 𝑥 は0と1のみをとる変

数であること，配送車の積載量は常

に 0 以上であることを表している．

3 既存の発見的解法

3.1 PDOT について

PDOT は，まず，容量制約を考

えずデポを除く全ての点を通る最

短巡回路を構築する．次に，容量制

約を満たす位置にデポを挿入し巡

回路を決定する．「容量制約を満たす位置」とは，最短巡回路において積載量が最大である点とその次

点の間を指し，この位置にデポを挿入することで必ず容量制約を満たす巡回路が構築できる[2]．

3.2 PDOT の問題点

Borland 社の Delphi6 を用いて PDOT を実装し，厳密解と PDOT で得られた解の誤差率を求めた．

誤差率とは，PDOT と厳密解の巡回路長の差を，厳密解の巡回路長で割った値である．厳密解は，2 節

で述べた定式化を汎用ソルバーgurobi[3]に入力し求めた．データは TSPLIB[4]の中から 4 つの問題例

(bays29，eil51，st70，eil76) を用い，デポの位置は原点(0，0)，または全点の中心とした．また，配

送量は[－30，0]の一様乱数，回収量は[0，30]の一様乱数とした．

表 1 より，PDOT で得られる解は厳密解との誤差

率が高いことが分かる．デポを除く最短巡回路にデ

ポを挿入しても良い巡回路が得らないことから，

「距離情報」のみを用いて初期巡回路を構築するこ

とは適切でないのではないかと考えられる．また，

デポの位置が全点の中心にある場合よりも，原点に

ある場合の方が悪い結果となっている (表 1)．PDOT では積

載量最大点の位置にデポが挿入されるため，デポとその挿入場

所が遠くなってしまう場合があり (図 2(a))，得られる巡回路

の良し悪しは積載量最大点の位置に左右されてしまう．この性

質は PDOT の問題点であり，改善することで性能を向上させ

ることができるのではないかと考えられる．

4 提案解法

4.1 概要

PDOT では，積載量最大点の位置がデポから遠くなると，得られる巡回路が長くなることが分かった．

そこで，この問題点を解決するために 2 つの解法を提案する．提案解法 1 ではまず，容量制約を考えず

にデポも含めた巡回路を構築する．次に，容量制約を満たすように巡回を改善する手法 (局所探索法 I )

(TSPPD)

min    𝑐  𝑖 ， 𝑗 𝑥                  

 s. t.    𝑥 = 1 ， 𝑗= 0,… ,𝑛               

    𝑥 = 1 ， 𝑖= 0, … , 𝑛                

𝑦 −  𝑦 = 
   𝑝 𝑖𝑓 𝑖  ∈ 𝑃
−𝑞 𝑖𝑓 𝑖= 0
   0  𝑖𝑓 𝑖  ∈ 𝐷

 

𝑧 −  𝑧 = 
−𝑑 𝑖𝑓 𝑖  ∈ 𝐷
  𝑞   𝑖𝑓 𝑖= 0
   0   𝑖𝑓 𝑖  ∈ 𝑃

          𝑦 + 𝑧  ≤ 𝑞∗  𝑥  ， 𝑖 ， 𝑗= 0 ， …  ， 𝑛

𝑥 = 0 ， 1 ， 𝑦  ≥ 0 ， 𝑧  ≥ 0
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(a) デポ：原点 (b) デポ：全点の中心

図 2：eil51 の実行例 (PDOT)

誤差率 誤差率
PDOT 厳密解 [%] PDOT 厳密解 [%]

bays29 13610 10230 33.04 10288 9224 11.54
eil51 543 458 18.56 483 433 11.55
st70 777 712 9.13 716 694 3.17
eil76 674 572 17.83 593 543 9.21

巡回路長 巡回路長
デポ：原点 (0, 0) デポ：全点の中心

表 1：PDOT の巡回路長と厳密解との誤差率
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図 3：制約違反量の例
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と巡回路長を改善する手法 (局所探索法Ⅱ) を実行する．また，巡回路を生成する際に，「距離情報」だ

けではなく「制約違反量」という指標を新たに導入する．ここで「制約違反量」を，巡回路内で積載容

量を超えてしまった点での超過量と定義し，また「制約違反量の総和」を，巡回路内において積載容量

を超えている全ての点での超過量の総和と定義する．

次に提案解法 2 について説明する．PDOT におけるデポを除いた最

短経路は，集配地点数が大きくなると一般に発見的に求めざるを得な

い．そこで提案解法 2 ではまず，積載量最大点の位置がデポから近い

巡回路が含まれることを期待し，多数の準最短巡回路を求める．次に，

デポを挿入し，巡回路長を改善する手法 (局所探索法Ⅱ) を実行する．

4.2 局所探索法

4.2.1 制約違反量を改善する手法 (局所探索Ⅰ)
局所探索Ⅰは，容量制約を満たさない巡回路に対して制約違反量の

総和が 0 になるように巡回路を改善する手法である．局所探索Ⅰで

は巡回路の 𝑖 番目の集配点を任意の 𝑗番目と 𝑗+ 1 番目の集配点

の間に挿入した巡回路を近傍としている (図 4)．この近傍の中から

「制約違反量の総和」が改善前の巡回路と比べて小さくなる近傍を全

て抽出する．そして，選び出された近傍の中で最短な巡回路を新たな

巡回路とする．これを制約違反量の総和が 0 になるまで繰り返す．

4.2.2 巡回路長を改善する手法 (局所探索Ⅱ)
局所探索Ⅱは，巡回路長の改善を行う手法であり，容量制約

を考慮した挿入法である．局所探索Ⅰと同様に，𝑖 番目の集配

点を任意の 𝑗番目と 𝑗+ 1 番目の集配点の間に挿入した容量

制約を満たす巡回路を近傍としている．この近傍の中で最短な

巡回路を新たな巡回路とする．これを巡回路長が更新できなく

なるまで繰り返す．

4.3 提案解法 1
以下に提案解法 1 の求解手順を示す (図 5)．

Step1： デポを含む全ての点を通るランダムな初期巡回路を

多数生成する．

Step2： 2-opt 法[1]を用いて，各初期巡回路を改善する．

Step3： Step2 で得られた多数の巡回路の中から制約違反量の総

和が最小となる巡回路を選択し，Step4 に進む．

Step4： 局所探索Ⅰを実行し，制約違反量の総和を 0 にする．

Step5： 局所探索Ⅱを実行し，巡回路を改善する．

4.4 提案解法 2
以下に提案解法 2 の求解手順を示す (図 6)．

Step1： デポを除く全ての点を通るランダムな初期巡回路を多

数生成する．
図 6：提案解法 2 の流れ
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図 5：提案解法 1 の流れ



表 2：提案解法 1，提案解法 2 と PDOT の比較

解法1 解法2 PDOT 厳密解 解法1 解法2 PDOT 厳密解

bays29 10255 10255 12944 10230 0.13 0.12 0.00 20
eil51 473 472 563 458 0.47 0.44 0.01 2345
eil76 600 606 682 572 1.07 0.98 0.02 7305

kroA100 22945 22729 28240 2.07 2.02 0.04
kroA200 31540 31469 36826 9.67 9.62 0.16
lin318 45143 45263 51381 26.25 24.65 0.42
pa561 16559 16508 18040 106.58 99.09 1.23
rat783 9513 9518 10571 205.97 202.58 2.57

(平均) 巡回路長 (平均) 計算時間 [s]

Step2： 2-opt 法を用いて各初期巡回路を改善し，デポを挿入する．

Step3： Step2 で得られた多数の巡回路の中から最短巡回路を選択する．

Step4： 局所探索Ⅱを実行し，Step3 で得られた巡回路を改善する．

5 数値実験

Borland 社の Delphi6 を用いて提案解法 1 および提案解法 2 を実装し，厳密解，PDOT で得られた解

との比較を行った．データは TSPLIB の中から選択した問題例を用いて作成し，それぞれ初期巡回路を

変化させて 50 回試行を繰り返した．その結果を表 2 に示す．なお厳密解は第 3 節同様，汎用ソルバー

gurobi を用いて求めたが，𝑛= 70 以上の問題に対しては現実的な時間内では解が得られなかった．

表 2 より，提案解法 1，2 で得られる巡回路は PDOT に比べ短いことが分かる．PDOT はデポの挿入

場所が遠くなってしまうことが問題であったが，提案解法 1 でデ

ポを含めた初期巡回路を用いることや，提案解法 2 で多数の準最

短巡回路を求めることで，なるべくデポとその挿入場所が近い巡

回路を生成しているためであると考えられる (図7)．なお 𝑛= 30

程度の問題例では，提案解法 1，2 共に約 90%の確率で厳密解と

同様の巡回路を得ることができた．また，提案解法 1 と提案解法

2 を比較してみると，平均巡回路長や平均計算時間はあまり変わ

らず，精度は同程度であるといえ

る．計算時間に着目すると，多点

探索を行なっているため PDOT
よりは長くなっている．しかし，

𝑛= 50 程度の問題例では 1 秒以

内，また 𝑛= 800 程度の問題例

に対しても 200 秒程度で短い巡

回路を求めることができた．

6 まとめ

本研究では TSPPD に対し，文献[2]で提案された既存の発見的解法の問題点を指摘し，問題点を改善

した 2 つの解法を提案した．また既存の発見的解法と比較することで，その精度を検証した．その結果，

計算時間は長くなってしまったが，巡回路長は大きく改善でき，また汎用ソルバーにより厳密解が求め

られない問題に対しても，現実的な時間内に巡回路を求めることができた．しかし提案解法は，一般的

な解法を組み合わせたものや既存の発見的解法を応用したものであるため，改善の余地は十分にあると

考えられる．

また，複数の配送車で集配作業を行いながら巡回したり，集配量が定められている複数種類の集配物

を扱ったりする場合にも，本研究で提案した解法が応用できる可能性があるが，それらに対する取り組

みは今後の課題である．
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(a) 提案解法 1 (b) 提案解法 2
図 7：eil51 の実行例 (提案解法)


