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1.1 TSP  
1．はじめに 
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図1TSPの例 

巡回セールスマン問題（ＴＳＰ）はあるデポ(出発点)を出発した 
１人のセールスマンが，与えられた点集合すべてを巡回する際
にその巡回路長を最短にする問題である． 
                     
 
 ✔ 点数の増加につれて巡回時間，巡回 
    距離も増加. 
    
 
   一人で巡回するのは困難 



1.2 𝑚𝑚TSP 
そのために・・・・ 
点集合を分割し何人かで手分けして訪問することが自然． 
𝑚𝑚人で分担して巡回する問題． 

𝑚𝑚人巡回セールスマン問題（𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚） 
 更にこの時，現実的には 
 各セールスマンの移動距離が均等化 
 されることが求められることが多い． 
      

      minmax型𝑚𝑚TSP 
 

 

 

 

  図2 mTSPの例 

1．はじめに 
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1.3 VRPとの関係性 
𝑚𝑚TSPによく似た問題に配送計画問題(VRP)がある． 
• VRPは容量等の制約が存在する点で𝑚𝑚TSPと異なる． 
• VRPは現実の様々なところで用いられており汎用性が非常に 
  高く，重要な役割を担う． 
VRPの応用例 
• 郵便ポストの集荷 
• スクールバスのルート設計 
このような問題において容量等に余裕があるときVRPは𝑚𝑚TSPと 
等価として扱うことができる． 
      𝑚𝑚TSPも重要な役割を担う． 
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2.1研究背景 
そもそも， 
𝑚𝑚TSPは組合せ最適化問題であり𝑚𝑚,𝑛𝑛の値によりTSP同様， 

組合せ的爆発が生じ，計算時間が指数関数で増加． 

 
厳密解を求めるのは困難であり，発見的解法が必要!! 
しかし，現状 

TSP,VRPと比較して解法に関する研究は少なく， 

特にminmax型𝑚𝑚TSPに関するものは重要性に反して少ない． 

 

解法がさらに必要である． 

2．研究背景 
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2.2先行研究 
先行研究の一つにVallivaaraのTACO[1]がある． 

これはTSPで用いるアントコロニー法(ACO)を𝑚𝑚TSPに拡張した

ものである． 

 

 

     

 ✔問題点 
 使用している局所探索が2-opt,3-optのみで 
 あること 
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3.研究背景 



3.研究目的 
 

比較的精度の高い局所探索を併用した， 

minmax型𝑚𝑚TSPの解法を提案し，各セールスマンの移動距離

を均等化する． 

そのうえで最大移動距離を最小化する． 

 

そのために・・・・・・ 

点数の少ない問題例ではソルバで計算した厳密解と， 

点数が多い問題では先行研究と解の精度を比較し，検証 

する． 
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3.研究目的 



4.1 問題の定義 
𝑚𝑚人のセールスマンで𝑛𝑛点を訪問する．その時の各セールスマンの訪問点と
その訪問順番決定をする． 
 
 
前提条件 
・𝑚𝑚人のセールスマンは同一デポから出発し，分担して 
 すべての点を訪れた後，再びデポに戻る． 
 
・各訪問点はいずれかのセールスマンが一度のみ訪問する． 
 重複はしないものとする． 
 
 
この時，最長移動距離のセールスマンの移動距離を最小化． 
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4．問題の定義 



4.2 記号の定義 
• 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ,ℎ    1,2 , … ,𝑛𝑛 :都市 ※(1はデポとする) 
• 𝑘𝑘            1,2, … ,𝑚𝑚 :セールスマン𝑘𝑘 

• 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 :都市𝑖𝑖と都市𝑗𝑗間の距離         

             1 ∶ セールスマン𝑘𝑘が𝑖𝑖から𝑗𝑗に直接移動する 

• 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 

             0 ∶ それ以外 

                    1 ∶ セールスマン𝑘𝑘が𝑖𝑖を訪れる 

• 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
                    0 ∶  それ以外 

• 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶ フロー量：𝑖𝑖, 𝑗𝑗間で𝑘𝑘が保持している仮想の荷物数 

（部分巡回路除去制約で用いる） 

 

4．問題の定義 
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4.3定式化(目的関数) 
 

最大移動距離の最小化． 

 

 

minimize  z = max  ∑ ∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                   (1) 
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4．問題の定義 

𝟏𝟏 ≤ 𝒌𝒌 ≤ 𝒎𝒎 



4.4定式化(制約条件) 
s.t.   ∑ ∑ 𝑥𝑥1𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑖𝑖=2
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1                                  (2) 

 ∑ ∑ 𝑥𝑥ℎ1𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑛𝑛
ℎ=2

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1                                                         (3) 

 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖              (𝑘𝑘 = 1 …𝑚𝑚, 𝑖𝑖 = 2 …𝑛𝑛)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1           (4) 

 ∑ 𝑥𝑥ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖             (𝑘𝑘 = 1 …𝑚𝑚, 𝑖𝑖 = 2 …𝑛𝑛)𝑛𝑛
ℎ=1           (5) 

 ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1                  (𝑖𝑖 = 2 …𝑛𝑛 𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 )                               (6) 

            𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 0,1  ,∀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘                                                               (7) 

 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 0,1 ,∀𝑖𝑖𝑘𝑘                                                                  (8) 
  

4．問題の定義 
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4.5 部分巡回路除去制約[2] 

s.t.  𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛 − 1 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖    𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1 …𝑛𝑛,𝑘𝑘 = 1 …𝑚𝑚, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗           (9) 

 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0                  𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1 …𝑛𝑛,𝑘𝑘 = 1 …𝑚𝑚, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗      (10) 

 ∑ ∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖1𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 − 1𝑛𝑛
𝑖𝑖=2

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1                               (11) 

 𝑓𝑓1𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0                  (𝑗𝑗 = 2 …𝑛𝑛,𝑘𝑘 = 1 …𝑚𝑚)                     (12) 

 ∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − ∑ 𝑓𝑓ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
ℎ=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

                            =𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖  (𝑖𝑖 = 2 …𝑛𝑛,𝑘𝑘 = 1 …𝑚𝑚)                      (13) 

 

 
 

4．問題の定義 
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5.1 求解手順 
ソルバでの求解は𝑛𝑛の増加に伴い計算時間の関係上困難となった． 
     発見的解法が必要． 
以下の手順で求解する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
タブーサーチで早期の局所解で探索が終了することを防ぐ． 
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5. 発見的解法 

step1 •構築法により初期解生成 

Step2 •局所探索の実行 

Step3 •タブーサーチを実行 



5.2 初期解の生成(1) 

2014/1/31 

 例，51都市を3人で巡回 

Step1-1 

   ランダムに𝑚𝑚点を選び 

 デポと往復するルートを決定． 

 

Step1-2 

  この段階で巡回路に含まれて 
 いない点をデポから近い順に 
 各巡回路に組み込む． 
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5. 発見的解法 

図3 初期解の生成1 



5.3 初期解の生成(2) 
Step1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各巡回路内で2-opt法を行い巡回路長が最小と なる巡回路に挿入 
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ア 

イ ウ 

初期 

5. 発見的解法 

図4 初期解の生成2 



5.4 初期解の生成(3) 
Step1-3 

全点がいずれかのルートに組み込まれるまでStep1-2を反復． 

 

 

 

2-opt法 

同一巡回路内で２本の枝を 
組み替えて巡回路長を短く 
改善していく                    
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5. 発見的解法 

図6 初期解の生成3 

図5 2-opt法 



5.5局所探索 
局所探索 
局所探索とは𝒙𝒙の近傍𝑁𝑁(𝒙𝒙)において現在の解より優れた 
解𝒙𝒙𝒙が近傍内に存在すれば𝒙𝒙 ≔ 𝒙𝒙′とする． 
その際𝑁𝑁 𝒙𝒙 内に改善解𝒙𝒙′が存在しない解𝒙𝒙が局所最適解． 
 
 
本研究では・・・ 
得られた初期解𝒙𝒙𝟎𝟎より2-opt法,クロス交換法，挿入法 
を用い局所探索を実行し局所最適解𝒙𝒙𝟏𝟏を生成する． 
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5. 発見的解法 



5.7交換法 
クロス交換法 
２つの異なる巡回路において各巡回路 
から部分経路を選びそれらを交換する 
操作. 
 
挿入法 
２つの異なる巡回路においてどちらかの 
巡回路に属する点を他方の巡回路の枝 
間に挿入する操作． 
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5. 発見的解法 

図7 交換法  



5.8局所探索の手順 
Step2-1  初期解𝒙𝒙𝟎𝟎にクロス交換法を実行． 

       解が改善      2-opt法を実行． 

       交換がなくなる(𝒙𝒙𝟎𝟎𝒙)まで反復． 

 

Step2-2: 𝒙𝒙𝟎𝟎′に挿入法を実行． 

        解が改善     2-opt法を実行． 

         交換がなくなるまで反復． 

 

Step2-3 :Step2-1，Step2-2を 

        改善がなくなるまで実行．   

 

局所最適解𝒙𝒙𝟏𝟏を生成 
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図８ 局所最適化の例 

5. 発見的解法 



5.9タブーサーチ 
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• 近傍𝒙𝒙の中に現在の解より良い解が存在しなくてもその 
 中の最も良い解に移動する． 
• 𝒙𝒙′が改悪解でも解の交換が行われる 

    局所解で探索終了しない 
 
 ※𝒙𝒙が局所最適解のとき 
 𝒙𝒙 → 𝒙𝒙′→ 𝒙𝒙というサイクリング 
 が発生！！ 
 タブーリストを設けて一定期間 
 （タブー期間）その解集合への 
 移動を禁止 
  図９ タブーサーチ 

5. 発見的解法 



5.10タブーサーチの実行 
• クロス交換法においてタブーサーチを実行． 
• 交換が起こった際に図10のa,bを 
  タブーリストに記憶 
    一定期間交換を禁止する． 
※a,bを始点とする交換で現在の 
 最良解を更新する場合． 
 
交換操作は実行しないが 
最良解を更新 
• タブーサーチをS回反復する． 
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図10クロス交換の例 

5. 発見的解法 

a 

b+1 a+1 

d 

b 

c+1 d+1 

c 

a 

b+1 

d 

c+1 d+1 

c 

a+1 

b 



6.1求解実験の方法 
• 𝑛𝑛が小さい時は汎用MIP ソルバGurobi で得られた厳密解 
𝑛𝑛が大きい時はVallivaara により提案されているTACO[1]の結
果と解の精度を比較． 
 

• 点データは先行研究同様TSPLIB[3] より引用し，すべての場
合においてインデックス番号1 の点をデポとした． 

 
• タブー期間，反復回数は問題により異なる． 

 
• 10 通りの初期解に対して提案解法を実行し，10 通りの中で

得られた最良解を提案解法の解として出力する． 
 

  
2014/1/31 23 

6. 数値実験 



6.2数値実験（厳密解） 
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提案解法において 
すべての場合で最良解では， 
ソルバによる厳密解と同様の 
結果を得ることができている. 
 
計算時間(𝑛𝑛 = 21,𝑚𝑚 = 3) 
ソルバ    約15000秒 
 
 
提案解法  約5秒     に短縮できた． 
 
 
 

    表1 厳密解 

6. 数値実験 

Gurobi

問題 点数 人数 最良解 平均 厳密解
eil15 15 2 119 119 119

3 94 94 94
4 87 88.1 87

eil20 21 2 137 137 137
3 110 110 110
4 94 94 94

提案解法

赤：良い黄色：等しい青：悪い 



6.3数値実験（ＴＡＣＯ） 
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• eil51ではTACOと同等． 
• eil76ではTACOに勝る． 
• 101点以上の問題例． 
 ・𝑚𝑚 = 2 

先行研究に劣っている 
点数の増加に伴い差も 
広がっている． 

 ・𝑚𝑚 = 3,4 
  先行研究よりも優れた 
  結果が得られた． 
 

   表2 TACOとの比較 

6. 数値実験 

赤：良い黄色：等しい青：悪い 

提案解法 TACO

問題 点数 人数　最良解 平均 best_max average
eil51 51 2 224 224.2 224 224.7

51 3 159 159.3 159 163
51 4 130 130 130 131.6

eil76 76 2 277 277.9 278 281
76 3 193 193.3 194 199.1
76 4 159 159.9 161 163.6

eil101 101 2 330 331.7 327 330.3
101 3 225 227 226 227.8
101 4 177 179.4 178 181

kroA200 200 2 15552 15787.3 15376 15499
200 3 10726 11013.5 10997 11186.5
200 4 8711 8866 8917 9134

fl417 417 2 6907 7199.7 6804 6962.8
417 3 5187 5376.3 5296 5470
417 4 4727 4796 4844 5073



6.4考察  
eil51では同様の結果を得ることができた． 
   両手法とも大域最適解を得られているのではないかと 
   考えられる． 
 
点数101点以上問題では𝑚𝑚=2においてＴＡＣＯに劣った． 
   𝑚𝑚=2ではセールスマンの組合せが1組しか存在しない． 
   そのため同一巡回路内での改善操作による差が一人 

 あたりの訪問点の増加に伴い顕著現れたのではないか 
 と考えられる． 

   提案解法：2-opt法 
   ＴＡＣＯ   : 3-opt法 
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6.数値実験 



7. まとめと今後の課題  
まとめ 

・小規模な問題では厳密解を求めること可能． 

・大規模な問題でも多くの場合で先行研究を上回った結果を 
 得ることができた． 

 

今後の課題 

・𝑚𝑚 = 2の時の精度を向上するために他の交換法も 

 併用しながらタブーサーチを行う必要がある． 

・同一巡回路内での改善操作に3-opt法を用いる． 

７．今後の課題 
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ご清聴 
ありがとうございました. 

2014/1/31 29 



付録 
計算時間は7200秒で 
打ち切った． 
 
 
 
そのためkroa200，fl417 
では設定した反復回数を実行 
出来ない場合が存在した 
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付録 
• n =10～15,m=3 

 

 

 

 

 

 

 

20 点では約15000 秒 
30 点では約80000 秒 

 
31 10/9/2013 

都市数 時間(秒) 

10 1.904 

11 2.726 

12 9.268 

13 28.836 

14 82.434 

15 459.316 

表1 計算時間の推移 

1

10

100

10 11 12 13 14 15

時
間(

秒)

 

都市数 

groubiによる計算時間の推移 

計算時間 
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