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球撞き法による合流巡回セールスマン問題の解法

1 概要
近年，地域の安全のため地域住民や公職職員
におけるパトロールが重要視されている．しか
し，地点によっては複数人の合流が求められて
おり，そのために従来からの巡回セールスマン問
題（TSP）を拡張した合流巡回セールスマン問題
（RTSP：Rendezvous TSP[1]）が提案されている．
これは複数のセールスマンが起点を出発し，訪問
点をだれか１人が (合流点では複数人が一緒に)
訪問した後，全員が起点に戻るまでの巡回時間を
最小化する問題である．本稿では，複数デポTSP
における球撞き法を RTSPに適用する方法を提
案し，TSPLIBの問題例に適用する.

2 合流巡回セールスマン問題
合流巡回セールスマン問題 (Rendezvous Tra-

veling Salesman Problem,RTSP) では，平面上
に n個の点 V = {1, 2,…, n}からなる枝重みつき
完全無向グラフが与えらる．そのうちm個の点
J = {1, 2,…,m}は 2人需要点（合流点）であり，
残りのn−m個の点S = V −Jが 1人需要点（訪
問点）である．ここで，与えられた合流点の一つ
を起点とし，全てのセールスマンは起点を出発す
る．本論文ではセールスマンの数を R = 2とす
る．2人のセールスマンが起点を出発し，訪問点
を誰か 1人が訪問（合流点は 2人同時に訪問）し
た後， 2人が起点に戻るためまでの時間を最小と
する問題と定義する．すべての点はユークリッド
平面上に位置するものとし，移動する向きによっ
て距離の差はないとする．
RTSPの条件として以下を仮定する．
・2人のセールスマンの移動速度は同じである．
・合流点に到着した者は後から来るものを待つ．
・巡回時間は点間の移動時間と合流点における待
ち時間を考慮する．

グ ラ フ G 上 の 2 つ の 単 純 サ イ ク ル
Ti = 〈vi0 = 1, vi1 = 1, ..., viti = 1〉(i = 1, 2)の対
T = (T1, T2)は，合流点の順序が等しく，かつど
の訪問点もいずれか一方にのみ含まれるとき合流
巡回路と呼ぶ．T = (T1, T2)で訪れる合流点の順
序を j0 = 1, j1, ..., jm = 1，Ti における jk−1 と
jkの間の部分パス Tkiに含まれる枝の重みの和を
dkiとする．巡回時間 f(T ) =

∑
k max{dk1, dk2}

が最小の合流巡回路を見つける問題である．
図 1に n = 9,m = 3における RTSPの問題例
と合流巡回路の例を示す．一つの合流点を起点J1
とし，直線と破線が 2人の巡回路である．合流点
J1, J2間の移動時間は経路Aが 4で経路Bが 5と
なる．ここで合流点に先に着いたものは後から着
いたものを待つという条件なので，合流点 J1, J2
間の移動時間はより長い時間の経路 Bの 5とい
うことになる．同様に合流点 J2, J3間が 7で，合

図 1: 巡回例と巡回時間

流点 J3, J1間が 6となる．つまり，今回求める移
動時間は 5+7+6=18となる．

3 球撞き法
球撞き法とは文献 [2]によって示された手法で
ある．与えられた各巡回路に対し，巡回路から他
の巡回路に移動したい点があるとする．その点の
性質により割り当てる巡回路を球撞きの要領で移
動させ，目的関数の減少が確認されるまで，点の
移動を行う手法である．
球撞き法の例を図 2に示す．巡回路Aから巡回
路Cへ１つの都市 αの帰属を変える過程でAと
Cは隣接していないので巡回路Bを経由する．こ
の図の例では，都市ａを巡回路Ｂに帰属させ，巡
回路ＢからＣへ都市ｂを帰属させる処理を行う．

図 2: 球撞き法の参考例

4 提案手法

4.1 初期解生成

初期解の生成はLin-Kernighan法で合流点のみ
の最短経路を作成した後，２つのセールスマンの
パスTrに点 iを挿入するとする．このときパスTr
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に点 iを挿入した際の増加移動距離をCost(i, Tr)
とし，パスTkiと点 sとの最短距離を ld(Tki, s)と
する．
初期解を最近挿入法と最遠挿入法，さらにそれ
ぞれの手法の増加距離 Cost(i, Tr)を最短距離を
ld(Tki, s)に変えた手法を提案し，これらを球撞
き法で解き最も良い解を選び出す手法である多ス
タート戦略を用いて解の向上に期待する．

4.2 提案手法

球撞き法の概念を RTSPに応用し以下のよう
にアルゴリズムを提案する．ここでパス Tkiの x
番目の点を Tki(x)とする．
球撞き法で帰属替えするため，以下の都市は 1度
に多数発生する可能性があるように拡張する．

Step1 |dk1 − dk2|の値が最大の集合 Gk を選
択する．dki = max(dk1, dk2)とおく．

Step2 Tkiの点の中で ld(Tpj , s)(ki≠ pj)が最
小の点 sと Tpjを決定する．Tkiにおい
て s = (Tki(x))に接続されている点を
Tki(x− 1), Tki(x+ 1)とする．

Step3 TkiからTki(x)，Tki(x−1)を除いたパス
を Tki∗とし，Tplに Tki(x)を加えたパ
スをTpl∗とする．ld(Tki∗, Tki(x−1)) >
ld(Tpl∗, Tki(x−1))ならば点 Tki(x−1)
を Tpl に帰属させる．Tki(x + 1)点に
ついても同じ操作を行う．この動作で
Tki(x + 1)が帰属替えを行った場合は
Tki(x+2)について，Tki(x−1)が帰属
替えを行った場合は Tki(x− 2)につい
て行う．帰属替えを行う点が連続で発
生する場合 Tki(x+2), Tki(x+3), ...同
様に Tki(x− 2), Tki(x− 3), ...と Step3
を繰り返す．

Step4 Tkiと Tpjに対し 2-optでそれぞれ巡回
路を計算し T∗とする．f(T ) > f(T∗)
ならば T = T∗に更新しタブーリスト
を初期化し Step1へ戻る．改善されな
かった場合 TpjをTkiとして与えStep2
に戻る．y回繰り返し解が改善されなか
った場合，全ての割り当てを戻しStep5
へ進む．

Step5 点 sをタブーリストに加え Step2へ戻
る．解の改善が z回起こらなければ終
了する．

Step6 集合 Gk をタブーリストに加え Step1
へ戻る．すべての Gk において解の改
善が起こらなかった場合改善を終了す
る．

Step3では可能ならば同時に複数の点に帰属替
えを行っている．図 3にStep3の例を示す．Step2
で選ばれた点 Tki(x)とし Tki(x − 1) に帰属替え
をするか確認する．Tpl に点 Tkiを加えて経路を
作り，新たなパス Tpl∗を作成する．また，Tkiに
点 Tki(x)と点 Tki(x − 1)を除いた点を経路とし
パス Tki∗とする．それぞれのパスまでの距離が
短い方に点 Tki(x− 1)を帰属させる．

4.3 実験結果

TSPLIB [3]の berlin52,gr96の点データを問題
例とし提案法で解き，結果を文献 [1]と比較した．
ここでは y = 2m，z = 10とした．表 1に実験結

図 3: 複数の点を帰属替えする条件

果と従来手法の比較を示す．左から，与えたデー
タ，合流点の数m，合流点番号は（TSPLIBの都
市番号），両手法によって得られた巡回時間（合
流巡回路長）である．

表 1: 従来手法との比較
問題例 (m:合流点数) 提案手法 従来手法

berlin52(m=3) 5042.0 5042.0

berlin52(m=6) 5866.1 6064.1

gr96(m=4) 30962 30962

gr96(m=6) 35155 35695

gr120(m=4) 1052.3 971.4

gr120(m=6) 1002.1 1039.0

ch150(m=5) 4241.6 4284.2

ch150(m=9) 4246.6 4319.9

4.4 考察

球撞き法の探索条件が |dk1−dk2|であるために，
合流点間の巡回距離 dk1と dk2が近い値をとって
しまうと解の探索が終了したため，従来手法や
ばらつきがある他の初期解を与えた場合と違い
探索が早期に終了してしまった問題も発生した．
MTSPでの球撞き法ではクラスタがセールスマ
ンの数だけ与えられる．しかし RTSPにおける
球撞き法はセールスマン数×合流点数のクラスタ
を扱わなければならないため，解の結果が初期解
に依存しやすい傾向があると思われる．
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