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1. はじめに  

筆者等は、人為変数や 2段階を不要とする実数型 simplex 法の解き方を提案し、その検証を課題としている。 

一般に、順式（原点側が実行可能解）以外に、逆式（原点と反対側が実行可能解）や等式の制約条件式が含

まれる場合は、人為変数を追加し 2 段階単体法と呼ばれる解法が線形計画法の基礎として説明されている。本

研究の提案 simplex 法は、2段階単体法と比較すると人為変数なしに対応して simplex 表も小さくなり、また、

ピボット操作回数が半分以下となる場合もあり、計算量を縮小できる。2 段階単体法の 1 段階目の目的は、実

行可能解の有無の判別（実行可能基底解の探索）であるが、提案 simplex 法は実行可能解の有無の判別も可能

である。これまでに、このような問題の視覚的検証のために、検証事例を図解法の範疇である 2 変数問題に留

めたが、提案 simplex 法は多変数問題にも適用できるのかとの指摘があった。ピボット選択において、従来は

常に列行の順であるが、提案 simplex 法は、等式と逆式の制約条件式は行列の順に選択するべきとしている。

従って、本研究の simplex 法は提案段階であり、本報告の課題は多変数問題の事例検証である。 

2. 提案 simplex 法の解析手順 

①問題を最小値問題とする。最大値問題のとき Z を－Z として解く。②逆式の制約条件式の両辺に－1 を掛

け、すべての制約条件式を等式あるいは順式型とする。③等式以外の制約条件式にスラック変数を追加し、す

べての制約条件式を等式とする。④スラック変数を追加しなかった等式について、まず、1つ目の等式のうち x1

の係数から調べ、0でない係数をピボットとし、ピボット操作を行う。同様の操作を、スラック変数を追加しな

かったすべての等式について行う。⑤負の常数項 bi(<0)のうち絶対値最大の｜bk｜（k番目の制約条件式）を選

ぶ。K 番目の制約条件式係数 akj および目的関数の係数 cj が共に負の列のうち絶対値最大の｜cr／akr｜r 列(xr

の係数 r列)を選ぶ。目的関数の係数 cjに負の係数がない場合は、絶対値最小の｜cr／akr｜(ただし、akj<0)の r

列を選ぶ。つまり、k行 r列の akrをピボットとし、ピボット操作を行う。同様の操作を常数項 biに負が無くな

るまで反復する。bk<0 が存在するにもかかわらず、akj≧0(非負)である場合、問題の制約条件式が矛盾してい

る。⑥負の目的関数の係数 cj(<0)のうち絶対値最大の｜cr｜(xrの係数 r 列)を選ぶ。crと同列の各制約条件式

の正の係数 airのうち最小の bk/akrの k 行を選ぶ。つまり、k 行 r 列の akrをピボットとし、ピボット操作を行

う。同様の操作を目的関数の係数 cjに負が無くなるまで反復する。Cr<0 が存在するにもかかわらず、air≦0（非

正）である場合、xr→∞、Z→∞（－∞）となる。 

3. 提案 simplex 法の検証 

3.1 H.W.Kuhn の巡回問題 

定まった順序で永久に回り続ける巡回問題がある。本報告では、多変数問題の検証事例の 1 つとして、

H.W.Kuhn（ハロルド・クーン）によって考察された下記の巡回問題の解の探索を行った。 

3.1.1 H.W.Kuhn の巡回問題の諸式 

H.W.Kuhn の巡回問題の諸式を(1.1)～(1．5)に示す。7変数で全て等式の制約条件式の最小化問題である。 

Minimize Z=-2x4-3x5+x6+12x7･･････････････････････････････････(1.1) 

Subject to x1-2x4-9x5+x6+9x7=0･･･････････････････････････････(1.2) 

           x2+(1./3.)x4+x5-(1./3.)x6-2x7=0･･･････････････････(1.3) 

           x3+2x4+3x5-x6-12x7=2･･････････････････････････････(1.4) 

and      x1≧0,x2≧0,x3≧0,x4≧0,x5≧0,x6≧0,x7≧0･･････････(1.5) 

3.1.2 提案 simplex 法による H.W.Kuhn の解析結果(巡回) 

 提案 simplex 法を用いて上記問題を解くと、巡回して Not Solved となった。なお、simplex 表は、スラック



変数も不要である 4 行 8 列となる。最初の 3 つの等式処理(ピボット操作)では simplex 表に変化はない。その

後、一般に単体法と呼ばれる順式処理(ピボット操作)において、6通りのピボット選択・処理パタ－ンを反復し

ている。そして、改良解(および初期基底解)は、常に x3=2.0、その他の設計変数値は 0、同時に目的関数値も 0

と変化なしで反復している。 

3.1.3 提案 simplex 法による H.W.Kuhn の解析結果(最適解) 

本報告では、3.1.2 に示した結果を踏まえて、提案 simplex 法の修正無しに、問題の初期データとして、式

(1.2)あるいは、式(1．3)のいずれかの定数項にわずかな誤差値 0.00001 を与えれば巡回しないと想定した。誤

差値 0.00001 を与え、提案 simplex 法により得られた最適解は、6 回のピボット操作により x1=2.0, 

x2=0,x3=0,x4=2.0,x5=0,x6=2.0,x7=0,Z=2.0 である。なお、CHvatal(フバータル)の巡回問題についても、定数 0

の制約条件式の 1 つに誤差値 0.00001 を与えて解析した結果、2 回あるいは 4 回のピボット操作により最適解

x1=1.0, x2=0,x3=1.0,x4=0,Z=1.0 が得られた。 

3.2 人員配置問題                           

1 日の時間当たりに必要とする人数の予測を次のように想定する。0～6 時は 2 人、6～10 時 8 人、10～12 時

4 人、12～16 時 3 人、16～18 時 6 人、18～22 時 5 人、22～24 時 3 人である。以下、個人の働ける日とシフト

パターンを設定し、所要人数を満足するように、総人数(総費用)最小となる人員配置を決定する。 

3.2.1 全員 8 時間勤務常勤（4 時間働き、1 時間休み、また 4時間働く）の雇用 

 設計変数 xiは、i-1 時から 8時間勤務する人の数としてｉ=1～24 とする。例えば、0時から勤務の人は、0～

9時まで働き、その間の 4～5時に休憩する。従って、目的関数と制約条件式は次の(2.1)～(2.26)ようになる。 

Minimize Z=x1+x2+x3+ ･･･ +x24･･････････････････････････････････(2.1) 

Subject to x1+x17+x18+x19+x20+x22+x23+x24≧2･･･････････････････････(2.2) ：0～1 時は 2人 

           x1+x2+x18+x19+x20+x21+x23+x24≧2････････････････････････(2.3) ：1～2 時は 2人 

･･･ 

           x16+x17+x18+x19+x21+x22+x23+x24≧3･･････････････････････(2.25) ：23～24 時は 3人 

and       x1～x24≧0･････････････････････････････････････････(2.26) 

 提案 simplex 法で得られた結果は、x1=0,x2=4,x3=1,x4=1,x5=1,x6=1,x7=1,x8=0,x9=0,x10=0,x11=0,x12=0,x13=0.5, 

x14=0.75,x15=1.75,x16=1.75,x17=1.75,x18=0.25,x19=0,x20=0,x21=0,x22=0,x23=0,x24=0,Z=15.75 の実数値である。こ

の実数値解を元に、EXCEL 表を作成し、次のように整数値解を求めた。x1=0,x2=4,x3=1,x4=1,x5=1,x6=1,x7=1,x8=0, 

x9=0,x10=0,x11=0,x12=0,x13=0,x14=1,x15=1,x16=2,x17=2,x18=1,x19=0,x20=0,x21=0,x22=0,x23=0,x24=0,Z=16 である。 

3.2.2 24 時間を 3 人 8時間勤務常勤および 4時間勤務のアルバイト雇用 

 設計変数 xi（ｉ=1～24）は、i-1 時から 4 時間アルバイト勤務する人の数、および各 1 人の x25（0～9 時勤

務）、x26（8～17 時勤務）、x27（16～1 時）の常勤とする。諸式は次の(3.1)～(3.29)のようになる。 

Minimize Z=x1+x2+x3+ ･･･ +x24+x25+x26+x27････････････････････････(3.1) 

Subject to x1+x22+x23+x24+x25+x27≧2･････････････････････････････(3.2) ：0～1 時は 2人 

           x1+x2+x23+x24+x25≧2･････････････････････････････････(3.3) ：1～2 時は 2人 

･･･ 

           x21+x22+x23+x24+x27≧3････････････････････････････････(3.25) ：23～24 時は 3人 

x25～x27=1･････････････････････････････････････････(3.26～3.28) 

and       x1～x24≧0･････････････････････････････････････････(3.29) 

提案 simplex 法で得られた結果は、x1=0,x2=1,x3=0,x4=0,x5=1,x6=0,x7=6,x8=0,x9=0,x10=1,x11=2,x12=0,x13=0, 

x14=0,x15=3,x16=0,x17=1,x18=1,x19=2,x20=0,x21=2,x22=0,x23=0,x24=0,x25=1,x26=1,x27=1,Z=23 の整数解である。3.2.1

の事例と比較すると、延べ勤務時間数は 3×8+20×4=104 時間（＜8×16=128 時間）と減少する。 

4. まとめ 

 本報告では、H.W.Kuhn の巡回問題や人員配置問題で、提案 simplex 法により最適解が得られることを示した。 


