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Abstract We explain the role of nonsmooth analysis in the context of sensitivity analysis of parametrized

nonlinear programming problems. Our development is largely based on the article of Penot [33]. Si vous êtes

francophone, je vous conseille le voir.

1 はじめに

非線形計画問題の感度分析で対象とするのは、パラメータ w を含む最適化問題

Minimize
x

f(w; x) : x 2 F (w);

であり、特に最適値関数（performance function, optimal-value function）

p(w) := inf
x2F (w)

f(w; x)

がいの一番に解析のターゲットとなる。上では実行可能解の集合を抽象的な set-valued map(multifunction)
F (w) として書いたが実際には

(Pw) Minimize
x

f(w; x) : g(w; x) 2 C;

と具体的に書かれたものが対象になる。あるいはつぎのような simple peuturbation problem

(Sw) Minimize
x

f(x) : gi(x) + wi � 0; i = 1; : : : ;m

の形をとることもある。
この最適値関数は何といってもノンスムース・アナリシス (nonsmooth analysis)の最も良い具体例であ

ろう。そのノンスムース・アナリシスあるいは Rockafellar-Wets [34] 言うところの variational analysisで
の main toolは方向微分 p?(w; u)と subdi�erential @?pである。本稿では、p?(w; u) や @?pを通じて何を
しろうとしているのか、あるいはこれらが感度分析で果たしている役割は何なのかを解説したい。したがっ
て、感度解析のmain stream [2, 5, 12, 13, 44, 45]とはかなり違った観点からこの問題を眺めることになる。
現在、Nonsmooth analysisの範疇に入る論文は、2000をこえる文献があるそうで1、方向微分や sub-

di�erentialについても様々なものが提案されている。代表的なものをいくつかあげてみよう。
[方向微分]

� lower radial derivative (lower Dini derivative)

p0�(w; u) := lim inf
t!0+

1

t
(p(w + tu)� p(w))

�本研究は、科学研究費基盤 (B) No.11440033 より一部補助を受けている。
yshira@eco.toyama-u.ac.jp
1http://www.jams.or.jp/news/kaiho-03.html



� upper radial derivative (upper Dini derivative)

p0+(w; u) := lim sup
t!0+

1

t
(p(w + tu)� p(w))

� lower epi-derivative (contingent derivative, lower Hadamard derivative)

p!(w; u) := lim inf
t!0+;v!u

1

t
(p(w + tv)� p(w))

� upper epi-derivative (incident derivative)

pi(w; u) := lim sup
t!0+

inf
v!u

1

t
(p(w + tv)� p(w))

:= sup
V 2V(u)

lim sup
t!0+

inf
v2V

1

t
(p(w + tv)� p(w))

� Clarke's derivative

p�(w; u) := lim sup
t!0+;w0!w

1

t
(p(w0 + tu)� p(w0))

[Subdi�erential]

� Fr�echet subdi�erential

w� 2 @�p(w), p(w + u) � p(w) + hw�; ui+ o(u)jjujj with lim
u!0

o(u) = 0

� contingent subdi�erential

w� 2 @!p(w) , p!(w; u) � hw�; ui for each u 2W

, p(w + tv) � p(w) + hw�; tvi+ o(t; v)t with lim
t!0+;v!u

o(t; v) = 0

� incident subdi�erential

w� 2 @ip(w), pi(w; u) � hw�; ui for each u 2W

� Clarke's subdi�erential

w� 2 @�p(w), p�(w; u) � hw�; ui for each u 2W

これらはすべて p が凸関数の場合の片側方向微分 p0(w; u) と劣微分 @p をモデルとしていることがわ
かる：

p0(w; u) := lim
t!0+

1

t
(p(w + tu)� p(w))

w� 2 @p(w) , p0(w; u) � hw�; ui for each u 2 W

, p(w + tv) � p(w) + hw�; tui

この他にも例えば方向微分として次の Michel-Penot derivative[27]のような非常に複雑な式で定義され
るようなものもある：

p�(w; u) := sup
v2W
r2R

sup
V 2V(u)

lim sup
(v0;s;t)!(v;r;0+)
p(w)+ts�p(w+tv0)

inf
u02V

1

t
(p(w + tu0 + tv0)� p(w)� ts)



このような定義式をみて、非常にスリリングに感じる向きもあろうが、大方には「なんの事だろう？」と
いうのが正直なところだろう。しかし、これらが微分不可能最適化問題を取り扱うために準備されたものだと
いうこと、そしてそのプロトタイプが微分不可能凸最小化であるということを考えると、どの subdi�erential
を扱うにしろ次のような条件が成り立っていることが要求されるだろう。[30]
Axioms for a subdi�erential @?

(S1) f と g が点 x のある近傍で一致していれば@?f(x) = @?g(x)；
(S2) f が凸関数であれば@?f(x) = @f(x)；
(S3) f が点 x で局所最小であれば 0 2 @?f(x)；
(S4) 任意の f と線形関数 h に対して@?(f + h)(x) = @?f(x) + h；

感度分析にあたってはこれら以外の性質を subdi�erentialに要求したり、方向微分と subdi�erentialの
双対関係：

@?p(w) = fw�jp?(w; u) � hw�; ui for each u 2Wg

を利用したりする必要がある。次節以降ではこれらの点に着目しながら、得られる結果を解説する。

2 Elementary Results

Elementary, my dear2.

制約付最適化問題を制約のない最適化問題に変換しようという取り組みは自然な考え方である。こうした
方法には、ペナルティ法をはじめとしていろいろな方法があるが、理論面からみた場合、indicator function
を用いるやりかたが良い3。集合 S の indicator function �S は次式で定義される関数である：

�S(x) = 0 if x 2 S; �S(x) = +1 if x 62 S:

また nonsmooth analysisでは indicator function と subdi�erential を用いて、S の x における normal
coneが N(S; x) := @?�S(x) で定義される。ここで F := f(w; x) 2 W �X jx 2 F (w)g とおき、P (w; x) :=
f(w; x) + �F (w; x) とおくことにより：

p(w) = inf
x2X

P (w; x)

という制約無しの問題に変換される。この方法は特に凸計画問題（ i.e. P が凸関数になる場合）の感度解
析に威力を発揮するが4、非凸の場合にも @? の性質によっては同様にうまくいく。今、ここで

S(w) := fx 2 X jp(w) = P (w; x)g = fx 2 F (w)jp(w) = f(w; x)g

を解集合とする。Q(w; x) := p(w) とおくと Q � P で Q(w; x) = P (w; x) だから凸に対する @ だったら
@p(w)�f0g = @Q(w; x) � @P (w; x) と成っている。これが @? についても同様に成り立つためには、次の
ような性質があればよいことが分かる。

De�nition 1 (Penot[30]) subdi�erential @? は各々

� f(x; y) = g(x) ならば@?f(x; y) = @?g(x)� f0g を満たすとき reduicible

� f � g かつ f(x) = g(x) ならば@?f(x) � @?g(x) を満たすとき homotone

と言う。

Proposition 2 subdi�erential @? が reduicible かつ homotone であるとする。このとき、x 2 S(w) に
対し、

@?p(w)� f0g � @?P (w; x)

が成り立つ。
2ワトソン君はホームズ先生にいつもこういわれますね
3Rockafellar-Wets [34, Chapter 1, Commentary]によると、このアイデアは 60 年代初頭に Moreau と Rockafellarが独立に

提唱したそうである
4問題はやや特殊だが、[17, 38] でこのやり方が分かる



P の具体的な関数形 P (w; x) = f(w; x) + �F (w; x) から、@? にさらに

� f : smooth ならば@?(f + g)(x) = f 0(x) + @?g(x) を満たす5

という性質が備わっていれば、@?P (w; x) = f 0(w; x)+@?�F (w; x) = f 0(w; x)+N(F; (w; x))と書けることが
分かる。従って、N(F; (w; x))の正体がはっきりすれば @?p(w)が分かることになる。そこで、N(F; (w; x)) =
@!�F (w; x)のときに、これがどのように表されるか見てみよう。このとき N(F; (w; x)) = (T (F; (w; x)))� が
成立する。ただし、T (S; x) := lim supt!0+ t

�1(S�x)6は tangent coneで、S� := fx�jhx�; xi � 0;8x 2 Sg

で polar coneを表す。制約式 g(w; x) 2 C の linearizing cone

C((w; x)) := f(u; v)jg0(w; x)(u; v) 2 T (C; g(w; x))g

を用いて T (F; (w; x)) = C((w; x)) と書ければ、関係式 N(F; (w; x)) = (T (F; (w; x)))� から normal cone
が具体的に書けそうである。そこで、今特に simple purturbation problem (Sw) を考えてみよう。そうす
ると gi(w; x) = g(x) + w だから g0i(w; x)(u; v) = g0i(x)(v) + u となる。i 2 I(w; x) := fijgi(w; x) = 0g に
対して u0 を適当にとれば g0i(w; x)(u

0; 0) < 0 となる。従って、g0i(w; x)(u; v) � 0; i 2 I(w; x) なる (u; v)
を取ると、tn ! 0+ に対して gi(w + tn(u + tnu

0); x + tnv) � 0;8i が言え、(u + tnu
0; v) ! (u; v) より

(u; v) 2 T (F; (w; x)) となる。従って

C((w; x)) = f(u; v)jg0(x)(v) + u � 0; i 2 I(w; x)g � T (F; (w; x))

が言えるが逆の包含関係は明らかなので、結局等号が成立する。fxjha1; xi � 0; i = 1; : : : ; lg� = fx�jx� =Pl

i=1 �iai; �i � 0gを使えば、p の subdi�erentialと (S0) の Lagrange乗数の集合：

M(x) := f� � 0jh�; g(x)i = 0; f 0(x) +

mX
i=1

�ig
0
i(x) = 0g

との関係を述べた次の結果が得られる。

Theorem 3 x 2 S(0) に対し、
@!p(0) �M(x)

この定理では問題が (Sw) だからうまくいっていることには注意してほしい。一般的な問題 (Pw) に対
しては T (F; (w; x)) あるいは N(F; (w; x))がうまく線形近似されるように、いわゆる制約想定7を仮定する
必要がある。大雑把にいえば、subdi�erential @? については N(F; (w; x))が方向微分 p?(w; u)については
T (F; (w; x))8が線形近似されていれば良い。次の条件を Gould-Tolle の制約想定という：

(GT ) N(F; (w; x)) = g0(w; x)T (N(C; g(w; x)))

また次の条件を線形化可能条件という：

(L) T (F; (w; x)) = C((w; x)):

命題 2 より、w� 2 @?p(w) に対し (w�; 0) 2 @?P (w; x) = f 0(w; x) +N(F; (w; x)) だから、(GT ) 条件が
あれば 9� 2 N(C; g(w; x)

w� = DW f(w; x) + ��DW g(w; x); 0 = DXf(w; x) + ��DXg(w; x)

となる。従って

L(w; x; �) := f(w; x) + h�; g(w; x)i; M(w; x) := f� 2 N(C; g(w; x))jDXL(w; x; �) = 0g

としたとき次が得られる。
5このとき @? は compatible と言う
6Kuratowski-Panlev�e limit [34, Chapter 4 B]
7制約想定が最適化理論で演じる役割にはいろいろな解釈があるが、ここで言うように feasible reagion が線形近似可能であるこ

とを保証するものと捉えるのは近年のトレンドである。
8実際は T (F; (w;x)) は p?(w;u) に“ うまく”適合した tangent set でなければならない。



Theorem 4 @? が reduicible, homotone かつ compatible であるとする。x 2 S(w) に対し (GT ) 条件が満
たされていれば、

@?p(w) � fDWL(w; x; �)j� 2M(w; x)g: (1)

一方 (u; v) 2 T (F; (w; x))とすると、tn ! 0+ に対し、9(un; vn)! (u; v) with x+ tnvn 2 F (w+ tnun)
なので、p(w+ tnun) � f(w+ tnun; x+ tnvn)となる。x 2 S(w)に対し、p(w) = f(w; x)なので p!(w; u) �
f 0(w; x)(u; v)が分かる。従って線形化可能条件 (L) とあわせると次が得られる。

Proposition 5 x 2 S(w) に対し線形化可能条件 (L)が満たされていれば、

p!(w; u) � infff 0(w; x)(u; v)jg0(w; x)(u; v) 2 T (C; g(w; x))g: (2)

3 Duality

前節で説明した (1) 式や (2) 式で「等号がなりたてばなあ」と考えるのが人情というものであろう。そこで
(2) 式の右辺に注目してみる。これは次のような最大化問題である：

(PL) Minimize
v

f 0(w; x)(u; v) : g0(w; x)(u; v) 2 T (C; g(w; x)):

T (C; g(w; x))� = N(C; g(w; x)) に気をつければ、この問題の（Lagrange）双対問題は次のようになる：

(DL) Maximize
�

DWL(w; x; �)(u) : � 2M(w; x):

もしここで、双対性 inf(PL) = sup(DL)が成立しているとしよう。このとき、

p!(w; u) � infff 0(w; x)(u; v)jg0(w; x)(u; v) 2 T (C; g(w; x))g; (3)

または
p!(w; u) � supfDWL(w; x; �)(u)j� 2M(w; x)g; (4)

であることが確認されれば、一気に (1) 式と (2) 式で等号が成り立つことが言える。(4) 式を保証するのが
次の Lempio-Maurerの条件である：

(LM)u 8" > 0; lim sup
t!0+;v!u

1

t
d(x; S(t"; w + tv)) <1;

ただし、x 2 S(w), S("; w) := fx 2 F (w)jf(w; x) � p(w) + "g（近似解集合）である。

Proposition 6 ある x 2 S(w) に対し (LM)u が成立していれば

p!(w; u) � supfDWL(w; x; �)(u)j� 2M(w; x)g

が成立する。

一方、(PL)との関係でいえば、(LM)u だけで分かるのは次の評価式：

p!(w; u) � infff 0(w; x)(u; v)j(u; v) 2 T (F; (w; x))g

までであるが、線形化可能条件 (L)があれば9、inf(PL) との評価式：

p!(w; u) � infff 0(w; x)(u; v)jg0(w; x)(u; v) 2 T (C; g(w; x))g

が成立する。
一般には以上にあげたような条件がすべてうまくいっていることはなく、例えば次のような評価式が得

られている。[15, 26]（いろいろ書いても煩雑なので、定理の前提条件は省略する）

inf
x2S(w)

inf
�2M(w;x)

DWL(w; x; �)(u) � p0�(w; u)

� p0+(w; u) � inf
x2S(w)

sup
�2M(w;x)

DWL(w; x; �)(u): (5)

9いわゆる制約想定は双対性や線形化可能条件を一気に保証してしまう。



次にあげる Gauvin-Tolle の例 [15] は (5) 式や定理 3で等号が成立しない例である。（詳しくは [5, 30]
参照）

Minimize
x

� x2 : x1
2 + x2 + w1 � 0;�x1

2 + x2 + w2 � 0:

尚、凸計画問題の場合、すなわち L(w; �; �) が凸関数になる場合は、 inf(PL) = sup(DL) よりもう一
段前の双対性：

inf
x
sup
�

L(w; x; �) = sup
�

inf
x
L(w; x; �);

が成立することが分かり、次のような公式が得られる [8, 20, 41]：

p0(w; u) = inf
x2S(w)

sup
�2M(w;x)

DWL(w; x; �)(u):

4 Danskin 公式

この節では特に feasible reaginが constantである場合、即ち F (w) � C を扱う：

p(w) := inf
x2C

f(w; x):

p0(w; u) を f の微分で表す Danskin 公式 [9]：

p0(w; u) = inf
x2S(w)

DW f(w; x)(u);

は nonsmooth analysisの原点であると言ってよいだろう。さて、これまでの節では f は暗に smoothであ
ることを仮定してきたが、ここにいたってやっと nonsmooth analysis らしく、微分不可能な f に対して
Danskin公式を導く procedureを概観する。簡単のため関数 f(w; x)は連続であり、C はコンパクトである
とする。また fx(�) := f(�; x)と書くことにする。x 2 S(w)に対して、p(w) = fx(w); p(w+ tv) � fx(w+tv)
であることに注意すれば直ちに次の評価式が得られる：

p!(w; u) � inf
x2S(w)

f !x(w; u): (6)

(6) 式の逆を保証するにはどのように考えたらよいであろうか？そこで今関数 q : R+ �W �C ! R を
次式で定める：

q(t; v; x) :=

�
t�1(f(w + tv; x) � f(w; x)) if t 6= 0
f !x(w; v) if t = 0.

この q を使って
�q(t; v) := inf

x2S(w+tv)
q(t; v; x)

と置くと、�q(0; u) = infx2S(w) f
!
x(w; u) で

p!(w; u) = lim inf
t!0+;v!u

1

t
(p(w + tv)� p(w)) � lim inf

t!0+;v!u
�q(t; v)

であるから、�q(t; v) が (0+; u) で下半連続であることが保証されていればよいと言うことが分かる。C が
コンパクトであるときは、いわゆる安定性の理論から S(w) の挙動が良いことがわかり、結局 q(t; v; x)が
下半連続でさえあれば良いことが言える。この条件は次のようにも言い換えることができる：

Lemma 7 q(t; v; x) が f0+g � fug � S(w) で下半連続になることと、

(Hx) f !x(w; v) = lim inf
(t;v;x0)!(0+;u;x)

1

t
(f(w + tv; x0)� f(w; x0))

がすべての x 2 S(w) に対して成立することは等価である。

まとめると、次の結果が得られる：

Theorem 8 f(w; x) は連続であり、C はコンパクトであるとする。(Hx)がすべての x 2 S(w) について
成立しているならば、Danskin 公式が成立する：

p!(w; u) = inf
x2S(w)

f !x(w; u):



5 おわりに

最初にきちんと述べていなかったので、ここで目的関数や制約式についてきちんとまとめておく。f :W�X !
IR, g :W �X ! Z は 4節以外では十分に smooth な関数である。F :W !

! X は multifunction である。
ここで W;X;Z は Banach空間であり、C � Z は convex coneである。
最後にわざとふれてこなかった10ことについて少しだけ言及したい。

1. 感度分析では２次の十分条件が非常に重要な役割をはたす。

2. 制約想定のはたす役割も大きい。

3. 解の挙動をきちんと分析しなければならない。

4. いろいろな分野への応用。

1については最初に main streamとしてあげた文献を参照していただきたい。ひとつだけ申し添えるな
ら、非線形計画問題の２次の最適性条件は川崎 [22]をブレークスルーとして大きな進展があったが、この
成果は感度分析にはまだ十分には反影されていないようである。すなわち、制約式 g(w; x) 2 C は C の形
態によっては“必ず”包絡線効果を示す [25]ことが考慮されているとは言えない11。
２の制約想定は 2節で述べたように「feasible reagionが線形近似可能であることを保証する」条件と考

えることができる。この意味での制約想定として最も popularなのは Robinson の条件であろう：

(R) g0(w; x)(W �X)� IR+(C � g(w; x)) = Z:

いまでは線形近似を保証するのには metric regularという考え方を使うのが普通である：

(MR)

�
9c > 0; r > 0 such that
d((w0; x0); g�1(C)) � cd(g(w0; x0); C) for all (w0; x0) 2 B((w; x); r):

ここで、d(�; C)は距離関数である。尤もRobinsonの条件はこの他にも例えば 3節で述べた双対性 inf(PL) =
sup(DL)を保証したりと感度分析では獅子奮迅の活躍である。詳しくは Bonnans-Shapiro [5], Penot [32, 33]
を参照。

3はいわゆる安定性（あるいは微分安定性）と呼ばれる範疇にはいる。最近では well-posednessという
考え方とも深い関わりがある。[3, 11]

4 の応用については、ざっと調べただけ12でも次のようなものがあげられる：

� 半正定値計画 [36]

� 最良近似 [14, 23, 24]

� 最大固有値 [19]

� Shape optimization [10]
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