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第 30 回“組合ぜ理論と OR"

一一部会シリーズ (10)一一

昭和 47 年 7 月 7 日

出 席 者 鈴木造夫(電力中研)・中 誠 (IBM) ・伊井勉(東京証券)・伊理正夫(東大)・高橋

磐郎(早大)・高橋幸雄(東工大)・中沢良治(千代田化工)・古林 隆(埼玉大)

司 会森口繁一(東大)

記録作成者 古林隆

組合せ理論とは

A 組合せ理論は，大きく(1) enumeration, 

(2) construction, (3) optimization に分かれると

思います enumeration は， 高校で習う順列・組

合せの拡張で，ある種の組合せの総数を求めること

です.応用として，確率，統計力学などがありま

す. construction は，ある条件を満たす組合せをつ

くることで，実験計画法や coding や担ling にで

できます optimization は OR に一番関係があり

ますが，組合せに対する評価があらかじめ定められ

ていて，一番よいものを見つける問題です，それぞ

れ関係があって， construction の問題でも，総数が

わからないと困りますし， optìmìzatìon のいろいろ

の手法を使って，解けることがあります.

固有値問題のほうがやさしい

B グラフの同型性とし、う問題がありますが，た

とえば，図 1 と図 2 は，頂点の番号をつけかえれば

同じになりますから同型です，一般に，二つのグラ

ブが向型であるかどうかを調べるときに，点、対点接

続行列の固有値を求めることにしました.固有値が
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違えば，同型ではありませんが，固有値が同じで，

同型でないこともあります.そのような場合は，固

有ベグトルまで考えました.それでも，重根のとき

は困ります.

A 林知己夫さんの「数量化理論」も n! 通り

調べる問題を行列の問題にかきかえて，わりとうま

い答をつくってしまう方法ですから，似ています

ね.本来組合せ問題は，行列の固有値とまったく関

係なさそうであるのに，それを使っているのはおも

しろいですね.素人が考えるのと逆で，組合せ問題

はむやみに時間がかかってどうしようもないが，国

有{直問題はピシ?と解けるのでやさしいわけです

オヨ.

B この種の問題は，化学で、は分子の情報検索に

ょくでできます.

A 実験計画法の直交配列の線点、図を計算機でつ

くろうとしたら，向型のものがし、っばいでできて図

りましTこ.

わからない理論をわからせる

B 私は部会にでていますが，理論の話はわから

ないですね.たとえば，ガロワ体がでできますとだ

めです.もともと理論はある現象を解析する必要が

あって生まれたものですから，それを解くのに適し

た性質を持っているはずです.この理論はどのよう

な問題を解くためにつくられたかがわかれば，われ

われ使う側は問題の同型性を考えればいいんです

が，理論がある段階まで進んでいて，その内部で話

されるのでわからないですね.

A 問題と結びつけて話してほしいとし、うわけで
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すね.もっとも理論は自分のカで発展することもで

きるし，生まれたときゴタゴタしていたのがあとで

すっきりすることや，別の応用と結びついて本質が

でてくることがありますから，はじめの問題がよい

かどうかわかりませんが，とにかくぴったりした応

用例に即して理論を解説してもらうのは一般によい

学習方法ですね.

B 論文をみると，理論があってあとで例題がで

ているのがよくありますが，あれは逆でほんとうは

問題が先にあるべきです.

A 先ほどわからない例にガロワ体をあげられま

したが，私は実験計画法の BIBD (balanced imcomｭ

plete block design) をつくるのにガロワ体が非常

に役にたつのを実例をもって説明してもらったの

で，ガロワ体も BIBD もよくわかりました.

組合せ問題を解くのは楽しい

B すべての組合せを落とさないように!瞬々につ

くっていくためのプログラムは，プログラム技術か

らいってもおもしろいですね.最近 PLANNER と

いうプログラミソグ・システムが伝わってきていま

す.理論的に tree 構造になっているものをしらみ

つぶしに調べていくのを，ふつうのプログラム言語

でかけば長ったらしくなるので，もっと簡単にかい

て， LlSP 言語に落として処理します. 要点は，や

りそこなってもどってきて別の枝に移ることをいち

いち書かなくても，これこれの条件を満たすものを

調べて，それを満たすものがあればこうしろと書い

ておけば，自動的にもどってきて次に進むようにプ

ログラムがつくられるんです.

A 発見的プログラムにも関係ありますね.

B まともにやると時聞がかかって仕方がないよ

うな大きい問題を解くときに，相当よい指針になる

ものに， branch-and-bound method があります.

ある交通問題を解くときに経験したことがあります

が，小さい問題をしらみつぶし法で解くときの時聞

を調べておいて，大きな問題になると，どれくらい

時間がかかるかを推定しておきます.その問題を

branch-and-bound method で解くと， 1/1000 以下

の時間ですむことがわかりましたよ.

A 組合せ問題では，ほんの少し工夫をすると，

ものすごい効果が現われることがありますから楽し

いですね.小さな問題を解いただけで終わっている

のは，ほんとうのおもしろさに到達していないとい

えます.

B branching とか bound を決めるのに，なん

ともいえないコツがありますね.

A 問題固有のものが多いでしょう.

B いくつか手がけていくと， コツがわかるんじ

ゃないでしょうか.

大きい有限lま無限よりむずかしい

A 組合せ理論の問題は，あらゆる場合を全部調

べれば解けるように定式化されています.場合の数

が無限ならば誰もはじめから全部調べようと思わな

い.そこで，近似的にどうしたらよいかを考えるゆ

で，かえってうまくいくんですが，有限だと調べて

みる気になるのでだめなんです.

B 大きい有限は無限よりむずかしいわけです

ね.

A 問題の大きさを"で表わすときに n;;三4 の、

ときはつまらないし nミ6 のときは時聞がかかっ

て解けない n=5 のときが手頃ですというのがよ

くありますね.

B n が大きくなっておもしろくなると，とたん

に解けなくなるんですね.

A 無限裂の問題には，近傍すなわち似た問題が

無限個あるので，非常に理想的に解ける問題がーつ

あると，その近傍にある無限個の問題が解けるんで

すが，組合せ問題は離散性をもっているために，一

つの問題が解けても，その仲間がいないので， うま

くいかないんですね.実際的な面からみて，いくつ

かの典型的な例を解いてみることが必要ですね.グ

ラフ的なものについては，いくつかなされていま

す.

本草学的解法

A 近似解を求める方法として，このようなのが

あります.まず，解法をできるだけたくさん考えま

す.解法にパラメータがはいっていれば，その値を

いろいろ変えてたくさんの解法がつくれるので，な

おけっこうです.次に問題もたくさん用意します.

それらを解いて，解法の成績をつけます.平均点と

か最低点で評価して，パラメータを含むものは，一

番よい値を与えることにします.

B 本草学に似てますね.いろんな病気に使って

みて，全体的によく効くのをのこせばよい.

A 従来の解法は，近代医学に当たりますね.

B 実験的方法で多数の問題を解くのは重要なこ

とです. うまくいった場合はそのままでよいし， う
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まくいかないほうは，どうしてうまくいかなL、かを

調べてみて，そのようなタイプの問題に対して， う

まくいく方法を考える それでもだめなのは，どの

ような場合かを考えて，よい方法を見つける.この

ように，方法と問題群を組みあわせて，新しい知見

を得るのがよいですね.

A このような方法だと， 目的関数がはっきりし

ていなくてもうまくいく場合があります.いろいろ

解をだして，現場の人に見せてよいといえば，それ

がよい解だということになりますしそれを出した

解法がよかったということになります.

B 実際には，問題を解く人と実行の責任者は別

ですから，いくつか対案をだしてその中から選ばせ

ると人間関係がうまくいきます.そうしないと，人

を含めた全体として最適になっていないことになり

ます.

量から質へ

A 先日新聞に「量から質への数学一一一catastro-

phe theoryJ とし、うのがでていましたが，質の問

題，すなわち O から 1 へ急に変化するする場合は実

際によくあります.

B catastrophe で思いだすのに挫屈現象とか共

振現象があります.社会革命もそうだという人もい

ますが，世の中でおもしろい現象はみんなこの種の

ものではないでしょうか

A 数学がいろんなものを定量化し，連続化する

性質を多分に持っているのに対し，質の面をうんと

強調するような考え方がでできてもよいと思いま

す.それが実際の発明や発見に役立つんじゃないで

しょうか

B 高校で習った数学の中で一番おもしろかった

のは，作図問題の「吟味」ですが，すべての可能性

を列挙して考えますから，まさに組合せ問題です

ね.あのような考え方は発明・発見に役立つのに，

ふつうの数学教育では軽視されているような気がし

ます.OR でも質的考え方の指針を与えるべきです.

組合せ理論にも本質的なかかわりがありますね.

第 31 回“DP と計算機"

一一部会シリーズ (11)-

昭和 47 年 9 月 8 日

出 席 者 鳥海進(三菱製紙)・浜民夫(労働省)・藤井邦彦(荏原製作所)・岩村覚三(城西犬

学)・林 邦雄(マネージ・コンサルタント)・蔵野正美(千葉大)・小田中敏男(都立工

科短大)・鍋島一郎(電通大)・有水 聾(農林省)・三望者 武(国鉄)・丸山茂子(慶大)・

森口繁一(東大)

記録作成者 蔵野正美

M 手で DP の計算をしたときのお話をします.

女性をあつめて. 1 日 5~6 時間. 10 日間かかっ

て. DP の計算をやらせたのですが， まず女性の耐

久力には驚かされました. どんなやっかいな計算で

も女性をあつめてやれば，最少限できるということ

がわかりました(笑).それと，やはり計算を多人数

でやるということは，組織の問題で， トラブルが起

こらないように，個人を圧迫しないように， うまく

組織していくこと，小規模ながら組織をうまく運営

するということが，成功のためのキー・ポイントの

ように感じました.

G DP では逐次的に計算していくことが多いわ

けです あるパターンでやっていけば• tこいていの

ものは収束しますが，そのとき，誤差の評価をどう

するか，あるいは，次元数が多くなりすぎるという

問題があるようです.それと期待値をもとめながら

やってし、く問題，たとえばポートプォリオの問題の

ように，前にたくわえであるデータよりも，もっと

多くのものが，確率的に，パラつくために，必要に

なることがあります.適当な多項式で外挿したり，

線形外挿したりいたしました.

A そのために変なことが起こるということはな

いですか?

G 変かどうかわからない. もっともらしい値は

出てきますが，その証明ができない.

A もっともらしい結果が出ればいいのかもしれ
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ませんね.

L DP の数纏計算定やるときは，できれば解析

的な1H訟を少しやって事だいたいのところをおさえ

る&計算の結果がその辺に会っておれば，だいたい

よいのではないでしょうか.

A そうですねe 結楽だけを倭じるといってもこ

まるので，むしろ解析的ーその般の考察でこれはも

っともらしい，あるいは，これは変だといえるよう

であってほしいー

J主 計算時間が主義くなるために， 途中打ち切り

で，だめになるというとき，その自衛手段としてがI

かよい方法はありませんか.

B要 部分的にあらくし，ままとある部分はこまかく

するという方法があると患われます.

C 収束してしまってから出そうとすると，磁力

しないうちに打ち切られてしまって，なんにも出て

こないということがあるわけですーそのときは， ~文

京の途中でも総巣を少し出しておけば妻たずかりま

す，このように中間情報を出力しておくということ

は事 DP 的計算ではたいせつなことです.

11 DP で計算する場合には，計算待問がかかり

すぎることがあるー鋳単なものでも時間がかかりす

まるようですが?

L 大裂計算機では，そんなに時間がかからない

みたいだ.

益事 いや，突は待問がかかるんですね.かからな

いようにするには，問題を設定する段階で工夫する

必要がある.適当にちぢめて，メッシ晶君とあらくし

て，非常に獲さ建に請うった解が出てくることもある.

あまち念をいれるとき緩行湾総な鮮が出てこないこと

もあるし， DP の計算はひろげると念にお金がかか

るものです.

紙のすき艇の問題

T 製紙会社では紙のずさ販の問題といろものが
ある.いろんな銘柄や認方の紙交つぎつぎとずいて

いくわけだが，そのときどんな頗序でやっていった

らいちばんいいのかという間建です，従楽は， 践の

子あるいは“機"でその麟Ftをきめていたのですカえ

電子計算機を使ってやれないだろうかと考えてみま

した.すき綴において，目方があまりちがいすぎる

と，紙が切れたり時間がかかった争ずる.また上演

のものから先にすきたいし，さらに色のものはなる

べくあとにしたい.色のものでも，濃いのはあとに

したいわけです. 家主ニ仕上げの段階で，抄紙機とな

…よ貫一(主義;ζ機)にかけることになりますが，抄紙

機は， í!事い紙ほど速さが速くなりますし，…ブヲコー

ターはどんな紙でも同じスピードであるため，ヘタ

をするとこの間で原紙のスト v グがあふれで，たま

ちすぎることもあります.以上の鶴子に注意して，

DP を使って，紙のすき臓のよい方法を計算したの

ですが， 1O~20 種類のとされま，まあまあでしたが，

3O~40 穣類になるとおそ子あげでした. ますよ， 機械

の鴻にたまち過ぎないという条件をもうけると，実

行可能な解がなくなってしまいました.

B “勘"でやる方法がき遂行可能として出てくる

ように定式化しなおして，それよちも，いくらかで

も災いものをみつけるというようにしたらいいと怒

います.このようなことは，…般に組合せ論的な問

題についていえることですが.

DP �:: LP 

11 議事的な際題に時間 t がはい唱でいれば，動的

と考えてよいのでしょ舎か?

A t でなくても時でもよく，何か一口のパラメ

ータがはい唱でいて， 持のところが一つ少ないとこ

ろのデータから勘定できるという種類の機迭があれ

ば，たいがいのものはひP にのせられる.

11 r言 ri衡法J というからには， 何か計額みたい

なものがあって，最適激策をもとめるとい予ことに

なるのでしょうか?

A Bellman 流のひP 比殺初から最遜政策を

ねらう.しかも最適性の原理というものがあって，

今おの政策は，明釘以後のことを考えたうえで，議

選をもとめようとするので，務段以後も跨じような

考えで，最適なことをやるべきであるとい告ととで

す.

Z そのとき vスデムにおいて，時織の流れの

なかに，ある密擦というものが設定されていて，そ

の尽擦を得るために，どういうそ予を打ったらいいか

といった問題になります.

Eま ところが，箆擦というものがわからない場合

があ争ます.すことえば， 婚年後の経済の箆擦はわか

らないし，いろいろな3意味で立てにくい，コンゼジ

サスを聖書します. もちろん文学的に表現できる抗

これを数式で表現することはきわめてむずかしい.

A 労働行政の溺擦はなんですか.

11 滋休 2 良湖u .労働時間短綴・定年延長などの

労働者議後の向上や事職業の確保などによ与安定し

た緩済社会に葉献することでしょうかe 表現がむず
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かしくて，たとえ表現できたとしても，一方がよけ

れば，一方が悪いということになります.つまり，

trade-off の問題があるわけです.

N その場合，重みをつけて考えるということも

一つの方法ですね.重みのつけ方は問題ですが.

0 労働行政に限らず行政一般についていえるこ

とですが，規模が大きくなると，多目的で，ベクト

ル的で，ある目的はこち巳にむいて，ある目的はあ

ちらに向いて，あるいは. 180 度ちがうかもしれな

い.しかしそれらを総合した目的として fuzzy と

いう概念をいれて，ぼけた目標にして. DP をやっ

ていこうといういき方が考えられる.

日 次のような問題を例として考えてみてくださ

L 、.

X(t) =AX(t) +B[X(t十 1) -X(t)] +Dt 

X: 生産ベクトル A: 投入係数行列

B: 資本係数ベクトル，

Dt ::最終需要ベクトル，

Xt=aKtaLt゚ 

として . L は労働省が関与できる部分で，問題は，
T 
L] X(t). あるいは. X(t) を最大にすることとしま

しょう.

L これは典型的な DP の問題で. bottleneck 

problem といわれるものです.

H このモデルは簡単に解けるのですか? とこ

ろで， 実は. A も B も現実の動きと対応させるな

らば. At.Bt と記述すべきものですが，簡単に解け

そうですか.

A いや， “簡単に"解けるということになると

うそになる.お金を十分につぎこめば，解けると了

解すべきです.

H 逆似的にやる方法は何かないでしょうか?

B この問題の A.B Iこ t がはいってない場合で

したら， 非線型なものを， 線型化していって. LP 

の問題にしてしまえば，簡単にいけます. DP 屋さ

んは，なんでもお金がかかるようにする癖がありま

す(なんだか DP 屋さんをけなしているような話し

ぶりですが(笑)). DP の本をみると「どんな問題

でもやれます」と書いているのは，少し悪質な客引

きに似ていると思ってよい.これは，なんでもひき

うけますが， しかしお金はうんとかかりますよとい

うことです.

H DP は LP を含んで‘いるのでしょうか.

C 問題の範聞としては. LP の問題は全部 DP

で、あっかえると DP の教科書に書いてあるかと思い

ますが，これは世をたぶらかしていることで. DP で

やることはいいことだというのではけっしてない.

LP でやれるところは. LP でやりなさい. LP でや

れないところは. DP 屋さんに相談しなさいという

のが一つの教訓だと思う.何か反論がありますか.

M LP よりお金のかからない方法があると， な

んだか LP 屋さんにたのむなということになるみた

いですね(笑).なるべく多くの方法を知っていて，

問題に応じて一番よい方法を選ぶということがし、い

ですね.

企業の成長モデル

F 企業の成長モデルについて turnpike proｭ

perty fこ相当するものがなL、かというようなことを

以前調べてみたことがあります.企業の成長を総資

産の増加と定義したとき，今後 10 年間に総資産を

最大にするためには，どのようなものに投資してい

くのが最適であるのか，どんな軌跡をとればよいの

かを問題にしたわけですが，その軌跡の評価がはっ

きりしませんでした.そこで，次善の策として (DP

をあきらめて). LP をつかって. (1) 株主への配当

を大きくするとどうなるか. (2) 広告に力をいれる

とどうなるか. (3) 新製品をたくさん出すとどうな

るか， といった個々の政策に対して，シミュレーシ

ョンしてみたのです.そこで思うのですが，成長モ

デルを単にミシュレーションのみでなく. DP をつ

かって解析できないでしょうか?

D turnpike problem は DP の bottleneck の

問題とまったく同じもので，シミュレーションをつ

かって解を出し. DP で不足しているところをおぎ

なうというようにして，いろんなところからせめて

いかれるとよいと思います.

C 企業の成長モデルを DP の問題だと思ったと

ころにまちがし、があった. LP でとりあっかうべき

だと思う. 10 年か 20 年だったら変数が 20~40 ぐ

らいで. LP の問題でだし、たい解ける.そうしたら

これが turnpike だなということがすぐわかると思

う. これをみても DP にはいっていくと損をする

(笑)という教訓がひき出せそうで，だから DP 屋さ

んにはアイデアをもらう，あるいは，結果の解釈の

ときに. DP 屋さんの考え方，見方をつかか計算

法については. DP 屋さんのいうことを聞かないほ

うが，うまくいくことが多いのではないでしょうか.

A ある問題では. LP でうまくし、かないが. DP 
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でうまくいくということがいえると思う.企業の成

長モデルを， 需給関係を考えて formulate しなお

せば. DP であっかえるのではないか.

森林および地下水の問題

A 15 年くらい前，林業の中心問題である森林の

取扱い方を DP で定式化したことがありましたが，

外国でその後非常に盛んになり，とくにソ連では凶

鱈 3000 年までの全国的な計画を DP を用いて，最

適生長を目ざしています.

D 林業における問題は.~、かにも DP 的問題で，

3000 年後のわれわれの孫たちにどのような森林を

のこすことができるかということを問題にして，現

時点で最適な伐採計画，あるいは，植林計画を考え

ねばならない. これは. DP の formulation がぴっ

たりで，ほかの型では，問題そのものも記述するこ

とができない.

A 昔の林業の DP 問題を，さらに生態学として

取り扱うことを考えて文献を調べましたら，最近は

変数係数の微分方程式系を中心とした制御理論とし

て生態制御を考えようという動きが非常に活発にな

ってし、ます.

B 最近，地下水の資源開発および管理を在庫量

管理の発展した型で定式化したし、と考えて研究して

おりますが，こうした局面にも DP の応用分野があ

ります.さらに地下水の速度，地下水の貯溜量の客

観的な測定方法に DP の準線型化の理論を中心とし

た強力な手法が考えられています.

DP の将来

N 巡回セールスマンの問題のように. DP で

formulate されるものもありますが，多くのスケジ

ューリソグの問題は， 関数方程式で formulate で

きない.このような組合せ的問題の最適化というの

は， どのように考えたらよいか. この場合，計算は

前向きに進行するわけで，前段階などの最適な方法

は，現段階では必ずしも最適とはかぎらない.した

がって，少し前に進んで，最適にならない場合をお

としていくとしづ方法をとるわけですが，そうする

ことによって，状態集合の変換の形として，多段決

定問題と考えられる. この例でもわかるように，多

段決定問題を最適性の原理のみだと formulate す

ることができないことがあるわけで，そのときは，

branch & bound. あるいは tree search の方法が

つかわれますが， これらも広い意味で DP の一般化

として考えていきたい.

A branch & bound には，非常に魅力がありま

すね.ちょっとした工夫で計算時聞を 1000 分の 1

に短縮できることもありますね.

1 branch & bound は DP と感じが似ていて，

それが使える場合には，むしろ. DP よりも L 、 L 、よ

うに思われます.

0 在庫問題についてですが，観測量にある誤差

がはいったとき，それが最適費用，最適政策にどの

ように影響するかという問題， また需要の分布が未

知であるとか. adaptive にわかってくる場合とか，

そんな問題について，情報と決定との関係で考察す

ることが考えられます.

H 工場などで，部品加工の発注がランダムのた

め，工場の能力と負荷のパランスがくずれるという

ことが起こります.そこでいかにして，平行にさせ

るかとし、う問題がありますね.

J smoothing (平滑化)の問題でして， それは

DP で一応とけるわけです.

C 在庫あるいは注文高の問題では，いつも注文

する側の問題だけを論じていて，注文に応じる倶ijの

ことは少しも論じてない.もっと柔軟性のある定式

化が必要ですね.

DP 屋への注文

H DP の教科書は. suffix がうるさくて，すぐ

に読む意欲を失わせる. ユーザー側のことを考え

て. DP をもっとやさしく勉強できるような本を書

いてほしいですね.

A 昔. LP の本は必ず行列から始まって，行列

アレルギーをもよおすといううらみがあったが，そ

の後，ちがったスタイルの本が出て，たいへん読み

やすくなった. DP をよく理解したうえで， 従来の

DPの教科書にとらわれない本が出るとし、L 、ですね.

T OR の本は，一般に DP とか LP とか，方法

順に列挙して解説しているのが多いですが，問題別

にどんな方法があるかを解説した本がほしいです

jユ.

C 11経営科学』誌に， うまい解がありませんか

と，会員の誰もが， 自由に問題を出せる.いわば，

問題提起欄のようなものがあったらし市、ですね.そ

うしたら. DP 屋さんは DP の問題として考えるで

しょうし・・・・.

M エレガントな解でなく，ガンコな解をもとめ

るというようにしたら./ (笑)
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