
〈ご〉総合報告 c ... ...:~ f 寮玄;.^'~:\' , 
-幽』ーーーーー拍ーーーーー

ペ てて言。マ
本一

、〈 ♂行-想議三幹線必然戸議会主 ) 

整数/組合せ計画法の現状 その 2

構造的アプローチ

整数計画法研究部会今野 浩

1. はじめに [19 ， 33, 39J 

前回で解説した分枝限定法は，実行可能な整数格子点

を効率的に数え上げることを狙ったものであるが，今回

は実行可能な整数格子点集合の代数的・幾何学的構造を

用いた構造的アプローチをサーベイする.なお以下では

紙数の制約から，議論を純整数計画問題:

最小化 cX 

条件 Ax=b ト (IP)*

♂は非負整数ベクトル/

に絞ることにする.また今回は全体を通じて，

(日) AER問問， bERm, cERη の成分はすべて整数

で， rank A=m 

(戸) (IP) およびその連続問題(整数条件を外した問

題)の実行可能解集合をそれぞれ，

X[={xERη !Ax=b， x は非負整数}

X={xERη !Ax=b， x二三 O}

で表わしたとき， X~土有界かっ空で・ない

ものと仮定する.

今回取り上げる構造的アプローチの基礎となるもっと

も重要な事実はつぎのように述べることができる(図1. 1

参照).

実行可能整数格子点集合 X[の凸包coX[は有限個の

)
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(1. 2) 

1 次等式および不等式によって，

COX[={XE R引 A1x=b" A ,x;;::b,} (1. 3) 

と表わされるから ， (IP) の最適解はつぎの線形計

画問題:

最小化 CX 
(1. 4) 

条 件 A1x=b1> A2x二どん

を解くことによって得られる.

これは線形計画問題の最適解が一般に実行可能解集合の

端点において実現されること，および coX[ の端点が X[

*脚注本稿では本来 ctx と書くべきところも便宜上

転置記号を省いて cx などと書く.
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の点であることから結論される.ところが残念なことに，

coX[ を具体的に( 1.3)のように表現することは第 4 節で

取り上げる特殊な問題を別にすれば，現在のわれわれの

能力を超えた難問で、ある.また仮にこれが可能であって

も， (1. 3) に含まれる等式・不等式の数は天文学的なも

のとなって，線形計画問題(1. 4) を解くことは事実上不

可能といってよい.しかし，このような考え方がまった

く役に立たなL、かといえば決してそうではない.なぜな

ら，

(i) 図1. 1に見るように (IP) を解くとし、う立場からは

coX[ の完全な表現( 1.3)を求めることが必要なわけ

ではなく ， (IP) の最適解♂*の近傍での coX[ の表

現，すなわち(1. 3) の等式・不等式の一部を求める

だけでよい.

(ii) 一般の問題に対して( 1.3)のような表現を求める

ことは不可能であっても，それと近い関係にある問

題(第 3 節参照)に対しては，このことは必ずしも

不可能ではない.

(iii) (i) , (ii) で得られた知見を分校限定法の効率化に

役立てることができる.

などの事実によって，このようなアプローチは十分に現

実的でありうるのである.

ここで coX[ の表現における最小セットを規定するプ

アセット(facet) の概念を定義しておこう.ある超平田

H.={xl I: π;Xj=tro} 
}=1 

(1. 5) 

図1. 1 X と coX[
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(i) X] のすべての点をその片側に含み，

(ii) X] の点、を少なくとも coX] の次元と同じ個数だけ

含むとき ， H. は coX] のファセットであるという. X] 

は仮定(戸)により有限集合であるから， coX] のブアセッ

トは有限個しか存在しないが，逆に coX] はこれらのフ

アセットによって(1. 3) のように表現される.たとえば，

図1. 1において coX] は 8 個のファセットをもち， coX] 

はそれらに対応する点線で示した 8 本の不等式によって

規定される.

以下の記述の便宜のため，ここで 2 ， 3 の記法を用意

しよう • A E Rm xηのある基底(mxmの正則な部分行列)

B に対して A=[B， NJ と分割すると ， (IP) は，

最小化 CB;CB+CN;CN 

条件 B;CB十N;CN=b ト (1. 6) 

;CB，;cNは非負整数 j 

と書ける.ここでおB， XN はそれぞれ B， N に対応する 3

の部分ベクトノレである. (1. 6) でおB を ;cN について解い

て ;cB=B-1b-B-INxN と表わせば， (1. 6) は，

最小化 cBB-1b+ (cN -cBB-IN)xN 

条件 ;r;B=B- 1b-B-INxN ト

XB，;CNは非負整数 J 

と等価で、ある.以下を通じてこれを，

最小化 cN;cN(i゚ =CN -cBB-IN) 

条件 xB=b-AxN (日ーい=B-IN) Jl 

( 1.7) 

;CB，;CNは非負整数

(1. 8) 

と書き ， B に関する基準表現とよぶ.また xB および xN

の成分の添字集合をそれぞれ 1， J で， A の成分を亘aiりJ

iれ己 I，j ξJ でで、表わす.

(1. 8) 式で ;CN を独立変数， xB をそれによって決まる

従属変数と考え xBを除去すれば， (1. 8) の制約式は，

AXN 三三 b ， xN;:::O ; x N, b-AxN は整数

と表わすことができる.そこで Rnー叫次元空間の集合

X[N={XN εRト川 I AxN::::;b ， xNミ 0;

xN， b-AxN は整数}

を定義すれば， X[ はより低次元空間の集合 X]N によっ

て完全に表現することができる また簡単な考察から分

かるように ， COX1N に関する表現( 1. 3) が求まれば， co 

X1 に関する表現 ( 1. 3) が得られるし，また COX1Nのファ

セットは coX1 のプアセットとなる.

2. 切除平面法 (Cutting Plane Method) 

住間切除平面法とよばれる方法は数多いが，ここでは

つぎの枠組に入るものを取り上げよう.

切除平面法(プロトタイプ)

1978 年 12 月号

主
N 

x' /-2.... JrjXj = π。
jεl 

乙
d

JY\

>

図 2.1

ステヴプ 1 線形計画問題

最小化 cx， ♂ E X (2.1) 

を解き，その最適基l氏を B とし最適解を忍三 (xB，

xN)=(b， O) とする.

ステ・7 プ 2 b が整数ベクトノレなら終了.そうでない

場合は，

(i) X]N( したがって X]) のすべての点を含み

(ii) xN=O (すなわち x) を含まない

半空間

H.+={xNIL.: Jrj;C jN;:::π。 (2.2)
jEJ 

を生成し ， X:=XnH.+とおいてステップ 1 にもど
, 

ノ';).

図2.1に示したとおり，このアルゴリズムは (IP) の連

続問題(整数制約条件を外した線形計画問題)の最適解

云を出発点として， (i) , (ii) を満たす不等式を追加して E

を含む X の一部を切り取り(図2.1 のようにそれはたま

たま X]のファセットとなる場合もある)，その結果得ら

れる線形計画問題を解くというプロセスを繰り返しなが

ら，その最適解の列 x' ， X 'I， …を次第に(IP) の最適解が

に近つ'けてゆこうとするわけである.条件(i)により，不

等式を追加しても実行可能格子点集合 X] の点が取り除

かれることはなし、から，

11)除平面法において，ある h に対して線形計画問題

の最適解計が整数解となれば，計は(IP) の最適解

である

ことが分かる.条件(i) ， (ii)を満たす超平面

H.={xNIL.: 1τjXjN=π。 (2.3)
jEJ 

を妥当なカット (valid cut) ，もしくは単にカット (cut)

とよぶ.また(i)のみを満たす不等式を X] に対する妥当

な不等式 (valid inequality) という 上の説明から明ら

かなとおり，われわれは X1の点を取り除かない範囲で，

なるべく多くの領域を切り取るカットを生成して，アノレ

ゴリズムの効率を高めたし、わけであるが，ここで問題と

なるのは，これらをいかに少ない手間で生成し ， \，、かに
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して有限回収束(有限回の反復で (IP) の最適解を得るこ

と)を保証するかである.

(イ) 代数的力'"卜

(IP) の連続問題の最適基底に対応する基準表現(1. 8) 

において， bが整数ベクトルで、ない場合， XNは現在の値

(すなわち 0) とは異なる値をとらなければならない.と

ころがおNIの非負整数条件を考慮すると ， L; XjN は少な
jeJ 

くとも 1 以上でなくてはならない.よって，

L; xr::~1 (2.4) 
;"eJ 

は妥当なカットとなる.これは Dantzig [18J によるも

のでカット生成の手続きはいちじるしく簡単であるが，

反復が進むにつれてカットは次第に浅くなり，これにも

とづくアルゴリズムが最適解計へ収束する保証は得ら

れない[39].

一方， Gomory [23J は， Dantzig と同様に変数の整

数条件のみを用いて，制約式に代数的操作を施して妥当

なカットの公式を導き，それを用いたアルゴリズムの有

限収束性を証明した.

いまある i E 1 に対して bi が整数でないものとし，ガ

ウス記号 [ J を用いて，

bi =[biJ+゚ i> 0くん<1

否ij=[aijJ +αijJ O~三日ij<1

とおけば， xB=b-AxNの第 i 行は

(2.5) 

XiB=[biJ+ん-L; ([寄りJ+ αり )XjN (2.6) 
jeJ 

と書かれる.これより XiB が整数であるためには，ん-

L. .aijxjN が整数値をとること，すなわち，
leJ 

L; aijxjN三ん (mod 1) (2.7) 
jeJ 

となることが必要である. ここで日りとO， XjN 二三 O より左

辺が非負であることを考慮すれば， L; aijxjN はん， ßt+
JεJ 

1 ，ん+2，…，のいずれかの偵をとらなければならないか

ら，不等式

L; aijxjNさん (2.8) 
jeJ 

は条件(i)を満たすことが分かる.またん>0， xN=O を

考慮すれば上の不等式は条件 (ii) を満たすことも分か

る.

この Gomory カットはカット生成が容易で，有限収

束性を満たすすぐれたものであり，構造的アプローチの

基礎を与えるものとなったが，一般的な問題を解く実用

的アルゴリズムとしては，

(i) 最適解が得られるまで Xj の点が l つも求まらな

し、こと

(ii) 反復回数に上限が存在しない

などの欠陥をもっている. 事実， 小数法(fractional 

algorithm) とよばれるこのアルゴリズム(およびその

改良法)をもとにしていくつかのコードが作られたが，
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一般的に言ってその結果は思わしいものでなく，数値実

験も小規模な問題に限られた.因みに，このアルゴリズ

ムがそのままの形でもっともうまく働くのは， (1. 2) 式

で定義した集合Xの端点の多くが整数端点であるような

場合であり，そのような条件を満たす集合分割問題や集

合被覆問題(これらの問題については後に詳しく取り上

げる)に対しては，かなりのサイズのものまで解くこと

ができることが示されている.少し古くなるが，たとえ

ばCDCの Martinは (m， n)=(!50， 7000) の集合被覆

問題を 1969年当時の高速機CDC 3600 を用いて約40分

で解いたと報告している. また Toregas ら [40J は

(m, n)=(50, 100) 程度の上記の問題に対しては，ほと

んどの場合たかだか 1 本のカットを追加するだけで最適

解が得られると報告している(ただし，これはデータに

依存するところが大きく切除平面法はあまり有効で、ない

とする報告もある.上記の結果は，もっともうまくゆく

場合と解釈すべきであろう).

やや脱線になるが，ここで XB の整数条件のかわりに

その非負条件を用いた代数的カットについてふれておこ

う.

XiBZ O を考慮すると基準表現(1. 8)から ， L; ai;x;N-:;'bi 
J'三J

が導かれる.この両辺を適当な正数で割って得られる不

等式

L; (dijlJ.)XjN-:;'b;/J. (2.9) 
jeJ 

で XjN 二三 O を考慮すると，左辺をより小さく見積もった

不等式 L; [atj/J.JxjN 三三 b;/J. が得られる.さらにこの不
jEJ 

等式の左辺が整数であることから，結局われわれはつぎ

のような妥当な不等式

L; [aiilJ.JxiN 三三 [b;/ね (2.10) 
jeJ 

を得る. Gomory の全整数法 (aIl-integer algorithm) 

[24J は双対実行可能な全整数タプローでんくO となる

行に対してカット (2.10)を追加し掃出し要素がつねに

-1 になるように J. >O をうまく決定し，タブローの全

整数性を保ちつつ双対、ンンプレックス法によって最適解

X* に達しようとするアルゴリズムである.また Young

[44J らによる実行可能整数格子点をたどる方法も，その

基本として Gomory カットを用いている.

(口) 幾何学的カ '1 ト

Balas [IJ は幾何学的考察にもとづき交差カット (in

tersection cu t) とよばれるカットを導入したが， その

基本となるのはつぎのような考え方である(図2.2参i回).

(IP) の連続問題の最適解を忌としたとき ， XB に夫、j

応する m次元空間において，内部に b 己 R加を含み，

XjNのし、かなる点をも含まない閉凸集合をScRm と

したとき ， S と半直線引B=bi -L. aijxjN, XjNZO, 
jeJ 
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図 2.2 交差カット

jεJとの交点によって決まる超平面は妥当なカット

となる.

このような S としては， x にもっとも近い 2m 個の整数

格子を頂点とする立方体 K(引に外接する球 B(x)や，

K(忌)に外接するもう 1 つの立方体 K'(忍)など(図2.2参

照)がカットの係数を計算するうえで便利である.また

S として適当な凸集合を選ぶことによって Gomory の

カットそのものも得られることが示されているが， K(語)

や K'(別にもとづくカットを用いたアルゴリズムは一般

に計への収束が保証されない.有限収束性を得るため

には現在のところ交差カットに Gomory と同様に代数

的操作を施す必要があるが，これらのアプローチの主た

る眼目は有限収束性よりもむしろ，局所的な情報を利用

していかに深いカットを得るかに置かれている.

さて，一般にSは大きければ大きいほどより多くのム

ダな領域を切り取る強いカットが生成されるわけである

が， Balas [3J は上記のような性質をもっ最大の凸集合

がW三 B(云) n {xBlxB=b-AxN, XN20} に対するouter

polar 

WO={xlxy :o:;; maxlluI1 2, VyE W} 
UEW  

(2.11 ) 

となることを示した.しかし深いカットを得ょうとす

れば一般により多くの計算が必要であり WO を用いて

カットを求めるには，その 1 つ 1 つの係数について

つの線形計画問題を解かなければならないのが難点であ

る.

(ハ) 論理的力 ."1 卜

Balas [4，久 8J は交差カットによって得られた知見

\,.r;'> 1と

A2lf 
図 2.3

1978 年 12 月号

をもとに，つぎで、定義される離接計画問題 (disjunctive

programming problem) 
k k 

最小化 c:C，:C ε VW， ( \/は論理和を表わす))

wz=136b[込o， A弓2b'} (A'ER附句) ) 

(2.12) 

を考察し ， coXI のすべてのファセットを得ることがで

きる公式を導いた.離接計画問題は整数計画問題だけで

なく，非凸型 2 次計画問題や論理的条件が付加された線

形計画問題などをカバーする統一的フレームワークを提

供するものであって，現在各方面の注目を集めている.

さて，離接計画問題に対しては，つぎの事実が成立す

ることが Farkas の定理を用いて証明される [8J : 

ZπjXjN2 1rO が VW， に対する妥当な不等式とな
jEJ l=1 

るための必要十分条件は Wlキ併を満たす 1 の集合

Q~こ対して

π二三 O'A' ， πo 三~O'b' ， V l E Q (2.13) 

を満たす O'E Rm が存在することである

そこで以下，この事実を 0-1 整数計画問題

最小化 cx, X E S 

S= {x= (x" "., 九)I Ax=b, Xj=O ト (2.14)

または 1 ， j=l , ..., n} 

に適用した Balas の結果臼]について述べよう.

定義から明らかなとおり Sは有限集合だから，それら

をが， j=I ,"', L とおき ， Ax=b のある基底 B に関す

る基準表現((1. 8)式参照)を用いて，

W，={則的B=bi- I;.aijxjN ， ViEI; x=x' }, 

l=I ，. コ (2.15)
とおくと， (2.14)は離接計画問題(2.12) として定式化さ

れる.そこでこの W， に対して上で得られた結果を適用

すると，

fJj: S→R'j=l ， … ， n を適当に与えたとき

πj2SUp {fJj(x)-I;. aiß;(x) }, j EJ 
xeS ief ート (2.16)

πo :O:;; inf {I; x゚ j(x)+I; (的 -b;)O;(x)} ) 
xe8 jeJ ieI 

ならばI; 1rjXjN 二三 πo は S に関する妥当な不等式と
3εJ 

なる主た fJj ， j=l ， … ， n を適当に選ぶことによっ

て，これらの妥当な不等式の集合は coS を生成す

る

ことが示される.もちろん (2.16) の右辺を求めるのはそ

れ自体むずかしい問題であって，このままの形で用いる

ことには無理があるが， S をより大きな集合 Sにおきか

えて sup および inf をとったものを7rj， j EJ，7ro とお

けば I;.7rjxj N2 7ro も妥当な不等式となる.この離接カ

ット 11i中nctive cut) は，代数的カットや交差カット
と違って πJ の中に負のものを含む場合があり，カット

が次第に平行に近づき切り取る領域が小さくなる現象を
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代数的カッ}

と幾何学的カット

/ rh 
/ バんす \1

図 2.4

ある程度防止できるのが特徴である(図2.4参照).

また， [IIJでは離接計画法の立場から，与えられた任

意の妥当なカット(たとえば Gomory カット)を強化

する方法が提案されているが，古くからある多くの改良

法の中でこの方法はもっともすぐれているように恩われ

るので関心のある読者は文献を参照されたい.

3. コーナー多面体と群論的アプローチ

Gomory [25J は (IP) の連続問題の最適基底 Bに関

する基準表現(1. 8) において，基底変数 XB の非負条件

XB;;:::O を外して得られる問題:

最小化 CNXN 

条件 xB=b-AxN (3.1) 

xB は整数， xN は非負整数

は (IP) に比べていちじるしく簡単な構造をもち，より

少ない手間で、最適解が求まることを示した.ここではま

ずつぎの 2 つの事実に注意しよう.

(i) Bは連続問題の最適基底だから CN;;:::O である.

(ii) b， A の成分 bi ， aiけまし、ずれも D三 Idet BI を分母

とする分数で表わされる (A， b の成分はすべて整数

であることを仮定していることに注意)

問題 (3.1) の制約領域

CB={X=(XB, XN ) IxB=b-AxN， XBは整数，

xN は非負整数 (3.2)

を図示したのが図3.1 である . CB は xB を頂点としおjN

軸(j ε J)が定める錐の内部にある整数格子点の集合を表

わしており ， CB の凸包 coCB は B に関するコーナー多

面体 (corner poly hedron) とよばれる.図 3.1 から分

かるように， coCB は xB の近傍での COX[N の近似に

なっていることに注意されたい. (3.1) の制約条件を成

分ごとに書けば，

mzB=bt-ptjZJN i E 1 

となるがんが整数でないような添字をl'とし

百ij=[ヨij]+日り O 三::;aij<1 j ε J 

bi=[biJ+ん 0くん<1 i E 1 

(3.3) 

(3.4) 

とすると， (3.2) は Gomory カットの項で・述べたのと
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同じ理由で，

最小化

条件

x 

coCn 

illlilJl.11ui11!Jillr!? 
!1li|ii ililii!lMIlllullll! 

図 3.1 コーナー多面体

I: CjNXjN 
jeJ 

?:_ aijxjN三ん (mod 1) i E l'ト,eJ 

XjN は非負整数， \;f j ε J ) 

と書くことができる.

(3.5) 

さてここで日j=(日行 )ie I'， 13 ニ(ん )i El' とおくと，

日j ， jEJ， ß は mod 1 の加法に関して D もしくは

その約数を位数とする加群を構成し， (3.5) は加群

の位数に等しい数のノードをもっネットワーク上の

最短路問題となる

ことが示される.証明はむずかしくないが，ここでは数

値例でその内容を感覚的に理解していただこう.

例 i 最小化的+3X2 +7x.+5x，

1 :条件 X， +2的+4x3十 3x，=4

3X1 +X2+3X3十 2x，=9

Xh X 2, x g, x4 は非負整数

この連続問題の最適基底を B とすると

11 21 T)-Irlar RI-c; R_l_11-1 21 -b lJ , l:Mdet B|=5， B=5L3 ー ~J

ﾃ=B-IN= 1 r~ ~l 品=r~~n a.=r~~~l 
日 L9 7J' ~3-L4/5J' ~'-L2/5J 

b=B-lb=P?~~l. 8=r?~~1. CN=cN-cBB-IN L 3/5J' P-l3/5j' 

一 f6/5l
-L2/5j 

となって，日3，内， 13 は mod 1 の加法に関してつぎの 5

つの元 (D=5 に注意)

go=l~l gl=IY~l=a" g2=1:~~l= 。 =loJ' glーは!5J=a" g2=l4!5!=a. , 

g ー [3/51 庁ー「4/51-s
3-U/5j' 54一 L3/5J -P  

からなる加群の要素とみなすことができる またこのと

き (3.5)は図 3.2 のネットワーク上での go から戸=g， に

いたる最短路問題となり，その解は go→&→g2→g.→g，

となる.したがって (3.5) の最適解は X.=o ， ぬ=4 と

なる.

上で述べたような事実から， (3.5) は群最小化問題
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図 3.2

(group minimization problem) とよばれる.最短路

問題に対しては，ダイナミックプログラミングによる方

法や， Dijkstra によるアルゴリズムがあるが， ネット

ワークのもつ対称性を考慮すれば一般の場合より数倍速

いアノレゴリズムを構成することができる [17， 30, 33]. 

事実，この問題をとくための計算量は， D に関して 1 次

のオーダーで増加し D:::;5000程度まではさほどの困難

なく解かれることが報告されている[30J.

さて， このようにして求まった群最小化問題の最適解

を i;N としたとき，

i;B=b-Ai;N;:::';O (3.6) 

が成立していれば，法= (i;B，i;N) は (IP) の最適解となる.

たとえば， [3 1J では 25例のうち 19例が (3.6) を満たし

たとの結果が報告されている.また， Gomory [27]は

(3.6)が成り立つための 1 つの十分条件を与えているが，

この条件はきわめて精度の惑いものであり，それを満た

さなくても (3.6)が成立することは稀ではない. (ただし，

0-1 整数計画問題の場合は Gomory の十分条件が決し

て満たされることはない [2J).

一方伊三0 が満たされない場合はどのような対策が考

えられるであろうか. Gorry-Shapiro [31J は，このよ

うなことをも想定して， I: xjN=K としたとき K=O を
jEJ 

原始ノードとし ， K をイ γデクスとしてあらゆる可能な

XN を数え上げる分校限定法を提案している.この場合，

解かれるべき副問題はいずれも群最小化問題:

最小化 z(xN) =min I: �NxjN 
jEJI . 

?条件I: aijxjN=゚ ' (mod 1) ト (3.7) 
jEJI 

XjNは非負整数， jε J' 

である.因みに，この方法は (m， n)={!76 ， 3385) とい

った大きな問題に適用されて成功を収めており [30J ，

構造的アプローチと分校限定法のハイブリッドアルゴリ

ズムの典型として，重要な位置を占めている.

なお， 七のアノレゴリズムでもっとも時聞がかかるのは

1978 年 12 月号

(IP) の連続問題を解いて最適基底解を求める部分であ

り，それ以外の部分には相対的にわずかな時間しかかか

らないといわれている.

4. フェイス構造

論理カットの項で述べたとおり，理論的には公式

(2.17)によって 0-1 計画問題(2.14) の実行可能格子点集

合の凸包を得ることができるわけであるが，どのような

のを選べばファセットが得られるかは明らかにされてい

ない.そこでこの節では，特殊な問題の構造を利用して

coXI のファセットを求める研究の一端を，コーナー多

面体とナップサック多面体を例にとって紹介しよう.

(イ) コーナー多面体

コーナー多面体 ( 3 節参照)は， m=1 の場合， 0豆町

<1 , jE'J; O<ß<1 に対して，

T={ZNlEaJZJNEP(mod l) , 
XjN は非負整数 (4.1)

と書かれる. Gomory [27]は，

2:: 1rjXjN 二三 π。が coT のブアセットとなるための必
J己J

要十分条件は，つぎのシステム

同+πj;:::'; 1rk ， ai十四j三日k (キ 0) のとき}

均十町=1 ，的十al=O のとき ! 
ト (4.2)

πj三 0， V j E J 

π0;:::'; 1 

の実行可能基底解となることである

ことを示しこれを用いて，し、くつかのケースについて

具体的にすべてのファセットを計算した [27]. また，

一般の m 制約問題への拡張 [36J，グループの陽表的表

現を必要としないアプローチ [16J ， 混合整数計画問題

への拡張 [28J などが， 72年から74年にかけて集中的に

発表されたが，現在この問題の研究はやや下火となって

いるようである.

(口) ナ '1 プサ '1 ク多面体

一方最近もっとも盛んに研究されているのは，ナップ

サック多面体や集合分割多面体などのファセット構造で

ある.ここで使われるのはグラフ理論的考察にもとづく

ブアセットの生成法と，それをもとに7J1jのファセットを

生成する，いわゆる持上げ (lifting) の技術である.こ

れらの方法を使うことによって coXI のすべてのファセ

ットが求まるというわけではないが，いくつかの興味あ

る事実が示されており，これによって整数計画法もかな

り数学的奥行きを増したように思われる.

そこで，以下整数多面体の中で，一見，もっとも簡単

な構造をもっナップサック多面体:

K=co{x εRη 1 2:: ajxj:::;ao ， xj=O または 1 ，
}=1 
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j=O ,…, n} (4.3) 

に関する結果について述べよう.ここで aj ， .1 ==0 , "'， π 

はすべて正整数であるものとする(この名前は ao をナッ

プサックの容量， ajを品物j の重量， Xjをナップサック

に入れるべき品物 j の個数と考えることに由来する).

これに対して得られた基本的な結果は，

.E aj>ao, .E aj<{゚o 'r/ S' 三五 Sc {1 ， 2，…，舟}
je8 . je8' ー

のとき

.E 3;jS ISI-1 
je8 

はKのファセットとなる

というものであったが【IOJ ， グラフ理論的考察にもと

づくさまざまな一般化が研究されている.とくに最近注

目されているのは，上のように簡単に求まるファセット

Es明白o SC{I , 2,"', n} (4.4) 

をもとにして，ダイナミックプログラミングを用いて

.E ll'j3;j+ .E π j3;jSπ。 (4.5)
je8 . . j$8' ー

を求めるファセットの持上げの方法である.これについ

ては， [6 , 12J に詳しい結果が示されているので関心の

ある読者は参照されたい.

これらの研究はあくまで整数多面体の数学的構造を調

べるのが目的であって，そのもとになる整数計画問題を

解くための研究というわけではない(たとえばナップサ

ック問題はファセット構造などと関係なく効率的に解く

方法が存在している)が，整数計画法の基礎理論として

今後も多くの研究が行なわれるものと思われる.ただし

整数多面体の研究はきわめて困難なものであり， このよ

うなアプローチにあまり多くを期待することは無理であ

ろうとする見解が有力で、ある [20].
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