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線形計画法に画期的な新解法現わる?

伊理正夫

1. 計算の複雑さ

たとえば連立一次方程式を解くための“Gauss の消去

法"は，月元の方程式を， nS に比例する程度の回数の乗

除算と，そして約同数の加減算で解く.持地点の各 2 点

間の距離が与えられたときに，指定された 2 点問の最短

路を求めるには，いわゆる“Dijkstra [d .irkstr;)J法"を

用いると，がに比例する程度の回数の加減算と符号判

定の操作が必要である.このように，ある種の問題を解

くための算法の“複雑さ (complexity) "を「問題の規模

(size; 入力データの量 ) n が大きくなったとき，必要な

手間が n とともにどのような速さで増大するか」という

ことで定義しようという，大変に“実用的"にみえる数

学の一分野が，ここ十数年の聞に，誕生し，成長し，多

くの有用な結果を産み出してきた [1 J, [2J , [3J , [5J. 

(そして，他のほとんどの分野がそうであったように，

その分野の誕生の契機となった実用的な動機からは次第

に離れて，単なる数学的興味からだけの研究へと向かい

始めたようにもみえるのが，いささか残念である. ) 

問題の規模 n の増大とともに解に到達するまでに要す

る(最悪の場合の)手聞が O(河川(í高々がに比例する程

度J と読めばよい ;ρ はある定数)で見積れるような算

法のことを“多項式オーダーの算法"とよび，これをも

って“大規模な問題にも対処しうる実用的な算法"の数

学的特徴づけであるとしようというのが，“計算の複雑

さ (computational complexity) の理論"の立場である.

多項式オーダーの算法が存在しない，すなわち，どの

ような方法を考えても 0(3刊とか O(n!) とかの手間

の算法しか作れない，ような問題が存在することも知ら

れている.ところが， r現在までのところ多項式オーダ

ーの算法が発見されてはいないが，しかしそれが存在し

ないと密閉されているわけでもなし、」という問題がまた

非常に多い. そのような問題の中で典型的なものが，

rO(nP ) 段調べれば答がわかるのだけれども，各段ごと

いり まきお東京大学

1980 年 3 月号

にいくつかの場合分けをしなければならないので，すべ

ての場合を尽くすのには多項式オーダーの手間ではすま

ない(一つの可能な場合を選んで調べるだけなら O(nP )

の手間ですむ)J というような形に書ける問題のグルー

プで， このような形に書ける問題のことを“NP問題

(non.deterministic polynomial-time problems)" と

よんでいる.きわめて興味深いのは， NP問題の中に「も

しそれに対して多項式オーダーの算法が存在すれば，す

べてのNP問題に多項式オーダーの算法が存在する」と

いう意味で“普遍的な"ものが存在するということであ

る. このような問題は“NP完全問題 (NP-complete

problems)" とよばれ， S. A. Cook という人が10年ほ

ど前に発見した概念である. NP完全問題の中には，整

数線形計画法の問題，巡回セールスマン問題，ほとんど

すべてのジョプショップ型スケジューリング問題，ナッ

プ+ッグ問題，等々， ORに関係の深いものが多い.現

在では，数え方にもよるが，数千の問題がNP完全であ

ることが知られているという.あまりにも多くの著名な

難しい問題がNP完全であることが示されてしまったの

で，そして，それのどれかに“良いぺすなわち多項式オ

ーダーの)解法があれば他のすべてに対して良い解法が

作れるというのであるから， rNP 完全問題には多項式

オーダーの解法は存在しないであろう j と，この方面の

専門家達は確信しているようである.

2. 線形計画問題の複雑さ

線形計画法は，もともと，その特殊な場合であるネッ

トワーク型の問題を土台として発展してきたという陵史

がある [8 J.ところで，ネットワーク型の問題の中に

は，多項式オーダーの算法が知られているものカ2かなり

ある. (点の数を n として 2 点間最短絡問題に対する

Dijkstra 法が 0(n2 ) ， 2 点間最大流問題に対する江HH

HL{-Kap3aHOB (Dinic-Karzanov) [dímts-karzán;)f] 法

が O(nS ) など. )一方，整数線形計画問題はNP完全で

ある.

「では，普通の線形計画問題についてはどういうこと
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になっているのかJ ということは，この方酉の専門家す

べての関心事であった. “経験的にはぺ mxn 型の標

準形の線形計画問題を主単体法で解くと，たいてい高々

3m固くらいの基底変換を行なううちに解に到達してし

まう(あるいは実行可能解が存在しないことがわかる)

ので， O(m2 n) くらいの手間(四則演算の数)しかかか

らない(実際には係数行列の疎構造に着目した各種の工

夫を取り混ぜることによってもっと速く解けるにしか

し“理論的には" r単体法の枢軸選択規則のどのような

ものに対しでも，それに従った場合，すべての基底を通

過してからでなければ最適解に到達できないような問題

が存在する j ことが知られているので，本当には安心で

きない.

このような情況が長く続いていた所へ，昨1979年春の

ソヴィエトの且OKJ\a.ll.bl(Doklady) [dakfádiJ に刀.f.

Xa可HlIH(L. G. Khachian) [xátJijanJ が 4 ページの論文

“線形計画法における多項式オーダーの算法" [10J を発

表して，大袈裟にいえば，世界中の数理計画法の専門家

達に一大衝撃を与えた. XatJHlIH の結果を一言でいえば

「係数行列， 右辺ベクトル， 目的関数の係数がみな整数

(有理数としても同じ)であるような線形計画問題を解

くための多項式オーダーの算法がある J というものであ

る.ただし，問題の規模，計算の手間の定義が従来のも

のとは微妙に異なる(ある意味では，より実際的な定義

ともみえる)し，また，算法がソヴィエト学派の開発し

たものであって，単体法とはまったく異なるものであっ

たのも，当然とはいえ，面白い.問題の規模は，従来の

“制約式の数 m， 変数の数 n" という大ざっぱなもので

はなく，“入力データの総ビット数 L" のようなもので

定義される(すなわち「どのくらいの精度で諸元が与え

られているかJ まで考慮する).計算の手間も，それに応

じて，従来の“四則演算の総数"などではなく，“ピット

演算の総数"のようなもので計る(すなわち「高精度計

算を要するときにはそれだけの手聞がかかるとみる J) • 

利用する手法は H. 3. Illop(N. Z. Shor) [J:>rJ 等により

発展させられていた一種の緩和法，勾配法 (π 次元空間

における 2 分法ともみなせる)である [IIJ ， [12J. 

3. XaQHHH の理論の概要

後節でも触れるように，原論文 [IOJ を“解読，改良，

解説"したと称する資料 [6 ]が西欧やわが国に出廻っ

ているが，確かにいくらかの改良はなされてはいるもの

の，ソヴィエト学派の伝統の影響，計算精度に関する細

かな注意なども含めて，原論文にはそれなりに生き生き

とした考え方の流れが見られるので，ここではあえて原

論文のほうに忠実な紹介を試みる. ([ 6 J における“改
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良"も“実用性からの距たり"という観点からすれば，

大したものではない. ) 

問題は， r与えられた mn+m 個の整数 aij(i=l ， "', 

m;j=l ， ・・ ， n) ， bi (i =I ， … ， m) に対して，

L:j=1 aijxj~玉 bi (i=l ,…,m) (1) 

を満たす実数 Xj (j =I ， … ， n)が存在するかJ という，実

行可能領域の非空性判定の問題であるとする.すでに注

意したように，与定数が“整数"であるという仮定はあ

まり強いものではない. (われわれはどうせ有限桁近似

であらゆる数を扱うのであるから. )また，普通の線形計

画問題の形，すなわち rAx豆 b， x孟 O のもとでど・z を

最大にせよ」も，双対問題と一緒にして rAx孟 b， -x 

壬0， -A'y豆 -c， -y;玉 0，ーが・x+b'.y;五0 をすべて

満足する (x， y)が存在するかj という形に，等価に書き

直せることに注意されたし、(後記 2 ， 3 も参照されたし、).

Xa可HlIH は問題の規模を，

L=[2A同(!aij! + 1) 

+ ﾈI log2 ( ! bi! + 1 ) + log2 nmJ + 1 ( 2 ) 

で定義する. ([ J はガウス記号 ; n , m , aij , bi 等を表

わすのに必要な入力データの総ビット数が L であるこ

とは明らか. )算法において使われる場所と手間は以下の

通り.

(i) O(m坦 +n2) の作業用記憶場所(各記憶場所には

。(nL) ピットの情報(数値)が書き込まれる

(ii) O(が (n2 +m)L) 回の四則と開平演算(各演算は

。(nL) 桁の精度で、行なわれる).

考え方の大筋はつぎの通りである. (1)を満たす解 x=

(XI> … ， Xη)' があるかどうかは， n 次元空間 Rn におけ

る関数

。 (x) =maXt=l ,"',m( .E j=1 atjxj-bt) ( 3) 

の最小値が負(非正)になるかどうかと等価である.と

ころが， 8(x) は“断片的に線形な凸関数"であり，この

ような“微分不能な点が多くあるような凸関数の最小化

問題"に対しては， ソヴィエト学派により勾配法，緩和

法系統の各種の方法が研究されてきていた(たとえば

[9J, [IIJ , [12J などを参照). XaQHlIH も，まさに，

その伝統に乗って考えたわけである.

さて，つぎの事実は，厳密に証明しようとするとかな

りのスベースを要するが，常識的には自然なことと納得

できょう. (意味のある点は超平面 .E j=laりおj=bt の交

点、であるということと ， aìj ゃんが有限桁であるので意

味のある点の座標を分数表示したときの分母，分子の大

きさには自ら限界があるということが強く効いている).

(a) 8{x) 謡 0となる点 z があるとすれば，それはそん
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E( ν) 第 νステップまでの知識では， r /J (x) 話。

、

になる点があればこの中にある」というこ
とカfわかっていた

こちら倒1 には

一一第け1 ステアプ目では /J (x)副となる点の
'7r 存在範囲をこの中に狭める
〆, 

/壬lν+ 1), , , 
J , 

" 
A,,,,,, 

.......".~ 

なに速くでない所にもある.すなわち， 11創出 2L を

満たす所にもある . (11'11 はユークリッド・ノルム

Ilxll=I:j=IX}'. ) 

(b) minxeRn O(x) >0 ならば，任意の x( 宅 Rn) に対

して O(x) 注 2 ・ 2-L である.

したがって，われわれは，超球 S={xlllxll 壬 2L} 内

で，関数 O(x) の最小値を，誤差が 2-L 未満になるまで，

近似的に求めればよい.その近似最小値を O(x) として，

図 1

(x(.+Il, Q<.+Il)を作る所がこの方法のミソである

(図 1 ).それには， uω を -Qω九 at.(aら= (ai
1l
1, 

・・ ， ai.n)')方向の単位ベクトル， Uω を uω を第 1

列にもつ n 次の直交行列， ゐ=diag [n/(n+ 1), 

(1-1/珂2) -1/2,…, (1 ー l/n2)-1I2J として，

x(.)=x(.)+Qωuω/(n+l) ， 

Q(.+1)=211sn2 QωUωAn' (7) 

O(川口 =min(Oω， O(が叶口))

。 (x) 豆 2-L なら真の最小値 Os=O(x) は Os豆0 となって とおけばよい. (計算誤差のことを考えなければ，

(1) は実行可能解をもち， O(x) 孟 2 ・ 2-L なら (1) は実行可 このことは，丁度手頃な n次元空間における解析幾

能解をもたない. 何学の演習問題である.後記 5 参照. ) 

この近似最小値を計算するための算法として，山op 上記の手順を ν=0， 1 ， 2 ，… ， 16n 2 L(高~)繰り返せばよ

等が開発していた“超楕円体の方法"[11J， [12J が使わ い (O(lSn2LJ が話 2-L となるかミ2 ・ 2-L となるかを見れば
れる.以下では，単位超球 Ilxll 豆 1 を行列 Q で変換しさ よし、)というのが XaQHlIH の提案した方法である.必要

らに中心を Z だけ移動させたという形で， n 次元超楕円 な四則演算や開平の回数の見積りをすることは，そう困

体 E=(x， Q) 三 {x+Qzl Ilzll 謡 1} を表わすことにする. 難でないことは明らかであろう.面倒なのは，

10 x(O)=O, Q(0)=2L ・ I如 何)上記の諸計算をどのくらいの桁数をとって行なえ

。(O)=O(x(O)) = max~tl-bd (4 ) ば自信をもって不等号の判定ができるか，

とおく. (事実 (a) によれば，求める最小値は，ある (ロ) ν=16がL 回 2 0 の手順を繰り返せば，確実に最小

とすれば， E(O)=(xω， Q(O)) の中にある. ) 値が誤差 2-L 未満で求められるか，

20 O(xω) 豆 2-L なら実行可能解が存在することが結 という 2 点である . XaQ即日はこの点を十分慎重に検討

論される.そうでなければ， しているが，ここでそれを詳しく説明する余裕がないの

。(xω)= I:j=14i.jXjω-bi• (5 ) 

となるような ι を見出す.そうすると，半空間

Hω={x l I: j=lai.j(町 -Xjω)>o} (6) 

では O(x) の値はますます大きくなるだけであるか

ら， O(x) の最小値が負(非正)になるとすればそれ

は Eω-Hω の中である.この E(吋-Hω をすっ

ぽり包む超楕円体で“なるべく小さいもの" E(II+l)= 

1980 年 3 月号

は残念である.ただ，第 1 点に関しては，

(イ) 2 進法で表わして，小数点以上23L ピット，小数

点以下 38 1lL ビットの場所を用意して，すべての計

算を行なえば十分である

ということが確認されており，第 2 点に関しては，

(吋 趨楕円体 Eω の体積 detQω が(計算誤差まで考

えに入れても)
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2-11先~detQ(v+1l jdet Q<v) ~五 2-11拘

程度の速さで減小してゆく

(8 ) 

という事実安利用して証明ができると ， [IOJに述べられ

ていることだけ記しておこう.

4. XallHSIH の理舗の評価

まだ世界的に評価が定まっているわけではないが，筆

者の綴人的意見はつぎの遺言りである‘

( 1 ) 線形計画問題に対して，このような意味での，

多項式オ山ダーの算法が存在するということが示された

のは，獲重量的には大変意義深いことである，とくに，ネ

ットワーク・フロー裂の諮問題に関速して，さらに具体

的な結果が得られてくる可能性が高い. (係数行列の完

全単撲性が利用可能であるため. ) 

(豆) 多項式オーダーというようなことはJ3IJ として

も，単体法以外の算法への関心が高まることは好家しい.

たとえ最終的に単体法が綾良であるとの結論が出るにし

ても，単体法の特徴を種々の角度から~君主してみること

は大切である.

(ill) しかし， Xa'lHl!H がいう遜りの算法が，事普通の

線形計慎重問題の解法として，単体法に言まちにとって代る

とはとても忍えない.実用的な大きさの m， 持と実用的

な精度に対しては， Xa'lHl!H の算法で“理論的に"予想

される手間(他の問題に対して計算の複雑さの潔論で

“良い"とされている算法の多くがそうであるように，

“最悪"に泣い場合が実際にしばしば起こる)は，単体法

による“経験的な"手間に比べて桁途いに大きい.もし

ソヴィエト減算法がこの場合実用になるとしても，その

ためには多くの付知的技巧が“実潟化研究"によって作

り出きれなければならないであろう.

(IV) 少々不真OO !:Jとの欝りを覚僚のうえで惑かせて

いただけば，“計算の複雑さの理論"が今宿ほど成熟す

る以前にこのような論文が泊されたとしても(多分脅か

れなかったであろうが)，恐らく“実用からほど迷い"理

論としてー綴だに与えられなかったであろう.ひと昔前

の良識派は，このことを現在の計算の複雑さの議論が誤

った方向に滋んでいることの一つの鉱拠とみなすかも知

れない.あるいは， Xa'l日l!H 流の方法が将来実用的価値

を発揮して，計算の複雑さの理重量が一大凱歌をあげるこ

とになるかも知れない.どちらになるか私には興味津々

である.

5. =.::1ースの缶わり方

筆者にとって， X問問問の理論は，それ自体ももちろ

ん興味あるものではあったが，それに劣らず，それにつ

いての“情報"の伝わり方が興味深いものであった.そ

180 (54) 

こで，きわめて偶人約な経験を，これもまたきわめて傍

人的な感想とともに，時間JI震に{日記盟主に)ここ

連ねることをお許し願いたい，

く 1> 1979若手 4 J3中勾:一一藤重傍殺{東大工学部議

節;現筑波大学幼教授)が，東大工学部計数工学科図書事

蜜で論文[IOJ~ピ見つけ「線形計画法が多項式オ{ダ円で

解けるという論文がありますよ j といって教えてくれ

る.侭だか変な懇だと学長君主幹疑ながら， る月 i 日， 2 ゚  

名古屋出張の際に新幹線の中で読んでみると，どうもま

ともな論文らしい. 藤主主草きとは. ~4 に警察いたようなこ

との一部も話し合った.

く 2> 1979年 7 月:一一一 6 自にカナダのそント首公{

ルの McGill 大学の Chvátal [xv6:t<llJ 教授i 12 日に

アメワヵ lllinois 大学の C. L. Liu 教授が筆者の続究

室に来訪. rア~ 9 カ，カナダではロシヤ人ヵ工線形計商

法~多項式オーダ{で解く方法を発見したという噂が流

れている J という話が出る.多分，藤重震が発見しずこの

と i湾じ話だろうと患って意見を換わす{先方もあまり詳

しいことは知らないらししサ.

く 3> 1979年 8 月 27 日 -31 日:一一 3 年ごとに関かれ

ている“数獲計磁法密際シンポジウム"の第1O@]!3がカ

ナダのそント F オーノレの McGill 大学で静苦かれ，それに

出席. (ついでながら，今回日本からの参加者は約20名

に逮し. Carn母gìe-Mellon 大学の E. Bala~[bálafJ 教

授などは“In this symposium Jap皐n i量 well r句re

sented." だと笈めている.むしろ，学術的にあまり

well represented でなく“政治的参加"が主の閏があ

ることへの不満がいし、たかったのかも. )ところが，ほと

んど会う人ごとに f線形計額法の多項式オーダーの毒事法

の品且ースを知っているかJ と聞かれる.こちらが知っ

ているので当てがはずれたような顔をする人もいる.北

米でもかなりホットなニ品一スらしい.

このところ，このシンポジウムでは線形計画法鱒係の

トピックスが続いている.第 8 回のスタンフォードので

は， Scolnik とかいう人がやはり多項式分{ダーの事事法

を発表して議題となり(これは間もなく筒違いとわかっ

て幕! )，前凶第 9 回の Budapest [búdapeftJ では，

R.G.Bland (現 Cornell 大学助教授)の“退化があって

も巡尽を起こさない欝単な単体法"の発表があった([4J

参照;この務者ピ含んだ教科著書[7]がわが閣にはすでにあ

るに今回は， Xa'lHHH の方法(にいくらかの改良を加え

たと称するもの}の解説講演が， 1i高々 Stanford 大学滞

在中のハンガジーの Szeg吋 [8長gedJ 大学のL.Lov疽z 

[l:Sv口 :sJ 教授(まだ30才そこそこの若きながら，学生時

代に perfect graph conj母cture に解決を与えたほか，

組合せ識の分努ですでに多くのすぐれた業擦を重ね，
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R句yi [ré: JliJ , Erd� [érdø: J], その他多くの鬼才合

重量んだハンガ翌一組合せ総の伝統の次代の旗手として万

人が認める俊コt; アカデミー会員に推毒毒されているとい

う)によって McGiJl大学の大講殺で行なわれた.多数

の穂衆がつめかけ，用意された資料[6] (これもたまた

ま Stanford 大学滞在中の Roch約ter 大学の P.G品cs

f富山村出やはりハンガ野山人}との共作)はあっという

関に品切れ，並行して関かれたセッシ簿 γもあったであ

ろうに，それらのセッシ沼ンの講演者には気の毒なくら

いであった.

多くの人が関心唱ともっとと自体はよい.しかし“数灘

計鍾シンポジウム"に参加した人のこんなに大きな部分

が 2 次情報を得るために集まるのは少々異常ではない

か，というのが筆者の偽らざる印象であった.実際，と

のことについて言語をした潤欧圏の人達のほとんどは f 口

シア務で書かれた諸島ったは知らなくて当然，読めなくて当

然j という態還をである.外国語についてかなりの努力を

強いられているわれわれ日本人からみると fもっと真理詰

尽に落着いてやれj といいたくなる.情報伝達機嫌が発

途したために，国ごとの人ごとの個性が失われて，付和

鍵同君主の研究が増えてきている反霊祭，大情報襲警の外に l

歩離れると，そこでの研究は昔よりかえって知られる機

会が減っているという恐れはないか，等々の不安が猿を

かすめる.

<4> 1979年 9 月 3 白川 8 日， 10 日 -15 日:ーーボ山

ランドのワルシャワでの The ヲ th IFIP Conferenc告

on Optimization T田hniques，引緩いてルーマニアの

ブラシ s フ (Bra~ov) での Th母語th Conference on 

Probability T}宣告ory t;こ護主主n. そこでは， モント!):;t'円

ルではあまり会えなかった東欧の人逮多勢と会うことが

できた.そのやで，ワルシャワでは X制服討の湾僚筋?と

当たる若い数学者の E. JIeBHep(E. Levner)[l'討がerJ

博士{モスクワ中央緩済数学研究所;総合せ約最遼fとや

近似算法の分野で活発に研究している) ，!:，プラシ謂ブ

ではそのボスの A.A.φPH且MaH (A. A. Fridman [frld叩

man])教授と， XaqHltH の論文について話し合えた.彼

らも Xaq語草おの成果は潟く評価していたが， r しかし，

この結果が得られるための下地はソヴィ品トで十分醸成

されていたわけで，そのうえに“計算の複雑さ"の観点

を一寸プラスしたら， 1ï誌もにあのような結果が得られる

のだ.もちろん“そのような見方をしたら"という驚想

はすばらしいのだが. j と強認していた.筆者もこれに

はまったく湾感であるーわが習でも，皆で協力して，“輸

入品の化粧夜L" ではない研究成巣をぜひ続々と作り出

したいものだ.

く 5> 1979年 10月 2 日:一-ソヴイ品トから流出して

ゆ80 年 3 月号

ブランスの CNRS に所属している総合せ数学者の M.

0拙邑博士が筆者を訪れた擦，たまたま， B本学術振興

会の招きで東大に滞在中の品品一沼町グ市立大学 L.

Weinberg 教授(釈放器理論，グラフ理論，マト開イド

理論，毒事で有名)と 3 人での畿が X剖HltH の件に及ぶ.

Weinberg 先生はこの件につき?御存知ないらしい.早速

こちらのそ葬許にある資料を議上げる. Deza さんも言語は

開いているものの原論文[1O]k士見たことがないというの

で， コピーを主義上げる.

< 8 > 1979年11月 2 日:一一ω日科技研が英国へ輸出し

ようとしている化学プロセスシミ品レーターの件で英滋

ICI ゃ CAD Centre からの何人かの人達と，お本側か

らは日科技研の人達，東工大の大島栄次教授夫喜怒毒事ι

椿山荘で会食する.夜の椿出粧の践の散策中に CAD

Centre の Branch 博士との会昔話がグラフ理論に触れ

る.そのとき氏が f ソヴィ z トの数学者が巡5ヨセ{ルス

マ γ問題を解く良い方法を発見したと新鯖に出ていた.J 

といい出す恥 NP完全問題がそう簡単に解決すると iま償

じられない筆者は，ただ呂をパチク予ずるだけで， rそう

ですか，しかし，それは良い解法がなさそうだというの

で有名な難問の一つなんですがj としか答えられない

Branch 氏も別に組合せ論や計算の複雑さの理論の専門

家ではないから，それ以上つつ込んだ言者にはならなかっ

た.この畿はしばらく忘れてしまっていた，

0> 1979年11 月 8 日:ー…叩「大学院生の手燦集肴が

見つけたんですが，ここんな記事が総ていますよ j といっ

て，助手の関口東軍雪が Daily Yomiuri の切抜き[14Jを

もってくる‘ 5もると rKhachian という棄襲名の望号いロシ

アの数学者が滋問セ…ルスマン問題を多項式オ{ダ{で

解く方法令発見した.今まで何十億世紀もかけなければ

解けなかったような問題が約 1/5 秒で，ポケット官駐車で

も解けるようになった. J というようなことが書いであ

る.しかも九月に発表されたのに窓側には10，草月も知

られずにいた. J とある. rおやおや， Xa可沼克廷は巡悶々

ールスマン問題も解いたのか.しかし変だな.新聞記者

が何か感激いしているのでは. J というようなことを関

口君と議しながら， Weinberg 先生にもそのような意

見つきでコピーを渡す.この記事の最後に，ニ品{ス.

ソ{スが

な章新存開}とあるので， Branむh 氏の逃践の慈の総所もこ

れだなと思う.

く 8> 19秒差手1I}3 21 B :ー-Weinberg 先生が f雪皮肉

から N母w York Tim切にこんな吉正事が敏っていると

いって送ってきたj といって，コピ~[1勾をくれる.そ

れには， r巡思-l!ールスマン問題，紫菌数分解にもとづく

暗号，石油精製，天気予報 Ä ケジューリング，等の，
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大切なのに今までのところ大変時間のかかるやり方でし

か扱えなかった問題がたくさんある」ところへ， fKhaｭ

chian というロシア人が，最大難問の一つである“巡回

セールスマン問題"に関連のある問題を計算機を使って

解く方法を提案した」と書いてある(下線の部分がにく

い!l.そして，線形計画法の教祖 G. B. Dantzig [d豁

ntslkJ 教授 (Stanford 大学)の言として「私の所へは，

政府各省から，このことの重大性についての問合せが殺

到しており J ， fLovász と Gács が Stanford 大学で

Khachian の論文を解析しそれを敷街した論文を書いた

が，ここ数日間，その論文の請求の手紙の洪水が押し寄

せている. J といって， センセ{ショナルな記述をして

いる.具体的に“誤った内容"が書かれているわけでは

ないが Dantzig 先生の名前などもち出して， 今にも

日々の計算技術に大変革が起きそうな調子である.

ここでも f 1 月にソヴィエトの雑誌に載ったものが西

欧で注目されなかったのは，一つにはロシア語で書かれ

ていたのと， 一つには著者が無名だったことによる J ，

I このことは California 大学 (Berkeley) の E. Lawler 

教授が正しく注目したJ と書いている，しかし，気がつ

かなかったことの言い訳に“理由"は要らない.単に“不

注意だった"だけではないか.また， Lawler さんも，

実は 5 月にドイツで Köln 大学の R. Burkard 教授か

らこのことを教わったのだそうである ([13Jによる).

New York Times のこの記事で，話がわれわれの知

っているのと同じことなのだという自信がやっともてた

が， こんなにセンセーショナノレに書かれると，何かわれ

われのまだ知らない話もあるのかなと少しむ配が残る.

く 9> 1979年 11 月 28日:一一森口繁一先生から別の用

件でお電話をいただいたとき，先生が「線形計画法の新

解法についての New Y ork Tímes の記事のことを知

っているかJ とおっしゃる.上記のようなわれわれの知

っている限りのことを申し上げると， f実は， 11 月 12 日

に竹内啓さんと一緒に Stanford 大学を訪ねた機会に

Dantzig 先生にお会いしたら，その記事のことで憤慨

しておられたよJ とのこと. Dantzig 先生は，記事に

書かれているような Stanford での騒ぎについて記者に

話した後， f しかし， 理論的な意義はともかく， 実用的

には， XaqHHH の方法が直ちに単体法にとって代るとい

うようなことはまったくなく，その実用性の検討は将来

の問題だ. J とし、う慎重論を強調したにもかかわらず，

そのことは一切無視して，先生の名前がセンセーション

を煽るためだけに利用されているので，すっかりおかん

むりだったとのこと(後記 4 参照).これで、やっとわれわ

れの理解が間違いでなかったと自信がもて，安心した.

森口先生からは，後日，上記諸記事のソースとなった

192 (56) 

Science の抜刷[13Jを頂戴した.さすがに記事の正確さ

はかなり良く， 当を得たことが書いてはある. “巡回セ

ールスマン問題ヘ“線形計画問題“NP完全問題等

の概念の相互関係も，落着\"-C責めば誤解がな月三よ空手

書いてあるが，それらが位置的に近い所に書き並べてあ

るので，慌てて読み間違えた記者がいたのであろう.

(科学朝日 2 月号の記事 [17J のことも森口先生から御教

示をうけた.巡回セールスマン問題のことなど非本質的

なことが強調されている短いトピックス記事である. ) 

後記 1 後になって知ったが，わが国の一部で fNP

完全問題が，したがってすべてのNP問題が，多項式オー

ダーで解けることが証明された」という噂が流されかけ

たという.地震関係の流言を笑ってばかりはし、られない.

後記 2 1980年 1 月 11 日，藤重悟君がまた“凸 2 次計

画法は多項式オーダーて解ける"という XaQHHH 等の論

文 [16J を見つけて教えてくれる. S 3 で概説したよう

な考え方が，そのまま 2 次計画問題に適用されている.

8(x) =max{f(x) ーがぺ maxrと 1 (L::J=laijX j-bt )} とお

く .f は 2 次目的関数 cω は反復計算の過程でそれま

でに知られた実行可能領域内での f(x) の値の最小のも

の.線形計商問題(最小化問題)もこの形で扱える (f が

線形でも同じように扱える).

後記 3 1980年 2 月 5 日， Cornell 大学のOR学科，

計算機科学科の D. Goldfarb 教授から研究報告 [18J が

届く.多項式オーダーとし、う観点は抜きにして， ソヴィ

エト流の算法を実用化してみようという話で， 本稿 S4

の (ll) ， (ill) の方向に踏み出したもののようである. (問

題は“後記 2" の形式で扱っている. ) 

後記 4 (校正時帰入) 今野浩君(筑波大助教授)とこ

の話をしていたら， Dantzig 先生のこのような意見が

Stanford 大学の部内資料 [19J として印刷されていると

教えてくれた(1980年 2 月 6 日).

後記 5 (校正時挿入 ) Eω-Hω [Eω=(xω， Qω) ， 

Hω は式 (6)J をすっぽり包む“体積最小"の超楕円体

が E<>+ 1)= (xω+ 1)， Q<川))[式(7)およびそれに先行する

数行を見よ]であることの略証(編集委員長からの要請

により追加) :一一式(7)の Q<川〉の定義式の右辺の因子

2118n' は，計算誤差を考えてちょっと“余裕をもたせる"
ためのものなので，ここでは無視する.任意の直交行列

U に対して， E={x+Qzlllzll=I}={X+QUzlllzll=1} 

であるから，また， x-空間の超平面 a'.x=O は z-空間

では， a' ・ (Qz)=(Q'a) ・z=O に対応するから ， Uω， U<>)

を本文中で定義した通りとすれば， E<叶口=(x<.+口，

Q<>+川は，

x'昨日=xω+ßQωuω，

Q'>+ I) =QωU'>)diag [b, a , …, aJ (9 ) 
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Z, 
1 

Z2 ,…,Z. 

T

ム

図 2

という形に書くことができる (ß=I-b で， a, b は n 次

元単位超球の上半分を図 2 のように包む破線の超楕円体

の長径，短径). (“伊理，韓:ベクトルとテンソノレ，教育

出版， 1973" のテンソルの概念の説明は，この辺の考え

方の参考になろう.)図 2 より，破線の超楕円体

{Zlー {1-b))2jb2+ I: 1=2Zj2ja2=1 (10) 

は， Z2=…=九=0 のとき z， =1 で球に接するから，

rZ1 =0 のとき I: 1=2 Zj2= IJ という条件:

{1jb-1)2+{lja)2=1 (II) 

が a， bが満たすべき条件である.また，破線の超楕円体

の体積は (z から x への変換は斜交変換ではあるが，体

積を“最小"にする問題だけを考えているのであるから，

体積の変換係数 detQ は問題にならないことに注意! ) 

V=an-1.b (12) 

に比例する.そこで，条件(1 1 )のもとで(12)を最小にす

る a， b{>O)を求めれば， a=(1 ー1/が )-112 ， b=nj{n+ 1) 

(戸 =1-b=lj{n+I)) が得られる.
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