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枝に容量のあるネットワークの入口の点から出

口の点までに流せる最大流量を求める算法は，

1956年に Ford と Fulkerson が提案した，ラベ

リングで流れを追加できる道を見つけてゆく方法

が最もポピュラーで，最大流の計算法はこれだけ

だと思っている人が多いほどになっている.この

算法は，実用上は問題なく使われてはし、るようだ

が，枝の容量が無理数だと有限回では終了しない

例は Fulkerson らも示しているし，たとえ整数

値容量でも，馬鹿げた回数の繰り返しをすること

もある.このラベリング法の欠点は，計算量が問

題のサイズではなく，最終的に得る最大流による

点にある.

これに対し，ラベリング法を有限回で終了させ

る改善と，計算量の上界を押さえた， Iri [12J , 

Tucker [17], Galil ら [15J の仕事がある.こ

の段階での計算量の上界は，途方もなく大きく，

実用のネットワークではそうなることはないまで

も最大流問題が相当複雑なものであることがう

かがわれる.

ところが Edmonds-Karp は，ラベリング法で

最悪のケースでも点、の数の 5 乗のオーダーの計算

量で済む規則を示したし，流れを追加する道の情

報を整理した補助的なネットワークを用いて，問

題の複雑さを改善し，計算量のオーダーがだんだ
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ん下ってきた.今では，理論上はかなり早いとい

う算法がいくつも発表されている.算法を速くす

る研究自体は貴重であるが，今ただちに，ラベリ

ング法から乗り換えてしまうほどのこともなかろ

う.

このあたりの進歩は， OR と計算機科学の接点、

に当るためか，計算機科学の人たちによるものが

多い. [18J には， すぐれた技術的な解説がある

が，あまり広くは知られていないようだ.それと

の重複もあろうが，ここでは，最近の発展の展望

を試みる. ~ 1 で問題を述べ， ~~ 2-3 でラベリン

グ法を，そのあと， ~4 ではその 10年の発展のき

っかけとなった， Dinic と Karzanov の方法，

さらにそれからの方法を ~5 で触れる.

1. 最大流量問題

n個の点の集合V と ， m 本の有向な枝の集合A

から成るネットワーグ Gを考える.枝はどの 2 点

聞にも一方向には高々 1 本とし，各校 a=(u， v) 

には正実数の容量 c(a)が与えられているとする.

このネットワーク上で，入口の点 s から出口 S

への流れとは，各校 a で下の (C1) の流量制限以

内であり，各点 v での流入量と流出量とが等しい

という連続条件 (C2) を満たすような ff(a) }のこ

とを言う:

(Cl) O::;;'j(a)::;;'c(a) ， すべての枝 a で，
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(C2) I:.!(a) = I:.!(a) , vキ s， t で.

ここで、in (v) , out(v) は，それぞれ，点むに入る

校 v から出る枝の集合を表わす.そして次の量

を流量F という:

F= ー (EICr)-EJLE))=Eぷf)-Eik)(1)
(C J), (C2)を満たし，流量がFの流れ(J(a) }を，

便宜上，流れ F ともよぶ.最大流問題とは ， F を

最大にする流れ(J(α)} を求めることである.

2. Ford-Fulkerson のラベリング法

(a) ラベリング:ある流れFから出発し (F=O

でもよい)，枝に残っている容量を調べて ， sから

t へ流れを追加できる道をみつけ，その道にでき

る限りの流れを追加するとし、う方法である.流れ

を追加できる道がなくなったら，最大流を得てい

る[7].

流れを追加する道は，ラベリングとし、う手順で

探す.まず入口 s にラベル(しるし)をつける.次

に，ラベルのついた点 u から，次のような校 a が

あるときに，未だラベルのない点むにラベルをつ

ける:

f(a) <C(a) の a=(u， v)EA (2) 

f(a) >0 の a=(v， u)EA. (3) 

(2)は，まだ容量に余裕のある枝であり， (3)はす

でに存在している流れを取り消そうとし、う逆向き

の枝である.この 2 種類の枝を，流れの追加に役

に立つ枝(実際に流れの追加に使うかどうかは問

わず)とよぶ[日].

ラベルをつけた点から，そこに出入りする各校

が役に立っかどうかを調べることを走査といい，

これが終わったかどうかで，ラベル済みの点を既

走査，未走査の 2 つの状態に分ける. ラベルに

は，どの点からラベルがついたか，枝の方向の向

きが逆向きにラベルがついたか， s からりまでは

いくら流れを追加できるかの 3 つの情報をもた

せておく.

この結果，出口 t にラベルがついたら t から

5 へラベルを遡って ， s から t への流れを追加で
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きる道p を見つけられ，その道に追加できる最大

限の流れ Jf を s から t に加える.この値は，

fmin{c(a) -f(a) }， 前向きの枝 a
Jf=minl (4) 

Lmin{J(a) }, 逆向きの枝 a

これを用いて ， p 上の各校の流れを修正し，

f(α)←-!(a)+Jf， a; 前向きの校

f(a) • f(a)-Jf, a: 逆向きの枝

流量F も追加し . F+Jf とする.

(5) 

このあと ， s以外の全点のラベルを消して， 0こ

ラベルがつかなくなるまで(流れを追加できる道

がなくなるまで)，繰り返す.

(b) 問題点:この算法は，枝の容量が整数な

ら，毎回の流れの追加量は整数であり，有限回の

流れの追加で，整数値の最大流量を得る.容量が

有理数でも有限回で終わる.しかし，無理数にな

ると，有限回で収束しないばかりか，無限回で収

束した値も最大流になってない例もある [p.21

7]. 

たとえ整数データでも，おかしな現象が起こる

ことがある.図 l の例で日]，流れを追加する道

として， (s, u , t) , (s, v , t) の 2 つの道がこの順に

選ばれたら 2 回の流れの追加で最大流量 2Mを

得る. ところが ， (s， u， v， t) と (s， v , u , t) とが交互

に選ばれることになると，毎回の追加量は 1 で，

2M回もの反復が要る.つまり，必要な反復数が，

計算をしてからわかる最大流量に依存しており，

ネソトワークの大きさで決まるのではない，とい

う欠点、があるのだ.

3. ラベリング法の有限回での眼束

ラベリング法で前記のような問題が起こるの

図 1 (校の記号，数字は容量)
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は，ラベルがついた点の中から，次に走査をする

点を選ぶルールが確定してなかったためであるこ

とに注目して，有限回で終わるような改善がいく

つか示された.その最初は Edmonds と Karp

によるもの [4J と書いたものが多いが(実は筆者

もそう書いてしまった l 人だが)， Iri が有限回で

終わるための策を提案している [pp. 140.-142, 

12]. さらに， 最近は Tucker も提案し [1 7]，

Ga1ilら口 5] がそれに計算量の上界を与えた.

では，有限回での収束の保証なく，ラベリング

法を用いていて，実用上困ったという報告がほと

んどないのはなぜであろうか.その理由のひとつ

は，実際のネットワークには，それほどタチの悪

い問題がなかったこと，それに，以下に述べる算

法上の改善が，プログラムする段階で，有限性の

認識はないままで，用いられていたためと思う.

(a) Iri のジグザグ現象防止策:図 l の例のよ

うに，ある枝が，流れの追加ごとに正逆向きに交

互に飽和するジグザグ現象を避けるために，次の

規則が提案された[12J : 

“流れを追加する道を探すときは，まず，正逆

いずれの向きにも飽和してない校のみからなる

道を探す.そういう道がないときに限り，いず

れか一方の向きに飽和している枝を含むものを

さがす

このルールを用いることにより ， 0(m3m ) 回の

流れの追加で，最大流量が求められる.

(b) Tuckerの有限性の証明:次に走査する点

を，“ラベル済みで、未走査の点、の集合から，前の反

復までで行なったのと同じ順に選んでゆく"と有

限回で収束する[17]. 次の Edmonds と Karp

のものより数年遅れて出たし，計算量の上界も示

しではないが，簡単な策で有限性が保証されると

いう点で意味がある.

Meggido と Galil が，この手I1闘に従うと， 0

[min(n! ， 3明)J の手間で収束することを証明した

[15J 

この上界も Iri によるものも，大き過ぎる値
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で実用的な評価には速い.実際のネットワークで

は，各点に出入りする枝の数は高々数本のことが

多いから，これほど大きくはあるまい.

(c) 流れ追加の最短の道: Edmonds と Karp

は[4J，流れを追加する道として，“含まれる枝の

数を道の長さとしたときに，流れを追加できる道

の中で最も短いものを採用する"という規則で，

高々 mn8の手間で，最大流が求められることを示

した.で、は，流れを追加できる道の中で最短のも

のをどうやってみつけるかだが，これは，“最も早

くラベルがついた点から走査する"という簡単な

競則でできる.

4. 補助ネットワークを用いる方法

最大流量の計算量の上界をラベリング法よりも

1 桁以上も小さくする算法が， ソ連の Dinic と

Karzanov により提案された.彼らは，閉路を含

んだ一般のネットワーク上の問題を ， s から t へ

の流れを追加できる道の集合でつくった閉路のな

いネットワーク上の問題に移しかえて，問題の構

造を簡単にして，計算量を減らしたと言える.

Dinic 臼]は， Edmonds-Karp よりも早く発表

されたが，説明は日3J とまとめるためにあとに

した.

Dinic の方法は 2 段階から成る [3J. 第 1 段

階は，ある流れから始めて，流れを追加できる最

短路をすべて列挙した別のネァトワーク(以後補

助ネットワークとよぶ)をつくる.第 2 段階では，

補助ネットワーク上で，極大流とし、う流れを求め

る.この極大流は，元のネットワークの流れを追

加できるすべての道で追加する流れに対応するの

で，極大流を元のネットワークの対応する枝に加

えてやる.これで，第 1 段階にもどる.以上を，

第 1 段階で，流れを追加する道ができなくなるま

で，反復する.これらの手11闘をもう少し説明しょ

>
? 

(a) 補助ネ・y トワーク:流れ (f(a)} がネット

ワーク Gにあるとき，補助ネ'"トワーク Gは，点
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図 2 ネットワーク G(校の数字は容量と流れ)

の集合は G と同じだが， s からその点まで、の流れ

の追加の最短路の長さによって層別したもの，枝

はGで流れの追加に役に立つものに対応して，つ

くったものであり，次のようにつくる s からの

最短路に i 本の枝が含まれるような点の集合を眉

とし沖、れと表わす.まずVo={s}だけでGとする.

次に s から役に立つ枝で結ばれる点の集合VlをG

に加える.この役に立つ校も Gに加える.次に，

Vlの点から，役に立つ校で結ぼれている点の集合

V2をGに加え，この役に立つ枝も Gに加える.こ

うして t がGに加えられたら止める.

たとえば，図 2 のように枝の容量と流れが与え

られていたら，補助ネットワークは図 3 のように

なる.図 4 のように流れがあると，これに対する

補助ネットワークは，図 5 のようにつくれる.図

5 の枝 (3 ， 2) は，元のネットワーク(図 4 )の校

(2, 3) の流れを打ち消す逆向きの校であることに

注目されたい.

G で，流れを追加できる最短の道の長さが J で

あると， Gで、は点の集合Vo= {s }, Vl , V2， ・"， VZ= 

図 4 ネットワ -?G(校の数字は容量と流れ)
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図 3 図 2 の G と流れに対する補助

ネットワーク G(数字は容量)

{t} を得，枝はすべて Viから次の Vi+lへ向うもの

のみになっている.

t を含むGがつくれなかったら， Gに流れを追

加できる道がないわけで，最大流を得ている.

(b) 補助ネ'"トワーク上の極大流:補助ネッ

トワーク上の枝の容量，流れには記号の上に波印

をつけて表わすことにする.G の枝 a の容量を次

のように定義する.すなわち， Gの技a= (u , v) に

対応する Gの校が，

前向きなら c(a) =c(a) -f(a) , 

逆向きなら c(a) =f(a). 

また ， G上の極大流を s から t へのどの道も

飽和した校を少なくとも l つは含んでいるような

流れ(f(a) }と定義する.このG上の極大流は，普

通の意味の最大流とは異なる.たとえば，すべて

の校の容量が 1 の図 6 で，道 (s， 1, 4, t) 上の値!

の流れは，極大流だが，最大流ではない.

こう定義した極大流FがG上で、求められると，

これは元のGで流れを追加できる長さ l の道をす

べて用いて増加できる流れであり， G の流量を

l1f=F増やし，各校ごとの流れf{a) を対応するG

の校の l1f として (5)に用いて，新しい流れを求め

2 

図 5 図 4 のネットワークの補助ネットワーク G(校の数字

は容量と流れ，消した数字は押し流しのときに修正した量)
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図 6 G (校の数字は容量と流れ)

る.こうしてから，第 1 段階にもどる.

Gにおける極大流を， Dinic [3 J は，深さ優先

の探索で，流れを追加する道を 1 つずつ見つけて

求めたが， Karzanov [13 J が，流れ追加の道と

いう概念を破った方法を示した.

(c) K町zanov の方法:彼は，各点、での流れの

連続条件 (C l) を緩めた，次の (C3) を満たす流れ

を導入し，これを準流れ preflow とよぶ:

(C3) "EJ(a) 二::: "EJ(a). 
aeln(")αEOUt(t1) 

そして，各点で(C3) の両辺の差を超過量 e(v) ミO

と定義しておく.

Karzanov の考え方は s から流量制限を満た

す範囲でできる限りの流れを逐次割り当ててゆ

き，あとで，各点で、連続条件を満たすように修正

するものである.

まず s から出る各校に容量一杯の流れを与え

る. 次に ， Vl の各点で， そこへの流入量の範囲

内で，そこから出る各校と容量内で可能な限りの

量を流すように割り当てる.この手順を押し流し

PUSH とよび，順次 t まで、行なう.すると，釣り

合ってなし、 (e(v) >0 の)点ができてしまう.そこ

で， e(v)>O の点を含む， t!'，こ最も近い層 Viから

逆に ， e(v) >0 の点を e(v)=O とするように ， v 

に入る準流れを必要なだけ取り消してゆく.この

手)1原を BALANCE とよぶ• e(v) =0 になった点に

入る枝の流れは，以後はいじらない.

この PUSH と BALANCE の手順を ， Viで、 PUSH

が Vi+l に少しでも流せたら， PUSH を Vi+l に用

い，失敗したら e(v)>O のむを含む t に最も近い

Vに BALANCE を行なう. BALANCE ができたら，

778 (30) 

PUSHを，と繰り返し ， s, t 以外の全点で e(v) =0 

となるまで行なう.

(d) 計算の手間:本節の方法では，最大流量

が求められるまでに，補助ネットワークを作り，

そこで極大流を求めるとし、う手順を，何度繰り返

すだろうか.

h 回目の反復で流れを追加できる s から t への

道の長さんは，毎反復では長さんの道はすべて飽

和するように流れを増やすので，単調増加で lk+l

>h. 道の長さは， 高々 n-1 だから，反復数は

n-1 以下である.

補助ネットワーグを作るには，元のネットワー

クの各校を正逆向きに高々 2 回調べるだけだか

ら，手聞は合わせて，校の総数に比例して O(m)

三二 O(n2 ).

第 2 段階で， Karzanov の方法でGの極大流を

求めると，各点、は高々 1 度だけ BALANCE され，

この手)1闘を高々(中間点の数) n-2 回通って終了す

る.個々の BALANCE の手聞は，流れの取消しの

手間で決まり，さらにこれは PUSH のときに枝へ

の流れの追加の回数で・決まる.点ごとには，そこ

の out(v) の数だが，これは高々 n-1 本，したが

って総計では (n-1) (n-2) 回の手間で， 上界は

O(n2 ) である.

以上から，第 1 ， 2 段階ともに O(n2 ) で，これ

を n-l 回反復するのだから， Dinic-Karzanovの

方法は ， O(n3 ) の計算量が要る.

ところで，計算量の上界の飛躍的改善は，本節

始めに，流れの問題を閉路を含まないネットワー

ク上のものに直したことによると書いた.実は，

PUSH, BALANCE の手順は， Ford-Fulkerson 

以前に提案された最大流問題のヒューリスティッ

ク法と同ーのアイデアであることは輿味深い.

Boldyreff [1 J は， PUSH の要領で，入口から

11煩に流量制限一杯に流れを割り当て，あとで出口

から逆に，各点の出入りを調整する，洪水法とい

うものを示した.洪水法は，与えられたネットワ

ーク上で実行するので，閉路があるとなかなかう
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まく系統的にはできない. Karzanov は， [1 J を

引用してはいないのだが，最短の流れ追加の道に

注目して，閉路のない補助ネットワークを作って

から洪水法を用いるということで，問題の複雑さ

を一段緩めることによって，初等的な考え方にも

どれて成功したと言えるのではなかろうか.

5. その後の発展

この数年ーに発表されている最大流量問題の方法

は，いずれも， Dinic と Karzanov の算法から

出発しているといってよい.計算量の上界を小さ

くしてゆくことは，問題の特殊構造を利用して，

ある部分のみを探索できるようにしていると言え

ようが，そのためにプログラム技法上で，かなり

高級なことをして，プログラムのほうの複雑さが

増してくる.したがって，実際に計算するには，

問題の大きさや複雑さと，プログラムの手間との

トレードオフで使う算法が決まるといってよい.

以下に，この数年の若干の進展を示す.

(a) 両方向からのラベリング:ラベリング法

にしろ， Dinic-Karzanov の方法にしろ，入 fJ s 

から進むだけでなく，出口 t からも後向きに進め

てきて，両方向からのラベルが接したところで，

s から t への道をつくるとし、う方法が考えられる.

すでに知られてはいるようだが， Pohl [1 7]が，

前節の方法に適用し ， n= 1000, m=5000までのラ

ンダムに作ったネァトワークで計算実験をした.

平均計算時聞がO(n2 ) でしか増えないと報告して

いる.

(b) ネ'"クの点からの押し流し: Karzanovの

押し流しを，入口から始めずに，補助ネットワー

ク中の最もネックになっている点を見つけて，そ

こから出 rJ と入口に向けて押し流してゆこうとい

う方法を 3 人のインドの研究者が提案した [14].

流れfがあるときに，各点に入る校の容量の和，

出る校の容量の和の小さいほうで，各点の容量

pj(V)を次のように定義する:

p�(v)=min u:;竺_(!l) , ):: c_(~)] 
aeln~tJ)・eout.{ V)
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ただし ， s , t では[ J の中は一方の項のみとな

る . pjが最小の点をネソクの点とよんだ.

この方法の社算の手間の上界は， Dinic-Karzｭ

anov と同じく ， O(n3 ) だが，実際には，もっと簡

単だし，速くもなかろうか.

(c) Cherk副ky， Galil らの方法:この辺にく

ると，算法の開発であるか，すでに発表された

Dinic らの方法のプログラミソグ技法上の開発な

のか区別がつけ難くなってくる. Cherkasky (原

論文ではなく Galil の記述 [9J によるのだが)

は，補助ネットワークの点を分割した層を個別に

は扱わず，いくつかの層をまとめて面倒をみる超

層という概念に対して， Karzanov の押し流しゃ

釣り合いの算法を適用している.

Galil [9J は，趨層の記憶の方法に，グラブの

森の概念を応用した構造を導入して，また [11J 

では，道に飽和した枝がで、きて中断されても，残

りの部分をと手に記憶して用いるなどして，大型

のネソトワークに対して効果を上げようと計って

いる.

6. まとめ

各算法の計算量の上界の比較を， Ga1il [9, 10J 

から引用して，表 l にまとめる.枝の数の両極端

のケースも示してある.ラベリング法は，他の算

法より簡.単で， プログラムも楽だから， ~ 3 の方

法のひとつを用いて，有限性を確保しておくと安

全だ.少し大きいネットワークや，複雑なものに

は， Dinic の方法が， [18Jに標準的とも言えるプ

ログラム技法も示されており，有利だろう.

しかし， Karzanov の方法あたりからは，プロ

グラムも面倒だし， ~ 5 の後半のものになると，

プログラムの手間で，ちょっと考えてしまう.

Ga1i l 教授は，本年 5 月から 3 か月間，学術振

興会の交換で，伊理教授のもとに滞在し，筆者も

面識を得たが，彼の方法を n=200-1000 のネッ

トワークに用いたら (450ステートメントのプログ

ラムで)，残念ながら. Cherkasky の方法のほう
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表 1 各算法計算量の上界の比較

算 法(発表年 I n: 点の数， m: 枝の数 m=n2 m=n 

Ford-Fulkerson ('56) 

Iri (1969) 

Tucker ('77) , Galil ('79) 

Edmonds-Karp ('73) 

Dinic (1970) 

Karzanov (1974) 

Malhotra, et al. ('78) 

Cherkasky (1977) 

GaJi1 [9J (1978) 

GaJi1 [IIJ (1979) 

Tarjan (?) (1980) 

が優れていたという.数千の点のネットワークに

ならないと自分のものの有利さが出ない，と言っ

てた.

また Galil 氏は， E. Tarjan が ， O(mn log n) 

の算法を作ったと本人から聞いたと言っている.

ということは， ほとんど反復がないような方法

か，毎反復の手聞がごく減らされたわけで，論文

が早く出ることが期待される.

謝辞:この特集のコーディネーター伊理正夫教

授には，本稿に対しご意見をいただき改善できた

ことを感謝いたします.また， Galil 教授など多

くの方々から，資料や情報をいただし、た.
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