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研究成果の概要：経済学，システム工学，最適化理論，アルゴリズム理論などの広汎な分野に

おける基礎的諸問題に関わる離散構造を，離散凸性という横断的視点から整理し，「離散凸」と

いう新しいパラダイムを確立し，それを広範囲の応用分野に浸透させる研究を行った．「離散凸

パラダイム」の横糸を成す，構造定理やアルゴリズムを代表とする離散関数に関する数理の研

究と，縦糸を成す，諸応用分野における具体的な諸問題に対する研究を行った． 
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 直接経費 間接経費 合 計 

２００６年度 3,900,000 1,170,000 5,070,000 

２００７年度 3,700,000 1,110,000 4,810,000 

２００８年度 3,500,000 1,050,000 4,550,000 

年度    

  年度    

総 計 11,100,000 3,330,000 14,430,000 

 
 

研究分野：数理工学 

科研費の分科・細目：応用物理学・工学基礎・工学基礎 

キーワード：離散最適化，凸関数，双対性，劣モジュラ関数，マトロイド 

 
１．研究開始当初の背景 

連続値の変数に関する非線形最適化の分
野では，凸関数の理論（凸解析）が中心的な
役割を果たしている．一方，離散最適化の分
野では，マトロイド的構造（ネットワークフ
ロー問題や最小木問題に共通する構造）が良
い性質と認知されていたものの，凸解析のよ
うな統一的な視点は存在しなかった． 

そこで，研究代表者は凸解析理論とマトロ
イド理論を融合し，離散関数に対する凸解析

理論（離散関数を扱う統一的な枠組み）とし
て「離散凸解析」の理論体系を提唱した．互
いに共役な 2 種類の離散凸性であるＭ凸関数
とＬ凸関数の概念，構造定理(共役性，双対性)

などの理論的コアは大方整備され，理論の概
要は専門書として刊行された．それ以降も，
概念の拡張，アルゴリズムの改良，応用分野
の拡大が行われている． 

これまでに明らかになった理論的コアを
より深める理論研究と，様々な分野に拡げる
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応用研究とを研究推進のための両輪として
展開していくことで，離散凸解析理論を新た
な局面に発展させていくことが，本課題の動
機である． 

 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は，経済学，システム工学，
オペレーションズ・リサーチ，最適化理論，
アルゴリズム理論などの広汎な分野におけ
る基礎的諸問題に関わる離散構造を，離散凸
性という横断的視点から整理し，「離散凸」
という新しいパラダイムを確立し，それを広
範囲の応用分野に浸透させることにある． 

既に整備された理論的コアを基礎として，
概念の拡張，アルゴリズムの改良，さらなる
応用分野への拡大に取り組み，その成果を広
く普及させることを目的とした． 

 

 

３．研究の方法 

目的の実現のため，「離散凸パラダイム」
の横糸を成す，構造定理やアルゴリズムを代
表とする離散関数に関する数理の研究と，縦
糸を成す，諸応用分野における具体的な諸問
題に対する研究を行った．離散凸解析理論の
研究ですでに整備されたＭ凸関数とＬ凸関
数の概念，共役性，双対性などの理論的コア
を，より深め，より一般的な概念に拡張を試
みる理論研究と，様々な分野に拡げる応用研
究の両面から，研究計画を実行した． 

理論研究と応用研究の推進のほかに，新し
い研究テーマの開拓のためにも，成果を広く
浸透させるための発表も必要である．現在ま
でに，マトロイド，基多面体，デルタマトロ
イド，ジャンプシステムなどの上の離散関数
に対して M 凸関数の概念が定義されている．
この一般化の系列は，離散変数の関数に対す
る M 凸関数概念を拡張するものであるが，一
方，M 凸関数の概念は，連続変数の関数に対
しても定義され，これによって「離散構造を
兼ね備えた凸関数」が把握される．L 凸関数
の概念についても，劣モジュラ集合関数を始
点として，その Lovasz 拡張や，あるいは，
待ち行列理論におけるマルチモジュラ関数
などの種々の変種あるいは亜種がある．離散
凸パラダイムを広範囲の応用分野へ浸透さ
せるためにも，このような考え方を「離散と
連続」という一般的な視点から整理して和文
の著書の形に纏めた．また，以前の専門書の
発行以降の進展を，応用分野の拡大に重点を
おいた形で英文のサーベイに纏めた． 

また，研究成果を多くの人に利用してもら
えるよう，離散凸関数最小化アルゴリズムを
実装したソフトウェアをＷｅｂ上で公開し
た． 

 

 

４．研究成果 
（１）構造定理やアルゴリズムを代表とする
離散関数に関する数理の研究と，諸応用分野
における具体的な諸問題に対する研究の両
観点から，以下のような成果を得た． 

①マトロイドの重要な性質の一般化として，
2 部グラフのマッチングの抽象化概念である
リンキングシステムを用いた変換によって，
M 凸関数が M 凸関数に移されることを示し
た． 

②ジャンプシステムと呼ばれる離散システ
ム上の関数に対して，M 凸関数の概念を定義
し，合成積やネットワーク誘導などの基本演
算ができることを示した．さらに，ネットワ
ーク誘導の一般化として，リンキングシステ
ムによる変換が定義できることを示した． 

ジャンプシステム上の M 凸関数に対して，局
所最適性が大域最適性を保証するという定
理と，大域最適解を求めるアルゴリズムがあ
る．この事実を踏まえて，今後の展望として、
効率的に解ける問題は離散凸性を有すると
いう経験的事実を追究していくことが挙げ
られる． 

③連続変数と離散変数が混在した関数に対
して M 凸関数の概念を定義し，局所最適性と
大域最適性の関係など，その基本的な性質を
明らかにした． 

④数理経済学におけるマッチングモデルに
おいて，効用関数が離散凹関数である場合に
均衡が存在することを示した．これにより，
近年海外で提案されたいくつかのモデルが，
統一的な枠組に吸収されたことになる．  

⑤制御理論において基本となる行列束の構
造を組合せ論的に特徴づけた．  

⑥行集合と列集合を共有するリンキングシ
ステムの組を，行列ペンシルの組合せ論的抽
象化と捉えて，マトロイドペンシルと定義し，
行列ペンシルの Kronecker 標準形に類似し
た組合せ的な構造を明らかにした．応用とし
て，リンキングシステムの冪乗に関する室田 

(1990) の定理に簡潔な別証明を与えた． 

⑦離散Ｌ凸関数の実用的な高速最小化のた
めに，連続関数から離散関数が定義される実
用上一般的なケースに対して，連続緩和を利
用した最小化法を導入した．理論的な進展と
して，連続緩和解と離散最小解の近接性を証
明したことが挙げられる．応用展開への貢献
として，この最小化法を実装したソフトウェ
ア，ODICON (Optimization algorithms for 

DIscrete CONvex functions)をＷｅｂ上で公
開したことが挙げられる． 

⑧数値情報が必ずしも正確でない最適化問
題に関連して，符号情報のみから有用な情報
を引き出す手法を開発した． 

⑨多重クラス待ち行列システムの解析で現
れる劣モジュラ関数に対して，効率的な最小



 

 

化アルゴリズムを構築した．一般の劣モジュ
ラ関数の最小化に関しては，既存のアルゴリ
ズムより簡潔な組合せ的多項式時間アルゴ
リズムを設計した．さらに，関連する研究動
向を整理した総説を執筆した．  

（２）得られた成果から導かれる今後の展望
として，離散凸パラダイムをより「拡大」さ
せるため，成果を具現化したソフトウェアの
整備・公開をさらに推進していくことが挙げ
られる．一部のソフトウェアの開発と公開は
既に行っているが，その経験を基にして，こ
れまでの研究で明らかになった離散凸解析
の理論を説明するデモンストレーション・ソ
フトウェアと，個別の応用分野をターゲット
としたアプリケーション・ソフトウェアを開
発し，広範な応用分野の研究者・実務家が離
散凸解析の手法を享受できる環境を整備し
ていく． 
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