
多品種フロー理論：
フロー・メトリック双対性の最近の進展

Multiflow Theory:

Recent Developments of Flow-Metric Duality

平井　広志
Hiroshi Hirai

東京大学大学院情報理工学系研究科
〒 113-8656　東京都文京区本郷 7-3-1

Graduate School of Information Science and Technology,

The University of Tokyo, Tokyo, 113-8656, Japan.

hirai@mist.i.u-tokyo.ac.jp

概要

本稿では，最大フロー最小カット定理の多品種フローへの拡張の試み，その数理，そし
て，最近の進展を紹介する．
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1 はじめに
G = (V,E)を無向グラフとして，c : E → Z+を非負整数枝容量とする．s, tを頂点対とし

て，(s, t)-フロー f = (P , λ)とは，(s, t)パスの集合Pとその上の非負流量値関数λ : P → R+

であって，容量条件

f(e) :=
∑

{λ(P ) | e ∈ P} ≤ c(e) (e ∈ E)

を満たすものとする (パス形式のフロー)．λが整数値のとき，整数フローという．一般に kλ

が整数値のとき，1/k-整数フローといって，特に k = 2のときは半整数フローという．総流
量 |f |を

∑
P∈P λ(P )で定義する．頂点集合Xに対し，δXはXと V \Xを結ぶ枝からなる

集合を表し，c(δX) =
∑

e∈δX c(e)は，その容量である．
最大流問題とは，総流量を最大化するフローを求める問題である．基本定理としてFord-

Fulkersonの最大フロー最小カット定理がある：

定理 1.1 (Ford-Fulkersonの最大フロー最小カット定理 [9]). 以下が成り立つ：

max
(s, t)-フロー f

|f | = min
s∈X⊆V \t

c(δX).

ここで，最大を達成する整数フローが存在する．



本稿は，この定理の「多品種フローへの拡張」に関するものである．まずは，多品種フ
ローの定義から始め，いくつかの基本的な定理を紹介する．上と同じくG = (V,E)を無向
グラフとして，枝容量 c : E → Z+を持っている．さらに，ターミナルと呼ばれる頂点部分
集合 S ⊆ V が与えられている．三つ組 (G, c, S)をネットワークと呼ぶことにする．多品種
フロー f = {fst}とは，(s, t)-フロー fstの集まりで，容量条件∑

st

fst(e) ≤ c(e) (e ∈ E)

満たすものと定義する．なお stはSのすべてのペアにわたるものとする．単にフローと呼ぶ
こともある．S上のペアの集合Hが与えられていて，次の最大多品種フロー問題を考える：

Max.
∑
st∈H

|fst| s.t. フロー f = {fst}.

つまり，H で指定されたフローたちの総流量を最大化する問題である．H を S上のグラフ
と同一視して品種グラフ (commodity graph)と呼ぶ．特にHが一本の枝 stからなるときは，
最大フロー問題である．次に簡単な場合は，２品種，つまり，S = {s, t, s′, t′}, H = {st, s′t′}
の場合である. 63年にHuは最大フロー最小カット定理の類似が成立することを示した：

定理 1.2 (Huの最大２品種フロー最小カット定理 [25]). 以下が成り立つ：

max
f

|fst|+ |fs′t′ | = min
X

c(δX)

ここでminは {s, s′} ⊆ X ⊆ V \ {t, t′}，または，{s, t′} ⊆ X ⊆ V \ {t, s′}を満たすX にわ
たってとる．また，最大を達成する半整数フローが存在する．

一般に最大を達成する整数フローは存在しない．また，3品種では，類似の定理は知られ
ていない．H =

(
S
2

)
の場合，つまり，すべてのペアを持つ場合を考えてみよう．この場合は，

何でもよいからSの異なる点を結ぶフローを流せという問題である．自由多品種フロー (free

multiflow)などとも呼ばれる．70年代後半に LovászとCherkasskyは独立に，最大最小定理
と半整数性を示した：

定理 1.3 (Lovász [42], Cherkassky [5]). 以下が成り立つ：

max
f

∑
st∈(S2)

|fst| =
1

2

∑
t∈S

min{c(δX) : t ∈ X ⊆ V \ (S \ t)}.

ここで最大を達成する半整数フローが存在する．

右辺は，ターミナル tとそれ以外のターミナル S \ tを分ける最小カットの容量をすべ
てのターミナルで和をとって半分にしている．この２つの定理の共通の拡張が Karzanov-

Lomonosov [28, 37, 41]によって得られている．Hが安定２部 (anticlique-bipartite)であると
は，H の極大安定集合のなす交差グラフ (intersection graph)が２部グラフであるときをい
う．また，Hに関する半マルチカットとは互いに交わらない頂点部分集合族X であってH

の任意の枝の端点が異なる部分に属するものをいう．



定理 1.4 (Karzanov-Lomonosov [37]). Hが安定２部のとき以下が成り立つ：

max
f

∑
st∈H

|fst| =
1

2
min
X

∑
X∈X

c(δX).

ここでminはすべての半マルチカット X にわたってとる．また，最大を達成する半整数フ
ローが存在する．

この定理の証明は上の 2つの定理に比べかなり難しく，マトロイド交差を用いた証明 [11]

もあるが簡単ではない．類似の定理はまだあるがこのへんにしておく．
最近になって，これらの定理を統一的に理解する枠組みが出来つつある [15, 16, 17, 19, 20]．

本稿の目的は，この理論を紹介することである．これは，70年代には知られていた「フロー
とメトリックの双対性」 [27, 46]に，超凸性 [1]やタイトスパン [7, 26] といった距離空間の
概念を応用したものである．このアプローチは，98年のKarzanovの論文 [34, 35] がその始
まりである．

2章で，フロー・メトリック双対性と超凸空間への埋め込みに基づく組合せ的最大最小定
理に対する統一的枠組みを紹介する．3章でフローの 1/k-整数性とフラクショナリティに関
する話題，4章で関連する話題を述べる．
一般に，多品種フロー問題は多項式サイズ (かなり大きいが)の LP表現を持つので多項

式時間LPソルバ (内点法 or楕円体法)によって多項式時間で解くことが可能である．実用的
な方法として列生成法を用いる単体法がある [10]．ただ，Ford-Fulkersonの増加道アルゴリ
ズムのようにフローのルーティングを繰り返し，最適性の証拠が得られ終了，というタイプ
の組合せ的多項式時間アルゴリズムは極めて特殊なクラス (自由多品種フロー，2品種フロー
ぐらい) にしか知られておらず，そのようなアルゴリズムの設計は永年の課題である (と思
う)．また，多品種フロー問題は，それ自身，整数多品種フロー・辺素パス問題の LP緩和で
あるが，LP双対もマルチカット問題の自然な緩和LPである．そして，多くの近似アルゴリ
ズムがその LP緩和を基に設計されている [52]．本稿で述べる理論がそうした方面にも発展
をもたらすことを期待したい．

2 フロー・メトリック双対性と超凸距離空間への埋め込み
ここでは，古典的フロー・メトリック双対性とその精密化について述べる．ここでメト

リックとは，集合Xに対する関数 d : X ×X → R+であって，任意の x, y, z ∈ Xに対して
d(x, y) = d(y, x) ≥ d(x, x) = 0と三角不等式 d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z)を満たすものをいう．
特に (X, d)を距離空間という．後々のため，少し用語を準備しておく．グラフGの頂点集合
V 上にメトリック dにあるとき，枝 e = xy ∈ Eに対して，d(e) := d(x, y)と定義することで
dを枝長とみなすことがある．本稿では，ある距離空間 (X, d)に対し，グラフGの頂点 V か
らXへの写像 ρ : V → Xによって，V 上のメトリックが d(ρ(x), ρ(y))で誘導される状況が
よく現れる．このメトリックを d ◦ ρとかく．2つの集合A,B ⊆ Xの距離 d(A,B)を最短距
離 infx∈A,y∈B d(x, y) と定義する．集合R ⊆ Xと非負実数 rに対しB(R, r)を d(y,R) ≤ rと
なる点 y ∈ X の集合とする．特に一点 xに対しB(x, r)は，中心 x，半径 rの球である．こ
れを距離球という．



いま，品種グラフのかわりにターミナルの各ペア上に非負整数重み µ :
(
S
2

)
→ Z+が与え

られていて，µ(s, t)は単位 (s, t)フローに対する価値を表すものとする．そこで次の µ-重み
最大多品種フロー問題を考えよう．

µ-MFP: Max.
∑
st

µ(s, t)|fst| s.t. フロー f = {fst}.

特に，µが 0, 1値のときは，品種グラフと同一視できる．µ-MFPは LPである．そこで双対
LP問題を考えてみよう．すると次を得る：

LP-Dual: Min.
∑
e∈E

c(e)l(e)

s.t.
∑
e∈P

l(e) ≥ µ(s, t) (∀(s, t)パス P , ∀st ∈
(
S
2

)
),

l : E → R+.

cは非負なので，lを dG,l(lを枝長としたGのグラフメトリック) に置き換えても，l(xy) ≥
dG,l(x, y)であり，目的関数は非増加で，許容性も満たされてる．逆に V 上のメトリック dで
d(s, t) ≥ µ(s, t)(s, t ∈ S)を満たすものを枝長とみたとき，P に沿って三角不等式を使うと許
容解であることがわかる．従って，µ-MFPの最適値は次の問題M-Dualの最適値に等しい：

M-Dual: Min.
∑
xy∈E

c(xy)d(x, y)

s.t. dは V 上のメトリック,

d(s, t) ≥ µ(s, t) (s, t ∈ S).

このように多品種フロー問題の双対として，メトリックの最適化問題が現れる．この事実は
70年代初頭にOnaga-Kakusho [46]と Iri [27]によって指摘された基本的事実である．しかし，
例えばµ(s, t) = 1(s, t ∈ S)としたとき，自由多品種フロー問題であるが，このとき，M-Dual

と Lovász-Cherkasskyの公式の右辺はどのような関係にあるのか？もちろん最適値は一致す
るが，見た目は大分異なる．このギャップを埋めるのが次節に述べる T -双対である．それに
よって「組合せ的最大最小定理を生み出すメカニズム」が幾何学的に捉えられることがわかっ
てきた．

2.1 T -双対
いきなり天下りになるが次のRSの多面体的集合を定義する：

Pµ := {p ∈ RS
+ | p(s) + p(t) ≥ µ(s, t) (s, t ∈ S)},

Tµ := Pµの極小な点からなる集合.

ここでPµの点 pが極小であるとは，Pµの pとは異なる点 qによって q ≤ pとはならない点の
ことである．Tµはタイトスパン (tight span)と呼ばれ，64年に Isbell [26]，84年にDress [7]

によって独立に導入された．彼らは距離空間の研究から導入したので，µはメトリックであ
るとしていた．メトリックとは限らない一般の重み µに対して Tµを考察したのはHirai [14]
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図 1: タイトスパンの例

である．図 1に |S| = 2と |S| = 3の例を示す．タイトスパン Tµは有界な凸多面体の和集合
で，その次元 dimTµをその多面体の次元のなかで最大なものと定義する．

RSの l∞メトリック d∞は，

d∞(p, q) = max
s∈S

|p(s)− q(s)| (p, q ∈ RS)

であるが，これによってPµ, Tµ上にメトリックが与えられ距離空間となる．さらにターミナ
ル s ∈ Sに対して，Pµ, Tµの部分集合 Pµ,s, Tµ,sを

Pµ,s := Pµ ∩ {p ∈ RS
+ | p(s) = 0},

Tµ,s := Tµ ∩ {p ∈ RS
+ | p(s) = 0}.

そして，次の問題を考える：

P -Dual: Min.
∑
xy∈E

c(xy)d∞(ρ(x), ρ(y))

s.t. ρ : V → Pµ, ρ(s) ∈ Pµ,s (s ∈ S).

つまり，各頂点 xに Pµの点 ρ(x)を割り当て，目的関数は l∞メトリック d∞ ◦ ρと容量 cの
積である．

捕題 2.1 (Hirai [15]). M-Dualと P -Dualの最適値は等しい．

証明は難しくない．M-Dualの許容解 dに対して，ρを (ρ(x))(s) := d(x, s)で定義すると，
三角不等式 d(x, s) + d(x, t) ≥ d(s, t)(≥ µ(s, t))より，P -Dualの許容解となり，しかも三角
不等式より d∞(ρ(x), ρ(y)) = maxs∈S |d(x, s)− d(y, s)| ≤ d(x, y) なので目的関数値は非増加．
逆にP-Dualの許容解 ρに対し V 上のメトリック dを d := d∞ ◦ ρと定義するとM-Dual の許
容解となり目的関数値は不変．そして次の捕題が重要である．

捕題 2.2 (Dressの捕題 [7]). 写像 φ : Pµ → Tµであって以下を満たすものが存在する：
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ρ : V → Tµ

Xs

Xu
Xt

G = (V,E)

図 2: Lovász-Cherkasskyの公式

(1) φ(p) ≤ p (p ∈ Pµ).

(2) d∞(φ(p), φ(q)) ≤ d∞(p, q) (p, q ∈ Pµ).

証明は難しくないがここでは省略する ([17]を見られたい)．特に P -Dualの許容解 ρに
φを作用させた φ ◦ ρは (1)より許容解であって (2)より目的関数値は増加しない．従って
P -Dual において Pµを Tµに，Pµ,sを Tµ,sに置き換えることが出来る．

定理 2.3 (Hirai [15]). µ-MFPの最適値は次の問題の最適値に等しい：

T -Dual: Min.
∑
xy∈E

c(xy)d∞(ρ(x), ρ(y))

s.t. ρ : V → Tµ, ρ(s) ∈ Tµ,s (s ∈ S).

これが我々が求めるM-Dualの精密化であり，T -双対 (T -Dual)と呼ぶことにする．例を
挙げる．S = {s, t}, µ(s, t) = 1は最大フロー問題に対応しているがタイトスパンはRの [0, 1]

区間に距離空間として等長である (図 1左)．そして Tµ,s, Tµ,tは両端点である．従って

Min.
∑
xy∈E

c(xy)|ρ(x)− ρ(y)| s.t. ρ : V → [0, 1], (ρ(s), ρ(t)) = (0, 1)

を得る．これは最大フロー問題の枝形式の LPの LP双対である．このとき，最適解 ρとし
て，0か 1の値をとるものが常に存在する．そして逆像 ρ−1(0) ⊆ V が最小カットを与える．
次に 3ターミナルの自由多品種フローを考えよう：S = {s, t, u}, µ(s, t) = µ(t, u) =

µ(u, s) = 1である．この場合タイトスパンは長さ 1/2の 3本の枝からなる星である (図 1

右)．そして，Tµ,s, Tµ,t, Tµ,uは葉である．このときも最適解 ρとして，星の中心か葉を値とし
てとるものが常に存在する (図 2)．このとき Tµ,sに対応する葉の逆像は sと {t, u}を分ける
最小カットとなる．t, uも同様．従って，枝の長さが 1/2を考慮すると目的関数値は Lovász-

Cherkasskyの公式の左辺に一致することがわかる．|S| > 3のときもタイトスパンは |S|個
の長さ 1/2の枝を持つ星になって議論は同様である．
次は 2品種フローを考える．S = {s, t, s′, t′}, µ(s, t) = µ(s′, t′) = 1, 残りはゼロとする．

今度は Pµは 4次元空間に埋め込まれていて絵は描けない．しかし極小点集合であるタイト
スパン Tµそのものは l∞-平面の単位正方形に等長である．Tµ,sは図 3のように辺に対応して
いる．さて，ここで「l∞-平面と l1-平面は等長である」と基本事実を思い出す．45度回転さ
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図 3: Huの公式
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図 4: タイトスパンの分割

せて l1-平面で考えてみる．そして図 3のように l1の座標に平行な十字で 4つの三角形に分
割する．これによって中心とカドの 5つの頂点が決まる．実は，最適解 ρであって，この頂
点を値に持つものが取れる．さらに，ρの像がこの四角形のカドの対角のペアのどちらかに
なっているものがとれることがわかる．そして，その逆像が決めるカット (2分割)がHuの
公式の右辺の最小を与える．
このようにタイトスパンを計算することで最大最小定理を導ける．上の 3つの例では，タ

イトスパン内に有限個の点があって最適解 ρとして像がそれに含まれるという性質があった．
しかも，この点集合はG, cには依存せず決まり，ρの逆像としてグラフGの頂点分割が決ま
り，組合せ的最大最小定理の公式を導く．このような有限点集合はいつでもとれるわけでは
なく．タイトスパンが距離空間として「良い」分解性を持つときに限られる．それは局所的
に l1空間になるということである．タイトスパンには l∞距離が与えられているが，もしも
各面が 2次元 (以下)の多角形なら，そこでは l∞平面の多角形と等長であり，結局，l1平面
の多角形と等長である．そして，図 4のように各面を局所 l1座標に平行なグリッド状に分割
することで所望の点集合を得る．

定理 2.4 (Karzanov [35], Hirai [15]). (1) dimTµ ≤ 2なら，ある有限集合Z ⊆ Tµが存在し
て，Sをターミナルとして持つ任意のネットワーク (G, c, S)に対して，T -Dualの最適
解 ρとして ρ(V ) ⊆ Zとなるものが存在する．

(2) dimTµ ≥ 3なら，そのような有限集合は存在しない．

(2)は，dimTµ ≥ 3なら一般のグラフに対しては「組合せ的最大最小定理は存在しない」
と言っているのである (3節も参照)．



(R2, l1)

1

図 5: フォルダー

図 6: フォルダー複体

2.2 フォルダー複体

前節の定理 2.4によって，組合せ的最大最小定理の公式の有無・導出に対する一般的方
法が得られた．しかし，タイトスパンの計算・細分が必要であることや座標系に依存してい
ることなど，取り扱いにくい面がある．そこで 2次元タイトスパンの T -双対を組合せ的に扱
える枠組みを導入しよう．そのためいくつか定義をする．
フォルダー (folder)とは，図 5のようにいくつかの直角２等辺三角形を長い辺に沿って張

り合わせて出来る図形で，各三角形に，短い辺が座標に平行で長さ 1を持つように，l1距離
を与えたものである．するとフォルダー内のパスに長さが定義できる．2点間の距離をパス
の最短長として定義することでフォルダーは距離空間となる．三角形がm個からなるものを
K2,mフォルダーと呼ぼう．「枠」のグラフがK2,mだからである．単位正方形もフォルダー，
特に，正方フォルダーということにしよう．距離空間として正方形フォルダーとK2,2フォル
ダーは等長であるが技術的理由から区別する．
次にフォルダーと長さ 1の辺を張り合わせて出来るセル複体Kを考えよう．各セルは，正

方フォルダー，フォルダーを構成する三角形，あとは辺，頂点とする．距離 dKはパスの最短
長として定義する．Kがフォルダー複体 (folder complex)であるとは，単連結であって，ど
んな３つのフォルダーも１点のまわりに立方体のカド (図 7(a))のように張り合わさってない
ときをいう．フォルダー複体の定義はChepoi [4]によるが，Karzanovが [34]で行ったセル複
体の構成法 (4.5節を参照)に動機付けられている (と思われる)．
正規領域 (normal region)とはフォルダー複体の連結部分複体Rであって相対的境界が三



R

(a) (b) (c) (d)

図 7: (a)立方体のカド，(b)局所非凸配置，(c)向き付け，(d)細分

角形の長い枝からなり，図 7(b)のような局所非凸配置を含まないときをいう．この概念は
Hirai [19]による．
フォルダー複体が向き付け可能 (orientable)であるとは，辺 (1次元面）の向き付けであっ

て，各フォルダーに制限してみると図 7(c)のようにシンク，ソースがそれぞれちょうど 1つ
ずつで隣接しないものを持つときをいう．特に，フォルダーが三角形からなるときは長い辺
がシンクとソースを結ぶ．
また各フォルダーを図 7(d)のように細かくすることで細分も自然に定義できる．2細分

は常に向き付け可能となる．
フォルダー複体 Kの頂点集合を VKとかく．VKと短い辺からなるグラフを Γ とかく．

このとき，頂点間の距離は Γ のグラフ的距離に一致する．
さて前置きが長くなったが，µ :

(
S
2

)
→ Z+をターミナル重みとして，µのフォルダー複

体表現とは，フォルダー複体K，正規領域の族 {Rs}s∈S，正整数 κの三つ組 (K, {Rs}s∈S;κ)
であって

µ(s, t) =
1

κ
dK(Rs, Rt) (s, t ∈ S)

を満たすものとする．つまり，κでスケーリングすると µがあるフォルダー複体の正規領域
間の最短距離として表現されているということである．そして次が，最も一般的な組合せ最
大最小定理である：

定理 2.5 (Karzanov [34], Hirai [19]). µが向き付け可能なフォルダー複体表現 (K, {Rs}s∈S;κ)
を持つとする．このとき，任意のネットワーク (G, c, S)に対して，µ-MFPの最適値は次の
問題の最適値に等しい：

F-Dual: Min.
1

κ

∑
xy∈E

c(xy)dK(ρ(x), ρ(y))

s.t. ρ : V → VK, ρ(s) ∈ Rs (s ∈ S).

証明の概略を述べる．鍵となるのは「ヘリー性」という一見無関係そうな性質である．集
合族Bがヘリー性 (Helly property)を持つとは，もしもB内の集合の任意のペアが交わりが
空でないとき，B内すべての集合の交わりが空でない，という性質を持つときをいう．

捕題 2.6 (Hirai [19]). 正規領域の族はヘリー性を持つ．



この性質を使うと次の捕題がいえる．

捕題 2.7 (Hirai [19]). (K, {Rs}s∈S; 1)を µのフォルダー複体表現とする．このとき，M-Dual

の許容解 dに対して，ある写像 ρ : V → Kであって，dK ◦ ρ ≤ dと ρ(s) ∈ Rs (s ∈ S)を満た
すものが存在する．

一方，逆に ρ : V → Kであって，ρ(s) ∈ Rs (s ∈ S)を満たすものに対し，d := dK ◦ ρ

をおくと, d(s, t) = dK(ρ(s), ρ(t)) ≥ dK(Rs, Rt) = µ(s, t) となり，M-Dualの許容解を得る．
従って，M-Dualの最適値は次の問題の最適値に等しい：

F-Dual: Min.
1

κ

∑
xy∈E

c(xy)dK(ρ(x), ρ(y))

s.t. ρ : V → K, ρ(s) ∈ Rs (s ∈ S).

これは，F-Dualの自然な連続緩和である．さらに，次の捕題により，フォルダー複体上の任
意の有限メトリックは，その頂点上の有限メトリックの族の凸結合でかける．これはフォル
ダー複体が局所的に l1空間だからであ：

捕題 2.8 (Karzanov [34], Hirai [19]). Xを有限集合，Kを向き付け可能なフォルダー複体と
する．写像 ρ : X → Kに対して，頂点への写像の族 ρi : X → VK (i ∈ I) が存在して，以下
を満たす：

(1) 任意の x ∈ X, i ∈ Iについて，ρi(x)は，ρ(x)の属するセルに属する．

(2) dK ◦ ρは dK ◦ ρiの凸結合でかける．

つまり，ρ : V → Kが F-Dualの最適解なら ρi : V → VKも最適解になり，従って，
F-Dualと F-Dualの最適値は等しい．

1つ目の捕題 2.7の証明をスケッチする．いまM-Dualの許容解を dとする．dは有理数
値をとるとしてよい．まず，V = {x1, x2, . . . , xn}と並べる．そして，k = 1, 2, . . . , nに対し
て ρ(xk)を以下の集合内の任意の点としてを ρを帰納的に定義する：∩

s∈S

B(Rs, d(s, xk)) ∩
k−1∩
i=1

B(ρ(xi), d(xi, xk)). (2.1)

この定義がwell-definedであること確かめねばならない．つまり, (2.1)が空でないことを，で
ある．もしそうならρ(s) ∈ B(Rs, d(s, s)) = Rsより許容性が，ρ(xk) ∈ B(ρ(xi), d(xi, xk))より
dK(ρ(xi), ρ(xk)) ≤ d(xi, xk)がわかる．(2.1)が空でないことが，帰納法とヘリー性と三角不等
式により示される．有理性より，十分細かい細分を考えるとB(Rs, d(s, xk)), B(ρ(xi), d(xi, xk))

等は細分されたフォルダー複体において正規領域となる．従って，ヘリー性により，任意の
ペアの交わりが空でなければ，(2.1)は空でない．ここで B(R, r)と B(R′, r′)が交わること
と r + r′ ≥ dK(R,R′)となることが同値であることに注意する．するとB(ρ(xi), d(xi, xk)) ∩
B(ρ(xj), d(xj, xk)) の非空性は d(xi, xk) + d(xj, xk) ≥ d(xi, xj) ≥ dK(ρ(xi), ρ(xj))から出る．
最初の不等式は三角不等式で 2つ目は帰納法の仮定である．残りも同様に出来る．
特に，タイトスパンは，2次元のとき，フォルダー複体の構造を持つ．前節に述べたグ

リッド状の分割がそれにあたる．しかも Tµ,sは正規領域で µ(s, t) = d∞(Tµ,s, Tµ,t)が成り立
ち [14]，フォルダー複体表現を得る．従って，F-Dualと T -Dualは等しい．逆にフォルダー
複体表現の存在が，タイトスパンの２次元性を特徴づける：
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図 8: HからKの構成

定理 2.9 (Karzanov [35], Hirai [19]). 以下は同値である：

(1) dimTµ ≤ 2.

(2) µはフォルダー複体表現を持つ．

Karzanov-Lomonosovの公式に，フォルダー複体からの解釈を与える．Hを安定 2部な品
種グラフとする．AをHの極大安定集合の族とする．ΩをAの交差グラフとするΩは 2部グ
ラフである．特にサイクルの長さは 3より大きい．Ωからフォルダー複体を作る．まず，新し
い点Oを追加し，Ωの各頂点からOに (短い)枝を追加する．そして，A,B ∈ AでA∩B ̸= ∅
（つまりAB ∈ E(Ω)）となる任意のペアに対し，ABを長い枝，AO,BOを短い枝とする三
角形 (K1,2フォルダー)を詰める．出来上がった複体をKとしよう．図 8に例を示す．すると，
Ωのサイクルの長さは 3より大きいので，Oのまわりで立方体のカドを持ちえない．従って，
Kはフォルダー複体である．しかも Ωが 2部グラフであることからKは向き付け可能であ
ることがわかる．つぎにRsを設定する．任意の s ∈ Sに対し，sを含むAの元は 1つ，また
は，2つである．1つのとき，それをAとすると，RsをAに対応する頂点とおく．2つのと
き，それをA,Bとすると，RsをABに対応する長い辺とおく．するとRsは正規領域で

dK(Rs, Rt) =

{
2 if st ∈ H,

0 otherwise,
(s, t ∈ S).

従って，κ = 2と設定すれば，(K, {Rs}s∈S; 2)はHに対応する 0, 1重みのフォルダー複体表
現となる．F-Dualの許容解 ρ : V → VKに対して，Aに対応する頂点たちの逆像X を考え
るとそれは，半マルチカットであり，

1

2

∑
xy∈E

c(xy)dK(ρ(x), ρ(y)) =
1

2

∑
X∈X

c(δX)

となる．逆に半マルチカットX を考える．各部分X ∈ X に対し，Xがターミナル集合S ′ ⊆ S

を含むとき，S ′を含むHの極大安定集合A ∈ Aをとって，任意のX の元 xに対し ρ(x)を
Aに対応する頂点と定義する．そしてX の元に含まれない頂点 xに対しては，ρ(x) := Oと
定義すると，F-Dualの許容解が得られ，上式を満たす．



2.3 超凸性 (hyperconvexity)

ここでは前節の議論の背景にある「超凸性」という距離空間のある種の凸性について紹
介したい．この概念はAronszajn-Panitchpakdi [1]により幾何学の分野で導入された．
距離空間 (X, d)が超凸 (hyperconvex)であるとは，任意の距離球の族 {B(xi, ri)}i∈I が

ri + rj ≥ d(xi, xj) (i, j ∈ I)を満たすとき
∩

i∈I B(xi, ri) ̸= ∅が成り立つときをいう．言い換
えると次の条件を満たすことと同値である：

(1) (X, d)は測地的である (任意の 2点 p, qが長さ d(p, q)のパスで結べる)．

(2) 距離球の族がヘリー性を持つ．

測地的距離空間においては，2つの距離球B(xi, ri), B(xj, rj)が交わることと ri+rj ≥ d(xi, xj)

が同値であることに注意されたい．超凸空間の例として，パスや木，l∞空間，そして l1平
面がある．部分木の族のヘリー性は良く知られている．l∞空間は，パスの直積で距離球は超
立方体 (座標軸に平行なパスの直積)であることから，超凸性がわかる．l∞平面と l1平面は
等長的でなので l1平面の超凸性がわかる．
距離空間 (X,µ)の拡張 (extension)とは，距離空間 (Y, d)であってX ⊆ Y，d|X = µをみた

すものをいう．つまり (X,µ)を部分空間としてもつ距離空間である．距離空間 (X,µ)が絶対
レトラクト (absolute retract)であるとは，任意の拡張 (Y, d)に対して，ある写像φ : Y → X

であって φ(x) = x(x ∈ X) と d(x, y) ≥ µ(φ(x), φ(y)) (x, y ∈ Y )を満たすものが存在すると
きをいう．

定理 2.10 (Aronszajn-Panitchpakdi [1]). 距離空間が超凸であることと絶対レトラクトであ
ることは同値である．

実は，この定理の証明の大部分はすでに前節までにほとんど現れている．むしろ，前節
の捕題 2.7の証明は [1]のこの定理の証明を基にしている．
タイトスパン Tµとの関係を述べる．µがX 上のメトリックのとき，Tµ,sは一点になり，

次式で定義される点 µs ∈ RSに等しい [14]：

µs(t) = µ(s, t) (t ∈ S).

このベクトルの族 {µs}s∈Sは，µを l∞メトリックとして表現する，つまり

µ(s, t) = d∞(µs, µt) (s, t ∈ S)

が成り立つ．従って S ∋ s 7→ µs ∈ RSにより，(超凸空間である)l∞空間に埋め込まれる．こ
れをFrechet埋め込みやKuratowski写像という．特に (Tµ, d∞)は，(X,µ)を部分空間として
含むが，それは (X,µ)を含む最小の超凸空間である：

定理 2.11 (Isbell [26]). 距離空間 (X,µ)に対して，それを含む一意最小な超凸距離空間が存
在する．それは (Tµ, d∞)に等長である．

距離空間 (X,µ)に対して，その拡張 (Y, d)がタイト (tight)であるとは，dとは異なる Y

上のメトリック d′で d′ ≤ dとなるものが存在しないときをいう．この概念はDress [7]によ



る．もしも (X,µ)が超凸距離空間 (T , dT ) の部分空間であるとすると，(X,µ)の任意のタイ
トな拡張 (Y, d)は (T , dT )のXを含む部分空間である．つまりX ⊆ Y ⊆ T である. Frechet

埋め込み s 7→ µsにより，(Tµ, d∞)は拡張であるが，実は，(Tµ, d∞)自体もタイトな拡張で
ある：

定理 2.12 (Dress [7]). 距離空間 (X,µ)に対し，(Tµ, d∞)はタイトな拡張であり，(X,µ)の任
意のタイトな拡張は (Tµ, d∞)の部分空間である．

これらの概念・定理の多品種フローにおける意義を述べる．今，ターミナル重み µが三
角不等式を満たすとしよう．すると (S, µ)は距離空間とみなせる．さらにM-Dualにおいて
不等式制約 d(s, t) ≥ µ(s, t)は等式 d(s, t) = µ(s, t)に置き換えてよいことがわかる．すなわ
ち (V, d)は (S, µ)の拡張である．従って，このときM-Dualは次のようにも書ける：

Min.
∑
xy∈E

c(xy)d(x, y)

s.t. (V, d)は (S, µ)の拡張.

つまり (S, µ)の拡張であって最小コストなものを求める問題である．cは非負でなので，最
小コストな拡張として必ずタイトなものがとれる．もしもいま (S, µ)が超凸距離空間 (T , dT )

に φ : S → T で埋め込まれているなら，タイトな拡張は (T , dT )の部分空間となるので，上
の問題は

Min.
∑
xy∈E

c(xy)dT (ρ(x), ρ(y))

s.t. ρ : V → T , ρ|S = φ

となる．特に，T としてタイトスパン Tµ，φとして Frechet埋め込みがとれる．前節までの
議論は µがメトリックでない場合にもこのような距離空間の埋め込み理論を適用できる形に
したものである．以下も捕題 2.6の特殊ケースであるが，

定理 2.13 (Karzanov [34], Chepoi [4]). フォルダー複体は超凸である．

組合せ的応用にとっては超凸性だけ不十分であり，前節でみたように分解可能性 (捕題
2.8)が重要である．フォルダー複体とは，超凸性（l∞的性質）と分解性（l1的性質）も両方
を合わせ持った l1平面と木の共通な拡張といえるのではないだろうか．

3 フローの 1/k-整数性：フラクショナリティ問題
今までの話では，最大最小定理の「公式」の導出に関わるもので，フローの (半)整数性

には触れなかった．ここではフローの離散性に関する結果について述べる．
ターミナル重み µ :

(
S
2

)
→ Z+に対し，フラクショナリティ(fractionality)を「Sをター

ミナルとしてもつすべてのネットワーク (G, c, S)に対して µ-MFPが 1/k-整数最適フローを
もつ正整数 kの中で最小なもの」と定義し，frac(µ)で表す．そのような正整数が存在しな
いときは，frac(µ) = +∞と定義する．特に µが品種グラフHに対応する 0, 1重みのときは
frac(H)とかく．例えばHが１本の枝とき，つまり，H = K2のときは，最大フロー最小カッ



ト定理の整数性の部分より frac(K2) = 1となる．H = K2 +K2，つまり，2本の点素な枝の
ときは，Huの定理 1.2の半整数性の部分より frac(K2 +K2) = 2となる．H = Km(m ≥ 3)

のときは Lovász-Cherkasskyの定理 1.3より frac(Km) = 2となる．実は，３品種フロー，
H = K2 +K2 +K2，つまりHが３本の点素な枝のときは，frac(K2 +K2 +K2) = +∞とな
ることが知られている．
フラクショナリティ問題とは，「フラクショナリティが有限となる品種グラフHを分類せ

よ」という問題である．フラクショナリティの定義とこの問題提起は Karzanov [29, 30]に
よる．
フラクショナリティを決定するのは容易ではない．そこで，その下限を与える双対フラ

クショナリティ(dual fractionality)というもの定義しよう．双対フラクショナリティfrac∗(µ)

を「Sをターミナルとしてもつすべてのネットワーク (G, c, S)に対してM-Dualが 1/k-整数
最適解をもつ正整数 kの中で最小なもの」と定義する．つまり，M-Dualのすべての極小な
端点解が 1/k-整数になるいう条件である．そのような kが存在しないときは frac∗(µ) = +∞
と定義する．すると完全双対整数性の議論（M-Dualを主問題として考える）から

frac(µ) ≥ frac∗(µ)

がわかる．特に，frac∗(µ) = +∞なら frac(µ) = +∞である．Karzanov [29]は，有限な双対
フラクショナリティを持つ品種グラフHを分類した．品種グラフHが安定 3交差であると
は，Hの任意の極大安定集合の三つ組A,B,Cに対して，

A ∩B = B ∩ C = C ∩ A

が成り立つときをいう．

定理 3.1 (Karzanov [29]). (1) Hが安定 3交差なら，frac∗(H) ∈ {1, 2, 4}.

(2) そうでないと，frac∗(H) = frac(H) = +∞．

つまり，H が安定 3交差であることがフラクショナリティの有限性の必要条件である．
Karzanovは，これが十分条件で，しかも {1, 2, 4}がタイトであろうと予想した：

予想 3.2 (Karzanov [30]). Hが安定 3交差なら，frac(H) < +∞．さらに frac(H) ∈ {1, 2, 4}.

実は，双対フラクショナリティの有限性と組合せ的最大最小定理の存在は同値である．つ
まり µがスケーリング因子 κのフォルダー複体表現を持ったとすると F-Dualの最適解 ρに
対してメトリック (dK ◦ ρ)/κは，M-Dualの 1/κ-整数最適解となり，双対フラクショナリティ
は κ以下である．フォルダー複体表現の存在とタイトスパンの 2次元性は等価であった (定
理 2.9)．

定理 3.3 (Karzanov [35], Hirai [15]). (1) dimTµ ≤ 2なら，frac∗(µ) ∈ {1, 2, 4}.

(2) そうでないと，frac∗(µ) = frac(µ) = +∞．

Karzanov [35]が，µがメトリックのときモジュラー閉包 (modular closure)という手法で
証明し，Hirai [15]が，µが一般の場合に前節で述べたグリッド状分割の手法で証明した．特
に，Hが安定 3交差であることと，対応する 0, 1重みのタイトスパンの次元が 2以下である
ことは同値である．よって，Karzanovの予想は自然に一般化される：



予想 3.4 (Hirai [15]). dimTµ ≤ 2なら，frac(µ) < +∞．さらに frac(µ) ∈ {1, 2, 4}.

この予想の有限性の部分は，Hirai [20]によって肯定的に証明された：

定理 3.5 (Hirai [20]). dimTµ ≤ 2なら，frac(µ) ≤ 24.

この証明の概略はさておき，フローの半整数性に限っては標準的な証明法がある．Gが
容量 cに関してオイラーグラフのとき (∀x, c(δx) ∈ 2Z)に，整数最適フローの存在を示すの
である．すると，一般の容量のときは，(G, 2c, S)を考れば，整数最適フローが存在し，そ
れを 1/2倍することで (G, c, S)の半整数最適フローが得られる．オイラーグラフのときの整
数性を示す手法として枝スプリッティング (splitting-off)がある．今，説明のために枝を多
重化して，すべての枝容量が 1であるとしよう．頂点 xとそれにつながる枝 e, e′に対して，
e, e′を取り除きかわりに e, e′の xでないほうの端点を結ぶ新しい枝を追加する．この操作を
枝スプリッティングという．オイラー性を保ち，枝数は 1本減っている．重要な性質として
「最適フロー値は増加しない」(減少するかもしれない)という性質がある．なぜなら，スプ
リット後のネットワークのフローに対し，新しい枝を流れるフローを e, e′に沿って流れるも
のと変更すれば元のネットワークのフローが得られるからである．そこで「最適フロー値が
減少しない」スプリットを持つ頂点の存在を「何らかの方法」で証明できれば，枝数に関す
る帰納法により整数最適フローの存在がいえる．この「何らかの方法」が一番難しい．最適
フロー値の公式 (最大最小定理の右辺)がカット関数でかける場合は，劣モジュラ性を駆使す
る証明がうまくゆくが，そうでない場合がほとんどである．

Hirai [20]では，頂点 xがスプリットを持つための強力な十分条件を得ている．今，重み
µが向き付け可能なフォルダー複体表現 (K, Rs;κ)を持つとして，F-Dualの最適解 ρをとる．
このとき，ターミナルでない頂点 xがフォルダー複体Kの「非特異」な点に ρで写像されて
いるならば，xが「最適フロー値が減少しない」スプリットをもつことが保障される．ここ
で非特異性の定義はしないが，Kの組合せ構造によって特異・非特異性が決定する．従って，
もしもKに特異点が無ければ，任意のオイラーグラフに対して整数最適フローの存在が保障
される．さらにKに特異点があっても，ブローアップという操作をすることで，その特異性
を解消できることがあり，結果として，フローの整数性定理が導かれる．今まで知られてい
るオイラーグラフの下での整数性定理 (Karzanov-Lomonosovの定理など)は，この枠組みよ
り証明される．
定理 3.5の証明は，Hirai [18]で考案された分数的な枝スプリッティングと最適ポテンシャ

ル ρの更新を合わせた主双対アルゴリズムに基づいていて，最適ポテンシャル ρの像がすべ
て非特異となるような状況を目指して (G, c, S)と ρを「cの分母が定数で抑えられる」よう
に更新するのある．
枝スプリッティングは容量付きに自然に拡張できる．これを用いると整数フローを求める

強多項式時間アルゴリズムが得られる (整数フローが存在するクラスにおいて)．最適フロー
値の評価はM-Dualを解くことできる (あるいはF-Dualを解く)．最悪それは多項式時間 LP

ソルバ (内点法 or楕円体法) とTardosの方法 [51]で強多項式時間でできる．つまり，ある点
がスプリット出来るかどうかが強多項式時間で判定可能である．整数フローの存在が証明さ
れていれば必ずどこかの頂点でスプリット出来る．スプリットの仕方はO(|V |3)である．多
項式回スプリットを繰り返すと，最後は頂点はターミナルだけになり，自明なフローが最適
となる．操作の逆を辿れば，元のネットワークの整数最適フローが求まる．



4 関連する話題
4.1 最小費用自由多品種フロー

(G, c, S)をネットワークとする．さらに枝にコスト a : E → Z+が与えられていて，フ
ロー f に対して，費用

∑
e∈E a(e)f(e) がかかるものとしよう．ここで f(e)は e上の総流量で

ある．Karzanovは，自由多品種フローの半整数性は最小費用版に拡張されることを示した．

定理 4.1 (Karzanov [32]). 最小費用の最大自由多品種フローで半整数なものが存在する．そ
して，それは多項式時間で求めることができる．

強多項式時間アルゴリズムは，多項式時間 LPソルバ (内点法 or楕円体法)と Tardosの
方法 [51]をサブルーチンとして使う．スケーリングを用いるアウトオブキルタ法のような組
合せ的弱多項式時間アルゴリズムがGoldberg-Karzanov [12]にあるが，その記述と正当性の
証明は難解であり，簡略化があっても良いと思う．

4.2 点容量型多品種フローと領域型施設配置問題
今，枝容量のかわりに点容量 b : V \ S → Z+が与えられた点容量ネットワーク (G, b, S)

を考える．(G, b, S)の多品種フロー f とは，枝容量条件のかわりに (ターミナルを除く頂点
に対し)点容量条件

f(x) ≤ b(x) (x ∈ V \ S)

が満たすものとする．ここで f(x)を点 xを通るフローの総流量である．ターミナル間を結
ぶ枝は無いものとしよう．Lovász-Cherkasskyの定理は点容量版へと拡張される．双対側の
半整数性はVazirani [52]，フローの半整数性は Pap [48, 49]によるものである：

定理 4.2 (Vazirani [52], Pap [48, 49]). (G, b, S)を点容量ネットワークとし，S = {s1, s2, . . . , sk}
とすると以下が成り立つ：

max
f

∑
st

|fst| = min b(U0) +
1

2

k∑
j=1

b(BdUj).

ここでminは，互いに交わらない部分集合族{U0, U1, U2, . . . , Uk}であって，{siと siの隣接頂点} ⊆
Ui (1 ≤ i ≤ k)となるものにわたってとる．また，BdUjはU0 ∪Uj 以外の点と枝でつながっ
ている Ujの部分集合である．さらに最大を達成する半整数フローが存在する．

最大最小定理と半整数性はあとに述べるMaderの定理からも導出できるが，半整数最大
フローを求める強多項式時間アルゴリズムは現在のところ，多項式時間 LPソルバ (楕円体
法 or内点法)+ Tardosの方法に頼らざるをえない．組合せ的弱多項式時間アルゴリズムが
Babenko-Karzanov [2]にあるが簡単ではない．

T -双対理論からの解釈は，Hirai [21]で与えられた．重み付きに一般化して考える．ター
ミナル重み µの木表現とは，木 Γ，その部分木 (を誘導する頂点)の族 {Rs}s∈S，正整数 κの
三つ組 (Γ, {Rs}s∈S;κ)であって，

µ(s, t) =
1

κ
dΓ (Rs, Rt) (s, t ∈ S)



を満たすものとする．木Γ に対して，部分木 (を誘導する頂点)の集合FΓ ⊆ 2V Γ とかく．部
分木 F に対して直径を diamF でかく．

定理 4.3 (Hirai [21]). ターミナル重み µが木表現 (Γ, {Rs}s∈S;κ)を持つとする．このとき以
下が成り立つ．

max
f

∑
st

µ(s, t)|fst| =
1

κ
min

∑
x∈V \S

b(x) diamF (x).

ここでminは，部分木値をとる写像 F : V → FΓ であって

F (x) ∩ F (y) ̸= ∅ (xy ∈ E),

F (s)はRs内の 1点 (s ∈ S)

を満たすものにわたってとる．また，最大を達成する半整数フローが存在する．

つまり双対側は「点」でなく「領域」を配置する問題になるのである．自由多品種フロー
問題に対応する重みは µ(s, t) = 1(s, t ∈ S)である．これは |S|個の枝を持つ星 Γ と κ = 2に
よって表現される．Rsは葉をとる．すると木表現が得られ定理 4.2を導く．
タイトスパン Tµ の次元が 1のとき，それは木になり，Tµ,s は部分木，そして µ(s, t) =

d∞(Tµ,s, Tµ,t) となるので，木表現を得る．定理 2.9に対応して，実はタイトスパンの 1次元
性と同値である．

定理 4.4 (Dress [7], Hirai [14]). 以下は同値：

(1) dimTµ ≤ 1.

(2) µは木表現を持つ．

半整数性は，次の意味で，これ以上拡張できない．特に点容量ネットワークの場合のフ
ラクショナリティ問題は解決したことになる：

定理 4.5 (Hirai [21]). ターミナル重み µに対し，もしも dimTµ ≥ 2なら，任意の点容量ネッ
トワーク (G, b, S)に対して，1/k-整数最適フローが存在するような正整数 kは存在しない．

再び，点容量自由多品種フローの半整数性は最小費用版に拡張される [3, 49]．上の重み
付き版もそうである [21]．

4.3 有向多品種フロー
今度は (G, c, S)が有向ネットワークの場合を考えてみよう．つまりGを有向グラフとす

るのである．対称とは限らないターミナル重み µ : S × S → Z+ が与えられていて µ(s, t)は
sから tへの単位フローの価値を表すものする (µ(s, s) = 0とする)．このセッティングの下
で，µ-MFPを考え，そして，双対 LPを考える．無向の場合と同様，グラフ距離を考える
ことでM-Dualを得るが，「対称とは限らないメトリック」— 有向メトリック — の最適化
問題である. 集合X上の有向メトリック (directed metric)とは d : X ×X → R+であって，
d(x, x) = 0 (x ∈ X)と三角不等式 d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z) (x, y, z ∈ X) を満たすものとす



る．(X, d)を有向距離空間と呼ぼう．すると 2節で述べたような T -双対理論の有向版を考え
るのは自然であろう．Hirai-Koichi [22, 23]では有向版のタイトスパンを定義し，適切な有向
距離を与えることで定理 2.3, 2.12等の有向版を得ている．そして有向タイトスパンの次元が
1以下のとき最大フロー最小カット定理を含む整数性定理が成り立ち（ただし，この部分は
1品種フローの議論に帰着する），次元が 2以上のときは，どんな kに対して 1/k-整数性が
成立しないこと等が示されている．グラフを有向オイラーグラフに制限したときは，さらに
精密な議論が展開される．この方面はOR誌の解説 [40]も参照されたい．

4.4 MaderのSパス定理とその拡張

次に考えるのは，フロー値を整数に限定した整数多品種フローである．ここでは，枝を
多重化して，(辺)容量はすべて 1とし，辺素な Sパス (Sの異なる点を結ぶパス)の集合とし
て扱うことにしよう．すでに 2品種で問題は困難となる：

定理 4.6 (Even-Itai-Shamir [8]). 整数 2品種フロー問題はNP困難である．

整数自由多品種フロー，つまり，単にSパスを辺素に詰め込むという問題においては，78

年にMaderが最大最小定理を与えている：

定理 4.7 (Maderの辺素 Sパス定理 [44]). S = {s1, s2, . . . , sk}として，辺素な Sパスの最大
数は，次の値に等しい：

1

2
min

k∑
i=1

|δUi| − κ

ここでminは，互いに疎な頂点部分集合族 {U1, U2, . . . , Uk}であって，si ∈ Ui(1 ≤ i ≤ k)を
満たすものにわたってとる．そして κはG −

∪k
i=1 Uiの連結成分Xであって |δX|が奇数と

なるものの個数である．

Karzanovは，90年代にMaderの辺素 Sパス定理を最小費用版に拡張した．彼の与えた
最大最小定理は省くが，以下が成り立つ．

定理 4.8 (Karzanov [31]). 最小費用の最大辺素 Sパス集合は多項式時間で求まる．

証明は複雑な組合せ的アルゴリズムによるもので，66ページにわたるプレプリントにま
とめられ，雑誌への投稿はされず未出版である．
一般化した枠組みとして，Hirai-Pap [24]では，次の重み付き最小費用辺素 Sパス問題を

考察した：

µ-CEDP: Max.
∑
P∈P

µ(sP , tP )− a(P ) s.t. P :辺素 Sパスの集合.

ここで sP , tP はP の端点を表し，a(P ) :=
∑

e∈P a(e)とする．上の結果より，µがすべて 1の
ときは可解である．[24]はそれを木距離の場合へと拡張した．µが木距離 (tree metric)であ
るとは，各部分木Rsが一点よりなる木表現 (Γ, {Rs}s∈S;κ)が存在するときをいう．



定理 4.9 (Hirai-Pap [24]). µが木距離で木表現 (Γ, {ps}s∈S; 1/2) を持つとする．このとき
µ-CEDPの最適値は次の問題の最適値に等しい：

Min. max
F

(
1

2
dΓ ◦ ρ− a

)
(E \ F )

s.t. ρ : V → V Γ, ρ(s) = ps (s ∈ S).

目的関数のmaxは，枝集合 F であって，Sを１点に縮め F を除いたグラフがオイラーグラ
フになるものにわたってとる．そして最適 Sパス集合は多項式時間で求まる．

特に，µがすべて 1のときは，Γ が星の木表現が取れ，Maderの辺素 Sパス定理が出る．
証明は，辺素Sパス集合Pの和集合はS以外で偶数次数，というパリティ制約 (T -join制約)

を µ-MFPに追加したLP緩和 (Keijsper-Pendavingh-Stougie [38]で使われているものと本質
的に同じ)が，実は µが木距離のとき厳密緩和になることを示す．この LP緩和の LP双対が
M-Dualと同じ制約を持つメトリックの非線形最適化となり，2節の議論を用いて Γ 上の点
配置問題にするのである（そこからが難しいところであるが）．多項式性の証明は，[38]と
同じく，楕円体法による分離問題と最適化問題の多項式時間等価性 [13]に基づいている．

µ-CEDPでコスト aがゼロとしたときの問題を µ-EDPとかく．µが木距離なら，µ-EDP

は多項式時間可解であるが，もう少し広いクラスで多項式時間可解である．µが木距離切断
(truncated tree metric)であるとは，木表現 (Γ, {Rs}s∈S;κ)であって，各部分木Rsが距離球
であるものがとれるときをいう．言い換えると，ある木距離 µ̄とある r : S → Q+によって

µ(s, t) = max{0, µ̄(s, t)− r(s)− r(t)} (s, t ∈ S)

とかける重みである．µが木距離切断の µ-EDPは µ̄-CEDPに帰着するので次がわかる．

系 4.10 (Hirai-Pap [24]). µが木距離切断なら，µ-EDPは多項式時間可解である．

実は，これは次の意味で限界を達成している．

定理 4.11 (Hirai-Pap [24]). µが木距離切断でないなら，µ-EDPはNP困難である．

点素な Sパスの場合はどうだろうか．S上では，パスが交わってもよいものとし，Sを
結ぶ枝はないものとする．再び，Maderによる次の定理がある：

定理 4.12 (Maderの点素 Sパス定理 [45]). 点素な Sパスの最大数は，次の値に等しい：

min |U0|+
n∑

j=1

⌊
1

2
|Bd(Uj)|

⌋
.

ここでminは，V \Sの分割 {U0, U1, U2, . . . , Un}であって，任意のSパスがU0と交わる，ま
たは，ある Ui(1 ≤ i ≤ n) によって張られる枝を含む，という性質を持つものにわたってと
る．BdUjは U0 ∪ Uj 以外の点と枝でつながっている Ujの部分集合である．

この定理は深い．Lovász [43]は，マトロイドマッチングの枠組みを使った証明を与えた．
Schrijver [50]は，線形マトロイドマッチングへの帰着を示し，Lovászの線形マトロイドマッ
チングアルゴリズムによって多項式時間で最大を達成する点素 Sパス集合が求まることを示



した．点容量が 1でなく，入力として与えられるている場合の強多項式時間アルゴリズムは
Pap [48, 49]にある．ただ部分問題として半整数版を強多項式時間で解かねばならない．
群ラベルを持つグラフへの代数的な拡張がChudnovsky-Geelen-Gerards-Goddyn-Lohman-

Seymour [6] や Pap [48]にある．
Papは，µが木距離切断のとき，µ-重み付き点素 Sパス詰め込み (µ-EDPの点素版)に最

大最小定理と多項式時間アルゴリズムが存在し，その帰結として厳密な LP緩和が存在する
とアナウンスしている．

Karzanovは，[33, Section 6]において，Maderの点素 Sパス定理の最小費用版をアナウ
ンスしたが，証明が完了せず予想である，とのことである (private communication, 2010)．

4.5 最小ゼロ拡張問題
Sを有限集合とし，µを S上のメトリックとする．特に (S, µ)は距離空間である．距離空

間 (V, d)が (S, µ)の拡張であるとは，S ⊆ V かつ d|S = µを満たすときをいう．特に，任意の
x ∈ V に対し，ある s ∈ Sが存在して d(s, x) = 0 となるとき (V, d)がゼロ拡張 (0-extension)

という．今，V のすべてのペア上にコスト c :
(
V
2

)
→ Q+ が与えられていて，最小コスト∑

xy c(xy)d(x, y)を持つゼロ拡張 (のメトリック)d を求める問題を最小ゼロ拡張問題という．
つまり，次の最適化問題である:

Min.
∑
xy

c(xy)d(x, y)

s.t. (V, d)は (S, µ)のゼロ拡張.

入力は (S, µ), V, cで変数は dである．この問題は

Min.
∑
xy

c(xy)µ(ρ(x), ρ(y))

s.t. ρ : V → S, ρ(s) = s (s ∈ S).

ともかける．|S| = 2のときは最小カット問題であり多項式時間で解けるが，|S| ≥ 3でマル
チウェイカット問題を含み，NP困難である．最小ゼロ拡張問題は画像処理や学習理論にも
自然に現れる重要な問題のクラスであり，近似アルゴリズムも研究されている [39]．
さて，Karzanovは [34]において「最小ゼロ拡張問題が多項式時間可解となる距離空間

(S, µ)は何か？」という問題を考察している．つまり (S, µ)を固定して V, cを入力とした問
題のクラスを考えるのである．

µが S上のグラフΓ のグラフメトリック dΓ である場合を考える．対応する最小ゼロ拡張
問題が多項式時間可解のときΓ は可解であるいうことにしよう．可解なグラフの部分クラス
として，次の緩和 LPが厳密緩和となるクラスを考えてみよう：

緩和 LP: Min.
∑
xy

c(xy)d(x, y)

s.t. (V, d)は (S, µ)の拡張.

つまり，この LPの任意の極小端点解がゼロ拡張になってくれるようなグラフである．緩和
LPは多項式時間で解けるので可解である．



Karzanov [34]は，そのようなグラフを特徴付けを与えた．次の条件を満たすグラフ Γ を
考えよう：

(1) Γ は２部である．

(2) 長さ 6以上の等長サイクルは存在しない．

(3) 向き付け可能である．

ここで等長サイクルCとはCの任意の２点をむすぶ (Γ における)最短路がCの中にあると
いう性質を持つサイクルである．向き付け可能であるとは，向き付けであって，任意の 4サ
イクルに制限するとサイクルに沿った向きで対辺が逆に向いているものが存在するときをい
う．この条件を満たすグラフをフレーム (frame)と呼ぶ．

定理 4.13 (Karzanov [34]). Γ を Sを頂点として持つグラフとする．以下は同値である：

(1) Γ がフレームである．

(2) 緩和 LPが任意の (V, c)に対して厳密緩和である．

この定理 (の証明法)が本稿で述べた理論の始まりであった．緩和LPは，µがメトリック
のときの µ-MFPの双対 LPに他ならない (2.3節)．フレームから向き付け可能フォルダー複
体が構成できる．フレーム Γ の極大完全 2部グラフを考える．向き付け可能性より，それは
K2,mでなくてはいけない．そしてさらに，2つの極大完全 2部グラフの非空な交わりは 1つ
の頂点か 1つの枝でなければならない．従って，各極大完全 2部グラフに，それを「枠」と
してもつフォルダーを詰めることでセル複体Kが出来る．実は，これはフォルダー複体であ
る．実際，任意のサイクルに対し，もしも，長さが 4ならフォルダーの一部であり長さが 6

以上なら等長サイクルでありえず，ショートカットがある．これを繰り返すと 4サイクルを
面として持つ平面部分グラフの境界であることがわかる．このことより，K上の任意の閉曲
線が 1点に縮むことがわかる．つまり単連結である．もしも，立方体のカドを持てば，その
まわりに等長 6サイクルがある．以上より，Kはフォルダー複体であることがわかり，その
頂点集合によりグラフメトリック dΓ は表現される．従って，補題 2.7, 2.8により，緩和 LP

は厳密緩和となる．この構成法はKarzanov [34]によるもので，彼はKが補題 2.7, 2.8の性
質を持つことを示し，(1)⇒(2)を導いた．その後，Chepoi [4]が，このKarzanovの構成法を
CAT(0)性や超凸性という立場から捉えなおし，フォルダー複体として整理した．向き付け
可能フォルダー複体の短い辺からなるグラフ Γ はフレームである．ただ，K1,2フォルダーの
情報や正方フォルダーとK2,2フォルダーの違いが失われてしまうので，正規領域を表現する
には 2.2節でやった複体的扱いが必要だった．
フレームの直積グラフは可解であるが，フレームとは限らない (例：3-cube)．Karzanov [36]

は，フレームを真に含むあるグラフクラスの可解性を証明しているが，可解なグラフの完全
な特徴付けは未解決である．
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