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1 イントロダクション

本発表では，変数 x = (x1, x2, . . . , xm)と体
K上の n次正方行列A0, A1, . . . , Amによって，

A = A0 +A1x1 + · · ·+Amxm (1)

とかける行列Aのランク計算とその拡張につい
て論じる．この問題は，あるクラスの組合せ最
適化問題の代数的一般化とみなせる．例えば，
カラークラスのサイズが等しい 2部グラフGを
考えるとき，Gの各枝 ek = ij (k = 1, 2, . . . ,m)

に対して，行列Akを (i, j)要素が 1，それ以外
をゼロと定める．そしてA0はゼロ行列とする．
すると，Aのランクは，Gの最大マッチング数
に一致する．したがって，この場合は，Aのラ
ンクはマッチングアルゴリズムによって多項式
時間で計算可能である．J. Edmondsは，これ
を一般化して，(1)のような変数付き行列のラ
ンクは多項式時間で計算できるか，という問題
を提示している（Edmonds問題, 1967年）．素
朴にやると，xiたちをシンボリックに扱わなけ
ればならず指数時間かかってしまう．もしも，
各変数xiに，Kの元を代入すれば，代入後のA

のランクは，ガウスの消去法によって効率的に
計算できる．Kのサイズが十分大きければ，そ
れは高い確率で，(代入前の)Aのランクであろ
う．この考えに基づき，L. Lovászは，Aのラ
ンクを求める乱択多項式時間アルゴリズムを与
えている（1979年）．しかし，決定性多項式時
間アルゴリズムは，限られたクラスの行列にし
か知られておらず，その存在性は，理論計算機
科学における重要な未解決問題となっている．

2 非可換ランク

最近，この問題が興味深い展開を見せている．
上の議論では，変数 xi たちが互いに可換であ
るものとして，Aを多項式環 K[x]上の行列と
みなし，そのランクは，有理関数体K(x)上で
考えていた．しかし，変数 xi たちが互いに非
可換であるとして，Aを自由環K⟨x⟩上の行列
とみることもできる．すると，K⟨x⟩は，自由

斜体K(⟨x⟩) と呼ばれる斜体（＝任意の非ゼロ
な元が逆元をもつ可換とは限らない環）に埋め
込まれる．この斜体上で，Aのランクが定義で
きて，これを非可換ランクという．
Garg et al. [1]は，K = Qのとき，Ivanyos

et al. [2]は，Kが一般の場合に，非可換ラン
クが多項式時間で計算できることを証明してい
る．前者は，Gurvitsの作用素スケーリングに
基づくもので，後者は，Wong列と呼ばれる２
部マッチングの交互道のベクトル空間アナログ
に基づくもので，どちらも大変興味深い．ここ
で，鍵となるのは，Fortine-Reutenaur [3]によ
る非可換ランクの公式である．それは，非可換
ランクが次の最適化問題の最適値に一致すると
いうものである：

Min. 2n− r − s (2)

s.t. (PAkQ)ij = 0

(0 ≤ k ≤ m, 1 ≤ i ≤ r, 1 ≤ j ≤ s),

P,Q : K上の正則行列.

一般にランク≤非可換ランクであるが，(2)が
ランクの上界を与えることをみるのは容易い．
上述の 2部グラフの場合は，ランクと非可換ラ
ンクが一致し，問題 (2)は，最大マッチング数
の公式 (König-Egerváryの公式)を与える．
一方，これらの研究の流れとは独立に，行列

のブロック三角化の文脈から，Hamada-Hirai [4]

は，(2)を考察し，ベクトル部分空間のなすモ
ジュラ束上の劣モジュラ最適化として定式化す
ることで新しいアルゴリズムを与えている．

3 本研究の動機

組合せ最適化理論においては，「重み付き」の
問題を考えることは自然である．例えば，上述
の 2部グラフ Gにおいて，各枝 eに非負整数
重み ceが与えられていると仮定する．そして，
重みが最大の完全マッチングを求めたいとしよ
う．この場合も，完全マッチングの最大重みは
以下のような代数的な解釈を持つ．変数 tを用
意し，上で定義したAkに tcek をかける．そし
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て，AをK(x)[t]上の正方行列とみなす．この
とき，最大重みは，行列式detAの tに関する最
大次数 deg detAに一致する．このような行列
式の次数を用いる解釈は，より一般的な重み付
き線形マトロイド交差問題においても可能であ
る．したがって，式 (1)において，各Akを tに
関する正方多項式行列としたときに，deg detA
の計算は，重み付きの組合せ最適化問題の線形
代数バージョンといってよいだろう．
では，xi たちが互いに非可換，tとは可換，

とし，AをK⟨x⟩上の tに関する多項式行列と
みたときに，非可換ランクに対応するべき「行
列式の次数の非可換版」を考えることは自然で
あろう．本研究ではそれを以下のように定義す
る．F = K(⟨x⟩)を自由斜体とし，tに関する
多項式環 F[t]の有理関数斜体 (Ore商環) F(t)
を考える．そして，Aを斜体 F(t)上の行列と
みて，斜体上の行列式概念である Dieudonné

行列式DetAを考える．DetAの値は，乗法群
F(t) \ {0}の元をその交換子群で割ったもので
あるが，交換子の次数はゼロであることから，
DetAの次数 degDetA ∈ Zが自然に定まる．
我々の目標は，degDetAの計算であり，以下
の成果を得た [5].

4 本研究の成果

Fortine-Reutenaurの非可換ランクの公式の
拡張として，degDetAの値が，以下の最適化
問題の最適値に一致することを示した．

Min. −deg detP − deg detQ (3)

s.t. deg(PAkQ)ij ≤ 0

(0 ≤ k ≤ m, 1 ≤ i, j ≤ n),

P,Q : K(t)上の正則行列.

一般に deg det ≤ degDetであるが，問題 (3)

が deg detの上界を与えることは，組合せ緩和
による deg det計算の文脈 [6]で知られていた．
非可換ランクの問題 (2)がモジュラ束上の劣

モジュラ関数の最小化とみなせたことの拡張と
して，問題 (3)が「一様モジュラ束のL凸関数」
という離散凸関数の最小化とみなせることを示
した．これにより，L凸関数に対する最急降下
法が適用できる．ここで，最適性のチェック，す
なわち，最急降下方向を見つける問題は，問題
(2)に帰着することを示した．したがって，問題
(2)を解くアルゴリズムをサブルーチンとする
ことで degDetが計算できる．サブルーチンの

呼出し回数に対して，Aのスミス・マクミラン
標準形を用いた精密な評価を与えた．このアル
ゴリズムは，deg detを計算する組合せ緩和ア
ルゴリズム [6]（の変種）の拡張となっている．
A0を除く Ak がすべて K(t)上でランクが 1

のとき，deg detA = degDetAとなることを示
した．これは，ランクと非可換ランクが一致す
る場合の自然な拡張である．これによって，線
形マトロイドの最小重み基，重み付き２部マッ
チング，重み付き線形マトロイド交差，混合多
項式行列の deg det計算などが degDet計算と
解釈できることになった．さらに，貪欲アルゴ
リズム，ハンガリー法なども上述の最急降下法
の立場から自然に解釈できることを示した．
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