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整数格子点上の劣モジュラ最大化と
近似アルゴリズム

相馬　輔

劣モジュラ関数最大化は機械学習，ネットワーク科学などさまざまな領域で幅広く応用されている．しかしな
がら，既存の劣モジュラ関数最大化は集合関数を扱うもので，2 値変数しか扱えないという制限があった．本稿
では，劣モジュラ関数をより一般の整数格子点上の関数に拡張した場合の最大化問題について概観する．また，
整数格子点上の関数が自然に現れる機械学習の問題についても解説する．
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1. 劣モジュラ関数最大化

劣モジュラ関数は，組合せ最適化をはじめとしてさ
まざまな分野で現れる重要な概念である．ここで，集
合関数 f : 2V → R が劣モジュラ関数であるとは，任
意の X, Y ⊆ V に対して

f(X) + f(Y ) ≥ f(X ∪ Y ) + f(X ∩ Y ) (1)

を満たすことである．集合関数に対する劣モジュラ性と
等価な条件として，以下の限界効用逓減性 (diminishing

return)が知られている．すなわち，任意の Y ⊆ V と
その任意の部分集合 X ⊆ Y，任意の i ∈ V \ Y に対
して，

f(X + i) − f(X) ≥ f(Y + i)− f(Y ) (2)

が成り立つことと，f が劣モジュラ関数であることは等
価である．ここでX + i := X ∪{i}である．近年，単
調劣モジュラ関数を特定の制約下で最大化する問題（単
調劣モジュラ関数最大化 [1]）が盛んに研究されている．
ここで，集合関数 f が単調であるとは，f(X) ≤ f(Y )

(X ⊆ Y ) を満たすことである．単調劣モジュラ関数
f : 2V → R+ (f(∅) = 0)と実行可能集合族 C ⊆ 2V

に対して，単調劣モジュラ関数最大化は次のように定
義される．

単調劣モジュラ関数最大化

maximize f(X)
subject to X ∈ C
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単調劣モジュラ関数最大化は，単純なサイズ制約
C = {X ⊆ V : |X| ≤ k} でも NP 困難だが，貪欲
法による 1−1/e近似アルゴリズム [1]があり，実用上
は質のよい解が非常に高速に得られる．この 1 − 1/e

という近似比はタイトであることが知られている [2]．
また，サイズ制約を一般化したナップサック制約やマ
トロイド制約などについても近似アルゴリズムが提案
されている [3, 4]．2000年代から単調劣モジュラ関数
最大化は，影響力最大化 [5]，センサー配置問題 [6, 7]，
文書要約 [8–10]，圧縮センシング [11] などの問題に
対して応用されている．詳しくはサーベイ [12]や，書
籍 [13, 14]を参照されたい．

1.1 最適予算配分問題
集合関数を利用したモデルでは，台集合の各要素を

「選ぶ」または「選ばない」の 2通りしか表現できない．
実際の応用では，各要素が非負整数のような多値を取
る問題が現れる．そのような問題の典型例が最適予算
配分問題 [15]である．
ある企業が自社の製品を PRするため広告を打つと

しよう．広告を打つ場所の選択肢としては，TV，新
聞，インターネットなど複数の媒体が考えられる．限
られた予算のもとで広告の宣伝効果を最大にするため
には，各媒体にどのように予算を配分すればよいだろ
うか？　このような企業のマーケティング活動は以下
のようにモデル化できる．広告媒体の集合を V，潜在
的顧客の集合をW とする．各媒体の顧客に対する影
響力の有無を表す二部グラフを G = (V,W ;E) とす
る．各媒体 iには投入できる予算の上限 c(i) ∈ Z+と，
確率 p

(1)
i , . . . , p

(c(i))
i が与えられる．総予算は B ∈ Z+

とする．
各広告媒体が潜在的顧客に影響を与える過程は，ベ

ルヌーイ試行の列でモデル化される．広告媒体 iに予
算 x(i) ∈ Z+ が投入されているとき，広告媒体 iは各
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隣接頂点 j ∈ Γ(i)に対して x(i)回の独立試行を行うこ
とができる．t回目の試行は確率 p

(t)
s で j を活性化す

ることができ，1度活性化した頂点は以降活性化したま
まである．また，異なる広告媒体の試行は独立である．
すなわち，x(i) (i ∈ V )を並べたベクトルを x ∈ Z

V
+

と書くと，頂点 j が活性化される確率 fj(x)は

1−
∏

i∈Γ(j)

x(i)∏

t=1

(1− p
(t)
i ) (3)

であり，活性化された頂点数の期待値 f(x) は
∑

j∈W fj(x) である．ここで言う「活性化した顧客」
は，商品購入など企業にとって望ましい行動を選択し
た顧客を表している．
以上の準備のもと，最適予算配分問題は以下のよう

な組合せ最適化問題として定式化される．

最適予算配分問題

maximize f(x)

subject to 0 ≤ x(i) ≤ c(i) (i ∈ V ),∑

i∈V

x(i) ≤ B.
(4)

Alon et al. [15]はこの問題に対して 1− 1/e近似アル
ゴリズムを与えているが，そのアルゴリズムは Sviri-

denko [4] のナップサック制約付き単調劣モジュラ関
数最大化のアルゴリズムに非常に似ている．したがっ
て，最適予算配分問題のように多値変数を含む問題で
あっても，何らかの「劣モジュラ性」により説明でき
るのではないかと期待できる．実際，それは整数格子
点上の劣モジュラ性により可能である．

2. 整数格子点上の劣モジュラ関数

集合関数の劣モジュラ性の定義 (1),(2)は，整数格子
点上の関数へ自然に拡張できる．整数格子点上の関数
f : ZV → R が格子劣モジュラ (lattice submodular)

であるとは，任意の x,y ∈ Z
V に対して

f(x) + f(y) ≥ f(x ∨ y) + f(x ∧ y) (5)

を満たすときをいう．ここで，x ∨ y と x ∧ y はそれ
ぞれ x,yの成分ごとの最大・最小を取って得られるベ
クトルである．
また，限界効用逓減性 (2) に対応して，整数格

子点上の関数 f における DR 劣モジュラ性 (DR-

submodularity)1,2を，次のように定義する．すなわち，
任意の x ≤ y と任意の i ∈ V に対して

f(x+ ei)− f(x) ≥ f(y + ei)− f(y) (6)

を満たすとき，f は DR劣モジュラであるという．こ
こで ei は第 i単位ベクトルである．
DR劣モジュラ性は，格子劣モジュラ性にさらに以

下の軸方向の凹性を課したものと一致する．

補題 2.1. 整数格子点上の関数 f が DR 劣モジュラ
であることと，f が格子劣モジュラでかつ任意の x と
i ∈ V に対して

f(x+ 2ei)− f(x+ ei) ≥ f(x+ ei)− f(x) (7)

を満たすことは同値である．
ここで，整数格子点上では，格子劣モジュラ性 (5)と
DR劣モジュラ性 (6)はもはや等価ではないことに注
意されたい．この事実は，任意の 1変数関数は格子劣
モジュラであるが，DR劣モジュラ性を満たすとは限ら
ないことから容易に確認できる．一般に，補題 2.1よ
り，DR劣モジュラ関数は格子劣モジュラ関数である．
定義域が {0, 1}V の場合は，どちらも劣モジュラ集合
関数に一致する．
整数格子点上の関数 f が単調であるとは x ≤ yなら

ば f(x) ≤ f(y)が成り立つことである．単調な格子劣
モジュラ関数に対しては，以下の弱限界効用逓減性が
成立する．すなわち，任意の x ≤ yと i ∈ V, k > y(i)

に対して，

f(x ∨ kei)− f(x) ≥ f(y ∨ kei)− f(y). (8)

上で挙げた最適予算配分問題の目的関数は単調格子
劣モジュラであることが証明できる．また，もし各広
告媒体 i の影響確率が時刻とともに減衰する (p

(1)
i ≥

p
(2)
i ≥ p

(3)
i ≥ …) ならば，さらに強い単調 DR 劣モ

ジュラであることも知られている [18]．
2.1 劣モジュラ集合関数への帰着
定義域が 0 ≤ x ≤ c の形の DR 劣モジュラ関数

を，より大きな台集合上の劣モジュラ集合関数として
表す方法がいくつか知られている．自明な方法として
は，各 i ∈ V を c(i)個コピーし，コピーの集合 Ṽ を
考える．X ⊆ Ṽ に対して，ベクトル xX ∈ Z

V
+ を第

i成分がX に含まれる iのコピーの個数に等しいベク

1 DR は Diminishing Return の頭文字である．
2 DR劣モジュラ関数は別の名前で呼ばれていることがある．
たとえば，[16]では “diminishing return function” と呼ば
れている．DR 劣モジュラ関数と等価な「軸方向に凹性をも
つ格子劣モジュラ関数」は [17] により研究されている．
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表 1 整数格子点上の単調劣モジュラ関数最大化のアルゴリズムと近似比

DR 劣モジュラ 格子劣モジュラ
サイズ 1− 1/e [19, 20] 1− 1/e [20]

ポリマトロイド 1− 1/e（乱択） [19, 20] —

ナップサック 1− 1/e [19, 20] 1− 1/e（擬多項式） [18]

トルとする．このとき，自然に Ṽ 上の集合関数 f̃ を
f̃(X) := f(xX)として定義できる．もし，f がDR劣
モジュラ関数であれば，f̃ は劣モジュラ集合関数とな
る．この帰着の明らかな難点としては，|Ṽ | = ‖c‖1 と
なってしまうことである．したがって，この帰着では
擬多項式時間アルゴリズムしか得られない．
最近，c のビット長に依存する大きさの台集合上に

帰着する方法が Ene and Nguyen [19] によって示さ
れた．ここでは簡単のため，c(i) = 2k − 1 (i ∈ V )と
表される場合を考えよう．各 i ∈ V に対して，k 個の
コピー i0, i1, . . . , ik−1 を作り，コピー全体の集合を Ṽ

とする．X ⊆ Ṽ に対してベクトル xX を

xX(i) =
∑

j:ij∈X

2j (9)

と定義する．すると，̃f(X) := f(xX)はやはり劣モジュ
ラ集合関数となる．これにより，たとえば制約なしの問
題は等価な劣モジュラ集合関数の問題に帰着すること
ができる．この帰着の難点は，制約の種類を変えてしま
うことである．たとえば，単純なサイズ制約 x(V ) ≤ r

は，Ṽ 上では
∑

i∈X w(i) ≤ r というナップサック
制約となってしまう（ここで x(V ) :=

∑
i∈V x(i),

w(ij) := 2j）．したがって，アルゴリズムの計算量が
増大したり，近似比が悪化しうる．

3. 整数格子点上の単調劣モジュラ関数最大化

単調劣モジュラ関数最大化に対応して，単調な整数
格子点上の関数でも最大化問題を考えることができる．
f : ZV

+ → R+ を単調な格子劣モジュラ（または DR

劣モジュラ）関数 (f(0) = 0), c ∈ Z
V
+ , P ⊆ Z

V
+ と

する．

整数格子点上の劣モジュラ関数最大化

maximize f(x)
subject to 0 ≤ x ≤ c

x ∈ P ∩ Z
V
+ .

この問題は，単調劣モジュラ関数最大化の一般化であ
り，最適予算配分問題を含んでいる．P は実行可能領

域を表しており，たとえば以下のような多面体である．
サイズ制約 P = {x ∈ R

V : x(V ) ≤ r}, r ∈ Z+.

ポリマトロイド制約 P = {x ∈ R
V
+ : x(X) ≤

ρ(X) (X ⊆ V )}, ρ : 2V → R+ は単調劣モ
ジュラ集合関数 (ρ(∅) = 0).

ナップサック制約 P = {x ∈ R
V : w�x ≤ 1},

w ∈ R
V
+ .

表 1 に各関数・各制約の近似比について示す3．こ
のうち，サイズ制約とナップサック制約に関しては，
目的関数が DR劣モジュラの場合，Ene and Nguyen

の帰着により，どちらもナップサック制約つき単調劣
モジュラ集合関数最大化に帰着でき，(n5 log5 ‖c‖∞)

時間で 1 − 1/e 近似が可能である (n = |V |). 以下で
は，サイズ制約について， [20]による効率的なアルゴ
リズムを記述する．ポリマトロイド制約・単調 DR劣
モジュラの場合の多項式時間近似アルゴリズム，ナッ
プサック制約・単調格子劣モジュラの場合の擬多項式
時間近似アルゴリズムについては [18, 20]を参照され
たい．記号として，f(x | y) := f(x + y) − f(y) を
使用する．

3.1 サイズ制約・単調 DR劣モジュラ
以下にサイズ制約・DR劣モジュラのアルゴリズム

を示す．

サイズ制約・単調DR劣モジュラ

Require: f : ZV
+ → R+, r > 0, c ∈ Z

V
+ ,

ε > 0

1: y ← 0.

2: d← maxi∈V f(ei).

3: for (θ = d; θ ≥ ε
r
d; θ ← θ(1− ε)) do

4: for each i ∈ V do

5: k ≤ r − y(V ) となる 0 ≤ k ≤ c(i)

で f(kei | y) ≥ kθ を満たす最大の
k を二分探索で見つける．

6: y ← y + kei

7: return y.

3 ε に依存する項は省略した．
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このアルゴリズムは Badanidiyuru and Vondrák

[21]によるしきい値つき貪欲法の枠組みに基づいてい
る．以下ではアルゴリズムの中核となるアイデアのみ
紹介する．証明は [20]を参照されたい．
古典的な単調劣モジュラ最大化に対する貪欲法を思

い出すと，y = 0 より始め，f(ei | y) を最大にする
i ∈ V を選んで y ← y+eiと更新するアルゴリズムが
考えられる．実際，このアルゴリズムは，先に述べた擬
多項式個の台集合上に帰着してから貪欲法を実行して
いるのと全く同じであり，1−1/e近似となる．問題は，
y(V ) = rとなるまで r回の反復が必要になってしまう
ことである．そこで iとステップサイズ kを同時に決
定することを考える．すなわち，平均増分 f(kei | y)/k
が最大になる i, k を選んで y ← y + kei と更新する．
このアルゴリズムは非常に自然だが，f がDR劣モジュ
ラの場合は常に k = 1が選択されるため，やはり r 回
の反復を要する．
しきい値つき貪欲法では，最良の kと iを選ぶのでは

なく，現在のしきい値 θより平均増分 f(kei | y)/kが大
きい k, iは（最良ではないかもしれないが）よいものとみ
なす．アルゴリズムの反復では，各 iに f(kei | y) ≥ kθ

となる最大の kを選び，更新する．すべての iについて
更新し終えたらしきい値 θをわずかに下げ，次の反復を
行う．このような更新を行っても近似比は 1− 1/e− ε

になることが保証できる（ε > 0はパラメータ）．ポイン
トは，f のDR劣モジュラ性より平均増分 f(kei | y)/k
は kに対して単調非増加であるから，このような kは
二分探索によりO(log ‖c‖∞)時間で見つかるというこ
とである．

3.2 サイズ制約・単調格子劣モジュラ
次に f が単調格子劣モジュラの場合のアルゴリズム

を示す．
DR劣モジュラのときとは異なり，ステップサイズ

kの決定を二分探索で行うことはできない．代わりに，
f の単調性を利用した二分探索を行うサブルーチンBi-

narySearchLatticeを利用する．BinarySearchLattice

は f の値域を細かい区間に分割し，区間の端点におけ
る平均増分が (1− ε)kθ以上であれば，対応するステッ
プサイズを採用するというものである．このようなサ
ブルーチンを使用することで，もし f(kei | x) ≥ kθ

となる kがあれば，k′ ≤ kで f(k′ei | x) ≥ k′(1− ε)θ

となるものを発見できる．

定理 3.1 [20]. 上記アルゴリズムは 1− 1/e−O(ε)近
似解を O( n

ε2
log ‖c‖∞ log r

ε
log τ )時間で出力する．

BinarySearchLattice(f, i, θ, kmax, ε)

Require: f : Z
V
+ → R+, i ∈ V , θ > 0,

kmax ∈ Z+, ε > 0.
1: f(kmine) > 0 となる 0 ≤ kmin ≤ kmax を二
分探索で見つける．

2: if そのような kmin が存在しない then return
−∞.

3: for (h = f(kmaxei); h ≥ (1− ε)f(kminei);
h = (1− ε)h) do

4: f(kei) ≥ h となる kmin ≤ k ≤ kmax を二
分探索で見つける．

5: if f(kei) ≥ (1− ε)kθ then
6: return k.
7: fail.

サイズ制約・単調格子劣モジュラ

Require: f : Z
V
+ → R+, c ∈ Z

V
+ , r ∈ Z+,

ε > 0.
1: y ← 0 and dmax ← maxi∈V f(c(i)ei).
2: for (θ = dmax; θ ≥ ε

r
dmax; θ ← θ(1 − ε))

do
3: for each i ∈ V do
4: k ← BinarySearchLattice(f(· | y), i, θ,

min{c(i) − y(i), r − y(V )}, ε)
5: if k > 0 then
6: y ← y + kei.
7: return y.

ここで τ =
maxi∈V f(c(i)ei)

min{f(ei|x):i∈V,0≤x≤c,f(ei|x)>0} .

4. 整数格子点上の劣モジュラ関数の応用

本節では，最適予算配分問題以外の整数格子点上の
劣モジュラ関数の応用について紹介する．

4.1 電力が設定できるセンサーの配置問題
古典的なセンサー配置問題は以下のような問題で

ある．ある領域上にセンサーを配置できる場所の候
補 V と，場所 i ∈ V にセンサーを置いたとき観測
できる領域 Ai が与えられている．このとき，集合
X ⊆ V (|X| ≤ k) にセンサーを置いて観測領域
f(X) = | ∪i∈X Ai| を最大化したい．f は単調劣モ
ジュラ関数であることが容易に確認できる．
センサー配置問題の整数格子点上への自然な一般化と

して，以下のような問題を考えることができる．各場所
に設置するセンサー iに対して電力設定 0 ≤ x(i) ≤ c(i)

を設定することができるものとする（電力 0はセンサー
を置かないということにする）．また，センサーの電力
を大きくするごとに観測できる範囲が広がるものとす
る．すなわち，センサー iが電力 j で観測できる領域
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図 1 各アルゴリズムにおけるステップサイズの決定

を Ai,j とすると ∅ = Ai,0 ⊆ Ai,1 ⊆ · · · ⊆ Ai,c(i). こ
のとき，センサーの電力設定 x ∈ Z

V
+ に対して，観測

領域 f(x) = | ∪i∈V Ai,x(i)| は単調な格子劣モジュラ
関数である [18]．
また，最適予算配分問題のように，次のような確率モ

デルによって整数格子点上のセンサー配置問題を考え
ることも可能である．センサーはある確率 1−pで故障
してしまうものとしよう．このような場合，場所 iに一
つのセンサーを置くのではなく，故障を考慮して x(i)

個のセンサーを配置することが考えられる．このとき，
センサー配置 x ∈ Z

V
+ によって観測できる領域A(x)

は確率変数となるので，その期待値 f(x) = E[|A(x)|]
を考えることが自然である．場所 i に x(i) 個のセン
サーを置いた場合，どれか一つのセンサーにより観測
が成功する確率は 1 − (1 − p)x(i) であることに注意
すると，この関数は最適予算配分問題の目的関数の特
殊ケースとなっており，単調 DR劣モジュラ関数とな
る [18]．
ここではセンサー配置問題を取り上げたが，ほかに

も施設配置問題や文書要約モデルも整数格子点上の関
数として自然に拡張できる．詳細は [18] を参照され
たい．

4.2 整数格子点上の劣モジュラ被覆
単調劣モジュラ関数最大化とよく似た問題として，

劣モジュラ被覆 [22] がある．劣モジュラ被覆は 2 つ
の単調劣モジュラ関数 f, g : 2V → R+, α > 0に対し
て，以下のように定義される問題である．

劣モジュラ被覆

minimize g(X)

subject to f(X) ≥ α.

たとえば g(X) = |X|と取れば，この問題は f の値
を α 以上にする X の中でサイズ最小のものを選ぶ問
題となり，サイズ制約つき単調劣モジュラ最大化の「双
対問題」と思える．劣モジュラ被覆も単調劣モジュラ
最大化と同様に NP困難であるが，やはり貪欲法によ
る近似アルゴリズムが存在するほか [22, 23]，機械学
習に応用がある [12, 24]．
劣モジュラ被覆の自然な拡張として，以下の整数格

子点上の劣モジュラ被覆を考えることができる [25]．
f, g : ZV

+ → R+ を単調 DR劣モジュラ関数，α > 0,

c ∈ Z
V
+ とする．

整数格子点上のDR劣モジュラ被覆

minimize g(x)

subject to f(x) ≥ α

0 ≤ x ≤ c.

この問題に対しても，しきい値つき貪欲法を拡張す
ることができ，多項式時間の近似アルゴリズムを設計
できる．詳しくは [25]を参照されたい．

4.3 非単調な整数格子点上の劣モジュラ関数最大化
本稿では主に単調な劣モジュラ関数の最大化を述べ

たが，非単調な劣モジュラ関数の最大化も広く研究さ
れている [26, 27]．当然，非単調な整数格子点上の劣モ
ジュラ関数の最大化も考えることができる．無制約の
DR劣モジュラ関数最大化の 1/2近似アルゴリズムと
機械学習への応用が [28]にある．また，格子劣モジュ
ラ関数最大化については，1/3 近似の擬多項式時間ア
ルゴリズムがGottschalk and Peis [29]により得られ
ている．

4.4 非凸連続最適化への応用
整数格子点上の関数は，[0, 1]V 上の連続関数を離散
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化したものとみなすことができる．この立場をさらに
推し進め，連続変数版のDR劣モジュラ関数の最適化
問題に対する近似アルゴリズムが提案された [30, 31]．
連続変数の DR 劣モジュラ関数は凸関数ではないが，
限界効用逓減性などの扱いやすい性質を持っているた
め，整数格子点の場合と同様の近似アルゴリズムを設
計することが可能である．また，連続変数の最適予算
配分問題について，ロバスト最適化の手法を適用した
アルゴリズムも提案された [32]．このように，非凸な
関数の中でも，DR劣モジュラ関数は比較的扱いやす
いクラスであると考えることができる．連続な DR劣
モジュラ最適化について，連続最適化の手法を導入し
た効率的なアルゴリズムの開発や，鞍点定理などの双
対性の研究は，有望な課題であると筆者は考えている．
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