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グラ フ 理論， ある いは， 組合せ論な ど の離散的な 構造を 解析する 研究， ある
いは， そ れら の構造を 利用し た最適化やア ルゴリ ズム の研究を 行っ て いる 。
代表的な 研究と し て は， 単調な 論理関数の双対化問題を 研究し て いる [1]。 単
調な 論理関数の双対化問題と は， 与え ら れた論理積形から それと 等価な 単調な
論理和形を 求める 問題であり ， 数理計画， 人工知能， データ ベース ， 分散シス
テム ， 学習理論な ど 様々 な 分野に現れる 数多く の重要かつ実用的な 問題と （ 多
項式時間還元の意味で） 等価であ る こ と が知ら れて いる 。 1996 年に Fredman
と Khachiyan に よ る 準多項式時間で解け る こ と は示さ れて いる が， 未だ に 多
項式時間で解け る かど う か分かっ て いな い。 こ の双対化問題は， 単調論理関数
の論理積形， 論理和形と いう ２ つの双対的な 表現が与え ら れたと き に， それら
が等価である かを 判定する 問題や人工知能分野において 重要な 役割を も つホー
ン 理論に お け る ホーン ルールと 特性ベク ト ル集合と いう 双対表現の等価性判
定問題と も 密接に 関連する [2]。 ま た 列挙分野に おいて そ の計算量が未解決で
あっ た多く の問題がこ の双対化問題に準多項式帰着可能である こ と がわかっ て
き た [3,4]。
さ ら に推論分野におけ る 論理仮説の補完問題に対し て ， 広く 信じ ら れて いた
予想を 覆し ， 最も 重要な ク ラ スである ホーン 推論において ， 逐次多項式時間で
可能である こ と を 示し た [5]。
上記以外に も ， 整数線形不等式系 [6]， 相補性問題 [7]， オン ラ イ ン 最適化問
題 [8]， ロ バス ト 最適化 [9]， ゲーム 理論に おけ る 均衡解に 関する 研究 [10] な ど
を 行っ て いる 。
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