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問題
問題 1. 頂点集合 Vと非負整数重み付き無向辺の集合 Eからなる辺重み付き単純無向グラフG

をG = (V,E)と書くことにし、辺 e ∈ Eの重みをw (e) ∈ Z+ と書くことにする（ここで Z+ は非
負整数の集合とする。）。また辺 e ∈ Eが二つの頂点 u, v ∈ Vに接しているとき e= (u, v)と書く
ことにする。Gを無向グラフとしているので (u, v) = (v,u)であるとし、辺に関して和をとると
きは (u, v)と (v,u)は同じものとみなし、重複して和を取らないものとする。
ここで二つのグラフG = (V,E)とGemb = (Vemb,Eemb)が与えられているとする。ただし、グ

ラフGembの頂点数はグラフGの頂点数と等しいかそれよりも大きいとする。そのとき二つの
頂点間の単射 ϕ : V → Vembを和 ∑

(u,v)∈E,(ϕ(u),ϕ(v))∈Eemb

w ((u, v)) (0.1)

ができるだけ大きくなるように与えよ。ただし、ϕ : V → Vembが単射であるとは、ϕ (u) , ϕ (v)
が任意の u , v ∈ Vに対して成り立つものをいう。

グラフGがGembの部分グラフである場合には、ϕ : V → Vembを部分グラフ同型を与える対
応とすれば上の和はグラフGのすべての辺の重みの総和になる。なぜなら ϕが部分グラフ同型
であるとすると (u, v) ∈ E ⇒ (ϕ (u) , ϕ (v)) ∈ Eembが成り立つからである。一般にはグラフGは
グラフGembの部分グラフではなく、その場合にはどのような対応 ϕを与えても上の和はグラフ
Gの辺の重みの総和よりも小さくなる。そのときグラフGの辺の重みの総和からの減少分∑

(u,v)∈E,(ϕ(u),ϕ(v))<Eemb

w ((u, v)) =
∑

(u,v)∈E
w ((u, v)) −

∑
(u,v)∈E,(ϕ(u),ϕ(v))∈Eemb

w ((u, v)) (0.2)

は対応 ϕによって失われてしまった辺の重みの総和となる。

1 問題の意義
この問題はNevenら [1]によって提出された量子アニーリング (4.1節を参照)を利用したアン

サンブル学習 (4.2節を参照)のアルゴリズムの一部に現れるものである。この文脈では、グラフ
Gの各頂点がアンサンブル学習における各弱分類器に相当し、その辺の重みwが対応する弱分
類器間の相関の強さとなっている。一方グラフGembは量子アニーリングを行うハードウェアの
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トポロジーで決まるものである（D-Wave社の量子アニーラー場合にはキメラグラフ [2]を採用
している。）。この文脈で問題を表現しなおすと、できるだけ弱分類器間の相関を失わないよう
にグラフGから辺を取り除きグラフGembと部分グラフ同型となるようにせよ、と言い換えら
れる。
アンサンブル学習は数多ある機械学習の方式である。現状、量子コンピューターで扱えるス

ピン（0か 1をとる変数の数）の数はまだまだ少なく (D-Waveの場合最新版で 2048 [3])、深層
学習等多数のニューロンを必要とする機械学習には適していない。また、（制限）ボルツマンマ
シンに関していえば、ニューロン間にある程度密な結合を要することもあり、スピン間が疎に
つながっているD-Wave社の量子アニーラーは適していない [4] (“However, limited connectivity
is a much bigger problem.”)。一方で、Nevenら [1]によって提出された量子アニーリングの方式
では、個々のスピンがニューロンではなく、アンサンブル学習における個々の弱分類器に対応
し、各弱分類器を選択するか否かをスピン値 0、1で表現するものであり、比較的小規模なアン
サンブル学習であればD-Wave社の量子アニーラーで扱いうる。以上がGoogle [1]、NASA [5]
がD-Wave社の量子アニーラーを使ってアンサンブル学習のデモンストレーションを行おうと
考えた動機であると推測される。なお、D-Wave社はムーアの法則になずらえスピン数を 2年ご
とに倍にすると宣言しており扱いうるスピン数が増えてくればこの限りではないかもしれない。
また、アンサンブル学習には深層学習にないいくつかのメリットも存在する。一つは各弱分

類器がシンプルであるために分類がどの特徴量のどの部分を用いてなされているのかの解釈が
容易であることである。一方で、深層学習においては入力と出力が複雑に非線形に相互に依存
しており、その結果を解釈することは必ずしも容易ではない。また未知の入力データに対して、
深層学習がどのような出力を返すのかを予測することは容易ではない。さらに、近年、アンサ
ンブル学習はランダムフォレスト等いろいろな応用で注目を集めている。
なお、BoydaらによりNevenらのアンサンブル学習のアルゴリズム [1]に関する批判もある。批

判の詳細に関しては [5]を参照していただきたいが、その批判の一つに必ずしも疎ではないグラ
フGから辺を取り去り、キメラグラフのように疎なグラフに部分グラフ同型として埋め込んでし
まうと、もともとのアンサンブル学習に必要な情報が失われてしまうのではないか (“Embedding
into the chimera graph” (p. 6) [5])というものである。この問題に対応するためには、

(i) アンサンブル学習に利用する弱分類器として相互の相関ができるだけ弱いものを用意する、

(ii) ハードウェアのグラフを密なグラフを扱えるように改良する、

というソフトウェアとハードウェアからの二つの方針が考えられる。
ちなみに、プログラミングコンテストではGembはキメラグラフではなく、日立製作所のイ

ジング計算機 [6]の King’sグラフとしている。日立製作所のイジング計算機は量子コンピュー
ターではなく、焼きなまし法により組み合わせ最適化を解くというものであるが、最適化問題
を如何にGemb上の問題に落とし込むか、という部分では共通の課題を抱えており、この方面で
の今後の進展が期待されている。

2 貪欲法によるアルゴリズム
この問題が提出されてからまだ日が浅いこともあり、この問題に対する研究はあまりなされて

いないが、Nevenら [1]は以下のような標準的な貪欲法に基づくアルゴリズムを発表している。

(i) 頂点 v1 ∈ Vを v1 = arg max
v∈V

∑
u;(u,v)∈E w ((u, v))とする。つまり頂点 v1から出ている辺の重

みの総和は他の頂点から出ている辺の重みの総和と等しいかそれよりも大きい。
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(ii) 初めに最も結合次数の高い頂点 q1 ∈ Vembを選び、頂点 v1に対応させる。この対応関係を
q1 = ϕ (v1) と書く。このように対応関係が決まっているグラフGの頂点の個数を kとす
る。ここまでで対応関係が決まっている頂点は v1だけなので k = 1である。

(iii) 次に、グラフGの頂点ですでにグラフGembとの対応が決まっている頂点の集合を {v1, · · · , vk}
とし、それに対応するGembの頂点の集合を {q1 = ϕ (vk) , · · · ,qk = ϕ (vk)}とする。

(iv) 以下のように頂点 vk+1 ∈ Vを決める。

vk+1 = arg max
v∈V\{v1,··· ,vk}

 max
q∈Vemb\{q1,··· ,qk}

∑
u∈{v1,··· ,vk},(u,v)∈E,(ϕ(u),q)∈Eemb

w ((u, v))

 (2.1)

その最大値を達成する qを vk+1に q = ϕ (vk+1)と対応させ k← k+ 1とし (iii )に戻る。

3 プログラミングコンテストで提出されたアルゴリズム
提出された最終順位上位 20名のアルゴリズムのほとんどは焼きなまし法あるいは焼きなまし

法と他の貪欲法、ビームサーチを組み合わせたものであった。焼きなまし法がこの場合に好ま
れた理由としては、

(i) 上の対応 ϕの初期推定を作りやすい。無作為にGの頂点とGembの頂点を ϕが単射になる
ように対応させても重みの総和は小さいかもしれないが許容される解にはなる。

(ii) 焼きなまし法では、現在の解の候補から次のステップにおける解の候補を選ぶとき、現
在の解の候補の近傍から無作為に選択する。近傍の取り方にはいろいろなヴァリエーショ
ンが存在しうるが、例えば現在の対応の候補 ϕから出発し、無作為に vi , v j ∈ Vのペアを
選択、対応 qi = ϕ (vi)および qj = ϕ (vi)を qi = ϕ

′
(
vj

)
および qj = ϕ

′ (vi) (他の頂点に対する
対応は ϕと同じ)とスワップさせることで作ることのできる対応 ϕ′全体の集合を ϕの近傍
とする、等がこの場合の近傍の選び方である。以上のような近傍を以下の要件を満たす
ように作ることができることが重要である。

(a) 近傍として現在の解の候補と次の解の候補の辺の重みの総和の差分が効率よく計算
できる。上の例ではスワップ前とスワップ後の二つの頂点を調べればわかる。

(b) 結果としてできるマルコフ連鎖が既約 [7]となる。上の例の場合、任意の置換が二つ
のペア間のスワップの列の合成として書けることに注意すると既約となることがわ
かる。

ということが考えられる。上の近傍の選び方にも様々なヴァリエーションが存在する。その他、
熱浴法かメトロポリス法、焼きなまし法の温度スケジューリングの取り方等のヴァリエーショ
ンも存在する [8]。

4 用語集

4.1 量子アニーリング

この文脈では量子アニーリングとしてはD-Wave社が作っている量子アニーラーが念頭にお
かれている [3]。量子アニーリングの最近の動向は [9]の講演の動画が参考になる。
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4.2 アンサンブル学習

アンサンブル学習の基本と最近の発展は [10]を参照のこと。
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