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問題
問題 2. 頂点集合 Vと無向辺の集合 Eからなる無向単純グラフGをG = (V,E)と書くことにす
る。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)であるとする。また、集合 Aの要素数を |A|と書く。
以上の設定の下、二つのグラフG = (V,E) とGemb = (Vemb,Eemb) が与えられているとする。

以下の制約のもと、以下で説明する得点ができるだけ高くなるように対応 ϕ : V → 2Vembを与え
よ。ただし、2Vembは Vembの部分集合全体の集合である。
得点：

5000+ 100Nconnect+ 100000δNconnect,|E| −
∑
v∈V

(|ϕ (v)| − 1) . (0.1)

ただし

(i) Nconnect (≤ |E|)は辺 (u, v) ∈ Eの内、ある qu ∈ ϕ (u)と qv ∈ ϕ (v)が存在して (qu,qv) ∈ Eemb

が成り立つものの総数である。

(ii) δNconnect,|E| =

1 (Nconnect= |E|)
0 (Nconnect, |E|)

は Kroneckerのデルタである。

制約：

(i) すべての v ∈ V に対して ϕ (v) , ∅かつグラフGembの部分頂点集合 ϕ (v)により作られる
頂点誘導部分グラフが連結であること。ただし部分集合 ϕ (v)により作られる頂点誘導部
分グラフG′emb =

(
V′emb,E

′
emb

)
とは頂点集合 V′emb = ϕ (v) ⊂ Vembとそれらをつなぐ辺集合

E′emb=
{
(q1,q2)

∣∣∣q1,q2 ∈ V′emb, (q1, q2) ∈ Eemb

}
からなるものである。

(ii) すべての u , v ∈ Vに対し ϕ (u)
∩
ϕ (v) = ∅が成り立つ。

この問題は以下のグラフマイナー埋め込みの問題と密接に関係している。

問題 3. 以上の設定の下、二つのグラフG = (V,E)とGemb= (Vemb,Eemb)が与えられているとす
る。以下の制約を満たすように対応 ϕ : V → 2Vembを与えよ。

(i) すべての v ∈ Vに対して ϕ (v) , ∅かつグラフGembの部分頂点集合 ϕ (v)により作られる頂
点誘導部分グラフが連結である。
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(ii) すべての u , v ∈ Vに対し ϕ (u)
∩
ϕ (v) = ∅が成り立つ。

(iii) すべての (u, v) ∈ E に対し、ある qu ∈ ϕ (u) と qv ∈ ϕ (v) が存在し (qu, qv) ∈ Eembが成り
立つ。

以上のような対応 ϕが存在するとき、グラフGはグラフGembのグラフマイナーであると呼
ばれる。もともとは問題3の解 ϕの内

∑
v∈V (|ϕ (v)| − 1)をできる限り小さくするものを構成する

という問題をプログラミングコンテストの問題として出題する予定であったが、この問題3の場
合には問題 1の場合とくらべ、対応 ϕの初期推定を構成することが圧倒的に難しく、今回のプ
ログラミングコンテストの問題 2のように条件を緩和した問題を出題した。出題の意図として
は問題3の解の制約をできるだけ満たすような対応 ϕで

∑
v∈V (|ϕ (v)| − 1)を最小化するものを計

算してほしかったが、得点式 (0.1)における後者のペナルティの重みがあまり大きくなかったせ
いで、後者に関してはあまり考慮されなかったようである。これは出題側の得点式 (0.1)の調整
ミスである。

1 問題の意義
問題にある二つのグラフが与えられたときに一方のグラフが他方のグラフのグラフマイナー

であるかどうかを判定し、具体的な操作列を構成するという問題は、近年まであまり注目され
てこなかった。しかし、カナダのD-Wave社が量子アニーリングによる量子コンピューティン
グを発表し、具体的な組み合わせ問題をD-Waveの計算機で取り扱うことができる問題へと変
換する際にこの問題が立ちあらわれることが明らかになり注目を集めるに至った。

D-Wave社の量子アニーリング [1]は、キメラグラフ [2]上に定義されるイジングモデルにお
けるもっともエネルギーの低いスピンの配置（基底状態）の計算を試みるものである。このイ
ジングモデルの基底状態を計算する問題はBarahona[3]によりNP困難であることが証明されて
おり、原理的にはクラスNPに属する任意の組み合わせ最適化問題は変数の数の多項式程度の
オーダーの時間でD-Wave社の計算機で取り扱うことができる問題へと変換可能である。この
ことを用いると D-Wave社の計算機でクラス NPに属する任意の組み合わせ最適化問題を解く
ことが可能となるが、実際にはこの問題変換にかかる時間が量子アニーリング自体に要する時
間に比べて無視できない程度の大きさとなっている。
例えば、D-Wave 2000Q [4]では量子アニーリング自体にかかる時間は 5µs ∼ 1000µsである

と報告されている。一方、現在標準的に利用されている問題変換の方法としては、一度NP問
題をあるグラフ上のイジングモデルの基底状態探索問題に帰着させた後 [5]、そのグラフをグラ
フマイナー埋め込み [6]を行うことでキメラグラフに埋め込む、というものである。このグラ
フマイナー埋め込みにかかる時間はグラフの構造とサイズに依存するが、例えば頂点数 100程
度のランダムに生成された 3正則グラフをキメラグラフに埋め込むためにかかる時間は 1s程度
である [6]と報告されている。これを単純に量子アニーリング自体にかかる時間と比べると実
に 1000倍以上の計算時間である。さらに、その計算時間はグラフの頂点数の 2乗のオーダーで
増大すると報告されており、スピン数が倍の問題を解くためには問題変換に要する時間が 4倍
必要となる。D-Wave社は 2年ごとにスピン数を倍にすると発表しているが、その持続的なス
ピン数の向上を活かしていくためにも、以上の問題変換の効率の良いアルゴリズムを開発する
ことが急務の課題となっている。
以上はD-Waveの場合であるが、他にも専用ハードウェアで同様の問題を抱えているものが

ある。たとえば日立製作所の開発しているイジング計算機は焼きなまし法によりイジングモデ
ルの基底状態探索問題を解くというものであるが、やはり一般のグラフ上の組み合わせ最適化
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問題をイジング計算機のハードウェアのトポロジーであるKing’s graph [7]上のイジングモデル
の基底状態探索問題へと帰着する必要があり、同様の問題を抱えている。この問題に関する今
後の進展を待ちたい。

2 具体例
一番単純な具体例として、グラフGがグラフGembの頂点誘導部分グラフとなるとき、が挙

げられる。このときには部分グラフ同型 ϕ : V → Vemb [8]が
∑

v∈V (|ϕ (v)| − 1) = 0を最小とする
対応 ϕを与える。

3 既知の結果
問題3に対しては標準的なアルゴリズムに [11]があるが、このアルゴリズムではグラフGの

頂点数に対して指数関数的に計算時間が増大する。また、D-Wave社が公開しているヒューリ
スティックに [6]がある。

4 入力のグラフのクラスを制限することでよいアルゴリズムを見
つけるための先行研究取り組み

既知のヒューリスティック以外の結果は入力のグラフのサイズに対して指数時間かかるもの
しかないので、上記のように何らかのヒューリスティックを考えるか、もう一つはグラフのク
ラスを適切に制限することで、よりましなアルゴリズムを模索するという方向性が考えられる。
例えば、[12]は入力グラフのクラスを二つのグラフのCartesian積で与えられるグラフに制限す
ることで、標準的なアルゴリズムよりも若干性能が上がるという数値計算結果を報告している。
ここで、グラフG′′ = (V′′,E′′)が二つのグラフG = (V,E)とG′ = (V′,E′)のCartesian積である
とは、V′′ = V × V′ であり((

v, v′
)
,
(
u,u′
)) ∈ E′′ ⇔ v = u,

(
v′,u′
) ∈ E′ or v′ = u′, (v,u) ∈ E. (4.1)

であることをいう。例えば、巡回セールスマン問題を [5]の方針でイジングモデルの基底状態
探索問題に変換すると、そのイジングモデルはあるCartesian積で表現されるグラフ上の問題で
ある。このクラスのグラフは他にもグラフ上の彩色問題等でも出現し、応用上重要なクラスの
問題である。
また、頂点次数が高々3の平面グラフに対しては [13]のような結果が知られている。この方

法だと計算時間は入力グラフサイズの多項式時間であるという保証はあるが辺縮約の数が比較
的多くなってしまうため最近の論文ではほとんど利用されていない。
他にも種々の可能性が考えられている。応用上重要であるが、うまいアルゴリズムが構築で

きるようなグラフのクラスを模索していくことが今後も必要であろうと考えられる。

5 用語集
グラフマイナーに関連する教科書は多くないが [14]を背景と問題に出てくるグラフ関連の理

解するためには役に立つかもしれない。しかしながら、本問題で扱われているようなある性質
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を満たす具体的な操作列を構成するという方向の実践的な研究はあまり多くなく、この問題の
解決のためにはその方向の研究が望まれている。
この問題の背景にはD-Wave社の量子アニーリングを利用した計算機があるが、その最新の

情報に関しては [4]を読むのが良いと思われている。より広く量子アニーリング全体の潮流を
理解するには、2017年の 6月に東工大で開催されたAQC2017のプレゼンの動画 [15]も参考に
なるかもしれない。
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