
計算量理論

内　容

NP 完全性の理論について学ぶ．

•計算量理論の入門

• NP 完全性の定義

•基本的な NP 完全問題

• NP 完全性を証明する技法
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用語の説明（１）

判定問題: yes か no かを答える問題

例：x2 − 3x+ 2 = 0 に実数解はあるか．

最適化問題:最も「良い」値を求める問題

例：f(x) = x2 − 3x + 2 が最小となる

x を求めよ．

組合せ最適化問題:目的関数の値が最適になる

ように離散変数の値を決める問題

当面は判定問題を扱う．



用語の説明（２）

アルゴリズム:解を求める手順．解法ともいう．

多項式時間のアルゴリズム:計算時間が入力の

サイズの多項式で抑えられるアルゴリズム．

クラスP:（決定性）多項式時間アルゴリズムが

存在する判定問題のクラス



用語の説明（３）

非決定性アルゴリズム:アルゴリズム中に「２

択」を含む解法．２択は，可能な限り最終

的に “yes” が出るように選ばれる．

クラスNP:非決定性多項式時間アルゴリズムが

存在する判定問題のクラス（クラスNPで

ない問題よりはやさしい）



非決定性アルゴリズムの例

２進数の入力 xに対し合成数であるとき yes，

素数であるとき no と答えるアルゴリズム．

1. 2桁数が ⌈(xの桁数)/2⌉ の2進数 y を作

る．各桁の数（0 or 1）は可能な限り最終

的に “yes” が出るように選ぶ．

2. x を y で割って余りが出ずかつ y > 1

のとき “yes” と答えて終了する．

3. “no” と答えて終了する．



非決定性アルゴリズム：実行例(1)

２進数の入力 xに対し合成数であるとき yes，

素数であるとき no と答えるアルゴリズム．

x = 11112 のとき．

1. 2桁の2進数 y を作る．各桁の数（0 or

1）は可能な限り最終的に “yes” が出る

ように選ぶので y = 112 となる．

2. x を y で割った余りは 0 で，かつ y > 1

なので “yes” と答えて終了する．



非決定性アルゴリズム：実行例(2)

２進数の入力 xに対し合成数であるとき yes，

素数であるとき no と答えるアルゴリズム．

x = 11012 のとき．

1. 2桁の2進数 y は 002, 012, 102, 112 のど

れでも結果は同じなので適当に選ぶ．

2. y は条件を満たさないので素通りする．

3. “no” と答えて終了する．



用語の説明（４）

多項式時間変換:ある問題の入力から別の問題

の入力を作る手順．ただし，

• yes–no の値が変わらないようにする．

•変換を行う時間は入力の多項式で抑え
られる．

NP困難問題: NP に属する任意の問題がこ

の問題に多項式時間で変換できる．

NP完全問題: NP に属するNP困難問題．



多項式時間変換の意義

NP完全問題Xを解くプログラムがあれば，

1. NPに属する問題YをXに変換する．

2. X を解く．

3.その解を問題Yの解に変換する．

もし，Xを解くアルゴリズムが決定性多項式

時間ならば，クラスNP のあらゆる問題が多

項式時間で解ける！



多項式時間変換とソルバ

1. NPに属する問題Xを整数計画問題に変換

する（比較的簡単！）．

2.整数計画問題を解く．研究目的ならばソル

バは無料で入手可能（CPLEX, SCIP な

ど）．

3.その解を元の問題Xの解に変換する．

計算効率はあまり良くないが，問題Xを解く

アルゴリズムの開発の手間が省ける！



NP 完全問題は多項式時間アルゴリズムをも

たないと予想されている（即ち P ̸= NP）．

P = NP

P ̸= NP のいずれとも証明されていない．

P ̸= NP かどうかは，計算機科学における

重要な未解決問題（P=NP問題，懸賞金100

万ドル）．



ある問題がNP完全であることを証明しても，

効率的なアルゴリズムが得られない．しかし，

•その問題の難しさをより正確に評価する
ことができる．

•その問題に対して，より現実的な取り組
み方ができる（擬似多項式時間アルゴリズ

ム，近似の可能性など）．

だから，NP完全性について学ぶことは重要．



Computers and Intractability（１～３章）

1. Computers, Complexity, and Intractability

2. The Theory of NP-Completeness

2.1 Decision Problems, Languages, and En-

coding Schemes

いくつかの基本的な用語の定義

2.2 Deterministic Turing Machines and the

Class P

決定性チューリング機械の説明とクラスP の

定義



2.3 Nondeterministic Computation and the

Class NP

非決定性チューリング機械の説明とクラスNP

の定義

2.4 The Relationship Between P and NP

2.5 Polynomial Transformations and

NP-Completeness

多項式（時間）変換とNP完全性の定義

2.6 Cook’s Theorem

SATISFIABLITY (SAT)がNP完全である

ことを示した定理



3. Proving NP-Complete Results

3.1 Six Basic NP-Complete Problems

6つの基本的なNP完全問題と，それらのNP

完全性の証明

3.2 Some Techniques for Proving

NP-Completeness

NP完全性を証明するための三つの技法．

Restriction, Local replacement,

Component design

3.3 Some Suggested Exercises



1 Computers, Complexity, and

　 Intractability

1.1 Introduction

あなたの仕事はアルゴリズム設計者．

ボスに効率的なアルゴリズムの設計を命じら

れたが，総あたり以外の方法が見つからない．

“I can’t find an efficient algorithm,

I guess I’m just too dumb.”

とは言いたくない．



“I can’t find an efficient algorithm, be-

cause no such algorithm is possible!”

と主張したいが，問題が intractable である

ことを示すのは困難．

NP 完全性の理論を知っていれば，

難しいと広く認識されている他の多く

の問題と，同じ程度に困難である

ことを証明できる可能性がある．



解きたい問題が NP完全であるとき，

正しい解を常に求めるアルゴリズム

よりも，

•様々な special cases に対する効率的な

アルゴリズムや，

•常に効率的であるとは限らないが，多くの
場合そうであるようなアルゴリズム

などを目指すほうが現実的なことが多い．



1.2 Problems, Algorithms, and Com-

plexity

問題（problem）：答えるべき質問で，値が

指定されていないいくつかのパラメータを通

常もつ．

•すべてのパラメータと
•解（solution）が満たすべき特性

の記述により与えられる．

instance（入力，入力例）：すべてのパラメー

タについて，特定の値を指定したもの．



巡回セールスマン問題

（Traveling Salesman Problem）

パラメータ：都市の有限集合 C = {c1, c2,
. . . , cm}．二つの都市 ci, cj のそれぞれにつ

いて，距離 d(ci, cj) が指定されている．

解：次の値を最小とするような，都市の順列

< cπ(1), cπ(2), . . . , cπ(m) >．
(
Σm−1

i=1 d(cπ(i), cπ(i+1))
)
+ d(cπ(m), cπ(1))



一つの instance

c1

c2

c3

c4

10

3

5

6

9

9

解は < c1, c2, c4, c3 >．その経路長は 27．



アルゴリズム（algorithm）

問題を解く（solve）手続き．ただし，「ある

アルゴリズム A が問題 Π を解く」と言うた

めには，以下の２点が必要．

• Π の任意の instance I に対して A が

適用可能であり，

•必ず正しい解を求める

（この本では，）効率の良い（efficient）アル

ゴリズムとは，速いアルゴリズムを意味する．



実行時間は，instance のサイズ（size）を用

いて表す．

サイズをどう定めるか．

巡回セールスマン問題 の場合，都市の個数

m がよく使われる．しかし，instance は

m 個の都市のラベル

m(m − 1)/2 個の都市間距離

を含み，これらの数の大きさにも影響される．



instance を，ある有限のアルファベットの記

号（文字）からなる有限長の記号列により表

現．

encoding scheme： instanceをそのような

記号列にうつす写像

入力長（input length）：記号列中の記号

の個数



（例） アルファベット

{c, [, ], /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
　 ある encoding scheme による記号列

“c[1]c[2]c[3]c[4]//10/5/9//6/9//3”

c1

c2

c3

c4

10

3

5

6

9

9



アルゴリズムの時間計算量（time complex-

ity）

　最悪時の実行時間を，入力長の関数として

表す．

encoding scheme と計算機モデルを固定し

ない限り，正しく定義されないが，NP 完全

性の理論では特に問題にならない．



1.3 Polynomial Time Algorithms and

Intractable Problems

O-表記法

f(n) が O(g(n)) とは，ある定数 c が存

在して，任意の n ≥ 0 に対して

|f(n)| ≤ c · |g(n)|

が成立することをいう．



多項式時間アルゴリズム

（polynomial time algorithm）

ある多項式関数 p が存在して，時間計算量

が O(p(n))となるアルゴリズム（n：入力長）

指数時間アルゴリズム

（exponential time algorithm）

多項式時間アルゴリズムでないもの



•指数時間アルゴリズムの実行時間は，nが
大きくなるにつれてすぐ爆発する

（Fig. 1.2）．

•計算機が速くなっても，扱える入力長はわ
ずかしか増えない（Fig. 1.3）．

⇓

多項式時間アルゴリズムが存在しない問題は，

intractable （手におえない）であると考え

る．



•実用的な指数時間アルゴリズムも存在する
が，そのような例はきわめて稀れ．

•時間計算量が n100 あるいは 1099n2 とい

ったアルゴリズムは高速ではないが，多項

式時間アルゴリズムをもつ問題は，低い次

数の多項式関数と極端には大きくない定数

係数からなる時間計算量のアルゴリズムを

もつことが多い．



intractable のこの定義は，（reasonableな

ものであれば）encoding scheme や計算機

モデルに依存しない．

reasonable encoding scheme とはどんな

もの？

•不必要な情報やシンボルを含まない簡潔な
記号列を作る．

• instance に含まれる数は 2 進数（あるい

は 10 進，8 進など）で表される．



例

V1

V2

V3

V4

3種類の encoding schemes を考える．



V1

V2

V3

V4

Vertex list, Edge list

V[1]V[2]V[3]V[4](V[1]V[2])(V[2]V[3])

長さ36

入力長の下限：4v + 10e（v：頂点数，e：辺数）

上限：4v + 10e + (v + 2e) · ⌈log10 v⌉



V1

V2

V3

V4

Neighbor list

(V[2])(V[1]V[3])(V[2])()

長さ24

入力長の下限：2v + 8e

上限：2v + 8e + 2e · ⌈log10 v⌉



V1

V2

V3

V4

Adjacency matric rows

0100/1010/0100/0000

長さ19

入力長の下限：v2 + v − 1

上限：v2 + v − 1



3種類のencoding schemes で得られる記号

列の長さは，高々多項式倍しか変わらない．

3種類の計算機モデル（1TM, kTM, RAM）

を考えたとき，任意の一つのモデル上の多項

式時間アルゴリズムは，他の二つのモデル上

でも多項式時間でシミュレートできる

（Fig. 1.6）．



1.4 Provably Intractable Problems

巡回セールスマン問題の変型

　パラメータとして，ある数 B を追加．長

さが B 以下のすべての経路を求める．

解のサイズが，入力長の指数関数のオーダー

になる instance を作り得る．

⇒ 多項式時間アルゴリズムは存在しない．

しかし，このような問題は，intractable な

問題として重要でない．



確かに intractable な問題

(1)決定不能問題（undecidable problem）

アルゴリズム自体が存在しない!! 例えば，

停止問題

　計算機プログラムとそれに対する入力が

与えられたとき，そのプログラムが停止す

るかどうか判定せよ．



Post の対応問題

入力：あるアルファベット Σ 上の語のリ

ストw1, w2, . . . , wkとx1, x2, . . . , xk．

問題： wi1wi2 · · ·wim = xi1xi2 · · ·xim

となる自然数列 i1, i2, . . . , im が存在

するかを判定せよ．

（例） Σ = {a, b}.
w1 = a, w2 = abaaa, w3 = ab,

x1 = aaa, x2 = ab, x3 = b.



Σ = {a, b}.
w1 = a, w2 = abaaa, w3 = ab,

x1 = aaa, x2 = ab, x3 = b.

この例の場合，

w2w1w1w3 = x2x1x1x3 = abaaaaaab

であるから，答えは “yes”．



確かに intractable な問題

(2)決定可能ではあるが，多項式時間アルゴリ

ズムをもたない問題

非決定性の（nondeterministic）計算機

モデルでも多項式時間アルゴリズムをもた

ない．

おそらく intractable な問題

ほとんどは，非決定性の計算機モデルでは多

項式時間アルゴリズムをもつ．


