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計算下界の解明―その意義とシナリオ
〈後編〉
徳山 豪
東北大学情報科学研究科

前篇のダイジェスト
計算機は人間と比べて比較にならないほどの計算
力を持つ．では，人間が知恵を用いて挑んで解決す
る問題は，どこまで計算機に任せることができるだ
ろうか？
計算機で解かせるためにはアルゴリズムを設計す

NP 問題の周辺の模式図

る．アルゴリズムの計算時間が指数関数であると，

図を思い出していただきたい．NP 完全性に関する

少し大きな問題では計算量が爆発的に増大し，手に

膨大な研究の成果として，NP 問題で多項式時間解

負えなくなる．したがって，計算機で扱えるために

法が知られていない問題のほとんどが NP 完全問題

は，計算時間を多項式時間に抑える必要がある．多

であることが観察されている．

項式時間アルゴリズムを設計できる問題を P 問題

一方で，NP よりも難しそうな問題を解きたい場

と呼ぶ．一方で，現実社会で解いてほしい重要な問

面もあり，詰将棋のような対戦ゲームに似た考え方

題群は，
「検証が多項式時間でできる」問題であり，

を用いて，NP 問題を土台に論理記号 " と $ を交

これを NP 問題と呼ぶ．解の検証をする多項式時間

互に使って積み木のように積み重ねてできる多項式

アルゴリズムが作れても，問題の解を発見する多項

時間階層 PH や，PSPACE という計算クラスを考

式時間アルゴリズムを設計できるとは限らない．こ

えることができる．

れは発見は検証よりも本質的に難しいはずだという

NP や PH，PSPACE などは，人間が知恵を絞

哲学的な問題を内包する重要な問題であり，多くの

って解く問題をモデル化しており，計算機の計算力

研究者は P 問題と NP 問題は難しさが異なると考

と人間の知恵を合わせてこのような問題を解いてい

えている．

くことが情報科学の究極の目的である．そして，
「通

問題 A の入力を多項式時間で変換して，問題 B

常の計算モデルでは NP 完全問題は多項式時間では

の入力に変更できるとき，問題 A は問題 B に多項

解けない」という予想，すなわち P!NP 予想が正

式時間還元するという．任意の NP 問題が多項式

しければ，上記の究極の目的には，通常の計算モデ

時間還元するような問題 B を NP 完全問題と呼ぶ．

ルとは本質的に異なった解決のアプローチが必要で

したがって，NP 完全問題 B を解く多項式時間アル

あることになる．

ゴリズムは，任意の NP 問題を多項式時間で解ける
ユニバーサルなアルゴリズムになる．図 -1 の模式
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図 -1

情報処理 Vol.54 No.5 May 2013

つまり P!NP に代表される計算下界の解明は，
情報科学のアプローチを決める指針を与える重要な

計算下界の解明―その意義とシナリオ （後編）
る計算量では指数時間下界のある NP 完全問題が知
られているが，通常の計算モデルにおいては，この
状況を打開する糸口が見えない．

❐❐多項式時間還元の脆弱性
さて，次に NP 完全性理論における分類の基本に
図 -2

なる多項式時間還元を考えて見よう．P 問題，NP

多項式時間階層 PH の構造

完全問題はそれぞれクラス内で互いに多項式時間還
元しあう．この 2 つのクラスが分離するのは当然に

課題であり，その解明を目指して，図 -2 のような

も見える．しかし，多項式時間還元による計算クラ

計算構造が築かれている．ここまでが前編の内容で

スの分類では P と NP 完全を分離するような計量

あった．

的な指標（不変量）が知られていない．比較対象と

後編では，計算下界の壁に挑むシナリオと成果を

して，集合論では全単射写像によって集合を分類し，
濃度という不変量を定義できる．これは多項式時間

紹介しよう．

還元よりずいぶん性質が良い．
実際，NP 完全問題を多項式時間還元するとき

計算下界解明の壁

に用いる変換写像を全単射写像に限定できれば，
1）

P!NP が示せる ．このルートも見通しは難関だ

❐❐計算量解析の難しさ
まず計算下界の壁への直登シナリオを考えてみよ

が，近年の進展もある

2）, ☆ 2

．

う．NP 完全性の理論により，NP 完全問題のどれ
か 1 つに直接アタックして多項式時間計算不可能性

❐❐オラクルと階層
では，もっと大回りのシナリオを探索してみよう．

（もしくは可能性）が示せれば，P!NP（もしくは
P=NP）が示せる．これはある程度素人でも試せ

数学，さらに科学一般における最も強力な道具は

る挑戦で，実際に個々の問題を考えて証明に成功し

一般化である．一般化により，些細な部分が取り払

☆1

たという誤謬発表やニュースは山ほどある

．

前回，階層定理のところで延べたように，人工的
な問題では，上界と下界の近い問題ができる．とこ

われて本質が見えてくる．いわば山に登るのに飛行
機で上空に上がって，そこから落下傘で降りるよう
なものである．
計算者や検証者に高い能力を仮定して計算モデル

ろが肝心要の NP 完全問題では，良い下界成果は皆
無である．たとえば，標準的な NP 完全問題として

を一般化するのに，オラクル

広く研究されている 3 充足問題（ある種の論理方

用する．

☆3

という考え方を利

程式の可解性問題）に対して，X (n ) の下界すら証

ある（難しい）問題 Y を解く（仮想的な）ソル

明できていない．整列のアルゴリズムでポピュラー

バーがあるとしよう．Y を多項式回用いて問題 X

なバブルソートの計算時間が O (n ) なので，指数時

を解ける場合，X は P 問題であると言い（図 -3），

間かかると予想される難しい問題に対して，バブル

X は Y をオラクルにして多項式時間で解けるとい

ソートと同程度の計算時間が必要であることすら分

う．たとえば，X が Y に多項式時間還元するのな

からないということになる．限定された計算モデル，

らば X は P 問題になるが，多項式時間還元では Y

たとえば単調回路という否定を使わない回路におけ

☆2

☆1

☆3

2

2

The P versus NP page ( http://www.win.tue.nl/ ~ gwoegi/
P-versus-NP.htm) で，失敗例が 100 例ほど観れる．

Y

Y

著 者 の 1 人 は 前 回 紹 介 し た 素 数 判 定 問 題 を 解 決 し た Manindra
Agrawal，もう 1 人は新学術領域研究総括者の渡辺治．
由来はギリシャのアポロン宮殿の神託で，有名なデータベースの会
社の名前にもなっている．
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一気に開けるというわけには，残念ながらいかない．
物理では，ガリレオとアインシュタインによる「相
対性」が理論の根本にあり，物理法則は環境や観測
者によらない不変性を持つ．しかし計算理論では「計
算者の能力（オラクル）」に基本法則が依存してし
図 -3

まって，いわば相対性が成立せず，一般化による解

オラクルモデル

決を困難にさせる．
を 1 回使うだけで X を解くので，オラクルのほう

ある計算問題 Y を解くオラクルがあったとして，
P と NP を比較してみよう．普遍的に「検証より

が少し拡大された概念である．

Y

Y

同様に，Y を多項式回用いて X の解の検証を行

発見が難しい」という哲学的命題が成立するのな

えるときに，Y をオラクルにした NP 問題であると

Y
Y
ら，オラクルを使う場合でも P !NP が成立して

呼び，また X は NP 問題であるという．

ほしい．

Y

多項式時間階層との関係では，次の定理が成り
立つ．
定理 1

ところが，オラクル Y として PSPACE 完全問
☆5

題
NP 完全な問題 Y を考えると，∑2 =NP ．
p

標語的に ∑2 =NP
p

p
と，∑3 =NP

p
∑2

=NP

NP

Y

と書き，階層を上に伸ばす

NPNP

などとなり，多項式時間階

をとると，左辺 P は，任意の PSPACE 問題
Y

を含むので，PSPACE と一致する．一方，右辺も，
前回の詰将棋の例だと「一手先まで読む」ことに対
応するが，これも PSPACE のままなのである．し

層 PH は NP をオラクルとして積み上げたものと思

たがって，P =NP なので，「発見と検証は同等」

うこともできる．

Z
Z
になってしまう．一方で，P !NP であるオラク

Y

Y

オラクルは計算理論では重要な概念で，これを用

ル Z も構成できる（詳細は文献 3）参照）．したが

いてさまざまな計算モデルを考えることができる．

って，P=NP であるかどうかは，検証と発見とい

一方で現実世界のシステム構築でも，既存のソフト

う論理構造だけでは決まらないのである．

ウェアやソルバーを部品，つまりオラクルに使うこ

たとえば前回，数学の難問をコンピュータで解く

とは多いだろう．さらに，人間の情報伝達は互いの

ということを考えるとき，問題の検証に「トップレ

能力や信用をオラクルとして成り立ち，たとえばこ

ベルの数学者の検証能力を持つソフトウェア」を仮

の解説は，検証者（読者）の情報科学の知識，計算

定したことを思い出すと，これもオラクルの考えを

理論への興味と，本誌への信用を仮定して，検証で

使ったのだが，このソフトウェア A をオラクルに

きる（なるほどと思える）ように書いている．

すると，P と NP は通常の P と NP の関係と異

また，生体の組織生成は DNA 転写やタンパク質
合成機能をオラクルにして説明される

☆4

A

A

なるものになるかもしれない．

．もっと比

喩的には，体操やフィギュアスケートは審査員の採
点をオラクルとして競技が成り立つし，後出するが

問題解決の本質を探る
悲観的な話はこのくらいにして，挑戦と開拓に話

親や先生，さらにインターネットに相談するのもオ
ラクルの一種である．

を切り替えよう．いろいろな計算モデルを考えると，
「問題解決」というものの本質をより深く考えてみ

❐❐相対性の破綻
オラクルを用いて問題を一般化することで，道が

ることができ，哲学的にも，また現実の問題解決へ
の波及においても，優れた成果が得られている．
☆5

☆4
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DNA 計算と呼ばれるモデルは同じオラクルに基づいている．
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任意の PSPACE 問題が Y に多項式時間還元する問題で，QBF と
呼ばれる論理問題などが知られている．

計算下界の解明―その意義とシナリオ （後編）
NP 問題においては「解を見て検証する」という
行為ができるので，解を生成して，偶発的でもいい
から正解を発見すればよい．したがっていわゆる「発
見的解法（ヒューリスティクス）
」が通用する．そ
してさらに，学習やデータマイニング，シミュレー

図 -4

関数等式（Vandermonde 行列式の積表示公式）の検証

ションなど，現実世界ではさまざまな問題解決の手
4）

れる ．

法がある．

話を多変数にすると違いが顕著になる．たとえば

それらに対する計算理論的な解釈から計算階層の
☆6

解明ができるはずだと研究者は考えている

．以下

図 -4 のような等式があり，両辺とも展開できない
☆7

ときに，これが

では乱択とオラクル，そして情報コミュニケーショ

が，値を代入すれば計算できる

ンの概念を主な道具とし，人間の実生活での，試行

恒等式か否かを判定しよう．n 変数で次数が d とし

錯誤，コミュニケーション，教師，教科書や情報検

て，これが両方大きいとき，決定的アルゴリズムで

索などの重要性の縮図を見ることができる．

は多項式個の代入では難しそうである．
一方で，kd 以下の自然数をランダムに選んで各

❐❐乱択を用いて計算階層を切り開く
現実に我々が解ける問題の範囲を多項式時間計算

1

変数に代入すると，恒等式でなければ確率 1- k 以
上で両辺が異なる
1
km

☆8

．この代入を m 回行うと，確

に増えるので，ほぼ確実に恒等式であ

クラス P から少し広げて考えてみよう．下記の式

率は 1-

が恒等式かどうか，左辺を展開せずに示せるだろ

るかどうかを判定できる．たとえば k=m=10 にす

うか．

ると，間違える確率は 1010 以下である．ランダム代

(x+2)4-(x+1)3+(x-1)2=x4+7x3+23x2+26x+16

1

入による等式の検証は，人間を指紋で照合するのに
なぞらえて，指紋照合法と呼ばれる．

変数 x に値を代入してみよう．x=0 を代入する

乱択アルゴリズムは絶対確実な答えを与えるとは

右辺も 16 である．x=1 を代入すると，
と，
左辺は 16，

限らないが，上記のように圧倒的に高速になること

両辺とも 73 になる．しかし，だからと言ってこの

があるので，実用的に優れた方法である．理論的に

式が恒等式だとは言えない．実際に x=-1 を代入

どのくらい決定的アルゴリズムに対して優位なのだ

すると，左辺は 5 で右辺は 7 になるので，恒等式で

ろうか．

はないことが分かる．では，何個の値を代入して等
しければ恒等式であると断言できるかというと，こ

❐❐2 つの乱択計算モデル

れは 4 次式なので，5 つの値を代入して両辺が等し

ある決定問題 A とその入力 x に対して，多項式

ければ，確実に恒等式である．一方で，ランダムに

時間で動作する 2 つの乱択アルゴリズムを考えよ

選んだ 100 以下の自然数を 1 つ代入したとしよう．

う．アルゴリズムが Yes と答える確率（受理確率）

両辺の値が異なれば恒等式でないし，逆にもし等し

を Prob(Yes) とする．
PP アルゴリズム．A (x)=Yes なら Prob(Yes) >

ければ，高い確率で恒等式であることが理解できる
と思う．

1
2

1
2

.

BPP アルゴリズム．A(x)=Yes なら Prob(Yes)

一般に最初のように絶対確実な手法は決定性アル
ゴリズム，2 番目のようにランダム性を利用する手

. A(x)=No なら Prob(Yes) <

>

2
3

. A(x)=No なら Prob(Yes) <

1
3

.

法は，乱択（またはランダム）アルゴリズムと呼ば
☆6

歴史的には，計算理論のモデルでの考察が先行し，それが現実モデ
ルでの模倣や実用化を生む傾向が強い．

☆7
☆8

大規模関数行列式は計算困難，数値行列式は高速計算可能．
Schwartz-Zippel の定理．
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PP アルゴリズム，BPP アルゴリズム

☆9

が設計

が，顔を知らない，日本人なら当然知っているだろ

できる問題のクラスをそれぞれ PP と BPP という．

う．ところが戸田さんは博士論文作成中の若手助手

前節の指紋照合法による恒等式検証は BPP アルゴ

で，専門の違う A 先生は当惑されたらしい．これ

リズムで，Yes ならば Prob (Yes)=1 で，No なら

がゲーデル賞を後に受ける「戸田の定理（戸田理論）」

ば Prob (Yes) #

1
☆ 10
である
．
k

である．理論の技法は到底紹介できないが，結果だ

たいして違わないように見えるが，PP と BPP
2
3

の範囲は大きく違う．二択を確率 以上で当てる
BPP アルゴリズムは，何回か使って多数決をとれ
☆ 11

けは簡明である．
PP
定理 3（ Toda's theorem） PH 3 P

この定理は，多項式時間階層全体と乱択の関係を

，受理確率を十分に上げられる．一方 PP アル

一刀両断し，NP の上に積み上げられた階層すべて

ゴリズムではその保証はない（それだけに難しい問

が PP 問題をオラクルとして解けることを意味して

題でも設計しやすい）．

いる．

ば

BPP は実用的に扱える問題のクラスなのだが，

さらに，理論の枠から踏み出すと，多項式時間階

歯がゆいことに，理論的な NP と BPP の包含関係

層 PH に属するような難しい問題でも乱択が「使え

は分かっていない．予想は BPP Q NP である．反

るモデル」であることを示唆する．

面，PP 問題を解けるシステムは強い計算力を持

この示唆のとおり，実社会では解の検証が必ずし

ち，NP 問題を解ける．つまり，PP アルゴリズム

もできない（つまり NP より難しそうな）場合でも

は NP を含む広い範囲の問題で設計できることを示

乱択アルゴリズムが使われている．たとえば囲碁の

している．すなわち

システムでのブレークスルーであるモンテカルロ法

定理 2

は，「現在の局面が有利であるか？」ということを

NP 3 PP

さて，ではどこまで強いだろうか？

調べるのに，ランダムな手順で戦わせて，戦績が有
利なら受理する．この考え方が級位レベルだったコ
ンピュータ囲碁を高段者レベルに飛躍させ，さらに

❐❐Where is Professor Toda?
本稿で扱っている計算理論分野では 2 つの最高峰

9 路盤では専門棋士を破る事態を引き起こした．

の国際会議がある．春に開催される ACM Symposium on Theory of Computing (STOC) と秋に開催
される IEEE Symposium on Foundation of Com-

さて，数独を思い出そう．数独の問題には今まで

puter Science (FOCS) である．1989 年の FOCS で

無視してきたルールがある．それは「正解は 1 通り

5）

を発表した

☆ 12

．会議で

しかない」ことである．つまり 2 通り以上の埋め

は論文投稿に関する統計報告をプログラム委員長が

方がある問題は失題である．極端な話，すべてが空

するが，そこで「日本からは今回は 1 本しか採録さ

白の数独には解がたくさんありすぎてパズルになら

れなかったが，その並外れた価値を考えると日本の

ない．

戸田誠之助氏がある論文

貢献度は著しい」というようなことを発言した．お

NP 問題に対して解の数を答える問題は，元の決

かげで会議に出席していた A 先生は，著名な友人

定問題よりも難しそうであり，#P 問題と呼ぶ．乱

たちから「Where is Professor Toda?」と紹介せよ

択モデルと解の個数計算の間には下記の強い関係が

とせがまれた．
「おめでとう」といって握手したい

ある．

☆9

☆ 10
☆ 11
☆ 12
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❐❐解の個数の計算

定理 4
Probabilistic Polynomial time と Bounded-error Probabilistic
Polynomial time.
これは RP というクラスにも入る．
クイズ番組で観客の多数意見はかなり正確である．
以下筆者が敬愛する A 先生からの伝聞である．
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PP

#P

P =P

つまり，オラクルとして PP と #P は同じ力を持
っている．とすると，戸田の定理から，#P はとて
も強いということになる．その #P や PP を凌駕す

計算下界の解明―その意義とシナリオ （後編）
に r=0 または r=1 を選ぶ．次に，検証
者は G r の頂点をランダムに置換して得
られるグラフを証明者に送って G0 か G1
のどちらと同形か答えてもらう．これを
何回か行って証明者が必ず正しく答えれ
ば証明者を信用していい．なぜなら，最
初に証明者が嘘をついていて G0 と G1
が同形なら，証明者にとって判断の材料
がまったくないからである．
図 -5

さて，対話証明（クラス IP と呼ぶ）

対話証明によるグラフ同形判定

はどこまで強いのだろうか？
るモデルがある．対話証明モデルである．

戸田の

定理のすぐ翌年に #P の問題が IP で解けることが
#P
示され，戸田の定理から PH 3 P 3 IP．そして，

❐❐対話証明：優れた教師はなぜ大切か
オラクルは我々教師に似ているが，信じられる優
れた師を持つことは人生を左右する．先生は生徒に

A. Shamir
定理 5

☆ 13

が次の大定理を証明した．

IP=PSPACE

少し雑な言い方になるが，つまり囲碁や将棋でも，

教えるが，生徒は先生を盲信してはいけないという

優れた先生がいて質問に答えてもらえれば，対話で

設定を考えよう．

学べるのである．さらに，セカンドオピニオンとい

高い計算能力を持つ先生（証明者という）と，多

う言葉があるが，証明者が複数いて，両方にアドバ

項式時間の計算能力しかない生徒（検証者という）

イスを要求できるとしよう．このようなシステムで

がいる．検証者は証明者に質問し，証明者は回答す

ある MIP（多証明者対話証明）は指数計算の壁を

るが必ずしも正直とは限らない．検証者は問題の答

越え，驚くべきことに NEXP（検証が指数時間で

えを確信（高い確信度で）するか，
「証明者が嘘を

できればいい問題）の問題まで解いてしまう．

言った」ことを確実な証拠をあげて告発したい．こ
の枠組みを対話証明という．
グラフ同形判定問題の対話証明が比較的簡明なの

PCP 理論：理論的に「良い」証明とは

で紹介しよう（図 -5)．グラフ G の頂点集合を置換

さて，数独において「問題に解がある」ことは知

（全単射写像）して辺の接続関係をグラフ H にでき

りたいが，でも，解自体は知りたくないという場合

るとき，G と H は同形であるという．図 -5 の上段

を考えよう．解を知ってしまったら，それは解くの

のグラフでは，左のグラフの頂点を橙→緑，黄色→

につまらないからである．より一般に，解自体の情

青，赤→赤，緑→黄色，青→橙と置換すると右のグ

報を開示せずに，問題の答えが Yes であることだ

ラフの接続関係になることが確認できる．

けを納得させるのは，暗号や通信セキュリティの面

検証者は証明者に質問して，2 つのグラフ G0 と

でも大切である．

G1 が同形であるかどうかを判定したい．もし「同

また，インターネットは自ら考え教える教師では

形だよ」と答えるのなら，証拠として上記の頂点置

ないが，構造化されて記述された知識による，巨大

換の開示を同時に要求する．したがって，検証者は

な「証明の書」のようなものであり，ユーザは自分

答えを確実に検証できる．

が知りたい知識を，効率的な検索により探すことで

難しいのは，証明者が「同形ではない」と答えた
場合の検証である．このとき，検証者は，ランダム

☆ 13

RSA 暗号で有名な天才研究者．
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問題解決に利用できる．
この 2 つを合わせた理論的なモデルが PCP（確
率 的 検 証 可 能 証 明，Probabilistically Checkable
．PCP は対話証明や暗号
Proof) 理論である（図 -6）
通信から発展して，計算下界の解明を目指して考え
られたシステムだが，後に大きな実用的な理論を生
む．近似アルゴリズムの性能保証理論である．

❐❐PCP を用いた計算階層の再定義
PCP では，証明者は検証者が検索できる「証明」

図 -6

PCP の考え方

よりも偽証明のほうが検証者にとってくみしやすく，
多項式長の乱数と検証ビット長を用いれば，対話証

を，検証者が指定した書き方であらかじめ用意す

明や多証明者対話証明を PCP でシミュレートでき

る．答えが Yes なら，証明者はそれを納得させる

る．すなわち PCP (poly(n), poly(n))=MIP になり，

ように証明を書く．答えが No なら，証明者は答え

非常に強力な計算力を有することになる．

が Yes であると主張し，つまり虚偽の証明を書く．
検証者はこの証明の一部を検索システムで見て，
乱数の助けと多項式時間計算の能力を用いて，「答
えが Yes である」あるいは「証明が虚偽である」

のである．
定理 6

NP=PCP (log n, 1).

すなわち「少しだけ乱数の助けを借りて，証明の
定数ビットを見る」だけで NP 問題が解けると主

ことを納得したい．
検証者が長さ O (r) の乱数列

さて，PCP 理論で最も驚くべき結果は下記のも

☆ 14

を使って証明の

張している．定数ビットの知識だと，検証者は Yes

O (q) ビットを検索して検証できる場合に，この証

か No かは判断できても，実際の解を構成すること

明システムを PCP(r, q) であるという．正しい証明

はできない．この定理と上記の観察により，P Q

ならどこを読んでも正しいが，偽証明なら，確率

NP は PCP (1, log n) Q PCP (log n, 1) と言い換え

1/2 以上で検証者は誤りを発見する．ここで，検証

られる．乱数列長を増やすほうが，盗み見する証明

部分のビット長と乱数長の 2 つのパラメタを使って

部分の長さを増やすよりも強力だということになる

計算階層の再分類ができる．

ので，素人考えとは逆の結果であり，非常に不思議

簡単なところから観察すると，まず，NP 問題で

である．

は，判定が Yes であることに対して，多項式長の
証明が与えられて，それを全部読めれば検証によっ

❐❐通信による検証

て解くことができる．このとき，乱数は使う必要が

定数ビットだけの情報で検証ができるというのは

ない．つまり，NP 1 PCP (1, poly(n)) であり，こ

魔法のように思える．注意として対話証明のグラ

の両辺は実は等しい．また，多項式時間で解ける問

フ同形判定では Yes のときに置換を開示してもら

題は，何も証明は要らないので P=PCP (1,1) であ

うので，定数ビットの情報では検証できていない．

るが，右辺を少し拡張して，PCP(1, log n) にしても，

PCP の根幹にある情報通信での検証で雰囲気をつ

長さ log n の可能なビット列を全部列挙して，証拠

かんでもらおう．

として想定することは多項式時間でできるので，計

互いに信頼しあうアリスとボブの 2 人が，それ

算能力は拡大せず，PCP (1, log n)=P である．一

ぞれデータをビット列 A=(a1, a2,…, an) と B=(b1,

方で，臨機応変な嘘をつけないだけ，嘘つき証明者

b2,…, bn) として持っている．アリスはボブとデー
タが同一であることを知りたいが，通信路に情報を

☆ 14
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本稿では乱数列はランダムビット列を意味する．
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漏洩したくない．たとえば図 -7 の場合は，アリス

計算下界の解明―その意義とシナリオ （後編）
は「1 であるビットの数は偶数ですか，奇
数ですか」と聞くと，ボブは「偶数」と答
えて，アリスのデータだと奇数なので，デ
ータの不一致が分かる．しかし，これは確
実ではない．
これを進歩させて，アリスはビットの位

図 -7

Hadamard 符号によるデータ検証

置を指定して，
「1 番目と 3 番目と 5 番目
では，1 であるビットの数は偶数ですか，奇数です

❐❐計算限界からの派生理論と影響

か？」という質問を送ることができる．数学的には，

若手研究者の結集と研究コアとしての効果

上記の位置指定を示すビット列 r=(r1, r2,…, rn) を
アリスが送って，ボブは 〈B,

PCP 理 論 の 研 究 は， 多 数 の 優 秀 な 研 究 者がい

bi ri mod 2

くつかのチームを形成し，情報を交換しながら競

．B の 〈B, r〉 への変換を Hadamard の

い合う形で 1990 年代を席巻した．PCP 理論に対

符号化と呼ぶ．符号理論によると，n 個の（線形独

してゲーデル賞が 2001 年に贈られたが，受賞者

立な）r に対する 〈B, r〉 の値から B を完全に復元で

は S. Arora, U. Feige, S. Goldwasser, C. Lund, L.

きる．しかしここでは，指紋照合法と同じように確

Lovász, R. Motwani, S. Safra, M. Sudan, M. Sze-

率的に効率よく検証しよう．

gedy の 9 人であり，大家もいるが，1990 年当時，

Hadamard 符号による検証プロトコル（図 -7）：乱

大半は学生かポスドクであった．

r〉 =∑ni=1

☆ 15

を答える

数列 r をアリスが生成して，ボブに送る．ボブは

彼らは PCP の集中的な研究で得た知見を幅広く

〈B, r〉 を計算してアリスに返信する．アリスは 〈A,

利用していき，多くの理論分野で重要な成果をあげ，

r〉 を計算し，ボブから送られた値と比較する．同

応用の枠組みを構築した．近似困難性理論，通信計

一なら合意する．

算量理論，ストリームアルゴリズム理論，オンライ

データが一致していれば必ず 〈A, r〉 =〈B, r〉 であ

ン学習理論，性質検査理論，脱乱択化，乱歩の利用，

り，不一致なら確率 1/2 で 〈A, r〉 !〈B, r〉 となる．

データ圧縮，次元縮小や局所性保持ハッシュなどの

この検証プロトコルを 10 回やると，毎回合意すれ

データベースへの応用などである．

ば，確率 99.9% でデータが一致している．1 回でも

なかでも R. Motwani は非常に視野の広い研究者

不合意なら確実にデータは不一致である．確かに定

で，グーグルの創始者 2 名のスタンフォード大での

数ビットだけの情報をボブからもらって確率的に検

指導教員として，グーグル検索の中核技術であるペ

証できることがお分かりだと思う．

ージランクアルゴリズムを共に考案し，ほかにも計

1 つの欠点はアリスが送る乱数列が長いことであ

算理論の最先端知識を持った若者を数多く産業界に

るが，これは理論的な疑似乱数を用いる事で解消で

送り出して，IT ベンチャーのメンタとして名を轟

きる．また，符号値をすべての r に対して用意した

かせた

☆ 16

．

符号表を用意すれば，通信先では内積値の計算の代

PCP の動機のところで，インターネットが「証

わりに表での検索で答えを返せる．この符号表は一

明の書」と書いたが，もちろん当時はそういう現

種の「証明の書」である．PCP はこれを大がかり

実はなく，Web 技術は時期的に並行して発達した．

にしたものと思える．その構築は技術的になるので

筆者が 1992 年に IBM ワトソン研究所に赴任したお

後回しにして，その影響からお話しする．

り，上記の Feige と Sudan(2002 年にネヴァンリン
ナ賞も受賞）が若手研究員として在籍しており，文
☆ 16

☆ 15

これは位数 2 の有限体 GF (2) 上のベクトル空間での内積である．

Hi, Takeshi と呼びかけてくる気のいい人物だったが，残念なこと
に 2009 年，47 歳で自宅のプールで事故死した．
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献 4）の著者の P. Raghavan(Web 解析の提唱者の 1
人で，後にヤフーやグーグルの技術部門トップを歴
任）らを交えてよく雑談したが，情報検索やデータ
解析技術と計算理論の相互影響は大きい．
実際にページランクアルゴリズムでは，#P 問題
に使う高速収束乱歩での技法を流用している．文献

4）のもう 1 人の著者でもある Motwani が，学生た
ちに「この手法を使ってごらん」と指導している姿

図 -8

数独の解答図（黒字が出題図）とベクトル行列への変換

が目に浮かぶようである．

現在では NP 最適化問題を近似比で類別したデータ

近似困難性理論：難しさを近似度で測る

が整備され，現実の問題を解くときの定式化とアプ

巡回セールスマン問題や最適スケジューリング問
題などの世の中の重要な問題は，目的関数最小化（ま

ローチに関して重要な指針を与えている．
目標を与えるとそこに近づく努力をして前進し，

たは最大化）問題になる．これは，
「目的関数値が

一方で駄目ということがはっきりするまであきらめ

k 以下の解が存在するか」という決定問題を用いた

られないのが人間である．たとえば最大 2 充足問題

二分探索で解くことができ，決定問題が NP に入る

（MAX2SAT）では，PCP 理論から導かれる近似

ときに NP 最適化問題と呼ぶ．NP 最適化問題に対

困難限界が 0.95 程度であるのに対し，じりじりと

して，最適解の a 倍以下（最大化なら以上）の目

近似比が改良され，現在では 0.94 近似という，究

的関数値の解を与える多項式時間アルゴリズムを a

極に近い近似アルゴリズム設計ができている．逆に，

近似アルゴリズムと呼ぶ．

グラフの彩色問題などは，高い近似困難性が示され

さて，NP 問題 X を PCP (log n, 1) として考える

るので，理論的に近似比の良いアルゴリズムを考え

と，
「検証が通る乱数列の数」の最大化は，検証者

るアプローチは端からあきらめざるを得ず，ヒュー

が構築できる多項式サイズの NP 最適化問題として

リスティクスを研ぎ澄ますか，あるいは入力の性質

定式化できる．この問題の 0.5 近似アルゴリズム A

を限定したり，特有のパラメタへの計算時間の依存

がもしあったとしよう．X の答えが Yes なら，す

性を調べることにより，現実的に良いアルゴリズム

べての乱数列で検証が通るので，A の出力は，2 /2

設計を行うことが必須になる．これがまた新しい理

以上である．ただし b は乱数列のビット長である．

論の枠組みを生むのである．日本でも河原林による

一方，X の答えが No なら，検証が通る確率は 1/2

「アルゴリズム的グラフマイナー理論」がこの流れ

未 満 な の で，A の 出 力 は 2 /2 未 満 で あ る． つ ま

に乗る新理論で，河原林巨大グラフプロジェクト（科

り，A の出力を見て X の答えが Yes か No かが分

学技術振興機構 ERATO 型研究）が発足し，世界

かってしまう．A は多項式時間アルゴリズムなので，

を先導している．

b

b

X が多項式時間で判定できたことになる．つまり
P=NP になるので，そんなことはありそうにない．
したがって，この最適化問題の 0.5 近似アルゴリズ
ムの設計は困難である．
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❐❐PCP を作ってみよう
興味のある読者向けに，数独の PCP を試作しよ
う．雰囲気を感じていただければ幸甚である．n=

これを源泉にして，近似比まで考慮した多項式時

k2 として n#n サイズの 2 次元配列に {1, 2,…, n} の

間還元を用いて，さまざまな問題に近似比の困難性

要素が一部埋められている数独の出題図 A を考え

限界が導出された．これらの限界値を目標に，性能

る（図 -8 では k=2)．列，行，数独で使う特定の

保証を持つ近似アルゴリズム設計法が数多く開発さ

k#k 正方形をまとめて指定長方形と呼ぶ．全部で

れ，
「限界研究から生まれた設計理論」が確立した．

3n 個の指定長方形がある． 数独の解答図は各指定
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計算下界の解明―その意義とシナリオ （後編）
検証者アリスはそれぞれの指定長方形を確率 1/2 で
選んで，指定長方形の集合を生成し，それらの指定
長方形に対する補ベクトル Ā(L) の総和 Z を（2 を
法にして剰余を取って）計算する．さて，選んだ指
定長方形にちょうど奇数回覆われる行列要素の集
合を S としよう．たとえば，第 2 行，第 4 行，第 2
図 -9

B(S) の例（S が黄色部分のとき）

列と左下の正方ブロックに奇数回おおわれる行列要
素の集合は図 -9 での黄色部分の S と一致する．す

長方形に 1 から n までの数字がちょうど 1 つずつ

ると，もし B が正しい解ならば Z=B (S) になるは

入るような自然数 bi, j の行列 B=(bi, j) (1 # i, j # n)

ずである．その一方で，B が正しくなければ，確率

である．出題された数独に解 B があれば，証明者

1/2 以上で Z!B(S) になる．

は B を使って指示どおり証明を作る．

S もアリスが自分で多項式時間で計算できるもの
であり，B(S) の Hadamard 符号値 T (S, r) は表に用

証明の構成
数独の解 B を，数字 m を m 番目の単位ベクトル

意されているので，アリスは確率的に Z=B (S) で

e(m) に変換したベクトル行列 E(B)=(e(bi, j)) に変換

あることを検証できる．これで，もし T が B から

して考えよう（図 -8)．出題ですでに数字が書き込

生成されていれば，B は数独の正しい解になってい

まれている場合は零ベクトルとしよう．

ることが検証できる．

行列成分の任意の集合 S に対して，S 中のベク

しかしながら，答えが No，つまり数独に解が存

トルの総和の 2 を法にした剰余 B(S) を考えよう

在しない場合には，証明者は「偽の証明」を用意し

（図 -9）
．さらに B(S) を Hadamard 符号に変換した

ている．したがって，表 T がきちんと指示通り生

表，つまり 2 個ある長さ n のビット列 r に対して，

成されていることを確認する必要がある．以下は詳

T(S, r)=〈B (S), r〉 の表 T を用意する．T は（当面は）

細は省略するが，もしも T が数独の解から生成さ

指数サイズの巨大な表である．この表が「証明の書」

れていれば，これは「線形性を持つ関数」を表す表

の本体であり，検証者はこの表の好きな場所（ただ

になる．線形性の検証は指紋照合法に似た技法で行

し定数個）にアクセスできる．

える．逆に線形性を持つ表なら，ビットベクトルの

証明の検証

行列から生成されている．あとは各ビットベクトル

n

さて，任意の指定長方形 L 内の要素和 B (L) は，
出題図で L 中にある数字の集合に対応するベクト
ル A(L) の補ベクトル（0 と 1 を取り換えたベクト

が単位ベクトルであることを（ここはかなり巧妙に）
検証する．
この方法は PCP (poly(n), 1) である．定数ビット

ル）である．たとえば図 -8 の第 1 行を L とすると，

の検索でよいことは達成しているが，乱数長は長

B(L)=(0110) であり，出題図では数 1, 4 があるので

い．これをさらに改良し，疑似乱数の利用などで

A(L)=(1001) である．

PCP(log n, 1) になり，証明の大きさは多項式サイ

したがって，検証者（アリス）は出題図 A を見て，

6）

ズにデータ圧縮される ．

A(L) を自分で計算し，その補ベクトル Ā(L) が（未
知の）解答図から計算される B(L) と等しいことを，
Hadamard 符号値 T (L, r) を読み取ることで，確率
的に検証できる．
さらに，3n 個の指定長方形 L すべてを一気に検
証するのに，Hadamard 符号をより巧妙に使おう．

未来に向けて：ELC 号発進
計算の限界の探究には多くの日本人研究者が関与
している．PH や PSPACE の計算能力に関しては，
交代チューリング機械に関する岩田や笠井らの研究
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法の実用への逆利用の道も開けている．田町にある
ELC センター（図 -10）では，プロジェクトで雇
用した博士研究員を中心に活動を開始しており，こ
れらが一丸となって，これから育つ世代や世界の研
究者を巻き込んで新しいシナリオを作っていくので
ある．

図 -10

田町の ELC センターでの討論風景

があり，それらの土壌が前述の戸田の定理を生んだ
と言える．また，文献 1）に関連した渡辺−荻原の
疎集合の研究は，検索のモデルを通じて PCP に繋
がった．論理関数，回路計算量や量子計算での計算
下界でも多くの優れた成果がある．
そして，今からは日本の若手研究者の出番であ
る．2013 年度発足の ELC 新学術領域プロジェクト
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(Exploring the Limits of Computation) では，渡辺
治領域代表のかじ取りのもとで，9 つの計画研究を
コアに公募研究を集結し，日本の計算量理論の研究
者集団が世界の研究を先導する．
今の日本には数多くの有望な若手研究者がおり，
最適化法を用いた論理関数の研究（上野）
，ニュー
ロン回路のエネルギー複雑度（内澤）
，充足問題の
最先端（玉置）など優れた成果が上がっている．ま
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た，昨年の FOCS 国際会議では伊藤（NEC 米国研）
らによる量子 MIP 理論の成果が最優秀論文を勝ち
取った．さらに，理論研究で芽生えたさまざまな技
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