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ランダムサンプルやモンテカルロシミュレーションなど,科学の多くの分野で乱数を川いた統計

的なデータ処理がなされている.コンピュータサイエンスのEH:界でも乱数を利用して設計したアル

ゴリズム (ランダムアルゴリズム)が多くのデータ処理や最適化を高速に石うことが知られており,

アルゴリズムの簡明さと相まって,近年のアルゴリズム群論の研究の中核になりつつある.姑先端

のトピックスを通して,さまざまなランダムアルゴリズムとその応用の紹介をする.

キーワード:ランダムアルゴリズム,計等複雑度,ランダムウオーク,ランダマイズド･ラウンディ

ング,､首相 jネットワーク

1. 乱数と計算

幼い男の子が駄英子屋であめ王を買おうとし

ている.あめ玉は人きな壷に入っていて外から

は見えない.壷の中にはた くさんの種類のあめ

が混ざっている.男の子はいちごのあめ玉が欲

しいので,壷の中からさじで一す くいずつ取 り

出してみるのだが,なかなかいちごに当たらな

い.どうも前の客がいちごを選って貰っていっ

たらしい.それを見ていた駄菓子犀のおばあさ

んがこう教えた.｢取 り出す前にか き混ぜて御

玉がちゃんと入っていた.アルゴリズム理論の

用語で,この ｢かき混ぜ｣をラングマイゼ-ショ

ンとよぴ,それを用いたアルゴリズムをランダ

ムアルゴリズム (またはランダマイズ ドアルゴ

リズム) とよぶ.すなわち,乱数を利用 したア

ルゴリズムである. ランダムアルゴ リズムは

ソーティングやハ ッシングなどの リス ト処理,

組合せ問題,グラフ問題,線形 ･整数計両法,

計算幾何学,素数判定等の数論アルゴリズム,
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分散 ･並列処理など,ほとんどすべての計算分

野で使われている小.一般にランダムアルゴリ

ズムは (乱数を使わない場合に比べて)単純で,

プログラムするのに簡単であ り,計算効率が良

い (すなわち,速い)ため,実用的である,そ

の反面,アルゴリズムの解析 (計算効率の評価)

には確率論の知識が不叶欠であ り, しば しば数

学的に深い手法を用いる.近年は計算理論の主

要学会で も非常に多 く取 り上げられ,多 くの興

味深い理論が展開されている.ここでは, (1)

チェル ノフの定理,(2)標本から全体を推測す

るサ ンプリング法,(3)乱数を用いた丸め,(4)

ランダムウオーク,(5)良いネットワークの構

成,(6)良い標本 (∈ネットとVC次元),(7)

デランダマイゼ-ション,などを具体的な問題

を通 じて取 り上げてみよう.

2. チエルノフの定理

n個の実数 止1,･･･,Xniからなるデータがあ

る.その中で人 きい方か ら∬番 目までのデー

タを選びたい. どうすれば素早 く集められるだ
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ろうか,アルゴリズム理論の数多い問題の中で

も基本となる ｢セレクション問題｣である.ち

しもデータが大きい脂にソー トされていれば問

題は簡単で,(xl,･･･,trKiを選べばよい.従って,

一般のプログラマならば,まずデータを (備え

つけのソー トコマンドで)ソー トし,しかる後

に頭から∬個のデータを選んで くると思う.

アルゴリズムの専門家を自負 しているT博

士がそれを見れば次のように意見するであろ

う.｢ソー トには 0(nlogn) の時間がかかる

んだ.セレクションは線形時間でできるじゃな

いか, もっとアルゴリズムを勉強しなさい｣.

そ して,｢杖 苅 り探索法｣ を用 いた有名 な

Rlum-FIoyかPratt-Rivest-TarJan(二Jのセレクショ

ンアルゴリズムを説明し出す.ところがどっこ

い,理論屋さんの作ったアルゴリズムは,時と

して薙解である.プログラマは全 く理解 してく

なって しまった.｢ちょっとKnuthの本 う'を見

て くる｣ といって逃げ出す T悼上の後姿を軽

蔑 して見送るプログラマ.ランダムアルゴリズ

ムを知っていれば,こんな目に遭わなかったの

に.

アルゴリズム :

1:､/諒佃のサンプルをデータからランダム

に選ぶ.

2:サ ンプルをソー トして,K/J盲-2nl′4

番 口に人 きいサ ンプルxとK/､斥 +

Znl/4番目に人きいサンプルyを求める.

3:yより大きなデータをすべて計算する.

∬佃以 卜なければ,御破算にして 1に

戻 る.

4:その中でJより人きなデータをすべて

選ぶ.∬個以上選んで しまったら御破

算にして 1に放る.

5:y以 Lx以下のデータをソートして,人

きい方か らデータを選び,全体で ∬個

選ばれるまで続ける,

6 :終 了

解説すると,K番 目よりちょっと大 きめの

データと,ちょっと小さめのデータをサンプリ

ングで見つけて,その二つのデータの間にK

番目のデータがあると仮定 して探 し出す,とい

う方法である.現実に,コンピュータでなく人

間が処理するのだったら,こんな探 し方をする

のではなかろうか.プログラムするのも,人に

教えるにも簡単である.ステ ップ2やステップ

5で扱 うデータはそれぞれ nl/2,4n3/4の人き

さなので,そこでの処理は非常に軽い.従って,

もしもステップ3やステップ4で御破算になら

なければ,アルゴリズムはn+K+o(n)の比較

計算を行うことで答えを出す.これはすごく速

い (T博士が解説 しようとした方法の 10分の

l以下).一方,ステップ3とステップ4で御

破算にな りに くいのも直観的に納得できる.

従って,プログラマ氏にはこう言えばよろしい

｢後は僕を信 じなさい｣.

実際に私の知っているriJU)でも多くのプログ

ラマが上のような (J諒や 2nl′4という数の選

び方に 上手下手はあるが)方法でセレクション

を行って,肌で効率の良さを知っている.それ

でも疑う人をどうやって納得 させる(煙に巻く)

か- ランダムアルゴリズムの解析の重要な道

具であるチェルノフの定理の登場である.

定理 1'.独立なm国のベルヌーイ過程にお

いて,成功の回数の期待仲 を〃とすると,実

際の成功の回数が〃の 1+∂倍以上である確率

ち, 1-∂倍以下である確率もexpト 〃∂2/′2)

以下である.

この定理の証明はいろいろな本に載っている

(決 して姓しくなく,高校 3年から入学教養く

らいの数学知識で十分わかる).例えば文献(4)

を見てもらおう.ベルヌーイ過程というと難 し

そうに聞こえるが,嬰はm回サイコロを振る

ということである.

さて,先ほどのセレクション問題で,サンプ

リングを､/諒回のベルヌーイ過程 としよう.

ちょっと工夫すると,独立な過程にできる.さ

て,K番 目よりも大きいデータを選んだとき,

｢成功｣ としよう.すると,成功の確率はK/n

で,J蒜個のサンプルを取るから,成功回数の

期待値はK/､信 である.成功回数がK/rn/+2

電子情報通信学会誌 9/'94
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nl/4以上である確率はチェルノフの定理 より

expト4n/2K)以下である.K≦n/2としてい

いから,expト 4)<0.02以下である.同様に

成功回数がK/､斥-2nl′4以下である確率は

0.02以下である.従って,アルゴリズムが御

破算になるサンプルを取る確率は0.04以下で

ある.

簡単で速いランダムアルゴリズム,そんな例

をいくつかみていこう.

3. サンプリング法

2.のセレクション問題の解法はサ ンプリン

グ法とよばれている.サンプリング法は最 もポ

ピュラーなランダムアルゴリズムであり,線形

計画法,グラフアルゴリズム,計算幾何学,最

適化問題などあらゆる分野でのほとんどの基本

問題の解法に使われている.

サンプリング法でアルゴリズムが高速化され

る例 として,古典的なoRの問題である割 り当

て問題を解 くランダムアルゴリズムLl''"'､を紺介

してみよう.ある会社が n人の従業員 と折衷

の二日易を抱 えている.工場slteO)はZO')人

の従業員を受け入れる.一方,従業員 man(i)

がslteLi)に通勤する諸々のコス トをC(iJ)と

しよう.コス トを最小にする人員割 り当てはど

のように行えばよいか,

簡単のために拍 )たちの総和は〝であると

してよい.もし,nより多いときは ｢アルバイ

ト｣という,どの工場に配肯しても同じコス ト

の従業員を仮に考える.逆にnより少なかっ

たら,もう 一つ ｢余剰人員｣という名前の ｢工

場｣を付け加えることになる.

この問題は数学的には一対多の最小費用の

マッチングを求める問題であり,ネットワーク

の最小費用流問題として 0(kn2) の手間で角射ナ

る.例 えば,n-100,000,k-10として,10

の11乗,すなわち千億のオーダになる.もし,

人事担当者が (計算機に頼らずに)人員配iFIIを

するとしたら,こんな大きな計算はできないか

ら,彼が頼るのは多分,自分の経験 と何らかの

マニュアルであろう,では,アルゴリズムでも
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｢経験｣,｢マニュアル｣に対応するものがない

だろうか.

準備として敷属法 (ペナルティ一法)とよば

れるアルゴリズムを考える.各従業員について

いえば,できれば一番通勤コストの低い1場 (C

(i,j)を最小化する)に割 り当てられたいのだ

が,そうすると,工場によっては人員があふれ

てしまう.人員のあふれを防止するために,_1二
場 siteO')にペナルティ一倍 g(7)を課す.ペナ

ルティー倍のベクトル G-(g(]),g(2),

g(k))を考 え,従業員 man(i)の通勤 コス トに

対 してC(i,j)+g〔7)が最小になるjを選び,

工場 siteL7')に配置する.上のようにしてでき

た割 り当てをペナルティー Gによる分割 (… と

よぶ.

定理 2:あるペナルティー Gによる分割で,

各 L二場 siteL7')にちょうどIO)人が配置され

るようなものがあれば,それはコス ト最小の割

当である.また,そのようなペナルティーは実

際に存在するrHL'､

定理 Zのペナルティーを最適ペナルティーと

よほう.最適ペナルティーを求めるための算法

として,逐次添加法を採用する.簡単のために,

すべての工場の受入れ人数は等 しいとする.

算法

1:初期のペナルティーを零ベクトルにとる

2 :Fort- 1Lon;

2.1:現在の分割に従って従業員 man(i) 杏

仮配置する.

2.2:もし,二つのJ二場で配tLF'1-̂人数が 2以上

異なればペナルティーを取 り替える.

このアルゴリズムは 0(n)回のペナルティー

の取 り替えを行う.ペナルティ一一の取 り替えに

は手間がかかるので,できれば取 り替えの回数

を減らしたい.人間である私が上の算法をF恥 1

て割当を行うとしよう.まず 1,000人 くらい割

り当てて,もうペナルティーの取 り替えに飽き

て くる.面倒なので,いまあるペナルティーの

(注 目 杜 仲 榊 ()にはk次元空榊の.I:卜 G にIk-け る ｢中
心 分糊｣としで大胡▲できる

(./i=2) 線 形 計 画 法 の 占 柴 で は, こ の 'jii坪 は

"C()mplementaryslacl川eSS"条件の成 .ll_を古昧する.
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まま残 りの99,000人をエイヤっと割 り当てて

しまう.すると,これが大抵の場合うまく行 く

のである. もちろん,ー1二場によっては10,000

人の所が 11,000人 くらい割 り当てられてしま

うかも知れないが,そのときは後で余剰分の微

調整を行えばよろしい.アイデアとしては,サ

ンプルに対するペナルティーGを｢人事マニュ

アル｣として用いたわけである.だが,最初の

1,000人として良いサインプルを選ばなければ

後の調整が大変な手間になるかもしれない.そ

れに,サンプル数が 100人だと,多分少な過ぎ

るだろう.

すこし幾何学的な洞察を行うと,2.で紹介

したチェルノフの定理から次のことが示せる.

命題 l:もし,m人のランダムなサンプル

から作ったペナルティーでn人全体を配置 し

たとすると,微調整すべ き余剰人員数は1-

exp(-ck/8)以上の高確率でJ56k7嘉n以下

である.

従って,m-kl'3n2/3にすると,サ ンプル数

と微調整数が共に0(kl/3n2/3)になる.-一回の

ペナルティー取 り替えの手間は0(k21ogn)で

あ り,残 りの操作は 一回当 り0(k)なので,

総計算時間は 0(kn十k7/3n2/31ogn)となる.よ

り上手に再帰的なサンプリングを行うと,0(kn

+k25nO5logn)になる.n-100,000,k-10で

10の6東くらいで,非常に高速である.

4. ランダムな ｢四捨五入｣

アルゴリズム理論とか最適化理論というと,

まず一番ポピュラーなものに線形計画法と整数

計画法がある.線形計画法はnXd行列Aと,

d次元変数ベクトルLrおよび定数ベクトル Cに

対 して,Ax≦0の制約条件下で 目的関数 Ec.工･

を最小化する問題として書 くことができる.こ

れに整数条件 として,xの (いくつかの)成分

が整数であることを付加したものが整数計画法

である.世間 一般で取 り扱われる多くの最適化

問題,例えばスケジューリング,VLSIの配線

問題,巡回セールスマン問題などは,整数計画

法の形に書 くことができる.

代表的な例として,有名な組合せ最適化問題

である最大充足問題 (Max-SAT)̀川̀ を取 り上

げてみよう.ブール変数 (すなわち, (0,1)変

敬)I,,およびそれらの補元豆∫-1-I,をリテ

ラルという. リテラルのブール和 El-t才,>t12

v･･･>t13は,どれかのリテラルが 1になれば

値 1を取 り,充足 しているという.ブール利の

集合J-(El,E2,-･,En)を考える.rJのすべて

のブール利を充足できる代入があるか｣を判定

する問題は充足判定問題 (SAT) とよばれてい

る.例えば,E1-.r.>tr2,E2-度1>x3,E3-.君2

>.i'3,E4-I.>豆2>x｡とし,I-(El,E2,E3,

E4)とすれば,xl-X3- 1,x2- 0とすると桝

つのブール和がすべて充足する.ところが,こ

れにE5-磨.>豆3を加えると,どうやって も五

つのブール和全部は充足できない.

ここで考える最人充足問題は,もっと雅しく

した,rJの充足するブール和の数を最大にす

るようなブール変数-の代入値を求めよ｣とい

う問題である.Max-SATは整数計画聞題 とし

て次のように書ける (確認 して下さい).

(*):xl∈(0,1),I(El)≧ag,Zl≦1,の条件

下で目的関数Z- El≦l≦nZlを最大化せよ.

ここで,Et-tT,>t12>･･･>tlsに対 して,f(El)

-ill+t12十･･･+tis(普通の利)である.

さて,整数計画法に対 しては解法やソフ ト

ウェアはたくさん存在 し,小さいサイズの関越

は厳密に解ける.ところが,人きなサイズの整

数計両問題を解 くのは非常に稚しく,理論的に

は多項式時間で解 くことはできないだろうと予

悲 (P≠NP予想)されている.充足問題にお

いても∴糾定問題でさえ人きなサイズでは現在

解 くことができない.従って,人きなサイズの

問題では整数計両問題を近似的に解 くことが重

要になってくる.

線形計画法は多項式時間で,しかも割 りと速

く解けるので,ネックになるのは整数条件であ

る.実/口舌で,整数でない数から整数を得るの

に用いられる典型的な手法は四捨五入 (あるい

(.1う二3) )1仁木的なr川越であり,Max-SNPというクラスに

分梨lきれる多くの閃粗が Max-SATにリ,.ll,紬する

電子情報通信学会誌 9/'94
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は切 り 卜げ, 切 り捨 て) に代表 される丸め

(rounding)である.整数計画法の問題に対 し

て,対応する線形計画問題を解いて,得られた

実数解を丸めることにより,よい整数解を得る

ことができないだろうか.

このアプローチには:1つの問題点がある.一

つは,丸めた解は一般には制約条件 A.r≦0を

満たさない(汗=ことであ り,もう 一つは丸めた

解は口的関数を最小化 していないことである.

最初の問題点はシリアスで,制約条件は満たす

ように丸めをコントロールする必要がある.し

かしながら,Max-SATをはじめとする代表的

な最適化問題においてはこのコントロールがや

さしい 伯 動的に成 り立つ)場合が非常に多い.

二番目の問題点については,近似解の立場から

目的関数値をある程度最小に近 くすることが要

求される.

さて,Max-SATの近似解 を求めることを考

えよう.すなわち,｢できるだけ多くのJのブー

ル利を1にするような代人を求めよ｣という問

題になる.本当の Max-SATが nIPlr古1のブール

利たちを1にできるとしよう.非常に単純なラ

ンダムアルゴリズムは,すべての変数を確率

1/2で 1にすることであるが,これだとn/2個

のブール和を充足できることを(期待値として)

保証できるだけである.

(*)の整数条件 xl∈(0,1)を不等式 条件 0

≦x7≦ 1に取 り替えた線形計画聞題を解いて,

その解 (LP解)を0と1に丸めてみよう,こ

れは,ともかく一つのブール変数の代人になっ

ている.では,どれくらい良い解になっている

のだろうか.重要なこととして,もちろん最適

な整数解を代人すればLPの制約式を満たすの

で,LP解での目的関数 Zの値 nLPは最低で も

n1,になる. しか しながら,四捨五入で丸めた

ときには,理論的な保証は何 もない.

次のような手法を考えてみよう.｢もし (*)

の LP解でxl-Plならば,変数 xlを確率plで

1にする,｣この方法はラングマイズ ド･ラウ

(1i三4) 例えば ∬十y十2< 2の榊的Jtを満たす脈 r-y-I
().6をrTq才斧7zJ_人してみよ.
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定理 3 (やさしいversion):ランダマイズ

ド･ラウンディングによる整数角封ま期待値とし

て (1- 1/e)nLP個のブール利 を充足す る.

但 しβは自然対数 2.718.‥

証明 あるブール和 E.が kl国の リテラル

t1,-,tkからなるとする. リテラルの LI'解

での値 をpl,･･･,Pkとす る.El≦S≦ん♪ S-Zlで

ある.このブール和が 0になるのはすべてのリ

テラルが 0になるときのみなので,確率 は

Hl≦S≦k(1-ps)であり,1になる確率 prob(i)

は 1-1It≦S≦k(1-Ps)以上である.簡単な解

析によりprob(i)≧1-(1-zl/k)k≧(1- 1
n

/e)zlが示せる.Ez l-nLPなので,期待値の邪l=1
法別により,充足するJの元の数の期待値は(1

-1/e)nLP以上である.

更に,ラングマイズ ド･ラウンディングと先

に挙げた単純なランダムアルゴリズムを組み合

わせると,3nIP/4個のブール利を充足するよ

うにできる(7J.

｢何 だ,3/4くらいな ら普通 の ヒュー リス

ティックでできるだろう｣と感 じる方も多いと

思う. しかし,上に挙げた定理の結果は,最悪

の場合の理論的な解析であることに注意 して欲

しい.実験の結果によると一般にランダマイズ

ド･ラウンディングは,理 論的な保証よりも更

に良い (ほとんど最適な)解を兄い旧すことが

報告されてお り,vLSIの配線問題や多品種輸

送問題など,さまざまな困牲な最適化問題の解

法として有効であることが知られている.また,

スピー ド的にランダマイズド･ラウンディング

はすごく速い (LPを解 く手間のみ)ので,タ

ブー ･サーチし'1や アニーリングr')'のような汎用

のヒューリスティックの手の届かない大型問題

を扱える.もちろん,ランダマイズ ド･ラウン

ディングの解か ら出発 して手軽なヒューリス

ティックで解 を改善することもで きるのであ

る.

5. ランダムウオーク

手ブラで地図も持たずに旅をしていて,分か
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れ道にさしかかったとする.どちらの道を選ぶ

か,または来た道を戻るかを決めるとき,7-

テンの素 さんや裸の大将放浪記のL汀円貴ならば

棒きれを立てて転がった方向-歩いていく.こ

れがランダムウオークとよばれる方法で,アル

ゴリズム理論のみなず物理や工学一般に非常に

よく出て くる話である.

もう少 し理論的にしよう.,ji榊の膜点 とm

本の辺をもった連結なグラフがある.このグラ

フのある (わかっていない)頂点に行きつ くこ

とを考えよう.例えば,グラフを迷路だと思っ

て,その-箇所においてある餌をねずみが探す

と思って欲 しい.全部の頂点を見れば良いから,

有名な深 さ優先探索FtO'を行えば 0(m)で答が

頼る. しかし,深さ優先探索を行うには,今 ま

で適ったグラフの道を憶えておかなくてはいけ

ない.ところが,いろいろな応用,例えばロボ

ティクス,分解システムなどで,大きなメモリ

を使えないことはしばしば起こる.何も憶えな

い (r10memO】･y)のならば,どのような戦略が

いいだろうか.あるいは,指定された大きさの

メモリしかないとき (smallmemory)はどうす

れば良いのだろうか.

N()memoryまたはsmallmerr10ryのときに理

論的に保証で きるほとんどの戦略がランダム

ウオ-クを基本にしている.ランダムウオーク

では,現在罵る鳳産から出る辺 (d本あるとす

る)で結ばれた隣接頂点に平等に Udの確率

で向かう.-つ の辺を通るのに単位時間で済む

としよう.ランダムウオークはno私ernOryで

ある.紙面の都合上, ･舷の場合の最新の結果'r')

のみ書いておこう.

定理 4:任意のグラフの 卜をランダムウォ-

クするとき,Ⅳ個の相異なる頂点を兄い出す

ための時間の期待鱒は 0(N3)である.従って,

0(プ13) 時間ですべての頂点を兄い出す.

感 じをつかむため ほ た,後で使うので)隼

に頂点 10,1,2,･･･,n盲をもち,辺として (i,i

十 日 l-0,1､･･･,n-1をもつグラフ (数直線)

を考える,この上 を現在点 nに罷たとして,

ランダムウオークで点 0を兄いIEJけ までの時間

を考えよう.これは,n門の元手をもって丁半

バクチを始め,元手よりもうかった分は即座に

飲み食いに使って しまうItIJ'}ときに,何回の静

索ですってしまうかという問題になる.この期

待値はn2回以下になる ほ もか く,結構速 く

すってしまうことは御理解T/qけよう).
ネットワークの連結判定や分散 ･並列ア-キ

テクチャでのメッセージ交換,高次元多面体の

体積計算{-1"などランダムウオークの応用は数多

い.その中で,4.に紹介 した充足問題へのちょっ

と変った応用 糊を-つ紹介 しよう.ここでは最

大充足問題ではなく,充足判定問題,そのうち

でも特にすべてのプール和が 2項からなる場合

(2SAT)と3項からなる場合 (3SAT)を取

り扱う.実は,ほんのちょっとの違いなのに2

SATは多項式時間で解け,3SATはNP国難な

のである.違いをランダムウオ←クを締出して

みてみよう,

素人考えだと,次のようにすればsATは解

けそうである,まず,勝手な代入をして,それ

で充足 していないブール利 Eを･一つ選ぶ.･一

つ Eの リテラルを選び,それが 1になるよう

に変数の倍を一つ変更する.Eは新たに充足

した.これを続けていけば,sAT解があると

きにはそこに行きつ くであろう.この方法の欠

点は,変数値の変更により,それまで充足 して

いたJの元が充足 しなくなってしまうことであ

る.従って,堂々巡 りしてしまう.

ところが,2SATは,Eから選ぶリテラルを

二つのうちからランダムに選ぶと,これで解け

てしまう.先ほどの数直線の上を歩 く (ウオ-

ク)ことを考える.SAT解Aがあると仮定 し

よう.現在の解 とAとで同一の楢を取ってい

る変数の数をtとしよう.このとき,グラフの

頂点 tに罵るとする. もしも現在の解が SAT

解でなければ,上で示 した方法での解の変更は

tを一つ増やすかもしくは減 らすかである,E

の リテラルの内どちらかほAで 1になってい

な くてほならないので,tが l増える確率は

i/2以上である_従って,このウオークはラン

(注 5) 宵越しの銭はもたない.

電子情報通信学会誌 9㌢94
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ダムウオークが (平均 n2時間で)頂点 nを発

見するより速 くnに到達する (解がAになる)

か, または別のSAT解を兄い出す.従って,

長 さ2n2の試行 をk回やって,それでもsAT

解が兄い出せなければ確率 1-2~kで SAT解が

ないといえる.

では,3SATでどうかというと,この場合は

tが--一つ増える確 率は1/3以上であることしか

保証できない.すなわち,残 りの2/3は,数直

線上を後ろに進む.このようなウォーク(biased

randomwalk)は有限時間内にJ,L'i点 nを兄い出

せない.言い換えると,3回の内2回は勝つよ

うなイカサマサイコロを使えば,もうかった分

を常に使ったとしても,決まった額以上の元手

をもてば破産の心配がないということである.

問題の難 しさの違いの本質をこのようにしてみ

ることができる.ランダムアルゴリズムでどの

くらいのバイアス (1/2からの確率の揺れ)を

許せるか,また,どのくらい公平なサイコロが

作れるかは面白い問題で,いくつかの研究があ

る111-.

6. 良いネットワークとランダムグラフ

電話のネットワークを考えてみよう.n器の

電話があったときに,通話の叶能性はn(n-1)

/2とお りある.従って,n(n-1)/2本の回線

が必要になるような気がする.しかしながら,

電話機間がダイレクトにつながっているわけで

はない.何故ならば,お話中でなくても ｢回線

が混雑 している｣ために通話できないことがあ

るからである.節-I,日本だけでも電話機の数

は多分一億 くらいあ りそうなので,n(n-1)/2

の回線を引けるとは思えない.実際,電話のネッ

トワークはい くつかの階層 に分かれたネット

ワークになり,効率良く設計されている.コン

ピュータの並列アーキテクチャでも同じような

問題は起きる.ここでの目的は,一つの頂点が

の下で ｢任意の (同じ人数の)r二つのお客様グ

ループの間の同時通話ができること｣である.

但 し,両グループの全部のお客様が通話してい

Vol,77,No.9

れば,通話は相手グループのどの人にかかって

もよい.このようなネットワークをスーパコン

セントレ一夕という.史に ｢辺の数が少ないグ

ラフ構造で,頂点次数が低 く,階層の少ないネッ

トワークを構築すること｣が要求される. 直観

的には,さぞかし整然とした構造をもったネッ

トワークを考え出さねばいけないように思え

る.

ところが逆に,このようなネットワークを作

るためのキーになるエクスパンダし■r'-とよばれ

る部品にはランダムグラフ (すべての 2点間を

結ぶ辺が等確率で現れる確率過程でランダムに

作ったグラフ)を使うのが現在最良の方法であ

る.何故だろう.その鍵は ｢任意の多数間同時

通話｣の実現には,できるだけお客様に平等な

構造を必要とすることにある.ランダム性は平

等を作 りJtけ 有効な手段なのである.ランダム

グラフを組み合わせると,次のようなことがで

定理 5:辺の数が 0(n),深さが 0(logn),

最大頂点次数 0(logn)で,更に通話する回線

のつなぎ方は 0(logn)時間で (並列に)求ま

るようなスーパコンセントレ一夕を構築で き

る.

この結果は非常に高度であり,ここでは説明

しない.文献 (16)のスーパコンセントレ一夕

はあまりに理論的で実用にならないが,ランダ

ムグラフを並列アーキテクチャの一部として実

7.〔ネットとvC次元

2.と3.でサ ンプリングの話をしたが,こ

こではサンプリングの統計学的な側面の話をす

る.10,000人の人口がある村があるとしよう.

この村では,村議会の議員は選挙でなくて,村

長さんが決定する.経費節減のために,議員数

はできるだけ少なく抑えたい.一方では,村尺

から ｢ワシのいる地域には議員がおらん.不公

平ではないか｣という苦情がよく出るので,読

員をあまり減らすわけにもいかない.事実,村

長さんは村長選挙の立候補のとき,こう公約 し
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た.｢500人の村民を含むようなどんな円形の

地域にも必ず一人は議員がいるように選びま

す.｣いったい何人議員がいれば良いだろうか.

最低 20人必要なのは確かだ.

T博士に聞いてみよう.｢それは,計算幾何

学や学習理論で用いられるEネット'F'とよばれ

るもので,えーと,VC (Vapnlk-Chervonenkis)

次元の概念を用いた難 しい理論なんだ.｣｢何で

すかそれは?｣｢実は僕 もよくわかっていない

んだが,ちょっと文献を見てくるね.｣
T博一卜はほっておいて,さっきのチェルノフ

の定理だけ使って考えてみよう.人口をnと

し,En人以上含むrlnLJには必ず議員がいるよ

うに作 ろう.前の例で,〟-10,()00, ∈-1/20

である.

議員を,全 くランダムにm人選出する.人

口が En以 LであるHCを一つ決めよう.この

中にいる議員数の期待値はEm以上である.す

ると,実際の議員が 1以下である確率は,チュ

ルノフの定理で ∂ -1-1/Emにしたものであ

り言｢算 してみるとたかだか e~Em'2である.従っ

て,例えば上000個の上記のような門のそれぞ

れに最低 一人の議員がいる確率は,少なくとも

1-1,000e~川 l/2になる.

しか しなが ら,花々は,すべての (En人を

含む)lrJを考えなくてはいけない.こんな円は

こんな,Slうに考えてみよう.もしも二つの円が

含む村民が全 く同じならば,この 二つの日を同

じと思ってよいのでi車 ･視 しよう.すると,同

一視された1リたちの内で,最小両種の門がある.

このHは,その]甘卜に3人の村艮がいるか,ま

たは直径の両端に2人の村尺がいるかどちらか

である.こんな円の数は,たかだか n(n-1)(n

-2)/6十n(n-i)/2<n3しかない.

従って,サンプルされた議員たちが,村長の

公約 を満た している確率 は 1-n3e~Em/2であ

る.この確率がゼロでなければ,少なくとも一

つはいいサンプルがあるはずである.従って,

確率>0の方程式 を解 くと,m>(6logen)/E

であれば良い.

定理 6 :6logen/(以下の数の議員で公約条

件 を満た した選出が可能である. しかも, 7

1()gen/E人のランダムに選出 した議員は高い確

辛 (1-1/n以 日 で公約条件を満たす.

代入 してみて村長 さんは頭 を抱 えた.n-

10,000, E-1/20だと何 と1,105人もの議員が

必要なのか ?もっとも,上の定理は最悪の住民

分布の場合での十分条件であり,必要性は示 し

ていない.実際,ちょうどEn人を含む円が 4

n2E個以下であること州を用いて詳 しく解析す

ると670人で十分だし,もしも-一様に村人が分

布 していれば,150人程度で収める方法がある.

150でも多いって ? それは,公約する前に相

談 してくれないからいけないのである…

閑話休題.T悼上のいっていた Eネット理論

を紹介しよう.データの集合 (例えば平rl1HJ,Jの

点の集合)がある.データの部分集合 (碩域と

よぶ)の族 R(例えば,円領域の族)を考える.

lll領域といったら,門で切りとられる部分集合

を指す.n佃のデータが与えられたとき,その

部分集合 (サンプル点の集合)でデータを代表

させたい.応用 と必要な近似の尺度として,｢元

のテし 夕がたくさん入る領域にはサンプルが必

ず 一つは入ること｣が しばしば要求 される.

En以 卜のデータを合むRのすべての領域に必

ず最低 1個のサンプル点があるサンプル点の集

合をEネットという.

さて,データ数 nのとき,作 りだせ る領域

の総数がたかだか 0(nd) であるとき,dを領

いう.骨組み次元の計算はそれほど珊 しくなく,

例えば,円領域の族の骨組み次元は3であり,

三角形紬域族の骨和み次元は6になる.T悼上

のいっていた VC次元 (ヽraplllk-ChervonenklS

次元)は定義こそもっとややこしい に こでは

省略)が,骨組み次元とほとんど同じようなも

のである.先ほどの定理を-一般化すると,次の

定理になる(もう少 し強い,nに全 く独立な形L】H-

がある).

(注 6) すへての人が満足する政治はさように困難なので

ある.
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定理 7:Rの骨組み次元が dな らば,人 き

き0(dlogn/E)の (ネットが存在 し,ランダム

サンプルが高い確率で Eネットになる.

領域族の Eネットは鋲域探索 (与 えられた

データに対 して,探索する領 或のl軸制 こある点

集合を効率良 く列挙する) という計算幾何学や

データベース探索で重要な問題を解 く鍵になっ

本的な役制を果たしている.

さて, Eネット生成では,アルゴリズムはサ

ンプルを取るだけで,非常に簡単である. しか

し,非常に不運な場合 (もしくは使 う乱数が悪

い場合)は間違った解 (亡ネットでないもの)

をアウ トプットしているかも知れない.このよ

うに,解の止答件を完全には保証 しないランダ

ムアルゴリズムをモンテカルロ法とよぶ.一万,

3.の割 り当て問題のサ ンプリング法では,ア

ルゴリズムは必ず故通解を求める.不 運な場合

は何が起こるかというと,計算時間が (,想より

長 くなるだけである.このような,ともか く必

ず正答を答えるアルゴリズムをラスベガス法と

よぶ州 側 は良 くないか も知れないが, 等

のクジを引 くまで宝クジを1'11:い続けるのは,終

J′したときには一等賞金が手に入るので, 正解

が (元手は考えずにト必ず求まるラスベガス法

である.一方,何らかの方法で LOOO枚の宝ク

ジをilLirうのはモンテカルロ法である.

もちろん,できればモンテカルロ法よりラス

ベガス法の方が有鄭い. もしもモンテカルロ法

のアルゴリズムがあって,その解が正解かどう

かを高速にナエ ソクできれば,アルゴリズムを

】仁解が吊るまで繰 り返すことにより,ラスベガ

ス法のアルゴリズムが 吊束上がる.実は2.の

セレクション問題のアルゴリズムはそのような

構成になっている. しか し,(ネットでは解の

lE答件のチェックは非常に手間がかかる.従っ

て,どうしても完全な (ネットを確率 1で求め

たいのならば,次に解説するデランダマイゼ-

(注 7) 命//-の紺松は'LHらないが,考えるに,ラスベカス

のJjがrii紬rffが/i--くて,腰を満 ちつけて勝1日できるかLl)では

ないだろうか?
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ションを考えるほうがベターである.

8. デラングマイゼーション

アルゴリズムで使う乱数を,決定1伽 こ作れる

数列に変えて しまい,サイコロ (乱数)を使わ

ずに解を出すようにして しまうことをデランダ

マイゼ-ションという.lrF'.来上がったアルゴリ

ズムは,もはやランダムアルゴリズムではなく,

普通の決定的なアルゴリズムである.すべての

ランダムアルゴリズムが多項式時間でデランダ

マイズできるかどうかは計算複雑度理論の未解

決問題 (p-RP問題)に直結する.但 し,私 (多

くの研究者たちも同様)の考えとしては,デラ

ンダマイズはあまり実用的ではない.なぜなら

ば,デラングマイズしたアルゴリズムは元のラ

ンダムアルゴリズムのいろいろな長所を失 うの

である.すなわち,簡単でもなくなるし,効率

も 一般にかなり悪 くなる.従って,この章は理

論家 (T悼上 ?)向きである.但 し,アルゴリ

ズムと離れて, もっと一般に疑似乱数列/日戊を

デランダマイゼ-ションとよぶこともあ り,例

えば差異 (ディスクレパ ンシー)の小 さい数列

生成の方法一三う､などはモ ンテカルロシ ミュレー

ションなど多 くの梁川分野からの要求に答えた

ものである.

アルゴリズムのテう ンダマイゼ-ションには

ペシミスチ ックエスティメータ川という概念を

用いて条件確率を考えながら数列を決める方法

ここでは,疑似乱数であるk独 ､ン二列 (k-wise

indep(､ndentseqtlerlCe)の利用 を考えて Eネッ

トの構成をデランダマイズしてみよう.

確率p-S/nで 1になるn個 の 粧 1i植確

率変数 Xl(i-1,2,-,n)が k独立であるとは,

その内の どの kを取って も互いに独 ;/-.なこと

をいう.本当にランダムな数列はn独立であ

る.k独立列を用いて,日 になる部分を取った)

人ききざのサ ンプルが作れる.この手法は多 く

のランダムアルゴリズムのデランダマイズ,あ

るいは並列化に利用される.証明はしないが,
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Eネットに関して次のことがいえるし三日'.

定理 8:骨組み次元が dであるとき,任意

に小さい正定数 γに対 して,十分大きな定数 k

があり,k独立列を用いたサンプルを用いて,

大きさ0(dn'/E)の Eネットが作れる.

従って, もしk独立列が決定的に作れるな

らば,すこし人ききの点で悪い解になるが,7.

のランダムアルゴリズムを乱数を使わないアル

ゴリズムに変えられる.一方では,定数のk

に対 しては,長さnのk独立列が,数論を用

いて (具体的には,線形符号理論を用いて作っ

たある 10,1i値関数Fがあ り,Xl-F(i) と

して)構成できる.完全なk独立列の構成に

は 0(nk) 程度の非常に重たい手間がかかるが,

少 し条件を緩めた疑似 k独立列 (大抵はこれ

元のランダムアルゴリズムが単にサンプルを

取るバカチョン的なアルゴリズムだったのに対

して,デラングマイズされたアルゴリズムは手

間がかかる上に線形符号理論や数論などを利用

する高度かつ難解なものになっている.現状で

は一般の Eネットの (決定的な)構成アルゴリ

ズムは高度に理論的なものしか知られておら

ず,実用的にはランダムアルゴリズムが最も優

れている.

9. おわりに

高校数学では確率論や統計理論は最も難しい

道具として,そんな確率や統計の数学がいくつ

か出てきた.その Lに,暗片理論などで出てく

る乱数の理論には時として高級な整数論が登場

する.これらの弊害として,乱数とかランダム

アルゴリズムを ｢難しい｣と思い込まれる傾向

があると思う.これは,大きな誤解である.

ランダムサンプリングが統計やデータ解析を

必要とするさまざまな分野で清躍している理由

と同じく, (何度 もいうようだが)手軽さ,節

単さがランダムアルゴリズムの殺人の優位性で

ある.私がもっとも期待 したいのは,解析に使

う面倒な確率論の部分をあまり気にせずに,ア

ルゴリズムの簡単さに注目して頂き,専門以外

の方たちが興味をもって,どしどしランダムア

ルゴリズムをプログラムして 卜さることであ

る.

また,最近は分散ネットワークあるいは並列

ネットワーク (例えばハイパキューブなど)上

での情幸田云達 (ラウティング)などもランダム

アルゴリズムの優位性が示されており〔3-～,また

6.に例を挙げたように並列アーキテクチャ構

築に対 してもランダムグラフの活用を通して,

ランダムネスの重要性が説かれている.実際,

ここで紹介したのは,ランダムアルゴリズムの

ほんの氷山の一角である.全貌を見わたすには

Raghavan P.とMotwanlR. による完備 した

教科書は''が近く出版されるので,是非見て欲し

い .

この解説の一部は平成 3年に電子惰車齢由信学

会情報システムグループセ ミナーで行った講

演 洲̀を基にしている.最後に,解説の基礎にな

るレクチャーをして頂いたIBM T.J.W atoson

研究所の PrabharkarRaghavan氏と初稿を丁寧

に読んで下さって助言を頂いた東京大学稲葉真

理さんに心からお礼致します.
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