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要約 
 

研究や産業において複雑な最適化問題が多数発生します。これらの問題を解決することは、研究者をし

て、新しい科学的発見をし、より良い材料を作り、新しい薬品を合成するのを手助けし、さらに、企業

がより良い意思決定を行い、コストを削減し、生産量を増やし、より良い製品を設計するのに役立ちま

す。量子アニーリングは、さまざまな分野で発生する最適化問題の多くのものを解決するための発見的
手法です。本書は、量子アニーリング向きの良い問題を選び出すのに役立つ背景を提供するものです。 
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第 1章 はじめに 
 

研究や産業において複雑な最適化問題が多数発生します。これらの問題を解決することは、研究者が

新しい科学的発見をし、より良い材料を作り、新しい薬品を合成することを手助けし、さらに、企業が

より良い意思決定を行い、コストを削減し、生産量を増やし、より良い製品を設計するのに役立ちま

す。量子アニーリングは、さまざまな分野で発生する最適化問題の多くのものを解決するための発見
的手法です。本書は、量子アニーリング向きの良い問題を選び出すのに役立つ背景を提供するもので

す。 

研究活動やビジネスで直面する複雑な問題の解決に、量子アニーリングがどのように役立つのか検討

を始めるとき、まず、複雑さと最適化問題がいろいろあるタイプのどれにあたるかを最初に理解する

ことが必須です。 

アプリケーションをすべて成功させるには、要件とパラメータを注意深く理解する必要があります。

あなたのアプリケーションについて検討する一連の質問は、その問題を数学的定式化に向けてガイド

してくれます。これらは、「そのアプリケーションが解決しようとしているビジネス上の問題は何です

か？」とか、または、「研究的問い（research question）は何ですか？」などの質問である可能性があ

ります。この段階でさえ、取り組むべき多くの質問がまだ存在します。 

アプリケーションは、データ処理パイプラインあるいは予測解析を必要としていますか？ それとも、

最適化問題を解く必要がありますか？ 

本書では、複雑さ、最適化問題、変数と制約のタイプを理解することで、量子アニーリングに相応しい

問題を選び出せることを学びます。 

 

 

第 2章 複雑さ 
 

本セクションでは、複雑さが、問題がどれほど難しくしているか、そして解くことを困難にしているの
は何か、について直感的に説明します。 

複雑さにはさまざまな種類があります。たとえば、自分の会社のウェブサイトに変更を加えたいとし

ます。ユーザーは定期的にウェブサイトとやり取りするため、その変更に対するユーザーの反応を考

慮する必要があります。関係するユーザーが多数ならば、彼等を統計的母集団として扱うことができ

ます。この問題の複雑さは、統計的推論と注意深い実験計画です。別の言葉でいえば、この複雑さはこ

のやり取りのループ内に人間が介在しているということかもしれません。 

別の見方をすると、効率的に検索する必要のあるレコードがこのウェブサイトに多数含まれていると

考えられます。または、この大量のデータを使用して予測モデルを構築したいとあなたが考えている

とも思われます。どちらの例でも、ビッグ・データが関係しているため、この問題は複雑なものになり

ます。 

それぞれの例は色々なタイプの複雑さを取り上げています。良いモデルを見つけるのが難しい、個人

の行動を予測するのが難しい、大量のデータを分類するのにコストがかかる、良い実験計画を定義す

るのが難しい、というように、これらの問題は複雑です。 

量子アニーリング向きの問題の候補を探し始める時、私たちは最適化困難問題を含んでいる問題を探

します。前の例に戻ると、ビッグ・データを分類し、予測モデルを選択した後でも、目的関数を最適化

する必要がある場合があります。たとえば、数十億のレコードを分類し、各アイテムと組織全体との相

互のやり取りを理解したとします。あなたは、各アイテムが組織の全体的なコストにどのように影響

するかも学んできました。次に、私たちはいくつかの制約に従って、これらのコストを最適化する必要
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があります。たとえば、売上高を維持しながらコストを最小限に抑える必要がある場合があります。 

多くの最適化問題は NP 困難で、それらを解くための多項式アルゴリズムは存在しません。これらの
問題に変数を追加すると、解決時間は指数関数的に増大します。これらのタイプの問題は、量子アニー

リング向け問題の良い候補となります。それでは、もっと深く掘り下げてみましょう。 

 

 

第 3章 最適化 
 

最適化問題は、科学と産業の多くの分野で発生します。多くの企業（小売業者や流通業者など）にとっ
て、ビジネスの改善とは、プロセス、コスト、生産性、および品質の最適化と同等のことです。 

多くの最適化問題は、数学的な意味では難しい問題とは見なされません。単に大規模に広がっている

だけです。これは、この最適化問題が、数十億から数兆個（！）もの、膨大な数のエンティティ（実体）

と変数を含んでいるからです。一方、最適化問題の中には、数百から数千個の変数しか関係していない

場合でも、それを解くにははるかに時間のかかるものがあります。人員のスケジューリングや有名な

巡回セールスマン問題など、これらの小さいけれども困難な最適化問題は、NP困難問題のクラスに分

類されます。 

離散変数または 2 値変数を持つ最適化問題は、連続変数を持つ問題よりも量子アニーリングに適して

いることがよくあります（これは、連続変数から離散変数への変換が必要なため）。量子アニーリング

について最初に学ぶときは、前者のタイプの最適化問題の方が取っ掛かりとしては簡単かもしれませ

ん。ただし、量子アニーリングで成功した連続値問題に複数の例があることは注目に値します。たとえ

ば、QBoostは、弱い分類器(weak classifiers)のサブセットにバイナリ(binary)の重みを割り当てるブー

スティング・アルゴリズムです[6] 。 

 

3.1 目的 

 

最適化問題は、最小化（または最大化）する必要のある数式（目的（関数））として記述されることが

時々あります。これは、多くの最適化パッケージを使用できるようにするための優れた出発点です。た

とえば、D-Waveの量子アニーリング・ハードウェアで最適化問題を実行するには、その数式を取り上

げてイジング・ハミルトニアンにマッピングすることです。 

目的関数は、コンテキスト（文脈）と問題のタイプに応じて異なる形式を持つことができます。 

離散変数に関する単純な線形問題でさえ、競合する多数の制約または多数の変数間の相互作用がある

場合、急速に複雑になる可能性があります。たとえば、多くのスケジューリング問題のような制約付き

整数線形問題は、単純な 1 次目的関数を持っています。しかし、連続シフト、制限付きシフト期間、

等々の制約を追加すると、複雑な最適化問題に変わってしまいます。この制約についての詳細は以下

を参照ください。 

量子アニーリングに最も適した目的関数は、2 次目的（関数）または 2 値変数のペアワイズ(pairwise)

相互作用（QUBO）のみを含む目的関数で構成される関数です。これは、量子アニーリング・プロセッ

サーのイジング・ハミルトニアンに最も類似した目的（関数）であるためです。自然な QUBO問題の

例は、最大カット問題です。この問題は、ソーシャル・ネットワークを含む多くのアプリケーションで

発生します。たとえば、GitHubユーザーを機械学習開発者あるいはウェブ開発者の 2つのカテゴリに

分類すると、QUBO問題として効率的に数式化できます。 
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3.2 制約付き問題 

 

多くの最適化問題は、制約が付くことで複雑になります。組織の運用コストを最小限に抑えたいとい

うことを想像してみてください。1 つの方法は、総コストを個々のコストの合計として表すことです。 

 

𝐶 =∑𝑥𝑖
𝑖

𝐶𝑖 (1) 

 

ここで、xiはユニット数（整数）、ciはアイテムまたはプロセス iのユニットあたりのコストです。 

これは簡単ですね？ 上記の目的（関数）は、すべての変数と単位コストが正である線形関数です。最

小値は、すべて xi = 0 で、総コストが 0 の場合です。ちょっと待って下さい！これは実用的な解では

ありません。実際の問題を定式化するには、制約を入れることが必要です。通常、これらの制約が複雑

さを増大させるのです。 

最適化問題に現れる制約には多くの種類があります。たとえば、2値変数を使用して、ある機能の有無

を表すことができます。また、さまざまな可能性がある中から、そのうちの 1 つだけを選択すること

もあります。このような場合、変数を 2進（数）として取り扱うのではなく、1つのオプションのみが

選択されるという制約を重く見る変数のグループとして取り扱う必要があります。xiが機能 iの 2値変

数である場合、次の制約（式）により、集合 C 内の複数の変数が 1 度に 1 つ、1 に等しくなることが

保証されます。たとえば、グラフ彩色では、さまざまな色に対応する 2 値変数の集合があり、各ノー

ド／変数で 1つの色のみを選択する必要があります。 

 

∑𝑥𝑖
𝑖∈𝐶

= 1 (2) 

 

この例は、「問題の定式化について学ぶ（Learn to formulate problems）」ガイド[1] に示されている手

法を使用して、最適化モデルに組み込むことができる 1次の制約（式）を示しています。 

2 次最適化問題としてモデル化できる制約には量子アニーリングに適しているさまざまな種類があり

ます。 

 

3.3 制約のない問題 

 

制約がないにもかかわらず、複雑な問題が存在します。たとえば、次の最適化問題では、 

 

ƒ =∑𝑎𝑖
𝑖

𝑥𝑖 +∑𝜔𝑖,𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑖,𝑗

(3) 

 

目標は、関数 f が最小化（または最大化）されるような値の集合（x1、x2、...、xn）を見つけることで

す。変数 xiが整数または 2値の場合、これは最適化困難問題になります。 

上記の目的（関数）では、制約を 1 次および 2 次項の集合としてエンコードできますが、これが常に

最も効率的な解決法であるとは限りません。 

制約のない 2 次（形式）問題の一例は、ノード（複数）を 2 つのグループに分類するための重み付き

最大カット問題です。たとえば、各変数 xiがユーザーまたは組織を表すとします。2つのユーザーまた
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は組織の間に関係がある場合、2つのノード間にエッジ（辺）が定義されます。エッジの重みは、関係

の強さとそのタイプを表します。上記の最適化問題を解くと、変数が 1 の値（1 つのグループに属す

る）をとるか、-1 の値（もう一つのグループに属する）をとるかが決まります。この実例の 1 つは、

テロリストのネットワークの構造的な不均衡の検出です。QUBO の定式化を使用して、0 と 1 の値を

2 つのテロリスト・グループに割り当てることができます。詳細については、[5] をご参照ください。 

 

3.4 変数のタイプ 

 

離散変数と 2 値変数の最適化と組み合わせ問題を解くことは困難です。これらの問題は、量子アニー

リングやハイブリッド・ソルバーに適した制約なし 2 次形式 2 値変数最適化（QUBO）またはその他

の離散最適化問題にマッピングされます。 

整数変数は 2値変数の対数を必要とし、どの整数問題も 2値問題として効率的に表すことができます。 

ワンホット・エンコーディングと呼ばれる整数変数のもう一つの 2 値表現は、整数の値と同じ桁数の

2値変数を使用します。たとえば、10個のカテゴリが異なる桁を表している場合、カテゴリ iが選択さ

れていれば、xiの値が 1に等しい 10個の 2値変数 xiを使用できます。これには、変数の値に対する制

約が必要になります。制約を使用しているにもかかわらず、カテゴリ変数の問題は NP 困難であるた

め、量子アニーリングによる離散最適化にふさわしい（問題の）候補と見なされます。 

連続変数のみを含む最適化問題は、無料で使用できる線形計画法や 2 次計画法パッケージによって、

あるいは他の商用最適化ソフトウェアによっても、非常に上手く取り扱うことが出来ます。 

 

 

第 4章 正しい問題の選択 
 

私たちが学んだすべてをまとめると、量子アニーリングを始めるための最良の問題は、次のようなも

のです： 

 

• 複雑な最適化が含まれている。 

• 変数は離散的である。 

• 最適化は2次形式である。 

➢ 目的関数は 2次形式である、および／または、 

➢ 制約式は 2次形式の目的（関数）として効率的に表すことができる。 

 

 

第 5章 将来 
 

本書に記載されているルールにもかかわらず、他のタイプの最適化問題も量子アニーリングに適して

いる場合があります。たとえば、量子アニーリングは、機械学習アプリケーション[4] や材料シミュレ

ーション[2、3] に使用できます。 

さらに、一見して量子アニーリングに最適ではないように見える特定のクラスの問題に対して、効率

的なハイブリッド・アルゴリズムが存在する可能性があります。このような問題には、量子・古典ハイ

ブリッド・アプローチが効果的かもしれません。たとえば、制約付き 2 値最適化問題のクラスは、ペ
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ナルティ目的（関数）として明示的に緩和することなく、元の制約で機能するハイブリッド・ソルバー

を使用することで、効率的に解くことができます。 

 

 

参考文献 
 
 

[1] Learn to formulate problems, https://docs.dwavesys.com/docs/latest/doc_bqm_ formulation.html 
(2020).  

[2] Harris, R., et al. ”Phase transitions in a programmable quantum spin glass simulator.” Science 
361.6398 (2018): 162-165.  

[3] King, Andrew D., et al. ”Observation of topological phenomena in a programmable lattice of 1,800 
qubits.” Nature 560.7719 (2018): 456-460.  

[4] Amin, Mohammad H., et al. ”Quantum boltzmann machine.” Physical Review X 8.2 (2018): 021050.  

[5] Mapping Militant Organizations, Stanford University, last modified February 28, 2016, 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/.  

[6] Neven, H., Denchev, V.S., Rose, G. and Macready, W.G., 2012. QBoost: Large Scale Classifier 
Training with Adiabatic Quantum Optimization. In ACML (pp. 333-348). 

 

 


