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巡回セールスマン問題への招待 I
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1. はじめに

巡回セールスマン問題 (τ'raveling Salesman Probl町n)

は、組合せ最適化問題の宝石であり、最も重要な礎で

もある。また、その問題定義の簡単明瞭きによって、

多くの研究者に愛されている玩具でもある。

私自身、 OR を専門にしていない人に「あなたは

どんな研究をしているのですかリと聞かれたときに

は、「組合せ最適化 j の名前を出さずに、巡回セール

スマン問題を例にして説明することにしている。

まず、おもむろにポケットからペンを取り出し(私

の背広のポケットには、このときのために、常に何本

かのペンが常備されている)手元にある論文の裏側

に、何個かの小さな丸を書き(私の鞄には、このとき

のために、常に読みかけの論文のコピーが何枚か入っ

ている)点をなぞりながら、次のように説明をする

(図 1 参照)。

「この丸を都市と思って下さい。ある都市を出発

したセ{ルスマンが、全ての都市を巡回して、再ぴ出

発した都市へ戻ってくるものとしましょう。このとき、

セールスマンの歩く距離を最小にするような都市の
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図 1: 巡回セールスマン問題ギャラリー 1: Padberg と
Rinaldi によって作られたアメリカ合衆国 48都市問題.
(点をなぞって短い巡回路を探してみると、巡回セー
ルスマン問題の雛しさと面白きが実感できる!?)

巡回順序を決める問題が、巡回セールスマン問題で

す。私の研究は、このような問題を速く解くための方

法について考えることです。J

もし、質問をした人が私の部屋にいた場合は、紙

の上に密かれた私の下手な絵のかわりに、美しいコン

ピュータ・グラフィックスを見ることができる。私の部

屋にある安物のコンピュータでさえ、数百都市の巡回

セールスマン問題を数秒で(近似的に)解くことがで

き、巡回路が次々と変化していく様子をアニメーシヨ

ンを見るように観賞できる。

本連載は、私の部屋を訪問してくれたお客様が

{幸いにも!)この問題に対して興味を持ってくれて、

「この分野についてもっと詳しい話をして欲しい J と

いう顔ぶりをしていたときに、私がいつもしている解

説を、紙上で再現したものである。

したがって、研究者を対象とした文献の羅列的な

サーベイではなく、初学者および実務家を対象にした

気軽な読み物となるように努力したつもりである。ま

た、巡回セールスマン問題の面白きを身体で実感して
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もらうために、できるだけプログラムを載せるように

，心カ宮けた。

なお、より専門的な情報が必要な競者は、 1984 年

までについては巡回セールスマン問題のみを扱った大

著削、それ以後については、私が 2 年前に書いたサー

ベイ [3] または OR 関連の専門誌に掲載されている論

文を参照されたい。

2. なぜ巡回セールスマン問題を
研究するのか

巡回セールスマン問題は、忙しいセールスマンのため

だけに研究をされている訳ではない。巡回セールス

マン問題は、実務における重要な応用をたくさん持っ

ている。その応用は、数百点(都市)を緩う基盤配線、

配送計画、スケジューリング、数万点を扱う基鍵穿孔、

X 線による結晶実験、タンパク質の構造解析、数百万

点を扱う VLSI!宣言十などさまざまである。また、次世

代の VLSI 設計においては、数千万点の問題を解く必

要があると首われている。これらの応用に対して、巡

回セールスマン問題を効率的に解くアルゴリズムを

適用することによって、各々の分野で大幅な費用削減

または時間の短絡が可飽になるのである。

また、組合せ最適化問題に対する解法または研究

分野は、そのほとんどが、巡回セールスマン問題に対

するアルゴリズム開発から生まれた。例えば、ヒュー

リスティックスの確率的解析、ローカルサーチ、ラグ

ランジュ双対法、分校限定法、分校カット法などは、ま

ず、巡回セールスマン問題に対して適用され、ぞれか

ら、他の問題に対して拡張されたという歴史を持つ。

すなわち、巡回セールスマン問題を勉強するだけで、

組合せ最適化に関するほとんどの解法が、マスターで

きるのである。

おそらく、今後も組合せ最適化問題に対する解

法のほとんどが、まず巡回セールスマン問題で評価

され、それから他の問題に対して拡張されていくだ

ろう。

私の説明だけでは説得力がないので、 1985 年度の

Turing貨の授賞者である Richard Karp の言葉を引用

しよう。
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3. 問題の定義と種類

まず、巡回セールスマン問題の正確な定義を 2 つあげ

ておこう。

(巡回セールスマン問題z グラフを周いた定義)

グラフ G = (V， E) ， 枝上の距離(重み，費用)関数 d:

E →貨が与えられたとき、全ての点集合 Vをちょうど

1 回ずつ経由する巡回路 (Har凶lton 閉路)で、枝上の距

離の合計(巡回路の長さ)を最小にするものを求めよ。

(巡回セールスマン問題:周囲列を周いた定議)

nXn の行列 [d.j] が与えられたとき、 V={1 ， 2 ， ・・ . ,n} 

から V上への 1 対 1 写像(順列) p で

2ン出川+1) + d伽)，p(l)

を最小にするものを求めよ。

巡回セールスマン問題 (Traveling Sa.lesman Probｭ

lem) は、 TSP (ティー・エス・ピーと発音する)と略し

て呼ばれることが多い。しばしば、 rTSP 問題J と書

いである本も見かけるが(略すと TSp2 !)、略すのなら

「問題 TSpJ または単に"TSP" と書くべきであろう。

ここでは、略さずに「巡回セールスマン問題j と記す

ことにする。

与えられたグラフが無向で、 2 点 i ， j聞の距離が行

きも帰りも同じ (d.j = dj. を満たす)問題を、対称巡回

セールスマン問題と呼ぶ。また、グラフが有向で対称

性が常に成り立たない問題を非対称巡回セールスマ

ン問題と呼ぶ。

「対称と非対称の巡回セールスマン問題では、ど

ちらが錐しいでしょうかりという質問をされたら、誰

もが、「非対称の方が一般的であるので難しい J と答

えるだろう。しかし、ランダムに作られた巡回セール

スマン問題においては、非対称巡回セールスマン問題

は、対称巡回セールスマン問題に比べて、はるかに解

きやすいことが知られている。

数値実験でしばしば用いられる、ランダムに作ら

れた非対称問題とは、 2 点 i ， j聞の距離 dりを [1 ， 10000]

の一様乱数で生成したものである。このような問題に

対しては、相j当問題を緩和問題にした分校限定法に

よって、 50 万都市の問題まで解かれている [5]。

余談だが、この解法は、 Wa.ll Street Journa.l (Februｭ

ary 15, 1991) に "Mathematicians Find New Key to 
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Old Puzzle"という題目で紹介されたが、内容的には

誇張と関違いが多〈、 OR/MS Today, p.8 (April, 1991) 
に、 "The Wa.ll Street Journa.l町ticle does more harm 

than good. 1 suggest that ORSA and TIMS aggresｭ

sively make it their business to keep the popular press 

apprised of, and knowlegeable about, current developｭ
ment in OR and MS" と批判されている。同様のこと

が日本のマスコミについても言える。巡回セールスマ

ン問題に限らず、 OR に関連することが新聞などの記

事になることは喜ばしいことであるが、誇大表現や根

拠のない出鱈目な内容については、正しい情報を流す

るように勧告する必要があると思われる。

上で述べた巡回セールスマン問題の一般型の他

に、実務上霊要な特殊裂に対する研究も詳細に行われ

ている。

まず始めに、三角不等式を満たす巡回セールス

マン問題を考えよう。この問題においては、距離行列

が、全てのし j， klこ対して d，j + dik 壬 d， k を満たす。現

実問題においては、同じ点を何回も経由しても構わ

ない場合が多いが、あらかじめ全ての 2 点聞の最短距

離を計算することによって、三角不等式を満たす巡回

セールスマン問題に帰章きされる。

三角不等式を満たす対称巡回セールスマン問題の

重要な特殊型として、点が 2 次元平蘭上にある場合が

ある。この場合は、 2 点の聞の距離を入力とするかわ

りに、点の z 座標と首座標を入力とする。点の関の距

離を計算する方法によって名称は変わるが、特に 2 点

聞のユークリッド距離をとる場合をユークリッド巡回

セールスマン問題と呼ぶ。ユークリッド距離は無理数

になることがあるので、通常は整数値に切り上げを行

うことによって理論的な困難きを解決している。

Gerhard Reinelt によって収集された TSPLIB (巡

回セールスマン問題の問題およぴ解答集)において

は、次のような関数 DisO を用いることで統ーして

いる。(以下、プログラムは C 言語で記述するものと

する。)
int Dis(int i, int j) 
{ ftoat xd , ydj 

xd = x[iJ -Xmj yd = y[iJ -ymj 
return (int) (sqrt( xd柑d + ydηd) + 0.5 ); 

TSPLIB の最新版は、 NETLIB およびRice 大学で

管理されているが、日本圏内にも京都大学 (ftp.kuis.kyoto

u.ac品)や千葉大学 (ftp.ipc.chiba・u.ac必)などにミ

ラーされているので、興味のある方は、そちらか
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ら入手すると良いであろう。また、 ftp(ファイル転送プ

ログラム)が使えない場合は、 softlib@rice.edu に "send

README" を含んだ電子メールを出すことによって、

TSPLIB を得る方法について知ることができる。

4. 歴史

巡回セールスマン問題の名前の起源は定かではない

が、 1940 年代後半のRAND 社において、 Merrill Flood 

が知的挑戦のプロジェクトとして取りあげたのが、お

そらく最初であるというのが定説になっている。実

は、それよりはるか前に 2 人の偉大な数学者によって、

この問題の原型が研究きれていた。

18 世紀を代表する多作の数学者 Leonhard Euler 

(1707-1783) は、 1759 年に 8x8 のチェス盤の全ての升

目を 1 回ずつ通るナイトの駒 (8 方向に移動可能な将

棋の桂馬)の巡回願を捜す問題を考えていた。 Euler

はグラフ理論の原点になった Königsberg の橋の問題

で有名である。この問題は、全ての橋をちょうど 1 回

ずつ還って出発点に帰ってくる道順をみつける(言い

替えれば、グラフの全ての枝をちょうど 1 回通過する

防路を求める)問題であり、この性質を満たす閉路は

Euler にちなんで現在では Euler 閉路と呼ばれている。

Euler が示したグラフ理論における最初の定理 rEuler

閉路が存在する。点の次数(点に接続している枝の

本数)が全て偶敬j は、あまりにも有名である (P で、

この結果を用いた巡回セールスマン問題の近似解法

を紹介する)。

一方、物理学におけるハミルトンの原理や 4 元数

の発明で知られる Will町liamHam凶n凶ilto叩n卿 (ο18加05ι一1凶86白5) は、

晩年の研究の 1 つである Ic∞0倒si泊a叩.n Calculus ("吋'Ic∞0伺si泊an'

2却0 を表すギリシア E鰭普)に付随して、巡回セールスマン

問題の原型になる以下のようなゲームを発明した。

ゲームの目的は、正 12 蘭体(頂点の数は 20) を上

から押しつぶしたグラフ内の全ての点をちょうど 1 回

ずつ通過して、出発した点に戻ることである(図 2参

照)。与えられた無向グラフに対して、上の性質を満

たす閉路は、 Hamilton 卿の名前にちなんで、現在で

は Har凶lton 閉路と呼ばれている。

巡回セールスマン問題は、グラフの枝上に距離

(費用、重み)が付随したとき、最小距離の Harnilton

閉路を求める問題であると考えられる。 nxn のチェ

ス盤上でのナイトの巡回問題も、結局、 n2個の点を持

つあるグラフ上で、 Hamilton 閉路を見つける問題に

帰着される。
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図 2: Icosia.n Game: 残りの数字 (4 から 18) を隣合う
点に連続する数字がくるように入れる。 2 人で遊ぶと
きは、 1 人が幾つかの数字を丸の中に入れ、もう 1 人
が残りの数字を入れ閉路を完成させる。

1950 年代の巡回セールスマン問題の萌芽期にお

いて、線形計画法の生みの貌である George Dantzig 

は、当時所属していた RAND 社において、Raymond

Fulkerson と Selmer Johnson とともに、線形計画法の

パワーを利用して、アメリカ合衆国の主要 49都市を

巡回する最短路を算出した。この方法は、巡回セール

スマン問題のある緩和問題から出発して、(当時は手

作業で)破られている制約式を追加していき、緩和問

題の定式化を強めていくことによって最適解を得ょう

というものである。驚くべきことに、現在、対称巡回

セールスマン問題に対する最も有効な最適化手法で

ある分校カット法は、この巡回セールスマン問題の古

典ともいうべき論文で用いられた方法を精密化した

ものであり、都市数 4461 の問題を解くことが可能な

レベルにまで逮してる。

Da.ntzig らの論文によって、巡回セールスマン問題

が研究の一分野として市民権を得た頃、当時 ffiM に

所属していた Michael Held と Richard Karp は、動的

計画法を用いた解法を考えたが、残念ながら 16 都市

程度までしか実用的な時間では解くことができなかっ

た。その後、彼らは巡回セールスマン問題の世界チャ

ンピオンになることを目指し、試行錯誤の宋に、分枝

限定法を基礎とし下界算出に最小 1 木と呼ばれる巡回
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図 3: 巡回セールスマン問題ギャラリー 2: 現在のユー
クリッド巡回セールスマン問題の世界記録 4461 都市
問題.この問題の最適解は 1993 年に Cook， Applegate, 
Chvátal, Bixby によって求められた.

セールスマン問題の緩和問題を用いた解法を作成し、

都市教 65 の問題を解くことに成功した。その結果を

得たときの感動を Karp は、次のように述べている。

ldοn't think a.ny oJ m百 theoretica. l re51‘It8 

ha.ve pro別ded 0.8 grea.t 0. thrill 0., the , íght 

oJ the number8 pour匤g out oJ the com・

仰ter 011. the night Held a.nd 1 (Ka. rp) 舟，t

te8ted 0包r bounding method. 

Held と Karp が、世界チャンピオンの称号を得た

後で、この解法がラグランジユ緩和法と呼ばれる古典

的解法の適用であり、また、旧ソピエトで活発に研究

されていた劣勾配法 (subgradient method) と呼ばれる

微分不可能関数の最適化手法の再発見であることが

分かった。現在でも Held と Karp の方法は、メモリを

ほとんど必要としないという利点から、大規模問題の

下界算出法として有効に用いられている。

線形計画法の成功に伴って、 1960 年代後半までに

幾つかの組合せ最適化問題に対する良い(多項式時間

で終了する)アルゴリズムが開発された。一方では、

巡回セールスマン問題のように良いアルゴリズムが

どうしても見つからない問題のクラスがあることが

経験的に分かつてきた。どうやら難しい問題は似た

ような性質を持っていて、 1 つのクラスとして扱った

方が良いのではないかという穏織がでてきた 1970 年

代前半に Stephan Cook の画期的な定理が出された。

(Cook はこの業績によって 1982 年度の百回ng 貨を授

オベレーションズ・リサーチ
© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



賞している。)この定理の詳細については、~ 5 で詳

しく述べるが、簡単に言うと Cook は、 λ(1'という問

題のクラスを定義し(クラス N1'の名付け親は Karp で

ある)、充足可能性問題 (Satisfiability Problem) がその

クラスの中で完全であることを示した。面白いこと

に、 Cook とは独立に、当時旧ソピエトにいた Leo凶d

Levin は平面内の有限領域をタイルで敷き詰める問題

が Cookが示したものと類似のクラスで完全であるこ

とを示していた。

ちょうど同じ頃、 23個の未解決問題の提示で有名

な今世紀最大の数学者 David Hilbert (1862-1943) に

よって 1900 年に出されて以来、均年間未解決であっ

た Hilbert の第 10 問題(Dio凶antine 等式の整数解を

求める問題)が、 Yu Matiyaseviê によって解決された。

Matiyaseviê が示したことは Hilbert の第 10 問題をサ

ブルーチンとして使うことによって、計算機の停止問

題 (Halting Problem) が解けることである。停止問題

は 1936 年に Alan Thring t によって決定不能であるこ

とが対角化論法を使って示されていた。したがって、

Matiyaseviê の結果から、 Hilbert の第 10 問題も停止問

題と同じように決定不能であることが分かり、 Hilbert

の第 10 問題は否定的に解決されたのである。

これらの結果の重要性に真っ先に気づいたのは、

当時 Califomia大学の Berkley校に移っていた Karp で

ある。 Karp は、 Cook がN1'-完全であることを示した

充足可能性問題が、巡回セールスマン問題をサブルー

チンとして使うことによって多項式時間で解くことが

できることを示した。これは、 Matiヴωevi乏が Hilbert

の第 10 問題を解いた思想と同じであり、巡回セールス

マン問題に対して多項式時間の解法がありそうにな

いことを示すものである。 Karp は巡回セールスマン

(決定)問題を含む 21 個の λ(1'・完全問題を示し、 λ(1'・

完全の理論の土台を築いた業績によって 1985 年度の

百lring 貨を授賞した。

Karp の論文と同時期に、 AT& T の Shen Lin と

Brian Kemighan は、最適性の保証はないが、大規模な

問題を効率良〈解くためのアルゴリズムを作成した。

Kemigh晶n は、 C 言語に関する初めての解説書 "The

C Programing Language" の作者の 1 人として、また

便利な小言語 AWK (AWK の"K"の字は K釘nighan の

f百mng機械や Turing Test などに名前を残すイギ
リスの数学者.趣味はマラソン.計算機科学者にとって
最も権威ある貨は彼の名前を冠している.この賞の第
1 回の授賞者である Alan Perlis は、Thring を"His work 
captured the imagination and mobilized the thoughts of 
a generation of scientists" と評している.

1994 年 1 月号

頭文字)の製作者として有名である。彼らの方法は、

古典的な逐次改善法(ローカルサーチ)を精密化した

ものであり、現在にいたる 20 年以上の問、最も優れ

た近似解法の 1 っとして、他の解法の追従を併してい

ない。

AT&T の David Johnson らのグループの都市数

1 万までの系統的な数値実験によると、 Held と Karp

の方法で得られる下界と、 Lin と Kemighan法を繰り

返し用いる方法で得られる上界との差は、最適解の

2%程度であることが示されている。

N'P-完全の理論が定着し、その猛威をふるってい

る 1970 年代の半ばに、 Karp は λ(1'ー完全(困難)問題に

どのように対処していくかを考えていた。その頃主

流になっていたのは、性能の保証を持った近似解法の

開発であった。三角不等式を満たす対称巡回セールス

マン問題に対する最も良い保証を持ったアルゴリズム

は、Imperial College of Science & Technology の Nicos

Christofides によって作られたもので、最短巡回路長

の1.5 倍以下の解を算出するという保証を持つ。しか

し、 Karp はこのアプローチに満足していなかった。最

悪の場合でも 50%増しの答が得られるという結果が、

どれだけ現実問題に対して意味を持つというのだろ

うか!しかし、この近似解法の性能保証を 50%よりも

小さくするような近似解法は、そう簡単には見っかり

そうもない(実は現在でもまだ見つかっていない)。

Karp は従来のパラダイムから離れ、問題の入力

として単純な確率分布を考えて、その平均的な挙動

を解析する確率的解析 (probabilisitc analysis) と呼ば

れるアプローチをとった。例えば、ユークリッド巡回

セールスマン問題に対しては、平面(または空間)内に

点が一様かっ独立に分布しているものと考えるので

ある。 Karp はこの仮定の下で、点の量生n が大きくなっ

ていったときに、最短巡回路長との相対誤差が0 に収

束していくような近似解法を開発した。この結果は、

1959 年に証明された BHH 定理 (BHH は Beardwood ，

Halton, Hammersley の頭文字)を基礎としている。
この定理は簡単に首うと「面積 A の正方領域に

ランダムにばらまかれた点に対する最短巡回路長

は βV'Anに収束する j ということである。 βは David

Johnson の推定によると約 0.72 だそうである(昔は

0.165 と言われていたが、少し小きくなった)。この結

果は、実際問題を解くときの First Cut としても威力

を発揮する。例えば、「面積が 100 km2の街に 100個の

需要点があったとする。このとき時速 20 km の配送車
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が 1 台で回るには何時聞かかるか?J という問題を考

える。 BHH 定理を使えば答は簡単に算出でき、積み

込み積み降し時聞を除けば0.72ゾ百すすτ面.;- 20 == 3.6 

時間である。

このように、巡回セールスマン問題の研究の歴史

は、古くからある方法や理論を見直し、さらに新し

いアイデイアを入れていくことが、新しい理論を構

築するために重要であることを教えてくれる。 Isaac

Newton が言うように、我々は「巨人の肩に乗っている

から速くが見える」のである。

5. λ(p-完全性の壁

多くの優秀な研究者が、長年の閥、巡回セールスマン

問題に対する多項式時間の最適解法を探し続けてき

たが、未だに見つかっていない。おそらく、そのよう

なアルゴリズムは存在しないだろうというのが、大方

の研究者の統ーした見解である。このことを理論的に

裏付けするために生まれたのが、 λf'P・完全という概

念である。ここでは、百lring機械などの基礎的な用務

については触れないが ([4] の93 または [1] 参照)、用語

の混用が見受けられる λf'P司完全 (complete) と N'P・困

難 (hard) を中心に解説する。

まず、 λf'P-完全の定義に入る前に、クラス λf'P

について説明する必要がある。クラス λ(1' とは、

N ondeterministic 'Polynomial の略であり、簡単に言う
と勘の良い計算機(正確に言うと非決定性 Turing機

械)ならば多項式時間で解くことができる決定問題

(yes, no で答えられる問題)の集まりである。ここで言
う「勘の良い計算機J を使うことによって、 Ha.r凶1ton

閉路問題は以下のように解ける。まず、任意の始点か

ら出発する。次にどの点を訪問すれば正しい答が得ら

れるかは、勘に頼って決める。しかし、この勘は会〈

外れることがなく、もしグラフが Hamilton 閉路を含

むならば、かならずn 図の試行で始点に帰ってくるこ

とができる。次の点を決める操作は単位時間で可能

であるので、この場合の計算量は多項式時間である。

よって、 Hamilton 閉路問題はクラス λf'P に含まれる。

また、クラス λf'P は次のようにも定義できる。決

定問題が yes であるための証拠 (certificate) を与えた

ときに、その問題が本当に yes であるかを多項式時間

で確かめることができるとき、その決定問題は λf'P

に含まれていると言う。例えば、 Hamilton 閉路問題に

おける証拠は、 Hamilton 閉路そのものである。与え

られたグラフが Hamilton 閉路を持つことの確認は、
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図 4: 巡回セールスマン問題ギャラリー 3: Padberg と
Rinaldi によって作られたアメリカ合衆国 532 都市問
題.最適解は 1987年に Padberg と Rinaldi によって求
められた.

その Hamilton 閉路が与えられたグラフの部分グラフ

であることを調べれば良〈、これは明らかに多項式時

間でできる。よって、 Hamilton 閉路問題は λf'Pに含ま

れる。

計算量の理論では、いたずらをした子供が、「僕

だけじゃなくて、みんなでやったんだよ」と言い訳を

するように、巧妙に難しきの裏付けをする。この理論

(Cook の定理: ~ 4 参照)が示すことは、ある問題に多

項式時間のアルゴリズムが存在しないと言うことで

はなく、もし、その問題が多項式時間で解けるなら、

クラス λf'Pに含まれる全ての問題が多項式時間で解

けてしまうということである。

問題 B を単位時間で実行できるサブルーチンとし

て用いて問題A が多項式時間で解けるとき、 A は B

に多項式時間帰着可能 (polyno凶al・time reducible) で

あると言う。また、 A と B が決定問題であり、かつ B

をサブルーチンとして 1 回しか使わないとき、多項式

時間変換可能 (polyno凶al・time transformable) である

と言う。

上の概念を用いてクラス λf'Pのもう 1 つの定義が

可能である。充足可能性問題に多項式時間変換可能

な決定問題のクラスを N'P と呼ぶ。再ぴHa.r凶lton 閉

路問題を例にとって説明しよう。ここでは、充足可能

性問題の替わりに、よりポピュラーな藍数百十画(決定)

問題を使うことにしよう(本質的には、どんな N'P・完

全問題を使ってもかわまない)。いま、変数 Xikを点 i を

k番目に通過したときにしそれ以外のときは 0 を表
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図 5: 巡回セールスマン問題ギャラリー 4: Lin と
KemighlUlによって作られた 318 都市問題.この問題
は基盤穿孔の応用から生まれた.最適解は 1980 年に
Crowder と Padberg によって求められた.

す整数変数とする(なお、 Xi ，n+l は Xi ， l と同じものと

する)。グラフ G= (V， E) 上で定義された Hamilton 閉

路問題は、以下のような藍数計画問題が yes の答を返

すとき、またそのときに限って yes の答を返す。

~Xik = 1 i = 1,"', n 

LXik=l k=l ,"', n 

i=l 

と呼んでいた方が無難である。

組合せ最適化問題がN'P-困難であることは、最悪

の場合の計算量が、おそらく指数オーダーになると

ことを意味し、ランダムに作成した問題や、実務で発

生する標準的な問題に対して、平均的に速い解法が

存在しないことを保証している訳ではない。最近、話

題になっている種々の新(?)ヒューリスティック解法を

評価するときに、巡回セールスマン問題がλr'P-困難

であるという理由だけで、おもちキ問題 (toy problem) 

に対する数値実験しか行わないことは、大規模問題を

解いたときの喜ぴを知るものとしては、悲しいことで

ある。

AT &T の巡回セールスマン問題に対する実験的

解析の大御所 David Johnson I~ 、 Nature 憶に相次い

で掲載された巡回セールスマン問題に対する新(?)解

法に対して、同様の批判をしている向。 Johnson の言

葉を今回の締めにしよう。

The TSP is an intf匂1I.8ing problem， 品nd

th08e oJ 包8 who have been working on it 

Jor year8 叫e/come it8 ne世-J0 1l.ηd pop包lar

ity and the con8eq包ent inβ1I.X oJ ne凹 idea

and approache8. 1 hope that in J1I.t 1l. re , 

however, the eval1l.ation oJ the8e ne却 ap

proache8 will more fully take into acco1l.nt 

the 8trong competition provided by techｭ

ηiq 1l. e8 already in 1I.8e. 
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