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第1章 はじめに
研究背景
電力網や交通網，ソーシャルネット等の現実社会に存在するネットワークは，
時とともに巨大化・複雑化する状態にある．そのおかげで私たちの生活がより便
利になる一方，そのような現実のネットワークが障害時に及ぼす社会的影響も
拡大しやすいという状況がある．なぜなら，電力網や交通網，ソーシャルネット
等の多くのインフラネットワークはスケールフリーの脆弱性を持つためである．
また，現実のネットワークに甚大な被害を及ぼすとされる気候激変や大地震，国
際テロ攻撃等による脅威も増大している．例として，近年では 2016 年 4 月に発
生した熊本地震において，国道 57 号線沿いの斜面の崩壊により，道路に埋設さ
れているケーブルごと道路が切断され，住宅街では電柱等が倒壊するという事
態が発生して，大停電が発生するなど復旧への障害となった．このような事態を
回避するために，現実社会に存在するネットワークは，障害に対して強いネット
ワークとして構築されることが必要である．しかしながら，それらのネットワー
クの多くは既に存在して，利用されていることから，一から構築し直すことは現
実的ではないため，既存のネットワークにおいて補強が必要となる箇所を探り，
対応していくことが現実的な手段であると考える．そのために，補強すべき箇所
を探るため，現実のネットワークにおける脆弱性を測ることが重要となる．
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研究目的
本研究の目的は，災害等の現実社会のネットワークに影響を及ぼす障害に対
して強い社会インフラの構築に貢献することである．そのために，現実のネット
ワークを対象として，その脆弱性を分析するための手法を提案する．脆弱性の指
標には，非交差経路数という，ネットワークにおける２点間において互いに影響
を及ぼさない代替路の組み合わせ数を用いる．この非交差経路数をネットワー
ク全体において求めることができれば，非交差経路数の特に多い 2 点間や少な
い 2 点間などの傾向を見つけ出して，現実のネットワークの脆弱性を定量的に
評価することができる．その定量的な評価は，災害対策等に活用でき，強い社会
インフラ構築のために貢献できると考える．
一方，一般にすべての経路の組み合わせから非交差経路数を求めていくこと
は，インフラネットワークのように国内をめぐる巨大なネットワークを対象と
した場合，計算量が膨大なものとなってしまうことから非現実的である．そこで，
後述する経路和行列の特殊性を利用した数理物理の手法が適用できるように，
現実のネットワークをマッピングすることで，非交差経路数を効率よく計算す
ることを検討する．
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第2章 関連研究
本章では，インフラネットワークにおける脆弱性の分析に関する既存手法に
ついて説明する．

ラプラシアン行列を利用した固有値解析による手法
既存手法
この手法では，対象とするネットワークにおいて，NP 困難な整数計画問題で
ある最小カット問題を実数値で緩和した，ラプラシアンの第 2 固有ベクトルの
正／負に従って各辺の脆弱性を求めている[1][4]．
ここで，なぜ最小カット問題がラプラシアンの固有値問題に緩和されるのか
について説明したいと思う[2]．
頂点の集合 V と，それらをつなぐ枝の集合 E で表させるグラフ G(V, E)のグ
ラフ情報は，i,j∈V に対して，
𝐴 =

1 (𝑖~𝑗)
0 (𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒)

(2.1)

という隣接行列で表され，ラプラシアンは，

L= D–A

(2.2)

となる．ここで行列 D は，
𝐷 =𝑘
𝐷 (𝑖 ≠ 𝑗) = 0

(2.3)

で定義される対角行列で，𝑘 は頂点𝑖の次数である．そして，ラプラシアンＬを
ベクトル𝑥で挟んだ時，
𝑥 𝐿𝑥 =

∑ 𝐴 (𝑥 − 𝑥 )

と書くことができ，ラプラシアン L は半正定値行列であることが分かる．
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(2.4)

次に，グラフカットの手法として，RatioCut という評価関数がある．分割数
ｑ

を q とし，頂点集合を 𝑉ｓ ⋃

𝑉 =𝑉

のモジュールに分割した時，

RatioCut(𝑉 ,…,𝑉 ) = ∑

( , )

(2.5)

と定義される．ここで，𝑛 はモジュール𝑉 内の頂点数，𝑉 = 𝑉 ＼𝑉 で，cut(𝑉 , 𝑉 )
は，𝑉 と𝑉 をまたぐカットサイズである．つまり，RatioCut とは，単にカットサ
イズを小さくするのではなく，モジュールのサイズがなるべく等しくなるよう
にペナルティを与える，という評価関数である．そして，この評価関数は，ラプ
ラシアンで表現することが可能である．まず，2 分割（q=2）の場合,

(2.4)にお

いて，𝑥を
𝑥 =

𝑛 /𝑛

𝑖∈𝑉

(2.6)

− 𝑛 /𝑛 𝑖 ∈ 𝑉

とすると，
𝑥 𝐿𝑥 =

∑∈

𝐴

, ∈

= cut( 𝑉 , 𝑉 )(
=N(

(

,

)

(

, ∈

𝐴

−

−

+2)

+

+

+ ∑∈

+

,

)

)

= N・RatioCut(𝑉 , 𝑉 )

(2.7)

と変換できる．N = 𝑛 + 𝑛 は全頂点数を示している．したがって，RatioCut に
よるグラフカットは，(2.6)の空間で𝑥 𝐿𝑥を最小化する𝑥を求める問題とみなすこ
とができる．
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しかしながら，この離散最適化問題は計算困難であるため，𝑥の各成分がとり得
る空間を実数全体Ｒにした緩和問題で考える．元の空間で𝑥が
|𝑥| = 𝑥 𝑥=N

(2.8)

1 𝑥 =∑ 𝑥 = 0

(2.9)

を満たしているので，この問題は次のようになる
𝑚𝑖𝑛
∈

subject to 𝑥 ⊥ 1, 𝑥 𝑥 = 𝑁

(2.10)

𝑥 𝐿𝑥 /𝑥 𝑥はレイリー商と呼ばれており，最小値はラプラシアンの最小固有値で，
対応する𝑥は第 1 固有ベクトル 1=(1,1,…1)であるが，緩和された RatioCut 最小
化問題では，拘束条件により 1 とは直交しなければならない．よって，最小カッ
ト問題は，ラプラシアンの第２固有ベクトルを求める問題となる

適用例
下記に石川県の緊急輸送道路ネットワークに適用した場合の図を示す（図
2.1）
．

図 2.1：石川県の緊急輸送道路ネットワーク
中南孝晶,中山晶一朗,小林俊一,山口裕通,”固有値解析による固有ベクトルを利用した

緊急輸送道路ネットワークの脆弱性評価,”土木学会論文集 D3,vol.74,no.5,pp.I.1141-I.1148,2018. より転載
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図 2.1 において，各ノードの第 2 固有ベクトルの成分が負のノードは赤色，
正のノードは青色で示されている．各リンクのノードの成分差の絶対値をとる
ことで，成分差の大きいリンクほど脆弱性が高いと考えられ，相対的な各辺の脆
弱度評価を行っている．特に，正／負の境界部分は能登と加賀をつなぐ２本のリ
ンクのみでつながっており，視覚的にも脆弱性が高いことがわかる．

問題点
上記の手法の問題点として，各辺の脆弱性を求めるはできるが，それだけでは
辺の脆弱性がどの地点にとって影響が大きいのか小さいのか分かりづらいとい
う点が挙げられる．

能登

加賀

図 2.2：図 2.1 の簡略図
上記の石川県の緊急輸送道路ネットワークを簡略化した図において，正／負
の境界部分にあたる赤いリンクが切断された場合は，ネットワークが上下に２
分割されるためその影響は明らかである．しかしながら，例として加賀地方に含
まれる緑のリンクが切断された場合は，その影響がどの地点に及んでいるのか
定かでない．
そこで，本研究ではこの問題を対処するために，数ホップ離れた２点間を含む，
すべての地点から 2 点間の脆弱性を求める手法を考える．
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第3章 提案手法
本章では，経路和行列の特殊性を利用した数理物理の手法と，それを適用可能
にするマッピング，及び，現実のネットワークにおける非交差経路数の算出方法
について説明する．

非交差経路数について
まず，本研究の指標となる非交差経路数について説明する．非交差経路数とは，
ネットワークにおけるある 2 点間において，互いに独立した経路の本数とその
全組み合わせ数を指す．具体的に，下記の図を用いて説明する（図 3.1）
．

s

t

図 3.1：非交差経路数３本，４通りのネットワーク
始点 s と終点 t の 2 点間において，赤・青・緑の経路をそれぞれ経由する経路
は，途中で互いに交わることはなく，互いに独立していることから，図 3.1 にお
ける非交差経路数の本数は 3 本となる．また，赤の経路を経由する s-t 間には 2
通り，青の経路にも 2 通り，緑の経路には 1 通りの経路が存在することから，
非交差経路数の全組み合わせ数は 4 通りとなる．
このように，非交差経路数の本数と全組み合わせ数は，ネットワーク上の 2 点
間の脆弱性を測定する上で分かりやすい指標となり得る．
しかしながら，図 3.1 のような小規模のネットワークでなら簡単に計算でき
るが，インフラネットワークのような巨大な現実のネットワークにおいては，非
交差経路数を総当たりで求めようとすると，複数の経路上において各点がすべ
て交わらないかどうか，すべての組み合わせをチェックする必要があり，その計
9

算量は非常に膨大なものとなって実質的には計算不能となる．

経路和行列による非交差経路数の算出手法
前節の最後にとりあげた，非交差経路数を求めるにあたって，総当たりでは計
算量が膨大なものとなるという点を解決するため，効率よく非交差経路数を求
める経路和行列の特殊性を利用した数理物理の手法[2]について説明する．
この手法において対象となるグラフは無閉路・有限・有向なグラフであり，数
理物理の組み合わせの手法として，例えば，ヤング図形の非交差経路数を求める
ものである．したがって，現実のネットワークに適用する際にも条件を満たすよ
うマッピングが必要となり，以下，そのマッピング方法として無閉路な有向グラ
フへのマッピング，正方行列へのマッピングについて説明する．

b2

a2

b1

a1

図 3.2：無閉路・有限・有向の平面グラフ
上記の格子状の図 3.2 を例とする．まず，非交差経路数が２本の全組み合わせ
数を求めようとした場合，互いに独立した 2 つの始点（a1,a2）と同じく互いに
独立した 2 つの終点（b1,b2）を設定して，始点と終点のすべての組み合わせに
おける 2 点間の経路数（a1-b1，a1-b2，a2-b1，a2-b2）を行列要素とした経路
和行列 W を考える．このとき，2 点間の経路数を計算するにあたって，他の組
み合わせの 2 点間の経路と交差するかどうかは考慮しなくて良い．各要素値の
求め方については 3.3.3 項に後述する．

W=

𝑎1 − 𝑏1 𝑎1 − 𝑏2
𝑎2 − 𝑏1 𝑎2 − 𝑏2

（3.1）

このとき設定された経路和行列 W の行列式 det W の値が，始点（a1,a2）と
終点（b1,b2）間の非交差経路数が２本の全組み合わせ数の値と等しくなるとい
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うことが分かっている[3]．
また，経路和行列 W は正値である 2 点間の経路数を行列要素として，全ての
小行列式が正値実数であるような行列である全正値行列となる．よって，経路和
行列 W には LU 分解を適用することができる．一般に行列式 det W の値を求め
るには O(N!) の計算量が必要となるが，LU 分解を適用することで，

det W = det (LU)

（3.2）

= det (L)・det (U)
= (Π𝐿 )(Π𝑈 )
となり，計算量を O(N)にすることができる．

現実のネットワークへの適用
本節では，前節で示した経路和行列による非交差経路数の算出手法を現実の
ネットワークへ適用するにあたって，対象となるグラフは無閉路・有限・有向な
グラフである必要がある．そのため，現実のネットワークにもこの条件を満たす
ような問題設定（マッピング）を考える．例えば，条件を満たすことが可能とな
る代表的なグラフとして平面グラフが挙げられる．本研究では現実のネットワ
ークとして，後述するインフラネットワークである基幹通信網と地理的なネッ
トワークである県間，EU 間のネットワークを対象としている．基幹通信網にお
ける（主要な）ケーブルは，その他の主要な電力や水道などの接続線と共に共同
溝に収容されており，共同溝は主に車道の地下に埋設されていることから，平面
グラフであると考えることができる．
また，県間，EU 間のネットワークも隣接する県同士，国同士をつなげたネッ
トワークであるため，同様に平面グラフであると考えることができる．しかしな
がら，このままでは経路和行列による非交差経路数の算出手法を適用すること
ができないため，現実のネットワークである基幹通信網，県間，EU 間のネット
ワークに適用できるようにマッピングする．
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無閉路な有向グラフへのマッピング
まず，基幹通信網のネットワークは有限ではあるが，無向な平面グラフである．
但し，経路和行列による非交差経路数の算出手法を適用するには，無閉路となる
ような有向グラフとしなければならないため，求めたい始点 s と終点 t の 2 点
間の組み合わせごとに辺の方向づけを行う。これによって，ネットワーク全体で
はなく，2 点間の非交差経路数に関係するノードのみが経路の算出に加わる辺の
方向づけについて，下記の図 3.3 のように，求めたい始点ｓ・終点ｔの 2 点間の
ベクトルと各辺との内積が非負値になる±90°以内となるように各辺の方向づ
けを行えば，閉路のできない有向グラフとなる．

t

t

±90°以内

s

s
図 3.3：無閉路な有向グラフにマッピング

正方行列へのマッピング
次に，始点ｓと終点 t 間の非交差経路数を経路和行列によって求める場合，始
点 s と終点 t に隣接するノードから成る組み合わせを経路和行列に当てはめて
いく．このとき，始点 s と終点 t の隣接ノードそれぞれをs ，t と表記して，そ
の組み合わせに対する経路和行列 W の行列要素として経路数w
𝑤

W=

⋮
𝑤

⋯ 𝑤
⋱
⋮
⋯ 𝑤
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は，
（3.3）

と表される．

図 3.4：s-t 間のネットワークの例
しかしながら，始点 s・終点 t の組み合わせによっては，上記の図 3.4 のよう
に 3 個と 5 個で隣接ノードの数が一致しない場合がある．非交差経路数を求め
るための経路和行列は正方行列である．そこで，そのような場合は隣接ノードの
数が少ない方に合わせ，隣接ノードの各組み合わせに対して非交差経路数の本
数を求めて，足し合わせる．
また，始点 s と終点 t 間のベクトルを基準として辺の方向づけを行っている
ことから，下記の図 3.5 のノードs を経由した場合のように，基準に対して±
90°以上となる方向に大回りする経路が存在しても，算出には含まれない場合
がある．そこで，隣接ノードを 2 ホップ以上先に拡張することで，例えば，図
3.5 ではノードs を隣接ノードとすることで，大回りの経路を含んだ場合の非交
差経路数も求めることができる．

図 3.5：大回りの経路を含む場合の非交差経路数
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経路和行列の行列要素の計算法
最後に，経路和行列の行列要素である始点 s と終点 t の隣接ノードs とt の 2
点間の経路数の計算法について説明する．
下記の図 3.6 のような簡単なネットワークを例として，隣接ノードs とつなが
る辺にトークン”1”を設定する．

図 3.6：経路数の計算 1
トークンが”1”と設定された辺の，s とは異なるもう片方のノードにトーク
ン”1”を，さらにつながる辺にトークン”1”を，というようにトークンを伝搬させ
ていき，ノードを経由するごとにノードに伝搬されるトークンの値は向かって
くる辺のトークンの和となり，その値を隣接ノードt に向かう辺にトークンを伝
搬させていく．最終的に，t に到達したときのトークンの和がs とt 間の経路数と
なる．図 3.7 では，s とt 間の経路数は 6 となる．このような”1”のトークンを伝
搬するトークン伝搬によって経路数を求めていく．

図 3.7：経路数の計算 2

14

提案手法の適用例
ここで，基幹通信網に対して先のマッピングを施して経路和行列による非交
差行列数の算出手法を適用した例を以下に示す．

図 3.8：基幹通信網（KDDI）の適用例（⾧岡―和歌山間）
上記の図 3.8 は，基幹通信網（KDDI）の⾧岡―和歌山間の経路の略図である．
図 3.8 より，ｓを⾧岡，t を和歌山としたとき，s の隣接ノードの数は t の隣接
ノードの数より 1 つ多い．そのため，少ない方隣接ノードの数 2 に合わせた，
非交差経路数が２本の場合の全組み合わせ数を求める．その組み合わせの 1 つ
の経路和行列は，

Ｗ =

富山ー大阪

富山ー奈良

さいたまー大阪 さいたまー奈良

（3.4）

＝ 5

3
11 7

となるため，行列式 det W の値は，2 となる．よって，この組み合わせにおける
非交差経路数は本数が２本の組み合わせ数が２通りとなる．それらを具体的に
書き直すと，富山―福井―京都―大阪，さいたまー東京―名古屋―奈良の組み合
わせの非交差経路と，富山―福井―岐阜―京都―大阪，さいたまー東京―名古屋
―奈良の組み合わせの非交差経路である．
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第4章 実験方法と分析結果
経路和行列による非交差経路数の算出手法を，基幹通信網（KDDI・NTT）,
県間，EU 間のネットワークに適用した．基幹通信網（KDDI・NTT）のネット
ワークの作成には情報通信白書を参照した[5]．県間，ヨーロッパ間のネットワ
ークの作成には[6]，[7]の資料を参照した．以下にそれぞれのネットワークの非
交差経路数を算出した結果を述べる．

基幹通信網（ＫＤＤＩ）

表 4.1：基幹通信網（KDDI）の非交差経路表
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基幹通信網（KDDI）では，北海道―本州と九州―本州とは 1 本の経路のみで
つながっているため，北海道―本州間，九州―本州間で非交差経路はできない．
また，北海道，九州内に存在する非交差経路は本数，組み合わせ数が少なく，単
純なものであることは明らかなので，表 4.1 では北海道と九州を省き，代替路で
はなく，線上をただ経由するだけの次数が 2 のノードも省いた残りのノードに
対して番号を振り，2 点間の非交差経路数を求めている．表 4.1 において，右上
は隣接ノードが 1 ホップ先である場合の非交差経路数を示し，左下は隣接ノー
ドを 2 ホップ先にした大回りする経路が存在する場合の非交差経路数を追加で
示している．また，隣接ノードが 1 ホップ先となる非交差経路数において，全組
み合わせ数が特に多い箇所は青で囲み，特に少ない箇所は赤字で示している．非
交差経路が存在しない個所は“×”で示している．つまり，赤字と×で示された箇
所が脆弱な 2 点間となる．
表 4.1 より基幹通信網（KDDI）では，例えば“仙台”，“和歌山”，“神戸”のよ
うなネットワークの端の箇所や“岡谷”のような内陸部の非交差経路数が少なく，
関東―関西間の非交差経路数が多くなっている．

基幹通信網（ＮＴＴ）
基幹通信網（NTT）でも基幹通信網（KDDI）と同様に，経路が 1 本のみでつ
ながる北海道，中国，四国，九州を省いた残りのノードに番号を振り，2 点間の
非交差経路数を求めており，表の色分けや 2 ホップ先の隣接ノードなども同様
とした．その結果をまとめた基幹通信網（NTT）の非交差経路表は巻末の付録 A
に掲載した．
そして，その結果の非交差経路数は，東北地方は少なく，関東―関西間の非交
差経路数の全組み合わせ数が多くなっている．また，“静岡”，“岐阜”等の中部地
方は，全組み合わせ数は関東―関西間よりは少ないが，本数が多くなっている．
ここまでで，KDDI と NTT の基幹通信網それぞれを比較すると，共通する点
として，ノードの数に差はあるが東北地方の非交差経路数が全体的に少ないこ
とから脆弱性が高く，関東―関西間の非交差経路数の全組み合わせ数が多いこ
とから脆弱性が低いと言える．一方で異なる点として，ノード数の差はあるが，
中部地方を経由する互いに独立した経路が，KDDI では 2 本，NTT では 3 本存
在し，その差である NTT の 1 本は内陸部を経由しているため，NTT の基幹通
信網の方が内陸部においても通信網が充実していると考えられ，中部地方を経
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由する 2 点間の非交差経路数を比較した場合，NTT の基幹通信網の方が非交差
経路数の本数，全組み合わせ数ともに多くなり，脆弱性がより低いと考えられる．

県間

図 4.1：県間の可視化図
図 4.1 は県間のネットワークを可視化したものであり，非交差経路数を求め
る際には，県間のネットワークにおいても基幹通信網（KDDI）と同様に，経路
が 1 本のみでつながる北海道，中国，四国，九州を省き，表の色分けを行った．
そして，その結果をまとめた非交差経路表は巻末の付録 C に掲載した．
非交差経路数の結果から，県間のネットワークにおいて，東北地方内や関西地
方内などのネット―ワークの端にあたる地点内の 2 点間の非交差経路数は全体
18

に比べて少ない．一方で，東北―関西間，つまりネットワークの異なる端から端
への 2 点間の非交差経路数の全組み合わせ数は特に多くなっている．また，関
東地方内では非交差経路数の全組み合わせ数はネットワークの異なる端から端
の 2 点間と比べると少ないが，非交差経路の本数は多く存在している．
このことから，県間のネットワークにおいて，エリアごとにみると，東北地方や
関西地方内における脆弱性は，関東地方内における脆弱性と比べて高いと考え
られる．また，東北―関西間の非交差経路数のように，互いが離れた 2 点間ほど
非交差経路の全組み合わせ数が多く，選択可能な経路が多く存在するため，脆弱
性が低くなると考えられる．
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ＥＵ間

図 4.2：EU 間の可視化図
図 4.2 は隣接する EU 間のネットワークを可視化したものであり，非交差経
路数を求める際には，これまでと同様に非交差経路数に応じて色分けを行い，隣
接ノードを 2 ホップ先にした場合に追加される非交差経路数を求めた．また，
EU においては，デンマーク等の代替路ではなく，線上をただ経由するだけの次
数が 2 のノードを省き，バチカン等のある国の中に存在する国や小さすぎる国
も，今回非交差経路を求めるにあたっては省略した．また，対象とするグラフは
平面である必要があるため，2 点間を直線で結ぶと交差してしまう場合は，中継
点を作ることで迂回して対応した．そして，その結果をまとめた非交差経路表は
20

巻末の付録 D に掲載した．
非交差経路数の結果から，ロシアーフランス間やウクライナースイス間等の
EU の東側と西側にそれぞれ存在する 2 点間の非交差経路数が多い．一方で，北
マケドニアやギリシャ等の EU の南側に存在する国が含まれる 2 点間の非交差
経路数は全体と比べて少ないもしくは存在しない場合が多い．
このことから，EU 間のネットワークにおいて，EU の東西の 2 点間は選択で
きる経路が多く存在することから脆弱性は低く，それらの東西間の経路が経由
しない EU の南側は非交差経路数が少なく，脆弱性は高いと考えられる．
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第5章 おわりに
本研究では，有限・有向な平面グラフである格子状グラフなどの，あらかじめ問
題設定されているグラフに対して用いられていた，非交差経路数を求める経路
和行列の特殊性を利用した数理物理の手法を，現実のネットワークにマッピン
グを施すことで適用させ，非交差経路数から現実のネットワークの脆弱性を測
る手法を提案した．今回は，基幹通信網（ＫＤＤＩ・ＮＴＴ）
，県間，ＥＵ間の
4 つのネットワークを対象にこの手法を適用したが，非交差経路数が多いまたは
少ない 2 点間を見つけ出すことができ，
その脆弱性の高低を測ることができた．
特に非交差経路数が”×”または 2 本 1 組などの場合は明らかに脆弱であるとい
うことが分かる．一方で，非交差経路数の多さは，対象とするネットワークのノ
ード数によって大きく変化するため，非交差経路数が何本，何組存在すれば，そ
の２点間の脆弱性は低いと言えるのかなどについては考える余地がある．また，
現実のネットワークのマッピングについても，隣接ノードを 1 ホップ先に限定
した場合において，実際には経路が存在するとしても，s と t の基準ベクトルに
対して内積±90°以内としたことで，その経路を経由しない場合があるため，
閉路ができないようにマッピングを行う手法についても考える余地がある．
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付録 A 基幹通信網(NTT)の非交差経路表
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付録 B 基幹通信網(KDDI)の詳細な結果一覧
（東北―関西）
※本州から北海道へは必ず仙台を経由し、中国・四国へは必ず神戸を経由するため、
非交差経路は存在しない

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:長岡(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※仙台から長岡へは、さいたま,東京のどちらかを経由しなければならないため、
非交差経路は最大２本
組1
｜・s1,t1 である'さいたま'は同じ隣接ノード
｜ であり、交差はできないため除外
s1:さいたま,s2:つくば
｜・隣接ノードは s2,t2 のみとなるため、
t1:さいたま,t2:富山
｜ 行列式は適用できない

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:つくば(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
仙台,つくばは互いに隣接するため例外
組1
s1:さいたま
t1:さいたま

｜・s1,t1 である'さいたま'は同じ隣接ノード
｜ であり、交差はできないため例外
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま']
・['つくば', '東京', '甲府', '岡谷', '富山']

非交差経路２本となるのが１通り
・仙台ーつくば
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:さいたま
｜
t1:東京
｜

※隣接ノードを１ホップ先とした場合、パス['つくば','東京','名古屋','岐阜',
'福井','富山']は、福井ー富山間が±90°以上であるため除外されるが、
２ホップ先の場合はパスとして成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜・s1,t1 である'さいたま'は同じ隣接ノード
｜ であり、交差はできないため除外
s1:さいたま,s2:つくば
｜・隣接ノードは s2,t2 のみとなるため、
t1:さいたま,t2:岡谷
｜ 行列式は適用できない

非交差経路２本となるのが１通り
・仙台ーつくば
・['さいたま', '東京']

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま']
・['つくば', '東京', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※隣接ノードを１ホップ先とした場合、パス['さいたま','甲府','東京'],
['さいたま', '長岡','岡谷','甲府','東京']は、さいたまー長岡,甲府ー東京間が
±90°以上であるため除外されるが、２ホップ先とした場合はパスとして成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:甲府(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※仙台から甲府へは、さいたま,東京のどちらかを経由しなければならないため、
非交差経路は最大２本
組1
｜・s1,t1 である'さいたま'は同じ隣接ノード
｜ であり、交差はできないため除外
s1:さいたま,s2:つくば
｜・隣接ノードは s2,t2 のみとなるため、
t1:さいたま,t2:東京
｜ 行列式は適用できない

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２組）
※仙台から東京へは、さいたま,つくばのどちらかを経由しなければならないため、
非交差経路は最大２本
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
｜・s,t 互いの隣接ノードは同じであり、
｜ 交差はできないため例外
s1:つくば,s2:さいたま
｜
t1:つくば,t2:さいたま
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま']
・['つくば', '東京']

非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜・s2,t2 である'つくば'は同じ隣接ノード
｜ であり、交差はできないため例外
s1:さいたま,s2:つくば
｜・隣接ノードは s1,t1 のみとなるため、
t1:甲府.t2:つくば
｜ 行列式は適用されない
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府']
・['つくば']

※隣接ノードを１ホップ先とした場合、パス['さいたま','長岡','岡谷'],['さいたま',
,'長岡','富山','岡谷']は、さいたまー長岡間が±90°以上であるため除外される
が、２ホップ先の場合はパスとして成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
非交差経路なし
※仙台から岡谷へは、さいたま,東京のどちらかを経由しなければならず、
さいたま経由でパス['さいたま', '甲府']をとった場合、東京経由のパスにおいて
福井ー富山間が±90°以上であるため、非交差はできない
東京経由でパス['つくば', '東京','甲府']をとった場合、さいたま経由のパスに
おいてさいたまー長岡間が±90°以上であるため、非交差はできない
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※隣接ノードを１ホップ先とした場合、パス['さいたま','長岡','岡谷','甲府',
'東京']は、さいたまー長岡間が±90°以上であるため除外されるが、２ホップ先と
した場合はパスとして成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:富山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
組1
｜行列式
｜
t1 t2
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = s1| 1, 0| = 1
t1:長岡,t2:福井
｜
s2| 2, 1|
｜・s1-t2 の経路数が 0 となるのは、必ず経由
｜ しなければならない'さいたまー東京'が
｜ ±90°以上であるため
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '長岡']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = |1,2| = 1
t1:長岡,t2:岡谷
｜
|2,5|

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
仙台,さいたまは互いに隣接するため例外
※仙台からさいたまへは、パス'仙台ーさいたま'を除き、必ずつくばを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
s1:つくば
t1:東京

｜・隣接ノードは s1,t1 のみとなるため、
｜ 行列式は適用されない
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・仙台ーさいたま
・['つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜・隣接ノードは s1,t1 のみとなるため、
｜ 行列式は適用されない
s1:つくば
｜・福井ー富山を経由するパスは
t1:甲府
｜ ±90°以上であるため除外

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '長岡']
・['つくば', '東京', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = |2,0| = 2
t1:岡谷,t2:福井
｜
|5,1|
｜・s1-t2 の経路数が 0 となるのは、必ず経由
｜ しなければならない'さいたまー東京'が
｜ ±90°以上であるため
非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']

非交差経路２本となるのが１通り
・仙台ーさいたま
・['つくば', '東京', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜・s1,t1 である'つくば'は同じ隣接ノード
｜ であり、交差はできないため除外
s1:つくば
｜
t1:つくば
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・仙台ーさいたま
・['つくば']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
※仙台から京都へは、富山ー福井,東京ー名古屋のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |1,0| = 1
t1:福井,t2:奈良
｜
|3,1|
｜・s1-t2 の経路数が 0 となるのは、東京,岐阜の
｜ どちらかを経由しなければならず、どちら
｜ においても±90°以上となるため

※隣接ノードを２ホップ先とした場合，t の隣接ノードに京都が存在し，名古屋ー
岐阜ー京都を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※仙台から名古屋へは、富山ー福井,東京ー名古屋のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組1
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = |2,1| = 1
t1:奈良,t2:東京
｜
|3,2|

非交差経路数２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |1,0| = 1
t1:福井,t2:大阪
｜
|3,1|
｜
非交差経路数２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |1,0| = 1
t1:福井,t2:神戸
｜
|3,1|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']

非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
※隣接ノードを１ホップ先とした場合、パス['さいたま','長岡','富山','福井',
'岐阜']は、さいたまー長岡、福井ー岐阜間が±90°以上であるため除外されるが、
２ホップ先の場合は成立する
その他に，t の隣接ノードに大阪，和歌山が存在し，京都ー大阪ー（和歌山）を経由
づるパスも成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※仙台から岐阜へは、富山ー福井,東京ー名古屋のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組1
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = |2,1| = 1
t1:福井,t2:名古屋
｜
|3,2|

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外されるパスは成立
※t の隣接ノード t2 を２ホップ先の和歌山にした場合、±90°により除外される
パスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※仙台から奈良へは、富山ー福井,東京ー名古屋のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |2,1| = 1
t1:京都,t2:名古屋
｜
|3,2|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋']

※隣接ノードを１ホップ先とした場合、パス['さいたま','長岡','富山','福井']は、
さいたまー長岡間が±90°以上であるため除外されるが、２ホップ先の場合は
成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = |2,1| = 1
t1:京都,t2:名古屋
｜
|3,2|
非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外されるパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |2,1| = 1
t1:和歌山,t2:名古屋
｜
|3,2|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['つくば', '東京', '名古屋']

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※仙台から福井へは、富山ー福井,東京ー名古屋のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組1
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = |3,0| = 3
t1:富山,t2:岐阜
｜
|7,1|
｜・s1-t2 の経路数が 0 となるのは、必ず
｜ 東京を経由しなければならず、その場合
｜ ±90°以上となるため

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外されるパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |2,1| = 1
t1:大阪,t2:名古屋
｜
|3,2|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['つくば', '東京', '名古屋']

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜ det = |3,0| = 3
t1:富山,t2:京都
｜
|7,1|

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外されるパスは成立
また，t の隣接ノードを神戸にした場合のパスも成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※仙台から大阪へは、富山ー福井,東京ー名古屋のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |2,3| = 1
t1:京都,t2:奈良
｜
|3,5|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']

非交差経路２本となるのが３本
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外される
長岡ー富山と長岡ー岡谷を経由するパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |2,3| = 1
t1:京都,t2:和歌山
｜
|3,5|
｜

※t の隣接ノード t2 を２ホップ先の奈良,大阪,神戸のそれぞれにした場合、
±90°により除外されるパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,３組）

27

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばー東京
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '岐阜', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用されない
｜
s1:さいたま
｜
t1:さいたま
｜

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外される
長岡ー富山と長岡ー岡谷を経由するパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |2,3| = 1
t1:神戸,t2:奈良
｜
|3,5|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばー東京
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用されない
｜
s1:さいたま
｜
t1:甲府
｜

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外される
長岡ー富山と長岡ー岡谷を経由するパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |2,3| = 1
t1:神戸,t2:和歌山
｜
|3,5|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばー東京
・['さいたま', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用されない
｜
s1:さいたま
｜
t1:名古屋
｜

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外される
長岡ー富山と長岡ー岡谷を経由するパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばー東京
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '岐阜', '名古屋']

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |5,3| = 1
t1:大阪,t2:奈良
｜
|8,5|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s1:長岡としたさいたまー長岡を経由するパス
が成立する。また、t1:奈良とした福井ー京都ー奈良を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（３本,２組）
s:３個中,３個選ぶ t:５個中,３個選ぶ
つくば、さいたまは互いに隣接するため例外
組１
｜※s1,t1・s2,t2 で隣接ノードが同じであり
｜ 交差はできないため、行列式は適用されない
s1:仙台,s2:東京
｜
t1:仙台,t2:東京
｜

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外される
長岡ー富山と長岡ー岡谷を経由するパスは成立
また，t の隣接ノードに神戸が存在し，パスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路３本となるのは１通り
・つくばーさいたま
・['仙台']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 の隣接ノードが同じであるため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用されない
s1:仙台,s2:東京
｜
t1:仙台,t2:甲府
｜

s:仙台(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※仙台から神戸へは、富山ー福井,東京ー名古屋のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:つくば
｜det = |1,2| = 1
t1:京都,t2:大阪
｜
|3,7|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']

非交差経路３本となるのは１通り
・つくばーさいたま
・['仙台']
・['東京', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,５組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
つくば、さいたまは互いに隣接するため例外
組１
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用されない
｜
s1:仙台
｜
t1:仙台
｜

※s の隣接ノード s1 を２ホップ先の長岡にした場合±90°により除外される
長岡ー富山と長岡ー岡谷を経由するパスは成立
※t の隣接ノード t1 を２ホップ先の岐阜にした場合±90°により除外される
福井ー岐阜を経由するパスは成立
※t の隣接ノード t2 を２ホップ先の和歌山にした場合±90°により除外される
奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスは成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばーさいたま
・['仙台']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用されない
｜
s1:東京
｜
t1:東京
｜

s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
つくば、東京は互いに隣接するため例外
※つくばー東京を除いて、'さいたま'を経由しなければならないため、
非交差経路は最大２本
組１
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用されない
｜
s1:仙台
｜
t1:さいたま
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばーさいたま
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用されない
｜
s1:東京
｜
t1:甲府
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばー東京
・['仙台', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用されない
｜
s1:仙台
｜
t1:甲府
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばーさいたま
・['東京', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1・s2,t2 で隣接ノードが同じであり
｜ 交差はできないため、行列式は適用されない
s1:仙台,s2:東京
｜
t1:仙台,t2:東京
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・つくばー東京
・['仙台', 'さいたま', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用されない
｜
s1:仙台
｜
t1:名古屋
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜※s1,t1 隣接ノードが同じであるため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用されない
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s1:仙台,s2:東京
t1:仙台,t2:甲府

｜
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台', 'さいたま', '長岡','富山']
・['東京', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |1,1| = 1
t1:長岡,t2:甲府
｜
|1,2|

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台']
・['東京', '甲府']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、岡谷ー長岡,岡谷ー富山を経由するパスも成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:甲府(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※つくばから甲府へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければならない
ため、非交差経路は最大２本
組１
｜※s2,t2 の隣接ノードは同じであるため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用されない
s1:仙台,s2:東京
｜
t1:さいたま,t2:東京
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |1,1| = 1
t1:富山,t2:甲府
｜
|1,2|
非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま', '長岡','富山']
・['東京', '甲府']

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台', 'さいたま']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 の隣接ノードは同じであるため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用されない
s1:仙台,s2:東京
｜
t1:岡谷,t2:東京
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードを名古屋、t の隣接ノードを福井
とした、名古屋ー岐阜ー福井を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:富山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,８組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※つくばから富山へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければならない
ため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |1,0| = 1
t1:長岡,t2:福井
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である仙台ー福井が 0 となるのは、必ず
｜ 経由する必要がある'東京'を経由する際,
｜ ±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1・s2,t2 の隣接ノードは同じである
｜ ため除外され、行列式は適用できない
s1:さいたま,s2:東京
｜
t1:さいたま,t2:東京
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s2,t2 の隣接ノードは同じであるため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用されない
s1:さいたま,s2:東京
｜
t1:岡谷,t2:東京
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台', 'さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |1,2| = 1
t1:長岡,t2:岡谷
｜
|1,3|

非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま', '長岡', '岡谷']
・['東京']

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台', 'さいたま', '長岡']
・['東京', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |2,0| = 2
t1:岡谷,t2:福井
｜
|3,1|
｜※s1-t2 である仙台ー福井が 0 となるのは、必ず
｜ 経由する必要がある'東京'を経由する際,
｜ ±90°以上となるため

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、長岡ー富山を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:長岡(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※つくばから長岡へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければならない
ため、非交差経路は最大２本
組１
｜※s1,t1 の隣接ノードは同じであるため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用されない
s1:さいたま,s2:東京
｜
t1:さいたま,t2:富山
｜

非交差経路２本となるのは２通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']

非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま']
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 の隣接ノードは同じであるため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用されない
s1:さいたま,s2:東京
｜
t1:さいたま,t2:岡谷
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードを名古屋、t の隣接ノードを
京都とした、名古屋ー奈良（岐阜）ー京都を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |1,0| = 1
t1:長岡,t2:福井
｜
|1,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー福井が 0 となるのは、
｜ 必ず経由する必要がある'東京'を経由する際
｜ ±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま']
・['東京', '甲府', '岡谷']
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、s2:名古屋,t2:福井とした,名古屋ー岐阜ー福井
を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |1,2| = 1
t1:長岡,t2:岡谷
｜
|1,3|

s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※つくばから岡谷へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければならない
ため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |1,1| = 1
t1:長岡,t2:甲府
｜
|1,2|

非交差経路２本となるのは１通り
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |2,0| = 2
t1:岡谷,t2:福井
｜
|3,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー福井が 0 となるのは、
｜ 必ず経由する必要がある'東京'を経由する際
｜ ±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは１通り
・['仙台', 'さいたま', '長岡']
・['東京', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |1,1| = 1
t1:富山,t2:甲府
｜
|1,2|

非交差経路２本となるのは２通り
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・['さいたま', '甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']

・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:京都,t2:名古屋
｜
|4,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー名古屋が 0 となるのは
｜ 必ず'東京','奈良'のどちらかを経由しな
｜ ければならず、±90°以上となるため

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードを名古屋、t の隣接ノードを
京都とした、名古屋ー奈良（岐阜）ー京都を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※つくばから名古屋へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードであるため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用できない
s1:仙台,s2:東京
｜
t1:奈良,t2:東京
｜

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードであるため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用できない
s1:さいたま,s2:東京
｜
t1:奈良,t2:東京
｜

s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１８組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※つくばから福井へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:富山,t2:岐阜
｜
|4,1|
｜※s1-t2 である仙台ー岐阜が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京'を経由しなければならず、
｜ ±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 6
t1:富山,t2:京都
｜
|4,2|
｜※s1-t2 である仙台ー京都が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京'を経由しなければならず、
｜ ±90°以上となるため

※名古屋の隣接ノードの一つである岐阜は、パスにおいて経由する福井ー岐阜が±90°
以上であるため成立しないが、隣接ノードを２ホップ先の福井とすれば成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１２組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※つくばから岐阜へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:名古屋
｜
|4,1|
｜※s1-t2 である仙台ー名古屋が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','奈良'のどちらかを経由しな
｜ ければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは６通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:富山,t2:岐阜
｜
|4,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー岐阜が 0 となるのは
｜ 必ず'東京'を経由しなければならず、
｜ ±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:京都,t2:名古屋
｜
|4,1|
｜※s1-t2 である仙台ー名古屋が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','奈良'のどちらかを経由しな
｜ ければならず、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:名古屋
｜
|4,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー名古屋が 0 となるのは
｜ 必ず'東京','奈良'のどちらかを経由しな
｜ ければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 6
t1:富山,t2:京都
｜
|4,2|
｜※s1-t2 であるさいたまー京都が 0 となるのは
｜ 必ず'東京'を経由しなければならず、

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
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｜ ±90°以上となるため

s1:さいたま,s2:東京
t1:福井,t2:岐阜

非交差経路２本となるのは６通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

｜det = |3,0| = 3
｜
|5,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー岐阜が 0 となるのは
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:奈良
｜
|5,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー奈良が 0 となるのは
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,２４組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
※つくばから京都へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:岐阜
｜
|5,1|
｜※s1-t2 である仙台ー岐阜が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:大阪
｜
|5,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー大阪が 0 となるのは
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:奈良
｜
|5,1|
｜※s1-t2 である仙台ー奈良が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:神戸
｜
|5,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー神戸が 0 となるのは
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:大阪
｜
|5,1|
｜※s1-t2 である仙台ー大阪が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合，t の隣接ノードに和歌山が存在し，和歌山を
由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:福井,t2:神戸
｜
|5,1|
｜※s1-t2 である仙台ー神戸が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１８組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※つくばから奈良へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:京都,t2:名古屋
｜
|6,1|
｜※s1-t2 である仙台ー名古屋が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:和歌山,t2:名古屋
｜
|6,1|

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
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経

｜※s1-t2 である仙台ー名古屋が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため

・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,3| = 3
t1:京都,t2:和歌山
｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,3| = 3
t1:神戸,t2:奈良
｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,3| = 3
t1:神戸,t2:和歌山
｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,3| = 3
t1:京都,t2:奈良
｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,3| = 3
t1:京都,t2:和歌山
｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,3| = 3
t1:神戸,t2:奈良
｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,3| = 3

非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山','福井','京都','大阪','和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山','福井','京都','大阪','和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:大阪,t2:名古屋
｜
|6,1|
｜※s1-t2 である仙台ー名古屋が 0 となるのは、
｜ 必ず'東京','福井'のどちらかを経由し
｜ なければならず、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山','福井','京都','大阪']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山','福井','京都','大阪']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:京都,t2:名古屋
｜
|6,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー名古屋が 0 となる
｜ のは、必ず'東京','福井'のどちらかを経
｜ 由しなければならず±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:和歌山,t2:名古屋
｜
|6,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー名古屋が 0 となる
｜ のは、必ず'東京','福井'のどちらかを経
｜ 由しなければならず±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3,0| = 3
t1:大阪,t2:名古屋
｜
|6,1|
｜※s1-t2 であるさいたまー名古屋が 0 となる
｜ のは、必ず'東京','福井'のどちらかを経
｜ 由しなければならず±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合，t の隣接ノードに神戸が存在し，神戸を経由
するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２４組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※つくばから大阪へは、必ず'さいたま','東京'のどちらかを経由しなければ
ならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3,3| = 3
t1:京都,t2:奈良
｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
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t1:神戸,t2:和歌山

｜
|6,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・['つくば', '仙台']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※交差するパスは必ず s,t のどちらかを
｜ 経由するためできない
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:長岡,t2:仙台
｜
｜
非交差経路３本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['甲府', '岡谷', '長岡']
・['つくば', '仙台']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※隣接ノードがそれぞれ同じであるため、
｜ 行列式は適用できない
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:甲府,t2:つくば
｜
｜
非交差経路３本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['甲府']
・['つくば']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s2,t2 は同じであるため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:長岡,t2:つくば
｜
｜
非交差経路３本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['甲府', '岡谷', '長岡']
・['つくば']

s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = | 6,3| = 3
t1:大阪,t2:奈良
｜
|13,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = | 6,3| = 3
t1:大阪,t2:奈良
｜
|13,7|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']

※隣接ノードを２ホップ先とすれば、富山を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,８組）
s:４個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
東京、さいたまは互いに隣接するため例外
組１
｜※s1,t1 が同じであるため例外
｜
s1:甲府
｜
t1:甲府
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:甲府
｜
t1:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['甲府', '岡谷', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:つくば
｜
t1:仙台
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['つくば', '仙台']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 が同じであるため例外
｜
s1:つくば
｜
t1:つくば
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['つくば']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜※s1,t1 が同じであるため例外
｜
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:甲府,t2:仙台
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府']
・['つくば', '仙台']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜※隣接ノードが同じであるため例外
｜
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:甲府,t2:つくば
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府']
・['つくば']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜※交差するパスは s,t どちらかを必ず経由する
｜ ため、できない
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:長岡,t2:仙台
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府', '岡谷', '長岡']
・['つくば', '仙台']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜※s2,t2 が同じであるため例外
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合，t の隣接ノードに神戸が存在し，経由するパス
が成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:つくば(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:東京
｜det = |3, 6| = 3
t1:京都,t2:大阪
｜
|6,13|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜det = |3, 6| = 3
t1:京都,t2:大阪
｜
|6,13|
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合，t の隣接ノードに和歌山が存在し，経由する
パスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（３本,４組）
s:４個中,３個選ぶ t:５個中,３個選ぶ
東京、さいたまは互いに隣接するため例外
組１
｜※s1,t1 の隣接ノードは同じため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:甲府,t2:仙台
｜
｜
非交差経路３本となるのは１通り
・東京ーさいたま
・['甲府']
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s1:甲府,s2:つくば
t1:長岡,t2:つくば

｜
｜
｜

・['名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,２９組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
組１
｜※s2,t2 は同じため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:さいたま
｜
t1:富山,t2:さいたま
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府', '岡谷', '富山']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:さいたま
｜
t1:岡谷,t2:さいたま
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じため除外
｜※s1,t1 のみでは行列式は適用できない
s1:名古屋,s2:さいたま
｜
t1:富山,t2:さいたま
｜
｜
非交差経路２本となるのは５通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:さいたま
｜ det = |5,0| = 5
t1:富山,t2:岡谷
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー岡谷のパスが 0 となる
｜ のは、必ず'富山'を経由しなければならず
｜ ±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは５通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
s1:甲府,s2:つくば
｜det = |1,0| = 1
t1:富山,t2:さいたま
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である甲府ーさいたまのパスが 0 となる
｜ のは、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府', '岡谷', '富山']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜
s1:甲府,s2:つくば
｜det = |1,0| = 1
t1:岡谷,t2:さいたま
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である甲府ーさいたまのパスが 0 となる
｜ のは、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府
｜ det = |5,0| = 5
t1:富山,t2:岡谷
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー岡谷のパスが 0 となる
｜ のは、必ず'富山'を経由しなければならず
｜ ±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは５通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']

非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府', '岡谷', '長岡']
・['つくば']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:甲府(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
東京、甲府は互いに隣接するため例外
組１
s1:さいたま
t1:さいたま

｜※s1,t1 が同じであるため例外
｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのは１通り
・東京ー甲府
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 のみであるため行列式は適用されない
｜
s1:さいたま
｜
t1:岡谷
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ー甲府
・['さいたま', '長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 のみであるため行列式は適用されない
｜
s1:つくば
｜
t1:さいたま
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ー甲府
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 のみであるため行列式は適用されない
｜
s1:つくば
｜
t1:岡谷
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ー甲府
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合，t の隣接ノードに富山が存在し，経由する
パスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:長岡(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,１０組）
s:４個中,３個選ぶ t:３個中,３個選ぶ
組１
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府,s3:さいたま
｜det = |5,0,0| = 5
t1:富山,t2:岡谷,t3:さいたま
｜
|1,1,0|
｜
|1,1,1|
非交差経路３本となるのは５通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府,s3:つくば
｜det = |5,0,0| = 5
t1:富山,t2:岡谷,t3:さいたま
｜
|1,1,0|
｜
|1,1,1|
非交差経路３本となるのは５通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:つくば
｜ det = |5,0| = 5
t1:富山,t2:さいたま
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である名古屋ーさいたまのパスが 0 と
｜ なるのは、必ず'富山'を経由しなければ
｜ ならず、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは５通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:つくば
｜ det = |5,0| = 5
t1:富山,t2:岡谷
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー岡谷のパスが 0 と
｜ なるのは、必ず'富山'を経由しなければ
｜ ならず、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは５通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:富山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,３組）
s:４個中,３個選ぶ t:３個中,３個選ぶ
組１
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府,s3:さいたま
｜det = |1,0,0| = 1
t1:福井,t2:岡谷,t3:長岡
｜
|0,1,0|
｜
|0,2,1|
非交差経路３本となるのは１通り
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府,s3:つくば
｜det = |1,0,0| = 2
t1:福井,t2:岡谷,t3:長岡
｜
|0,1,0|
｜
|0,4,2|
非交差経路３本となるのは２通り
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', '仙台', 'さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま', '長岡']
※隣接ノードを２ホップ先とすれば、奈良,京都を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１３組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜
s1:甲府,s2:さいたま
｜det = |1,0| = 1
t1:岡谷,t2:長岡
｜
|2,1|
｜※s1-t2 である甲府ー長岡のパスが 0 となるのは
｜ さいたま、岡谷のどちらかを経由しなければ
｜ ならず、±90°以上となるため
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府', '岡谷']
・['さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:さいたま
｜det = |1,0| = 1
t1:福井,t2:長岡
｜
|0,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー長岡のパスと s2-t1 で
｜ あるさいたまー福井のパスが 0 となるのは
｜ 必ず s,t を経由することになるため
非交差経路２本となるのは１通り
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:さいたま
｜det = |1,0| = 2
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,2|
｜※s1-t2 である名古屋ー岡谷のパスと s2-t1 で
｜ あるさいたまー福井のパスが 0 となるのは
｜ 必ず s,t を経由することになるため
非交差経路２本となるのは２通り
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['さいたま', '長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:甲府,s2:つくば
｜det = |1,0| = 2
t1:岡谷,t2:長岡
｜
|4,2|
｜※s1-t2 である甲府ー長岡のパスが 0 となるのは
｜ 岡谷、さいたまどちらを経由しても±90°
｜ 以上となるため
非交差経路２本となるのは２通り
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', '仙台', 'さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', 'さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府
｜det = |1,0| = 1
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー岡谷のパスと s2-t1 で
｜ ある甲府ー福井のパスが 0 となるのは
｜ 必ず s,t を経由することになるため
非交差経路２本となるのは１通り
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:つくば
｜det = |1,0| = 2
t1:福井,t2:長岡
｜
|0,2|
｜※s1-t2 である名古屋ー長岡のパスと s2-t1 で
｜ あるつくばー福井のパスが 0 となるのは
｜ 必ず s,t を経由することになるため
非交差経路２本となるのは２通り

s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※非交差経路３本は隣接ノードを２ホップ先にした場合、'名古屋'を経由する
パスが成立するため可能である
組１
｜※s1,t1 は同じため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:さいたま
｜
t1:甲府,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府']
・['さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 は同じため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:さいたま
｜
t1:甲府,t2:富山
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府']
・['さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 は同じため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:甲府,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府']
・['つくば', 'さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 は同じため除外
｜※s2,t2 のみでは行列式は適用できない
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:甲府,t2:富山
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['甲府']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

35

・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['つくば', '仙台', 'さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['つくば', 'さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:つくば
｜det = |1,0| = 4
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,4|
｜※s1-t2 である名古屋ー岡谷のパスと s2-t1 で
｜ あるつくばー福井のパスが 0 となるのは
｜ 必ず s,t を経由することになるため
非交差経路２本となるのは４通り
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['つくば', '仙台', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['つくば', '仙台', 'さいたま', '長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '福井']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s1:名古屋,s2:つくば
t1:岐阜,t2:富山

｜det = |1,0| = 3
｜
|0,3|
｜※s1-t2 である名古屋ー富山のパスと s2-t1 で
｜ あるつくばー岐阜のパスが 0 となるのは
｜ s,t どちらかを経由しなければならないため

非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋', '岐阜']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:つくば
｜det = |2,0| = 6
t1:京都,t2:富山
｜
|0,3|
｜※s1-t2 である名古屋ー富山のパスと s2-t1 で
｜ あるつくばー京都のパスが 0 となるのは
｜ s,t どちらかを経由しなければならないため
非交差経路２本となるのは６通り
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']

s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２１組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※名古屋か富山のどちらかを経由しなければならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:さいたま
｜det = |1,0| = 3
t1:岐阜,t2:富山
｜
|0,3|
｜※s1-t2 である甲府ー長岡のパスと s2-t1 である
｜ さいたまー岐阜のパスが 0 となるのは
｜ s,t どちらかを経由しなければならないため
非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋', '岐阜']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜']
・['さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜']
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:さいたま
｜det = |2,0| = 6
t1:京都,t2:富山
｜
|0,3|
｜※s1-t2 である名古屋ー富山のパスと s2-t1 で
｜ あるさいたまー京都のパスが 0 となるのは
｜ s,t どちらかを経由しなければならないため
非交差経路２本となるのは６通り
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府
｜det = |1,0| = 1
t1:岐阜,t2:富山
｜
|0,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー富山のパスと s2-t1 で
｜ ある甲府ー岐阜のパスが 0 となるのは
｜ s,t どちらかを経由しなければならないため
非交差経路２本となるのは１通り
・['名古屋', '岐阜']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府
｜det = |2,0| = 2
t1:京都,t2:富山
｜
|0,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー富山のパスと s2-t1 で
｜ ある甲府ー京都のパスが 0 となるのは
｜ s,t どちらかを経由しなければならないため
非交差経路２本となるのは２通り
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、大阪、神戸を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２１組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※名古屋か富山のどちらかを経由しなければならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜※s1,t1 は同じであるため除外され、
｜ 行列式は適用されない
s1:名古屋,s2:さいたま
｜
t1:名古屋,t2:福井
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:さいたま
｜det = |1,0| = 3
t1:京都,t2:福井
｜
|3,3|
｜※s1-t2 である名古屋ー福井のパスが 0 となる
｜ のは、京都を経由するときに±90°以上と
｜ なるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 は同じであるため除外され、
｜ 行列式は適用されない
s1:名古屋,s2:さいたま
｜
t1:名古屋,t2:京都
｜
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋']
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 は同じであるため除外され、
｜ 行列式は適用されない
s1:名古屋,s2:甲府
｜
t1:名古屋,t2:福井
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
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・['名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:甲府
｜det = |1,0| = 1
t1:京都,t2:福井
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である名古屋ー福井のパスが 0 となる
｜ のは、京都を経由するときに±90°以上と
｜ なるため
非交差経路２本となるのは１通り
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜※s1,t1 は同じであるため除外され、
｜ 行列式は適用されない
s1:名古屋,s2:甲府
｜
t1:名古屋,t2:京都
｜
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・['名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜※s1,t1 は同じであるため除外され、
｜ 行列式は適用されない
s1:名古屋,s2:つくば
｜
t1:名古屋,t2:福井
｜
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜
s1:名古屋,s2:つくば
｜det = |1,0| = 3
t1:京都,t2:福井
｜
|3,3|
｜※s1-t2 である名古屋ー福井のパスが 0 となる
｜ のは、京都を経由するときに±90°以上と
｜ なるため
非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '奈良', '京都']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜※s1,t1 は同じであるため除外され、
｜ 行列式は適用されない
s1:名古屋,s2:つくば
｜
t1:名古屋,t2:京都
｜
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・['名古屋']
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋']
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 のみであるため行列式は適用されない
｜
s1:つくば
｜
t1:奈良
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・東京ー名古屋
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・東京ー名古屋
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・東京ー名古屋
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
※隣接ノードを２ホップ先にすれば、大阪、和歌山、岐阜を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,２８組）
行列式
｜組１
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:さいたま,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:岐阜
非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま','甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組２
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:さいたま,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:奈良
非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '川越', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組３
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:さいたま,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:大阪
非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま','甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組４
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:さいたま,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:神戸
非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま','甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組５
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |1,0| = 1
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:甲府,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:岐阜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組６
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |1,0| = 1
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:甲府,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:奈良

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、大阪、神戸を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,７組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
東京ー名古屋は互いに隣接するため例外
※名古屋か富山のどちらかを経由しなければならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜※s1,t1 のみであるため行列式は適用されない
｜
s1:さいたま
｜
t1:奈良
｜
非交差経路２本となるのは３通り
・東京ー名古屋
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・東京ー名古屋
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・東京ー名古屋
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 のみであるため行列式は適用されない
｜
s1:甲府
｜
t1:奈良
｜
非交差経路２本となるのは１通り
・東京ー名古屋
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
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非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組７
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |1,0| = 1
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:甲府,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:大阪
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組８
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |1,0| = 1
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:甲府,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:神戸
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組９
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:つくば,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:岐阜
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組１０
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:つくば,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:奈良
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組１１
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:つくば,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:大阪
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
行列式
｜組１２
｜s:４個中,２個選ぶ
det = |3,0| = 3
｜t:５個中,２個選ぶ
|1,1|
｜
｜s1:つくば,s2:名古屋
｜t1:福井,t2:神戸
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:和歌山,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:大阪,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:和歌山,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:大阪,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:和歌山,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都',
'大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪',
'和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:つくば,s2:名古屋
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t ノードの２ホップ先に和歌山が存在し、
和歌山を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２１組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中２個選ぶ
※名古屋,福井のどちらかを経由しなければならないため、非交差経路は最大２本
組1
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外
｜
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:名古屋
｜
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t1:大阪,t2:名古屋

｜

t:４個中,２個選ぶ

非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都',
'大阪']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋']

s1:甲府,s2:名古屋
t1:京都,t2:和歌山

｜
｜
｜
｜

det = |1,1| = 1
|2,3|

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
｜
|2,3|
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:神戸,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合,t の２ホップ先に神戸が存在し、
神戸を経由したパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
｜
|2,3|
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:神戸,t2:和歌山
｜

s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２８組）
※名古屋、福井のどちらかを経由しなければならないため、非交差経路は最大２本
組1
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:神戸,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:神戸,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都',
'神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |3,3| = 3
｜
|2,3|
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:４個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
｜
|2,3|
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都',
'神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
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s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,７組）
組1
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:２個中,２個選ぶ
｜ det = |6,3| = 3
｜
|5,3|
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:大阪,t2:奈良
｜

和歌山を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5) ｜t:甲府(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,３組）
さいたまー甲府は互いに隣接するため例外
組1
｜行列式
s:５個中,３個選ぶ
｜
t:３個中,３個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
s1:仙台,s2:長岡
｜
t1:東京,t2:岡谷
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:２個中,２個選ぶ
｜ det = |2,1| = 1
｜
|5,3|
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:大阪,t2:奈良
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・さいたまー甲府
・['仙台', 'つくば', '東京']
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 は同じため除外
s:５個中,３個選ぶ
｜
t:３個中,３個選ぶ
｜
｜
s1:東京,s2:長岡
｜
t1:東京,t2:岡谷
｜
非交差経路３本となるのが１通り
・さいたまー甲府
・['東京']
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
s:５個中,３個選ぶ
｜
t:３個中,３個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
s1:つくば,s3:長岡
｜
t1:東京,t2:岡谷
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:２個中,２個選ぶ
｜ det = |6,3| = 3
｜
|5,3|
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:大阪,t2:奈良
｜
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま','甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都',
'大阪']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']

非交差経路３本となるのが１通り
・さいたまー甲府
・['つくば', '東京']
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,７組）
s:５個中,２個選ぶ,t:３個中,２個選ぶ
さいたまー甲府は互いに隣接するため例外
組1
｜
｜
s1:仙台
｜
t1:東京
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・さいたまー甲府
・['仙台', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:東京
｜
t1:東京
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・さいたまー甲府
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:つくば
｜
t1:東京
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・さいたまー甲府
・['つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:長岡
｜
t1:岡谷
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・さいたまー甲府
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:長岡,s2:仙台
｜
t1:岡谷,t2:東京
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京']
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜
｜
s1:長岡,s2:東京
｜
t1:岡谷,t2:東京
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['東京']
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の２ホップ先に神戸が存在し、
神戸を経由したパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:東京(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,７組）
組1
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:２個中,２個選ぶ
｜ det = |3,6| = 3
｜
|2,5|
s1:さいたま,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま','甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:２個中,２個選ぶ
｜ det = |1,2| = 1
｜
|2,5|
s1:甲府,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
s:４個中,２個選ぶ
｜
t:２個中,２個選ぶ
｜ det = |3,6| = 3
｜
|2,5|
s1:つくば,s2:名古屋
｜
t1:京都,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが３通り
・['つくば', 'さいたま','甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、２ホップ先に和歌山が存在し、
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s1:長岡,s2:つくば
t1:岡谷,t2:東京

｜
｜
｜

・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京']
・['長岡', '岡谷']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに富山が存在し、
富山を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:長岡(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,５組）
組1
｜行列式
s:５個中,３個選ぶ
｜
t:３個中,３個選ぶ
｜ det = |6,1| = 5
(さいたまー長岡は隣接するため例外)｜
|1,1|
s1:東京,s2:甲府
｜
t1:富山,t2:岡谷
｜

s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5) ｜t:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,８組）
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに福井が存在し、
名古屋ー岐阜ー福井を経由するパスが成立し、非交差経路が３本となる
組1
｜※s2,t2 は同じため除外
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜
｜
s1:仙台,s2:長岡
｜
t1:甲府,t2:長岡
｜

非交差経路３本となるのが５通り
・さいたまー長岡
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['甲府', '岡谷']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１４組）
s:５個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
さいたまー長岡は隣接するため例外
組1
｜
｜
s1:東京
｜
t1:富山
｜
｜
非交差経路２本となるのが６通り
・さいたまー長岡
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・さいたまー長岡
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸', '京都', '福井', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:東京
｜
t1:岡谷
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・さいたまー長岡
・['東京', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:甲府
｜
t1:富山
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・さいたまー長岡
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:甲府
｜
t1:岡谷
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・さいたまー長岡
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:甲府,s2:東京
｜
t1:岡谷,t2:富山
｜
｜
非交差経路２本となるのが５通り

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '甲府']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
s1:仙台,s2:長岡
｜
t1:甲府,t2:富山
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '甲府']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じため除外
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜
｜
s1:東京,s2:長岡
｜
t1:甲府,t2:長岡
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '甲府']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
s1:東京,s2:長岡
｜
t1:甲府,t2:富山
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '甲府']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜※s1,t1 は同じため除外
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜
｜
s1:甲府,s2:長岡
｜
t1:甲府,t2:長岡
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜※s1,t1 は同じため除外
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜
｜
s1:甲府,s2:長岡
｜
t1:甲府,t2:富山
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜※s2,t2 は同じため除外
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜
｜
s1:つくば,s2:長岡
｜
t1:甲府,t2:長岡
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '甲府']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
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s1:つくば,s2:長岡
t1:甲府,t2:富山

｜
｜

・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:東京,s2:長岡
｜
t1:岡谷,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '甲府', '岡谷']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜
s1:東京,s2:長岡
｜ det = |1,1| = 1
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,1|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
｜
s1:甲府,s2:つくば
｜ det = |1,0| = 1
t1:岡谷,t2:福井
｜
|1,1|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:甲府,s2:長岡
｜
t1:岡谷,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:つくば,s2:長岡
｜
t1:福井,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:つくば,s2:長岡
｜
t1:岡谷,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '甲府', '岡谷']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１３
｜行列式
｜
s1:つくば,s2:長岡
｜ det = |1,1| = 1
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,1|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['長岡', '岡谷']

非交差経路２本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '甲府']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:富山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,３組）
組1
｜※s2,t2 は同じため除外
s:５個中,３個選ぶ
｜行列式
t:３個中,３個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
s1:仙台,s2:長岡,s3:甲府
｜
t1:福井,t2:長岡,t3:岡谷
｜
非交差経路３本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s3,t3 は同じため除外
s:５個中,３個選ぶ
｜行列式
t:３個中,３個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
s1:東京,s2:甲府,s3:長岡
｜
t1:福井,t2:岡谷,t3:長岡
｜
非交差経路３本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じため除外
s:５個中,３個選ぶ
｜行列式
t:３個中,３個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
s1:つくば,s2:長岡,s3:甲府
｜
t1:福井,t2:長岡,t3:岡谷
｜
非交差経路３本となるのが１通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
・['長岡']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合，t の隣接ノードに京都が存在し，パスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１３組）
s:５個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
組1
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:甲府
｜ det = |1,1| = 1
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,1|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:仙台,s2:長岡
｜
t1:福井,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:仙台,s2:長岡
｜
t1:岡谷,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '甲府', '岡谷']
・['長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜
s1:仙台,s2:長岡
｜ det = |1,1| = 1
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,1|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['長岡', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜
s1:東京,s2:甲府
｜ det = |1,1| = 1
t1:福井,t2:岡谷
｜
|0,1|
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:東京,s2:長岡
｜
t1:福井,t2:長岡
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに京都が存在し、
東京ー名古屋ー岐阜ー京都、東京ー名古屋ー奈良ー京都を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5) ｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２７組）
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないため、非交差経路は最大２本
組1
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:仙台
｜
t1:富山,t2:岐阜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 2
｜
|1,2|
s1:甲府,s2:仙台
｜
t1:富山,t2:京都
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 2
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s1:長岡,s2:仙台
t1:富山,t2:岐阜

｜
｜
｜

|1,1|

s:５個中,２個選ぶ
t:３個中,２個選ぶ
s1:甲府,s2:つくば
t1:富山,t2:京都

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 4
｜
|1,2|
s1:長岡,s2:仙台
｜
t1:富山,t2:京都
｜

｜
｜
｜
｜

｜
det = |1,0| = 2
|1,2|

非交差経路２本となるのが２通り
・['甲府', '岡谷', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['甲府', '岡谷', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 2
｜
|1,1|
s1:長岡,s2:つくば
｜
t1:富山,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:東京
｜
t1:富山,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 4
｜
|1,2|
s1:長岡,s2:つくば
｜
t1:富山,t2:京都
｜
非交差経路２本となるのが４通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['長岡', '岡谷', '富山']

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 2
｜
|1,2|
s1:甲府,s2:東京
｜
t1:富山,t2:京都
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに、大阪、神戸が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー大阪ー京都、東京ー名古屋ー奈良ー大阪ー神戸ー京都を
経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['甲府', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 2
｜
|1,1|
s1:長岡,s2:東京
｜
t1:富山,t2:岐阜
｜

s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5) ｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,９組）
※東京、富山のどちらかを必ず経由するため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
s1:仙台,s2:甲府
｜
t1:東京,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 4
｜
|1,2|
s1:長岡,s2:東京
｜
t1:富山,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 2
｜
|0,2|
s1:仙台,s2:長岡
｜
t1:東京,t2:奈良
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 は同じため除外
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜
｜
s1:東京,s2:甲府
｜
t1:東京,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['長岡', '岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:富山,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 は同じため除外
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜
｜
s1:東京,s2:長岡
｜
t1:東京,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜行列式

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:奈良,t2:東京
｜

s1:東京,s2:甲府
t1:名古屋,t2:京都

｜
｜
｜

|0,1|

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 2
｜
|1,1|
s1:長岡,s2:東京
｜
t1:福井,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 2
｜
|0,2|
s1:つくば,s2:長岡
｜
t1:東京,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 2
｜
|0,2|
s1:東京,s2:長岡
｜
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに福井、京都、大阪、和歌山が
存在し、富山ー福井ー岐阜、富山ー福井ー京都ー岐阜、富山ー福井ー京都ー大阪ー
－奈良、富山ー福井ー京都ー大阪ー和歌山ー奈良を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:福井,t2:名古屋
｜

s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１８組）
※富山か東京のどちらかを経由するため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:仙台
｜
t1:福井,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:つくば
｜
t1:京都,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:仙台
｜
t1:京都,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 2
｜
|1,1|
s1:長岡,s2:つくば
｜
t1:福井,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |2,0| = 2
｜
|1,1|
s1:長岡,s2:仙台
｜
t1:福井,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 2
｜
|0,2|
s1:つくば,s2:長岡
｜
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 2
｜
|0,2|
s1:仙台,s2:長岡
｜
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
s1:甲府,s2:東京
｜
t1:福井,t2:名古屋
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに奈良、大阪、神戸が存在し、
一方のパスが富山ー福井ー岐阜である場合、東京ー名古屋ー奈良ー京都、
東京ー名古屋ー奈良ー大阪ー京都、東京ー名古屋ー奈良ー大阪ー神戸ー京都の
パスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5) ｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,３６組）
※東京、富山のどちらかを経由するため、非交差経路は最大２本
s:５個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
s:５個中,２個選ぶ
｜
t:３個中,２個選ぶ
｜ det = |1,1| = 1
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非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１３
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１４
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１５
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１６
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１７
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:仙台
｜
|2,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１８
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１９
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:奈良,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２０
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２１
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜
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非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '岐阜']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２２
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:仙台,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |1,3| = 1
s1:東京,s2:甲府
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２３
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |1,3| = 1
s1:東京,s2:甲府
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２４
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:長岡,s2:つくば
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
｜ det = |1,3| = 1
s1:東京,s2:甲府
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['長岡', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井']

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:東京,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:京都
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:東京,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２７組）
※東京、富山のどちらかを経由するため、非交差経路は最大２本
s:５個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜ det = |1,3| = 1
s1:仙台,s2:甲府
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:京都
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,3| = 1
s1:仙台,s2:甲府
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:東京,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,3| = 1
s1:仙台,s2:甲府
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,1|
t1:京都,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:仙台,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,1|
t1:和歌山,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:仙台,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['つくば', '東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,1|
t1:大阪,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['つくば', '東京', '名古屋']

46

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１６
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:つくば,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:京都
｜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |4,3| = 2
s1:仙台,s2:長岡
｜
|2,2|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１７
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:つくば,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |4,3| = 2
s1:仙台,s2:長岡
｜
|2,2|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１８
｜行列式
｜ det = |1,3| = 2
s1:つくば,s2:長岡
｜
|0,2|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:東京
｜
|3,4|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:東京
｜
|3,4|
t1:京都,t2:和歌山
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
富山ー福井ー京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３６組）
※富山、東京のどちらかを経由するため、非交差経路は最大２本
s:５個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:仙台
｜
|3,4|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜行列式
｜ det = |4,3| = 1
s1:東京,s2:甲府
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:仙台
｜
|3,4|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜行列式
｜ det = |4,3| = 1
s1:東京,s2:甲府
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |4,3| = 1
s1:仙台,s2:甲府
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１３
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:長岡,s2:東京
｜
|3,4|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |4,3| = 1
s1:仙台,s2:甲府
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１４
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:長岡,s2:東京
｜
|3,4|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:長岡,s2:仙台
｜
|3,4|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１５
｜行列式
｜ det = |4,3| = 2
s1:東京,s2:長岡
｜
|2,2|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:長岡,s2:仙台
｜
|3,4|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１６
｜行列式
｜ det = |4,3| = 2

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
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s1:東京,s2:長岡
t1:和歌山,t2:神戸

｜
｜

|2,2|

t1:奈良,t2:大阪

｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |4,7| = 2
s1:仙台,s2:長岡
｜
|2,4|
t1:奈良,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１７
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,4|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |4,7| = 1
s1:東京,s2:甲府
｜
|1,2|
t1:奈良,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１８
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,4|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |4,7| = 2
s1:東京,s2:長岡
｜
|2,4|
t1:奈良,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１９
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,4|
t1:神戸,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |2,1| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|7,4|
t1:大阪,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２０
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,4|
t1:神戸,t2:和歌山
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２１
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:長岡,s2:つくば
｜
|3,4|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |4,7| = 2
s1:つくば,s2:長岡
｜
|2,4|
t1:奈良,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２２
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:長岡,s2:つくば
｜
|3,4|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
富山ー福井ー京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２３
｜行列式
｜ det = |4,3| = 2
s1:つくば,s2:長岡
｜
|2,2|
t1:奈良,t2:神戸
｜

s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5) ｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,９組）
s:５個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※京都、大阪のどちらかを経由しなければならないため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:甲府,s2:仙台
｜
|3,7|
t1:京都,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,4| = 2
s1:長岡,s2:仙台
｜
|3,7|
t1:京都,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２４
｜行列式
｜ det = |4,3| = 2
s1:つくば,s2:長岡
｜
|2,2|
t1:和歌山,t2:神戸
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['仙台', 'つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:甲府,s2:東京
｜
|3,7|
t1:京都,t2:大阪
｜

s:さいたま(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,９組）
s:５個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜ det = |4,7| = 1
s1:仙台,s2:甲府
｜
|1,2|

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |2,4| = 2
s1:長岡,s2:東京
｜
|3,7|
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t1:京都,t2:大阪

｜
非交差経路２本となるのが１通り
・甲府ー岡谷
・['さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:東京
｜
t1:長岡
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:甲府,s2:つくば
｜
|3,7|
t1:京都,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・甲府ー岡谷
・['東京', 'さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:東京
｜
t1:富山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |2,4| = 2
s1:長岡,s2:つくば
｜
|3,7|
t1:京都,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・甲府ー岡谷
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['つくば', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']

s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:富山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,３組）
s:３個中,３個選ぶ t:３個中,３個選ぶ
組１

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s1:さいたま,s2:岡谷,s3:東京
t1:長岡,t2:岡谷,t3:福井

s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:長岡(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、ｓの隣接ノードに名古屋、ｔの隣接ノードに
福井が存在し、東京ー名古屋ー岐阜ー福井ー富山を経由するパスが成立し、
非交差経路が３本となる
組１
｜※s1,t1 は同じため除外
｜
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
t1:さいたま,t2:富山
｜

｜※s2,t2 は同じため除外
｜行列式
｜
｜ det = |1,0| = 3
｜
|1,3|

非交差経路３本となるのが３通り
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都', '福井']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都', '福井']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１１組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま']
・['岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※隣接ノードが同じため例外
｜
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
t1:さいたま,t2:岡谷
｜

組１
s1:さいたま,s2:東京
t1:長岡,t2:福井

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:東京,s2:岡谷
｜
|0,1|
t1:さいたま,t2:富山
｜

｜
｜行列式
｜
｜ det = |1,0| = 3
｜
|1,3|

非交差経路２本となるのが３通り
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
t1:長岡,t2:岡谷
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', 'さいたま']
・['岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:東京,s2:岡谷
｜
t1:さいたま,t2:岡谷
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '長岡']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜行列式
s1:岡谷,s2:東京
｜
t1:長岡,t2:福井
｜ det = |1,0| = 3
｜
|1,3|

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', 'さいたま']
・['岡谷']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードにつくばが存在し、t の隣接
ノードにつくば，仙台が存在し、東京ーつくばーさいたま，
東京ーつくばー仙台ーさいたまを経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ （甲府ー岡谷は隣接するため例外）
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、ｓの隣接ノードに名古屋、ｔの隣接ノードに
福井が存在し、東京ー名古屋ー岐阜ー福井ー富山を経由するパスが成立し、
非交差経路が３本となる
組１
｜
｜
s1:さいたま
｜
t1:長岡
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・['岡谷', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡谷', '長岡']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡谷', '長岡']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:東京,s2:岡谷
｜
t1:長岡,t2:岡谷
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・甲府ー岡谷
・['さいたま', '長岡']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:さいたま
｜
t1:富山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', 'さいたま', '長岡']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜※s2,t2 は同じため除外
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s1:東京,s2:岡谷
t1:福井,t2:岡谷

｜
｜
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに大阪が存在し、
富山ー福井ー京都ー大阪ー奈良を経由するパスが成立する
また、岐阜を１ホップ目としたときの２ホップ先に福井、京都が存在し、
富山ー福井ー岐阜、富山ー福井ー京都ー岐阜を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが３通り
・['東京', '名古屋', '岐阜', '福井']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都', '福井']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都', '福井']
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:名古屋
｜

s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,９組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※富山、東京のどちらかを経由するため、非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|2,1|
t1:富山,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|2,1|
t1:京都,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,0| = 4
s1:さいたま,s2:東京
｜
|2,2|
t1:富山,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|2,1|
t1:福井,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山']
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|2,1|
t1:富山,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|2,1|
t1:京都,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,１２組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:岡谷,s2:東京
｜
|2,2|
t1:富山,t2:京都
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', '名古屋', '岐阜', '京都']
・['岡谷', '富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '名古屋', '奈良', '京都']
・['岡谷', '富山']

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに大阪、神戸が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー大阪ー京都、東京ー名古屋ー奈良ー大阪ー神戸ー京都を
経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜s2,t2 は同じため除外
｜
s1:さいたま,s2:東京
｜
t1:奈良,t2:東京
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜s1,t1 は同じため除外
｜
s1:東京,s2:岡谷
｜
t1:東京,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']
・['東京']

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井']
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・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:岐阜
｜

・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,4| = 1
s1:東京,s2:岡谷
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋']

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '岐阜']
・['岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
富山ー福井ー京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１２組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|4,5|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|4,5|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|3,1|
t1:福井,t2:神戸
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['岡谷', '富山', '福井']

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|4,5|
t1:神戸,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,９組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|4,1|
t1:京都,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|4,5|
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|4,1|
t1:和歌山,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|4,5|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:さいたま,s2:東京
｜
|4,1|
t1:大阪,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|4,5|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,4| = 1
s1:東京,s2:岡谷
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |5,4| = 1
s1:東京,s2:岡谷
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,4| = 1
s1:東京,s2:岡谷
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |5,4| = 1
s1:東京,s2:岡谷
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
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・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:富山
｜
t1:富山
｜

s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
s1:さいたま,s2:東京
t1:大阪,t2:奈良

非交差経路２本となるのが１通り
・長岡ー岡谷
・['富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じため除外
｜
s1:さいたま,s2:富山
｜
t1:甲府,t2:富山
｜

｜行列式
｜ det = |4,2| = 2
｜
|9,5|
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |5,9| = 1
s1:東京,s2:岡谷
｜
|1,2|
t1:奈良,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '甲府']
・['富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '甲府']
・['富山']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
さいたまー仙台ーつくばー東京ー甲府、さいたまーつくばー東京ー甲府を経由する
パスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['東京', '名古屋', '奈良']

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:富山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
長岡ー富山は隣接するため例外
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、ｓの隣接ノードに仙台、つくば、東京が
存在し、t の隣接ノードに京都、岐阜が存在し、さいたまー（仙台）ー（つくば）ー
ー東京ー名古屋ー岐阜－（京都）ー福井を経由するパスが成立することで、
非交差経路が３本となる

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
富山ー福井ー京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:甲府(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ

組１
組１
s1:さいたま,s2:東京
t1:京都,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |2,4| = 2
｜
|4,9|
｜

s1:さいたま
t1:岡谷

非交差経路２本となるのが１通り
・長岡ー富山
・['さいたま', '甲府', '岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:岡谷
｜
t1:岡谷
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:岡谷,s2:東京
｜
|4,9|
t1:京都,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・長岡ー富山
・['岡谷']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
非交差経路なし
※隣接ノードが１ホップ先の場合、東京を経由するパスはすべて±90°以上となるため
非交差経路はできない。
隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくば、東京が存在し、
さいたまー（仙台）ー（つくば）ー東京ー名古屋ー岐阜ー（京都）、
さいたまー（仙台）ー（つくば）ー東京ー名古屋ー奈良ー（大阪）ー（神戸）ー京都
を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,２組）
s:３個中,３個選ぶ t:３個中,３個選ぶ
長岡ー岡谷は隣接するため例外
組１
s1:さいたま,s2:富山
t1:甲府,t2:富山

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:さいたま,s2:富山
｜
|0,1|
t1:東京,t2:岐阜
｜

｜※s2,t2 は同じため除外
｜
｜
｜

非交差経路３本となるのが２通り
・長岡ー岡谷
・['さいたま', '東京', '甲府']
・['富山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・長岡ー岡谷
・['さいたま', '甲府']
・['富山']

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京']
・['富山', '福井', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,4| = 2
s1:さいたま,s2:富山
｜
|0,2|
t1:東京,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
さいたまー仙台ーつくばー東京ー甲府、さいたまーつくばー東京ー甲府を経由する
パスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,５組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
長岡ー岡谷は隣接するため例外
組１
s1:さいたま
t1:甲府

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京']
・['富山', '福井', '岐阜', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京']
・['富山', '福井', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
|0,1|
t1:東京,t2:岐阜
｜

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・長岡ー岡谷
・['さいたま', '東京', '甲府']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・長岡ー岡谷
・['さいたま', '甲府']

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京']
・['岡谷', '富山', '福井', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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組４
s1:さいたま,s2:岡谷
t1:東京,t2:奈良

｜行列式
｜ det = |1,4| = 2
｜
|0,2|
｜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京']
・['岡谷', '富山', '福井', '岐阜', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '奈良']

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
t の隣接ノードに大阪、和歌山が存在し、さいたまー（仙台）ーつくばー東京、
富山ー福井ー（岐阜）ー京都ー大阪ー（和歌山）を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['岡谷', '富山', '福井']

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:富山,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:名古屋
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
t の隣接ノードに和歌山が存在し、さいたまー（仙台）ーつくばー東京ー名古屋ー
奈良ー（和歌山）ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１２組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※非交差経路は２本
組１
｜行列式
｜ det = |3,4| = 2
s1:さいたま,s2:富山
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:さいたま,s2:富山
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |3,4| = 2
s1:さいたま,s2:富山
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:名古屋
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井', '岐阜', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |3,4| = 2
s1:さいたま,s2:富山
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
さいたまー（仙台）ーつくばー東京ー名古屋を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井', '岐阜', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |3,4| = 2
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:京都
｜

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:富山,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |3,4| = 2
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:富山,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:富山,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井', '岐阜', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |3,4| = 2
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['富山', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡谷,s2:さいたま
｜
|2,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井', '岐阜', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['岡谷', '富山', '福井']

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
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t の隣接ノードに神戸が存在し、富山ー福井ー（岐阜）ー京都ー神戸ー大阪を経由
するパスとさいたまー（仙台）ーつくばー東京ー名古屋を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組２
s1:さいたま,s2:岡谷
t1:奈良,t2:大阪

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,８組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:富山,s2:さいたま
｜
|2,3|
t1:京都,t2:奈良
｜

｜行列式
｜ det = |7,11| = 2
｜
|3, 5|
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['岡谷', '富山', '福井', '岐阜', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
t の隣接ノードに神戸が存在し、富山ー福井ー岐阜ー京都ー神戸ー大阪を経由する
パスとさいたまー（仙台）ーつくばー東京ー名古屋ー奈良を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:富山,s2:さいたま
｜
|2,3|
t1:京都,t2:和歌山
｜

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |3,2| = 1
s1:さいたま,s2:富山
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

s1:富山,s2:さいたま
t1:京都,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
｜
|2,5|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
s1:岡谷,s2:さいたま
｜
|2,5|
t1:京都,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |3,2| = 1
s1:さいたま,s2:富山
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
t の隣接ノードに和歌山が存在し，さいたまー（仙台）ーつくばー東京ー
名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:岡谷,s2:さいたま
｜
|2,3|
t1:京都,t2:奈良
｜

s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:富山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
（岡谷ー富山は隣接しているため例外）
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに東京が存在し、t の隣接ノード
に京都、岐阜が存在し、甲府ー東京ー名古屋ー岐阜ー福井、甲府ー東京ー名古屋ー
－奈良ー京都ー福井を経由するパスが成立し、非交差経路は３本となる
組１
｜※s1,t1 は同じため例外
｜
s1:長岡
｜
t1:長岡
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:岡谷,s2:さいたま
｜
|2,3|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡']
・岡谷ー富山

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |3,2| = 1
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに東京、さいたまが存在し、
甲府ー（東京）ーさいたまー長岡を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
非交差経路なし
※岡谷から東京を経由するパスは±90°以上であるため、非交差経路はできない
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに東京が存在し、
東京ー名古屋を経由するパスが成立するため、非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |3,2| = 1
s1:さいたま,s2:岡谷
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:長岡,s2:富山
｜
|0,1|
t1:東京,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに仙台、つくばが存在し、
さいたまー（仙台）ーつくばー東京ー名古屋ー奈良ー（和歌山）を経由する
パスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京']
・['富山', '福井', '京都', '奈良']

s:長岡(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
｜行列式
｜ det = |7,11| = 2
s1:さいたま,s2:富山
｜
|3, 5|
t1:奈良,t2:大阪
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードには甲府を１ホップ目とした、
さいたま、東京が存在し、t の隣接ノードには和歌山、大阪、岐阜を１ホップ目と
した福井、京都が存在し、甲府ー（さいたま）ー東京を経由するパスと富山ー
－福井ー（京都）ー岐阜、富山ー福井ー京都ー大阪ー（和歌山）ー奈良を経由する
パスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
非交差経路なし
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないが、東京を経由するときに±90°
以上となるため
隣接ノードを２ホップ先として、s の隣接ノードを東京とした場合は、
非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['富山', '福井', '岐阜', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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s1:長岡,s2:福井
t1:名古屋,t2:京都

s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
非交差経路なし
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないが、東京を経由するときに±90°
以上となるため
隣接ノードを２ホップ先として、s の隣接ノードを東京とした場合は、
非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜s2,t2 は同じため除外
｜
s1:長岡,s2:福井
｜
t1:奈良,t2:福井
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜s2,t2 は同じため除外
｜
s1:長岡,s2:福井
｜
t1:大阪,t2:福井
｜

s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
非交差経路なし
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないが、東京を経由するときに±90°
以上となるため
隣接ノードを２ホップ先として、s の隣接ノードを東京とした場合は、
非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜s2,t2 は同じため除外
｜
s1:長岡,s2:福井
｜
t1:神戸,t2:福井
｜

s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないが、東京を経由するときに±90°
以上となるため
隣接ノードを２ホップ先として、s の隣接ノードを東京とした場合は、
非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:長岡,s2:福井
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:岐阜
｜

s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
非交差経路なし
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないが、東京を経由するときに±90°
以上となるため
隣接ノードを２ホップ先として、s の隣接ノードを東京とした場合は、
非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:長岡,s2:福井
｜
|1,1|
t1:大阪,t2:岐阜
｜

s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:福井(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
非交差経路なし
非交差経路なし
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないが、東京を経由するときに±90°
以上となるため
隣接ノードを２ホップ先として、s の隣接ノードをさいたまとした場合は、
東京を経由するときに±90°以内となるため、非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['福井', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:長岡,s2:福井
｜
|1,1|
t1:神戸,t2:岐阜
｜

s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ

s1:長岡,s2:福井
t1:東京,t2:岐阜

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
・['福井', '岐阜']

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京']
・['福井', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:長岡,s2:福井
｜
|0,2|
t1:東京,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:長岡,s2:福井
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京']
・['福井', '岐阜', '京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京']
・['福井', '京都', '奈良']

非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:長岡,s2:福井
｜
|1,2|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、t の隣接ノードに大阪、和歌山が存在し、
福井ー京都ー大阪ー（和歌山）ー奈良を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
組１
s1:長岡,s2:福井
t1:名古屋,t2:福井

|0,1|

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:岡谷(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
非交差経路なし
※富山、東京のどちらかを経由しなければならないが、東京を経由するときに±90°
以上となるため
隣接ノードを２ホップ先として、s の隣接ノードを東京とした場合は、
非交差経路ができる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１

｜
｜

｜※s2,t2 が同じため除外
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井', '岐阜', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2

非交差経路２本となるのが１通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
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s1:長岡,s2:福井
t1:名古屋,t2:大阪

｜
｜

|1,2|

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['福井', '京都']

非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井', '岐阜', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋']
・['福井', '京都', '大阪']

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
東京ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:福井(隣接ノード 1,2,3)
｜t:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,２４組）
s:３個中,３個選ぶ t:３個中,３個選ぶ

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
福井ー（岐阜）ー京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１
s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,８組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |2,3| = 2
s1:福井,s2:長岡
｜
|0,1|
t1:京都,t2:奈良
｜

s1:富山,s2:岐阜,s3:京都
t1:東京,t2:岐阜,t3:奈良

非交差経路３本となるのが２４通り
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']

非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,3| = 2
s1:福井,s2:長岡
｜
|0,1|
t1:京都,t2:和歌山
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['福井', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:長岡,s2:福井
｜
|3,2|
t1:奈良,t2:神戸
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井', '岐阜', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:長岡,s2:福井
｜
|3,2|
t1:和歌山,t2:神戸
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['福井', '岐阜', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
s1:長岡,s2:福井
t1:奈良,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |1,1| = 2
｜
|3,5|
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井', '岐阜', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良']
・['福井', '京都', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
福井ー（岐阜）ー京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:富山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
s1:福井,s2:長岡
t1:京都,t2:大阪

｜※s2,t2 は同じため除外
｜行列式
｜
｜ det = |8,0| = 24
｜
|0,3|

｜行列式
｜ det = |2,5| = 2
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['長岡', 'さいたま', '東京', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['福井', '岐阜', '京都']
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,４３組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
組１
s1:富山,s2:岐阜
t1:東京,t2:岐阜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 は同じため除外
｜
s1:岐阜,s2:京都
｜
t1:岐阜,t2:奈良
｜

｜※s2,t2 は同じため除外
｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが８通り
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜行列式
s1:富山,s2:京都
｜
t1:東京,t2:岐阜
｜ det = |8,0| = 8
｜
|0,1|
非交差経路２本となるのが８通り
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜行列式
s1:富山,s2:京都
｜
t1:東京,t2:奈良
｜ det = |8,0| = 24
｜
|0,3|
非交差経路２本となるのが２４通り
・['富山', '長岡', 'さいたま', '東京']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '長岡', '岡谷', '甲府', '東京']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', '東京']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['富山', '岡谷', '甲府', 'さいたま', 'つくば', '東京']
・['京都', '奈良']

非交差経路２本となるのが３通り
・['岐阜']
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜']
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:福井(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
福井ー岐阜は隣接しているため例外
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに東京が存在し、
東京を経由するパスが成立することで、非交差経路が３本となる
組１
s1:京都
t1:名古屋

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・福井ー岐阜
・['京都', '奈良', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・福井ー岐阜
・['京都', '大阪', '奈良', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・福井ー岐阜
・['京都', '大阪', '和歌山', '奈良', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:京都
｜
t1:京都
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・福井ー岐阜
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:福井(隣接ノード 1,2,3)
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｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)

==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
福井ー京都は隣接しているため例外
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに長岡、t の隣接ノードに名古屋
が存在し、長岡ーさいたまー東京ー名古屋を経由するパスが成立し、非交差経路は
３本となる
組１
s1:岐阜
t1:岐阜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |2,1| = 1
s1:岐阜,s2:京都
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
・['京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |2,1| = 1
s1:岐阜,s2:京都
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・福井ー京都
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・福井ー京都
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:大阪
｜

s:福井(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１

非交差経路２本となるのが１通り
・福井ー京都
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:神戸
｜

s1:岐阜,s2:京都
t1:奈良,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |2,3| = 1
｜
|1,2|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
・['京都', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・福井ー京都
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']

s:福井(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
岐阜ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１

｜行列式
｜ det = |3,1| = 1
｜
|2,1|
｜

s:福井(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ

s1:岐阜,s2:京都
t1:大阪,t2:京都

組１

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '大阪']
・['京都']

s1:岐阜,s2:京都
t1:名古屋,t2:京都

｜
｜
｜
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
岐阜ー名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋']
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:岐阜,s2:京都
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

s:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
名古屋ー岐阜は隣接しているため例外
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、東京を経由するパスも成立するため、
非交差経路が３本となる

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋']
・['京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:岐阜,s2:京都
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

組１
s1:奈良
t1:福井

非交差経路２本となるのが２通り
・名古屋ー岐阜
・['奈良', '京都', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー岐阜
・['奈良', '大阪', '京都', '福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:奈良
｜
t1:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋']
・['京都', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:福井(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
s1:岐阜,s2:京都
t1:奈良,t2:京都

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・名古屋ー岐阜
・['奈良', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー岐阜
・['奈良', '大阪', '京都']

｜行列式
｜ det = |2,1| = 1
｜
|1,1|
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに和歌山、t の隣接ノードに神戸
が存在し、奈良ー和歌山ー大阪ー京都を経由するパスが成立し、奈良ー大阪ー神戸ー
－京都を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,1| = 1
s1:岐阜,s2:京都
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:京都
｜

s:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（３本,１２組）
s:３個中,３個選ぶ t:５個中,３個選ぶ

58

組１
s1:東京,s2:岐阜,s3:奈良
t1:福井,t2:岐阜,t3:奈良

｜行列式
｜ det = |4,0,0| = 4
｜
|1,1,0|
｜
|0,0,1|

・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |4,0| = 4
s1:東京,s2:奈良
｜
|1,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路３本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |4,0,0| = 4
s1:東京,s2:岐阜,s3:奈良
｜
|1,1,0|
t1:福井,t2:岐阜,t3:大阪
｜
|0,0,1|

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |4,0| = 4
s1:東京,s2:奈良
｜
|1,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

非交差経路３本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |4,0,0| = 4
s1:東京,s2:岐阜,s3:奈良
｜
|1,1,0|
t1:福井,t2:岐阜,t3:神戸
｜
|0,0,1|

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:福井,t2:奈良
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '福井']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路３本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
・['奈良', '大阪', '神戸']

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '福井']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:福井,t2:神戸
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '福井']
・['奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:岐阜,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに和歌山が存在し、
奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,２２組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
組１
s1:東京,s2:岐阜
t1:福井,t2:岐阜

｜行列式
｜ det = |4,0| = 4
｜
|1,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:岐阜,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['岐阜']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |4,0| = 4
s1:東京,s2:奈良
｜
|1,1|
t1:福井,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:岐阜,t2:神戸
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜']
・['奈良', '大阪', '神戸']

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに和歌山が存在し、
奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
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（２本,１８組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
名古屋ー奈良は隣接しているので例外
組１
s1:東京
t1:京都

組１
s1:東京,s2:奈良
t1:京都,t2:奈良

｜
｜
｜
｜

｜行列式
｜ det = |4,4| = 4
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |4,4| = 4
s1:東京,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:東京
｜
t1:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |4,4| = 4
s1:東京,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:東京
｜
t1:大阪
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |4,4| = 4
s1:東京,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:京都
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:京都,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・名古屋ー奈良
・['岐阜', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:和歌山
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・名古屋ー奈良
・['岐阜', '福井', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['岐阜', '京都', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岐阜', '福井', '京都']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜', '京都']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・名古屋ー奈良
・['岐阜', '福井', '京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・名古屋ー奈良
・['岐阜', '京都', '大阪']

非交差経路２本となるのが２通り
・['岐阜', '福井', '京都']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜', '京都']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:奈良
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
岐阜ー（福井）ー京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２４組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
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非交差経路２本となるのが２通り
・['岐阜', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜', '京都', '神戸']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・岐阜ー京都
・['福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:名古屋
｜
|0,1|
t1:福井,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岐阜', '福井', '京都', '神戸']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜', '京都', '神戸']
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路３本となるのが１通り
・岐阜ー京都
・['福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:名古屋
｜
|0,1|
t1:福井,t2:神戸
｜

s:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
s1:東京,s2:奈良
t1:大阪,t2:奈良

非交差経路３本となるのが１通り
・岐阜ー京都
・['福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']

｜行列式
｜ det = |4,2| = 2
｜
|1,1|
｜

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,７組）
s:３個中,２個選ぶ t:５個中,２個選ぶ
岐阜ー京都は隣接しているので例外

非交差経路２本となるのが２通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都', '大阪']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |4,2| = 2
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|1,1|
t1:大阪,t2:奈良
｜

組１
s1:福井
t1:福井

非交差経路２本となるのが１通り
・岐阜ー京都
・['福井']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:名古屋
｜
t1:奈良
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岐阜', '福井', '京都', '大阪']
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜', '京都', '大阪']
・['奈良']

非交差経路２本となるのが１通り
・岐阜ー京都
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:名古屋
｜
t1:大阪
｜

※隣接 s ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:名古屋(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
s1:東京,s2:奈良
t1:京都,t2:大阪

非交差経路２本となるのが１通り
・岐阜ー京都
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:名古屋
｜
t1:神戸
｜

｜行列式
｜ det = |4,8| = 4
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['東京', 'さいたま', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', 'さいたま', '長岡', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['東京', '甲府', '岡谷', '富山', '福井', '京都']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,4| = 2
s1:岐阜,s2:奈良
｜
|0,1|
t1:京都,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・岐阜ー京都
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:福井 s2:名古屋
｜
t1:福井 t2:奈良
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['福井']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜
｜
s1:福井 s2:名古屋
｜
t1:福井 t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岐阜', '福井', '京都']
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岐阜', '京都']
・['奈良', '大阪']

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜
｜
s1:福井 s2:名古屋
｜
t1:福井 t2:神戸
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s,t の隣接ノードに和歌山が存在し、
奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
｜t:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
==============================================================================
（３本,３組）
s:３個中,３個選ぶ t:５個中,３個選ぶ
岐阜ー京都は隣接しているので例外
組１
s1:福井,s2:名古屋
t1:福井,t2:奈良

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井']
・['名古屋', '奈良', '大阪', '神戸']
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
｜

s:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
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（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ

組５
t:４個中,２個選ぶ

組１
s1:福井,s2:名古屋
t1:京都,t2:名古屋

s1:名古屋,s2:京都
t1:奈良,t2:京都

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['名古屋', '奈良']
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:名古屋
｜
|0,1|
t1:和歌山,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|1,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都', '大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:名古屋
｜
|0,1|
t1:大阪,t2:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['名古屋', '奈良']
・['京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|1,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都', '大阪']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
・['京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['京都']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

s:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１

非交差経路２本となるのが１通り
・['京都', '大阪', '和歌山']
・['名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

s1:福井,s2:名古屋
t1:大阪,t2:奈良

非交差経路２本となるのが１通り
・['京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s,t の隣接ノードに神戸が存在し、
京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、t の隣接ノードに神戸が存在し、
京都ー神戸ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,８組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ

s1:福井,s2:名古屋
t1:京都,t2:奈良

｜行列式
｜ det = |2,1| = 1
｜
|1,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都', '大阪']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|1,2|
t1:奈良,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['京都', '大阪']
・['名古屋']

組１

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
｜

s:岐阜(隣接ノード 1,2,3)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ

｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
｜

組１

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:福井,s2:名古屋
｜
|0,1|
t1:京都,t2:和歌山
｜

s1:福井,s2:名古屋
t1:京都,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |1,2| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:名古屋,s2:京都
｜
|2,1|
t1:大阪,t2:京都
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:福井,s2:名古屋
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:奈良
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['京都']
・['名古屋', '奈良', '大阪']
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、t の隣接ノードに和歌山が存在し、
名古屋ー奈良ー和歌山ー大阪を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:福井,s2:名古屋
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:和歌山
｜

s:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,８組）
s:５個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
京都ー奈良は隣接しているため例外
組１

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '京都', '神戸']
・['名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s1:福井,s2:大阪
t1:名古屋,t2:和歌山
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｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:大阪
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:大阪
｜
t1:大阪
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:神戸
｜
t1:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['神戸', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜
｜
s1:神戸
｜
t1:大阪
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['神戸', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜
｜
s1:福井,s2:大阪
｜
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:大阪
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜
｜
s1:福井,s2:大阪
｜
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['岐阜', '名古屋']
・['大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:大阪
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜
｜
s1:福井,s2:神戸
｜
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['岐阜', '名古屋']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜
｜
s1:福井,s2:神戸
｜
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜
｜
s1:岐阜,s2:大阪
｜
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１４組）
s:５個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
京都ー奈良は隣接しているため例外
組１
s1:福井
t1:名古屋

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋']
・['大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜
｜
s1:岐阜,s2:大阪
｜
t1:名古屋,t2:大阪
｜

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１３
｜
｜
s1:岐阜,s2:神戸
｜
t1:名古屋,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['福井', '岐阜', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:名古屋
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１４
｜
｜
s1:岐阜,s2:神戸
｜
t1:名古屋,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー奈良
・['岐阜', '名古屋']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:大阪
｜
t1:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋']
・['神戸', '大阪']
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

t1:和歌山

s:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,６組）
s:５個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
京都ー大阪は隣接しているため例外

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:奈良
｜
t1:奈良
｜

組１
s1:福井,s2:神戸
t1:奈良,t2:神戸

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜
｜
s1:奈良
｜
t1:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['福井', '岐阜', '名古屋', '奈良']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:福井,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜
｜
s1:神戸
｜
t1:神戸
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['福井', '岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜
｜
s1:福井,s2:神戸
｜
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岐阜,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '岐阜', '名古屋', '奈良']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜
｜
s1:福井,s2:神戸
｜
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:奈良,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１０
｜
｜
s1:岐阜,s2:神戸
｜
t1:奈良,t2:神戸
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['奈良']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:奈良,s2:神戸
｜
|0,1|
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１１
｜
｜
s1:岐阜,s2:神戸
｜
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['奈良', '和歌山']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１３組）
s:５個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
京都ー大阪は隣接しているため例外
組１
s1:福井
t1:奈良

｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１２
｜
｜
s1:奈良,s2:神戸
｜
t1:奈良,t2:神戸
｜

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['奈良']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組１３
｜
｜
s1:奈良,s2:神戸
｜
t1:和歌山,t2:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['福井', '岐阜', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:福井
｜
t1:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['奈良', '和歌山']
・['神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['福井', '岐阜', '名古屋', '奈良', '和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:岐阜
｜
t1:奈良
｜

s:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,３組）
s:５個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー大阪
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:岐阜
｜

s1:福井,s2:大阪
t1:奈良,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['福井', '岐阜', '名古屋', '奈良']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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組２
s1:岐阜,s2:大阪
t1:奈良,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
｜

組１
s1:名古屋
t1:京都

非交差経路２本となるのが１通り
・['岐阜', '名古屋', '奈良']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:奈良,s2:大阪
｜
|0,1|
t1:奈良,t2:大阪
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '福井', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:名古屋
｜
t1:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['奈良']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '福井', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:京都
｜
t1:京都
｜

s:京都(隣接ノード 1,2,3,4,5)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２組）
s:５個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
京都ー神戸は隣接するため例外
組１
s1:奈良
t1:大阪

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・奈良ー大阪
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:京都
｜
t1:神戸
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー神戸
・['奈良', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:大阪
｜
t1:大阪
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・奈良ー大阪
・['京都', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:和歌山
｜
t1:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・京都ー神戸
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,６組）
s:４個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
奈良ー大阪は隣接するため例外
組１
s1:名古屋,s2:和歌山
t1:京都,t2:和歌山

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・奈良ー大阪
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜
｜
s1:名古屋,s2:和歌山
｜
t1:京都,t2:和歌山
｜

｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
｜
|0,1|
｜

非交差経路３本となるのが２通り
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '福井', '京都']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:名古屋,s2:和歌山
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '京都']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜
｜
s1:名古屋,s2:和歌山
｜
t1:神戸,t2:和歌山
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '京都', '神戸']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都', '神戸']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組８
｜
｜
s1:京都,s2:和歌山
｜
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが２通り
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '福井', '京都', '神戸']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・奈良ー大阪
・['名古屋', '岐阜', '京都', '神戸']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:京都,s2:和歌山
｜
|0,1|
t1:京都,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['京都']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組９
｜
｜
s1:京都,s2:和歌山
｜
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・奈良ー大阪
・['京都']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:京都,s2:和歌山
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:和歌山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['京都', '神戸']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路３本となるのが１通り
・奈良ー大阪
・['京都', '神戸']
・['和歌山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１３組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
奈良ー大阪は隣接するため例外

s:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,２組）
s:４個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
奈良ー和歌山は隣接するため例外
組１
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｜
｜

s1:京都
t1:大阪

｜
｜

s:和歌山(隣接ノード 1,2)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１組）
s:２個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ

非交差経路２本となるのが１通り
・奈良ー和歌山
・['京都', '大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:大阪
｜
t1:大阪
｜

組１
s1:奈良,s2:大阪
t1:京都,t2:大阪
非交差経路２本となるのが１通り
・['奈良', '京都']
・['大阪']

非交差経路２本となるのが１通り
・奈良ー和歌山
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに名古屋が存在し、
奈良ー名古屋ー岐阜ー（福井）ー京都を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:奈良(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３組）
s:４個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
組１
s1:名古屋,s2:大阪
t1:京都,t2:大阪

｜行列式
｜ det = |2,2| = 2
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['名古屋', '岐阜', '福井', '京都']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['名古屋', '岐阜', '京都']
・['大阪']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:京都,s2:大阪
｜
|0,1|
t1:京都,t2:大阪
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['京都']
・['大阪']
※和歌山ー大阪を経由するパスは±90°以上となる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:和歌山(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,２組）
s:４個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
大阪ー和歌山は隣接するため例外
組１
s1:京都
t1:奈良

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・大阪ー和歌山
・['京都', '奈良']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:奈良
｜
t1:奈良
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・大阪ー和歌山
・['奈良']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに福井、岐阜が存在し、
京都ー（福井）ー岐阜ー名古屋ー奈良を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:大阪(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,２組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
大阪ー神戸は隣接するため例外
組１
s1:京都
t1:京都

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|2,1|
｜

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・大阪ー神戸
・['京都']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:奈良
｜
t1:京都
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・大阪ー神戸
・['奈良', '京都']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードに名古屋が存在し、
奈良ー名古屋ー岐阜ー（福井）ー京都を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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（中国・四国）
※中国・四国から本州へは必ず神戸を経由し、九州へは必ず広島を経由するため、
非交差経路は存在しない

s1:岡山,s2:徳島
t1:広島,t2:四国中央

s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:徳島(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
神戸ー徳島は隣接するため例外
組１
s1:岡山
t1:高松

非交差経路２本となるのが２通り
・['岡山', '広島']
・['徳島', '高松', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山', '広島']
・['徳島', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:岡山,s2:徳島
｜
|1,2|
t1:広島,t2:高知
｜※s1-t2 である岡山ー高知のパスが 0 と
｜ なるのは、必ず高松を経由する必要があり、
｜ ±90°以上となるため
非交差経路２本となるのが２通り
・['岡山', '広島']
・['徳島', '高松', '四国中央', '高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山', '広島']
・['徳島', '四国中央', '高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

｜※s1,t1 のみのため行列式は適用しない
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・神戸ー徳島
・['岡山', '高松']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用しない
｜
s1:岡山
｜
t1:四国中央
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・神戸ー徳島
・['岡山', '高松', '四国中央']

s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,５組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
神戸ー岡山は互いに隣接しているため例外
※神戸から岡山へは必ず岡山、徳島のどちらかを経由しなければならないので
非交差経路は最大２本

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノード広島、t の隣接ノード松山とした
パスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:高松(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,２組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
組１
s1:岡山,s2:徳島
t1:岡山,t2:徳島

組１
s1:徳島
t1:広島

｜※隣接ノードが同じため、行列式は適用しない
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山']
・['徳島', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※神戸から四国中央へは必ず岡山、徳島のどちらかを経由しなければならないので
非交差経路は最大２本

s1:岡山,s2:徳島
t1:高松,t2:徳島

非交差経路２本となるのが１通り
・神戸ー岡山
・['徳島', '高松']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、徳島ー四国中央ー高松を経由するパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外し、
｜ s1,t1 のみのため行列式は適用しない
｜
｜

s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:鳥取(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,２組）
s:４個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '高松']
・['徳島']

組１
s1:岡山,s2:徳島
t1:岡山,t2:下関

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、s の隣接ノードを広島、t の隣接ノードも広島と
したパス神戸ー岡山ー広島ー松山ー四国中央が成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s1:岡山,s2:徳島
t1:松山,t2:四国中央

｜行列式
｜ det = |2,1| = 2
｜
|2,2|
｜

s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,４組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※神戸から広島へは必ず岡山、徳島のどちらかを経由しなければならないので
非交差経路は最大２本

非交差経路２本となるのが２通り
・['岡山', '広島', '松山']
・['徳島', '高松', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山', '広島', '松山']
・['徳島', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１
s1:岡山,s2:徳島
t1:岡山,t2:松山

s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:松山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
※神戸から四国中央へは必ず岡山、徳島のどちらかを経由しなければならないので
非交差経路は最大２本
組１

｜※s1,t1 は同じ隣接ノードであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岡山']
・['徳島', '高松', '四国中央', '松山', '広島', '下関']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山']
・['徳島', '四国中央', '松山', '広島', '下関']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:高知(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,２組）
s:４個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１

｜※s1,t1 のみのため行列式は適用しない
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・神戸ー岡山
・['徳島', '高松', '四国中央', '高知', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・神戸ー岡山
・['徳島', '高松', '四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・神戸ー岡山
・['徳島', '四国中央', '高知', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・神戸ー岡山
・['徳島', '四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 のみのため行列式は適用しない
｜
s1:徳島
｜
t1:高松
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山']
・['徳島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 は同じ隣接ノードのため除外し、
｜ s2,t2 のみのため行列しきは適用しない
s1:岡山,s2:徳島
｜
t1:岡山,t2:四国中央
｜

組１

｜ det = |1,0| = 2
｜
|1,2|
｜※s1-t2 である岡山ー四国中央のパスが 0 と
｜ なるのは、必ず高松を経由する必要があり、
｜ ±90°以上となるため

｜※s1,t1 は同じ隣接ノードのため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['岡山']
・['徳島', '高松', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山']
・['徳島', '高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山']

｜行列式
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・['徳島', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山']
・['徳島', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・['神戸', '岡山', '広島']
・['高松', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:神戸,s2:高松
｜
|1,1|
t1:広島,t2:高知
｜※s1-t2 である神戸ー高知のパスが 0 となる
｜ のは、必ず岡山を経由する必要があり、
｜ ±90°以上となるため

s:神戸(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
非交差経路のためには、岡山ー鳥取、徳島ー広島それぞれのパスが成立する必要が
あるが、岡山ー鳥取は±90°以上となることから成立しないため
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸', '岡山', '広島']
・['高松', '四国中央', '高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:神戸,s2:四国中央
｜
t1:広島,t2:四国中央
｜

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:高松(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,１組）
s:３個中,３個選ぶ t:３個中,３個選ぶ
徳島ー高松は隣接するため例外
組１
s1:神戸,s2:四国中央
t1:岡山,t2:四国中央

｜※s2,t2 は同じ隣接ノードであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸', '岡山', '広島']
・['四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:神戸,s2:四国中央
｜
|0,1|
t1:広島,t2:高知
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・徳島ー高松
・['神戸', '岡山']
・['四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
徳島ー高松は隣接するため例外
組１
s1:神戸
t1:岡山

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸', '岡山', '広島']
・['四国中央', '高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:高松,s2:四国中央
｜
t1:広島,t2:四国中央
｜

｜
｜※s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['高松', '岡山', '広島']
・['四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:高松,s2:四国中央
｜
|0,1|
t1:広島,t2:高知
｜※s2-t1 である四国中央ー広島のパスが 0 となる
｜ のは、高松を経由する必要があり、±90°
｜ 以上となるため
非交差経路２本となるのが１通り
・['高松', '岡山', '広島']
・['四国中央', '高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・徳島ー高松
・['神戸', '岡山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜※s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:四国中央
｜
t1:四国中央
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・徳島ー高松
・['四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:神戸,s2:四国中央
｜
t1:岡山,t2:四国中央
｜

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,１組）
s:３個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸', '岡山']
・['四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１
s1:神戸,s2:高松,s3:四国中央
t1:神戸,t2:高松,t3:広島

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,１組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
徳島ー四国中央は隣接するため例外
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、非交差経路３本が成立する
組１
s1:高松
t1:高松

非交差経路３本となるのが１通り
・['神戸']
・['高松']
・['四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ

｜※s1,t1 が同じ隣接ノードであるため例外
｜
｜
｜

組１
s1:神戸,s2:高松
t1:神戸,t2:広島

非交差経路２本となるのが１通り
・徳島ー四国中央
・['高松']

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:高知(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
非交差経路のためには四国中央を経由するパスと広島を経由するパスが成立する必要が
あるが、広島ー松山間において±90°以上となりパスが成立しないため
※隣接ノードを２ホップ先とした場合は成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸']
・['高松']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
s1:神戸,s2:四国中央
｜
t1:神戸,t2:広島
｜

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:松山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ

s1:神戸,s2:高松
t1:広島,t2:四国中央

｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸']
・['高松', '四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※隣接ノードが同じであるため例外
｜
s1:神戸,s2:高松
｜
t1:神戸,t2:高松
｜

※隣接ノードを２ホップ先とした場合、徳島ー神戸ー岡山ー高松ー四国中央のパスや
徳島ー高松ー岡山ー広島ー松山ー四国中央のパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１

｜行列式
｜ det = |1,0,0| = 1
｜
|0,1,1|
｜
|0,0,1|

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸']
・['四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
s1:高松,s2:四国中央
｜
t1:高松,t2:広島
｜

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である神戸ー四国中央のパスが 0 となる
｜ のは、必ず岡山を経由する必要があり、
｜ ±90°以上となるため

非交差経路２本となるのが１通り
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非交差経路２本となるのが１通り
・['高松']
・['四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '広島', '松山']
・['徳島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:鳥取(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
パスの１つで下関を経由する必要があり、±90°以上となるため
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:高松(隣接ノード 1,2,3)
｜t:高知(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,２組）
s:３個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※徳島から広島へは、岡山、松山のどちらかを必ず経由しなければならないため、
非交差経路は最大２本
組１
s1:神戸,s2:高松
t1:岡山,t2:松山

s1:岡山,s2:徳島
t1:松山,t2:四国中央

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '広島', '松山']
・['徳島', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:岡山,s2:四国中央
｜
t1:松山,t2:四国中央
｜

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
｜※s1-t2 である神戸ー松山のパスが 0 となるのは
｜ 必ず高松を経由し、±90°以上となるため

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸', '岡山']
・['高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:神戸,s2:四国中央
｜
|0,1|
t1:岡山,t2:松山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '広島', '松山']
・['四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:高松(隣接ノード 1,2,3)
｜t:松山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ

非交差経路２本となるのが１通り
・['神戸', '岡山']
・['四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:高松,s2:四国中央
｜
|0,1|
t1:岡山,t2:松山
｜※s2-t1 である四国中央ー岡山のパスが 0 となる
｜ のは、必ず高松を経由する必要があり、
｜ ±90°以上となるため
｜※s2-t2 である四国中央ー松山のパスは 1 となる
｜ が、高知を経由するパスは±90°以上となる
｜ ため
非交差経路２本となるのが１通り
・['高松', '岡山']
・['四国中央', '松山']

組１
s1:岡山,s2:徳島
t1:広島,t2:四国中央

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '広島']
・['徳島', '四国中央', '高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 の隣接ノードは同じため除外
｜
s1:岡山,s2:四国中央
｜
t1:広島,t2:四国中央
｜

s:徳島(隣接ノード 1,2,3)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
非交差経路のためのパスで鳥取を経由する必要があるが、±90°以上となるため
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '広島']
・['四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡山,s2:四国中央
｜
|0,1|
t1:広島,t2:高知
｜

s:高松(隣接ノード 1,2,3)
｜t:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,１組）
s:３個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
高松ー四国中央は隣接するため例外

s1:岡山,s2:徳島
t1:松山,t2:徳島

｜※s2,t2 は同じ隣接ノードのため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '広島']
・['四国中央', '高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路３本となるのが１通り
・高松ー四国中央
・['岡山', '広島', '松山']
・['徳島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,３組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
高松ー四国中央は隣接するため例外
組１
s1:岡山
t1:松山

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山', '広島']
・['徳島', '四国中央']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:岡山,s2:徳島
｜
|0,1|
t1:広島,t2:高知
｜

※隣接のノードを２ホップ先とした場合、±90°以上により除外された、高知を経由
するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
｜

s:高松(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,２組）
s:３個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
高松ー岡山は隣接するため例外
組１

｜
｜※s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

s1:徳島,s2:四国中央
t1:神戸,t2:広島

｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
｜
|0,1|
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・高松ー岡山
・['徳島', '神戸']
・['四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,1| = 1
s1:徳島,s2:四国中央
｜
|0,1|
t1:神戸,t2:鳥取
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・高松ー四国中央
・['岡山', '広島', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜※隣接ノードが同じなので例外
s1:徳島
｜
t1:徳島
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・高松ー岡山
・['徳島', '神戸']
・['四国中央', '松山', '広島', '下関', '鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,７組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
高松ー岡山は隣接するため例外

非交差経路２本となるのが１通り
・高松ー四国中央
・['徳島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:岡山,s2:徳島
｜
t1:松山,t2:徳島
｜

組１
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｜

s1:徳島
t1:神戸

｜
｜
｜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:高松(隣接ノード 1,2,3)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
非交差経路は岡山を経由するパスと広島を経由するパスが考えられるが、岡山を経由
するパスは±90 以上のため成立しない
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、岡山を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・高松ー岡山
・['徳島', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:徳島
｜
t1:広島
｜

s:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:高知(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,１組）
s:４個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
四国中央ー高知は隣接するため例外

非交差経路２本となるのが１通り
・高松ー岡山
・['徳島', '四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:徳島
｜
t1:鳥取
｜

組１
s1:松山
t1:松山
非交差経路２本となるのが１通り
・四国中央ー高知
・['松山']

非交差経路２本となるのが１通り
・高松ー岡山
・['徳島', '四国中央', '松山', '広島', '下関', '鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:四国中央
｜
t1:広島
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードを岡山、神戸とし、t の隣接
ノードを広島としたパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:松山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（３本,２組）
s:４個中,３個選ぶ t:３個中,３個選ぶ
四国中央ー松山は隣接するため例外

非交差経路２本となるのが１通り
・高松ー岡山
・['四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:四国中央
｜
t1:鳥取
｜

組１
s1:徳島,s2:高知
t1:広島,t2:高知

非交差経路２本となるのが１通り
・高松ー岡山
・['四国中央', '松山', '広島', '下関', '鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組６
｜
｜
s1:徳島,s2:四国中央
｜
t1:神戸 t2:広島
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・四国中央ー松山
・['高松', '岡山', '広島']
・['高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,５組）
s:４個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
四国中央ー松山は隣接するため例外

非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '神戸']
・['四国中央', '松山', '広島', '下関', '鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

組１
s1:徳島
t1:広島

s:高松(隣接ノード 1,2,3)
｜t:鳥取(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
岡山、広島それぞれを経由するパスが考えられるが、広島を経由するパスは±90°以上
となるため成立しない。
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、広島を経由するパスは成立し、非交差経路２本
存在する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

｜
｜※s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・四国中央ー松山
・['徳島', '高松', '岡山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜※s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:高松
｜
t1:広島
｜

s:高松(隣接ノード 1,2,3)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※高松から広島へは必ず岡山、松山のどちらかを経由しなければならないため、
非交差経路は最大２本

s1:岡山,s2:徳島
t1:岡山,t2:松山

｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路３本となるのが１通り
・四国中央ー松山
・['徳島', '高松', '岡山', '広島']
・['高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:高松,s2:高知
｜
t1:広島,t2:高知
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '神戸']
・['四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組７
｜
｜
s1:徳島,s2:四国中央
｜
t1:神戸 t2:鳥取
｜

組１

｜※s1,t1 は同じであるため例外
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・四国中央ー松山
・['高松', '岡山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜※s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:高知
｜
t1:高知
｜

｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・四国中央ー松山
・['高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:徳島,s2:高知
｜
t1:広島,t2:高知
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岡山']
・['徳島', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山']
・['徳島', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
s1:岡山,s2:四国中央
｜
t1:岡山,t2:松山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '高松', '岡山', '広島']
・['高知']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:高松,s2:高知
｜
t1:広島,t2:高知
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岡山']
・['四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山']
・['四国中央', '松山']

非交差経路２本となるのが１通り
・['高松', '岡山', '広島']
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・['高知']

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:高松,s2:松山
｜
t1:岡山,t2:松山
｜

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、s の隣接ノードを神戸としたパスが成立
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,１組）
s:４個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
組１
s1:徳島,s2:高松,s3:松山
t1:神戸,t2:高松,t3:広島

非交差経路２本となるのが１通り
・['高松', '岡山']
・['松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

｜※s2,t2 は同じであるため除外
｜行列式
｜
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|

s:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
岡山を経由するパスと広島を経由するパスとが考えられるが、岡山を経由するパスは
±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、岡山を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路３本となるのが１通り
・['徳島', '神戸']
・['高松']
・['松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,４組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
s1:徳島,s2:高松
t1:神戸,t2:高松

s:高知(隣接ノード 1,2)
｜t:松山(隣接ノード 1,2,3)
==============================================================================
（２本,１組）
s:２個中,２個選ぶ t:３個中,２個選ぶ
高知ー松山は隣接しているので例外

｜※s2,t2 は同じであるため除外
｜行列式
｜
｜

組１
s1:四国中央
t1:四国中央

非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '神戸']
・['高松']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜行列式
s1:徳島,s2:松山
｜
t1:神戸,t2:広島
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '神戸']
・['松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜行列式
s1:徳島,s2:松山
｜
t1:高松,t2:広島
｜ det = |1,0| = 1
｜
|0,1|
非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '高松']
・['松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 は同じため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は使用しない
s1:高松,s2:松山
｜
t1:高松,t2:広島
｜
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['高松']
・['松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

｜※隣接ノードが同じなので例外
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・高知ー松山
・['四国中央']
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、四国中央ー高松ー岡山ー広島、
四国中央ー徳島ー高松ー岡山ー広島のパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:高知(隣接ノード 1,2)
｜t:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３組）
s:２個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
組１
s1:四国中央,s2:松山
t1:神戸,t2:広島

｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
｜
|1,1|
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['四国中央', '徳島', '神戸']
・['松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |2,0| = 2
s1:四国中央,s2:松山
｜
|2,1|
t1:高松,t2:広島
｜
非交差経路２本となるのが２通り
・['四国中央', '徳島', '高松']
・['松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['四国中央', '高松']
・['松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:鳥取(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
岡山を経由するパスと広島を経由するパスが考えられるが、広島を経由するパスは
±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先にした場合、広島を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:高知(隣接ノード 1,2)
｜t:鳥取(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
非交差経路のためには、岡山を経由するパスと広島を経由するパスとが考えられ、
広島を経由するパスが±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先とすれば、広島を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:四国中央(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,４組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※四国中央から広島へは岡山か松山のどちらかを必ず経由しなければならないため
非交差経路は最大２本
組１
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:徳島,s2:高知
｜
|0,1|
t1:岡山,t2:松山
｜

s:高知(隣接ノード 1,2)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
非交差経路なし
松山を経由するパスと四国中央を経由するパスのうち、四国中央を経由するパスが
±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先とすれば、四国中央を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '高松', '岡山']
・['高知', '松山']

s:高知(隣接ノード 1,2)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
広島を経由するパスと岡山を経由するパスのうち、岡山を経由するパスが
±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先とすれば、岡山を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※隣接ノードを２ホップ先にした場合、徳島ー神戸ー岡山を経由するパスが成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:徳島,s2:松山
｜
t1:岡山,t2:松山
｜

s:松山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,６組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
※松山から岡山へは広島か四国中央のどちらかを必ず経由するため、
非交差経路は最大２本
組１
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:四国中央,s2:広島
｜
t1:神戸,t2:広島
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・['徳島', '高松', '岡山']
・['松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜行列式
｜ det = |1,0| = 1
s1:高松,s2:高知
｜
|0,1|
t1:岡山,t2:松山
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['高松', '岡山']
・['高知', '松山']

非交差経路２本となるのが２通り
・['広島']
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・['四国中央', '徳島', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['広島']
・['四国中央', '高松', '徳島', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
s1:広島,s2:四国中央
｜
t1:広島,t2:高松
｜

s:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（３本,６組）
s:４個中,３個選ぶ t:４個中,３個選ぶ
岡山ー広島は隣接するので例外
組１
s1:鳥取,s2:神戸
t1:下関,t2:松山

非交差経路２本となるのが１通り
・['広島']
・['四国中央', '高松']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:高知,s2:広島
｜
t1:神戸,t2:広島
｜

非交差経路３本となるのが４通り
・岡山ー広島
・['鳥取', '下関']
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['鳥取', '下関']
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['鳥取', '下関']
・['神戸', '徳島', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['鳥取', '下関']
・['神戸', '徳島', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜行列式
｜ det = |1,0| = 2
s1:鳥取,s2:高松
｜
|0,2|
t1:下関,t2:松山
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['広島']
・['高知', '四国中央', '徳島', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['広島']
・['高知', '四国中央', '高松', '徳島', '神戸']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
s1:広島,s2:高知
｜
t1:広島,t2:高松
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・['広島']
・['高知', '四国中央', '高松']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路３本となるのが２通り
・岡山ー広島
・['鳥取', '下関']
・['高松', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['鳥取', '下関']
・['高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（２本,１６組）
s:４個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
岡山ー広島は隣接するので例外

s:松山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:鳥取(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
岡山を経由するパスと広島を経由するパスが考えられるが、広島を経由するパスは
±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先とすれば、広島を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:松山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,４組）
s:３個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ
松山ー広島は隣接するので例外
組１
s1:四国中央
t1:岡山

｜行列式
｜ det = |1,0| = 4
｜
|0,4|
｜

組１
s1:神戸
t1:松山

｜※s1,t1 のみのため行列式は適用しない
｜
｜
｜

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・岡山ー広島
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['神戸', '徳島', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['神戸', '徳島', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:鳥取
｜
t1:下関
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・松山ー広島
・['四国中央', '高松', '岡山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜
｜
s1:四国中央
｜
t1:下関
｜
非交差経路２本となるのが１通り
・松山ー広島
・['四国中央', '高松', '岡山', '鳥取', '下関']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:高知
｜
t1:岡山
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・岡山ー広島
・['鳥取', '下関']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜
｜
s1:高松
｜
t1:松山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・松山ー広島
・['高知', '四国中央', '高松', '岡山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:高知
｜
t1:下関
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・岡山ー広島
・['高松', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・岡山ー広島
・['高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組４
｜
｜
s1:鳥取,s2:神戸
｜
t1:下関,t2:松山
｜

非交差経路２本となるのが１通り
・松山ー広島
・['高知', '四国中央', '高松', '岡山', '鳥取', '下関']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:松山(隣接ノード 1,2,3)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
広島を経由するパスと岡山を経由するパスが考えられるが、岡山を経由するパスは
±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先にすれば、岡山を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが４通り
・['鳥取', '下関']
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['鳥取', '下関']
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['鳥取', '下関']
・['神戸', '徳島', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['鳥取', '下関']

s:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:鳥取(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
互いに隣接するパスと広島を経由するパスとが考えられるが、広島を経由するパスは
±90°以上となるため成立しない
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、広島を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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・['神戸', '徳島', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組５
｜
｜
s1:鳥取,s2:松山
｜
t1:下関,t2:松山
｜

s:鳥取(隣接ノード 1,2)
｜t:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
==============================================================================
（２本,３組）
s:２個中,２個選ぶ t:４個中,２個選ぶ

非交差経路２本となるのが２通り
・['鳥取', '下関']
・['高松', '四国中央', '高知', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['鳥取', '下関']
・['高松', '四国中央', '松山']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s1:岡山,s2:下関
t1:岡山,t2:下関

組１

非交差経路２本となるのが１通り
・['岡山']
・['下関']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※s2,t2 は同じであるため除外し、
｜ s1,t1 のみとなるので行列式は適用しない
s1:岡山,s2:下関
｜
t1:松山,t2:下関
｜

s:岡山(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,７組）
s:４個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
組１
s1:鳥取,s2:神戸
t1:鳥取,t2:広島

｜※隣接ノードが同じであるため例外
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが２通り
・['岡山', '高松', '四国中央', '高知', '松山']
・['下関']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['岡山', '高松', '四国中央', '松山']
・['下関']

｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
｜
｜

非交差経路２本となるのが４通り
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '高知', '松山', '広島']
・['鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['神戸', '徳島', '高松', '四国中央', '松山', '広島']
・['鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['神戸', '徳島', '四国中央', '高知', '松山', '広島']
・['鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['神戸', '徳島', '四国中央', '松山', '広島']
・['鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組２
｜※隣接ノードが同じであるため例外
｜
s1:広島,s2:鳥取
｜
t1:広島,t2:鳥取
｜

※隣接ノードを２ホップ先とすることで、神戸、徳島を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
s:鳥取(隣接ノード 1,2)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
（２本,３組）
s:２個中,２個選ぶ t:２個中,２個選ぶ
鳥取ー下関は隣接するので例外
組１
s1:岡山
t1:広島

｜
｜
｜
｜

非交差経路２本となるのが３通り
・鳥取ー下関
・['岡山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・鳥取ー下関
・['岡山', '高松', '四国中央', '高知', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・鳥取ー下関
・['岡山', '高松', '四国中央', '松山', '広島']

非交差経路２本となるのが１通り
・['広島']
・['鳥取']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
組３
｜※s1,t1 は同じであるため除外し、
｜ s2,t2 のみとなるので行列式は適用しない
s1:鳥取,s2:高松
｜
t1:鳥取,t2:広島
｜

※隣接ノードを２ホップ先とすることで、神戸、徳島を経由するパスも成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

非交差経路２本となるのが２通り
・['鳥取']
・['高松', '四国中央', '高知', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・['鳥取']
・['高松', '四国中央', '松山', '広島']
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

s:広島(隣接ノード 1,2,3,4)
｜t:下関(隣接ノード 1,2)
==============================================================================
非交差経路なし
岡山を経由するパスが±90°以上となるため
※隣接ノードを２ホップ先とした場合、岡山を経由するパスは成立する
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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秋田

宮城

山形

福島

新潟

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

76

京都

24

25

大阪

三重

23

兵庫

滋賀

22

28

福井

21

29

石川

20

奈良

富山

19

和歌山

岐阜

18

27

愛知

17

26

⾧野

静岡

16

山梨

岩手

2

15

青森

1

14

29

2;1418

2;7756

2;2944

2;13296

2;9972

2;7756

2;8832

7

3; 220
2; 476

2; 202
4; 5

3; 126
2;1014
3;944
2;4587
3; 420
2;5865

2;1779

3;704

2;5078

3; 528

2;14984

2;11116

2;7756

2;14440

2;5244

2;3962

2;5736

2;6302

2;3917

3; 132

3; 252

3; 940

2;5573

2; 412

2;1071

3; 420

3; 168

3; 376

2;2629

2;2857

2;3522

2;7860

3;1092

3;1364

3; 6161

2;7395

2;12954

2; 625

2;5470

3;4155

2;2309

3;5456

3; 336

3;4038

9

3; 2646

2; 949

3; 471

2; 400
4; 27

3; 610

4; 158

2; 132

3; 50

2; 400

3; 140

2; 65

3; 16

2; 114

3; 52

2; 183

3; 219

2; 154
4; 67

3; 156

4; 31

2; 22

3; 420

2;5260

3;432

2;3302

3; 180

2;2951

3; 252

2;3779

3; 252

2; 512

3; 121

2;3902

3; 110

2;18612 2;14470

2;10372

2;7782

2;14420 2;11704

2;13602 2;12798

11

3; 63
2; 42

4; 28

2;1042

2;4388

2;3920

2;4388

2;6628

2;6346

3; 190

2;1767

3; 128

2; 898

3;48

2;4514

3; 420

2;2229

3; 162

2; 667

3; 148

2;1521

3; 491

2;4234

3;1682

2;4197

2;6517

2;6990

2;7921

2;7438

3; 210

2;5845

3; 560

2;2065

3;140

2;2193

3; 286

2;3004

3; 276

2; 611

3; 186

2;3490

3;1330

2;4704

3;1190

2; 461

3; 300

4; 18
3; 492

2; 71

3; 128

2; 204
5;32,4;120

3; 230

2; 98
4; 52

3; 152

2; 42
4; 42

3; 50

2; 65
4; 15

3; 90

4; 34

2; 256

3; 275

2; 94
4; 60

3; 80

2; 96
4; 9

3; 113

4; 38

2; 267

3; 150

2; 156

3; 153

4; 27

2; 159

2; 102

2; 72

2; 106

2; 46

2; 400

3; 221

4; 24

2; 91

3; 68

2; 141
4; 9

3; 130

4; 24

2; 42

3; 12

2; 101

2; 68

3; 70

4; 18

2; 54

2; 54

2; 36

2; 36

3; 28

2;17586 2;16588

3; 546

2;10520

3;1056

2;3302

3; 234

2;2952

3; 384

2; 136

2; 662

3; 188

2;2753

3;1184

10
2; 12

3; 36

2; 39

3; 25

4; 3

2; 33

2; 18

2; 33

2; 16

2; 11

2;11290 2; 8463

3;3822

2; 495
4; 12

2;1414
4; 234

3; 918

3;2243

2; 842
4; 45

4; 158

2; 221

3; 172

2; 723

3; 442

4; 6

2; 96

3; 44

2; 109

3; 56

2; 169

3; 277

2; 104
4; 131

3; 130

2; 41
4; 28

3; 31

4; 5

2; 800

3; 332

4; 6

2; 103

3; 48

2; 200

2; 36

2; 150

2; 24

3;1386

2; 1066
4; 932

8
2; 18

3;1471

4; 202

2; 327

3; 700

2; 540
4; 72

2;2131

3; 106

3; 144

2; 942
4; 6

3; 300

2; 528
4; 15

3; 210

4; 6

2; 325

3; 230

2; 259

3; 144

2; 298

3;1002

4; 12

2; 301

3; 73

2; 194

3; 72

2; 291

3; 486

2; 303
4; 125

3; 423

2; 50
4; 162

3; 184

3; 118

3; 39

4; 4

2; 308

3; 428

4; 192

2; 102

2; 204

2; 72

2; 60

2; 24

4; 8

2; 794

3;1759

5;35,4;1075

2;14404 2; 9568 2;15548

2;9972

2;1418

2;1418

2;1418

28

2;2264

2;2263

2;1418

2;3663

2;1779

2;3879

2; 2581

2;1418

2;4550

2;3370

27

2;1418

2;1758

2;1569

2; 406

26

2;2944

2;1342

2;1578

2; 502

2;13840 2;13840

22

2; 288

2;3248

2; 7230

2;2113

2; 744

2; 702

2;1268

2; 179

2; 570

2; 369

2; 258

2; 39

2; 300

2; 81

2; 121

2;1418

2; 586

21

2;192

2;3248

2;7230

2;2113

2; 744

2; 486

2;2063

2; 248

2; 162

2; 230

2; 285

2; 34

2; 36

2; 416

2; 7

2; 43

3; 98

2; 227

25

2; 523

20

2;1977

2;6201

2;6912

2; 603

2; 477

2; 648

2; 513

2; 456

2; 114

2; 186

2; 15

2; 150

2; 99

2; 48

2; 6

2; 9

2; 15

2; 6

3; 30

2; 11

2; 12

6

2; 4

3; 170

3; 6

2; 6

2; 6

24

2; 122

19

2;1022

2;3264

2;790

2; 282

2; 192

2; 900

2; 108

2; 72

2; 158

2; 120

2; 12

2; 12

2; 108

2; 6

2; 6

5

2; 3

3; 8

2; 8

2; 4

2; 18

2; 6

3; 4

3; 9

2; 7

3; 3

4

2; 4

2;5078

2; 659

18

3

2; 3

2;1778

2;2067

17

2

2; 3

23

2; 173

2;1463

16

2; 174

2; 35

2;288

13

15

2; 43

2; 84

10

2; 132

2; 5

9

12

2; 23

8

11

2; 3

2; 2

5

2; 33

2; 3

4

7

2; 1

3

6

2; 1

1

2

1

本数; 組数

12

2;4988

2;7428

2;6692

2;6790

2;9312

3; 216

2;4959

3; 288

2;2738

3; 144

2;1995

3; 146

2;1653

3; 99

2; 868

3; 222

2;2696

3; 684

2;2147

3; 504

2; 429

3; 156

2; 82
4; 4

3; 160

2; 61
4; 32

3; 57

2; 107
4; 10

3; 81

2; 53
4; 9

3; 40

4; 8

2; 147

3; 171

4; 50

2; 222

3; 112

2; 15

2; 36

2; 909

3; 323

4; 9

2; 146

3; 24

2; 126

2; 54

2; 222

2; 36

2; 42

13

14

2;1196

2;1638

2;1898

2;2132

2;2006

2;1458

2; 522

2;5444

3; 278

2;1534

3; 69

2;1095

3; 246

2; 622

2;1222

2;1404

2;1768

2;2158

2;2032

2;702

2; 522

2;5427

3; 288

2;1417

3; 136

2;2546

3; 896

2;1625

3; 203

2; 544

2;132

2;4407
2; 533

2; 885

3; 62

2; 104

3;1755

2; 107
4; 315

3; 121

4; 45

2; 12

3; 6

2; 58

3; 27

2; 50
4; 1

3; 45

2; 389
4; 9

3; 139

4; 4

2; 79

3; 12

2; 203

3; 54

2; 951

3; 232

4; 9

2; 616

3; 96

2; 348

2; 429

2; 921

2; 332

2; 116

3;1650

3; 144

2; 34
4; 32

3; 28

2; 25
4; 4

3; 22

4; 6

2; 22

3; 12

2; 41

3; 27

2; 220

3; 85

2; 41

3; 4

2; 46

3; 16

2; 324

3; 54

2; 201

3; 32

2; 117

2; 120

2; 153

2; 100

2; 39

15

2; 455

2; 455

2; 650

2; 715

2; 758

2;405

2; 105

2;2127

2; 130

2;2477

3; 296

2; 705

3; 260

2; 250

2; 530

2; 134

3; 117

2; 730

3; 907

4;242

2; 39

3; 28

4; 5

2; 41

3; 27

2; 150

3; 108

2; 101
4; 16

3; 101

4; 21

2; 124

3; 44

2; 156

3; 55

2; 188

3; 88

2; 245

3; 44

2; 291

3; 77

2; 306

2; 306

2; 498

2; 204

2; 154

16

2; 675

2; 805

2; 668

2; 743

2;1075

3; 88

2; 355

3; 160

2; 185

3; 30

2; 360

3; 88

2; 235

3; 54

2; 64

3; 44

2; 79

3; 70

2;447

3; 558

2;1110
4;144

3;1576

4; 492

2; 605

3; 520

2; 745

3;1104

2; 621
4; 198

3; 707

2; 648
4; 148

3; 882

4; 148

2; 469

3; 922

5; 160,4; 672

2; 57

3; 42

2; 588

3; 644

2; 864
4; 130

3; 994

2;1661
4; 130

3;2387

2;1665
4; 946

3;2591

4; 368

2;1104

2;1104

2;2241

2; 1000

2; 747

17

2; 351

2; 546

2; 624

2; 715

2;1313

3; 24

2; 273

2; 400

3; 16

2;2132

3; 372

2; 584

2; 527

3; 430

2; 456

3; 92

2; 251

3; 44

2; 464

3; 562

4; 168

2; 47

3; 30

2; 27

3; 8

2; 43

3; 12

2; 108

3; 20

2; 125

3; 50

2; 958

3; 372

2; 611
4; 18

3; 207

4; 9

2; 258

3; 48

2;1208

3; 660

2;1918
4; 36

3; 900

4; 27

2;1599

2;1599

2;2499

2;1066

2; 862

18

19

20

2; 294

2; 62

2; 70

2; 92

2; 102

2; 116

3; 8

2; 48

3; 16

2; 31

3; 4

2; 404

3; 450

2; 696

2; 4

2; 28

2; 16

2; 20

2; 19

3; 8

2; 387

3; 507

4; 140

2; 8

3; 6

2; 40

3; 56

4; 20

2; 20

2; 335

2;2716

2;1552

2;1940

2;1645

3; 384

2;2967

3;2144

2; 693

3; 288

2; 58

3; 18

2; 76

3; 18

3; 342
2;2854

3; 15

3;3051

3; 460

2; 540
4; 54

2; 745
4; 531

2; 849
4; 81

3; 321

4; 27

2; 179

3; 110

2; 41

3; 28

2; 548

3; 100

2;1146

3; 256

2; 258

3; 24

2; 803

3; 148

2; 558

3; 124

2; 154

3; 14

2; 657

3; 116

2; 994

3; 184

2; 246

3; 84

2; 715

3; 188

2; 236

2; 354

2; 66

2; 236

2; 20

3; 522

2; 229

3; 198

2; 224

3; 175

4; 22

2; 183

3; 154

2; 182

2; 598

3; 44

2; 266

2; 686

2; 756

2;1495

3; 517

2;1751

3; 330

2;1591

3; 352

2;2526

3; 924

2;4234

3;1452

2;3612

2;3612

2;4617

2;2408

2;1539

3; 968

4; 275

2; 15

2; 200

3; 172

2; 70

2; 140

2; 133

2; 343

2; 378

2; 648

3; 188

2; 703

3; 108

2;1032

3; 156

2;1932

3; 732

2;1838

3; 528

2;2106

2;2106

2;2727

2;1404

2; 909

21

2; 64

2; 448

2; 256

2; 710

2; 278

3; 52

2; 30

3; 12

2; 243

3; 99

2; 118

3; 52

2; 20

2; 43

3; 30

2; 198

3; 90

2; 168

2; 20

2; 884

3; 40

2; 431

3; 8

2; 74

2; 414

2; 656

2; 126

2; 676

2; 866

2; 444

2;1222

2; 428

2; 642

2; 33

2; 428

2; 11

22

2; 4

2; 28

2; 16

2; 25

2; 19

3; 8

2; 75

3; 65

2; 7

3; 4

2; 18

2; 177

3; 36

2; 80

3; 93

4; 30

2; 118

3; 72

2; 516

3; 60

2; 278

3; 56

2; 809

3; 30

2;1292

3; 24

2;1369

3; 18

2;8341

3; 438

2;9188

3; 858

2;1974

3; 180

2;3696

3; 252

2;4785

3; 384

2;3846

3; 336

2;8388

3; 704

2;3732

2;5598

2;3969

2;3732

2;1323

23

2; 16

3; 8

2; 16

2; 184

3; 60

2; 69

3; 51

2; 38

3; 4

2; 90

2; 269

3; 42

2; 273

2; 580

2; 551

2;1421

2;1566

2;2176

3; 141

2;2568

3; 90

2;3373

3; 117

2;2094

3; 252

2;6261

3; 396

2;5337

2;5337

2;3828

2;2028

2;1276

24

25

2;7179

2;6508

2;2988

26

2;10635

2;5660

2;3545

27

2;8508

2;4528

2;2836

28

3; 528

2; 32

3; 16

2; 146

3; 101

4; 9

2; 38

2;1611

3; 864

2; 601

3; 738

4; 200

2; 62

3; 16

2; 117

2; 969

3; 416

2; 810

2; 780

2;1539

2;3969

2;4374

2;8507

3; 752

2;8657

3; 432

2;11173

3; 528

2;9827

3;1952

2; 57

3; 60

4; 18

2; 27

3; 16

2; 39

3; 16

2; 38

2; 447

3; 80

2; 146

3; 56

2; 71

3; 4

2; 189

2; 741

3; 56

2; 754

2;1160

2;1102

2;2842

2;3132

2;6073

3; 188

2;7163

3; 120

2;9393

3; 156

2;4950

3; 336

2;17654 2;17480

3;2112

2;8832

2;23268

2; 52

3; 36

2; 61

3; 24

2; 40

2; 55

2; 50

2; 520

2; 195

2; 80

2; 195

2; 545

2; 650

2;1300

2;1235

2;3185

2;3510

2;6770

2;6915

2;10480

2; 5850

2; 16

2; 7

2; 2

3; 8

2; 26

3; 17

4; 3

2; 75

3; 24

2; 56

2; 56

2; 56

2; 728

2; 273

2; 112

2; 234

2;1155

2; 910

2;1560

2;1729

2;3822

2;4914

2;9478

2;9681

2;14672

2;8190

3; 2

2; 13

3; 3

2; 34

3; 8

2; 32

2; 32

2; 32

2; 416

2; 156

2; 64

2; 156

2; 436

2; 520

2; 572

2;988

2;2548

2;2808

2;5416

2;5532

2;7140

2;4680

2;19480 2;15584 2;27272

2;10989 2;14928 2;11040

29

2;1472

2; 709

2; 2

2; 5

2; 3

2; 3

2; 12

2; 5

2; 8

2; 8

2; 61

2; 39

2; 16

2; 39

2; 165

2; 130

2; 260

2; 247

2; 637

2; 702

2;1354

2;1383

2;2096

2;1518

2;3896

2;3324

2;3324

2;11886 2; 1698

2;7924

2;4963

2;15234 2;14928 2;16620 2;13296 2;23268

2;13761

2;7326

2;4587

付録 C 県間の非交差経路表

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

モンテネグロ

ボスニア

クロアチア

スロベニア

イタリア

ドイツ

オーストリア

スイス

オランダ

ベルギー

ルクセンブルク

フランス

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

スウェーデン

15

アルバニア

15

フィンランド

14

20

14

リトアニア

13

19

13

ラトビア

12

ギリシャ

12

エストニア

11

19

11

ブルガリア

10

18

10

ハンガリー

9

北マケドニア

9

ルーマニア

8

18

8

モルドバ

7

17

7

チェコ

6

セルビア

5

6

スロバキア

5

17

4

ポーランド

4

16

3

ウクライナ

3

ノルウェー

2

ベラルーシ

2

16

1

本数; 組数

ロシア

1

2;1385

2;5139

77

3;2630

2;3166

3;3744

2;4850

2;2526

2;13858

2;6450

2;1790

3;6498

3; 420

2;2007

3; 560

2;3338

3;5670

2; 248

2;1353

2; 846

4;6916

2; 370

2;4739

5;1482

2;2978

2;16782

3;40958

2;2731

2;1782

3; 50

2; 270

3; 900

2;5493

2; 150

2;2985

2;2295

2;1223

3;2324

3; 840

2;2440

2;1134

2;2343

3;3918

4;1989

2;1401

3; 600

2; 1470

2;1194

2; 743

2;1914

3;1330

2; 49

3; 31

2; 59
4; 6

2;1006

5;286

3; 908

2;1832

3;3613

4;1032

2;14808

4; 8

3; 46

4; 180

2; 492

3;6277

2;1066

5;440

4;2988

3; 608

2; 430

3; 312

2;1122

3; 376

2; 84

2; 21

2; 50

3; 8

2;1412

3; 24

2;1412

3; 48

2; 23

3; 9

2; 8

2; 288

2; 291

2; 794

3; 316

2; 538

3; 88

2; 242

2; 26

3; 8

2; 308

2; 700

2; 71

3; 45

2; 86

3; 59

2; 382
4; 11

3; 213

4; 27

2;1602

5;2496

3;46252

4;17211

3; 92

2; 360

3; 828

2; 781

3; 660

4; 56

2;1370

3; 248

2; 480

3; 56

2; 884

6

3; 92

2; 212

3;2160

2; 930

3; 560

4;35486

2;16944

3;28248

2;1082

2; 432

3; 228

3; 8

2; 930

2;2266

3; 60

3; 76

3; 32

3; 60

3; 68

2;1980

2;1982

3; 48

2;2728

2;2709

3; 136

3; 48

3; 60

2; 112

3; 408

2; 54

2; 151

2; 316

2; 373

3; 65

2; 230

3; 29

2; 161

2;4012

2;1328

3; 260

2;1200

3; 30

2;2025

2; 36

2; 140

2; 28

2; 146

2; 90

2; 261

2; 56

3; 18

2; 55

2; 52

2; 358

2; 235

3; 187

2; 296

2; 509

2; 48

3; 36

4; 2

2; 62

3; 44

2; 318

2;2667

2; 62

2; 741

3; 21

3; 275

2; 201

3; 28

3; 33

3; 247

5

2; 74

3; 100

3; 30

2; 146

2; 180

2; 66

2; 70

2; 375

2; 146

3; 73

2; 312

3; 104

2; 166

2; 78

2; 530

2; 334

3; 83

3; 318

3; 168

2; 9

3; 6

2; 4

2; 8

3;1981

3;8399

2;2457

2; 484

4; 320

4;3354

3; 465

2;3966

2; 236

3;1828

3; 118

3; 54

3; 236

4; 1

2;1675

2;3619

2; 228

2;282
4; 382

3; 241

3;1469

4; 760

3;4283

2;3259

3;5321

4; 32

2;623

3; 794

2;3506

2;2856

2;1516

2; 42

3; 528

3; 528

4; 48

3; 263

2; 383
5;22, 4;303

2; 3

2;2638

2;1594

5;228,4;2448

2;1565

4;2570,3;4450

6;52,5;943

2; 29

3; 18

2; 104

3; 630

2; 663

3; 348

4; 11

2; 714

3; 537

2; 8

4

3; 96

2; 218

3

3; 4

2; 15

2

3; 4

3; 774

2; 337

3; 22

2; 39

3; 18

2; 250
4; 2

3; 169

4; 2

1

7

2;2889

2;1818

2;1818

2;1884

2;1947

2;5803

2;2814

2;3141

2;4826

2; 230

2; 135

2; 9

2; 123

2; 60

2; 369

2; 159

2;1346

2;1100

2; 288

2; 3

2; 154

2; 1

2; 130

2; 72

2; 186

2; 1

2; 136

×

8

2;12026

3;2660

2; 6492

2;6492

2;2164

2;4751

3;2744

2;9361

3;10436

2;1302

2;3141

3;3168

2;8930

3;9102

2;134

3;106

4; 14

2; 205

3; 40

2; 28

3; 6

2; 203

3; 254

4; 72

2; 334

2;1440

2;2425

2;2688

2;6347

3; 198

2;4755

2; 9

2;1214

3;1312

4; 16

2; 3

2; 260

2; 90

2; 2132

3; 720

2; 5

3; 2

2;1022

×

9

2;2111

3;1140

2;1362

2;1296

2;1475

2;1513

3;1596

2;4712
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