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あらまし 本研究では，有向グラフで表現される半構造データに対して，任意の２ノード間の最短経路の距離を高速

に計算できる規模耐性の高い索引構造を提案する．本研究で提案する手法は，任意の 2ノード間の到達可能性を判定

できる R2Hopラベルによる手法を改良したものである．有向グラフにおける最短距離の解法の例としては，ノード

間の距離計算の結果をあらかじめ隣接行列に格納しておく方法がある．しかしながら，この方法では時間計算量と領

域計算量の両方のコストが高く，大規模なグラフ構造に適用する事は困難である．そこで本研究では，一般の有向グ

ラフに適用可能な距離計算のための索引構造を提案し，その有効性を実験により検証する．特に，XMLデータにおい

て，前処理に必要な主記憶量，計算時間および索引サイズを示す．
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Abstract We propose an efficient algorithm which reports the length of a shortest path between any two nodes

of a directed graph in constant time. Our indexing technique is an extension of the labeling method for fast reach-

ability test on DAGs, called R2HOP. In usual method, we can obtain the constant time response for any query in

this problem by using an adjacent matrix for the graph. However, this method requires huge memory space and

it is difficult to apply it to lage database. So we introduce more practical method for the shortest path problem,

implement it, and evaluated the efficency of preprocessing time/space and the size of the index by experiments.
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1. は じ め に

本研究では，有向グラフのラベル付けを応用した任意の 2

ノード間の最短距離を高速に計算する索引付けを提案する．

XMLデータは，リンク構造をグラフの有向辺と見なすことで

順序木や有向グラフと同等である．そこで，半構造データ上の

問い合わせ言語において任意のノード間の先祖子孫関係を高速

に判定する技術が提案されている．本研究では，そのようなラ

ベル付けを拡張し，比較的大規模なデータに対して，ノード間

の距離すなわち最短の経路長を実用的な時間で計算できる手法

を提案する．そこでまず，これまでに提案されている，本研究

と関連が深いグラフ構造に対するラベル付けの研究をまとめる．

1. 1 最短経路問題

グラフにおける最短経路問題は，グラフ G が与えられたと

き，ノード u, v の条件によって次のように分類される．

（ 1） 単一始点最短経路：固定された v からの最短経路

（ 2） 単一点対間最短経路：固定された (u, v)間の最短経路

（ 3） 全点対間最短経路：すべての (u, v)間の最短経路

ここではじめの二つの問題に本質的な違いはない．本研究で

取り扱うのは最後の問題であり，1質問あたり定数時間で答え

を得る手法として，あらかじめすべての組み合わせに対して値

を計算して表の形式で保存しておくダイクストラ法を応用した

ものが提案されている [6]．

ところがこれらの手法は，ダイクストラ法を素朴に実行した



場合は O(n2m)時間かかり，巧妙なデータ構造で改善した場合

でも O(n2 log n + nm)時間かかる．また，表の形式で値を保

存するため，領域は常に Ω(n2)である．ここで，nはグラフの

ノード数であり m は辺数を表す．そこで本研究では，要求さ

れた距離を定数時間で得ることをあきらめる代わりに，より大

規模なグラフに対しても実行可能な効率的な距離計算のための

手法を提案する．

1. 2 グラフのラベル付け

木構造データ上の先祖子孫関係は，範囲ラベルと呼ばれる索

引構造で高速に判定できる．範囲ラベルは，データとなる順序

木の各ノードに前置順と後置順の順位の組を設定したものであ

る．このとき，2つのラベル (x, y), (u, v)に対して，x < uか

つ y > v であることと (x, y)が (u, v)の先祖であることは等し

く，(x, y)は (u, v)を包含するという．このような範囲ラベル

を前処理として計算することで，任意のノード間の先祖子孫関

係を定数時間で判定できる．

これまでに，範囲ラベルを利用した様々なアルゴリズムが提

案されている [2], [8], [9]．一方，一般の XML データを記述す

るためには，順序木よりも広いクラスである非巡回グラフのク

ラスまで拡張する必要がある．しかし，一般の有向グラフには

単純な範囲ラベルが存在しない [12]．

そこで一般の有向グラフに対しても様々な工夫が提案されて

いる．非巡回グラフの範囲ラベル付けとして [3]がある．この

手法では，グラフの全域木に対して範囲ラベルを計算し，その

すべての葉から根に向かってすべての辺を辿ることで範囲ラベ

ルの伝播を行う．このとき，あるノード uのすべての範囲ラベ

ルが，ノード v のある範囲ラベルに包含されるときまたそのと

きに限り v から uへ到達可能となる．

範囲ラベルを伝播させるその他の手法として， [17] がある．

これは元のグラフをいくつかの連結成分に分解し，個々の分割

に対してラベル付けを行う手法であり，通常の伝播法と比較し

て効率がよいことが示されいる．

範囲ラベルは主として木構造やそれに近いグラフに対して有

効な手法であるが，一般の有向グラフに対する到達可能性を判

定する手法として，2Hopラベル法が提案されている [7]．この

手法では，各頂点 vは 2つのラベルの集合 vin, vout を持ち，こ

れらを v の 2Hopラベルと呼ぶ．ここで，vin は v に到達可能

なあるノードの集合であり，vout は v から到達可能なあるノー

ドの集合である．

ここで，uから v へ到達可能であることと uout ∩ vin |= ∅が
等価となるような小さな uout, vin を計算したい．この問題は

NP-困難であるが， [7] では，この問題を近似的に解くアルゴ

リズムが提案されており，最適解に対して O(log n) 倍以内の

2Hopラベルが得られることが保証されている．

[14]は，この手法を改良し，ファイルを分割することで，大

規模なデータに対する実装が可能な HOPIアルゴリズムを提案

している．判定時間はラベル数に比例するが，各ノードの平均

ラベル数はそれほど大きくならないことが実験によって示され

ている．[13]では，さらなる大規模化を行うための手法として，

範囲ラベルと 2Hopラベルを組み合わせた R2Hop法を提案し，

実験によってその効果を確かめている．

1. 3 提 案 手 法

本研究では，有向グラフ上の全点対間最短経路問題にグラフ

のラベル付けのための手法を応用し，距離計算を高速かつ省ス

ペースで実現する索引付けを提案する．特に，疎なグラフに対

してはほぼグラフのサイズ (辺数)に比例する時間で索引付けを

実行できる．特に本提案手法では，O(n2)サイズの領域が必要

ないため比較的大規模な時間と領域で索引を構築可能である．

本研究で提案する手法は，範囲ラベルと 2Hopラベルを組み

合わせた R2Hopを応用した手法である．まず，与えられた有

向グラフ Gに対して，深さ優先探索などの標準的な手法で G

の全域木を求めて，その全域木に対する範囲ラベルを計算する．

このとき，範囲ラベルとして木の深さも持たせることで，木の

先祖子孫間の距離が計算できる．そして，範囲ラベルで判定で

きないが互いに到達可能な関係にあるノードに対して 2Hopラ

ベルを計算し，そのラベルにも距離を持たせる．ただし，到達

可能性の判定では，ある二つのノードが共通のラベルを持つだ

けでそれが判定できたのに対して，最短経路問題では，ノード

ラベルとして常に最短の距離を与えるものを保証しなければな

らない．そこで，ダイクストラ法を部分的に適用することでこ

の問題を解決する．本研究の索引付けは，大規模な表を必要と

しないため，実データにおいては主記憶量，前処理時間および

判定時間に対する効率がよいことが実験によって示される．

本論文の構成は以下のようになっている．2節では基本的概

念をまとめる．3節では，本研究で提案するアルゴリズムとそ

の正当性を示す．4節では，本手法を実装し，前処理時間と判

定時間についてその有効性を示す．5節では，本研究の成果と

今後の課題をまとめる．

2. 準 備

本研究では，有向グラフ全体を対象としている．有向グラ

フ Gに対するある全域木 T を求めたとき，G ∩ T の辺を T に

よって定まる Gの実辺，それ以外の G − T の辺を参照辺と定

義する．

2. 1 範囲ラベル

有向グラフ G が木構造であるとき，各ノードに対して前置

順と後置順による順位付けを考える．あるノード v の前置順お

よび後置順による順位をそれぞれ pre(v), post(v) とする．この

とき，整数の組 (pre(v), post(v))は，以下の性質を満たす．

木の任意のノード u, v に対して，pre(u) < pre(v) かつ

post(u) > post(v) であるときまたそのときに限り u は v の

先祖である．また (pre(u), post(u))は (pre(v), post(v))を包含

するという．

このような性質を満たすラベルを範囲ラベルと呼ぶ．この範

囲ラベルを使う事で実辺上の先祖子孫関係かどうかを判定でき

るが，参照辺を介した先祖子孫関係については判定できない．

2. 2 2Hopラベル

一般には，有向グラフに対する無矛盾な範囲ラベルは存在し

ないため，有向グラフの到達可能性の判定には別の手法が必要

である [12]．そこで，この範囲ラベルに加え，次のように 2Hop



ラベルをつける．2Hopラベルとは一般の有向グラフに対する

到達可能性を判定する手法である．

有向グラフ G = (E, V )の各ノード v ∈ V に対して，ラベル

の集合 vin, vout⊂=V を決めたとき，L(G) ={(uin, uout)|u ∈ V }
を Gの 2Hopラベルという．このとき，任意の u, v ∈ V に対

して，uから vへ到達可能⇔ uout ∩ vin |= ∅であるなら，その
ような L(G)を Gの 2Hopカバーという．

以降では，2Hopカバーの条件を満たす L(G)のことを単に

ラベルと呼ぶことにする．任意の連結な有向グラフに対して，

2Hopラベルが存在することはあきらかである．なぜならば任

意の v ∈ V に対して，vin を v に到達可能なすべてのノードか

らなる集合とし，vout を vから到達可能なすべてのノードから

なる集合とすればそのラベルは常に 2Hopカバーの条件を満足

するからである．2Hopラベルの利点は，各ノードのラベルを

適当に間引いても到達可能性が判定できることである．これは，

uから v へ辿る途中のノードのうち少なくとも 1つを uout と

vin が共通に持っていればよいことを表している．各ノードが

なるべく小さい数のラベルを持つような，到達可能性を判定す

るための索引として都合がよい．

しかし，与えられた有向グラフに対して，最小の 2Hopラベ

ルを計算する問題は NP困難である．

2. 3 R2Hopラベル

本研究で提案する DR2Hop は R2Hop [13] を基礎にしてい

る．この R2Hopは，範囲ラベルと 2Hopラベルの 2種類のラ

ベルを組み合わせている．R2Hopは，有向グラフ G = (V, E)

を強連結成分分解した非巡回グラフ G′ に対し，深さ優先探索

で全域木 T を計算し，T に範囲ラベルを設定する．G′ = T な

らば牽引付けはここで終了する．G′ |=T の場合は，2Hopラベ

ルを計算する．この時，実辺上の先祖子孫関係は範囲ラベルで

対応出来るので，各ノードの v の 2Hopラベルは被参照ノード

のみを持つだけでよい．これにより，ラベルのサイズも抑えら

れている．直感的には，vin は v の実辺パス上の先祖の被参照

ノードの集合を表し，vout は vの子孫の被参照ノードの集合を

表す．ところが本研究で取り扱う最短経路問題では，単純にグ

ラフの強連結成分分解を行うことができない．同一の成分内の

ノードでも一般には距離が異なるからである．そこで本手法で

は，R2Hop ラベルをつける際に行われた強連結成分分解をせ

ずに vin と vout の構築を行うため，全体の 2Hop ラベル数は

増加する事が予想される．この増加量がどの程度であるかは，

R2Hopとの比較実験で確認する．

3. 提 案 手 法

3. 1 DR2Hopのラベル構築アルゴリズム

本研究で提案する，最短距離計算は，グラフの全域木 T の各

ノード v に深さ情報を持たせる事と vout 内の各ラベル uに，v

から uまでの最短距離 iを付加させる事により実現される．こ

の最短距離計算に必要な vout のラベル構築アルゴリズムと最短

距離の計算アルゴリズムを示していく．なお，vin 構築は，[13]

の vin 構築アルゴリズムと同じものを用いる．図 1 に vout 構

築アルゴリズム，図 2にその動作例を示す．本手法で構築する

アルゴリズム DRVOUT (G)

入力：連結な巡回有向グラフ G = (V, E) の全域木 T

出力：任意の v ∈ V に対するラベル vout

(1) T を v から深さ優先探索する

(1-1) v が被参照ノードなら，v から先祖へ幅優先探索する

(u: この探索でのカレントノード)

(i: v から u までの探索距離)

u が以下の (a),(b),(c) すべてを満たすならば

uout ← uout + {(v : i)}
(a) uout が v を含まない

(b) v の先祖かつ，u から v の実辺距離が k > i

(c) u |= v

(1-2) v からの深さ優先探索に戻る

(2) vout を出力．

図 1 vout 構築アルゴリズム

vout のラベルの集合は，v の子孫の全ての被参照ノード (実辺

パスのみで辿れる，かつ，実辺パスの方が距離が短いノードは

除く)の集合である事を意味している．本手法では，グラフ内

の各被参照ノードを始点に幅優先探索によりラベルと距離を付

けしているので，ラベル内の距離情報は最短距離の値である事

がいえる．nはノード数，ℓは被参照ノードの数，mは辺の数

とした時，本手法では，1ノードあたりの vout の最大ラベル数

は ℓであり，ラベル付けは各被参照ノードごとにグラフの辺を

巡回しながら追加していくので，vout 構築にかかる時間計算量

と領域計算量はそれぞれ O(ℓ|m|)と O(ℓn)である．
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図 2 DRVOUT (G)の動作例：実辺は実線で参照辺は破線であ

る．点線矢印は，幅優先探索の様子を表している．被参

照ノードである 4 を始点とし，幅優先探索をする．この

探索が終わった後は，7を始点にした幅優先探索のラベル

付けも行われる。

3. 2 最短距離計算方法

次に，距離計算についての説明とその計算アルゴリズムを提



案する．任意のノード v，uが実辺上で先祖子孫関係の場合，こ

の実辺パスの距離を計算は，それぞれの木における深さを用い

る．そして，この 2 つの深さの差をそのまま距離とみなせる．

任意のノード v，uが参照辺を通り到達可能な場合は，距離情報

付きの 2Hopラベルで距離計算を行う．vin ∩ uout = {(w : i)}
の場合，これは uから距離 i先にある w を経由して v に到達

可能であることを示している．

(1) uから w までの最短距離が iであることは，vout の構築ア

ルゴリズムで保証されている．

(2) vin とは，直感的に v の実先祖中の被参照ノードの集合で

あるので，wと v は実辺上の先祖子孫関係であり，深さの差で

距離を計算する事ができる．

よって，uから v までの距離は，(1)+(2)により計算可能とな

る．深さの差と距離情報付き 2Hopラベルでの距離計算の例を

図 3で示す．また，任意の 2ノード間の最短距離計算アルゴリ
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図 3 ２ノード間の距離の計算例：実辺は実線で参照辺は破線

である．太線は，経路を表している．左図は実辺パスの

距離計算の例である．ノード 2 と 8 の距離は，2 の「深

さ 1」と 8 の「深さ 5」の差の 4 である．右図は参照辺

を通るパスの距離計算であるの例である．ノード 9 と 8

の距離は，9 の vout の情報より 6 までの距離 2 と 6 と

8 の「深さの差 5-3=2」の和 4 である．

ズムを図 4で示す．この計算アルゴリズムは，初め範囲ラベル

で到達可能かどうかを判定し，到達可能であれば深さの差より

距離を計算する．次に，参照辺を通ったパスで到達可能である

かどうかを 2Hop ラベルを用いて判定し，到達可能であれば，

その最短距離を計算する．最後に前者と後者の値を比較して距

離の短い方を 2ノード間の距離とする．実辺のみパスの距離と

参照辺を通るパスの距離の全てを比較して一番短い距離を計算

しているので，ここで得られた距離は最短距離であるといえる．

3. 3 最短距離の保証

この DR2Hopラベルをつけることで計算した距離が最短で

ある事を示す．DR2Hopラベルはグラフ Gにおける各被参照

ノードを参照辺を介した先祖の vout と実子孫の vin に伝播さ

せている．ノード v の持つ vin 内のラベル uは，v と実辺のみ

でたどることを示し，v − u間の実辺経路の距離は深さの差で

計算できる．そして，vout 内のラベル u′ と対になっている距

離の値は，アルゴリズム DRVOUT (G)より v − u′ 間の最短距

離を保証している．ノード v の持つ vout は，v から参照辺を

アルゴリズム distance(v, u)

入力：連結な有向グラフ G = (V, E)

前処理：G の全域木 T，T に対する範囲ラベル，

　　　　深さ情報の記憶．vin と vout のラベル付け．

出力：v，u の最短距離

(1) 範囲ラベルによる判定．

(1-1) 先祖子孫関係を満たす場合，距離計算．

(2) 2Hop ラベルによる判定．

(2-1) 到達可能性のある場合，

　　　その距離を計算．他の経路にて到達可能性が

　　　ある場合，全てにおいて距離計算し，

　　　最後に最小値を求める．

(3) (1)(2) のから計算された値を比較，

　　　小さい方を v，u 間の距離とみなし，出力．

(1)(2) で到達不可能と判定された場合，

　　　到達不可能であると出力．

図 4 有向グラフ上の距離計算アルゴリズム

介し到達可能な被参照ノードのラベルを全てを持っていると言

える (ただし，実辺のみでも到達可能でかつ，実辺のみの経路

の距離が短い場合は除く)．このラベルの特徴を踏まえた上で

計算した距離が最短である事を示す．２ノード間 v, uの最短距

離をアルゴリズム disutance(v, u) で計算する．この時，計算

した距離が最短でないと仮定する．最短でない場合とは，求め

た経路 A以外の経路 B で最短にたどり着くことが出来るとい

う事である．この時，距離計算のアルゴリズム distance(v, u)

では，実辺のみで構成される経路の距離を比較して解を導いて

いるので，B が実辺のみの経路でない事はあきらかである．つ

まり，Bは参照辺を通る経路という事になる．参照辺を通る経

路は必ず被参照ノード wを経由するので v の vout には wが含

まれる．しかし，他の参照辺を通る経路の距離はアルゴリズム

distance(v, u) の (2-1)で比較しているので，w を経由した経

路 Bが最短距離になるという事はありえない．よって矛盾が生

じる．したがって，求めた A の距離が 2 点間の最短距離であ

る．図 5によってこの証明の概略を示す．

4. 実 験

本研究で提案する手法の有効性を実験によって確認する．使用

したデータは，XMark [15]によって生成した 3つの XMLデー

タ (503KB,1026KB,3044KB) である．実験環境は，Celeron

3.2GHz，992MBメモリ上のWindowsXPであり，参照辺を含

む XML の DOM 木を C++による双方向リストで実装した．

実験は，本手法における前処理時間および最短距離を判定する

時間を測定した．また，HOPI [14]，強連結成分分解によって巡

回を無くしたグラフに対する R2Hopラベル付け手法 [13]（以

下 (scc)R2Hop），巡回を含んだまま R2Hopラベル付けする手

法の 3手法を実装し，前処理時間や平均ラベル数などの比較を

行った．ただし，この 3手法は到達可能性を判定できる距離計

算はできない．
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図 5 最短距離の保証：この図で記してる経路の距離は，確実に

計算できる．もし，図に記してある経路以外に参照ノー

ド w を経由する経路があった場合は，u と v の vout と

vin に w が伝播されていないといけないが，アルゴリズ

ム DRVOUT (G) より，その事態が起きない事が分かる．

表 1 データの概略と各手法のノードサイズ比較

サイズ ノード数 被参照 手法 平均 最大

(KB) ノード数 ラベル数 ラベル数

[14] 4.87 469

503 7526 267 [13] 1.68 116

(3.6%) R2Hop 20.81 263

提案手法 20.81 263

[14] 4.78 723

1026 14974 525 [13] 1.65 217

(3.5%) R2Hop 44.05 521

提案手法 44.05 521

[14] 4.57 1811

3044 44170 1546 [13] 1.67 699

(3.5%) R2Hop 148.68 1543

提案手法 148.68 1543

表 1に，使用した XMLデータの基本的な情報と，提案手法

で得られた 2Hopラベルのサイズを他の 3手法のものと比較し

た結果を示す．ノード数とは，XMark を巡回グラフで表した

ときのノード数を表す．XMark では，全体のノードのおよそ

3.5%が被参照ノード (すなわち 2つ以上の親を持つノード)で

ある．

平均ラベル数は 1 ノードあたりの 2Hop ラベルの個数を表

す．提案手法は HOPIと (scc)R2Hopにはラベル数で劣ってい

る．しかし XMLデータをそのまま表現したグラフに対しての

R2Hop と比べると，ラベル数は変わらないにも関わらず最短

距離計算の機能を追加できている．この要因のひとつとして，

XMarkにおいては，あるノード Aからあるノード Bへと参照

辺を通過して到達する経路があったとき，Aが Bの実祖先であ

る可能性が極めて低いことが挙げられる．オーダ表記では差が

見えなくとも，平均ラベル数・最大ラベル数は判定時間と強い

相関関係があるので，実際のラベル数の差が判定時間の差とな

ると考えられ，後で示す測定結果からもそれが正しいことが分

かる．巡回を含むグラフに対する R2Hopと提案手法のラベル

数の増加が大きいのは，データサイズの増加に伴って大きくな

る巡回経路上のノードがすべて等しく vout のラベルを持つた

前処理時間の比較
543446 20686719331 3056166431618437 313702441596100100010000100000

503KB 1026KB 3044KB[ミリ秒] HOPI(scc)R2HopR2HopDR2Hop
図 6 100 万回の判定の実行時間100万回の判定の実行時間

1.401.411.36 1.611.511.36
57.1311.395.49 67.4215.276.301.0010.00100.00

503KB 1026KB 3044KB[秒] HOPI(scc)R2HopR2HopDR2Hop
図 7 前処理時間の比較

めである．

最後に，提案手法と他 3手法における前処理時間と，判定時

間の比較結果を示す．図 6は，ランダムに生成した 100万組の

ノードに対する到達可能性判定 (提案手法については最短経路

判定)時間を測定した結果である．ラベル数に違いがないが，実

行時間で提案手法の方が R2Hopよりもわずかに時間が掛かっ

ているのは，R2Hopが 2ノード間に到達可能な経路を発見し

た時点で処理を終えて良いのに対し、提案手法は最も距離数の

少ない経路を探すために最後のラベルまで追っているためと考

えられる．

図 7は提案手法と他 3手法の前処理時間の比較結果である．提

案手法の前処理時間は，503KBおよび 1026KBのとき R2Hop

の 2倍以内，3MBのとき HOPIおよび R2Hopの時間の 2倍

以内に収まっている．この結果より，本研究で提案するR2Hop

に距離情報を持たせたラベル付け手法は，2点間の最短距離を

計算できない従来の手法に比べて妥当な速度で構築することが

結論できる．

5. まとめと今後の課題

本研究では，比較的大規模で疎なグラフ構造を持つ XML

データに対して，2点間の最短距離を計算するアルゴリズムを

提案し，実験によってその効果を検証した．実験では，HOPI

と本手法の基礎となる (scc)R2Hop と巡回を含むグラフへの

R2Hop とを比較した．本手法では，強連結成分分解をしない

場合，ラベル数や判定時間が増加したが，妥当な計算時間で最

短距離に対するラベル付けが可能であることが確認された．

R2Hop は，２点間の到達可能性を高速に判定出来るので，



XML データに対する問い合わせ処理の高速化に適していた．

それに対し，DR2Hopは，R2Hopに類似しているが，到達距

離まで考慮しているので，グラフ構造に対するノード間の位置

関係を把握でき，密な部分構造を発見するのに適していると考

えられる．今後は，本手法を応用したパターン発見を提案する

ことが課題である．従来のパターン発見では，パターンの厳密

な出現を検出するために，部分グラフ同型問題を解く必要があ

り，大規模グラフからの発見は困難である．そこで，本手法に

よって，密な部分構造を発見することが出来ればパターン発見

のための計算コストを大幅に削減できると期待できる．
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