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グラフ索引のための Interlace定理によるグラフの包含関係を考慮した
データ構造の提案
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あらまし グラフは近年ますます重要なデータモデルになってきており，化合物データベースや XMLなど様々な分

野で利用されている．グラフデータベースと問い合わせが与えられたとき，問い合わせを含むグラフをデータベース

から効率的に検索することが求められている．部分グラフ同型判定問題は NP完全であるので，問い合わせを含まな

いグラフを除去するためのインデクスが提案されてきた．頻出部分グラフを用いたインデクス手法としては，gIndex

や FG-Indexなどの手法が提案されてきた．これらのインデクスは頂点数や枝数が多くなると頻出部分グラフを求め

るのに大きなコストが必要となる．本稿では，グラフ索引のための Interlace定理によるグラフの包含関係を考慮した

データ構造とそれを用いたグラフ問い合わせを提案し，実験によってその性能を評価する．
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Abstract Recently, graphs have become increasingly important and used in chemical compounds database and

XML et.al. It is required to retrieve graphs which include a query from database when given a query and graph

database. Subgraph Isomorphism problem is NP-complete. So many graph index methods which eliminate graphs

not including query have been submitted. gIndex and FG-Index, etc. have been proposed as index methods using

frequent subgraphs. In case that the number of vertices or edges is large, these methods require substantial costs for

retrieving frequent subgraphs. In this paper, we submit a data structure considering inclusion relations of graphs

based on the Interlace Theorem. We also perform some experiments in order to evaluate our proposition.
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1. は じ め に

近年，グラフは重要なデータモデルとなってきており，コン

ピュータビジョン [1]，類似検索 [2]などの情報学に利用されて

いる．化学，生物分野においても，タンパク質や DNAなどの

データがグラフで表現されている．グラフデータベースから欲

しいグラフを効率よく発見することは重要な問題である. グラ

フデータベースと問い合わせのグラフが与えられたとき，問い

合わせを部分グラフとして含むグラフを発見する問題はグラフ

問い合わせと呼ばれている．しかし，2つのグラフの部分グラ

フ同型判定問題は NP完全であることが知られているため，扱

うグラフのサイズが大きくなるとグラフ問い合わせには膨大な

コストが必要となる．

この問題を効率的に扱うために，GraphGrep [3] や 1-index

[4]，gIndex [5]，FG-Index [6] など様々なグラフインデクスが

提案されてきた．gIndexや FG-Indexの場合，データベース中

の頻出部分グラフを予め求めておく必要がある．扱うグラフの

頂点数や枝数が大きくなると頻出部分グラフの計算には大きな

コストが必要となるため，これらのインデクスはグラフサイズ

が大きい場合には適していない．

我々はグラフを行列で表現することに着目し，行列の固有値

に関する定理である Interlace定理 [7]を用いたグラフ索引の研



究を行っている．Interlace定理の条件式を用いることで，ある

グラフが別のグラフの誘導部分グラフではないことを数値比較

によって判定することができる．このように,グラフ同型判定

問題を数値比較問題に置き換えることで既存の手法では扱うこ

とができないデータについても処理が可能となる．ただし,こ

の判定では誘導部分グラフでないことしか判定できないため,

改めて部分グラフ同型判定を行う必要がある.

我々は以前，Interlace定理と固有値に基づく 2分木を用いた

インデクス [8]，そして多分木を用いたインデクス [9]を提案し

た．2分木を用いたインデクスは各ノードにおいてグラフの固

有値の中央値を求め，その値に従ってグラフを 2分割する．こ

れを木の高さだけ繰り返し，分割されたグラフの部分集合を葉

に格納する．グラフ問い合わせの際，各ノードに格納されてい

る中央値と対応する問い合わせの固有値とを比較しながら木を

探索し，辿り着いた葉に含まれるグラフを候補グラフとする.

これにより，問い合わせを含まないグラフを少ない判定回数で

除去することが可能である．多分木を用いたインデクスはデー

タ構造を 3分木以上に拡張した手法であり，同じ条件であれば

2分木を用いたインデクスよりも多くのグラフを除去すること

が可能である．これらのインデクスは，インデクスによって得

られた候補グラフに対して改めて逐次的に Interlace定理の条

件式を判定する．なぜなら，これらのインデクスは Interlace

定理の条件式の一部しか利用していないため，インデクスの探

索のみではグラフをほとんど除去できない場合が存在するから

である.

そこで，Interlace 定理の条件式の逐次的判定を必要としな

い新たなインデクスのためのデータ構造と，それを用いたイン

デクス手法を提案する．このデータ構造は Interlace定理によ

るグラフの包含関係に基づいてグラフが格納されたノードを連

結する．あるグラフの固有値が別のサイズの小さいグラフの固

有値と Interlace定理の条件式を満たすとき，そのグラフは別

のグラフに interlace されるという．データベース中のグラフ

g と g′ について，g が g′ に interlace されるなら g′ を g の子

ノードとする．この処理をデータベース中のすべてのグラフに

ついて行うことでデータ構造を構築する．問い合わせを用いて

データ構造を探索することで，逐次的に Interlace定理の条件

式を判定するよりも効率的に処理することが可能である．

提案した手法を評価するために，実データである AIDS An-

tiviral Screen データと，人工的に生成したデータを用いて実

験を行う．AIDS Antiviral Screenデータについては，グラフ

インデクス手法である FG-Index との比較を行う．実験の結

果，提案手法は FG-Index に処理時間の面では劣っているが，

FG-Indexが扱うことができないグラフを処理できることを確

認した．提案手法が 2分木や多分木を用いたインデクスよりも

有効であることも確認した．また，提案手法を利用することで，

部分グラフ同型判定の組み合わせ的手法であるVF2 [10]だけを

用いる場合よりも効率的に部分グラフを判定することができた．

本稿の構成は以下のとおりである．2章ではグラフインデク

スや部分グラフ同型判定に関する関連研究について言及する．

3章はグラフ問い合わせ，Interlace定理とグラフの行列表現に

ついて述べる．4章は提案手法であるデータ構造とそれを用い

た問い合わせについて述べる．5章で提案手法の評価を行い，6

章はまとめと今後の課題を述べる．

2. 関 連 研 究

グラフインデクスについては，主にパスを用いたインデクス

と頻出部分グラフを用いたインデクスがある．パスを用いた

インデクスには，GraphGrep [3]や 1-index [4],A(k)-index [11]，

D(k)-index [12]などがある．GraphGrepは頂点のラベルのパ

スを用いてハッシュテーブルを作成し，それを用いることで

グラフインデクスを行う．1-index と A(k)-index はグラフの

bisimilarity を用いてインデクスパスを生成する手法であり，

D(k)-indexはこの 2つのインデクスを改良した手法である．

頻出部分グラフを用いる手法には gIndex [5]，FG-Index [6]

などがある．gIndex は冗長なものを除去した頻出部分グラフ

を用いてインデクスを生成する．インデクスによって問い合わ

せを含む候補グラフを探索し，その後部分グラフ同型判定を行

う．FG-Indexも頻出部分グラフを用いてインデクスを生成す

る手法であるが，問い合わせが頻出部分グラフの集合に含まれ

る場合は部分グラフ同型判定が必要ないという利点がある．

部分グラフ同型判定問題に関する研究として，Ulmann [13]

の手法や VF2 [10]がある．Ullmannの手法は 2つのグラフを

マッチングするために，2つのグラフの各頂点のペアをすべて

ノード化した状態空間木を作成する．その木にバックトラック

を基としたアルゴリズムを適用することで，木の検索する範囲

を減少させることができる．VF2 は 2 つのグラフの枝の間の

マッピングの状態を更新していくことで 2つのグラフの間の同

型写像を作成する．VF2 は Ulmann の手法に比べて，使用す

るメモリ量が少ないという利点を持っている．

3. グラフ問い合わせと Interlace定理

本稿において，議論の対象はラベル付の連結無向グラフと

する．以降，ラベル付の連結無向グラフをグラフと呼ぶことと

する．

グラフ g は g = (V, E, L, l)と定義される．V = {v1, v2, . . .}
は頂点の集合であり，E = {(vi, vj)|vi, vj ∈ V, i |= j}は枝の集
合である．また，Lはラベルの集合であり，l は各頂点，また

は各枝に Lのラベルを割り当てる関数である．

部分グラフ同型を以下のように定義する．

［定義 1］（部分グラフ同型）2つのグラフ g = (V, E, L, l)と

g′ = (V ′, E′, L′, l′) が与えられたとき，g から g′ への部分グ

ラフ同型とは g のすべての枝について (∀(u, v) ∈ E)以下の条

件を満たすような単射写像 f(f : V → V ′) が存在することで

ある．

（ 1） (f(u), f(v)) ∈ E′．

（ 2） l(u) = l′(f(u)), l(v) = l′(f(v)).

（ 3） l(u, v) = l′(f(u), f(v)).

グラフ g からグラフ g′ への部分グラフ同型が存在するなら

ば，gを g′の部分グラフと呼び，g⊂=g′と表現する．さらに，誘

導部分グラフを次のように定義する．



［定義 2］（誘導部分グラフ）2つのグラフ g = (V, E, L, l)と

g′ = (V ′, E′, L′, l′)が与えられたとき，g が g′ の誘導部分グラ

フであるとは以下の条件を満たすことである．

（ 1） g⊂=g′．

（ 2） E = {(f(u), f(v))|(u, v) ∈ E′(u, v ∈ V ′)}.
本稿では，誘導部分グラフではない部分グラフを一般の部分

グラフと呼ぶこととする．

D = {g1, g2, . . . , gn}を n個のグラフから構成されるグラフ

データベースとする．問い合わせグラフ q が与えられたとき，

グラフ問い合わせとは D の中から q が部分グラフであるグラ

フをすべて見つける問題のことである．問い合わせによって得

られる正解のグラフ集合をDq = {g : g ∈ D, q⊂=g}と定義する．
以後，問い合わせグラフのことを問い合わせと呼ぶこととする．

一般的に，グラフ問い合わせは 2つのステップに分割される．

（ 1） Dのグラフデータからインデクスを生成する．本稿で

はグラフを行列で表現しその固有値を計算し，求めた固有値を

用いてインデクスを生成する．

（ 2） 問い合わせ処理を 2段階に分けて行う．(a)問い合わ

せ q とインデクスを用いて，候補グラフの集合 Cq を得る．候

補グラフとは，問い合わせを部分グラフとして含む可能性の

あるグラフのことである．Dq と Cq を比較すると，Dq⊂=Cq で

ある．(b)Cq に含まれているすべてのグラフについて，実際に

q を含んでいるかを検証する．この処理によって，グラフ問い

合わせの正解のグラフ集合 Dq を得る．本稿では，この検証に

VF2 [10]を用いる．

3. 1 Interlace定理

2つの実数の列 α1 <= α2 <= . . . <= αn と θ1 <= θ2 <= . . . <= θm

について考える．（ただし，m < n）後者の列が前者を interlace

するとは，以下の式が成り立つことである．

αi <= θi <= αi+(n−m)(i = 1, . . . , m) (1)

［定理 1］（Interlace定理 [7]）S を ST S = I を満たす n行m

列の実行列であるとし，A を固有値 α1, α2, . . . , αn を持つ n

行 n 列の対称行列であるとする．（ただし，I は単位行列）行

列 B を m 個の固有値 θ1 <= θ2 <= . . . <= θm(m < n) を持ち，

B = ST AS を満たすように定義する．このとき，B の固有値

は Aの固有値を interlaceする．

すなわち，2 つの行列 A と B の固有値が式 (1) を満たした

としても，Aと B は必ずしも B = ST AS を満たすとは限らな

い．しかし，式 (1)が満たされていない場合は，B = ST AS を

満たす行列 S は存在しないことがわかる．

Interlace定理とグラフの関係について考える．グラフは隣接

行列で表すものとする．ここで，ある 2つのグラフ gと g′ の隣

接行列をそれぞれAとBとする．AとBについてB = ST AS

が満たされるなら，g′ は gの誘導部分グラフである．このこと

から，Interlace定理の条件式が満たされているかを判定するこ

とで，2つのグラフ間の部分グラフ同型を調べることが可能で

ある．以後，g′ の固有値が g の固有値を interlaceすることを，

“ g′ と gが Interlace定理の条件式を満たす”と呼び，g′⊂=i
gと

表す．

図 1 Graph g 図 2 Graph g’

3. 2 グラフと行列

この節では，グラフの行列表現の定義と Interlace定理がど

のように適用されるかについて述べる．以下では誘導部分グラ

フの場合について述べるが，一般の部分グラフの場合にも対応

することは可能である．[14]

グラフ g = (V, E, L, l)が与えられたとし，gの頂点の集合を

V = {v1, . . . , vn}とする．あるグラフが別のグラフの誘導部分
グラフであるかを調べる場合，グラフは隣接行列に変換する．

隣接行列 Aは式 (2)のように定義される．

Aij :=





l(vi) (i = j)

l(vi, vj) (i |= j, (vi, vj) ∈ E)

0 (otherwise)

(2)

隣接行列は対称行列であり，その次元はグラフの頂点数に等

しい．隣接行列の対角成分には頂点のラベルが割り当てられ，

非対角成分には枝の接続関係に応じて枝のラベルが割り当てら

れる．

［例 1］ 図 1にグラフ g を示す．図 1において，グラフの頂点

の右下にある数字は頂点の IDを表し，頂点の中のアルファベッ

トは頂点のラベルを表している．また，l1, . . . , l5は枝のラベル

を表している．g の隣接行列 Ag は次のような行列である．

Ag =




a 1 0 4

1 b 2 5

0 2 c 3

4 5 3 d


 (3)

式（3）において，対角成分は頂点のラベルのためアルファ

ベットが割り当てられているが，実際には適切な実数をこれら

に割り当てる．図 2に g の誘導部分グラフ g′ を示す．g′ の隣

接行列 Ag′ は以下の行列である．

Ag′ =




a 1 4

1 b 5

4 5 d


 (4)

ここで，行列 S を以下のように定義すると，3つの行列 Ag，

Ag′，S は Ag′ = ST AgS を満たす．

S =




1 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 1


 (5)



このことから，2つのグラフが誘導部分グラフの関係である場

合，それらの隣接行列の固有値は Interlace定理の条件式を満

たしている. よって，2つのグラフの隣接行列の固有値を調べ

ることで，あるグラフが別のグラフの誘導部分グラフであるか

を調べることが可能である．

一般の部分グラフの場合，隣接行列の代わりに接続行列を用

いた表現を利用することで，誘導部分グラフと同様の処理を行

うことが可能である．[14]

4. Interlace定理によるグラフの包含関係を考
慮したインデクス手法

以降は，考慮する問題を誘導部分グラフ同型問題に限定する．

以前提案した 2分木，多分木を用いたインデクスはグラフの一

部の固有値しか使用しないので，インデクスを探索するだけで

はすべての Interlace定理の不等式を判定できていない. また，

それらの木の高さの上限はDの大きさに依存するので，高さを

高くしすぎると無駄な判定をすることになってしまう．例えば，

|D| = 10000に対する 2分木を用いたインデクスの場合は，葉

ノードの数は高さが 13のときに 213 = 8192となる．葉のノー

ドにグラフを分割して格納するので，ひとつの葉ノードにほぼ

ひとつのグラフが割り当てられることになる．したがって，こ

れ以上高さを増やすとグラフの格納されないノードができ，無

駄な判定をする可能性がある．

そこで，インデクスを探索することのみで Interlace定理の

条件式をすべて判定することができる新たなデータ構造とそれ

を用いたインデクス手法を提案する．データ構造は Interlace

定理の条件式を利用し，グラフの包含関係にしたがって構築す

る．このデータ構造は木構造であり，各ノードにはDに含まれ

る各グラフが対応する．インデクスの探索には，次節で述べる

Interlace定理によるグラフの包含関係の命題を利用する．提案

するデータ構造を Interlace木と呼び，Interlace木を用いたイ

ンデクス手法を Interlaced Graph Index と呼ぶ．

4. 1 提案手法の基本原理

Interlace木を用いたグラフインデクスのために，以下の命題

を証明する．

［命題 1］ 2 つの固有値列 αk = {α1 <= α2, <= . . . , <= αn} と
α′j = {α′1 <= α′2, <= . . . , <= α′m} が与えられたとする．（ただし，
n > m）α′j は αk を interlaceする，つまり，以下の不等式が

成り立つとする．

αj <= α′j <= αj+(n−m)　 (j = 1, 2, . . . , m) (6)

ここで，別の l 個の固有値列 θi = {θ1 <= θ2, . . . , <= θl}につい
て，θi が α′j を interlaceするならば，θi は αk も interlaceす

る．すなわち，i = 1, 2, . . . , lについて，α′i <= θi <= α′i+(m−l)な

らば αi <= θi <= α′i+(n−l) が成り立つ．

［証明 1］ [θi <= αi]　命題の仮定より明らかである．

[αi <= θi+(n−l)]　命題の仮定より，

θi <= α′i+(m−l)　 (i = 1, 2, . . . , l) (7)

また，n >= mより

αi+(m−l) <= αi+(n−l) (8)

よって，同じ添え字なら αi <= α′i なので

αi+(m−l) <= α′i+(m−l) (9)

ここで，式（6）と式（9）より，

αi+(m−l) <= α′i+(m−l)
<= αi+(m−l)+(n−m) (10)

i + (m− l) + (n−m) = i + (n− l)であるので，

α′i+(m−l)
<= αi+(n−l) (11)

式（7），（11）より，

θi <= αi+(n−l) (12)

2

D に含まれるグラフについて Interlace定理によるグラフの

包含関係を判定しておく．Interlace定理による包含関係とは，

グラフの固有値が別のグラフの固有値を interlace するか，別

のグラフの固有値に interlaceされるかの関係のことをいう．問

い合わせ qが与えられたとき，q⊂=i
g(∈ D)であるなら，Dに含

まれる g′⊂=i
g であるすべてのグラフは問い合わせと Interlace

定理の条件式を満たさない．この性質より，すべてのグラフに

ついて Interlace定理の条件式を判定せずにグラフの除去を行

うことができる．

4. 2 Interlace木の構築

以下では，Interlace 木 Itree のあるノード nod の i 番目

の子ノードを childNode(nod)i と表し，Itreenod は nod を

root とする Itree の部分木を表す．また，nod の子ノード数

を |childNode(nod)|と表記し，グラフ g の p番目の固有値を

eig(g, p)と表記することとする．

Interlace 木の構築は，root のノードに対してグラフを順に

挿入していく．挿入の際に，Interlace定理によるグラフの包含

関係を利用する．2つのグラフ g と g′ について，g⊂=i
g′ ならば

gは g′ の子ノードになるように接続する．グラフが 3つ以上あ

る場合は，g は g′ の直接の子ノードでなくとも，Itreeg′ には

含まれることにする．今，データベース D のあるグラフ gi を

Interlace木に挿入することを考える．Interlace木のあるノー

ド nodにおいて次のような処理を行う．

（ 1） nodが子ノードを持たない場合，Interlace定理の条件

式を判定するグラフが存在しないので，gi のノードを生成して

nodの子ノードとする．

（ 2） nod に子ノードが存在する場合，すべての子ノー

ド childNode(nod)j に対して以下の処理を行う．（ただし，

j = 1, 2, . . . , |childNode(nod)|）
（ a） childNode(nod)j に格納されているグラフ gj と gi に

ついて Interlace定理の条件式を判定する．

（b） gj⊂=i
gi のとき，childNode(nod)j について処理 1 か

ら繰り返す．

（ c） gi⊂=i
gj のとき，gi のノードを生成して nodの子ノー

ドかつ childNode(nod)j の親ノードとする．



表 1 グラフとその固有値

gi eig(gi,1) eig(gi,2) eig(gi,3) eig(gi,4) eig(gi,5)

g1 -3 -1 1 4 10

g2 -5 -3 2 13 15

g3 -2 0 3 8

g4 -1 1 4 16

g5 0 2 9

（ 3） 処理 2を終了した時点で gi が Interlace木に挿入され

ていない場合,gi のノードを生成して nodの子ノードとする．

Interlace木の構築アルゴリズムConstructInterlaceTreeを

Algorithm 1に示す．この処理において，同じグラフのノード

が複数生成されないように処理する．なぜなら，そのように処

理することでノードが膨大に増えることを防ぐことができるか

らである．また，あるノードが複数のノードの子ノードになら

ないとする．これは，グラフ数が多くなると Interlace定理の

条件式を判定するグラフ数が膨大になってしまうため，インデ

クスを構築できないからである．生成された Interlace木に対

して新たにグラフを挿入する場合や，Interlace木からグラフを

削除する場合については次節で述べる．

Algorithm 1 ConstructInterlaceTree

Input : Interlace木のノード nod（初期値は root),

　　　　グラフデータベース D

Output: Interlace木

1: for gi ∈ D do

2: if nod has no child nodes then

3: Insert gi as a child node of nod;

4: else then

5: for all childNode(nod)j do

6: if gi⊂=i
g ∈ childNode(nod)j then

7: Recur the same process about childNode(nod)j ;

8: else if g⊂=i
gi then

9: Insert gi as a parent node of childNode(nod)j ;

10: if gi is not still inserted then

11: Insert gi as a child node of nod;

［例 2］ 表 1の 5つのグラフについて Interlace木を構築する．

ただし，表 1の固有値の IDは 0を基点とする．表 1のグラフにつ

いて Interlace定理の条件式を調べると，g3⊂=i
g1,g5⊂=i

g1,g5⊂=i
g2

である．よって，g3 は g1 の子ノードに，g5 も g1 を先に探索

するので g1 の子ノードになるように構築する．図 3に完成し

た Interlace木を示す．図 3のノードは格納されているグラフ

を示している．

4. 3 問い合わせとメンテナンス

生成した Interlace木に対する問い合わせとメンテナンスの

方法について述べる．問い合わせ q を用いてグラフ問い合わ

せを行う場合，rootを始点として Interlace木を探索していく．

Interlace木 Itreeの各ノード nodにおいて，nodに格納されて

図 3 表 1 のグラフの Interlace 木

いるグラフ gnod と qについて Interlace定理の条件式を判定す

る．q /⊂=i
gnod の場合，qを含むグラフの候補となるので gnod を

Cq に加える．その後，nodの子ノードに進み同じ処理を繰り返

す．q /⊂=i
gnod の場合，gnod だけでなく，Itreenod に含まれるす

べてのグラフが q を含まないことがわかる．よって，Itreenod

の全ノードを探索する必要がなくなる．この処理をすべての

ノードについて行い，結果として得られた Cq を，qを誘導部分

グラフとして含む候補として出力する．Interlace木への問い合

わせアルゴリズム ScanInterlaceTreeを Algorithm 2に示す．

Algorithm 2 ScanInterlaceTree

Input : Interlace木 のノード nod(初期値は root)

　　　　問い合わせ q

Output: q を含む候補グラフの集合 Cq

1: for childNode(nod)i do

2: if q interlaces childNode(nod)i then

3: Cq ← the graph included childNode(nod)i

4: Recur the same process about childNode(nod)i;

［例 3］ 図 3 への問い合わせを考える．問い合わせ q が

eig(q, 1) = −4，eig(q, 2) = 0，eig(q, 3) = 5，eig(q, 4) = 13

の 4つであるとする．まず，g1 と q について Interlace定理の

条件式を判定する．q /⊂=i
g1 であるので，g1 以下のすべてのノー

ド，つまり g3, g5 の格納されているノードは探索しない．次に，

g2 と qについて Interlace定理の条件式を判定する．このとき，

q⊂=i
g2 であるので g2 を Cq に加える．さらに，g2 が格納され

ているノードの子ノードを探索するが，子ノードは存在しない

ので探索は行わない．最後に，q /⊂=i
g4 を判定する．結果として，

Cq = {g2}を出力して終了する．逐次処理の場合は 5つのグラ

フすべてについて Interlace定理の条件式を調べる必要がある

が，Interlaced Graph Indexの場合は 3つのグラフとの判定の

みですべてのグラフを判定した．

グラフの挿入や削除について述べる．Interlaced Graph Index

は Interlace木を構築後もグラフの挿入や削除が可能である．グ

ラフ gを挿入する場合は，Interlace木の構築時と同様にグラフ
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を挿入すればよい．ただし，最大で Interlace木に含まれてい

るすべてのグラフと Interlace定理の条件式を判定する必要が

あるので，コストが大きくなることが考えられる．Interlace木

に既に格納されているグラフ g を削除する場合，まず g を含む

ノードを探索する．探索された g を含むノード nodについて，

次のように処理する．nodが子ノードを持たない場合は，単純

に nodの削除のみを行う．nodが子ノードを持つ場合，nodの

親ノードと nodの子ノードを接続する．グラフ削除のコストは

Interlace木を探索するコストのみなので，大きなコストはかか

らないと考えられる．

5. 実験と評価

提案したインデクスの性能を評価し，提案手法が有効な条

件を検証する．実験の比較対象として，以前提案した 2 分木

を用いたインデクスと 5 分木を用いたインデクスを使用し，

それぞれを treeIndex，5-treeIndex と表記する．その他の比

較手法として，VF2 [10]と FG-Index [6]を用いる．FG-Index

の頻出部分グラフを求めるために gSan [15] を用いる．また，

Interlace 定理の条件式をすべてのグラフについて判定する逐

次処理（Sequential Process）も比較対象とする. 実験環境は

Core 2 Duo 2.4GHz，2GB RAM上で行う．OSはWindows

XP Professional(FG-Indexのみ Linux)を用いる．

実験データとして，2つのデータセットを使用する．ひとつ

は，実データの AIDS Antiviral Screenのデータセット

(http://dtp.nci.nih.gov/docs/aids/aids_data.html)

を用いる．このデータセットには 42769個のデータが含まれて

おり，その中からランダムにグラフを取り出し実験に用いる．

この章では，このデータセットを AIDSと表記する．また，頂

点数，枝数，ラベル数，頂点数と枝数の広がりを設定した人工

グラフデータをランダムに生成して実験に用いる．頂点数（枝

数）の広がりとは，グラフの頂点数（枝数）が設定した値を中

心にどの位の範囲に収まっているかを表し，1～100％の間で設

定される．今回は頂点数 100，枝数 1000 とし，ラベル数は頂

点，枝ともに 5，頂点数と枝数の広がりを 50％とする．

5. 1 実データによる実験

5. 1. 1 データベースのサイズに関する実験

データベースサイズを変化させた時の Interlaced Graph In-
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dexと FG-Indexのインデクス構築時間とメモリ使用量につい

て考える．データベースのサイズは 1000から 16000まで変化

させる．図 4にデータベースのサイズとインデクス構築時間の

関係を示す．この構築時間には，Interlaced Graph Indexの固

有値計算時間，FG-Indexの頻出部分グラフの生成時間を含ん

でいる．図 4より，Interlaced Graph Indexは FG-Indexより

も短い構築時間で構築することが可能である．しかも，データ

ベースサイズが大きくなるについて 2 つの手法の構築時間の

差が大きくなっていることがわかる．よって，インデクス構築

時間については，提案手法は FG-Indexよりも優れているとい

える．

図 5にデータベースのサイズとメモリ使用量の関係を示す．図

5より，データベースサイズがおよそ 13000までは Interlaced

Graph Index が FG-Index よりもメモリ使用量が少ないこと

がわかる．一方，13000 より大きいデータベースについては

FG-Index の方がメモリ使用量が少ないという結果が得られ

る．このことから，データベースサイズがさらに大きくなると，

Interlaced Graph Indexのメモリ使用量は膨大になってしまう

と考えられる．しかしながら，これは実装において余計なポイ

ンタを確保してしまっていることが問題であるため，実装を工

夫することでメモリ使用量を改善することは可能である．

5. 1. 2 問い合わせのサイズに関する実験

問い合わせのサイズを変化させたときの候補グラフ数と処理

時間について検証する．データベースは 10000個のグラフデー

タとし，問い合わせの頂点数を 12から 48まで変化させた．問

い合わせはランダムに 100個生成し，処理時間は 100個の問い

合わせの処理時間の合計，候補グラフ数は 100の問い合わせの

候補グラフ数の平均をデータとして扱う. インデクスの高さは

treeIndexが 10，5-treeIndexが 5とする．

図 6 に問い合わせのサイズと候補グラフ数との関係を示す．

ここでの候補グラフ数とは，インデクスの探索のみによって得ら

れるグラフ数，つまりインデクス探索後の逐次処理を除いた場

合の候補グラフ数を表している．図 6より，Interlaced Graph

Indexが 3つのインデクスの中で最も効率的にグラフを除去で

きていることがわかる．これは，treeIndex と 5-treeIndex が

一部の固有値についてのみ Interlace定理の条件式を判定して

いるのに対して，提案手法はすべての Interlace定理の条件式
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を判定しているからである．

また，図 7 に問い合わせのサイズと候補グラフを出力する

までの処理時間の関係を示す．提案手法の比較手法として，

treeIndex，5-treeIndex，Sequential Processの 3つを用いる．

インデクスの高さについては図 6の場合と同様とする．図 7よ

り，提案手法は 4 つの手法の中で最も処理時間が短いことが

わかる．よって，提案手法は Interlace 定理の条件式を逐次的

に判定する手法よりも効率的であることが確認できる．また，

treeIndex と 5-treeIndex が Sequential Process よりも遅い場

合がいくつか存在する．これは，問い合わせと Interlace定理の

条件式を満たすグラフが少ないため逐次処理が早くなってしま

い，インデクスを探索するコストの分 treeIndexと 5-treeIndex

表 2 候補グラフを出力するまでの処理時間

手法 FG-Index treeIndex 5-treeIndex Interlaced Graph Index

処理時間[sec] - 1.556 1.537 1.527
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が遅くなってしまっていると考えられる．図 6と図 7より，提

案手法は完全木を用いたインデクス手法よりも有効であるとい

える．

図 8に問い合わせのサイズと正解のグラフを出力するまでの

処理時間との関係を示す．提案手法についてはインデクス探索

のみの処理時間と，探索後にVF2でDq を求めるまでの処理時

間を測定し，VF2，FG-Indexと比較した．図 8より，VF2を

組み合わせた提案手法は VF2よりは処理時間が短いというこ

とがわかる．よって，提案手法を用いることで VF2 のみを用

いる場合より効率的に処理することが可能であるといえる．一

方で，提案手法は FG-Indexよりは処理が遅い．FG-Indexの

処理時間が短い理由は AIDSデータはグラフの頂点数と枝数を

255で制限しているのでグラフサイズが小さいことが考えられ

る．提案手法は数値比較によってグラフの除去を行うので，グ

ラフサイズが大きいデータであれば提案手法が有効であると思

われる．また，現時点では提案手法を処理した後に改めて VF2

を実行しているので，提案手法を Dq の出力も考慮して構築す

ることで処理時間を減らすことができると考えられる．

5. 2 人工データによる実験

次に，人工データによる検証を行う．ここでは FG-Indexが

処理できないデータを処理できること，そしてデータベースサ

イズとインデクスの構築時間の関係について検証する．比較手

法として，treeIndexと 5-treeIndexを用いる．

FG-Indexは，gSpanに頂点数，枝数が 255以下という制限

があるため，人工データは扱うことができない．これは，頂点

数や枝数が多くなると頻出部分グラフを求めるのに膨大なコス

トがかかるためであると思われる．このことを確認するために，

提案手法と FG-Indexについて処理時間を確認する実験を行う．

データベースサイズは 10000とし，問い合わせには頂点数 100，

平均枝数 1000のグラフを 100個使用する．このデータを処理

することで，提案手法 FG-Indexが扱うことができないデータ

を処理することができることを確認する．表 2にその結果を示

す．使用したデータの平均枝数が 1000であるため，FG-Index



は処理をすることができないが，完全木を用いたインデクスお

よび Interlaced Graph Indexはおよそ 1.5秒程度の処理時間で

候補グラフを出力することができる．このことから，FG-Index

が処理することのできないデータについても，提案手法は処理

することができる．

図 9にデータベースのサイズとインデクス構築時間の関係を

示す．データベースのサイズは 1000から 500000まで変化させ

る．図 9 より，treeIndex や 5-treeIndex と比較すると提案手

法は構築時間が長いことがわかる．さらに，データベースサイ

ズが 50000を超えるとメモリが足りずに Interlace木を生成す

ることができなかった．これは，AIDSデータの結果にもある

ように提案手法のメモリ使用量が膨大になってしまうことが原

因であると考えられる．この問題を解決することで,提案手法

をより大規模なデータを扱うことができるようにしたい．

6. まとめと今後の課題

本稿では，グラフデータベースから問い合わせを誘導部分グ

ラフとして含む候補グラフを効率的に求めるために，グラフの

包含関係を考慮したデータ構造である Interlace木と，それを

用いたインデクス手法 Interlaced Graph Indexを提案した．実

験の結果，Interlaced Graph Indexは逐次処理や完全木を用い

たインデクスよりも性能が高いこと，そして VF2と組み合わ

せることで VF2 単独よりも効率的に Dq を出力できることを

確認した．また，インデクスの構築時間については，提案手法

は FG-Indexよりも有効であることが確認できたが，Dq を出

力するまでの処理時間に関しては FG-Indexが提案手法よりも

優れていた.

今後の課題として，提案手法の改良が挙げられる．メモリ使

用量，処理時間がともに改善が必要であるが，特にメモリ使用

量についての改善は大規模データを扱うために改善をしたい．

固有値を用いた部分グラフ同型判定は，グラフサイズが大きい

ほど有効であると考えられるので，大規模かつサイズの大きい

データに対応できるようにしていきたい．また，処理時間の大

部分は VF2による誘導部分グラフ同型判定であるので，他の

部分グラフ同型判定を用いることで処理時間を改善できる可能

性があると考えられる．
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