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非連結グラフに対応した大量グラフ集合からのグラフ分解による部分グ
ラフ発見手法
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あらまし 二つのグラフが与えられたとき，一方が他方を含むか判定する問題を部分グラフ同型判定問題という．部

分グラフ同型判定問題には多様な応用があるが，NP完全のため大量のグラフを処理するためには膨大な計算時間が

必要となる．Messmerらは予め与えられたグラフ集合を分解して特別なデータ構造を作成し，グラフ集合内の各グラ

フのうち問い合わせグラフに含まれるグラフを効率よく発見する手法を提案しているが，Messmerらの手法では，グ

ラフが非連結グラフに分解されると計算時間が膨大になる欠点がある．我々は過去にMessmerらの手法においてグラ

フを連結グラフに分解することでより大規模なグラフ集合を処理できる手法を提案した．しかし，その手法では問い

合わせグラフ，グラフ集合内の各グラフが連結グラフに制限されてしまう．本研究では，非連結グラフも処理できる

ように改良した手法を提案する．
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Abstract Deciding whether a graph is a subgraph of another graph is called the subgraph isomorphism problem.

This problem exists in various areas such as graph mining and pattern recognition and is known to be NP-complete.

Messmer et al. studied an interesting method to detect subgraphs of a query graph from a set of graphs. They

proposed a data structure constructed by decomposing the set of graphs, and an algorithm to search for subgraphs

of a query graph using the data structure. But their algorithm cannot be applied to a larger set of graphs than

expected. We improve the Messmer’s one to apply to large set of graphs, but our method only deal with connected

graphs. In this paper, we propose an improved method in order to deal with unconnected graphs.
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1. は じ め に

二つのグラフが与えられたとき，一方が他方を含むか判定す

る問題を部分グラフ同型判定問題という．部分グラフ同型判定

問題にはグラフマイニングやパターン認識，化学情報学など多

様な応用があり，グラフマッチングと呼ばれる．この問題を解く

ために Ullmann [8] によるアルゴリズムや VF2 [2]，Nauty [4]

など多数のアルゴリズムが提案されている．しかし，部分グラ

フ同型判定問題は NP完全のため大量のグラフを処理するため

には膨大な計算時間が必要となる．

グラフの集合に対する部分グラフ同型判定のためのアルゴリ

ズムとして，Messmerら [5]は予め与えられたグラフ集合から

問い合わせのグラフに含まれるグラフを効率よく発見するア

ルゴリズムを提案した．Messmer らの手法では，グラフ集合

内の各グラフは再帰的に分解され特別なデータ構造に格納さ

れる．分解の過程で発見されたグラフ集合内の各グラフの共通

部分はデータ構造の中で共有される．このデータ構造を利用し

て問い合わせグラフとの部分グラフ同型判定を行う．しかし，

Messmerらの手法では，グラフが非連結グラフに分解されると

計算に必要な空間や計算にかかる時間が膨大になるという欠点

がある．そのため，グラフ集合のサイズが大きい，または問い

合わせグラフのサイズが大きい場合などはMessmerらの手法



では処理できない．

Messmer らの手法の欠点を回避するため，我々はグラフ分

解時に常に連結グラフに分解する手法を提案した [3]．しかし，

我々の手法では問い合わせグラフ，グラフ集合内の各グラフが

連結グラフに制限されるため，非連結グラフを処理することが

できない．

本研究では，非連結グラフも処理できるように改良した手法

を提案する．非連結グラフを処理できるようにするために，モ

デルグラフが非連結グラフの場合，入力グラフが非連結グラフ

の場合それぞれについて処理を追加している．

2. 関 連 研 究

部分グラフ同型判定アルゴリズムは多数提案されている．

Ullmann [8] はバックトラッキングを利用して効率的に探索空

間を削減するアルゴリズムを提案している．Codella ら [2] も

バックトラッキングを利用したアルゴリズムである VF2 を提

案している．VF2は Ullmannのアルゴリズムより高速に動作

し，またより大規模なグラフを処理できる．McKay [4]は群論

に基づくアルゴリズムである Nautyを提案した．Nautyはグ

ラフ同型判定しか行えないが高速に動作する．

近年，グラフデータベースに対するグラフ検索に関する研究

も多く行われている．グラフデータベースに対する基本的な問

い合わせとしては問い合わせグラフを含むグラフの検索と問

い合わせグラフに含まれるグラフの検索がある．どちらの問い

合わせについても，グラフデータベース内の各グラフそれぞれ

について問い合わせグラフとの部分グラフ同型判定を行うの

は非常にコストがかかる．そのため，部分グラフ同型判定を減

らすためのグラフデータベースに対するインデクシングのア

ルゴリズムが多数提案されている．Shashaら [7]らの提案する

GraphGrep は，データベース内の各グラフについて，それら

のグラフに含まれるパスを列挙してインデックスに利用する．

Yanら [10]は部分グラフをインデックスに利用する gIndexを

提案している．Zouら [11]はパスによる手法も部分グラフによ

る手法もインデックスの計算時間，サイズの肥大化が問題であ

ると主張している．Zouらの提案するGStringはグラフに含ま

れるラインやサイクル，スターといった型をインデックスに利

用する．Williamsら [9]はデータベース内の各グラフを部分グ

ラフを列挙するように分解して一つのデータ構造を作り，それ

をインデックスに利用する手法を提案している．Williamsらの

手法では正確な部分グラフの問い合わせも類似グラフの問い合

わせも処理可能である．上記の手法は全て問い合わせグラフを

含むグラフの検索を効率化するためのインデクシング手法であ

る．これに対し，cIndex [1]は問い合わせグラフに含まれるグ

ラフを検索することを目的としている．cIndexは，データベー

ス内で複数のグラフに含まれる部分グラフをインデックスに利

用する．

3. 提案手法の概要

3. 1 Messmerらの手法とその問題点

予め与えられたグラフ集合内の各グラフ（以降モデルグラフ）

が問い合わせのグラフ（以降入力グラフ）に含まれるかどうか

を判定する問題を考える．Messmerらのアルゴリズムは，予め

行っておくモデルグラフ集合の分解と，入力グラフとの部分グ

ラフ同型判定という二つのパートからなる．

分解のパートでは，モデルグラフ集合を共通部分を共有する

ような特別なデータ構造に分解する. 図 1は，モデルグラフ集

合 G1，G2 を分解した様子を表している．各モデルグラフは 2

つのグラフに再帰的に頂点 1つからなるグラフになるまで分解

される．グラフを分解するさいは，まずすでに分解されたグラ

フの中から自身の部分グラフとなるグラフを探す．見つからな

ければなるべく同じ頂点数を持つようにランダムに 2つのグラ

フに分解する（図の G1，S1，S2，S7）．見つかった場合，そ

の中で最大のものと，それを入力グラフから引いた差分に分解

する（図の G2）．入力グラフとの部分グラフ同型判定のパート

では，分解のパートで得たデータ構造を用いる．頂点 1つから

なるグラフから入力グラフに対して順に部分グラフ同型判定を

行う．このとき，子のグラフが入力グラフの部分グラフでない

ならば，親のグラフもまた入力グラフの部分グラフではないと

いう事実を利用することで，無駄な部分グラフ同型判定を回避

する．例えば図の S2 が入力グラフの部分グラフでないならば，

G1，G2 もまた入力グラフの部分グラフでないと判定できる．

また，どちらの子も入力グラフの部分グラフであるならば，親

グラフの分解のさいに切られた枝の有無と子グラフから入力グ

ラフへのマッチングが排他的かどうかを調べることで親グラフ

が入力グラフの部分グラフかどうかを判定できる．

図 1 Messmer らの手法

図 2 非連結グラフのマッチングにおける組み合わせの増大



図 3 非連結なモデルグラフに対する判定方法

図 4 提 案 手 法

しかし，Messmerらの手法にはグラフが非連結グラフに分解

されるとマッチングのパターンが爆発するという欠点がある．

このため，Messmerらの手法ではモデルグラフや入力グラフの

サイズが大きくなるなるにつれて計算時間が膨大になってしま

う．図 2に非連結グラフへの分解によってマッチングのパター

ンが爆発する様子を示す．グラフの頂点内にあるアルファベッ

トは頂点のラベル，頂点近くの数字は頂点の IDである．図の

右側は 3 つの頂点からなるモデルグラフ Gm を分解して得た

データ構造である．枝がないため，親のマッチングの数は子の

マッチングの数の掛け算で増えている．このように，非連結グ

ラフ，特に頂点のみからなるようなグラフでは非常に多くのパ

ターンが生成されることがある．

3. 2 提案手法の概要

我々は，Messmerらの手法の問題点を解決した手法を提案し

た．入力グラフとモデルグラフ集合内の各グラフを連結グラフ

に限定し，さらにグラフ分解時に常に連結グラフに分解するこ

とで分解データ構造中に非連結グラフが存在しないためマッチ

ングのパターン増大が抑制される．また，部分グラフ同型判定

時に分解データ構造中のあるグラフが入力グラフに含まれない

と判別したら，その情報を使ってより多くのグラフとの部分グ

ラフ同型判定を省略することを試みる．これらの改良により，

Messmer らの手法では困難なより大規模なグラフ集合の処理

が可能である．しかし，入力グラフ，モデルグラフが連結グラ

フに限定されてしまうため，Messmerらの手法では可能であっ

た非連結グラフの部分グラフ同型判定ができないという問題が

ある．

そこで本研究では，入力グラフ，モデルグラフが非連結であ

る場合に対応できるよう改良した手法を提案する．提案手法で

は，問題を解決するために，モデルグラフが非連結グラフの場

合，入力グラフが非連結グラフの場合それぞれについて処理を

追加している．

モデルグラフが非連結グラフの場合については，非連結グラ

フは連結成分の集合である事を利用する．そのため，モデルグ

ラフが非連結グラフの場合，モデルグラフの各連結成分の入力

グラフに対する部分グラフ同型判定については既存の手法を利

用できる．しかし，あるモデルグラフの連結成分が全て入力グ

ラフに含まれているからといって，そのモデルグラフが入力グ

ラフに含まれているかはただちには判定できない．なので，各

連結成分の部分グラフ同型判定結果を使って元のモデルグラフ

が入力グラフの部分グラフであるかどうかを判定する処理を追

加する．図 3にモデルグラフが非連結グラフである場合にどの

ような追加処理をするかの例を示す．M は連結成分 C1，C2，

C3 からなるモデルグラフである．G1 には各連結成分が重なり

無く含まれているため，M は G1 の部分グラフであると判定で

きる．一方，G2 では連結成分 C1 と C3 が重なっている．この

ため，M は G2 の部分グラフでないと判定できる．

入力グラフが非連結グラフの場合，入力グラフに枝を追加し

て連結グラフにする．連結グラフになった入力グラフとモデル

グラフ集合とで部分グラフ同型判定を行い，入力グラフの部分

グラフと判定されたモデルグラフについては追加した枝を含む

かどうかを調べることで正しい判定結果を得る．このとき，枝

のラベルの付け方を工夫することで処理を高速化する．モデル

グラフ集合で用いられる枝のラベルが既知である場合には，入

力グラフに追加する枝にモデルグラフ集合内で使用されていな

いラベルをつける．これにより，入力グラフの部分グラフであ

ると判定されたグラフが追加された枝を含むことは起こり得ず，

そのグラフは確実に枝を追加する前の入力グラフにも含まれる

ことになる．

図 4 は提案手法の概念図である．モデルグラフ集合は G1，

G2 の 2 つからなる．G1 は連結成分 C1，C2，C3 からなる非

連結グラフであり，G2 も同様に C4，C5 からなる非連結グラ

フである．非連結なモデルグラフの集合はまず各モデルグラフ

の連結成分の集合に分解される．連結成分の集合についてはす

でにある連結グラフ集合分解のアルゴリズムによって分解でき

る．4つの連結成分からなる非連結な入力グラフ GI は，部分

グラフ同型判定にあたって枝の追加により連結グラフ G′I とな

る．連結な入力グラフの部分グラフ同型判定についても，連結

成分集合の分解と同様に既存のアルゴリズムを使用できる．

4. 提案手法のアルゴリズム

まず基本的な定義を与え，続いて提案手法のアルゴリズムに

ついて述べる．提案手法は連結なモデルグラフ集合と入力グラ

フに対する部分グラフ同型判定アルゴリズムを内部で使用して

いる．連結なモデルグラフ集合の分解，部分グラフ同型判定に

ついても説明しているが，より詳しい説明が参考文献 [3]で述



DecomposeUnconnectedModels(B)

1. B′ = φ，D = φ とする．

2. for each G in B

3. G の連結成分を C1, ..., Cn とする．

4. for each C in C1, ..., Cn

B′ に C を加える．

5. Decomposition(B′,D)

図 5 非連結グラフに対応したモデルグラフ集合の分解

べられている．

4. 1 定 義

提案手法はラベル付きグラフを対象とする．LV，LE をそれ

ぞれ頂点，枝のラベルの集合とする．

定義 1 ラベル付きグラフ Gは，4つの要素 G = (V, E, µ, ν)

からなる．V は頂点の集合，E⊂=V × V は枝の集合である．

µ : V → LV，ν : E → LE はそれぞれ頂点，枝にラベルを割り

当てる関数である．

以降，ラベル付きグラフを単にグラフと呼ぶ．

定義 2 以下の条件を満たすとき，かつそのときに限り

G′ = (V ′, E′, µ′, ν′) は G = (V, E, µ, ν) の部分グラフであ

る．また，G′ が Gの部分グラフであるとき，Gは G′ の親グ

ラフであるという．

• V ′⊂
=V

• ∀v ∈ V ′, (µ(v) = µ′(v))

• E′⊂
=E ∧ (v1, v2)⊂=E′ → v1, v2⊂=V ′

• ∀e ∈ E′, (ν(e) = ν′(e))

G′ が Gの部分グラフであることを，G′⊂=Gと表記する．特に，

E′ ⊂ E であるとき，G′ ⊂ Gと表記する．

定義 3 グラフ G = (V, E, µ, ν) とその部分グラフ G′ =

(V ′, E′, µ′, ν′)が与えられたとき，Gと G′ の差分を E−E′ の

枝の集合からなる Gの部分グラフとし，G−G′ と表記する．

定義 4 以下の条件を満たすとき，全単射 f : V → V ′ はグラ

フ G = (V, E, µ, ν) から G′ = (V ′, E′, µ′, ν′) へのグラフ同型

である．

• ∀v ∈ V, (µ(v) = µ′(f(v)))

• ∀u, v ∈ V, ((u, v) ∈ E ⇔ (f(u), f(v)) ∈ E′)

• ∀(u, v) ∈ E, (ν(u, v) = ν′(f(u), f(v)))

定義 5 f : V → V ′ がグラフ Gからグラフ G′ の部分グラフ

G′′ へのグラフ同型であるとき，Gから G′ への単射 f を Gか

ら G′ への部分グラフ同型とする．

定義 6 分解データ T = (G, G′, G′′, Vc) は，グラフの分解に

よって得られるデータ構造であり，

• G′ ⊂ G ∧G′′ ⊂ G

• Vc = V ′ ∩ V ′′

• V = V ′ ∪ V ′′ − Vc

• E = E′ ∪ E′′ − E′ ∩ E′′

定義 7 B = {G1, ..., Gn}をモデルグラフ集合とする．B の分

解データの集合を D とする．

SearchUnconnectedSubgraph(GI ,B,D)

1. GI を入力グラフ，B をモデルグラフ集合，

D を分解データ集合とする．

2. ConnectQuery(GI)

3. SearchSubgraph(GI ,D)

4. for each G in B

5. MargeAlive(G,GI)

図 6 非連結グラフに対応した部分グラフ同型判定

ConnectQuery(GI)

1. GI を入力グラフとする．

2. while GI が連結でない

3. GI の任意の連結成分 C1，C2 を選ぶ．

4. C1，C2 にモデルグラフ集合内で

使われていないラベルをつけた枝を追加する．

図 7 入力グラフの連結グラフ化

MargeAlive(G,GI)

1. G をモデルグラフ，GI を問い合わせグラフとする．

2. G の連結成分 C1, ..., Cn について以下の条件を

満足するか調べる．

(a) C1, ..., Cn は全て alive をマークされている．

(b) Ci ∈ C1, ..., Cn の頂点集合を Vi とする．

GI の頂点集合を VI とする．

f(V1) ∩ f(V2) ∩ ... ∩ f(Vn) = φ

(a)，(b) を満足しないならば G に dead を

マークして終了．

5. G に alive をマークする．

図 8 連結成分の判定結果の合成

4. 2 提案アルゴリズム

図 5に，非連結グラフに対応したモデルグラフ集合分解アル

ゴリズムである DecomposeUnconnectedModelsを示す．与え

られたモデルグラフ集合 B の各モデルグラフについて全ての

連結成分を B′ に格納し，B′ に対して連結グラフ集合を分解す

るためのアルゴリズムであるDecompositionを呼び出す．これ

により，各モデルグラフの連結成分を分解した分解データ構造

が得られる．

図 6に，非連結グラフに対応した部分グラフ同型判定アルゴ

リズムである SearchUnconnectedSubgraphを示す．まず，GI

を連結グラフにするために，入力グラフを連結にするための手

続き ConnectQueryが呼ばれる．図 7に手続き ConnectQuery

を示す．

ConnectQueryによって GI が連結グラフになったら，その

GI と分解データ構造 D に対して分解データ構造を利用した

部分グラフ同型判定アルゴリズムである SearchSubgraphが呼

ばれる．このとき，D はモデルグラフ集合 B の分解データ構

造ではなく，B 内の各モデルグラフの連結成分が格納された

B′ の分解データ構造であることに注意が必要である．このた

め，SearchSubgraphによって各モデルグラフの連結成分が入

力グラフに含まれるかどうかの判定が行われる．SearchSub-



Decomposition(B,D)

1. B = {G1, ..., Gn}，D = φ とする．

2. for i = 1 to n

3. Decompose(Gi, D)

図 9 連結モデルグラフ集合分解アルゴリズム

Decompose(G,D)

1. Smax = φ，Srest = φ とする．

2. G が唯一つの枝からなるならば，G を返す．

3. for each T = (Gi, G
′
i, G

′′
i , Vci) ∈ D

4. Gi⊂=G かつ Smax が Gi より小さいならば，Smax=Gi

5. Smax が G と同型ならば，Smax を返す．

6. Smax = φ ならば

7. G を 2 つの連結グラフに分解し

Smax，Srest にそれぞれ代入する．

8. Smax =Decompose(Smax,D)

9. そうでなければ

10. Srest = G− Smax

11. Srest が連結でないならば

12. 連結になるように G の頂点，枝を Srest に加える．

13. Srest =Decompose(Srest,D)

14. Vc=Smax と Srest が共有する頂点

15. D に (G, Smax, Srest, Vc) を加える．

16. G を返す．

図 10 グラフ分解手続き

graph のあとは，各モデルグラフと入力グラフに対して図 8

に示す手続き MargeAlive が呼ばれる．MargeAlive は前段の

SearchSubgraphによって求められた連結成分の判定結果を利

用してモデルグラフの部分グラフ同型判定を行う手続きである．

MargeAliveでは，モデルグラフ Gの各連結成分は全て入力グ

ラフGI の部分グラフかどうか，またそれぞれの連結成分はGI

上で頂点が重なっていないかを調べる．どちらの条件も満足し

ている場合は Gは GI の部分グラフであり，そうでない場合は

Gは GI の部分グラフでない．

4. 3 連結グラフに対する分解・判定のアルゴリズム

図 9 に，連結グラフの集合を分解するためのアルゴリズム

Decompositionを示す．Decompositionは，グラフ集合内の各

グラフに対して，図 10 のグラフ分解の手続き Decompose を

呼び出す．Decomposeは与えられたグラフ Gを再帰的に枝一

本になるまで分解し，途中で出来た分解データを D に格納す

る．提案手法では枝を分解の最小単位とすることに注意する．

Gが枝一本からなるグラフの場合はそれ以上分解できないため

Gを返して終了する．3，4行目はDから Gの最大の部分グラ

フを探索する処理である．ここで部分グラフ同型判定が必要に

なるので，提案手法に最大部分グラフを求めるのに適した変更

を加えたものを使用する．もし部分グラフが見つからなかった

なら Gを 2つの連結グラフに分解し，Smax を再帰的に分解す

る．部分グラフが見つかった場合は Gと最大部分グラフ Smax

の差分を Srest に代入する．このとき，差分が非連結になった

場合には Gの頂点，枝を加えて連結にする．また，Smax の分

SearchSubgraph(GI ,D)

1. G は入力グラフ，D は分解データ集合である．

2. for each G = (V, E, µ, ν) in D

3. G が枝一本からなるなら

4. F =AssignEdge(e,ν,GI)

5. もし F = φ ならば

6. T を G の分解データとする．

7. G に dead をマークする．

8. MarkUp(T )

9. そうでなければ G に alive をマークする．

10. G が dead でなく，かつ枝２本以上なら

G に unsolved をマーク

11. for each T = (G, G′, G′′, Vc, Ec) in D

12. G が unsolved ならば

13. G′ または G′′ が dead ならば

14. G に dead をマークする．

15. MarkUp(T )

16. G′，G′′ が alive ならば

17. F ′，F ′′ をそれぞれ G′，G′′ から GI への

部分グラフ同型とする．

18. F =Combine(G′,F ′,G′′,F ′′,Vc,Ec,GI)

19. F = φ ならば

20. G に dead をマークする．

21. MarkUp(T )

22. そうでなければ G に alive をマークする．

図 11 部分グラフ同型判定アルゴリズム

AssignEdge(e,ν,GI)

1. e = (u, v), GI = (VI , EI , µI , νI)，F = φ とする．

2. for each eI = (uI , vI) in EI

3. µ(u) = µ(uI) ∩ µ(v) = µ(vI) ∩ ν(e) = νI(eI) ならば

4. f(e) = eI として F に f を加える．

5. F を返す．

図 12 枝の割り当て

Combine(S1,F1,S2,F2,Vc,GI)

1. S1 = (V1, E1, µ1, ν1)，S2 = (V2, E2, µ2, ν2),

GI = (VI , EI , µI , νI), F = φ とする．

2. for each f1, f2 in F1, F2

4. 以下の条件を満足するか調べる．

(a) f1(V1) ∩ f2(V2)− f1(Vc) = φ

(b) for each v in Vc

v に対応する頂点 vI が GI 上にただひとつ存在

する．

(a), (b) を満足するならば，f = f1 ∪ f2 を F に

加える．

5. F を返す．

図 13 割り当ての結合

解データはすでにあるので Smax については分解する必要がな

い．13 行目で，残った Srest を分解する．最後に，D に分解

データを加え，Gを返して終了する．

図 11に分解データ構造を利用した部分グラフ同型判定アルゴ



MarkUp(T )

1. T = (G, S1, S2, Vc) とする．

2. for all G を S1 または S2 としてもつ Tparent

3. Tparent = (Gp, Sp1, Sp2, Vpc) とする．

4. Gp に dead をマークする．

5. MarkUp(Tparent)

6. S1 を G としてもつ TS1 に対して，MarkDown(TS1 )

7. S2 を G としてもつ TS2 に対して，MarkDown(TS2 )

図 14 マークアップ

MarkDown(T )

1. T = (G, S1, S2, Vc) とする．

2. for all G を S1 または S2 としてもつ Tparent

3. Tparent が dead でないならば，手続きを終了する．

4. G に dead をマークする．

5. S1 が unsolved ならば

6. S1 を G としてもつ TS1 に対して，MarkDown(TS1 )

7. S2 が unsolved ならば

8. S2 を G としてもつ TS2 に対して，MarkDown(TS2 )

図 15 マークダウン

リズム SearchSubgraphを示す．4から１０行目で分解データ構

造内の枝から入力グラフへの割り当ての計算とそれ以外のグラ

フの初期化を行っている．枝に対して図 12に示す AssignEdge

が呼ばれる．AssignEdgeでは枝から入力グラフへの割り当て

が全て求められる．AssignEdgeの返す割り当ての集合が空だっ

た場合はその枝は入力グラフには含まれないということなので

枝に入力グラフの部分グラフでないことを示す deadをマーク

し，手続き MarkUp を呼ぶ．割り当てが存在する場合は入力

グラフの部分グラフであることを示す aliveをマークする．図

14 の手続き MarkUp は再帰的に呼び出され dead の情報を親

のグラフに次々に伝播していく．さらに，MarkUpは無駄な判

定を省くために手続きMarkDownを呼び出す．図 15に手続き

MarkDownを示す．MarkDownでは，全ての親がMarkUpや

MarkDownによってすでに deadになっているならば，子は部

分グラフ同型判定を行う必要がなくなるため deadをマークさ

れる．MarkDownは再帰的に呼び出されて部分グラフ同型判定

の必要が無いグラフを探していく．11から 22行目で枝 2本以

上からなるグラフが処理される．どちらかの子が deadであっ

た場合，親グラフもまた入力グラフには含まれないので dead

をマークし，MarkUpを呼び出す．どちらの子も aliveであっ

た場合，図 13に示す手続き Combineによって子の割り当てを

組み合わせて親の割り当てを計算する．Combineでは，子の割

り当ての全ての組み合わせについて，共有頂点については対応

する GI 上の頂点で重なり，それ以外の頂点については対応す

る GI 上の頂点で重ならないようになっているかを調べる．一

つでも条件を満たす割り当ての組み合わせがあれば alive，そ

うでなければ deadをマークしてMarkUpを呼び出す．最終的

に，D 内の全てのグラフについて deadまたは aliveのマーク

が付いて処理が終了する．もとのグラフ集合 B において alive

図 16 提案手法の動作例

のマークを付けられている全てのモデルグラフが求める答えと

なる．

4. 4 提案アルゴリズムの動作例

図 16 に提案手法の動作例を示す．GI が入力グラフ，B =

G1, G2 がモデルグラフ集合である．頂点の内部の文字は頂点の

ラベルであり，入力グラフの頂点付近にある数字は頂点の ID

である．簡単のため，枝のラベルは省略した．

モデルグラフ集合分解について説明する．B に対して De-

composeUnconnectedModels が呼ばれると，まず B 内の各

グラフに対して各連結成分への分解が行われる．この結果，

B′ = S1, S2, S3, S4 が生成される．続いて，B′ に対して De-

compositionを実行する．S1 について D から部分グラフがな

いか調べ，部分グラフは存在しないので Gは S5，S6 に分解さ

れる．S5，S6 は枝のみからなるグラフのためここで分解がス

トップする．同様に，S2 は S7，S8 に分解される．S3 の分解

のさい，S2 が S3 の部分グラフであるため S3 は S2 と，S2 と

の差分である S9 に分解される．S2 も枝のみからなるグラフの

ためこれ以上は分解されない．全てのモデルグラフが枝一本に

なるまで分解されたため，Decompositionは終了する．

続いて，分解データ構造を利用した部分グラフ同型判定

について説明する．モデルグラフ集合の分解で得た D と入

力グラフ GI に対して SearchUnconnectedSubgraphが呼ばれ

る．SearchUnconnectedSubgraphでは，はじめにGI に対して

ConnectQueryが呼ばれ，GI に枝が追加されて連結グラフにな



る．枝が追加されたGI を G′I とする．G′I 上で点線で表された

枝が連結グラフにするために追加された枝である．続いて，G′I
と D に対して SearchSubgraphが呼ばれる．SearchSubgraph

でははじめに D 内の枝から GI に対する割り当てを計算する．

S5はG′I 上の枝 1−4とマッチするので S5に {1,4}を割り当て
る．同様に，S6，S7，S8，S9，S4 についても割り当てを計算

する．次に枝以外のグラフの割り当てを計算する．S5 の割り当

て {1,4}と S6 の割り当て {4,7}は S1 上の分解点であるラベル

bの頂点が GI 上で頂点 4において重なり，他の頂点について

は重なっていないので S1 は GI の部分グラフであり，{1,4,7}
の割り当てを持つ．S2についても同様に割り当てを求める．S7

の割り当て {1,4} と S8 の割り当て {1,2} については S1 と同

様の計算で割り当て {1,2,4}を持つとわかる．しかし，S7 の割

り当て {1,4}と S8 の割り当て {3,6}の組み合わせについては，
S2上の分解点であるラベル aの頂点が I 上で重なっていないの

で正しくない．同様の計算を S3 についても行う．B′ 内の全て

のグラフについて割り当てが求まったので，SearchSubgraph

は終了する．続いて，B 内の各グラフに対してMargeAliveが

呼ばれる．G1 については，S1 の割り当て {1,4,7} と S2 の割

り当て {1,2,4}が G′I 上の頂点 1，4で重なるため GI の部分グ

ラフでない．G2 については，S3 の割り当て {1,2,4} と S4 の

割り当て {3,6} の組合わせが G′I 上で重ならないため，G2 は

GI の部分グラフであり，その割り当ては {1,2,3,4,6} となる．
以上で，全てのモデルグラフについて入力グラフに対する部分

グラフ同型判定が終了したため，アルゴリズムは終了する．

5. 評 価 実 験

Messmerらの手法，代表的な部分グラフ同型判定アルゴリズ

ムであるVF2と比較実験を行った．アルゴリズムは全てVisual

Studio 2005 上で C++により実装し，Pemtium 4 3.0GHz，

1024MBRAM，Windows XP professional を搭載したワーク

ステーションで動作させた．

5. 1 データセット

データセットはジェネレータによってランダムに生成された

ものを使う．データセットのパラメータは

• V : グラフ集合内のグラフの平均頂点数

• E : グラフ集合内のグラフの平均枝数

• VL : グラフに使われる頂点ラベルの数

• EL : グラフに使われる枝ラベルの数

• G : グラフ集合の大きさ

である．データセットの特性をこれらのパラメータを使って表

す．例えば，V20E40VL10EL10G-はグラフ集合内の各グラフ

について平均頂点数 20個，平均枝数 40本，頂点，枝のラベル

の数がどちらも 10個であり，グラフ集合の大きさがその実験

におけるパラメータであるという意味である．

5. 2 実 験 結 果

提案手法を，VF2アルゴリズムを用いた場合やMessmerら

の手法と比較した結果を示す．VF2 を利用した方法では，モ

デルグラフ集合内の各グラフと入力グラフ集合内の各グラフ

とを逐次判定するのにかかった時間を処理時間とした．また，
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MessmerVF2提案手法

図 17 入力グラフの大きさに対する処理時間

モデルグラフ集合:V10E20VL5EL5G1000

入力グラフ集合:V-E-VL5EL5G10
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図 18 モデルグラフ集合の大きさに対する処理時間
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図 19 モデルグラフの平均枝数に対する処理時間

モデルグラフ集合:V10E-VL5EL5G1000

入力グラフ集合:V30E60VL5EL5G10

Messmerらの手法や提案手法における処理時間には，モデルグ

ラフ集合の分解にかかった時間は含めていない．

図 17に入力グラフの頂点数を変化させたときの部分グラフ

同型判定にかかった時間を測定した結果を示す．平均頂点数 10

個，平均枝数 20本のモデルグラフ 1000個からなるモデルグラ

フ集合に対して，10 個の異なる入力グラフを処理するのにか

かった時間を測定している．Messmerらの手法では入力グラフ

の頂点数が増えるにつれて処理にかかった時間が急激に増加し

ている．これは，入力グラフが大きくなると部分グラフ同型判

定時に割り当てが大量に発生し，組み合わせ爆発が起こるため

だと考えられる．VF2，提案手法については入力グラフの頂点

数が増えても大幅な処理時間の増大は発生していない．入力グ



ラフの頂点数が 40個の時点で提案手法と VF2の処理時間が逆

転し，以降は提案手法のほうが時間がかかっている．提案手法

でも入力グラフが大きくなると分解データ構造内の小さなグラ

フについて割り当てが多く発生し，Messmerらの手法ほどでは

ないが組み合わせの増大が起きるためだと考えられる．また，

モデルグラフの部分グラフ同型判定について，VF2はマッチン

グが一つでも見つかればそこで処理を終了するが，提案手法で

は全てのマッチングを見つける．そのため，入力グラフがおお

きくなり一つのモデルグラフが入力グラフに複数マッチングす

るような場合はより多くの答えを見つけるかわりに VF2より

処理に時間がかかるようになると考えられる．

図 18はモデルグラフ集合に含まれるグラフ数を変化させた

場合の部分グラフ同型判定の処理時間を測定した結果である．

モデルグラフ集合は平均頂点数 10個，平均枝数 20本のモデル

グラフからなる．入力グラフ集合は平均頂点数 30個，平均枝

数 60本のグラフ 10個からなる．モデルグラフの数が 1000個

のときは VF2に対して提案手法は 2倍程度の処理速度である

が，10000個のときは VF2で逐次処理した場合に対して 3倍

程度の速さで処理を完了している．モデルグラフ数が増えるほ

ど分解データ構造内で共有されるグラフも多くなり，判定時に

有効になっているためと考えられる．

図 19はモデルグラフ集合においてモデルグラフの平均枝数

を変化させたときの部分グラフ同型判定の処理時間を測定した

結果である．モデルグラフの枝が増えるにつれて VF2の処理

時間が短くなる一方で提案手法の処理時間は長くなっている．

これは，モデルグラフの枝が増えることで分解データ構造がよ

り深く，規模の大きなものになってしまい部分グラフ同型判定

時の分解データの走査に時間がかかるようになるためであると

考えられる．

6. ま と め

グラフ集合から問い合わせグラフの部分グラフを発見すると

いう問題に対して，問い合わせグラフ，グラフ集合内の各グラ

フがそれぞれ非連結グラフでも処理できる手法を提案した．

代表的な部分グラフ同型判定アルゴリズムである VF2と比

較実験を行い，提案手法は大規模なグラフ集合に対してより効

果的であることがわかった．

今後の課題として，XMLや化学物質など実データでの実験

や，計算量によるアルゴリズムの評価がある．また，グラフ集

合の分解により得られたデータ構造をグラフ集合から問い合わ

せグラフを含むグラフを発見したい場合についても利用するこ

とを考えている．
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