
第6章　動的計画法

RNA系列ACCGGUAGU
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図6.16　RNAの二次構造予測問題の簡単なインスタンスに対するアルゴリズムでの反復の様子.

このアルゴリズムの実行例として,入力ACCGGUAGUを考える(図6.16).これは図6.14

の文字列の部分列である.ナップサック問題と同様に,配列〟を表示するのに2次元の表が

必要になる.対象の区間の左端点用と右端点用にそれぞれ一つずつ必要とするからである.図

では, i<j-4となる【i,j]の対に対応する要素のみを示している.それ以外の対の要素はす

べて0であるからである.

計算時間を見積もるのは簡単である. 0(n2)個の部分問題があり,それらの各部分問題を解

く際,漸化式(6.13)の評価に0(n)時間かかる.したがって,計算時間は0(n3)となる.

これまでと同様に,値のみならず,最適な二次構造自身も, (6.13)で最大値が達成されてい

るところの計算の足跡を逆にたどって,復元できる.

6.6　系列アライメント

本章の残りの部分で,それぞれが幅広い応用を有する二つのさらなる動的計画法アルゴリズ

ムを取り上げることにする. 6.6節と6.7節では,文字列比較で基本的な問題である系列アラ

イメント(sequencealignment)を議論する.その後6.8節から6.10節で,負の長さの辺もも

つグラフでの最短パスを求める問題を議論する.

問題6･4　系列アライメント(Sequence Alignment) :問題の背景と定式化

Web上の辞書はますます有用になってきているように思われる.通常,ブックマークされた

オンラインの辞書を引くほうが,書棚から物理的な辞書を取り出して引くより,ずっと易しい

ように思える.さらに,オンラインの辞書は,紙ベースの辞書にはない機能が多数ある.たと

えば,ある単語の定義を調べようとしてタイプするが,間違って辞書にない単語を入力したと

しよう.一例として, "Ocurrance"を入力したとする.すると, ｢"Occurrence"ではないです

か?｣と聞いてくる.どうしてこのようなことができるのか?それとも,こちらで考えている

ことがわかるのだろうか?
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2番目の質問に関しては他の本に回して,ここでは最初の質問について考えてみよう.こち

らの意図しているものを判断するためには,タイプ入力した単語と最も"似ている"単語を辞書

から探すのが自然であろう.これを実行するためには,二つの単語あるいは文字列の類似性は

どのように定義したらよいか?という質問に答えなければならない.

直観的には, "Ocurrance"と"Occurrence"は似ていると言いたい.前者の単語にCを加え

てaをeに置き換えれば,後者の単語と一致するようにでき為からである.実際に,これらの

変更はそれほど大きいものとは思えないので,二つの単語は極めて類似していると結論できる.

言い換えると,二つの単語は,以下のように,文字ごとにほぼそろえて整列することができる

からである.

0-CurranCe

OCCurrenCe

ハイフン(-)は,そろえて整列するために,一方の単語に1文字加えなければならないこと

を示すギャップ(gap)を意味する.さらに, eとaの異なる文字が同じ位置を占めている(こ

れをミスマッチ(mismatch)という).したがって,この整列は完全であるとは言えない.

二つの単語をそろえて整列して得られるギャップとミスマッチの個数で,類似性を大まかに

決定できるようなモデルが欲しい.もちろん,二つの単語を整列する仕方は多数存在する.た

とえば,

0~Curr~anCe

OCCtlrre-Ace

と整列することもできるだろう.このときは, 3個のギャップとo個のミスマッチとなる.し

たがって,ギャップが1個でミスマッチが1個の整列と,ギャップが3個でミスマッチが0個

の整列では,どちらがより良いのか?ということになる.

ここでは,対応がある程度予測されているので,この議論は簡単に解決できるだろう.しか

し,英語の単語でない文字列の場合,たとえば, abbbaabbbbaabとababaaabbbbbabの場合

はどうだろうか?うまく整列できるかどうかを判断しながら,以下のように整列するには,少

し時間がかかるだろう.

abbbaa一一bbbbaab

abab aaabbbbb a-ち

辞書のインターフェースやスペルチェッカーは,この種の問題に対する応用を最優先に目指

･しているとは言えない.しかし,実際には,文字列の類似性問題は,最近の分子生物学の分野

で直面する中心的な計算問題の一つなのである.

文字列は生物学では極めて自然に生じている.生物の遺伝子の完全集合であるゲノム(genome)

は,衰色体(chromosome)として知られている巨大な線形のDNA分子に分割される.それぞ

れの染色体は,概念的には, 1次元の化学的記憶装置としての役割を果たしている.実際には,

それをアルファベット(A,C,G,T)上の文字列を含む巨大な1次元テープ(tape)と考えても,

それほど現実性を失うものではない.テープ上の文字列は,様々なタンパク質合成の命令コ-
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ドを符号化したもの(プログラム)である.すなわち,染色体の一部を読み込み,そして化学

的なメカニズムに従い,細胞は,新陳代謝を制御するタンパク質を合成することになる.

それでは,なぜこの分野で類似性が重要なのか?ということになる.これに対する最初の近

似的な解答は以下のとおりであろう.生物のゲノムにおける文字列は,生物の性質を決定づけ

るものと考えることができる.たとえば,遺伝的に極めて似ている2種類のバクテリアXと

Yがあったとしよう.さらに, XのDNAのある部分文字列が,ある種の毒素合成のコードで

あることがわかったとする.すると, yのDNAで極めて"類似する"部分文字列が見つかれ

ば,実験をすることなく, yのDNAのこの部分文字列も同種の毒素合成のコードであると仮

説できることになる.実際に生物学的な実験をすることなく,正しい実験結果につながるこの

種の計算の有用性は,計算生物学(computational biology)の分野では,一つの品質保証と見

なされている.

以上のことから,オンラインの辞書でタイプミスをしたケースでの最初の質問と全く同じ質

問がここでも出てくることになる.すなわち,二つの文字列間の類似性(similarity)の概念を

どう定義すべきか?ということになる.

1970年代の前半に, NeedlemanとWunschの二人の分子生物学者が,類似性の定義を提案

している.それは,現在,本質的にはそのままで,標準的な定義となって用いられている.標

準化としてのその定義の位置付けは,その単純性と直観的なわかりやすさのみならず,ほぼ同

時期の他の研究者により独立に発見された事実から,より強化されたと言える.さらに,この

類似性の定義は,それを計算する効率的な動的計画法アルゴリズムとともに歩んできている.

こうして,動的計画法のパラダイムは,数学者や情報科学者が初めてそれを提案してからほぼ

20年後に,生物学者によっても独立に展開されたのである.

このように,類似性の定義は,上記で議論された考察と二つの文字列の∴`整列" (lining up)の

概念から導入されたものである.具体的に類似性の定義を与えることにしよう.二つの文字列

XとYが与えられたとする. Xは文字列xIX2-Xmであり, Yは文字列yly2･･･ynである

とする.文字列Xの位置集合(1,2,･‥,m)と文字列Yの位置集合(1,2,…,n)に対して,こ

れらの集合間のマッチングを最初に考える.なお,マッチングとは,各要素が高々1個の対にし

か出現しないという性質を満たす順序対の集合であることを思い出しておこう.これらの集合

でのマッチングMに対して, "クロスする"村が存在しないとき,すなわち, (i,i),(i′,j')∈M

かつi<i′ならばj<j'であるとき, Mをアライメント(alignment)ということにする.直

観的には,アライメントは,同じ位置に並ぶ文字を指定して,二つの文字列を整列する方法を

与えていると言える.したがって,たとえば,

StOp一

一tops

は,アライメ､ント((2,1),(3,2),(4,3))に対応する.

これで類似性の定義をする準備ができた.以下の基準のもとでのXとYの最適なアライメ

ントのコストに基づいて,類似性が定義されている. MをXとYのアライメントとする.

･第一に,ギャップペナルティ(gappenalty)を定義するパラメーター∂>0がある･す

なわち, MでマッチされていないXあるいはYの各位置に対して,それはギャップ
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●

(gap)であるので, ∂のコストを課すことにする･

第二に,アルファベットの文字の各村p,qに対して, pとqを同じ位置に整列するとき

のミスマッチコスト(mismatchcost)αpqがある･すなわち,各(i,i)∈Mに対して,

xiとy,･を同じ位置に整列するときのミスマッチのコストαxiy,･を支払うことにする･も

ちろん,一般には,各文字pに対してαpp-0を仮定してもよい･同じ文字を同じ位置

に整列したときはミスマッチが生じないので,これは自然である.ただし以下の議論で

は,この仮定を用いることはない.

｡アライメント〟のコスト(cost)は, 〟におけるギャップのコストとミスマッチのコス

トの総和であり,求めたいのは,最小コストのアライメン'hである･

最小コストのアライメントを最適なアライメント(optimalalignment)という･最適なアライ

メントを求めるプロセスは,生物学の分野では,系列アライメント(sequence alignment)と

呼ばれることが多い. 6とくαpq)は,系列アライメントのソフトウェアでは,外部から入力さ

れるパラメーターであると考えてよい.実際,生物学ではこれらのパラメーターを決定するこ

とが重要であり,そのための研究が多数遂行されてきている.ここでは,系列アライメントに

対するアルゴリズムを設計する立場であるので,これらの値は入力として与えられるものとす

る.最初の例の"Ocurrance"と"occurrence"に対する二つのアライメント

0~CurranCe

occurrence

0-Curr-anCe

OCCurre-Ace

でも眺めたように,パラメーターの選び方により,良いアライメントが変わってくることに注

意しよう.すなわち,最初のアライメントがより良いことと, ♂+ααe<3∂であることとは等

価であることになる.

ァルゴリズム6.6　系列アライメントアルゴリズム(SequenceAlignment Al-

gorithm)

これで,文字列X,Yの類似性の具体的な数値による定義ができた･すなわち,類似性は,

XヒxIX2･･･XmとY=yly2･･･ynのアライメントの最小コストである･このコストが小さ

ければ小さいほど,二つの文字列の類似性は高いことになる･そこで,以下では,与えられた

文字列X,Yに対して,最小コストとそれを実現する最適なアライメントを計算する問題に取

りかかることにしよう.

この間題に対するアプローチの⊥っとして,動的計画法が挙げられるだろう･基本的に以下

の二つに分類できることが,その動機付けになるからである･

.最適なアライメントMにおいて, (m,n)∈Mあるいは(m,n)¢Mである(すなわ

ち,二つの文字列の最後の文字が互いにマッチされるか,マッチされないかのいずれか

である).

しかし,これだけでは,動的計画法による解を得るにはまだ弱いと言える･そこで,これを以

下の基本的な事実と結びつけることを考えてみよう･
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(6･14) MをX-xIX2･･･XmとY-yly2-ynの任意のアライメントとする. (m,n)¢M

ならば, Xの位置mあるいはYの位置nのいずれかはMでマッチされていない.

証明.背理法で証明する. (m,n)¢Mであり,さらに, (m,i)∈Mかつ(i,n)∈Mとなる

ようなi<mとj<nが存在したと仮定する･すると, (i,n),(m,i)∈M, i<mかつn>3･

から二つの対(i,n)と(m,i)はクロスすることになり,これはアライメントの定義に矛盾する.

■

命題(6･14)は,以下のように,等価的に三つのケースに分類して書くことができる.そして,

それから漸化式の定式化がすぐに得られることになる.

任意の1≦i≦m, 1≦j≦nに対して,文字列xIX2･･･Xiと文字列yly2･･･yj間のアラ

イメントの最小コストをOPT(i,i)とする･まずはじめに,命題(6.15)の(i)が成立するとす

る･このときは, αxmynを支払い,その後, xIX2･･･Xm_1とyly2･･･yn_1をできるだけコス

トが小さくなるように整列する･すなわち, OPT(m,n)-αxmyn+OPT(m-1,n-1)とな

る.次に, (ii)が成立するとする.このときには, Xの位置mはマッチされないのでギャップ

コスト6を支払い,その後, xIX2･･･Xm_1とyly2-･ynをできるだけコストが小さくなるよ

うに整列する･したがって, OPT(m,n)-6+OPT(m-1,n)が得られる.同様に, (iii)が

成立するときには, OPT(m,n)-6+OPT(m,n-1)が得られる.

文字列xIX2･･･Xiと文字列yly2･･･yj間の最小コストのアライメントを求める部分問題で

も同一の議論を用いて以下が得られる.

(6･16)-r慈恵のLI-≦Li:≦_:-m, I l■整ti'L主iL Li-土対して,=- 17ライメントの最小コストOP準,3-)Lは

漸化式

OPT(i,3')___-i-mi可搬;,- + OPT(i - 1,3'-._13, 6.+ OPT(i - 1,3').,轟+ OPT(i,メ t 1)I

を満たす.さらにHi,3-)がこの間蓮の最適なアライメントMに属することと,-最小値がこれ

らの値のう/事の最初の値で達成‥されることとは,一等価である

ここまでくると,動的計画法アルゴリズムは明白である. (6.16)の漸化式を用いて, OPT(i,i)

の値を書き込んでいけばよい･ 0(mn)個の部分問題があり, OPT(m,n)が求めたい値である.

最適なアライメントの値を計算するアルゴリズムは以下のように書ける.なお,初期化のた

め,すべてのiでOPT(i,0)-OPT(0,i)-i6としている.か個の文字の文≠列とo個の文字

の文字列との整列では, il国のギャップが用いられるからである.
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y 1 y2　　　　y3　　　　y4

図6.17　系列アライメントのグラフによる図式化.

Aligment(X, Y) :

配列Al0...m,0･-n]

各iに対してAli,01 -i6と初期設定する

各jに対してAl0,j] -j6と初期設定する

For3-1,･･･,n

For i-1,...,m

漸化式(6.16)を用いてAli,j]を計算する

Endfor

Endfor

Alm,n]を返す

これまで出てきた動的計画法アルゴリズムと同様に,命題(6.16)の後半の部分に基づいて,

配列Aの足跡を逆にたどって最小コストのアライメント自身も復元できる･

アルゴリズムの解析

(6.16)からアルゴリズムの正当性はすぐに得られる･一方,計算時間は0(m可となる･配

列LAが0(mn)個の要素からなり,各要素が定数時間で得られるからである･
㌔

'ゥー

｣の系列アライメントのアルゴリズムを考えやすいように図式化することもできる･すなわ

ち,文字列Xのシンボルを行のラベルに対応させて,文字列Yのシンボルを列のラベルに対

応させて,さらに,図6.17に示すような有向辺からなる2次元の(m+1)×(n+1)の格子点

のグリッドグラフ(gridgraph) Gxyを構成する･

そして,行には0からmの番号を割り当て,列には0からnの番号を割り当てる･また, i

行jダリの点をラベル(i,i)で表し, Gxyの辺のコスト(cost)は,水平な辺と垂直な辺が6で

あり, (i-1,i-1)から(i,i)への対角辺がαxiy,･であるとする･

この図の目的はこれネ明らかになる. OPT(i,i)に対する(6.16)の漸化式は, (0,0)から(i,i)

へのGxyの最小コストのパスに対する漸化式と一致するからである･ -したがって,以下が得

られる.
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図6.18　二つの単語"mean"と"name"のアライメントのOPTの値.

-t申隼:鞍Lf_----車重む葦T:_I L韓燕や91:_-ti,莱)_:十やバ束や野千号下を灘j)とする･すると･す

一　難　-　-　　-　　1 -

証明. i+jについての帰納法で簡単に証明できる. i+i-0のときは, i-i-0となるの

で,確かにf(i,i)-OPT(i,i)-0となる.

そこで, iとjの任意の値に対して, i′+j′<i+jとなるすべての対(i′,i/)で命題が成立

すると仮定する. (i,i)への最短パスの最後の辺は(i-1,i-1), (i-1,i)あるいは(i,ill)

のいずれかである.したがって,

I(i,i) - minlaxiy,･ +I(i-1,i-1),6+I(i-1,i), 6+I(i,i-1)]

- minlαxiy,･ +OPT(i- 1,i-1), 6+OPT(i-1,i), 6+OPT(i,i- 1)]

- OPT(i,i)

が得られる.なお, 2番目の等式(等号)は帰納法の仮定から得られ,最後の等式(等号)は

(6.16)を用いて得られる. t

したがって,最適なアライメントの値は, (0,0)から(m,n)へのGxyの最短パスの長さに

なる(Gxyの(0,0)から(m,n) -のパ女を角から角へのパス(corner-to-Corner path)と呼

ぶことにする).さらに,最短パスで用いられた対角辺(の終点)は,最小コストのアライメン

トで用いられた対に一致する.グラフGxyの最短パスとのこれらの関係から,系列アライメ

ント問題の計算時間の直接的な改善が得られるわけではないが,これらは問題に対する直観と

洞察の手助けになる.さらに,次節で述べるように,系列アライメントのより複雑な版に対す

るアルゴリズムを考える上でも役に立つことになる.

例として,図6.18に,二つの単語"mean"と"name"のアライメントに対応する(0,0)から

各点(i,i)への最短パスの長さを示している.この例では, 6-2としている.さらに,異なる

母音と母音,.あるいは異なる子音と子音のマッチングのコストは1とし,母音と子音のマッチ
ヽ

ングのコストは3としている.各点に対応する表の各要素には,その点までの最短パスの最後

の辺を矢印で示している.すなわち, (6.16)で最小値を達成するものを示している.したがっ

て,点(4,4)から矢印を逆にたどっていけば,最適なアライメントが復元できる.

･I････1IIJ1-_PI･!I;
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前節では,それぞれ長さがmとnの文字列XとYの最適なアライメントを計算する方法
I

を示した.そして,部分問題の最適解の値OPT(･,･)を(m+1) × (n+1)の2次元配列に書

き込んでいくことは,格子点上に(m+1)(n+1)個の点をおいてグラフGxyを構成し,左下

点から右上点への最短なパスを求めることと等価であることがわかった.いずれの定式化の動

的計画法アルゴリズムにおいても, OPTの配列の(m+1)(n+1)個の各セルの値は走数時間

で決定できるので,計算時間は0(mn)となる.同様に領域も,配列あるいはグラフGxyを

保存するところが支配的になり, 0(mn)だけ必要となる･

問題6.5　線形領域の系列アライメント(Sequence Align-ent in Linear

Space) :問題の背景と定式化

本節では,必要な領域が0(m可で満足できるのか?という問題を提起する･英単語あるい

は英文の比較が応用というのならば,それほど問題にはならないだろう.しかし,系列アライ

メントの遺伝子情報への応用となると,通常,取り上げられる二つの系列は極めて長いものに

なる.したがって,このような場合は, 0(mn)の領域の要求は,潜在的には, 0(mn)の計算

時間よりも,極めて耐え難いものになる.たとえば,それぞれが10万個の文字からなる二つの

文字列の比較を考えてみよう(m-n-10万であり, rTm-100億となる).それを処理する

プロセッサーにもよるが, 100億回の原始的な操作はほとんど問題にならない.一方,単独で

100億バイト(10ギガバイト)の配列を用いて計算することを考えると,これはかなり心配に

なる.

幸運なことであるが,物語はこれでおしまいというわけではない.そこで,本節では,巧妙

に強化を施し,計算時間が0(mn)で領域が0(m+n)の系列アライメントアルゴリズムを述

べることにする.すなわち,計算時間はさらに定数倍だけ大きくなるものの,必要となる領域

は線形にすることができる.表現をわかりやすくするため,系列アライメント問題と等価なグ

ラフGxyでのパスの概念を用いて説明することにする.すなわち,最適なアライメントでの

対を求める代わりに,等価なGxyでの角から角へのパス(左下の点から右上の点へのパス)で

最短なパスの辺を求めることにする.

テルゴリズムは,分割続治法のアイデアの素晴らしい応用と見なすことができる･その技法

のハイライトは,問題をいくつかの再帰呼出しに分割して解くことにすると,計算で必要とな

る領域が,次の呼出しの際,再利用できるという点である･しかしながら,このアイデアをう

まく用いるには,かなりの工夫が必要となる.

アルゴリズム6.7　線形領域の系列アライメントアルゴリズム(SequenceAlign-

ment Algorithm in Linear Space)

最適なアライメントの値だけで十分で,最適なアライメント自身は必要ないということなら

ば,線形の領域は簡単に達成できる.それをまずはじめに示そう.重要な点は,配列Aの要素

に書き込むとき, (6.16)の漸化式から, Aの現在の列とAの一つ前の列の情報さえあれば十

分であるということである.したがって,配列Aは(m+1)×2の配列月に"縮小する"こ
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とができる.実際,アルゴリズムにおける各列3'での値の計算では, Bli,01に"前の"列の値

A帰一11をもち,坤11に"現在の"列?値A机】をもつことにすればよい･

space-Efficient-Alig-ent(X, Y) :

配列β【0‥･m,0･-ll

%iでBli,01-i6と初期化する(コメント･･Aの列0に対応する)

For3-1,･･･,n

Bl0,ll-j6とする(コメント:Al0,j]の列j8こ対応する)

For i-1,...,m

Bli,1] -minlαxiy,･ +Bli-1,01, ∂+Bli-1,ll, 6+Bli,011とする

EndfTor

各iでBli,0] -Bli,11と更新する

(コメント:月の列1を列0に移し,次の反復のための領域を確保する)

Endfor

このアルゴリズムが終了すると,各i-0,1,.‥,mに対して配列Bli,11にOPT(i,n)の値

が保存されていることが簡単に示せる.さらに,計算時間は0(m可で使用する領域は0(m)

となる.問題は,アライメント自身はどこにあるか?ということである･ Find-Alig皿entの

ような手続きを走らせるのに十分な情報が残されていないのである･アルゴリズムの終了時点

では,月は最初の動的計画法アルゴリズムでの配列Aの最後の2列の情報しかもっていない

ので,足跡をたどってパスを復元しようとしても,これら2列をたどった後は情報が消滅して

いることになる.上記の領域効率化版の手続きを走らせている最中に最終的なアライメントを

･予測する"ことで,この困難を回避できると考えるかもしれない･特に, (非明示的な)配列

Aのk列目の値を計算しているとき,ある要素が極めて小さい値をもつときには,この要素を

通るアライメントが最適なアライメントの約束された候補であるという仮説を立てることもで

きると思うかもしれない.しかし,この約束されたアライメントが,その後大きな問題に出く

わし,現在あまり良さそうに思われなかった別のアライメントが,最適なアライメントになっ

てしまうこともありうるのである.

しかしながら,実際には, 0(m+n)の領域を用いるだけで最適なアライメントを復元でき

る.そのためには,本書の前章で眺めた分割統治法の技法を採用することがキーとなる･それ

を議論する前に,動的計画法の基本的な解を求める別の単純な方法から始めることにする･

動的計画法の逆行定式化.グラフGxyで点(0,0)から点(i,i)-の最短パスの長さをf(i,i)

と表したことを思い出そう(最初の系列アライメントアルゴリズムで示したように, I(i,i)は

OPT(i,i)と同じ値となる)･ここでは,さらに,点(i,i)から点(m,n)へのGxyの最短パス

の長さをg(i,i)一､と定義する･関数gに基づいても,同様に,系列アライメントに対する自然な

動的計画法アプローチが得られる.異なるのは,単に逆順に組み立てていく点だけである･す

なわち, g(m,n)-0から出発して,最終的に欲しい答えはg(0,0)となる･ (6･16)と全く同じ

類推を用いて, 9に対しても以下の漸化式が得られる･

.　　.　　　　　　　..∴∴㌫煙管
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これから,単にグラフGxyを180度"回転しで,点(m,n)が左下にくるようにして, (m,n)

から出発して逆向きに進んでgの値を計算していく,完全に対称的な動的計画法アルゴリズム

も得ることができる.同様に,最適なアライメントの値を0(m+n)のみの領域を用いて計算

するSpace-Efficient-Aligpentと類似の逆行動的計画法アルゴリズムの領域効率化版も考

ぇることができる.この逆行版を, Backward-Space-Efficient-Alig-entと自然な呼び名

で呼ぶことにしよう.

順行版と逆行版の定式化の併用･したがって,二つの対称な関数f, gの値を組み立てる対称

的なアルゴリズムが得られた･これらのアルゴリズムを組み合わせて用いて,最適なアライメ

ントを求めるのがアイデアである･これらの二つの関数再の関係をまとめた二つの基本的な

事実から始めよう.

(6･19)点(i,i)を通るGxyの左下点から右上点-の最短パスの長さはf(i･j) +g(i,i)で

ある.

証明.点(i,3･)を通るGxyの左下点から右上点-の最短パスをPとし,その長さをei3･とする･

もちろん,パスPは,.点(0,0)から点(i,i)-のパスと,点(i,i)から点(m,n)へのパスをつな

･いだものと言える.したがって, Pの長さはf(i,3･)+g(i,i)以上となり減>-I(i,3')+g(i,i)

が得られる.一方,点(0,0)から点(i,i)-の最短パスと点(i･j)から(m,n)への最短パスを

っないで得られるパスをQとする･すると, Qは点(i･j)を通るGxyの左下点から右上点へ

のパスとなり,その長さは鮎j)+g(i,3･)である･さらに,パスPは点(i,i)を通るGxyの

左下点から右上点-の最短パスであることから, eiJ･ ≦ I(i,i)+g(i,i)が得られる･以上より,

ei,･ -I(i,i)+g(i,3')となる･ lL

証明. Gxyの左下点から右上点-の最短パスを任意に一つ選び,それをPとし,その長さを

e*とする.さらに, k∈(0,･･･,n)を任意に固定する･ Gxyの左下点から右上点への最短パ

スP勘Gxyの第kFIJ目のいずれかの点を必ず通る･そこで･その点を(p,k)とする･する

と, (6･19)より, e*i(p,k).g(p,k),_mintf(q,k).g(q,k))

q

となる.次に,この式の右辺のminqtf(q,k)+g(q･k))で最小値を達成するインデックスをq

とする.すると,

e* >_ I(q,k)+g(q,k)
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となる･再度(6･19)により,点(q,k)を通るGxyの左下点から右上点-の最短パスQの長さ

はf(q,k)+g(q,k)である･一万, 2*はGxyの左下点から右上点への最短パスPの長さであ

るので,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

e* ≦ I(q,k)+g(q,k)

となる･したがって, e*-I(q,k)+g(q,k)が得られる.すなわち,点(q,k)を通るGxyの

左下点から右上点への最短パスQも長さe*となり, (6.20)が証明された. ■

したがって,アルゴリズムは, (6･20)と最適なアライメントの値を計算する上記の領域効率

化版アルゴリズムを合わせて用いて,以下のように進行することになる･ Gxyを中央の列n/2

で分割して,各iでJ(i,n/2)とg(i,n/2)の値を領域効率化版アルゴリズムを用いて計算する.

すると, I(i,n/2)+g(i,n/2)の最小値とそれを達成するインデックスiを決定でき,さらに,

(6･20)より,点(i,n/2)を通るGxyの左下点から右上点への最短パスが存在する･隼がっ

て, Gxyの点(0,0)から点(i,n/2)への部分とGxyの点(i,n/2)から点(m,n)への苦吟で再

帰的に最短パスを探せばよいことになる.重要な点は,この二つの再帰呼出し で#め方
-

ま丘T▼で

他方が後になるので,先の呼出しで用いた領域を後からの呼出しではそれを再利用できるとい

うことである･毎回,一つの呼出しにのみ従事するので,必要とする全体の領域は, 0(m+n)

であることがわかる･残された問題は,このアルゴリズムの計算時間が0(m可であるかどう

かを解決することとなる.

アルゴリズムは, Gxyの左下点から右上点への最短パスPに含まれる点が発見されるたび

に,それを大域的にアクセス可能なリストPに保存して管理しながら走る.最初, Pを空集合

に設定する･ Gxyの左下点から右上点-の最短パスPは最大m+n本の辺をもつので, Pは

m+n個の要素をもつようにする･さらに･以下の記法を用いることにする･ 1≦i≦j≦mに

対して, Xli:j]はxiXi'1･･･X,･からなるXの部分文字列であると定義する.同様に, Yli:j]

を定義する･簡単のため, nは2のべき乗(n-2kでkはある正の整数)と仮定する.この

仮定により,議論は明快になる.もちろん,この仮定は容易に除去できる.

Divide-znd-Conquer-Alignment (X, Y) :

mをXに含まれる文字数とする

nをYに含まれる文字数とする

If (m_<2)あるいは(n≦2) then

Alignment(X,Y)を用いて最適なアライメントPを計算する

EIse

Space-Efficient-Alig-ent(X, Yl1 ‥ n/2])を呼ぶ

Backward-Space-Efficient-Alig-eat(X, Yln/2 + 1 : n])を呼ぶ

f(q,n/2)+g(q,n/2)を最小化するインデックスqを求める

(q,n/2)を大域的リストPに加える

Di示ide-zmd-Conquer-Alig-eat(Xll : q], Yl1 ‥ n/2】)

Divide-and-Conquer-Alig-ent(Xlq + 1 ‥ m], Yln/2 + 1 ‥ n])

Endif

Pを返す
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2番目の再帰呼出し

1番目の再帰呼出し

図6･19領域効率化版アルゴリズムDiyide一-d-Conquer-Alig-entの再帰の最初のレベル･箱で

囲んだ二つの部分が再帰で呼ばれる二つの部分問題の入力を示している･

図6.19に再帰の最初のレベルの例を示している.最小値を達成するインデックスがq- 1

ならば,図に示すような二つの部分問題になる･

アルゴリズムの解析

アW.ゴリズムが正しい答えを返し･使用する領域が0(m+n)であることはすでに前述の議

論で確立している.したがって,以下の事実を証明すればよい･

諌要望濫造岳辿鎚鵡粘史正論産出

:､Ll'.-.1聖:1､. ､' a圭礎輩空調環

拝辞珊

妻~~量-q･･･--～.'き.I+.I-～･.'l‥‥･･--=･･･"･三･･---1･1･･Tfr誌, ･:TY;7

耶前節認許環黙諾芯#揖黙許苛深謀郡市㌍町折沼野群珊顎平Tmr不祥′′珊方瀬野珊宍′巾顎等:芋杭欄寛冊､

証明.長さmとnの文字列に対するアルゴリズムの最大計算時間をT(m,n)とする･アルゴリ

ズムは, space-Efficient-Alig-entでの配列Bと対応するBackvard-Space-Efficient-

Alig皿entでの配列β′を組み立てていくのに, 0(m可時間かかる･アルゴリズムは,長さが

qとn/2の文字列と長さがm-qとn/2の文字列で再帰的に実行する･したがって,ある定

乳Cとある選ばれたインデックスqに対して,

T(m,n) ≦ cmn+T(q,n/2) +T(m-q,n/2)

T(m,2) ≦ cm

T(2,n) ≦ cn

が得られる.
I

この漸化式は,第5章の分割統治法の応用で眺めたものと比べて,より複雑になっている･

第一に,計算時間が2変数mとnの関数であり, 1変数の関数ではない･さらに,部分問題

への分割が"均等分割"とは必ずしもなっていなくて,アルゴリズムの前段階で求められた値

qに依存するものになっている･

この種の漸化式はどのようにして解けばよいのだろうか?一つの方法は,特別な形の漸化式

を考えて解のだいたいの形式を予想してみて,それを一部代入して,最終的に解をきちんと求

めることであろう.そこで, m=nであり,分割点qはちょうど中央であったとしてみよう･
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この限定した特別なケースでは,関数T(･)は1変数nの関数として書け, (分割は中央ででき

たとしているので) q-n/2とおける･したがって,

T(n) ≦ 2T(n/2) + cn2

となる.これは役に立つ式になっている.第5章でも現れた漸化式で,すでに解を求めたもの

となっているからである.すなわち,この漸化式の解はT(n)-0(n2)となる･

したがって, m=nであり,分割点qがちょうど中央であるときは,計算時間はnの2乗で

増加する.これに基づいて,最初の一般的な漸化式に戻ってみると, T(m,n)がmとnの積で

増加すると予想できる.そこで,ある定数kを用いてT(m,n)･≦kmnであると予想してみて,

帰納法で証明できないかを考えてみることにする･基本ステップであるm<-2かつn≦2の

ケースでは,た≧C/2である限り成立することがわかる･そこで帰納ステップとして, m′<

n′ <nのすべての対(m′,n′)でr(m′,n′) ≦km′n′が成立するものと仮定する･すると,

T(m,n) ≦ cr'm+T(q,n/2) +T(m-q,n/2)

≦ cmn+kqn/2+k(m-q)n/2

- cmn +.kqn/2 + kr,m/2 - kqn/2

- (C+k/2)mn

が得られる.したがって, k-2Cと選べば,帰納ステップも成立し,証明が完成する･ lL

6.8　グラフの最短パス

本章の最後の三つの節では,グラフの最短パスを求める問題とそれに密接に関係する話題に

焦点を当てて議論する.

問題6.6　最短パス(Shortest Path) (問題4･4) :問題の背景と定式化

G-(V,E)を有向グラフとする･各辺(i,i) ∈EL二は重みci,･が付随していると仮定する･

重みは複数の異なるものをモデル化するのに用いることができる.ここでは,重みci,･は,グ

ラフで点iから点jへ直接行くときのコストを表すものと解釈する･

辺のコストが正のグラフで最短パスを求めるD埴straのアルゴリズムはすでに議論してき

た.ここではより複雑な,辺のコストが負のものもありうろグラフでの最短パスを求める開港

を考える.この間題を学ぶ動機としてはいろいろあるが,その中でも以下の二つが特別なもの

になっている.第一に,最短パスの有する現象をモデル化する際に,負のコストが存在すること

が重要なことも多い点である.たとえば,金融市場において,点がエージェントに対応し,エ~

ジェンhiから買ってすぐにエージェン日に売る取引のコストをci,･で表すものとする･この

ケースでは,パスは取引の系列を表し,負のコストの辺は利益が正となる取引を表すと考えら

れる.第二に,これから展開する負のコストの辺もあるグラフを扱うアルゴリズムは, D埴stra

のアルゴリズムよりも,柔軟性に富み分散的である点からも,極めて重要であることである･

分散的であることから,通信ネットワークで,最も効率的なパスを決定する分散ルーティング

アルゴリズムの設計などへの,重要な応用も有することになる.

本節と次節では,互いに関連する以下の二つの問題を考える.




