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1.計算幾何学の歴史

人間にできることを，すべてコンピュータにさせる

という夢（手塚 治の鉄腕アトムの世界）が実現する

かどうかはともかく，この夢のためには幾何学データ

処理は不可欠なものである．例えば，人間の基本的行

動のなかで，文字を読むということは，「あ」という幾

何図形を見て，これが自分の持っている文字のデータ

ベースのなかで，日本語の平仮名の最初の文字と，一

番近いという幾何学的パターン認識をするわけだし，

オフィスのなかを歩くときには，障害物との距離を測

りながら，目的地への可能な経路の探索（幾何学的最

短路探索）をしている．ステーキを食べるときでも，

無意識のうちに切りやすい方向を見つけ，ーロ大に切

り分けている（幾何学的最小カット問題）．幾何学デー

タ処理のアルゴリズム理論の話をしよう．

アルゴリズム理論は，コンピュータサイエンスのな

かでも古典的な部類に入り，参考書や解説は数多くあ

る．例えば， Aho-Hopcroft-Ullmanの 1974年の名著

"The Design and Analysis of Computer Algorithms" 

[Aho 74]をひもといて見ると，リストやキュー，ヒー

プなどの扱い方，ソートやハッシュのやり方，行列計

算や多項式計算，グラフアルゴリズムなどが絢爛と描

かれている．これらのアルゴリズムは計算機自体の高

速化，例えばコンパイラの設計などに直結しているし，

大規模科学技術計算や合計処理など， 1970年代の計算

機の主要アプリケーションを念頭におくと，当時のプ

ログラマの知るべきアルゴリズム分野をほぼカバーし

ている．

ところが，ここ 20年の間の計算機の使用法の変化

は，すさまじいものがある．ちょっとしたパソコンで

も高度なグラフィクスを扱い，かなり大きなデータベ

ース探索を行う．工場の生産ラインでは，無人ロボッ

トが計算機による中央制御で仕事を行い，我々研究者

の世界でも，電子メールによる，海外の共同研究者と

の同時プログラム開発ができたりもする．計算機の進

化につれて，アルゴリズムの守備範囲も大きく広がっ

てきており，したがって，現代のプログラマにとって

は， Aho-Hopcroft-Ullmanの本にあるアルゴリズム

の知識では，十分とはいえない．では，どんなアルゴ

リズム理論が登場しているのであろうか． 1990年以降

に出ているアルゴリズム関係のハンドブックに，必ず

といっていいほど登場するのが，計算幾何学

(Computational Geometry)である．計算幾何学で扱

うのは，幾何学データの処理である．幾何学データに

は点集合，多角形，障害物のある平面，迷路，地図，

直線の集合などさまざまな種類があり，言い換えると

数式の集まりで定義できるような対象物は，ほとんど

すべて何らかの意味で幾何学データといってよい．あ

まり手を広げすぎても夢のような話になるので，歴史

的な順を追って，具体的に扱われる問題を見てみよう．

幾何学データ処理は，古くから行われている．例え

ば，天文学や測地学は幾何学データ処理の宝庫であり，

有名なルジャンドル—ガウスの最小自乗法は，空間内の

点集合からそれらの点の近似する最適な楕円を求めよ

という，天文学の要求から開発されている．また，迷

路を通り抜ける話なら，ギリシャ時代から考えられて
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きた． しかし，当時は計算能力の低さのため小規模の

データしか扱えなかったために，曖昧なアルゴリズム

の評価の基準しかできず，計算幾何学としての独立分

野を築くには至らなかった．現在のアルゴリズムの評

価の基準となっているビッグ-O表示[Aho74]は，巨

大なデータを処理できる計算機の存在を仮定しなくて

は，妥当なものではないことに注意してほしい．

コンピュータ科学の見地から，幾何学データ処理の

理論的なアルゴリズムの出発点として見るべきなの

は， R.Grahamによる 1972年の論文[Graham72]で

ある．この論文で，平面上の n個の点の凸包（図 1)を

構成するのに O(nlog n)の時間のアルゴリズムが示

され，ユークリッド幾何学を利用した，独特の香りを

持ったアルゴリズム理論の可能性が明らかにされた．

その後，いくつかの問題に対して幾何学的な雰囲気を

持つアルゴリズムが発表されたが， 1978年に， M.I. 

Shamosの出した博士論文は，これらの仕事に対して，

戦略的な統合化を行い，計算機による幾何学データ処

理の重要問題をリストアップして分類することによ

り，計算幾何学を学問的に体系づけた（後に [Prepar-

ata 85]として出版されている）．具体的には，①領域

探索問題（多次元のデータのなかで，与えられた領域

に含まれるデータを列挙する問題），②凸包問題，③最

少距離問題（一番距離の近い点の探索やそれに関連し

た問題，ボロノイ図［杉原 93]の問題など），④交差問

題（与えられた幾何学図形どうしが交差しているかの

判定や交わりの計算），⑤長方形族の問題などがあげら

れている．

Shamosによって掲げられた計算幾何学の旗印のも

と＊1, 優秀な研究者がこれらの問題に次々と群がって

撃破しつつ，カバーする分野も付け加えていった．現

在では，例えばロボットの動作計画や，コンピュータ

ビジョンによるパターン認識など，アルゴリズム理論

の枠内を飛び越えた発展をしている．日本でも伊理正

夫，浅野孝夫，浅野哲夫などを中心とした研究グルー

プが，地図情報処理や VLSI設計をメインな目標とし

て，計算幾何学の理論と応用に精力的な活動を行い，

質の高い結果を数多く出している．［伊理 86]を見る

と，人口分布が与えられているときの病院，小学校な

どの最適配置や，プロッタで線画（例えば， VLSI配線

図 1 点集合の凸包

* 1 しかし， Shamos自身は弁護士に転身したという話．

図）を描画するときの空送りの最小化などが，計算幾

何学的手法で鮮やかに解かれている．計算幾何学での

大規模データの取扱いを「目で見る」には，ボロノイ

図の構成［杉原 93]がわかりやすい．

実用性と並行して，計算幾何学の最もおもしろい部

分はその手法の豊富さであり，他分野との関わりあい

である．手法的にもデータ構造，グラフ理論，ラムゼ

ー理論などの離散数学，各種の幾何学，統計，学習理

論など，玉手箱のように飛び出してくる．また，幾何

学と一見無関係に見える問題が，計算幾何学の代表的

な手法を用いて解けることも非常に多い． この解説で

は，最近の計算幾何学のおもしろい手法として，行列

探索，低次元計画法，パラメトリック探索を取り上げ，

ついでに他分野との意外なつながりを紹介するつもり

で，ちょっと変わった応用の話をしてみる．

2.行列探索の話一RNAの構造決定や

最適量子化への応用

幾何学と計算の組合せで，一番自然なのは距離の計

算や最適化である．図 2の領域（迷路）全体を調査し

たい．迷わないように，命綱を侵入口に取り付けてお

＜．どのくらいの長さの命綱がいるだろうか．数学的

に書こう．単純多角形領域 Pを考える．ここで，単純

多角形領域とは穴の空いていない（数学用語では単連

結な）多角形領域で，例えば，図 2の領域は単純多角

形である．各頂点（侵入口）から，多角形の内部を通

って行ったとき，最も遠い頂点（最遠点）までの内部

距離（領域の内部を通る最短路の長さ）が，その侵入

口から入ったときの必要な命綱の長さである（特に一

番遠い頂点対の内部距離を多角形領域の直径といい，

ロボットの経路探索などさまざまな応用がある）．すべ

ての頂点からの最遠点たちを一気に計算してみよう．

この問題を解くには，計算幾何学の数多くの手法が必

要であり，線形時間（多角形の頂点数を nとして，

O(n)）アルゴリズムが書ければ，すでに現在の計算幾

何学の最新の知識を持っているといえよう．ここでは，

その数多い道具の一つである行列探索の話をして，そ

の化学やデータ圧縮への応用に触れる．

単純多角形 Pの頂点に，時計回り順にインデックス

を付け，｛か，か，…，加｝とする． 2点か，たの内部距離

図 2 単純多角形領域
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をd(p;,pぶもしくは d(i,j)と書き，距離行列 D=

(d(i, j)）にi,J幻 1を考える．まず，内部距離 d(i,j)の効

率的な計算自体が簡単ではないように見える．しかし，

計算幾何学の理論を用いて多角形を三角形分割し，さ

らに線形時間の前処理をしておけば，与えられた 2点

v，と vJに対して d(i,j)が O(logn)で求まるような

データ構造がある [Guibas89]．我々の最遠点問題は，

行列 Dの各列の最大値をすべて求めることと同値で

ある．したがって，行列 Dをまず計算し，それから地

道に各列の最大値計算を行えば，問題は解決する． と

ころが，距離は全部で n(n-1)/2個あるので，この方

法では，たとえ d(i,j)が 0(1)で計算できたとしても，

O(nり（入力 nの 2乗に比例する）の計算時間がかか

る． nが 10000なら， 100000 000のオーダの手間であ

る．もっとよく考えないと線形時間アルゴリズムは構

成できない．

四辺形pquvにおいて，対辺の長さの和は対角線の

長さの和より短いので， d(p,u)+d(q, v)>d(p, v) 

+d(q, u)である．この関係式は四角不等式と呼ばれ

たりもするが， 18世紀の数学者 G.Mongeが土木工学

や砲術＊2への応用からこの性質を取り上げたので，普

通はモンジュ性と呼ばれる．ある行列 A=(A(i,j))が

モンジュ性を持つとは， A(i,k)+ A(j, l) > A(i, l) 

+A(j, k) (if i<j and k< l)であることをいう（不

等式が反転したものを逆モンジュ性という）．モンジュ

性を持つ nXn行列 Aのなかでの，各列の最大値を求

めるための計算時間を /(n)とする．素直に考えると，

行列のすべての成分を読み取る時間より f(n)が速く

なるような気はしない．しかし，まず，中央の (n/2番

目の）列の最大元の位置(X,n/2)を計算してみよう．

すると，行列の右半分のある列で， X行より上に最大

元があったとする．その位置を (Y,r)とする．ところ

が，モンジュ性より A(Y,n/2) + A(X, r) > A(X, 

n/2)+A(Y, r)が成り立つ．ところが， A(X,n/2)も，

A(Y, r)も列の最大元なので， A(Y,n/2) :s:::A(X, 

n/2)かつ A(X,r):s:::A(Y, r)で，上の不等式と矛盾す

る．したがって，行列の右半分では X より下の部分だ

け見ればよく，同様に行列の左半分では X より上の部

分だけ見ればよい．であるから，行列成分をすべて読

み取る必要はない．この考え方を突き詰めると， /(n)

=O(n)になる．詳しくは[Aggarwal87]，または教科

書［浅野 90]を見ていただきたい．

さて，単純多角形 Pの上の 4点か， PJ,pk，かを時計

回りにとり，その内部距離を考えると， d(i,k)+d(j, l) 

* 2 配備された M 門の大砲で N個の標的を打ち壊すとき

に，どの大砲がどの標的を撃つのが最適か？
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>d(i, l)+d(j, k)が成り立つことを確かめてほしい．

これはモンジュ性より少し弱いが，距離行列 Dの対称

性を用いると，モンジュ性とほとんど同様の取扱いが

できる．したがって，単純多角形内の最遠点問題は行

列探索を用いて，距離行列 Dの O(n)個の行列成分を

計算する時間で解ける．先に述べたように，距離行列

の一つの要素の計算に O(logn)かかるので，全体の計

算時間は O(nlog n)になる．さらに，効率的な三角形

分割法[Chazelle 90]（この論文は難解）を用いて前処

理し，もう少し良い解析を行うと，線形時間にできる

のである [Hershberger93]. 

さて，モンジュ性までくると， もとの問題の幾何学

的な情報は消え去り，完全に代数的な条件となってい

る． ヒョウタンから駒という言葉があるが，モンジュ

行列の最大値探索を使って高速に解ける問題は数多

い．いくつかあげてみよう．まず，生物学への応用を

見てみよう． RNAの第 2構造を計算するときに，

Waterman問題という最適化問題が生じる． RNAは

ご存知のとおり， 4種類の塩基(G,C,A,U)からでき

ている．もしも， RNAがただのひものような構造を持

っているのなら，四つのアルファベットの並んだ配列

としての構造しかない．しかし，実際はこのひもは粘

着テープのように自分自身と張りつき，らせんやルー

プを作る．実際， GとC,A とUがくつつきやすい．

GとUにも弱い親和性がある． DNAの場合は 2本の

配列で GとC,AとTが完全にペアになって二重ら

せんになっているのに対して， RNAは 1本の配列が

折りたたまれた形になり，不完全なペアリングを持つ．

この不完全なペアリングに起因して， RNAは部分的

ならせん構造や不規則な 3次元構造を持ち，外部の刺

激による位相構造の変化も起こり得る．さて， 1次元

的な RNAの配列が与えられたときにどのような幾何

構造を持つかを予測するために，図 3のような簡単な

モデル（多重ループのないモデル）を考えよう．いく

つもあるループ構造のなかで，結合に必要なエネルギ

ーの最も低い結合構造（最も完全な結合構造）を求め

るのが， Waterman問題である．さて，配列の塩基に

1から nまで番号をふり， i番めの塩基 X2とj番めの

塩基ふの結合のためのエネルギーを a(i,j)としよ

ぅ．例えば， X がAなら， Xが Uでない限り a(i,j) 

はC0である．ひもの両端（ふとふ）に一番近い結合ペ

図 3 RNAの第 2構造（単ループモデル）
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アが X とXn-Jであるようなすべての構造のうちで，

最も安定な構造のエネルギーを H(i,j)とする．する

と， H(i,j)=min(a(i, n-j)+H(i',j')+K(i-i'--1) 

+K(j-j'-l)）という漸化式を得る (i'>i,j'>jの条

件下で右辺を最小化する）． K(x)は，長さ X の配列が

結合なしで存在している場合のエネルギーであり，正

の整数 a,b,cに対して， K(a+b+c)+ K(a)sK(a 

+b)+K(a+c)（弱凸性）を満たす．すべての (i,j)に

対して H(i,j)を計算できれば，問題は解決する．

この漸化式を解く有効な方法は，動的計画法（ダイ

ナミックプログラミング）である（［浅野 90]参照）．

動的計画法は，行列探索をサブルーチンとしている．

ところが， K(x)の弱凸性のおかげで，行列には逆モン

ジュ性があり，最小のエネルギーを持つ構造は O(n2

log n)時間で求まるのである．さらに多重ループのあ

るモデルでも同様に行列探索と動的計画法の組合せで

効率の良い算法ができる [Eppstein91]．余談だが，結

合していない塩基たちは，まだ糊のついたままの状態

のテープのようなもので，この部分の働きによりタン

パク質の合成の際にアミノ酸を持ってくる運び手をし

たり，酵素になったりする RNAの多様な役割が可能

になるという． RNAの構造決定と同様にして，文字列

の最適編集も求めることができる．ある文字列を別の

与えられた文字列に編集するには挿入，置換，削除を

上手に組み合わせなくてはならないが，これは， 2本

の配列を RNAのようにマッチさせる作業である．ま

た，二つの文字列の最長共通部分列を求める問題も行

列探索で効率良く解ける．

さて，もう一つの別の応用を見てみよう．量子化と

いうと，量子物理学を連想されるだろう．コンピュー

タ科学のほうでも，音声認識，画像処理など，多くの

分野で量子化という言葉が出てくる．標語的にいうと，

ここでいう量子化は一種のデータ圧縮である．物理学

で，粒子の状態エネルギーの統計的な存在分布を与え

られたとしよう．これは，データとしては非常に大き

くわかりづらいものである． もしもこの存在分布にあ

まり特性がなければ，宇宙はカオスのなかに埋もれて，

物理特性など発見しようがなかっただろう．ところが，

自然界は良くできていて，粒子の取るエネルギーは，

ある離散的な値しか取らない（少なくとも，そう仮定

して物理現象と矛盾しない）．この離散状態のことを

（または，その最小単位を）， M.Planckは量子と呼ん

だわけである．これによって，統計分布（混合状態）を，

定数個の状態（純粋状態）に分離して見ることができ

る．現実的に，何か意味のあるデータは，適当な変換

（例えばフーリエ変換）を施した後では，ノイズを除け

/［／99  

, 1. I 
図 4 量子化

ばいくつかの離散的な純粋状態の混合を表すことが多

い．例えば，ある言葉を意味する音声だったら，与え

られた波形をいくつかの音に区切って，言葉として捉

えることができるはずである．

混合状態を，いくつかの純粋状態（量子）に分けてデ

ータを見やすくすることを量子化だと思おう．日常的

な感覚では，連続グラフを棒グラフで近似するような

ものである（図 4)．理論的には連続関数をいくつかの

量子で近似するのだが，現実にはディジタルな情報の

量子化を行う．素朴な量子化モデルの説明に少し数式

を使うことを我慢していただくと，インプットとして

n個のデータ値 XI<X2<…＜ Xnと，各データふの重

みI（ふ）が与えられる．これに対して，アウトプットと

して K個の実数値 Y={y,,Yz,…， Yk}と，整数列 1=

冗(1)＜冗（2)<…＜冗(k+l)=n+lを考える．区間

[x冗(z)，X冗(i+l)-1]内のデータ値たちは y2に圧縮される．
冗(i+l)-1

すなわち， y1には重み ~ f（ふ）が割り当てられる．
j=冗（i)

一般に， Kは nに比べ小さく，大きさ nのデータの大

きさ Kへの圧縮を行っているわけである．量子化には

誤差が定義され，小さい誤差を持つ量子化が採用され

る．代表的な誤差は，重み付き自乗平均

E(Y, 7r）＝含｛噂)l)II（ふ）（ふ一y;)2}
である． Kを固定したとき，誤差が最小になるような量

子化（最適量子化）を求めたい．数列 7[が求まったと

しよう．すると，統計学の分散の理論により（もしく

は簡単な計算により）誤差を最適にするには， Yiは重

み付き平均μは(i)，冗(i+ 1)）にならなければならな

い． ここで，

μ(s, t)＝（苫f(xJに）／（岱（い）
である．したがって，最適量子化を求めるには数列 J[

を求めればよい．さらに，

t-1 

c(s, t)= ~I（ふ）（XJ ― µ(s, t))2 
j=S 

とすると，最適な Yでは

k-I 

E(Y,冗）＝E(1r)=~ C（冗（i),冗(i+ l)) 
i=I 

となる． ところが，行列 C=(c(s,t)）が逆モンジュ性

を持ち（やっと話がつながってきた），最適量子化
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(E(7r）の最小化）は， Cの線形時間行列探索をサブル

ーチンとした動的計画法により， O(kn)で求まるので

ある．驚くべきことに， Kが小さいときはソーティング

よりやさしいことになる． Kがある程度大きいときに

は4章で紹介するパラメトリック探索を用いて計算時

間は O(n藷 logn)まで落とせる [Aggarwal93]. 

3.最小楕円問題と線形計画法

線形計画法は，アルゴリズムの世界では偉大なる王

者といってよいだろう．実用的には，さらに歴史的に

も多くの最適化問題が線形計画法を道具として攻略さ

れてきた．計算幾何学の問題も，ときとして線形や非

線形の計画問題であることが多い［今井 93]．しかし，

一般の計画問題では，変数の数も制約式の数も非常に

多いのに対して，計算幾何学では普通低次元（たかだ

か6次元くらいまで）の問題を取り扱うので，制約式

の数は多いが変数の数は少ない（定数と思ってよい）

のが常である．最近，線形計画法の特殊な解法の研究

が進み，「計算幾何学の線形計画解法」がホットな話題

となっている．

二つの例をあげてみよう．データを都合良く分割す

ることは非常によく出合う問題である．一番簡単な次

のような点集合分離問題を考える．今， n個の赤い点と

m個の青い点が与えられているとしよう．本当は高次

元空間で考えるのだが，簡単のため，平面上の点集合

を考えよう．さて，赤い点と青い点を分離するような

直線（高次元なら超平面）があるだろうか？ あるなら

ば 1本見つけてほしい（ないときには，間違った側に

ある点の数を最小化したい．［Asano93]参照）．頭に描

いているのは，簡単な診断システムである．ある 2種

類のテスト（例えば，血圧と脈拍数）の結果を平面上

に書いてみて，赤がある病気の患者で，青が健康な被

験者たちである，完全に赤と青を分離する直線がある

とき，この問題を線形計画法で記述することができる．

すなわち，直線 y=px+qが求める直線ならば，赤い点

(a, b)に対しては ap+q-b>Oで，青い点 (c,d)に対

しては cp+q-d<Oなので， pとqに関して連立不等

式系ができ，この解が答になる． Pを最大にする解を求

めるのは，標準的な線形計画法である．計算幾何学の

独自手法でこの分離問題を解くのには，点集合の凸包

を計算することが有効になる．赤い点集合の凸包を

P(red)，青い点集合の凸包を P(blue)と書く．もしも

分離直線があるならば，二つの凸包は交わらないはず

である．さらに，分離直線は凸包たちの共通接線とし

て求まる．凸包の交差判定や共通接線の計算は非常に
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速く (O(logn)時間で）できるので，全体の計算で一

番手間がかかるのは凸包の計算である．さらに細かく

見れば，点たちを X座標に関してソートしておけば，

後は線形時間で計算ができる（［浅野 90]参照）．しか

しながら，よく知られているように，ソートの手間は

n log nより良くできない．第一感として， O(nlog n) 

は最適に見える．果たしてそうだろうか？

次に，もう少し高級な例をあげてみよう．集合の凸

包を作る一つのメリットに，集合を凸包で近似できる

ことがある．通常の点集合の場合，凸包上の点の数は

小さいし，さらに，計算幾何学の手法を用いれば，凸

包どうしの交差判定や距離計算が非常に効率良くでき

る．例えば， 2台以上の移動ロボットの制御をすると

き，ロボットの代わりにその凸包（場合によってはい

くつかの部分に分けて，それらの凸包の和）で近似し

ておけば，高速に衝突回避ができる．しかしながら，

凸包が集合の近似として常に最も便利というわけでは

ない．例えば，地球を集合と思えば凸包よりも，球や

楕円体で近似したほうがずっと効果的である．すなわ

ち，「d次元空間内の，n点の集合 Sに対して， Sを含む

体積最小の楕円体を求めよ」という問題が考えられる．

ちょっと前までは，計算幾何学の専門家（例えば私）で

も，「最小楕円体は凸包より計算が難しい」と思ってい

たが，効率的な（準）線形計画アルゴリズムを用いると，

実はそうではないということが近年になってわかって

きた．注意として，楕円での近似というと，惑星の軌

道の計算のようなイメージがあるが，軌道計算の場合

には楕円の周を考えるのに対して，ここでは，楕円の

中身を考える（したがって，最小自乗法は有効でない）．

最小楕円体問題は，線形計画法と深く関係している．

楕円体の方程式は，行列の 2次形式の形で守Aえ＝0

と書ける． Aは(d+l)次対称行列であり，え＝（x1,X2,

…,Xd, 1)である． Aの最初の d行 d列の小行列を A。

とすると，楕円体であるためには A。は正定値でなく

てはならない．体積は Aの行列成分の式として書け，

行列式を用いて冗<letA(det Ao)-312となる．点 p=（Pl,

釦，…，加）が楕円の内部に入る条件は，ベクトル Jj=

(Pl,p2,…， Pd, 1)に対して tpAJj<Oとなる． Aの行列

成分についての線形不等式である．今，（d+l)次対称

行列の 1次独立な成分は (d+l)(d+2)/2個なので，正

定値性はしばらく忘れると，例えば d=3ならば， 10次

元空間で n個の線形不等式で制約された場合に体積

を最大化する問題になる． <letA(det Ao)-312は線形式

ではないので，正確には非線形計画法である．逆に，

最小楕円体を少し一般化した Lowner-John楕円体の

計算法（正確には，近似算法）は，線形計画法の一つ
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の代表的な解法である内点法（特に Khachianの楕円

体算法）のキーになっている [Grotschel88]. 

よし，それなら市販の線形計画法のパッケージで最

小楕円体問題を解こうと思われるかもしれない．しか

し，ここで二つの難関がある．まず，最悪 O(nり以上

の計算時間がかかる．まあこれはいいとして，目的関

数である体積が非線形であることがもっと難物であ

る．実際に，線形計画法と違って，次元について多項

式の計算法は未知であり，普通のパッケージでは（た

ぶん）解けない． ところが，以下に述べる準線形計画

法により，次元 dを定数と思えば最小楕円体は線形時

間で求まる． 3次元くらいでも，最小楕円体が（理論

的に）ソーティングより速く計算できるとは信じ難い

ものがある．

本当は乱数の助けを借りなくてもよいのだが，概念

的にとても素朴な Sharir-Welzl[Sharir 92]のランダ

マイズドアルゴリズムを紹介する．簡単のために 2次

元で考えると，楕円は，その周上にある 5点を与える

と決定する．言い換えると，自由度は 5である．与え

られた 5点に対して，それら 5点を内部または周上に

含む最小面積の楕円は， 5点を周上に持つか，または

4点が周上にあり，そのうちの 2点を結ぶ弦が楕円の

周と直交するかのいずれかである（図 5)．今，点集合

Sの部分集合 S'を含む最大の楕円 E(S'）が求まって

いるとき，その周上にある点たちの集合 BをS'の基

底と呼ぶ．もしも周上に 6点以上乗っていれば，任意

に5点を選んで基底にする．したがって，基底は 5点

または 4点からなる．基本的なアイディアは，部分集

合 S'を1点ずつ増やしていって，楕円 E(S')を膨ら

ましていき， S'=Sになったときに最終的に E(S)を

得ようというものである．点の増やし方は，適当な乱

数を用いてランダムな順番にする． S'に追加した点 p

が，もしも現在の楕円 E(S'）の内部にあれば，何の問

題もなく次の追加に移れる．しかし，外部にあったと

きは，楕円を取り換えなければならない．このとき，

まず現在の基底の点たちと，今追加した点 p（合わせ

て，たかだか 6点）を含む最小の楕円 E(BUp)を構成

する．しかし，この楕円が S'の点たちすべてを含むと

いう保証はないので，また， S'の点たちを改めて追加

していく． S'の点をすべて追加し終わったら，また S'

を一点ずつ増やしていく．

図 5 最小楕円と基底

上のアルゴリズムは堂々めぐりをしているように見

えて，終了しないのではないかという不安を持たれる

かもしれないが，楕円の面積が確実に増加していくの

で，有限時間での終了は保証される．一方， もしも早

い時点で最終解の楕円の基底を発見してしまえば，あ

とは明らかに線形時間で終了する．しかも，確率論を

利用すると，堂々めぐりの 2巡め以降（すなわち， E(S'

Up)をE(BUP)から構成する部分）では，非常に早い

時点で求めたい基底を発見していることがいえて，全

体でも高い確率で線形時間で最終解の基底が見い出さ

れていることが証明できる．

同じ考え方が，次のような三つの性質を持つ最適化

問題全般に適用できる．

(1) ある目的関数（楕円体なら，体積）の最小化を

実現する．

(2) 最適解はたかだか定数個の制約データで決定す

る (2次元の楕円ならば，たかだか 5点の基底で

確定する）．

(3) 制約データを増やして，目的関数の最適値が減

少することはない．

この枠組み（準線形計画法）に当てはまるものには，

線形計画法，凸計画法，そして，多くの計算幾何学の

問題がある．一例として，前述の二色点集合の分離問

題を線形時間で解くことができる．

4.パラメトリック探索

並列アルゴリズムの研究は花盛りである．もちろん，

計算幾何学でも多くの並列アルゴリズムが発表されて

いる．実際，計算幾何学の代表問題の多く（凸包構成，

三角形分割，最短路探索など）は， NC（多項式個のプ

ロセッサで lognの多項式時間で解ける）である．並列

アルゴリズムの話をすると，すぐに問題になるのが計

算モデルである．例えば PRAM上の並列アルゴリズ

ムに実用性があるかどうかは論議の種になる．いった

い，実現されていない並列モデル上のアルゴリズムに

意味はあるかというと，最低でも一つの利用法がある．

それは，「直列アルゴリズムを高速化する」という利用

法である．一見パラドックスのようなフレーズである

が，これが，最近（特に計算幾何学で）はやりのパラ

メトリック探索である．

直列アルゴリズムの挙動は，計算木で表される．計

⑬⑬晶⑪⑪⑪
図 6 並列アルゴリズムの計算木の森
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算は，計算木の根から一つの葉までの道筋を通って実

行され，木の高さが計算時間に対応する．木の分岐点

に対応する比較演算 (IF文）の結果により，計算の道

筋が変わるので，アルゴリズムで実行される涸算たち

には多くの因果関係がある．一方， N台のプロセッサ

上の並列アルゴリズムは， N個の小さい計算木の集ま

りで表される（図 6). 1ステップの計算では N個（お

のおのの木で 1個）の演算が並列して行われる．した

がって，並列な 1ステップに対応する N個の演算たち

は，互いに独立で因果関係がない．パラメトリック探

索で用いられるのは，この「計算の独立性」である．

パラメトリック探索のアルゴリズムは，「並列アルゴリ

ズムをガイドにした二分探索」であり，一方，別の見

方をすれば，不完全な入力に対して並列アルゴリズム

をオラクル（神様の助言）を用いて実行するようにも

見える．例として次のような問題 (distanceselection 

problem) を考えよう．「平面上に n点の集合 Sがあ

る． Sの点対の距離のうちで，大きさ K番目の距離

DKを求めよ．」

簡単に考えると， 2章の最遠点問題と同じように，

n(n-1)/2通りの距離を全部計算する (0（が）時間）こ

とが必要そうに見える．しかし， もっとうまい手を探

そう．こんなアルゴリズムを考えてみよう．実数 dよ

り大きい（もしくは等しい）距離の数を k(d)としよ

ぅ．距離 dの候補の集合があるとする．適当な値 dを

取り， k(d) を計算する．もしも k(d)~K ならば d を

増やし， k(d)<Kならば dを減らす．今，「増やす」「減

らす」の部分をアルゴリズム理論で常用の二分探索で

行う．二つの隣接した大きさの候補小く必で， k(d1)<

K, k(d2)~K なるものを求める．区間 (d1，必］を最適

候補区間と呼ぶ．この算法を，アルゴリズム A と呼ぽ

ぅ．後で述べるように， k(d)の計算は 0(n413log n)の

計算時間でできるので，大きさ， Nの候補集合では，

アルゴリズム A は O(n413log n log N)の計算時間に

なる．もし， 2点間の距離たちのソートされた列を候

補集合とできれば，上で求めた必が求める DKになる

ということをまず理解してほしい．しかし残念なこと

に，このソート列は O(n勺ogn)を掛けないと準備で

きないので，もっと手軽な候補集合を用いねばならな

い．候補集合を M ビットの数全体とすると， 1回の

k(d)の計算で DKの 1ビットが明らかになる．したが

って， M 回 k(d)を計算すれば M ビットまで DKが計

算できる．総計算時間は O(Mn413log n)であり， M が

小さければ O(nりより良い．しかし，この場合，出力

の正確さにより演算回数が左右される．アルゴリズム

の世界の言葉では「弱多項式」算法になる．本当に正
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確な DKの値を高速に計算するにはどうすればよいだ

ろうか．

初めに， k(d)の計算法を紹介しよう．点 Vの回りに

大きさ dの円 C凶v)を描く． cd(V）に入る (v以外の）

データ点の数を nd(v)としよう．すると， 2k(d)=n(n 

)-.~ -l - nd(V)であることは簡単な演習問題である．
VES 

一方， nd(v)の計算法は「領域探索問題」という計算幾

何学の基本問題の一つである．領域探索問題の道具立

ては学習理論，離散幾何，統計学，領域分割法など，

計算幾何学でも最も深いので，ここでは触れない（［徳

山 92]参照）． O(n312)時間の前処理を点集合 Sに行っ

ておけば， O(n112)時間で一つの円のなかに入る点の数

は計算できる．全部で n個の円があるので，総計算時

間は O(n312)に落ち着く．また，問題の特殊事情を用い

ると，この計算時間は O(n413log n)に下がる [Agar-

wal 90]．さて，これからがパラメトリック探索の出番

である．上の k(d)を計算するアルゴリズムはすぐに

並列化できて， O(n“)個のプロセッサで O(Iogn)時

間で計算できる．したがって， O(n4/3)個の高さ O(log

n)の計算木があるわけである．

さて，強引にこの並列アルゴリズムを dの値を入力

せずに (1台のプロセッサの上でシミュレートして）走

らせたとする．すると，各計算木の一番上（第 1段）の

頂点で，アルゴリズムは比較判定ができずにストッ

プする．このとき，ただストップするだけでなく，比

較判定の境目になる dの値（しきい値）を，各頂点に

ついて返してくるようにしよう．ちょっと考えればわ

かるように，おのおののしきい値は Sの 2点間の距離

になるはずである．さて，これらのしきい値の上で，

先ほどのアルゴリズム Aを走らせてみよう．すると，

O(n413 Iog2 n)の時間で最適候補区間 (d1,d2]を求め

る．したがって， d1<DK:sd2なので，並列アルゴリズ

ムに情報として d1< d:S:必を教えてやる．すると，各

計算木の第 1段の比較判定は行えて，第 2段に進む．

以下同様に進み，最適候補区間を狭めていく．並列ア

ルゴリズムが 1段進むのに（直列アルゴリズムとして

評価して） O(n413log2 n)の時間がかかり， O(Iogn)段

あるので，全体で 0(n413log3 n)の時間でアウトプッ

トを出す．このアウトプットは， Kになっているはず

である．そして，現在の最適候補対 (d1,必）の d2が，

（手品のように）求める DKになるのが，ジーツと考え

ればおわかりになるであろう．

パラメトリック探索が計算幾何学に向いているの

は，多くの問題が自然なパラメータを持っているから

である．これは，人間が何か幾何的な（エ作のような）

作業をするとき，大きさをちょっとずつ変えて，ぴっ
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たりした作品を作るのに似ている．例えば，パターン

マッチングは計算幾何学の大きなアプリケーションで

あるが，そこには，回転とスケーリングという自然な

パラメータが登場する．特にスケーリングのほうはパ

ラメトリック探索がすぐにできる形である．

5. ま と め

純粋数学の幾何学は，外部の数学手法の導入により

飛躍的発展を遂げてきた．例えば，解析学や微積分の

導入による（デカルト座標や多様体論を通じた）微分

幾何，環論や不変式論の発展に従った代数幾何学，ホ

モロジ一代数を使った代数的トポロジーなど，枚挙に

暇がない．また，幾何学が道具として（例えば，物理

学や工学などに）多大の影響を及ぽしてきたのは周知

のことである．計算幾何学が今後同様な発展を遂げる

かどうかは，我々研究者の課題になっている．この解

説で述べたような最近の手法の導入や他分野との関連

は，そこへ向かっての第一歩とみなすことができよう．

計算幾何学の関連でおもしろい話題はまだまだたくさ

んあるが，それらはまた他の機会に譲ろうと思う．
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