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1 はじめに
近年，計算理論の分野において，化学系・生物系の解
析やシミュレーションへの応用を目的とした計算モデ
ルの研究が盛んに行われている．従来，化学反応系の研
究は常微分方程式を用いた手法が一般的であった．一
方，反応系に関わる分子種や分子数が比較的少数である
場合，反応系を多重集合書き換え系とみなす計算モデル
が有効である ([5])．実際，Petri Net, Vector Addition

System, P System, Chemical Reaction Networkといっ
た多くの多重集合書き換え系の計算モデルが反応系の
ふるまいの解析やシミュレーションに用いられている．
これらの多重集合書き換え系の理論的な研究では，多
重集合の可達性に関する問題が主に取り扱われており，
どのようにしてその多重集合に到達したか，つまり目
的の多重集合に到達するまでに起きた反応の系列の性
質に関する議論はあまり行われていなかった．
そこで著者らは，Reaction System ([1]) をもとに，
多重集合書き換え系に言語受理機能を付与した Chem-

ical Reaction Automataを提案し，反応の系列の性質
について解析を行ってきた．本稿では，まずChemical

Reaction Automataを定義し，最近の研究成果である
決定性・可逆性モデル，分解と合成について紹介する．

2 Chemical Reaction Automata

Chemical Reaction Automata (以下，CRAと略記
する)は，多重集合書き換え系に言語受理機能を付与し
た計算モデルとして定義された ([2])．計算過程におい
て，CRAに入力記号列を外部から順々に与え，その入
力記号列に対応した反応を起こさせる．これらの反応
の系列によって，初期多重集合から最終多重集合に至
るとき，CRAはその入力記号列を受理する．
形式的には，CRA M は次の 5項組によって定義さ
れる．

M = (S,Σ, A,D0, F ).
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ここで，S は分子種の有限集合，Σは入力分子種の有
限集合，Aは反応の有限集合，D0は初期多重集合，F

は最終多重集合の集合を表す．
図 1では，CRAとその計算過程の例を示している．例
えば，多重集合 p0a

′に対して bが入力されたとき，反応
a2が適用可能であり，p0a′bが p1に書き換えられ，p1の
みが残る．さらに反応 a6を適用することで最終多重集
合 f に至る．実際，このCRAではL = {anbn | n ≥ 0}
が計算される．
この例のように，各ステップで 1つの反応のみを適
用するような CRAを逐次的であるという．一方，各
ステップで適用できる反応を可能な限り同時に適用す
るような CRAを極大並列的であるという．それぞれ
の場合の CRAの計算能力については以下が示されて
いる．

• 逐次的なCRAで計算される言語のクラスは文脈
自由言語のクラスと互いに比較不可能である．

• 極大並列的なCRAで計算される言語のクラスは
帰納的可算言語のクラスと同等である（チューリ
ング完全である）．

S = {a, b} [ {a0, p0, p1, f, \},
⌃ = {a, b},
A = {a1 : p0 + a ! p0 + a,

a2 : p0 + a0 + b ! p1,

a3 : p0 + b ! \,

a4 : p0 ! f,

a5 : p1 + a0 + b ! p1,

a6 : p1 ! f,

a7 : p1 + a ! \},
D0 =p0,

F ={f}
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図 1: L = {anbn | n ≥ 0}を計算する CRA.

3 CRAにおける決定性と可逆性
多重集合書き換え系における決定性計算の性質を明
らかにすることは，計算理論としての観点から，また



化学反応系の計算モデルとしての観点から，重要な課
題である．
CRAが決定的であるとは，任意の入力 a ∈ Σと計
算状況（多重集合）において，直後にとり得る計算状
況を高々 1 つしか持たないときをいう．CRA におけ
る決定性計算を考える際，従来の計算理論のモデルで
あるチューリング機械やプッシュダウンオートマトン
(PDA) の場合とは異なる議論が必要である．PDAの
場合，現在の状態と記憶装置であるスタックの一番上の
要素，そして入力から次の状態への遷移関数が定まる．
この遷移関数の行き先を一意になるように制限すれば，
決定性 PDAが実現できる．一方，CRAの場合，反応
の左辺に対して右辺を一意に制限するだけでは，決定
性のCRAは実現できない．これはCRAにおける多重
集合の記憶装置では，スタックとは異なり，全ての要
素にアクセスすることが可能であるからである．よっ
て，それぞれの要素に対して反応の右辺が一意であっ
ても，システム全体が決定性であるとは限らない．こ
のように多重集合書き換え系における決定性計算の概
念は従来の計算モデルとは大きく異なる．
決定性の場合と同様に，可逆な CRAも定義するこ
とができる．計算理論における可逆性は，一般的には
「ある計算状況へ 1ステップで到達することのできる計
算状況は唯一である」という概念であり，逆決定性と
も捉えることができる．
[3]では，決定性 CRAと可逆 CRAの計算能力につ
いて明らかにしている．

4 CRAの分解と合成
多重集合の状態遷移による入力受理機である CRA

を，与えられた入力記号列をある目的に沿って処理し
て出力するような “記号列変換システム” として再定
義することを考える．このような Chemical reaction

transducer (CRT) は，CRAに出力アルファベット∆

を，遷移関数（反応）に出力文字列を付加して再定義
した 6項組 T = (S,Σ,∆, δ,D0, F ) で定義される．
CRTを定義することによって，次に CRTを合成す
ることを考えることができる．すなわち，CRT T1 の
出力を，別のCRT T2の入力として取り入れることで，
T1と T2を合成した記号列変換システム T を構成する
ことができる．逆にあるCRT T が別の 2つのCRT　
T1, T2 の合成であるとき，T は T1 と T2 に分解される
という (図 2)．
このような分解の理論は，複雑なシステムをより簡
素なシステムの組み合わせで記述するための方法を考
える上で重要である．[4]では，CRTの分解について 2

種類の定義を導入し，CRTが分解できるための十分条
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図 2: CRTの分解.

件や，どのような形のCRTに分解することができるか
を考察している．
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