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今回の話題

¦マルチプルアラインメント

¿アラインメントの多次元化

¦文字列に対する索引とそれを利用した検索

¿Textに対してなんらかの前処理を行う

¿接尾辞木

¿接尾辞配列

¿FM-index

→ まずは接尾辞木(suffix tree)について

現在では、その後登場したよりコンパクトなsuffix arrayやFM-index
（次回以降紹介）の方が実用上はよく用いられる。

しかし、さまざまなアルゴリズムを考える上での基本は
あくまでsuffix tree
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復習

¦アラインメントとは

¿動的計画法

¿格子状グラフにおける最長（短）路

¿O(nm) - n, m: 配列長
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３本以上のアラインメント： マルチプルアラインメント

¦スコアはどうするか？

¿Sum of Pairs (SP) スコア
uすべての組み合わせの２本ごとのスコアの和

uただしギャップーギャップのスコアは０（＝無視）とする

REAFSQAIWRATFAQVPESRSLFKR--
ADFLV-ALF-EKFPDSANFFADFKGKS
KNG-S-LLFGLLFKTYPDTKKHFKHFD
LAAVF-TAYPDIQARFPQFAGK-DVAS
GSGVE-ILY-FFLNKFPGNFPMFKKLG

score(R,G) + score(R, P) + score(G, P) + 6 x gap_penalty
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ただし、Multiple Alignment のスコア手法は他にもいろいろある。

¦Star

¦Tree

Sum of pairs

Star

Tree

どれを中心に選ぶ
べきか？

（先祖が１つある、と
かならＯＫだが…）

先祖を作成する、と
いう方法もある。

そもそも、どんな形の木が好ましいのか？
（系統樹とかあれば簡単だが…）

これが前ページの方法
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マルチプルアラインメント問題は NP-hard

¦MAX-CUT-d からの還元

¿最大次数dのグラフの頂点を２分割

¿グループをまたぐ辺数を≧Cとできるかどうか （判定問題）

¦この問題をアラインメントを使って解く

aa…aaaCaaa…aaaCaaa…aaaaa…aaaaa
aa…aaCaCaa…aaaaaaa…aaCaa…aaCaa
aa…aaaaaaa…aaCaCaa…aCaCa…aaaaa
aa…aaaaaaa…aaaaaaa…aaaaa…aCaCa

v1
v2
v3
v4

・
・
・

・
・
・

十分長く

v1

v2
v3

v4前に動かすグループと後ろに動かすグループに分ける

辺 (v1, v1)
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マルチプルアラインメントの厳密解法

¦k次元DP

¿O(nk)
uHirschbergのテクニックで、空間計算量はO(nk-1)までは

下げることはできる

u現実問題として、かなり厳しい

¦どうしても求めたいならば、A*アルゴリズムを
利用した効率化なども
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Dijkstra Method (1) 考え方

¦基本的な最短路アルゴリズム
¿対象とするグラフG=(V,E)： 非負枝長・有

向グラフ

¦考え方
¿始点からの道のりが短いものから順番に

探索していく
u始点に一番近い点（頂点、端点、node, 

vertex）は、始点と隣接する点のうちのひとつ

ui番目に探索される点はそれまでに探索され
た点集合（U)内のいずれか点と隣接

’ その点への最短路はその点との間の枝を経
由

’ その枝を記憶しておく

¿探索が終点に到達したら終了する
u記憶していた枝を辿れば最短路となる

s

U
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Dijkstra Method (2) 動作例

¦ダイクストラ法の実際

s

t

3 2

1

2
2

5

43

3

6

3

得られた最短路
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Dijkstra Method (3) そのバリエーション

¦最短路木 (shortest path tree)
¿Dijkstra 法を用いるとある点から他のすべての点への最短路が

求まるが、これらのパスで使われている点、枝からなる木のこと

¦最近点分割（最短路森）
¿Dijkstra 法を複数の始点から1回だけ行うことで、すべてのノード

に対して、一番近いノードとそこからの最短路を計算できる。

¿コンビニの勢力圏解析
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Dijkstra Method (4) ヒープを使う

¦必要なデータ構造
¿Uから出て行く枝の終点を管理するデータ構造が必要

u始点から対象となる枝の終点までの道のりの距離を記憶し、その
中から最小のものを選択することを高速に行いたい

¦ヒープ

必ず子より親の方が小さい値を持つ

3 4 7 5 7 78 11 13

i番目の親はi/2番目
（ルートを1番目とした場合）

3

4 7

115 7 78

13

最小値

完全平衡木ならば配列で表現できる
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ヒープの特徴

¦普通のバイナリー・ヒープ （完全平衡木を利用）
¿挿入、delete_min, decrease_key それぞれがlog時間

¿n 個のキーに対して作成するのは線形時間で可能

¿実装は簡単

¿sparseなグラフでの使用にはこれで問題ない

¿これを用いたdijkstra法の計算量はO(m log n)
um:枝数、n:点数

¦フィボナッチ・ヒープ [Fredman, Tarjan, 1987]

¿よりよい計算量を実現
u不必要な計算をなるべく後回し(lazy)にしたヒープ

¿挿入 p回、delete_min q回、decrease_key r回の計算が
O(p+r+q log p) で可能。

¿denseなグラフの場合には有効
usparseなら不要 （逆に実用的には遅くなる可能性も）

¿これを用いたdijkstra法の計算量はO(m+n log n)
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ちなみに、線形時間ヒープ作成アルゴリズム

¦まず、完全平衡木に対して滅茶苦茶に値を割り当てる

¦葉っぱの一つ上のレベルから順番に上へ次の処理を
行っていく

¿自分の子供が自分より小さければ（or 大きければ）、自分を
子供と交換して、そんなことがないところまで、自分を下へ移
していく

葉の数は n/2 以下

ノード数 n

下から
計算

1 �
𝑛𝑛
4

+ 2 �
𝑛𝑛
8

+ 3 �
𝑛𝑛

16
+ ⋯ → 𝑛𝑛

葉っぱの１つ
上のレベルの

ノード数

葉っぱの２つ
上のレベルの

ノード数

最大比較数
（自分の下のレベル数）

葉っぱの３つ
上のレベルの

ノード数
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2点間の最短路でDijkstra法を使う場合の問題点

¦東京から大阪に行くルートの検索
¿Dijkstra法だと青森まで調べてしまう→無駄

¿人間がルートを見つけようとする時、
u西の方を重点的に調べる

u東京周辺と大阪周辺を重点的に調べる

A*アルゴリズム
&

両方向アルゴリズム
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Bidirectional Method

¦両側から計算するアルゴリズム

¿終点側からの探索は枝の向きを反転

¿よい評価値がないような場合でも使える手法

¿若干の後処理が必要

¿道路ネットワークのような（だいたい）平面上にあるような
ネットワークだとほぼ倍速で計算できる可能性
uただし残念ながら、アラインメントの問題ではさほど効果はない

終了後、枝でつながっているす
べての組み合わせをチェック。

Q

P

R
ルートPとルートQはどちらが短いか探索終了時にはまだ不明。
一方Rは必ずPより長いので、Rのようなルートは考えなくてよい。

両側から同じ点を
探索したら終了。
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A* Algorithm (1)

¦ Aアルゴリズム

¿ h(v) : 点v から終点 t への予測値

¿ l(s,v)+h(v)の小さい順に検索していく

uたとえば、東京タワーに行くのに東京タワーまでの距離を評価値として用いる
と、東京タワーに近い場所を優先的に探索することになる。

¦ A* アルゴリズム

¿最適性を保証した予測値を用いたAアルゴリズム

u下限性条件、三角不等式条件

h(v)
l(s,v)

s t

v
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u

v

t

l(u,v) h(v)

h(u)

A* Algorithm (2)

¦評価値の条件

¿解の正当性のための条件

u評価値が実際の最短路長の下限であること

¿効率性のための条件
u三角不等式 l(u,v)+h(v) ≥ h(u) を満たすこと

uこれを満たさない場合は、別のアルゴリズムを使わない
といけない
’ 負枝長を許すアルゴリズムが必要となる
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A* Algorithm (3)

¦下限であることの必要性

¥三角不等式条件の必要性

b

a
th1

h2

l

d
s

始点

終点

A*で必要とされる波面 (∀x p(x)<θ)  ← 不可能！

満たしていない場合
p(b)=d+l+h2 < p(a)=d+h1

となってしまう場合があるp(a)

p(b)

評価値 h が大きすぎると、Pが探索
される前に別のパスQが探索されて
しまう可能性がある

h
P

（最短路の一部）

Q
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A* Algorithm (4)

¦２つの条件を満たす時のアルゴリズムの正当性（十分性）

¿見方を変えたA*アルゴリズム
u枝長を変換する

’ l(u,v) → l(u, v) + h(v) − h(u)
uこのグラフ上でDijkstra法を走らせているのと同じことになる

u三角不等式条件を満たすとこの値が常に非負となる

¿この変換後のグラフ上での任意のsからtへのパスの長さはもと
もとのグラフでの対応するパスの長さをLとして
uL+h(t)−h(s)
uこれは L と常にconstantしか違わない！

uすなわち、このグラフでのs-t最短路は元のグラフでも最短路！

l01+h1−h0 l12+h2−h1

l23+h3−h2 l34+h4−h3

l45+h5−h4

s t



配列解析アルゴリズム特論 渋谷

A* Algorithm (5)

¦道路ネットワークにおける評価値

¿直線距離

¿直線距離／最高速度
u最短時間路を求める場合

u実際の計算速度は2倍前後といったところ
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A* Algorithm (6)

¦極端な場合

¿評価値が実際の最短路長に等しい（＝神様）場合には最短路
（複数ある場合もあるが）と、そこから出ていく枝しか見ない

→超高速

¿評価値が「ほとんど」最短路長に近ければ、やはりすごく速い

よい評価値ならば、
ほとんど最短路周辺
しか探索しない
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ちなみに、Bidirectional A* Algorithmなんてのもある

¦両方使えないか？

¿枝長変換したグラフで計算すればよい
ul(u,v) ← l(u,v) + (h(s, u) − h(s, v) − h(u, t) + h(v, t))/2
uこのように始点側、終点側それぞれのA*の効率をあげるために

評価値に工夫を加えると、より高速になる。

¿道路ネットワークではほぼ4倍速
uでもやはりアラインメントではあまり効果はない
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アラインメントと最短路

¦アラインメント＝最長路問題
¿正負を逆転

¿負の値については下駄をはかせる→ダイクストラ法が使
える (マルチプルアラインメントでも同じ）
u下駄は２種類必要 （縦と斜めで必要な下駄は異なる）

¿でもダイクストラ法は（計算量的には）DPより遅い
uしかしよい評価値があればA*は速い「かも」しれない

A T G C

A

C

T

ATGC-
A--CT

＋2α＋α 正の長さにするための下駄
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アラインメントの場合の評価値（１）

¦2本のアラインメント
グラフへの投影を考
える

¿２本だけのアラインメ
ントの最適解の和は
全体の最適解の上限
となっている
u即ち正負逆転すれば

最短路長の下限

u三角不等式条件も満
たしている

¿A*の評価値の条件を
満足する

C

G

T

A

G G C

A T G C

T

C

A

G G C

T

C

A
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アラインメントの場合の評価値（２）

¦どういった時に「良い」評価値となるか？

¿互いに「きわめて」類似している配列をアラインメント
する場合

u2本ずつのアラインメントと、全体のアラインメントがかなり
近いものとなり、結果として、評価値が実際のスコアにき
わめて近いものになる

¦うまくいかない場合

¿あまり似ていない配列をアラインメントする場合

u2本ずつのアラインメントが矛盾したアラインメントになり、
結果として実際のスコアと乖離した値になる

cf.
- 手でアラインメントする場合も、似ていれば、アラインメントは楽
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アラインメントの計算例

¦最適アライン
メント

¿類似度の高
い８配列の
例

¿類似度が低
いと、この程
度のサイズ
のアラインメ
ントでもほぼ
不可能

Hal MS-DEQHQNLAIIGHVDHGKSTLVGRLLYETGSVPEHVIEQHKEEAEEKGKGGFEFAYVMDNLAEERERGVTIDIAHQEFSTDTYDFTIVDCPGHRDFVK
Met MAKTKPILNVAFIGHVDAGKSTTVGRLLLDGGAIDPQLIVRLRKEAEEKGKAGFEFAYVMDGLKEERERGVTIDVAHKKFPTAKYEVTIVDCPGHRDFIK
Tha MASQKPHLNLITIGHVDHGKSTLVGRLLYEHGEIPAHIIEEYRKEAEQKGKATFEFAWVMDRFKEERERGVTIDLAHRKFETDKYYFTLIDAPGHRDFVK
Thc MAKEKPHINIVFIGHVDHGKSTTIGRLLFDTANIPENIIKKFE-EMGEKGK-SFKFAWVMDRLKEERERGITIDVAHTKFETPHRYITIIDAPGHRDFVK
Sul MS-QKPHLNLIVIGHVDHGKSTLIGRLLMDRGFIDEKTVKEAEEAAKKLGKDSEKYAFLMDRLKEERERGVTINLSFMRFETRKYFFTVIDAPGHRDFVK
Ent MPKEKTHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKCGGIDQRTIEKFEKESAEMGKGSFKYAWVLDNLKAERERGITIDISLWKFETSKYYFTIIDAPGHRDFIK
Pla MGKEKTHINLVVIGHVDSGKSTTTGHIIYKLGGIDRRTIEKFEKESAEMGKGSFKYAWVLDKLKAERERGITIDIALWKFETPRYFFTVIDAPGHKDFIK
Sty MPKEKNHLNLVVIGHVDSGKSTSTGHLIYKCGGIDKRTIEKFEKEAAEMGKGSFKYAWVLDKLKAERERGITIDIALWNFETAKSVFTIIDAPGHRDFIK

Hal NMITGASQADNAVLVVAA-D---D-GV-QP-QTQEHVFLARTLGIGELIVAVNKMD-L-VDYGESEYKQVVEEV-KDLLTQVRFDSENAKFIPVSAFEGD
Met NMITGASQADAAVLVVNVDDA--KSGI-QP-QTREHVFLIRTLGVRQLAVAVNKMD-T-VNFSEADYNELKKMIGDQLLKMIGFNPEQINFVPVASLHGD
Tha NMITGTSQADAAILVISARDG--E-GV-ME-QTREHAFLARTLGVPQMVVAINKMDATSPPYSEKRYNEVKADA-EKLLRSIGFK-D-ISFVPISGYKGD
Thc NMITGASQADAAVLVVAV-T---D-GV-MP-QTKEHAFLARTLGINNILVAVNKMD-M-VNYDEKKFKAVAEQV-KKLLMMLGYK-N-FPIIPISAWEGD
Sul NMITGASQADAAILVVSAKKGEYEAGMSAEGQTREHIILSKTMGINQVIVAINKMDLADTPYDEKRFKEIVDTV-SKFMKSFGFDMNKVKFVPVVAPDGD
Ent NMITGTSQADVAILIVAAGTGEFEAGISKNGQTREHILLSYTLGVKQMIVGVNKMD-A-IQYKQERYEEIKKEI-SAFLKKTGYNPDKIPFVPISGFQGD
Pla NMITGTSQADVALLVVPADVGGFDGAFSKEGQTKEHVLLAFTLGVKQIVVGVNKMD-T-VKYSEDRYEEIKKEV-KDYLKKVGYQADKVDFIPISGFEGD
Sty NMITGTSQADAAILIIASGQGEFEAGISKEGQTREHALLAFTMGVKQMIVAVNKMDDKSVNWDQGRFIEIKKEL-SDYLKKIWLQPRQDPFIPISGWHGD

Hal NIAEESEHTGWYDGEILLEALNELPAPEPPTDAPLRLPIQDVYTISGIGTVPVGRVETGILNTGDNVSFQPSD-V----S-GEVKTVEMHHEEVPKAEPG
Met NVFKKSERNPWYKGPTIAEVIDGFQPPEKPTNLPLRLPIQDVYTITGVGTVPVGRVETGIIKPGDKVVFEPAG-A----I-GEIKTVEMHHEQLPSAEPG
Tha NVTKPSPNMPWYKGPTLLQALDAFKVPEKPINKPLRIPVEDVYSITGIGTVPVGRVETGVLKPGDKVIFLPAD-K----Q-GDVKSIEMHHEPLQQAEPG
Thc NVVKKSDKMPWYNGPTLIEALDQMPEPPKPTDKPLRIPIQDVYSIKGVGTVPVGRVETGVLRVGDVVIFEPASTIFHKPIQGEVKSIEMHHEPMQEALPG
Sul NVTHKSTKMPWYNGPTLEELLDQLEIPPKPVDKPLRIPIQEVYSISGVGVVPVGRIESGVLKVGDKIVFMPVG-K----I-GEVRSIETHHTKIDKAEPG
Ent NMIEPSTNMPWYKGPTLIGALDSVTPPERPVDKPLRLPLQDVYKISGIGTVPVGRVETGILKPGTIVQFAPSG-V----S-SECKSIEMHHTALAQAIPG
Pla NLIEKSDKTPWYKGRTLIEALDTMQPPKRPYDKPLRIPLQGVYKIGGIGTVPVGRVETGILKAGMVLNFAPSA-V----V-SECKSVEMHKEVLEEARPG
Sty NMLEKSPNMPWFTGSTLIDALDALDQPKRPKDKPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGLLKPGMVLTFAPMN-I----T-TECKSVEMHHESLTEAEPG

Hal DNVGFNVRGVGKDDIRRGDVCGPADDPPSVA--ET-FQAQIVVMQHPSVITEGYTPVFHAHTAQVACTVESIDKKIDPSSGEVAE-ENPDFIQNGDAAVV
Met DNIGFNVRGVGKKDIKRGDVLGHTTNPPTVA--TD-FTAQIVVLQHPSVLTDGYTPVFHTHTAQIACTFAEIQKKLNPATGEVLE-ENPDFLKAGDAAIV
Tha DNIGFNVRGIAKNDIKRGDVCGHLDTPPTVV--KA-FTAQIIVLNHPSVIAPGYKPVFHVHTAQVACRIDEIVKTLNPKDGTTLK-EKPDFIKNGDVAIV
Thc DNIGFNVRGVGKNDIKRGDVAGHTNNPPTVVRPKDTFKAQIIVLNHPTAITVGYTPVLHAHTLQVAVRFEQLLAKLDPRTGNIVE-ENPQFIKTGDSAIV
Sul DNIGFNVRGVEKKDVKRGDVAGSVQNPPTVA--DE-FTAQVIVIWHPTAVGVGYTPVLHVHTASIACRVSEITSRIDPKTGKEAE-KNPQFIKAGDSAIV
Ent DNVGFNVRNLTVKDIKRGNVASDAKNQPAVG-CED-FTAQVIVMNHPGQIRKGYTPVLDCHTSHIACKFEELLSKIDRRTGKSMEGGEPEYIKNGDSALV
Pla DNIGFNVKNVSVKEIKRGYVASDTKNEPAKG-CSK-FTAQVIILNHPGEIKNGYTPLLDCHTSHISCKFLNIDSKIDKRSGKVVE-ENPKAIKSGDSALV
Sty DNVGFTVKNLSVKDLRRGYVASDSKNDPAKD-TTN-FLAQVIVLNHPGQIQKGYAPVLDCHTAHIACKFDEIESKVDRRSGKVLE-EEPKFIKSGEAALV

Hal TVRPQKPLSIEPSSEIPELGSFAIRDMGQTIAAGKV--L---G---V-NE-----R
Met KLIPTKPMVIESVKEIPQLGRFAIRDMGMTVAAGMA--I---Q---VTAKN----K
Tha KVIPDKPLVIEKVSEIPQLGRFAVLDMGQTVAAGQC--I---D---L-EK-----R
Thc VLRPTKPMVIEPVKEIPQMGRFAIRDMGQTVAAGMV--I---S---I-QKA----E
Sul KFKPIKELVAEKFREFPALGRFAMRDMGKTVGVGVI--I---D---VKPRKVE-VK
Ent KIVPTKPLCVEEFAKFPPLGRFAVRDMKQTVAVGVV--K---A---V-T------P
Pla SLEPKKPMVVETFTEYPPLGRFAIRDMRQTIAVGIINQLKRKNLGAVTAKAPA-KK
Sty RMVPQKPMCVEAFNQYPPLGRFAVRDMKQTVAVGVIKEVVKKEQKGMVTKAAQKKK
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最適アラインメントは計算時間がかかりすぎる! （１）

¦ Progressive Alignment
¿ 近いものから順番にグループ間アラインメント

¿ 系統樹を作る気分
u 生物学的には、後述のプロファイル・アラインメントと使い分けするべき

¿ CLUSTAL W ー マルチプル・アラインメントの代名詞

¦ 逐次改善法
¿ 最初はいい加減なアラインメント

¿ 適当に２グループにわけて、グループ間アラインメント
u片方が１本だけ、とすることも多い

u ３グループに分けて、より精巧なアラインメントにする場合もあり。

¿ グループ分けを変えて収束するまで繰り返し

グループ間アラインメント
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最適アラインメントは計算時間がかかりすぎる! （２）

¦プロファイル・アラインメント
¿生物学的には、類似機能を持つ「保存部位」を探している、といえる

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 0.3 0.1 - 0.25 - - - 0.2 0.2

T 0.1 0.9 0.2 0.25 0.7 - 1.0 0.1 0.2

C 0.2 - 0.7 0.25 0.3 - - 0.5 0.3

G 0.4 - 0.1 0.25 - 1.0 - 0.2 0.3

繰り返し
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文字列索引

¦文字列探索を効率化するためのデータ構造のこと

¿テキスト文字列に対して前処理を行うことによって得る

¿厳密マッチング
u接尾辞木、接尾辞配列、FM-index

¿非厳密マッチング
uFASTA、BLAST （いずれもヒューリスティック）
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Suffix tree of 'mississippi$'

¦文字列 S のすべての接尾辞を表した trie

¿枝のラベル ⇔ S の部分文字列

¿ルートから葉までのラベルを連結したもの ⇔ S の

接尾辞

mississippi$

i
p

s

pi$i$
$ppi$

ssi

ssippi$

ppi$

i si

ppi$

ssippi$

ppi$

ssippi$

mississippi$
ississippi$
ssissippi$
sissippi$
issippi$
ssippi$
sippi$
ippi$
ppi$
pi$
i$

All the
suffixes

issi

接尾辞木とは
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$について

¦テキスト・パタンに含まれない文字

¿接尾辞木に限らず、様々な場面で有効に用いられる

¿多くの場合、終端記号として用いられる

Suffix tree of 'mississippi$'

mississippi$

i
p

s

pi$i$
$ppi$

ssi

ssippi$

ppi$

i si

ppi$

ssippi$

ppi$

ssippi$

mississippi$
ississippi$
ssissippi$
sissippi$
issippi$
ssippi$
sippi$
ippi$
ppi$
pi$
i$

All the
suffixes

issi

＄があれば、すべての接尾辞と葉ノードが１：１に対応する
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接尾辞木のサイズ

¦もし、ナイーブにラベルを格納したとすると？
¿O(n2)のサイズが必要になる

¦うまくやれば全体でO(n)のサイズで表現できる
¿枝のラベルは文字列のインデックスで表現可能

u１つのノードあたりコンスタントメモリー（たった２つの整数）

uテキスト自体は別に覚えておく

¿葉の数（＝接尾辞の数＝文字列の長さ）は n
¿全体のノードの数（＝枝数＋１）は 2n−1 以下

u内部ノードの次数は２以上なので

[3..7]

テキスト
の位置で

表現

ATACCGTCTTAGC

[3..7]
Text Suffix Tree
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ノードの表現について

¦ 様々なノードとその子ノードの表現
¿ リスト （もっとも一般的）

u各ノードが子供へのポインタと次の兄弟へのポインタを持つ

uソートする場合としない場合がある

u最悪の場合、子供を辿る際に子供をすべてチェックする必要がある

¿配列
uアルファベットサイズが小さい場合にはＯＫ

uソートした配列を持てば二分探索が可能（ただし更新は非効率的）

¿ハッシュ
u文字数が多い場合によくする実装

u木をすべてtraverseするのに不利
’ となりのノードを見つけるのに余計な時間がかかる（ことが多い）

¿二分木（様々なバリエーションが存在する）
uラベルを辿る際にアルファベットサイズ s に関する計算量を log s

のオーダーに抑えることができる
’ 子供を追加するといった、更新も同じ計算量で可能

’ ラベルと関係なく子供を辿る場合は、O(1)
u実際の実装ではなかなか使われない

’ 実装に必要なメモリ量が大きすぎる

F

B K

A D H

nil

f ( )
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接尾辞木の特技

¦ 構築：なんと線形時間！！

¦ 検索：もともとあるテキストに対して、あるパタンがあるかどうか、あればどこ
にあるかを探す

¿ パタンの長さに対して線形時間 （アルファベットサイズ：固定）

¿ 木を上から辿る

¦ 頻出部分文字列検索：あるテキスト中で頻出する部分文字列を探す

¿ 線形時間

¿ 単にノードに対応する文字列を列挙するだけ

¦ 共通部分文字列探索：複数のテキスト中で共通に出現する部分文字列を探
す

¿ これも線形時間

¿ 異なる終端文字を加えてから連結し、接尾辞木を作成する

他にもたくさんの応用がある。
Gusfieldの本に詳しい

text 1 text 2 text 3

$1 $2 $3
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接尾辞木の作成アルゴリズムの歴史

¦歴史

¿Weiner '73
uO(n s) （s: アルファベットサイズ）

¿McCreight '76
uO(n log s)

¿Ukkonen '95
uO(n log s)
uMcCreightの簡単化・On-line化

¿Farach '97
uO(n) for integer alphabet [1..n]

¿接尾辞配列から作成
uO(n) for integer alphabet [1..n]
uKasai et al. '00 + Kärkkäinen & Sanders '03, etc.

’ 逆に接尾辞木から接尾辞配列は、自明に線形時間で作成可能。

[Gusfield '97]に詳しい
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ナイーブに作ると？

¦ひとつの葉を挿入するのにO(n log s)時間

¿もっとナイーブに作るとO(n·s)時間

¿n: 文字列の長さ s: アルファベットサイズ

¦全体でO(n2 log s) 時間 → 遅すぎる！

Suffix tree of 'mississippi$'

mississippi$

i
p

s

pi$i$
$ppi$

ssi

ssippi$

ppi$

i si

ppi$

ssippi$

ppi$

ssippi$

mississippi$
ississippi$
ssissippi$
sissippi$
issippi$
ssippi$
sippi$
ippi$
ppi$
pi$
i$

All the
suffixes

issi
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¦S[1..n]の接尾辞木の作成方法
¿左から順番に作っていく

¿ Phase i
uS[1..i]にノードを（必要なら）挿入することでS[1..i]の接尾辞木を作る

¿ time

[Ukkonen ’95]

: Added nodes

m mi
i

mis
is
s

miss
iss
ss
s

missi
issi
ssi
si
i

missis
issis
ssis
sis
is
s

1 2 3 4 5 6 ....Phase

Suffixes

Ti

Ukkonen Algorithm for ‘mississippi$’

|)|log( ΣnO alphabet) :  length, string :( Σn

Ukkonen’s Algorithm (1)
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Ukkonen’s Algorithm (2)

¦ Implicit Suffix Tree

¿葉に関してはテキスト上の始めの位置のみを記憶
u右に伸ばした時に、変更する必要をなくするため。

mississ
missis

issis
ssis
sis
is
s

T[1..]

T[0..]

T[2]

T[4..] T[3..]

ississ

mississ

s

iss siss

次はiを加えることになるが、
ノードを追加する必要はない

mississippiの接尾辞木を作成中
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Ukkonen's Algorithm (3)

¦各phase で葉を追加する必要がある接尾辞は？

現在のphaseで加わる文字

計算不要（理由は次頁）

すでに対応する葉ノードを作成済。
implicit suffix treeなので、ラベル
の変更も必要もない。

前のphaseで最後に
作った葉

このphaseで最
後に作る葉

相当する場所が存在するか
チェックして、存在しない場
合は、対応する葉ノードを新
規に作成する

この文字列に相当する場所
がすでに木に存在していたな
らば、ここより下はこのphase
では計算しないでよい。
次のphaseはこの行から下で
計算を開始する。

１番長い
接尾辞

２番目に長
い接尾辞

縦は同じ文字

３番目に長
い接尾辞
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Ukkonen's Algorithm (4)

¦なぜ、下は計算しなくてよいのか？

現在のphaseで加わる文字

前のphaseで最
後に作った葉

このphaseで最
後に作る葉

この行に対応するノードがある、
ということは、それ以下のノード
すべてと同じものをすでに計算
していて、対応ノードはすべて作
成済であることを表している！

（たとえば）こういった
ところですでに計算し
ている！
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Ukkonen's Algorithm (5)

¦しかしながら、ノードを加える時に木をルートから辿って
作成すると、線形時間にはならない！→ suffix links

現在のphaseで加わる文字

上から辿ればO(n2)に
なってしまう



配列解析アルゴリズム特論 渋谷

Suffix tree of 'mississippi$'

¦ Suffix Links

¿ ノード p から p より１だけ短い接尾辞 q へのポインタ

u Lq is a suffix of Lp
u |Lq| = |Lp|−1                  (Lp: label of p,   Lq: label of q)

u理論的に必ず存在する

¿ 一つ短いsuffixの位置を知ることができる。

¿ 他にも様々な応用がある（最大共通部分文字列の計算など）

mississippi$
ississippi$
ssissippi$
sissippi$
issippi$
ssippi$
sippi$
ippi$
ppi$
pi$
i$

All the
suffixes

mississippi$

i
p

s

pi$i$
$pp$

ssi

ssippi$

ppi$

i si

ppi$

ssippi$

ppi$

ssippi$

i

issi

ississippi$

ssi

ssissippi$

Ukkonen's Algorithm (6)
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Ukkonen's Algorithm (7)

¦なぜsuffix linkが「必ず」存在するのか？
¿あるノードが存在する ＝ そのノードのラベル（そこまでの枝のラベルの

連結したもの）で始まり、その次の文字が異なる部分文字列が２組以上
存在する、ということ

¿当然、その接頭辞１文字を除いた部分文字列の組も存在するため、それ
に対応したノード、すなわちsuffix link先も存在する

Suffix tree of 'mississippi$'

mississippi$
ississippi$
ssissippi$
sissippi$
issippi$
ssippi$
sippi$
ippi$
ppi$
pi$
i$

All the
suffixes

mississippi$

i
p

s

pi$i$
$pp$

ssi

ssippi$

ppi$

i si

ppi$

ssippi$

ppi$

ssippi$

i

issi

ississippi$

ssi

ssissippi$
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Ukkonen's Algorithm (8)

¦ Suffix Linkの利用
¿ Suffix linkを辿れば、全体の比較回数はO(n)ですむ

ucf. Aho-Corasick Algorithm

¿葉のsuffix linkは(作成時には）不要
u但し応用アルゴリズムでは、作ると便利なことも 現在のphaseで加わる文字

葉

新しい葉

作りながら計算

問題はココ！
（複数辿る可能性がある）

しかし、ここで葉を探しなが
ら辿る量の総和は、この三
角形の横幅（＝文字列長）

で抑えられる

葉を作るために作成
する（葉の親となる）
内部ノード
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Ukkonen's Algorithm (9)

¦全体の計算時間

¿O(n log s)
usはアルファベットサイズ

uアルファベットを平衡木でアクセスするようにした場合

uハッシュで表せば平均的にO(n)
u配列で持つ場合は初期化するだけでO(ns)必要

u子供をリストで持つ場合もO(ns)
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McCreight Algorithm （概略のみ）

¦アルゴリズムとしてはUkkonenと殆ど同じ

¿一つ目のsuffix から順に挿入していくのは同じ

¿Ukkonenと違って、suffixは末尾まで考えていた
uしたがってMcCreightでは、テキストの文字が1字1字来る度に接

尾辞木をupdateすることはできない

¿Suffix linkを活用することで計算時間はUkkonenと同じ
u活用方法も理論解析もUkkonenのアルゴリズムとほぼ同様

mississippi$

i
p

s

pi$i$
$ppi$

ssi

ssippi$

ppi$

i si

ppi$

ssippi$

ppi$

ssippi$

mississippi$
ississippi$
ssissippi$
sissippi$
issippi$
ssippi$
sippi$
ippi$
ppi$
pi$
i$
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まとめ

¦マルチプルアラインメント

¦接尾辞木の作り方

¿McCreight / Ukkonen Algorithm

¦次回以降の話題

¿接尾辞木（続き）

¿接尾辞配列

¿接尾辞木・配列の様々な応用
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