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本日の話題

¦接尾辞木・配列を用いた様々な応用

¿Set matching problem

¿Matching statistics

¿Longest common substring

¿Suffix DAG

¿Multiple common substrings

¿Maximal repeats

¿Palindrome

¿Tandem repeats
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応用２： Set Matching Problem

¦ Aho-Corasick algorithm （復習）

¿ Knuth-Morris-Pratt のマルチパタン化

¿ O(n+m+k) (n: テキストサイズ、m: パタンサイズの和、k: 出現数）

¦ 接尾辞木を用いたSet matching

¿接尾辞木では普通に検索するだけでもO(n+m+k)が実現可能

uテキストとパタンのどちらを前処理するか、の違い

’ どちらが変化するのかによってＡＣかＳＴのどちらを使うかを決める

uパタンセットのサイズ＞テキストサイズならばＳＴの方が省メモリ

¿ Matching Statistics

uこれもパタン側の接尾辞木を用いる

uこれでもO(n+m+k)が可能

u他の応用も多い

¿ Boyer-Mooreをマルチプル・パタン化

uパタン側の接尾辞木を用いる

Failure Link
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Matching Statistics (1)

¦Matching Statistics とは

¿テキスト文字列のすべての位置に関して、その位置から
始まる最長のパタン文字列との共通の部分文字列長を
計算したもの

¿パタン文字列に対する接尾辞木を用いれば線形時間で
可能

Text

Pattern

位置 i から始まるPatternにも存
在する最長の部分文字列

接尾辞木

Pattern側の位置はどこでもよい
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Matching Statistics (2)

¦パタン側の接尾辞木を用いる

¿Suffix Linkを用いる

次はsuffix linkを辿り、その下
をチェック

パタンに対する接尾辞木

まずはナイーブに計算

Suffix 
Link

この部分につい
ては、各辺のラ
ベルの最初の１
文字のみの
チェックでOK

α

α

ここの葉を見れば
パタンのどこにあ
るかもわかる。

α

text

suffix link
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Matching Statistics (3)

¦計算時間は O(n)
¿辿るノード数が最大でも n であるため

uUkkonenのアルゴリズムがO(n)である理由と同じ
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Suffix ArrayでMatching Statisticsはできるか？

¦Ψ配列 (接尾辞配列上のSuffix Link)を用いればある程度可能
¿逆接尾辞配列から線形時間で作成可能

uΨ配列は接尾辞配列を圧縮するのにも用いられることがある

¿二分探索は必要→ O(n log n)
uそのオーバーヘッドをなくすには、さらなる付加データ構造が必要

たとえばssi (SA[10..11])のsuffix link先のsiはSA[8..9]

0: mississippi$
1: ississippi$
2: ssissippi$
3: sissippi$
4: issippi$
5: ssippi$
6: sippi$
7: ippi$
8: ppi$
9: pi$
10: i$
11: $

0:11: $
1:10: i$
2: 7: ippi$
3: 4: issippi$
4: 1: ississippi$
5: 0: mississippi$
6: 9: pi$
7: 8: ppi$
8: 6: sippi$
9: 3: sissippi$
10:5: ssippi$
11:2: ssissippi$

ソート

0
7
10
11
4
1
6
2
3
8
9

Index / Suffix array / suffixesIndex / All suffixes Ψ

ssi

si

プサイ
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Matching Statisticsの応用１：プライマー設計 （１）

¦ プライマー

¿あるＤＮＡ試料に対して、ある短い配列が存在するかどうかを実験的に検
査する際の、その短いＤＮＡ配列のこと

¦ プライマー決定問題

¿入力

u配列 A と配列集合 S
’ Aを他(S)の配列と実験的に区別できる部分配列を求めたい

¿出力

u配列 A のすべての位置iについて、その位置から始まる部分文字列で S に存
在しない一番短い文字列 （＝ AにはマッチするがSの配列にはマッチしない）

¿意味

uその場所から始まる断片（あるいは遺伝子）が資料の中に含まれるかどうか
を調べたい

¿アルゴリズム

uMatching statisticsで求めた値 +1

プライマー
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Matching Statisticsの応用１：プライマー設計 （２）

¦ 問題を少し難しくして、次の問題を考える

¿ S のどの部分文字列ともedit distanceが k 以上である最小の部分文字列
（ただし長さ l 以下）を、Aのすべての位置について求める

¥ ただし実際には、更に多くの条件がある

プライマーとして使えるためには、複雑な条件がある

uＧＣ含量が５０％前後、回文禁止

プライマーは２つ一組で用いられることが多い

u組み合わせを考える必要

u ２つで囲んだ領域の長さが異なるものも判別可能 （電気泳動）

A

Smatching statistics

この長さが l 以下のものは確実に使える！
（ただし、それより短くても該当するものはあるかもしれないことに注意）

k=3



配列解析アルゴリズム特論 渋谷

Matching Statisticsの応用２： Longest Common Substring

¦Matching Statistics で最大値をとるものを探す

¿当然だが線形時間で見つけられる

A

B

最大

注：ただしMatching Statisticsを使わなくてもよい→次の話題
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（おまけ） Multi-pattern Boyer-Moore というのもある (1)

¦ Boyer-Moore （復習）

¿不一致ルール (bad character rule)

uチェックした文字がxであれば、パタンの中のxという文字のうち最後の位置
までずらせる

¿接尾辞一致ルール (strong good suffix rule)

u後ろk文字が一致した場合、パタン中のそれ以外の場所にそのk文字が存

在する（いくつかある場合は最後のもの）時、そこを一致させるようにずらす

¿ KMPより速いことが多い

¦ これをマルチプル・パタン化することを考える

不一致 一致
不一致

一致

異なる = strong
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Multi-pattern Boyer-Moore (2)

¦不一致ルールの拡張 （簡単）

¿一番後ろにある不一致文字に一致する文字に着目

¿一番短いパタンの長さに注意

x

x
x

「一番短いパタンの長さ」も考慮する必要あり

check

最終的な移動量

調べたいパタンの集合

text
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Multi-pattern Boyer-Moore (3)

¦接尾辞一致ルール （これを接尾辞木を使って計算）
¿逆順でのパタン集合のキーワード木を作成

u後ろからパタンのマッチングを検査するため

uこの木は↓の一般化接尾辞木に含まれる

¿各ノードでの移動量を計算
u逆順でのパタン集合の一般化接尾辞木を利用

’ 一般化接尾辞木(generalized suffix tree) ：複数の文字列に対する接尾
辞木
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Multi-pattern Boyer-Moore (4)

¦接尾辞木において
¿各パタンに相当する枝とそれ以外を区別

u相当する枝＝keyword tree

¿それぞれのノードまで探索した時の移動量を計算
u探索はkeywordに相当する枝のみ

$

失敗

途中から生えている
non-keywordな＄枝

があれば、それを考
慮して移動

（頭の部分が一致し
ている場合）

$

失敗

途中から生えているnon-keyword
な＄枝があればそれを考慮して
移動
（頭の部分が一致している場合）

失敗した場所にある文字xに
相当するnon-keywordな分岐

があればそれを考慮して次の
位置に移動

（通常の「強い」接尾辞一致
ルール）

x

keywords
non-keywords

non-keyword

この部分を
重ねるよう

に移動

ノード以外の地点で失敗した場合 ノードの次で失敗した場合

複数あれば、それらのうち最
も移動の短いものを選ぶ

① ②
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Multi-pattern Boyer-Moore (4)

①

②

x

$

¬x

text

ここで失敗

x

¬x

x text
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応用３： Multiple Common Substrings (1)

¦ 複数の文字列の間で共通に持つ文字列を求める問題

¿ Longest ～はその中から最長のものを選ぶ問題

¦ Generalized Suffix Treeを作る

¿あるノードがいくつの文字列を葉として持つかを計算する

uナイーブにやるとO(kn) (k: #patterns, n: sum of lengths)

$1 $2 $3 $4 $2

4

3 2

text 1 text 2 text3

$1 $2 $3
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Multiple Common Substrings (2)

¦LCAを用いれば線形時間にできる！

全種類の文字列の葉を含むminimal区間
尺取虫のように動かしていく

1 3 2 1 1
それぞれの文字列をいくつ含むかのベクトルを持っておく

Lowest Common Ancestor

葉
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Multiple Common Substrings (3)

¦尺取り虫の例

$1  $1  $3  $2  $2  $3  $2  $5  $4  $5  $3  $1  $2  $5  $1  $2  $1  $1  $1  $3  $2  $1  $4

$1～$5が存在する5本の文字列の場合例
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Multiple Common Substrings (4)

¦ 必要なLCAの計算

¿実は単にTraverse するだけで線形時間で計算可能

¿よって複雑な O(1) のLCA Query Algorithmは不要

Lowest Common Ancestor
of A and B

葉

A B C

Lowest Common Ancestor
of A and C
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応用４： Maximal Repeats & Supermaximal Repeats

¦Maximal repeat

¿identicalな二つ以上の部分文字列の組で、左右どちらでも１
文字増やしたらrepeat数が変わるもの

¦Supermaximal repeat

¿他のmaximal な部分文字列の部分文字列にはなっていない
ようなmaximal repeat

xyzabcyxdabcdfklmabcdywml
maximal

supermaximal
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Maximal Repeats (1)

¦右側条件は「内部ノード」であること、でOK

¦左側条件はMultiple Common Substringsと状況が似ている
¿が実はもっと簡単（次ページ）

a b

一文字前が違う文字である必要がある

a b c d b

4

3 2

それぞれの葉に対応する各接尾辞の
１文字前の文字（BW変換という）

２つ以上にマーク

どれが子孫にあるかのフラグ表
（実際には持たない）
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Maximal Repeats (2)

¦1種類しかない区間を除外するだけでよい→線形時間！

LCA

葉

a c c c c c c f b a a
それぞれの葉に対応する各接尾
辞の１文字前の文字（BW変換）全部同じ

maximalではない

LCA
maximal

(これより上もmaximal）
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Supermaximal repeat

¦条件
¿右側条件： 子供はすべて葉である

¿左側条件： 子供に対応する接尾辞の一文字前

の文字がすべて異なる

¦計算時間
¿アルファベットサイズが固定の場合線形時間

¿アルファベットサイズが固定でない場合
uO(n log s) (s: アルファベットサイズ）

uハッシュを用いれば、計算時間の期待値は線形時間

a b c直前の文字はすべて異なる必要
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応用５： （ＬＣＡの応用２） k-Mismatch Problem

¦ギャップを考えないミスマッチを k 個許すマッチング

¿O(kn+m) (n: テキスト、 m: パタン)

¿一般化接尾辞木を作成し、LCPを用いる

text

pattern

ここから始まる共通な最長部分文字列の
長さをLCPで一発で求めることができる
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応用６： （ＬＣＡの応用３） 回文(palindrome)をみつけるには

¦逆順の文字列との一般化接尾辞木を作り、各位置
に対応するＬＣＰの長さを求めればよい

¿線形時間で可能

¿DNA,RNAでの相補配列を考える場合でもやることは同じ
uATCCTGCAGGAT など （これも生物学的にpalindromeと呼ぶ）

u間に最大 i 文字の隙間をいれるのを許す場合はO(i·n)

¿k-mismatchを許す場合はO(k·n)

やとうはかんせつぜいははいぜつせんかとつめよった
たっよめつとかんせつぜいははいぜつせんかはうとや
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応用７： （ＬＣＡの応用４） Tandem Repeat (1)

¦ タンデムリピート

¿同じ（類似した）文字列の連続した繰り返し

¿様々な関連現象
u類似遺伝子の生成

’ 視覚における赤と緑を知覚する遺伝子は互いに類似、連続して並んで
いる。（進化の過程でコピーされて分化した）

u個人の特定
’ 基本単位の短いリピートの繰り返しの数が個人によって異なることがあ

り、しかも検出が簡単 → 犯罪捜査

uがん細胞DNAの解析
’ Copy number variation (CNV)

uDNA修飾・エンハンサー等への影響？

u寿命を決定？
’ テロメア （ＤＮＡ端にある、ＤＮＡを保護するため（？）の繰り返し）

uその他さまざまな機能既知・未知の繰り返しが存在

DNA
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Tandem Repeat (2)     超ナイーブ法

¦ すべての位置i (1≤i≤n-1)とすべての長さ j (1≤i≤(n-i)/2)に対して

¿位置iから始まる長さjの部分列を繰り返し単位とする繰り返し区間が
あるか？ あればその長さはどれくらいか？

を計算する

¦ 計算時間は一つのi, jの組に対しO(n)の計算時間がかかるため、
全体ではO(n3)となる

¦ ただし、入力がランダムな場合、一つのi, jの組に対する計算時間
の期待値は 1+1/2+1/4+1/8+....→2 回の比較ですむので、O(1)で
ある。よって平均計算量は O(n2)

ATCGCGTA...
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Tandem Repeat (3)     分割統治法

¦ 繰り返し区間を３つに分類する （ ）

A) 区間がW[m]を含むもの

B) 区間がW[1..m-1]に完全に含まれるもの

C) 区間がW[m+1..n]に完全に含まれるもの

¦ A)に関しては、W[m]から左右に繰り返し列があるかをチェックする

¿ ナイーブに計算して、O(n2)
¿ 入力がランダムの場合の平均は O(n)

¦ B)及びC)に関しては再帰的に計算する

¿ すでに見つかっている繰り返し区間よりも短くなると終了

¦ 全体の計算時間は O(n2)
¿ この場合、O(n2 log n)とならないことに注意 ←漸化式から計算

¿ 入力がランダムの場合の平均計算時間は O(n log n)

 2/nm =

ここは固定

j j
j はすべての長さを検査
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Tandem Repeat (4)     ＬＣＰを用いる

¦ ＬＣＰを用いると、

¿ i 番目から繰り返し長 k のタンデムリピートがどれくらいの長さ続いているかを
O(1) で計算することが可能！

¦ ２つのテクニックの組み合わせると、最悪でも O(n log n)
¿ 分割統治に加えてＬＣＰ

¦ 実は、

¿ 線形時間で計算する方法もある (Kolpakov & Kucherov '99)

¦ ただし、実際の実応用（生物学）では、

¿ 完全一致以外の類似繰り返しを考慮する必要がある

アルゴリズム 最悪計算量 平均計算量

1 超ナイーブ法 O(n3) O(n2)

2 分割統治法 O(n2) O(n log n)

3 ＬＣＰ＋超ナイーブ法 O(n2) O(n2)

4 LCP+分割統治法 O(n log n) O(n log n)

5 LCP + factorization O(n) O(n)
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類似アルゴリズム：２次元平面上の最近点ペアの探索 （1/2）

¦２次元平面上の最近点ペアの探索
¿ナイーブに全２点間を計算するとO(n2)
¿分割統治でO(n log n)

u事前に x 軸に沿ってソートしておく

片側のみをまず計算（再帰的に計算）

その後、間のものを計算（線形時間）

x

y



配列解析アルゴリズム特論 渋谷

２次元平面上の最近点ペアの探索 （2/2）

¦両側の間の最近点ペア計算

¿左側の最近点ペア間距離よりも小さいもののみ計算する
u事前にy軸に沿ってソートしておく （ x軸のソートとは別に）

l

l

長さ l 以下のものはこの８つの正方形に入る。
各正方形には高々１つしか点は存在しない。

（ユークリッド空間版鳩の巣原理）
→線形時間サーチが可能

y

x

右側で左との境界
から l 以上離れて
いないもの

l/2

l/2
2

2 𝑙𝑙
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応用 8:   (All-pairs) Suffix-Prefix Matching (1)

¦ある２つ（以上）の文字列がどれくらい前後でオー
バーラップしているかを知りたい

¿DNAアセンブリなどで必要になる

仮想テキスト（未知）

どれほど長く一致させることができるか？
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(All-pairs) Suffix-Prefix Matching (2)

¦一般化接尾辞木を作成する
¿O(n + #pairs_to_solve) で計算可能

¿全対全の比較が一度に可能

¦現実にはエラーを考慮する必要がある

$1

$2

$2

ある文字列全体に
相当する葉
（接尾辞ではなく）

同じ文字列の$記号があれば
深い方を選ぶ

＝よりオーバーラップが大きい

は$記号のみからな
る枝で分かれている葉
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接尾辞配列・接尾辞木の拡張・一般化

¦簡単な拡張(簡略化）
¿STのDAG化

¿SAの間引き

¦接尾辞木は非常に強力なので、文字列以外のデータに対
しても同様の探索法を作りたいことがある
¿Circular Stringに対するST, SA

¿文字の入れ替えを許すもの
up-suffix tree

us-suffix tree

¿木構造に対するsuffix tree

¿木構造に対するsuffix tree その２
uBSuffix tree

¿行列に対するsuffix tree
uLSuffix tree

¿空間上の点列に対するsuffix tree
uGeometric suffix tree
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拡張 １： Suffix Link の応用： Suffix TreeのDAG化

¦接尾辞木の中を見ると、類似構造がある

¿それをまとめてsuffix treeを小さくできる

¿Suffix Linkをたどって、子供の数が同じであればまとめる
uSuffix Link Treeを辿るだけでできるので、O(n)

Suffix tree of 'mississippi$'

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

All the
suffixes

mississippi$

i
p

s

pi$i$
$ppi$

ssi

ssippi$

ppi$

i si

ppi$

ssippi$

ppi$

ssippi$
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拡張 2： ： Suffix Tree/Arrayの間引き

¦通常のテキストで区切りがしっかりしている場合は
すべての接尾辞を扱う必要はない

¿全部を作成して、間引きする

¿一部の接尾辞集合からBentley-Sedgewick等の文字列用
のアルゴリズムを用いる（接尾辞配列）

¿単語を一つの文字だと思ってハッシュあるいは単純な
テーブル（あるいはキーワード木）で数値に変換し、変換
した数列に対し接尾辞木・接尾辞配列を作成する

Not every suffix has to be indexed as many of them will never be searched...

注） 他にも（もっと高度な）接尾辞木・接尾辞配列を圧縮する手法が多く開発されている
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拡張 3： Circular String に対する接尾辞木・配列

¦バクテリアのＤＮＡなどは環状

¿環状の文字列に対する接尾辞木・接尾辞配列が必要

¦（仮想的に）二回繰り返した文字列を考えるだけ

適当に切断

コピーを作ってつなげる
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まとめ

¦ 接尾辞木・配列を用いた様々な応用・拡張

¦ 次回

¿ FM-index
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