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Abstract

String matching is an important technique which is

utilized in various kind of text processing tasks. To

speed up string matching, indexing is indispensable.

Classical index is generally much larger than the text

itself in size. To reduce the size of index, compression

techniques are available.

In this paper, I will mainly explain construction

algorithms of compressed index and explore basic

knowledge about it.

1 はじめに

インターネット上で利用できるテキストデータの量は

爆発的に増加している. テキストから有用な情報を抽出

するときにはさまざまな技術が必要となるが, 特に文字

列検索はそれらのアプリケーションの基礎を成す重要な

処理である. 文字列検索とは, テキストの中からパター

ンと呼ばれる短い文字列が出現する箇所を探しだす処理

である. テキストを扱う多くのアプリケーションでは,

この文字列検索を利用してより複雑な処理を実現してい

る. 例えば生物情報学の分野においては, あるゲノム配

列の一部が別のゲノム配列と一致している箇所を特定す

るシーケンスアラインメントなどにおいて, 文字列検索

が必須となる. このように, 文字列検索の改良は多くの

アプリケーションに影響を与える.

文字列検索には主に二通りの方法がある. 一つは, テ

キストの先頭からパターンに一致する部分を探すシーケ

ンシャルサーチである. シーケンシャルサーチは余計な

メモリを使わないという利点があるが, サイズ nのテキ

ストの検索に平均して O(n) の時間がかかるため, 大き

なテキストに対して適用するのは現実的ではない. もう

一つは, テキストに対してあらかじめインデックスと呼

ばれる, 検索を高速に行うためのデータ構造を用意する

方法である. インデックスを使うべき場面というのは,

主に以下の３つの条件が満たされるときである [14].

1. テキストサイズが大きく, シーケンシャルサーチが

できない.

2. テキストが頻繁に更新されない.

3. インデックスを構築する十分なスペースがあり, そ

れに効率的にアクセスする手段が提供されている.

文字列検索のための古典的なインデックスはテキス

トよりも多くの容量を消費する. そのため, たとえテ

キストがメモリ上に収まったとしても, インデックスは

ディスク上に構築されるという状況が起こり得る. 通常,

ディスクアクセスはメモリアクセスに比べて非常に遅い

ため, インデックスを利用することで逆に時間がかかっ

てしまう. それゆえ, インデックスが有効となる場面は

テキストが小さく, テキストとそのインデックスが共に

メモリに収まる場合のみということになるが, このよう

なデータに対してはシーケンシャルサーチであってもそ

れほど性能は変わらない.

ディスクアクセスのコストを減らす方法として, イン

デックスの圧縮が有効である. これにより, ディスク

から読み出すデータの量を減らすことができる. また,

完全にメモリ上に収まるサイズにまで圧縮ができれば,

ディスクにアクセスする必要はなくなる. さらに 2000

年には, 自己インデックスと呼ばれるインデックスが出

現した [4][7]. これは, インデックスが元のテキストを復

元するのに十分な情報を含んだ形で圧縮されているもの

であり, 一旦自己インデックスを構築すれば元のテキス

トは不要となる. 自己インデックスは情報理論的限界に

近いサイズにまで圧縮が可能であり, かつ高速な検索を

提供するため, その出現直後から注目を集め, 多くの研

究がなされてきた.

このように非常に有用な性質を持った圧縮インデック

スであるが, その効率的な構築方法が問題となる. 本稿

では, この圧縮インデックスの効率的な構築アルゴリズ

ムの紹介を主目的とし, そこに至るまでの基本的な事項

の説明を行っていく.

1.1 本稿の構成

本稿の構成は以下の通りである. 2 章で記法に関する

注意を述べた後, 3 章で古典的なインデックスの代表で

ある suffix array, 及び圧縮を行う上で重要となるいくつ

かの変換について説明する. その後, 4章でインデックス

を用いたパターンの検索方法について説明し, 5 章で圧

縮インデックスに関する解説を行う. そして 6章でイン

デックスの構築手法について説明し, 7章でまとめる.
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2 Notation

テキスト T は文字の並びから成る. それぞれの文字は

アルファベットと呼ばれる集合の要素である. アルファ

ベットは通常 Σで表され, そのサイズは |Σ| = σである.

T の i番目の文字を Ti または T [i]で表す. また, T の部

分文字列 TiTi+1 · · ·Tj を Ti,j で表す.

本稿では, テキスト T のサイズは |T | = n+ 1である

とする. ただし, 最後に終端記号$が付加されているもの

とする. つまり, Tn = $ である. この文字はアルファ

ベットのどの文字よりも辞書順で小さい文字であると

する.

また, T の i 番目の suffix を Si で表す. すなわち

Si = Ti,n である. 整数の集合 C に含まれる数に対する

suffix 全体を SC する. 例えば C = {1, 3, 4} のとき,

SC = {S1, S3, S4}である.

3 Suffix Array

古典的なインデックスの中で特に重要なものとして

suffix array[13]がある. suffix arrayは T の全ての suffix

を辞書順に並び替え, 各 suffix がテキスト中で出現する

位置を格納した配列である. T の suffix とは, T の途中

から始まり, 最後まで続く部分文字列を意味し, 具体的

には T, T1,n, · · · , Tn−1,n, Tn である. 他に有名なイ

ンデックスとして転置インデックスがあるが, 転置イン

デックスは単語ごとにインデックスを構築するのに対し

て, suffix arrayは任意の部分文字列に対してインデック

スを構築する. そのため, ゲノム配列やバイナリデータ

など, 区切りが明確でないデータに対しても検索を行え

るという特徴がある. 例として, T = mississippi$ とい

うテキストを考える. 2 章で述べた通り, テキストの最

後は$になることに注意しなければならない. T の suffix

は後ろから順に $, i$, pi$, ppi$, · · · , mississippi$ で

ある. これを辞書順に並び替えると, 図 1のようになる.

このようにして得られた配列 SA = [11, 10, 7, · · · , 2]

が suffix arrayである.

3.1 Suffix Arrayの空間計算量

suffix arrayの空間計算量は O(n log n)ビットである.

これは元のテキストに比べて非常に大きい. 例えばテキ

ストサイズが 8GBだったとすると, suffix arrayのサイ

ズは約 260GBに達する.

この問題の解決策として suffix arrayの圧縮が考えら

れるが, suffix arrayそのものを圧縮するのは非常に難し

い. suffix array は [0, n] の順列の一種であるため, 整

数列の符号化手法を適用しようと考えるのが直感的であ

る. しかし, 一般的な整数列の符号化手法である γ 符号

や δ 符号では, 小さい整数が頻繁に出現するような整数

列に対して圧縮効率がよくなるように設計されている.

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$

mississippi$

ississippi$

ssissippi$

sissippi$

issippi$

ssippi$

sippi$

ippi$

ppi$

pi$

i$

$

i  SA[i]

sort

Figure.1 Suffix array of a text T=”mississippi$”

0   11 $mississippi      i

1   10 i$mississipp      p

2   7   ippi$mississ      s

3   4   issippi$miss      s

4   1   ississippi$m      m

5   0   mississippi$      $

6   9   pi$mississip      p

7   8   ppi$mississi      i

8   6   sippi$missis      s

9   3   sissippi$mis      s

10 5   ssippi$missi      i

11 2   ssissippi$mi      i

mississippi$

ississippi$m

ssissippi$mi

sissippi$mis

issippi$miss

ssippi$missi

sippi$missis

ippi$mississ

ppi$mississi

pi$mississip

i$mississipp

$mississippi

i  SA[i]                       bwt

sort

Figure.2 BWT of a text T=”mississippi$”

そのため, 0から nまでの整数が一度ずつ出現する suffix

arrayに対しては, 非常に圧縮効率が悪くなってしまう.

それゆえ, suffix arrayをより圧縮しやすい形式に変換

するという手法が一般的によく用いられる. そのような

形式を考える上で重要ないくつかの変換について以下で

説明する.

3.2 Burrows-Wheeler Transform

Burrows-Wheeler Transform(BWT)[2]はテキストに

対する可逆変換の一種である. BWTにより変換された

テキストには同じ文字が連続して現れやすいという性質

があり, これにより圧縮がしやすくなる. 以下に BWT

の定義を示す.

BWT� �
テキスト T0, n とその suffix array SA[0, n] が与

えられたとき, T に BWT を施して得られる出力

T bwt
0, n は以下のように定義される.

T bwt
i =

{
Tn (SA[i] = 0)

TSA[i] － 1 (otherwise)
(1)

� �
以降では, このようにして得られる文字列 TBWT を,

T の BWTと呼ぶ.

例として図 2 を見てみよう. BWT を行うには, ま

ずテキストを一文字ずつずらしたもの (cyclic shift) を

並び替える. そしてそれぞれの最後の文字を集めた
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配列 L が T bwt となる. すなわちこの例では T bwt =

”ipssm$pissii” となる. BWT では suffix array の場合

と違い, suffix ではなく cyclic shift を並び替えている.

しかし, 終端記号$があることにより, どちらの場合でも

ソートしたときの順番は変わらない.

3.3 LF-mapping

図 2において, ソート後の文字列の先頭文字（青色で

示された部分）を並べた配列 [$, i, i, · · · , s] を F とす

る. また, 最後の文字を並べた配列は T の BWTである

が, これを L とする. このとき, Lに現れるアルファベッ

トに対応するアルファベットが, F のどこに現れるかを

考えてみる. 例えば L3 = T bwt
3 = ”s”が, F の何番目に

現れるかを考える. F で sが並ぶのは [1, 4]の範囲であ

るが, このうちのどの s が対応する s なのかを知る必要

がある. そのためには, F, Lの間にある興味深い性質を

利用する. それは, ある一つのアルファベットに注目し

たとき, そのアルファベットの並びは F, L において同

じであるということである. すると例の場合, L8 = ”s”

は L において 2 番目の s であるから, F においても 2

番目にあるということになる. つまり, F の６番目の位

置が答えとなる. このように, L のある位置にあるアル

ファベットが F 中に現れる位置を求める操作のことを

LF-mapping[2]という.

LF-mapping の定義を示す前に, 以下の２つの関数を

定義する.

• C(c) : T bwtに現れる, 文字 cよりも小さいアルファ

ベットの数を返す関数.

• Occ(c, i) : L の i 番目までに現れる文字 c の数を

返す関数.

これらを用いて, 以下に LF-mappingの定義を示す.

LF-mapping� �
文字列 F, L に対して, LF-mapping は式 (2) で表

される. LF (i)は F 中で Li が現れる場所を表す.

LF (i) = C(Li) +Occ(Li, i)− 1 (2)� �
例の場合で言うと, LF (3) = 8+ 2− 1 = 9となる. つ

まり, F の 9番目の文字 sが, L3 に対応する文字という

ことになる.

BWT に LF-mapping を繰り返し適用していくこと

で, 元の文字列 T を逆から辿っていくことができる.

つまり, 最後の位置をどこかに保存しておけば, LF-

mapping を使って BWT の逆変換を求めることがで

きる.

4 パターンの検索

圧縮インデックスについて述べる前に, suffix arrayや

その変換により, 具体的にどのようにパターンを検索す

るかについて説明する.

長さ n+ 1 (+1は終端記号による)のテキスト T の中

から, 長さmのパターン P を検索することを考える. こ

れには主に２通りの方法が存在する. 以下でそれぞれの

詳細について述べる.

4.1 Forward Search

forward search は二分探索を利用する方法である. T

に対しては予め suffix array が構築されているとする.

このとき, まずパターン P と TSA[n2 ] から始まる suffix

を比較する. もし TSA[n2 ] から始まる suffix の先頭部分

が P と一致すれば検索は終了である. もし P の方が

辞書的に小さい場合, 検索範囲を [0, n
2 ] とし, そうでな

ければ検索範囲を [n2 , n] とする. このように, forward

search では文字列に対する二分探索を行うことで, パ

ターンが出現する範囲を求める.

forward searchではパターンとテキストの比較に毎回

O(m)の時間を要するため, 全体として O(m log n)とい

う計算量になる.

4.2 Backward Search

backward search[4] は forward search と異なり, パ

ターンを後ろから順に見ていく. すなわち, まず SA の

中で Pm−1 から始まる範囲 [spm−1, epm−1] を探す. こ

れは関数 C を用いて, 以下のように求めることができる.

[spm−1, epm−1] = [C(Pm−1), C(Pm−1 + 1)− 1] (3)

ただし, c + 1 は Σ 中で c より辞書順が一つ大きい文

字を表すとする.

次に, ここまでの情報をもとに Pm−2, m−1 から始

まる SA の範囲 [spm−2, epm−2] を求めることを考

える. これには LF-mapping を利用する. L にお

いて範囲 [spm−1, epm−1] 中に現れる文字 Pm−2 は,

F 中に順番を変えずに連続して現れる. b, e を

[spm−1, epm−1] 中で最初と最後に Pm−2 が現れる場所

だとすると, LF (b), LF (e) は Pm−2, m−1 から始まる

suffix を指す SA の範囲を表すことになり, つまりこれ

が [spm−2, epm−2] となる. 実際には b, e は求めること

ができないが, 以下の関係式を用いれば LF の値は計算

できるので問題はない.

Occ(Lb, b) = Occ(Pm−2, b)

= Occ(Pm−2, spm−1－ 1) + 1 (4)

Occ(Le, e) = Occ(Pm−2, e)

= Occ(Pm−2, epm−1) (5)

このようなプロセスを繰り返すことで, 一般に
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0   11 $mississippi

1   10 i$mississipp

2   7   ippi$mississ

3   4   issippi$miss

4   1   ississippi$m

5   0   mississippi$

6   9   pi$mississip

7   8   ppi$mississi

8   6   sippi$missis

9   3   sissippi$mis

10 5   ssippi$missi

11 2   ssissippi$mi

i  SA[i]

$mississippi

i$mississipp

ippi$mississ

issippi$miss

ississippi$m

mississippi$

pi$mississip

ppi$mississi

sippi$missis

sissippi$mis

ssippi$missi

ssissippi$mi

$mississippi

i$mississipp

ippi$mississ

issippi$miss

ississippi$m

mississippi$

pi$mississip

ppi$mississi

sippi$missis

sissippi$mis

ssippi$missi

ssissippi$mi

Figure.3 An example of searching pattern

P=”iss” in a text T=”mississippi$” by backward

search

[spi, epi] から [spi−1, epi−1] を求めることができる.

[spi, epi]から [spi−1, epi−1]を求める式を以下に示す.

spi−1 = C(Pi−1) +Occ(Pi−1, spi－ 1) (6)

epi−1 = C(Pi−1) +Occ(Pi−1, epi)− 1 (7)

これにより, 最終的にパターン P から始まる suffixを

指す SA の範囲 [sp0, ep0] を求めることができる. これ

が backward searchである.

例として図 3 を見てみよう. ここでは”mississippi$”

という文字列から”iss”というパターンを検索している.

まず始めに, s から始まる範囲を式 (3) を使って求める.

これにより, [sp2, ep2] = [8, 11] であることが分かる.

次に, 式 (6)(7)を用いて ssから始まる範囲を求める.

LF (b) = C(Lb) +Occ(Lb, b)

= C(P1) +Occ(P1, sp2－ 1)

= 8 + 2

= 10

LF (e) = C(Le) +Occ(Le, e)

= C(P1) +Occ(P1, ep2)− 1

= 8 + 4− 1

= 11

よって [sp1, ep1] = [10, 11] と分かる. 同様にして iss

から始まる範囲を求めると [sp0, ep0] = [3, 4]が得られ,

これが解となる.

5 圧縮インデックス

圧縮インデックスにはいくつか種類がある. それら

は主に CSA(compressed suffix array) 族と FMI(FM-

Index) 族に分けられる. CSA 族は LF-mapping の逆

変換によって得られる配列を圧縮するというものであ

り, FMI族はテキストの BWTを圧縮する. 今回は特に

FMI族に焦点を当てる.

5.1 自己インデックス

通常のインデックスでは, 検索を行う際に元のテキス

トを参照する必要がある. 例えば suffix arrayであれば,

forward searchによってパターンを探すときに, 二分探

索の各段階でテキストの部分文字列とパターンの比較を

行う. それに対し, 元のテキストの情報を完全に内包し

たインデックスというものが存在し, それらは自己イン

デックスと呼ばれる. 前述の CSAの一部や FMIは自己

インデックスとなっており, テキストの任意の部分文字

列を取得することが可能である. これにより, 検索の際

に元のテキストは不要となる.

5.2 FM-Index

FM-Index[4] は, 2000 年に Ferragina と Manzini に

よって提案された圧縮インデックスである. FM-Index

には多くの変種があり, これらはまとめて FMI族と呼ば

れる.

FMI族の各手法は, 主に backward searchの式 (6)(7)

における Occ(Li, i), つまり「Lの i番目までに文字 Li

が何個出現するか」を計算する処理をどのように実現す

るかによる違いがある. L = T bwt であるため, これはつ

まり T bwt をいかに小さく表現し, かつ高速に検索する

かという問題に帰着する.

この最初の手法を提案したのが先に述べた Ferragina

らである. Ferraginaらの手法では,まず T bwt に move-

to-front変換 (MTF)を行う. T bwt は同じ文字が連続し

て現れやすいという性質があるため, MTF によって 0

が数多く並ぶような数字の列が得られる. この 0の並び

を連長圧縮し, 最後に可変長接頭符号により全体を圧縮

する.

Occ の実現については, まず [0, n] をサイズ t のブ

ロックに分け, さらにそれらを長さ t2 ごとにスーパーブ

ロックと呼ばれるグループに分ける. そしてスーパーブ

ロックの切れ目ごとに, 各文字がそこまでで何回現れた

かを予め記録しておく. さらにブロックの切れ目ごとに,

直前のスーパーブロックの切れ目から数えて各文字がそ

こまでで何回出現するかを記録する. Occ に際しては,

それらの情報を元にまず直前のブロックの切れ目までの

値を算出し, そこから先の部分の BWTのみを取り出し

て解凍することで, 高速に計算を行うことができる.

5.3 Wavelet Tree

T bwt を表現する別の方法として, wavelet tree[6]を用

いる方法がある. wavelet treeは, アルファベットの各シ

ンボルがリーフとなっているバランス木である. 各シン

ボルは左から小さい順にリーフに割り当てられる. ルー

トではまず T bwt の各文字に対して, そのシンボルに対

応するリーフが左側のサブツリーにあれば 0を, 右側に

あれば 1を割り当てる. その後 0が割り当てられた文字

を左に詰め, 1 が割り当てられた文字をその後ろに詰め

る. 次に, 各サブツリーにおいて同様の処理を行う. これ

をリーフに至るまで行った結果として得られるビット列

が wavelet treeである.
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例として図 4 を見てみよう. この例では, ”bbaffghc-

cedahhcgbdde”という文字列に対する wavelet tree を

示している. この場合シンボルは 8 つであるため, ルー

トでは’a’, ’b’, ’c’, ’d’ に対しては 0 を, それ以外の文字

に対しては 1を割り当てる. それに従い, 今度は’a’, ’b’,

’c’, ’d’を順番を保ったまま左に詰め, それ以外の文字を

その後ろに詰める. 次のレベルでは, 左右のサブツリー

において同様の操作を行う. 例えば左側のサブツリーで

は, ’a’, ’b’ に対しては 0を, それ以外の文字に対しては

1を割り当てる.

wavelet tree が最終的に保持するデータはビット列

のみである. そのため, wavelet tree の空間計算量は

O(n log σ)となる. このビット列に対して補助的なデー

タ構造を用意することで, 最終的に Occ を O(log σ) の

時間で行うことができるようになる.

5.4 Wavelet Matrix

wavelet tree の改良はいくつか存在するが, その中で

も特に新しいものとして, 2012年に提案された wavelet

matrix[3] がある. wavelet matrix は, wavelet tree の

実装をより簡単にするためのものであるが, 性能もやや

高いとされている. wavelet matrix では, 各レベルでの

ビット割り当ての後の文字の移動を, サブツリー内では

なくツリー全体で行う.

6 インデックスの構築

6.1 Suffix Arrayの構築

suffix array の構築には, 長らく O(n log n) の時間計

算量が必要であるとされてきた. しかし, 2003年に 3つ

の O(n)のアルゴリズム [11][1][10]がそれぞれ独立に発

表されたのを始めとし, 2006年には Kärkkäinenらの手

法 [1] を改良した DC3[9] が発表され, 2007 年にはその

並列化が行われた [12]. さらに 2009 年には SA-IS[15]

と呼ばれる手法が提案され, 現在ではこれが最も速い

と言われている. ここでは特に重要と思われる DC3 と

SA-ISについて述べる.

6.1.1 DC3

DC3 は difference cover sample(DCS) という考え方

を利用することで, 文字列同士の余分な比較を防ぐ手法

である. difference cover sampleの定義を以下に示す.

Table.1 DCS mod 5

− ＼ + 1 2 4

1 0 1 3

2 4 0 2

4 2 3 0

difference cover sample� �
集合 D ⊆ [0, v) が以下の条件を満たすとき, D は

v を法とする difference coverであるという.

{(i－ j) mod v | i, j ∈ D} = [0, v) (8)

このとき, 以下の条件を満たす集合 C を difference

cover sample(DCS)と呼ぶ.

C = {i ∈ [0, n] | i mod v ∈ D} (9)� �
例として, 5 を法とする DCS を求める. 例えば D =

{1, 2, 4} とすると, これは difference cover となって

いる. 表 1 は, D の各要素の差を 5 で割った余りを

示したものである. この表の中には確かに [0, 5) の全

ての数が現れていることが分かる. このとき, DCS は

C = [1, 2, 4, 6, 7, 9, · · · ]となる.

DC3 では 3 を法とする difference cover である D =

{1, 2}を用いてDCSを選び, まずそれらについて suffix

array を構築する. これは再帰的にソートの手続きを行

うことにより, O(n) で行う. 次に, DCS に含まれない

要素に対して suffix arrayを構築する. この際, DCSの

suffix arrayの結果を利用することで, ２つの文字列の比

較にかかる時間を短縮する. 最後に両者をマージするこ

とで, テキスト全体の suffix arrayを得る.

DC3は実用的に最速ではないが, 並列化のための手法

が確立されている数少ないアルゴリズムであり, 非常に

重要である.

6.1.2 SA-IS

SA-IS は suffix array の構築において, 現在最速のア

ルゴリズムである. SA-IS では, まずテキストの各文字

に対して, その位置から始まる suffix が一つ後ろの位置

から始まる suffix より大きい場合は L, そうでない場合

は Sを割り当てる. これらをそれぞれ L型, 及び S型の

suffixと呼ぶ. また, その場所の文字をそれぞれ L型, 及

び S型文字と呼ぶ. S型文字の中で L型文字と隣接して

いるものを LMS(left most S)と呼ぶ. 図 5に例を示す.

図では LMSを S*として表している.

LMS に挟まれた部分文字列を LMS 部分文字列と呼

ぶ. SA-ISでは, まずこの LMSに対して suffix arrayを

構築する. これには induced sorting と呼ばれる手法を

用いる. これは, LMS の suffix array の構築を LMS 部

分文字列のソートに置き換え, 再帰的にこれを行うこと
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aa|bbbb|ccc|ddd|ee|ff|gg|hhh

110011|001011|1100|01110
bbaabb|ccdcdd|ffee|ghhhg

00011101011|001101110
bbaccdacbdd|ffghehhge

bbaffghccedahhcgbdde
000111100100110100010 1

0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1

Figure.4 Wavelet tree for a text T

Figure.5 Suffix classification by SA-IS[15]

で O(n) の時間計算量を達成するものである. その後,

LMS以外の場所について suffix arrayを構築していく.

6.2 BWTの構築

5 章で見たように, 圧縮インデックスの一種である

FMI族を構築するためには, まずテキストの BWTを求

める必要がある. FMI族の構築においては, この BWT

の構築がボトルネックとなる. そこで, 以下では BWT

の構築アルゴリズムについて説明する.

BWT の計算では, 通常まず suffix array を構築する

というステップを踏むことになる. しかし, 一度 suffix

array を構築しなければならないというのは, メモリ使

用量を減らすという圧縮インデックスの趣旨に反するも

のである. これを回避するために, BWT の直接構築ア

ルゴリズムがいくつか考案されている. そのようなアル

ゴリズムの中でも, テキストがメモリに収まる場合とそ

うでない場合を扱うものの二種類があるが, ここではそ

の両方について説明する.

6.2.1 メモリ上での BWTの構築

テキストが十分に小さい場合, テキスト全体をメモリ

にロードすることができる. しかしそのように小さいテ

キストであっても, suffix arrayはテキストと比べて非常

にサイズが大きくなるため, メモリに収まらないことが

ある. この場合 suffix array の一部をディスク上に退避

させる必要があるが, 一般的にディスクアクセスのコス

トは非常に高い. そのため, メモリ上であっても BWT

を直接構築することは重要である.

このタイプの手法として, まず Kärkkäinen らの手法

[8]を紹介する. この手法では, サンプルソートを元にし

て各 suffix を分類し, 一つ一つのブロックに対してのみ

suffix arrayを構築し, そこから BWTを導き出す. その

後, そのブロックの suffix array はすぐに破棄する. こ

のようにすることで, テキスト全体に対して suffix array

を構築することを防ぎ, メモリの使用量を小さくして

いる.

アルゴリズムの具体的なステップは以下のようになる.

1. [0, n) からランダムに r − 1 個の要素を選択し, そ

れを集合 C とする.

2. C の要素を j1, j2, · · · , jr−1 としたとき, Sj1 <

Sj2 < · · · < Sjr−1 となるように Cの要素をソート

する.

3. 全ての suffix に対して Sjk < Sj < Sjk+1
となるよ

うな kを探し, j をバケツ Bk に入れる. その後 SBk

に対して suffix array を構築し, そこから BWT を

構築する.

この手法では, 文字列のソートに multikey quick sort

を用いている. multikey quick sortとは, 文字列のソー

トを効率的に行うたの手法の一つである. 文字列の比

較に通常のクイックソートを用いた場合, 各文字列の比

較に平均して O(m) の計算量を要するとすると, 全体

で O(mn log n) の時間がかかる. それに対し, multikey

quick sortでは文字列同士の比較を一文字の比較に帰着

させることで, 計算量を O(n log n)に抑えている.

文字列の比較で注意すべきは, ２つの文字列の prefix

が非常に長く一致すると, 比較に多くの時間を要してし

まうという点である. これを防ぐために, この手法では

DCSを利用している.

Kärkkäinen らが行った実験の結果を図 6 に示す. 実

験に用いたマシンのCPUは 2.6GHz Intel Pentium 4プ

ロセッサ, メモリは 4GBである. 図 6中で bwt, dnabwt

となっているものが Kärkkäinen らの手法である. こ

れを見ると, 既存手法である MF, BK よりも多くの場

合で遅くなっているが, 繰り返しの多いテキストである

repeat-64に対しては良い性能が出ていることが分かる.

メモリ上で BWTを直接構築する別の方法として, 岡

野原らの手法 [16] がある. この手法は, suffix array の

構築アルゴリズムである SA-ISを, BWTの直接構築に

用いるというものである. SA-ISで定義した L型, S型,

LMSという概念を BWTに対しても適用し, まず LMS

に対する BWT を構築し, そこから L 型, S 型の BWT

を順に計算する. 具体的な流れは以下のようになる.
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Figure.6 Result of Kärkkäinen et al.[8]

1. テキスト T を LMS 部分文字列 R[1 · · ·n′] に分解

する.

2. LMS部分文字列の順位を決め, T において各 LMS

部分文字列をその順位の数に置き換えた文字列 T1

を作る.

3. T1 の各文字が一意であれば T1 の BWT B1 を直接

求め, そうでなければ T1 に対して再帰的に手続き

を適用する.

4. B1 から T の BWTを induced sortingにより導き

出す.

6.2.2 ディスク上での BWTの構築

テキストがメモリに収まらないほど大きい場合, 基本

的にはまずテキストの一部をディスクから少しずつ読み

出す必要がある.

ここでは Ferragina らの手法 [5] を紹介する. この手

法では, テキストをメモリサイズに応じてブロックに切

り分け, それらを後ろから順に処理し, 結果をマージし

ていく. また, ２つの suffix を比較する際に, それらの

prefixが長く一致してしまうと比較に無視できない時間

を要する問題があるが, それを解決するためのデータ構

造を用意している.

より具体的には, まずテキストをサイズmのブロック

に分割する. すなわち, T = Tn/m, Tn/m−1, · · · , T1 と

する. そしてまず T1 をメモリにロードし, BWTを構築

する. その後これをディスクに書き戻す. 次に T2 を読

み出し, BWT を構築する. そして先ほど作った T1 の

BWTとマージを行う. マージの結果は処理の途中で随

時ディスクに書き戻していく. このようにして, 一般に

ブロック Th + 1 をメモリから読み出し, その BWT を

構築後, ThTh−1 · · ·T1 の BWT とマージを行うことで,

T の BWTを得ることができる.

この手法では, ディスク上にあるテキストや途中結果

の BWTを読みだす時にシーケンシャルアクセスしか行

わないため, 非常に効率的である. また, シーケンシャル

アクセスしか行わないため, 途中状態の BWTを圧縮し

ておき, その一部だけを取り出して解凍して使用するこ

とができる. これにより, ディスク I/Oを削減すること

が可能である.

Ferragina らの実験結果を図 7 に示す. 実験に使っ

たマシンの CPUは 2.5Ghz AMD Phenom 9850 Quad

Core プロセッサ (実験に使用したのは 1 コアのみ) で

あり, メモリは 3.7GBである. 図 7の bwt-diskが Fer-

ragina らの手法であり, DC3 というのはディスク上に

suffix arrayを構築するプログラムの結果を示している.

これを見ると, 既存手法では必要なメモリはほぼ一定で,

時間はデータサイズにのみ依存している. 一方, 提案手

法では途中状態の BWTを圧縮した状態で扱うことがで

きるため, その可圧縮性に応じて必要なメモリや時間を

削減することに成功している.

7 おわりに

本稿では, 文字列検索のためのインデックスの構築ア

ルゴリズムについて述べた. 文字列検索はテキスト処理

の中で最も重要な処理の一つであり, これを改善するこ

とはテキストを扱うあらゆるアプリケーションの性能改

善につながる.

古典的なインデックスである suffix tree, suffix array

は, 空間計算量の問題があった. その解決策として圧縮

インデックスは実用上非常に重要である. 圧縮インデッ

クス一種である FMI族の構築の上で BWTを行うこと

になるが, これを効率よく構築することが求められる.

BWT の構築には主にメモリ内で行うものと, ディスク

上で行うものがあが, 本稿ではこれらについて説明を

行った.

今後の展望としては, まず BWTの並列構築アルゴリ

ズムが望まれる. 現状では, BWT の直接構築アルゴリ

ズムの並列化は行われていない. 並列化は高速化を行う

上で重要である. また, 分散環境での構築も行われるこ

とが期待される. 一つの巨大なテキストを処理する場合

や, 大量のテキストを処理したい場合などに, 分散環境

での大規模並列化が求められる.
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