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「＃？」は日本語訳がよくわからない箇所．

1 イントロダクション

本稿は，エラーを許す文字列照合，いわゆる近似文字

列照合に焦点を当てる．この一般的な目的は，テキスト

とパターンのうち，片方あるいは両方が，ある種の（望

まれない）変形がなされている状況で，テキスト内のパ

ターン文字列を照合することである．例として，ノイ

ジーなチャネルで転送された信号から元の信号を復元す

ること，突然変異が起こったＤＮＡ部分配列を見つける

こと，タイプミスやスペル間違いのある場合のテキスト

検索，といったものがあげられる．

問題をより一般的な形で言えば，マッチング時に一定

値以下のエラーを許して，与えられたパターンが出現

するテキストを見つけることである．アプリケーション

は，それぞれ固有のエラーモデルを用いる．エラーモデ

ルは，2つの文字列がどれだけ違うのかを定義する．こ
の文字列間の「距離」の基本的な考えは，一方の文字列

が他方の文字列に誤って変形されやすいとき，用いたエ

ラーモデルにおいて距離を小さくする，ということで

ある．

このサーベイの目的は，近似文字列照合の技術事情

について，概観を述べることである．我々はオンライン

サーチ（つまり，インデックスを構築するためにテキス

トに前処理を加えることができない場合）に焦点を当

て，問題，社会的意味，統計的性質，歴史，現在の進展，

さらにアルゴリズムの基本的アイディアや計算量につ

いて説明する．また，いくつかの問題の変形版について

も述べる．複数のアルゴリズムのパフォーマンスを比較

し，どれがベストかを評価する実験についても述べる．

最後に，今後の研究や未解決問題に対する方向性をもっ

て結論とする．

残念なことに，問題のアルゴリズム的性質は，想定さ

れる「エラー」のタイプに強く依存し，解法は線形時間

からＮＰ完全にまで及ぶ．このテーマの範囲は非常に広

いため，我々は焦点を，可能なエラーモデルのうちの一

部に絞らざるを得なかった．我々は，様々なコストにお

いて部分文字列を別の文字列で置き換える，という問題

だけを考える．この観点から問題は，パターンとテキス

ト中の出現文字列とを両者が一致するように変形させ，

テキスト中から充分にコストの低い位置を見つけて報

告する時の，全体のコストを最小化することである．

エラーモデルの中で最もよく研究されているものの一

つは，いわゆる edit distance (編集距離)である．これは，
2つの文字列中で，文字の削除，挿入，置換が許される．
操作によって別のコストがかかる場合や，関わる文字に

コストが依存する場合は，general edit distance と呼ば
れる．そうでないとき，つまり全ての操作が１のコストの

場合， simple edit distance あるいは単に edit distance
(ed)と呼ぶ．後者の場合は単純に，2つの文字列を同じ
にするために必要な挿入，削除，置換の合計数の最小値

を探せばよい．例えば，ed("survey", "surgery") = 2．

edit distanceは非常に注目されてきた．それは，general
edit distance は非常に効果的で，広範囲にわたって応
用が可能だからである．多くの現存のアルゴリズムは

simple edit distance に専念しているという事実にもか
かわらず，それらの多くは general edit distance にも容
易に適用することができる．我々は本稿を通して，この

点に注意を払う．さらに，想定する general なエラーモ
デルのためのアルゴリズムは少ししかないが，それらは

edit distance アルゴリズムの一般化である．

一方で， edit distance 用にデザインされたアルゴリ
ズムの多くは，他の場合に対しても容易に特化させるこ

とができる．例えば，挿入と削除だけをコスト 1 で許
可すると，2つの文字列の最長一致部分文字列 (longest
common subsequence; LCS) を計算することができる．
同様に注目されてきた別の単純化として，置換のみを許

すものがある (Hamming Distance)．

edit distance の一つの拡張は，転置 (transposition)
を加えることである (つまり，ab ⇔ baの形のコスト 1
の置換)．転置は典型的なタイプミスであるため，テキ
スト検索アプリケーションでは非常に重要である．しか

し，それらを扱うアルゴリズムはほとんど存在しない．
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しかしながら，多くの edit distance 用のアルゴリズム
は転置を含めるように容易に拡張できるので，本稿では

この点に留意した．

edit distance は群を抜いて非常によく研究されてい
るので，このサーベイは基本的に simple edit distance
に焦点を当てる．しかし， LCS や Hamming distance
と同様，general edit distance や，転置と general な部
分文字列置換にも注意を払う．加えて，検索するパター

ンのタイプの拡張についても注意を払う（アルゴリズム

が許すときには，拡張パターンやエラーを許す正規表現

の検索の可能性について述べる）．ここで，本稿では何

を 扱わないか について述べる．

• 第 1に，我々は部分文字列置換のモデルに適合し
ない距離関数については扱わない．これは，我々

の焦点からは大きく違っているし，論文が一貫性

を失ってしまう．こういった距離としては， Ham-
ming disatance (短いサーベイは [Navarro 1998])，
反転 [Kececioglu and Sankoff 1995] (これは，反
転した部分文字列を許す)，ブロック距離 [Tichy
1984; Ehrenfeucht and Haussler 1988; Ukkonen
1992; Lopresti and Tomkins 1997] (これは，部分
文字列の再配置，入れ替えを許す)，q-gram 距離
[Ukkonen 1992] (固定長 q の共通部分文字列を見
つけることを基本とする)，入れ替えの許可 [Amir
et al. 1997b; Lee et al. 1997]，等である． Ham-
ming Distance はEdit Distance の簡略化されたも
のであるが，Hamming Distance に特化した，単
なる簡略化ではないアルゴリズムが存在するため，

本稿では扱わない．

• 第 2に，我々はシンボル列のパターンマッチング
を考える．せいぜいパターンを正規表現に一般化

する程度である．多次元テキストにおける近似文

字列照合 (短いサーベイは [Navarro and Baeza-
Yates 1999a])，グラフにおける照合 [Amir et al.
1997a; Navarro 2000a]，複数パターンの照合 [Muth
and Manber 1996; Baeza-Yates and Navarro 1997;
Navarro 1997a; Baeza- Yates and Navarro 1998]
といったものは考えない．これらはあまり研究され

ておらず，また単純なモデルでの近似パターン照合

をよく理解しておけば，これらのアルゴリズムも

すぐに掴むことができる．これらの問題に対する

アルゴリズムの多くは，本稿で述べるアルゴリズ

ムを借用している．

• 第 3に，我々は確率的や並列といった標準的でな
いアルゴリズムは扱わない 1[Tarhio and Ukkonen

1998; Karloff 1993; Atallah et al. 1993; Altschul
et al. 1990; Lipton and Lopresti 1985; Landau
and Vishkin 1989]．

• 最後に，indexed searching，つまり，後の検索を
高速化するためにテキストに対する永続的なデー

タ構造（インデックス）を構築すること，は重要

な分野であるが，我々は扱わない．扱わない理由

として，インデックスを保持するための必要領域

の増加（近似文字列照合のインデックスには，テ

キストのサイズの何倍もの領域が必要となる傾向

がある），テキストの揮発性（インデックスの構

築はコストがかかり何回もサーチして元を取らな

ければならない＃？），そもそもの不適当さ（イン

デックス付近似文字列照合は未発達の分野で，イ

ンデックスのもたらす高速化は必ずしも十分でな

い）という点があげられる．インデックス付近似

検索は難しい問題で，この分野の研究は非常に新

しく，最近活発化している [Jokinen and Ukkonen
1991; Gonnet 1992; Ukkonen 1993; Myers 1994a;
Holsti and Sutinen 1994; Manber and Wu 1994;
Cobbs 1995; Sutinen and Tarhio 1996; Ara ujo et
al. 1997; Navarro and Baeza-Yates 1999b; Baeza-
Yates and Navarro 2000; Navarro et al. 2000]．こ
の問題は非常に重要で，巨大なテキストを扱うア

プリケーションはオンラインアルゴリズムでは十

分なパフォーマンスをあげることができない．し

かし実際には，全てのインデックス付アルゴリズ

ムはオンラインアルゴリズムを元にしており，現在

のオンラインの解法を理解し改良することはイン

デックス付近似検索にも役に立つ．

これらの点は，この論文ではカバーする妥当な範囲を

保つために忘れられてきた＃？．これらは各々サーベイ

される価値がある．我々の扱わない拡張の多くも，オン

ライン近似文字列照合の基本的なアルゴリズムに基づ

いて作られているため，このサーベイでは，近似文字列

照合の基本となる道具を説明することを目的とする．

本稿は，次のような構成である．第 2節で近似文字列
照合の重要な応用分野について詳しく述べる．第 3節
では，問題と，本稿の残りの部分を理解するための基本

的な考え方を，形式的に導入する．第 4節では，問題の
統計的な振る舞いについて，分析的・経験的に結果を示

す．第 5～8節では， edit distance に基づく近似文字列
照合に対する重要な研究についてできうるかぎり述べ

る．問題に対する別のアプローチ（動的計画法，オート

マトン，bitparallelism，フィルタリングアルゴリズム）
ごとに，4つの節に分かれている．それぞれの節は，歴
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史的な経緯をなぞりながら，研究内容だけでなくその研

究背景についても説明するようになっている．

第 9節では最も効率的なアルゴリズムを選ぶ実験の
結果を述べる．最後に第 10 節で結論を述べ未解決問題
と今後の研究について論ずる．

近似文字列照合に関する別のサーベイもあるが，移り

変わりの速いこの分野では既に古くなっている [Hall and
Dowling 1980; Sankoff and Kruskal 1983; Apostolico
and Galil 1985; Galil and Giancarlo 1988; Jokinen et
al. 1996] (最後のものは 1991年には完成している)．そ
のため，以前のサーベイはどれも，近年の発展を扱えて

いない．我々は，長期間に渡って更新を続けることを目

指している．本稿は部分的に Navarro [1998] に基づい
ているが，そこで扱った内容は本稿で更に詳細に述べら

れている．このテーマは，いくつかのアルゴリズムの教

則本にも扱われている（が，それほど詳しくはない）．

2 主な応用分野

最初にこの問題に言及されたのは，いくつもの異なっ

た分野でこの問題が現れた 60年代から 70年代にまで
さかのぼることができる．当時，この種の検索の主なモ

チベーションは計算生物学，信号処理，テキスト検索か

ら起こった．これらは現在でも重要な応用分野であり，

我々もこの各分野を扱う．[Sankoff and Kruskal 1983]
にはこの分野の起源について多くの記述があるので参

照されたい．

2.1 計算生物学

DNAやタンパク質の配列は，特定のアルファベット
（例えば DNA では A, C, G, T）からなるテキストと
みなせる．このような系列は生物の遺伝暗号を表してい

る．このようなテキストから特定の系列を検索すること

は，実験から得られた断片から DNA の鎖を組み立て
たり，与えられた特徴を DNA の鎖から探したり，2 つ
の遺伝子配列がどの程度異なっているかを決定したりす

る上での基本的な操作である．これは，「テキスト」から

「パターン」を見つけることでモデル化できる．しかし

ながら，パターンは完全一致することは稀であるため，

完全一致検索はこの目的においてはあまり利用できな

い．なぜなら，実験を行うと様々なエラーが起こるし，

正しい鎖であっても多少の違いがある．それはその中の

一部は突然変異や進化による重大な変化であり，残りは

重要でない変化である．非常に類似した DNA の鎖を
見つけることには，重大な意味がある．さらに，2つの

系列がどれ程異なっているかを調べることは，進化の木

（系統発生論的木構造）を再構築するために重要である．

これらの問題には，「類似性」の概念と，それを計算す

るためのアルゴリズムが必要であった．

このことが，「エラーを許す検索」へのモチベーション

となった．エラーは，遺伝子配列上のありふれた概念と

して，生物学者に知られていた．2つの系列の「距離」
は，一方を他方に変形させるために必要な最小の（つま

り，最も起こりやすい）操作の系列として定義された．

起こりやすさという点から見ると，操作は「コスト」に

当たり，より起こりやすい操作はより低いコストを与え

る．目的は全体のコストを最小化することである．

DNA とその応用の可能性を解読しようとする近年の
「ゲノム」プロジェクトの後押しの影響もあり，計算生

物学は，今日に至るまで非常に発達してきた．構造マッ

チングや未知パターンの検索といった別の，より固有な

問題もある．パターンが既知のシンプルな問題でさえ，

いくつかの距離関数の元では非常に難しい．

近似文字列照合の計算生物学への応用については，

Sellers [1974] や Needleman and Wunsch [1970] ，
Sankoff and Kruskal [1983] Altschul et al. [1990], My-
ers [1991, 1994b], Waterman [1995], Yap et al. [1996],
and Gusfield [1997] が詳しい．

2.2 信号処理

信号処理において，初期の別の要求が生まれた．その

中の最大分野の 1つとして音声認識を扱っており，共通
の問題として，音響信号が与えられたとき，伝達された

メッセージが何と言ったかを認識することが必要であっ

た．少ない選択肢から単語を決定するという簡略化さ

れた問題ですら複雑であった．信号の一部は時間軸方

向に圧縮されており，発話の一部は発音されていないと

いった問題があるためである．完全一致検索は不可能で

ある．

別の問題として，エラーの訂正があった．信号の物理

的伝送はエラーをもたらす傾向がある．物理的チャネル

での伝送を誤りなく行うために，伝送途中で可能性のあ

る変化（エラー）が生じた後で，正しいメッセージを復

元できることが必要であった．そのようなエラーの生じ

る確率は信号処理理論から得られ，これはエラーにコス

トを割り当てるために利用できる．この場合，我々は何

を検索しているのかは知らないかもしれず，我々は（エ

ラー訂正コード上で）正しく，受け取ったメッセージに

最も近いテキストを知ることができればよい．この分

野は近似検索という点からの発展はあまりなされなかっ

たが，最も重要な， Levenshtein distance [Levenshtein
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1965; 1966] (あるいは edit distance) として知られる類
似性の尺度を生み出した．

信号処理は今日，とても活発な分野である．急速に発

達しているマルチメディアデータベースの分野では，イ

メージ，オーディオデータ，ビデオデータのコンテンツ

を検索することが必要となる．これらは本質的に近似

文字列照合の応用である．我々は近い将来，音声認識に

よる文字を介さないヒューマンマシンコミュニケーショ

ンにより，多大な娯楽を享受することになると予想でき

る．現在ワイヤレスネットワークに関心が高まっている

が，空気は伝送メディアとしては質が悪いため，強力な

エラー訂正コードが探されている．

信号処理と近似パターン照合との関係については，

Levenshtein [1965], Vintsyuk [1968], and Dixon and
Martin [1979] に詳しい．

2.3 テキスト検索

文書中のスペルミスを訂正する問題は相当古く，お

そらく近似文字列照合の応用としては最古のものであ

る．我々は 20世紀の文書から記述を見つけることがで
きたが [Masters 1927]，おそらく更に古いものもあるだ
ろう．16世紀から近似文字列照合はこの問題を扱うた
めの一般的なツールの一つであった．例えば，こういっ

たエラーの 80％は一つの挿入，削除，置換，転置を許
すことで訂正できる [Damerau 1964]．
他にもこの問題の現れる多くの分野がある．情報検索

(Information Retrieval; IR) は最も必要とされるものの
一つである． IR は，巨大なテキストの集まりから関連
した情報を見つけることで，文字列照合は基本となる道

具の一つである．

しかし，古典的な文字列照合は普通は十分でない．テ

キストの集合はより巨大で（例えば，Webテキストは
6TBを超えている [Lawrence and Giles 1999]），より
不均質で（例えば，様々な言語），よりエラーを含むも

のになりつつある．多くは巨大すぎて，また急速に膨れ

上がりすぎて，その質をコントロールできない（例えば

Web のように）．データベース内で，間違って入力さ
れた単語はもう検索されることはない．さらに，パター

ンがそれ自体誤りを含んでいる可能性もある．例えば多

言語の脚本では外国の名前は不正確に綴られるし，古い

テキストは時代遅れの言葉を使っている．

例えば，光学的文字認識 (OCR) によってデジタル化
されたテキストの集合は，無視できない割合のエラーを

含んでいる (7–16%)．同じことがタイピング (1–3.2%)
やスペリング (1.5–2.5%) のミスにも起こる．オランダ
人の苗字を（オランダ語で）タイプさせる実験では，ス

ペル間違いが 38%にまで達した．これらの割合は全て
Kukich [1992] による．我々が ”Levenshtein” という名
前を用いて Altavista で実験したところ，エラーの 30
％以上は，唯一つの削除または転置を許していた．今日

では，テキストやパターンのエラー訂正を行う拡張検索

機能を有しないテキスト検索の製品は，事実上存在しな

い．他のテキスト処理アプリケーションとして少し例を

挙げると，スペルチェッカー，自然言語インターフェー

ス，コマンド言語インターフェース，コンピュータ支援

指導，外国語学習などがある．

単語指向のテキスト圧縮法により可能となった最近

の拡張は，単語レベルで近似文字列照合を行うことで

ある [Navarro et al. 2000]．つまりユーザが検索したい
フレーズを入力し，システムは，一定数以下の単語の挿

入，削除，置換を許してそのフレーズが現れる位置を検

索する．フレーズ内の単語の順番を無視することもでき

る．これにより，同じ考えに対する別の表現からも調査

を行うような質問ができる．これにより，近似文字列照

合の応用範囲が文法的誤りの訂正にまで拡張された．

近似文字列照合と情報検索の関係については，Wag-
ner and Fisher [1974], Lowrance and Wagner [1975],
Nesbit [1986], Owolabi and McGregor [1988], Kukich
[1992], Zobel and Dart [1996], French et al. [1997], and
Baeza- Yates and Ribeiro-Neto [1999] が参考になる．

2.4 他の分野

近似文字列照合の利用範囲は日々広がっている．筆記

認識 [Lopresti and Tomkins 1994]やウィルスと割り込
みの検出 [Kumar and Spaffors 1994]，画像圧縮 [Luczak
and Szpankowsk 1997]，データマイニング [Das et al.
1997]，パターン認識 [Gonź alez and Thomason 1978]，
光学式文字認識 [Elliman and Lancaster 1990]，ファイ
ル比較 [Heckel 1978]，スクリーン更新 [Gosling 1991]
など，我々は様々な問題に対して近似文字列照合を元に

した解決法を見つけ出した．さらに多くの応用範囲が，

Sankoff and Kruskal [1983] や Kukich [1992]に述べら
れている．

3 基本的概念

この節では，以降の発展的な内容を理解するのに不可

欠な重要な概念を述べる．アルゴリズムやデータ構造

の設計や分析，基本的なテキストアルゴリズム，形式言

語についての基本的知識は持っていると想定している．

もしそうでないならば，Aho et al. [1974], Cormen et
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al. [1990], Knuth [1973] (アルゴリズム), Gonnet and
Baeza-Yates [1991], Crochemore and Rytter [1994],
Apostolico and Galil [1997] (テキストアルゴリズム),
Hopcroft and Ullman [1979] (形式言語) などといった
このテーマについての良書を参照してほしい．

まず問題に関する正確な定義から始める．その後，こ

のサーベイで重要となる，あまり有名でないデータ構

造について述べる（これらは Gonnet and Baeza-Yates
[1991] や Crochemore and Rytter [1994] にも説明され
ている）．最後に，そういった説明自身についてコメン

トを述べる．

3.1 近似文字列照合

以下の議論において，s, x, y, z, v, wは，任意の文字列

を表す．a, b, c, ... は文字を表す．文字列と／または文字

を続けて書くとき，それらを連結して文字列を表してい

る．我々は，プレフィックス，サフィックス，部分文字

列といった概念は知っていると仮定する．s ∈ Σ∗ なる
文字列に対しては，その長さを |s| で表す．また，整数
i ∈ {1..|s|} に対して，si は s の i 番目の文字を表す．

また，si..j = sisi+1...sj （i > j の場合は空文字列）と

表す．空文字列は ε として表す．

導入として，近似文字列照合の問題を， k 個以内の

エラーを伴ってパターンにマッチするテキストの位置を

見つける問題として定義する．より形式的な定義をここ

で示す．

• Σを，サイズが |Σ| = σ の，有限の 2アルファベッ

トとする．

• T ∈ Σ∗ を，長さ n = |T |の テキスト とする．

• P ∈ Σ∗ を，長さm = |P |の パターン とする．

• k ∈ Rを，許されるエラーの最大値とする．

• d : Σ∗ × Σ∗ → R を，距離関数とする

• 問題：与えられたT, P, k, d(·)に対し，d(P, Ti..j) ≤ k

なる iが存在するテキストの位置 jを全て含む集合

を返す．

ここで，出現文字列の終了位置を出力するのは，出力

が線形サイズであることを保証するためである＃？．文

字列を逆にたどることで開始位置を知ることができる．

本稿中，我々は可能な距離関数のうちの部分集合のみ

を扱うように制限した．我々は，以下の形で定義される

ものだけを考える：

2 つの文字列 x, y 間の距離 d(x, y)) は，x を

yに変形するのにかかる操作系列の最小コス

トである（そのような系列が存在しない時は

∞）．操作系列のコストは，各々の操作コスト
の合計である．z, wは別の文字列，tは非負

の実数とする時，操作は，δ(z, w) = t という

形式の規則の有限の集合である．操作により

z を wに変換するとき，それ以上の操作が w

になされることはない．

特に，同じ文字列に対して何度も操作を行うことは禁

止されていることに注意してほしい．定義からこの条件

をなくすと，いかなる書き換え手順でも表現することが

可能になり，2文字列間の距離は，一般に計算可能では
なくなる．

もし，各々の δ(z, w) という形式の操作にそれぞれ
δ(w, z)という同じコストの操作が存在すれば，距離は
対称形になる (d(x, y) = d(y, x))．全ての文字列 x, yに

対して d(x, y) ≥ 0であること，d(x, x) = 0であること，
常に d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)の関係が成り立つこと
にも注意されたい．このようにして，距離が対称ならば

文字列の空間は距離空間を形成する．

一般的な部分文字列置換は，音声のエラーを訂正す

るのに用いられてきた [Zobel and Dart 1996]．しかし，
大部分の応用分野では，可能な操作の集合は，次のもの

に限られている：

• 挿入：δ(ε, a)，つまり，文字 aを挿入する．

• 削除：δ(a, ε)，つまり，文字 aを削除する．

• 置換：δ(a, b)fora 6= b，つまり，aを bで置換する．

• 転置：δ(ab, ba)fora 6= b，つまり，隣り合った文字

a, bを入れ替える．

ここで，最も一般的な距離関数を定義する（但し，こ

れ以外にも多くの距離関数が存在する）．

• Lvenshtein / edit distance [Levenshtein 1965]: で
は挿入，削除，置換を許す．簡略化した定義では全

ての操作のコストは 1である．これは，「2つの文字
列を同じにするために必要な挿入，削除，置換の最

小回数」と言い換えることができる．言葉で言う

と，多くの場合の検索プログラムは「k個の違いの

ある文字列照合」と呼ばれている．距離は対称で，

0 ≤ d(x, y) ≤ max(|x|, |y|)がなりたつ．

• Hamming distance [Sankoff and Kruskal 1983]: で
は置換のみを許す．コストは簡略化した定義では 1
である．言葉で言うと，多くの場合の検索プログラ
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ムは「k個のミスマッチのある文字列照合」と呼ば

れている．距離は対称で，|x| = |y|ならば常に距
離は無限大である．0 ≤ d(x, y) ≤ |x| が成り立つ．

• Episode distance [Das et al. 1997]: ではコスト 1
の挿入のみを許す．言葉で言うと，多くの場合の検

索プログラムは「エピソードマッチング」と呼ばれ

ている．これはイベント列が検索され，短い区間で

その全てのイベントが出現する場所を探す，という

ケースをモデル化している．この距離は対称でな

く，xを yに変換することは不可能であることもあ

る．これにより，d(x, y)は |y| − |x|か∞のどちら
かである．

• Longest common subsequence distance [Needle-
man and Wunsch 1970; Apostolico and Guerra
1987]: では，コスト 1の挿入と削除のみが許され
る．この距離の名前は，2つの文字列の間で作られ
る文字の最長の組み合わせの長さを測るということ

から名付けられた．そのため，組み合わせでは文字

の順番が重視される．距離は対になっていない文字

の数である．距離は対称で，0 ≤ d(x, y) ≤ |x|+ |y|)
が成り立つ．

Episode distanceを除く全ての場合において，変化は
x, yの両方に想定される．x への挿入は，yからの削除

に等しく，また逆も成立する．置換は 2つの文字列の違
う文字をマッチさせるために用いられる．

本稿では，simple edit distance (ed(·)と表記)に最も
重点を置いている．転置は，特にタイプミスのケースで

興味深いが，これを扱うアルゴリズムはほとんど存在し

ない．しかし，本稿ではいくつかの箇所で転置を扱うア

ルゴリズムを考慮した（転置は，コストは違うが 1回の
挿入と 1回の削除でシミュレートできることを心に留め
なさい）．我々は，（計算生物学において特に有益である

ような）操作が違うコストを持つケースに拡張できる場

合にも指摘するようにした．これは，いくつかの操作が

許されないような特殊な場合も含んでいる．これは先述

の別の距離も含む．

Hamming または edit distance が用いられるときに
は，0 < k < m において問題は意味をなす．なぜなら，

テキストのどんな位置に対しても，m回の置換によって

マッチングが可能だからである．k = 0の場合には，完
全一致文字列照合に等しいため，本稿では除外される．

これらの距離のもとで， α = k/m をエラーレベルと

呼び，0 < α < 1を満たす．この値は，マッチングにお
いて許されている「エラーの割合」の概念を表す（つま

り，間違ってもいいパターンの分数＃？）．

この節の最後に，今後考慮するアルゴリズムについ

ていくつか注意しておく．文字列照合のように，この分

野は理論的にも実用的にも非常に貢献するところが大

きい．理論的な計算量に重要な改善を施したアルゴリ

ズムはいくつもあるが，そういったものは実用上，非常

に遅い．そのため，ここで「実用的」か，つまり，アプ

リケーションで使われそうかどうか，という問題のパラ

メータを示そう．今後，「実用上」という時は，以下の仮

定が成り立つとする．

• パターン長は 5文字程度に短くなること（例：テ
キスト検索）も，数百文字程度に長くもなること

（例：計算生物学）もある．

• 許されるエラーの数 kは，k/mが適切な低い値を

とるという条件を満たす．妥当な値は，1/mから

1/2までである．

• テキストの長さは数千文字程度に短いこと（例：計
算生物学）も，メガバイトやギガバイト程度に長く

なること（例：テキスト検索）もある．

• アルファベットサイズ σは，4文字程度に少ないこ
と（例：DNA）も，256 文字程度に多いこと（例：
圧縮アルゴリズム）もある．さらに多くのアルファ

ベットを考慮することも妥当である（例：東洋言

語や，単語指向テキスト圧縮）．アルファベットは

ランダムであるかもしれず，そうでないかもしれ

ない．

3.2 Suffix Tree と Suffix Automata

suffix tree [Weiner 1973; Knuth 1973; Apostolico and
Galil 1985]は，テキスト処理に広く用いられているデー
タ構造である [Apostolico 1985]．文字列 S 内の全ての

位置 i に対して自動的に S の サフィックス Si..|S| が定

義される．本質において， suffix tree は，S の全ての

サフィックスに対して構築されるトライ (trie) データ構
造である．葉のノードにはサフィックスへのポインタが

格納される．各葉のノードはサフィックスを表し，各内

部ノードは S のユニークな部分文字列を表す．S の全

ての部分文字列は，根からのパスをたどることで見つけ

ることができる．部分文字列 ax と表記されるような各

ノードは，サフィックスリンクと呼ばれる， x を表す

ノードへのリンクを持っている．

空間使用量を改善するために，このトライをパトリ

シア木にすることで小さくすることができる [Morrison
1968]．パトリシア木は，分岐のないパスを圧縮する．圧
縮されたパスが付随しているノードには，どの文字が検
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査対象かを示す表示が格納されている．トライでは最

悪の場合O(|S|2)個のノードを持つが，この木では分岐
のないパスが表示されないことにより O(|S|)個のノー
ドを持つ（図 1）．この構造はO(|S|)時間で構築される
[McCreight 1976; Ukkonen 1995]．
文字列 Sに対して構築された DAWG (Deterministic

Acyclic Word Graph) [Crochemore 1986; Blumer et al.
1985] は S の全ての部分文字列を認識することができ

る決定的オートマトンである．サフィックスツリーの各

ノードは部分文字列に一致しているので，DAWG は，
木では表されなかった文字に対する誤リンクの追加され

たサフィックスツリーと同じである．最後のノードが区

別されないため，DAWG はより小さい．DAWG はサ
フィックスツリーと同じような応用ができ，空間量と構

築時時間量は O(|S|)である．図 2に示す．
Sに対するサフィックスオートマトンは，Sの全ての

サフィックスを認識するオートマトンである．このオー

トマトンのうち，非決定的なものは非常に規則的な構造

を持つ．これを図 3に示す（決定的なものは図 2に示さ
れている）．

3.3 ツアー

5～8節ではオンライン近似文字列照合（図 4）に対す
る 4つの主なアプローチについて，歴史的に巡り歩く．
このような歴史的な議論においては，結果が発見された

時と最終的に完成した形として出版された時とでは大

きな隔たりがあるかもしれないということに留意しな

さい．いくつかの一見矛盾しているものも，これにより

説明できる（例えば，出現する前に「最終的に」解析さ

れたアルゴリズム）．参考文献において，full reference
では通例最終の版に一致させるが，我々は文献の中で最

も古い版を見つけるように努力した．

各節の始めには，ガイドの助けとなるように分類を

行った．分類は，非環型グラフとなっていて，ノードは

アルゴリズムを表し，辺はその下に書かれている論文

によって次の位置へ発展したと考えられることを意味

する（ただし，発展は実際のところ独立していることも

ある）．

最終的に，時間および空間の計算量を考慮して，いく

つかの説明を記す．アルゴリズムが O(x))時間である
と言うとき，それは最悪の場合を指している（ただし，

そう明示することもある）．コストが平均値の場合には

そのように明示する．また，アルゴリズムがO(x)コス
トというときには，時間を意味している．空間計算量に

ついて述べるときには明示する．平均の場合の解析には

普通どおり，各文字がアルファベットから均一に独立し

てに選ばれる，ランダムテキストを想定する．

4 問題の統計

近似文字列照合に関する自然な疑問として，マッチす

る確率はいくらほどか，という疑問がある．この疑問は

それ自身興味深いだけでなく，後述の多くの検索アルゴ

リズムにおいて平均計算量の解析に不可欠である．ここ

で，既存の結果と経験的な確認を述べる．この節では，

edit distance のみを考える．いくつかの変形版につい
ても，この結果に適合させることができる．

edit distanceの確率的な振る舞いについて解析しよう
とする試みは，一般にはよい結果をもたらさない [Kurtz
and Myers 1997]．固定されたパターンの k個の置換エ

ラーを許したとき（つまり，Hamming distance）の出現
確率についての正確な解析は Régnier and Szpankowski
[1997]に見ることができるが，その結果は全ての可能な
パターンにおいて平均することは困難である．我々がこ

こで述べる結果は，edit distance モデルに応用するこ
とができ，正確ではないものの一般に用いることが用意

である．

Régnier and Szpankowski [1997]の結果は，テキスト
の文字が固定された確率において独立に生成される，つ

まり Bernoulli モデルであるという仮定を置いていた．
本稿ではこれ以降，より単純な「 uniform Bernoulli モ
デル」を考える．このモデルでは，全ての文字が等確率

1/σで現れる．これは，実際の応用でテキストを生成す

る処理の著しい単純化であるが，得られる結果は信頼で

き，実用的である．特に，全ての解析は，σを 1/pに置

き換えれば，偏りのあるテキストにもうまく応用するこ

とができる．ここで pは 2つのランダムな文字が等し
い確率である．

2つの文字列の平均的な edit distance の問題はよく
研究された LCS に深く関わっている． Chvátal and
Sankoff [1975] や Deken [1979] の有名な結果は，この
場合に適用するのは困難である．長さ mのランダムな 2
文字列間の平均的な edit distance は，mが大きくなる

につれて定数のmの分数＃？になるが，その分数は知ら

れていない．いかなる長さmの 2文字列に対しても，ed

を edit distance，lcs を longest common subsequence
と置いた時，m − lcs ≤ ed ≤ 2(m − lcs)が成り立つ．
Chvátal and Sankoff [1975] の証明されたところ，平均
LCSは，大きい σに対してはm/

√
σからm e /

√
σの間

で，それゆえに平均 edit distanceはm(1−e /
√

σ)から
2m(1 − 1/

√
σ) の間である．大きい σ に対しては，真

の値は m(1− 1/
√

σ) であると推測される [Sankoff and
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Mainville 1983]．

我々の目的のためには，平均 edit distance よりも，
エラーを許してマッチする確率の範囲を境界付けるこ

とが重要である．長さmのランダムパターンが，与え

られたテキスト位置に対して edit distance における
k 個以下のエラーでマッチする確率（つまり，そのテ

キスト位置がマッチ部分の最後として報告される確率）

を，f(m, k) とする．Baeza-Yates and Navarro [1999]，
Navarro [1998]，Navarro and Baeza-Yates [1999b] に
より，最大エラーレベル α∗ の上界・下界が発見され

た．ここで α∗ とは，エラーレベルが最大で α∗ のとき

に f(m, k) がm に関して指数的に減少するような値で

ある．これは，以下の理由から非常に重要である．多く

のアルゴリズムは可能性のあるマッチを全て探し，後に

妥当性を確かめる．その確認のコストは，mの多項式

時間で，一般には O(m2) である．それゆえに，イベン
トの起こる可能性が，γ < 1 なる γ に対して O(γm) な
らば，確認の全コストは O(m2γm) = o(1) であり，確
認のコストは無視してよいと考えられる．

我々は，まず f(m, k) の解析的境界を示し，次に平
均 edit distance の新しい結果を示し，最後に実験的な
確認を述べる．

4.1 上界

α∗ に対する上界は，

γ =

(
1

σα
2α

1−α (1− α)2

)1−α

≤
(

e2

σ(1− α)2

)1−α

(1)

なる γ に対して，マッチする確率が f(m, k) = O(γm)
であることの証明から導かれる．ここで，α = 0におい
て，γは 1/σであり，αが増加するにつれて 1に近づく．
このマッチング確率 f(m, k)は，γ < 1 のときは m に

関して指数的に減少し，

α < 1− e√
σ
−O(1/σ) ≤ 1− e√

σ
(2)

に等しい．

ゆえに，α < 1− e /
√

σ は，エラーレベルの保守的な

条件で，マッチが「ほとんどない」ことが保証される．

それゆえに，最大レベル α∗ は，α∗ > 1 − e /
√

σ を満

たす．

この証明は，組み合わせモデルを用いて得られる．k

個のエラーを許した時，2文字列間で m − k 個は共通

の文字が同じ順に出現しないといけないという観測に基

づいて，2文字列からマッチする文字を選ぶ上で可能な
全ての選択肢が列挙される．しかし，このモデルは edit

distance の特質を最大限利用しているわけではない：た
とえm− k文字マッチしていても，距離は kより大き

くなりうる．例えば，ed(abc, bcd) = 2である，つまり，
2文字がマッチしているが距離は 1ではない．

4.2 下界

一方，我々の知るところの唯一の楽観的な境界は，置

換だけが許される場合（つまり，Hamming distance）の
考えに基づいている．この距離は，より単純で解析し

やすいが，マッチする確率は非常に低くなる．組み合わ

せモデルを再び用いると，マッチする確率は f(m, k) ≥
δmm( − 1/2) となる．ここで

δ =
(

1
(1− α)σ

)1−α

である．

それゆえに，α∗ の最大値に対する上界はα∗ ≤ 1−1/σ

である．なぜなら，そうでなければ f(m, k)はmに関

して指数的に減少しないことが証明できるからである

（つまり Ω(m−1/2)）．

4.3 平均 edit distance の新しい結果

我々はここで，いかなる σ に対しても（Chvátal and
Sankoff [1975] では大きい σという条件であったことを

思い出しなさい）平均 edit distance が m(1 − e /
√

σ)
より大きいことを証明できる．p(m, k)を，長さmの 2
文字列間の edit distance が k 以下である確率として定

義する．ここで，p(m, k) ≤ f(m, k)である．なぜなら，
後者＃？の場合，長さm − kからm + kのサフィック

スはいずれもマッチさせることができるからである．そ

こで，平均 edit distance は，

m∑

k=0

kPr(ed = k) =
m∑

k=0

Pr(ed > k)

=
m∑

k=0

1− p(m, k) = m−
m∑

k=0

p(m, k)

となる．これは，p(m, k) が k に従って増加するため，

いかなるKを選んでも，m− (Kp(m,K)+(m−K)) =
K(1−p(m,K))よりも大きい．特に，K/m < 1−e /

√
σ

に対して，γ < 1 ならば p(m,K) ≤ f(m,K) = O(γm)
である．それゆえに，K = m(1− e /

√
σ)− 1を選ぶこ

とで，edit distance は，あらゆる σ に対して，m(1 −
e /
√

σ) + O(1)以下になる．下で見るように，この証明
は，アルゴリズムの平均実行時間に関する推測 [Chang
and Lampe 1992] を，事実に変える．
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4.4 経験による確認

この節では，解析に対する経験的な確認を行う（こ

れは，Baeza-Yates and Navarro [1999] と Navarro
[1998] から採られた）．実験は大きなランダムテキス
ト（n =10MB）の生成と，そのテキストに対する k個

のエラーを許したランダムパターンの検索処理からな

る．テキストの各文字において，そのテキスト位置でパ

ターンがマッチすれば，そのときに許された最小エラー

数 kを記録する．我々は，1000個のランダムパターン
に対して実験を繰り返した．

最終的に，我々は累積的なヒストグラムを作り，各々

の kに対して，k個までのエラーでマッチするテキスト

の位置がいくつあるかを調べた．kはヒストグラムの値

が顕著なくらい「十分小さい」値である，つまり，マッ

チするテキスト位置がほとんどない程度に長い＃？とい

うことを考えている．

m2がマッチするかの確認の標準的コストであるので，

閾値は n/m2に設定される．しかし，この閾値の設定に

はあまり重要でない．なぜならヒストグラムは極度に集

中しているからである．例えば，数百のmに対して，k

を 5，6増やすだけで約 0から約 nまで動く．

図 5に σ = 32における結果を示す．左図には構築し
たヒストグラムが描かれ，マッチする確率が α∗で鋭く

増加している．右図には mの増加に従って α∗ の値が

変化する様子が描かれている．短いパターンのほうがや

や低くなるものの，α∗は本質的にmに独立であること

が明確である．左のプロットで α∗ の増加は鋭いので，

右のプロットでも，平均 edit distance をmで割った値

をプロットすれば，同じようにになるだろう．

図 6は，固定値 m = 300を用い，α∗ が σ の関数と

してどう変化するかが描かれている．図には実験デー

タとの近似を表すために，α = 1− 1/
√

σのカーブもプ

ロットされている．最小二乗法では α∗ = 1− 1.09/
√

σ

の近似が得られ，相対的な誤差は 1%以下である．これ
は，上界の解析（式 (2)）の eを 1.09 に置き換えれば，
実際によく合っていることを示している．

これで，マッチする確率の急激な振る舞いを示した：

低い αではとても低いが，完全一致検索の 1/σm ほど

低くはない．それでも，1/σm より大きい指数関数の基

数で，mに関して指数的に減少する．いくつかの αの

値（α∗と呼ばれる）では，急激に増加し，約 1になる．
この点は，実際にはおよそ α∗ = 1− 1/

√
σである．

より高いエラーレベルでは，テキストのほとんどの位

置でマッチが起こる．そのため，これが，与えられたエ

ラーレベルまでだけでこの問題が重要である理由であ

る．これはまた，いくつかのアルゴリズムが十分低いエ

ラーレベルでのみ良い平均的な振る舞いを示す理由でも

ある．α∗ = 1 − 1/
√

σ なる点は Sankoff and Mainville
[1983] の推測に一致する．

5 動的計画法アルゴリズム

4つの分野のうち，最も古いものからツアーを始める．
これは，最も初期の論文から直接継続している．最悪

ケースのアルゴリズムの理論的な進展は，ほとんどがこ

のカテゴリーに属している．ただし，その中で実用的な

速度があるものは少ししかない．最近も理論的な改善は

あるものの，この分野の実践的な論文は，1992年まで
さかのぼる．主要な成果は，O(kn)の最悪計算量アル
ゴリズムや，O(kn/

√
σ)の平均計算量アルゴリズムで

ある．また，最悪計算量に対する最近の理論的な改善も

ある．

問題解決のための最初のアルゴリズムをまず示し，そ

の解法を改善してきた歴史のツアーをする．図 7にこの
ツアーの案内を示す．

5.1 最初のアルゴリズム

ここで，問題解決のための最初のアルゴリズムを示

す．それは，今まで様々な異なった分野で何度も再発見

されてきた．例えば Vintsyuk [1968]，Needleman and
Wunsch [1970]，Sankoff [1972]，Sellers [1974]，Wagner
and Fisher [1974]，Lowrance and Wagner [1975] であ
る（さらに多くが Ulman [1977]，Sankoff and Kruskal
[1983]，Kukich [1992] にある）．しかし，このアルゴ
リズムは edit distance を計算するもので， Sellers に
よって検索アルゴリズムに変換されたのは 1980年のこ
とだった．アルゴリズムはそれほど効率的ではないが，

様々な距離関数に適応させることにより最も柔軟性のあ

るものの一つに数えられる．

まず始めに 2文字列 x，y間で edit distanceを求める
方法を示す．その後にこのアルゴリズムを，テキストか

らパターンをエラーを許して検索するように拡張する．

最後に，より一般的な距離関数を扱う方法を述べる．

5.1.1 edit distance の計算

アルゴリズムは，動的計画法に基づいている．ed(x, y)
を計算する必要があるとする．行列C0..|x|,0..|y|が，Ci,j

が x1..iと y1..j をマッチさせるために必要な操作の最小

回数を表すように，埋められる．これは，次のように計
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算される：

Ci,0 = i

C0,j = j

Ci,j = if(xi = yj) then Ci−1,j−1

else 1 + min(Ci−1,j , Ci,j−1, Ci−1,j−1)

これにより，最後の C|x|,|y| = ed(x, y)となる．上記の
公式の理論的根拠は，以下の通りである．まず，Ci,0と

C0,j は，長さ iまたは j の文字列と空文字列との edit
distance を表す．i（または j）個の削除が空でない文

字列に必要であることは明らかである．長さ iと jの空

でない文字列に対しては，これらより短い文字列間の

edit distance は全て，既に計算されていると帰納的に
仮定し，その上で x1..i を y1..j に変形する．

最後の文字 xiと yj を考える．もしこれらが同じなら

ば，これらを考える必要はなく，x1..i−1を y1..j−1に変

形させる最良の方法をそのまま続ければよい．一方，こ

れらが異なっていれば，何らかの方法で扱う必要がある．

3 つの許された操作に従って，以下の 3つの方法をとる
ことが可能である．すなわち，xiを削除して x1..i−1を

y1..j に変形する最良の方法を用いる，x1..i の最後に yj

を挿入して x1..iを y1..j−1に変形する最良の方法を用い

る，あるいは xi を yj でえ置換して，x1..i−1 を y1..j−1

に変換する最良の方法を用いる，という 3つの方法で
ある．どの場合にもコストは，１＋残りの処理のコスト

（計算済み）となる．一方の文字列への挿入は，他方で

の削除に等しいということに注意しなさい．

同様に広く用いられている等式が，

C ′i,j = min(Ci−1,j−1 + δ(xi, yj), Ci−1,j + 1, Ci,j−1 + 1)

である．ここで，δ(a, b)は a = bのとき 0で，それ以
外のとき 1である．隣り合ったマス目は，最大でも 1し
か違わない（Ci,j の意味を思い出しなさい）ことから，

両方の公式が等価であることはすぐに理解できる．それ

ゆえに，δ(xi, yj) = 0のとき，Ci−1,j−1はCi−1,j +1や
Ci,j−1 + 1以上になることはない．
動的計画法アルゴリズムは，あるマス目を計算する前

にその上・左・左上の近傍のマス目を計算する，という

方法で行列を埋めていく．これは，行ごとに左から右へ

走査しても列ごとに上から下に走査してもいいが，後で

別のところで見るように，行列は（左上から右下への）

斜め線方向か，「第 2の」（右上から左下への）斜め線方向
に埋める事ができる．図 8に ed("survey", "surgery")
を計算するアルゴリズムを示す．

従って，このアルゴリズムは，最悪，平均ともに

O(|x||y|) 時間で計算される．しかしながら，空間は

O(min(|x|, |y|))しか必要ではない．これは，列ごとの
処理では，新しい列の計算をするには直前の列のみが保

存されていればよいからであり，ゆえに 1 列分だけを
保存して更新していけば済むのである．

一方，x を y に変えるための操作の系列は，単純に

C|x|,|y| のマス目から C0,0 のマス目へとパス（つまり，

操作系列）をたどることで，行列から簡単に復元するこ

とができる．このパスは，更新された公式に一致する

（複数のパスが存在する可能性もある）．しかしこの場

合，完全な行列か，最低でも対角線の周囲だけでも保存

しておく必要がある．

この行列には，帰納法で簡単に証明され（Ukkonen
[1985a] 等を参照），よりよいアルゴリズムの設計を可
能にするような特徴がある．最も有用なものとしては，

近傍のマス目との値の差が 1以下であることや，左上か
ら右下への斜め線は単調増加であることが挙げられる．

5.1.2 テキスト検索

ここでこのアルゴリズムを，長いテキスト T 中の短い

パターン P を検索するように改変する方法を示す．ア

ルゴリズムは基本的に同じであり，x = P，y = T とす

る（列ごとに走査するので，O(m)空間計算量が必要で
ある）．唯一の違いは，いかなるテキスト位置にもマッ

チングの開始点となりえることを許可する必要がある

ということである．これは，全ての j ∈ 0..nに対して

C0,j = 0とすることで可能である．つまり，空文字列
がエラーなしにどのテキスト位置にもマッチする（なぜ

なら，テキスト中の長さ 0の部分文字列にマッチするか
らである）．

アルゴリズムは，C0..mをCi = iで初期化し，テキス

トを 1文字ずつ処理する．新しい文字 Tj に対して，そ

の列ベクトルを C ′0..m に更新する．その更新の式は，

C ′i = if(Pi = Tj) then Ci−1

else 1 + min(C ′i−1, Ci, Ci−1)

であり，Cm ≤ kとなるところが結果のテキスト位置で

ある．

このアルゴリズムの検索時間はO(mn)であり，その
空間計算量はO(m)である．これは，今後考えるアルゴ
リズム全ての解析的な最悪計算量である．図 9にこのア
ルゴリズムの例として，パターン "survey" をテキス

ト "surgery" からエラー数 k = 2以下で検索した例を
示す（非常に短いテキストではあるが）．この場合，3
箇所で現れている．
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5.1.3 他の距離関数

このアルゴリズムを先述の他の距離関数に適用する

ことは簡単である．もし操作が異なるコストを持つなら

ば，Ci,j 計算時に，1を加える代わりにそのコストを加
えればよい．つまり，

C0,0 = 0

Ci,j = min(Ci−1,j−1 + δ(xi, yj),

Ci−1,j + δ(xi, ε), Ci,j−1 + δ(ε, yj))

とすればよい．ただしここで，全ての a ∈ Σに対して
δ(a, a) = 0であり，全ての i, jに対してC−1,j = Ci,−1 =
∞であるとする．
いくつかの操作を許さないような距離に対しては，式

の min関数からそれらを取り除けばよい．あるいはこ
れは，δ コストを∞とすることに等しい．転置につい
ては，Ci,j は xi−1xi = yjyj−1 ならば Ci−2,j−2 + 1で
もよいという 4 番目のルールを加えることで実現する
[Lowrance and Wagner 1975]．
最も複雑な場合は，ルールの有限集合 Rという形式

で，一般的な部分文字列置換を許可する場合である．公

式は Ukkonen [1985a] によって示されている．

C0,0 = 0

Ci,j = min(Ci−1,j−1 if xi = yj ,

Ci−|s1|,j−|s2| + δ(s1, s2)

for each(s1, s2) ∈ R, x1..i = x′s1, y1..j = y′s2)

この出現をどのようにして効率的に計算するかは興

味深い問題である．単純なアプローチは，|R|がR中の

全ての文字列の長さの和とすると，O(|R|mn)を必要と
する．これよりも良い方法は，書くルールの両側に，2
つの Aho–Corasick オートマトンを構築することであ
る [Aho and Corasick 1975]．オートマトンは，我々が
2つ文字列内で前へ進むたびに動く（xでは左側，y で

は右側）．オートマトンの状態のペア (i1, i2)に対して，
実行できる置換の集合（つまり，左右の各オートマトン

が，状態のペアで表されている x，yのサフィックスに

一致するような操作 δ）をあらかじめ計算しておく．こ

うして，（マス目あたり）定数時間で可能な置換の集合

を知ることができるようになる．これにより計算量は大

幅に減り，最悪でO(cmn)となる（cは，一つの位置で

適用できうるルールの最大数）．

前述のように動的計画法のアプローチは，抜群の柔軟

性を持つが，時間計算量は実に高い．何年もの間，多数

の改善法が提案されてきた．edit distanceにしか用いる
ことができないものもあるし，他の距離関数に適用でき

るものもある．改善策について考える前に，この問題を

パターンとテキストに対応するグラフ上の最短経路問題

としてみなす方法をについて述べる [Ukkonen 1985a]．
この再定式化は，問題をさらに複雑するうえで，概念と

して有用である．

5.2 最悪計算量の改善

5.2.1 Masek and Paterson (1980)

興味深いことに，最悪計算量の理論的な結果の中で重

要なものの一つは，Sellers のアルゴリズム自身 [Sellers
1980] と同程度に古い．1980年，Masek and Paterson
[1980] は，最悪計算量が O(mn/log2

σn) 時間で，O(n)
の余分な空間を必要とするアルゴリズムを発見した．こ

れは，古典的な計算量 O(mn)を改善したことになる．

アルゴリズムは，4人のロシア人の方法 [Arlazarov et
al. 1975] を基にしたものである．アルゴリズムの基本
は，アルファベット Σを，r 個組み（つまり，Σr）に

よって置き換えることである（rは小さい値）．アルゴ

リズム的に考えて，これはまず，サイズ r× rで存在し

うる全ての問題を解くための表を作る（つまり，行列の

一部分）．次にその表を使って，元の問題をサイズ rの

ブロックごとに解く．図 10にこの様子を示す．

r × rのマス目の中の値は，パターンとテキストの中

の対応する文字に依存し，σ2r の可能性がある．またそ

れらは，上や左のマス目内の，直前の行や列の値にも依

存する．さらに，左上のマス目の右下隅にも依存する

（図 10を見よ）．近傍のマス目は 1しか違わないので，
現在のマス目がわかれば隣のマス目には 3つの可能性
しかない．したがって，これによりm(32r)の可能性が
加わる．全体で見ると，m(3σ)2r個のマス目をあらかじ

め計算しておく必要がある．O(n)のメモリを用いれば，
r = log3σ nに対する十分な領域が得られる．最終的に

mn/r2 のマス目を計算するのだから，最終的な計算量

はこれに従う．

このアルゴリズムは理論的に興味深いだけであって，

同じ著者が示したように，テキストが 40GB以下のサ
イズの場合には古典的なアルゴリズムに勝つことはで

きない（40GB以上の場合にも，それだけの余分な空間
領域が必要である！）．他の距離関数に適用することは

難しくないように見えるが，他のマス目への依存性がよ

り複雑になるだろう．
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5.2.2 Ukkonen (1983)

1983年，Ukkonen [1985a]は 2文字列 xと yとの edit
distanceを，O(ed(x, y)2)で計算できるアルゴリズムを
発表した．つまり，距離が k以下であろうとなかろうと，

O(k2) の時間でチェックできる．これは，動的計画法の
行列の（左上から右下への）斜め線は単調増加である

（さらに言えば，Ci+1,j+1 ∈ {Ci,j , Ci,j + 1}である）と
いう事実を利用していることから，“diagonal transition
algorithm”と呼ばれるアルゴリズムの最初のものであ
る．このアルゴリズムは，斜め線に沿って値が増えてい

る位置を定数時間で計算することに基礎を置いている．

右下の最終的なマス目に至るために，O(k2)個だけのそ
のような位置が計算される．

図 11 はこの考えを示している．各々の斜めの
ストロークは，エラーの数を示しており，その系列では

2つの文字列がマッチしている．エラー数 e のストロー

クが始まると，近傍のエラー数 e− 1のストロークが続
くか，テキストにマッチし続ける間，そのストロークは

続く．定数時間で各ストロークを計算するためには，ど

の点でテキストがマッチするかを知る必要がある．これ

を定数時間で行う方法は簡単に説明できる．

5.2.3 Landau and Vishkin (1985)

1985年および 1986年，Landa and Vishkin は，検索
問題の最悪計算量に対して最初に改善を加えた．これら

やこれに続くものは全て，diagonal transition algorithm
である．1985年，Landau and Vishkin [1988]は O(k2n)
時間計算量で O(m)空間計算量のアルゴリズムを示し，
1986年には O(kn)時間，O(n) 空間のアルゴリズムを
得た [Landau and Vishkin 1989]．

Landau and Vishkinの主要なアイディアは，Ukkonen
の diagonal transition algorithm をテキスト検索に用
いることであった．動的計画法の行列を，列ごとではな

く斜め線ごとに（つまり，ストロークからストロークへ

と）計算することを基本としている．彼らは，各スト

ロークの長さを定数時間で計算しようした（つまり，斜

めの線に沿っていって値が増加する点）．斜め線に沿っ

た値が k 回以上増加する前に行列のm行目に達すると

そのテキスト位置が報告されるので，これは O(kn)ア
ルゴリズムであることがわかる．このことを示す別の方

法は，各斜め線は k番目のストロークが終わるとすぐに

破棄されてしまい，斜め線は n本あるのでストローク

は nk本あることになり，これらの各々は定数時間で計

算されるということである（図 11を思い出しなさい）．

行 (i)と列 (j)ではなく，斜め線 (d)とエラー数 (e)を

用いれば，次のような漸化式にできる：

Ld,−1 = Ln+1,e = −1, for all e, d

Ld,|d|−2 = |d| − 2, for − (k + 1) ≤ d ≤ −1

Ld,|d|−1 = |d| − 1, for − (k + 1) ≤ d ≤ −1

Ld,e = i + max
l

(Pi+1..i+l = Td+i+1..d+i+l)

where i = max(Ld,e−1 + 1, Ld−1,e−1, Ld+1,e−1 + 1)

外側のループが eを 0から k まで更新し，内側のルー

プが dを−eから nまで更新する．負数の付いた斜め線

は，実際には最初のテキスト位置より前に開始したもの

である．図 12にこの漸化式を用いた検索の例を示す．

L の行列は，斜め方向に，例えば L0,3，L1,2，L2,1，

L0,4，L1,3，L2,2，L0,5，...といった順で埋められる（＃？

L3,0, L2, 1, L1,2, L4, 0, ...の誤りか？ Fig.12 も L−1,0 =
0, L0,0 = 3, L3,2 = 3, L4,2 = 2が正しい？）．問題となる
のは，ストロークを定数時間で（つまりmaxl(·)）計算
する方法である．この問題は，Tj..nにマッチする Pi..m

のうち，どれが最も長いプリフィックスかを知ることに

等しい．このデータは，“matching statistics” と呼ばれ
ている．この節のアルゴリズムは，基本的に matching
statistics をどのように早く計算するかということ議論
している．

Landau and Vishkin [1988] やその後の論文につい
て（Galil and Park [1990] も）説明を後回しにする．
Landau and Vishkin [1988] では，T と P のサフィック

スツリー（3.2節参照）を構築することで最長マッチが
得られる．このとき，巨大なO(n)の余分な空間が必要
となる．サフィックス Pi..mと Tj..n に共通な最長のプレ

フィックスが，以下のようにサフィックスツリーによっ

て可視化される．2つのサフィックスの各々で終わるよ
うな根から葉へのパスを想像しなさい．2つのパスは，
パスの最初の部分を（少なくとも根だけは）共有して

いる．2つのパスに共通な最後のサフィックスツリーの
ノードは，最長の完全に共通したプレフィックスを表し

ている．文字通り，この最後のノードは，2つのノード
の lowest common ancestor (LCA) と呼ばれている．

概念的には明白であるが，定数時間でこのノードを見

つけることは容易でない．1986年，1つだけ存在した
LCA アルゴリズムは， Harel and Tarjan [1984] のも
のだった．それは，定数償却時間 (constant amortized
time)である，つまり n′ > n個の LCA クエリに対し
て，O(n′)時間で答える．我々の場合，kn個のクエリ

があるので，各々のコストは最終的にO(1)である．し
かし，結果のアルゴリズムは実際には非常に遅い．
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5.2.4 Myers (1986)

Myers は 1986年，O(kn)最悪計算量のアルゴリズム
を発見した [Myers 1986a, 1986b]．O(n)の余分な空間
を必要とし，以前のストロークを利用して k 個の新し

いストロークを計算することや，テキストのサフィック

スツリーを LCA アルゴリズムに利用することは，共
通していた．他のアルゴリズムとは違い，テキストか

ら O(kn)個のマッチする部分文字列（終了点だけでな
く）を O(kn)時間で報告する．そのため，計算生物学
のようなより複雑なアプリケーションに適している．原

文はテクニカルレポートで，出版されていない．しか

し，近年より大きな論文の中に含まれるた [Landau et
al. 1998]．

5.2.5 Galil and Giancarlo (1988)

1988 年，Galil and Giancarlo は，Landau and
Vishkin と同じ時間計算量で O(m) 空間計算量のアル
ゴリズムを得た．テキストのサフィックスツリーをサイ

ズ O(m)の区画でオーバーラップさせて構築すること
を基本とする．アルゴリズムは，テキストを 4回走査
するため，[Landau and Vishkin 1989] よりいっそう遅
い．それゆえに，結果は理論的な重要性が強い．

5.2.6 Galil and Park (1989)

1年後の 1989年，Galil and Park [1990] はO(kn)最
悪時間計算量，O(m2)空間計算量のアルゴリズムを得
た．このアルゴリズムは，Galil and Giancarlo [1988]
に理論上で劣るが，実際には非常に効率が良い．アイ

ディアは，Landau and Vishkin [1988] の論文（O(k2)
時間を得ている）を基としている．どちらも，パター

ンの，パターン自身に対する matching statistics (Pi..m

と Pj..mの最長マッチ)を構築することをアイディアと
しており，ある意味，Knuth et al. [1977] の基本的な
アイディアに似ている．しかし，このアルゴリズムはま

だ実用には遅い．

ここで，再び図 11を，特に右図の eエラー新しいス

トロークを見てみよう．ストロークの始まりは，近傍

の３つの e− 1エラーのストロークによって指示される
が，新しいストロークは，3つのうち最長のものからの
影響がなくなったあとでは，どこまで続くか（破線）は

パターンとテキストの類似性に依存する．より特に，斜

め線 dの点線（ストロークのサフィックス）が列 i1 か

ら i1 + lにわたる場合，Td+i1..と Pi1..との最長一致部

分文字列は，長さ l である．それゆえにアルゴリズムに

よって計算されるストロークは，テキストとパターンと

の最長一致部分についての情報を持っている．問題は，

この情報をどう利用するかである．

図 13はアルゴリズムを図解している．説明したよう
に，アルゴリズムはストロークごとに進み，最終的に図

12の行列を埋めていく．そのため，ストロークが計算さ
れるとき，3つの近傍は既に計算されている．今計算し
ているストロークに関係する最長一致部分文字列の情報

を持っているストロークを，点線の三角形で囲ってある．

Landau and Vishkin [1988] のアルゴリズムは，この三
角形内部の関係ある情報を検索し，そのためO(k2n)時
間である．

これは，Galil and Park [1990]で，関連するストロー
クを注意深く考慮することで O(kn)に改善された．こ
こで，e個のエラーのストロークを，e-ストロークと呼
ぼう．まず，0-ストロークを考える．このストロークは
全て（サフィックスだけではない）がパターンとテキス

トの最長一致部分文字列を表している．そこで，以前の

k個の 0- ストロークから，テキスト中でより長く続く
ストロークを 1つだけ残しておくことができる．そし
て，テキスト位置まで，最長一致部分文字列に関して必

要な情報を，全て知ることができる．いま，全ての 1-ス
トロークを考える．これらはサフィックスだけがパター

ンとテキストとの最長一致部分文字列を表しているが，

これは，0-ストロークが最後のテキスト位置に達した後
に限って真となることがわかる（なぜなら，その時には

1- ストロークを「助ける」0-ストロークはもうないか
らである）．したがって，アクティブな 0-ストロークが
なくなった後，テキストでより長く続く 1- ストローク
を残しておいて，パターンとテキストの最長一致部分

文字列を定義するのに利用できる．この議論は全ての k

エラーについて続き，関係する完全なテキストエリアは

ちょうど k 個のストロークでカバーすることができる

ことがわかる．図 13（右）はこの考えを示している．

Galil and Park [1990] のアルゴリズムは，この k 個

のストロークのリストの，常に最新のものを保持してい

る．新しい e-ストロークが生成されるたびに，現在の関
係する e-ストロークと比較され，もし新しいストローク
が古いものよりより長く続けば，古いストロークに取っ

て代わる．アルゴリズムはテキスト内で進行するため，

古いストロークは自然とこの手続きで除去される．

最終的な問題は，パターンとテキストの最長一致部分

文字列を計算するために関連するストロークから得ら

れる間接的な情報をどう利用するかである．得られてい

る情報は，興味あるテキストエリアをカバーする最長一

致部分文字列の集合と，あらかじめ計算された，パター

ンのそれ自身に対する最長一致部分文字列（どこからは
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じまってもよい）である．我々は，どこで図 11の破線
が始まるか（Pi1 と Td+i1 と言う）を知っていて，その

長さを知りたい．どこで最長一致部分文字列が終わる

かを知るために我々は，破線の始まりが生まれる，関連

するストロークを見つける．そのストロークは Td+i1..

といくつかの Pj1.. との最長一致部分を表す．前処理に

よって Pi1..と Pj1..との最長一致部分はわかっているの

で，Pi1..と Td+i1..との最長一致部分も得ることができ

る．両方の最長一致部分がさらに同じ場所で終わるとき

や，長さが 0のときといったさらに複雑なケースにも対
処しなければならない．しかし，それらは L行列の斜

め線 1本あたり O(k)時間で解決される．

最終的に Galil and Park は，最長一致部分の行列を
格納するための O(m2) の余分な空間を用いることで，
（前の論文のような，テキストの，ではなく）パターン

のサフィックスツリーと LCA アルゴリズムを使って
O(m) まで減らすことができた．そこで図 7 に別のエ
ントリーを加える（Landau and Vishkin [1988] は既に
O(m)空間であった）．Galil and Park はまた，edit 操
作に転置を加えて同じ計算量で扱う方法も示している．

このテクニックは，これらの全ての diagonal transition
algorithm に用いることができる．アルゴリズムを多少
変えることで，操作に別の整数のコストを割り当てたり，

いくつかの操作を禁止したりすることも可能となる．

5.2.7 Ukkonen and Wood (1990)

パターンのサフィックスツリーを用いる点（や実用上遅

いという点）で似ている考えが，別のところで Ukkonen
and Woodによって 1990年に発見された [Ukkonen and
Wood 1993]．それらは，パターンの matching statistics
を見つけるために表の代わりに（3.2 節で述べた）サ
フィックスオートマトンを用いる．アルゴリズムがテキ

スト上で進行すると，サフィックスオートマトンはテキ

ストにマッチするパターンの部分文字列の数を数える続

ける．サフィックスオートマトンには O(m2)の空間が
必要と述べられているが，O(m)空間で可能である．

5.2.8 Chang and Lawler (1994)

1990年，Chang and Lawler [1994]は Garil and Park
[1990] で簡単に述べられた，「matching statistics はパ
ターンのサフィックスツリーと LCA アルゴリズムを用
いて計算できる」というアイディアを再び利用した．し

かし，それらは，O(1)の新しい高速な LCA アルゴリ
ズム [Schieber and Vishkin 1988] を用いており，アル
ゴリズム全体の最良時間は O(kn)の効率であることが

保証されている．しかしこのアルゴリズムもまだ，実用

上の速度には不十分である．

5.2.9 Cole and Hariharan (1998)

1998 年，Cole and Hariharan [1998] は最悪計算量
O(n(1 + kc/m)) のアルゴリズムを提案した．ただし，
パターンが「主として非周期的」な場合 c = 3で，そう
でなければ c = 4である．アイディアは，パターンが自己
反復を含んでいなければ，diagonal transition algorithm
の斜め線のうち，計算する必要のある斜め線は少ししか

ないということである．

このアルゴリズムは，小さな k に対して成り立つ最

悪計算量の保証のある，フィルタ（後の節を見よ）とも

考えられる．これは， Chang and Lawler [1994] が発
展させたフィルタのアイディアに似ている．おそらく，

他のフィルタでも，パターンが周期的だと言う仮定の元

で良い最悪計算量になるだろうが，この研究の流れは現

在まで調べられていない．このアルゴリズムは，その前

の，複雑で計算量としても劣る O(nk8(α log∗ n)1/ log 3)
であるアルゴリズム [Sahinalp and Vishkin 1997] の改
良である．いずれにせよ，この論文も重要である．

5.3 平均計算量の改善

5.3.1 Ukkonen (1985)

1985年に Ukkonen が平均計算量を最初に改善した．
アルゴリズムは，Ukkonen [1985b] の最後の短い注釈
であり，動的計画法のアルゴリズムを O(kn)平均時間，
O(m)空間に改良した．このアルゴリズムは後に，「カッ
トオフヒューリスティクス」と呼ばれる．主要なアイ

ディアは，パターンは普段テキストにマッチしないのだ

から，各列の値は（上から下に）すぐ k + 1 に達する
（つまり，ミスマッチである）ことや，マス目が k +1よ
り大きい値を持つ場合，その正確な値は検索結果に影響

しないということである．マス目は，その値が k以下で

あるときアクティブであると呼ぶ．アルゴリズムは単

純に，直前のアクティブなマス目の数を覚えておいて，

残りのマス目には働かないようにする．

直前のアクティブなマス目を覚え続けるためには，新

しい列に対してそれを再計算できる必要がある．新し

い列において，直前のアクティブなマス目は高々1だけ
増やされる可能性があるで，問題は次のマス目をコス

トO(1)でアクティブにできるかどうかである．しかし，
直前のアクティブなマス目がアクティブでなくなる可能

性もある．この場合，直前のアクティブなマス目のうち
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新しいものを，上向きに検索する必要がある．与えられ

た列で O(m)で動くが，O(n)以上では動かない．なぜ
なら全体の処理の中で，この値は高々 n 回しか増加し

ないからである．こうして，直前のアクティブなマス目

は列あたり O(1)償却コストで維持される．

Ukkonen はこのアルゴリズムは平均で O(kn) であ
ると推測したが，これは 1992 年になってから Chang
and Lampe [1992]によって証明された．証明は，Baeza-
Yates and Navarro [1999] によって 1996年に洗練され
た．結果はおそらくより複雑な距離関数にも拡張できる

だろう．ただし，部分文字列によっては直前のアクティ

ブなマス目は k を超えて k以下には 2度と戻らないは
ずである．実際，転置が許されると k + 2となるはずで
ある．

5.3.2 Myers (1986)

Myers [1986a] のアルゴリズムは，前節のような di-
agonal transition に基づいたものであるが，ストロー
クは単純に力ずくで計算される．Myers は，結果のア
ルゴリズムは平均で O(kn) あることを示した．これは，
ストロークの長さが平均で σ/(σ − 1) = O(1)であるこ
とから明白である．同じアルゴリズムが 1989年にGalil
and Park [1990] によって提案されている．k個のスト

ロークを格納するので，空間は O(k)である．

5.3.3 Chang and Lampe [1992]

1992年，Chang and Lampe [1992] は「列分割 (col-
umn partitioning)」と呼ばれる新しいアルゴリズムを
開発した．これは，動的計画法の行列の，異なった性質

を活用することを基本としている．各列に沿って，数値

は普通増加するということを再び考慮した．彼らは連続

して増加するマス目の “run” (runは Ci+1 6= Ci + 1と
なったとき終わる) について研究し，列の処理において
run あたり O(1)で動くようにした．

各 run を定数時間で更新するために， 全てのパ

ターン位置 j と全ての文字 x に対して，loc(j, x) =
minj′≥j Pj′ = x を計算しておく（O(mσ) の空間が必
要）．行列の各列では，現在のテキスト文字 xと現在の

列 jを考慮し，run が終わろうとするところ（次の文字
がマッチするところ）を定数時間で知る．run はこれよ
り前に，すなわち，直前の列の平行な run が終わると
ころで，終わることがある．

経験的な観察から，彼らは run の平均長はO(
√

σ)で
あると推測した．これは，平均 edit distance がm(1−
e /
√

σ)であると言う我々の結果と一致している．なぜ

ならこれは，列に沿った増加の回数であり，それゆえに

O(m/
√

σ) の増加しない部分（つまり run）が存在して
いる．ここから，各 run が平均長O(

√
σ) であることが

明らかである．したがって，Chang and Lampe の推測
を証明できた．

論文は Ukkonen のカットオフヒューリスティクスを
用いているため，平均検索時間はO(kn/

√
σ)である．こ

れは，このクラスの中では実用上最も速いアルゴリズム

である．

この節の他のアルゴリズムとは違い， [Chang amd
Lampe 1992] を他の距離関数に適用するのは，ア
イディアが単一のコストということに強く依存して

いるため難しく思われる．アルゴリズムは平均して

O(kn log log(m)/σ) 時間で実行できることは既に述べ
たが，これは実際的ではない．

6 オートマトンに基づくアルゴリズ

ム

この分野もかなり古い．最悪計算量が最も良いアルゴ

リズム（O(n)であり，問題の下限に一致する）はここ
から生じることは興味深い．しかし，時間と空間が m

や kの指数で増えることから，実用には制限がある．

我々は最初に基本的な解法を示し，その後改善につい

て議論する．図 14は当分野の歴史的な案内図である．

6.1 オートマトンの近似検索への利用

問題を考える上で，別の非常に有用な方法が検索を非

決定的オートマトン（nondeterministic finite automa-
ton; NFA）でモデル化することである．このオートマ
トンは，（決定的な形で）Ukkonen [1985b]によって初め
て提案され，Wu and Manber [1992b]により（暗に）非
決定的な形で初めて用いられた．Baeza-Yates [1991] ，
Baeza-Yates [1996] やBaeza-Yates and Navarro [1999]
で明示的に示された．

図 15の，エラー数 k = 2での edit distanceにおける
NFA を考えよう．各行は，見つかったエラーの数を表
している（1行目は 0，2行目は 1，等）．各列は，パター
ンのプレフィックスにマッチすることを表している．横

方向の矢印は，文字がマッチすることを表している（つ

まり，パターンとテキストの文字が一致したら，パター

ン内とテキスト内で位置を進める）．他は全て，エラー

数を増加させる（次の行へ移動）．縦の矢印はパターン

に文字を挿入する（テキスト内の位置を進めるが，パ

ターンは進めない）．斜めの実線の矢印は文字を置換す
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る（テキスト内とパターン内での位置を進める）．斜め

の破線の矢印はパターンから文字を削除する（テキスト

内の位置を進めずにパターンを進めるため，これは ε-
遷移である）．最初の単独ループは，テキストのどこか

らでもマッチが始まることを可能にする．オートマトン

は，右端の状態がアクティブになるとすぐにマッチ（の

終わり）を知らせる．マッチした文字列のエラー数を気

にしないのであれば，最終状態は，最も最近に埋まった

斜め線とみなすことができる＃？．

一度オートマトンの状態がアクティブになると，同列

内のエラー数の多い行の状態も全てアクティブになるこ

とは，すぐにわかる．さらに，与えられたテキスト文字

において，各行で最小のアクティブな行を集めれば，動

的計画法の縦ベクトルとなる（この場合 [0, 1, 2, 3, 3, 2]；
図 9と比較しなさい）．

他の種類の距離（Hamming，LCS，エピソード）は，
オートマトンからいくつかの矢印を削除することで使

える．矢印を変えてモデル化することで，操作に別の

整数コストを割り振ることもできる．例えば，挿入の

コストが 1ではなく 2でならば，縦の矢印を行 i から

行 i+2へとつなげばよい．転置は，(i, j)の位置の状態
と (i + 1, j + 2)の状態との間に特別な状態 Si,j を加え，

(i, j)から Si,j への矢印 Pi+2と，Si,j から (i + 1, j + 2)
への矢印 Pi+1 を加える [Melichar 1996]．一般的な文字
列置換には，さらに複雑な構成が必要であるが，常に可

能であるとは限らない．

このオートマトンは単純に決定的に作ることができ，

O(n)最悪検索時間にすることができる．しかし，次に
見るように，主要な問題は DFA (deterministic finite
automaton) の構築である．別の解決法は，これを決定
的に作る代わりに，NFAをシミュレートすることである．

6.2 オートマトンの実装

6.2.1 Ukkonen (1985)

1985年，Ukkonen は決定的オートマトンをこの問題
に用いるアイディアを提案した [Ukkonen 1985b]．しか
し，図 14のようなオートマトンは明示的に考えられて
いなかった．そうではなく，動的計画法行列の 1列がと
りうる値の集合が，オートマトンの状態であった．全て

の列とその間の遷移の集合が構築されると，テキストが

オートマトンの結果を元に走査され，1文字ごとに 1遷
移が行われる．

この方法の大きな問題は，オートマトンは非常に多

くの状態を構築し，格納しなければならない可能性が

あるという体制である．空間使用量を改善するために，

Ukkonenは，列内の k + 1以上の要素はすべて，k + 1
に置き換えても結果に問題ないことを証明した（この補

助定理はカットオフヒューリスティクスを設計した同じ

論文の 5.3 節で用いられた）．これにより，異なる列と
して可能な数を減らすことができる．彼はまた，列内の

近傍のマス目は最大でも 1しか違わないことを示した．
こうして，列の状態は，{−1, 0, 1}のいずれかの増加値
m個からなるベクトルとして定義できる．

これらにより，Ukkonen [1985b] はオートマトンの状
態数に関して，O(min(3m,m(2mσ)k))という重要な制
限を得た．このサイズは，単純な O((k + 1)m)よりは
大分良いが，非常に短いパターンか非常に低いエラーレ

ベルでない限りはそれでもまだ非常に大きい．このアル

ゴリズムの結果的な空間計算量は，mと上記のサイズ

との積である．このとき，オートマトン作成のための前

処理時間として，O(n)の時間計算量がかかる．

最後に Ukkonenは，列は 3k/2個程度の要素だけを計
算すれば良いと述べていた．重要な列は平均O(k)であ
ると彼は推測していた（後の Chang and Lampe [1992]
で正しいことが証明された）ので，これは普通，状態数

を減らすこと以上にはアルゴリズムに影響を与えない．

いくつかの場所で計算されていない状態が必要となる

ことがあれば，その状態は動的計画法によって計算さ

れる．

転置や文字列置換をこの考えに組み込むには，各状

態は，動的計画法の行列の，直前の j個の列の集合であ

る，とすればよい．ただし，jはルールの左側で最長の

ものの長さ．

6.2.2 Wu, Manber and Myers (1992)

1992年になってようやく，Wu et al. がこの問題を
再び研究した [Wu et al. 1996]．アイディアは，4 人
のロシア人の方法 [Arlazarov et al. 1975] を用いて，
時間と交換に空間を手に入れることであった．マス目

は {−1, 0, 1}のいずれかの値で表現されるため，列は，
（region と呼ばれる）r個のセルというブロックごとに

区切ることができる．各々の region は 2r ビットで表

現される．列から次の列への遷移を事前に計算してお

く代わりに，region から列内の次の regionへの遷移が
事前に計算された．ただし，現在の region は，3つの
前の region に依存するようになった（図 16を見よ）．
region は列よりも小さいため，必要となる空間は非常
に少なくて済む．全体的には，列あたり最悪でO(m/r)
であり，平均O(k/r)である．空間使用量は rの指数関

数である．O(n)の余分な空間を用いることで，アルゴ
リズムは平均O(kn/ log n)，最悪O(mn/ log n)となる．
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4人のロシア人の方法は [Masek and Paterson 1980] で
も用いられているが，大きな違いがある．この場合の状

態は，パターンやテキストの文字には依存しない．一

方，Masek and Paterson [1980] の「オートマトン」の
状態は，テキストとパターンに依存する．

4人のロシア人の方法は非常に柔軟であるため，この
研究はエラーを許した正規表現を扱うように拡張された

[Wu et al. 1995]．完全一致の正規表現検索する手法は，
決定的オートマトンの部分部分をばらばらにまとめ，各

部分の遷移表を計算することである．部分間の遷移のう

ち，左非決定的＃？(left nondeterministic)であるもの
はほとんどないが，それらは一つずつシミュレートされ

る．エラーを許すには，各状態はもはやアクティブか否

かではなく，アクティブになるために必要なエラーの最

小数を O(log k)ビットで数えるようになっている．

6.2.3 Melichar (1995)

1995年，Melichar [1996] は再び決定的オートマトン
のサイズを研究した．図 15 の NFA の特性を考慮し，
Ukkonen [1985b] の境界を O(min(3m,m(2mt)k, (k +
2)m−k(k + 1)!))へと洗練させた（t = min(m + 1, σ)）．
空間計算量とオートマトンの前処理時間は，tと状態数

との積である．Melichar はまた，パターンが周期的な
場合オートマトンは大きくなると推測し，この結果は

Cole and Hariharan [1998] の結果（5.2節）と，周期的
なパターンは問題が難しいという意味で一致する．

6.2.4 Kurtz (1996)

1996年，Kurtz [1996] は空間使用量を高々O(mn)に
まで減少させる別の方法を提案した．これは，Baeza-
Yates and Gonnet [1994] が最初 Hamming distance 向
けに提案した手法を適応させたものである．アイディア

は，オートマトンを怠惰な（lazy）形で，つまりテキスト
処理中に達した状態や遷移だけを，構築することである．

オートマトンは初期状態 1つだけから開始し，状態や
遷移が必要となると構築される．これにより，Ukkonen
[1985b] が考えたような必要でない遷移は，推測するこ
となしに事実上構築されなくなった．その代わりに，直

接の構築に対する怠惰な構築のオーバーヘッドが必要で

あるが，これはうまくいく．Kurtz はまた，空間を節約
するためにオートマトンの最初の方の状態だけ（つまり

非常によく訪れる部分だけ）を構築することも提案して

いる．

Navarro [1997b; 1998] は，完全なオートマトンと怠
惰なオートマトンの，m，k，nの関数としての増加の

様子を研究した（nは怠惰なオートマトンのみの変数）．

経験的な結果は，怠惰なオートマトンはテキストに対し

て，O(nβ)で増加することを示した．ただし，0 < β < 1
であり，σ，m，kに依存する．また，Navarro [1998]に
よって，制限されたメモリーで動くような置換の方法が

提案された．

7 ビット並列処理

ここで述べるのアルゴリズムは，コンピュータがビッ

トで（＃？on bits）動くときにその並列処理を利用する
ことを基礎としている．これは，新しくて（1990 年以
降）現在非常に活発な分野である．基本となるアイディ

アは，ビットを利用する他のアルゴリズムを「並列化」

することである．結果は実用的な視点から興味深く，短

いパターンを伴うとき（テキスト検索でよくある）に特

に重要である．それらはどんなエラーレベルでも効率的

に動く．

他のアルゴリズムを並列化するのだから，この節には

厳密には他の節に含まれるようなものも含まれる．2つ
の主要な方向性があり，1つは問題解決の非決定的オー
トマトン（図 15）の動きを並列化すること，もう 1つ
は動的計画法の行列の動きを並列化することである．

まず，手法について説明し，その後それらを用いての

結果を述べる．図 17はこの分野の歴史的な発展の様子
を示している．

7.1 ビット並列処理の手法

文字列照合で広く用いられている [Baeza-HYates
1991; 1992]この手法は，Baeza-Yatesの博士論文 [1989]
で導入された．コンピュータ世界のビット演算の，本

質的な並列処理を利用したものである．この事実を

うまく利用し，アルゴリズムが行う演算の数を最大で

(wの約数)/1にまで減らす．ここでwとは，コンピュー

タ世界のビット数である．現在のアーキテクチャではw

は 32または 64なので，実際のスピードアップは非常
に顕著であり，技術発展を進歩させる．ビット並列処理

のアルゴリズムの振る舞いを他の研究と関連付けるため

に，w = Θ(log n)が仮定され，これは計算の RAM モ
デルを指示されている ．しかし，wは独立な変数とし

て扱われる方が好まれる．ビット並列処理アルゴリズム

で用いるいくつかの表記法をここで導入する．

• コンピュータ世界の（ビットの）長さを，wで表す．

• 長さ lのマスクビットを，bl..b1 と表す．このマス
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クはコンピュータ世界内部のどこかに格納されて

いる．長さwは固定されているため，lビットをど

こに格納するかの詳細は隠されている．

• ビットの繰返しを表現するのに指数を用いる（例え
ば，03 = 0001）．

• コンピュータ世界のビット演算に対して，C-ライク
な構文を用いる．つまり，“|”はビットごとの論理
和，“&”はビットごとの論理積，“^”はビットごとの
排他的論理和，“~”は全ビットの補数を表す．左シフ
ト命令 “<<”はビットを左に動かして右から 0を入
れる．つまり，bmbm−1...b2b2 << r = bm−r..b2b10r

となる．右シフト “>>”はビットを逆に動かす．最
後に，加算，減算のような数学的演算を行うことが

できる．これらは数の形式をなすようにビットを操

作する．例えば，bl..bx10000− 1 = bl..bx01111で
ある．

ここで，最初のビット並列処理アルゴリズムであり，

後に続く研究の基礎となった Shift-Or [Baeza-Yates and
Gonnet 1992] を説明する．これは，パターンを検索す
るNFAの演算を並列化して，テキスト内のパターンを，
（エラーなしで）検索するアルゴリズムである．図 18は
このオートマトンを示している．

このオートマトンには m + 1個の状態があり，非決
定的な形で o(mn)時間でシミュレートされる．Shift-Or
アルゴリズムは，最悪時間計算量O(mn/w)である（つ
まり，最適な高速化である）．非決定的オートマトンを

決定的オートマトンに，O(n)の検索時間で変換するこ
とができれば，KMP 法 [Knuth et al. 1977] を改善し
たアルゴリズムを手に入れることができることに注意

しなさい．しかし，KMP 法はm ≤ wでは 2倍遅い．
Shift-Or 法は最初に，各文字 cに対してビットマス

クB[c] = bm..b1を格納するための表Bを作る．Pi = c

の時かつその時に限ってB[c]内のマスクはビット biが

セットされる．検索の状態は，マシンワードD = dm..d1

として保存される．diは P1..iが現在読んでいるテキス

トの最後にマッチしている（つまり，図 18の状態 iが

アクティブである）ときに，1になる．ゆえに，dm = 1
の時にマッチしたと報告される．

Dはもともと 1mにセットされ，新しい文字 Tj を読

むたびにDが次の式によって更新される：

D′ ← ((D << 1) | 0m−11) & B[Tj ]

前の文字に対して (i− 1)番目のビットがされていて，
新しい文字がパターンの位置 i にマッチする時，かつそ

のときに限り i番目のビットがセットされるので，この

公式は正しい．言い換えると，Tj−i+1..j−1 = P1..i−1か

つTj = Piのときかつそのときに限り，Tj−i+1..j = P1..i

である．この公式を，各新しい文字に対して非決定的

オートマトンが起こす動き（各状態は前の状態の値を

受け取る）に関連付けることができる．しかし，これは

テキストの文字が対応する矢印に一致する時にのみ起

こる．

コンピュータワードよりも長いパターン（つまりm >

w）に対しては，このアルゴリズムは dm/we個のコン
ピュータワードを使う（常に全てがアクティブになって

いるわけではない）．このアルゴリズムは平均 O(n)で
ある．

Shift-Or を文字クラスを扱うように拡張するのは容
易である．このように拡張するとき，パターンの各位置

は，文字ではなく文字の集合とマッチする．古典的な文

字列照合アルゴリズムは，そのように簡単には拡張でき

ない．Shift-Or では，全ての c ∈ Pi に対して B[c]の i

番目のビットをセットするだけでよい（Pi はいま集合

である）．例えば，"survey"を大文字小文字を無視し

て検索するためには，B["s"]とB["S"]の最初のビット
を 1にするだけでよく，あとは同じでよい．Shift-Orは
また，複数のパターンを検索するのにも用いることが

できる（計算量は，mを全パターンの長さの和として

O(mn/w)）．これは後に，拡張したパターンのより大
きな集合や正規表現をサポートするように向上させら

れた [Wu and Manber 1992b]．

多くのオンラインテキストアルゴリズムは，オート

マトンの実装とみなせる（古典的には決定的な形で）．

ビット並列処理は，発明されて以来，単純な非決定的

オートマトンを，決定的オートマトンに変換する代わり

にシミュレートするための一般的な方法となった．これ

は，古典的なカウンターパーツ（＃？）に比較して，よ

り単純で，多くの場合にはより速く（コンピュータワー

ドのレジスターをよりうまく利用しているため），複雑

なパターンを扱うように拡張することがより容易であ

る．主要な不利益としては，コンピュータワードのサイ

ズに関して課せられる制限である．多くの場合，より長

いパターンを扱うように適応させたものはあまり効率

的でない．

7.2 非決定的オートマトンの並列化

7.2.1 Wu and Manber (1992)

1992 年，Wu and Manber [1992b] は，実践的なテ
キスト検索の今後に大きな衝撃を与えるアイディア

を幾つか出版した．彼らは Shift-Or アルゴリズムを

18



ワイルドカード（つまりパターン中の与えられた 2点間
の任意数の文字を許す）や正規表現（効率的に検索され

うる柔軟なパターン）を扱えるように拡張した．彼らは

前述の拡張を近似文字列照合に結びつける単純な体系

を提案したことは，より興味深い．

アイディアは，ビット並列処理を用いて，図 15の NFA
をシミュレートすることである．オートマトンの各行 i

はコンピュータワード Riに対応する（各状態はビット

で表現される）．新しいテキスト文字に対して，オー

トマトンの全ての遷移は，k + 1個のコンピュータワー
ドのビット演算でシミュレートされる．k + 1個のコン
ピュータワードすべては同じ構造をしている（つまり，

同じビットが同じテキスト位置に結び付けられる）．テ

キスト位置 j で，現在の Ri 値から新しい R′i を得る更

新の式は，

R′0 = ((R0 << 1) | 0m−11) & B[Tj ]

R′i+1 = ((Ri+1 << 1) & B[Tj ]) |

Ri | (Ri << 1)| (R′i << 1)

であり，Ri = 0m−11iから検索を始める．期待通り，他

の行は前の行からも入ってくるが，R0 は単純な Shift-
Or 処理を行う．R′i+1の式は，水平，垂直，斜め，斜め

の破線の矢印の順に表現されている．

このようにシミュレーションするコストは，最悪，平

均ともに O(kdm/wen)の計算量である．テキスト検索
でよくあるパターン（つまりm ≤ w）にはO(kn)であ
る．これは，O(mkn) が必要なオートマトンの一続き
のシミュレーションにおいて，申し分のない高速化であ

る．短いパターンに対しては，これは最悪計算量の最も

良いアルゴリズムに匹敵する．

単純に構築できるおかげで，パターンの行は別のオー

トマトンに変えることができる．完全一致文字列検索問

題を解決でき，結果のコンピュータワードの k +1 個の
コピーを作って同じ演算を k + 1ワード（とつながって
いる矢印）におこなうことができる限り，エラーを許し

て同じパターンを検索するアルゴリズムも可能である．

それゆえに，このアルゴリズムによって文字集合やワイ

ルドカード，正規表現を用いた近似文字列照合を行うこ

とができる．このアルゴリズムには近似検索に特有な

拡張をいくつか施すことができる：パターンの一部をエ

ラーを許して検索できる＃？（他のは完全一致検索を強

要する）し，edit 操作に別の整数コストを用いること
もできる（いくつかの操作を許さないこともできる）．

最後に，パターンの集合を同時に検索することもできる

が，この能力は非常に制限されている（全てのパターン

がコンピュータワード内に収まる必要があるため）．

このような優れた柔軟性に促されて， こういった能

力全てが実装された Agrep と呼ばれるソフトウェアが
作られた [Wu and Manber 1992a]（ただし，いくつか
の問題は別の方法で解決されている）．このソフトウェ

アは後の研究全てに参考文献としてあげられている．

7.2.2 Baeza-Yates and Navarro (1996)

1996年，Baeza-Yates and Navarro は，さらにオー
トマトンの計算を並列化させた，新しいビット並列アル

ゴリズムを提案した [Baeza-Yates and Navarro 1999]．
古典的な動的計画法は，オートマトンの列ごとの「並

列化」であるとみなせる [Baeza-Yates 1996]；Wu and
Manber は行ごとの並列化を提案している．オートマト
ンに，ゼロ時間依存と呼ばれるものを引き起こす ε-遷
移があるため，どちらのアルゴリズムも並列処理を増や

すことができない（全ての NFA の状態がコンピュータ
ワードに収まる場合でも）．これは，2つの列または行
の現在の値がお互いに依存しあっており，そのために並

列に計算できないのである．

Baeza-Yates and Navarro [1999] では，斜め線ごと
のビット並列公式が見いだされた．行や列ではなく斜め

線に沿ってオートマトンの状態をまとめ，斜めの矢印と

同じ方向に進むようにした（これは動的計画法行列の

斜め線とは完全に異なっていることに注意しなさい）．

このアイディアは，Baeza-Yates [1991] で以前から述べ
られていたが，ビット並列の公式が見つかっていなかっ

た．0からm − k まで番号付けられたm − k + 1個の
完全な斜め線（他は実際は必要ない）が存在する（＃？

n− k + 1の誤りか？）．Diは斜め線 iの中で最初のア

クティブな状態の行を表す．（その斜め線の中の後のも

のはすべて，ε-遷移のためにアクティブである）．テキ
スト位置 j を読んだ後で新しいD′

i の値は，

D′
i = min(Di + 1, Di+1,+1, g(Di−1, Tj))

と計算される．最初の項は置換を，第 2項は挿入を，最
後の項は一致を表している（削除は，各斜め線のアク

ティブな状態のうち最も低い行だけを表しているため，

暗黙のうちに表されている）．主な問題は，以下のよう

に定義される関数 gをどう計算するかである．

g(Di, Tj) = min({k + 1} ∪ {r|r ≥ Di ∧ Pi+r = Tj})

水平なエッジと交差するアクティブな状態は，斜め線

に＃？．これは最終的には 1996年に，Diの値を単一の

形で表して，数学的な演算を伝播効果を望まれるビット

に用いることで，解決された [Baeza-Yates and Navarro
1999; Navarro 1998]．公式は，数学的にも（Diを操作
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して）論理的にも（オートマトンの矢印をシミュレート

して），理解できる．

結果としてのアルゴリズムは，オートマトンの全て

のビットがコンピュータワードに収まれば，O(n)最悪
時間計算量となり実用上非常に速い（Wu and Manber
[1992b]はO(kn)であったが）．一般に，Ukkonenのカッ
トオフヒューリスティクスが用いられるので（5.3節を見
よ），最悪時間O(dk(m−k)/wen)で，平均O(dk2/wen)
である．この体系は，文字クラスやワイルドカードを用

いたり，edit操作への別の整数コストを割り振ったりし
た場合も扱うことができる．

7.3 動的計画法の行列の並列化

7.3.1 Wright (1994)

1994年，Wright [1994] はビット並列処理を動的計画
法の行列に対して用いる初めての研究を提案した．アイ

ディアは，行列の第 2の斜め線（つまり，右上から左
下への線）を考慮することであった．主な注目点は，行

列の要素は次の漸化式に従うということである．

Ci,j = Ci−1,j−1 if Pi = Tj

or Ci−1,j = Ci−1,j−1 − 1

or Ci,j−1 = Ci−1,j−1 − 1

Ci−1,j−1 + 1 otherwise

これは，新しい第 2の斜め線は前の 2つの斜め線から計
算されることを示している．このアルゴリズムは，Ci,j

とCi−1,j−1の差を格納し，4を法とした演算の漸化式を
意味している＃？．このアルゴリズムは，多くのパター

ンやテキストの文字をコンピュータワードに収めて，い

くつかのパターンとテキストとの比較を並列して行う．

そのとき，比較結果のベクトルを使って，多くのマス目

や斜め線を並列して更新する．アルファベットの文字を

ビットに格納する必要があるため，このアルゴリズムは

最悪，平均計算量ともにO(nm log(σ)/w)である．これ
は，非常に少ないアルファベット（ DNA のような）に
対しては時間的に実用的である．この著者が認識してる

ように，このアルゴリズムを他の距離関数に適用するこ

とは非常に難しい．

7.3.2 Myers (1998)

1998年，Myers [1999] は動的計画法の行列計算を並
列化する，より良い方法を発見した．列そのものではな

くて列に沿った差を表現するので，マス目あたり 2 ビッ
トで十分である（実際，このアルゴリズムは Wu et al.

[1996]で決定的に作られたオートマトンのビット並列的
実装であるとみなせる．6.2節を見よ）．新しい式は，動
的計画法行列のマス目が水平と垂直の差を用いて表現さ

れることから発見された．つまり，∆vi,j = Ci,j−Ci−1,j

かつ∆hi,j = Ci,j − Ci,j−1 で，

∆vi,j = min(−Eqi,j ,∆vi,j−1,∆hi−1,j)

+(1−∆hi−1,j)

∆hi,j = min(−Eqi,j ,∆vi,j−1,∆hi−1,j)

+(1−∆vi,j−1)

ここで，Eqi,j は Pi = Tj のとき 1で，他の時 0である．
現在の（j番目の）差の値を表している，収められてい

る 2値のベクトルを保持することと＃？，1回の演算で
ベクトルを更新する方法を見つけることがアイディア

である．各マス目 Ci,j は，∆vi,j−1，∆hi−1,j，Eqi,j を

入力として受け取り，∆vi,j と∆hi,j を出力する小さい

プロセッサとみなせる．入力は 3 × 3 × 2 = 18通りの
可能性があり，マス目のロジックを表現するための単純

な公式が発見された（Wright [1994] とは違い，数学的
ではなく論理的なアプローチである）．ゼロ時間依存問

題のせいで，列の動きを並列化することが難しい．こ

の著者は，非常に難しいモデルを使うにもかかわらず，

Baeza-Yates and Navarro [1999]の方法に似た解決法を
見つけた．

コンピュータワードのビットをよりうまく使い，

Ukkonen のカットオフ（5.3 節）を用いることで最悪
O(dm/wen) で平均 O(dk/wen)の計算量であるアルゴ
リズムが結果として得られた．更新の式は Baeza-Yates
and Navarro [1999] よりも多少複雑あるためにアルゴ
リズムは少し遅い．しかし，必要とされるコンピュータ

ワードが少ないので，より長いパターンにうまく用いる

ことができる．

O(kn) アルゴリズムを超えることは難しいので，
O(kn)最悪計算量 の並列化の可能性を除けば，このア
ルゴリズムは漸近的な並列化効率の観点から最後のも

のである可能性もある．ビット並列アルゴリズムを期待

することは現在珍しくないので，この体系はいくつかの

拡張パターンを検索することも可能である．しかし，他

の距離関数に適用するのは難しいと考えられる．

8 フィルタリングアルゴリズム

最後のカテゴリーは，非常に新しく，1990年に始まっ
て現在非常に活発である．テキストをフィルターし，マッ

チしないテキストの範囲を早々に捨て去るアルゴリズム

からなる．フィルタリングアルゴリズムは平均計算量に
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のみ取り組み，テキストの文字全てを調べないというア

ルゴリズムの潜在能力に主な興味が注がれている．歴史

的な主要な成果は，平均コストO(n(k+logσ m)/m)で，
最適であると証明されたアルゴリズムである．実用上

も，フィルタリングアルゴリズムは最も速い．しかし，

それらはすべて適用範囲がエラーレベル αに限られて

いる．さらに，それらはマッチする可能性のチェックに，

フィルタリングでないアルゴリズムを必要とする．

最初に，一般的な概念を説明し，その後この分野の発

展について考える．図 19を見よ．

8.1 フィルタリングの概念

フィルタリングは，マッチしないテキスト位置を見

つけることはマッチしている位置を見つけるよりもずっ

と簡単だという事実に基づいている．例えば，"sur"も

"vey"もテキストに現れないならば，"survey"は edit
distance におけるエラー 1では見つからない．これは，
一つの edit 操作で 2つの半分の部分を両方とも変更す
ることはできないからである．

多くのフィルタリングアルゴリズムは，パターンの断

片をエラーなしに検索することで，この事実を利用し

ている．完全一致検索アルゴリズムは近似検索よりも

ずっと速いので，フィルタリングアルゴリズムは非常に

実用的である（事実，多くの要因において優位を占めて

いる）．

フィルタリングアルゴリズムは普通マッチするテキス

ト位置をそれ自身では発見できないということは重要

である．むしろ，マッチ部分を含みえない（うまくいけ

ば広い）テキスト範囲を捨てるために用いられる．例え

ば，先の例では"sur"か"vey"が近似的に出現する必要

がある．しかし，これはあまり効率的でない．フィルタ

リングアルゴリズムは，フィルタで捨てられなかったテ

キスト位置全てを検証するプロセスとついになる必要

がある．

実際，フィルタリングでないアルゴリズムはどれでも

この検証に用いることができ，多くの場合研究者は最良

の検証アルゴリズムについて気にかけない．しかし，動

的計画法のアルゴリズムを用いる．この選択は普通自由

であるが，様々なテキスト位置から短いテキスト範囲に

対して開始することがあるため，検証のアルゴリズムは

短いテキストに対してうまく振舞う必要がある．注意深

くプログラミングすることで，検証のアルゴリズムは最

悪計算量の振る舞いを保持する（つまり，重なった領域

を検証することを避ける）ことは常に可能である

最後に，フィルタリングアルゴリズムの性能は，エ

ラーレベル αによって非常に変化する．多くのフィル

タは低いエラーレベルで非常にうまく働き，そうでなけ

れば非常にまずく働く．これは，捨て去ることのできる

テキストの量に関係している．フィルタリングアルゴリ

ズムを評価するとき，時間効率だけでなくエラーに対

する耐性も評価することが重要である．フィルタの効率

（filtration efficiency）を計る一つの指標として，（見つ
かったマッチ部分の総数）割る（フィルタのアルゴリズ

ムでマッチする可能性があると判断された箇所の総数）

がある [Sutinen 1998]．

フィルタを語るときに普通用いられる単語が，“sub-
linearity” である．テキストの全ての文字を調べない
（O(n/m)である完全一致検索の Boyer-Moore法 [Boyer
and Moore 1977]のように）とき，フィルタは sublinear
であると言われる．しかし，m が nに依存しないなら

ば，真に sublinear である，すなわち O(n)であるよう
なオンラインアルゴリズムはない．これは，インデック

ス付きアルゴリズムによってのみ可能となる．

この分野を，適度なパターンと非常に長いパターンの

2つに分ける．複雑なフィルタはパターンが長い時にの
み意味があるので，2つの分野のアルゴリズムは普通異
なっている．

8.2 適度なパターン

8.2.1 Tarhio and Ukkonen (1990)

Tarhio and Ukkonen [1993] は 1990 年に，Boyer-
Moore-Horspool 法 [Boyer and Moor 1977; Horspool
1980] によってテキストをフィルタするアルゴリズムを
発表し，この分野を立ち上げた．そのアイディアは，パ

ターンとテキスト窓を整列させて，テキストを後ろ向

きに調べることである．k個より多くの「不適当な」テ

キスト文字が見つかったところで調べ終わる．「不適当

な」文字とは，並んでいるパターンの位置にマッチしな

いだけでなく，k以下の距離にある他のどのパターンに

もマッチしない文字である．より形式的には，窓はテキ

スト位置 j + 1 から始まり，それゆえに Tj+iと Piが並

ぶ．このとき，Tj+i は Bad(i, Tj+i)のときに不適当で
ある．Bad(i, c)は c ∈ /{Pi−k, Pi−k+1, ..., Pi, ..., Pi+k}
に対してあらかじめ計算される．

不適当な文字という概念は，マッチさせるにはエラー

をこうむらなければならないことが確実であるという

ことである．つまり，挿入や削除をした結果としてマッ

チしないということである．k文字より多くのエラーが

確実になると，現在のテキスト窓は放棄されて前にずら

される．一方，窓の最初に達した時は，Tj+1−k..j+mの

範囲が古典的なアルゴリズムでチェックされる．
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窓をどれだけずらしてよいかを知るために，この著者

は次のことを示している．P を新しい位置 j′ にずらす

とき，現在の窓の最後の k+1文字（Tj+m−k, ..., Tj+m）

は，P の対応する文字とは 1文字も一致しない，とい
う場所はない．つまり，Tj+m−r 6= Pm−r−(j′−j)となる

場所はない．これらの差が置換だけに定まっているなら

ば，k + 1個のエラーになり，k + 1個以下の操作で固
定されるならば，＃？．この場合，マッチした文字を最

初から並べたのと同じ効果を持つことになる．

パターンの各位置 i ∈ {m− k..m}と，位置 iに並び

うるテキストの各文字 aに対して（つまり全ての a ∈ Σ
に対して），a同士が並ぶためのずらし幅があらかじめ

計算される，つまり Shift(i, a) = mins>0{Pi−s = a}
（そのような sが存在しなければm）．後に，窓のずら

し幅は mini∈{m−k,..,m} Shift(i, Tj+i) と計算されるよ
うになる．この最後の min は，後ろ向きの窓の探索と
ともに計算される．

Tarhio and Ukkonen [1993] の解析は，検証時間を考
えない検索時間がO(kn(k/σ+2/(m−k)))であることを
示している．付録 A.1に，検証の量はα < e−(2k+1)/σで

は無視してよいことを示した．この解析は，m À σ > k

で妥当であるため，検索時間は O(k2n/σと単純化でき

る．このアルゴリズムは低いエラーレベルにおいて実用

上の選択肢になる（＃？competitiveの適当意訳）．興
味深いことに，k = 0とすると Horspool アルゴリズム
[Horspool 1980] とまったく同じである．Horspool と同
じで，非常に長いパターンにはあまり向いていない．こ

のアルゴリズムはおそらく，kを文字列をリジェクトす

るために必要なエラーの最小数とすれば，他の単純な距

離関数に適用することもできる．

8.2.2 Jokinen, Tarhio, and Ukkonen (1991)

1991年，Jokinen, Tarhio and Ukkonen [Jokinen et
al. 1996]は，以前のフィルタをk-ミスマッチ問題 [Grossi
and Luccio 1989]に用いた．このフィルタは，最大 k こ

のエラーを許す照合では，少なくともm − k文字はパ

ターンと合っているという事実を利用している．この

フィルタはこれらの文字の順番を気にかけない．これ

は，Chang and Lawler [1994] （8.3 節）を簡略化し，
フィルタの効率は多少劣るが実装を簡潔にしたもので

ある．

この検索アルゴリズムは長さmの窓をテキスト上で

ずらしていき，窓内のパターンと合っている文字数をカ

ウントし続ける．これは，各文字 aに対して，窓内でい

まだ見つかっていないパターンの文字 aの数を保存し

ておくための表を用いて簡単に実現できる．カウントは

aが窓に入ってきたときに増え，窓から出て行った時に

減る．正のカウンターが減るときは，窓の文字はパター

ンと合っていると考えられる．そのような文字がm−k

個あるときには，その範囲は古典的なアルゴリズムで検

証される．

このアルゴリズムは Navarro [1997a] によって壺と
ボール (＃？urns and balls) のモデルを用いて解析され
た．かれは，このアルゴリズムが α < em/σ では O(n)
時間であることを示した．可能な拡張について Navarro
[1998] が研究した．

結果のアルゴリズムは短いパターンに対して実用上

の選択肢になるが，長いパターンに対してはよくない．

他の距離関数に適用することは単純で，近似的には何文

字がマッチすればいいかを定義するだけである．

8.2.3 Wu and Manber (1992)

1992年，単純なフィルタが Wu and Manber [1992b]
によって（他の様々なアイディアとともに）提案された．

基本的なアイディアは，実際のところとても古い [Rivest
1976]．それは，パターンが k + 1この断片に分けられ
たとすると，パターンが近似的にマッチするとき，少

なくとも一つの断片は変更なしに現れるはずだという

ことである．提案は，k + 1個にほぼ均等に分割し，テ
キストからその断片を検索し，マッチした近傍（の長さ

m+2kの部分）をチェックするということである．彼ら

は，Shift-Orを用いて全ての断片を同時にO(mn/w)で
検索するように拡張した．同じく 1992年，Baeza-Yates
and Perleberg [1996] は複数のパターンを検索するより
よいアルゴリズムを提案した．それは，検索時間O(n)が
保証される（検証は除いて）Aho–Corasic機械 [Aho and
Corasick 1975]，あるいは Commentz-Walter [1979] で
ある．

改善が実装されたのは，1996年になってからのことだ
った [Baeza-Yates and Navarro 1999]．それは，Boyer–
Moore–Sunday アルゴリズム [Sunday 1990] を複数の
パターンを検索するように（パターンの trieと悲観的な
（pessimistic）シフトテーブルを用いて）適用すること
で実現された．その成果のアルゴリズムは，低いエラー

レベルに対して実用上，驚くほど高速であった．

このアルゴリズムの平均コストについての closedな実
験はないが [Baeza-Yates and Régnier 1990]，我々は付
録 A.2 で大まかに言ってO(kn logσ(m)/σ) であること
を示す．2つの別々の証明が，Baeza-Yates and Navarro
[1999] とBaeza-Yates and Perleberg [1996] にあり，検
索のコストは α < 1/(3 logσ m)で優れていることが示
された．テキストの範囲のチェックはO(m2)であり，長

22



さm/(k +1)の k +1個の断片がすべてマッチするとき
にチェックが終わること，その確率はほぼ k/σ1/α であ

ることを考えれば，これを理解しやすい．結果は，とう

ぜんのこととして平均の検証のコストがO(1)であると
考えている．

このフィルタは，多少注意することで，他の距離関数

にも適用できる．主な問題は，edit操作がいくつの断片
を破壊するかという点と，いくつの edit 操作がエラー
の閾値以内でなされうるかという点である．例えば，転

置は 1回の操作で 2 つの断片を破壊するので，1つは変
化なしであることを保証するために，2k + 1 個の断片
に分割する必要がある．より巧妙な方法は，各断片の間

の 1文字を抜いておくことである．こうすれば，転置が
2つ友を壊すことはない．

8.2.4 Baeza-Yates and Navarro (1996)

7 節で述べられたビット並列アルゴリズム [Baeza-
Yates and Navarro 1999] も新しいフィルタリング手
法の基礎となった．基本となるアルゴリズムは短いパ

ターンに限られていたので，アルゴリズムは長いパター

ンを j個に分割し，基本となるビット並列オートマトン

で（コンピュータワード１つで）検索できるようにした．

この手法は，より一般的な k + 1分割の手法 [Myers
1994a; Baeza-Yates and Navarro 1999] を基にしてい
る．全ての j に対して，パターンを j 個に分割すると

き少なくとも 1つは，bk/jc個のエラーを伴う．各断片
が，マッチするためには k/j 個より多くのエラーを必

要とするならば，全体がマッチするには k 個より多く

のエラーが必要であることから，これは明らかである．

したがって，パターンは長さm/j の j 個の断片に分

割され，それらは k/j 個のエラーを許して基本となる

アルゴリズムで検索される．断片が見つかると，近傍が

完全なパターンと比較され検証される．断片に対するエ

ラーレベル α は変わらないことに注意しなさい．

結果としてアルゴリズムは，平均計算量O(n
√

mk/w)
である．α の最大値は 1 − eO(1/

√
w) /

√
σ であり，1 −

e /
√

σより小さく，mが大きくなるにつれて悪くなる．

エラーレベル αが部分問題と同じであるため，これは驚

くべきことである．その理由は，検証のコストはO(m2)
であるが，マッチする確率はO(γm/j)でありO(γm)（4
節参照）より大きいからである．

1997年，この手法が「重ね合わせ」により強化され
た [Baeza-Yates and Navarro 1999]．アイディアは，パ
ターンの各断片に対して，独立した検索をしないように

することであった．複数パターンの近似検索はビット並

列処理の文字クラスを検索する能力を用いて設計された．

"survey"と"secret"を検索したいとすると，パターン

"s[ue][rc][vr]e[yt]"を検索する（[ab]は {a, b}を意
味している）．図 15の NFA では，水平の矢印は 1文字
以上を通過できる．明らかに，2つのパターンの各々マッ
チした部分は，重なったパターンのマッチする部分でも

ある．しかし，逆は成り立たない（例えば，"servet"

はエラーなしでマッチする）．ゆえにフィルタとして

は弱くなっているが，検索は速い．重ね合わせにより，

α < 1 − e mO(1/
√

w)
√

m/σ
√

w において，平均検索時

間は O(n)に引き下げられた．また，1996年には αの

最大値に対して，O(n
√

mk/(σw)) に引き下げられた．
オートマトンに一つのマシンワードで入力するのに必

要な値よりも小さな j の値を用いて，より高いエラー

レベルにも柔軟に適応するような，中間となる体系が得

られた．そのアルゴリズムは α < 1 − e /
√

σ に対して

O(kn log(m)/w)である．

8.2.5 Navarro and Baeza-Yates (1998)

以前の体系の最後の工夫は，1998年の「階層的な検
証」を導入することであった [Navarro and Baeza-Yates
1998a]．簡便のため，パターンは j = 2rこの断片に分割

されるとする．ただし手法は一般性を失わない．パター

ンは 2分割され，各々が bk/2cで検索される．2つの部
分は各々再帰的に 2つに分割され，NFA がコンピュー
タワードに収まる程度までパターンが 短くなったとこ

ろで終わる（図 20参照）．この木の葉は実際に検索され
る断片である．葉がマッチしたときには，前の手法のよ

うにパターン全体をチェックする代わりにその親（マッ

チした断片の周囲の狭い範囲）がチェックされる．親が

見つからなければそこで検証は終了し，見つかればさら

にその親へと，根（パターン全体）まで続く．分割の体

系が木のそれぞれの高さに応用されているので，これは

正しい：子が 1つも見つからなければ，たとえ孫が見つ
かっていても親の親が見つかることはない．

図 20は例を表している．パターン"aaabbbcccddd"

を，テキスト"xxxbbxxxxxxx"から 4つのエラーを許し
て検索するとき，パターンを 4つに分割して各断片が 1
つのエラーを許して検索される．このとき，断片"bbb"

がテキスト中に見つかる．もともとのアプローチではパ

ターン全体をテキスト範囲で検証するだろうが，新し

いアプローチでは，その親の"aaabbb"だけを検証する．

そしてすぐに，全体とのマッチはありえないと決めるこ

とができる．

直交する階層的な検証法と，この方法での重ね合わせ

が，Navarro and Baeza-Yates [1998a] に述べられてい
る．4つのパターンの重ね合わせがマッチすると，4つ
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のパターンが一つずつ検証される代わりに，集合が 2つ
のパターンずつの 2つの集合に分割され，それらがマッ
チするかどうかチェックされる．

Navarro [1998] や Navarro and Baeza-Yates [1998a]
の解析によって，平均検証コストは O((m/j)2)にまで
下がっていることが示された．今だけはコストはうま

く減少している（検証する確率 O(γm/j)，検証のコス
ト O((m/j)2)）．階層的な検証により，検証のコスト
は α < 1 − e /

√
σ では無視できるようになった．j 個

の断片に分割するという場合には他の距離に対しては

再設計が必要であるが，ビット並列アルゴリズムの単

純な拡張は全て適用された．全てのフィルタにとって，

α∗ = 1−e /
√

σの壁を越えることは非常に難しいことに

注意しなさい．それは，4節で見たように，非常に多く
の部分が実際にマッチしてしまい，最良のフィルタで

さえ実際のマッチをチェックする必要があるからである．

同じく 1998年，同じ著者 [Navarro and Baeza-Yates
1999c; Navarro 1998] が，パターンを k + 1個に分割し
て各々をエラーなしで検索するフィルタに，階層的検証

を追加した．その解析によると，この手法での検証のコ

ストは α < 1/ logσ mでは検索時間において優れていな

いことが示された．結果のフィルタは重要な場合のほと

んどにおいて最も速かった．

8.2.6 Navarro and Raffinot (1998)

1998年，Navarro and Raffinot [Navarro and Raffinot
2000; Navarro 1998] は，サフィックスオートマトンに
基づく新しい手法（3.2節を見よ）を提案した．彼らは，
BDM という完全一致照合アルゴリズムをエラーを許す
ように適応させた．

もともとの BDM のアルゴリズムは以下の通りであ

る [Crochemore et al. 1994; Crochemore and Rytter
1994]．パターンを逆向きにした文字列の決定的サフィッ
クスオートマトンを，パターンのプレフィックスを逆向

きにしたものを認識するように構築する．パターンはテ

キスト窓と並べられ，窓はオートマトンとともに逆向

きに走査される（これは，パターンが逆向きな理由であ

る）．オートマトンは，今読んでいる部分がパターンの

部分文字列であるときにアクティブになる．オートマト

ンが最終状態に達するときは，パターンのプレフィック

スであると考えられるので，それが最後に起こった場所

を記憶しておく．オートマトンがアクティブな状態で窓

の最初に達すれば，パターンが見つかったことになる．

そうでなければ，その部分はパターンの部分文字列で

はないので，窓内にパターンはないことになる．いか

なる場合にも，パターンのプレフィックスとマッチした

窓の最後の位置は，次の窓の初期位置となる．BNDM
[Navarro and Raffinot 2000] アルゴリズムは，（非決定
的サフィックスオートマトン（図 3を見よ）を用いた），
実用上非常に高速で文字クラスの検索が可能であるな

どの特徴を持つ，ビット並列実装である．

Navarro and Raffinot [2000] の修正は，逆向きのパ
ターンをエラーを許して検索するNFA を構築し，いか
なるパターンのサフィックスにもマッチするようにして，

このオートマトンを使う本質的に同じ BNDMアルゴリ
ズムを適用することであった．図 21に結果のオートマ
トンを示す．

このオートマトンは，k 個のエラーをゆるして P の

逆向きのプレフィックスを全て認識する．パターンの部

分文字列と今読んでいる位置とが k 個のエラーでマッ

チしないときに，窓は放棄される．マッチ部分は必ず，

窓の最初の位置から始まらなければならない．窓の長さ

はmではなくm− kで，窓の位置から始まるマッチす

る部分があれば，パターンの部分文字列は窓のいかなる

サフィックスにも現れることを保証する（したがって，

マッチする部分に達する前に窓を放棄することはできな

い）．しかし，窓の最初に達しても，マッチするとは保

証されない．そのため，窓の最初から edit distance を
計算してその範囲（最大m+ k文字）をチェックする必

要がある．

付録 A.3 では，平均計算量が O(n(α +
α∗ logσ(m)/m)/((1 − α)α∗ − α)) であり，フィル
タは α < (1 − e /

√
σ)/2 − e /

√
σ)でうまく働くことが

示されている．これは，大きいアルファベットでは 1/2
に近づく．結果は，低いエラーレベルでは実用の選択

肢に入るが，ビット並行実装のためにパターンを長く

することはできない．非決定的オートマトンでのアル

ゴリズムは単純である一方，決定的 BDM でこれを実

現することは，非常に複雑な構成を必要とすることに

注意しなさい．さらに，6.2節のように決定的オートマ
トンは非常に多くの状態を持つ．窓長m − kが注意深

く再考されたとすれば，ビット並列処理の単純な拡張

は全て適用された．

nrgrepと呼ばれる最近のソフトウェアプログラムは，
高速で，単純なパターンと複雑なパターンを，完全一致

検索または近似検索する．これはこの手法を用いて作ら

れている [Navarro 2000b]．
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8.3 非常に長いパターン

8.3.1 Chang and Lawler (1990)

1990年，Chang and Lawler [1994] は 2つのアルゴ
リズムを提案した（解析はGiegerich et al. [1997] が詳
しい）．１つめは，LET（linear expected time）と呼
ばれ，次のように動く．テキストが線形に走査される．

それぞれの時，テキストといっちする最長のパターンの

部分文字列が保存される．部分文字列がさらにこれ以上

拡大できなくなると，現在の位置から再び開始する；図

22はこの図である．
m− k以下の文字が，k個の最長の部分文字列をつな

げることででカバーされたとき，テキストの範囲はパ

ターンにマッチしないということに非常に注目してい

る．これは，マッチする部分が，k個のエラーによって

分けられた k + 1個の正しいストローク（5.2節を思い
出してほしい）によって形成されることから，明らかで

ある．さらに，ストロークは順番に並び替える必要があ

る．これは，フィルタには要求されない．

このアルゴリズムは，パターンのサフィックスツリー

を用いて，今見ているテキストとマッチする最長のパ

ターンの部分文字列を，線形のパスで決定する．記事

は 1990年からだが，同じ年 Ukkonen and Wood [1993]
はサフィックスオートマトンを用いて同じことを実現し

た．その結果，フィルタリングはO(n)時間である．そ
の著者らは，Landau and Vishkin [1989] を検証のアル
ゴリズムに用い，それゆえに最悪計算量は O(kn)であ
る．また，そのフィルタリングは α < 1/ logσ m+O(1)
において優れていることが示された．この定数は複雑で

あるが，実際の数値は σ = 64では α ≤ 0.35，σ = 4 で
は α ≤ 0.15である．

2つ目のアルゴリズムは，SET（sublinear expected
time）と呼ばれる．アイディアは LET と似ており，テ
キストが固定サイズ (m − k)/2のブロックに分割され
るという点と，k個の隣接するストロークのチェックは，

ブロックの境界からしか始まらないという点で異なって

いる．最も短いマッチ部分は長さm−kであるため，そ

れらのブロックのうち少なくとも 1つは，常にマッチ部
分に完全に含まれている．このブロックを捨てられると

き，このブロックを含んでマッチすることはない．図 22
にも示されている．

sublinearであることは，ブロックが平均O(k logσ m)
回の比較で捨て去られることを証明すれば明らかである．

2n/(m− k)個のブロックが考慮されるので，平均時間
はO(αn logσ(m)/(1−α))である．αの最大のレベルは，

LET と変わらない．そのため，計算量はO(αn logσ m)
に簡略化することができる．ブロックあたりの比較を制

限する証明は複雑であるが，なぜそれが正しいのかを直

感的に理解するのは難しくない：パターンでの長さが lの

ストロークを見つける確率は，m/σlに制限されている．

また，緻密な証明によって，平均的には l = logs igmam

が見つかる最長のストロークであると示されている．こ

れは，k個のストロークが合計O(k)であるというMyers
[1986a]の結果（5.3節）と対象的である．この差は，こ
ちらではパターンのどこからでもストロークを取れると

いうことに起因する．LET と SET はともに，長いス
トロークに対してのみ効率的である．それは，オーバー

ヘッドが大きく，短いパターンでは元を取れないからで

ある．異なる距離関数は，適切な k の値を再び考え出

した後で適応させられる．

8.3.2 Ukkonen (1992)

1992年，Ukkonen [1992]は独自で Chang and Lampe
のアイディアを再び発見した．彼は 2つのフィルタリング
アルゴリズムを提案しており，そのうちの1つは（“Max-
imal match”と呼んでいるものを基にして）Chang and
Lawler の LET [1994] に似ている（実際，Ukkonen は
それを，線形時間で計算できる新しい “block distance”
であると述べ，edit distance のためのフィルタとして
機能することを示した）．もう一方は，オンラインアル

ゴリズムに初めて “q-gram”を持ち込んだ（インデック
ス付き検索にはもっと前から存在していた）．

q-gram は，長さ qの部分文字列である．フィルタは，

パターンとテキスト窓とで共有されている q-gram の
数（これは “q-gram distance” というこれ自身興味深
い新しい単語で提案された）を数えることを基礎とし

て提案された．長さ mのパターンは，(m − q + 1)個
の重なった q-gramを持っている．各エラーはパターン
の q-gram を，q個変える．そのため，マッチするには

(m− q + 1− kq)個の q-gram が現れなければならない．
図 23にこれを示す．

これは，Jokinen et al. [1996] の数を数えるフィルタ
の一般化である（それは，q = 1に一致する）ことに注
意しなさい．もちろん，σq個の q-gramそれぞれに対し
て数を数え続けることは（m− q + 1個しか現れないの
だから特に）実際的ではないが，検索アルゴリズムも似

ている．Ukkonen はサフィックスツリーを用いて，線
形時間で最後に出てきた q-gram の数を保存した（関連
する情報は深さ qのm− q +1個の重要なノードに添え
られた）．

フィルタは，それゆえに線形時間がかかる．このフィ

ルタによって許容される最大エラーレベルについて解析

はないので，我々は付録 A.4 で，大きなmに対する粗
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い解析をした．結果は，フィルタは α < O(1/ logσ m)
でうまく働き，最適な qは q = logσ mであることが示

された．検索アルゴリズムは Jokinen et al. [1996] の
よりも複雑である．それゆえに，大きい qの値を使うと

きは，長いパターンに対してのみ元が取れる．別の距離

関数は，全てのマッチ部分で保存されなければならない

q-gram の数を再計算することで容易に適用できる．

8.3.3 Takaoka (1994)

1994年，Takaoka [1994]は Chang and Lawler [1994]
を簡略化したアルゴリズムを提案した．彼はテキスト

の h-sample （各々h ≥ qなる h文字で，互いに重なら

ない q-gram）を考慮した．アイディアは，もし一つの
h-sampleがパターン内で見つかれば，その近傍の範囲
を検証するというものである．

h = b(m−k−q+1)/(k+1)cを用いれば，マッチする
部分を見逃すことはない．これを理解するには，k = 0
から始めるとわかりやすい．明らかに，マッチする部

分を見逃さないためには h = m− q + 1が必要である．
より大きな k に対しては，パターンが k + 1個の断片
に分割されるなら，それらのうちいくつかはエラーな

しで現れなければならないということを思い出しなさ

い．そういったマッチする断片が全て見つかることを

保証するために，このフィルタでは hを k + 1 で割る
（q < m/(k + 1)を仮定している）．

パターンのサフィックスツリーを用いて，h-sampleは
O(q)時間で見つけることができる．それゆえに，フィ
ルタリングの時間は O(qn/h)である．これは，最適な
q = logσ mが用いられれば，O(αn logσ(m)/(1−α))で
ある．エラーレベルはまたしても，α < O(1/ logσ m)
であり，この時時間計算量は O(αn logσ m)である．

8.3.4 Chang and Marr (1994)

フィルタを用いて得られる計算量は，O(αn logσ m)
が最良で，α = O(1/ logσ m)においてのみうまく働く
ように見える．しかし 1994年，Chang and Marr は，
α < ρσ において

O

(
k + logσ m

m
n

)

であるアルゴリズムを得た．ただし，ρσ は σのみに依

存し，σが大きくなるにつれて 1− e /
√

σに近づく．同

時に，彼らはこれが問題の平均計算量の下界であること

を証明する（それゆえにこのアルゴリズムは平均的には

最適である）．これは，大きな理論的な躍進である．

この下界は，2 つの単純な事実の最大値（または合
計）をとることで得られる：1 つ目は， Yao [1979] の，
完全一致文字列照合の O(n logσ(m)/m)の限界である．
2 つ目は，m 文字のテキスト範囲を捨てるには，k 個

のエラーを見つけるために k 個以上の文字を調べなけ

ればならないという，明確な事実である（それゆえに，

O(kn/m)となる）．また，最大エラーレベルは 4節に
したがって最適となる．印象的なことは，そのような計

算量のアルゴリズムが発見されたということである．

このアルゴリズムは SET [Chang and Lawler 1994]
の変形である．それは，mの多項式空間である．つまり，

何らかの σ に依存する定数 tを用いれば，O(mt) の空
間が必要であるといえる．テキストを長さ l = t logσ m

の隣接する部分文字列に分割することに基礎を置いてい

る．サイズ (m−k)/2のブロックの頭から始まる最長の
完全一致部分をパターンから見つける代わりに，長さ l

の部分文字列をパターン内でエラーを許して検索する．

このアルゴリズムは以下のように進む．P 内でエラー

を許した時の最良のマッチ部分が，全ての l個組みに対

して予め計算される（したがって O(mt)空間である）．
ブロックの頭から始まって，エラーの総数が k を超え

るまで連続した l 個組みを検索する（それぞれは O(l)
時間で検索される）．もし kを超えるときまでにm− k

文字をカバーできていなければ，そのブロックはスキッ

プしても支障がない．

これが正しく働く理由は，SET を単純に拡張したこ
とである．われわれは，マッチする可能性のある部分

に含まれた範囲で，k個のエラーではカバーできない範

囲を見つけた＃？．アルゴリズムは非常に長いパターン

に対してのみ実用的である．他の距離に関しては，他

のフィルタリングや q-gram手法と同様のアイディアに
よって拡張可能である．

全てのフィルタリングの仕組みにとって，α ≤ 1 −
e /
√

σが 4節で議論した制限であり，大きな壁であると
いうことは興味深い．Baeza-Yates and Navarro [1999]
が一般的な境界を証明した一方で，Chang and Lawler
は漸近的な結果を証明した．Chang and Marr [1994]や
Navarro and Baeza-Yates [1998a] のフィルタは，問題
をエラーなしから少数のエラーへと還元した．興味深

い観察として，問題を完全一致検索に切り分けるフィル

タはすべて，α = O(1/ logσ m)において用いられ，こ
れを 1 − e /

√
σ にまで改善するには問題を（より小さ

な）近似検索部分問題に分割する必要がある．
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8.3.5 Sutinen and Tarhio (1995)

Sutinen and Tarhio [1995] は，Takaoka の 1995年の
フィルタを一般化し，その効率を改良した．これは，テ

キストとマッチしたパターンの断片の相対的な位置を

考慮した初めてのフィルタである（それ以前のフィルタ

は，どんな順にでもマッチした）．一般化とは，パター

ンの（1つだけではなく）s個の q-gram をマッチする
ようにしたことである．断片は，パターン内でのその相

対的な順序を維持し，正しい位置から k + 1文字以上離
れていてはならない（そうでなければ，k + 1個以上の
エラーが発生するから）．この方法は，図 23にも示さ
れている．

この場合，サンプリングのステップは h = b(m− k−
q+1)/(k+s)cに減らされる．その理由は，s個の断片が

マッチすることを保証するには，パターンを k + s個に

分割する必要があるからである．パターンは k + s個に

分けられて，断片は正しい位置からそう遠くないところ

になければならないと制限するために各断片に対して細

かい集合が作られる．その集合は，その断片の q-gram
を含み，周囲の q-gramも含む（サンプルは位置がずれ
ていることもあるため）．検索するときは h-sampleの
代わりに，一連の k + s個の h-sample のテキスト窓を
考慮する．これらの h-sample は各々，対応する集合を
検索される．もし s個以上が見つかればその範囲が検証

される．これは Hamming distance の一種であり，著
者らはこの距離に対してテキストを処理する効率的な

アルゴリズムを報告している [Baeza-Yates and Gonnet
1992]．

結果としてそのアルゴリズムは最適な q = logσ を用

いて平均 O(αn logσ m)であり，α < 1/ logσ mに対し

てうまく働く．これは長いパターンにより適している．

ただし，s = 2では短いパターンにもうまく適用される．
実際，s = 2に対する解析が Sutinen and Tarhio [1995]
によってのみなされている．

8.3.6 Shi (1996)

1996年，Shi [1996] は k + 1個のアイディア（8.2節
で説明された）を k + s個に拡張し，最低 s個がマッチ

しなければならないようすることを提案した．このアイ

ディアは Sutinen and Tarhio のフィルタによって示唆
されていたが，明示して述べられてはいなかった．Shi
は自分のフィルタとシンプルなフィルタとを比較して，

フィルタの効率が向上したことを発見した．しかしなが

ら，この向上は長いパターンに対してのみ顕著になる．

さらに，断片が短くなるために（Boyer–Moore のよう

な検索に影響が出て），また検証が複雑になるために，

オンライン検索効率は低下している．論文では解析がな

されていないが，最適な sは O(1)であり，計算量とエ
ラーに対する耐性が同じであると推測する．

8.3.7 Giegerich, Kurtz, Hischke, and Ohle-

busch (1996)

同じく 1996年，フィルタを改善する一般的な手法が
開発された [Giegerich et al. 1997]．そのアイディアと
は，フィルタリングとチェックの段階を混合することで，

フィルタからの統合情報（残る，保証された違いの数）

や進行中の検証（実際に発見された違い）からマッチは

不可能と判断されたら，テキスト範囲の検証を即座に

放棄するということである．しかし，彼らの示したよう

に，αの非常に狭い範囲のみ改善される．これは，4節
で議論した，この問題の統計の結果である．
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