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Abstract—A suffix tree is the index structure of 
n-ary tree structure which represented as a tree 
structure of the suffix string. It is widely used in 
including bioinformatics, to search engines and 
data clustering, because it is an index structure that 
can process string fast and efficiently in string 
databases. In recent years, an efficient construction 
of suffix tree and speed up the search process a 
string using suffix tree has become an important 
issue, because the number and size of the data 
string that is stored in the string databases has been 
large-scale. This paper focuses on the processing 
speed search a string using suffix tree, we propose a 
parallel processing of the search in the suffix tree 
based on multi-core CPU. 

I. はじめに 

サフィックス木は文字列の接尾部を木構造とし
て表した多分木構造の索引構造である．文字列デ
ータベース中の文字列を高速でかつ効率的に処理
可能な索引構造であるため，バイオインフォマテ
ィクスをはじめ，検索エンジンやデータクラスタ
リングに広く使用されている．近年，文字列デー
タベースに格納されている文字列データのサイズ
とデータ数が大規模化しているため，サフィック
ス木の効率的な構築とサフィックス木を用いた文
字列検索処理の高速化とが重要な課題となってい
る． 

本論文ではサフィックス木を用いた文字列検索
処理の高速化に焦点を当て，マルチコア CPU 上に
おけるサフィクス木を用いた文字列検索の並列化
手法を提案する．サフィックス木を用いた文字列
検索の並列処理に関しては，共有メモリ型や分散
メモリ型並列計算機上で様々な研究が行われてお
り，最適な並列化手法が様々提案されている．し
かしながら，マルチコア CPU 上での最適な並列化
手法は研究は十分に行われているとは言えない． 

具体的には，データ分割並列化手法とマスタワ
ーカモデルを用いて，文字列検索の基本的な手法
である Exact Matching と Approximate Matching の
二つの文字列検索処理の並列化を行う．提案手法
では，文字列データベースを複数のパーティショ
ンに分割し，パーティション毎にサフィックス木
を構築する．そして，パーティション毎に作成し
たサフィックス木を用いてパーティションに対す

る文字列検索を同時に実行する．また，サフィッ
クス木はディスク上に作成されているため，メイ
ンメモリとディスク間のバッファ管理をする必要
がある．提案手法では，各スレッドに独自のバッ
ファを持たせることで，スレッド間の競合が大き
くなることを防ぐ． 

本論文の構成は以下の通りである．まず第 2 章
で関連研究について述べ，第 3 章でサフィックス
木のデータ構造と検索手法に関して説明する．第
4 章では提案手法について説明する．第 5 章では
評価実験について述べ，第 6 章で全体のまとめを
述べる． 

II. 関連研究 

サフィックス木の並列処理に関する研究は，共
有メモリ型並列計算機，PC クラスタや計算グリッ
ド上など分散メモリ型並列分散計算機において盛
んに行われている．文献[1]では，PC クラスタを用
いた分散並列環境におけるディスクベースサフィ
ックス木の並列構築方式を提案し，評価実験とし
て構築されたサフィックス木に対して，曖昧検索
を行うことでその有用性を示している． 

近年，CPU のマルチコア化が進んでおり，マル
チコア CPU の資源を有効に使い効率的な並列化
を考えることが様々な分野のアルゴリズムの並列
化において重要な課題となっている．またマルチ
コア CPU 上ではメモリやキャッシュを複数のコ
アで共有するため，共有資源を複数のコアで奪い
合いをしないようなデータ構造やアルゴリズムを
考える必要がある．そこで，データベースにおけ
る様々な基本操作やデータマイニングの要素技術
を対象にし，単一のマルチコア CPU 上，または，
マルチコアプロセッサを持つ PC を複数台用いた
PC クラスタ上における並列処理に関する研究（[2]
～[4]）が盛んに行われている．本研究では，これ
らの研究と同様にマルチコア CPU 上で効率的な
サフィックス木の検索手法を目指す． 

文献[5]では CMP(Core Multi Processer)構造を持
つハードウェア上でサフィックス木の構築を実行
するために Ukkonen のアルゴリズムを改良した
CMPUTree アルゴリズムと WOTD(write only top 
down)アルゴリズムを改良したMAPSTアルゴリズ
ムの二つを提案し大規模なテキストデータを用い
た評価実験を行い，既存のアルゴリズムより良い



性能を示すことを述べている．しかしながら，文
献[5]は構築のみに焦点を当てているため検索に
ついては未検討である．本研究では検索処理の高
速化に焦点を当てるものとする．また文献[6]では
B-tree などの多分木構造を持つ木構造の並列検索
方式について提案している．しかしながら，文献
[6]では木構造がメモリ上に収まることを前提に，
木構造の探索をマルチコア CPU 上で並列処理す
ることを提案している．本研究では，メモリ上に
収まりきらない大規模文字列データベースの並列
検索方式を前提として，データ分割並列化手法を
用いるものとする． 

III. サフィックス木 

 本章ではサフィックス木のデータ構造と本研究
が対象とする検索処理について説明する． 

A. データ構造 

サフィックス木は特殊なトライ木のひとつであ
り，枝に部分文字列が対応している．また，木構
造の根ノードから葉ノードまでのそれぞれの経路
に文字列の接尾部が対応する．図 1 の根ノードか
ら葉ノード(a)0 の経路には接尾部 ACGTACGA$，
根ノードから葉ノード (b)2 の経路には接尾部
TT$が対応している． 

図 1 複数文字列(a)ACGTACGA, (b)TGTT, 
(c)CGAG から成るサフィックス木 

B. 検索手法 

本研究ではサフィックス木を用いた文字列検索
として基本的な検索である Exact Matching（完全
一致検索）と Approximate Matching（曖昧検索）
の二つを研究対象とする．  

・完全一致検索(Exact Matching)：文字列データベ
ース S において長さ m の文字列 Pが S に含まれる
文字列の部分文字列かどうかを判定するための検
索である． 

・曖昧検索(Approximate Matching)：文字列データ
ベース S から類似する部分文字列検索を行う検索
である．入力パラメータは長さ n の検索パターン
Q，許容誤差 r である． 

 

IV. 並列化手法 

 本章ではマルチコア CPU 上での並列化手法に
ついて説明する． 

A. データ分割並列化手法 

 提案手法では，データ分割並列化手法を用い，
文字列データベースを複数のパーティションに分
割する．つまり，文字列データベース S を n 個の
部分文字列集合に分割する．ここで，𝑆 = 𝑆1 ∩
𝑆2⋯𝑆𝑚，𝑆𝑖 ∩ 𝑆𝑗 = ∅であり，S に m 本の文字列が
含まれているなら，m/n 個の文字列からなるパー
ティションに分割される．そして，パーティショ
ン毎にサフィックス木を生成する．ここで，各パ
ーティションに対する文字列検索は他のパーティ
ションとは独立して行うことができるため，サフ
ィックス木を用いた文字列検索を並列処理で行う
ことができる． 

B. タスク定義と並列化モデル 

並列化モデルとして，マスタワーカモデルを用
いる．マスタワーカモデルとは，並列処理や分散
処理で用いられるモデルのひとつで，処理を分割
して複数のタスク（ひとつの作業単位）を生成す
るスレッドのマスタと，タスクを取ってきて処理
を行うワーカスレッドの二つのスレッドによって
構成される． 

本研究では，ひとつのタスクを，ひとつのパー
ティションに対する文字列検索処理と定義する．
つまり，パーティションに対して作成されたサフ
ィックス木を用いた検索処理をひとつのタスクと
して定義する． 

図 2 データ分割のイメージ図 

マスタは各パーティションに対して作成された
サフィックス木に対する検索処理をひとつのタス
クとして，タスクプールでタスクを管理する．各
ワーカはタスクプールからタスクを順に取り出し
パーティションに対して作成されたサフィックス
木に検索処理を行う．タスクプールは，プログラ
ム的にはキューの概念で表すことができ，マスタ
はタスクを分割してタスクキューに詰め（エンキ
ュー），ワーカはタスクキューを参照してタスク
があれば取出して（デキュー）処理を行う．最終
的に，マスタがキューに詰めるタスクが完全にな



くなり，またワーカがキューの中のすべてのタス
クを完了したら全体の処理が終了する（図 3）． 

本研究ではメインメモリのサイズ以上のサイズ
となるサフィックス木，つまりディスクベースの
サフィックス木を前提としているためサフィック
ス木のノードデータに対してバッファ管理が必要
となる．しかしながら，プログラム全体でひとつ
のバッファを保持すると，並列処理の際に複数の
スレッド間での競合が起こる可能性がある．そこ
で，スレッドごとにバッファ領域を設けることに
よってスレッド間での競合の発生を防ぐ．バッフ
ァ管理についてはサフィクス木のノード単位で管
理するものとする（図 3）． 

図 3 並列化モデル 

C. アルゴリズム 

並列処理の流れは以下の通りである． 

（1）Exact  Matching 

① 各スレッドはタスクプールにタスクを取
りに行く． 

② 受け取ったタスクの実行する（サフィック
ス木に対して Exact Matching を行う）． 

③ ②で抽出した文字列を結果として出力す
る． 

④ タスクプールが空になるまで②，③を繰り
返し，タスクプールが空になれば全体の処
理の終了する． 

（2）Approximate Matching 

① 各スレッドはタスクプールにタスクを取
りに行く． 

② 受け取ったタスクを実行する（サフィック
ス木に対して Approximate Matching を行
う）． 

③ タスクプールが空になるまで②を繰り返
し，タスクプールが空になれば全体の処理
を終了する． 

④ ②で抽出した任意の誤差を満たす文字列
パターンを出力する． 

V. 評価実験 

提案手法を実際に実装し，評価実験を行った．
本章では評価実験について述べる． 

A. 評価実験内容 

 100K バイト DNA データを 1K バイトずつ 100
個に分割したデータセットからサフィックス木を
構築し実験に使用するものとする．評価実験は，
CPU:Intel（R）Core (TM)2 Quad CPU Q6700 @ 
2.66GHz，Memory:2GB，HDD:250GB を搭載した
PC で行った．Exact Matching では”AGTGGATC”，
Approximate matching では”AGTGGTACCGT”を検
索キーとして用いた． 

 また，各実験では，スレッドがタスクを処理す
る間の処理時間，キャッシュミス，待ち率をそれ
ぞれ測定した．また測定の際にはスレッドの数を
1，2，4 と変えた場合，cold，hot の二つの状態で
それぞれ実験を行った．ここで，cold の状態とは
サフィックス木のノードデータをファイルから読
み込む状態のことであり，hot の状態はサフィック
ス木のノードデータが OS のキャッシュページに
存在し，メモリからノードデータの読み込みを行
う状態のことである． 

B. 実験結果 

図 4 にスレッド数を増やした時に処理速度の値
がどれだけ変化したかがわかるようにスレッド数
1 を基準とした処理速度向上比を示す． 

図 4 速度向上比 

図 4 を見ると Exact Matching，Approximate 
Matching どちらとも hot の状態のみで処理速度の
向上が見られたことがわかる．しかし，cold の状
態では処理速度の向上は見られなかった．その原
因として考えられることは cold の場合はサフィッ
クス木のノードデータをファイルから読み込む際
のファイル I/O の発生であると考えられる．このフ
ァイル I/O の発生によって CPU の待ち時間が発生
し処理速度の高速化を妨げているのではないかと
考えられる．図 5 と図 6 にキャッシュミス，待ち
率の結果を示す． 
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(a) Exact Matching   (b) Approximate Matching     (a) Exact Matching  (b) Approximate Matching 

図 5 キャッシュミス                                図 6 待ち率 

ここで L1 DCM は L1 キャッシュ，L2 DCM は L2
キャッシュ，TLB DCM は仮想アドレスと論理アド
レスとを対応させた情報を一時的に保管しておく
ためのバッファメモリを指す．また，待ち率とは
検索処理の全サイクル中に発生した待ち時間の割
合を指す．図 5 と図 6 をみると Exact Matching では
hot，cold にかかわらずスレッド数が増えるととも
にキャッシュミス，待ち率の値が大きくなること
が分かった．この原因として考えられることは扱
うスレッドが増えたことによりスレッドの生成や
スレッドの管理といった処理が増えたため，その
分のキャッシュミス，待ち率が増えたと考えられ
る． 

VI. おわりに 

本論文では，サフィックス木における文字列検
索を並列処理によって高速に実行するためにマル
チコアCPU上におけるサフィックス木の文字列検
索の並列化手法を提案した．提案手法はデータ分
割並列化手法とマスタワーカモデルを用いた並列
化となっている．評価実験によって限定的である
が提案手法の有用性を示すことができた．これか
らの課題として，(1)キャッシュ構造を意識したデ
ータ構造の検討，(2)大規模なデータセットを使っ
た場合の性能評価，(3)複数のマルチコア CPU を搭
載した PC 上での並列分散処理があげられ，マルチ
コアCPU上で大規模なサフィックス木を効率的に
扱う手法を目指していきたい． 
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