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あらまし 筆者らは，分子配列データベースから生物学的に重要な機能をもつ特徴的なパターンであるモチー
フの候補である頻出パターンを抽出するために，極小な可変長ワイルドカード領域をもつ頻出パターンを導き出
す方法を提案する．この方法は，k-頻出パターン（長さ k の頻出パターン）から (k + 1)-頻出パターンを生成す
るパターン成長アプローチを拡張し，k-頻出パターンごとにスコープデータベースを作成する．k-頻出パターン
のスコープデータベースは，従来の射影データベースに含まれるスキャン開始位置の情報に，ユーザにより定
められた参照範囲の情報とそれまでに求まった可変長の k-頻出パターンに対するすべてのオカーレンスの情報
を加えている．これにより，抽出される可変長の (k + 1)-頻出パターンの可変長ワイルドカード領域が非極小，
または冗長になることを回避することができる．スコープデータベースの有効性を示すため，PROSITE から
Leucine Zipper モチーフ及び Zinc Finger モチーフを含むデータセットをそれぞれ取り出し，各データセット
に対して可変長の頻出パターンを抽出する能力の評価を行ったので，その結果を報告する．
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1. ま え が き

配列データベースから頻出パターンを抽出する方法

は，DNAやアミノ酸などの生物学的配列データのモ

チーフ抽出だけでなく，顧客の購買履歴，Webのアク

セス履歴などの分析に有効であるといわれている．モ

チーフとは，PROSITE [1], [2] や Pfam [3] などで見

られるアミノ酸配列上に存在する生物進化の過程で保

存されてきた生物学的に重要な機能をもつ特徴的なパ

ターンである．近年，データマイニングの立場から，

アミノ酸などの分子配列データから取り出した特徴的
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なパターンによりモチーフを発見する手法が注目さ

れている．そのため，分子配列データベースから頻出

パターンを正確に抽出することが重要な課題となって

いる．

頻出パターン抽出法として，パターン成長アプロー

チを用いた PrefixSpan 法 [4] が提案されている．し

かしながら，PrefixSpan 法は，モチーフ中に存在す

るワイルドカード領域（ワイルドカード領域とは，任

意の文字を表すワイルドカード文字だけから構成され

る文字列のことを指す．一般に，この領域はモチーフ

中に複数現れる）の抽出を考慮していないので，配列

データベースに PrefixSpan 法を適用すると，余分な

パターンが多く抽出され，計算時間が大変かかってし

まうという問題があった．この問題を解決するために，

PrefixSpan 法にワイルドカード領域を抽出する仕組

みを導入した固定長パターン抽出法 [5] が提案されて

いる．この方法は，パターン成長アプローチを用いた

PrefixSpan法に，最大ワイルドカード長と呼ばれる入
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力パラメータを追加したもので，固定長ワイルドカー

ド領域をもつ頻出パターンの抽出を可能としている．

また，可変長パターン抽出法 [6] は，固定長パターン

抽出法に最大誤差数と呼ばれる入力パラメータを付加

することで，可変長ワイルドカード領域をもつ頻出パ

ターンの抽出を可能としている．しかしながら，以下

の問題が生じている．

（ 1） 可変長ワイルドカード領域の非極小性

可変長パターン抽出法では，抽出された頻出パター

ンに含まれる可変長ワイルドカード領域は，それ自身

の証拠に該当するオカーレンス集合を過度に説明して

しまう表現になることがあるので，その集合を極小被

覆する表現に必ずしもならない．

（ 2） 可変長ワイルドカード領域の冗長性

可変長パターン抽出法では，パターン上の同じ位置関

係にある可変長ワイルドカード領域だけが異なる冗長な

パターンが複数抽出されるが，冗長なパターンが除去さ

れていない．例えば，二つの領域間が [i1, j1] ⊂ [i2, j2]

の関係にあるとき，パターン 〈A-x(i1, j1)-F 〉は，パ
ターン 〈A-x(i2, j2)-F 〉に冗長であるにもかかわらず，
除去されていない．

これらの問題を解決するために，本論文では，頻出

パターンを成長させるたびに，追加すべき，極小かつ

非冗長な可変長ワイルドカード領域を計算するだけで

なく，それまでに生成されている可変長ワイルドカー

ド領域を再計算する機能を組み込んだ新しい手法を提

案する．可変長ワイルドカード領域をもつ頻出パター

ンの抽出方法は，2 ステップからなる．最初に，長さ

kのパターンに対するスコープデータベースを用いて，

長さ k のパターンから長さ (k + 1)のパターンを求め

る．このとき，長さ k のパターンの最右端文字に追加

すべき極小かつ非冗長な可変長ワイルドカード領域と

アルファベット文字を見つけ出す．次に，第 1段階の

処理以前に計算されている可変長ワイルドカード領域

を再計算し，極小化する．頻出パターンが抽出されな

くなるまでこの 2ステップは繰り返し適用される．

本論文の構成は以下のとおりである．2.で関連研究

の紹介をする．3. で用語と問題の定義を行い，4. で

従来の手法の紹介をする．5.で提案する手法の説明を

する．6.で性能評価を行い，7.でまとめる．

2. 関 連 研 究

現在までに，配列データベースからモチーフを発

見する問題を解くために，多くの研究が行われてき

た [7]～[11]．モチーフの候補となる頻出パターンには，

固定長ワイルドカード領域や可変長ワイルドカード

領域が含まれている．しかしながら，このような頻出

パターンをすべて抽出するには，膨大な計算量を必要

とするため，ユーザが制限した部分文字列をもつ頻出

パターンの抽出 [7], [10], [11]や，特殊な長さの頻出パ

ターンだけの抽出 [9], [12] に努力が注がれてきた．

多くの研究で抽出される頻出パターンには，固定長

ワイルドカード領域だけしか含まれていない．その中

で，文献 [7], [10] では，配列データから一定の長さの

部分文字列をすべて切り出した集合（ブロックデータ

構造 [8]）を用いて，頻出な部分文字列を抽出している．

このため，切り出された部分文字列の長さよりも，長

い部分文字列をもつ頻出パターンを見落としてしまう

だけではなく，処理速度が遅いという問題がある．ま

た，文献 [11]では，頻出パターンの抽出に先立ち，配

列データベースからサフィックス木を構築している．こ

のため，多大な構築時間を要するだけでなく，サフィッ

クス木の蓄積容量が膨大になるという問題がある．ま

た，文献 [9], [12] の両者には，固定長ワイルドカード

領域をもつ極大頻出パターンだけを抽出する方法が提

案されている．前者については，スキャンフェーズと

畳込みフェーズの処理により，頻出パターンを抽出す

る方法の研究であるが，固定長ワイルドカード領域の

長さが限定されてしまうという問題がある．後者につ

いては，1本の配列データ中に発生する繰返しパター

ンを高速抽出する方法の研究であるので，複数本の配

列データを含む配列データベースに対する処理には向

いていない．両者とも，極大頻出パターンだけを抽出

することだけしか考えていないので，支持数の低い重

要な部分文字列を見落としてしまうという問題がある．

以上の問題点を解決するために，パターン成長アプ

ローチ [4] を基本にしたパターン抽出法 [5], [6] が提案

されている．文献 [5] では，射影データベースを応用

し，固定長ワイルドカード領域を含む頻出パターン

が抽出されている．そこでは，長さ (k + 1)の頻出パ

ターンの抽出は，長さ kの頻出パターンに追加すべき

固定長ワイルドカード領域とアルファベット文字を配

列データベースから見つけ出すことにより達成される．

しかしながら，モチーフには可変長ワイルドカード領

域を含むものが存在する．可変長ワイルドカード領域

を含むモチーフを含むデータセットに対して，固定長

パターン抽出法を適用すると，低い支持数（パターン

が存在する配列の数）をもつ重要な部分文字列を見落
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としてしまうという問題がある．

文献 [6]では，文献 [5]で追加された固定長ワイルド

カード領域を可変長ワイルドカード領域に置き換える

だけで，可変長ワイルドカード領域をもつ頻出パター

ンを抽出している．このため，頻出パターンに含まれ

る可変長ワイルドカード領域がオカーレンス集合を過

度に説明する表現として求まってしまうという問題が

ある．オカーレンスとは，パターンが，配列上に現れ

る位置とその位置に存在する部分文字列（パターンの

インスタンス）を指す．更に，抽出された頻出パター

ンの集合が冗長であるという問題もある．

本論文では，これらの問題を解決するために，頻出

パターンの可変長ワイルドカード領域などを管理する

ためのスコープデータベースを導入し，それを用いた

新しいパターン抽出法を提案する．ただし，モチーフ

にはあいまい文字を含むモチーフがあるが，本研究で

は，曖昧文字の抽出処理までは立ち入らない．

3. 用語と問題の定義

配列データベース DB = {t1, t2, · · · , tn} におい
て，各要素は，〈sid , ssid〉 と表現される（n は要素

数，sid は配列識別子）．配列データベースの配列

識別子の集合は Ω = {1, 2, 3, · · · , n} と表現する．
各 ssid は，配列識別子の値として sid をもつ配列

データであり，あるアルファベット
∑
上で定義さ

れる文字列である．配列データ ssid の先頭から j

番目の文字は，ssid [j] として表される．表 1 は，

DB = {t1, t2, t3, t4, t5}，Ω = {1, 2, 3, 4, 5} である．
例えば，t1，t2 はそれぞれ (1, 〈FKY AKWLCDN〉)，
(2, 〈SFV KTAEHNQC〉)であることを示している．
表 1の例では，アルファベット文字Aは，t1，t2，t3，t5
に含まれているので，s1[4] = s2[6] = s3[1] = s5[7] =

“A” と表現できる．ある部分配列データのアルファ

ベット文字数が k個であるなら，その配列データを k-

配列データと呼ぶ．例えば，表 1の最初の配列は 10-

配列データである．

表 1 配列データベース
Table 1 An example of a sequence database.

sid 配列データ
1 FKYAKWLCDN

2 SFVKTAEHNQC

3 ALR

4 MSKPL

5 FSKFLMAWEH

アルファベット文字及び，記号 ∗で表現されるワイ
ルドカード文字（以下，ワイルドカードと呼ぶ）の両

者から作成される有限列は，ストリングと呼ばれる．

ただし，ストリングの両端は，アルファベット文字に

限定する．ワイルドカードとは，任意の 1文字を表す

記号である．ストリングを構成するアルファベット文

字の数が k個であれば，そのストリングは，k-ストリ

ングと呼ばれる．例えば，〈F ∗K ∗A〉は 3-ストリング

であり，〈FLMA〉は 4-ストリングである．以下，ア

ルファベット文字のことを単に文字と呼ぶ．

3. 1 パターンとオカーレンスとの関係

パターンとは，複数の配列データに共通に含まれて

いる，k-ストリングからなる特定の集合 KS に対する

表現形式である（k ≥ 1）．この特定の集合に含まれる

要素（k-ストリング）を k-string と表記しよう．すべ

ての k-string ∈ KS について，k-string が配列データ

ベース DB 上に存在する位置情報を追加した 3 項関

係 {(k-string , i, j)|k-string ∈ KS，k-string は si の

j番目に存在，(i, si) ∈ DB}を k-オカーレンス集合と

呼ぶ．以上により，パターンとオカーレンスとの関係

を図 1に示すように例示できる．k個の文字をもつ k-

パターン 〈patk〉は，ある k-オカーレンス集合を表現

するために与えられる形式である．αi をアルファベッ

ト
∑
の要素（1文字）とすると，〈patk〉は以下の形

式で表現される．

〈patk〉 = 〈α1-x(i1, j1)-α2-x(i2, j2)-

· · · -x(ik−1, jk−1)-αk〉 (1)

式 (1)中の，x(i, j)は，ワイルドカード領域と呼ば

れ，ワイルドカード数が i個から j 個までの範囲内で

あることを示している．i < j のとき，x(i, j) を可変

図 1 パターンとオカーレンスとの関係
Fig. 1 Relationship between pattern and occurrence.
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長ワイルドカード領域と呼び，i = j のとき，x(i, j)

は x(i)と書き，x(i)を，固定長ワイルドカード領域と

呼ぶ．x(0)は空文字を表現する．また，ε = j − iを

ワイルドカード領域 x(i, j) の誤差と呼ぶ．ある k-パ

ターン中のすべてのワイルドカード領域が固定長であ

るとき，つまり，誤差を含まないパターンを固定長パ

ターンと呼ぶ．少なくとも一つの可変長ワイルドカー

ドをもつパターン，つまり，誤差を含むパターンを，

可変長パターンと呼ぶ．

また，あるパターンが，あるオカーレンス集合から

得られるとするとき，そのオカーレンス集合に存在す

る異なる配列識別子 sid の数をパターンの支持数と呼

び，ユーザが与えた最小支持数以上の支持数をもつパ

ターンを頻出パターンと呼ぶ．

3. 2 問題の定義

ここで扱う問題は，配列データベースから，ユーザ

が与えた三つの入力パラメータを満たすすべての頻出

パターンを抽出することである．入力パラメータには，

最小支持数，最大ワイルドカード長，最大誤差数があ

る．最大ワイルドカード長は，頻出パターンの各ワイ

ルドカード領域の最大の長さと定義する．最大誤差数

は，配列データベースから抽出される頻出パターンの

各ワイルドカード領域の最大の誤差数と定義する．頻

出な k-パターンの集合 Pk が m 個の要素をもってい

るなら，Pk は以下のように表される．cnt はそのパ

ターンの支持数を意味する．

Pk = {〈patk
1〉 : cnt1, 〈patk

2〉 : cnt2,

· · · , 〈patk
m〉 : cntm} (2)

集合 P を，配列データベースから抽出されたす

べての頻出パターンと定義するとき，集合 P は

P1 ∪ P2 ∪ · · · ∪ Pq と表される．ただし，q は抽出

された頻出パターンの最大長と一致する．

4. 従来の方法

既存の手法は，パターンを成長させていくアプロー

チを用いており，k-頻出パターンから (k + 1)-ストリ

ングを生成するときは常に，配列データベースの各配

列データをスキャンし，k-頻出パターンに追加される

文字と，ワイルドカード領域を見つけ出す．無駄なス

キャンを避けるため，(k + 1)-頻出パターンの抽出の

ためのスキャン開始位置は，k-頻出パターンの最右端

の文字のすぐ右隣の位置でなければならない．このス

キャン開始位置を効率的に見つけ出すには，k-パター

ンごとに射影データベース [4] を作成する方法がある．

k-パターン 〈patk〉 により定義される射影データベー
ス PDB(〈patk〉)は以下のとおりである．

PDB(〈patk〉)
= {(i, j)|〈patk〉 のオカーレンス集合に含まれる
各 k-ストリングの最右端の文字は，配列デー

タベース中の配列データ si の (j− 1)番目に存

在する } (3)

表 1の配列データベースに対して，可変長パターン

抽出法を適用し，可変長ワイルドカード領域をもつ頻

出パターンの抽出をすると，図 2の列挙木が得られて

いる [6]．ただし，最小支持数，最大ワイルドカード

長，最大誤差数を各々3とする．

図 2 中の 〈F -x(0, 3)-K-x(1, 3)-A〉に注目してみよ
う．〈F 〉 と 〈K〉 との間の可変長ワイルドカード領域
が x(0, 3)となっているが，極小ではない．なぜなら，

〈F 〉と 〈K〉との間に配置すべき極小な可変長ワイルド
カード領域は，表 1の s1，s2，s5 から分かるように，

x(0, 1)となるからである．また，図 2中の例からも分

かるように，〈F -x(0, 3)-A〉 : 3は，〈F -A〉，〈F -x(1)-

A〉，〈F -x(2)-A〉，〈F -x(3)-A〉の 2-オカーレンスが存

在することを表現しているが，表 1 に 2-ストリング

〈F -A〉をもつ 2-オカーレンスが存在しない．これによ

り，可変長ワイルドカード領域 x(0, 3) も極小ではな

い．以上は，射影データベースに，k-頻出パターン中

の k 番目と (k − 1)番目の文字との間の可変長ワイル

ドカード領域だけを計算する情報しか含まれていない

ことが原因である．k-頻出パターンの接頭辞 〈patk−1〉

図 2 可変長パターン抽出法により抽出されるパターン
Fig. 2 Patterns extracted by variable-length pattern-

extraction method.

284



論文／極小かつ非冗長な可変長ワイルドカード領域をもつ頻出パターンの抽出

中の可変長ワイルドカード領域を極小化するためには，

射影データベースの情報だけでは不十分である．更に，

図 2中の 〈F 〉と 〈K〉との間の可変長ワイルドカード
領域に注目すると，表 1 から分かるように，〈F 〉 と
〈K〉との間のワイルドカード数は，配列データ s1 で

は 0と 3，s2 では 1，s5 では 1である．つまり，極小

の可変長ワイルドカード領域は x(0, 3) である．図 2

中の 〈F -x(1, 3)-K〉 は，〈F -x(0, 3)-K〉 に冗長な表現
であり，このような冗長性を除去する必要がある．

5. 提 案 手 法

射影データベースを用いたパターン成長アプローチ

の問題点を改善するための方法として，スコープデー

タベースという新たな手法を提案する．(k+1)-パター

ンの集合が，k-パターンの成長によって生成されると

き，各 (k + 1)-パターンに含まれる極小かつ非冗長な

可変長ワイルドカード領域のすべてと，そのパターン

の支持数は，k-パターンに関するスコープデータベー

スから計算できる．k-パターン 〈patk〉のスコープデー
タベースは以下のとおりである．

(1) k = 1のとき

SDB(〈pat1〉, [r, r + εmax ])

= {(nil , i, j,wc, si[jnew ])|〈pat1〉 のある文字が，
配列データ si の先頭から j 番目に存在す

る．wc ∈ [r, r + εmax ]，jnew = j + wc，

1 ≤ j ≤ ‖si‖，jnew ≤ ‖si‖} (4)

(2) k ≥ 2のとき

SDB(〈patk〉, [r, r + εmax ])

= {(Listk, i, jnext ,wcnext , si[jnew ])|
(Listk−1, i, j,wc, α)

∈ SDBα(〈patk−1〉, [r, r + εmax ]),

Listk = Append(Listk−1, [wc]),

wcnext ∈ [r, r + εmax ], si ∈ DB ,

jnext = j + wc + 1, jnew = jnext + wcnext ,

1 ≤ j ≤ ‖si‖, jnext ≤ ‖si‖, jnew ≤ ‖si‖}(5)

ただし以下が成立するものとする．

k≥2, 〈patk〉= 〈patk−1-x(r, r+ε)-α〉,かつε≤εmax .

また，Append(X,Y )は，リスト X にリスト Y を

追加することを指す．

SDBα(〈patk〉, [r, r + εmax ])

= {(Listk, i, j,wc, α)|
(Listk, i, j,wc,α)∈SDB(〈patk〉, [r, r+εmax ])}

(6)

k ≥ 2 のとき，Listk は，k-ストリング中の隣接文

字間に (k − 1)個配置されているワイルドカード数を

表している．List1 が空のリストであるのは，1-スト

リングは隣り合う文字をもたないからである．例えば，

一つの 3-ストリング 〈F ∗ K ∗ ∗ ∗ A〉に対する List3

は，[1, 3]と表される．

頻出な k-パターンと配列データベースを用いて構

成されるスコープデータベース SDBα(〈patk〉, [r, r +

εmax ])には，最右端の文字として αをもつ (k+1)-頻

出パターンの証拠としての (k + 1)-オカーレンス集合

が含まれている（0 ≤ r ≤ wcmax）．したがって，k-パ

ターンのスコープデータベースは，極小な k-パターン

から，極小な (k + 1)-パターンを導き出すために有効

であり，ユーザが指定した範囲内にある文字と，その

文字までの極小な可変長ワイルドカード領域をすべて

求めることができる．

5. 1 スコープデータベースに対する操作

〈patk〉からすべての 〈patk+1〉を作成するためには，
〈patk〉により，スコープデータベースを定義し，その
スコープデータベースを用いて 〈patk+1〉 を作成する
必要がある．前者に対しては一つの操作，後者に対し

ては三つの操作を用意している．以下，それぞれの操

作について述べる．

（操作 1） k-頻出パターンのスコープデータベース

の構築

入力パラメータとしてのワイルドカード数 r が，

[0,wcmax ] の範囲内から順に選択されるとき，式 (4)

または (5)から，SDB(〈patk〉, [r, r + εmax ])を構築す

る．

（例 1） 表 1 に，操作 1 を適用してみよう．ただ

し，最小支持数，最大ワイルドカード長，最大誤差

数は 3 とする．k = 1 のとき，1-頻出パターンは，

{〈A〉 : 4, 〈F 〉 : 3, 〈K〉 : 4, 〈L〉 : 4, 〈S〉 : 3}である．次
に，r = 0とし，接頭辞 〈F 〉から頻出な 2-パターンを

生成するならば，範囲は，[0, 0 + 3] となる．よって，

1-パターン 〈F 〉のスコープデータベースは以下のよう
になる．
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SDB(〈F 〉, [0, 3])
= {(nil , 1, 2, 0, 〈K〉), (nil , 1, 2, 1, 〈Y 〉),

(nil , 1, 2, 2, 〈A〉), (nil , 1, 2, 3, 〈K〉),
(nil , 2, 3, 0, 〈V 〉), (nil , 2, 3, 1, 〈K〉),
(nil , 2, 3, 2, 〈T 〉), (nil , 2, 3, 3, 〈A〉),
(nil , 5, 2, 0, 〈S〉), (nil , 5, 2, 1, 〈K〉),
(nil , 5, 2, 2, 〈F 〉), (nil , 5, 2, 3, 〈L〉),
(nil , 5, 5, 0, 〈L〉), (nil , 5, 5, 1, 〈M〉),
(nil , 5, 5, 2, 〈A〉), (nil , 5, 5, 3, 〈W 〉)} (7)

次に，k = 2 のとき，2-頻出パターン 〈F -x(0, 3)-

K〉から，3-頻出パターンを生成すると考える．式 (5)

より，k ≥ 2 のときの SDB(〈patk〉, [r, r + εmax ])は，

SDBα(〈patk−1〉, [r, r + εmax ])のデータから構築され

る．この場合，SDB(〈F -x(0, 3)-K〉, [r, r + εmax ])は，

SDBK(〈F 〉, [r, r+ εmax ])より構築される．このとき，

r = 1 とするなら，2-頻出パターン 〈F -x(0, 3)-K〉の
スコープデータベースは式 (5)，(6)より以下のように

なる．このとき，各 List1 は，FK 間のワイルドカー

ド数を表している．

SDB(〈F -x(0, 3)-K〉, [1, 1 + 3])

= {([0], 1, 3, 1, 〈A〉), ([0], 1, 3, 2, 〈K〉),
([0], 1, 3, 3, 〈W 〉), ([0], 1, 3, 4, 〈L〉),
([3], 1, 6, 1, 〈L〉), ([3], 1, 6, 2, 〈C〉),
([3], 1, 6, 3, 〈D〉), ([3], 1, 6, 4, 〈N〉),
([1], 2, 5, 1, 〈A〉), ([1], 2, 5, 2, 〈E〉),
([1], 2, 5, 3, 〈H〉), ([1], 2, 5, 4, 〈N〉),
([1], 5, 4, 1, 〈L〉), ([1], 5, 4, 2, 〈M〉),
([1], 5, 4, 3, 〈A〉), ([1], 5, 4, 4, 〈W 〉)} (8)

（操作 2）非冗長な (k + 1)-パターンの生成

列挙木の親ノードに対応する k-頻出パターン 〈patk〉
の成長により，その子ノードに対応するすべての候補

(k+1)-パターン 〈patk+1〉を生成する．区間 [0,wcmax ]

から，ある値 r を順に選択するとき，最右端文字 α

をもつ候補 (k + 1)-パターン内に存在する k 番目

の可変長ワイルドカード領域の計算をする．この

ためにまず，SDBα(〈patk〉, [r, r + εmax ]) を用いて，

{wc|(List , i, j,wc, α) ∈ SDBα(〈patk〉, [r, r + εmax ])}
の最小値 rmin と最大値 rmax を計算する．もし，

rmin と r が等しいならば，候補 (k + 1)-パターン

〈patk+1〉 = 〈patk-x(rmin , rmax )-α〉を生成し，これが
同じ αを末尾にもつ (k+1)-パターンに冗長であれば，

(k+1)-パターンを削除する．もし，rmin > rならば，

(k + 1)-パターンを生成しない

（例 2） r = 0 とし て ，例 1 と 同 じ条 件

で ，SDB(〈F 〉, [0, 3]) に こ の 操 作 を 適 用 し て
みよう．SDBK(〈F 〉, [0, 3]) = {(nil , 1, 2, 0, 〈K〉),
(nil , 1, 2, 3,〈K〉), (nil , 2, 3, 1,〈K〉), (nil , 5, 2, 1,〈K〉)}
から r = rmin = 0，rmax = 3を得ることができる．こ

れより，接頭辞 〈F 〉をもつ候補 2-パターン 〈F -x(0, 3)-

K〉を得ることができる．

（操作 3）(k+1)-パターンの支持数の計算

各候補 (k+1)-パターン 〈patk+1〉の支持数を計算す
るため，SDB(〈patk〉, [r, r+ εmax ])の部分集合である，

SDBα(〈patk〉, [r, r + εmax ])を使用する．〈patk+1〉 =

〈patk-x(r, r + ε)-α〉の支持数は SDBα(〈patk〉, [r, r +

εmax ]) 中の識別子の集合 {i|(List , i, j,wc, α) ∈
SDBα(〈patk〉, [r, r + εmax ])} であり，その集合の要
素数を数え上げることで計算される．〈patk+1〉の支持
数がユーザによって与えられた最小の支持数を満たす

なら，〈patk+1〉は (k + 1)-頻出パターンになる．

（例 3）例 2 と同じ条件で，SDB(〈F 〉, [0, 3]) にこ
の操作を適用してみよう．表 1 から可変長ワイル

ドカード領域 x(0, 3) と文字 “K” で，候補の 2-パ

ターン 〈F -x(0, 3)-K〉 を抽出するために用いられた，
SDBK(〈F 〉, [0, 3])の集合から，識別子の集合 {1, 2, 5}
を得ることができる．この結果は，最小支持数が 3以

下のとき，2-頻出パターン 〈F -x(0, 3)-K〉 : 3となる．

（操作 4）可変長ワイルドカード領域の極小化

k ≥ 2のとき，接頭辞 〈patk〉をもつ (k +1)-頻出パ

ターン 〈patk+1〉が 〈patk-x(r, r + ε)-α〉(ε ≤ εmax )と

表されるとき，SDBα(〈patk〉, [r, r + εmax ]) の Listk

を使用して，〈patk+1〉の k-接頭辞 〈patk〉に存在する
各可変長ワイルドカード領域 x(i, j) を再計算し，極

小な可変長ワイルドカード領域 x(i′, j′)を求める．再

計算後の可変長ワイルドカード領域には，j′ ≤ j の関

係が成立する．もし，i′ �= iの関係が成立する可変長

ワイルドカード領域が一つでもパターン中に存在すれ

ば，冗長性の発生を防止するために，その (k + 1)-頻

出パターンを除去する．
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（例 4-1） 3-頻出パターン 〈F -x(0, 3)-K-x(1, 3)-

A〉 : 3 が例 1 の SDBA(〈F -x(0, 3)-K〉, [1, 4]) =

{([0], 1, 3, 1, 〈A〉), ([1], 2, 5, 1, 〈A〉), ([1], 5, 4, 3, 〈A〉)}
から生成されるとき，操作 4を適用することで 3-頻出

パターンの可変長ワイルドカード領域 x(0, 3) を更新

することができる．SDBA(〈F -x(0, 3)-K〉, [1, 4])は三
つの要素をもつが，各要素がもつ 2-ストリングに対す

る List2 は，それぞれ [0]，[1]，[1]であり，文字 “F”

と “K” の間のワイルドカード数を表している．よっ

て，頻出な 3-パターン 〈F -x(0, 3)-K-x(1, 3)-A〉 : 3に

おける最初のワイルドカード領域 x(0, 3)は x(0, 1)に

更新される．この結果から，極小な 3-頻出パターン

〈F -x(0, 1)-K-x(1, 3)-A〉 : 3を得ることができる．

（例 4-2）表 2 に対して，入力パラメータをすべて

2 としたとき，3-頻出パターンとして 〈A-x(1, 2)-C-

x(2, 4)-E〉 が得られる．次にこの 3-頻出パターンか

ら 4-頻出パターン 〈A-x(1, 2)-C-x(2, 4)-E-x(1, 2)-G〉
が得られる．このとき，SDBG(〈A-x(1, 2)-C-x(2, 4)-

E〉, [1, 3]) = {([1, 4], 2, 9, 2, 〈G〉), ([2, 3], 3, 9, 1, 〈G〉)}
は二つの要素をもち，これらの 3-ストリングに対する

List3 が [1, 4]，及び [2, 3]であるので，〈C〉と 〈E〉と
の間の極小な可変長ワイルドカード領域は x(2, 4)か

ら x(3, 4)に変更される．しかし，3 �= 2であるので，

4-頻出パターンは除去される．

5. 2 処 理 手 順

操作 1～操作 4を用いて，全体の処理手順を述べる．

表 2 配列データベース 2

Table 2 An example of a sequence database 2.

sid 配列データ
1 AVCMUEJ

2 ALCXXKLEWRGH

3 AZDCPSPETGYYH

図 3 スコープデータベースにより抽出されるパターン
Fig. 3 Patterns extracted by scope database.

(1) 配列データベース 1 回スキャンし，1-頻出

パターン 〈pat1〉 をすべて求め，これらを P1 とす

る．また，それぞれの 〈pat1〉 ∈ P1 をもとに，それ

ぞれの r ∈ [0,wcmax ] に対して，操作 1 を適用し，

SDB(〈pat1〉, [r, r + εmax ])を構築する．

(2) 各々の 〈patk〉 ∈ Pk をもとに，各々の r ∈
[0,wcmax ]に対して，新たにパターン抽出ができなく

なるまで，以下の処理を行う．

・k ≥ 2ならば，操作 1を適用し，SDB(〈patk〉, [r, r+
εmax ])を構築する．

・操作 2 を適用し，〈patk〉 ∈ Pk から，非冗長な

(k + 1)-パターンをすべて生成し，操作 3 の適用によ

り，それぞれの支持数を計算する．この結果，(k+1)-

頻出パターンを選び出す．

・操作 4を適用し，それぞれの (k + 1)-頻出パター

ンに含まれる可変長ワイルドカード領域を極小化し，

Pk+1 に追加する．

・k = k + 1．

(3) P = P1 ∪ P2 ∪ · · · ∪ Pq を出力する．

上記の処理を表 1に適用すると，図 3の列挙木が得

られる．

5. 3 アルゴリズムの最適化

k-頻出パターン 〈patk〉に対するスコープデータベー
スは，それぞれの r ∈ [0,wcmax ]に対して，wcmax +1

個の SDB(〈patk〉, [r, r+ εmax ])が構築されていた．こ

のとき，参照される各配列データ上において，同じ文

字位置を最大で wcmax +1回もスキャンするという無

駄が発生する．この無駄を低減するために，以下の 2

点に着目した最適化を行っている．

(1)スコープデータベースの構造化

k-頻出パターン 〈patk〉に対するスコープデータベー
スは，r ∈ [0,wcmax ]ごとには構築せず，これらを一つ

にまとめ，SDB(〈patk〉, [0,wcmax + εmax ]) を構築す

る．また，これをハッシュテーブルで管理し，スコー

プデータベースの全要素に対して，追加候補文字 αご

とにグルーピングする．グルーピングされた要素の集

合は SDBα(〈patk〉, [0,wcmax + εmax ]) の内容と一致

する．

(2)可変長ワイルドカード領域の効率的計算

どの追加候補文字 αをもつグループについても，可

変長ワイルドカード領域 x(i, j)を計算することは容易

である．この計算を効率化するために，可変長ワイル

ドカード領域列挙リストと呼ばれるリスト（以後，可

変長領域列挙リストと呼ぶ）を構築する．この計算結
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果により，(k+1)-頻出パターン 〈patk-x(i, j)-α〉が効
率良く得ることができる．

以下，これらの 2点の最適化に重要なハッシュテー

ブル及び可変長領域列挙リストについて，各々，例を

用いて説明する．

5. 3. 1 ハッシュテーブル

最大ワイルドカード長，最大誤差数を 3とし，式 (8)

について考える．構築すべきスコープデータベース

SDB(〈F -x(0, 3)-K〉, [0, 3+3])は以下のようになる．

SDB(〈F -x(0, 3)-K〉, [0, 3 + 3])

= {([0], 1, 3, 0, 〈Y 〉), ([0], 1, 3, 1, 〈A〉),
([0], 1, 3, 2, 〈K〉), ([0], 1, 3, 3, 〈W 〉),
([0], 1, 3, 4, 〈L〉), ([0], 1, 3, 5, 〈C〉),
([0], 1, 3, 6, 〈D〉), ([3], 1, 6, 0, 〈W 〉),
([3], 1, 6, 1, 〈L〉), ([3], 1, 6, 2, 〈C〉),
([3], 1, 6, 3, 〈D〉), ([3], 1, 6, 4, 〈N〉),
([1], 2, 5, 0, 〈T 〉), ([1], 2, 5, 1, 〈A〉),
([1], 2, 5, 2, 〈E〉), ([1], 2, 5, 3, 〈H〉),
([1], 2, 5, 4, 〈N〉), ([1], 2, 5, 5, 〈Q〉),
([1], 2, 5, 6, 〈C〉), ([1], 5, 4, 0, 〈F 〉),
([1], 5, 4, 1, 〈L〉), ([1], 5, 4, 2, 〈M〉),
([1], 5, 4, 3, 〈A〉), ([1], 5, 4, 4, 〈W 〉),
([1], 5, 4, 5, 〈E〉), ([1], 5, 4, 6, 〈H〉)} (9)

スコープデータベースの各要素がもっている追加候

補文字 αをハッシュテーブルのハッシュキーとするこ

とによって，各要素を同じ αでグルーピングすること

ができる．図 4は，式 (9)をハッシュテーブルで構造

化した例である．

5. 3. 2 可変長領域列挙リスト

〈patk〉 に対する SDBα(〈patk〉, [0,wcmax + εmax ])

を用いて，すべての 〈patk+1〉 = 〈patk-x(r, j)-α〉を作
成するとき，SDBα(〈patk〉, [0,wcmax + εmax ])から極

小な可変長ワイルドカード領域 x(r, j) を効率的に計

算する方法について述べる．このスコープデータベー

ス内の各要素がもっているワイルドカード数 wc と求

めるべき領域 x(r, j)の間には，j = wc = r + εが成

立する．この性質を利用すると，rと εの組合せ (r, ε)

の集合 R（以下では r-ε集合と呼ぶ）は以下のとおり

である．

R = {(r′, ε′)|wc = r′ + ε′,

図 4 SDB(〈F -x(0, 3)-K〉, [0, 3 + 3]) に対するハッシュ
テーブルの概略
Fig. 4 The outline of the hash table of

SDB(〈F -x(0, 3)-K〉, [0, 3 + 3]).

(Listk, i, j,wc, α)

∈ SDBα(〈patk〉, [0,wcmax + εmax ]),

r′ ∈ [0,wcmax ], ε
′ ∈ [0, εmax ]} (10)

この r-ε 集合 R を r の値ごとに分類すると，最大

で wcmax + 1個のグループ Rr が作られる．各グルー

プから可変長ワイルドカード領域 x(r, jmax )を計算す

ることができる（jmax = r + max ε(Rr)）．以下では，

各グループについて，グループ内の各要素を εの値に

関して昇順にならべたリストを可変長領域列挙リスト

と呼ぶ．

図 5は，SDBA(〈F -x(0, 3)-K〉, [0, 3+ 3])に対する

4 本の可変長領域列挙リストである．r = 1 に関す

るグループには，(1, 0) : #1,#2，(1, 2) : #5 が接

続されている．それらは，このグループに r = 1 で，

ε = 0をもつワイルドカード領域が配列データの識別

子 1 と 2 に存在し，ε = 2 をもつワイルドカード領

域が配列データの識別子 5 に存在することを表して

いる．したがって，このグループの極小な可変長ワイ

ルドカード領域は x(1, 1 + 2) として表現することが

できる．また，x(1, 3) の支持数は，最小支持数を満

たすので，〈F -x(0, 3)-K-x(1, 3)-A〉 : 3が得られるが，

x(0, 3) は，前述の再計算処理によって，x(0, 1) に変

更される．r = 0，2，3については，どの値も最小支

持数を満たさないので，どれからも可変長ワイルド

カード領域を得ることができない．ここで，仮に，最

小支持数を 2としてみよう．すると，r = 0のグルー

プも最小支持数を満たすことになる．したがって，こ

のグループの極小な可変長ワイルドカード領域とし
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図 5 SDBA(〈F -x(0, 3)-K〉, [0, 3 + 3]) に対する 4 本の
可変長領域列挙リスト

Fig. 5 Four variable-length wildcard region listing

lists of SDBA(〈F -x(0, 3)-K〉, [0, 3 + 3]).

て x(0, 0 + 3) を得ることができる．よって，頻出で

極小な可変長ワイルドカード領域として，r = 0のグ

ループの x(0, 3)と r = 1のグループの x(1, 3)が得ら

れる．しかし，[1, 3] ⊂ [0, 3] であるので，x(1, 3)は，

x(0, 3)に対して，冗長な領域である．よって冗長なワ

イルドカード領域 x(1, 3)は除去される．

このように，可変長領域列挙リストは，冗長なワイ

ルドカード領域を効果的に除去することができる．

6. 性 能 評 価

ここでは，従来手法の可変長パターン抽出法と，

提案手法のスコープデータベースの計算結果を比較

する．このために利用した計算機環境は，Intel PIV-

2.4GHz，メモリ：2GByte，SWAPメモリ：2GByte，

HDD：74.5GByte，OS：Microsoft Windows XP Pro-

fessional である．性能評価のために使用したデータ

セットは，Leucine Zipperモチーフ，及び，Zinc Figer

モチーフをそれぞれ含む配列データベースである．

6. 1 Leucine Zipperデータセット

ここでは，PROSITEから Leucine Zipperモチー

フを含むデータセットを選択するために，登録番号

として PS00036 を用いた．このデータセットには，

125件の配列データが含まれている．Leucine Zipper

モチーフの形式は，〈[KR]-x(1, 3)-[RKSAQ]-N-x(2)-

[SAQ](2)-x-[RKTAENQ]-x-R-x-[RK]〉である．この
配列データベースから上記のモチーフを抽出するため

に，入力パラメータを，最大ワイルドカード長，最大誤

差数をともに 2とし計算をした．その結果を表 3に示

す．この表には，従来手法と提案手法のそれぞれが抽

出した頻出パターンの件数が最小支持率ごとに示され

ている．最小支持率は，固定長パターン抽出法で正解

（モチーフ中に含まれている 8-ストリング）が抽出され

る直前付近の支持率から設定した [6]．また，この表に

は，提案手法により極小化（変更）が行われたワイル

ドカード領域の数をもとに計算されたワイルドカード

領域の領域変更率も示されている．この領域変更率は，

すべての頻出パターンに含まれるワイルドカード領域

の数に対する，極小化（変更）されたワイルドカード

領域の数の割合として求められる．例えば，図 3の場

合，総ワイルドカード領域の数は 7 個で，そのうち，

1箇所が変更されている（〈F -x(0, 1)-K-x(1, 3)-A〉の
〈F 〉と 〈K〉との間のワイルドカード領域が x(0, 3)か

ら x(0, 1)に変更されている）ので，表 1 のワイルド

カード領域の領域変更率は，14%である．

提案手法は従来手法に比べ，抽出される頻出パター

ンが少ないことが分かる．これは，提案手法は，従来

手法で抽出されていた可変長ワイルドカード領域が冗

長なパターンや非極小被覆なパターンを抽出しないた

めである．また，他の理由として，パターン成長過程

において，可変長ワイルドカード領域を極小化するた

めの再計算を行った結果，冗長性が発生したため，パ

ターンが削除されたことも考えられる．

また，従来手法では，支持率を 36%未満にすると，

メモリ不足で計算を打ち切ってしまう．提案手法では，

抽出されるパターンが少なくなることもあり，支持率

25%まで頻出パターンを抽出することに成功している．

6. 2 Zinc Fingerデータセット

ここでは，PROSITEから Zinc Fingerモチーフを

含むデータセットを選択するために，登録番号とし

て PS00028 を用いた．このデータセットには 744 件

の配列データが含まれている．Zinc Finger モチーフ

の形式は，〈C-x(2, 4)-C-x(3)-[LIVMFYWC]-x(8)-H-

x(3, 5)-H〉である．この配列データベースから上記の
モチーフを抽出するために，入力パラメータを最大ワ

イルドカード長を 8，最大誤差数を 2として計算した．

最小支持率は Leucine Zipperと同様，固定長パター

ン抽出法で，正解が抽出される直前付近の支持率から

設定した．その結果を表 4に示す．

表 4 より，Zinc Finger データセットは，抽出され

る頻出パターン数が従来手法と同じであった．これは，

支持率がかなり大きい（Zinc Finger は大きなデータ

セットのため，支持率を下げると，メモリ領域不足で

すべての頻出パターンを抽出することはできない）の

で，抽出される頻出パターン数が少ないことや，最大
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表 3 Leucine Zipper モチーフを含むデータセットの計算処理
Table 3 Calculation result of a dataset that includes the Leucine Zipper motif.

比較項目 / 最小支持率 37% 36% 30% 25%

従来手法 頻出パターン（件） 56821 64182 - -

計算時間（秒） 11.7 12.8 - -

提案手法 頻出パターン（件） 51739 57540 203077 700845

計算時間（秒） 92.6 101.5 468.4 2378.0

　　　　 領域変更率（%） 4.6 5.0 11.3 11.9

表 4 Zinc Finger モチーフを含むデータセットの計算処理
Table 4 Calculation result of a dataset that includes the Zinc Finger motif.

比較項目 / 最小支持率 90% 80% 70%

従来手法 頻出パターン（件） 1042 9673 -

計算時間（秒） 23.0 128.6 -

提案手法 頻出パターン（件） 1042 9673 293218

計算時間（秒） 388.4 1626.0 28613.8

　　　　 領域変更率（%） 0.0 0.2 2.9

ワイルドカード長が大きいため，最大ワイルドカード

長を超える領域をもつパターンが生成されず，削除さ

れるパターンがないことなどが理由として考えられる．

また，ワイルドカード領域の領域変更率も数値が小さ

いことから，Zinc Finger モチーフを含むデータセッ

トは，オカーレンス集合を過度に説明する表現を含む

パターンがない規則的なデータセットといえる．

また，従来手法では，支持率を 80%未満にすると，

メモリ領域不足で計算を打ち切ってしまう．提案手法

では，抽出されるパターンが少なくなることもあり，

支持率 70%まで頻出パターンを抽出することに成功し

ている．

更に，文献 [6] にも述べたが，固定長パターン抽出

法と可変長パターン抽出法を比べると，可変長パター

ン抽出法の方が抽出される頻出パターンは多く，長い

計算時間を必要とする．しかし，可変長パターン抽出

法で抽出される正解の個数は，固定長パターン抽出法

と比べて Leucine Zipperで 8倍，Zinc Fingerで 9倍

多く抽出される．

以上のことから，提案手法は，従来手法に比べ，よ

り小さい支持数でも頻出パターンを抽出することがで

き，かつ，極小なワイルドカード領域をもつパターン

を抽出することができるので，従来手法に比べ，優れ

た抽出能力をもっていることを確認することができた

7. む す び

本論文では，アミノ酸配列データベースからモチー

フの候補である，極小な可変長ワイルドカード領域を

もつと同時に非冗長な頻出パターンを見つける方法

を提案した．パターン成長アプローチに基づく射影

データベースを拡張し，k-頻出パターンごとにスコー

プデータベースを作成している．k-頻出パターンのス

コープデータベースは，従来の射影データベースに含

まれるスキャン開始位置の情報に加えて，ユーザによ

り定められた参照範囲の情報と，それまでに求まった

可変長の k-頻出パターンに対するすべてのオカーレン

スの情報から構成される．

スコープデータベースの有効性を示すために，

Leucine Zipperモチーフ，及び，Zinc Figerモチーフ

を含むデータセットを PROSITE からそれぞれ取り

出し，各データセットに対して，可変長の頻出パター

ンを抽出する能力の評価を行った．その結果，従来手

法に比べ，より極小な可変長ワイルドカード領域をも

つと同時に非冗長な頻出パターンを抽出することがで

きた．

今後の課題として，ギブスサンプラーの導入や，「あ

いまい文字」を含む頻出パターンの抽出をする方法の

研究が挙げられる．
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