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メモリ効率の良い de novo アセンブリアルゴリズム
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概要：本論文では，次世代シーケンサから得られた大量のデータに対して，大規模なゲノムのアセンブリ
が可能となるように，消費メモリ量の少ない de novo アセンブリアルゴリズムを提案する．実験では，E．
coli K-12 strain MG1655 及びヒトの 14 番染色体から得られたリードに対してアセンブリを行った．その
結果，本手法は E．coli に対しては従来手法の約 20%, ヒト 14 番染色体に対しては他手法の約 60%の消費
メモリ量で de novo アセンブリが可能であることを確認した．
キーワード：バイオインフォマティクス, 次世代シーケンサ, de novo アセンブリ, de Bruijn グラフ

A Memory Eﬃcient Short Read De Novo Assembly Algorithm
Abstract: In this paper, we propose an algorithm for de novo assembly with lower memory. In our experiments using the E．coli K-12 strain MG 1655, the average maximum memory consumption of the proposed
method was approximately 20% of that of the popular assemblers. Moreover, in the experiments using human
chromosome 14, the average amount of memory of our method was approximately 60% of that of the popular
assemblers.
Keywords: bioinformatics, next generation sequencing, de novo assembly, de Bruijn graph

1. まえがき

して，Velvet[1]，ABySS[2]，SOAPdenovo[3] などがある．
これらは de Bruijn グラフと呼ばれるグラフを利用するこ

ゲノムの解読は，生命システムの解明だけでなく，医療

とで de novo アセンブリを実現している．de Bruijn グラ

科学，薬学，農学などの多様な応用が考えられ，生命に関す

フを用いたアルゴリズムのうち，Velvet や SOAPdenovo

る多くの分野において重要な要素となっている．ゲノムを

が比較的少ない消費メモリ量で高精度のコンティグが得ら

解読するためには DNA の全ての塩基配列を解読すること

れるので，現在では広く普及している．しかし，数 Gbp を

が必要であるが，近年では次世代シーケンサの出現によっ

越える大規模な全塩基配列を決定する場合，これらのアル

て塩基配列決定に要するコストが大幅に減少した．次世代

ゴリズムを用いても，消費メモリ量が非常に膨大でメモリ

シーケンサは，DNA からリードと呼ばれる大量の短い塩基

不足となりやすい．そのため，de novo アセンブリではそ

配列の断片を出力する．リードは大量に必要であり，シー

の消費メモリ量が重要な課題となっている．

ケンスエラーと呼ばれる塩基の読み取りミスが含まれてい

これに対し，de Bruijn グラフをコンパクトなデータ構造

る場合があるため，全塩基配列の決定ではこれらの断片を

で表現することを目指した研究がある [4][5][6][7]．これら

適切に繋ぎ合わせるための技術が重要となる．このような

の文献では，de Bruijn グラフを非常にコンパクトなデー

技術は de novo アセンブリと呼ばれ，多くの de novo ア

タ構造を実現しており，消費メモリ量を減少させることに

センブリのためのアルゴリズムが提案されている．次世代

成功している．しかし，これらの手法では，いかにしてグ

シーケンサに対応した de novo アセンブリアルゴリズムと

ラフをコンパクトに表現するかという点に焦点が当てられ
ており，de novo アセンブリにおいて最もコストの大きい

1

2

a)

宇都宮大学工学研究科
Utsunomiya, Tochigi 321–8585, Japan
筑波大学生命環境系
Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8572, Japan
00.endo@gmail.com

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

処理の一つであるリード (k -mer) を読み込む処理やグラフ
構築等の前処理などを含めたアセンブリ全体の効率につい
て，アセンブリの結果であるコンティグについては詳細に
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検討されていない．
本論文では，次世代シーケンサから得られた大量のリー
ドを用いて，大規模なゲノムに対しても de novo アセンブ
リが可能となるように，消費メモリ量の少ない de novo ア
センブリアルゴリズムを提案する．本論文で提案するアル
ゴリズムは，de Bruijn グラフを用いてアセンブリを行う
が，頂点の情報のみでグラフを表現する．これにより，大
量の辺の情報を保持する必要が無くなるため，大幅な消費
メモリ量の削減が実現できる．又，提案手法は k -mer 及び

de Bruijn グラフを非常に単純なデータ構造で表現してお
り，de novo アセンブリ全体のコストを考慮して実現して
いる．実験では，E．coli K-12 strain MG1655 及びヒトの

14 番染色体から得られたリードに対して，本手法，Velvet
及び SOAPdenovo でアセンブリを行い，アセンブリ全体
における消費メモリ量を比較した．その結果，本手法は E.

coli に対しては他手法の約 20%，ヒト 14 番染色体に対し
ては他手法の約 60%の消費メモリ量で de novo アセンブリ
が可能であることを確認した．

2. 消費メモリ量の少ないアセンブリアルゴリ
ズム
提案手法では，de novo アセンブリの問題を de Bruijn グ
ラフを用いてコンティグを求めるアルゴリズムとして実装
する．提案手法の全体の流れを図 1 に示す．まず，入力と
なるリードから k -mer の全てのパターン，各 k -mer がリー
ド中に出現する回数を保存する．次に，登録した k -mer か
ら de Bruijn グラフを構築する．そして，構築したグラフ
を複数の部分グラフに分割する．このとき，各部分グラフ

図 1

提案手法の全体の処理の流れ

は分岐による曖昧さや閉路を持たず，単純な経路 (単純パ
ス) を必ず一つ持つように分割される．分割された各部分

表 1

k -mer と k -mer 整数の対応表 (5-mer の場合)

グラフを，より長い単純パスを持つように連結する．最後

k -mer

Quaternary

Binary

k -mer integer
(Decimal)

に，連結された各部分グラフ内の頂点を辿り，コンティグ

AAAAA

0

0

0

を生成する．

AAAAC

1

1

1

AAAAG

2

10

2

AAAAT

3

11

3

:

:

:

:

ACGGT

1223

01101011

107

2.1 k -mer の抽出
全てのリードから全ての k -mer のパターンを調べ，それ
らを k -mer 整数としてメモリ上の単純なデータベースに保
存する．図 2 に本手法の k -mer のパターンの抽出の流れを

ACGTA

1230

01101100

108

ACGTC

1231

01101101

109

:

:

:

:

示す．本手法では，まずリードを一本ずつ読み込み k -mer
を抽出する．得られた k -mer を k -mer 整数に変換し，デー

するのに対し，k -mer 整数では同じ k Byte で 4k 分の塩基

タベースに登録していく．この処理を全てのリードに対し

列を表すことができ，消費メモリ量を 1/4 に節約できる．

て行う．k -mer とは k 文字の塩基配列のパターンのことを

提案手法では，以上の k -mer の抽出処理を行い，k -mer

指し，k -mer 整数とは各 k -mer に一対一で対応づけた整数

整数とその出現回数のみをメインメモリ上に保存する．一

である．具体的には，各塩基 A，C，G，T をそれぞれ 0，

方，消費メモリ量の削減のため，de Bruijn グラフの辺や

1，2，3 の数値に対応させることで，塩基配列を 4 進数の

k -mer のリード上での位置関係等の情報はメインメモリに

整数として表した値が k -mer 整数となる．k -mer をそのま

保存しない．そのため，提案手法は消費メモリ量を大幅に

ま文字列として表した場合，一般に k Byte のメモリを消費

削減することができる．尚，出現回数の低い k -mer はシー
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図 3

有向辺で接続されている 4 種の頂点の例 (3-mer の場合)

2.3 辺の除去
図 2

本手法における k-mer の抽出処理

実際の k -mer から構築した de Bruijn グラフは大量の分
岐や閉路が多数存在し，単純パスを求める上で問題となる．
問題となる具体的なグラフの例を図 4 に示す．図 4(a) は，
ある頂点から複数の異なった頂点へ有向辺を持っている例

ケンスエラーである可能性が高いため，提案手法ではその

である．この場合，複数ある辺のどちらを選択するかとい

ような k -mer は無効とし，存在しないものとみなす．3 章

う問題が生じる．図 4(b) は，複数の異なった頂点からの

の実験では，出現回数が 5 回以下の k -mer は無効とした．

有向辺が同一の頂点に連結されている例である．この場合

また，互いに相補的な k -mer は同一の k -mer として扱う．

も，複数ある辺のどちらを選択するかという問題となる．
図 4(c) は，パスに閉路を含む場合である．このグラフか

2.2 グラフの構築

らそのままパスを得ようとすると，同じ頂点を無限に辿る

リードから抽出した全ての k -mer を用いて de Bruijn グ

こととなり問題となる． 提案手法では，コンティグを生成

ラフを構築する．de Bruijn グラフとは，任意の頂点が k

する前に以下に示す頂点の走査を実施し，辺を除去 (選択)

文字の文字列に対応し，辺で連結された両頂点の各文字列

し，グラフ全体を閉路或いは単純パスを一つだけ持つ複数

は k-1 文字だけ重複するという特徴を持つ有向グラフであ

の部分グラフに分割することですることでこれらの問題を

る．例えば，“ACGTA” と “CGTAC” いう k -mer の頂点が

解決する．

あった時，“ACGTA” から “CGTAC” への有向辺が存在す

( 1 ) 出現回数が最も多い k-mer に対応する頂点を一つ選び

る．しかし，k -mer から構築した de Bruijn グラフでは分

開始頂点とする．

岐や閉路が多数存在し，単純パスになることはほとんどな

( 2 ) 開始頂点を注目頂点とする

く，コンティグを生成するための単純パスを決定すること

( 3 ) 注目頂点から有向辺で連結されている頂点の存在を調

は非常に困難となる．この問題の解決方法については 2.3

べ，その頂点の数によって以下の処理を実施する．

節で述べる．

( a ) 連結されている頂点が一つなら，その頂点を注目

従来の de Bruijn グラフを用いたアセンブリアルゴリズ

頂点とし，3 へ

ムでは，頂点がどのように接続されているかという辺の情

( b ) 頂点が複数連結されているなら，その中から頂点

報をメインメモリに保存している．このため，膨大な辺情

を一つ選び注目頂点とし，3 へ (詳細は後述する)

報を保存することとなり，大量のメモリを消費してしまう．
一方，提案手法では，辺情報は一切メモリ上に保存せず，
必要な時に辺の有無を計算することで求めている．k -mer

( c ) 連結されている頂点が無ければ注目頂点を終止頂
点とし，4 へ

( 4 ) 選択されていない頂点を調べる

を用いて de Bruijn グラフを構築した場合，ある頂点から

( a ) 注目頂点として選択されていない頂点が存在する

k-1 文字の重複 (有向辺) を持つ頂点は，図 3 に示すように

なら，その中から出現回数が最も多い頂点を開始

最大で 4 種類存在する．提案手法では，頂点を辿る際に，

頂点として選択し，2 へ

これら 4 種類の頂点に対応する k -mer 整数がデータベース
に存在するか調べる．もし重複している k -mer が存在すれ

( b ) 注目頂点として選択されていない頂点が存在しな
いなら終了する．

ば，その頂点から有向辺があるものとする．このように，

上記の処理において，ある開始頂点からある終止頂点まで

提案手法は de Bruijn グラフを仮想的に表現し，メインメ

辿る間に，注目頂点として選択された頂点に同一のラベル

モリ上には頂点の情報のみを保存することで，大幅に消費

を与える．具体的には，i 番目に開始頂点として選択され

メモリ量を削減している．従って，提案手法におけるグラ

た頂点から終止頂点までの間に辿った全ての頂点に，i と

フの構築は，全てのリードから全ての k -mer 整数とその出

いうラベルが与えられる．このラベルが同一である複数の

現回数をデータベースに保存することで完了となる．

頂点は一つの部分グラフであることを意味しており，結果
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図 4 グラフに現れる分岐の例

図 6

部分グラフの連結の例

( 3 ) 注目グラフの開始頂点 (終止頂点) から連結されている
頂点で，注目グラフに含まれていない頂点が存在する
図 5

パスの一部に閉路がある例

か調べる．

( 4 ) 注目グラフの開始頂点 (終止頂点) から連結されている
として 2.2 節で構築したグラフは複数の部分グラフに分割

頂点が存在し，部分グラフの終止頂点 (開始頂点) であ

される．

れば，そのグラフを注目グラフと連結可能なグラフと

頂点の走査で，図 4 のような分岐や閉路を検出した場合
は，分岐や閉路のパターンによって次のように解決する．

する．ただし，閉路を持つ部分グラフの連結に対して
は後述の方法で解決する．

まず，図 4(a) のように注目頂点の出次数が 2 以上である

( 5 ) 連結可能な部分グラフが存在するならば，そのグラフ

場合は，最も出現回数の多い k -mer の頂点への辺を選択す

に含まれる頂点全てに注目グラフの頂点と同じラベル

る．本手法では各頂点に対応する k -mer と出現回数が保存

を与え直すことで二つの部分グラフを連結し，連結可

されているため，その出現回数を参照・比較することで実

能な部分グラフを注目グラフとする．

現している．また，図 4(b) のように注目頂点の入次数が

2 以上である場合も同様に，最も出現回数が多い頂点から

( 6 ) 連結可能な部分グラフが無くなるまで 3-5 の処理を繰
り返す．

の辺を選択する．次に，図 4(c) のように，注目頂点に連結

図 6 に部分グラフの連結の例を示す．図 6 では開始グラ

されている頂点が注目頂点と同一のラベルを与えられた開

フから左方向へ連結を繰り返している例である．同様の処

始頂点である場合，つまり閉路を検出した場合は，その時

理を右方向にも行い，両方向で部分グラフの連結・拡張を

点の注目頂点を終止頂点とする．しかし，ほとんどの場合

行う．ここで，もし連結可能な部分グラフを複数検出した

は，図 5 のように開始頂点ではない頂点に同一のラベルが

場合，最も長いパスを持つ部分グラフを選択する．

あることが多い．その場合は，閉路となっている部分の頂

また，閉路を持つ部分グラフの選択及び連結の解決の流

点に，新たな別のラベルを与え，閉路のみからなる部分グ

れを図 7 に示す．図 7 では，Gpath は単純パスを持つ部分

ラフと単純パスを持つ部分グラフに分割する．

グラフであり，va をその開始頂点する．一方，vb は閉路
を持つ部分グラフ Gcycle に含まれる頂点である．ここで，

2.4 部分グラフの連結とコンティグの生成
2.3 節で得られた複数の部分グラフを，より長い単純パ
スを構築できるように部分グラフ同士を連結する．具体的
には，複数の部分グラフを次の操作を行うことでグラフの
連結を行う．

( 1 ) 部分グラフを一つ選択し開始グラフとする．この部分
グラフは，まだ注目グラフとして選択されていない部
分グラフの中で閉路ではない最も長い単純パスを持つ
ものが選択される．

va と vb に対応する k -mer が重複している，つまり va と
vb 辺で連結している場合，vb と同様に Gcycle に含まれ，
かつ vb と辺で連結された頂点 vc が存在する．vb と vc を
それぞれ Gcycle の開始頂点と終止頂点とみなすことで，

Gpath と Gcycle をマージする．その後，vc と重複する別
の頂点が存在するか調べることで，部分グラフのマージを
繰り返していく．
全ての部分グラフの連結処理が完了した後，連結された
全ての部分グラフの単純パスに含まれる頂点の k -mer を順

( 2 ) 開始グラフを注目グラフとする．

に参照することにより，各部分グラフに対応するコンティ
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図 8

最大消費メモリ量の比較 (E.coli)

図 7 閉路を持つ部分グラフの連結の例

グを生成する．生成された各コンティグにおいて，長さが
閾値以上となるコンティグをアセンブリの最終結果として
出力する．3 の実験では，この閾値はリードの長さに設定
した．

3. 実験
提案手法の有効性を確かめるため，実際の次世代シー
ケンサより得られたリードを用いてアセンブリを行い，

図 9

実行時間の比較 (E.coli)

既存手法である Velvet(ver. 1.2.08) と SOAPdenovo2(ver.

2.04) との比較を行った．Velvet は最も普及している de

に高速であった．次に，表 2 に E.coli の各手法のアセン

novo アセンブラの一つであり，de Bruijn グラフに基づい

ブリの結果として，得られたコンティグの長さや量，精度

たアルゴリズムを採用している．また，SOAPdenovo も同

を示す．表中の最適 k -mer サイズとは N50 値が最大の時

様に最も普及している de novo アセンブラの一つである．

の k のサイズを表している．また N50 値とは，その値よ

SOAPdenovo2 は SOAPdenovo の後継アセンブラであり，

りも長いコンティグが全てのコンティグの 50%を占めるこ

SOAPdenovo よりも消費メモリ量，コンティグの長さや

とを意味する数値であり，N50 値が長いほど優れた結果で

精度等が向上している．実験では，これらの手法で塩基配

ある．表 2 より，提案手法では N50 値は他の手法に比べ

列が既知である複数のゲノムを対象にアセンブリを行っ

わずかに短い結果となった．コンティグの本数については

た．なお全ての実験は 189GByte のメモリを搭載した Intel

SOAPdenocvo2 が最も多い結果であった．一方，総塩基数

Xeon E5-2660(2.2GHz) 上で行った．

やカバー率・エラー率には大きな差が表れなかった．

3.1 E.coli の de novo アセンブリ

3.2 ヒトの 14 番染色体の de novo アセンブリ

最初の実験では，DNA の全塩基配列が既知である E.coli

第二の実験では，DNA の全塩基配列が既知であるヒト

K-12 strain MG1655 に対して行った．全塩基配列の長さ

の 14 番染色体に対して行った．全塩基配列の長さは約

は約 4.64Mbp である．実験では，次世代シーケンサから

107Mbp，未決定の配列であるギャップを除いた長さは約

得られた，シーケンスエラーが含まれている 29,879,853

88Mbp である．実験では，GAGE で用いられたヒトの 14

本のリード (35bp) を使用した．また，k -mer のサイズを

番染色体のリードを使用した．GAGE(Genome Assembly

k =19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 と変化させ，それに対する消

Gold-standard Evaluations)[8] とは，de novo アセンブリ

費メモリ量と実行時間の変化を調べ，その結果を Velvet 及

の性能評価を行うための代表的な報告の一つである．本

び SOAPdenovo2 と比較した．

データセットのリードは本来はペアエンドリードの FASTQ

図 8 と図 9 に，E.coli のアセンブリを行った際の各手法

形式であるが，本実験では全てシングルエンドリードの

の最大消費メモリ量と実行時間を示す．図 8 より，すべて

FASTA 形式に変換しアセンブリを行った．リードの総本

の k の場合で最大消費メモリ量を削減できており，平均で

数は 61,579,272 本とし，長さは 101bp とした．本実験で

SOAPdenovo2 の約 13%，Velvet の約 19%の消費メモリ量

は k -me のサイズを k =51, 55, 59, 63, 67, 71, 75 と変化さ

で実行できたことがわかる．このことから，E.coli のアセ

せ，3.1 節と同様に結果を Velvet 及び SOAPdenovo2 と比

ンブリでは提案手法の目的を達成できたと言える．一方，

較した．

図 9 より，実行時間に関しては，Velvet が最もアセンブ

図 10 と図 11 に，ヒトの 14 番染色体のアセンブリを

リに時間を要し，SOAPdenovo2 が提案手法よりもわずか

行った際の各手法の最大消費メモリ量と実行時間を示す．
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表 2

アセンブリ結果の比較 (E.coli)

最適 k -mer(bp)

N50(kbp)

コンティグ数

総塩基数 (kbp)

カバー率 (%)

エラー率 (%)

提案手法

25

16.4

602

4,514

96.77

0.00272

SOAPdenovo2

29

19.0

2008

4,542

98.33

0.06988

Velvet

29

22.9

754

4,544

98.03

0.00000

Assembler

表 3
Assembler

アセンブリ結果の比較 (ヒトの 14 番染色体)

最適 k -mer
(bp)

N50
(bp)

コンティグ数

総塩基数
(kbp)

カバー率
(%)

ギャップを除いた
カバー率 (%)

エラー率
(%)

提案手法

51

1,119

217,033

101,255

79.39556

96.53553

0.71973

SOAPdenovo2

63

3,682

186,558

91,358

81.15031

98.66909

0.03682

Velvet

63

5,108

73,054

83,706

78.97097

96.01927

0.00026

ブリを可能となるように，消費メモリ量の少ない de novo
アセンブリアルゴリズムを提案した．実験では，E．coli

K-12 strain MG1655 及びヒトの 14 番染色体から得られた
リードに対して，本手法，Velvet 及び SOAPdenovo2 でア
センブリを行い，消費メモリ量を比較した．その結果，本
手法は E．coli に対しては他手法の約 20%，ヒト 14 番染
色体に対しては他手法の約 60%の消費メモリ量で de novo
アセンブリが可能であることを確認した．今後の課題とし
図 10

最大消費メモリ量の比較 (ヒトの 14 番染色体)

ては，分岐による曖昧さや閉路に対する解決方法を見直し，
コンティグの長さ・精度をより高めることが挙げられる．
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