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研究成果の概要（和文）：

遺伝子ネットワークやメタボリックパスウェイなどの相互関係を自動導出する際によく
用いられている 2 つの数理モデル（質量作用則表記および S-system 表記）のそれぞれのメ
リットに着目した新しい数値最適化手法（ハイブリッド数理モデル）を提案し、プロトタ
イプシステムを開発した。開発したプロトタイプシステムは、まず相互関係の概略を高速
に導出し、次に導出された概略を拘束条件として詳細を導出するというものである。開発
したプロトタイプシステムを各種時系列データによって評価し、提案手法の有効性をした。

研究成果の概要（英文）：
We proposed hybrid mathematical model which fused each advantage of Mass-action

model and S-system model. Concretely, the first stage of optimization infers the outline of
network structure by using S-system model and genetic algorithm as a mathematical
model and optimization method, respectively. The second stage of optimization uses a
result of the first stage as a constraint condition, and infers detailed network structure by
using Mass-action model and genetic programming as a mathematical model and
optimization method, respectively. We developed a prototype by implementing our
method, and evaluated the effectiveness of our method.
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１．研究開始当初の背景
近年、遺伝子発現量プロファイルや生体内

代謝産物の濃度など様々な分野で一度に大
量の時系列データが取得できるようになっ

てきている。それに伴い、これらの分野では
情報科学の技術を用いて、得られた大量の時
系列データからそれらの相互関係、すなわち
遺伝子ネットワークやメタボリックパスウ
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ェイなどを同定し、遺伝子発現や代謝経路な
どの全貌を明らかにしようとする研究が注
目を集め、数多く行われ始めている。遺伝子
ネットワークやメタボリックパスウェイな
どの同定には、対象となる相互関係を数理モ
デル（非線形連立微分方程式）で表現し、得
られた時系列データを再現するように数理
モデルを数値最適化することで行う。扱う時
系列データは非常に膨大であり、対象とする
系（相互関係モデル）も大規模であることか
ら、いかに高速にかつ高精度に数値最適化を
行うことができるかがカギとなるが、相互関
係を自動導出するための高速かつ高精度な
最適化手法はまだ試行錯誤の段階であり、確
立するに至っていない。

相互関係（非線形連立微分方程式）の自動
導出において、一般的に数理モデルには質量
作 用 則 表 記 ま た は べ き 乗 則 に 基 づ く
S-system 表記が用いられ、それぞれの数理モ
デルの最適化には、遺伝的プログラミングお
よび遺伝的アルゴリズムといった最適化手
法が用いられる。質量作用則表記の数理モデ
ルには、「相互関係の詳細な記述が可能で高
精度」というメリットがある反面、「最適化
対象となるパラメータが非常に多く高速化
が困難」というデメリットがある。一方、
S-system 表記の数理モデルには、「最適化対
象となるパラメータが質量作用則表記に比
べ少なく、高速化が可能」というメリットが
ある反面、「質量作用則表記の近似式である
ため、相互関係の記述が概略にとどまる」と
いうデメリットがある。

研究代表者は、これまでの研究において、
相互関係を自動導出する際に一般によく用
いられている 2 つの数理モデル（質量作用則
表記および S-system 表記）のそれぞれのメ
リットに着目し、それぞれの数理モデルのメ
リットをうまく採り入れたハイブリッド数
理モデルによる新しい数値最適化手法を提
案し、提案手法に基づいたプロトタイプシス
テムを開発した。開発したプロトタイプシス
テムを人工的に作成した単純な時系列デー
タを用いて評価し、提案手法の有効性を示し
た。

２．研究の目的
研究代表者は、これまでの研究において、

ハイブリッド数理モデルによる新しい数値
最適化手法を提案し、提案手法の有効性を示
してきたが、有効性の検証に用いた時系列デ
ータは非常に単純な人工データ（次元数の少
ない連立微分方程式）であったため、複雑な
人工データ（次元数の多い連立微分方程式）
および実データを用いた遺伝子ネットワー
クやメタボリックパスウェイなどの同定に
おける提案手法の有効性を示せていない。ま
た、大規模な時系列データを扱う際には、計

算精度・効率および計算時間が問題となるた
め、高精度化・高速化も必要となる。

本研究では、これまでに開発したプロトタ
イプシステムを高精度化・高効率化・高速化
に重点を置いて改良・発展させ、大規模な時
系列データを用いてハイブリッド数理モデ
ルによる新しい数値最適化手法の有効性を
示し、高速かつ高精度な相互関係自動導出法
を確立することを目的とする。

３．研究の方法
(1) 開発したプロトタイプシステムの概要

提案したハイブリッド数理モデルによる
新しい数値最適化手法に基づき開発したプ
ロトタイプシステムの概要は以下の通りで
ある。

① 相互関係の概略を導出
以下のように定義される S-system 表

記の数理モデルの「質量作用則表記の数
理モデルに比べ最適化対象となるパラ
メータが少なく、高速に計算可能」とい
うメリットを生かし、相互関係の概略を
高速に導出する。最適化手法は遺伝的ア
ルゴリズム(Genetic Algorithm, GA)を
用いる。

なお、GA による最適化において、世代
交代モデルには図 1 の MGG (Minimal
Generation Gap)、交叉モデルには図 2
の UNDX (Unimodal Normal Distribution
Crossover)を用いている。

図 1: MGG の概要

図 2: UNDX の概要



② 詳細な相互関係の導出
質量作用則表記の数理モデルを遺伝

的プログラミング(Genetic Programming,
GP)を用いて最適化し、詳細な相互関係
を導出する。この際、S-system 表記の数
理モデルを GA によって最適化すること
で得られた相互関係の概略（S-system
表記の各種パラメータ）を拘束条件とす
ることで、質量作用則表記の数理モデル
を最適化する際の探索空間（各種パラメ
ータの範囲）を限定し、詳細な相互関係
を高速に導出する。
なお、GP による最適化において、個体

表現は図 3 の線形配列表現(Linear GP)
を用いており、係数部分の最適化（図 4）
に は 図 5 の 進 化 戦 略 (Evolution
Strategy, ES)を用いている。

図 3: 線形配列表現 (Linear GP)

図 4: 係数最適化

図 5: 進化戦略 (Evolution Strategy)

(2) プロトタイプシステムの改良
これまでの研究において開発したプロト

タイプシステムは、1 種類の時系列データを

与えて相互関係を自動導出するものであっ
た。しかし、次元数の多い連立微分方程式と
なる複雑なデータの相互関係の導出を行う
場合、1 種類の時系列データのみでは最適化
が成功しない、または、パラメータの自由度
が大きいため、相互関係を一意に決定できな
いという問題が生じた。また、遺伝子ネット
ワークやメタボリックパスウェイなどの同
定においては、様々な条件下で時系列データ
（例えば遺伝子ネットワークの同定におけ
る野生株や破壊株のデータ）を取得し、これ
らを同時に満たす相互関係を導出するとい
う方法を取ることは容易に想像できる。

そこで、複数の条件下で取得した時系列デ
ータを同時に用いた最適化が可能となるよ
うにプロトタイプシステムを改良する。さら
に、改良に伴い、各種パラメータのチューニ
ングを行い、最適化の精度・効率を向上させ
る。

(3) 有効性の検証
① 改良の有効性の検証

複数の条件下で取得した時系列データ
を同時に用いて最適化することで、最適
化の精度・効率がこれまでの研究によっ
て得られた結果と比べて向上するかを検
証した。

② 次元数を増加させた検証
これまでの研究では、2 次元および 3

次元の連立微分方程式から時系列データ
を作成し、この時系列データから元の連
立微分方程式が得られるかを検証してき
た。そこで、5 次元、10 次元と次元数を
増加させてさらに検証した。

４．研究成果
(1) 改良の有効性の検証

本研究では、複数の条件下で取得した時系
列データを同時に用いた最適化が可能とな
るようにプロトタイプシステムを改良した。
その有効性を検証するために、以下の 3 次元
の連立微分方程式を複数の初期値のもとで
解いて得られる時系列データ（サンプリング
ポイント 0.5 (0≦t＜10), 各変数 20 点）を
データ系列として与え、元の式が導出できる
かを調べた。

その結果、与えたデータ系列数と 50 試行
中の最適化成功数の関係は表 1のようになっ
た。
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表 1: データ系列数と成功数の関係
(提案手法, 3 次元)

系列数 1 2 3 4

成功数 46 46 46 47

表 1 を見ると、成功数はほとんど変化しな
かった。しかしながら、データ系列数 1で得
られた最良の微分方程式は式(1)であったが、
データ系列数 4で得られた最良の微分方程式
は式(2)のようになり、元の式と非常に良く
似た式が得られた。

-(1)

-(2)

参考として、S-system 表記+GA で概略を求
めることなく、質量作用則表記+GP のみで最
適化を行った場合、与えたデータ系列数と 50
試行中の最適化成功数の関係は表 2のように
なり、データ系列数 4で得られた最良の微分
方程式は式(3)のようになった。

表 2: データ系列数と成功数の関係
(質量作用則表記+GP のみ, 3 次元)

系列数 1 2 3 4

成功数 9 21 34 41

-(3)

表 1 と表 2を見ると分かるように、データ
系列数 1 の場合、提案手法の方が質量作用則
表記+GP のみよりも明らかに成功数が多く、
また質量作用則表記+GP のみでデータ系列数
4 の場合と提案手法のデータ系列数 1 を比べ
ても成功数が多くなっている。さらに、得ら
れた微分方程式を比べても提案手法はデー
タ系列数 1 で質量作用則表記+GP のみのデー
タ系列数 4と同等レベルの式を得ることがで
きている。これらのことから、提案手法は有
効であり、かつ複数の時系列データを同時に
用いて最適化する改良は有効であると言え
る。

(2) 次元数を増加させた検証
次に、次元数を増加させた場合、与えたデ

ータ系列数と 50 試行中の最適化成功数の関

係がどのように変化するか検証した。検証で
は、5 次元の連立微分方程式を設定し、先の
検証と同様に複数の初期値のもとで解いて
得られる時系列データ（サンプリングポイン
ト 0.5 (0≦t＜10), 各変数 20 点）をデータ
系列として与えた。結果を表 3に示す。

表 3: データ系列数と成功数の関係
(提案手法, 5 次元)

系列数 1 2 3 4 5

成功数 0 9 22 31 38

表 3 を見ると、1 種のデータのみではどの
データを用いても最適化が成功しなかった
が、データ系列数を 2～5 と増やしていくに
つれて成功数が増えていった。しかし、3 次
元の場合は、1 種のデータのみで非常に高い
成功率に達し、系列数を増やしてもほとんど
変化しなかったが、5 次元の場合は、データ
系列数を 5 としても成功数は 38 であり、あ
まり良い成功率とは言えない。

そこで、より最適化の精度・効率を向上さ
せるために最適化の各種パラメータのチュ
ーニングを行い、同様の検証を行った。その
結果を表 4に示す。

表 4: データ系列数と成功数の関係
(提案手法, 5 次元, チューニング後)

系列数 1 2 3 4 5

成功数 0 10 24 35 42

表 3 と表 4 を見ると、1 種のデータのみの
場合は、チューニング後も最適化が成功せず、
チューニング前後に違いが見られなかった
が、データ系列数 2～5 の場合は、チューニ
ング後に成功数が増加した。系列数によって
増加率が異なるがチューニング前後で最大
13%向上した。これにより、施したチューニ
ングが有効であったと言える。また、5 次元
でデータ系列数 5の場合に得られた微分方程
式は、3 次元ほどではないが、元の式に良く
似た式が得られた

そこで、10 次元の連立微分方程式を設定し、
同様に複数の初期値のもとで解いて得られ
た時系列データを用いて、データ系列数と 50
試行中の最適化成功数の関係がどのように
変化するか検証した。その結果を表 5に示す。

表 5: データ系列数と最適化成功数
(提案手法, 10 次元, チューニング後)

系列数 1 2 3 4 5

成功数 0 0 0 5 9

系列数 6 7 8 9 10

成功数 14 19 23 29 34

表 5 を見ると、データ系列数 1～3 ではど
の組み合わせを用いても最適化が成功しな



かったが、データ系列数 4 では 50 試行中 5
回最適化が成功し、以降データ系列数を 5～
10 まで増やすことで、これまでと同様に成功
数が増加していった。しかし、データ系列数
10 の場合で成功数 34 と成功率が 70%を下回
っており、成功数の向上が必要である。また、
得られた連立微分方程式も 5次元の場合より
もさらに元の微分方程式との乖離が大きく
なった。

研究代表者は、相互関係を自動導出する際
に一般によく用いられている 2つの数理モデ
ル（質量作用則表記および S-system 表記）
のそれぞれの数理モデルのメリットに着目
し、それぞれの数理モデルのメリットをうま
く採り入れたハイブリッド数理モデルによ
る新しい数値最適化手法を提案し、提案手法
に基づいたプロトタイプシステムを開発し
た。開発したプロトタイプシステムは、まず
数理モデルに S-system 表記、最適化手法に
GA を用いて、相互関係の概略を高速に導出し、
次に得られた概略を拘束条件として、質量作
用則表記の数理モデルを GPにより最適化し、
詳細な相互関係を導出するというものであ
る。また、開発したプロトタイプシステムは、
遺伝子ネットワークやメタボリックパスウ
ェイなどの同定を想定し、複数の条件下で取
得した時系列データを同時に用いて最適化
が行えるようになっている。

開発したプロトタイプシステムに対して、
3 次元、5 次元、10 次元の微分方程式を解く
ことで得られた時系列データを与え、元の微
分方程式を導出できるか検証した。その結果、
与えるデータ系列数を増やすことで、最適化
の成功数が増加し、元の微分方程式により近
い微分方程式を導出することができること
を示した。10 次元の微分方程式の導出は、ま
だ精度や効率を向上する必要があると考え
るが、提案手法の有効性を十分に示すことが
できた。

今後、最適化における各種パラメータのさ
らなるチューニングおよびアルゴリズムの
改良を行い、精度・効率をさらに向上させる
ことで、より大次元の微分方程式が自動導出
できるようになり、遺伝子ネットワークやメ
タボリックパスウェイなどの同定に貢献で
きるのではないかと考える。
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