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研究成果の概要（和文）： 

本研究では、生物ネットワークと関連情報を統合的に解析するデータマイニング法を開
発した。新たに開発した手法は、複数の相互作用ネットワーク上の遺伝子（ノード）のク
ラスタリング法および機能予測法、遺伝子発現量とネットワークを統合するクラスタリン
グに基づく遺伝子機能のアノテーション法、また、統計的なアプローチと頻出パターンの
抽出手法を組み合わせることにより相互作用の要素を高速に予測する手法である。 

 
研究成果の概要（英文）： 
For analyzing heterogeneous biological networks and related information sources, I 

developed integrative data mining methods. My developed new methods are clustering 
nodes on multiple networks, an annotation method of gene functions, and fast mining 
methods by combining frequent pattern mining and a statistical hypothesis test. 
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１． 研究開始当初の背景 

 

昨今のゲノム研究・疾病研究・創薬研究で
は、遺伝子配列のみならず、遺伝子発現量、
タンパク質相互作用、立体構造、薬物の化学
的性質などの多種多様な形式のデータが観
測され、データベースが急速に蓄積されてい
る。これらのデータを有功に利用するために
は、膨大なデータから必要な情報を高速に抽
出できる高度なマイニング手法が必要不可

欠である。こうした手法を構築するに当たり、
従来の統計学の範疇で扱うことができない、
配列の文字列、低分子化合物の構造式グラフ、
タンパク質の相互作用ネットワークなどの
非構造化データの取り扱いが困難な問題で
あり、特に、生物ネットワークの解析は、生
物のシステムを理解するために今後も重要
な課題である。 

生物ネットワークを含む実世界のネット
ワークは、非常に大規模であるため、その計
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算規模などを考慮した研究が様々に行われ
ている。例えば、ネットワーク上のノードの
クラスタリングにおいては、Newman による
モジュラリティー指標のような単純な統計
量に基づく手法や高速なアルゴリズムに基
づくマイニング法によりエッジが密な部分
ネットワーク構造を抽出する手法が提案さ
れている。 

本研究代表者は、前年度の研究において、
モジュラリティー指標を改良した正規化モ
ジュラリティーという新しい指標を提案し
た。さらに、ネットワーク形式データを数値
ベクトル形式データと最適に組み合わせる
クラスタリング手法を開発した。そして、開
発手法を、遺伝子発現量と代謝パスウェイを
使用する遺伝子クラスタリングの問題に応
用し、代表者の開発した統合的な手法の優位
性を報告した。そして、個々のデータを解析
した場合よりも安定した性能を向上できる
ことを確認している。 

このように高精度な手法を用いることで、
データ解析の結果の信頼性が高まる。そこで、
今後、生物ネットワークを深く理解するため
には、多種多様な非構造化データを統合的に
取り扱うデータマイニング法を開発するこ
とが重要である。 

 

２．研究の目的 

 

 本研究の内容および成果を理解しやすく
するため、具体的に従事した研究ごとに分け
て記載をした。２．研究の目的～４．研究成
果において、小節に番号を付けて、研究項目
を対応付けている。 

 

（１）ネットワーク上のノードのクラスタリ
ングの精密化 

 

ネットワーク上のノードのクラスタリン
グの精度向上を目指すために、まず、代表者
が開発している手法、および、様々にある既
存手法の性能を評価する必要がある。本研究
では、実ネットワークを特徴付ける性質を考
慮したいくつかの生成モデルに対する性能
を評価した。その際、代表者が開発した正規
化モジュラリティーの性質およびスペクト
ラルクラスタリングの計算量およびその優
位性を数値実験により既存手法と比較し、こ
れらの性能の考察に基づき、提案するアプロ
ーチの改良を目的とする。 

 

（２）統合的クラスタリングによる遺伝子ア
ノテーション法 

 

 DNA マイクロアレイは細胞内の膨大な数
の遺伝子の活性を同時に計測できるハイス
ループットな技術である。しかしながら、観

測値に含まれる雑音が問題になりやすいた
めにロバストな解析法が要求される。ところ
で、最近では，多種多様なゲノム情報が採取
され，データベースとして世の中に提供され，
遺伝子機能のデータベース Gene Ontology 

(GO)，代謝情報の豊富さが特徴的な統合デー
タベース Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes (KEGG) のように様々なゲノム情
報が容易に入手可能である。そこで，発現量
のみではなく，こうした既知のゲノム情報を
利用することで機能解析の精度を向上させ
ることを目的とする。 

 

（３）複数ネットワークを統合する遺伝子ネ
ットワークの解析 

 

 遺伝子に関する相互作用（ネットワーク）
は、タンパク質相互作用、遺伝子発現の制御
関係のように様々な形式が存在する。遺伝子
は、これらの全ての複雑な相互作用に基づい
て、個々の機能を働かせることができる。こ
うしたことから、関係する全ての種類の相互
作用を用いて遺伝子機能の解析（クラスタリ
ング・機能予測）を実行する必要がある。し
かしながら、こうした統合的な技術が十分に
整備されていないために、個々のネットワー
クを解析した出力に基づく２段階的なアド
ホックな手法が用いられてきた。そこで、複
数のネットワークを統合できる遺伝子ネッ
トワーク解析法を構築する。 

 

（４）多様なゲノム情報に基づく相互作用の
解析 

 

ゲノム情報には、遺伝子発現量のように数
値ベクトル形式データのみではなく、カテゴ
リ変数のような質的なデータ、化合物のよう
なグラフ形式データなど様々に存在する。ま
た、多様な情報が混在するゲノム情報解析は、
データ規模が膨大であるために、効率的なデ
ータ解析法が求められる。そこで、こうした
多様なゲノム情報から、重要な部分を抽出す
るマイニング手法および予測における重要
度に基づくランキング手法の構築を目的と
する。 

 

３．研究の方法 

 
（１）ネットワーク上のノードのクラスタリ
ングの精度向上を目指すために、まず、様々
な既存手法の性能を評価する必要がある。既
存手法の評価には、非常に単純なモデルとし
て知られるランダムグラフが頻繁に使用さ
れてきた。しかしながら、ランダムグラフは、
実世界のネットワークとは、かけ離れた性質
をもつために、実問題に則した十分な性能評
価をできていなかった。しかしながら、近年、



 

 

スケールフリー性、階層性、モジュラー構造
などの実ネットワークを特徴付ける性質を
考慮したモデルが多数提案されており、本研
究では、これらを用いることによって、より
実ネットワークに則した生成モデルにおい
て性能を評価した。 
 
（２）遺伝子の機能をアノテーションするた
めに、遺伝子発現量と遺伝子配列の情報を統
合する。遺伝子配列の情報は、そのままの形
式では遺伝子発現量データと統合すること
が難しいために、まず、遺伝子ペアの配列類
似性を用いて、遺伝子ネットワークを構築し
た。そして、遺伝子発現量のクラスタリング
のコスト関数、および、遺伝子ネットワーク
のクラスタリングのコスト関数を導出し、こ
れらを統合した。そして、統合されたコスト
関数を最小化するように、クラスタリングの
アルゴリズムを導出した。通常、こうしたデ
ータ解析では、本質的に高次元データとなる
ために、コスト関数における低次元スペクト
ラル空間にマッピングして、その次元の上で
クラスタリングすることにより、最適化過程
で局所解に陥ることが尐なくなるようにア
ルゴリズムを設計した。 
 
（３）単一のネットワークに対してノードを
クラスタリングする場合、隠れ変数をもつネ
ットワークの確率的な生成モデルが使用さ
れる。このモデルを拡張して、複数のネット
ワークに対する新しい確率モデルを設計し
た。そのモデルでは、ノードに仮定されるク
ラスターラベルは全ネットワークにわたっ
て共通であるが、ネットワークごとのエッジ
生成に関する特徴が異なることを仮定して
いる。こうしたモデルの仮定によって、従来
のモデルのように複数のネットワークの特
徴が平均化され、重要な個別ネットワークの
特徴が相殺されることがない。また、確率モ
デルのパラメータ学習には、最尤法のような
点推定よりもロバストなベイズ学習法を採
用した。 
 また、複数ネットワークを用いた遺伝子機
能の分類法を構築した。関連する既存手法は、
各ネットワークに一様な重みを付けて一つ
のネットワークに統合する手法であるが、こ
うした手法では、予測に関して重要な部分デ
ータとノイズとなる部分データが相殺され
てしまう。そこで、ネットワークの部分構造
を予測への寄与度によって、振るい分けるア
プローチを採用した。 
 
（４）糖鎖は，発生・分化，免疫系，癌の転
移など、多彩な生命現象や疾患に重要なシグ
ナル伝達ネットワークと関係する。膨大な糖
鎖構造から、こうした生命現象に関係する部
分構造を抽出するために、頻出パタンマイニ

ングと統計的検定に基づく手法を開発した。 
 また、遺伝子発現量と一塩基多型（SNP）
の関係を調べるための統計的検定法を開発
した。ヒトの SNPの数は約２００万と膨大な
ために、厳密な統計的検定を実行する前に、
高速なスクリーニング処理をするという２
段階処理をするアルゴリズムにより計算コ
ストの軽減を図った。 
 
４．研究成果 
 
（１）ネットワーク上のノードのクラスタリ
ングをスペクトラル法によって実装し、既存
手法と性能を比較した。比較手法には、カー
ネル k-meansのように新しい手法を含んでい
る。人工データを用いた数値実験によって、
提案するアプローチは計算時間および精度
の面で従来の手法よりも優れていることを
示し、さらに、従来法の問題点を理論的に考
察した。また、一般に公開されているイース
ト（出芽酵母）の遺伝子ネットワーク（代謝
パスウェイおよびタンパク質相互作用）を用
いた大規模データの実験においても、計算時
間および解析精度の観点から良い結果を得
られることを確認した。現在、この研究で得
られた研究成果を論文にまとめて学術雑誌
に投稿している。 
 
（２）前章３-２で述べた手法の遺伝子機能
クラスタリングに基づくアノテーションを
評価するための数値実験を行った。アノテー
ションは、開発法の出力クラスターと既知の
遺伝子機能のラベルの間のオーバーラップ
を測定し、オーバーラップが最も大きい機能
ラベルを各クラスターに割り当てる手法で
ある。 
 イーストのゲノム情報を使用して、こうし
た遺伝子アノテーション法の性能を既存手
法と比較した。比較実験において、開発法は、
サポートベクターマシーンのような一般的
に高性能として知られる予測法よりも良い
性能を確認できた。また、本手法は、超幾何
分布の p-valueに基づくアノテーション手法
GO Term Finder と比較しても優れていること
を確認できた。GO Term Finder は、クラスタ
ー割り当てを確率的な事象として捉え、スコ
アを補正するものであるが、本研究の問題に
対しては、直接的にオーバーラップを図る方
が良いことを意味している。これらの一連の
研究成果をまとめ、International Workshop 
on Bioinformatics and Systems Biology に
おいて発表し、そして、学術論文誌 Genome 
Informatics に掲載している。 
 
（３）ベイズ学習法によるクラスタリングは、
クラスターのラベルを推定するのではなく、
クラスターのラベルの事後分布を推定する



 

 

ものである。そこで、観測データの関数とし
て、ラベルの事後分布を導出する必要がある
が、本研究で採用するような隠れ変数を仮定
する確率モデルに対しては、ラベルの事後分
布を解析的に導出することができない。そこ
で、変分ベイズ学習法と呼ばれる近似的なア
プローチにより、事後分布を近似的に導出し
た。 
 ここで得られたアルゴリズムの性能を人
工データおよび実データより検証した。人工
データの実験では、観測されるグラフ数の増
加と性能の関係、および、ノイズ成分に対応
するエッジに対するロバスト性を検証した。
比較には、論理演算や線形演算によりネット
ワークを統合して単一ネットワーク用のア
ルゴリズムを採用する手法、また、複数ネッ
トワーク向けのスペクトラルクラスタリン
グなど様々な手法と比較した。上述した２つ
の観点における比較では、開発手法の性能が
優位であることを確認できている。また、イ
ーストの複数のネットワーク情報を使用し
た数値実験により提案法の性能を検証した。
使用したネットワークは、遺伝子相互作用、
タンパク質相互作用、発現制御関係、配列類
似性などを含んでいる。クラスリングの性能
を、アルゴリズムより出力されたクラスター
と既知の遺伝子機能ラベルとのオーバーラ
ップの度合いにより測った。その結果として、
提案法が上述の比較法よりも優れているこ
とを確認できた。また、出力されたクラスタ
ー構造を詳細に調べることにより、性能が良
くなる理由は、ネットワークごとに異なるグ
ラフ生成過程を仮定することに起因してい
ることを確認できた。 
 遺伝子機能の予測法に関しても、同様の遺
伝子ネットワークを用いて、その性能を検証
した。前述したように、本研究で開発した手
法は、遺伝子機能予測に重要となる部分的な
ネットワークを強調する手法であった。そこ
で、遺伝子機能の予測精度を図るだけではな
く、強調された部分ネットワークを詳細に調
べ、本手法の有用性を確認した。 
 これらの研究成果をそれぞれ論文に執筆
し、現在、論文誌に投稿している。 
 
（４）糖鎖構造の重要部分構造の予測に関し
ては、共通する頻出部分構造の中で重要なも
ののみを取り出すために、部分構造の大きさ
と統計的な意味での有用性の両方を満たす
ように、部分構造をランキングするアプロー
チを提案した。そして、実データを使用した
実機能の予測実験によって、木カーネルを用
いたサポートベクターマシーンの予測より
も優れていることを確認できた。 

また、遺伝子発現量と一塩基多型（SNP）
の交互作用の高速検定法を開発した。全ゲノ
ムの膨大情報に対して、交互作用検定するこ

とは、非線形最適化のステップがボトルネッ
クとなり計算量が膨大になるために、まず、
２次までの統計量を用いた高速スクリーニ
ング法をほどこした。このスクリーニングに
より厳密な統計的検定の結果により否定さ
れるほとんどのデータが振るい落とされ、全
体的な計算量を大幅に削減できる。実際、ヒ
トゲノム情報を用いた数値実験においても
十倍以上高速になることを確認できた。また、
検出された遺伝子ペアの中で、疾患にかかわ
る重要な遺伝子ペアを検出でしている。 

それぞれの研究成果をまとめて、学術論文
誌 Bioinformatics に掲載している。 
 
 一連の研究で得られた手法は、生物ネット
ワーク解析に関する基本的な技術であるも
のの、その応用は、ほとんどが遺伝子機能解
析に限られていた。今後は、疾患メカニズム
を解明するために開発手法を発展させ、ゲノ
ムワイドな情報から疾患状態診断や創薬の
応用に役立つようなデータ解析手法を研究
してゆきたいと考えている。 
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