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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
共通の因子にそれぞれ定量的な特徴量を保有するサンプルを、任意に予め定められる属
性によって判別される２つの群に分別したサンプル集合から、各群それぞれ任意に前記サ
ンプルを抽出して対に形成される複数の仮想サンプル集合を生成する仮想サンプル集合生
成部と、それぞれの仮想サンプル集合に含まれる各群すべてのサンプルが保有する前記特
徴量を前記共通因子毎に読み出して群毎にその平均値及び分散値を演算する統計量演算部
と、これらの群毎の平均値及び分散値から群間の統計的距離を前記共通因子毎に演算する
統計的距離演算部と、これらの前記共通因子毎に演算された統計的距離を用いて前記属性
によって判別される２つの群を識別するために有意な共通因子を検定する検定部と、前記
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検定部で検定された有意な共通因子を前記仮想サンプル集合毎に読み出して、仮想サンプ
ル集合全体において予め定めた頻度以上に存在する共通因子を抽出する頻度解析部と、前
記頻度解析部で抽出された共通因子毎に前記複数の仮想サンプル集合すべての統計的距離
の平均値及び分散値から一般化統計的距離を演算する一般化統計的距離演算部とを備える
ことを特徴とする有効因子抽出システム。
【請求項２】
統計的距離演算部又は一般化統計的距離演算部で演算された統計的距離をキーとして、
前記共通因子を並べ替えするソーティング部を有することを特徴とする請求項１記載の有
効因子抽出システム。
【請求項３】
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前記共通因子は遺伝子であり、前記定量的な特徴量はｍＲＮＡであることを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載の有効因子抽出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、共通の因子にそれぞれ定量的な特徴量を保有するサンプルを任意に予め定め
られる属性によって判別される２つの群に分別したサンプル集合から、その属性を判別す
るにふさわしい標的と考えられる有効な因子を抽出する有効因子抽出システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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一般に、ある因子を含むサンプルの集合から任意にサンプルを抽出して解析を行い、所
定の判定や識別などに有効な因子を選択して因子を絞り込むという操作は様々な産業分野
において実施されている。
このような有効な因子の選択と絞込みは、特に近年急速に進歩してきたマイクロアレイ
技術とこれを用いるバイオインフォマテックスの分野における利用が研究されている。す
なわち、因子として遺伝子を考え、例えば癌に関係がありそうな遺伝子を発見するために
、癌と非癌の験者の遺伝子のサンプル集合を用いて解析を行い、発癌に関係のある可能性
の高い遺伝子を選択・絞込みを行なうというものである。
ナノテクノロジーの援用によりマイクロアレイ技術が急速に進歩し、遺伝子の発現量を
基にして遺伝子を網羅的、系統的に解析することが可能となってきている。マイクロアレ
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イは生体組織にあるｍＲＮＡを定量化するもので、これにより個々の遺伝子の発現量を全
て測ることができる。このマイクロアレイから提供される膨大な遺伝子発現情報からいか
に有用な知見を得ることができるかは、ひとえにバイオインフォマテックスに依存してお
り、それゆえバイオインフォマテックスはライフサイエンスにおいて極めて重要な役割を
果たすものである。
マイクロアレイ技術とバイオインフォマテックスは、車の車輪のごとく、互いに進歩し
なければその意義・価値が見出せないという関係にある。日本のマイクロアレイ技術は世
界に伍するレベルである一方、バイオインフォマテックスは外国に大きく引き離され、マ
イクロアレイ技術の優秀さにも関わらずマイクロアレイ研究は国際競争力に欠けているの
が現状である。
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このように、早急な研究開発が望まれるバイオインフォマテックスであるが、既にいく
つか関連する技術が公開されている。
【０００３】
例えば、特許文献１には、「有効因子情報選択装置、有効因子情報選択方法、プログラ
ム、および、記録媒体」という名称で、複数の因子を含む標本を用いる多変量解析やパタ
ーン認識などに有効な因子を選択し、因子の数を効果的に絞り込むことができる発明が開
示されている。
本発明の有効因子情報選択装置においては、標本を一意に識別するための標本識別情報
、標本の属性を示す標本属性情報、複数の因子情報を含む標本情報を用いて多変量解析な
どに有効な因子情報を選択するために、属性の異なる２つの標本情報群における因子情報
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について、平均及び標準偏差を求め、具体的には明細書中に示される判定式を用いること
が開示されている。
この有効因子情報選択装置によれば、標本情報において同一の属性を持つ標本情報群が
複数ある場合には、複数の標本情報群から任意に２つの標本情報群を選択して、任意の２
つの標本情報群の違いを示す有効な因子情報を選択することにより、各標本情報群間にお
いて因子情報の分布の明らかな違いを示す、不特定多数の集団から特定の群を判別させる
ために有効な因子情報を選択することができる。
【０００４】
また、特許文献２には、「遺伝子のスクリーニング方法及び感受性の判定方法」という
名称で、遺伝子のスクリーニングという分野に特化した発明ではあるものの、薬剤や放射
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線に対する感受性に関与する遺伝子を選択・抽出する方法に関する発明が開示されている
。
本発明に係る判定方法においては、疾患を伴う複数の患者を薬剤又は放射線に対する感
受性を示す第１の患者群と感受性を示さない第２の患者群に分ける工程と、第１の患者群
と第２の患者群の遺伝子の発現プロフィールを分析する工程と、第１及び第２の患者群の
間で発現の程度に有意に異なる遺伝子を統計的検定により１個以上選択する工程を含むも
のである。
【０００５】
そして、特許文献３には、「差示的に発現される遺伝子の調節因子結合部位の統計的分
析」という名称で、示差的に発現される遺伝子を伴う疾患の処置のための治療ストラテジ
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ーを開発するために、示差的に発現される遺伝子における調節因子結合部位を同定及び特
徴付けるための方法が開示されている。
この差示的に発現される遺伝子の調節因子結合部位の統計的分析に関する発明において
は、示差的に発見される遺伝子の統計的分析方法であって、示差的に発現される遺伝子の
セットを得る工程と該示差的に発現される遺伝子の調節領域を含むゲノム配列を、調節因
子結合部位の存在についてスクリーニングする工程と、ゲノム規模のバックグラウンドま
たは組織規模のバックグラウンドと比較して、該示差的に発現される遺伝子のセット内で
富化された少なくとも１つの調節因子結合部位を同定する工程を含むものである。
【特許文献１】特開２００５−３８２５６号公報
【特許文献２】特開２００３−６１６７８号公報
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【特許文献３】特開２００４−２９８１７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
これらの特許文献１乃至３に記載された従来の技術では、確かに、例えば遺伝子に代表
される因子について、サンプル群の中から特定の情報を備えるものを統計的な処理を施す
ことで選択、抽出するものである。
しかしながら、これら従来の技術においては、当該サンプルの数が比較的少数
であった場合に、因子の選択や抽出が如何なる精度上の影響を受け、また、その精度向上
のために如何なる対応策を施すなどということも一切記載されていない。
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これら従来技術においては、サンプル群に存在する因子の抽出には少なくとも統計的な
手段を用いて有意性を評価しながら実施するものであるが、その際の優位性に少なからず
影響を与えると考えられるサンプル数の影響に対する考慮がなされていないのである。
もちろんサンプル数が十分多数である場合には、解析時間をサンプル数に応じて十分に
取ることによれば精度の高い処理を行うことも可能である。しかしながら、因子として例
えば遺伝子を考え、特定の情報として癌・非癌という属性を考えてみると、サンプルとし
て入手可能な癌患者に関する情報としては物理的にもプライバシーという観点からも限ら
れており、しかも一口に癌といっても部位によってその情報に幅もあることから、解析に
十分な症例数やサンプル数を確保することは現実には非常に困難であり、従って従来技術
に係る装置や方法を用いた場合には、抽出された因子がその特定の属性や情報を備えてい
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るということに対する確度あるいは精度は必ずしも高いとはいえないという課題があった
。
【０００７】
本発明はかかる従来の事情に対処してなされたものであり、サンプル数が比較的少ない
場合においてもサンプル群から、人工的にサンプルを発生させて仮想サンプル集合を生成
し、この仮想サンプル集合を用いることで、特定の因子を高い信頼性で選択・抽出するこ
とが可能な有効因子抽出システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するため、請求項１記載の発明である有効因子抽出システムは、共通の
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因子にそれぞれ定量的な特徴量を保有するサンプルを、任意に予め定められる属性によっ
て判別される２つの群に分別したサンプル集合から、各群それぞれ任意に前記サンプルを
抽出して対に形成される複数の仮想サンプル集合を生成する仮想サンプル集合生成部と、
それぞれの仮想サンプル集合に含まれる各群すべてのサンプルが保有する前記特徴量を前
記共通因子毎に読み出して群毎にその平均値及び分散値を演算する統計量演算部と、これ
らの群毎の平均値及び分散値から群間の統計的距離を前記共通因子毎に演算する統計的距
離演算部と、これらの前記共通因子毎に演算された統計的距離を用いて前記属性によって
判別される２つの群を識別するために有意な共通因子を検定する検定部と、前記検定部で
検定された有意な共通因子を前記仮想サンプル集合毎に読み出して、仮想サンプル集合全
体において予め定めた頻度以上に存在する共通因子を抽出する頻度解析部と、前記頻度解
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析部で抽出された共通因子毎に前記複数の仮想サンプル集合すべての統計的距離の平均値
及び分散値から一般化統計的距離を演算する一般化統計的距離演算部とを備えるものであ
る。
この有効因子抽出システムにおいては、仮想サンプル集合生成部において生成される仮
想サンプル集合に含まれるサンプルが保有する特徴量について共通因子毎に平均値と分散
値を演算する作用を備えている。また、これらの平均値及び分散値から群間の統計的距離
を演算し、この統計的距離を用いて有意な共通因子を検定するという作用も備える。なお
、共通とは、サンプルに対して共通という意味である。さらに、有意な共通因子として抽
出されたものを予め定めた頻度を閾値として抽出する作用を備える。そして、これらの作
用に加えて頻度解析部で抽出された共通因子毎に複数の仮想サンプル集合すべての統計的
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距離を演算する作用を備えている。
【００１１】
さらに、請求項２に記載の発明である有効因子抽出システムは、請求項１記載の有効因
子抽出システムにおいて、統計的距離演算部又は一般化統計的距離演算部で演算された統
計的距離をキーとして、前記共通因子を並べ替えするソーティング部を有するものである
。
上記構成の有効因子抽出システムでは、請求項１記載の発明の作用に加えて、統計的距
離をキーとして並べ替えを行なうという作用を有する。
【００１２】
最後に、請求項３に記載の発明である有効因子抽出システムは、請求項１又は請求項２
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に記載の有効因子抽出システムにおいて、前記共通因子は遺伝子であり、前記定量的な特
徴量はｍＲＮＡであるものである。
上記構成の有効因子抽出システムの作用は上記の請求項１又は請求項２に記載の発明の
作用と同様である。
【発明の効果】
【００１３】
本発明の有効因子抽出システムでは、仮想サンプル集合生成部が任意に予め定められる
属性によって判別される２つの群に分別したサンプル集合から、各群それぞれ任意にサン
プルを抽出して対に形成される複数の仮想サンプル集合を生成するので、たとえ比較的少
ないサンプル集合しか得られない場合であっても、複数の仮想サンプル集合でそれぞれの
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共通因子の特徴量の平均値や分散値から群間の統計的距離を求めるという解析が可能であ
ることから、共通因子に関する解析精度の向上を図ることができる。また、検定部を備え
て属性によって判別される２つの群を識別するために有意な共通因子を検定することがで
きるので、共通因子の抽出の信頼性を向上させることが可能である。
【００１４】
特に請求項１に記載の有効因子抽出システムにおいては、一旦頻度解析部でふるいにか
けた共通因子に対して再度複数の仮想サンプル集合すべての統計的距離の平均値及び分散
値から一般化統計的距離を演算するので、さらに高い精度で有意な共通因子を選択、抽出
することができる。
特に請求項２に記載の有効因子抽出システムにおいては、統計的距離の大小に従って共
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通因子を並べ替えられるので、有意性の有無を容易に判断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下に、本発明の最良の実施の形態に係る有効因子抽出システムを図１乃至図９に基づ
き説明する。本実施の形態においては、２群の分布間の統計的距離として、Ｆｉｓｈｅｒ
比を用いて説明するが、Ｆｉｓｈｅｒ比の他にもＣｈｅｒｎｏｆｆ距離、Ｂｈａｔｔａｃ
ｈａｒｙｙａ距離、Ｄｉｖｅｒｇｅｎｃｅなど様々な統計的距離を用いてもよい。２群の
分布間の統計的距離としてのＦｉｓｈｅｒ比、Ｃｈｅｒｎｏｆｆ距離、Ｂｈａｔｔａｃｈ
ａｒｙｙａ距離、Ｄｉｖｅｒｇｅｎｃｅはいずれも２群の分布の平均値と分散値を基に計
算され、２群間の距離を表すもので、この距離が大きいほど２群の属性に関して差異が大
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きいことを意味するものである。
図１は、本発明の本実施の形態に係る有効因子抽出システムの構成図である。
図１において、有効因子抽出システムは入力部１、演算部２、出力部１１及び２つのデ
ータベースであるサンプルデータベース１４と解析結果データベース２０から構成されて
いる。また、演算部２は仮想サンプル集合生成部３と共通因子選択部４から構成されてい
る。
本実施の形態に係る有効因子抽出システムについて、マイクロアレイからの遺伝子発現
情報を用いて、例えば癌関連となる標的遺伝子を選択するシステムを例にして説明する。
【００１６】
このようなシステムの場合は、図２に示されるとおり、生体組織からマイクロアレイを
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介して取り出された遺伝子発現データを解析部を通じて標的となる遺伝子群を抽出すると
いう一連の流れの中の解析部の機能を発揮するものである。
また、この図２における遺伝子発現データは、具体的には図３に示されるようにマイク
ロアレイを介して得られた患者ｘｊ（ｊ＝１〜Ｎ）の遺伝子ｇｉ（ｉ＝１〜ｎ）の発現量
（具体的にはｍＲＮＡの量）の集合として捉えられるものである。
【００１７】
図１に戻って、有効因子抽出システムの入力部１はサンプルデータベース１４に格納さ
れるサンプル集合Ｘ１５、サンプル集合Ｙ１６あるいは共通因子選択部４において実行さ
れる統計的な解析を行なうための解析条件１３を入力するためのものである。このサンプ
ル集合Ｘ１５が、図２及び図３に示される遺伝子発現データの集合となる。図１に示され
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るサンプル集合Ｙ１６は、サンプル集合Ｘ１５とは異なる属性を備えた別の群である。
入力されたサンプル集合Ｘ１５及びサンプル集合Ｙ１６はサンプルデータベース１４に
格納され、仮想サンプル集合生成部３によって読み出されて仮想サンプル集合Ｘｔ１７及
び仮想サンプル集合Ｙｔ１８を生成する。仮想サンプル集合生成部３は、入力部１から入
力されるサンプル集合Ｘ１５やサンプル集合Ｙ１６を直接用いて仮想サンプル集合を生成
してもよい。
この仮想サンプル集合Ｘｔ１７及び仮想サンプル集合Ｙｔ１８を用いて共通因子選択部
４において解析を実行し、標的遺伝子の集合を得るものである。この共通因子選択部４は
、統計量演算部５、Ｆｉｓｈｅｒ比演算部６、ソーティング部７、検定部８、頻度解析部
９及び一般化Ｆｉｓｈｅｒ比演算部１０から構成され、この共通因子選択部４における解

40

析によって得られる解析結果に関するデータは、解析結果データベース２０に仮想サンプ
ル集合平均値データ２１，仮想サンプル集合分散値データ２２、Ｆｉｓｈｅｒ比データ２
３、一般化Ｆｉｓｈｅｒ比データ２４などとして格納される。
【００１８】
２つのサンプル集合Ｘ１５とサンプル集合Ｙ１６は、相対する２群、例えば癌治療の医
療現場では（再発群
対

対

非再発群）、（転移群

投与後群）、（放射線照射前群

対

対

無転移群）、（抗癌剤投与前群

照射後群）などの２群に代表される集合からそ

れぞれ採取されたサンプル集合を示している。
ここで、サンプル集合Ｘ＝{ｘ１，ｘ２，・・・，ｘＮ}とサンプル集合Ｙ＝｛ｙ１，ｙ
２，・・・，ｙＮ}が与えられているものとする。サンプルｘｉは患者ｉの生体組織から
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マイクロアレイを通して得られる遺伝子発現量を成分とする数ベクトルである。
遺伝子の数をｎとすれば、患者ｉはｎ次元ベクトルとして表現可能である。ここでは、
遺伝子が特徴を備えた共通因子であり、相対する群として分けるための属性は前述のよう
な再発群と非再発群などである。
【００１９】
このようにサンプリングされたサンプル集合Ｘ１５，Ｙ１６から仮想サンプル集合生成
部３は仮想サンプル集合を生成するが、この生成法としては、広く知られた「復元抽出法
」、「非復元抽出法」、「局所線形結合法」及び「摂動付加法」などがある。
復元抽出法は、復元を許してサンプルの無作為抽出を行うもので、簡単であるため説明
を省略する。

10

【００２０】
非復元抽出法では、サンプル集合ＸとＹから以下の手順により仮想サンプル集合を生成
する。Ｎ個のサンプルからなる集合Ｘから非復元抽出によりＭ（Ｍ＜Ｎ）個のサンプルか
らなる仮想サンプル集合を生成する。ここで、仮想サンプル集合が実のサンプル集合の近
似であるという考えから、Ｍの値を可能な限りＮの値に近いようにとる。具体的にはＭ＝
Ｎ−１あるいはＮ−２とする。この処理を独立にＬ回繰り返してＬ個の仮想サンプル集合
を得る。同様に、サンプル集合Ｙからも非復元抽出により仮想サンプル集合をＬ個生成す
る。これにより、Ｌ個の仮想サンプル集合の組が得られる。
【００２１】
局所線形結合法では、以下の手順により仮想サンプル集合を生成する。局所線形結合法

20

では、局所的なスムージングにより外れ値となるサンプルの影響を低減させることができ
る。
手順１：サンプル集合Ｘからランダムに一つのサンプルを取り出し、それをｘｉ０と表わ
す。
手順２：ｘｉ０に最も接近しているｒ個のサンプルｘｉ１，ｘｉ２，・・・，ｘｉｒを求
める。
手順３：仮想サンプルｘ*を次式（１）により求める。
【００２２】
【数１】
30

【００２３】
但しωｊは重みで、式（２）を満たす。尚、ωｊの値は乱数により与える。
【００２４】
【数２】
40

【００２５】
手順４：手順１から手順３までをＮ回繰り返して、Ｎ個のｘ*を要素とする仮想サンプル
集合を生成する。
サンプル集合Ｙに対しても同様にして仮想サンプル集合を生成し、以上の処理
をＬ回繰り返すことにより、仮想サンプル集合の組をＬ個生成することができる。
【００２６】

50

(7)

JP 4714869 B2 2011.6.29

摂動付加法では、以下の手順により仮想サンプル集合を生成する。摂動付加法はニュー
ラルネットワークの分野で汎化能力を向上させる手法としてノイズ注入法の名で知られて
いる。
手順１：サンプル集合Ｘからランダムに一つのサンプルｘを取り出す。
手順２：式（３）に示されるように摂動εをｘに付加する。
【００２７】
【数３】

10
【００２８】
εは、平均ベクトルがゼロベクトル、共分散行列が単位行列の正規分布に従うｎ次元ベク
トルで、乱数により生成される。
手順１から手順３までをＮ回繰り返して、Ｎ個のｘ*を要素とする仮想サンプル

手順３

集合を生成する。
局所線形結合法と同様にして、Ｌ個の仮想サンプル集合の組を生成する。
このように、仮想サンプル集合の生成には様々な手法が考えられ、どの手法が適切であ
るかは解くべき問題に依存しており、問題に応じて使い分けるのが現実的である。上述の
手法のいずれかを採用する仮想サンプル集合生成部３は、Ｌ個の仮想サンプル集合の組（
１

Ｘ

１

，Ｙ

），（Ｘ

２

，Ｙ

２

），・・・（Ｘ

Ｌ

20

，Ｙ

Ｌ

）を生成するのである。

このようにして生成された仮想サンプル集合Ｘｔ１７、仮想サンプル集合Ｙｔ１８は仮
想サンプル集合生成部３によってサンプルデータベース１４に格納される。
【００２９】
次に、図１に示される共通因子選択部４では、各仮想サンプル集合Ｘｔ１７，Ｙｔ１８
の組に対して以下のような処理を行う。
仮想サンプル集合の組（Ｘｔ，Ｙｔ）（ｔ＝１，２，・・・，Ｌ）を用いて、まず統計
量演算部５で遺伝子に関して、Ｘｔの遺伝子発現量の平均μｉ（Ｘｔ）と分散σｉ２（Ｘ
ｔ

）を求め、同様にＹｔの平均μｉ（Ｙｔ）と分散σｉ２（Ｙｔ）を求める。これら仮想

サンプル集合の平均値及び分散値は、統計量演算部５によって解析結果データベース２０

30

に仮想サンプル集合平均値データ２１及び仮想サンプル集合分散値データ２２として格納
される。
【００３０】
次に、Ｆｉｓｈｅｒ比演算部６は遺伝子ｇｉのＦｉｓｈｅｒ比Ｆｉ（Ｘｔ，Ｙｔ）の値
を以下の計算式（４）により求める。遺伝子発現量の仮想サンプル集合平均値データ２１
及び仮想サンプル集合分散値データ２２はＦｉｓｈｅｒ比演算部６によって解析結果デー
タベース２０から読み出すかあるいは統計量演算部５において演算された結果をそのまま
用いることも可能である。
【００３１】
【数４】

40

【００３２】
ここで、ＰｘとＰｙはそれぞれＸとＹの事前確率であり、多くの場合Ｐｘ＝Ｐｙ＝１／
２とする。
以上の処理を全ての遺伝子に対して行いＦｉｓｈｅｒ比Ｆｉ（Ｘｔ，Ｙｔ）（ｔ＝１，２
，・・・，Ｌ）を求める。
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この処理を模式的に示すのが図４である。図４は、本実施の形態に係る有効因子抽出シ
ステムにおいて、サンプル集合Ｘ，Ｙから仮想サンプル集合生成部によって仮想サンプル
集合Ｘｔ，Ｙｔが生成され、統計量演算部５及びＦｉｓｈｅｒ比演算部６によって、Ｆｉ
ｓｈｅｒ比Ｆｉ（Ｘｔ，Ｙｔ）（ｔ＝１，２，・・・，Ｌ）が演算されることを表現する
ものである。
Ｆｉｓｈｅｒ比は、２群を識別する際の例えば遺伝子の有用性を評価するもので、２群
の平均的な広がりで正規化された平均間距離として定義される。つまりＦｉｓｈｅｒ比は
２群間の距離を表わす。このＦｉｓｈｅｒ比の値が大きいと、２群で発現量が大きく異な
っていることを意味する。そこで、Ｆｉｓｈｅｒ比の値が大きい遺伝子を選択することに
10

なる。
従来は、ただ一組のサンプル集合を用いてＦｉｓｈｅｒ比を求め、Ｆｉｓｈｅｒ比の値
が大きい遺伝子を選択していた。しかし、用いるサンプル集合が変わればＦｉｓｈｅｒ比
の値も変わる。例えば、サンプル集合ＡではＦｉｓｈｅｒ比の値が大きく癌標的遺伝子と
して認知されているものが、別のサンプル集合ＢではＦｉｓｈｅｒ比の値が小さくなる場
合もあり、このときはサンプル集合Ａを用いた結果が否定される。このように、解析結果
が特定のサンプル集合に強く依存し信頼性に欠けていた。
本実施の形態においては、仮想サンプル集合生成部３によって人工的に仮想サンプル集
合を２つの群毎にＬ個生成して、これらの仮想サンプル集合の複数の組に対して図４に示
されるようにＦｉｓｈｅｒ比Ｆを演算するので、精度を向上させることができるのである

20

。
【００３３】
ここで、図５及び図６を参照しながら遺伝子上での２群の属性について説明し、さらに
Ｆｉｓｈｅｒ比の大小の概念について説明する。図５は一対のサンプル集合における遺伝
子上での特徴量（発現量）の分布状況を示す概念図であり、図６はＦｉｓｈｅｒ比の概念
を示す図である。図７は５組のサンプルに係る遺伝子ｇｉ，ｇｊについて、発現量（ｍＲ
ＮＡ）の分布を座標に示す概念図である。
図５において、サンプル集合Ｘ，Ｙは、患者の遺伝子情報で構成されるもので、それぞ
れのサンプル集合の属性は例えばＸ対Ｙで癌対非癌などで代表されるものである。それぞ
れのサンプル集合における特徴量の分布を２つの遺伝子ｇｋ，ｇｔに着目して示すと、ｇ
ｋの方が分布は明確に分離しており、このことからこの２群のサンプル集合の属性を明確

30

に表現しているのは、ｇｔよりもｇｋであると考えられる。すなわち、ｇｋの方が標的遺
伝子にふさわしいということになる。
このようなサンプル集合が形成されている場合に、それらから仮想サンプル集合を形成
させて、その仮想サンプル集合を用いて前述のとおり統計量を演算子、式（４）で表現さ
れるＦｉｓｈｅｒ比なるものを演算することで、図５に示されるような遺伝子上での分布
の分離程度を判断して、標的遺伝子を求めるのが、本実施の形態に係る有効因子抽出シス
テムである。
【００３４】
図６は、図５に示される分布図を仮想サンプル集合において適用し、さらに平均値や分
40

散値などの統計量を追加したものである。
ｔ

その中の２つの遺伝子ｇｉ，ｇｊの特徴量（発現量）に対して仮想サンプル集合Ｘ

，

Ｙｔについて分布を取ってみると遺伝子ｇｉでは明確にサンプル集合Ｘｔ，Ｙｔで分離さ
れ、遺伝子ｇｊでは分布が重複して分離できないことが理解される。そして、このような
ときにＦｉｓｈｅｒ比はｇｉで大きくｇｊで小さくなる。
このような２つの遺伝子では、前述のとおりこの仮想サンプル集合Ｘｔ，Ｙｔを分ける属
性に関係すると考えられる標的遺伝子は、遺伝子ｇｉの方であると理解されるのである。
もう少し具体的に図７を参照して説明する。図７は２つの遺伝子ｇｉ，ｇｊの発現量（
ｍＲＮＡ）をそれぞれｙ軸、ｘ軸に示すものである。数字はサンプルの番号を意味してい
る。この図では、遺伝子２（ｇｊ）では丸印で示されるサンプル集合Ｙに含まれる患者の
遺伝子発現量も角印で示されるサンプル集合Ｘに含まれる患者の遺伝子発現量もほぼ同じ
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である一方、遺伝子１（ｇｉ）では、丸印で示される仮想サンプル集合Ｙｔに含まれる患
者の遺伝子発現量の方が角印で示される仮想サンプル集合Ｘｔに含まれる患者の遺伝子発
現量よりも明確に大きな値を示しており、標的遺伝子がｇｉであることが理解されるので
ある。
このような遺伝子発現量の差を明確化する指標として式（４）で示されるＦｉｓｈｅｒ
比をＦｉｓｈｅｒ比演算部６によって演算するのである。演算されたＦｉｓｈｅｒ比はＦ
ｉｓｈｅｒ比演算部６によって解析結果データベース２０にＦｉｓｈｅｒ比データ２３と
して格納される。
【００３５】
ソーティング部７は、解析結果データベース２０に格納されているＦｉｓｈｅｒ比デー

10

タ２３を読み出し、あるいはＦｉｓｈｅｒ比演算部６で演算されたＦｉｓｈｅｒ比のデー
タを用い、Ｆｉｓｈｅｒ比の値の大きさに基づいて、共通因子すなわち遺伝子を降順に順
序付けする。
降順に順序付けされた遺伝子では、上位の遺伝子ほどＦｉｓｈｅｒ比が大きく、属性の
相違に基づく２群を明確にするにふさわしい遺伝子、すなわち標的遺伝子であることが理
解される。このように順序付けされたＦｉｓｈｅｒ比データ２３はソーティング部７によ
って解析結果データベース２０に格納してもよいし、格納せずにそのまま検定部８に送出
してもよい。尚、ソーティング部７による順次付けは常に降順である必要はなく、昇順で
あってもよい。
20

【００３６】
検定部８は、順序付けされたＦｉｓｈｅｒ比データ２３を用いて、Ｒａｎｄｏｍ
ｒｍｕｔａｔｉｏｎ

Ｐｅ

Ｔｅｓｔ法などにより有意水準を定めて統計上の検定を行って２群

を識別する上で有効な遺伝子数を決定する。すなわち上位何位までが２群を識別可能な標
的遺伝子としてふさわしいかを決定するのである。
Ｒａｎｄｏｍ

Ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ

Ｔｅｓｔ法では、２群が等しいものと仮定し

た帰無仮説を否定することにより２群を識別する上で有効な遺伝子を決定できる。今、識
別したい二つの群からのサンプル集合Ｘとサンプル集合Ｙがあるとする。まず２群が等し
いと仮定し、サンプル集合Ｘとサンプル集合Ｙを一緒にした混合サンプル集合からサンプ
ルを無作為抽出して偽サンプル集合Ｙと偽サンプル集合Ｙを作成する。この偽サンプル集
合ＸとＹに対して各遺伝子のＦｉｓｈｅｒ比を計算する。偽サンプル集合ＸとＹの作成か

30

ら各遺伝子のＦｉｓｈｅｒ比の計算までの処理を独立に例えば１０００回繰り返し、Ｆｉ
ｓｈｅｒ比の分布を求める。このＦｉｓｈｅｒ比の分布の上限を、ある有意水準のもとに
しきい値αで定める。処理の回数は結果の信頼度が得られる程度に適宜設定してもよく、
入力部１から予め解析定数データ１９としてサンプルデータベース１４に格納しておいて
もよい。しきい値αも同様である。
【００３７】
ここで、命題「２群が等しいならば、あらゆるＦｉｓｈｅｒ比の値はしきい値α未満で
ある」を考え、この命題の対偶をとれば「Ｆｉｓｈｅｒ比の値がしきい値α以上であれば
２群は異なる」と言える。そこで、しきい値α以上のＦｉｓｈｅｒ比の値を有する遺伝子
を、２群を識別する上で有効な遺伝子と見なす。各仮想サンプル集合で有効とされる遺伝

40

子やその数は一般に異なり、各遺伝子部分集合はＦｉｓｈｅｒ比の計算に用いた仮想サン
プル集合に対してだけ統計的に有効である。
このような検定をＬ個の仮想サンプル集合の組に対して実施すると、Ｌ個の仮想サンプ
ル集合の組に対して有効であると判定された遺伝子部分集合がＬ個得られることになる。
本実施の形態においては、検定の方法としてＲａｎｄｏｍ

Ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ

Ｔｅｓｔ法を用いたが、特にこの方法に限定するものではなく、Ｆｉｓｈｅｒ比の大きさ
について２群を識別可能なものを求めることができる検定であればどのような方法でもよ
い。
【００３８】
検定部８は、Ｌ個の仮想サンプル集合の組に対して検定の結果得られたもの、すなわち
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２群を識別可能として選定されたＦｉｓｈｅｒ比の集合及びそのＦｉｓｈｅｒ比を与えた
標的遺伝子としてふさわしい遺伝子の集合を検定結果データ２５として解析結果データベ
ース２０に格納する。
【００３９】
頻度解析部９は、解析結果データベース２０の検定結果データ２５を読み出し、あるい
は検定部８で得られた検定結果データ２５を直接用いて、Ｌ個の遺伝子部分集合に対し、
各遺伝子部分集合に共通して含まれる遺伝子、つまり、どの仮想サンプル集合においても
有効であると判定された遺伝子を選定する。
そして、これをより精度の高い標的遺伝子と認定する。または、この条件を緩和し、Ｌ
個の集合の中で例えば８割、あるいは７割ほど有効であるとされた遺伝子を標的遺伝子と

10

認定することも考えられる。
この頻度解析部９における標的遺伝子の認定方法、すなわち標的とする共通因子の認定
方法について図８を参照しながら具体的に説明する。図８において、候補の遺伝子集合が
ｇ１〜ｇ１０とする場合に、検定部８によって、仮想サンプル集合１，２，３において、
それぞれ遺伝子部分集合として，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３が形成されたとする。それぞれ図中に
示されるとおり、各仮想サンプル毎に候補とされる遺伝子が含まれるが、必ずしも完全に
一致するものとはなっていない。
そこで、頻度解析部９を用いて、例えばすべての遺伝子部分集合に出現するものあるい
は３つの部分集合のうち２に出現するものなどとして解析条件を予め設定しておく。その
設定は、入力部１から解析条件１３として入力し解析定数データ１９としてサンプルデー
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タベース１４に格納しておくとよい。解析条件はユーザーによって適宜設定してよく、全
てや２／３などの数値に限定するものではない。また、いくつかの解析条件を同時に使用
して図８に示されるように解析条件毎に結果を示すようにしてもよい。
【００４０】
図８によれば、全ての遺伝子部分集合に出現するとした場合には、標的遺伝子集合Ａと
してｇ２とｇ４が抽出され、３つのうち２つに出現するとした場合には、これらの他にも
ｇ１、ｇ６、ｇ７が加わって標的遺伝子集合Ｂが形成されることになる。
このようにして標的遺伝子集合が得られる。このようにして得られた標的遺伝子集合に
関するデータは頻度解析部９によって、共通因子抽出データ２６として解析結果データベ
ース２０に格納される。

30

【００４１】
次に、一般化Fisher比演算部１０では、頻度解析部９で得られた標的遺伝子集合の各遺
伝子に対して一般化Fisher比を演算する。この標的遺伝子集合に関するデータは、頻度解
析部９から直接受けてもよいし、解析結果データベース２０から共通因子抽出データ２６
を読み出してもよい。
一般化Fisher比演算部１０で演算を行う前に、まず、統計量演算部５が標的遺伝子集合
内の各遺伝子について、それぞれ式（５）、（６）で表されるFisher比Ｆｉの平均μ（Ｆ
２

ｉ）と分散σ

（Ｆｉ）を演算する。これらの平均値と分散値は、仮想サンプル集合平均

値データ２１、仮想サンプル集合分散値データ２２として解析結果データベース２０に格
納してもよいし、そのまま一般化Fisher比演算部１０から読み出されるようにしてもよい

40

。
【００４２】
【数５】

【００４３】
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ここでＲは標的遺伝子集合内の遺伝子数を表す。次に、一般化Ｆｉｓｈｅｒ比演算部１
０は、統計量演算部５からあるいは解析結果データベース２０からμ（Ｆｉ）とσ２（Ｆ
ｉ）を読み出して以下の式（７）のような一般化Ｆｉｓｈｅｒ比を演算する。

【００４４】
【数６】

【００４５】

10

ここで、Ｈ（μ（Ｆｉ））はμ（Ｆｉ）の関数であって、分子Ｈ（μ（Ｆｉ））はその
値が大きいほど２群間の差異が大きい遺伝子を意味する。一方、分母Ｇ（σ２（Ｆｉ））
はσ２（Ｆｉ）の関数であってサンプルが異なることによるＦｉｓｈｅｒ比の変動量（正
の値）を表わし、この値が小さい程、解析結果の信頼性が高いことを意味する。以上から
Ｇ（σ２（Ｆｉ））に対するＨ（μ（Ｆｉ））の比が大きい遺伝子は、Ｇ（σ２（Ｆｉ）
）の値が小さく、その一方でＨ（μ（Ｆｉ））の値が大きい遺伝子を意味する。
このとき、この遺伝子は、信頼性が高く、かつ、どの仮想サンプル集合に対しても平均
的に発現量の相違が著しいということになる。一般化Ｆｉｓｈｅｒ比を用いる手法と従来
手法との決定的に異なる点は、Ｆｉｓｈｅｒ比を従来のように確定値としてではなく確率
変数として取り扱い、Ｆｉｓｈｅｒ比の分布を考えていることにある。

20

一般化Ｆｉｓｈｅｒ比の具体例としては、次の（８）〜（１０）などの式で表現される
が、これらに限定するものではない。なお例えば式（１０）のパラメータαは解析定数デ
ータ１９として入力部１から予め入力してサンプルデータベース１４に格納しておくとよ
い。
【００４６】
【数７】

30

【００４７】
一般化Ｆｉｓｈｅｒ比演算部１０によって演算された一般化Ｆｉｓｈｅｒ比は、一般化
Ｆｉｓｈｅｒ比演算部１０によって解析結果データベース２０内に一般化Ｆｉｓｈｅｒ比
データ２４として格納される。
ソーティング部７では、一般化Ｆｉｓｈｅｒ比の値が大きい順に標的遺伝子を順序付け

40

る。その際に用いられるデータは、一般化Ｆｉｓｈｅｒ比演算部１０から直接読み出して
もよいし、解析結果データベース２０から一般化Ｆｉｓｈｅｒ比データ２４として読み出
してもよい。
順序付けされた標的遺伝子は、基本的にはその上位から医学的、あるいは生物学的に意
味のある標的遺伝子を選択することができるように示されるが、最終的な標的遺伝子の選
択は本有効因子抽出システムを操作するユーザーによる判断も加味されることになる。本
有効因子抽出システムは、最終的な判断を容易にすべく支援するシステムである。
【００４８】
出力部１１は、入力部１を介して演算部２やサンプルデータベース１４に入力するデー
タや解析条件を表示・出力したり、それらのデータを用いて仮想サンプル集合生成部３や
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共通因子選択部４で演算する際の選択された入力データや解析条件、さらにその演算の結
果などを出力するものである。もちろん、最終的に選択された共通因子、本実施の形態に
おける標的遺伝子を表示・出力することも可能である。
【００４９】
以上説明したような解析の流れを本有効因子抽出システムの構成との関係を明確にしな
がら図９に示す。
図９を参照すれば容易に理解されるが、所望の属性によって２群に分けられるサンプル
集合Ｘ，Ｙが存在しており、これらから仮想サンプル集合生成部３を用いてＬ個の仮想サ
ンプル集合を生成し、それぞれの仮想サンプル集合において共通因子選択部４を用いて共
通因子の部分集合であるＬ個の遺伝子部分集合（Ｓ１，・・Ｓｔ，・・，ＳＬ）を選択す

10

る。
仮想サンプル集合を用いてＦｉｓｈｅｒ比を演算して検定を実施することで、この段階
である程度精度の高い標的遺伝子が得られる。
しかしながら、さらに高精度を追求するために、これらの遺伝子部分集合を用いて頻度
解析部９では、各部分集合に共通する遺伝子を選択し、さらに一般化Ｆｉｓｈｅｒ比演算
部１０において一般化Ｆｉｓｈｅｒ比を演算する。前述のとおり、Ｆｉｓｈｅｒ比を各遺
伝子部分集合における確率変数として捉えて、仮想サンプル集合全体としての一般化Ｆｉ
ｓｈｅｒ比を演算して、ソーティング部７で順序付けを行うことで、遺伝子の部分集合に
おける標的遺伝子よりもさらに信頼性の高い標的遺伝子を抽出することができるのである
20

。
【００５０】
次に、実際に仮想サンプル集合Ｘｔ、Ｙｔを用いてＦｉｓｈｅｒ比を演算する実施例に
ついて説明する。
表１は、再発群と非再発群という、相対する群のサンプル集合から仮想サンプル集合生
成部３を用いて仮想サンプル集合を生成し、その生成された仮想サンプル集合の中から、
仮想サンプル集合Ｘｔ（再発群）、仮想サンプル集合Ｙｔ（非再発群）を例として選択し
ている。この仮想サンプル集合Ｘｔ、Ｙｔには３名ずつの患者（ｘ１，ｘ２，ｘ３）、（
ｙ１，ｙ２，ｙ３）が含まれており、数ある遺伝子の中から、遺伝子番号ｇ１〜ｇ５まで
の遺伝子発現量を示してまとめた表である。遺伝子発現量とは前述のとおりあるｍＲＮＡ
の量を意味するものである。

30

【００５１】
【表１】

40

【００５２】
このようにしてまとめた表１のデータを用いて、それぞれの仮想サンプル集合において
遺伝子番号毎に統計量演算部５によって平均μ１、μ２及び分散σ１、σ２を演算し、そ
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れらからＦｉｓｈｅｒ比演算部６では式（４）に示されるようなＦｉｓｈｅｒ比を演算す
る。その結果を遺伝子毎に表２に示す。本Ｆｉｓｈｅｒ比の演算においても事前確率はそ
れぞれ１／２としている。
【００５３】
【表２】

10

20
【００５４】
表２によれば、明らかなとおり遺伝子番号ｇ１〜ｇ５までの遺伝子では、遺伝子ｇ３が
最もＦｉｓｈｅｒ比が大きく標的遺伝子としては最も好ましいことが理解できる。
この表２に示された状態から、ソーティング部７はこのＦｉｓｈｅｒ比の降順あるいは
昇順に遺伝子を順序付けし、さらに検定部８では有意水準を定めて統計上の検定を行って
２群を識別する上で有効な遺伝子数を決定する。
その後、さらに頻度解析部９では図８を参照しながら説明したとおり、各仮想サンプル
集合における検定部８に抽出された遺伝子部分集合から頻度解析を行なうことで標的遺伝
子集合を形成させる。そして、一般化Ｆｉｓｈｅｒ比演算部１０において一般化Ｆｉｓｈ
ｅｒ比を演算して、精度の高い標的遺伝子を選択、抽出するのである。

30

【産業上の利用可能性】
【００５５】
以上説明したように、本発明の請求項１乃至請求項３に記載された発明は、医療分野、
特にマイクロアレイ技術とともに研究開発されているバイオインフォマテックスの分野に
おける利用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施の形態に係る有効因子抽出システムの概念図である。
【図２】本実施の形態に係る有効因子抽出システムを用いた遺伝子解析の流れを示すフロ
ー図である。
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【図３】遺伝子発現データを説明するための概念図である。
【図４】本実施の形態に係る有効因子抽出システムにおいて、サンプル集合Ｘ，Ｙから仮
想サンプル集合Ｘｔ，Ｙｔが生成され、Ｆｉｓｈｅｒ比Ｆｉ（Ｘｔ，Ｙｔ）が演算される
ことを説明するための概念図である。
【図５】一対のサンプル集合における遺伝子上での特徴量（発現量）の分布状況を示す概
念図である。
【図６】図５に示される分布図を仮想サンプル集合において適用し、さらに平均値や分散
値などの統計量を追加してＦｉｓｈｅｒ比の大小を説明するための概念図である。
【図７】２つの遺伝子ｇｉ，ｇｊの発現量（ｍＲＮＡ）をそれぞれｙ軸、ｘ軸に示してＦ
ｉｓｈｅｒ比の大小を説明するための概念図である。
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【図８】本実施の形態に係る有効因子抽出システムの頻度解析部の機能を説明するための
概念図である。
【図９】本実施の形態に係る有効因子抽出システムの解析の流れを説明するための概念図
である。
【符号の説明】
【００５７】
１…入力部
計量演算部
析部
件

２…演算部

３…仮想サンプル集合生成部

６…Ｆｉｓｈｅｒ比演算部

…仮想サンプル集合Ｘｔ
プル集合分散値データ

１１…出力部

１５…サンプル集合Ｘ

１８…仮想サンプル集合Ｙｔ

２０…解析結果データベース
タ

７…ソーティング部

１０…一般化Ｆｉｓｈｅｒ比演算部
１４…サンプルデータベース

８…検定部

１２…データ

【図３】

【図２】

【図４】

９…頻度解
１３…解析条
１７

１９…サンプル集合定数データ
２２…仮想サン

２４…一般化Ｆｉｓｈｅｒ比デー

２６…共通因子抽出データ

【図１】

５…統

１６…サンプル集合Ｙ

２１…仮想サンプル集合平均値データ

２３…Ｆｉｓｈｅｒ比データ

２５…検定結果データ

４…共通因子選択部
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【図７】

【図６】
【図８】

【図９】
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