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Abstract:
DNA sequences consist of about three billion base pairs. Although the genotypes of most bases
are common within human being, SNPs are known to have diﬀerent genotypes among individuals
which may be related to a disease onset. In this paper, we consider the issue of classifying the
disease presence or absence as accurately as possible based on the combinations of SNPs. Because
the number of combinations of SNPs is huge, it may lead to diﬃculty to identify the proper combinations by the full search approach. In our proposed method, the basic idea is to select the
SNPs which have the dependency with the disease using the mutual information considering the
relationships among the SNP combinations eﬃciently. This process can reduce the candidates of
combinations while maintaining the classification accuracy. We empirically demonstrate the eﬀectiveness of our proposed method using real anonymised patient dataset (WTCCC-RA), showing
that our methods performed better than comparative methods.

1

はじめに

人間の持つ DNA はおよそ 30 億の塩基対から構成さ
れているが，そのうち 0.1% ほどが個人によりタイプが
異なりＳＮＰ（一塩基多型）と呼ばれている．SNP と
疾病の関連分析では，発症有と発症無の検体群の SNP
情報を比較し，発症有無との関連が強い SNP を検出す
る．しかしながら，多くの疾病の発現には様々な SNP
が関与しており，SNP を適切に検出することは困難で
ある [6]．本稿の目的は疾病の有無をできるだけ正確に
識別するための SNP の条件に関する識別規則を検出す
ることである．疾病を識別する規則を検出することで，
疾病の発症に関するゲノムレベルでのメカニズムの解
明につながる可能性がある．また識別規則と各検体の
ゲノム情報を比較することで将来的に疾病の発症予測
に利用することも考えられる．これまでカイ二乗検定
やフィッシャーの正確性検定を用いて単一の SNP を用
いて疾病の有無を識別する解析が行われてきた．しか
しながら単一の SNP に基づく場合には疾病との強い
関連がある主効果がある場合には識別が可能であるが，
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複数の SNP 間の相互作用を加味する必要があるよう
な疾病には対応できない問題がある．
そこで複数の SNP の組合せによって疾病とＳＮＰの
関連を分析する手法が提案されてきた．MDR では予め
指定された個数の SNP による相互作用を同時に考慮す
ることができる [3]．しかしながら MDR は SNP の組合
せに関して全探索と交差検証を行いより頑健な組合せ
を検出するため計算時間に問題がある．また BOOST
では MDR と同様に SNP の組合せに関して全探索を行
うが，データの表現をブール型に指定することで計算
時間を効率化している [8]．これらの手法は全探索を行
うため，３つ以上の SNP 間の相互作用を把握するには
計算時間の観点から不向きである．
一方で多くの SNP から疾病の識別有無と関連が高
い SNP を選択することは変数選択問題の一種である．
mRMR は相互情報量を用いて被説明変数と依存度が高
く，かつ互いに冗長になりづらい説明変数を効率的に
検出する方法である [7]．また Peng らは mRMR を用い
て遺伝子の選択を行っている [1]．また他にも相互情報
量も基にした SNP の探索手法は提案されている [4][5]．
これら相互情報量を基にした手法は複数のＳＮＰか
ら構成される SNP の組合せをただ一組だけ出力する．
そのため選択する SNP の個数を増やしすぎると，組合
せに含まれる全ての SNP に関する識別規則を満たす検

体数自体が減少し識別性能が悪化する問題がある．そ
のため，本稿では SNP の組合せを複数導出し，それら
を組み合わせることで全体として識別性能が向上する
疾病有無に関する識別規則を検出することを目指す．
しかしながら，ＳＮＰの組合せの場合の数は膨大で
あり，また同様にそれらの組合せの場合の数も膨大で
ある．そこで本稿では相互情報量を用いて識別規則に
含まれる可能性がある SNP の探索範囲を限定し，効率
的な識別規則の導出を行う．
提案手法は大きく 2 つのステップから構成される．第
1 ステップでは SNP の組合せ間の関係を考慮した上で，
相互情報量に基づき疾病との関連が高い SNP の選択を
行い，SNP の探索範囲の絞り込みを行う．第 2 ステッ
プでは第 1 ステップで選ばれた SNP に関して識別誤差
に基づき実際にそれぞれの SNP を識別規則に組み込む
べきか否かを決定する．
本稿の主な貢献は次の点である．ＳＮＰ間の相互作
用を考慮しながら SNP の組合せを複数個導出し，それ
らを組み合わせることで疾病の有無をできるだけ正確
に識別できる枠組みを提案したことである．また疾病
に関する補助情報を利用していないため，様々な疾病
の分析に利用可能であると考えられる．
本稿の構成は以下の通りである．まず 2 章において
本稿で扱うデータセットについて述べる．3 章では本
稿で対象とする識別規則の定義を行う．4 章では相互
情報量を用いた変数選択の既存手法を紹介する．5 章
では提案手法について述べる．6 章では実際の関節リ
ウマチのデータを用いて実験を行い提案手法の有効性
を示す．最後に 7 章で結論を述べる．

2

データセットについて

本節では扱うデータセットについて紹介を行う．デー
タセットに属する検体数を N ，SNP 数を M とする．
まず疾病の有無に関するデータセットについて紹介
N
を行う．ベクトル y ∈ {0, 1} は各検体の疾病の有無を
表したものである．ベクトル y の第 i 番目の要素の値
を yi で表し，第 i 番目の検体が疾病を有する場合には
yi = 1 とし，疾病を有さない場合には yi = 0 とする．
次に SNP の情報に関するデータセットについて述べ
る．それぞれの SNP には 3 種類のタイプ（遺伝子型）
が存在する．それぞれメジャーホモ接合体 (AA)，ヘテ
ロ接合体 (AB)，マイナーホモ接合体 (BB) と呼ばれて
いる．本稿では各検体，各 SNP のタイプを行列 X ∈
N ×3M
{0, 1}
で表す．第 n 番目の検体に関して第 m 番目
の SNP のタイプが AA ならば Xn,3(m−1)+1 = 1，AB
ならば Xn,3(m−1)+2 = 1，BB ならば Xn,3(m−1)+3 = 1
とする．ただし Xi,j は行列 X の (i, j) 番目の要素であ
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図 1: 各検体，各 SNP のタイプを表現した行列 X の
例．行列 X の要素の値が 1 となる部分が各検体の対応
する SNP のタイプである．

図 2: 疾病規則を表す行列 Z の例．疾病要因数は K = 2
であり，識別規則は “（SNP1 が AB かつ SNP9 が BB）
または（SNP1 が AA かつ SNP9 が BB）ならば該当す
る検体は陽性”である．
る．図 1 に各検体，各 SNP のタイプを行列 X の例を
示す．

3

疾病有無の識別規則

本稿で扱う疾病有無の識別規則を定義する．
まず疾病有無の識別規則として陽性の検体が同時に
満たすべき SNP のタイプに関する規則を考える．例
えば “（SNP1 が AA かつ SNP2 が AB かつ SNP3 が
AB）ならば該当する検体は陽性である”という規則が
挙げられる．この陽性の検体に特有の SNP のタイプに
関する規則を “疾病要因 と呼ぶ．
また要因数を単一から複数にすることで識別精度が向
上することが考えられる．本稿では疾病要因を複数 (K
個) 設定し，いずれかの疾病要因の条件を満たす場合に
疾病ありと識別することを考える．疾病要因数 K = 2
の場合の例としては “（SNP1 が AA かつ SNP2 が AB
かつ SNP3 が AB）または（SNP3 が AA かつ SNP4 が
AB）ならば該当する検体は陽性である”といった規則
が挙げられる．そして，いずれかの疾病要因を満たす
場合に陽性と判定する．
次に複数の疾病要因における識別規則を行列（Z ∈
K×3M
{0, 1}
) を用いて表現する．行列 Z の第 k 行が，
k 番目の疾病要因の条件に含まれる SNP のタイプを示
す．そのため，あり得る識別規則の総数は Z の各要素
が {0, 1} を取る場合の数だけ存在する．図 2 に識別規則
を表す行列 Z の例を示す．またアルゴリズム 1 に SNP
情報を示す X と識別規則を示す Z が与えられた場合
に n 番目の検体の疾病の有無を識別する方法を示す．

Algorithm 1 検体の疾病有無の識別方法．
1: 入力：SNP 情報に関する行列 X ，疾病有無に関す
るベクトル Y ，疾病要因数 K ，対象の検体 ID: n．
2: 出力：i 番目の検体の識別結果．
3: 変数 L を 0 に初期化．
4: for k = 1 → K do
5:
if k 番目の疾病要因の条件を n 番目の検体の各
SNP のタイプが満たす． then
6:
L←L+1
7:
end if
8: end for
9: if Z ≥ 1 then
10:
疾病ありと出力．
11: else
12:
疾病なしと出力．
13: end if

4

表したものであり，第 2 項は既に選択された SNP との
冗長度を表したものである．

5

提案手法

本節では検体に関する疾病の有無の情報と各 SNP の
タイプが与えられた場合に，疾病の有無をできるだけ
正確に判別する識別規則を検出する問題を扱う．識別
規則は SNP のタイプの組合せの総数だけ存在するため
数が膨大である．そこで提案手法では適切に SNP のタ
イプの探索範囲を限定することで識別精度と計算時間
を両立することを目指す．提案手法は 2 つのステップ
から構成される．第 1 ステップでは相互情報量に基づ
く変数選択手法を用い，疾病と関連が高いと考えられ
る SNP のタイプを選抜する．第 2 ステップでは第 1 ス
テップで選抜された各 SNP のタイプに関して，識別誤
差を基に識別規則に取り組むべきかの判定を行う．

mRMR

本節では，SNP 間の相互作用を考慮した変数選択手法
（minimal-redundancy-maximal-relevance: mRMR）の
紹介 [7] を行う．なお，提案手法は mRMR を基に考案
した．本節の目的は疾病の有無を示すベクトル y と
SNP 情報を示す行列 X が与えられた場合に，SNP 間
の相互作用を考慮しながら疾病と関連が強い SNP の
タイプを指定した個数 (V 個) だけ選択することであ
る．疾病と関連が高い SNP のタイプを選択する必要
があるが，疾病の有無と依存関係が高い SNP のタイ
プのみを選択すると，冗長なＳＮＰのタイプを選択し
てしまう可能性がある．冗長な SNP のタイプとは既
に選ばれた SNP のタイプと依存関係が極めて高く全
体としての性能の向上に貢献していないものである．
そのため疾病との関連が強く，かつ選ばれた SNP の
タイプ間の冗長度が低い SNP を選択する必要がある．
mRMR では上記の 2 つの点を考慮しながら変数選択を
行う．第 m 番目の SNP のタイプに対応する確率変数
を xm とする．また確率変数 X と Y の相互情報量を
∑
∑
p(x,y)
I(X; Y ) =
x∈X
y∈Y p(x, y) log p(x)p(y) と定義す
る．ただし p(x, y) は (x, y) の同時確率である．mRMR
では逐次的に特徴の選択を行うため，現在 v −1 個 SNP
のタイプを既に選択し，v 個目を選択する場合を考え
る．現在までに選ばれた v − 1 個の SNP のタイプの集
合を Sv−1 とし，全 SNP のタイプの集合を A とする．
このとき v 番目に選択する SNP のタイプ (xv ) は

argmax

xv ∈A−Sv−1

[
I(xj ; Y ) −

1
v−1

∑

]
I(xv ; xi )

(1)

xi ∈Sv−1

とする．ただし Y は疾病の有無に関する確率変数を示
す．式 (1) の第 1 項は SNP と疾病の有無の依存関係を
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5.1

第 1 ステップ

第 1 ステップでは識別規則を表す行列 Z の 3KM 個
の要素から疾病との関連が高い V 個を効率的に選抜す
る．mRMR を用いることで疾病との関連が強くかつ冗
長度が低い SNP のタイプを選抜できるが，mRMR で
は単一の組合せを想定しており疾病要因間の関係は考
慮されていない．そこで疾病要因間の関係を考慮した
変数選択法を提案する．
まず疾病要因間の関係を考慮した場合の第 k 番目の
疾病要因に関する第 m 番目の SNP のタイプと疾病と
の関連度の導出方法を述べる．本稿では K 個の疾病要
因を仮定しているが、k 番目の要因を除く K − 1 個の要
因によって既に疾病ありと識別されている患者は k 番
目の要因の内容に関わらず疾病ありと識別されてしま
う．逆に言えば K −1 個の要因で疾病なしと識別されて
いる検体に関して m 番目の SNP のタイプと疾病の有
無の依存関係を測るべきである．現時点での第 k 番目
の要因を除く K − 1 個の要因で疾病なしと識別されて
いる検体の ID の集合を Tk とする．そして第 k 番目の
要因に関する第 m 番目の SNP のタイプと疾病との依
存度を I(YTk , XTk ,m ) とする．ただし，I(YTk , XTk ,m )
は ID が Tk に属する検体に関して m 番目の SNP のタ
イプと疾病の有無に関する相互情報量である．
次に疾病要因間の関係を考慮した場合の第 k 番目の
疾病要因に関する第 m 番目の SNP のタイプと第 i 番
目の疾病要因に関する第 j 番目の SNP のタイプの冗
長度を測る．一般に k 番目の要因を除く K − 1 個の要
因で疾病なしと識別された検体と i 番目の要因を除く
K − 1 個の要因で疾病なしと識別された検体は異なる．
そこで両者の共通の検体に基づいて相互情報量を求め

Algorithm 2 識別規則の検出に関する提案手法．
1: 入力：SNP 情報に関する行列 X ，疾病の有無に関
するベクトル Y ，パラメータ U, V ．
2: 出力：識別規則を示す行列 Z ．
3: 識別規則を表す Z を初期化．
4: for u = 1 → U do
5:
第 1 ステップ．
6:
for v = 1 → V do
7:
式 (3) に基づき v 番目の要素 (xv ) を選択．
8:
end for
9:
第 2 ステップ．
10:
2V の要素の組合せから識別誤差 (式 (4)) が最小
となるものに Z を更新．
11: end for

表 1: 分割表の例
陽性と診断

陰性と診断

合計

実際は陽性
実際は陰性

a
c

b
d

a+b
c+d

合計

a+c

b+d

a+b+c+d

る．それぞれの要因を除く K − 1 個の要因で疾病あり
と識別されていない検体の集合を Tk と Ti とし，両者
の集合の積集合を Tk,i とする．このとき，２つの SNP
のタイプ間の冗長度を

|Tk ∩ Ti |
I(XTk,i ,m , XTk,i ,j )
|Tk ∪ Ti |

(2)

とする．ただし I(XTk,i ,m , XTk,i ,j ) は ID が Tk,i に属
する検体に関する m 番目の SNP のタイプと j 番目の
SNP のタイプ間の相互情報量である．
以上から mRMR にならい v 番目に選抜すべき SNP
のタイプ xv は
[
argmax I(YTk , XTk ,m ) −
xv ∈A−Sv−1

1
v−1

∑

と定義する．ただし γ はパラメータである．第２ステッ
プの計算時間は V 個の組合せに関して全探索を行うた
め計算量は O(2V ) となる．
提案手法では第１ステップと第２ステップを指定した
回数 (U ) だけ繰り返す．そして最終的な行列 Z を求め，
疾病の有無の識別に活用する．アルゴリズム 2 に提案手
法の全体の流れを示す．また計算量は O(U (N M V 2 +
2V )) となる．実験的には 6 章で述べる通り，V は KM
に比べて非常に小さな値に設定しても良い性能ため，計
算時間は行列 X のサイズに依存する．

]

|Tk ∩Ti |
xi ∈Sv−1 |Tk ∪Ti | I(XTk,i ,m , XTk,i ,j )

(3)

となる．式 (3) では v 番目の SNP のタイプを選択のた
め (M −v +1) 個それぞれの SNP のタイプに対し，これ
までに選択された v − 1 個の SNP のタイプとの相互情
報量を計算する必要がある．また相互情報量の計算では
最大 N 検体の情報を用いる．以上から第 1 ステップの
∑V
計算量は O( v=1 N (M − v + 1)(v − 1)) = O(N M V 2 )
となる．

5.2

6

本節では WTCCC より提供を受けた関節リウマチの
患者データ (WTCCC-RA) を分析し，提案手法の有効
性を評価する．

第 2 ステップ

6.1

本ステップでは第 1 ステップで選択された各疾病要
因の SNP のタイプを実際に識別規則に組み込むかを判
定する．第 1 ステップで選択された V 個の要素が行列
Z において 0 もしくは 1 の値を取る場合の数は 2V 通
りである．本ステップではこれら 2V の通りの中で，識
別誤差が最小となる組合せに Z を更新する．ただし第
2 ステップでは第 1 ステップで選択された V 個以外の
SNP のタイプに関しては Z の要素の値を更新しない．
次に識別誤差の定義について述べる．行列 Z に対応
して各検体はアルゴリズム 1 に基づいて疾病の有無が
識別される．そして各検体が実際に陽性か否かに関し
て分割表 (図 1) が得られる．
図 1 では c，および b が誤識別した検体の数に相当す
る．実際の陽性の検体数と陰性の検体数に偏りがある
場合も想定し識別誤差を分割表の値を用いて

γc + (1 − γ)b

実験

(4)
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データセット

本稿では WTCCC[9] より提供を受けた関節リウマチ
のデータセットを用いる．検体数は 3499 であり，1999
検体が疾病あり，1500 検体が疾病なしである．今回は
免疫系染色体番号が６である SNP に注目をした．染色
体番号が 6 である SNP は合計 31470 個存在するが，本
稿では各 SNP 毎にフィッシャーの正確性検定を行い，
p 値が低いものから 1000 個の SNP を選抜し実験に用
いた．そのため本稿で用いたデータセットのサイズと
しては検体数 (N ) が 3499，SNP 数 (M ) が 1000 であ
る．なお得られたデータに欠損値はなく，全てのＳＮ
Ｐに関して対応するタイプが取得でき，全ての検体の
疾病の有無に関する情報は得られているとする．ただ
し，疾病なしの検体群に関しては各 SNP でマイナーホ
モの検体が存在しない場合は全てメジャーホモとして
扱った．

表 2: 提案手法の実験結果 (V =2，V =4)
適合率 再現率 F 値

1.000

6.2

0.627

表 3: 提案手法の実験結果 (V =8)
疾病要因数 適合率 再現率 F 値

0.771

1
2
3
4
5
6

評価指標

評価指標として適合率，再現率，Ｆ値を用いる．分
割表を用いた場合の定義は 適合率 := a/(a + c)，再現
率 := a/(a + b)，Ｆ値 := (2 × 適合率 × 再現率)/(適合
率 + 再現率) である [2]．これらの指標は疾病の有無を
正しく識別できるほど大きな値を示す．

6.3

0.627
0.627
0.651
0.926
0.956
0.961

表 4: 比較手法の実験結果
比較手法
適合率 再現率

比較手法

本節では比較手法の紹介を行う．naive-one は 3M 個
の各 SNP のタイプから全探索により識別誤差が最小と
なる 1 つの SNP のタイプを選択する手法である．naivetwo-and は 3M 個の各 SNP のタイプから全探索によ
り 2 つの SNP を選択し，2 つの SNP のタイプを同時
に満たす場合に陽性であるとする識別規則に基いた場
合の識別誤差が最小とするものを選択する手法である．
naive-two-or は 3M 個の各 SNP のタイプから全探索に
より 2 つの SNP を選択し，2 つの SNP のタイプのう
ちいずれかを満たす場合に陽性であるとする識別規則
に基づいた場合の識別誤差を最小とするものを選択す
る手法である．mRMR は提案手法の第 1 ステップに
mRMR を用いたものである．第 2 ステップに関しては
提案手法と同一である．

6.4

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

実験結果および考察

本節では提案手法および比較手法の実験結果を示す．
なお識別誤差におけるパラメータは γ = 0.43 とした．
また提案手法および mRMR において U は 8 に設定を
した．表 2，表 3 に V を変化させた場合の提案手法の
適合率，再現率，F 値を示す．ただし，V = 2, 4 の場
合には疾病要因数を 1 から 6 まで変化させても評価指
標の値は変化しなかった．また各疾病要因数で実際に
使用した SNP タイプ数も併記する．ただし同じ SNP
のタイプを異なる要因で用いた場合には 1 回として計
測を行う．使用 SNP タイプ数は V = 2, 4, 8 の場合に
それぞれ [1, 2, 2, 3, 3, 3]，[1, 3, 3, 3, 4, 4]，[1, 4, 5, 5, 7, 7]
と増加した．
次に比較手法の結果を表 4 に示す．なお mRMR(V =
8) においては疾病要因数を変化させた場合でも分割表
の値は変わらず，従って各評価指標の値も同一であった．
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naive-one
naive-two-and
naive-two-or
mRMR

1.000
1.000
1.000
1.000

0.627
0.627
0.926
0.627

0.771
0.771
0.789
0.962
0.978
0.981

F値
0.771
0.771
0.962
0.771

比較手法について考察を行う．表 4 に示す通り 4 通り
の比較手法の中では naive-two-or の性能が最も優れてい
た．naive-one と naive-two-and は疾病要因数を 1 に設
定した場合とみなすことができる．同様に，naive-twoor は疾病要因数を 2 に設定したものである．naive-one，
naive-two-and，naive-two-or では naive-two-or の結果
が最もよい．これは疾病要因数を増加させることで識
別精度が向上することを示唆している．一方で，疾病
要因数を増やすと取り得る SNP の場合の数が膨大とな
り，探索が困難になる問題がある．そこで mRMR では
探索範囲を限定し，識別規則を検出している．しかし
ながら，mRMR では第 1 ステップで SNP 要素を選抜
する際に，SNP タイプ間の相互作用しか考慮せず，疾
病要因間の相互作用を考慮できていないため性能が改
善しなかったと考えられる．
次に提案手法の結果について考察を行う．提案手法
では V = 2, 4 の場合には疾病要因数を増加させても評
価指標の値が改善しておらず，また疾病要因数を増加
させても使用 SNP タイプ数はほとんど変わらず疾病要
因数を増やした場合の利点が生かせていない．この原
因としては V = 2, 4 と少ないため，第 1 ステップで疾
病要因間の関係を捉えるのに十分な SNP 要素を選抜で
きなかったと考えられる．一方で V = 8 の場合には 表
3 に示す通り疾病要因数を増加させるにつれ再現率と
F 値の指標が改善していることが分かる．また使用Ｓ
ＮＰタイプ数も増加していくことが分かる．
次に複数の疾病要因を設定した利点について述べる．
1999 の陽性検体のうち提案手法で６個の疾病要因を仮
定した場合には 1923 検体を陽性と正しく識別できた
が，6 個の疾病要因それぞれによって正しく陽性の検体
した件数を表 5 に示す．ただし複数の疾病要因で陽性
と識別された場合には，陽性と識別した疾病要因数の
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