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生体内ネットワークの構造推定のための
S-system モデルの構造制限付き最適化
富 永

大

介†

高 橋

勝

利†

生体細胞内には代謝系や遺伝子間制御などのネットワークがある．そこでは化学物質や遺伝子の発
現量などがノード，化学反応のスキームや制御関係，依存関係がエッジとなる．現在それらの構造はほ
とんど未知であるが， DNA チップなどといった，実験技術の進歩は近年めざましく，大量のデータ
が短期間で得られるようになってきた．しかし観察結果からネットワーク構造などの高次知識を得る
ための方法は未だ乏しく，人手で推測を重ねていくのが一般的である．我々は，時系列データをもと
にネットワーク構造を推定するアルゴリズムを開発した．これは各ノードの経時変化のみから遺伝的
アルゴリズム (GA) で S-system モデルを推定することで行う。またネットワークにスケールフリー
性を仮定することによる推定精度の向上をケーススタディで確認した．

Inference biological network structure by genetic algorithm
with structure restriction using time-series data
Tominaga Daisuke† and Takahashi Katsutoshi†
Living cells consist of many kinds of networks, such as metabolic pathways, gene regulatory
networks, etc. In biological networks, nodes are concentration of metabolites or expression
levels of genes, and edges are chemical reaction scheme or regulatory interactions. Although
structures of most of networks have not been revealed yet, technologies to observe dynamics of
biological network, such as DNA microarray or mass spectrometry, are rapidly growing, and
these high-throughput experimental technologies produce huge amounts of data. But there
are no efficient knowledge mining method to infer structures of biological networks.
In this paper, we propose optimization algorithm to infer network structures only using
time-course data of target biological networks. Our algorithm is ab initio method which
doesn’t need any other information or knowledges about target networks than time-course
data. We use the S-system as a model of a network and introduce Scale-free property as a
biological network. The algorithm is based on the genetic algorithm. We probed efficiency of
our method on case studies.

め、ブラックボックスモデルによるネットワークの構

1. は じ め に

造推定ができれば, 生命活動をモデリングし生命活動

生命の最小単位は細胞であり，生命活動の仕組みを

の本質を探るためにも非常に有益である．近年技術革

探ろうとするとき細胞の内部構造を調べるアプローチ

新で、遺伝子の発現量の時系列を観察する技術が確立

は一般的である. 細胞内部には非常に多種の物質が

されてきているが、時系列から直接ネットワークの構

含まれており，相互に作用しあっている．生命活動の

造を推定するよい方法はない. 本研究ではそのための

本質を探るには，こういった複雑な相互作用のネット

基本技術としてネットワークの記述法に S-system4) ,

ワークがどのように構成されているかを研究すること

その構造推定法に遺伝的アルゴリズムを用いた手法を

が欠かせない．ネットワークを構成するノードは遺伝

提案, 検証する．

子や化学物質などである. リンクは遺伝子発現の制御

これまでは, 前述したような生体内のネットワーク

関係や化学反応などであるが, これらは複雑な分子機

は疎結合であることを考慮してネットワークの構造

構が担っておりその細部はほとんど知られていないた

を絞り込んでいたが5)6) ，構造の制約条件に妥当性が
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なかった．そこで今回は, 生体内のネットワークはス
ケールフリーネットワークの特徴を持っていると言わ
れていることから，これを制約条件として用いること

1
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とした．

範囲を定め，初期個体集団はその範囲内で各染色体を
乱数で決定して生成するが, この際にスケールフリー

2. モデルと最適化法

性を持つようにする（後述）. 生成された各個体は，

2.1 S-system

式 (3) で評価値を計算される．

S-system は，代謝系などの生化学反応系を表現す

生成された個体からは SPX3) で子個体を生成する．

るために考案されたもので，質量作用則によるモデル

エリート戦略を適用し，エリート個体以外はすべて子

の近似式で以下の形式の連立微分方程式である．
、

個体で置き換える．

Y g
Y h
dXi
= αi
Xj ij − βi
Xj ij
dt
n

GA による探索中, 初期世代からの世代交代の回数

n

j=1

(1)

j=1

を G, エリート個体が更新されなくなってからの世代
交代の回数を Gs として, G < 2 × Gs となったとき,

ここで Xi は代謝物質の濃度などの物理量で，ネット

または G が規定の最大値に達したときエリート個体

ワークのノードと捉えられる．n はノードの総数，i, j

を解として最適化を終了する．

はその添え字である．一般に Xi を増加させようとす
る作用（化学反応など）は複数あり得るが，S-system
ではそれを式 (1) 右辺の第一項で表現する．第二項は

2.2.3 スケールフリーネットワーク
スケールフリーネットワークは，リンクを k 本持つ
ノードの数を P (k) としたとき，

P (k) = Ak−γ

Xi を減少させようとする作用を表す．ネットワークの

(4)
1)

構造を表すパラメータは gij と hij であり、αi と βi は

となるようなネットワークである（A は定数） . 酵母

速度係数に相当する．式 (1) に含まれる合計 2n(n + 1)

の代謝系では γ ≈ 2.2 であることが報告されており，

個の gij ，hij ，αi ，βi を全て最適化することで数値積

生体内のネットワークはスケールフリー性を持つこと

分した結果が与えられる実験データを再現するよう

が示唆されている2) ．ノード数 n が既知であり, 自分

になれば，gij ，hij はなんらかのネットワーク構造を

から自分へのリンクはなく, リンクを持たないノード

表していて，それは実際の生体内ネットワークの構造

はないとすると, 一つのノードが持つ最大のリンク数
は n − 1 になるため式 (4）で 1 ≤ k ≤ n − 1 であり,

（真の解）の候補と考えられる．

Pn−1

2.2 最 適 化 法

k=1

P (k) = n である. これから式 (4) での A が決

2.2.1 目 的 関 数

まり, 各 k に対する P (k) が求まる．GA において初

t をサンプリング時刻として，実験で観測されたノー

期集団として多数のネットワークモデルを生成する際,

t
，式 (1) を数値積分して得られたデー
ド i の量を Xi,exp

モデル中のノードがリンクを k 本持つ確率を P (k)/n

タを

t
Xi,cal

とすると，ここで行う最適化はこれらの差

であるとして生成し, スケールフリー性を持たせる．

を最小化することである．差を相対誤差とすると，以

2.2.4 ネットワーク構造の決定

下の式で表される．

分散 GA の各集団で一つずつ得られるネットワーク

fe =

n X
T
t
t
X
Xi,exp
− Xi.cal
i=1 t=1

Xi,exp

モデルに対して，各ノードのペアを結ぶリンクがいく

(2)

つのモデルに存在しているかの度数を数え上げる. ま
た, 各リンクは S-system の指数係数であり符号を持

ここで T はサンプリング点の総数である．目的関数

つ．各リンク gij および hij について 0, 正, 負であっ

は，範囲を正規化するために以下の形式とする．

た回数をカウントし, 各 i について正のカウントと負

f=

1
1 + fe

(3)

のカウントの比を計算する．最終的に, 正負の比が最
小でなく度数が最大のもの, また度数が最小でなく比

最適化は，式（3）を最大化することになる．これを

が最大のもの, 比が計算できないもの（正, あるいは

分散遺伝的アルゴリズム (分散 GA) で最適化する．

負のみのリンク）を最終的な解に含まれるリンクとし,

2.2.2 遺伝的アルゴリズム

これを探索結果のネットワークの構造とする.

単純 GA に加え，GA における各染色体を実数値と
し，αi ，βi ，gij ，hij の 2n(n + 1) 個の各パラメータ
を，それぞれ一つの染色体に割り当てる．GA での一

3. ケーススタディ

個体は，各 S-system パラメータに対応する染色体を

ネットワークの構造の概略を推定するアルゴリズム

一つずつ持つ，2n(n + 1) 次元のベクトルとして一つ

としての性能を検証するため，表 1 に示す S-system

の S-system モデルを表す．各染色体にそれぞれ探索

モデルから初期値を変えて 10 セットの時系列データ
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表 1 図 1 に示すシステムを表現する S-system モデルのパラメータ．
Table 1 A set of S-system parameters which represents a network shown in figure 1.

i
1
2
3
4
5

αi
5.0
10.0
10.0
8.0
10.0

gi1
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0

gi2
0.0
0.0
-1.0
0.0
0.0

gi3
1.0
0.0
0.0
2.0
0.0

gi4
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0

gi5
-1.0
0.0
0.0
-1.0
0.0

βi
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

hi1
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0

hi2
0.0
2.0
-1.0
0.0
0.0

hi3
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0

hi4
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0

hi5
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0

表2

X1

X4

X2

X5
X3

図1

典型的な遺伝子発現系のモデル. 実線: 各ノードを増やす作
用に対するリンク, 破線: 各ノードを減少する作用に対するリ
ンク.
Fig. 1 A model of a typical gene expression scheme

3 つの方法の比較．algorithm 1: ランダム, 2: リンク本数
の制限, 3: スケールフリー. a) 収束率（最適化が最大世代数
に到達する前に終了した割合），b) 平均二乗誤差の平均, c)
平均世代数，d) False positive，e) False negative. d+e
は false の合計.
Table 2 Comparison of three algorithms. algorithm 1:
simple GA, 2: limited numbers of links, 3: scalefree. a) Conversion ratio (terminated GA runs before maximum generation), b) Average of average
squared error, c) Average number of generations,
d) False positive, e) False negative. d+e means
total sum of false (miss estimated links.)
algorithm
1
2
3

a
0.713
0.438
0.5

b
5.80
0.0123
0.000890

c
1539
2159
2073

d
3
7
3

e
5
5
1

d+e
8
12
4

を作成し，それを用いて図 1 に示す構造を見つけられ
るかどうかをテストした．ここでは，1) 交叉に SPX3)

れる. 単にリンクの本数を制限すると, 制限なしより

を用いること以外は単純 GA を用いる方法，2) それに

も評価値は高いがオリジナルの構造を探せなくなる.

加えてモデル中のリンクの本数を各要素につき 2 本以

その点ではランダムに探索した方が性能が良く, さら

内に制限する方法, 3) さらに一つのモデルがスケール

にスケールフリー性を持たせることが有効である.

フリーネットワークとなるように制限する方法の 3 種

4. ま と め

類を比較した．ネットワークモデルのスケールフリー
性は，式 (4) において γ = 2.2, A = 3.51 とした．ま

表 2 では，推定しようとするネットワーク構造に

た生化学反応系を想定しここでは αi と gij のみの最

スケールフリー性を仮定するかどうかで，推定能力が

適化を行った。式 (1) において最適化対象となるパラ

大きく左右されることを示した。一般には GA の特

メータの総数は 30 で，探索範囲は αi は [0, 15]，gij

徴は局所解に捕らわれない大域探索にあるが，ここで

は [−3, 3] である．最適化は，目的関数から計算される

の GA は局所探索を行っている．これは，図??にある

サンプリングポイント 1 点あたりの平均相対二乗誤差

ように目的関数には未定義の領域が広く，そういった

が 0.01 以下になったとき，および規定の回数（3000

領域では GA の探索は非常に効率が悪いからである．

回）の世代交代を行ったときに終了する．1 から 3 の

したがってランダムに発生した初期推定ネットワーク

各方法について, それぞれ 100 個の個体からなる 64

のうち，実行可能でもっとも目的関数値が高いものの

集団の分散 GA の結果から 2.2.4 節に示す計算を行い,

周辺を探索する．これは, 初期集団に含まれるエリー

ネットワーク構造を決めた. その際，i = j となる gij

ト個体と同じ構造を持つものが, 探索が終了するまで

はその際に対象から外した．その結果を表 2 に示す．

ずっとエリート個体であることが多いことからも分か

また各方法で得られたネットワーク構造を図 2 に示す．

る. したがって初期集団の生成の方法が最重要である
が, その際にリンクの本数のみを制限した場合は, 十

False positive，false negative ともに，スケールフ

分に解を絞れないために探索性能が落ち, スケールフ

リー性を仮定して最適化することにより改善すること

リー性を持たせた場合は十分に解を絞ることができる

ができる．ネットワークモデルから計算される時系列

と言える. また表 2 において false negative を減らす

データと, 与えられたデータとの誤差は, 単にランダ

ことができるのも重要なことである．実験観測データ

ムに探索するよりも構造制約を導入することで改善さ

には誤差が少なからず含まれるため, 完全な正解を探
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True

True

True

False Positive

False Positive
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False Negative

False Negative

False Negative

図 2 最適化により得られたネットワーク構造．a) 方法 1，b) 方法 2，c) 方法 3 による．
Fig. 2 Obtained network structures by a) algorithm 1, b) algorithm 2, c) algorithm 3.

putation Conference (GECCO 2000), pp. 251–
258 (2000).

索するよりも「あるものを見逃さない」特性が必要で
ある。
今後の課題としてスケールアップがある．今回のケー

(平成 ? 年 ? 月 ? 日受付)

ススタディでは 3000 世代に約 90 分かかっており, 世

(平成 ? 年 ? 月 ? 日採録)

代交代に MGG を導入するなどして, 速度の向上を図
る必要がある. また有効な初期推定の生成がキーポイ
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