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研究会報告

バイオインフォマティクスにおける基本アルゴリズム

阿久津 達也

京都大学化学研究所

ノー ト作成 :山西芳裕 (京都大学化学研究所)

1. はじめに

理論的計算科学や数学などの分野においては未解決な問題 (OpellProblem)が研究の

進展のための大 きな原動力となってきた｡ゲノム情報科学におけるアルゴリズム的側面を

扱った教科書によると､pevzllerとWater111anは1995年にゲノム情報科学における57偶

の未解決問題を提示 したが､その約 1/4が 2000年までに解決されたと書いてある｡ また､

この本には 117個の問題が列挙されている｡ そのうち､いつ くが解決済みかは明記されて

いないが､半分程度は未解決なのではないかと思われる｡ 本セ ミナーでは､ゲノム情報科

学における様々なアルゴリズムを紹介するとともに､課題や問題点を指摘する｡ とくに､

ホモロジー検索､進化系統樹推定､RNA二次構造予測､タンパク質立体構造予測につい

ての説明を行 う｡

2. ホモロジー検索

2.1. ペアワイズアライメン ト

配列アライメントはバイオインフォマティクスの最重要技術の一つであ り､2個もしく

は3個以上の配列の類似性の判定に利用される｡文字間の最適な対応関係を求める最適化

問題に帰着 し､配列長を同 じにするようにギャップ記号 (挿入､欠失に対応)を挿入 して

い く｡ ところで､ゲノム情報科学において､最適アライメン ト問題は一言で言 うと､二佃

(以上の)文字列が与えられたときに､文字間の対応関係を求める問題､つまり､文字列

パ タ･-ンマ ッチング問題の--種である｡2佃の DNA配列 もしくは､アミノ酸配列の類似

性を判定するには､このアライメン トを計算することが必須であ り､理論的観点からも実

用的観点からもさまざまな研究が行われてきた｡

DNA配列を例にとり､2個の文字列のアライメント問題を定義する｡ ここではDNA配

列を考えているので､各文字列は､A,C,G,Tの4種類の文字列から構成される｡ この4種

類の文字の各ペアの間にはスコア (類似度)が定義されるが､ここでは簡単のために同 じ

文字 (X)間のスコアは1とし (six,X)-1)､異なる文字 (X､Y)間のスコアは-1としよ

う｡ここで､2個の文字列が与えられた時に､各文字列にギャップ記号 (-)を挿入 して､

2佃の文字列の長さが同じになるようにする｡ たとえば､AGCTとTCGCTの場合には､

A-GCT

TCGCT

というようにギャップ記号を入れれば､長さが同じになる｡ このようにギャップを入れて

重 さを同 じにし､(=ものは ｢アライメン ト｣と呼ばれ､同じ列の文字列どうLが対応 して

いるものとみなされる｡ そ して､列ごとのスコアを加算 してい くことにより､アライメ

ン ト全体のスコアの計算することができる｡ 上の例だと､S(A,T)+sf-,C)+S(G,G)+
可C,C)+可T,T)がスコアであ り､その和 ま1となる｡ ただ し､ここでは簡単のため､
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ギャップ文字と他の文字の間のスコアは常に-1であるものとした (S(X,弓-S(-,X)--1) 0

なお､アライメントにおいてはギャップ記号どうLが同じ列に並んではいけないものとす

る｡ギャップペナルティの定義の仕方も様々であり､線形コス ト-gdやアフィンギャップ

コス トーd-e(9-1)がある｡ ここで､gはギャップ長､dはギャップ (開始)ペナルティ､

eはギャップ伸張ペナルティである｡

アミノ酸配列のアライメントにおいては､残基間 (アミノ酸文字間の)が完全に一致す

るかどうかだけ考えるのではなく､残基間の類似性を考慮に入れる｡ 類似性を表す行列と

して､PAM250､BLOIsUM45などのスコア行列 (置換行列)を利用する｡ つまり､アミ

ノ酸は20種類あるので､20Ⅹ20の類似行列に対応する｡ スコア行列は､どのように導出

されるかというと､基本的には頻度の比の対数をスコアとする｡ たとえば､BLOSUM行

列の作 り方を説明する｡ 1)既存のスコア行列を用いて多 くの配列のアライメントを求め

ギャップなしの領域 (ブロック)を集める｡ 2)残基がL%以上一致 しているものを同一

クラスターに集める｡ 3)同じクラスタ内で､残基aが残基bにアラインされる頻度Aab

を計算する｡4)qa-∑bAab/∑ cdAcd,Pab-Aab/∑ cdAcdを求め､a(a,b)-log(pab/qaqb)

としたのち､スケーリングし近傍の整数値に丸める｡

最適アライメント問題を解 くためのアルゴリズムとして､すべてのアライメントを作 り､

それぞれのスコアを計算し､最大スコアのアライメントを求めるというアルゴリズムが考

えられる｡ 残念ながら､このアルゴリズムは非常に効率の悪い (指数オーダーの)アルゴ

リズムとなってしまう｡ というのも､配列が2個の場合のペアワイズアライメントの場合

でも､可能なアライメントの個数は指数オーダーであることが知られているからである｡

そこで､効率のよいアルゴリズムが必要となるが､20年以上昔より動的計画法という一

般的な手法に基づ くアルゴリズムが知られている｡

ここでは､そのアルゴリズムを簡単に説明する｡ このアルゴリズムでは､アライメント

問題を図2のような2次元のメッシュ上のダイアグラム (有向グラフ)における最長経路

問題に変換する｡ この図では､横方向が 1個目の文字列に対応 している｡ また､右下に向

かう各矢印には､対応する文字間のスコアが対応付けられている｡ また､横方向の矢印

および縦方向の矢印にはギャップ文字 1文字分のスコアが対応づけられている｡ すると､

アライ●メントと､左上の点から右下の点までのパス (経路)には､1対 1対応が存在 し､

また､パス上のスコアの和は対応するアライメントのスコアに等 しくなる｡ よって､長さ

(スコアd)和)が最長となる経路を求めればよい｡一般に最長経路問題は難 しい問題であ

るが､図12'のグラフは規則的で単純な形をしているため､動的計画法という手法により比

較的効率よく計算することができる｡ アミノ酸配列の場合も同様であり､残期間のスコア

の計算が対応するスコア行列の要素を用いて行われる｡ つまり重み付のパス計算でアライ

メントスコアを計算することになる｡

実際､配列の一部のみ共通部分があることが多く､共通部分のみのアライメントが求めら

れることが多い｡xl,x2,･･･,Xm,yl,y2,･･･,ynを入力とするとき､スコアが最大となる部分

列ペアxi,Xi+1,･･･,Xk,yj,y,･+1,･･･,yhを計算するのが目的である｡ たとえば､HEAWGEH
とGAWEDの場合､

AWGE

AW -E
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図 1. アミノ酸配列のペアワイズアライメントの例

図 2.最長経路問題

というアライメントを計算する｡ 大域アライメントを繰 り返すと､0(m3n3)時間である

が､Smith･-Watermanアルゴリズムなら0(mn)時間で解 くことができる｡

この計資時間や必要メモリについて簡単な計算をしてみる｡2個の入力文字列の長さを

それぞれ､n,m とする｡ すると､図1のように作られるグラフには､(n+1)×(m+1)個の

点が存在することになるため､計算時間やメモリも(n+1)×(m+1)程度となる (0(mn)

時間､0(mn)スペース)0 11とlnが同じくらいとすると､これは0(n2)時間､0(n2)ス
ペースのアルゴリズムとなる｡ 実はこれまでの議論はそれほど難しいことではない｡とこ

ろが､もっと効率のよいアルゴリズムはあるか?ちうことになると､とたんに難 しい未解

決問題となってしまう｡0(n2)時間より本質的に効率のよいアルゴリズムは知られておら

ず､また､0(n,2)時間が最適である､という結果も知られていない｡ただし､メモリ効率

に関しては､0(n)のアルゴリズムがかなり昔より知られている｡
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図 3. グローバルアライメントの動的計画法

図 4. ローカルアライメントの動的計画法

2.2. FASTA､BLAST

これまでは､2個の文字列の比較を考えてきたが､実際には､一個の配列を入力 し､デー

タベース中の数百万の配列とのアライメントを計算し､最適なものを一個 (もしくは数十

個程度)もとめるというように利用される場合が多い｡この場合､各配列の長さをn程度､

データベース中の配列の個数をNとし､上記の動的計画法に基づ くアルゴリズムを繰 り返

し適用すろと0(n2N)時間かかることになる｡ この間題に関L:ては､FASTAや BLAST､

SSEARCH､PSLBLASTなどのハッシュ法に基づ く実用的なアルゴリズムが開発され､生

物学者らによって実用的に使用されるにいたっている｡FASTAは､短い配列 (アミノ酸の

場合､ト2文字､DNAの場合､4-6文字)の完全一致をもとに対角線を検索 し､さらにそ

れを両側に伸張 し､最後にDPを利用する｡BLASTは､固定長 (アミノ酸の場合では3､

DNAの場合では11)の全ての類似語単語のリス トを生成 し､ある閥倍以上の単語ペアを

探 し､それをもとに両側に伸張する｡ ギャップは入らない｡伸張の際に極値分布に基 く統

計的な値 E-valueを利用する｡SSEARCHでは､局所アライメント (Smith-Watermanア

ルゴリズム)をそのまま実行する｡PSLBLASTでは､ギャップを扱えるように拡張 した

BLASTを繰 り返 し実行する｡｢BLASTで見つかった配列からプロファイルを作 り､それ

をもとに検索｣という作業を繰 り返す｡しかしながら､本質的に0(n ･2N)より効率のよい

アルゴリズムは知られておらず､この改善は未解決問題であると思われる｡ また､ギヤツ
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プを許 したマッチのためのハッシュ関数で理論的保証があり､かつ実用的なものは知られ

ていないと思われる｡

2.3. マルチプルアライメン ト

2個の文字列に対するアライメントは0(n2)時間でできたが､k個の文字列に対するア

ライメントはk次元のメッシュ上グラフ上の最長経路問題に変換することにより､0(㌦ )

時間で計算できることが知られている｡ このアルゴリズム自体は大学院入試レベルのアル

ゴリズムである｡ しかしながら､この計算量はkがちょっとでも増えると現実的でなくな

るので､より効率のよいアルゴリズムを開発することが求められる｡ すると､それはとた

んに難 しい未解決問題となり､現在のところ本質的に0(㌦ )時間より効率のよいアルゴリ

ズムは知られていないということになる｡ また､kが固定さゴ1ていない場合には､一般に

NP困難という難しいクラスの問題になることも知られている｡

厳密な最適解を求めるのはNP困難であるため､実用的なマルチプルアライメントを実

行するためには､ヒューリスティックなアルゴリズムの開発が求められる｡ 例えば､ひと

つの方法として､プログレッシブアライメントがある｡ 1)近隣結合法などを用いて､案

内木を作る｡2)類似度が高い節点から低い節点へという順番で､配列対配列､配列対プ

ロファイル､プロファイル対プロファイルのアライメントを順次計算する｡ もう一つは､

逐次改善法と呼ばれる方法で､｢配列を一本取 り除いてはアライメントしなおす｣を繰 り

返すというものである｡

図 5.アミノ酸配列のマルチプルアライメントの例

確率論的なアプローチとして､隠れマルコフモデル (HMM)がある｡HMMとは､有限

オー トマンと確率を組み合わせたものである｡HMMにおける基本アルゴリズムとして､

出力記号から状態列を推定するViterbiアルゴリズムと､出力記号列からパラメータを推

定するBauln-Welchアルゴリズム (EMアルゴリズム)がある｡ 応用としては､配列をア

ライメントするのに使われるわけだが､状態列として､一致状態 (M)､欠失状態 (D)､

挿入状態 (Ⅰ)を持つHMMは､プロファイルHMMと呼ばれている｡

NP困難な最適化問題があった場合に精度保証のある近似アルゴリズムを研究開発する

というのは情報科学における一般的な研究スタイルであるが､この間題については､ある
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図 6,隠れマルコフモデル

図 7. プロファイルHMM

定式化の下で近似率2というアルゴリズムが 1993年に発表された｡しかしながら∴些細

な改良はあるものの､これまで本質的に2という近似率は改良されていない｡これも有名

な未解決問題である｡ なお､2000年に､特殊な場合に限っては近似率を1 (最適解)に

いくらでも近づけることのできるアルゴリズム (PTAS)が､コロモゴルフ計算量などで

も有名なMingliらによって開発された｡このように､これまで多 くの研究が行われてき

たアライメントに限っても､情報科学的観点から見れば様々な未解決問題があることが分

かる｡

3･.進化系統樹推定

生物種の進化における系統関係は､系統樹 と呼ばれる樹状の図で表現される｡ これはク

ラスタリングなどにも関係する問題であり､複数の生物種の遺伝子配列が与えられた時

に､その配列を比較 し､進化の過程を表す木を再構成する｡ 比較 したい複数の生物種間で

共通に保存さゴ1ているオーソログ遺伝子を同定 し､その配列情報からマルチプルアライメ
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ントを作ることから始める｡ 塩基配列やアミノ酸配列といった分子レベルの情報から分子

系統樹を推定する方法として､距離行列法や近隣結合法がある｡

距離行列法の一つであるUPGMA法では､まず n本の配列を独立のクラスターとみな

し､隣接 したクラスターを順次まとめていく｡ クラスター間の非類似度として､それぞれ

のクラスターに含まれる配列全ての組み合わせのの平均距離で定義する｡ つまり､多変量

解析法のクラスター分析のひとつの方法である平均距離法のアルゴリズムを用いるわけで

ある｡ 最後に全体がひとつのクラスターとなったときのデンドログラムが系統樹 となる｡

これに対 して､配列間の距離がある制約を満たす場合には､近隣結合法というアルゴリズ

ムにより木が正 しく再構成されることが知られている｡

近隣結合法では､最初にn個の配列を外部ノー ドとして､ひとつの内部ノー ドにつない

だ星型の トポロジーから出発 し近隣のクラスターを順次 くくりだしていく｡ どのノー ド対

をくくりだすかは､全ての組み合わせを考え､エッジの長さが最小になるものを選ぶ｡く

くりだされた部分は新たなクラスターとなり､距離行列のサイズがひとつずつ減っていく

ことになる｡ しかしながら､より一般の距経や､また､最節約法といった基準を用いた場

合には､再構成が困難になることが知られている｡

UpGMA法では進化速度が一定であるという条件でエッジの長さの総和を最小化 してい

るのに対 して隣接結合法では進化速度が一定でないことを考慮 して各ステップで最小化の

基準を用いている｡ 最適解を計算する実用的なアルゴリズム､もしくは､精度保証のある

近似アルゴリズムを開発することが望まれるが､決定版と呼べるようなアルゴリズムは知

られていない｡

4. RNA二次構造予測

1本鎖RNAの二次構造は､相補的な配列が局所的に二重らせん構造をとることにより形

成される｡ 二重らせん部分をステム､ステムをつなぐ一本鎖の部分をループと呼ぶ｡RNA

二次構造予測とは､どの塩基対が結合 しているかを予測する問題である｡ 方針として､ス

テム構造と各ループ構造の安定性の評価値を合計 したスコア関数を最大化することによっ

て行われる｡ベースペアとして､B-Ha,uHg,cH を考え､RNAの二次構造Mは､

M -((i,i)ll≦i<j≦n,tai,aj)∈B)かつi≦h≦j≦kを満たす(ai,aj),(ah,ak)∈M

は無いという条件を満たすとする｡ スコア関数を

FL(ai,aj)-1 if(ai,ajIEB

FL(ai,aj)-0 otherwise

と定義 したとき､

∑ p(ai,aj)
(i,))Ê'/

が最大になるようなMを選択する｡
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図 8.RNAの2次構造予測

5. タンパク質立体構造予測

タンパク質立体構造予測とは､アミノ酸配列からタンパク質の立体構造 (3次元構造)

をコンピュータにより推定することである｡ 実験よりもはるかに精度は悪いが､大体の形

が分かればよいのであれば､5割近 くの精度で予測できる｡ タンパク質は主に､球状タン

パク質､繊維状タンパク質､膜タンパク質の3つに分類される｡ 構造の視点では､一次構

追 (アミノ酸配列)､二次構造 (α､β､それ以外)､三次元構造 (三次元構造､立体構

追)､四次構造 (複数の鎖)に分額される｡ タンパク質立体構造の決定は､主にX線結晶

解析かNMR解析による｡ 一般にX線解析のほうが精度が高いが､結晶中の構造 しか分

からない｡'アミノ酸配列決定よりも困難な作業で､半年から1年ぐらいかかることも珍 し̀

くなく､既知の立体構造が少ない理由となっている｡ タンパク質の立体構造は､らせん状

の αへ リックス､ひも状の部分が並んだβシー トの二種類の特徴的な構造が頻繁に現れ､

立体構造のコアを作る｡ これらの特徴を持つ構造をコンピュータを使って予測してやる方

法は､物理学的原理に基づ く方法､格子モデル､2次構造予測､スレッデイングの4つに

分類できる｡

物理的原理に基づく方法は､エネルギー最小化､もしくは微分方程式を数値的に解 く､

などの物理的原理に基づ く｡ 主として分子動力学法が使われ､数十残基程度であれば､実

際のたんぱく質やペプチ ドと似た構造を推定可能なことがある｡ 格子モデルに基づ く方法

では､各残基が格子点にあると仮定される｡ 予測よりもフォールデイングの定性的な理解

のために利用される｡ ス トリングフォールデイング問題とよばれ､タンパク質立体構造予

測問題を極端に単純化 した問題であり､二進文字列 (Oと1からなる文字列)をスコアが

最小になるように平面格子 (もしくは立方格子)上に埋め込むという問題であり､エネル

ギーの最小化に対応する｡2次元で 1/4近似､3次元で3/8近似できることが指摘されて

いる｡ またこれまでの研究によって､3次元でNP困難､2次元でNP困難､2次元で 1/3
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図 9. タンパク質の立体構造予測

近似できることが指摘 されているが､さらなる近似は課題 となっている｡

二次構造予測では､アミノ酸配列中の各残基が､α､β､それ以外のどれかに属するか

を予測するという問題である｡ 高精度なソフトだと70から80%の予測率であり､ニュー

ラルネット､HMM､SVMなどが利用されている｡ スレッデイングによる構造予測は､以

下の3つのステップから実行される｡ 構造未知の配列と既知の立体構追 (数百種類程度)

の間のスレッデイングを､それぞれ計算する｡ スレッデイング結果のスコア (適合度)が

最も高い構造を採用 (スレッデイングにより対応付けられた座標にアミノ酸を配置)する｡

必要があれば､分子動力学法などを用いて構造を最適化する｡ スレッデイング法には大き

く分けて､プロファイルによるスレッデイング (PSLBLAST､3D-1D法､構造アライメ

ント結果に基づ くスレッデイング)･と､残基間ポテンシャルによるスレッデイング (コン

9･クトポテ･ンシャル､距離依存ポテンシャル､その他のポテンシャル)がある｡ プロファ

イル蜂では､動的計画法により最適解を計算する過程で､スコア行列のかわりにプロファ

イルを使 う｡ よく使われるのは､3D-1Dプロファイルであり (1991年Eisenbergによって

提案)､構造中の残基を18種類の環境 (3種類の二次構造､6種類の内在性や極性の組み合

わせを考える)に分類 し､それに属するスコアをベクトルにしたものとして定義される｡

ポテンシャル型スコア関数を用いたスレッデイングでは､全体のポテンシャルエネルギー

を最小化する､すなわち∑fd(X,Y)を最小 となるようなスレッデイングを計算する｡ ポ

テンシャル関数を用いた場合､厳密な最適解の計算は困難でNP完全であることが知られ

ている｡ アルゴリズムとして様々な方法が提案されている｡ 分枝限定法は､コア領域内で

のギャップは許さないが､多 くの場合現実的な時間で最適解を計算可能である｡Frozen近

似は､通常の動的計画法のアルゴリズムの応用版である｡ Double動的計画法は､通常の

動的計画法を二重に用いる方法で､立体構造アライメントなどにも応用可能である｡

立体構造予測コンテス ト (CASP)は､ブラインドテス トにより子測方法を客観的に評
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図 10. スレッディング

価 しようとするための企画であり､誰でも参加可能である｡ ブラインドテス トにより予測

方法を評価する｡ データは､半年以内に立体構造が実験により決定する見込みの配列 (数

十種類)をインターネットで公開される｡ 参加者は予測結果を送付する｡ 構造決定後､正

解とのずれなどを評価 し､順位付けを行う｡

立体構造予測の分野では､スレッデイングの発明が大きなブレークスルーとなった｡こ

れによって構造既知の配列と類似性がない配列の構造を予測できるようになった｡また､

PSLBLAST (ギャップを考慮 したBLAST)の開発によって､プロファイルに基 くマルチ

プルアライメン′トの繰 り返 し実行によるスレッデイングが可能となった｡現在のところ､

DaividBakerによる統計情報とシミュレーションを組み合わせた､abinitio予測法が､良

い結果を出しており注目されている｡

6.･まとめ

バイオインフォマティクスにおいても (アルゴリズム論駅観点から)未解決問題は多い

が､新 しい数学につながるかどうかは疑問である｡ 配列検索などはかなり実用的となって

いるが､構造予測はあまり実用的とはいえない｡実用上のブレークスルーは問題を解 くこ

とよりも､新たな問題や数理モデルを作ることによりもたらされることが多い｡細胞や生

体のシミュレーションでは良い数理モデルを作ることが特に重要だと思われる｡
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