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1 はじめに

近年のマイクロアレイ技術の発達により,これま

でより容易に遺伝子データが得られるようになっ

た. 遺伝子からは個々の疾患のリスクなどの有用

な情報を得ることができるため, 目的に合わせた

様々な解析手法が提案されている.

遺伝子から得られる情報のひとつにコピー数多

型 (Copy Number Variation:CNV)データがある.

通常の染色体においてゲノムコピー数は本来 2本

であるが, 特定の疾患を持つ患者の染色体におい

ては連続してコピー数の増幅や欠損が生じること

がある. 増幅や欠損が染色体に連続して見られる

場合, その領域を異常領域と同定することで疾患

の治療に役立てることが可能となる. 本稿では検

定の多重性を考慮したうえで 2群間における異常

領域の発生頻度に有意に差が見られる領域を統計

的検定によって同定する手法を紹介し, その高速

化の提案を行う.

2 多重検定の問題

2群間における異常領域の統計的検定を行う場

合, 任意の長さを持つ領域を検定する必要がある.

probe数 (CNVデータの長さ)を nとしたとき想

定される領域の数は nC2となり nに応じて非常に

多くなってしまう. このような複数の検定を同時

に行うことを多重検定と呼び, 検定の対象が多い

場合, 2群が同様の分布から発生したものであった

としても偶然に有意水準を超える差が生じること

がある.

2群間の検定における有意水準を pとし, 同時に

N 個の検定を行うとき, 少なくとも 1つの検定で

有意に差があるとされる確率は 1−(1−p)N < Np

となり, 検定の数が多くなればなるほど誤った検

定結果が生じやすくなる. 多重検定の問題を考慮

して検定を行う際は, 多重検定における第 1種の

誤り確率を示す Family-wise error rate (FWER)

が有意水準以下となるように補正して検定を行わ

なければならない.

代表的な補正方法としてボンフェローニ法が挙

げられる. しかし, ボンフェローニ法では検定の数

が増えると補正が非常に厳しくなり, 2群間に差

がある場合でも有意に差があると判断されにくく

なってしまう.

2.1 testableな検定と untestableな検定

ボンフェローニ法での検出力の低下を改善する

ため検定領域を testableと untestableに分類する.

多重検定における検定対象の中には検定を行な

わなかったとしても FWERに影響を与えないも

のが存在すると知られており [1], FWERに影響

を与えない領域を untestable, それ以外を testable

とし, p値に testableの数のみを用いて補正するこ

とで, FWERを有意水準以下に抑制しつつ, ボン

フェローニ法よりも高い検出力をもつ検定が可能

となる.

2.2 testableの分類

実際に testableを検出するには, 検定を行う対

象が取り得る最も低い p値を求めなければならな

い. 例えば, 分割表を用いた独立性の検定では片側

の群に曝露したサンプルが偏ったときを想定する.

各検定対象が取りうる中で最も小さな p値を求

め, 昇順にソートしたものを p̃
(1)
min < p̃

(2)
min < . . . <

p̃
(i)
min < . . .とする. そして, p̃

(1)
min+ p̃

(2)
min+ . . .と足

していき有意水準 αを超えるまでに足された遺伝

子を testableとする. このように testableを定義

することで FWERを有意水準以下に制御するこ

とができる.

しかし, 遺伝子などの大規模なデータを扱う場

合には探索数が非常に多くなり, 計算コストが膨

大なものとなってしまう. そのため, 本研究では主

に testable分類の高速化について考察する.

3 異常領域の検定

本研究では離散値データに対する検定を対象と

する. CNVデータを閾値に応じて増幅/欠損 (1)

と異常なし (0) の 2 値として処理を行い, フィッ

シャーの正確確率検定によって有意差を検定する.
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閾値 th=0.2 th=0.4 th=0.6 th=0.8
naive 提案法 naive 提案法 naive 提案法 naive 提案法

testable探索 1317.65 72.739 326.665 80.753 144.207 87.066 83.505 95.588
行列作成 - 7.137 - 7.136 - 7.133 - 7.128
検定など 12.11 15.09 10.466 12.711 10.028 12.921 9.957 12.069
合計 1329.76 94.966 337.131 100.6 154.235 107.12 93.462 114.785

表 1: 計算時間の比較

3.1 隣接組み合わせ法

離散データに対する多重検定を行うアルゴリ

ズムとして既に Limitless Arity Multiple-testing

Procedure(LAMP)[2]が提案されている. LAMP

は任意の遺伝子同士の組み合わせにおいて testable

同士の組み合わせでしか testableとなり得ないこ

とを利用し, testable分類の高速化を図っていた.

CNVデータに対して導入した場合, 隣り合う遺

伝子の組み合わせのみを考えれば良いことに着目

し, 隣り合う遺伝子が双方とも testableであると

きのみその組み合わせを考え, それ以外は探索を

行わないことで計算時間の削減を図った. 組み合

わせた遺伝子における各サンプルの増幅/欠損は組

み合わせるそれぞれの遺伝子において双方ともに

増幅/欠損がみられる場合に限定する. testableと

なる領域は一定数以上の増幅/欠損サンプルが見ら

れる領域であると定義しているので, 領域を拡げ

るにつれて増幅/欠損サンプルは減少し, testable

となりにくくなるため探索の候補は減少していき

testableの分類が効率良くできる.

3.2 高速化アルゴリズムについて

本研究では, 更なる高速化の提案として増幅/欠

損が連続して続く領域の情報を行列として保存し,

testableを探索するときに活用することで更なる

計算時間の削減を達成した. 詳細なアルゴリズム

については本論文を参照していただきたい.

長さをN , サンプル数を S, testableとなる単一

probe数が tとなるデータにおいて計算時間の評

価を行うと, 総探索ではO(St2)だったものが提案

アルゴリズムではO(SN + tS logS)となる. つま

り提案アルゴリズムは testableの数が増え探索候

補が大きく増加するデータであっても安定した高

速化がみこまれると考えられる.

4 計算機実験

乳がんの CNVデータから得られるサブタイプ

HERとTripleNegativeを用いて 2群の統計的検定

図 1: HER vs. TripleNegative

を行った.データは 235833の長さを持っており,検

定対象となる領域数は約 29億と膨大となる. サン

プル数は HERが 54, TripleNegativeが 53となっ

ている. 得られた異常領域の場所をヒートマップ

(図 1)に緑色で示し, 増幅/欠損を定義する閾値を

変化させ総探索と提案法の計算時間を比較した結

果を表 1に示す.

5 まとめ

本稿では,多重検定を考慮した統計的検定によっ

て遺伝子異常領域を同定する方法および, その高

速化について紹介した. 現状では離散値検定のみ

の適用となっており, 連続値を用いた検定に拡張

させることが今後の課題である.
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