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モチーフは，アミノ酸配列上における特徴的なパ
ターンであり，生物の進化の過程で保存されてきた
蛋白質の機能に関係していると考えられている．そ
こで，分子生物学分野の様々な専門家が，自分達の
研究に関連する配列を多数集め，集められた多数の
配列の長さを等しくするマルチプルアライメント処
理により，様々なモチーフを発見した．それらは，
3526,7(>�@や''%->�@といったモチーフライブラ
リーとして整備されている．
しかしながら，一般にマルチプルアライメント処
理>�@により見つけ出される共通パターンは，関連す
る配列のどの �つを比較しても，配列上でほぼ同じ
位置にあるものに限定されている．このため，配列
によって大きく異なる位置にある共通パターンを見
つけることが難しいという問題がある．さらに，
'1$ データやアミノ酸データを十分に調べようと
するとき，任意に選択された大変多くの配列を対象
とする．その場合に，マルチプルアライメント処理
だけで特定の配列に共通なパターンを全て見つけ出
すには大変な手間がかかるという問題がある．
本研究では，これらの問題を解決するために有用
な 3UHIL[ 6SDQ法>�@を改良し，多数のアミノ酸配列
からモチーフ発見を支援するシステムを提案する．
また，部分試作したプロトタイプシステムを用いて，
=LQF )LQJHU，&\WRFKURPH &，/HXFLQH =LSSHU，
.ULQJOH などを含むアミノ酸配列データベースから
モチーフ発見を試みる．なお，以後では，配列をシ
ークエンスと呼ぶことにする．
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　　塩基データやアミノ酸データの類似性解析の中で

も基本的なもののひとつは，複数のシークエンスの

類似する部分を縦に揃えて並べ合わせる操作で，こ

れをマルチプルアライメントと呼ぶ．この方法は，

分子生物学分野において，多用されている．

　また，マルチプルアライメントを行うために用い

る方法に，'3（ダイナミック・プログラミング）が

ある>�@．'3法は，基本的には �つのシークエンス

が与えられたときに，適当な場所にギャップを入れ

てずらすことにより，両者で対応する文字の一致数

が最大になるように，並べる方法である．

　例として，２つのシークエンス「 ,063」と

｢6300+,63｣を考え，これらのシークエンスから

頻出パターン 63を抽出することを考える．

また，'3 法は，比較するシークエンスを横方向

と縦方向に並べた行列の形で説明することができる．
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図 �では，「,063」と「6300+,63」を比較して，
対応する文字の一致数が最大になるようなルートを
求めている．

　２つのシークエンス「,063」と「6300+,63」

を比較する場合，�）両者のシークエンスから � 文

字もってきて並べる場合，�）｢,063｣からのみ，�

文字もってきて並べる（「6300+,63」にギャップ

を入れる）場合，�）「6300+,63」からのみ，�

文字もってきて並べる（「,063」にギャップを入れ

る）場合の �つがある．これは，図 �の丸印から �

つの矢印が出ていることに相当する．斜め方向は �）

の場合，横方向は �）の場合，縦方向は �）である．

従って，「,063」と「6300+,63」を比較する

場合，図 �の左上端の丸印から右下端の丸印まで，

最も斜め方向に進んだ回数が多いルートが，比較結

果となり，図 �のようになる．また，実際にギャッ

プ（ B をギャップとする）を入れた結果を以下に示

す．

� �結果より，� つのシークエンスの右側にある 63

は並べて比較できる（アライメント）．しかし，

「6300+,63」の左側にある 63はアライメントさ

れていない．従って，全ての 63 を見つけることが

できないといえる．

　また，マルチプルアライメントでは，� 本以上の

シークエンスを対象としている．例えば，� 本のシ

ークエンスを比較する場合，� 本のシークエンスの

比較結果を �本目のシークエンスと比較することに

よって，求める．�本以上の場合も同様である．

óîóîëë´́�z�z··®®ýý´́11]]¦o¦o¥u¥u��

既存の 3UHIL[6SDQ法 を直接利用すると不要なパ
ターンが数多く抽出されるので，これにギャップ数
を制限する仕組みを導入することにより，計算時間
の短縮や余分な頻出パターンを削減している．

また，抽出される頻出パターンに対して，� 種類
の改良方法を提案する．

��� 可変ギャップ法：異なるギャップ数を持つパタ
ーンは同じパターンと見なす方法である．ギャ
ップ長を無限大と設定すれば，既存の
3UHIL[6SDQ法と同じになる．

��� 固定ギャップ法：ギャップ数が異なる場合，異
なるパターンと見なす方法である．
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まず，既存の 3UHIL[6SDQ法について，説明する．
表１に例として，�つのシークエンスデータを挙げ，
3UHIL[6SDQ 法を用いた頻出パターン抽出について
説明する．
3UHIL[6SDQ法では，抽出する頻出パターンの条件

として，最小支持率を設定する．最小支持率は，����
（番号 ��，�� のうち２箇所に同じパターンが出現
していることを示す）とする．

++ �� r·r·jjc®c®tt�·�·z�z�··tt ªª

シークエンス番号 シークエンス

��
0).$/57,39,/101.'

6./

�� 0631371,+7*.7/5

3UHIL[ 6SDQ 法では，短い頻出パターンから求め
ていく．従って，まず長さ１の文字から求める．条
件を満たす長さ１の文字は，「,，.，/，0，1，3，
5，6，7」である．
そして，長さ N（N≧�）の頻出パターンは，長さ

N�� の頻出パターンを用いて，求めることが可能で
ある．ここでは，長さ �の頻出パターン0を用いて，
0 から始まる全ての頻出パターンを求めるところ
まで説明する．
頻出パターン0から始まる頻出パターンは，図 �

のような深さ優先探索を用いることにより，抽出す
ることができる（太線は，条件を満たした頻出パタ
ーンを示す）．また、多くの頻出パターンが抽出され
たため，図 �は省略した部分がある．例えば，長さ
�の頻出パターンは，図 �の他に「03，05，06，
07」が抽出される．

B�B�B�B�B�,�B�6�3

6300+,�B�6�3
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　次に，実際に順をおって，より長い頻出パターン
を求める方法を説明する．
　まず，長さ �の頻出パターン0を用いて，長さ �

の頻出パターンを求める処理を図 �に示す．
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長さ N��の頻出パターンから，長さ Nの頻出パタ

ーンを求める場合に，条件を満たす N番目の文字の

候補を集める．その集合を 3URMHFWHG 'DWDEDVHと呼

ぶ．図 �では，矩形の部分が長さ �の頻出パターン

0の 3URMHFWHG 'DWDEDVHに相当する．

また，図 � では，文字 0 の � 文字目の候補につ

いてのみ，3URMHFWHG 'DWDEDVHを載せた．実際には，

アミノ酸塩基に対応する �� 種類のアルファベット

全てについての 3URMHFWHG 'DWDEDVH を作成し，各

3URMHFWHG 'DWDEDVH の開始位置を記憶する必要が

ある．その全ての開始位置の記憶をまとめると表 �

のようになる．

++ �� ??��ÏÏÎÎ11%%XXèòèò¥¥<<áá11eelléé

支持率 番号 �� 番号 ��

$ ��� �

& ��

' ��� ��

( ��

) ��� �

* ��� ��

+ ��� ��

, ���� �� �

. ���� � ��

/ ���� � ��

0 ���� � �

1 ���� �� �

3 ���� �� �

4 ��

5 ���� � ��

6 ���� �� �

7 ���� � ��

9 ��� ��

: ��

< ��

表 � には，各文字の支持率と各文字の 3URMHFWHG

'DWDEDVH が各シークエンスに存在する先頭からの

位置を格納している．図 �で示した0の 3URMHFWHG

'DWDEDVH の開始位置は，表 � の太線の部分に相当

する．

　図 � の 3URMHFWHG 'DWDEDVH を走査することによ

って，長さ �の頻出パターン「0,，0.，0/，01，

03，05，06，07」を抽出する．このうち，「0,，

0.」の 3URMHFWHG 'DWDEDVHを求めた結果を図 �，

図 �に示す．
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��　0 ).$/57,39,/101.'6./

��　0 631371,+7*.7/5

$ 00& …… ……… <

0,$ 0,0,//… … 0,<

･･･････････････

0$ 00//00,, … …0011… 00.. 0<

��　0).$/57, 39,/101.'6./

��　0631371, +7*.7/5

��　0). $/57,39,/101.'6./

��　0631371,+7*. 7/5



�

　長さ１の場合と同様に，��種類全て「0$，0&，
0'，0(，0)，0*，0+，0,，0.，0/，00，
01，03，04，05，06，07，09，0:，0<」

の3URMHFWHG 'DWDEDVHの開始位置をまとめると表 �

のようになる．

++ �� ??��ÏÏÎÎ11%%XXèè��¥¥<<ááúú��áá		 ¤¤éé

支持率 番号 �� 番号 ��

$ ��� �

& ��

' ��� ��

( ��

) ��� �

* ��� ��

+ ��� ��

, ���� �� �

. ���� � ��

/ ���� � ��

0 ��� ��

1 ���� �� �

3 ���� �� �

4 ��

5 ���� � ��

6 ���� �� �

7 ���� � ��

9 ��� ��

: ��

< ��

　長さ �以上の頻出パターンについても，最小支持

率 ����を満たしているアルファベットに対して，

同様の処理を行うことによって，接頭辞0を持った

頻出パターンを全て抽出することができる．

óóîòîò ����ii��~~��::

　固定ギャップ法について，表 �の例を用いて，説

明する．固定ギャップ法も，3UHIL[6SDQ法と同様に

短い頻出パターンから，求める．

　固定ギャップ法では，抽出する頻出パターンの条

件として，最小支持率とギャップ数を設定する．ギ

ャップ数とは，抽出される頻出パターンにおける文

字と文字の間隔を示す． また，最小支持率は ����，

最大ギャップ数は �とする．

　頻出パターン0から始まる頻出パターンを，図 �

に載せる．3UHIL[6SDQ法と比較して，抽出される頻

出パターンが削減していることが分かる．
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　次に，3UHIL[6SDQ法と同様に，長さ �の頻出パタ
ーンを求める処理を図 �に示す．
3UHIL[6SDQ法では，１つのシークエンスから，最
初に発見した頻出パターンのみ抽出する．しかし，
図 �のように，可変ギャップ法では，複数の頻出パ
ターンを抽出する．また，最大ギャップ数を �と設
定したため，3URMHFWHG 'DWDEDVHの範囲は �となる．
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　3UHIL[6SDQ 法と同様に，２文字目の候補となる

3URMHFWHG 'DWDEDVHの開始位置を記憶し，表 �にま

とめる．

図 � や表 � のように，可変ギャップ法の場合，

3URMHFWHG 'DWDEDVH は１つのシークエンスに対し

て，� つも存在しない場合もあれば，� つも存在す

る場合がある．従って，3URMHFWHG 'DWDEDVHの開始

位置は，線形リストに記憶する．

��　0 ).$/57,39,/10 1.'6./

��　0 6313 71,+7*.7/5

$ 00& …… ……… <

0$ 006601 … …… 0<…
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支持率 番号 �� 番号 ��

$ 　��� �

& 　��
' 　��� ��

( 　��
) 　��� �

* 　��� ��

+ 　��� ��

, ���� �� �

. ���� � �� �� ��

/ ���� � �� �� ��

0 ���� � �� �

1 ���� �� �� � �

3 ���� �� � �

4 　��
5 ���� � ��

6 ���� �� �

7 　��� � �� ��

9 　��� ��

: 　��
< 　��

例えば，図 � の番号 �� のシークエンスにおける

0の 3URMHFWHG 'DWDEDVHは図 �のように記憶され

る．
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　図�の3URMHFWHG 'DWDEDVHを走査することによっ

て，長さ �の頻出パターン「01：�，06：�」を抽

出する．次に，先程求めた 01，06 の 3URMHFWHG

'DWDEDVHを求める（図 �，図 ��）．
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3UHIL[6SDQ法と同様に，��種類全て「0$，0&，
0'，0(，0)，0*，0+，0,，0.，0/，00，
01，03，04，05，06，07，09，0:，0<」
の3URMHFWHG 'DWDEDVHの開始位置をまとめると表 �

のようになる．

++ �� ??��ÏÏÎÎ11%%XXèè��¥¥<<ááúú����éé

支持率 番号 �� 番号 ��

$ ��� �

& ��

' ��� ��

( ��

) ��� �

* 　��
+ 　��
, ��

. ��� � ��

/ ��� �

0 ��

1 ���� �� �

3 ��� � �

4 　��
5 ��

6 ���� �� �

7 　��
9 　��
: 　��
< 　��

可変ギャップ法では，0から始まる長さ �以上の
頻出パターンは条件を満たさないため，抽出されな
い．従って，3UHIL[6SDQ法と比較して，頻出パター
ンを削減できているといえる．

óóîóîó ÕÕooii��~~��::

　可変ギャップ法でも，モチーフの候補となり得な
い頻出パターンが多く抽出される．
　そこで，固定ギャップ法を提案する．長さ �の頻
出パターン0を用いて，長さ �の頻出パターン0$，
0/ を抽出する例を示す（図 ��）．ここでは，最小
支持率を ����とし，最大ギャップ数を �とする．
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��　0).$/57,39,/101 .'6. /

��　0631 371, +7*.7/5

��　0).$/57,39,/101.'6 ./

��　06 3137 1, +7*.7/5

00 6$/'6/

00 /%/$$/
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まず，可変ギャップ法の場合，0$，0/ ともに �

つのシークエンスに含まれているため，抽出可能で
ある．また，固定ギャップ法の場合，� つ目のシー
クエンスからは，0�$（0 と $ の間に，任意の �

文字が含まれているパターン），0�/，0�/が抽出
される．�つ目のシークエンスからは，0�$，0�$，
0�/，0�/，0�/ が抽出される．この中で，� つ
のシークエンスに存在する頻出パターンは，0�/と
0�/となる．
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　図 �� に，本研究のシステムの処理手順をデータ
フローダイヤグラムで示す．図 �� では２箇所程，
点線で囲んでいる部分がある．
１つ目は，先程 �章で説明した固定ギャップ法を
表している．２つ目は，抽出したパターンを :HE

上で問合せすることができるように，インタフェー
ス化した部分である．利用者はこのインタフェース
を用いて，モチーフ発見を行う．

ÑÑ ���� �·z��·z�¨̈·{·{_�k_�k¤¤��
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　　評価実験において，既存の 3UHIL[6SDQ 法を応用

した �通りの手法の評価と作成したインタフェース

の評価を行った．

評価実験に使用したマシンは，&38が 3HQWLXP

Ⅲ���0+]でメモリを ���0バイト搭載したものを
使用した．また，固定ギャップ法の評価実験に使用
したデータを表 �，�，�にまとめた．

　表 �のモチーフ中に存在する数字は，ギャップ数

を示している．また，.ULQJOHのモチーフでは，>)<@

となっている部分がある．これは，)と <のどちら

であっても同一のモチーフとみなすということを意

味する．

++ �� ööªª�·�·zz11ff¦¦ññ

データ元 モチーフ

.ULQJOH 3526,7( )�*&�>)<@�&
=LQF )LQJHU 3526,7( +�+�&�&

/HXFLQH =LSSHU ''%- /�/�/�/
&\WRFKURPH & 3526,7( &�&+

++ �� ööªª�·�·zz11ff¦¦òò

データ件
数（件）

総長
�E\WH�

平均長
�E\WH�

.ULQJOH �� ����� ���
=LQF )LQJHU ��� ������ ���
/HXFLQH
=LSSHU

��� ������ ���

&\WRFKURPH
&

��� ������ ���

++ �� ööªª�·�·zz11ff¦¦óó

最大長
�E\WH�

最小長
�E\WH�

支持率
���

抽出時
間�V�

.ULQJOH ���� �� ��（)） ����

=LQF )LQJHU ���� �� �� ����
/HXFLQH
=LSSHU

���� � �� ����

&\WRFKURPH
&

���� �� �� ����

　表 �の支持率と抽出時間については，固定ギャッ

プ法を用いた結果を載せている．また，.ULQJOH の

支持率 ���)�とは，.ULQJOH のモチーフは，

)�*&�)�& と )�*&�<�& の２通り存在するが，

)�*&�)�&が全シークエンス中，���存在していた

ことを示す．

また，この測定で使用したデータは，表 �，�，�

で使用した =LQF )LQJHU ���件である．
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　次に，固定ギャップ法の有効性を確かめるために

可変ギャップ法と比較を行った．両手法の測定結果

を図 ��，図 �� に載せた．図 ��，�� はいずれも，

横軸はギャップ数を示している．縦軸に関しては，

図 ��では，頻出パターンの抽出時間を示しており，

図 �� では，抽出された頻出パターンの数を示して

いる．
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図 �� より，ギャップ数が多くなった場合，固定

ギャップ法が可変ギャップ法と比較して，抽出パタ

ーン数が ����に減っている．そして，図 ��の抽出

時間は，図 �� の抽出パターン数にほぼ比例してい

る．

最後に，試作したインタフェースについて説明す

る．このインタフェースは，図 �� の右側の部分に

相当する．64Ｌ文による問い合わせの画面が，図

��である．ここでは，アミノ酸配列データの選択や

支持率，ギャップ数に関する条件設定を行うことが

できる．

　この画面の下にある実行ボタンをクリックすると，

図 �� の例に示されるように条件を満たした抽出パ

ターンの出力画面が表示される．この例は，

&\WRFKURPH &を含むアミノ酸配列から，頻出パタ

ーン抽出を行った結果に対するある検索結果が表示

されている．幸いにも，&\WRFKURPH &のモチーフ

である &�&+が上位にあることがわかった．

　次に，図 �� の上部にパターンを入力することに

より，そのパターンの各シークエンス上での位置情

報を出力させてみよう．図 ��では，パターン &�&+

の位置情報が出力されている．また，A は &�&+が

存在している位置を示している．

　これにより，マルチプルアライメントとは違い，

各シークエンスの任意の位置に頻出パターンが存在

しても，抽出できることができていることがわかる．
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　本研究では，従来の 3UHIL[6SDQ法にギャップ数

を制限した上で，固定ギャップ法を用いることによ

り，頻出パターンの抽出時間や数を減少させること

を可能にした．また，生物学の専門家に新しいモチ

ーフを発見してもらえるようなインタフェースも部

分作成し，その有効性を確認した．

　しかし，問題点として，モチーフによって，容易

に発見できる場合とできない場合がある．モチーフ

は大きく分けて，１通りの表現しかないパターン

（例：=LQF )LQJHU +�+�&�&）と，複数通りの表現

があるパターン（例：.ULQJOH )�*&�>)<@�& ：>)<@

は )か <のどちらかを示す）が存在するといえる．

固定ギャップ法では，前者の場合しか抽出できない．

　従って，今後の課題として，固定ギャップ法を拡

張し，部分的にギャップ数やアルファベットが異な

っていても同一のモチーフだと判断できるようにす

る必要がある．

ââ		

　本研究において，抽出された頻出パターンに対し

て，有益なコメントをいただいた国立遺伝学研究所

の山崎由紀子助教授，池尾一穂助手に深く感謝致し

ます．
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