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クラスタリングによる糖鎖認識パターン解析
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あらまし 糖鎖はDNA，タンパク質に次ぐ第三の生命鎖と呼ばれ，ウイルスやタンパク質が細胞を認識するために重

要な物質ながら，機能は不明な点が多い．特に糖鎖が木構造を含む複雑な構造を有する事から，実験が困難なため計算

機による解析に期待が集まっている．現在，糖鎖機能解明に向け糖鎖反応に関するデータベースが構築され始めてい

る．本研究ではこのデータベースを利用して，糖鎖機能の理解へと繋げるために実験間の反応類似度を学習し，実験

に関する予備知識に最も沿うクラスタリング手法を調査した．生成したクラスタ結果から，インフルエンザと Siglec

が類似した糖鎖認識をすることが示唆され，この結果は既存の実験で確認されたものであった．
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Abstract Glycans are the third major class of biomolecules next to DNA and proteins, which is the important

for the recognition of viruses and proteins for cell types. However, we have little knowledge about the function be-

cause their complicated tree structures prevent our experiments. Therefore, computational analysis of the glycans

has been anticipated. Recently, a database storing experimental data about reactions between glycan and various

samples starts to construct to elucidate the function. In this research, we introduced distance between experiments

and studied the best clustering methods which lines current the knowledge about experiments. The analysis result

shows that the recognition structures of influenza virus and Siglec are similar to each other, which is suitable for

biological knowledge.
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1. は じ め に

近年，核酸 (DNA)，アミノ酸に続く第三の鎖状生体分子とし

て糖鎖が着目されている．この糖鎖は生体内のほとんどのタン

パク質や脂質に結合し，免疫，細胞内輸送，活性制御，物質の

分解など様々な役割が知られており，生命機能に重要な役割を

果たしている．例えば，インフルエンザウィルスは，細胞表面

にある糖鎖に結合して細胞に感染する．また，血液型の違いは，

赤血球表面などから出ている糖鎖の構造の違いで分類される．

DNAやタンパク質の鎖は分岐構造が無く直線的に結合して

いるのに対し、糖鎖は糖が木構造になって結合している極めて

多様性に富んだ化合物である．図 1に例を示す．図 1(A)に糖

鎖の構造例を出した．図の四角や丸で表した頂点が糖を示して

おり，色や形が違うと異なる糖の種類を表している．生体内に

見られる糖を図 1(B)に示す．糖と糖の間の結合が辺で表され

ている．また，辺に付けられたラベルは糖と糖が結合している

位置と立体構造を示している．また，一般に糖鎖を書いた場合

の右端がタンパク質に結合している側である．

このように複雑な糖鎖の構造は，糖鎖の実験を困難にするだ

けでなく情報科学的にも扱うことが困難であるため，今までの

情報科学的研究では複数の糖鎖構造から類似する部位を抽出す

るモチーフ検索が行われているのみであった [1]．

一方で，同一のタンパク質であっても，付与されている糖鎖

の形によって反応できるサンプル（タンパク質，ウイルスの種

類）が異なるため，糖鎖の構造は重要である．また，サンプル

が糖鎖の構造特異的に（注1）反応する事が知られており，上記の

モチーフ検索では，この問題に解答することができない．そ

れに対するアプローチとして，近年開発されたグリカンアレ

（注1）：特定の構造を有する糖鎖に特異的に他の物質が結合すること



イ [2]の利用が行われている．グリカンアレイは，スライドガ

ラス上に多数の糖鎖をスポットし，このスライドガラス上にサ

ンプルを流すことで糖鎖とサンプルを反応させ，各糖鎖と 1種

類のサンプルが結合する度合い (結合親和度) を一度に大量に

計測することが可能な実験である．また，現在頒布されている

バージョンでは，1枚のスライドガラス上に 377種類の異なる

糖鎖を載せ，計測することが可能である．このグリカンアレイ

の様々なサンプルに対する実験結果は，現在 Consortium for

Functional Glycomics（注2） (CFG) に蓄積されている．

本研究の目標は，CFG のデータを利用し，糖鎖とサンプル

の間の反応を解析することである．その一歩として，本稿では

サンプル間の糖鎖反応の類似性を分類する事を目標とする．し

かし，糖鎖の反応だけでなくグリカンアレイ自身のデバイスと

しての反応特性も調査されて居ない状況である．そこで本研究

では，サンプルに対する予備知識を基にグリカンアレイの反応

間を測る適切な距離と分類法の調査を行う．また，その結果か

ら実験サンプル同士の類似性が知られていないにもかかわらず，

糖鎖との反応が類似するサンプルを発見する事ができた．

図 1 糖鎖の木構造
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図 2 グリカンアレイ

（注2）：http://www.functionalglycomics.org

表 1 CFG のデータ例
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図 3 糖鎖データの度数分布

2. 手 法

本研究の目的は，サンプル間の類似度を計測することで，類

似した糖鎖に反応するサンプルの共通性を明らかにすることで

ある．しかし，採取されているグリカンアレイから結合親和度

の分布を書くと図 3の様になる．この分布は，値が非常に小さ

いところに数多く存在し，正規分布の様な形を取るわけではな

い．また，実験にはノイズが載っている可能性があり，サンプ

ル間距離を測るべき距離に関して，考察が必要である．

距離法の善し悪しを決める方法として，クラス分類における

性能を利用する方法がある．一つの具体的な方法は，k-最近点

分類法に近い方法の利用である．まず，様々な距離法を用い，

あるクエリサンプルから最も近い k 個のサンプルを計算する．

次に，それらのサンプルがクエリサンプルと同一のラベルを有

する率を計算し，最も正答率の高い距離法を最適な距離法とす

る手法である．しかし，今回利用するデータにおいては，類似

したサンプルの実験数にバラツキがあり，同一サンプルから 10

回近く実験している物もあれば，1回のみしか実験していない

ものもあるため，k の値を決めるのが容易ではない．

そのため，本研究では次の手段を用いて距離法の評価を行う

ことを考えた．まず，様々な距離法とクラスタリング手法を用

い，クラスタを生成する．次に各クラスタに対し，適切な機能

を割り当てる．機能の割り当てに関し，割り当ての妥当性と網

羅性を検証するため，F値の改良版を用いて評価する．以上の

内容に関して，以下に詳細を記す．

2. 1 糖鎖アレイデータの形式

本稿で利用するグリカンアレイのデータ例を表 1に示す．各



行が一つの糖鎖を表し，各列は 1つのサンプルによる実験を表

している．最も上の行には各列のサンプル名が記されており，

たとえば，0.1MubinはMubinを 0.1uMで加えた実験である

ことを示している．最も左の列は，各糖鎖の構造が記されて

いる．

ここで，データベース中の全糖鎖集合を G(|G| = n)，全サ

ンプル集合を S(|S| = m) とする．また，糖鎖 g ∈ G に対す

るサンプル s ∈ S の結合親和度を ags と表す．更に，サンプル

s ∈ S に対し，as = (a1s, ..., ans)をサンプル sの親和度ベクト

ルと呼ぶ．本研究では，この親和度ベクトル間の距離を計測す

る適切な方法を求める事が目標となる．本研究で用いるデータ

は，糖鎖の数が 377種類，サンプル数が 291種類のデータであ

り，n = 377, m = 291となる．

2. 2 距 離 法

ベクトル間の距離を測る方法として頻繁に利用される Euclid

距離，Manhattan距離，cosine 距離の 3種類の異なる方法を

調査した．サンプル s, t間の距離について，それぞれの求め方

は下記の通りである．

Euclid距離: d(s, t) =

√∑
g∈G

(ags − agt)2

Manhattan距離: 　 d(s, t) =
∑
g∈G

|ags − bgt|

cosine距離: 　 d(s, t) =
as · at

|as||at|

3. クラスタリング

クラスタに分類する際，クラスタリング手法には多様な方法

がある．本稿では一般的な階層型クラスタリングを用いること

で，なるべく汎用的に利用できるサンプル間距離の計測を目指

す．階層型クラスタリングでは，デンドログラムを記述した後，

クラスタ分割するためにそのデンドログラムを一定の閾値で切

る必要があるが，その閾値に関しては，実データに照らし合わ

せて判断するため，ここでは，クラスタリング手法の導入のみ

行う．

クラスタリング手法に関しても一般的な 3 種類を導入する．

いずれの手法に関しても，存在するクラスタの内，最も近いク

ラスタを見つけ，それらを併合する操作を繰り返す．3手法の

違いは，クラスタ間の距離の計測方法にある．

ここで 2つのクラスタ C と C′ に対し，クラスタ C と C′ 間

の距離を D(C, C′) と表す．3 手法の距離の計測方法は下記の

通りと成る．

単連結法: D(C, C′) = min
s∈C,t∈C′

d(s, t)

完全連結法: D(C, C′) = max
s∈C,t∈C′

d(s, t)

Ward法: D(C, C′) = E(C ∪ C′) − E(C) − E(C′)

ただし E(C) =
∑
s∈C

∑
g∈G

(ags − cg)2,

cg =
1

|C|
∑
s∈C

ags

図 4 デンドログラムと閾値

4. 最良な手法の判定

2.章で導入した手法に基づき，実データを用いて最良の距離

法を判定する．

4. 1 糖鎖データの前処理

糖鎖の結合親和度は前述のとおり全体としては 0付近にピー

クを持ったデータである．更に，サンプル毎に見た場合，サンプ

ルの反応する最大値に大きなバラツキがある．サンプル間の実

験誤差をならすため，本研究ではサンプル毎に標準化を行った．

ただし，通常の平均 0，分散 1に縮尺の変更と平行移動を行

う (以下標準化)だけではなく，外れ値がある場合にその影響を

避けるために行われる手法である，値の最も大きな 1パーセン

トと，最も小さな 1パーセントのサンプルを除いた状態で平均

と分散をそれぞれ 0と 1にする手法 (トリムした後標準化)の 2

種類について行った．これは，結合親和度のヒストグラムにお

いて極端に大きな値が存在していることが判明したためである．

4. 2 二項検定によるラベル付け

クラスタを求めた後，各クラスタにどのサンプル群が有意に

多く固まっているかを判定するために，二項検定を用いた．

着目するクラスタを C とする．|C| はクラスタ内のサンプ
ル数を表す．また，着目する同一サンプルから行われた実験グ

ループを S とする．|S| はその同一サンプルの実験数を表す．
また n = |C ∩ S|とすると，クラスタ C に実験グループ S が

有意に固まっているか（固まっていないか）は，以下の二項検

定を用いて調べる事ができる．

p(C, S) =

|C|∑
i=n

|C|Ci

(
|S|
291

)i (
291 − |S|

291

)|C|−i

あるクラスタ C に対し，p(C, S) <= 0.01 なるサンプルが存在

する場合，そのサンプルは有意にそのクラスタに集まっている

と考え，C はサンプル S と関連づける．一方，p(C, S) <= 0.01

なるサンプルが無い場合は，関連づけられるサンプルは無いと

する．

4. 3 F 値

良いクラスタ分割が出来た場合 (1)多くのクラスタに対し実

験グループが関連づけられる，(2)多くの実験グループがクラ

スタに関連づけられる，の 2つの関連づけができると考えられ

る．(1)のみで (2)が満たされない場合は，特定の実験が複数

のクラスタに細かく分割されてしまったことを表しており，逆

に (1)が満たされず (2)が成立する場合には，一つのクラスタ

に複数の実験が関連付いている可能性が高い．

これらの 2つの条件を満たすような指標として F値の改良版

が用いられる．|C|をクラスタ数, |S|を実験の種類数とし，|C′|



を実験が関連付いたクラスタ数，|S ′|を関連付いた実験の種類
の数とする．F値を定義するために前述の (1), (2)に相当する

2種類の指標を定義する．

Enrichment =
|C′|
|C| , Coverage =

|S ′|
|S|

これらを用い，改良版の F値を下記の通り定義する．

F-index = 2
/

1

Enrichment
+

1

Precision

F 値の最高値は 1 であるが，一般に Enrichment が上がると

Coverageが下がり，Coverageが上がると Enrichmentが下が

る傾向があるため，値を大きくするには，両者のバランスが取

れる必要がある．

今回利用した 291 サンプルにおいて，実験グループ数は 51

であった．また，クラスタ数は任意の閾値でクラスタを分割す

る事が可能であるが (図 4)，次節で見るとおり，様々な距離法

および手法でクラスタ分割を行うため一定の閾値で分割する

事が難しい．F値の計算方法を鑑み，距離やクラスタ手法が異

なっても公平に判断できるよう，この実験でクラスタ数を一定

にした．クラスタ数は一律 50とした．

表 2 標準化のみの場合の F 値

Ward Complete Single

Euclid 0.68 0.59 0.34

Manhattan 0.68 0.44 0.24

Cosine 0.71 0.59 0.34

表 3 上下 1%を無視した場合の F 値

Ward Complete Single

Euclid 0.68 0.59 0.36

Manhattan 0.68 0.44 0.22

Cosine 0.69 0.59 0.36

5. 考 察

本実験では，前処理方法 2種類，距離法 3種類，クラスタ手

法 3種類の計 18種類に関して F値を求める事で，どの手法が

最も適切に糖鎖の距離を反映しているかを検証した．

表 2に前処理が標準化のみだった場合，表 3に上下 1%削除

後標準化を行った場合の結果を示している．いずれも各行がク

ラスタ手法を，各列が距離法を表している．

全 18種類の中で最も値の大きいのが，標準化，Cosine距離，

Ward法の組み合わせであり，以下ではこの計算方法の結果を

用いてクラスタ結果を議論する．

以上の結果より，距離法は Cosine 距離，クラスタリングの

方法はWard法の場合に，解析の精度が高い，すなわち既知の

生命科学の知識に最も沿うクラスタリングであると考察出来る．

実際に Cosine 距離，Ward 法の場合のデンドログラムを見て

みる．

図 5，6はそれぞれ 1つのクラスタを拡大したものである．左

側がデンドログラムの葉，右側が根に近い方である．葉には実

験サンプルの名称が記載されており，たとえば，x0.5Discoidin2

図 5 Discoidin のクラスタ

図 6 インフルエンザのクラスタ

は，0.5uMの濃度での Discoidin2 の実験であることを示して

いる．図 5 はサンプルが全て Discoidin2 でまとまっているこ

とが分かり，ここからも既知の生命科学の知識に最も沿うク

ラスタリングであること確認できる．図 6 はサンプルが主に

Influenza.B でまとまっていることが分かる。このため，本ク

ラスタリングの正確性が高いことが分かる．更に，このクラス

タの中にインフルエンザ以外にシアル酸を認識する事が知られ

ている Siglecが含まれている．このシアル酸は通常糖鎖の末端

に存在し，細胞の認識などの重要な役割を担っている酸である．

インフルエンザも，このシアル酸を認識する事が知られている

ため [3]，既存の知識との整合性がとれている．このような結果

を精度高く集めることで，糖鎖に反応する物質の新しい機能の

発見，新薬の開発につながる可能性をも秘めている．

6. まとめと今後の課題

本研究では糖鎖に反応するサンプル間の距離を求め，クラス

タリングの F値による判定を行った結果，既知の生命科学の知

識に最も沿うクラスタリング手法を得ることが出来た．生物的

な知識を判別には全く用いずにこの結果を得られたことは非常

に有用である．また，糖鎖に結合するサンプルの機能について

も新たな発見につながる結果が得られた．今後クラスタ内に着

目して，糖鎖に結合する物質の新たな類似性や機能を発見した

い．今回はサンプル間の距離のみを測ったのだが，今後は糖鎖

間の距離を測り，糖鎖間の類似性や機能についても調査をして

いきたい．そして，糖鎖のどの部分構造が特定のサンプルに反

応しているのか調査し，糖鎖の構造と機能の解明についての手

がかりを得たい．
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