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テンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の分解を用いた教師無し学習による変数選択法のを用いた教師無し学習による変数選択法の用いた教師無し学習による変数選択法のいた教師無し学習による変数選択法の教師無し学習による変数選択法のし学習による変数選択法の学習による変数選択法のによる変数選択法の変数選択法のの
一細胞RNA-seq解を用いた教師無し学習による変数選択法の析、マルチオミックスデータ解析、マル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のチオミックスデータ解析、解を用いた教師無し学習による変数選択法の析、マルチオミックスデータ解析、

インシリコ創薬への応用創薬への応用への応用いた教師無し学習による変数選択法の
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特異値分解を用いた教師無し学習による変数選択法の

xijN

M

(uli)TN

L
vljL

M
⨉

≈

x ij≃∑l=1

L
uli λl v l j

L
L⨉ λl

N: 遺伝子総数 (i)
M: サンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の数 (j)

xij: 遺伝子発現
例
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解を用いた教師無し学習による変数選択法の釈…..

j:サンプル
健常者

患者vlj

i:遺伝子
uli

DEG: Differentially Expressed Genes
発現差のある遺伝子のある変数選択法の遺伝子

とある変数選択法の l

健常者 < 患者
DEG: 

DEG: 
健常者 > 患者
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HOSVD (Higher Order Singular Value Decomposition)

テンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のに拡張…..
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N: 遺伝子数 (i)
M: サンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の数 (j)
K: 臓器数 (k)

xijk: 遺伝子例
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解を用いた教師無し学習による変数選択法の釈…..

j:サンプル
健常者

患者
ul2j
とある変数選択法の l2

とある変数選択法の l3

k:臓器
臓器特異的な発現な発現発現

ul3k
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i:genes

ul1i

tDEG: 
tissue specific Differentially Expressed Genes
臓器特異的な発現に発現差のある遺伝子がある変数選択法の遺伝子

健常者 < 患者
tDEG: 

tDEG: 
健常者 > 患者

とある変数選択法の l1 が |G(l1l2l3)|最大である変数選択法のとする変数選択法の

If G(l1l2l3)>0
固定
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複数の行列またはテンソルの統合解析また教師無し学習による変数選択法のはテンソルの統合解析テンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のの統合解を用いた教師無し学習による変数選択法の析

xij : サンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のjの遺伝子iの発現量 
xkj: サンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のjの領域 kのメチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化
xxijkijk  ≡≡  xxijij  ⨉⨉  xxkjkj
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解を用いた教師無し学習による変数選択法の釈…..

j:サンプル
健常者

患者
ul2j

とある変数選択法の l2
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i:genes

ul1i

DEG: 
Differentially Expressed Genes
発現差のある遺伝子のある変数選択法の遺伝子

健常者 < 患者
DEG: 

DEG: 
健常者 > 患者

If G(l1l2l3)>0
遺伝子発現

とある変数選択法の l1, l3 で |G(l1l2l3)|が最大の時

固定
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k:regions

ul3k

DMR: 
Differentially Methylated Regions
メチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化に差のある遺伝子がある変数選択法の領域

健常者 < 患者
DMR: 

DMR: 
健常者 > 患者

メチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化
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マル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のチオミックス解を用いた教師無し学習による変数選択法の析
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応用例１応用例１

“Multiomics Data Analysis Using Tensor 
Decomposition Based Unsupervised Feature Extraction
–Comparison with DIABLO–”

Y-h. Taguchi
in De-Shuang Huang Vitoantonio Bevilacqua Prashan 
Premaratne (Eds.), Intelligent Computing Theories and 
Application, 15th International Conference, ICIC 2019 
Nanchang, China,
 August 3–6, 2019 Proceedings, Part I, pp.565-574 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-26763-6_54 
Preprint: https://doi.org/10.1101/591867
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## $mRNA
## [1] 150 サンプル ⨉ 200 mRNAs
## 
## $miRNA
## [1] 150  サンプル ⨉184 miRNAs
## 
## $proteomics
## [1] 150 サンプル ⨉142 プロテイン

３種類の培養細胞の培養細胞
## Basal  Her2  LumA 
##    45    30    75

bioconductorのmixOmics packageの例を使う。 使う。 う。 
https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/
mixOmics.html
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xij:j番目のサンプルののサンプルのサンプルのサンプルのi番目のサンプルののサンプルのmRNA のサンプルの発現量
xkj:j番目のサンプルののサンプルのサンプルのサンプルのk番目のサンプルののサンプルのmiRNAのサンプルの発現量
xpj:j番目のサンプルののサンプルのサンプルのサンプルのp番目のサンプルののサンプルのタンパクの発現量のサンプルの発現量
テンソル：xikpj=xij・xkj・xpj テンソル分解を適用を適用適用
x ikpj≃∑l1=1

L1
∑l2=1

L2
∑l3=1

L3
∑l4=1

L4
G (l1l2 l3l 4)u l1 iu l2k ul3 pu l4 j

ul1i: mRNA, ul2k: miRNA
ul3p: プロテオーム, ul4j: サンプル
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u1j

u4j

        Basal Her2 LumA
  Basal    4242     4     0
  Her2       2   2525     2
  LumA     1     1   7373予

想

現実

誤差 ６．５%

線形判別　LOOCV
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絶対値の小さい順に の小さい順に さい順に 順に に |G(l1,l2,l3,l4)|  l4=1,4を使う。 並べるべる

1 ≦ l3 ≦ 4, プロテオーム
1 ≦ l1 ≦ 2, mRNA
1 ≦ l2 ≦ 2, miRNA
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選択した特異値ベクトした特異値ベクト特異値の小さい順に ベクト
ルの２乗和が大きい順乗和が大きい順が大きい順大きい順きい順に 順に 
に１０個の 個の の mRNAsと 
miRNAs とタンパクを使う。 選
択した特異値ベクト。３つの培養細胞を別つの培養細胞を別を使う。 別
けられるかを使う。 見た。た特異値ベクト。
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ヒートマップ：行：培養細胞、列：選択された変数行：行：培養細胞、列：選択された変数培養細胞を別、列：行：培養細胞、列：選択された変数選択した特異値ベクトされた特異値ベクト変数



 生物科学セミナー（5月14日）セミナー（5月14日）月14日） 19

判別に使う。 用した特異値ベクト生成変数の数

誤
差

0.
05

 0
.1

0 
0.

15

DIABLOが大きい順生成した特異値ベクト変数での判別能力
  DIABLO DIABLO と比較と比較
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ヒートマップ：行：培養細胞、列：選択された変数
行：行：培養細胞、列：選択された変数培養細胞を別
列：行：培養細胞、列：選択された変数選択した特異値ベクトされた特異値ベクト変数
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テンソル分解を用いた教師なし学習による変数選択を使う。 用い順に た特異値ベクト教師なし学習による変数選択なし学習による変数選択による変数選択した特異値ベクト
の利点と欠点と欠点と欠点

利点と欠点利点と欠点::

高速(最適化しないからしない順に から)
ロバスト (ラベル情報フリーフリー)
教師なし学習による変数選択なし (モデル設計不要)

欠点と欠点：行：培養細胞、列：選択された変数欠点と欠点：行：培養細胞、列：選択された変数

うまく行かなかったらおわり行かなかった特異値ベクトらおわり
メモリーを使う。 食う。う。
150 ⨉ (200+184+142)  vs 150 ⨉ 200 ⨉ 184 ⨉ 142 
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応用いた教師無し学習による変数選択法の例２応用いた教師無し学習による変数選択法の例２

Y-H. Taguchi & Ka-Lok Ng
Tensor Decomposition-based Unsupervised 
Feature Extraction for Integrated Analysis 
of TCGA Data on MicroRNA Expression 

and Promoter Methylation of Genes in 
Ovarian Cancer

Conf Paper: doi 10.1109/BIBE.2018.00045
Preprint: https://doi.org/10.1101/380071 
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タンパクを使う。 コードする遺伝子のプロする遺伝子のプロのプロ
モーターのメチル化しないからとmiRNAの発現
量には関係が無さそうに見える。には関係が無さそうに見える。関係が無さそうに見える。が大きい順無さそうに見える。さそうに見た。える。

検出できるか？できるか？
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xij:j番目のサンプルののサンプルのサンプルのサンプルのi番目のサンプルののサンプルの遺伝子のプロモーターのメチル化のサンプルのプロモーターのサンプルのメチル化
xkj:j番目のサンプルののサンプルのサンプルのサンプルのk番目のサンプルののサンプルのmiRNA のサンプルの発現量
tensor：xijk=xij・xkj 

x ijk≃∑l1=1

L1
∑l2=1

L2
∑l3=1

L3
G( l1l2l 3)ul1 iul2 jul3k

ul1i: 遺伝子のプロモーターのメチル化のサンプルのプロモーターのサンプルのメチル化
ul2j: サンプル

ul3k: miRNA のサンプルの発現量
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ダータ解析、セットダータ解析、セット: : 卵巣がん（ がん（ 卵巣がん（ がん（ TCGATCGA））

i: 24906 プロモータ解析、ーのメチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化が計測されたされた教師無し学習による変数選択法の
タ解析、ンパクを用いた教師無し学習による変数選択法のコ創薬への応用ードする遺伝子する変数選択法の遺伝子タ解析、ンパクを用いた教師無し学習による変数選択法のコ創薬への応用ードする遺伝子する変数選択法の遺伝子  
j: 8個の正常卵巣との正常卵巣がん（ と569卵巣がん（ がんサンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法ので
トータ解析、ル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の577サンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の
k: 732 miRNAsmiRNAs のプロファイル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の

テンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の: xijk ∈ ℝ24906⨉577⨉732 → でかすぎる
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→  近似 (Y-h. Taguchi, PloS ONE, 2017)

xik = ∑j xijk  ∈ ℝ24906⨉732 → 計算可能
 ul2j

miRNA= ∑k ul3k xkj 

 ul2j
methyl= ∑i ul1i xij 
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結果結果  ul2j
miRNA  と ul2j

methyl   は l2 =2   が  8  個の のサンプルの
正常卵巣  と 569 のサンプルの卵巣が  んで差があっが  あっ

→ た→ ul2j
miRNA  と ul2j

methyl は 相関していたしていた→ 

COR=0.72 (P=10-9)                                       
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→ 7 miRNAsmiRNAs  と 241 タンパクをコードをコードコードタンパクをコードをコードコードする遺伝子遺伝子する遺伝子遺伝子が  選ばれた。ばれた→ 。
７ miRNAsmiRNAs と 241 241 タンパクをコードをコードコードタンパクをコードをコードコードする遺伝子遺伝子する遺伝子遺伝子 はテンソルの統合解析正常卵巣がん（ と卵巣がん（ がんで差のある遺伝子
があった教師無し学習による変数選択法の。

P 値の小さい順に を使う。   u2i と u2k にχ二乗分布を仮定してを使う。 仮定してして
遺伝子のプロとmiRNAsに付与、多重比較補正P
値の小さい順に が大きい順0.01以下のものを選ぶのものを使う。 選ぶ

Pi=P [ >(
u2i
σ )

2

] Pk=P[ >(
u2k
σ )

2

]
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1681 ペア = 7 miRNAsmiRNAs ⨉ 241 タンパクをコードをコードコードタンパクをコードをコードコードする遺伝子遺伝子する遺伝子遺伝子  は 相関していたしていた→ (BH基準で補正しで補正してもP<0.01   であるペア数  数  ). 

94%のペアは正か負に相関していたは関係が無さそうに見える。正か負に相関していたに相関してい順に た特異値ベクト
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この方法ので、マルチオミックスデータ解析、それぞれが個の正常卵巣と別に二群で差に二群で差で差のある遺伝子
があり、マルチオミックスデータ解析、かつ、マルチオミックスデータ解析、お互いに相関している互いに相関しているいに相関しているし学習による変数選択法のている変数選択法の
miRNAとタ解析、ンパクを用いた教師無し学習による変数選択法のコ創薬への応用ードする遺伝子する変数選択法の遺伝子（の
プロモータ解析、ーメチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化）が見つかった。つかった教師無し学習による変数選択法の。

他の方法では？の方法のではテンソルの統合解析？
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伝統的な方法と比較：な方法と比較：と比較：行：培養細胞、列：選択された変数伝統的な方法と比較：な方法と比較：と比較：行：培養細胞、列：選択された変数

ｔ検定で検定してでP値の小さい順に を使う。 二群の差で計算。の差で計算。miRNAmiRNAと
タンパクを使う。 コードする遺伝子のプロした特異値ベクト遺伝子のプロタンパクを使う。 コードする遺伝子のプロした特異値ベクト遺伝子のプロ（のプロモーのプロモー
ターメチル化しないから）をを使う。 BH基準で多重比較補正で多重比較補正
した特異値ベクトP値の小さい順に が大きい順０個の ．０個の １以下のものを選ぶの基準で多重比較補正で選ぶ。

→  732 miRNAsmiRNAs 個の正常卵巣と中２１４miRNAと24906 
タンパクを使う。 コードする遺伝子のプロする遺伝子のプロ中タンパクを使う。 コードする遺伝子のプロする遺伝子のプロ中19395遺伝
子が選ばれた教師無し学習による変数選択法の 

→ 数が多すぎる！すぎる変数選択法の！
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これらの間のペアことの相関は？のペアは正か負に相関していたことの相関は関係が無さそうに見える。？

全体のわずか６％しか相関していないのわずか６％し学習による変数選択法のか相関しているし学習による変数選択法のていな発現い
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そこで上位 7 miRNAsmiRNAs と上位 241 タ解析、ン
パクを用いた教師無し学習による変数選択法のコ創薬への応用ードする遺伝子する変数選択法の遺伝子に絞ってみたってみた教師無し学習による変数選択法の

天する分解に比べたらごく一部しか有意する変数選択法の分解を用いた教師無し学習による変数選択法のに比べたらごく一部しか有意べた教師無し学習による変数選択法のらごく一部しか有意一部しか有意し学習による変数選択法のか有意
に相関しているする変数選択法のペアが無し学習による変数選択法のかった教師無し学習による変数選択法の。



 生物科学セミナー（5月14日）セミナー（5月14日）月14日） 34

じゃあ、マルチオミックスデータ解析、まず、マルチオミックスデータ解析、最初に、相関しているペアに、マルチオミックスデータ解析、相関しているし学習による変数選択法のている変数選択法のペア
（多すぎる！重比べたらごく一部しか有意較補正P値で０．０１以下のペア）のペア）
を用いた教師無し学習による変数選択法のえらんだらどうな発現る変数選択法の？
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１０％のペアし学習による変数選択法のか相関しているし学習による変数選択法のていな発現い→成功？

608989 の正相関しているペアと 588783 負相関しているペ
アのどっちにも含まれない含まれないまれな発現いmiRNAmiRNAやタ解析、ンタ解析、ン
パクを用いた教師無し学習による変数選択法のコ創薬への応用ードする遺伝子し学習による変数選択法のている変数選択法の遺伝子パクを用いた教師無し学習による変数選択法のコ創薬への応用ードする遺伝子し学習による変数選択法のている変数選択法の遺伝子はテンソルの統合解析一個の正常卵巣とも含まれない無し学習による変数選択法の
かった教師無し学習による変数選択法の。

→ miRNAやタ解析、ンパクを用いた教師無し学習による変数選択法のコ創薬への応用ードする遺伝子し学習による変数選択法のている変数選択法の遺伝
子の選択にはテンソルの統合解析使えない…。えな発現い…。
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バイオロジカル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のな発現バリデーションを用いた教師無し学習による変数選択法のエンリッチ
メント解を用いた教師無し学習による変数選択法の析でやった教師無し学習による変数選択法のけど時間がないので省略がな発現いので省略
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応用例３つの培養細胞を別応用例３つの培養細胞を別

Tensor decomposition-based and principal-
component-analysis-based unsupervised feature 

extraction applied to the gene expression and 
methylation profiles in the brains of social insects 

with multiple castes

Y-h. Taguchi
BMC Bioinformatics volume 19, 

Article number: 99 (2018)
Supposed to be presented at APBC2018

https://doi.org/10.1186/s12859-018-2068-7
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表現型 ←→  遺伝子のプロ型

大きい順人 vs 子のプロ供

オス vs メス (魚などはゲノムで性別決まらないなどは関係が無さそうに見える。ゲノムで性別決まらないまらない順に )

遺伝子のプロ型が大きい順同じでも表現系は異なるじでも表現系は異なるは関係が無さそうに見える。異なる
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カーストが大きい順ある社会性昆虫

· アは正か負に相関していたリ
· ハチ
· シロアは正か負に相関していたリ

https://www.terminix.com/blog/bug-facts/most-destructive-types-of-termites-and-areas-they-are-
found

https://www.terminix.com/blog/bug-facts/do-all-ants-
bite/

http://pestworldforkids.org/pest-guide/bees/

女王とワーカーの差を分けとワーカーの差を使う。 分け
るものは関係が無さそうに見える。？
→ エピジェネティックス？
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GEO ID : GSE59525
遺伝子発現とメチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化 
Polistes canadensis 

https://bugguide.net/node/view/1478279

遺伝子発現遺伝子発現
4 女王                  7 女王 

vs                          vs 
6 ワーカー                 6 ワーカー

メチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化メチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化
1 コ創薬への応用ントロール分解を用いた教師無し学習による変数選択法の   3 女王   3 ワーカー２

と
https://alchetron.com/Dinoponera-quadriceps

Dinoponera quadriceps.
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目的な発現目的な発現 : ワーカーと女王で同時に値が変
化し学習による変数選択法のている変数選択法のDNAのメチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化と遺伝子発

現を用いた教師無し学習による変数選択法の同定し学習による変数選択法のた教師無し学習による変数選択法のい

方法の方法の

テンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の分解を用いた教師無し学習による変数選択法のを用いた教師無し学習による変数選択法の用いた教師無し学習による変数選択法のいた教師無し学習による変数選択法の
教師な発現し学習による変数選択法の学習による変数選択法のによる変数選択法の変数選択
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xij:j番目のサンプルののサンプルのサンプルのサンプルのi番目のサンプルののサンプルの遺伝子のプロモーターのメチル化のサンプルの発現量
 xik:j番目のサンプルののサンプルのサンプルのサンプルのi番目のサンプルののサンプルの遺伝子のプロモーターのメチル化のサンプルのメチル化
(メチル化は 遺伝子のプロモーターのメチル化領域で積分。昆虫なのでで積分。昆虫なのでなのサンプルので)

テンソル：xijk=xij・xik 

x ijk≃∑l1=1

L1
∑l2=1

L2
∑l3=1

L3
G( l1l2l 3)ul1 iul2 jul3k

ul1i: 遺伝子

ul2j: 発現量を用いた教師無し学習による変数選択法の計測されたし学習による変数選択法のた教師無し学習による変数選択法のサンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の

ul3k: メチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化を用いた教師無し学習による変数選択法の計測されたし学習による変数選択法のた教師無し学習による変数選択法のサンプル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の
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xijk=xij·xik行列の積でテンソルを作るでテンソルを使う。 作るる

遺伝子のプロ発現

メ
チ
ル
化しないから

遺
伝

子のプロ

xij

xik

メチル化しないから

コントロール

女王とワーカーの差を分け + ワーカー

ul3k 

遺伝子のプロ発現 女王とワーカーの差を分け

ワーカー

ul2j 
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P. canadensis 

メチル
化しないから

サンプル

遺
伝

子のプロ発
現

量には関係が無さそうに見える。サ
ンプル

赤: 選択した特異値ベクト遺伝子のプロ

u1k u3j 

l1 l1, l2, l3
 l2, l3
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D. quadriceps

赤: 選択した特異値ベクト遺伝子のプロ

u1k u5j 

メチル
化しないから

サンプル

遺
伝

子のプロ発
現

量には関係が無さそうに見える。サ
ンプル

l1 l1, l2, l3
 l2, l3
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選択遺伝子はテンソルの統合解析ワーカーと女王で発現差のある遺伝子／
メチル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化差のある遺伝子が有意にある変数選択法のか？

発現差のある遺伝子はテンソルの統合解析ハチも含まれないアリも含まれないあった教師無し学習による変数選択法の。 し学習による変数選択法のかし学習による変数選択法の、マルチオミックスデータ解析、メチ
ル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の化の方はテンソルの統合解析ハチし学習による変数選択法のか差のある遺伝子がな発現かった教師無し学習による変数選択法の。 
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一細胞RNA-seq解を用いた教師無し学習による変数選択法の析
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ヒト x ij∈ℝ19531×1977

x ik∈ℝ24378×1907マウス

データセット　GSE76381 
一細胞を別RNA-seq ヒトとマウスの中脳の発生過程の発生過程

i:遺伝子のプロ j,k:細胞を別数

観測のタイムポイントと各々の細胞数はのタイムポイントと各々の細胞数はの細胞を別数は関係が無さそうに見える。

ヒトが大きい順、6週目：行：培養細胞、列：選択された変数287細胞を別、7週目：行：培養細胞、列：選択された変数131細胞を別、8週目：行：培養細胞、列：選択された変数331細胞を別、9週目：行：培養細胞、列：選択された変数
322細胞を別、10週目：行：培養細胞、列：選択された変数509細胞を別、11週目：行：培養細胞、列：選択された変数397細胞を別、の計1977細胞を別、

マウスが大きい順、E11.5：行：培養細胞、列：選択された変数349細胞を別、E12.5：行：培養細胞、列：選択された変数350細胞を別、E13.5：行：培養細胞、列：選択された変数345細胞を別、E14.5：行：培養細胞、列：選択された変数
308細胞を別、E15.5：行：培養細胞、列：選択された変数356細胞を別、E18.5：行：培養細胞、列：選択された変数142細胞を別、不明：行：培養細胞、列：選択された変数57細胞を別、の計1907
細胞を別。
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全く一部しか有意発現の無し学習による変数選択法のかった教師無し学習による変数選択法の遺伝子はテンソルの統合解析除いた。いた教師無し学習による変数選択法の。
細胞ごとに分散１、マルチオミックスデータ解析、平均０に正規化し学習による変数選択法のてから遺伝子に主成分得点
uli、マルチオミックスデータ解析、細胞に主成分負荷量vljが付与されるようにされる変数選択法のように主成分分析を用いた教師無し学習による変数選択法の適用いた教師無し学習による変数選択法の主成分分析を用いた教師無し学習による変数選択法の適用いた教師無し学習による変数選択法の

（普通とあべこべ）。とあべこべ）。

uliが多すぎる！重ガウス分布でであることを帰無仮説とする。でである変数選択法のことを用いた教師無し学習による変数選択法の帰無し学習による変数選択法の仮説とする。とする変数選択法の。

Pi=Pχ
2[ >∑l=1

L
(
uli
σ l

)

2

]

Pi: Benjamini-Hochbergで補正。
補正Pi < 0.01の遺伝子を用いた教師無し学習による変数選択法の選択。

遺伝子のプロの選択した特異値ベクト遺伝子のプロの選択した特異値ベクト

63 65５３つの培養細胞を別５３つの培養細胞を別

ヒト
L=2

マウス
L=3

遺伝子のプロ
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検証：行：培養細胞、列：選択された変数Enrichr（のプロモーエンリッチメントサーバ）をにアは正か負に相関していたップロードする遺伝子のプロ

“MGI Mammalian Phenotype 2017”　上位５位

大きい順脳の発生過程皮質、神経繊維、歯状回、海馬、臭球→全て脳の部位て脳の発生過程の部位

他のエンリッチメント解析も多数やったが省略！のエンリッチメント解を用いた教師なし学習による変数選択析も多数やったが省略！も多数やった特異値ベクトが大きい順省略！
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テンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の分解を用いた教師無し学習による変数選択法のを用いた教師無し学習による変数選択法の使えない…。うテンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の分解を用いた教師無し学習による変数選択法のを用いた教師無し学習による変数選択法の使えない…。う
行列またはテンソルの統合解析の要素をを用いた教師無し学習による変数選択法の行列またはテンソルの統合解析の要素をを用いた教師無し学習による変数選択法の掛けてけて掛けてけてテンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のを用いた教師無し学習による変数選択法の作る。る変数選択法の。テンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のを用いた教師無し学習による変数選択法の作る。る変数選択法の。

xijk = xij × xik ∈ ℝ13384×1977×1907

サイズが大きすぎてテンソル分解できないので縮約が大きすぎてテンソル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の分解を用いた教師無し学習による変数選択法のできな発現いので縮約

xjk:を用いた教師無し学習による変数選択法の特異値分解を用いた教師無し学習による変数選択法のし学習による変数選択法のて
ulj:第lヒト細胞特異値ベクトル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の
vlk:第lマウス細胞特異値ベクトル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の

を用いた教師無し学習による変数選択法の得る変数選択法の。

何らかの時間依存性があるらかの時間がないので省略依存性があるがある変数選択法のvljとvlkを用いた教師無し学習による変数選択法のカテゴリ回帰（ANOVA）で選択。

ulj=al+∑t
bl t δ jt v lk=a l '+∑t

bl t ' δkt
δjt,δkt：細胞j,kが時刻tな発現ら１,そうじゃな発現ければ０

i:遺伝子 j,k:細胞数

x jk=∑i
x ijk
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選択された教師無し学習による変数選択法の特異値ベクトル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のの共通とあべこべ）。度

12 233232

ヒト
マウス

vljとvlkからuliを用いた教師無し学習による変数選択法の作る。る変数選択法の

uli
( j )

=∑ j
v lj x ij

uli
(k)

=∑k
v lk x ik

第lヒト遺伝子特異値ベクトル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の

第lマウス遺伝子特異値ベクトル分解を用いた教師無し学習による変数選択法の

遺伝子特異値ベクトル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のにχ二乗分布でであることを帰無仮説とする。を用いた教師無し学習による変数選択法の仮定し学習による変数選択法のて遺伝子にP値を用いた教師無し学習による変数選択法の
付与されるように、マルチオミックスデータ解析、BH基準で多重比較補正してで多すぎる！重比べたらごく一部しか有意較補正し学習による変数選択法のて0.01以下のペア）の遺伝子を用いた教師無し学習による変数選択法の選択
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151 200305305

ヒト
マウス

選択遺伝子

uliが多すぎる！重ガウス分布でであることを帰無仮説とする。でである変数選択法のことを用いた教師無し学習による変数選択法の帰無し学習による変数選択法の仮説とする。とする変数選択法の。

Pi: Benjamini-Hochbergで補正。
補正Pi < 0.01の遺伝子を用いた教師無し学習による変数選択法の選択。
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EnrichrEnrichr
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EnrichrEnrichr
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EnrichrEnrichr
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EnrichrEnrichr
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EnrichrEnrichr
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EnrichrEnrichr
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ドする遺伝子ラッグ・リポジショニング
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SRAS-CoV-2のDrug repurposingを用いた教師無し学習による変数選択法のやってみた教師無し学習による変数選択法の。
（既存の抗ウィルス薬のうち、ウィル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のス薬への応用のうち、マルチオミックスデータ解析、SARS-CoV-2に効きそうなものを推定）きそうな発現も含まれないのを用いた教師無し学習による変数選択法の推定）

&
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x i j k m∈ℝ21797×5×2×3

データセット　GSE147507
              3種類の肺がんの培養細胞にの肺がんの培養細胞にが大きい順んの培養細胞を別にSARS-CoV-2を使う。 感染させた。させた特異値ベクト。

i:遺伝子のプロ(21797)
 
j: j=1:Calu3, j=2: NHBE, j=3:A549  MOI:0.2, j=4: 
A549 MOI 2.0, j=5:A549 ACE2 expressed 
(MOI:Multiplicity of infection)

k: k=1: Mock, k=2:SARS-CoV-2 infected

m: three biological replicates
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x i j k m≃∑
l1=1

L1

∑
l 2=1

L2

∑
l3=1

L3

∑
l 4=1

L4

G(l1 l2l3 l4)ul1 jul2k ul 3mu l4 i

ul1j:   l1種類の肺がんの培養細胞に目の培養細胞を別依存性

ul2k:   l2種類の肺がんの培養細胞に目のSARS-CoV-2感染させた。有無さそうに見える。依存性

ul3m:   l3種類の肺がんの培養細胞に目のbiological replicate 依存性

ul4i:   l4種類の肺がんの培養細胞に目の遺伝子のプロ依存性

G: 各項の重みの重み
目的な発現：培養細胞の種類の培養細胞やbiological replicateに
依らな発現い（ul1jやul3mはテンソルの統合解析j,mに依らず一定値）

が、マルチオミックスデータ解析、SARS-CoV-2感染の有無で変わるの有無し学習による変数選択法ので変わる変数選択法の
（ul21=-ul22）にな発現る変数選択法のような発現l1,l2,l3を使う。 選びた特異値ベクトい順に 
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l1=1 l2=2

l3=1

培養細胞を別
SARS-CoV-2
感染させた。有無さそうに見える。

biological replicate

培養細胞の種類の培養細胞や
biological replicateに依ら
な発現いが、マルチオミックスデータ解析、SARS-CoV-2感
染の有無で変わるの有無し学習による変数選択法ので変わる変数選択法の
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l1=1 l2=2 l3=1

培養細胞の種類の培養細胞やbiological replicateに依らな発現
いが、マルチオミックスデータ解析、SARS-CoV-2感染の有無で変わるの有無し学習による変数選択法ので変わる変数選択法のような発現
発現プロファイル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のを用いた教師無し学習による変数選択法の実現し学習による変数選択法のている変数選択法の遺伝子の発現

パタ解析、ーンはテンソルの統合解析u5i (l4=5)

の時｜G｜が大きい順大きい順きい順に l
4
は関係が無さそうに見える。？
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u5iが大きい順ガウス分布を仮定してしてい順に るとい順に う帰無さそうに見える。仮説の元に、遺伝子の元に、遺伝子に、遺伝子のプロiにχ

二乗分布を仮定してを使う。 仮定してしてP値の小さい順に を使う。 付与、多重比較補正（のプロモーBH法と比較：）をして０個の ．
０個の １以下のものを選ぶの163遺伝子のプロを使う。 選んだ

ABCC3 ACE2 ACTB ACTG1 ACTN4 AHNAK AKAP12 AKR1B1 AKR1B10 
AKR1C2 ALDH1A1 ALDH3A1 ALDOA AMIGO2 ANTXR1 ANXA2 ASNS ASPH 
ATF4 ATP1B1 C3 CALM2 CALR CD24 CFL1 CPLX2 CRIM1 CTGF CXCL5 
CYP24A1 DCBLD2 DDIT4 DHCR24 EEF1A1 EEF2 EIF1 EIF4B EIF5A ENO1 
ERBB2 EREG FADS2 FASN FDCSP FDPS FLNB FTH1 FTL G6PD GAPDH GAS5 
GPX2 GSTP1 H1F0 HMGA1 HNRNPA2B1 HSP90AA1 HSP90AB1 HSPA8 ICAM1 
IER3 IFIT2 IGFBP3 IGFBP4 ITGA2 ITGA3 ITGAV ITGB1 JUN KRT18 KRT19 
KRT23 KRT5 KRT6A KRT7 KRT8 KRT81 LAMB3 LAMC2 LCN2 LDHA LIF 
LOXL2 MIEN1 MTHFD2 MYL6 NAMPT NAP1L1 NEAT1 NFKBIA NPM1 NQO1 
OAS2 P4HB PABPC1 PFN1 PGK1 PKM PLAU PLOD2 PMEPA1 PPIA PPP1R15A 
PSAT1 PSMD3 PTMA RAI14 RNF213 RPL10 RPL12 RPL23 RPL26 RPL28 RPL3 
RPL37 RPL4 RPL5 RPL7 RPL7A RPL9 RPS19 RPS20 RPS24 RPS27 RPS27A 
RPS3A RPS4X RPS6 S100A2 S100A6 SAT1 SCD SERPINA3 SERPINE1 SLC38A2 
SLC7A11 SLC7A5 SPP1 SPTBN1 SQSTM1 STARD3 STAT1 STC2 TGFBI TGM2 
TIPARP TMSB4X TNFAIP2 TOP2A TPI1 TPM1 TPT1 TRAM1 TUBA1B TUBB 
TUBB4B TXNIP TXNRD1 UBC VEGFA VIM YBX1 YWHAZ
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SARSーCoVと相互いに相関している作る。用いた教師無し学習による変数選択法のする変数選択法の既知のヒト遺伝子が多数ヒットのヒト遺伝子が多すぎる！数ヒット
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SARSーCoV、マルチオミックスデータ解析、SARS-Batの感染の有無で変わるで発現が変化する変数選択法のことが知のヒト遺伝子が多数ヒット
られている変数選択法の遺伝子が多すぎる！数ヒット

UP

DOWN
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SARS-CoV-2の感染の有無で変わる時に重要な発現ヒト遺伝子を用いた教師無し学習による変数選択法の特定で
きた教師無し学習による変数選択法のようである変数選択法の。

↓

これらの遺伝子の発現に影響を与える薬を探せば、リを用いた教師無し学習による変数選択法の与されるようにえる変数選択法の薬への応用を用いた教師無し学習による変数選択法の探せば、リせば、マルチオミックスデータ解析、リ
ポジショニング候補薬への応用がみつからはテンソルの統合解析ず

↓

幸いにも薬ごとにどんな遺伝子が影響をうけるかのいにも含まれない薬への応用ごとにどんな発現遺伝子が影響を与える薬を探せば、リを用いた教師無し学習による変数選択法のうける変数選択法のかの
データ解析、ベースはテンソルの統合解析存在しているのでそれと比べればいいし学習による変数選択法のている変数選択法ののでそれと比べたらごく一部しか有意べればいい
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Gene expression omunibusから集めた薬剤投与で発現変化めた教師無し学習による変数選択法の薬への応用剤投与されるようにで発現変化
する変数選択法の薬への応用との比べたらごく一部しか有意較
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DrugMatrixから集めた薬剤投与で発現変化めた教師無し学習による変数選択法の薬への応用剤投与されるようにで発現変化する変数選択法の薬への応用との比べたらごく一部しか有意較

ヒット化合物にはテンソルの統合解析多すぎる！数の既知のヒト遺伝子が多数ヒットの抗ウィルス薬のうち、ウィル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のス薬への応用が含まれないまれてヒット化合物にはテンソルの統合解析多すぎる！数の既知のヒト遺伝子が多数ヒットの抗ウィルス薬のうち、ウィル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のス薬への応用が含まれないまれて
いた教師無し学習による変数選択法ののでこれらを用いた教師無し学習による変数選択法の網羅的な発現にテストすればいた教師無し学習による変数選択法ののでこれらを用いた教師無し学習による変数選択法の網羅的な発現にテストすればSARS-CoV-2SARS-CoV-2のの
抗ウィルス薬のうち、ウィル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のス剤が見つかった。つかる変数選択法の可能性があるがある変数選択法の。抗ウィルス薬のうち、ウィル分解を用いた教師無し学習による変数選択法のス剤が見つかった。つかる変数選択法の可能性があるがある変数選択法の。

C646,

Chelerythrine chloride, Canertinib
BX-795, Sorafenib,

QL-X-138,
Radicicol,A-443654,CGP-60474,

Alvocidib,QL-XII-47,

Mitoxantrone,

Geldanamycin,
LINCS1000で多すぎる！数のヒット
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Term Overlap P-value Adjusted P-value
Ivermectin-7.5 mg/kg in CMC-Rat-Liver-1d-dn 12/277 2.98E-06 9.93E-06
Ivermectin-7.5 mg/kg in CMC-Rat-Liver-5d-dn 12/289 4.60E-06 1.44E-05
Ivermectin-7.5 mg/kg in CMC-Rat-Liver-3d-dn 11/285 2.29E-05 5.56E-05
Ivermectin-7.5 mg/kg in CMC-Rat-Liver-1d-up 10/323 3.28E-04 5.39E-04
Ivermectin-7.5 mg/kg in CMC-Rat-Liver-5d-up 8/311 4.06E-03 5.10E-03
Ivermectin-7.5 mg/kg in CMC-Rat-Liver-3d-up 8/315 4.38E-03 5.46E-03

イベルメクチンもヒットしております！
DrugMatrix in EnrichrEnrichr
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まとめ

テンソル分解を用いた教師なし学習による変数選択は関係が無さそうに見える。条件が複数（今の場合は、培養細胞の種類とが大きい順複数（のプロモー今の場合は、培養細胞の種類との場合は、培養細胞の種類とは関係が無さそうに見える。、培養細胞を別の種類の肺がんの培養細胞にと
SARS-CoV-2の感染させた。有無さそうに見える。）をを使う。 統合は、培養細胞の種類と的な方法と比較：に解を用いた教師なし学習による変数選択析も多数やったが省略！して共通に変化するに変化しないからする
遺伝子のプロを使う。 探す能力に長けておりこれがリポジショニングに有効です能力に長けておりこれがリポジショニングに有効でけておりこれが大きい順リポジショニングに有効でに有効でで
あると考えられた。えられた特異値ベクト。

Springerから英語の単著で解説書を出しましの単著で解説書を出しましで解を用いた教師なし学習による変数選択説の元に、遺伝子書を出しましを使う。 出できるか？しまし
た特異値ベクトので買って頂けると嬉しいです。とても高って頂けると嬉しいです。とても高けると嬉しいです。とても高しい順に です。とても高
い順に ので研究費での購入をお勧めします。での購入をお勧めします。を使う。 お勧めします。めします。

宣伝［１／２乗和が大きい順］宣伝［１／２乗和が大きい順］



 生物科学セミナー（5月14日）セミナー（5月14日）月14日） 74

５月２乗和が大きい順１日にブルーバックスを出にブルーバックスを使う。 出できるか？
しますのでお買って頂けると嬉しいです。とても高い順に 上げ下さい。下のものを選ぶさい順に 。

宣伝［２乗和が大きい順／２乗和が大きい順］宣伝［２乗和が大きい順／２乗和が大きい順］
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