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資料：
www.ymatsui.com/day2.html
よりダウンロードしてくださいb



本日のお題

•統計的機械学習１

• 発現差異解析

• ネットワーク解析



遺伝子発現差異解析の流れ



疾患群 vs  正常群
Gene  1

Gene  2

Gene  3

Gene  4

発現差異の遺伝⼦子の抽出

Gene  1

Gene  4

Gene  2

疾患群で発現増加
(Up-‑regulated)

疾患群で発現減少
(down-‑regulated)

観測対象

定量化

遺伝⼦子セット解析
（Gene  Set  Enrichment  Analysis）

機能 遺伝⼦子群
DNA  Repair Gene  1,  Gene4,   Gene  3
Apotosis Gene2
Cell  growth Gene  3,  Gene   4

疾患群特有の⽣生物学的な
機能異常を同定

データ

前処理

解析・パターン抽出

解釈・知識



典型的なデータ解析の流れ

1. データ
2. 前処理

ü正規化
üフィルタリング

3. 解析・パターン抽出
ü発現差異解析
üクラスタリング・次元縮小
üネットワーク解析
üその他

4. 解釈・知識
ü遺伝子セット解析



典型的なデータ解析の流れ

1. データ
2. 前処理

ü正規化
üフィルタリング

3. 解析・パターン抽出
ü発現差異解析
üクラスタリング・次元縮小
üネットワーク解析
üその他

4. 解釈・知識
ü遺伝子セット解析



発現差異解析の⽅方法

ü古典的な⽅方法
ü分散分析：多群間の平均差異
üt-‑検定：2群間の平均差異

ü最近の⽅方法
ülimma：過分散を考慮して偽陽性を減らした分散分
析の拡張版



t-‐検定



120 115 125 130ケース群

117 104 105 110 108 97コントロール群

健常者vsがん患者の遺伝子Aにおける発現量

ケース群とコントロール群で平均に差異はあるか？

𝒕 =
ケース群の平均 ー コントロール群の平均

各群のばらつき

帰無仮説 (null	  hypothesis): 𝒕 = 𝟎
対立仮説 (alternative	   hypothesis):	   𝒕 ≠ 𝟎



t	  .test(x,	  y,	  alternative,	  paired)

t検定の実行

x:	  ケース群の数値ベクトル
y:	  コントロール群の数値ベクトル
alternative:	  	  x	  >	  y,	  x≠y,	  x	  <	  y	  のどれを調べたい？

(greater,	  two.sided,	  lessのいずれか)
paired:	  対応付きか否か



Exercise1
上記のコードを参考にt検定を実行するス
クリプトを作成・実行してみよう。対立仮説
を変えると結果はどうなるか？
スクリプトはday2/script/フォルダに
script01.Rとして保存してください。

4:	  今回はalternative	  =	  “greater”	  (対立仮説 𝒕 > 𝟎)を指定
5:	  結果の表示



tの値（検定統計量）

p値とt分布における自由度

対立仮説

95%信頼区間

群ごとの平均値

p値は5%水準で考えると
0.05	  >	  p値 =	  0.004043

ケース群の平均は
コントロール群の平均に比べて

有意に高いと言える（帰無仮説は棄却）



結果の中身を取り出すには

7:	  中身の一覧を取得
8-‐10:	  結果はリスト型
なので$で各項目を取り出せる

Exercise2
上記のコードを参考にt検定の結果の中身
を取り出して確認してみよう



帰無仮説のもとでの t	  の確率分布（帰無分布）
（仮に繰り返し t	  を観測できたときの頻度分布のようなもの）

曲線下の面積＝確率

差なし ケース群高いケース群低い

t

確率５%の領域

＝帰無仮説を仮定したとき

に５%の確率でしか起こらない

tの値の範囲

＝帰無仮説が成り立たない領域

（５％の誤差あり）

有意水準

今回の t	  の値 帰無仮説を
棄却できる

p値
＝帰無分布上で

観測される確率

棄却域



ケース群 コントロール群

遺伝子名 遺伝子発現量

ケース群とコントロール群で

発現量に差異のある遺伝子を同定したい

遺伝子ごとにケース群とコントロール群で t	  -‐検定

t検定
t.test (	  case	  [	  i	  ,	  ],	  ctr [	  i ,	  ]	  )

繰り返し計算は
forループ:
for	  (	  i in	  1	  :	  10	  )	  {
t.test (	  case[	  i ,	  	  ],	  ctr [	  i ,	  ]	  )

}



forループ

14:	  乱数のシード設定（これを同じすると、毎回同じ乱数値が得られる）
17-‐18:	  負の二項分布を用いた乱数生成
20:	  p値を入れるための変数を用意（10個のNA要素からなるベクトル）
25:	  ループ処理の進捗を表示（例：”5	  th test	  has	  finished!”と表示。”¥n”は改行）
26:	  p値を表示

Exercise3
上記のコードを参考に複数の遺伝子に対
するt検定を実行するスクリプトを作成・実
行してみよう。



多重検定補正

p.adjust(	  pval,	  method )

pval:	  p値のベクトル
method:	  多重検定補正の方法
（holm,	   hochberg,	   hommel,	   bonferroni,	   BH,	  BY, fdr,	  none）



29:	  Benjamini &	  Hochbergによる補正方法を用いた

Exercise4
上記のコードを参考にt検定の結果につい
て多重検定補正を行ってみよう。先ほどの
p値と比べてみよう。



発現差異のある遺伝子群（の添え字）

を取り出す (FDR	  <=	  ５%有意)

which (qvals <=	  0.05)

which(cond):	  条件condを満たす
ベクトル(qvals)の添え字を返す



34:	  qvalsのうち5%以下の添え字を取り出す
35:	  case	  (あるいはctr)の行名（遺伝子名）をgeneに代入
36:	  有意水準5%以下の遺伝子名を取り出す

Exercise5
上記のコードを参考に有意な遺伝子群を
取り出してみよう。idx,	  geneの中身も確認
しながら進めよう。５％以外にも１％なども
試してみよう。



分散分析



複数条件における遺伝子Aの発現量

条件間で平均差異はあるか？

条件1
サンプル1

条件1
サンプル2

条件2
サンプル1

条件2
サンプル2

条件3
サンプル1

条件3
サンプル2

Gene	  A 23 32 30 20 45 34

条件 i,	  サンプル j
の発現量

全体の平均 条件 iの効果 条件 i,	  	  サンプル
j	  のばらつき

遺伝子発現量をいくつかの要素に分解して
条件による効果のみを比較するモデル



条件1の効果

観測値の
ばらつき

条件2の効果

条件2の効果

帰無仮説：



モデル式の推定

lm(y~cond,	  data)

y:	  発現量
cond:	  条件を表すカテゴリー値（factor型）
data:	  yとcondを含むデータフレーム



分散分析の実行

anova(lmfit)

lmfit:	  推定したモデルを代入した変数



44-‐53:	  各条件５サンプルずつの遺伝子発現データ作成する。
遺伝子数は１０個とした
54:	  	  各列の名前（条件名）をgroupsに代入してあとで使用する



56:	  1行目（一つ目の遺伝子）を取り出す
57:データフレームの作成（lm関数にはデータフレームが必要）
58:	  スライドの式を作るにはformulaをexpr	  ~	  0	  +	  groupsとする
カテゴリ型にするために、factor(groups)としている。
59:	  分散分析の実行
60:	  p値の取り出し（二つの要素があるが、一つ目）



67-‐76:	  t検定の時と同じ要領で
全ての遺伝子に対して分散分析を実行する
77:	  多重検定補正を行う



t検定と分散分析の比較

条件１と条件３の間の検定結果
を比較してみよう



典型的なデータ解析の流れ

1. データ
2. 前処理

ü正規化
üフィルタリング

3. 解析・パターン抽出
ü発現差異解析
üクラスタリング・次元縮小
üネットワーク解析
üその他

4. 解釈・知識
ü遺伝子セット解析



遺伝子セット解析とは

役割 遺伝⼦子群
DNA  Repair Gene  1,  Gene   2,  Gene  3

Gene  5,  Gene   6
Apotosis Gene 3,  Gene   5,  Gene  6

Gene  8,  Gene   10
Cell  growth Gene  6,  Gene   10

遺伝子セット(Gene	   set)
（主に）実験的に
確認されている各遺伝子の
生物学的な役割のデータ

発現差異のあった遺伝子群
（発現差異解析の結果）

Gene	  3,	  Gene	  5,	  Gene	  7

発現差異の遺伝子群は

どの機能と関連があるだろうか？



遺伝子セット解析

•Gene	  set	  analysis	  (GSA)

• Fisher’s	  exact	  test	  (FET)

• Gene	  set	  enrichment	  analysis	  (GSEA)



フィッシャー正確度検定

DNA
Repair遺伝
子群

DNA Repair
遺伝子群
ではない

小計

発現差異

のあった遺
伝子群

a	  =	  2 b	  =	  1 a +	  b	  =	  3

発現差異

のなかった
遺伝子群

c	  =	  3	   d	  =	  4 c	  +	  d	  =	  7

小計 a	  +	  c	  
=	  5

b	  + d
=	  5

n	  
=	  a	  +	  b	  +	  c	  +	  d
=	  10

𝝆 =
𝒂 + 𝒃 𝒄 + 𝒅 𝒂 + 𝒄 𝒃+ 𝒅

𝒏! 𝒂!𝒃! 𝒄!𝒅!

問い：
発現差異の有無で

DNA	  Repairに関わる遺伝子数と
そうではない遺伝子数の

比率の間に違いがあるか？

帰無仮説：比率に違いはない
対立仮説：比率に違いがある

超幾何分布

棄却域
（５％）

𝝆

p値



fisher.test(x,	  alternative)

フィッシャーの正確度検定

x:	  ２×２の行列
alternative:	  対立仮説の選択(greater,	   two.sided,	   less)



40:	  alternative	  =	  “two.sided”を指定

Exercise6
上記のコードを参考にフィッシャーの正確
度検定を行うスクリプトを作成・実行してい
みよう。



遺伝子セット解析

•Gene	  set	  analysis	  (GSA)

• Fisher’s	  exact	  test	  (FET)

• Gene	  set	  enrichment	  analysis	  (GSEA)



疾患群 vs  正常群
Gene  1

Gene  2

Gene  3

Gene  4

観測対象

２群間の平均差異
（ｔ統計量など）

役割 遺伝⼦子群
DNA  Repair Gene  1,  Gene  3,  Gene  4

Apotosis Gene 1,  Gene  4

Cell   growth Gene 2

遺伝子セット

DNA	  repairに含まれる： ＋１
DNA	  repairに含まれない： −１

降順

Gene	  4

Gene	  1

Gene	  3

Gene	  2

0
1
2
3
4

G
ene	  4

G
ene	  1

G
ene	  3

G
ene	  2

Enrichment
score	  (ES0)

遺伝子をシャッフルして
ES算出するプロセスを1000回
繰返して1000個のESを得る

帰無分布
棄却域
（５％）

p値

ES0

ES0の検定
帰無仮説： 発現差異の
大きい遺伝子群はDNA
Repairに関係ない

対立仮説：発現差異の
大きい遺伝子群はDNA
Repairに関係する



fgsea(pathways,	   stats,	  nperm)

pathways:	  遺伝子セット（リスト）
stats:	  統計量（ベクトル）
nperm:シャッフルの繰り返しの回数

fgseaの実行



setNames(value,	  names)

value:	  遺伝子セット（リスト）
names:	  グラフィックスパラメータ

rnkファイルからベクトル作成

Gene A 2.45

Gene	  B 1.43

Gene C -‐1.2

rnkファイル：
タブ区切りの遺伝子シンボル
と遺伝子スコアの行列からな
るファイル

遺伝子シンボル 平均差異



gmtPathway(path)
path:	  gmtファイルまでのパス

gmtファイルからリスト作成

Pathway
A

http://xx
x.html

Gene	  1 Gene	  2 Gene	  3

Pathway	  
B

http://yy
y.htlm

Gene	  4 Gene 5 Gene 6 Gene	  7

Pathway	  
C

http://zz
z.html

Gene	  3 Gene	  8

gmtファイル：
タブ区切りの行ごとにパスウェイ名、説明（URL）、含
まれいる遺伝子シンボルが記述されたファイル



gmtファイルを入手するには？
http://software.broadinstitute.org/gsea/



GSEA用の二つの入力データを用意

112-‐113:データの読み込み
116-‐121:	  二つの群間の平均差を表すt-‐統計量を計算してベクトルstatsを作成
122-‐124:	  もしあらかじめstatsをrnkファイルとしてもっている場合はsetNamesで変換
127:	  gmtファイルを読み込む



130-‐132:	  GSEA実行結果をfgsea_resultに代入。
minSize (maxSize)	  は遺伝子セットに含まれる最小（最大）の遺伝子数
帰無分布を作るために、10000回のシャッフルを実行
133:	  各パスウェイのp値

GSEAの実行



plotEnrichment(pathways,	   stats)

pathways:	  遺伝子セット（リスト）
stats:	  統計量（ベクトル）

GSEAのES値をプロット



plotGseaTable(pathways,	   stats,
fgseaRes, gseaParam)

pathways:	  遺伝子セット（リスト）
stats:	  統計量（ベクトル）
fgseaRes:	  GSEAの結果変数
gseaParam:	  グラフィックスパラメータ

GSEAでよく使われる図を作成



134:	  DNA	  Repairに関するES値のプロット作成
135:	  GSEAでよく用いられる図を出力。
gseaParam=0.5は一般的なもの


