
a

fo im l e

e

ws u

n g

	 		

t dede ek c r

a 8 a

e

c e

P

2 4 10 1 1 0 0 2 0 0 2 0 4612



 i 

目次 

1. 序論 ............................................................................................................................ 1 
1-1. 背景・目的 .......................................................................................................... 1 
1-2. ニューラルネットワークによる予測 .................................................................. 3 

1-2-1. ニューラルネットワークの原理 ................................................................. 3 
1-2-2. 畳み込みニューラルネットワークの原理 .................................................... 5 

2. 手法 ............................................................................................................................ 6 
2-1. データセットの作成 ............................................................................................ 6 

2-1-1. ドメインデータの取得 ................................................................................. 6 
2-1-2. 代表配列選出 ............................................................................................... 8 
2-1-3. 目視によるデータセットの作成 .................................................................. 8 
2-1-4. ドメイン間相互作用を元にした構造ドメインの決定 .................................. 8 
2-1-5. 水素結合 ...................................................................................................... 9 
2-1-6. 疎水性クラスタ ............................................................................................ 9 
2-1-7. 二次構造 ...................................................................................................... 9 
2-1-8. ISDによる判定条件 ..................................................................................... 9 
2-1-9. ISDによるデータセットの作成 ................................................................... 9 
2-1-10. ISDに基づいたリンカーの拡張 ............................................................... 10 
2-1-11. 残基番号の変換 ........................................................................................ 12 
2-1-12. データセットの分割 ................................................................................ 12 
2-1-13. トレーニングデータセットの拡張 ........................................................... 12 

2-2. 入力データの作成 ............................................................................................. 13 
2-2-1. 特徴量ベクトルの作成 ............................................................................... 13 
2-2-2. ラベルの作成 ............................................................................................. 16 
2-2-3. ミニバッチの作成 ...................................................................................... 16 

2-3. ニューラルネットワークのモデル .................................................................... 17 
2-4. 予測結果の評価 ................................................................................................. 21 

2-4-1. 残基レベルでのリンカー部位の予測と評価 .............................................. 21 
2-4-2. タンパク質レベルでのリンカー部位の予測 .............................................. 22 
2-4-3. タンパク質レベルでの正解の判定 ............................................................. 22 
2-4-4. バリデーションセットを用いた評価と閾値の調整 .................................... 23 
2-4-5. テストデータによるテストと他の予測器との比較 .................................... 24 



 ii 

3. 結果と考察 ............................................................................................................... 25 
3-1. ドメイン・リンカー残基の分析 ........................................................................ 25 
3-2. 畳み込みニューラルネットワークでの予測 ...................................................... 27 

3-2-1. model 1による予測 .................................................................................... 27 
3-2-2. model 2による予測 .................................................................................... 32 

3-3. 疎結合したニューラルネットワーク(model 3)による予測 ............................... 37 
3-4. ニューラルネットワークの学習状況 ................................................................ 39 
3-5. 残基レベルでのリンカー予測の結果 ................................................................ 40 
3-6. 閾値の調整 ........................................................................................................ 41 
3-7. テストデータによるテストと他の予測器との比較 ........................................... 42 
3-8. マルチドメインデータに対する予測結果の比較 .............................................. 44 
3-9.  F scoreによる比較 ......................................................................................... 45 
3-10. 予測の例 .......................................................................................................... 46 

4. 結論 .......................................................................................................................... 48 

5. 参考文献 ................................................................................................................... 49 

6. 謝辞 .......................................................................................................................... 52 



 1 

1. 序論 
 
1-1. 背景・目的 
 タンパク質は生体内において化学反応の触媒、生体構造の形成、遺伝子発現の調整な
ど様々な役割を持っている。そのため、それらの機能の解明は生命現象の理解のために
非常に重要である。 
 タンパク質の構造・機能の解析を行う場合は、実験的手法を用いることが多い。例え
ば、分光測定、熱測定による物性の測定、X線結晶構造解析、NMRによる構造の解析
が広く行われている。しかし、ミスフォールディングなどが原因で、解析のためのタン
パク質試料の作成が難しいケースも多い。特に、複数のドメインを持つ多ドメインタン
パク質は、巨大であるために発現精製、結晶化が非常に困難である。そこでドメインと
いう構造的・機能的な単位に分割して構造を解析するという手法が有効とされる。しか
し、実験的手法でドメイン境界領域( 以下リンカーとする) を決定するためには多大な
人員的・物的リソースが必要とされる。 
 多ドメインタンパク質の迅速な解析を行うために、計算的手法を用いてアミノ酸配列
からドメインを予測する技術がこれまでに多く開発されてきた。しかし、アミノ酸組成
や長さはタンパク質ごとに大きく異なるため、ドメイン領域自体を予測することは難し
い。一方、リンカー領域は配列の特徴を比較的検出しやすいため、リンカーをターゲッ
トとする予測器が多く開発されている。Domcut[1]はリンカー領域とドメイン領域にお
けるアミノ酸出現頻度の差に基いてリンカー部位を予測する。 
 一般的になっているのは機械学習を用いた予測である。ニューラルネットワークは機
械学習の中で一般的な手法であり、リンカー予測にも応用されている[2]。PPRODO[3]

もニューラルネットワークを用いた予測器であり、特徴量として二次構造情報や PSSM
を用いることで正答率を向上させている。DomPro[4]は Recursive Neural Networkを
用いている点が特徴である。 DoBo[5]はアルゴリズムにサポートベクターマシン
(SVM)を用い、進化的情報を利用することによってさらに精度を向上させている。本研
究室の先行研究においても、SVMを用いたリンカー予測機 DROP[6]が開発されている。
しかし、リンカー部位を正確に予測することは依然難しい問題であり、DROPの正答
率は 3割程度にとどまっている。 
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 2006年ごろから、再びニューラルネットワークが大きな注目を集め始め、画像処理・
音声処理等のベンチマークにおいてSVMを大きく上回る精度を持つことが示されてい
る。精度向上の一因に、データに潜在する構造をニューラルネットワーク自身が特徴と
して抽出するため、人間に設計できなかった複雑な特徴を認識できるようになったこと
が挙げられる。その他の関連技術も日進月歩で開発されている。 
 ドメインリンカー予測のさらなる精度の向上を目指すため、最新の手法を利用したニ
ューラルネットワークを用いてリンカーを対象とした予測器の開発を目的とした。 
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1-2. ニューラルネットワークによる予測 

 本研究では、ニューラルネットワークを用いてタンパク質一次構造からドメインリン
カー部位の予測を試みた。ニューラルネットワーク、畳込みニューラルネットワークの
原理について説明する。 

 
1-2-1. ニューラルネットワークの原理 
 ニューラルネットワークは神経細胞をモデルとしている。神経細胞(ニューロン)は周
りの複数のニューロンと接合しており、電気信号を用いて情報伝達を行っている。また、
他ニューロンからの入力がある閾値を超えると電気信号を出力する仕組みになってい
る。この複雑な相互作用により生物は情報処理を行っていると考えられている[7]。ニ
ューラルネットワークは、これをシミュレートすることで様々な問題の解決を目指した
モデルである。 
 ニューラルネットワークはユニットと呼ばれる素子からなる。このユニットは以下の
図のように複数の実数値を入力値として受け取り、1つの実数値を出力する。 
 
 

 
 
 

 
 
 

ユニットを表す式は以下のようになる。 
 

! = ! !!!! + !
!

= !(!! ) 

 
 !!はニューロン同士の結合強度をモデル化した値であり、重みと言われる。bはバイ
アスと呼ばれる。関数 !( ) は活性化関数と呼ばれる。閾値 -b を超えると出力信号を
発するようにモデル化していると考えられる。このユニットを以下の図のように複数用
いて層を作り、層を重ねることでニューラルネットワークを構成できる。 

  

x2 

x3 
 ・ ・ ・ 
xn 

x1 

図 1. ニューロンの模式図 
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 図 2のニューラルネットワークは入力値が入力層、隠れ層、出力層の方向にのみ伝達
され、戻ることがないため、feedforward neural networkと呼ばれる。また、隠れ層
のニューロン全てが次の出力層のニューロンと結合しているため、隠れ層は全結合層で
ある。 

 
・ミニバッチ学習によるニューラルネットの学習 
 feedforward neural networkは入力を受け取り、ある値を出力する。この出力はニ
ューロンの重み、バイアスの値に依存する。これらのパラメータを変更することによっ
てデータにフィッティングさせる事ができる。パラメータ!は訓練データ集合を用いて、
訓練データを入れた際の出力値と目標値の差が小さくなるように調整する。実際は、出
力値と目標値のズレを数値化する誤差関数!(!)を最小化するようにパラメータを変化
させる。しかし、変化させるべき対象のパラメータは膨大なため、解析的に解くことは
不可能である。そこで、勾配降下法を用いて近似解を求める。パラメータの更新式は以
下のようになる。 
 

!(!!!) = !(!) + ∆!(!),    ∆! ! =  −!!! ! !  

 

ここで、! ! は時刻!でのパラメータの値である。!は学習率と呼ばれ、1 ステップでの
移動距離を決定する。ニューラルネットワークの学習では通常、誤差逆伝播法を用いて
高速に勾配を計算する。 
 勾配降下法はその性質より、誤差関数の局所解に陥る。最適解と大きく差がある場合、
適切な予測を行うことは出来ない。そのため、局所解に陥ることを出来るだけ避けるた
め、訓練データの部分集合のみを用いた誤差関数に基いてパラメータを更新する。これ
をミニバッチ学習とよび、局所解に陥る可能性を下げることができる。  

入力層 出力層 隠れ層 

入力 出力 

図 2. ニューラルネットの模式図 
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1-2-2. 畳み込みニューラルネットワークの原理 

 
 畳み込みニューラルネットワーク(convolutional neural network, CNN)は動物の視
覚神経系をモチーフにしている。動物がモノを見たとき、視覚情報は網膜で受け取られ、
視覚野に入力される。HubelとWieselは特定の方位、または位置に対して選択的に応
じるニューロンが存在していることを発見した[8]。そのような細胞には単純型細胞、
複雑型細胞という 2種類の細胞がある。単純型細胞は位置選択性が厳密であり、複雑型
細胞はそうではない。この振る舞いは、複雑型細胞が単純型細胞を束ねることで実現し
ていると考えられている。つまり、束ねられた単純型細胞のどれかの発火シグナルを受
け取るだけで複雑型細胞が発火することで複雑型細胞のロバスト性が確保されている
と考えられている。 
 この仮説を元に CNN は考え出された。CNN は畳み込み層とプーリング層という２
種類の層と交互に積み重ねた構造を持つ。畳み込み層では通常のニューラルネットワー
クと異なり、結合が疎になっており、重みを共有する。これは局所的な受容野を持つ単
純型細胞を模倣している。プーリング層は畳み込み層の出力を取りまとめる役割を持ち、
複雑型細胞を模倣する。これらの手法により、通常のニューラルネットワークよりパラ
メータ数を削減することに成功している。 

 

 CNNは特に画像処理で大きな成果を挙げている。2012年一般物体認識のコンテスト
ILSVRCで CNNを用いた Krizhevskyらのグループが物体認識と物体検出の 2部門で
圧勝したことが広く知られている[9]。それ以降、CNNの研究は大きく広がり、画像認
識の標準的な方法として知られるようになった。また、ディープラーニング技術を一般
に広める要因になった。 
 バイオインフォマティクスにおいても広く用いられており、二次構造予測[10-11]、
DNA結合タンパク予測[12-13]、バイオ画像データの分析[14-15]、など様々な問題で既
存の手法を超える成果を挙げている。  

図 3. 畳み込みニューラルネットの模式図 
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2. 手法 
 
2-1. データセットの作成 
 ニューラルネットワークで学習させるためのマルチドメインタンパク質のデータセ
ットを作成した。 
 
2-1-1. ドメインデータの取得 

 本研究では先行研究に従い、構造ドメインを「マルチドメインタンパク質中に存在す
るドメインのうち、他ドメインとの相互作用が少なく、切り離しても単独でフォールド
が可能なもの」と定義した。 

 ドメインデータセットを作成するため、既に公開されている以下 2 つのデータベース
からタンパク質を取得した。ドメイン境界はそれぞれのデータベースで用いられている
定義を使用した。 

 SCOPe[16](http://scop.berkeley.edu/)はタンパク構造分類のデータベースで、プログ
ラムと人間の目でクラスわけを行っている。タンパク質は高位から Class、Fold, 
Superfamily, Familyの4階層で分類されている。今回用いたバージョンはSCOPe 2.06

である。今回、12の Class中 a: All alpha proteins, b: All beta proteins, c: Alpha and 
beta proteins (a/b), d: Alpha and beta proteins (a+b), e: Multi-domain proteins 
(alpha and beta), f: Membrane and cell surface proteins and peptides, g: Small 

proteins, h: Coiled coil proteinsのタンパク質を抽出した。使用しなかった Classは i: 
Low resolution protein structures, j: Peptides, k: Designed proteins, i: Artifacts の 4
クラスである。この 4クラスは構造ドメインとなり得ないか、予測のためのデータセッ
トに適さないと考えたため、取り除いた。結果、32029個のタンパク質を取得した。 
  



 7 

 CATH[17]も同じくタンパク質構造分類のデータベースであり、プログラムと人の目
によってクラス分けされている。今回、バージョン 4.1.0を用いた。実際に利用したフ
ァイルは”CATH-domain-boundaries-v4_1_0.txt”である。 
このファイルでは”segment”・”domain”・”fragment”という 3つの定義を用いてタンパ
ク質であるアミノ酸シーケンスの領域を分割している。”segment”はアミノ酸シーケン
スが連続しているタンパク質ドメイン、”domain”は連続していない discontinuous 
domain を含んだドメイン、”fragment”はドメインではない領域を指している。我々が
今回ドメインと定義しているものに discontinuous domainは含まないため、segment
を 1つのみ持つ domainのみを抽出した。結果、63054個のタンパク質を取得した。 
 その後、それぞれのデータセットからマルチドメインタンパク質(2 ドメイン以上持
つタンパク)を抽出し、２つのデータセットをマージした。SCOPe データセットと
CATHデータセットでタンパク質が重複した場合、SCOPeデータセットの定義を優先
した。マージした結果、タンパク質の数は 71085個となった。FASTAファイルがない
タンパク質を取り除き、最終的に 69680個となった。これを統合データセットと呼ぶ。  
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2-1-2. 代表配列選出 

 統合データセットは重複した配列が多く含まれている。そのため、これをそのまま機
械学習のデータセットとするとデータの情報に偏りが生じるおそれがある。そのため、
クラスタリングアルゴリズムである blastclust[18]を用いて identity 30%、coverage 

80%にてクラスタリングを行い、クラスタリングされたタンパク質から 1 つを抽出し、
代表配列とした。クラスタからの代表選出のアルゴリズムを以下に示す。まず、クラス
タ内タンパク一つ一つをクラスタ内タンパクに対して blastをかけた。次にクラスタ内
のタンパク質間で両者から見て identity が 30%以上のものを類似しているとした。最
後に類似しているタンパクが最も多いものを代表とした。類似数が同じタンパク質があ
る場合、アミノ酸配列が最も長いものを選択した。クラスタ内タンパク質が 2つのもの
も同じくアミノ酸配列が長いものを選択した。 
 
2-1-3. 目視によるデータセットの作成 

 SCOPe・CATH によるドメイン定義は本研究での定義と異なっている。そのため、
統合データセット中に今回の学習データとして適さないタンパク質を含んでいる。その
ため、目視によってタンパク質を分類した。まず、統合データセットに対して代表配列
選出を行った結果 4465タンパク質となった。その後、目視の対象とするタンパク質は
3 ドメイン以下とし、4 ドメイン以上を省いた。結果、代表配列数は 4132 となった。
このデータセットを Class 1、Class 2、Class 3にクラス分けした。本研究の定義に完
全に当てはまると考えられるタンパク質は Class 1、ある程度当てはまると考えられる
タンパク質はClass 2、当てはまらないと考えられるタンパク質はClass 3とした。Class 
1及び Class 2のタンパク質セットをマージし、Dataset 2とした。Dataset 2のタンパ
ク質数は 2430となった。 
 
2-1-4. ドメイン間相互作用を元にした構造ドメインの決定 

 構造ドメインを定義しているデータベースである IS-Dom[19]では、マルチドメイン
タンパクのドメイン間相互作用によって構造ドメインを判定している。この手法によっ
て同定された構造ドメインは Independent Structual Domain(ISD)と呼ばれる。ISD

の判定は水素結合数、疎水性クラスタ数によって行われる。 
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2-1-5. 水素結合 

 水素結合の検出は HBPLUS[20]を用いて行った。これは、タンパク質分子内の主鎖
間(MC-MC)、主鎖-側鎖間(MC-SC)、側鎖間(SC-SC)の水素結合の有無を距離に基いて
検出する。これを用いてタンパク質残基間の全水素結合を検出した。 

 
2-1-6. 疎水性クラスタ 
 疎水性クラスタ(HPC)は独自に定義した概念であり、疎水性アミノ酸 Phe, Tyr, Trp, 

Met, Ala, Val, Ile, Leuの 8種類の残基の側鎖の C-β以降の炭素原子 3つによって形成
される。3つの原子中、任意の 2つの原子の距離が 5Å以内にある場合、1つの疎水性
クラスタを形成しているとする。 

 
2-1-7. 二次構造 
 二次構造情報は DSSP[21]によって決定した。DSSPは水素結合から 8種類の二次構
造を残基に割り当てる。DSSPの出力ファイルの STRUCTURE列を参照し、8種類の
内、G、H、Iはヘリックス、E、Bはストランド、その他はコイルとした。 
 

2-1-8. ISDによる判定条件 
 IS-Domのデフォルトである(MC-MC 11、MC-SC 9、 SC-SC 7、Distance 5.0Å、
HPC 7)としたマルチドメインタンパク中のドメイン全てが ISDの場合のみ ISDマルチ
ドメインとした。判定の例を次に挙げる。例えば 2つのドメインを持つマルチドメイン
タンパク質を考え、SCOPe、または CATHで 2つのドメインが定義されているとする。
この 2つのドメインの「開始残基の直前」・「終了残基の直後」で切ったとき、失われる
水素結合、疎水性クラスタの数が上記の条件を全て下回った場合に ISD マルチドメイ
ンとする。 
 

 
2-1-9. ISDによるデータセットの作成 
 目視によるクラス分けは極めて主観的であるため、先行研究で用いられていた、相互
作用による構造ドメインの選出とデータセットの作成も行う。統合データセットから
ISDタンパク質のみ抽出し、29755タンパク質となった。その後、代表配列を選出して、
2516タンパク質となった。これを Dataset 1と呼ぶ。 
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2-1-10. ISDに基づいたリンカーの拡張 

  SCOPe、CATHではドメインのみが定義されており、マルチドメインタンパク質の
場合、N末端側のドメインの終了残基、C末端側のドメインの開始残基が得られる。こ
の 2つの残基をリンカー残基とした。 

 実際のリンカーは 2残基以上ある場合が考えられるので、拡張する必要がある。その
ため、ISDに基いてリンカー残基を拡張する。以下の図は拡張のイメージである。四角
が 1残基を表し、D,L はそれぞれドメイン残基、リンカー残基を表している。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 拡張の際の手順及び条件を示す。 

・拡張の際は N 末方向、C 末方向にそれぞれ独立に拡張する。一方向のみに拡張され
ることもあり得る。 
・拡張の際は 1残基ずつ伸ばしていく。伸ばす回数の最大値は 10とする。 

・拡張候補の残基の二次構造を確認し、コイル以外なら拡張を止める。 
・候補の残基と、さらに一つ前の残基との間で切断した場合、ISDの判定の条件を全て
下回った場合、候補の残基をリンカー残基とする。判定をクリアできない場合、拡張を
止める。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

L L L L D D 

L D D L D D 

L D D 

候補の残基 

①この残基の二次構造がコイル 

②この場所で切断したときに判定条件を下回る 

①、②をクリアした場合、候補の残基をリンカー残基とする 

図 4. リンカー拡張の模式図 

図 5. リンカー拡張の判定条件 
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・候補残基、および候補残基の一つ先の残基が disorder の場合、disorder でない残基
が現れるまで先の残基を探索し、始めに現れた disorderでない残基を判定残基とする。
判定残基の二次構造、および判定残基のひとつ先の残基と判定残基の間の ISD 判定を
行い、クリアしたら候補残基をリンカー残基とする。 

 
 
 

 
 
 

 
 
・候補残基のひとつ先の残基が disorder の場合、disorder でない残基が現れるまで先
の残基を探索し、始めに現れた disorderでない残基の一つ手前で切断し、判定する。 
 
 

 
 
 

 
 
 

・判定残基のひとつ先の残基が disorder の場合、disorder でない残基が現れるまで先
の残基を探索し、始めに現れた disorderでない残基の一つ手前で切断し、判定する。 
 

 
 
 

 

 
  

D 

候補の残基 

①この残基の二次構造がコイル 

②この場所で切断したときに判定条件を下回る 

①、②をクリアした場合、候補の残基をリンカー残基とする 

D D L D D 

D 

候補の残基 
(disorder) 
( 

①この残基の二次構造がコイル 

②この場所で切断したときに判定条件を下回る 

①、②をクリアした場合、候補の残基をリンカー残基とする 

D D L D D 

判定残基 

D 

D 

候補の残基 
(disorder) 

①この残基の二次構造がコイル 

②この場所で切断したときに判定条件を下回る 

①、②をクリアした場合、候補の残基をリンカー残基とする 

D D L D D 

判定残基 

図 6. disorderの際のリンカー拡張の判定条件 
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2-1-11. 残基番号の変換 

 SCOPeおよび CATHのドメイン境界は PDBに準拠している。今回、予測に使う入
力データは FASTA形式のアミノ酸配列であるため、アミノ酸配列に基づく残基番号に
変換する。変換のために Biopython[22]を用いてタンパク質を PDB ファイルから一次
構造に変換した。その後、clustalw2[23]を用いて FASTAファイルとアラインメントを
行い、PDB ファイルの残基番号をアミノ酸配列に基づいた番号に変換した。また、ド
メイン境界データの残基番号も変換した。 

 
2-1-12. データセットの分割 
 機械学習を行い、その性能をテストするため、Dataset2の 2430個中、1830個をト
レーニングデータセット、300個をバリデーションセット、300個をテストセットとし
た。 
 

2-1-13. トレーニングデータセットの拡張 
 今回作成したデータセットは小さく、機械学習においてデータが不足する可能性があ
る。そのためトレーニングデータセットの拡張を行った。1830 個のトレーニングデー
タセットのタンパク質を含む 30%クラスタ内で 70%クラスタリングを行う。その 70%
クラスタから 1 つ代表を選出した。しかし、70%クラスタに 30%クラスタの代表が含
まれている場合、それを代表とした。これによって新たに得られた 1108個のタンパク
質はトレーニングデータセットに加え、計 2938個となった。 
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2-2. 入力データの作成 

 
2-2-1. 特徴量ベクトルの作成 
 入力はアミノ酸配列である。タンパク質は様々な長さのアミノ酸配列からなる一方、
ニューラルネットワークの入力は固定長である必要があるため、アミノ酸配列の一部分
を抽出して入力とする。切り取る部位を windowと呼ぶ。windowの中心に位置する残
基について、リンカーの確率を予測する。 

 

 
 
 

 
 
  

 
 
 次に、残基レベルでの特徴量を作成する。以下の種類の特徴を使用した。 

 
① アミノ酸の種類 
 one-hot encodingの長さ 21のベクトルを用いる。20種類のアミノ酸に対応する位置
が 1となっており、他は全て 0である。21番目は Xを表す。 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A D A R E L T W V G G A R H G T F 

window 7の場合 

0� 1� 0� 0� ���� 0� 0� 0� 0�

1� 0� 0� 0� ���� 0� 0� 0� 0�A 

R 

長さ 21 

図 7. windowによるアミノ酸配列の切り取り 

図 8. アミノ酸配列の one-hot encoding 
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② アミノ酸 PSSM 

 ベクトル長は 20となる。PSSMは PSI-BLAST[18]によって計算した。 
 得た PSSMはおよそ-15 ～15までの整数値をとる。この値をニューラルネットへ直
接入力することは望ましくないため、次のように標準化を行った。 

 

!""!!"# =
!""# − !""!!"#$

!""!!"
 

 
!""!!"#$ ,!""!!"はそれぞれ 1タンパク質内の全ての PSSM集合の平均、標準偏差で
ある。 

 
③ 二次構造 
 予測するリンカー部位はほとんどコイルであるため、二次構造は非常に重要な情報と
なる。   
 DSSP、spider2[24]を用いて三状態(ヘリックス・シート・コイル)二次構造情報を得
た。 

 DSSPはタンパク質立体構造を入力として用いるので、二次構造を決定することが出
来る。そのため one-hot encodingの長さ 3のベクトルとして二次構造を表した。DSSP
を用いることが出来るのは構造情報が既に得ている場合のみであるため、この情報はト
レーニングの際のみ用いた。 
 予測の際には spider2によって得られた三状態二次構造予測情報を用いた。ベクトル
長は同じく 3で、三状態の確率を表す。 

 
④ 露出溶媒表面積(ASA) 
 spider2により予測した ASAの値を用いた。以下の式で標準化した。 

 

!"!!"# =  !"! − !"!!"#
!"!!"# − !"!!"#

  

 
 

!!!"# 、!"!!"# は、1タンパク質内の ASAの最大値、最小値である。 
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⑤ マルチプルアラインメント(MSA)による情報 

 
・共進化 
 アミノ酸残基はタンパク質内で相互作用しており、一方の残基が変異すると、相互作
用している他方の残基に影響を及ぼし、変異することがある。これを共進化とよび、タ
ンパク質間の相互作用予測に広く用いられている。タンパク質間相互作用はリンカー予
測に重要な情報をもたらすと考えられるため、特徴量として採用した。 

共進化の検出に、残基間の相互情報量がよく用いられる[25]。相互情報量は、情報理論
において、2つの確率変数の相互依存の尺度を表す量であり、以下の式で表される。 
 

!!!,!    =   !!   +   !!   −   !!,! 

 
!!はアラインメントされた配列のある列 x のエントロピーであり、以下の式で表され
る。 
 

!! =  −  ! !!
!"

!!!
log!" ! !!  

! !! はあるアミノ酸 iが、その列において現れる確率である。 
 

 
  !!,!はアラインメントされた配列の任意の 2列 x, yの結合エントロピーであり、以下
の式で表される。 

!!,! =  −  ! !! , !! log!" ! !! , !!
!"

!!!

!"

!!!
 

 
! !! , !! は任意の 2列 x, yに i, jのアミノ酸が現れる確率である。 
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 HHblits[26]を用いて MSA を行い、相互情報量マトリックスを作成した。ただし、
相互情報量がある閾値以下の場合は 0 とした。その後、以下の式で特徴量 MI loss, 
Interactionを算出した。 
 

!" !"#!! =
1

!(! − !)  !!!,!
!

!!!!!

!

!!!
 

 
!!!,!は i番目と j番目の残基の相互情報量、タンパク質の Lはアミノ酸長である。これ
は x 番目のアミノ酸配列残基 で切断した時に失われる相互情報量の平均を表している。 
 

 

!"#$%&'#()!! =  !!!,!
!!!

!!!
+  !!!,!

!

!!!!!
 

 
これは x 番目のアミノ酸残基と他の全てのアミノ酸残基との相互情報量の合計を表し
ている。 

 
MI loss、 Interaction, エントロピー!! の 3つを特徴量として用いた。 
 

以上の特徴量を連結し、残基の特徴量とした。その後、window中の残基全ての特徴量
を連結し、1つの入力値とした。 
 

2-2-2. ラベルの作成 
ドメインは 0、リンカーは 1とした。出力値がリンカーの確率となるように意図した。 
 

2-2-3. ミニバッチの作成 
 ドメインリンカー部位はアミノ酸配列の一部分であるため、ドメイン部位のデータ量
とリンカー部位のデータ量は不均衡である。これらを自然の比率で入力すると、ニュー
ラルネットのトレーニングが成功しない可能性が高い。具体的には、全てドメインと判
定するように学習してしまうと考えられる。これを避けるため、データセットをドメイ
ン部位とリンカー部位に分け、ドメインデータセット、リンカーデータセットを作製し
た後、それぞれから等量ずつ取り出し、結合してミニバッチとした。ミニバッチのサイ
ズは 64とした。  
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2-3. ニューラルネットワークのモデル 

 始めに以下のモデルを使用した。単純な CNN である。実装は全て Tensorflow[27]
で行った。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

それぞれの層について説明する。 
 
・input batch 

 入力するミニバッチである。3次元配列となっていて、高次元から、バッチ, window, 
特徴量ベクトルである。 
  

linkerの確率[0,1] 

畳み込み層 

全結合層 

Input batch 

L 

プーリング層 

図 9. CNNのアーキテクチャの模式図 
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・畳み込み層 

入力を以下の式で畳み込む。 

!!" = !!!!,!ℎ!"# + !!"
!!!

!!!

!!!

!!!
  

 
ここで、x は入力値、h はフィルタ、b はバイアスである。K はチャネルであり、特徴
量ベクトルの長さに一致する。Lはフィルタ長、mはフィルタ数である。 最終的な出
力は、この畳み込みの結果に活性化関数を作用させたものとなる 
 

!!" = ! !!"   
 
活性化関数は、以下に示す ReLUを使用した。 
 

! x =  max (!, 0) 
 
 プーリング層では max pooling を用いた。これによってリンカー部位の位置普遍性
を確保することを試みた。 
 

!!" = max
! ∈!!

(!!") 
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 次に、以下に示す疎結合したニューラルネットワークを使用した。特徴量に加え、
windowの位置ごとに結合するニューロンを変えた。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

オレンジ色のニューロンは四角で囲った部分とのみ結合する。赤・青のニューロンはオ
レンジ色のニューロンの数値の和である。赤・青のニューロンの数は同じであり、便宜
上フィルタ数と呼ぶ。赤・青のニューロンは全結合層に入力される。式は畳み込みの場
合と同じである。 

!! = !!,!ℎ!"# + !!"
!!!

!!!

!!!

!!!
 

ここで、x は入力値、h はフィルタ、b はバイアスである。K はチャネルであり、赤の
場合、特徴量ベクトルの長さに、青の場合 window sizeに一致する。Lはフィルタ長で
あり、赤の場合、window sizeに、青の場合特徴量ベクトルの長さに一致する。mはフ
ィルタ数である。  

+ 

+ 

図 10. 疎結合ニューラルネットワークのアーキテクチャの模式図 

window size 

特徴量数 
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 次にトレーニングの手法について説明する。これらは 2つのアーキテクチャで共通で
ある。 
 
 誤差関数は以下の式を使用した。 

! ! =  − w ∗ y! log! ! !!)  +  1 − !! log(1 − log ! ! !!
!

!!!
 

 

! ! !!)はリンカーの確率を表している。2値分類であるため、! ! !!)をドメインの確
率とすると、! ! !!) +  ! !!) = 1 である。w は重みのベクトルである。 
wは正例に対する重みである。実際のタンパク質はリンカーに対してドメインの残基が
はるかに多いため、重みが 1であるとドメインをリンカーであると予測してしまうこと
が多くなってしまう。そのため、リンカーへの重みを軽くすることでこれを防ぐ。重み
を軽くすることによって Sensitivityを下げ、Precisionを上げることができる。 

 
 全結合層では dropout[28] を使用した。dropoutは 1回のバッチによる学習ごとにラ
ンダムに選択した一部の全結合層の出力をマスクし、部分ネットワークで学習する手法
である。アンサンブル学習と似た効果が得られる。 
 
 正則化に L2 loss を用いた。L2 loss はパラメータの自由度を制限する手法で、誤差
関数に正則化項を設ける。 

!!" ! =  ! ! + !!!! 
 

λは正則化の大きさを決めるパラメータである。 
 
 損失関数を最小化するための勾配降下法のアルゴリズムとして Adam [29]を用いた。 
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2-4. 予測結果の評価 

 
2-4-1. 残基レベルでのリンカー部位の予測と評価 
 モデルの残基レベルでの評価を行うため、10- fold cross validationによって判定を
行った。これはトレーニングデータを 10 分割し、9 つをトレーニングに用いて、残り
の 1つをテストに用いる手法である。予測結果はTP(True Positive)、FP(False Positive)、
TN(True Negative)、FN(False Negative)に分類される。 

 
 
表 1. 予測結果のクラス分け 

 予測された部位の答え 

リンカー部位 ドメイン部位 

予測結果 
リンカーと予測 TP FP 

ドメインと予測 FN TN 

 

 
 
これを元に Precision、Sensitivity、F scoreを算出する。式は以下のようになる。 

 

!"#$%&%'( = !"
!" + !" 

 

!"#$%&%'%&( = !"
!" + !" 

 

! !"#$% = 2 ∙  !"#$%&%'( ∙ !"#$%&%'%&(
!"#$%&%'( + !"#$%&%'%&(   

 
 
Precisionはリンカーと予測した残基中の正答の割合である。Sensitivityは全リンカー
残基中、予測できた割合である。F score は 2 つの調和平均をとっている。Precision
と Sensitivityはトレードオフの関係にあるため、F scoreをみてモデルを比較する。 
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2-4-2. タンパク質レベルでのリンカー部位の予測 

 今回のニューラルネットは、ある残基についてリンカーの確率を出力する予測器であ
るが、実際に必要な情報はあるタンパク質についてリンカーの有無および位置である。
タンパク質レベルの予測は、次のように行った。はじめにタンパク質の全ての残基をニ
ューラルネットで予測する。これによって全残基のリンカー確率を得ることが出来る。
次に、そのデータに対し畳み込みを行った。これはリンカーの位置情報を予測に用いる
ためである。リンカーの前後の残基はリンカーである可能性が高いため、畳み込みを行
うことでより精度を上げることが出来ると考えられる。最後に、リンカー部位を決定す
る。決定方法は 2種類用いた。最大値の残基をリンカーであると判定する方法と、あら
かじめ決めておいた閾値を超えた残基はリンカー部位とする方法である。前者は全ての
タンパク質が必ず 1つリンカーを持っていることを前提とする簡易な方法である。後者
は、シングルドメインや 3つ以上のドメインをもつマルチドメインタンパク質を正しく
予測するために一般化した方法である。 

 
 
2-4-3. タンパク質レベルでの正解の判定 

 モデル選択のために正答率を比較する必要があるが、この正答率は全てタンパク質レ
ベルで算出した。トレーニングデータセットを用いて判定し、10- fold cross validation
を行った。トレーニングデータは全てポジティブデータ(リンカーを 1 つ以上持つタン
パク質)であるため、最大値をリンカーとする方法を用いた。タンパク質 1 つにつきリ
ンカー残基を 1つ予測し、実際のリンカー部位中の残基であった場合、正解とする。予
測残基がリンカー部位中の残基でなかった場合、予測残基とリンカー部位の残基との最
短距離を計算する。この値を margin と呼ぶ。リンカー部位中の残基を当てた場合、
margin は 0である。判定に用いたタンパク質のうち、marginが X以下であったタン
パク質の割合を margin X 正答率と定義する。Xは 0以上の整数である。 
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2-4-4. バリデーションセットを用いた評価と閾値の調整 

 
 性能を見積もるバリデーションセットでのテストは閾値を用いる判定方法を用いた。
ネガティブデータにも対応する必要があるためである。予測結果は 4つに分類される。 
 
表 2. タンパク質レベルでの予測結果のクラス分け 

 予測された部位の答え 

リンカー部位 ドメイン部位 

予測結果 
リンカーと予測 TP FP 

シングルドメインと予測 FN TN 

 
 マルチドメインタンパク質に対して予測を行った時、閾値を超え、マルチドメインで
あると判定した上で、リンカー部位を正答出来た場合は TPにカウントする。 
 マルチドメインタンパク質に対して予測を行った時、閾値を超え、マルチドメインで
あると判定した上で、リンカー部位を誤答した場合は FPにカウントする。 

 マルチドメインタンパク質に対して予測を行った時、閾値を超えず、シングルドメイ
ンであると判定した場合は FNにカウントする。 
 

ネガティブデータに対しては、以下のように評価する。 
 シングルドメインタンパク質に対して予測を行った時、閾値を超えず、シングルドメ
インと判定した場合は TNにカウントする。 

 シングルドメインタンパク質に対して予測を行った時、閾値を超えて、マルチドメイ
ンと判定した場合、FPにカウントする。 
 残基レベルでの評価と同様に、性能の比較のために Precision、Sensitivity、F score

を用いた。 
 
 ニューラルネットワークの出力値は残基レベルであるため、タンパク質全ての残基を
予測した後、フィルターで出力値を畳み込み、最大値が threshold以上であればマルチ
ドメインとして、リンカー部位を予測する。この thresholdとフィルターの値を最適化
する。 

 バリデーションデータである 300 個のマルチドメインと、ネガティブデータとして
バリデーション用の 300 個のシングルドメインタンパク質のデータを用いて、
thresholdとフィルターの最適化を行った。  
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2-4-5. テストデータによるテストと他の予測器との比較 

 同じドメイン境界部位を予測するソフトウェアを使い、テストデータ(マルチドメイ
ン 300個、シングルドメイン 300個)を予測した。それら結果と今回開発した基本モデ
ルを比較した。 

 比較に用いたソフトウェアは Domcut、DomPro、Dobo、DROPである。 
 
予測する際の統一したルールを以下のように決定した。閾値を調整した際のルールと異
なっている。 
 
1. シングルドメインかマルチドメインかを始めに判定する。マルチドメインをシング
ルドメインと判定した場合、FNにカウントする。 

2. マルチドメインと判定した場合、予測するリンカー部位は 1箇所のみとする。複数
予測するソフトが多く、ソフトウェア・タンパクごとに適切な予測数を決定するこ
とが難しいためである。2 リンカー以上ある場合、予測できなかったリンカー数だ
け FNにカウントする。 

3. 予測部位は 1残基とする。この予測残基がリンカー領域から前後 5残基以内に入っ
ていた場合、TPに、入っていなかった場合、FPおよび FNにカウントする。 

 
 Precision、Sensitivity等の算出は先行研究に従い、ポジティブデータのみで行った。
定義は 1-1であるが、以下の式と同義である。 
 

!"#$%&!"# = 正答数
マルチドメインと予測した数

 

 

!"#$%&%'%&( = 正答数
ポジティブデータ内のリンカーの総数

 

 
この算出方法の場合、ランダムに当てた場合の評価も行うことが出来る。始めに、タン
パク残基の 1 つをランダムに指定し、上述の 2,3 によって正誤を判定する。この場合、
全てのタンパク質をマルチドメインであると考えることになる。乱数は一様分布と二項
分布を用いた。 
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3. 結果と考察 
 
3-1. ドメイン・リンカー残基の分析 
 

 データセットをドメイン残基とリンカー残基に分け、ドメインセット・リンカーセッ
トの PSSMの平均をアミノ酸ごとに算出し、差をとることで比較した。 
計算式は、あるアミノ酸における、リンカーの PSSM の平均 ̶ ドメインの PSSM

の平均 となる。 
 

 

 
 

 プロリンが非常に高い値になっている。これはリンカーのプロリンの PSSM は平均
的にドメインの PSSM より高く、プロリンになりやすいことを意味する。リンカー部
位は機能や構造を持っていないことが多く、プロリンへの変異が受け入れやすいと考え
られる。一方、ドメインの残基は構造を破壊する可能性が高いプロリンへは変異しにく
いと考えられる。 
  

図 11. ドメイン/リンカー部位の PSSM平均の差 
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 次にコイル領域のみを取り出し、ドメイン・リンカーの差を比較した。 

 

 

 
 
 プロリンは図 11と変わらず高い値を示している。一方、グリシンはコイル領域だけ
で考える場合は低い値を示している。また、アスパラギンはドメイン・リンカーの差は
ないことが分かる。その他のアミノ酸の PSSM は正の値をとっているため、ドメイン
と比較してリンカー部位は変異を受け入れやすい。これは、リンカー部位は機能を持っ
ていないことが多いため、変異による進化圧を受けないためであると考えられる。 
 
 以上の分析より、PSSMはリンカーを予測する上で重要な情報であると示唆される。 
  

図 12. コイル領域における、ドメイン/リンカー部位の PSSM平均の差 
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3-2. 畳み込みニューラルネットワークでの予測 

 トレーニングデータセットのタンパク質を用いて畳み込みニューラルネットワーク
を学習させ、cross validationによって性能を見積もる。また、トレーニングデータ全
体に対しての予測性能と比較することで、過学習の有無を判断する。 

 特徴量をアミノ酸・PSSM・二次構造・ASAのみを用いた場合(model 1)と、それに
MSA・位置情報を加えた場合(model 2)の 2つの条件で予測する。 
 

 
3-2-1. model 1による予測 
 

 特徴量としてアミノ酸・PSSM・二次構造・ASAのみを用いて CNNで予測をおこな
った。 
ハイパーパラメータは以下のものを用いた。最適なパラメータを見つけるために、全結
合層のニューロン数、畳み込みフィルタ数、エポック数、L2 loss weight は複数試し
た。 
 

表 3. model1のハイパーパラメータ 

バッチサイズ 64 

学習率 0.001 

全結合層のニューロン数 32, 64, 128 

window size 5 

特徴量ベクトルの長さ 45 

畳み込みフィルタ数 10, 20, 30 

畳み込みフィルタのストライド 1 

プーリングウインドウ 2 

プーリングのストライド 2 

エポック数 10,20,30 

dropout rate 0.5 

L2 loss weight 0.005,0.01 

誤差関数中の w( 正値への重み) 0.4,0.5 
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 以上の全ての組み合わせで予測を試し、クロスバリデーションテスト(CV)とトレーニ
ングデータ(Train)を用いて正答率を算出した。その際クロスバリデーションテストよ
りトレーニングデータセットでの予測率が大きく上回っていた場合、過学習となってい
ると思われる。そのため、マージン 5での正答率に 2%以上差がある場合、過学習と考
え除外した。表 は全てのハイパーパラメータの組み合わせと正答率を示している。 
 
表 4. ハイパーパラメータの組み合わせとマージン 3, 5正答率 

 
 
 全結合層ニューロン数 32, 畳み込みフィルタ数 30, エポック数 30 , L2 loss weight 

0.005, w 0.4 の組み合わせが margin 5 CV 正答率 32.1%と最も高くなっている。その
ため、このパラメータを採用した。 
 図 13はマージン 0, 3, 5, 7, 10での正答率のグラフである。図 14は x軸をマージン、
y軸を正答率としたグラフである。 
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 リンカーを当てることが出来ているのは 17.2%と低い。また図 14より、0 ̶ 5付近
で急激に上昇し、あとは線形に同じ傾きで上昇していることがわかる。この予測器が当
てているのは margin 5までであり、あとはランダムに当たっていると考えられる。よ
って、意味のある正答率は margin 5の値までであると考えられる。CVでの margin 5

正答率は 32.1%である。 
 
 図 15-19は、クロスバリデーションテスト及び、トレーニングデータセットに対して
予測を行ったとき、用いたパラメータごとの予測率を示したものである。予測率が高く
なっているパラメータが良いパラメータであると考えることが出来る。 

図 13. CV・Trainに対するマージン正答率( model 1) 

図 14. CV・Trainに対するマージン・正答率のグラフ( model 1) 
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図 15. 全結合層ニューロン数による正答率の変化( model 1) 

図 16. エポック数による正答率の変化 ( model 1) 

図 17. 畳み込みフィルタ数による正答率の変化 ( model 1) 
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 全結合層ニューロン数は 32 が高くなっている。エポック数は 10 より 20,30 が高く
なっているが、training datasetでは更に高い値を示しており、多くしすぎることによ
る過学習の危険性もある。畳み込みフィルタ数も同様に多くすることによって正答率が
上昇している。L2 loss weightと wは大きな違いが見られない。そのため、これら 2

種類のパラメータは次からの実験では 1つに固定した。 
 
  

図 18. wによる正答率の変化 ( model 1) 

図 19. L2 lossの係数による正答率の変化 ( model 1) 
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3-2-2. model 2による予測 

 
 MSA情報と位置情報を新たに加え、学習させる。パラメータは以下の通りとした。 
model1 と同様に、マージン 5 での正答率に 2%以上差がある場合、過学習の可能性が
あるため除外した。表 5にハイパーパラメータの組み合わせ、表 6はマージン正答率で
ある。 
 

 
表 5. model2のハイパーパラメータ 

バッチサイズ 64 

学習率 0.001 

全結合層のニューロン数 32, 64 

window size 11 

特徴量ベクトルの長さ 49 

畳み込みフィルタ数 10, 20, 30 

畳み込みフィルタのサイズ 4, 7, 11 

畳み込みフィルタのストライド 1 

エポック数 10, 20, 30 

dropout rate 0.5 

L2 loss weight 0.01 

誤差関数中の w( 正値への重み) 0.4 
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表 6. ハイパーパラメータの組み合わせとマージン 3, 5正答率 

 
 
 全結合層ニューロン数 64, 畳み込みフィルタ数 30, フィルタサイズ 11, エポック数
20の組み合わせが margin 5 CV 正答率 42.28%と最も高くなっている。そのため、こ
のパラメータを採用した。 
 図 20はマージン 0, 3, 5, 7, 10での正答率のグラフである。図 21は x軸をマージン、
y軸を正答率としたグラフである。 
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図 20. CV・Trainに対するマージン正答率( model 2) 
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 共進化情報と位置情報を入れることで、CVにおいてMargin 5 正答率が 8%以上増
加している。これらの特徴量がドメインリンカーを予測する上で重要であることがわか
る。Training datasetとの正答率の差も僅かであり、過学習が起こっていないであろう
と推測される。 
 また図21より、0 ̶ 5付近で急激に上昇し、あとは線形に同じ傾きで上昇している。
これは model 1と同じ傾向が見られている。 
 
 図 22-25は、クロスバリデーションテスト及び、トレーニングデータセットに対して
予測を行ったとき、用いたパラメータごとの予測率を示したものである。 
 

 

 
 

図 21. CV・Trainに対するマージン・正答率のグラフ( model 2) 

図 22. 畳み込みフィルタ数による正答率の変化( model 2) 
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図 23. 畳み込みフィルタサイズによる正答率の変化 ( model 2) 

図 24. 全結合層ニューロン数による正答率の変化( model 2) 

図 25. エポック数による正答率の変化( model 2) 
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 図 22の畳み込みフィルタ数は、30が最も高い値を示している。 

 図 23の畳み込みフィルタサイズはトレーニングデータセットでは 7が最大であるが、
CV においては 11 が上回った。これは 7 が過学習をしていることを示している。フィ
ルタサイズ 11は、畳み込み後の値が 1つであるため、プーリングを行っていない。 

 エポック数は、増やすことで正答率が上昇した。表 00には 10もしくは 20のみ現れ
ているので、30にすると過学習を起こすと思われる。そのため、今回は 20を最適なパ
ラメータとした。全結合層ニューロン数は大きな差がみられなかったが、僅かに 64が
上回っている。 
 以上の結果より、畳み込みは良い結果をもたらさないことがわかった。 
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3-3. 疎結合したニューラルネットワーク(model 3)による予測 

 
 0-0で示したアーキテクチャでトレーニングする。特徴量は 0-0のものを用いる。 
パラメータは 0-0の結果を考慮して、以下のように設定した。 

 
表 7. model3のハイパーパラメータ 

バッチサイズ 64 

学習率 0.001 

全結合層のニューロン数 64,128 

window size 11 

特徴量ベクトルの長さ 49 

畳み込みフィルタ数 10, 15, 20, 25 

エポック数 10,20, 30 

dropout rate 0.5 

L2 loss weight 0.01 

誤差関数中の w( 正値への重み) 0.4 

 
表 8に結果を示した。前回と同じように margin5 正答率が CVと Trainで 2%以上異
なっている場合は除外した。 

 
表 8. ハイパーパラメータの組み合わせとマージン 3, 5正答率 

 
 
 全結合層 64, 畳み込みフィルタ数 15, エポック数 20のモデルを採用した。 
エポック数 30のものは全て除外されてしまっており、増加により過学習がおきたこと
がわかる。また、フィルタ数も同様に増加が過学習につながっている。 
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 最良モデルの正答率と、マージンによる変化を図 26, 27 に示した。 

 
 

 
 
 

 

 
 
 model2と比較してmargin 5 CV 正答率が 1%ほど上昇している。model2と異なり、
windowのある位置の全ての特徴量が 1つのニューロンにつながっている。このニュー
ロンが特徴量を捉え、良い結果をもたらしたと考えられる。 
 このアーキテクチャ・特徴量・パラメータが最も良い結果となったので、このモデル
を基本モデルとした。 
  

図 26. CV・Trainに対するマージン正答率( model 3) 

図 27. CV・Trainに対するマージン・正答率のグラフ( model 3) 



 39 

3-4. ニューラルネットワークの学習状況 

 基本モデルのトレーニングの学習を追跡する。図 28は 誤差関数の値の変化である。 
 

 

 
トレーニングの開始から 500 ステップほどで急激に誤差が減少しており、学習がうま
く行われていることがわかる。2000 ステップを超えたところから減少がゆるやかにな
り、学習がこれ以上進まないと考えられる。 
 

 図 29は L2 lossの値の変化である。 

 
 

2000ステップを超えた当たりからほぼ 0となっており、正則化が行われていることが
わかる。  
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図 28. 基本モデルの誤差関数の値の変化 

図 29. 基本モデルの L2 lossの値の変化 
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3-5. 残基レベルでのリンカー予測の結果 

 基本モデルを用いて残基レベルでのドメイン・リンカーの 2値予測を行い、リンカー
の Precision, Sensitivityを算出した。テストのために cross validationを行った。 
 

 
 
 

 
 
 Precision が 10%台であり、極めて低い。Sensitivity も 50%程度である。残基レベ
ルで正確に予測することは難しい課題である。ドメインリンカー部位が持っている情報
のみではドメインリンカーを正確に予測することが出来ないと考えられる。特にタンパ
ク質 3次元構造に関する特徴が必要であると思われる。 

 F Scoreは 8000ステップ以降安定した値を取っており、学習がこれ以上進まないこ
とを示している。  

図 30. 基本モデルの残基レベルでの Precision、Sensitivity 

図 31. 基本モデルの残基レベルでの F値 
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3-6. 閾値の調整 

 ニューラルネットワークの出力値を以下のフィルターで畳み込み、閾値を上回ったら
マルチドメインとする。フィルターと閾値を以下のように変え、バリデーションセット
(マルチドメイン 300個、シングルドメイン 300個)を用いて評価した。 

 
表 9. フィルターの種類 

フィルター番号 フィルター 

0 [1, 1, 1], 

1 [0.5, 1, 0.5] 

2 [1, 1, 1, 1, 1] 

3 [0.5, 1, 1, 1, 0.5] 

4 [0.5, 0.8, 1, 0.8, 0.5] 

5 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] 

 
表 10. パラメータの組み合わせと F値の比較 

 
 
threshold 0.7、フィルター [1, 1, 1, 1, 1] (window 5でのスムージングに等しい)が最も
F scoreが良い値となった。基本モデルとこれらのパラメータを用いて予測を行う。 
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3-7. テストデータによるテストと他の予測器との比較 

  
マルチドメイン 300個、シングルドメイン 300個に対して、シングルドメイン/マルチ
ドメインの二択をmy model及び他のモデルで予測した。図 32, 33はその比較である。 
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図 32. マルチドメインに対するマルチ/シングルの予測結果の比較 

図 33. シングルドメインに対するマルチ/シングルの予測結果の比較 
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 my modelはマルチドメインデータセットに対し、マルチドメインと予測した割合が、
55%であり、半分を上回った。シングルドメインに対しても 71%の割合で正答してお
り、予測対象がシングルドメインかマルチドメインか不明な場合であっても機能するこ
とが分かった。 

 DROPはほぼ全てマルチドメインと判定している。これは thresholdが低すぎること
が原因である。 
 DomProはシングルドメインに対して正答率が 100%である。しかし、マルチドメイ
ンに対してもシングルドメインであると判定していることが多く、正答率は 41%であ
る。 
 DoBoはマルチ・シングル両方で正答率が 5割を上回っている。 

 
図 34はシングル・マルチドメインを合わせた正答率である。 

 

 
 
DomProはシングルドメインに対して 100%正答しているため、合計の正答率が高くな
っている。マルチドメイン判定の閾値を高くすることでこの分類を可能にしていると考
えられる。これは DomProの正答率向上のための戦略であると思われる。Doboは my 
modelと同じシングル・マルチともに正答を試みる戦略であると思われるが、my model

を正答率で上回っている。今回のモデルは、シングル・マルチドメインの分類の改善が
必要であると考えられる。  
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図 34. マルチ/シングル予測の正答率の比較 
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3-8. マルチドメインデータに対する予測結果の比較 

 マルチドメインデータに対して様々なソフトウェア、乱数でリンカー部位を予測した
結果である。 
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 my modelは Precisionが高い値を示している。マルチドメインであると判定した場
合、50%で正答している。一方、Sensitivity は低く、リンカー全てを当てることが出
来ていない。これはマルチドメインをシングルドメインであると判定しているケースが
多いのが一因である。 
 二項分布によるランダムが比較的高い値を示しているが、これはリンカーがアミノ酸
配列の中心に位置している場合が多いためである。  
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図 35. リンカー予測結果の Precision、Sensitivityによる比較 
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3-9.  F scoreによる比較 

 ・最後に、F scoreを用いて予測器の比較を行った。 
 

 
 
 
 my modelが最も高くなり、マルチドメインデータに対しては最良の予測器である。 
 
 今回、my modelが最も高くなった理由はいくつか考えられる。最も影響を与えたの
は ISD という独自の概念を用いて正誤を判定したことであると考えた。DROP 以外の
予測器は ISDに関する情報を持っていないため、my modelに有利に働いたと思われる。 
 HHblitsを用いて高精度なMSAを行うことが出来たことも予測向上に貢献したと思
われる。psi-blast よりも遠縁の配列を取得することが出来、精度の高い共進化情報を
特徴量として用いることが可能になった。DROP は共進化情報を用いていないため、
この点で上回ることが出来たと考えられる。 
 Dropout や Adam など近年開発された技術を用いたニューラルネットワークを用い
たことも貢献した可能性もある。 
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図 36. リンカー予測結果の F値による比較 
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3-10. 予測の例 

 実際に予測した結果を紹介する。 
 
・成功例  PDBID: 2hcz, chain: X 

 

 

 

 
図 37左の赤色で示した残基がリンカー残基である。また、図 37右は x軸が残基番号、
y軸がリンカー確率を表し、赤色の線で囲まれた部分がリンカー部分を示している。水
色の折れ線グラフがリンカーの確率を表しており、青の線で表された閾値を超えるとリ
ンカーと判定している。この例ではリンカー部分を予測できていることがわかる。 
 

・失敗例 1  PDBID: 1a5t, chain: A 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

青丸の部分が予測した残基である。リンカー定義部分から外れているが、目視での判断
では、予測残基で切断してもドメインを分割可能であると思われる。  

図 37. 成功例のタンパク質と予測結果 

図 38. 失敗例のタンパク質と予測結果 1 
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・失敗例 2  PDBID: 1bg6, chain: A 

 

 

 
 

正解のリンカー部分はほぼ反応がなく、青丸で示した 100 残基目がリンカーと予測し
ている。 
完全に失敗した例である。 

 
 
・失敗例 3   PDBID: 1k9y, chain: A 

 

 

 
マルチドメインであるにも関わらず、シングルと判定している。ドメイン間の相互作用
が大きいためではないかと思われる。しかし、実際のリンカー部分において予測したリ
ンカー確率が最大となっており、閾値を下げることでマルチドメインと判定し、リンカ
ー部位を当てることが出来ただろうと考えられる。  

図 39. 失敗例のタンパク質と予測結果 2 

図 40. 失敗例のタンパク質と予測結果 3 
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4. 結論 
 本研究では、近年開発されたニューラルネットワークを用いてドメインリンカー予測
器を開発した。ニューラルネットワークの種類は畳み込みこみニューラルネットワーク
と疎結合したニューラルネットワークを用いた。また、先行研究で取り入れていなかっ
た露出溶媒表面積予測と共進化情報を新たに取り入れることによって予測精度の向上
を試みた。これによって過去の予測器を超える精度を達成することが出来た。 
 今後の課題として、Recurrent Neural Networkを用いた予測がある。共進化情報は
遠く離れた残基同士の相互作用を検出するが、今回の研究では十分に利用できていない
ため、可変長の配列から予測可能な RNNが適している可能性がある。また、今回、ド
メイン・リンカーの 2値によって予測しているが、リンカー残基内であっても、その特
徴は大きく異なる可能性が高い。より一般化して、ある残基で切断した際のエネルギー
ロスの値を予測することによってより高精度になる可能性がある。その場合、今回より
もより大きなデータセットを用いる事ができるので、転移学習を適用できるかもしれな
い。また、オートエンコーダによって良い特徴量を抽出出来る可能性もある。このよう
に課題は多く、近年のニューラルネットワークを用いることでより高精度に出来る可能
性を秘めており、この予測結果はタンパク構造予測、ドメイン同定の有用な情報になる
と思われる。 
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