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文献情報の利用文献情報の利用

東京大学東京大学 新領域創成科学研究科新領域創成科学研究科

情報生命科学専攻情報生命科学専攻

山本山本 泰智泰智

大きな流れ大きな流れ

•• 生命科学の発展と領域細分化生命科学の発展と領域細分化

•• 複数観点からの研究の進展複数観点からの研究の進展

•• 文献数の増加文献数の増加

•• 16 649 146 (2006/10/29 14:10)16 649 146 (2006/10/29 14:10)

•• 電子的アクセス可能文献電子的アクセス可能文献の増加の増加

•• オープンアクセス可能文献数も増加オープンアクセス可能文献数も増加

PMC, BMC, PMC, BMC, PLoSPLoS, , ……

•• 連邦研究公開法連邦研究公開法2006 (2006 (審議中審議中))

PubMed PubMed 検索可能文献数の推移検索可能文献数の推移
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関連情報の取得が困難関連情報の取得が困難

•• 研究者の関連文献を調査する手間暇の上昇研究者の関連文献を調査する手間暇の上昇

•• 実験データの解釈困難実験データの解釈困難

•• 専門外の分野が関係しているかも専門外の分野が関係しているかも

•• 例例: : 糖尿病糖尿病 (2(2型型))
•• 糖尿病に関係するといわれている遺伝子数は糖尿病に関係するといわれている遺伝子数は1616

•• その中のその中の11つの遺伝子つの遺伝子を専門とするを専門とする研究者が、当該全研究者が、当該全1616遺遺
伝子の関連文献を、糖尿病という観点から知りたい伝子の関連文献を、糖尿病という観点から知りたい

•• 全関連文献全関連文献 (1300) (1300) を読むことは困難を読むことは困難

•• 各遺伝子ごとに異なる研究者各遺伝子ごとに異なる研究者

•• 多くは専門外の文献多くは専門外の文献

計算機を用いた対処法計算機を用いた対処法

•• 実験データの解釈支援実験データの解釈支援

•• オントロジーのマッピングオントロジーのマッピング

•• データベースのマッピングデータベースのマッピング

•• 文献を用いた知識のマッピング文献を用いた知識のマッピング

•• 文献情報への効率的なアクセス支援文献情報への効率的なアクセス支援

•• 文献検索・情報抽出文献検索・情報抽出

•• 文献情報俯瞰文献情報俯瞰 ((クラスタリング、可視化等クラスタリング、可視化等))

•• テキストマイニングテキストマイニング

•• 計算機を用いた生物学的な発見計算機を用いた生物学的な発見
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実験データ解釈支援実験データ解釈支援

遺伝子遺伝子

意味的特徴意味的特徴

Development

Alzheimer

ある遺伝子が、ある意味的特徴を持つ度合い
を視覚的に表示 (Chagoyen et. al, 2006)
ある遺伝子が、ある意味的特徴を持つ度合い
を視覚的に表示 (Chagoyen et. al, 2006)

実験データ解釈支援実験データ解釈支援 ((続き続き))

apolipoproteinapolipoproteinplaquplaqupatch patch vegfvegf

neuronneuronamyloidamyloid--betabetamesenchymmesenchymp21p21

srcsrcbetabeta--amyloidamyloidventralventraltgftgf--betabeta

apoapoapoapobudbudneuneu

phosphorylphosphorylpresenilinpresenilinlimblimbcancercancer

egfregfralzheimalzheimtgftgf--betabetatumortumor

fynfyngammagamma--secretassecretaspresenilinpresenilinbreastbreast

tautauamyloidamyloidnotch1notch1cc--mycmyc

reelinreelinabetaabetasonicsonicegfregfr

tgftgf--betabetaappappnotchnotchp53p53

ReelinReelinAlzheimer Alzheimer Development Development Cancer Cancer 
対象となる遺伝子毎に関連文献集合を用意し、特徴語を取得対象となる遺伝子毎に関連文献集合を用意し、特徴語を取得
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実験データ解釈支援実験データ解釈支援 ((続き続き))
文献を基にして取得した関連遺伝子をKEGG上にマッピング文献を基にして取得した関連遺伝子をKEGG上にマッピング

文献情報への効率的なアクセス支援文献情報への効率的なアクセス支援

Entrez Browser
遺伝子、疾患、文献、それぞ
れをノードとし、互いに関連の
あるもの同士をエッジで結び
ダイナミックに表示する

EntrezEntrez BrowserBrowser
遺伝子、疾患、文献、それぞ
れをノードとし、互いに関連の
あるもの同士をエッジで結び
ダイナミックに表示する
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文献情報への効率的なアクセス支援文献情報への効率的なアクセス支援 ((続き続き))

autism. 7q31. locate. single. autistic. impairautism. 7q31. locate. single. autistic. impair
language impairment. genetic factor. specific language impairmenlanguage impairment. genetic factor. specific language impairmentt

Autistic Disorder. Chromosomes, Human, Pair 7. Language DisorderAutistic Disorder. Chromosomes, Human, Pair 7. Language Disorders.s.
Genetic Predisposition to DiseaseGenetic Predisposition to Disease44

specifically. structural. molecular. FOXP2. systemspecifically. structural. molecular. FOXP2. system
forkheadforkhead domain. human evolution. electrostatic chargedomain. human evolution. electrostatic charge

Speech. Language. Evolution, Molecular. Speech Disorders. NucleiSpeech. Language. Evolution, Molecular. Speech Disorders. Nucleic Acid Conformation c Acid Conformation 

33

foxp1. striatum. order. FOXP1. mature. fetalfoxp1. striatum. order. FOXP1. mature. fetal
homologous gene. human fetal brain. in situhomologous gene. human fetal brain. in situ

Birds. Nuclear Proteins. Corpus Striatum. Cytokines. SongbirdsBirds. Nuclear Proteins. Corpus Striatum. Cytokines. Songbirds

22

lung. subfamily. epithelium. distal. epitheliallung. subfamily. epithelium. distal. epithelial
airway epithelium. distal epithelium. gene expressionairway epithelium. distal epithelium. gene expression

Lung. Membrane Proteins. DNALung. Membrane Proteins. DNA--Binding Proteins. Repressor ProteinsBinding Proteins. Repressor Proteins
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上段上段:MeSH:MeSHターム、下段ターム、下段::抽出語抽出語

発話能力進化発話能力進化

気道上皮細胞気道上皮細胞

鳥との脳の比較鳥との脳の比較

自閉症自閉症

PubMed 検索結果を、内容 (特徴語) に基づいてクラスタリング (Yamamoto et. al, 2006)
下記の例は FOXP2 をキーワードとして検索し、得られた文献集合をクラスタリングした結果

テキストマイニングテキストマイニング

•• 遺伝子型と表現型の関連抽出遺伝子型と表現型の関連抽出 (Jensen et. al, 2006)(Jensen et. al, 2006)
•• 他生物種で分かっている表現型に関する知見を、対象生物種機他生物種で分かっている表現型に関する知見を、対象生物種機

能未知遺伝子の表現型に関する機能予測に使う能未知遺伝子の表現型に関する機能予測に使う

•• 配列情報が知られている各原核生物の関連語を取得して利用配列情報が知られている各原核生物の関連語を取得して利用

•• 特定の種について書かれている文献に特徴的に出現する語特定の種について書かれている文献に特徴的に出現する語

•• 解釈解釈

•• ある関連語と遺伝子の相関が高い場合、その関連語は特定のある関連語と遺伝子の相関が高い場合、その関連語は特定の

生物種の表現型を示す語であると想定できる生物種の表現型を示す語であると想定できる

•• 従って、他生物種で機能未知である配列相同な遺伝子の機能を、従って、他生物種で機能未知である配列相同な遺伝子の機能を、

その表現型を示す語により推定できるその表現型を示す語により推定できる
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という訳で、という訳で、
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文献の利用文献の利用

•• 文献に書かれている様々な概念を抽出したい文献に書かれている様々な概念を抽出したい
((ここでは高次概念と呼びますここでは高次概念と呼びます))

•• 背景知識背景知識

•• 実験材料･手法実験材料･手法

•• 実験内容･結果実験内容･結果

•• 解釈･検証解釈･検証

•• モデル提示モデル提示

•• ……

しかし、しかし、
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高次概念の自動抽出は現状では大変高次概念の自動抽出は現状では大変

•• そこで、以下のアプローチが広範に行われているそこで、以下のアプローチが広範に行われている

•• 文献の題目と要旨から特徴語を抽出文献の題目と要旨から特徴語を抽出 ((統制語彙との紐付け含む統制語彙との紐付け含む))

•• 文献に書かれている知識を特徴語のリストという形で表現文献に書かれている知識を特徴語のリストという形で表現

•• 文献間の関係文献間の関係 ((類似度等類似度等) ) を特徴語を基に規定し、処理するを特徴語を基に規定し、処理する

•• 然は然りながら、次のような試みも既になされている然は然りながら、次のような試みも既になされている

•• 自然言語処理技術を用いてより高次な知識を取得自然言語処理技術を用いてより高次な知識を取得

•• 各文より、主語、述語、目的語の組を自動抽出各文より、主語、述語、目的語の組を自動抽出

•• 文献全文を対象に処理文献全文を対象に処理

•• 詳細な実験データの取得や図表を用いた処理詳細な実験データの取得や図表を用いた処理

これを踏まえ、これを踏まえ、
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ツール化・ツール化・APIAPI化化
•• 基本機能のツール化あるいは基本機能のツール化あるいはAPIAPI化化

•• 文献情報を利用した取り組みでは定石となっている処理がある文献情報を利用した取り組みでは定石となっている処理がある

•• 文献処理の専門家ではない研究者が簡単に利用できる形での提供は有用か文献処理の専門家ではない研究者が簡単に利用できる形での提供は有用か??

•• 基本機能基本機能

•• 二つの二つの PubMedPubMed アブストラクト間の類似度取得アブストラクト間の類似度取得 ((複数手法複数手法))
•• 文献処理上不要となる語のリスト提示文献処理上不要となる語のリスト提示 (the, of, a (the, of, a などの語などの語))
•• PubMedPubMed アブストラクトの単語レベルへの分解や単語リスト、ヒストグラムの取得アブストラクトの単語レベルへの分解や単語リスト、ヒストグラムの取得

•• 文献間の関係を計算する際に、単語の活用の影響を少なくするための処理文献間の関係を計算する際に、単語の活用の影響を少なくするための処理
((例えば、例えば、study, studied, studying study, studied, studying というという33つの語を全てつの語を全て study study に変換するに変換する))

•• PubMedPubMed アブストラクトからの複合語の抽出アブストラクトからの複合語の抽出

•• などなどなどなど

•• ご意見ご意見

•• 文献処理を使って○○をしたい！文献処理を使って○○をしたい！

•• ついでにこういった機能も欲しいついでにこういった機能も欲しい!!
•• ○○○○するために文献処理は有効かするために文献処理は有効か??

ありがとうございましたありがとうございました

yayamamoyayamamo AT AT hgchgc DOT DOT jpjp
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