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新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」  
におけるゲノム支援活動  

 

	 本新学術領域研究では、系統的に多様かつ進化の鍵となる非モデル生物を用い、多様な

研究者（昆虫、脊椎動物、植物、ゲノム生物学）が、全員の結果を多様な視点から検討し、

進化学の新しい共通理論形成を目指しています。 

	 複合適応形質進化の研究はダーウィン以来、国内外において多数の研究例があり、現在

も多くの研究が行われています。しかし、それらのほとんどは現象の記載、数理モデルに

より既存の理論で現象を説明する研究がほとんどでした。一方、技術的問題から、複合適

応形質の進化を遺伝子のレベルにまで還元した研究はほとんどできませんでした。本研究

領域では、代表的な進化研究材料（昆虫、脊椎動物、植物、菌根菌、細菌）を選択し、新

型シーケンサーによるゲノム解読法、量的形質遺伝子座位解析法などの新技術を開発し、

複合適応表現型の遺伝子基盤を明らかにしようとしています。このことにより、さまざま

な生物における複合適応形質の制御遺伝子ネットワーク解析研究へのアプローチが可能と

なり、複合適応形質進化研究はもとより、周辺進化学領域（例えば、行動進化、人類進化、

種分化研究など）における学術水準の向上に寄与できるはずです。 

	 このように研究を進めるためには、ゲノム解読が終わっていない非モデル生物について、

ゲノム解読の支援が必要です。そこで本領域では以下の 5つの活動を計画しています。 
	 第１に、計画研究の方法開発班（西山代表）において、新型シーケンサー導入を含めた

非モデル生物でのゲノム解析方法、複合適応形質進化を制御する遺伝子の同定方法につい

て方法論を開発し、全ての研究グループでの研究に役立てる予定にしています。 
	 第２に、効率的に総括班予算を用い、計画研究、公募研究の支援ができるよう、ゲノム

支援委員会を適時開催し、支援内容を検討する予定です。 
	 第３に、実験上の問題点を領域内で共有し解決するため、各計画・公募研究班でインフ

ォマティクス担当者を決めていただき、年４回のインフォマティクス情報交換会で意見交

換をする予定です。 
	 第４に、日々刻々と進歩するゲノム技術をいち早く研究に取り込むために、領域外講師

を招聘した年２回のインフォマティクスオープンセミナーの開催を予定しています。 
	 第５に、大量シーケンスを必要とする研究班については、新学術領域生命科学３分野支

援活動「ゲノム支援」への応募について助言を行う予定です。 
	 このような領域活動を通して、各班ならびに領域全体の研究目的を達成し、本領域なら

びに周辺領域の進展に寄与することを期待したいと思います。 
 

平成２２年９月１７日 
領域代表者	 長谷部	 光泰 
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Vol. 1, No. 5 
第１回ゲノム支援委員会  

第１回インフォマティクス情報交換会  
 

 
 

基礎生物学研究所で稼働中の SOLiD4システム 
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第１回ゲノム支援委員会  

 

2010年 9月 17日	 9時~9時半	 東京大学農学部 

出席：長谷部、倉谷、嶋田、深津、西山、重信 

欠席：藤原、川口、笠原、門田 

 

議事 

１．本領域におけるゲノム支援のあり方について 

	 西山委員より計画班のゲノム支援希望内容について説明があった。新学術領域生命科学

３分野支援活動「ゲノム支援」での採択状況に応じて今年度の支援内容を決定することと

した。 

	 深津班は計画班経費で基礎生物学研究所共同研究として SOLiD を用いた実験を開始す

ると報告があった。 

 

２．PacBioシーケンサー導入について 

	 西山委員より、プレスリリースによると今年度後半にリリース予定とのことであるが、

引き続き情報収集を進めるとの報告があった。 

 

３．総括班での大容量ファイルサーバーの導入について 

	 西山委員より、基礎生物学研究所の計算機システムが更新されて、クラスタシステムの

CPUには余裕が生じているものの、ストレージ容量が不足しそうな状況にある事を踏まえ、

当初計画では、計算クラスタを予定していた設備については、大容量ファイルサーバーに

振り替える提案をして承認された。予算１０００万円弱で、物理ディスク容量144TB、

RAID5にして、実用量120TB程度を見込む。なお、本サーバーは、高速ネットワークイン

タフェースInfinibandで基礎生物学研究所の計算機クラスタシステムと接続し、シームレス

なアクセスが可能となる計画である。 
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第１回インフォマティクス情報交換会  

 

	 新学術領域「複合適応形質進化」では、インフォマティクス担当者で情報交換会を開き、

情報解析の課題、Tips等の情報交換を通じて、「ネットワーク形成と若手人材育成」を行

うことにしている。 

	 第１回インフォマティクス情報交換会を国内シンポジウムの翌日 2010年 9月 18日に東

京大学農学部にて開催した。各班の担当者のこれまでの研究内容と班としての研究概要を

発表した。 

	 １グループ１２分発表、５分質疑という短時間ではあったが、各班での活動状況を把握

できた。本領域は異なった材料を用いる研究者が参加していることから、参加者の中には

初対面の研究者も多く、ネットワーク形成に大きく貢献した。 

 

第１回インフォマティクス情報交換会プログラム 

 

参加者：（西山班）西山智明(金沢大)、重信秀治（基生研）、門田幸二（東大）、 

（川口班）齋藤勝晴（信州大）、（嶋田班）嶋田透（東大）、勝間進(東大)、（倉谷班）

倉谷滋（理研）、入江直樹 (理研)、（深津班）深津武馬（産総研）、二河成男（放送大）、

（藤原班）藤原晴彦（東大）、山口淳一（東大）、西川英輝（東大）, 枝吉美奈（東大）、

依田 真（東大）、（長谷部班）長谷部光泰（基生研）、大島一正（基生研）、福島健児

（基生研）、日渡祐二（基生研） 

 

9:00 - 9:17 「非モデル生物のゲノム解析」 

 西山智明(金沢大)、重信秀治（基生研）、門田幸二（東大） 

 

9:17-9:34「アーバスキュラー菌根菌のゲノム解析の現状」 

齋藤勝晴（信州大） 

 

9:34-9:51「次世代シークエンサーによるカイコ食性変異体の解析、およびカイコ近縁種の

フェロモン腺 ESTデータベースの構築」 

 勝間進(東大) 

 

9:51-10:08「カメの甲の新規形態パターンをもたらした発生機構の解明にむけて」 

入江	 直樹  (理化学研究所・発生再生科学総合研究センター) 

 

10:08-10:25「共生細菌による宿主昆虫の体色変化へのゲノム解析からのアプローチ」 

 二河成男	 （放送大教養） 
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10:25-10:42「昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明」 

藤原晴彦・山口淳一	 （東大） 

 

10:42-10:59「少数遺伝子変化による新規複合適応形質進化の分子機構解明：クルミホソガ、

フクロユキノシタ、ヒメツリガネゴケの情報解析計画」 

大島一正、福島健児、日渡祐二	 （基生研） 
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Vol. 1, No. 6 
第２回ゲノム支援委員会  

第２回インフォマティクス情報交換会  

 

本研究領域で導入したストレージシステム 

2TB12本のユニット 6組で総物理容量 144TBになる 
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第２回ゲノム支援委員会  

 

2010年 12月 27日	 13時半~14時半	 金沢大学 

出席：入江（倉谷代理）、笠原、門田（嶋田代理兼）、斉藤（川口代理）、重信、二河（深津

代理）、西山、藤原、長谷部 

 

議事 

１．計画班の新学術領域「ゲノム支援」の採択状況ならびにそれに伴った本領域での今年

度の支援について 

長谷部班：クルミホソガ［「ゲノム支援」採択、来年度にかけて HiSeqを用いてゲノム解読

とマッピング］、フクロユキノシタ［「ゲノム支援」不採択、計画班予算で基生研に導入予

定の HiSeq を用いたゲノム解読のためのテスト配列決定を行う］、ヒメツリガネゴケ

ChIP-seq［計画班予算で基生研 SOLiDを用いて実験を行う］ 

川口班：アーバスキュラー菌根菌（国際コンソーシアムと連携を模索中である：計画班予

算で委託分析を考えている） 

倉谷班：スッポンゲノム解読を理研ジェネシスに委託した。 

嶋田班：カイコ食性変異体の mRNA-seq、カイコ近縁種のフェロモン線 mRNA-seqがゲノ

ム支援に採択された。 

深津班：基生研の SOLiDを用いて共生細菌ゲノム解読を行っている。 

藤原班：「ゲノム支援」において紋様形成に関する RNAseq、ナミアゲハのゲノム解読が採

択された。シロオビアゲハについては来年度ゲノム支援に再申請を予定するも、総括班で

の支援を要望する。 

 

２．PacBioが年内には発売されない可能性が高くなったため、機器購入費、消耗品費につ

いて繰越申請の検討を開始する。 

 

３．来年度からの総括班での研究員、技術支援員の雇用について、来年度初頭から博士研

究員１名、来年度 PacBioが動き出したら技術支援員 1名を雇用する方向で進める。 

 

５．来年度、公募班が決まってから来年度の支援希望調査を行う。 

 

６．次回以降のゲノム支援委員会日程について、年４回のインフォマティクス情報交換会

での状況把握をもとに調整するため、インフォマティクス情報交換会の折に毎回開くよう

にする。次回は 2月 24日インフォマティクス情報交換会終了後とする。 

 

また、情報交換会、オープンセミナーを踏まえ、非モデル生物の de novo genome sequencing、
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トランスクリプトーム解析などにおける現状での問題点、適切な対応方法、今後の方向に

ついての認識を確認した。 

西山：多型を減らすことを考えるべき 

笠原：Mate pairで配列決定することを考え DNAが 1 mg、少なくとも 200-300 µg程度調整

することが必要となる。多型を減らすために、近交系を用いることが望ましい。De novo

のゲノム配列決定、トランスクリプトームともに、自分の研究においてどのくらいの精度

と完成度が必要なのかを事前に検討するようにする。 

門田：トランスクリプトームのパイプライン（嶋田班を中心に）、比較トランスクリプトー

ムの相談を随時受け付け可能である。 
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第２回インフォマティクス情報交換会  

 

	 第２回インフォマティクス情報交換会は２０１０年１２月２７日午後に金沢大学医学部

で開催した。第１回に比べ、２倍の時間を確保し、各参加者が一定の時間発表出来るよう

にした。藤原班、長谷部班は、大学院生もそれぞれの担当する内容を発表し、議論を行っ

た。倉谷班から、Beijing Genome Instituteと共同研究で行っているスッポンゲノム解析の進

捗状況の報告があり、今後の委託ゲノム配列決定についての情報交換を行った。 

 

金沢大学宝町キャンパス 医学類 G棟２階第４講義室 

第２回インフォマティクス情報交換会 

日時 

2010年 12月 27日午後２時~６時 

参加者 

長谷部班    長谷部光泰、日渡祐二、大島一正、福島健児 

深津班    二河成男 

川口班    斎藤勝晴 

倉谷班    入江直樹 

嶋田班    大門高明 

藤原班    藤原晴彦、西川英輝、枝吉美奈、依田真一、山口淳一 

西山班    西山智明、重信秀治、門田幸二、笠原雅弘、山口勝司 

 

プログラム 

 

１題１５~２０分間の発表＋５~１０分間 discussion 

 

14:00-14:25「昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明」	 山口淳一、西川英

輝、枝吉美奈、依田真一、藤原晴彦 

 

14:25-14:50「カイコとその近縁種における性フェロモンシステム進化の遺伝子基盤の解明」

大門高明 

 

14:50-15:15「クルミホソガ研究のこれまでとこれから」大島一正 

 

15:25-15:50「共生細菌による宿主昆虫の体色変化 – 共生細菌ゲノム解析と宿主遺伝子発現 

RNAseq解析の現状」二河成男 
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15:50-16:15「カメの甲の新規形態パターンをもたらした発生機構の解明にむけて」入江直

樹 

 

16:15-16:40「食虫植物の消化酵素遺伝子および捕虫葉形態形成遺伝子の単離にむけて」福

島健児 

 

16:45-17:10「陸上植物の無限成長・枝分かれ機構の進化～ヒメツリガネゴケポリコーム複

合体によるクロマチン修飾とターゲット因子検索」日渡祐二 

 

17:10-17:35「SOLiDシーケンス解析の実際」山口勝司 

 

17:35-18:00「SOLiD sequenceの gapped alignment」西山智明 
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Vol. 1, No. 7 
インフォマティクスオープンセミナー  

 

 

オープンセミナーの様子 
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第１回複合適応形質進化インフォマティクスオープンセミナー  

 

日時：2010年 12月 28日午前 9:30~午後 1:00 

会場：金沢大学宝町キャンパス 医学類 G棟２階第４講義室 

 

１題３０~４５分間の発表＋１５分間質疑 

 

9:30-10:15「次世代シークエンサー研究の現状」基礎生物学研究所	 重信秀治 

 

10:15-11:00「ゲノム配列の de novo アセンブリ」東京大学新領域創成科学研究科	 笠原雅

弘 

 

休憩 

 

11:15-12:00「次世代シーケンサーによるマラリア原虫のゲノム解析」	 大阪大学微生物病

研究所	 中村昇太 

 

12:00-13:00「RNAseqによる定量的解析と qPCR、マイクロアレイなどとの比較」東京大学

大学院農学生命科学研究科 門田 幸二 

 

	 本研究領域における情報交換会の機会を捉え、次世代シークエンサーを用いた最新の研

究について情報収集しつつ、外部向けにも開かれたオープンセミナーを２０１０年１２月

２８日に開催した。領域外から大阪大学の中村昇太博士を迎え、本領域方法開発班員３名

を加えた計 4演題の発表が行われた。 

	 最初は、重信秀治博士（基生研）が次世代シーケンサーを用いた研究の現状の概略と基

礎生物学研究所での共同利用について紹介した。 

	 次いで、笠原雅弘博士（東大）が、ゲノム配列の de novo アセンブリについて、どうい

う方法で行っているのか、その困難なポイントはどこにあるのかを解説した。最近の short 

readの assemblerは基本的にド・ブロイ(De Brujin)グラフを構築することによっており、そ

のプロセスの中では、個々のリード全体の情報や、マルチプルアラインメント等はメモリ

ーに収まらないので、k-mer の情報しか残さずに行っていることなどが紹介され、並列化

にまつわるコーディング上の難しさを指摘した。また、多型を含むサンプルのアセンブル

はさらに難易度が上がること、ゲノム上には数十 bp同一の配列は相当数あり、リード長が

それを越えないので、長いアセンブルの為には原理的に長距離のメイトペアライブラリー

が必須である点が指摘された。 

	 中村昇太博士（阪大）は、マラリア原虫のゲノム解析の経験について講演した。マラリ
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ア原虫のゲノムサイズは比較的小さく、454ベースで解析を行う事ができたが、それでも、

かなり苦労した実状が報告された。アセンブルは Newbler を基本に、Illumina Genome 

Analyzer の read で homopolymer のエラーを補正するとともに長クローンの sanger read で

scaffoldingを行い、ほぼ他の種類のゲノムに匹敵する品質のアセンブリーに到達している。

途中で試した、商用のアセンブラーは全くうまく行かなかったという問題も報告された。 

	 最後に門田幸二博士（東大）より RNA-seqのデータの正規化について定量という観点か

らの発表が行われた。現在の標準的な補正はサンプルのリード総数と転写産物の長さで割

った RPKMを用いる。ただし、それでも、まだ、検出される発現変動遺伝子は長い mRNA

の遺伝子に偏るような傾向が見られる。 

	 また、RNA-seqによる short read dataをアセンブルして解析する trans-ABySSについても

紹介した。trans-ABySSではパラメータ kに異なる値を与えて ABySSでアセンブルした結

果を統合して解析する。これは、大きい k では発現量の高い遺伝子がより正確に長くアセ

ンブルされやすいのに対して、小さい k で発現量の低い遺伝子が何とかアセンブルされる

というように、遺伝子ごとに最適な値が異なるのに対応するためである。trans-ABySSを導

入するためには下層で ABySS、BLAT、bowtieなどなど複数のソフトウエアを必要として、

さらにそれぞれが、例えば sparsehash ライブラリーに依存する等、導入にも一定の苦労が

ある事が紹介された。 
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Vol. 1, No. 8 
第３回ゲノム支援委員会  

第３回インフォマティクス情報交換会  
 

 

基礎生物学研究所に導入された Illumina HiSEQ2000システム 
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第３回ゲノム支援委員会 

 

2011年 2月 25日	 15時~15時半	 理研 CDB 

出席：門田、川口、倉谷、重信、嶋田、西山、長谷部、深津、藤原 

 

議事 

１．西山より、アセンブリー用に、単体で大容量のメモリーを搭載した計算機が重要であ

るという説明が行われ、23年度に総括班で 1千万円程度の予算で大容量の計算機を導入す

ることを検討して欲しいとの要望があり、認めた。 

２．PacBio の販売が行われず、年度内導入が不可能になったことが長谷部より報告され、

総括班会議において繰り越し申請することが認められたことが報告された。 
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第３回インフォマティクス情報交換会 

 

日時：２０１１年２月２３日	 午前９：００から１１：００まで 

会場：理化学研究所神戸研究所 (理研 CDB)	  C棟 4F 	 S401 

 

１研究グループにつき１０~１２分間の発表＋５分間 discussion 

 

9:00-9:17 長谷部班「少数遺伝子変化による新奇複合適応形質進化の分子機構解明」大島一

正（基生研） 

 

9:17-9:34 藤原班「昆虫の擬態紋様形成の分子機構と進化プロセスの解明 」 

山口淳一（東大） 

 

9:34-9:51 深津班「共生細菌による宿主昆虫の体色変化：隠蔽色に関わる共生の分子基盤の

解明」 

二河成男（放送大教養） 

 

9:51-10:08 倉谷班「カメの甲の新規形態パターンをもたらした発生機構の変化」 

入江直樹（理化学研究所・発生再生科学総合研究センター） 

 

10:08-10:25 嶋田班「カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化 」 

大門高明（東大）門田幸二（東大） 

 

10:25-10:42 川口班「アーバスキュラー菌根共生系から根粒共生系への進化基盤の解明 」 

藤田浩徳（基生研）:「植物茎頂分裂組織パターンの数理生物学的解析」 

 

10:42-10:59 西山班「非モデル生物のゲノム解析」 

西山智明（金沢大）、重信秀治（基生研）、門田幸二（東大） 

 

 

	 第３回インフォマティクス情報交換会は、入江博士（理研 CDB）にホストしていただき

理化学研究所神戸研究所にて本領域国際シンポジウムに先立って開催した。 

	 長谷部班の大島一正博士（基生研）より、クルミホソガのマッピングの進行について紹

介があり、優性の異なる、幼虫の耐性形質と、成虫の産卵選好性形質のマッピングのため

に取得している AFLPマーカーについて、0/1を逆転させて処理することによって、より詳

細なマップを構成出来ていることの紹介があった。残りの区間の大きさは遺伝学的距離に
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よって見積もっているが、部分的に組替え率が低い可能性もあり、場合によっては長いか

もしれないという指摘があった。 

	 藤原班の山口淳一博士（東大）より、アゲハチョウの解析について紹介があった。特に、

カイコの形質転換で行われる、タングステン針で穴をあけてから、DNAを注入するために

同じ場所にガラスキャピラリーで注入するシステムについて紹介があり、機能解析に向け

て有望である事が窺われた。 

	 深津班の二河成男博士（放送大）はアブラムシに共生している Rickettsiellaゲノムの解読

について紹介した。アブラムシから２種類の方法で Rickettsiella ゲノムを特異的に取得し、

リアルタイム PCRで宿主、ブフネラ、Ricketsiellaの量比を特定した上で、Rickettiellaゲノ

ムの断片を SOLiDで解読した。得られたデータから、宿主アブラムシ、ブフネラのゲノム

にあたる配列を除去してから、残ったデータをアセンブルした。SOLiDのシークエンスを

アセンブルする方法は限られているが、Applied Biosystemsのプログラムにしたがって、0~3

のカラーコードを ACGTに変換して Velvetでアセンブルするパイプラインを使用した。ア

センブルに用いた量は得られたシーケンスの全量ではなく、ソフトウエアの都合にあわせ

て３００Xに相当するとする量に制限している。 

	 スタートのサンプル DNA 量が少ないので、PCR で増えた同じ断片が読まれる確率が高

くなってしまっている可能性があるのではないかという指摘がなされた。 

	 倉谷班の入江直樹博士はスッポンゲノムの進行状況について、まず、最初の Survey map

のリードデータの状況について報告があった。GC 比と coverage のグラフが示され、メス

をつかったためか、性染色体にあたる分だけ、カバレッジが低い集合がある事が報告され

た。スッポンの解析は実質一人でやっていて大変であるが、ヨーロッパの EMBLのアノテ

ーションをやっているグループと協力する交渉を進めているとのことであった。 

	 川口班からは藤田浩徳博士（基生研）が植物の茎頂分裂組織の発生パターンのモデル計

算について発表した。WUSCHELと CLAVATAがなすフィードバックループを、成長する

限定された２次元空間上で計算してやることにより、野生型や様々な変異体の葉原基の出

現パターンに対応するようなパターンが得られる様子を示した。 

	 西山班からは、西山智明博士（金沢大）が、笠原雅弘博士（東大）が参加した AGBTで

公表された情報を含め、次世代シーケンサーの動向について紹介した。次世代シーケンサ

ーの指数的な性能向上はまだ続いており、Illumina HiSEQ2000は 600GB/runになる旨の発

表がなされている。また、SOLiD5500xl, HiSEQ2000ともに、GC率に対する依存性が下が

るような工夫を加えてきており、アセンブリーの上では穴が空きにくくまた定量性も向上

する事が期待される。Pyrosequencing法を pHの変動で検出する IonTorrentについては、現

状ではまだリード長が 100bpであり、将来的には 454並みのリード長が期待されるものの

まだこれからの機械と考えられる。 

	 本領域で導入を計画している PacBio RSについては複数のテストサイトでの実データが

出てきていて、精度は概ね 85％程度であるが、リード長は平均で 1000~2000 bpに達し、上
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位 5%は 3 kb 以上が得られているようである。塩基配列をとびとびに決定する strobe 

sequence では約 10 kbを達成しており、近日中に製品版をリリースするという事であった。

これまでに、11のテストサイトに納入しており、38のバックオーダーがあるという状況で、

直ちに受注したものの納入が第 4 四半期になる見通しという情報であった。ランの所用

DNA量についてはそれほど少なくすることはできず、現状ではマイクログラムオーダーが

必要と見られる。 
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