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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について	 

	 

	 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

解読が必要となり、そのための支援が必要です。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。今年度最初の委員会は今年度第一回インフォマテ

ィクス情報交換会の後に開催され、今年度の支援内容を決定しました。	 	 

	 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い、複数の申請が無事採択となりました。	 	 

	 	 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２３年７月６日	 	 領域代表	 	 長谷部	 光泰	 
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新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 
インフォマティクスオープンセミナー 

 
開催日時：7月 4 日（月）１３：００-１７：２０ 
於 岡崎コンファレンスセンター大会議室 http://www.orion.ac.jp/occ/ 
 
プログラム 
 
12：00 受付開始 
 
13：00～13：05 趣旨説明 
 
13：05～14：05 「基礎生物学研究所の次世代 DNA シーケンサー共同利用研究」 

重信秀治（基礎生物学研究所） 
 
14：05～15：05 「Illumina GA を用いた SNP の同定と遺伝学的地図」 

笠原雅弘（東京大学） 
 
15：05～15：20 コーヒーブレイク 
 
15：20～16：20 「次世代シーケンサーによる transcriptome の解析」  

西山智明（金沢大学） 
 
16：20～17：20 「OIST でのゲノム研究の現状―技術的改良とその成果」 

藤江学、小柳亮（沖縄科学技術研究基盤整備機構） 
 
17：20～17：25 おわりに 
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基礎生物学研究所の次世代ＤＮＡシークエンサー共同利用研究 

 
重信秀治 

基礎生物学研究所 生物機能解析センター 

 
次世代DNAシークエンサーや高速シークエンサーと呼ばれる非サンガー方式の新型DNAシークエ
ンサーは、超並列にシーケンス反応を行うことで、ひとつひとつの可読断片長は数十塩基と短いも
のの数億断片を一度に読むことができる。この未曾有のハイスループットシークエンシングは生物
学研究のあり方そのものを変革するほどのインパクトを持っている。モデル生物研究はより迅速に
より解像度の高い遺伝子レベルの研究へ発展し、そして非モデル生物研究においては、ゲノム情報
への容易なアクセスがその系ならではの興味深い生命現象へのアプローチを可能にする。 
	 

大学共同利用機関である基礎生物学研究所は、平成22年度から、SOLiD (Applied Biosystems社)
とHiSeq (Illumina社)を活用した「次世代DNAシークエンサー共同利用研究」を実施している。多
様な生物種の多様なアプリケーションを国内外の共同研究者とともに手がけている。単にシークエ
ンスを行うだけでなく、実験計画からデータ解析まで、またwetとdry両面で、緊密に連携して共同
研究を行う点が特徴である。得られたノウハウは、共同研究者と本研究所で共有するだけでなく、
本研究所がハブとなって他の研究者との共同研究にも生かされる。また、実験生物学者を対象にし
たインフォマティクストレーニングコースも実施している。 
 
本講演では、本研究所の共同研究のしくみと成果の一部を紹介する。また、私たちが多数の共同研
究者とのやりとりで痛感している、実験生物学者といえども次世代シークエンサーを利用する以上
最低限身に付けるべきインフォマティクススキルについても提案したい。	 
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llumina GA を用いた SNPの同定と遺伝学的地図 

 
笠原 雅弘 

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 情報生命科学専攻 

 

Illumina Genome Analyzer (Illumina GA) や HiSeq2000 をはじめとする第２世代 DNA シー
クエンサーの登場で、全ゲノムショットガン法によるゲノムシークエンシングは新たな時代を迎え
た。 
しかし、近縁生物のゲノムがシークエンシングされていない生物において連鎖解析を目的として

新規のゲノム解読を行う場合には、染色体とスキャッフォルドを対応づけるために遺伝学的地図や 
FISH などを用いた物理地図が必要となるが、遺伝学的地図や物理地図の作成には多くの労力と時
間が必要となっていた。 
本研究では、ある程度長い（e.g.,	 40kb	 以上）スキャッフォルドの存在を前提として、Illumina	 GA	 
IIx	 を用いて少ない労力と短い期間で遺伝学的地図を作製する方法を提案する。パイロットプロジ
ェクトとして、ヒメツリガネゴケ（Physcomitrella	 patens;	 ゲノムサイズ	 480Mb）の	 Gransden,	 
Villersexel	 系統を用い、掛け合わせた	 F1	 194	 個体と	 F0	 の	 2	 個体を	 Illumina	 GA	 を用いてマ
ルチプレクスシークエンシング(12	 individuals/lane)した。71bp	 Paired-end	 のランにより、合
計で約	 37.8Gb	 (78.75x)	 のシークエンスが得られ、2007年にサンガー法で配列解読された	 Gransden	 
系統のゲノム配列に	 bwa	 を用いてアラインメントし、約半分のリードが	 Gransden	 ゲノムにユニ
ークマップされた。引き続いて	 SNP	 の同定を行ったが、アラインメントのエラーや系統的シーク
エンシングエラーに起因する	 false	 positive	 が多く観察されたため、以下のフィルタリングを行
い、確からしい	 SNP	 を抽出した：(1)indel 付近 80bp	 に存在する	 SNP	 を除去、(2)両ストランド
からリード	 2	 本以上ずつでサポートされていない SNP	 を除去、(3)SNPをカバーするリード数が	 8
～80	 の範囲に無いものを除去、(4)アリルバランスが	 1:4	 より悪い	 SNP	 を除去、(5)３つの対立
アリルが観察された	 SNP	 サイトを除去。このフィルタリングを行った結果、約 58万箇所(829bp/SNP)
の	 SNP	 が残った。この	 SNP	 群は、長いスキャッフォルド上で近接する	 SNP	 がほぼ完全に連鎖し
ていることから非常に精度が高いと考えられる。このようにして求められた	 194	 個体・約 58万 SNP
マーカーのタイピング結果は、従来の連鎖地図作製アルゴリズムで扱うにはマーカー数が多すぎた。
そこで、乱択アルゴリズムを用いて高速に連鎖地図を求めるアルゴリズムを新規に設計した。	 
本遺伝学的地図作製手法は、DNA レベルである程度の違いがある、掛け合わせ可能な２つの系

統が入手可能な任意の生物種に応用でき、第２世代シークエンサーを用いて染色体レベルでゲノム
配列を明らかにしたい場合に汎用的に応用できる方法として有用であると考えられる。 
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次世代シーケンサーによる transcriptomeの解析 

西山智明 

金沢大学 学際科学実験センター 

 
 次世代シーケンサーの発展により、transcript の構造を調べるのみならず mRNA を数えるアプ
ローチによる定量が可能となり、ダイナミックレンジにおいてもマイクロアレイを凌ぐレベルにな
っている。 
 ライブラリー調製のストラテジーによって transcript の全体をしらべる RNA-seq、5’末端を特異
的に調べる TSS-seq, nanoCAGE, 5’-DGE, 3’末端を特異的に決定する方法がある。これらの原理と
得られるデータの特徴について解説する。 
 得られたデータの解析については、参照ゲノム配列があれば、ゲノム配列にマッピングする事が
基本となるが、RNA-seq のデータをゲノムアセンブリーと同様の方法によりアセンブルすること
によって、参照ゲノムなしでもある程度の transcriptome 像を得る事が可能となってきている。 
 データ解析の戦略は、単純な参照ゲノム配列へのマッピングに始まったが、リードをアセンブル
してからマッピングするストラテジー、リードを de novo にアセンブルして transcript の配列を
取得するアプローチへと開発が進められている。 
 trans-ABySS では、異なるパラメーターkを用いてアセンブルしたデータを統合することによっ
て発現量の幅のあるデータに対応している。しかしながら、trans-ABySS は、まだ、最終的に
reference ゲノムにマッピングする事によって locus ごとの選択スプライシング isoform を認識す
る流れである。 
 Trinity は RNA-seq data から de Brujin グラフを解いて直接 de novo に transcript を alternative 
splicing 産物、isoform として解釈することを実現している。 
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OISTでのゲノム研究の現状̶技術的改良とその成果̶ 

 
藤江学、小柳亮 

沖縄科学技術研究基盤整備機構 

 
OIST（Okinawa Institute of Science and Technology,沖縄科学技術研究基盤整備機構）は沖縄県
に新たな大学院大学を設立することを目的として2005年9月に発足した新しい独立行政法人で、現
在2012年秋の大学院開学に向けた最終準備を進めるとともに、30の研究ユニットが神経科学、分
子科学、数学・計算科学、環境科学の4分野で研究活動を行っている。 
 
ゲノム解析はこれらの研究ユニットの活動において重要な位置を占めており、次世代シーケンサー
の導入を2008年から、専門の部署を2009年から設置するなど、比較的早い段階から積極的に進め
ている。 
 
現在OISTではRoche社 454 Titanium 3台、Illumina社 GAIIx 2台が稼働しており、特徴が異なる
これらの2機種を組み合わせることで、様々なゲノムサイズ（数Mbp～数Gbp）の生物種について
のDe Novoゲノム解析をはじめとする多様なアプリケーションを展開している。 
 
本発表では数百Mb以上の比較的大きな非モデル生物ゲノムにおけるDe Novo解析に重点を置き、
これら次世代シーケンサー2機種のデータを組み合わせてOISTがどのように解析を進めているか、
特にライブラリ作成難易度が高いと言われている長いDNA断片の末端配列を決定するGAIIxの
MatePairリードがDe Novoゲノム配列決定においてどのように活用されているのかを、Wetな手法
のみならず、Dryな手法を交えて横断的に紹介する。 
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	 7 月 6 日（水）バイオインフォマティクス情報交換会	 
（基礎生物学研究所	 会議室 111）	 

	 

プログラム（一演者 10 分発表、5 分質疑応答）	 

	 

T1	 8:30～8:45	 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、福島健児、玉田洋介、長谷部光泰（基礎生物学研究所）	 

T2	 8:45～9:00	 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、倉谷滋（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター）	 

T3	 9:00～9:15	 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	 
（東京大学大学院	 新領域創成科学研究科）	 

T4	 9:15～9:30	 カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化	 
藤井	 告 1、木内隆史 1、門田幸二 2、大門高明 3、勝間	 進 1、嶋田	 透 1	 
（1.東大•農•昆虫遺伝、2.東大•農•ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ、3.農業生物資源研•昆虫）	 

T5	 9:30～9:45	 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	 
齋藤勝晴 1・半田佳宏 2・川口正代司 2	 	 (1信州大学・2基礎生物学研究所)	 

T6	 9:45～10:00	 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（放送大学教養学部）、深津武馬（産業技術総合研究所）	 

	 

休憩	 

	 

T7	 10:20～10:35アノールトカゲにおける複合適応形質としての温度適応分化の遺伝的基盤の解明	 
牧野能士	 (東北大学大学院生命科学研究科)	 

T8	 10:35～10:50	 棘皮動物幼生骨片と脊椎動物咽頭弓をモデルとした新奇形態進化の研究	 
和田 洋（筑波大学生命環境科学研究科）	 

T9	 10:50～11:05シクリッドの適応放散と平行進化の分子メカニズム	 
二階堂雅人（東工大院生命）、工藤優（東工大院生命）、近藤梓（東工大院生命）、	 
相原光人（東工大院生命）、菊池潔（東大水産実験所）、岡田典弘（東工大院生命）	 

T10	 11:05～11:20	 協調ネットワーク解析による複合適応形質要因の発見	 
瀬々 潤(東京工業大学	 大学院情報理工学研究科)	 

T11	 11:20～11:35	 甲虫の角（ツノ）形成遺伝子ネットワークの進化メカニズムの解明	 
新美輝幸	 (名古屋大学大学院生命農学研究科)	 

T12	 11:35～11:50	 FGF10発現制御から解き明かす肢芽誘導機構の保存性と多様性	 
黒岩 厚（名古屋大学理学研究科生命理学専攻形態発生学研究室）	 

	 

休憩	 

	 

T13	 13:00～13:15マイマイカブリのゲノムと適応形態遺伝子	 
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小沼順二、曽田貞滋（京都大学大学院理学研究科）	 
T14	 13:15～13:30	 ミヤコグサとダイズ野生種における環境適応に関わる遺伝子基盤の解析	 

瀬戸口浩彰（京都大学 大学院人間・環境学研究科 相関環境学専攻）	 
T15	 13:30～13:45	 次世代シーケンサを用いた大腸菌ゲノムにおけるトランスポゾン転移の検出	 

小野直亮 1、鈴木真吾 2、古澤力 12、四方哲也 134	 
1大阪大学・情報科学研究科、2理化学研究所・生命システム研究センター	 
3大阪大学・生命機能研究科、4ERATO・JST	 

T16	 13:45～14:00送粉適応した協調的な花形質の進化：キスゲ属における遺伝子基盤とその分子進
化の解明	 
新田梢 (九州大学)	 	 

T17	 14:00～14:15	 性的二型と闘争・求愛行動の進化	 
松尾隆嗣 （東京大学大学院 農学生命科学研究科）	 

T18	 14:15～14:30	 ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠を支えるゲノム情報と原因遺伝子の解明	 
○末次克行、コルネット・リシャー、黄川田隆洋	 	 (農業生物資源研究所)	 

	 

休憩	 

	 

T19	 14:50～15:05	 寄生植物コシオガマの de	 novo	 トランスクリプトーム解析	 
吉田聡子 （理研・PSC）	 

T20	 15:05～15:20	 Tetrahymena	 thermophilaにおけるゲノム情報の現状	 
岩本	 政明（情報通信研究機構・未来 ICT研究所）	 

T21	 15:20～15:35	 サンゴに共生する褐虫藻類の比較ゲノム学的研究	 
川島武士、新里宙也、將口栄一	 
(独)沖縄科学技術研究基盤整備機構(OIST)	 マリンゲノミックス・ユニット	 

T22	 15:35～15:50	 非モデル生物におけるゲノム解析法の確立	 
西山智明（金沢大学学際科学実験センター）	 

T23	 15:50～16:05	 基生研のファシリティの利用について	 
重信秀治（基礎生物学研究所	 生物機能解析センター）	 

T24	 16:05～16:20発現プロファイルからの比較トランスクリプトーム解析戦略	 
門田幸二（東京大学大学院農学生命科学研究科）	 

T25	 16:20～16:35	 LPM:	 Local	 Package	 Manager～インストール地獄からの脱出～	 
笠原	 雅弘 （東京大学	 大学院新領域創成科学研究科	 情報生命科学専攻）	 

T26	 16:35～16:50基生研共同利用でのリシーケンス解析実施例を通じて	 
山口勝司・重信秀治	 	 (基礎生物学研究所 生物機能解析センター)	 

T27	 16:50～17:05	 PacBio	 RSと 454	 GS	 FLX+の現状について	 
野澤昌文（基礎生物学研究所）	 
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T1	 8：30～8：45	 	 	 

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、福島健児、玉田洋介、長谷部光泰（基礎生物学研究所） 

	 

【実験系１：食虫植物の捕虫葉進化】	 
 食虫植物ムラサキヘイシソウの消化酵素遺伝子を単離するため、RNA-seq ライブラリを作製し、
HiSeq	 2000によって配列解析を行った。ライブラリ調製にあたって、捕虫葉から total	 RNAを抽出
し、Invitrogen	 FastTrack	 MAGキットで２回精製して mRNAを得た。その後、Illumina	 TruSeq	 RNA	 
Sample	 Preparation	 Kitを用いてライブラリを作製し、１レーン分のシーケンシングを行った。	 
 また、454	 GS	 FLXを用いた本種の RNA-seqデータがデータベース上でアクセス可能となったため、
決定済みのアミノ酸配列によって類似性検索を行ったところ、８個中５個の消化酵素遺伝子断片を
発見することができた。	 
	 

【実験系２：クルミホソガの食草転換】	 
 産卵選好性遺伝子座を探索するため，昨年度作成した 172 個体の Backcross を用いて Illumina	 
TruSeq	 DNA	 Sample	 Prep	 Kitによりインサートサイズ約 300bpのジェノタイピング用ライブラリを
作成した．	 
	 

【実験系３：陸上植物分枝系進化】	 
 ヒメツリガネゴケにおいて胞子体分枝に関わる因子を探索するために、野生型およびポリコーム
遺伝子欠失変異体において、抗 H3K27me3抗体および抗 H3K4me3抗体を用いた ChIP-Seq解析とトラ
ンスクリプトーム（DGE）解析を行った。現在、データを解析中である。	 
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T2	 8：45～9：00	 

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 
代表：倉谷滋（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター） 

研究分担者：入江直樹（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター）	 
	 

 カメの甲は、脊椎動物でも極めて珍しい解剖学的特徴を持ち、ボディプランの抜本的変化によっ

て達成された進化的新規形質である。こうした形質の進化は、胚体の折り曲げ、肩胛骨の移動、細

胞や組織の新しい結合の樹立など多くの変化を経て初めて適応的になるような新奇複合適応形質

進化であったと考えられる。こうした進化の分子機構解明を目指すために倉谷班では以下の３つの

プロジェクトを遂行している。[１：カメゲノムプロジェクト]カメの甲にまつわる謎解明には、同

じ主竜類に属するニワトリとの分子レベルでの発生プロセス比較が重要となるが、この解析におけ

る基盤となるカメゲノム配列決定を遂行する。［２：カメ特異的な遺伝子発現制御系の同定］カメ

の甲の発生については、カメの肋骨の発生が胚体背部に限られること、体壁がカメ独自の方法で折

れ曲がること、そこに甲陵という独自の胚構造の機能が関わっており、それに伴ったカメ独自の遺

伝子制御が関わっていることなどを発見してきた。この独自の遺伝子制御機構についてゲノム配列

データを活用し解析を進める。［３：カメにおける脊椎動物ファイロタイプの同定］カメの甲は特

有の解剖学的特徴を持つものの、最初からカメ独特の発生パターンを経る訳ではなく発生の途中ま

では他の脊椎動物胚と非常に似たプロセスを経る。このステージを脊椎動物は一般的に、発生中期

にボディプランの基本形となる胚段階（ファイロタイプ）が出現するとされているが、この仮説の

分子レベルでの検証により、予定している比較発生学的方法論の正当性の裏付けをとる。今回のイ

ンフォマティクスセミナーでは、これらプロジェクトの研究戦略並びに解析法等に関して、紹介し

たい。	 
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T3	 9：00～9：15	 

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 

（東京大学大学院 新領域創成科学研究科） 

	 

 多くの昆虫には、捕食者から逃れるために体表の紋様を適応的に進化させる擬態が認められる。
完全変態昆虫は、「幼虫」、「蛹」を経て「成虫」になるが、鱗翅目昆虫にはその各成長段階におい
て特有の擬態様式を持っているものがおり、擬態のメカニズムを解析するのに適した素材である。
私たちは、カイコ、ナミアゲハ、キアゲハ、シロオビアゲハ、ベニモンアゲハを用いて、各成長段
階での擬態について研究を行っているが、ここでは特にシロオビアゲハの翅に、毒蝶（ベニモンア
ゲハ）に特徴的な赤色の斑紋を生じる擬態現象の解析結果について報告する。	 
 この擬態現象を司る H遺伝子座は、現時点で、連鎖解析によってある常染色体上の数 Mbp	 に絞り
込まれている。今後さらに詳細なマッピングを行い、原因遺伝子を特定するには、その領域のゲノ
ム情報、及び候補遺伝子の発現解析、機能解析の実験系が必要になる。そこでまず、人工飼料を自
作することでアゲハの飼育システムを確立し系統の純化を試みた。その結果、シロオビアゲハでは
4世代の継代飼育に成功した。この系統を用いて次世代シーケンサーによるゲノム解読と BACライ
ブラリー構築を行う予定である。また、H 遺伝子座の同定に先駆けて、マイクロアレイ（約 7,000
遺伝子）と in	 situ	 ハイブリダイゼーションによって発現解析を行ったところ、ボディープランに
重要な役割を果たす遺伝子	 wnt1や Notchがシロオビアゲハの紋様のパターニングに関与している
ことが示唆された。さらに、擬態型のシロオビアゲハに出現する赤色斑紋形成については、着色時
期はモデルであるベニモンアゲハのそれと同時期だが、赤色色素を合成するための遺伝子群が異な
る可能性を見いだした。このことは、シロオビアゲハの H遺伝子座によって生じる赤色斑紋形成は、
単にベニモンアゲハとの共通先祖から受け継いだというよりは、シロオビアゲハが独自に獲得した
システムである可能性が高いことを意味している。シロオビアゲハが擬態型の赤色斑紋を生み出す
コストを考える上でも重要な知見であり、今後のさらに詳細な解析を行っていく予定である。	 
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T4	 9：15～9：30	 	 

カイコとその近縁種における寄主植物選択機構の進化 
藤井 告 1、木内隆史 1、門田幸二 2、大門高明 3、勝間 進 1、嶋田 透 1 

（1.東大•農•昆虫遺伝、2.東大•農•ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ、3.農業生物資源研•昆虫） 
	 

平成22年度の結果	 

[1] カイコの広食性変異体のトランスクリプトーム解析 

 spli 変異体におけるトランスクリプトームの異常を体系的に解明するため、Illumina	 GAIIx に
よる RNA-seq で正常蚕および spli 変異体の雄成虫触角の RNA をそれぞれ４千万リード以上解読し
た。そのうち約 60%がカイコゲノム配列にマップできた。2 系統間で発現量の異なる領域を 834 箇
所同定した。p50T系統（正常）に比べて spli系統（嗅覚異常変異体）で激減することが分かって
いる BmOr1は、RNA-seqでも顕著な差異が検出され、妥当な結果であった。さらに、幼虫の味覚器
官である小顋と触角についても大規模な RNA-seq を行い、正常蚕と spli の間で発現量に差のある
遺伝子を探索した。	 
[2] カイコガ科蛾類におけるフェロモンシステムの比較 

 カイコガ科の野生種のうち、カイコ Bombyx	 mori やクワコ B.	 mandarina と同様にクワを寄主と
するウスバクワコ Rondotia	 mencianaおよびガジュマル等のイチジク属植物を寄主とするイチジク
カサン Trilocha	 varians のフェロモンシステムを明らかにし、種間で比較するため、次世代シー
クエンサーIllumina	 GAIIxによる RNA-seq法を用いてフェロモン腺の比較トランスクリプトーム解
析を行った。	 
	 

平成23年度の計画	 

[1] カイコの広食性変異体のトランスクリプトーム解析 

 spli 変異体における脳機能の異常を解明するため、RNA-seq で正常蚕および spli 変異体の雄成
虫脳の RNAを解析する。	 
[2] クワ食と非クワ食の蛾類幼虫における中腸トランスクリプトームの比較 

 私たちは、クワを寄主植物とするカイコとクワノメイガの中腸では、クワ乳液に含まれる糖類似
アルカロイドの毒性に抵抗性を示す特殊な糖分解酵素が高発現していることを突き止めている。ク
ワ食のカイコ、クワノメイガ、ウスバクワコと、非クワ食のイチジクカサン、エリサン、サクサン
の中腸トランスクリプトームを Illumina の RNA-seq で解析し、糖分解酵素遺伝子をはじめとする
遺伝子発現と食性との関係を解明する。	 
[3] カイコガ科蛾類におけるフェロモンシステムの比較 

 テンオビシロカサンのフェロモン腺のトランスクリプトームを Illumina	 GAIIx による RNA-seq
で解析し、カイコ・テンオビシロカサン・ウスバクワコと比較する。また、成虫触角（それぞれ雌
と雄）の RNAをウスバクワコ、イチジクカサン、テンオビシロカサンの３種で解析し、カイコを含
む４種の間で比較する。	 
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T5	 9：30～9：45	 

	 

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 
齋藤勝晴 1・半田佳宏 2・川口正代司 2 

1信州大学・2基礎生物学研究所 

	 

陸上植物の科の約７割にはアーバスキュラー菌根菌（AM 菌）が共生している。AM 菌は菌糸を
介して土壌中のリンを植物に与える菌類であり、共生の起源は植物が陸上に進出した４～５億年前
と推測されている。近年、この AM菌と植物の共生系を基盤として、マメ科植物と根粒菌の共生窒
素固定系（新規複合適応形質）が進化してきたことが分かってきた。しかしながら、AM菌は宿主
なくして増殖できない絶対共生菌でありかつヘテロカリオン（異核共存体）であるため、菌根共生
のメカニズムはほとんど明らかにされていない。本研究では、AM菌のゲノムと発現遺伝子を明ら
かにする。また、宿主植物の RNA-seq 解析により AM 菌の感染によってミヤコグサで発現変動す
る遺伝子群を網羅的に同定するとともに、それら遺伝子群が進化の過程で根粒共生系や他の器官形
成に流用されたかを解析する。 

AM菌ゲノム解読 

AM 菌のゲノム解読のため、Glomus Genome Project Consortium との共同研究により、Glomus 

intraradices DAOM197198のゲノム配列の解読を Roche 454 FLX Titaniumを用いて行った。コンソ
ーシアムでは現在 4 run分のシーケンス解析が進行中であり、川口グループではその内 1 run分を
担当した。1 runから約 436Mbの塩基配列が得られ、現在アセンブルと Blast解析を行っている。 

AM菌の RNA-seq計画 

AM 菌として、現在ゲノム解読が進められている Glomus intraradices DAOM197198 と同属の
Glomus sp. HR1と属が異なる Gigaspora margarita MAFF520054を用いる予定である。マメ科モデ
ル植物であるミヤコグサに AM菌を接種し、感染初期、成熟期、老化期の根を採取し RNAを調製
する。また、外生菌糸からも RNA を抽出する。反復数は 4とする。Pair-endライブラリーを作製
し、HiSeq2000を用いてランを行う。de novo transcriptome解析によりアセンブルとマッピングを行
う。得られた１次解析データから発現変動遺伝子の抽出やクラスタリング解析、ネットワーク解
析を行い、共生に関連する遺伝子群を同定する。 

ミヤコグサの RNA-seq計画 

宿主植物ミヤコグサの共発現解析のため、菌根・根粒共生の発現変動遺伝子の同定と、ミヤコグ
サ共発現解析を行う。サンプルはそれぞれ菌根、根粒と花と種子、葉、根の RNA を用いる。反復
数は 3 とする。Pair-end ライブラリーを作製し、HiSeq2000 を用いてランを行う。ミヤコグサゲノ
ムデータベースに対してマッピングを行う。得られた１次解析データからクラスタリング解析やネ
ットワーク解析を行い、共通する遺伝子ネットワークを同定する。	 
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T6	 9：45～10：00	 

	 

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（放送大学教養学部）、深津武馬（産業技術総合研究所） 

	 

我々はエンドウヒゲナガアブラムシの欧州集団において Rickettsiella属の新規な共生細菌を同定
し、その感染により赤色のアブラムシの体色が緑色に変化することを発見した。これは隠蔽色や擬
態という高度な生物の適応的形質が共生細菌により大きな改変や影響を受けるというまったく予
想外の現象であり、その分子、発生、生理、生態、進化機構の解明は大きなインパクトをもって迎
えられるものと思われる。現在は、共生細菌のゲノム解析、及び、共生細菌の感染に伴う宿主アブ
ラムシの遺伝子発現解析を行っており、共生細菌側と宿主側の双方について、体色変化に関与する
分子機構の解明を目指している。本情報交換会では、実験・解析に直接関わる部分を中心に紹介す
る。	 
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T7	 10：20～10：35	 	 

アノールトカゲにおける複合適応形質としての 
温度適応分化の遺伝的基盤の解明 
牧野能士 (東北大学大学院生命科学研究科) 

 
キューバにおいて、木の幹や地上を主に生活場所とする種(Trunk-Ground 種)では、開けた場所に生
息し高体温を維持する種（Anolis sagrei, 体温 34度）、森林の縁に生息する種（たとえば A. homolechis, 
体温 30-31度）、森林内に生息し、低体温を維持する種（A. allogus, 体温 27-29度）、森林内の岩場に
生息する種（A. mesteri）などが共存することが報告されている。しかし、様々な地域で、どのよう
な種同士が共存しているのか、また、どのような遺伝的変化を伴って温度適応の分化が生じたのか
については全く分かっていない。本研究では、キューバに生息するアノールをモデルとして、「体
温適応」という生理機能や行動形質などが複雑に関連して決まる複合適応形質の進化遺伝基盤の解
明を目指す。これは、どのようにして他種が小さな地理的面積内でニッチを分割して共存できるの
かという生態学の本質的問題を解明する一助となるのみならず、地球温暖化に対して生物はどのよ
うに進化的反応をするのかというという重要な問題の解明につながる。 
 温度適応に関る候補遺伝子の配列を取得するため、これら 3 種の複数組織から RNA を抽出した
のち、均一化 cDNAライブラリを作成する。その後、次世代シークエンサーで配列決定を行い、EST
データベースを作成する。このとき、後述する酵素活性を測定できるよう全長 cDNA配列の取得を
目指す。配列取得後、温度感受性に関る TRPVファミリーなどの遺伝子配列に種間差があるかどう
か分子進化解析を実施する。そして、活性ドメインなどに種間差がみられた場合、酵素活性に差が
あるかどうか調査する。 
 またトランスクリプトーム解析を行うことで、異なる温度への適応に関わる候補遺伝子を絞り込
む。温度変化に応答する遺伝子を調査するため、対象種をケージに隔離して２段階の温度(29 度、
35度)に維持し、それぞれの個体の複数組織を採集し RNAを抽出する。ショートリードで構わない
ので、次世代シークエンサーを用いてできるだけ多くのタグ数をカウントし発現量を比較する。 
 



	 16	 

	 

T8	 10：35～10：50	 	 

棘皮動物幼生骨片と脊椎動物咽頭弓をモデルとした新奇形態進化の研究 
和田 洋（筑波大学生命環境科学研究科） 

	 

ウニにみられる幼生骨片に支えられた腕をもつプルテウス幼生は、ヒトデやナマコにみられるオー
リクラリア型の幼生から、幼生期に骨片を獲得することで、派生した。棘皮動物はすべて成体に骨
片をもつことから、成体の骨片形成機構が幼生期に活性化されることで、幼生骨片が獲得されたと
いうシンプルなスキームで理解できる。しかも、ウニだけでなくクモヒトデでも独立に幼生骨片が
獲得されていることから、それほど複雑な機構を経ずに幼生骨片の獲得が成し遂げられたと考えら
れる。我々は、既に転写因子Alxの幼生期での異時的な発現が、幼生骨片の進化に必要であったこ
とを明らかにしているが、ヒトデにおいてAlxを強制的に発現させても、骨片形成が起こらない。
Alxの異時的な発現獲得に加えて、外胚葉細胞におけるVEGFなどの別の因子のco-optionも必要であ
ったと考えられる。VEGF,VEGFレセプターの発現制御解析から、幼生骨片進化に十分であったと考
えられる進化イベントを同定し、ヒトデに強制発現させることで、実証していく。	 
 また、Alxのみ強制発現した際に活性化される転写産物をRNA-seq法で同定することで、骨片形成
に必要な転写制御ネットワークのサブ構造を明らかにし、複合適応形質進化の中間段階の再現を試
みる。	 
 脊椎動物の咽頭弓の獲得には、神経管と内胚葉性咽頭嚢の協調的な分節が成立している必要があ
る。我々は既に咽頭弓をもたないナメクジウオにも神経管と内胚葉性咽頭嚢の協調的な分節が成立
していること、メダカにおいてPax1が咽頭嚢の分節形成に必要なことを明らかにしている。我々は、
神経管と咽頭内胚葉がレチノイン酸というグローバルな因子に基づいて、独立に分節をつくること
で、協調的な分節化が可能になっていると考えた。そこで、レチノイン酸の濃度勾配がPax1の分節
的な発現へと読み替えられる機構について、ナメクジウオ、メダカ、ツメガエルのPax1の転写制御
機構をツメガエルのトランスジェニック解析の実験系を用いて解析することで、明らかにする。	 
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T9	 10：50～11：05	 	 

シクリッドの適応放散と平行進化の分子メカニズム 
二階堂雅人（東工大院生命）、工藤優（東工大院生命）、近藤梓（東工大院生命）、 

相原光人（東工大院生命）、菊池潔（東大水産実験所）、岡田典弘（東工大院生命） 

	 

生物の適応進化は、集団中に多型状態で存在する変異(standing	 variation)、もしくは新たに生じ
た変異(new	 mutation)のどちらかが選択を受けて起こると考えられ、それぞれの実例がいくつかの
研究によって示されてきた。我々は進化のモデル生物として広く知られている東アフリカ三大湖産
シクリッドの爆発的な適応放散や、それに伴って観察される平行進化は Standing	 variation の影
響を強く受けていると予想して研究を進めている。つまり、祖先集団中における遺伝子もしくは QTL
に存在する大規模な Standing	 variation の各湖への分配が、急速な形態的多様化のみならず湖間
での平行的な形態進化を可能にしたというシナリオを検証したい。そのために、我々は以下の２つ
の方法を用いる予定である。①平行進化が起きている形質に着目した異種間交雑と QTL解析による
責任遺伝領域の探索。②三大湖シクリッドそれぞれ複数種の網羅的なゲノムワイド比較による、湖
間で共有されている遺伝的変異（Shared	 Genetic	 Variation	 Among	 Lakes）の探索。今回は研究の
全体像と①の進行状況を発表する。	 
	 

②に関しては次世代シーケンサー、インフォマティクスなど我々にとって新しい技術が不可欠とな
るので、皆様のご助言をいただけると幸いです。	 
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T10	 11：05～11：20	 	 

協調ネットワーク解析による複合適応形質要因の発見 
瀬々 潤(東京工業大学 大学院情報理工学研究科) 

	 

我々の班は，生物学実験を行わない，いわゆるドライな解析を扱っている．このため研究内容＝イ
ンフォマティクス解析である．本稿では，我々の班が有する，特に非モデル生物のゲノム解析に利
用出来るドライな技術に関して紹介する．	 
非モデル生物向けマイクロアレイの作成 

我々の班では，非モデル生物向けにマイクロアレイの開発技術を有している．次世代シーケンサの
台頭も著しいが，費用の面や既存の解析技術が利用出来る事など，マイクロアレイにも一日の長が
ある．我々の班では，全ゲノムが読まれていない種においても，平均化した mRNA ライブラリから
次世代シーケンサを利用して遺伝子配列を構築し，その配列を基にマイクロアレイを作成している．
マイクロアレイは，Agilent 社のカスタムアレイを利用し，既存の機材を流用できるため，モデル
生物と同等の価格で発現量採取実験が可能となる．	 
ネットワークを含めた網羅的発現解析 

マイクロアレイや RNA-Seqを用いた網羅的遺伝子発現の解析技術．および，パスウエイやタンパク
質相互作用といった細胞内ネットワーク情報と併せて解析する技術の提供が可能である．	 
次世代シーケンサ解析 

我々の班でも，次世代シーケンサを利用したデータ解析を行っている．特に非モデル生物向けの
RNA-Seq解析を進め，1.のマイクロアレイ作成と合わせて，適切な手法を提案する事が可能である．	 
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T11	 11：20～11：35	 

甲虫の角（ツノ）形成遺伝子ネットワークの進化メカニズムの解明 
新美輝幸 (名古屋大学大学院生命農学研究科) 

	 

 本研究は、複合適応形質として昆虫の多くの系統で独立に獲得された角（ツノ）に着目し、ツノ
形成を制御する遺伝子群を同定し、ツノ形成遺伝子ネットワークの進化メカニズムを解明する。	 
 研究材料には、雄にのみ顕著に発達したツノを持つカブトムシ（コガネムシ上科、コガネムシ科）
を主に用いる。また、比較対象として、コガネムシ科とはそれぞれ独立にツノを獲得したオオツノ
コクヌストモドキ（ゴミムシダマシ上科、ゴミムシダマシ科）およびファイルキクイムシ（ゾウム
シ上科、キクイムシ科）なども用いる。	 
 本研究では、まずツノ形成を制御する遺伝子を特定する。これまでに同定したカブトムシのツノ
形成遺伝子から得られた知見を元に、関連する候補遺伝子群を同定する。さらに、ツノ形成に関与
する遺伝子を網羅的に同定するため、次世代シーケンサーを用いた比較トランスクリプトーム解析
を行う。ゲノム情報のないカブトムシから得られる膨大な数十 bp の配列情報から、ツノ形成への
関与を検証するため、larval	 RNAi 法に基づくハイスループットなスクリーニングを行う。この方
法により、ツノ形成で重要な機能を果たす遺伝子を同定する。この方法が非モデル生物の網羅的な
トランスクリプトーム解析法として有効であった場合、続いてオオツノコクヌストモドキなどで同
様に進める。	 
 今回のインフォマティックス情報交換会では、次世代シーケンサーを用いた比較トランスクリプ
トーム解析をカブトムシにおいて行う際の具体的な方法を検討し、早急に解析を開始する準備を整
える。	 
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T12	 11：35～11：50	 

FGF10発現制御から解き明かす肢芽誘導機構の保存性と多様性 
黒岩 厚（名古屋大学理学研究科生命理学専攻形態発生学研究室） 

	 

 四肢は、多様な形態・機能を持ち、脊椎動物が多様な生存環境に適応するための重要な要因とな
っている。四肢原基である肢芽の形成は、変態に代表されるように動物の内・外環境に適応した固
有のタイムテーブルを持っている。鰭芽・肢芽形成のタイミングの多様性は、これらのプロセスを
構成する基本遺伝子システムの可塑性を利用したモジュレーションの結果と推測される。このよう
に進化における既存遺伝子システムの流用による新規形態の獲得や、発生タイミングに合わせたタ
イムスケジュールの変更などで起きている遺伝子機構の使い回しの成り立ちを解析する上で、鰭
芽・肢芽形成は格好のモデルとなっている。	 
 Fgf10 は鰭芽・肢芽の形成に必須な因子であり、鰭芽・肢芽位置指定機構の近下流にあり、さら
に肢芽間充織の誘導過程でも必須とされるように、肢芽の形成を研究するキー遺伝子である。私達
は Fgf10の肢芽誘導期(R2)及び肢芽形成期(R3)に機能する、羊膜類間で配列が保存されているエン
ハンサーを同定した。興味深いことに、ヤツメウナギのゲノム中には Fgf10 遺伝子は存在するが、
R2,R3は存在せず、条鰭硬骨魚類の Fgf10は鰭芽で発現するが、これらの配列を持たない。しかし
軟骨魚類ゾウギンザメのゲノムには高度に保存された R3が存在し、これはマウスの R3と同等の機
能を持つ。R3はまた肉鰭類（シーラカンス）のゲノム中でもよく保存され、魚類から四肢類に至る
進化過程での保存性が確認された。一方で R2 は羊膜類の Fgf10 には保存されているが、両生類
(Xenopus	 tropicalis)では欠失していた	 。これは肢芽誘導タイミングの変容と対応しており次の
課題を提供した。Xenopus では体節形成期での肢芽誘導ネットワークは、肢芽間充織アイデンティ
ティーの誘導はするが、肢芽成長に必須な Fgf10 の誘導はしてはならず、そのために R2 を失活さ
せる必要があったのだろう。羊膜類では肢芽の位置指定と形成は一見同時進行しているが、実は二
つを分けることができる可塑性のある遺伝子システムになっているのではないか。次に、コキーコ
ヤスガエルのような直接発生をとげ、肢芽が羊膜類同様体節形成期に形成される系統は独立して複
数存在する。これらはそれぞれの変態ガエルから独立して進化したと考えられるが、Fgf10 エンハ
ンサーはどのように変容しているのであろうか。いずれも適応進化過程でヘテロクロニーを可能に
する遺伝子ネットワークの変容を明らかにする糸口となっている。本研究会では、このような研究
課題にいたるこれまでのマウスを用いたエンハンサー解析や、最近の研究の進展について報告する。	 
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T13	 13：00～13：15	 	 	 

マイマイカブリのゲノムと適応形態遺伝子 
小沼順二、曽田貞滋（京都大学大学院理学研究科） 

採餌にかかわる形態・行動・生理的特性は，餌生物との相互作用によって進化し，種間・集団間
で多様化する．採餌にかかわる適応形質，例えば口器・顎の形態の多様化には，複数の量的遺伝子
座が関わっていると推定されるが，関与する遺伝子の詳細についてはまだほとんど分かっていない．
特定の餌動物への専門化が，ひとつの系統群の形態的多様化と種の多様化，すなわち適応放散をも
たらす場合がある．世界の温帯域とその周辺に分布する地表性捕食者オサムシ類 1000	 種以上のう
ち，約半数はカタツムリ（陸貝）食に専門化している(Sota	 &	 Ishikawa2004)．これらの貝食性オ
サムシは，捕食の仕方の違いに関連して，多様な形態を示す．	 
マイマイカブリは日本固有の貝食性オサムシ亜族の種で，北海道から九州まで広く分布するが，

成虫の外部形態の地理的変異が著しい．とくに頭部・胸部の形状が，幅広で頑強な形（巨頭型）か
ら，細長い形（狹頭型）まで大きな変異を示す．この変異は，採餌方法と密接に関連した適応的変
異であることが最近の研究で分かった．成虫は繁殖のためにカタツムリを食べるが，その際，貝が
小さければ殻を破砕し，大きければ殻に頭部を差し込んで軟体部に噛みつく(Konuma	 &	 Chiba	 2007)．
巨頭型は小型の貝を破砕によって食べることは得意だが，大きい貝を食べることは苦手である．一
方，狹頭型は，大きい貝を食べるのは得意だが，小さい貝を破砕して食べるのは苦手である．この
ことから，巨頭型は貝が平均的に小さい地域，狹頭型は貝が平均的に大きい場所にみられると予想
される．これについて，日本各地の数千個体の形態データと，系統関係，気候条件，代表的な餌で
ある Euhadra	 属カタツムリの形態データを用いた解析を行った結果，予測通りにマイマイカブリの
形態変異に貝サイズが関係していることが確かめられた(Konuma,	 Nagata	 &	 Sota.	 2011)．	 
本研究では，マイマイカブリの外部形態にみられる複数の適応的形態変異の基にある遺伝子群を

推定するために，亜種間交配によって得られた系統について，	 AFLP	 ，マイクロサテライトマーカ
ーを用いた連鎖地図作成・QTL	 解析を行う．また複数の形態形質に関するモジュラー解析を行って，
表現型上のモジュール構造と，形態変異に関与する QTL	 の連鎖との関係を解明する．さらに，次世
代シーケンサーHiSEQ	 を用いて，マイマイカブリゲノムのデノボシーケンスを行い，高精度連鎖地
図作成のためのリファレンスとなるコンティグを作成する．交配系統の全個体について，全ゲノム
シーケンスデータを収集し，リファレンスゲノムシーケンスに基づく SNP	 解析を行って，高精度の
連鎖地図作成・QTL	 解析を行う．連鎖地図作成によって，フィードバック的にゲノムシーケンスの
アセンブルを進めるとともに，シーケンスデータから諸形質について QTL候補遺伝子を推定する．	 
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T14	 13：15～13：30	 

ミヤコグサとダイズ野生種における環境適応に関わる遺伝子基盤の解析 
瀬戸口浩彰（京都大学 大学院人間・環境学研究科 相関環境学専攻） 

	 

 植物の花芽形成は、典型的な「複合的光応答」であることが知られている。植物は発芽した場所
から移動することが出来ないために、光の質と量をセンシングすることによって、生育地の緯度に
適した開花のタイミングを測っている。本研究は、野生集団の花芽形成が緯度によって顕著な違い
を呈することが知られているマメ科のミヤコグサとダイズの野生種：ツルマメを研究対象に設定し
た。ミヤコグサは長日植物であり、同一条件下で育成すると播種から開花まで４６日弱（沖縄県）
から９０日（東北・北海道）までの幅を示す。また、ダイズ・ツルマメは短日植物であるが、ミヤ
コグサと同様に幅広い開花日数を示す。両種ともにモデル植物・重要な栽培植物としてゲノム基盤
が整っている。２年間の研究期間に、光受容体、慨日時計機構、花成誘導に関連する遺伝子群を対
象にして「光シグナルによる複合的光応答」に関わる遺伝子を特定することを本研究は目的とする。
南北に長い日本列島を場にして、緯度傾度にともなう光環境傾度の中で、野生植物がどのような遺
伝子（複数）を適応させて制御しているのかを解明することが本研究のねらいである。開花のタイ
ミングの「ずれ」は生殖的隔離をもたらすので、換言すると、種分化を促進する遺伝子制御機構を
解明する一端を担うことになる。	 
 今年度の研究計画としては、既に以下の RILs の育成と開花日数のチェックを始めている：ミヤ
コグサでは、宮古島 MG-20 と岐阜 B-129 ならびにその組み替え自殖系統（LjMG	 RI	 lines）が確立
されており、播種から開花までの日数（51 日～126 日＠宮崎）も line ごとに明確になっている。
この RI	 linesとその母種は、Legume	 base（＠宮崎大学 NBRP、ミヤコグサ・ダイズ中核機関）から
提供を受け、川口正代司教授のご協力の下、基生研の圃場で育成を始めた。親の宮古島 MG-20と岐
阜 B-129 ならびに RI	 lines の幾つかを対象にして、次世代シーケンサーでリシーケンスを実施す
る。ダイズ・ツルマメに関しては、農業生物資源研究所が作成した田螺ダイズ・ツルマメ T106（ロ
シア）の RI	 linesを利用する。この RI	 linesについても播種から開花までの日数が 46日～68日
（＠筑波）に既に明確になっている。親の田螺ダイズとツルマメ T106、ならびにその RI	 linesの
幾つかを対象にして、リシーケンスを実施する。そして、ゲノムワイドに花芽形成時期の決定に関
わる SNPを特定していく予定である。なお、現在までのところ、ダイズ、ツルマメともに、光受容
体遺伝子（phytochrome	 ÃE,	 chryptochrome1,	 2）の多型には、緯度との相関が見つかっていない。
その一方でダイズにおいては、サーカディアンリズム関連と思われる複数の遺伝子座が、開花時期
の制御に関与していると思われる。さらに農業生物資源研究所によると、ツルマメにおいてはこれ
以外に 4種類の QTLの関与が想定されている。	 
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T15	 13：30～13：45	 

次世代シーケンサを用いた大腸菌ゲノムにおける 
トランスポゾン転移の検出 

小野直亮 1、鈴木真吾 2、古澤力 12、四方哲也 134 
1大阪大学・情報科学研究科、2理化学研究所・生命システム研究センター 

3大阪大学・生命機能研究科、4ERATO・JST 

	 

大腸菌などの微生物のリシーケンシング解析において、ゲノム上に検出される変異の一部は、トラ
ンスポゾンの転移によるものである。こうしたトランスポゾンの転移は、遺伝子機能の欠損などを
引き起こすことにより、表現型に大きな影響を与える場合がある。一方で、比較的短いＤＮＡ断片
の解析を基盤とする次世代シーケンサ解析においては、このようなトランスポゾンの転移を検出す
ることは、１塩基置換の検出と比較して難しい場合が多い。そこで本研究では、SOLiD™のメイト
ペア情報を利用したトランスポゾン転移の検出するアルゴリズムの構築を行った。解析するデータ
として、実験室進化実験によって得られたエタノール耐性大腸菌株について、参照配列を用いてリ
シーケンシング解析を行ったものを用いた。得られたリードを Bioscope を用いてゲノムにマッピ
ングした後に、メイトペアの一方が既知のトランスポゾン配列にマップされたペアを検索し、その
他方のリードがゲノム上にマップされた位置を収集する。そのデータに基づき、トランスポゾンが
転移したゲノム上の位置を最尤法を用いて予測した。現在、サンガー法によるシーケンスを用いて
予測された転移の確認を行っている。	 
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T16	 13：45～14：00	 

送粉適応した協調的な花形質の進化： 
キスゲ属における遺伝子基盤とその分子進化の解明 

新田梢 (九州大学) 

	 

次世代シーケンサを用いた RNA-seqによって、ハマカンゾウとキスゲのつぼみ組織で発現してい
る遺伝子群を比較し、2 種間で、発現に差がある遺伝子、又は、配列に違いのある遺伝子を明らか
にする。特に、ハマカンゾウとキスゲの花色・花香の違いに関与する遺伝子を特定することを目指
す。	 
試料は、つぼみ組織の花弁(内花被片)由来の RNAを用いる。親種については、ハマカンゾウと

キスゲの 2個体から、それぞれつぼみ 3ステージ分(S,M,L)について、花弁組織の中心部と先端部
の 2部位を各 3サンプルずつ、計 36サンプルを用いる。F2雑種については、Mステージの花弁
組織 120サンプルを用いる。親種と F2雑種について合計 156サンプルを解析する。親種では、ス
テージ・部位ごとに発現量が変化するかどうか、時空間的な差も比較する。F2雑種では、多くの
遺伝子発現量が高くなると予想されるMステージのみでサンプリングする予定である。	 
次世代シーケンサは HiSEQ2000(Illumina)を用い、リード長は、100bp の読み枠で、ペアエンド

で解読する。ランのデザインは、親種（2個体×つぼみ 3ステージの 2部位の 6セット）を 6レー
ン、F2雑種(Mステージ)を 12サンプル/レーンで 10レーン行う。F2雑種については、12サンプル
/レーンをマルチプレックスで同時解析する。このライブラリは Illumina の mRNA-Seq	 8-Sample	 

Prep	 Kitを用いて調整する。	 
シークエンス後の解析は、プログラム ABySSで様々な kの値でアセンブルし、non-redundantな

データ集合をとることを目指す。アノテーション付加のため、BLASTXサーチを行う。親種でライブ
ラリを作成し、そのライブラリに対して F2 雑種の多数サンプルをマッピングし、発現比較・多型
siteの検出を行う。	 
以上の実験・解析方法によって、親種 2個体間で遺伝子発現に差がある遺伝子、又は、配列に違

いがある遺伝子を縛り、さらに、F2雑種個体の表現型と発現量、又は配列の多型とに相間がある遺
伝子を特定する。	 
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T17	 14：00～14：15	 

性的二型と闘争・求愛行動の進化 
松尾隆嗣 （東京大学大学院 農学生命科学研究科） 

	 

 本研究課題では、オスとメスで形態が顕著に異なるショウジョウバエ（Drosophila	 prolongata）
を用いて、その形態と関連した行動の進化の原因となった遺伝子の特定を目指しています。D.	 
prolongataのゲノム情報（アノーテーション）は存在しませんが、モデル生物であるキイロショウ
ジョウバエと系統学的に「比較的」近く、キイロショウジョウバエの情報をいかに援用できるかが
情報解析を行う上での焦点になると考えています。	 
 具体的な解析内容は、形態や行動の形成に直接かかわると考えられる組織（成虫原基や脳）にお
ける RNA-seqですが、当該種の雌雄間で比較するだけでなく、雌雄で形態に違いが見られない近縁
種（2種）を対照群として加え、それぞれの雌雄を合わせた計 6サンプル間で発現プロファイルを
比較したいと考えています。これらの種についてももちろんゲノム情報はありません。	 
 現時点で予想される問題点は、ゲノム解析を行わずに発現解析のみで種間での遺伝子の対応関係
（オーソロガスあるいはホモロガス遺伝子対の特定）をいかに確からしく推定するか、ということ
になると考えています。全ゲノムを（完全に）解析するコストは非常に高いので、キイロショウジ
ョウバエに近いということでこれを回避できないか、という狙いです。しかも欲張りなことに、な
るべくこの解析で cDNAの全長（に近い）配列を手に入れたいとも考えています。	 
 以上の目的（もくろみ？）から、現在構想しているのは 454 による cDNA の全長（ランダム）解
析です。候補遺伝子を絞るだけなら他の機種でも可能だと思いますが、その場合には最終的に遺伝
子の特定に至るまでにある程度の wetな実験操作が追加で必要になると思われます。対して 400bp
程度の長さがあれば EST情報としても価値が上がり、それ単体でのアウトプットが可能になるとい
う期待があります。また、発現量の比較という観点からは 5'あるいは 3'末端に特定した解析の方
が良いのかもしれませんが、ゲノム未知の種での基礎情報を得るという意味からは、少なくともま
ず最初は全長解析の方が良いのではないかと考えています。400bp あれば、キイロショウジョウバ
エの配列を介して同一サンプル内でのクラスタリングや種間の対応関係をつけられると期待して
います。	 
 現時点での希望としては、第一段の 454による解析に続いて Illuminaでの 5'あるいは 3'解析を
ぜひ追加したいと考えています。実現した場合にそれぞれの解析規模やリピートの取り方等につい
てもアドバイスをいただきたいと思います。	 
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T18	 14：15～14：30	 	 

ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠を支えるゲノム情報と 
原因遺伝子の解明 

	 

○末次克行、コルネット・リシャー、黄川田隆洋  (農業生物資源研究所) 
	 

 本研究課題では、ネムリユスリカ(Polypedilum	 vanderplanki)のゲノム情報を解明することによ
り、乾燥無代謝休眠過程に介在するネットワークを構成する遺伝子を明らかとすることを目的とし
ている。全体計画としては、まず、ネムリユスリカのドラフトゲノム配列を決定し、次に、ネムリ
ユスリカと同属でありながら乾燥に対して感受性を示すヤモンユスリカ(Polypedilum	 nubifer)の
ゲノムシークエンシングを行う。両者間で比較ゲノム解析を行うことにより、乾燥無代謝休眠に関
与する遺伝子ネットワークと原因遺伝子の同定を目指す。	 
 本年度は、リファレンスとなるネムリユスリカのドラフトゲノム配列決定を目指す。大まかな方
針としては、Roche	 454	 FLX	 Titaniumによるシングルリードと Illumina	 GAIIxによるメイトペア
リードを組み合わせた de	 novoアセンブルとする予定である。シークエンシングは沖縄科学技術研
究基盤整備機構のマリンゲノミックスユニットにおいて現在進行中であり、現在のところ、454	 WGS	 
3ラン、及び、454トランスクリプトーム 1ラン分のデータが得られている。WGSデータの総リード
長は 15,328,956,259bpであり、これはネムリユスリカゲノム（約 96Mb）の約 16倍量に相当してい
る。シークエンシングは今後も継続して行ない、より精度の高いゲノム情報構築を目指す。	 
現時点までに得られたデータを用いて、ネムリユスリカゲノムの大まかな特徴抽出を行った。まず、
Celera	 Assembler(CABOG)による de	 novoアセンブルを行った。de	 novoアセンブルの結果得られた
コンティグの総塩基長は 113,900,546bp で、N50 は 3,788bp となった。ゲノムの GC 含量は 28％で
あり、ネムリユスリカが AT-rich なゲノムを持っていることが本データからも確認された。次に、
遺伝子領域の推定を行うため、これまでに蓄積されてきたサンガー法による cDNA(EST)、公的デー
タベース上に登録されている CDS、及び、本課題において得られたトランスクリプトームデータを
ネムリユスリカゲノム配列上にマッピングした。マッピングデータをヒント情報として遺伝子予測
ソフトウェア(AUGUSTUS	 version-2.5.5)に入力して遺伝子予測を行なわせた結果、12,381の遺伝子
が得られている。また、RepeatScoutと RepeatMaskerの組み合わせでゲノム配列中の繰り返し配列
の解析を行なった結果、ネムリユスリカゲノムの約 8%が散在型繰り返し配列とされた。この値はネ
ッタイシマカ(Aedes	 aegypti)の 47%、ガンビエハマダラカ(Anopheles	 gambiae)の 16%と比較して
低い値である。	 
 今後は、シークエンシングの進展に合わせて適宜 de	 novoアセンブル、アノテーションを進める
ことで、リファレンスとなるネムリユスリカゲノム情報基盤の構築を進めていく。さらに、本課題
の目的である、乾燥無代謝休眠の原因遺伝子の同定を支援するための各種解析ツールの構築にも着
手し、これらも平行して進める予定である。	 
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T19	 14：50～15：05	 

	 

寄生植物コシオガマの de novo トランスクリプトーム解析 
吉田聡子 （理研・PSC） 

	 

寄生植物コシオガマは、他の植物の根に寄生して栄養を得て暮らす被子植物である。コシオガマは
条件的寄生植物と呼ばれ、宿主なしでも生育することができるが、宿主根が近くにあると根の側面
から寄生器官である吸器を形成し、宿主の中に侵入する。宿主に侵入した吸器は維管束を発達させ、
宿主と寄生植物の維管束系を連結させる。	 
我々は、コシオガマの寄生時に発現する遺伝子を同定するために、RNA-seq 解析をおこなった。コ
シオガマはこれまで実験生物としては扱われていなかったため、ゲノムや EST情報はなく、de	 novo
解析が必要である。そこでまず、独立栄養状態で生育させたコシオガマの根および、イネに寄生さ
せたコシオガマの吸器から RNA を抽出し、それぞれ illumina 社 HiSeq2000 によりシーケンス解析
をおこなった。これにより 90	 bpの paired-end	 シーケンスを約 2.5	 Gbずつ得ることができた。ま
た、2種の RNAを混合した均一化したライブラリーを作成し、454	 pyrosequencing	 により約 280	 Mb
のシーケンス配列決定をおこなった。454により得られた配列の平均長は 333	 bpであった。これら
の配列をアセンブリし、約 5万の重複のないコンティグを得た。しかし、このアセンブリの平均長
は 800	 bp程度と短かったため、より精度の高いアセンブリを得るための方法を検討中である。	 
HiSeq2000 のリード配列をアセンブリにマップし、マップされたリード数を比較することにより、
寄生状態特異的に発現している遺伝子を同定した。その中にはプロテアーゼなどの分解に関わる酵
素が多く含まれていることが明らかになった。今後は RNA	 seqのサンプル数を増やし、寄生状態特
異的に発現する遺伝子の中でも、特に初期段階で発現する遺伝子の同定を試みる予定である。	 
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T20	 15：05～15：20	 

Tetrahymena thermophilaにおけるゲノム情報の現状 
岩本 政明（情報通信研究機構・未来 ICT研究所） 

	 

 繊毛虫は、体細胞核に相当する大核と、生殖核に相当する小核を同一の細胞内にもつ単細胞生物
であり、体細胞系列と生殖系列を分化させた最も下等な生物群と見なすことができる。接合と呼ば
れる有性生殖過程において、古い大核は破棄され、新たな大核が小核由来の受精核から分化して生
じる。栄養増殖中の繊毛虫では、全ての遺伝情報は大核ゲノムから取り出され、小核に転写活性は
見られない。	 
 Tetrahymena	 thermophila は古くから実験材料として用いられてきた繊毛虫で、数多くの重要な
生物学的発見がこの生物から生まれたことは周知の通りである。T.	 thermophilaの大核ゲノムが解
読されたのは 5年前のことで、これはアルベオラータ生物群に属する自由生活性の原生生物では最
も早いものである（Eisen	 et	 al,	 2006,	 PLoS	 Biol）。この情報をもとに、大核ゲノムのデータベ
ースが整備され、公開されている（http://ciliate.org/index.php/home/welcome）。その後、ほと
んどの遺伝子を網羅した発現プロファイリングが行われ（Miao	 et	 al,	 2009,	 PLoS	 ONE）、こちら
の情報もデータベース化され公開されている（http://tged.ihb.ac.cn/）。	 
 現在は、T.	 thermophilaの小核ゲノムの解読と、Tetrahymena属の近縁種間における比較ゲノム
解析がアメリカの研究グループを中心に進められている。	 
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T21	 15：20～15：35	 

サンゴに共生する褐虫藻類の比較ゲノム学的研究 
川島武士、新里宙也、將口栄一 

(独)沖縄科学技術研究基盤整備機構(OIST) マリンゲノミックス・ユニット 

	 

サンゴとその共生褐虫藻の生物学は、熱帯海域の生物多様性進化を理解するための鍵であるが、宿主と共生
体のいずれについても、分子細胞生物学的な解析手法が十分には確立されてこなかった。そのような状況が、
ダイレクトシーケンスの技術が確立されたこの 2-3 年で大きく変わろうとしている。褐虫藻類のゲノム解読
研究の生物学的内容については、將口栄一・研究代表者の発表を聞いていただくこととし、インフォマティ
クス情報交換会においては、川島武士・連携研究者が、本公募研究における情報学的側面からの取り組みを
概説する。（なお、ライブラリ作成から配列解読までを OIST の藤江学が、解読配列のアセンブリと遺伝子モ
デル予測については同じく小柳亮が、それぞれ初日のオープンセミナーで講演することになっている。）	 
ゲノムアセンブリや遺伝子予測の手法を知るのに、各種ソフトウェアが日々アップデートされている現状で
は、論文を丹念に調べることが必ずしも最良の方法ではない。むしろ twitter やインターネットのキーワー
ド自動配信機能などを利用することが、効率的であることが多い。しかしもっと効率的なのは、使える手法
をすべて自分で試したうえで、最も良いと思われる結果が得られた手法を、最も良い手法であったとするこ
とであろう。（この点については新里宙也・連携研究者から、サンゴ・ゲノム・アセンブリの経験談を会議期
間中にでも聞かれることをお勧めする。）一方でこのように様々な手法を試すためには大型計算機利用の必要
性が高くなる。研究室で所有していない場合は、公的な大型計算機共同利用サービスを活用することが助け
になるだろう。ただし共同利用の大型計算機を利用する場合は、そのような際の一般常識をきちんと身につ
ける必要がある。我々は、共用の計算機と研究室所有の計算機を併用している。	 
次に得られたゲノムデータの利用と維持管理が重要である。ゲノムブラウザの作成は、様々なフリーソフト
ウェアの登場で極めて簡単になった。一方で遺伝子アノテーションや様々な知識の統合のためのウェブアプ
リケーション作成は、これといった定番手法がまだないように思われるし、またこの部分は研究の独創性を
左右する部分であり、可能ならば自作で作成したいところであろう。我々は Rails を利用したウェブアプリ
ケーションを Generic	 Genome	 Browser(GMOD)と組み合わせることで、複数のゲノム間の比較や知識データの
統合を試みている。Railsの Controller機能を巧く使うことで、大量データの情報処理技術を、プログラミ
ング技術をもたない研究者と簡単に共有することができ、現代的な”次世代”シーケンスデータを用いた研
究においては、特に便利であると感じている。Samtoolsなどの次世代シーケンサ用の解析ソフトの出力フォ
ーマットとも相性が良い。なお、最後に発表の時間が許されれば、今後の発展としてゲノム・アノテーショ
ン・データの RDF化の必要性についても述べたい。	 
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T22	 15：35～15：50	 

非モデル生物におけるゲノム解析法の確立 
西山智明（金沢大学学際科学実験センター） 

	 

基礎生物学研究所の計算機システムの概略を紹介し、ABySS,	 SOAPdenovo によるアセンブリーを実
行する場合に効率的に利用する方法を説明する。	 
 基礎生物学研究所の生物情報解析システムは、現在、256GB メモリー及び 4x	 quadcore	 Opteron
搭載の計算機(bias)と 32台のノード（それぞれ２４GBメモリー及び 2xquad	 core	 Xeon搭載）から
なるクラスターが Infiniband	 で共通のファイルサーバーとともに相互接続された構成となってい
る。	 
 計算ジョブは Sun	 Grid	 Engineで管理されており openMPIにより複数ノードにわたる計算も可能
である。	 
 このため、ABySSのジョブを投入する場合初期の single	 end	 assemblyを担う ABYSS-Pは、ノー
ドをまたがる MPIジョブとして、また、それ以降のアラインメント等の処理はライブラリーごとに
独立のノードで行うジョブとして投入する事が望ましい。ドライバプログラム abyss-pe は
makefile なので個別のコマンドを取り出す事によりこれらの job を生成する事ができる。
SOAPdenoveは単一で大きいメモリーを要求するので、biasに送る。	 
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T23	 15：50～16：05	 

基生研のファシリティの利用について 
重信秀治(基礎生物学研究所 生物機能解析センター) 

 
本新学術研究のメンバーが基礎生物学研究所の共通施設（次世代シークエンサーや計算機

関連）を利用する場合の事務手続き等、実務的なことを説明する。 
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T24	 16：05～16：20	 	 	 

発現プロファイルからの比較トランスクリプトーム解析戦略 
門田幸二（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

	 	 

比較する二つの群（or	 サンプル）間で発現の異なる遺伝子（Differentially	 Expressed	 Genes;	 DEGs）
を同定する研究は、比較トランスクリプトーム解析において最もよくデザインされるものの一つで
ある。最近、RNA-seqデータの比較解析を行う際にも、（マイクロアレイデータの正規化で議論され
てきたことと同様に）正しい正規化を行わないと誤った結論を導きうるという実例が示された。具
体的には、現在の RNA-seqデータの正規化に汎用されている単純な総リード数補正に基づく方法は、
高発現 DEGsの悪影響を受けることが認知されつつある。Robinsonら(Genome	 Biol.,	 2010)は、こ
の問題を回避するために、変動の大きい一定割合を除いて正規化係数を決定する方法（TMM 法）を
提案している。我々は、TMM 法の拡張版としてより様々なシナリオに対応可能な新規正規化法の開
発を行ってきた。シミュレーションデータや実際のデータで本手法と TMM法の比較検討を行った結
果、我々の方法がより高感度であることが確認されたので報告する。	 
 	 



	 33	 

	 

T25	 16：20～16：35	 

LPM: Local Package Manager 
～インストール地獄からの脱出～ 

笠原	 雅弘 （東京大学	 大学院新領域創成科学研究科	 情報生命科学専攻） 
	 

 次世代シークエンサーのデータ解析には多くの計算資源が必要である。また、Broad	 Institute	 や	 
Sanger	 Center、BGI	 のような大型センターを除いた多くの研究室では計算資源の利用量に波があり、
自前で計算資源を購入・維持するよりも大型のコンピューターセンターやクラウド環境を計算資源が必
要な時だけ借りる方が安価に済む。	 
 しかし、費用を抑えるために様々なコンピューターを借りると、解析のための各種ソフトウェアを全
ての環境にインストールする必要が生じ、ソフトウェアのインストールだけでも多くの時間を取られて
しまう。	 
 そこで、管理者権限を持たない借り物の	 linux	 環境に対して１コマンドで様々なゲノム解析ソフト
ウェアをインストールするソフト、LPM を開発した。現在、‘lpm	 install	 <ソフト名>’のたった１コ
マンドで例えば以下のソフトウェアのインストールが可能である。	 
	 

	 	 ABySS,	 ABySS	 w/MPI,	 ALLPATHS-LG,	 Apache	 ant,	 ARACHNE2,	 BioPython,	 BLAT,	 Boost	 library,	 Bowtie,	 

bwa,	 CABOG,	 cpas,	 cppunit,	 FastQC,	 gcc-4.5	 (ALLPATHS-LGのために必要),	 GMP(gccのために必要),	 
lftp,	 libbz2,	 libmaa,	 maven,	 mpc(gccのために必要),	 mpfr(gccのために必要),	 PE-assembler,	 Picard,	 
PySAM,	 Python,	 samtools,	 SOAPdenovo,	 sparsehash,	 tcc,	 thrift,	 TransAbyss,	 velvet,	 zlib	 

	 

 LPM	 は各ソフトウェアのバージョンアップに応じて、インストール方法を記述したスクリプトを更新
する必要がある。現在は我々の研究室で全てをメンテナンスしているが、将来にわたってこのソフトが
有用であり続けるために、協力者を募集している。協力者の方には自分が良く使っていて更新を追いか
けやすいソフトを１つ選んでもらい、インストール用スクリプトをバージョンアップにあわせて更新し
て頂くことを考えている。インストール方法に変更が無ければダウンロード先の	 URL	 を書き換えるだ
けで新しいバージョンに対応可能である。	 
	 

LPM	 紹介サイト	 http://www.kasahara.ws/lpm/	 
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T26	 16：35～16：50	 	 	 	 

基生研共同利用でのリシーケンス解析実施例を通じて 
山口勝司・重信秀治  (基礎生物学研究所 生物機能解析センター) 

	 	 

 基生研では共同利用制度を通じ、所内外のサイエンティストの方々と共同研究を行っている。今
回はその中で、次世代 DNAシーケンサーのリシーケンス解析の実施例を通じて、得られた知見を紹
介し、運用上・解析上の課題を述べる。	 
	 	 

 リシーケンスはすでにゲノム配列情報が明らかになっている生物種において、その配列をレファ
レンスとし、次世代 DNAシーケンサーで得られた短いリード配列を mappingしていくことで、その
サンプル DNA配列を決定していくものである。このアプリケーションにより、当研究センターでは
アラビドプシス EMS変異個体の表現型原因遺伝子の同定、アラビドプシスエコタイプの配列決定を
行ってきた。またバクテリアでは近縁種の部分的な配列決定の可能性も示せた。この３つのリシー
ケンスアプリケーションの実施例と解析上の問題点を報告する。	 
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T27	 16：50～17：05	 

PacBio RSと 454 GS FLX+の現状について 
野澤昌文（基礎生物学研究所） 

	 

我々新学術領域総括班では、第 3世代シーケンサーである Pacific	 Biosciences社の PacBio	 RSと、
第 2世代シーケンサーである Roche社の 454	 GS	 FLX+の購入を検討中である。そこで、この 2つの
シーケンサーの特徴を概観し、新学術領域研究における有用性について議論したい。また購入に向
けた現在の進捗状況についても報告する。	 
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