
COMPLEX ADAPTIVE TRAITS 

平成23年度ゲノム支援特集号 (3) 
第６回インフォマティクス情報交換会報告 

The International Plant & Animal Genome XX 
Conference 参加報告 

新学術領域研究 
「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	

Newsletter 

 Vol. 2 No. 7  2011 



表紙写真：ハンズオンセミナーの講演風景（金沢大学　西山	 智明）	 



	 1	 

第６回インフォマティクス情報交換会報告  	 
 

	 本新学術研究領域では、実験上の問題点の共有と解決に資する目的で、各計画・公募研

究班ごとにインフォマティ	 クス担当者を設定し、年 4回のインフォマティクス情報交換会

を開催して、意見交換を行っています。	 

	 第６回インフォマティクス情報交換会は、２０１１年１２月２１日、東京大学弥生キャ

ンパスにて開催しました。今回は第５回インフォマティクス情報交換会で出された意見を

踏まえ、ハンズオンセミナーを中心に遂行する方式を採用しました。東京大学 大学院農学

生命科学研究科 アグリバイオインフォマティクス教育研究ユニットの協力をいただき、ノ

ートブック型コンピュータを参加者の人数分揃えておこないました。 

	 実際の進行としては、（１）まず DDBJ Sequence Read Archive (DRA) の登録について、

DDBJで担当されている児玉悠一さんに講演および実習をしていただき、（２）次に Linux

を用いて BLAST双方向ベストヒットを求める方法について、西山が実習をおこない、（３）

最後に塩基配列データを Rを用いて処理する方法について、方法開発班の門田が実習を行

いました。参加者は４５名に達し盛会でした。次ページ以降はその報告となります。 

 

２０１２年３月２２日	 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

ゲノム支援担当	 西山智明	 
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（１）DDBJ Sequence Read Archive (DRA) の紹介   

国立遺伝学研究所	 児玉	 悠一 

	 DRAは、International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) のメンバーであ

り、NCBI Sequence Read Archive (SRA) と EBI Sequence Read Archive (ERA) との国際協力の

もとで運営されているという位置づけを踏まえ、登録するデータの形式や構造も国際的に

協調して定められている。登録データは、配列データ (basecall + quality) を含む fastqが基

本であり、実験条件を示すメタデータとセットにして登録する。 

 
[http://trace.ddbj.nig.ac.jp/images/doc/objects.png] 

 

	 メタデータは上図のように構造化されており、Study, Experiment, Sample, Runが相互に関

連づけられている。こういったデータ構造は、D-way を用いて作成する事ができるように

なっており、それを実際に動かしてみる実習を行った。 

	 登録経験がある参加者を中心として、実際に登録する時にわかりにくかった点（spot の

構造、basecaller、多数データの一括対応付け）が指摘され、将来のシステム改善／マニュ

アル整備に活かされるべく要望があげられた。 
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（２）BLAST reciprocal best hit の抽出  

      金沢大学	 西山	 智明 

	 この実習では、次世代シーケンサーのデータ解析に現実的にもっとも使われるであろう

Linux に慣れることを目指しつつ、BLAST 双方向ベストヒットの抽出を行うことを課題と

した。 

	 このため、Scientific Linux 6.1を起動できる Live USBメモリーを用意し、その上で、ncbi 

blast+を利用可能に設定し、BLAST 検索を実行できるようにすること、そして結果の表を

リレーショナルデータベースに読み込み、SELECT 文を用いて双方向ベストヒットを抽出

するところまでの実習を行った。実習のデータには、食虫植物ムラサキヘイシソウの

RNA-seq のデータ（長谷部班）を trinity でアセンブルしたデータセットを用いて、シロイ

ヌナズナのタンパク質データセット TAIR10 との比較を行った。詳しい実習のステップは

http://koke.asrc.kanazawa-u.ac.jp/HOWTO/ReciprocalBLASTBestHit.html より公開している。 

	 初めて unix likeなコマンドラインに触れた参加者もおり、cd など基本的なコマンドにつ

いても説明する必要があり、予定より時間がかかったが、大部分の参加者が最後の双方向

BLASTの抽出までたどり着くことができた。 

 

SELECT文を発行して双方向ベストヒットを抽出している段階のスクリーンショット 
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（３）Rを用いた各種データ解析	 

	 	 	 	 	 	 東京大学	 門田	 幸二	 

	 広く使われる統計解析ソフト R(http://www.r-project.org)を用いて配列データを取り

扱う方法について http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/̃kadota/r_seq.html を土台に紹介し

た。こちらも GUI からの作業ディレクトリの変更から詳しい説明がなされた。次いで

http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/̃kadota/r_seq.html#intro_assemble_basicinfo	 にある

ように、FASTA 形式のファイルを読み込んで N50,	 GC 含量等の値を求めた。ユーザーは解

析したい multi-fasta 形式ファイルのファイル名部分のみを変更し Rコンソール上にスク

リプトをコピー＆ペースト（下図左）するだけで、読み込んだファイルのコンティグ数や

トータルの長さなどの各種基本統計情報を得ることができる（下図右）ことを学んだ。こ

れには Rの生物学データに関連するパッケージが集まっている	 bioconductor	 

(http://www.bioconductor.org/)	 より	 Biostrings	 の機能を用いた。このほかにも、指定

した配列長以上のコンティグのみ抽出するやり方など、基本的な配列解析のためのテンプ

レートスクリプトが紹介された。こういう配列解析は通常は Perl,	 Ruby,	 C などで書かれ

たプログラムによって行う事が多いが、Rからも直接それなりの速度で行うことができる

点が興味深い。ただし、これを可能にしている Biostrings	 パッケージは Cで書かれた拡

張ライブラリーである。	 

	 

Rで multi-fastaファイルを読み込んで N50などの情報を得る手順を示したスライド 
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The International Plant & Animal Genome XX Conference参加報告  

金沢大学	 西山	 智明	 

	 2012 年 1 月 14 日から 18 日まで米国 San	 Diego で開催された The	 International	 Plant	 &	 

Animal	 Genome	 XX	 Conference	 (PAG	 XX)に参加した中で得た情報について何点かレポート

する。PAG は今年で第 20 回を迎える動植物のゲノムに関する国際会議で、毎年同地で開催

されている。ヒト以外のゲノムに関する最大規模の国際会議で、今回の参加者数は主催者

発表によると科学者 2788 人、総数 3213 人とのことである。	 

	 

【Large	 Genomes】	 

・テーダマツ 
	 PAG	 XX で聞いた大きいゲノムの話としては、テーダマツ	 24	 Gb	 と	 Norway	 Spruce	 19	 Gb

の裸子植物ゲノムの解析がある。裸子植物は、シダ植物等のように独立の配偶体を得るこ

とはできないが、被子植物に比べると巨大な雌性配偶体(megagametophyte)を有する。この

雌性配偶体から抽出した DNA を用いることで、ヘテロ接合性に由来する問題をある程度回

避できる。単一の雌性配偶体から抽出できる 0.6	 µg くらいの DNA からゲノムカバレージ

40-60X くらいの paired-end	 reads を作成し、diploid	 から	 mate-pair	 library を作って

一気にアセンブルするのが第一プラン。long	 mate	 pair	 library については Broad	 

Institute	 の ALLPAHTS-LG	 (Gnerre	 et	 al,	 2011	 PNAS	 108:1513-1518)で用いられたのと

同様に fosmid	 ends を Illumina でシークエンスする戦略である。nicking	 enzyme で片側

を切って nick	 translation で進める方法と、単に 4-base	 cutter で切って self	 ligation

をおこなうという２通りの Illumina シーケンシングライブラリー構築法を検討している。

このために、nicking 用の site をもち、複数の 4-base	 cutter のサイトを持たないように

した fosmid ベクターを作製して進めている。バックアッププランは fosmid	 1000 個プール

を 500	 sets	 くらい個別にアセンブルするという戦略であった。こちらの戦略では大腸菌

の DNA がコンタミするとシークエンス効率が低下するが、ベクターに Triple	 helix	 motif

が組み込まれており、これによって vector の精製度を上げて大腸菌の DNA の混入を抑制す

る工夫をしているほか、さらに宿主の系統も episome を持たない系統を使うなどの注意を

はらっているようである。	 

	 シークエンスのターゲットにする植物は、mapping	 population の親であるが、この F1

を 1000 本ほど育てているようである。つまり、林を１つ作る勢い。計画的で息の長い林学

である。	 

	 アセンブリには MSR-CA を予定している。その基本戦略は、de	 Bruijn グラフを作って reads

を de	 Bruijn グラフに貼ってから read	 pair に挟まれた path がユニークなところを super	 

read として切り出してきてそれを Celera	 Assembler	 (CA)で処理しようという流れである。

得られるアセンブリの quality は、現状ではまだ ALLPATHS-LG に及ばない。	 
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ただ開発目標が、マツゲノム 24	 Gb をアセンブルすることにあるため、	 

•	 12	 B	 reads,	 24	 Gb	 genome	 with	 48	 Core	 and	 512	 Gb	 in	 1-2	 months	 

という条件で、ALLPATHS-LG でこの量を処理できる計算機はない（だろう）から速度を落

とさずにどこまで ALLPATHS-LG の出力 quality に迫れるかというところをがんばる模様で

ある。	 

#	 マツゲノムプロジェクトはインフォマティクスの予算だけで$15M ということでインフォ

マティクスにかける予算が大きいのも特徴である。	 

・コムギ	 

	 コムギは 16	 Gb くらいだが、６倍体で同祖染色体があって複雑。スポンサーからの要求

は使える高精度配列なので、染色体別 BAC ライブラリー、BAC	 minimum	 tiling	 path を作

っての解析で国ごとに分担して進める。	 

	 

【ライブラリー調製法など】 

	 PAG	 XX では、いろいろな業者が宣伝の意味も含めライブラリー調製技術・製品について

発表していた。このなかから目についたものを紹介する。（もちろん、内容の正しさについ

ては保証できないので、各業者に確認／実験で確認して下さい。また NEB の情報が比較的

多いのは勧める意図があるのではなく workshop のうちそこを聞いたからです）	 

・次世代シーケンサー用ライブラリー一般 (DNA・RNA共通)  
 dU linked loop adapter (NEB workshop) 

	 Illumina 社のアダプターは Y字型の構造をしているのに対して、NEB は Y の開いている

部分が dU で繋がったような adapter を用いて、PCR 前に USER	 (Uracil-Specific	 Excision	 

Reagent)で処理することによって、両ストランドを分離する方法を紹介していた。なぜそ

れが良いのかについての説明はなかったが、Illumina の Y 字型 Adapter が泣き別れないで

安定にできるためには LNA 等の修飾塩基を二本鎖部分に持っているのであろう。後ろで dU

を介して繋がっている分子の方が annealing 効率はずっと高くなると期待される。スライ

ドで見せられた Illumina のデータとの比較では、ゲノム上の位置に対するカバー率が

Illumina の製品とは少し異なる凹凸を示しているようだったがまずまず平坦にみえた。凹

凸のパターンの違いには再現性がありそうなので理由を聞いたがそこは解析していないと

のことだった。	 

	 	 A-tailing	 ~	 ligation	 (Lucigen	 poster)	 

	 N 社や R社(ポスター原文頭文字のみ；おそらく New	 England	 Biolabs と Roche か？)よ

り高効率でライゲーションまでいけて、キメラが少ないキット。アダプターは含まず。日

本にはコスモバイオ扱いで入ってくるそうである。	 

・RNA-seq関連 

 Ribo-zero (Epicentre) 
	 Total	 RNA からのリボゾーム除去キットで残存 rRNA が RNA の１％くらいまで減少してい
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るデータを示していた。これは、Invitrogen のキットで除いたり、oligo	 dT で精製した時

に比べても非常に良い成績で驚いた。さらにコケ Physcomitrellaも効率よく除去できると

いうレポートもあった。ただし、クラミドモナス Chlamydomonasは"Use	 highest	 quality	 RNA	 

possible"とかデンジソウ Marsilea	 vistita	 は"Expected	 to	 work	 well"とかの微妙な表

現がなされていた。日本での取り扱いはエア・ブラウンである。	 

	 なお、Single	 Cell	 Transcriptome を目指しての研究では、rRNA 除去や polyA 精製をし

ないで、standard	 mouse	 RNA から作ったライブラリーのシークエンスの 7%くらいが mRNA

になるので、場合によってはそのまま読むのも一法であろうとのレポートがあった。	 

・RNA	 ligation にもとづく strand	 specific	 library	 

	 Second	 strand	 cDNA	 合成時に dUTP を取り込ませ、adapter	 ligation 後に USER で処理

する dUTP 法が普及しそうな情勢であるが、どうも再現性が低く、RNA	 ligation でやって

いる（こっちは安定している）という講演をしている人がいた。	 

	 NEB の small	 RNA	 用のキットは従来の 3'	 ligation,	 5'	 ligation,	 RT-primer	 annealing,	 

reverse	 transcription の順を 3'	 ligation,	 RT-primer	 annealing,	 5'	 ligation,	 reverse	 

transcription の順にすることにより、精製を多数回する事なく adapter 同士の ligation	 

産物が生じるのを抑制する方法を発明して製品化している。T4	 RNA	 ligase	 2 と T4	 RNA	 

ligase	 1 を使い分けることもポイントのようである。RNA の段階で分解すれば RNA-seq も

この要領で良いはずである。	 

	 

【Pacific Biosciences Workshop】 
	 第３世代ともいわれる単一分子シーケンサーで、長鎖解読が可能な事をセールスポイン

トにしている Pacific	 Biosciences のワークショップ。去年までは技術の紹介しかできな

かったが、今年は実際の製品を市場に出すことができ、使用に関する発表をすることがで

きて嬉しいという Dr.	 Stephen	 Turner の弁で始まった。	 

・de	 novo	 assembly	 

	 Dr.	 Michael	 Schatz	 (Cold	 Spring	 Harbor	 Laboratory)が、PacBio	 RS のデータを用い

てのアセンブリについて講演した。PacBio	 RS のリード長は長いがエラーが多いので工夫

が必要である。Large	 genome 向けには Illumina のデータと合わせるのが有効である。

Illumina でつくった contigs を PacBio のデータで scaffolding するというストラテジー

と、Illumina の reads で PacBio のデータを補正してからアセンブルするというストラテ

ジーが考えられるが、試した範囲では後者の方が良く伸びるようである。なお、ゲノムが

十分に小さい時は Illumina のデータを使うより、PacBio の circular	 consensus	 sequence

のデータを使った方がうまく行くようである。この解析につかったソフトウエアは一通り

公開しているとのことであった。	 

・リード長の活用	 

	 Dr.	 Simon	 Chan	 (UC	 Davis)	 は Centromeric	 repeat を解析するのに PacBio	 RS によるダ
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イレクトシークエンシングを用いた。個々のシークエンスが完全でなくとも、同じリピー

トユニットが続いているのか AABAAB のように異なるリピートユニットを畳み込んだよう

な構造をしているかを読みとることができる。Centromeric	 repeat はゲノムの 1%とかを占

めるくらい大量にあるので、濃縮とかしなくても検出できる。	 

・修飾塩基の検出	 

	 Dr.	 Stephen	 Turner が再び PacBio のテクノロジーについての講演をした。ケミストリ

ーの向上で photo	 damage を抑制してさらに長く読めるように開発を進めている。PacBio	 RS

は単一分子を直接鋳型に合成する反応を見ているので、修飾塩基があると polymerase の取

り込みプロファイル（正しい蛍光塩基が見えるようになるまでの時間、蛍光が継続する時

間）が変わる。このプロファイルは、polymerase が結合している DNA の配列（修飾状態を

含む）に依存するので、修飾塩基を取り込んだ後の通常の塩基の取り込みプロファイルの

変化も修飾塩基認識の情報となるということだった。	 

 

【Agilent Workshop】 
	 主に SureSelect をつかって Targeted	 re-sequencing をする話の紹介であった。	 

・Steven	 G.	 Schroeder	 (USDA)：ウシの exome	 capture	 

	 7 割くらいがターゲット上に落ちるデータだが、成績がいまいちなのはおそらく繰り返

し配列が残ったせいで、次の版を作って解決する見通しということであった。	 

・Leandro	 Gomide	 Neves	 (Univ.	 Florida)：マツの targeted	 re-sequencing	 

	 マツはゲノムサイズが 20	 Gb 以上。Transcriptome データに基づいて設計した probe を

使っての解析。30％くらいが exon にマップできるデータになった。	 

・Eric	 Vallender	 (Harvard)：ヒト用の exome	 kit でサルの exome	 re-sequencing	 

	 異種の生物の配列にもとづいて設計したプローブを用いてexome解析を行う試みである。

当然、遠縁であるほど配列の違いによって capture できなくなるが、identity が 96％くら

いまでだと概ね capture 可能なようであった。	 	 

	 

【QTLと GWAS】 
	 QTL	 mapping と genome	 wide	 association	 study	 (GWAS)	 は natural	 variation による遺

伝子―表現型の関連を検出するのに有効な方法である。GWAS では頻度が一定以上見られる

allele の効果しかみられないが、解像度はあがりやすい。一方、mapping の場合は、集団

中の頻度が低い変異でも交配の親が持っていれば検出可能。ただし、解像度が組替え率と

展開集団サイズによって限定される。	 

	 Solomon	 Islands で見られる blond	 hair の原因遺伝子を 100 人の SNP	 array 解析で１つ

の遺伝子に落とした例の紹介があった(Carlos	 Bustamante,	 Stanford	 University)。	 

	 UBC の	 Loren	 Rieseberg	 (Plenary)	 はヒマワリ Helianthusの種分化に関連する loci を

RNA-seq	 base の SNP 検出でかなり狭い領域に mapping できる事を示していた。	 
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【GMOD】 
	 GMOD とは Generic	 Model	 Organism	 Database	 project のことであり、いろいろなプロジ

ェクトを内包している。そのうちいくつかの発表を聞いた。	 

・JBrowse	 

	 GBrowse の後継を目指す JavaScript	 base のゲノムブラウザーで、サーバーでは静的デ

ータを返すだけで基本的にprocessingをしないことによって高速に動作する。Client	 (Web	 

browser)側の JavaScript が動的に必要なデータを要求して動作する。欠点としては、

reference	 の本数が多い(5000 以上)ととても遅くなり現実的な速度が出なくなるとのこと。

途中デモを見ている限り特定のディレクトリの直下に chromosome 毎の directory	 を作っ

ており、そこに構造がないとサーバー側でも遅くなりそうな気がしたが、質問した限りで

は遅い原因は特定しておらず、いつ速くなるという見通しも具体的には立っていないとい

うことだった。	 

・GBrowse_syn	 

	 シンテニーブラウザーで複数の生物のゲノムを比較表示する事ができる。比較表示する

生物の類縁関係の近さによって、近縁なら BLAT、遠縁ならアミノ酸レベルでの BLAST 等で

対応関係をつけてあるトラックを表示する。本領域での解析にも有効かもしれないので注

視したい。	 
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