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表紙写真：テナガショウジョウバエDrosophila	 prolongata雄間の闘争行動。
本種は顕著に発達した前脚を使った独特の闘争行動および求愛行動をおこなう
（東京大学　松尾隆嗣）。	 
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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」 
第 10回インフォマティクス情報交換会報告 

 
	 第 10回インフォマティクス情報交換会は、2012年 12月 27日から 28日の 2日間にわたり、
28名の参加者を得て、金沢大学宝町キャンパスキャンパスにて開催した。 
	 今回は、2日間という時間を取っていることもあり、なるべく多くの参加者に発表してもらい
幅広い情報交換をおこなうということを主眼に置いた。 
	 初日は多型解析に重点を置き、最初に笠原氏より、解析上問題になりがちなエラーの対処を

含め多型解析について概説的な講演をしていただいた。 
	 次いで鈴木氏より、初めてイルミナを用いた多型解析を行った際に苦労した点などの紹介が

あった。とくに、GATKを使う際に特定の計算機ではうまく働かないという問題があるという
ことであった。Javaの versionの違いなどが原因ではないかと議論した。 
	 大島氏からは、クルミホソガ幼虫の生育適性遺伝子座の探索について紹介があった。AFLP で

形質に強くリンクしているマーカー断片をクローニングして配列決定し、アセンブリーと比較

して候補領域を発見しているということである。	 

	 安藤氏より、シロオビアゲハの H	 locus の解析について紹介があった。分離異常を示す領域

を見つけており、検定法としてより良いものがあるかという議論がなされた。より良い検定法

はあるだろうが、有意に異常パターンを示していることからその領域は十分に有力であり、解

析の推進に注力するほうがよいという結論となった。	 

	 続いて西山より、シンテニーブラウザーとして Gbrowse の利用例を紹介した。初日の最後に

は、川島氏より、シンテニーブロックの描画用プログラムを自作した話の紹介があった。BLAST

で共通部分を見つけて、スコアにし、ユークリッド距離から対応順に並べることを試みたが、

微妙に思ったようには並ばないということであった。その場で解決策は得られなかったが、距

離で対数変換を入れるなどの工夫をするとよいかもしれないという議論となった。 
	 2日目は解析対象とする塩基配列データの取得についての話題より始まった。最初は柴田氏よ
り、PacBio RSの現状と近く予定されている試薬の変更について紹介があった。PacBio RSはリ
ード長とエラー率が大きいのが特徴であるが、その特徴がさらに強化され、さらにリード長が

伸びる XL polymeraseとシーケンシングキットが 1月に登場するということであった。また、読
み取り時間も増加してより長く読めるほか、伸長反応をセル上で開始する stage startが可能にな
ることでサブリード長が大きくなることが期待される。一方、欠点としてさらにリードの正確

性が低下するようである。 
	 続いて重信・山口氏より、イルミナの機器及び試薬の updateについて紹介があった。基礎生
物学研究所分析室ではMiSEQを導入するとともに、HiSEQ2000の 2500へのアップデートを予
定している。MiSEQおよび HiSEQ2500では、HiSEQ2000の 100 bpより長い 250, 150 bpという
解読長を持っているが、これには scanにかかる時間を短くして、全反応にかかる時間を短くし
たことも有効に寄与しているらしい。HiSEQ2500で 150 bp読むモードで使う flowcellにはレー
ンが二つしかないということであった。 
	 福島氏は、シーケンスのもとになる DNAサンプルの調製法について発表した。Paired-endラ
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イブラリー用の DNA、Mate-pair (~5k)ライブラリー用の DNA、長いMate-pair (10k, 20k)ライブラ
リー用の DNAの順に要求水準が高くなり、前の DNA調整法では十分な品質にならないため改
善を繰り返したということであった。最終的な概要としては CTAB抽出、クロロホルム抽出、
イソプロパノール沈殿、Qiagen genomic tipによる精製というオーソドックスな流れを採用する
ことになった。また、高分子 DNAの品質評価は、パルスフィールド(CHEF)電気泳動がベストで
あるが、低濃度アガロースの大きいゲルで約１日泳動することでもかなり良く評価できること

が報告された。 
	 トランスクリプトームの解析について瀬々氏と吉田氏が発表した。瀬々氏は、Arabidopsis lyrata
と A. halleriの雑種とされる A. kamchaticaの RNA seqを解析し、各遺伝子についてどちら由来の
mRNAがどれだけ発現しているかの推定を検討した。RNA assemblyで区別という方法はとらず、
高精度に決定されている A. thaliana のゲノムにマッピングして解析するという戦略を採用した。
解析には、bowtie, tophatなどの一番メジャーなパイプラインではなく、SHRiMP, STARといった
ツールを選択することで 80％程度のデータがマップできるようになり、うまく解析できそうな
状況ということであった。 
	 吉田氏は、RNA seqの de novo assembly法の検討について発表した。Trinityと CLCを比べる
と、Trinityが出力する配列数は植物の遺伝子数として想定するには大きすぎる数で使いにくい
という問題意識の上で、short readのデータを実験毎にアセンブルしたコンティグをさらにアセ
ンブルしたところ、ほどほどの本数・長さのアセンブリーが得られたということであった。Trinity
の出力は可能な isoformを全部含めるから数が多くなるので、componentに注目する必要がある
という議論があった。 
	 午後にはゲノムのアセンブリーにかかる話題が小沼氏、二河氏より提示された。小沼氏は、

Illumina の paired-endデータと PacBioのデータをあわせてマイマイカブリゲノムのアセンブル
を目指しているが、ALLPATHS-LGでは現実的な計算時間ですみそうもなく、PacBioToCAを中
心におこなっているが、それでも計算時間が苦しいようであった。PacBioToCAの SGE 対応に
ついて、一部に特定のシステム特異的なことが仮定されたコードが混じっているという問題点

が議論された。 
	 最後の二河氏は、アブラムシの体色変化に関わる共生細菌リケッチエラのゲノム解析につい

て発表したが、順調に Gap fillingが進み、ほぼ完成に近いようであった。 
	 最後の講演終了後、さらに PacBioのデータ解析について効果的に進めて行く必要性について
の認識を再確認した。 
 
	 また、2013年 3月 9日に JRホテル屋久島において第 11回インフォマティクス情報交換会を
開催したが、その概要についても併せて報告する。 
 

２０１３年３月１２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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第 10 回インフォマティクス情報交換会	 
	 

2012 年 12 月 27 日~28 日	 

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	 

参加者 28 名	 

	 

【プログラム】	 

・1日目（12 月 27 日）	 

セッション 1	 多型解析の部	 

14:05	 -	 15:05	 笠原雅弘	 多型解析にもとづく責任遺伝子同定概論	 

15:25	 -	 16:25	 鈴木彦有	 ショートリードのマッピングを用いた近縁種間における多型解析	 	 

16:35	 -	 17:00	 大島一正	 クルミホソガ幼虫の生育適性遺伝子座の探索	 	 

17:00	 -	 17:15	 安藤俊哉	 シロオビアゲハの H	 locus の解析	 

17:15	 -	 17:30	 西山智明	 Gbrowse_syn の紹介	 

17:30	 -	 17:45	 川島武士	 シンテニーブロックの描画用 Ruby の Class―自前で作ってみました	 

	 

2 日目（12 月 28 日）	 

セッション 2	 データ取得の部	 

9:00	 -	 9:20	 柴田朋子	 PacBio	 RS	 の現況	 	 

9:20	 -	 9:45	 重信秀治・山口勝司	 Illumina	 updates	 (MiSeq,	 HiSeq2500,	 New	 library	 prep	 kits,	 

etc)	 

9:45	 -	 10:00	 福島健児	 DNA の抽出法と分解度の評価について	 	 

	 

セッション 3	 トランスクリプトームの部	 

10:30	 -	 11:20	 瀬々潤	 Homeolog を区別しての発現解析	 

11:30	 -	 11:45	 吉田聡子	 RNA	 sequence の de	 novo	 assembly 法の検討	 	 

	 

セッション 4	 ゲノムの部	 

13:30	 -	 13:50	 小沼順二	 Illumina と PacBio データによるマイマイカブリゲノムアセンブリ	 

13:50	 -	 14:05	 二河成男	 アブラムシの体色変化に関わる共生細菌リケッチエラのゲノム解析	 	 
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第 11 回インフォマティクス情報交換会	 

	 

2013 年 3 月 9 日 14：00～17：00	 

会場:	 JR ホテル屋久島	 

	 

14:00 ~ 14:30	 門田幸二「TCC: Tag Count Comparison Package ver. 1.0」 
 
14:30 ~ 15:00	 柴田朋子「PacBio現況」 
 
14:30 ~ 15:20	 休憩 
 
15:20 ~ 15:50	 重信秀治「RNA-seqアセンブリのアノテーションとwebインターフェイスの構
築」 
 
15:50 ~ 16:20	 西山智明「最近の次世代シーケンサー関連技術の動向」 
 
16:20 ~ 17:00	 総合討論 
 

 
第11回インフォマティクス情報交換会の様子 
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【編集責任者より】第 11回インフォマティクス情報交換会は、新学術領域会議に伴い 2013 年 3
月 9 日に JR ホテル屋久島で開催されたのですが、関連した以下の提案文を川島武士さんよりい

ただきましたので、ここに収録いたします。	 

 

屋久島領域会議中に考えた五つの提案	 

 
川島	 武士 

沖縄科学技術大学院大学 
（將口グループ連携研究者） 

 
	 2013年３月9日から11日に開催された、屋久島での領域会議に参加しました。会議前日から屋
久島入りし、最終日の観察会まで、密度の濃い楽しい時間を過ごすことができました。企画に

関わったすべての方々に感謝いたします。 
 
<深津さんからのコメントに対して> 
	 さて、この会議終了後、深津さんから「川島は今回はおとなしかった。体調でも悪いのか？」

とハッパをかけられたのですが、そういうことを言われるのであればと、いくつかの感想とコ

メントをニュースレターに投稿したいと思い、筆をとりました。 
	 まず私があまりコメントをしなかったのは、設定された討議時間が短すぎたためです。そこ

で、ポジティブな提案のその１として「部屋の利用終了時間が決まっている場合は、その旨を

あらかじめ座長に伝えておいてほしい」ということ。提案その２として「時間調整のバッファ

ーとしてのコーヒータイムを、もっとたっぷり取る」をお伝えしておきます。 
 
<評価委員からのコメントに対して：郷委員> 
	 郷先生からは多くの示唆に富んだコメントを出していただいた訳ですが、その中で「この領

域の成果は、もっと世間にアピールしても良い」という趣旨のコメントがありました。ポジテ

ィブ提案その３は、「プロの写真家／イラストレーターに金を払って、領域に関連する生物の

写真や絵を作成してもらう」ということです。アウトリーチ活動は色々ありえますが、どれだ

け時間を割くかについては人それぞれ、考えも置かれている環境も違うと思います。一般向け

科学誌に原稿をだす、新聞に取材に来てもらう、「ダーウィンが来た」に売り込む、果てはナ

ショナル・ジオグラフィックやデーヴィッド・アッテンボローにコンタクトを取る、どれにな

るのかは知りませんが、急に話が舞い込んだ時に研究者個々人が慌てないよう、あらかじめプ

ロを利用して準備しておくのが良かろうと思うのです。参考になる例として、DBCLSの生物ア
イコン	 (http://biosciencedbc.jp/taxonomy_icon/taxonomy_icon.cgi)があげられます。これのお
かげで、どれだけたくさんの研究者が時間を節約できたか分かりません。きれいな図や写真を

作成しておくことは、普段の学術発表の際も利用できる訳ですから無駄にはなりません。いか

がでしょうか。 
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<評価委員からのコメントに対して：望月委員> 
	 望月委員からは、「数理モデルをもっと有効活用するように」という趣旨のコメントがあり

ました。これには私も強く同意しますが、他の参加者のみなさんは、どうもポカンと聞き流し

たように感じられました。そこでその場ですぐに指摘したのは、瀬々さんの「コンビネーショ

ン・モデル」は、遺伝子上流のエンハンサーの組み合わせや、タンパク質コード部位のドメイ

ン構造解析に適用することが最初に思い浮かぶが、例えば松尾さんの「ハエのダンスのデータ」

の解析とも相性が良いということです。これ以外にも、門田さんの研究は発現変動遺伝子の取

り扱いを想定していますが、近縁二種間のオーソログのイントロン数やリン酸化部位の違いの

比較等にも利用できないのか、などいろいろ考えさせられます。インフォマティクス情報交換

会は、これまで既存の配列解析手法に関する知識の共有が主眼におかれてきました。配列解析

の基礎は、重信さんがすでに指摘された通り、このあたりで卒業することにし、「モデル化を

真剣に考える情報交換会へと変わって行く」ことを希望します。これがポジティブ提案のその

４です。 
 
<もう一つ気づいた点について> 
	 日本ではあまり知られていないのかも知れませんが、Monkey Flower（Mimulus）という花
があります。私がバークレーに居た頃、その遺伝学をやっている方が何度か訪問されてセミナ

ーを聞きました。面白かったのは、Monkey Flowerの遺伝学をやっている分野の大学院生の典
型的な研究のあり方という話です。曰く「最初の何年かは、Mutantを作ったりその原因遺伝子
を突き止める。Mutantは、花の形や色が変わったり、葉の形や背丈が変わる等の表現形の変異
が生じる。原因遺伝子が見つかったら、今度は世界中を旅して、自分がつくったMutantと同じ
表現形を野生型でみつけるのだ。チベットの高原で見つかるかもしれないし、オーストラリア

かもしれない。ともかく、学生のやる程度の実験は進化の実験場たる地球上ではもう終わって

いる。そうやってどこに生育しているか発見できれば、その変異がどういう地域／気候／条件

に適しているかが分かるのですよ」ということでした。 
	 新見さんのカブトムシのRNAiの話を聞いた時、カブトムシがMonkey Flowerの遺伝学と同じ
状況に来ていると感じました。ダビデカブトムシに似たものの他に、サターンオオカブトムシ

に似た変異もあったように思われました。地球上のカブトムシのツノ形態分布地図を作製すれ

ば、どのような環境条件がその変異体を作り出したのかについて、なんらかの示唆が得られる

かもしれません。このロジックは、他の研究結果にもいくつか応用が効くのではないかと思わ

れました。つまり最後のポジティブ提案その５は、「地図データと生物分布と変異体研究を組

み合わせる情報学的な系を、たちあげられたら良いですね」です。 
 
<終わりに> 
	 屋久島領域会議期間中に言いたいことは多々ありましたが、訴えられなくて特に残念だった

のは、以上の５つの提案です。一考いただければ幸いです。公募班の連携として参加している

私は、2013年４月からは領域と関係なくなるかもしれません。とはいえ長谷部さんの訪問研究
員として基礎生物学研究所に滞在することが決まっていますし、学会などでもお会いすること



 7 

は多いと思います。とりあえずこの２年間いろいろ発言の機会を与えていただきましたことを

感謝して、この投稿文を終わりたいと思います。 
 
鹿児島から那覇への機内にて 
 
川島武士 

 

 
領域会議の様子 

 

 
屋久島の春の花、オオゴカヨウオウレン Coptis ramosa 
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