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表紙写真：チドリミドリガイPlakobranchus	 ocellatusは餌である緑藻の葉緑体
を体内に取り込んで維持し、光合成をおこなう盗葉緑体現象	 kleptoplastyで知
られる（基礎生物学研究所	 前田太郎）。	 
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第６回インフォマティクスオープンセミナー報告	 
	 

	 新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」では、領域外の方にも

公開されたオープンセミナーを開催しています。第６回のインフォマティクスオ

ープンセミナーは富山大学で開催され、最近Nature	 Geneticsにカメゲノムの論文

を出版された入江直樹先生と	 数理モデルとパターンから多様性の問題に取り組

まれている宮澤清太先生に講演をいただきました（金沢大学	 西山智明）。	 

	 

日時：2013年6月1日	 14:00〜16:00	 

会場：富山大学黒田講堂１階会議室	 

http://koke.asrc.kanazawa-u.ac.jp/ECAT/OpenSemi6.html	 	 

	 

【プログラム】	 

14:00〜14:05	 趣旨説明	 

14:05〜14:50	 入江	 直樹（理化学研究所	 発生・再生科学総合研究センター）	 

	 	 「カメも従う発生進化の法則性」	 

休憩	 

15:00〜15:45	 宮澤	 清太（大阪大学大学院	 生命機能研究科）	 

	 	 「『やわらか模様』のつくりかた」	 

閉会	 

	 

カメも従う発生進化の法則性	 
入江 直樹 （理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター） 

	 甲羅に手足をひっこめるカメ。実は脱げないカメの甲羅、背骨と肋骨から出来

ていて、手足をひっこめた際には、なんと肋骨の内側に腕を入れていることにな

るのです。 こんな奇抜な形態的進化を遂げたカメ、どこからどうやって進化した

のでしょうか。脊椎動物の発生と進化の基本法則と照らし合わせながら、最新の

知見をご紹介します。 
	 

「やわらか模様」のつくりかた	 
宮澤 清太 (大阪大学大学院 生命機能研究科) 

	 動物の体表にはさまざまな模様が見られます。多彩なパターンは我々の眼を楽

しませてくれますが、 動物たちにとっては交配相手や種の識別に大きな影響を及

ぼす重要な形質の一つでもあります。 生物多様性の象徴とも言えるこれらの模様

パターンは、どのようなメカニズムでつくられるのでしょうか？ また、模様パタ

ーンとそれを生み出すメカニズムはどのように進化してきたのでしょうか？ 簡
単な数理モデルを出発点として、「やわらかい」模様パターンのつくりかたを考え

てみたいと思います。 
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第12回インフォマティクス情報交換会報告	 
 
	 第６回インフォマティクスオープンセミナーに引き続いて、第12回のインフォ

マティクス情報交換会を開催いたしました。 
 
日時：2013年6月1日	 16:10〜18:00	 

会場：富山大学黒田講堂１階会議室	 
http://koke.asrc.kanazawa-u.ac.jp/ECAT/Infomeeting12.html  
 
【プログラム】	 

16:10-16:40	 鈴木	 彦有（東京工業大学）	 

	 「Mac	 miniでもできちゃうNGS解析」	 

16:40-17:00	 柴田	 朋子（基礎生物学研究所）	 

	 「PacBio	 RS	 Sequencerの紹介と現況」	 

17:00-17:10	 笠原	 雅弘（東京大学）	 

	 「sprai+PBJellyによるフクロユキノシタゲノムのContig長改善」	 

休憩	 

17:20-17:35	 山口	 勝司（基礎生物学研究所）	 

	 「Mate-pair	 ライブラリー構築法の検討と実施例」	 

17:35-17:45	 西山	 智明（金沢大学）	 

	 「Illuminaの最新データについて」	 

17:45-17:55	 柴田	 朋子（基礎生物学研究所）	 

	 「ECATwiki	 及び	 QAシステムの紹介	 ～円滑な情報交換のために～」	 

	 

	 まず東京工業大学の鈴木彦有さんに「Mac	 miniでもできちゃうNGS解析」と題し

て、独自の工夫を語っていただきました。最近のCPUの能力向上とメモリーの低価

格化の結果として、Appleの安価なPCであるMac	 miniでもそこそこの計算ができる

ことを紹介されました。外付けハードディスクをつけて、本棚に冷却用のファン

とセットで設置している状況を写真で示され、やはりCPUを全開で動かすには、熱

の処理の問題にも気をつける必要があるということでした。およそ１レーン分の

データをマッピングから多型検出までの処理をするのに40時間程度ということで、

wetな実験と同程度の桁の待ち時間になり、十分実用的な範囲に入ることが示され

ました。特にサンプル数が少ない時、気軽に手許で計算できる点が有力であると

思われました。	 

	 

	 続いて総括班の柴田朋子がPacBio	 RS	 Sequencerの説明をおこないました。

PacBio	 RSは長い配列を決定することができ、配列依存性が少ないのが特徴ですが、

サンプルDNAを増幅せずに配列決定をおこなうため、DNAの品質に大きな影響を受

けます。そのため、DNAの抽出法や取り扱いに注意が必要であり、基本的には、CTAB

法(植物)/DNeasy	 Plant	 Kit(動物)	 によってDNA抽出をおこない、Genomic-Tip	 ま
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たは	 DNeasy	 Plant	 Kitを用いて精製する(吸光度をチェックして必要があればも

う一度繰り返す)というのが標準的な方法となります。それ以外に注意するべき事

項として、フェノールは出来るだけ使わない、精製後に60℃10分の熱処理によっ

てDNaseを失活させる（熱処理の時間が長くなってはいけない）などがあります。

がある。品質判定法としては、吸光度測定でA260/A280	 =	 1.8、	 A260/A230	 =	 2.0	 

を目安に、QubitなどのDNA特異的蛍光試薬を用いた定量法で定量した結果と、吸

光度にもとづく濃度の推定値がほぼ一致することの確認をおこないます。また、

Blue	 Pippinを用いた高分子DNAの回収についての検討結果も示しました。	 

	 

	 次に笠原雅弘がフクロユキノシタのゲノム配列について、エラーの多いPacBio

データをPacBioデータ自身によってエラー補正したものを使ってContig長を伸ば

した成果について紹介しました。	 

	 

	 休憩をはさんで、山口勝司がLife	 Technologies社のSOLiD用のメイトペア調製

キットを用いて両端が結合した断片を用意し最後にIlluminaのアダプターをつけ

る方法と、IlluminaのNextera	 kitを用いる方法の比較を紹介しました。Nextera

の方法だと、非常に簡便に良好な結果が得られることが分かった一方で、SOLiDの

システムではタグの左右のバランスがとれて断片長の真ん中付近にアダプターが

ある状態になるのに対して、超音波による剪断で分けるIllumina	 Nexteraの方法

ではアダプター位置が断片中でランダムな位置となるぶん、ややシーケンス効率

が悪くなるとのことでした。	 

	 

	 続いて西山智明がMiSEQの最初のPE250のデータの品質状況を紹介するとともに、

Nextera	 Mate	 Pairのキットを使って5	 kb以上のインサート長のライブラリーをゲ

ルで切り分けて、単一のタグメンテーション反応から異なる大きさのライブラリ

ーを作り分ける方法について紹介しました。	 

	 

	 最後に柴田朋子が当領域で情報交換に活用しているMediawikiを利用した掲示

板式情報交換システムとQAシステムの紹介をおこないました。	 
 

（金沢大学	 西山智明） 
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NGS現場の会第３回研究会で	 

笠原雅弘博士がde	 novoの達人として表彰される	 
 
	 Next Generation Sequencing (= NGS) 分野の技術革新は，もはや個々人では把握で

きないほど急速です。 激動のNGS分野の動向をフォローし、知識やノウハウをア

ップデートしていくことを目的として、NGS研究や技術開発、関連企業、医療現

場などの現場にいる人たちが集まり、現場の人のためのコミュニティを立ち上げ

たのが「NGS現場の会」（http://www.ngs-field.org）です。 
	 去る2013年９月４〜５日に神戸国際会議場でNGS現場の会第３回研究会が開催

されましたが（http://www.ngs-field.org/meeting3/）、その際に「de novoの達人」とい

うイベントがおこなわれました。ある生物のNGSの実データを用いて参加者がde 
novoアセンブルをおこない、もっとも良いアセンブリーを得た参加者をde novoの
達人として表彰するというものです。用意された実データは、Ion PGM, 454 Jr., 
MiSeq, PacBioといった現在市場に存在する主要なプラットフォームをすべて取り

揃えてありました。この企画において、方法開発班連携研究者の笠原雅弘さんが

de novoの達人に選ばれました。 
	 笠原さんは発売前からPacBioに注目していたということですが、データ量が十分

にありそうと判断して、PacBioのデータのみを用いたアセンブリーを行いました。

笠原研究室の大学院生の今井さんと一緒に開発しているspraiによってPacBioデー

タのエラー修正を行い、その後Celera Assemblerでアセンブルし、更にPacBioが出

しているQuiverというツールを用いて誤り訂正を行うという方法を用いていまし

た。結果として、単一の環状ゲノムが得られたことを報告しました。この結果を

企画をおこなったCLCバイオの宮本真理さんがこの結果を参照ゲノムと比較した

ところ、非常に高精度なアセンブリーになっていることがわかりました。参照ゲ

ノムと不一致の領域もありましたが、アラインメントを見ても参照ゲノムと不一

致が多そうで、解析に用いた株のゲノムDNAが参照ゲノムと違っている可能性が

あるものと思われました。 
	 さらに、このアセンブリー法を他の人が再現できるかを遺伝研の吉武和敏さん

が検証したところ、多少のマイナーな違いが生じるものの、ほぼ同様の結果が得

られることが確認されました。 
	 解析に用いたソフトウエアのspraiは http://zombie.cb.k.u-tokyo.ac.jp/sprai/ より配

布されています。spraiおよびアセンブリーに用いたCelera Assemblerは、笠原さん

作のLPM (Local Package Manager)を用いてユーザレベルで容易にインストールで

きます (lpm install sprai; lpm install pacbiotoca)。Quiverについては、現状ではやや手

間がかかり http://koke.asrc.kanazawa-u.ac.jp/HOWTO/pbalign.html に解説してあり

ます。 
	 また、吉武さんによる解説が以下に出ています。
http://cell-innovation.nig.ac.jp/wiki/tiki-index.php?page=Sprai  

（金沢大学	 西山智明） 
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第13回インフォマティクス情報交換会報告	 
 
	 第13回バイオインフォマティクス情報交換会は、NGS現場の会第３回研究会の

翌日に理化学研究所 発生・再生科学総合研究センターで開催されました。 
 
日時：2013年9月6日	 10:00〜12:00	 

会場：理化学研究所	 発生・再生科学総合研究センター６F	 N601-604	 

	 

【プログラム】	 

10:00	 -	 11:00	 NGS現場の会で得た情報の有益情報の交換	 	 

11:00	 -	 12:00	 参加者全員のショートトーク	 

	 

	 第３回を迎えたNGS現場の会研究会は、NGSの普及とともに急拡大し、ついに神

戸国際会議場という大きな会場において800人近い参加者で行われました。前述の

通り笠原雅弘博士がde	 novoの達人に選ばれたほか、非モデル生物の解析に関する

セッションもあり、熱気に満ちた会となりました。一方で同時平行セッションが

ある大きな会になったため、全体像がつかみづらくなった感は否めません。そこ

で第13回インフォマティクス情報交換会では、別のセッションに参加した人が重

要と感じた情報を交換するとともに、会に参加できなかった人も情報を共有でき

るように、まずはNGS現場の会で得られた新しい知識を交換、共有することにしま

した。その結果、	 

・単一細胞のトランスクリプトーム研究が進んできた	 

・実験の困難な「野生生物」である人の遺伝子機能の解析が驚くほど進展してい

る	 

・各領域での、テクニカルな改善が積み重なっている	 

などが確認されました。	 
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	 その後、総括班研究員の柴田朋子よりPacBioの現況について報告がありました。

PacBio	 RSからPacBio	 RS	 IIへのアップグレードにより、同時に観測するwellの数

が２倍になりました。従来は、一つのcell上のwellの半数（７万５千）について

55分間観測した後で残りの半分のwellを観測していたのを、最初から全well(15

万)を120分間観測できるようになったということです。これにより、従来の200	 

Mb/cellから400	 Mb/cell程度へスループットが向上しました。	 

	 また、このように向上したPacBio	 RS	 IIの能力を生かすためには、ライブラリ

ー調製法を改善してよりインサートの長いライブラリーを作ることが必要になり

ます。そこでSage	 Science社の自動電気泳動核酸回収装置Blue	 Pippinを用いて、

7kb以上のサイズの断片のみを回収することによるサブリード長の向上を試みま

した。アダプターライゲーション前のDNAを分画する実験と、アダプターライゲー

ション後に分画する実験を行い、アダプターライゲーション後に分画したライブ

ラリーを配列決定した方が、効率良くサブリード長の長いデータが得られること

が確認されました。	 

	 

	 午後は、まず西山がIlluminaのNexteraのキットを用いたMate-Pairライブラリ

ーで10	 kbを超えるインサート長のライブラリーができていることを要点とともに

報告ました。	 

	 

	 この後、福島健児氏を筆頭に全参加者が、長さはいろいろでしたが、それぞれ

の研究の話をおこないました。	 

	 

	 統計的検定において「パラメトリックに検定できない可能性が高い。帰無仮説

をはっきりさせた方が良い。」等のコメントがありました。	 

	 

	 NGS現場の会でも大きな話題となった一細胞レベルに迫る微量トランスクリプ

トーム解析技術Quartz-seqについて、技術的に成熟してきているという評価とと

もに、東京大学に異動された入江直樹博士の研究室でも実際に系を動かしている

旨の紹介がありました。	 
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	 笠原博士には、NGS現場の会に出られなかった方もいるので、改めてspraiを紹

介していただきました。前回の情報交換会での紹介内容からの大きな変更として、

iterationが不要になったことが紹介されました。結果として、アセンブリーのス

トラテジーの大枠はPacific	 Biosciences社のHGAPと似ているものの、各ステップ

の選択が良いために、より少ないリード量で高精度のエラー補正アセンブリーが

可能になっているということでした。真核生物のシミュレーションデータでは20	 x	 

depthのデータで	 Contig	 N50が2Mbくらいになるということで実データでの結果が

待ち遠しいと感じる内容でした。	 

（金沢大学	 西山智明）	 
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第14回インフォマティクス情報交換会報告	 
 
	 第14回バイオインフォマティクス情報交換会は、アグリバイオ・インフォマテ

ィクス情報交換会として東京大学農学部で開催されました。 
 
日時：2013年12月15日	 10:00〜16:00	 

会場：東京大学農学部2号館2階第一講義室（化1） 
 
【プログラム】	 

10:00-	 はじめに	 	 

10:10-	 重信秀治	 カブトムシゲノムアセンブリからdsxの遺伝子構造を明らかに

する〜新美班との連携から〜	 	 	 

10:30-	 前田太郎	 深度差アセンブリングによるウミウシ葉緑体ゲノム決定	 	 	 

11:00-	 福島健児	 続・分子収斂の定量方法	 	 

11:20-	 鈴木彦有	 自作したBLAST補助スクリプトの紹介	 	 	 	 

11:40-	 半田佳宏	 Endogonalesゲノムの現況と遺伝子予測について	 	 	 	 

13:30-	 川島武士	 	 ギボシムシゲノムについて	 	 

13:45-	 小沼順二	 	 マイマイカブリゲノムとRAD-Seq	 	 

14:00-	 古澤	 力	 遺伝子発現プロファイルからの抗生物質耐性能の予測につい

て	 	 

14:15-	 木内隆史	 トランスクリプトーム解析によるクワへの適応進化に関わる

遺伝子の探索	 	 

14:45-	 山口勝司	 Total	 Script	 RNA-Seq	 kit	 (Epicentre)	 の使用報告―今後の

RNA-Seq状況を見据えて	 –	 

15:00-	 柴田朋子	 PacBio現況/少量DNAからのPacBioシークエンシング	 

15:15-	 西山智明	 ゲノムブラウザーをうごかす	 

15:30-	 笠原雅弘	 Spraiのここ３ヶ月の改良	 

（金沢大学	 西山智明） 
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第15回インフォマティクス情報交換会報告	 

	 

	 第15回バイオインフォマティクス情報交換会は、領域会議に先立ち鳥取大学で

開催されました。	 

	 

日時：2013年12月15日	 10:00〜16:00	 

会場：東京大学農学部2号館2階第一講義室（化1） 
 
【プログラム】	 

13:30-	 西山智明	 遺伝学研究所、基礎生物学研究所計算機システムの増強・更新

について	 	 	 

13:35-	 西山智明	 リピート領域のマスクについて	 	 	 

13:40-	 重信秀治	 ヤマトシロアリのゲノム解析：進捗報告	 	 

14:10-	 柴田朋子	 PacBio現況と全ゲノム増幅サンプルのシークエンス	 	 

14:40-	 福島健児	 フクロユキノシタのゲノム解析：進捗報告	 	 

15:10-	 前田太郎	 ウミウシのゲノム解析：進捗報告	 

	 

	 2014年1月に基礎生物学研究所の計算機システムが更新され、3月には遺伝学研

究所のスパコンシステム増設分(phase2)の利用が開始されました

(https://sc.ddbj.nig.ac.jp/index.php/component/content/article/10-ja-cat

egory/ja-important-notice/170-2014-3-5-phase2)。これらの状況をふまえ、シ

ステムの概要および従来との違いについて概観しました。	 

	 次いで、リピートマスクについてRepeatModelerを用いて生物種特異的プロファ

イルを作成してからRepeatMaskerを実行する事の必要性について紹介しました。	 

	 その後、重信、福島、前田よりそれぞれが行っているゲノム解析の進捗につい

て紹介がありました。	 

	 また柴田より、PacBioの新試薬ポリメラーゼの組合わせ(P5-C3)での解析による

リード長の向上についての状況と、全ゲノム増幅によって微量サンプルからの

PacBioシーケンシングの可能性についての検討状況が紹介されました。	 

（金沢大学	 西山智明）	 
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シンポジウム「葉序パターンの数理と生成機構」開催報告	 

	 

	 共催シンポジウム「葉序パターンの数理と生成機構」を富山大学で開催された

植物生理学会大会にあわせて行いました。	 

	 

【プログラム】	 

	 9:30-	 杉山宗隆	 （東京大学）	 はじめに	 	 

	 9:35-	 杉山宗隆	 （東京大学）	 フィボナッチ数列と黄金角と植物のらせん	 

	 9:55-	 伊藤純一	 （東京大学）	 葉序の異常を示すイネの突然変異体	 

10:20-	 北沢美帆	 （大阪大学）	 花器官の数の決まり方:	 Douady	 &	 Couderの数理

モデルの発展	 

10:45-	 田中吉太郎、三村昌泰、二宮広和	 (明治大学)「反応拡散系モデルによる

葉序パターンの考察」	 

11:10-	 Masahiko	 Furutani	 (NAIST)	 Auxin	 response	 links	 two	 types	 of	 PIN1	 

polarizatino	 in	 phyllotactic	 organogenesis	 

11:35-	 岡部拓也	 （静岡大学）	 葉序の物理〜葉序の理解に数学は必要か	 

12:00-	 柴田朋子	 （基礎生物学研究所）	 ウミユリ類（棘皮動物）の腕の分枝パタ

ーン	 

12:25-	 藤田浩徳	 （基礎生物学研究所）	 おわりに	 

	 

	 葉序の形成および決定機構については、そのパターンの美しさから数学的考察

がされ、また類似パターンを物理的に構成する方法についても報告されてきた。

基本的には、既に葉原基になっているところから離れた位置に、新たな葉原基が

形成されることにより葉序が形成される。古典的な物理的再構成においては、磁

性流体の反発を利用して類似のパターンを形成することができることを示したが、

これは実際の茎頂で起きている現象を反映しているとは考えにくく、近年は葉序

の変異体やオーキシンの動態から実際の機序解明を目指す段階に入っている。さ

らに、五放射相称性の動物である棘皮動物ウミユリ類の分枝パターンについても

隣あった腕が分枝するのではなく、先に分枝した腕から離れた位置にある腕から

分枝する傾向があること等が紹介された。数理モデルと実験解析を結ぶ場として

本シンポジウムの開催は有意義であったと感じられた。	 

（金沢大学	 西山智明）	 
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