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表紙写真：餌海藻の葉緑体を取り込み光合成をするコノハミドリガイElysia	 
ornata（基礎生物学研究所　前田太郎）。	 
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第16回インフォマティクス情報交換会報告 
	 

	 第16回インフォマティクス情報交換会は、領域会議に先立って、2014年8月17日

に釧路市生涯学習センター７階で開催した。短い時間であったが、以下の6件の発

表および他班のごく短い情報交換を行った。	 

	 

日時：2014年8月17日（日）15:00～18：00	 	 

会場：釧路市生涯学習センター	 705・706号室	 	 

	 

プログラム	 	 

	 

15:20-	 西山智明（金沢大学）	 ゲノムアノテーションについてWebApollo,	 Jbrowse,	 

Augustus...	 	 

	 

15:40-	 柴田朋子（基礎生物学研究所）	 PacBio現況と全ゲノム増幅サンプルのシ

ークエンス	 	 

	 

休憩	 	 

	 

16:10-	 福島健児（基礎生物学研究所）	 分子進化シミュレーションによる収斂遺

伝子検出法の性能テスト	 	 

	 

16:40-	 前田太郎（基礎生物学研究所）	 なぜ深度差アセンブルは共生菌ゲノム解

読に有効なのか？	 	 

	 

16:55-	 鎌田寛彬（東京大学）	 Genetic	 map	 について	 	 

	 

17:05-	 各班の解析状況について情報交換	 

	 

17:30-	 重信秀治（基礎生物学研究所）	 RNA-seq	 informatics	 updates	 	 
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第17回インフォマティクス情報交換会報告	 
	 

	 第17回インフォマティクス情報交換会は2014年10月28日に、愛知県岡崎市の基

礎生物学研究所１階会議室で１日をかけて開催した。会場の地の利を活かし、基

礎生物学研究所の情報管理解析室の内山郁夫さんに話を伺うとともに、サーバー

室を見学させていただいた。また、長谷部研究室で管理しているPacBio	 RSIIおよ

び分析室で管理しているIlluminaの各シーケンサーを見学した。	 

	 午後には川島武士さんより、「新学術領域	 『複合適応形質進化』なかりせば」

という演題で、当新学術領域が進化学においてどういう役割を果たしたのかを総

括するにあたって、『ダーウィンのジレンマを解く：新規性の進化発生理論』（マ

ーク・W・カーシュナー／ジョン・C・ゲルハルト著、滋賀陽子訳、みすず書房２

００８年）で提起されていた新規性獲得機構の論理に照らして整理してみようと

いう提案があった。	 

	 

プログラム	 	 

	 

9:30	 開始	 	 

	 

9:35-9:55	 重信秀治（基礎生物学研究所）	 RNA-seq	 informatics	 	 

	 

10:00-10:15	 前田太郎（基礎生物学研究所）	 ウミウシゲノムの進捗状況	 	 

	 

10:20-10:30	 福島健児（基礎生物学研究所）	 フクロユキノシタの遺伝子抑制スク

リーニングにおける表現型解釈の試行錯誤	 	 

	 

10:30-10:35	 吉田聡子（理化学研究所）	 コシオガマゲノム解析の進歩状況	 	 

	 

11:00	 情報管理解析室との情報交換	 

	 

11:30	 基礎生物学研究所見学	 (計算機,	 PacBio,	 Illumina他)	 	 

	 

13:00-13:30	 川島武士（沖縄科学技術大学院大学）	 新学術領域	 「複合適応形質

進化」なかりせば	 

	 

13:30-13:35	 山口勝司（基礎生物学研究所）	 イルミナ	 update	 	 

	 

13:35-13:55	 柴田朋子（基礎生物学研究所）	 PacBioを用いた真核生物ゲノムの解

読/試薬アップデート情報	 	 
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14:00-14:15	 半田佳宏（基礎生物学研究所）	 共生菌ゲノムを解読して、みえてき

たこと	 	 

	 

14:20-14:30	 鈴木彦有（東京工業大学）	 ヴィクトリア湖産シクリッド種間におけ

るトランスクリプトーム解析	 

	 

14:30-14:40	 赤間悟（東京工業大学）	 異質倍数体植物の発現解析に関する進捗報

告	 	 

	 

14:45-14:55	 後藤寛貴・新美輝幸（名古屋大学）	 カブトムシにおけるNGS解析の

進捗状況	 

	 

15:50-16:00	 川本宗孝（東京大学）	 カイコとその近縁種における寄主植物選択機

構の進化に関する解析の進捗状況	 

	 

16:05-16:15	 小沼順二（東邦大学）	 マイマイカブリゲノム解析の進歩状況	 

	 

16:20-16:30	 二河成男（放送大学）	 共生細菌による宿主昆虫の体色変化の進捗状

況	 

	 

16:35-16:45	 西山智明（金沢大学）	 PacBioデータからのオルガネラDNAのアセン

ブリ	 

	 

16:50-	 各班短い報告及び議論	 

	 

17:00	 終了	 

	 
基礎生物学研究所の計算機システムについて説明する内山郁夫さん	 
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（左）PacBio	 RSIIのシーケンシングに用いるSMRT	 Cell（右）PacBio	 RIIを見学する参加者	 

	 
（左）サーバールームで説明をしていただいた技術職員の三輪朋樹さん	 

（右）多数のHDDを搭載したサーバー	 
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第18回インフォマティクス情報交換会報告	 
	 

	 第18回インフォマティクス情報交換会は、若手ワークショップと遺伝子機能解

析技術ワークショップに合わせて2014年12月11日に東京大学柏キャンパス生命棟

地階会議室で開催した。活発な議論によって予定より遅れが生じ、古澤力さんの

講演は遺伝子機能解析技術ワークショップの講演後の午後２時から実施した。古

澤力さんは、前回の岡崎での川島武士さんの問題提起を受けて、DNAの塩基配列と

適応度から（発生）進化的「拘束」を捉える考えについて発表し、議論を深めた。	 

	 

プログラム	 

	 

10:00-10:10	 重信秀治	 （基礎生物学研究所）	 開会にあたって	 

	 

10:10-10:30	 福島健児（基礎生物学研究所）	 分子収斂検出法のまとめ	 

	 

10:30-10:45	 柴田朋子（基礎生物学研究所）	 PacBioアップデート情報/カブトム

シアノテーション	 

	 

10:50-11:00	 前田太郎	 （基礎生物学研究所）	 ウミウシゲノム進捗	 

	 

11:05-11:10	 宮澤清太（大阪大学）	 動物体表の「やわらか模様」の進化と分子機

構	 

	 

11:15-	 新田梢（東京大学）	 送粉適応した花形質の進化：夜咲きの遺伝子基盤と

進化過程の解明	 

	 

11:30-	 古澤力（理化学研究所）『ダーウィンのジレンマを解く』を踏まえた議論	 

	 

	 
古澤力さんによる講演	 
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第7回オープンセミナー報告	 
	 

	 新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」第7回オープンセミナーを

2014年12月11日の第18回インフォマティクス情報交換会の後に開催した。本セミ

ナーでは、昨今の次世代シーケンサーの発展とゲノムアセンブリー技術の向上、

および	 RNA-seqを用いたアノテーションの向上により、かなり多数の生物につい

てほぼ全遺伝子の配列が高精度に得られるようになったことをふまえ、ゲノム情

報を解析して進化的知見に結びつける系統解析についての議論を深めることを目

指した。	 

	 一人目の演者は水産総合研究センターの田辺晶史さんで、系統解析の意義から、

方法に渡り講演いただいた。マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）についても詳し

く説明された。さらに、計算機にとって扱いやすいアルゴリズムを生物学者が理

解していくことの重要性を語った。	 

	 田辺晶史さんが主に生物の種間の系統解析について講演したのに対して、二人

目の演者の理化学研究所の工樂樹洋さんは、それぞれの生物内にある多数の遺伝

子の系統解析の実践について語っていただいた。	 

	 総合討論では、今後の系統学での課題や、計算機科学と生物学の結びつきのあ

り方について議論した。	 

	 

開催日時：2014年12月11日	 15:00〜18:00	 

会場:東京大学柏キャンパス生命棟地階会議室	 

	 

プログラム	 

	 

15：00～15：05	 趣旨説明	 

	 

15:05	 〜	 16:05	 田辺晶史	 (水産総合研究センター・中央水産研究所)	 

ゲノム時代の分子系統学と計算機科学のあり方	 

	 

16:25	 〜	 17:25	 工樂樹洋	 (理化学研究所)	 

脊椎動物ファイローム～分子生物学の基本ツールとしての分子系統学へ～	 

	 

17:25	 〜	 17:55	 総合討論	 
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講演１	 ゲノム時代の分子系統学と計算機科学のあり方	 	 

演者	 田辺晶史	 (水産総合研究センター・中央水産研究所)	 	 

要旨	 かつてはモデル生物だけで行われていた表現型の原因遺伝子探索が、モデ

ル生物に近縁な生物にも拡大し、多種系に拡張されるようになるにつれて、その

ような	 研究における系統樹の重要性は飛躍的に上昇しつつある。また、全ゲノム

解読の難易度が下がるにつれて、ゲノムスケールデータを用いた系統樹推定が容

易に行	 われるようになってきた。しかし、系統樹の推定は多段階の統計的モデル

選択問題であり、非常に多くの注意を要することは今でもあまり変化していない。

それをベイズ推定法によって解決しようとする動きが、近年進みつつある。これ

は、多段階のモデル選択を1段階の同時推定化によって解決しようとするものであ

る。本講演では、計算機の特性に起因する、この研究の流れの約束された破綻に

ついて指摘し、現実的な路線を紹介する。さらに、時間が許せば、系統樹の信頼	 性

の指標となるブートストラップ値とその代替指標の関係、リシーケンスやRADシー

ケンスから得られるSNPデータによる系統樹推定における問題、演者のこれまでの

研究を例にした新しい方法の作り方について述べる。	 

	 

講演２	 脊椎動物ファイローム～分子生物学の基本ツールとしての分子系統学へ

～	 	 

演者	 工樂樹洋	 (理化学研究所)	 	 

要旨	 分子系統樹推定は、種間比較を必要とするすべての分子配列解析において

必須であるにも関わらず、その実践のための基本作法が十分普及しているとはい

えない	 ように思われる。本講演では、おもに脊椎動物の発生制御遺伝子に注目し

て、遺伝子ファミリーの分子系統から得られた知見を整理し、運用上の問題点を

議論す	 る。まず、遺伝子ファミリーに共通して現れるはずのゲノム重複に関して、

円口類のゲノム解析が明らかにした悩ましい問題を紹介する。さらに、個別の遺

伝子	 ファミリーの分子系統解析が明らかにした系統特異的な遺伝子レパートリ

の変更について触れる。表現型進化の引き金となった遺伝子を探る手順としてオ

ーソロ	 グの機能や発現制御を比較するいわば"Evo-Devo的"アプローチが常套手

段となっているが、遺伝子レパートリが頻繁に変化する中で、どうしたら確実	 に

オーソログ同定が行えるだろうか？シンテニー情報をどう扱うべきか、など様々

な話題を織り交ぜて議論する。	 
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田辺晶史さんによる講演	 

	 

	 
総合討論で工樂樹洋さんが質問に答える	 
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