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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」 

インフォマティクス方法開発班総集号 
	 

	 本新学術領域では、複合適応形質進化の遺伝子基盤を解明することをめざして

研究を行ってきた。我々が研究対象とする進化上重要な複合適応形質を持つ生物

の多くは非モデル生物であり、ゲノム情報がほとんど無かった。そこで本領域で

は方法開発班を設置し、ゲノム解読技術の開発および領域内外への情報提供と技

術普及に取り組んできた。領域発足直前にイルミナのペアードエンドとメイトペ

アの組合せによるパンダゲノムの解読結果が公表されたが、この方法に加えて

我々は、単独のリード長として数 kb の配列情報が得られる単一分子シーケンサー

PacBio	 RS を用いることで効率的かつ安価にゲノム解読が可能になると考えた。導

入当初は多くの問題があったが、方法開発班を中心とした技術改良により、領域

の研究に必要とされた全ての非モデル生物のゲノム解読に成功した。それらの成

果について、柴田朋子研究員に「PacBio シーケンス：成果と展望」としてまとめ

ていただいた。また、当領域において開発した技術を領域内外で広く利用可能に

するために、基礎生物学研究所の重信秀治班員らが中心となって講習会を企画し

たが、その運営について「基生研ゲノムインフォマティクス	 トレーニングコース

紹介」として重信秀治班員にまとめていただき、若手の後藤寛貴氏、若林智美氏

に参加報告記を執筆いただいた。さらに、門田幸二班員には、トランスクリプト

ーム解析のノウハウを詰め込んだ自著「トランスクリプトーム解析」を紹介して

いただいた。	 

	 ゲノム生物学は新技術開発が日進月歩の分野であり、本領域では定期的にイン

フォマティクスオープンセミナーやインフォマティクス情報交換会を開催してき

た。それらに加え、今号では、海外の学会における 新の技術動向を西山による

「Hi-C とアセンブリー	 (PAG	 XXIII 参加記)」、笠原雅弘班員による「学会参加記	 

AGBT2015」として紹介した。本号の編集に尽力いただいた重信班員に感謝する。	 

	 

新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

方法開発班代表	 西山智明	 
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PacBioシーケンス：成果と展望 
柴田朋子	 (基礎生物学研究所)	 

	 2012年2月に導入した1分子シークエンサー、PacBio	 RS（後にRSIIにアップデー

ト）は、この3年間ほぼフル稼働してきた。DNAの増幅を必要としない1分子シーク

エンシングにおいては、増幅バイアスがかからず難読領域がほとんどないこと、

可読配列長が数kbから数十kbと従来の次世代シークエンサーに比べ著しく長いこ

とから，新規ゲノム解析における有用性が期待されてきた。	 

	 当初、可読配列長は平均	 2	 kb程度であり、単独で新規ゲノムアセンブリを行う

のに十分なデータを得るにはコストがかかりすぎるため、Illuminaを併用する必

要があった。しかし、3年の間に機械本体や試薬類のアップデートが繰り返され、

可読配列長は当初の平均2	 kb程度から12	 kb程度へと飛躍的に伸びた。de	 novoア

センブリに必要なデータ量が少なくなって来たことに加え，塩基数あたりのコス

トも下がって来た。現在ではゲノムサイズが数Mb程度の細菌のみならず、1	 Gbを

超える真核生物ゲノムであっても、PacBioのみでシークエンスを行ってアセンブ

リを行うのが第一選択肢になった。本領域においてこれまでPacBioを用いてゲノ

ム解読を行った生物を次ページの表にまとめた。	 

	 新の試薬（P6-C4）とライブラリ調製プロトコルを用いてシークエンスを行っ

た場合、平均 大サブリード長は約12	 kbに達する。ひとつずつのリードが長くな

ることにより、アセンブリに必要なカバレッジも下がると考えられるため、ゲノ

ム解読のコストはますます下がっていくことが期待される。	 

	 現在の課題のひとつは、ヘテロジェネイティの高い二倍体ゲノムのアセンブリ

の向上である。現在、こうしたゲノムの解読においては、ヘテロな領域が独立に

アセンブルされ、ゲノムサイズ以上のアセンブル結果が得られることが多い。こ

の問題は、Pacific	 Bioscience社がリリースしたFALCONなど、二倍体に対応した

アセンブラの利用などにより解決できると考えている。	 

	 また、PacBioを用いた1分子シークエンシングはゲノム解読のほか、メチル化な

どの塩基修飾の解析やトランスクリプトーム解析にも用いられる。スループット

の増大により修飾解析はより効率的になり、可読配列長の伸長によりcDNAの全長

解読はより容易になるだろう。本領域では多数のゲノム解読を行うことができ、

PacBioの有用性を十分に生かすことができた。	 

	 

参考文献	 

柴田朋子・笠原雅弘・重信秀治・西山智明・長谷部光泰（2015）1分子シーケンサーを用いた非

モデル生物のde	 novoゲノム解読、	 林崎良英監修「次世代シーケンサーの活用術」化学同人	 pp.	 

115-128.	 
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表：本領域におけるPacBioシーケンシングの成果	 

生物	 
推定ゲノムサ

イズ	 

平均 大サブ

リード長	 

アセンブ

リ	 

フクロユキノシタ	 

（長谷部班）	 
陸上植物	 	 2	 Gb	 2.1	 kb	 

Illumina な

どと併用	 

ホソヘリカメムシ共生細菌	 

Burkholderia	 sp.	 （通常株）	 

2	 strains	 (深津班)	 

βプロテオバクテ

リア	 
7	 Mb	 2.4	 kb	 

ネムリユスリカ（黄川田班）	 節足動物	 96	 Mb	 2.0	 kb	 

マイマイカブリ（曽田班）	 軟体動物	 300	 Mb	 1.6	 kb	 

コシオガマ（吉田班）	 被子植物	 1.4	 Gb	 2.4	 kb	 

イチジクカサン（嶋田班）	 節足動物	 450	 Mb	 	 2.1	 kb	 

ホソヘリカメムシ共生細菌	 

Burkholderia	 sp.	 （農薬分解

株）6	 strains	 (深津班)	 

βプロテオバクテ

リア	 
7	 Mb	 3.1	 kb	 

ナミアゲハ（藤原班）	 節足動物	 250	 Mb	 6.1	 kb	 

PacBio のみ	 

コモウセンゴケ（長谷部班）	 被子植物	 340Mb	 6.4	 kb	 

チャバネアオカメムシ共生細

菌	 Pantoea	 spp.6 種（深津班）	 

γプロテオバクテ

リア	 
7Mb	 7.5	 kb	 

ホンシメジ（川口班）	 担子菌類	 60	 Mb	 7.9	 kb	 

Endogone	 sp.	 (川口班)	 ケカビ類	 72	 Mb	 6.6	 kb	 

Sphaerocreas	 sp.	 (川口班)	 ケカビ類	 64	 Mb	 7.4	 kb	 

クルミホソガ（長谷部班）	 節足動物	 330	 Mb	 6.9	 kb	 

シロオビアワフキ共生細菌	 

Sulcia	 mulleri,	 Zinderia	 

insecticola,	 Pectobacterium	 

sp.（深津班）	 

バクテロイディテ

ス、βプロテオバ

クテリア、γプロ

テオバクテリア	 

数	 Mb	 7.4	 kb	 

ショウジョウバエ共生細菌

Spiroplasma	 poulsonii	 

（深津班）	 

モリクテス	 2	 Mb	 8.0	 kb	 

	 

	 	 

	  



 4 

基生研ゲノムインフォマティクス トレーニングコース紹介 
 

ゲノムインフォマティクストレーニングコースとは	 

〜オーガナイザーの視点から〜	 

重信秀治（基礎生物学研究所）	 

	 基生研では年に 2 回、ゲノムインフォマティクストレーニングコースを開催し

ています。本コースは、実験生物学者を対象にしたバイオインフォマティクスの

実践的講習会です。次世代シーケンシング（NGS）の普及に伴い、 近はもっぱら

NGSデータ解析をとりあげており、2月には「RNA-seq入門	 -	 NGSの基礎からde	 novo

解析まで」と題したコースを開催しました。本新学術領域においても、複合適応

形質進化を解明する手段として多くの班が RNA-seq 技術を利用しています。私が

オーガナイザーとしてコースの企画を担当しましたが、本稿ではオーガナイザー

の視点からトレーニングコースの紹介をするとともに、本領域のメンバーの皆さ

んに役立ちそうな情報をピックアップして共有したいと思います。	 

	 

	 3 日間のトレーニングコースで以下の内容をカバーします。	 

• UNIX 入門	 

• NGS の基本（ファイルフォーマット、基本ツール）	 

• 統計学入門・R 入門	 

• RNA-seq 解析パイプライン	 

• 多変量解析	 

	 

	 コースを企画する際に工夫した点が 2 つあります。第一に、基礎力重視です。

この分野は次々に新しい手法やツールが登場します。従って特定のソフトウェア

の動かし方が分かる程度の小手先の技術は賞味期限が短くほとんど意味がないと

私は考えており、応用のきく基礎力を身に付けるべきというのが私のポリシーで

す。NGS 向けのソフトウェアのほとんどは UNIX のコマンドですので、UNIX の基礎

を学ぶところからコースははじまります。さらに、トランスクリプトームデータ

を定量的に解析するためには、統計学的な考え方、それに基づいた実験デザイン

法を身に付けることが必須です。しかし残念ながら、日本の高等教育では統計学

が充分に教育されていません。そこで、統計学入門のセッションを設けました。

そして、統計解析のツールとして、プログラミング言語「R」も学びます。NGS 向

けの統計解析パッケージも R で書かれることが多いため、R のスキルは NGS ユーザ

ーに必須でしょう。	 
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	 第二に、ソフトウェアやパイプラインの厳選です。RNA-seq 解析はそれぞれのス

テップに多種多様なツールが利用可能で、選択肢が多すぎて困る状況です。本コ

ースでは、ソフトウェア、パイプラインともに、厳選したごく少数のものだけを

紹介することにし、その選定の基準としては、 先端を追いかけるよりは、業界

で「王道」とされているものを選びました。RNA-seq の発現解析のパイプラインは

大きく 2 種類に分類できます。ひとつはゲノムの配列をリファレンスにする方法

で、TopHat/Cufflinks を連携させる方法を採用しました。もうひとつはトランス

クリプトームの配列をリファレンスにする方法で、Bowtie2/eXpress/edgeR	 のパ

イプラインを採用しました。これら以外のNGS解析汎用のツールとしては、SAM/BAM

ファイルを扱うためのsamtools	 とマッピング可視化ソフトウェアのIGVを紹介し

ました。	 

	 

	 コースのレクチャー中には、NGS データを扱う上でのちょっとした tips ネタも

随所盛り込みました。例えば、NGS データはどうしてもデータサイズが巨大になり

ひとつひとつの計算に時間がかかります。そこで、小容量のサブセットデータを

作って予備解析をするということを私は日ごろよくやります。また、実行するコ

マンドラインはシェルスクリプトとして保存して実行することもオススメします。

このスクリプトは後日似たような解析に使い回すためのテンプレートにもなりま

すし、いつどのようなパラメーターで実行したかを記録する「実験ノート」にも

なります。共同研究者とのやりとりも実行スクリプトを共有するとスムーズです。

また、プログラムやコマンドはたとえ意味がわからなくても、コピー＆ペースト

するよりは、ひとつずつタイピングすることを推奨しています。これを私は「熊

楠メソッド」と呼んでいます。かの知の巨人、南方熊楠は、驚異的な語学力と博

学的知識を「写本」によって身に付けたと言われていますが、われわれも同様の

方法で、新しい言語やスキルを習得できるのではないかと思うのです。	 

	 

	 今回、本領域からは、新美班の後藤さんと、瀬戸口班の若林さんがコースに参

加されました。おふたりには体験記を書いていただき、次ページ以降に掲載しま

し た 。 コ ー ス の テ キ ス ト は PDF で ダ ウ ン ロ ー ド 可 能 で す 。

(http://133.48.62.157/wiki5/doku.php?id=git2015wopen:index)	 。本領域には、

現在 RNA-seq 解析を実施中のメンバー、これから RNA-seq に取り組もうというメ

ンバーもいると思いますので、是非参考にして下さい。また、今後も基生研のト

レーニングコースは定期的に開催しますので、領域終了後も活用して下さい。	 
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体験談１：基生研トレーニングコース（2015春）参加報告 
後藤	 寛貴	 (名古屋大学	 新美研	 研究員)	 

	 2015年2月25～27日に基礎生物学研究所で開催された、ゲノムインフォマティク

ス・トレーニングコースに参加した。重信先生を始め基生研の生物機能情報分析

室が主催する本トレーニングコースは、ここ数年で急速に普及しつつある次世代

シークエンサー（NGS）関連技術について、NGSを用いた実験デザインやインフォ

マティクス手法についての、考え方や基礎に重点を置いた公開講座である。大き

な特色は「生物情報学を専門としない生命科学研究者を対象」と銘打たれている

点であり、NGS関連技術に興味と必要性は強く感じているものの、いざ自分でやる

となるとそのハードルの高さに二の足を踏んでいる僕のようなwet研究者には大

変ありがたい講座であった。定員（16名予定）に対し3～4倍の応募があったとの

ことで、本講座が国内の研究者にとってタイムリーなものであることが感じられ

た。受講者の年齢層・肩書も、学部4年生からシニアのPIまで幅広いものであった。	 

	 「GUI（graphical	 user	 interface；我々が普段使っているようなウィンドウを

開きアイコン・ボタンのクリックで操作するタイプのインターフェイス）のNGS解

析ソフトは現在ありませんし、今後も出ません」という「いつか簡単に操作でき

るソフトが出るんじゃないか」という僕の甘い期待を打ち砕く重信先生の言葉と

ともに始まった講座の内容は、NGS関連解析ソフトの操作に必須であるUNIXの基礎、

NGS関連ファイルフォーマットの概論、実験デザインにおける統計の基礎、Rの操

作基礎といったベースとなる事項から、実際のRNA-seqデータを用いた実践的演習

まで多岐にわたった。もっとも、多岐にわたっているといっても、いずれのパー

トも重要な事項であり、さらに基礎から応用に向かって進んでいく非常に体系だ

ったものであり、「食い散らかしている」といった印象は一切なく、本当に勉強

になった。特に、重点が置かれたRNA-seq	 解析の概論においては、各ステップご

とに用いるソフトとそのソフトに対応したファイルフォーマットが概説され、

「RNA-seq解析」とひとくくりになっているものが、一連のステップの積み重ねで

あることを改めて認識できたことは、僕にとって非常にためになったし、また励

みにもなった。	 

	 本新学術領域において、僕の所属する新美班では「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」という課題で研究を進めている。角の

発生メカニズムの解明に重点を置く本課題では、NGSを用いたゲノム解読や各種

RNA-seqを既に行っている。現在は、メイン材料であるカブトムシにおいてのみ進

められているNGS解析だが、今後は角形成メカニズムの種間比較を通してその多様

化機構に迫るべく、各種甲虫において同様の解析を行う必要性が生じると予想さ

れる。その際には、本トレーニングコースで勉強したことをベースに自分自身で

勉強を続け、解析に取り組んでいきたいと考えている。	 
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体験談２：RNA-seq 入門に参加して～体験記と今後への活用～	 

若林	 智美	 (京都大学	 瀬戸口研	 修士 2年)	 

植物にとって開花のタイミングは、次代の子孫の質や量を決める重要な要因の

一つです。多くの種において、生育地の環境が違えば開花の適切な時期が異なる

ため、野生個体では開花時期が異なることがよく知られています。そのうちの一

つに日本に広く分布するマメ科のミヤコグサがあります。日本各地に由来するミ

ヤコグサの野生系統では、同一条件での栽培で開花時期が大きく異なるという現

象が見られ、開花時期の違いは遺伝的背景の違いに起因すると考えられます。私

は、その遺伝的背景を探ることで、複合適応形質である開花時期の、種内分化機

構の一端を明らかにすることを目指しています。	 

私がこの研究に携わり始めたときに

はすでに研究は進行中で、途中からの参

加となったこともあり、解析を進めるう

ちにNGSデータを扱うのに必要な基礎知

識の不足を感じていました。そのような

状況で、今年の2月に基生研で行われた

RNA-seq入門の講習会は、解析の復習と、

抜けている知識の補填を行うことができ、

私にとって大変有意義でした。この講習

会では、扱うデータファイルの内容や

UNIXコマンドやRの使用法などの基本的な

ところから、解析に使用するツールについてなど、実際のRNA-seqデータを使用し

ながら、具体的な解析の流れに沿って非常にわかりやすく講義をしていただきま

した。質問もしやすく、わからないことがあればすぐにサポートしていただける

環境で、以前よりもずっとNGSデータの解析について理解を深めることができまし

た。またNGSデータの扱い方だけでなく、統計の考え方や、RNA-seqを含めた様々

な実験をするうえで考慮すべき条件設定などの研究の根幹に関わるお話を、研究

初心者である“今”聞くことができたのは、私にとって意義あることであったと

強く感じています。	 

現在私が進めている解析では、極端な開花時期を示す野生系統のゲノム比較に

より、これら開花時期の違いをもたらす可能性のある候補遺伝子を得るまでに至

っています。さらにその先の展望としては、遺伝子発現の様相の違いを系統間で

比較することの必要性も感じています。現在のSNPデータにRNA-seqのデータも追

加することで、開花時期の違いを生み出す進化プロセスをより深く理解したいと

考えています。	 

	 

 
熱心に講義を受ける後藤寛貴さん（左端）

と若林智美さん（右奥） 
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著者自身による書籍紹介：「トランスクリプトーム解析」 
 

ISBN 978-4-320-12370-0 
共立出版 

発行年月：2014年04月 
本体価格:3,600円 

 
 
 
 

門田幸二	 (東京大学)	 

	 

	 本書は、フリーソフトウェア R	 (http://www.r-project.org/)を用いて、トラン

スクリプトーム解析のための 2 大技術であるマイクロアレイと RNA-seq から得ら

れるデータを解析するための基本的な考え方や注意点を体系的にまとめたもので

ある。本書に掲載されている R コードは、下記の 2 つのウェブページで提供して

いる。	 

	 

・	 (R で)マイクロアレイデータ解析：

http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/r.html	 

	 

・	 (R で)塩基配列解析：	 

http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/r_seq.html	 

	 

	 上記ウェブページは、データ解析のための 新プログラム（R パッケージ）やそ

の原著論文へのリンク集、およびそれらを用いてコピペで効率的に解析を行うた

めのスクリプト集という位置づけでもある。そのため、個別の解析を短期間で達

成するという目的であれば、ウェブページのみの利用で充分であろう。著者の性

格上、知っている情報はなるべく詳細かつ丁寧にまとめて講義や講習会スライド

で公開している。それゆえ、比較的 近の必要 低限の情報については、ウェブ

ページとスライド資料の利用で事足りる。	 

	 

本書の主な存在意義は、講義や講習会の枠組みでは伝授が難しい数式の意味や

アルゴリズム（問題解決のためのやり方や工夫）をじっくり学べる点であろう。

なぜ二乗を含む数式にはないが三乗を含む数式には絶対値があるのか？なぜ数式

の分母に非常に小さい数値が足されているのか？なぜ 大値で割るのか？なぜ

log をとるのか？探索範囲を限定するとどういう結果になりうるのか？などバイ
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オインフォマティクス的なものの考え方や注意点を述べている箇所の理解がオス

スメポイントである。具体的には、2.2.3	 (p45-62)や 4.2.3	 (p182-188)である。

2.2.4	 (p62-70)や 3.2.2	 (p107-111)で述べている内容も、中長期的には役立つ考

え方であろう。全てが「RNA-seq」ではなく「マイクロアレイ」の項目であるが、

RNA-seq 部分のみ読むつもりであれば考えを改めるか購入しなくてもよいだろう。	 

	 

本書執筆には、約半年を要した（もちろん研究は完全にストップ）。非常に進

展の早い分野であるため、すぐに陳腐化するとはいえ、できるかぎり 新情報を

記述しておく必要性はもちろん感じていた。その一方で、長期間手元に置いてお

く価値のある本の内容とは何か？についても、幾度となく自問自答した。もちろ

ん PDF 化可能な文字情報であるため、書籍化することなく全て上記ウェブページ

上で無料公開すればよかったのではないか？という突っ込みもあろう。しかし、

本書のまえがきにもあるように、断片的な情報取得はググればよい。上記ウェブ

ページは、無料で取得できる断片情報の宝庫である。大学の講義や本の存在意義

はおそらく体系的に学べるところにあり、書籍化は物事の体系化の上で成り立つ

（たぶん）。この労力は、断片情報を気楽にウェブ上にアップすることの比では

ない。今の時代に本を購入するということは、体系的にまとめられた情報に対す

る対価なのかもしれない。もちろんウェブページ中の項目も書籍化時に大幅に体

系化したが…その労力も含めてということで“隅々まで”ご覧いただければ幸い

である。書籍中で推奨とした R の全パッケージのインストールが容量的（約 20GB）

にほぼ破綻していることが目下の悩みである（爆）。	 
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Hi-Cとアセンブリー (PAG XXIII参加記) 
西山智明（金沢大学・学際科学実験センター）	 

	 

	 １月にサンディエゴで開催された Plant	 &	 Animal	 Genome	 XXIII	 Conference(PAG	 

XXIII)に参加した。この学会の名前の XXIII はローマ数字であって２３回目であ

ることを表す。2 月にフロリダで開催される AGBT が技術よりであるのに対し、こ

の学会はより多くの生物種を対象にする会である。	 

	 植物も動物も農林業の対象になる生物は、多大な資金、労力をかけての解析が

進んでいる。20	 Gb を越える針葉樹類のゲノム解読にはまさに林業のために林学界

をあげて取り組んでおり、2013 年にドイツトウヒ(Picea	 abies),	 2014 年にテー

ダマツ(Pinus	 taeda)のゲノム解読結果が論文発表に到達したのは記憶に新しいと

ころである。今年の発表では約 10 倍体で染色体が 120 本もあり、染色体によって

は同祖染色体の本数も異なるというサトウキビのような、栽培種の複雑なゲノム

解読に対する取り組みも相当の力を入れて進められていることがわかった。	 

	 今年の技術的な発表で目を引いたのは Hi-C	 sequencing の応用である。Hi-C	 と

いうのは、クロマチン免疫沈降(ChIP)の様にホルムアルデヒドなどでクロスリン

クしたクロマチンから DNA ライブラリーを作る方法である。核内で近くにあった

クロマチンは、核内 DNA を制限酵素消化あるいは超音波で剪断してもクロスリン

クによって離れず、DNA 末端が近くにある状態が維持される。ここで、ビオチン標

識を入れながら異なった切断点に由来するが物理的に近い位置にあった DNA 末端

をライゲーションする。その後そのライゲーション点を挟む断片を選択的にシー

ケンシングすることで配列としてどことどこが空間的に近かったかを調べるとい

う方法である。これを応用すれば、scaffolding 用の情報として利用できる。長距

離のメイトペアライブラリーはそもそも長鎖の DNA をそのまま抽出すること、長

鎖の DNA を環状化することの 2 点に困難があり、20	 kb を越える接続情報を得るの

はなかなか難しいが、Hi-C	 sequencing	 では 50	 kb,	 100	 kb を越える接続情報が

得られるというのが第一の利点である。Mb 単位の傷のない DNA が抽出できるなら

BioNano のような技術によっても長距離の接続情報を得ることができるが、そのよ

うな良質の DNA を抽出する方法は生物ごとに異なっており、個別の開発はかなり

困難である。また、多種の生物が混ざっているメタゲノムの系でも、核内の局所

性から同じ生物の配列を特異的に繋ぐことができるという利点が紹介された。	 

	 欠点は、核内構造によって線状の DNA 配列としては遠くにあるのに物理的に近

いことによる影響が混じるのをうまく排除できているかなど、結果の明瞭性や信

頼性に不安がありそうなことである。	 
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	 高純度長鎖ゲノム DNA を精製後にヒストンを in	 vitro で取り込ませて人工クロ

マチンを作った上で Hi-C	 seq を行えば核内構造の影響を排除して scaffolding 用

の接続情報が得られるということである	 (http://arxiv.org/abs/1502.05331)。

なおこの技術は DNA からライブラリー調製を行うサービスとして提供されるそう

である（http://www.dovetailgenomics.com/）。	 

	 情報解析上は、従来のメイトペアライブラリーのようにペアデータ単独で接続

情報とするのではなく、ある程度の長さを持っている Contigs をもとに、繋ぐ頻

度がどのくらいというレベルの情報にしたうえで、順序を推定していく必要があ

ろう。	 

	 

Nystedt, B., Street, N.R., Wetterbom, A., Zuccolo, A., Lin, Y.C., Scofield, D.G., Vezzi, F., 
Delhomme, N., Giacomello, S., Alexeyenko, A., et al. (2013). The Norway spruce genome 
sequence and conifer genome evolution. Nature 497, 579-584. 
 
Zimin, A., Stevens, K.A., Crepeau, M.W., Holtz-Morris, A., Koriabine, M., Marcais, G., Puiu, D., 
Roberts, M., Wegrzyn, J.L., de Jong, P.J., et al. (2014). Sequencing and assembly of the 22-gb 
loblolly pine genome. Genetics 196, 875-890. 
 
Burton, J.N., Adey, A., Patwardhan, R.P., Qiu, R., Kitzman, J.O., and Shendure, J. (2013). 
Chromosome-scale scaffolding of de novo genome assemblies based on chromatin interactions. 
Nature Biotechnology 31, 1119-1125. 
 
Burton, J.N., Liachko, I., Dunham, M.J., and Shendure, J. (2014). Species-level deconvolution of 
metagenome assemblies with Hi-C-based contact probability maps. G3 (Bethesda) 4, 
1339-1346. 
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学会参加記 AGBT2015 
笠原雅弘（東京大学・新領域創成科学研究科）	 

	 

はじめに	 

	 今年２月の下旬にアメリカ合衆国のフロリダ州マルコアイランドで開催された

AGBT2015 に参加してきましたので、参加の感想を書きたいと思います。この会議

は名前の通り、ゲノムやバイオテクノロジーに関する技術の進展やその応用例に

ついて報告するのがメインの会議です。私は比較的 近になってから参加しはじ

めたので知りませんが、古くはサンガーシークエンサーの進展が発表されていた

ころからずっと同じ場所で開催している会議だそうです。454	 に始まり	 Illumina	 

(当時は	 Solexa)	 や	 SOLiD	 やら	 PacBio	 に	 ION	 torrent,	 Oxford	 Nanopore	 と、

様々な新しい DNA シークエンサーや試薬のアップデート、ライブラリ調製やらそ

れらのアプリケーションや、光学マッピングを用いた	 DNA	 のマッピングやマイク

ロ流体技術を用いた１細胞シークエンシングなど、ゲノムやバイオテクノロジー

に関連する実に様々な発表はこの会議でなされてきました。そういった意味で、

今後のゲノミクスやその周辺の動向を考えるうえでこの会議での情報収集は欠か

せないものになってきています。	 

	 

昔からの参加者曰く、AGBT	 はおよそ 200 人程度の規模で運営していたようです

が、「次世代シークエンサー」が騒がれ始めた頃からこの会議の参加希望者数は

うなぎのぼりで会場のキャパシティーを遙かに超えてしまい、ある年にはとうと

う参加希望者を募集してから数時間で席が全て埋まってしまいました。今では全

体で千数百人の巨大なキャパシティーがあるにもかかわらず、口頭発表あるいは

ポスター発表に採択されるか、抽選をくぐり抜けないと参加できない人気会議と

なってしまいました。そのため私も 近は偶にしか参加できていない状況です。

今後の分子生物学を牽引する技術の動向を考えるうえでこれほど大事な会議に日

本人がほとんど来ていないのは憂慮すべき状況だなぁ、と昔から思っていたので

すが、そういった意味では参加出来た人はなるべく情報を日本語コミュニティに

も流した方が良いのだろうな、と思いこの記事を書いています。今年は運が良く、

はじめて抽選に一発当選したので無事に参加することができたのでした。	 

	 

AGBT2015	 のまとめは英語圏ではすでに多くの	 blog	 でまとめられた記事があ

り、英語でゆっくり読める人にはそちらを直接読んでもらうほうが知識が深まる

と思いますので、いくつかまとめ記事を挙げておきます。	 
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OMICS!	 OMICS!	 :10X	 Reveals	 Its	 Facets	 

CoreGenomics:	 10X	 Genomics:	 what’s	 the	 fuss	 over	 phasing	 

GenoHub	 High	 Throughput	 Sequencing	 Blog:	 AGBT	 2015	 Summary	 of	 Day	 1	 

GenoHub	 High	 Throughput	 Sequencing	 Blog:	 AGBT	 2015	 Summary	 of	 Day	 2	 

GenoHub	 High	 Throughput	 Sequencing	 Blog:	 AGBT	 2015	 Summary	 of	 Day	 3	 

AGBT	 2015:	 PacBio	 Workshop	 Review	 &	 Recording	 

	 

10X	 Genomics	 の新製品	 GemCode	 

さて、肝心の発表内容に触れたいと思いますが、今年はここ数年の中で もビ

ッグニュースの少ない年でした。これは、Illumina	 が新製品の発表を	 AGBT	 では

なく、１月の	 JP	 モルガンヘルスケアカンファレンスに持ってくるようになった

ことや、Oxford	 Nanopore	 がデータの発表をユーザーに完全に任せて	 AGBT	 には

社員を発表させに来なくなった、という２つのことが大きく関係しているかもし

れません。また、ソーシャルメディアが発達し、国際会議のタイミングを見計ら

わずともニュースを効率的に研究者コミュニティに行き渡らせることができるよ

うになったことも大きいでしょう。何れにせよ今年の 大の目玉は	 10X	 Genomics	 

社の技術であるのは間違いなく、10X	 Genomics	 の話を軸に今年の進展をまとめた

いと思います。内容には正確を期しているつもりですが誤りなどがあればご指摘

ください。	 
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	 10X	 Genomics	 社は	 AGBT2015	 がお披露目となったスタートアップで、私も含め

てほとんどの人は初めて名前を知ったのではないかと思います。10X	 Genomics	 社

の商品は	 GemCode	 Platform	 という名前の機械で、GemCode	 Platform	 でライブラ

リーを作り、Illumina	 HiSeq	 等で読むことでロングリード的なものを実現します。

ロングリードといえば	 Illumina	 に買収された	 Moleculo	 という技術がありまし

たが、コンセプトとしてはかなり類似していると言ってよいでしょう。Moleculo	 

には実用上の様々な問題があり、思ったほど流行りませんでしたが、その点	 

GemCode	 Platform	 は後発なだけあって	 Moleculo	 の持つ内在的な欠点をかなり克

服しており、これから流行していく可能性は十分にあるように思いました。	 

	 

図１に	 GemCode	 のワークフロー概要を示します。GemCode	 の入力は断片化され

たゲノム DNA で、 低	 1	 ng	 からの入力を受け付けます。DNA	 分子量は大きい方

が良いのですが、高分子の	 DNA	 を綺麗に取ってくることは難しいのでとりあえず	 

50	 kb	 程度の	 DNA	 分子を想像してください。この	 DNA	 をピコリットルスケール

の液滴にしてマイクロ流路に流します。このとき、その後の反応で用いる酵素や

その基質もマイクロ流路中で混ぜます。また、14	 bp	 （75 万種類）のバーコード

配列を含むハイドロゲルビーズを１つ液滴に混ぜます。このような液滴を油層中

で大量に作りチューブに溜めます。その後、Nextera	 のタグメンテーションの要

領でバーコードを導入しつつ、液的中の	 DNA	 を断片化します。バーコードが十分

に導入されたら液滴を溶かして全部混ぜ、Illumina	 の通常のシークエンシングプ

ロトコルに載せて配列を読みます。Moleculo	 とは異なり、Long	 PCR	 でゲノム断

片	 DNA	 を増やしたりしないのが大きな特長です。液滴中で増幅を行わないのでバ

ーコードが付いた	 DNA	 断片の配列には「重なり」が無く、液滴の中にある配列だ

けを読めたとしてもアセンブルを行うことはできません。	 
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Illumina	 HiSeq	 などで作成したライブラリを読んだあとは、バーコードを外し

たリードを参照ゲノムにアラインメントするなり	 de	 novo	 アセンブリするなりし

て、Illumina	 用の通常のライブラリを作った場合と同じように解析パイプライン

を通します。参照ゲノムへのアラインメントや	 de	 novo	 アセンブリが終わったあ

とで各リードのバーコードを見ることで、リード間の関係を解析します。同じバ

ーコードを持つリード群は基本的に１つの液滴に由来するので、ゲノム全体のほ

んの一部の領域に由来するリードであるはずです。話を簡単にするために、ある

液滴に	 50	 kb	 のゲノム	 DNA	 断片が１つだけ入った場合を考えましょう。このと

き、参照ゲノムにリードをアラインメントした場合には、同じバーコードのリー

ドはゲノム上で	 50kb	 以内の距離にあり、同一のハプロタイプに由来すると考え

られるでしょう。また、de	 novo	 アセンブリの場合には、異なる２つのコンティ

グ上に同じバーコードを持つリードがたくさんアラインメントできた場合には、

その２つのコンティグがゲノム上で	 50	 kb	 以内の距離であることを示しており、

隣り合っている可能性が非常に高いでしょう。つまり、10X	 Genomics	 の機械を用

いると、50	 kb	 ぐらいまでのロングレンジのリンク情報を持った「すごいメイト

ペア」のようなもの（PacBio	 の初期の頃をご存じなら、ストロボリードの順番が

不定になったヤツと言えば良いだろうか。）が情報として取れるわけである。も

ちろん、１つの液滴に丁度１つだけ	 DNA	 断片が入るとは限らないし、少数ながら

同一のバーコードを持った複数の液滴が存在してしまう可能性もあるので実際に

はこれよりずっと話は複雑になるのだが、ゲノムを十分多くの細かな領域に分割

して十分多くの種類のバーコードを用いている分には基本的に問題無く長距離リ

ンク情報が活用できることに変わりがないことは分かると思います。	 

	 

彼らは	 Loupe	 というソフトウェアを開発し、ヒトゲノム（NA12878）で構造多

型を発見したり	 SNP	 のフェージングを実際に行ってみたそうですが、疾患関連遺

伝子の探索などで非常に効果を発揮しそうでした。他の発表では	 Stanford	 大学

のチームからガンゲノムの解析に応用した例などが発表されていて、実際に解析

に使えることは間違いないといって良いでしょう。ここまで話を聞いたところで、

講演の途中で紹介された宣伝動画を見ると理解が進むと思いますので視聴をお勧

めしたいと思います。	 

	 

Moleculo	 はイマイチだと思っていた私でも	 GemCode	 は素晴らしいと今回思え

たのですが、その理由を三つ説明します。第一に、PCR 増幅を行わないでバーコー

ドを付ける点です。Moleculo	 の場合には	 Long	 PCR	 を用いて	 10	 kb	 までのゲノ

ム断片を増幅していました。この増幅には大きな問題が２つあります。Long	 PCR	 は	 

10	 kb	 程度までのゲノム断片でないと増幅できず、50	 kb	 や	 100	 kb	 のレンジに
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なるとお手上げです。つぎに、PCR	 の掛かりやすさで大きなバイアスが掛かり、

ゲノム全体を均一に読むことができないという問題です。de	 novo	 アセンブリに

しても	 SNP	 のフェージングにしても、これら２つはかなり大きな問題で、

Moleculo	 のようなロングリードを用いて疾患関連遺伝子探索をするのは非実用

的でした。増幅をしないでバーコードを付加する	 GemCode	 であれば	 100	 kb	 でも	 

200	 kb	 でも好きな長さのゲノム断片を用いることができます。彼ら曰く、原理上

はゲノム断片の長さに制限はない、少なくともそのような制限は見つかっていな

い、とのことで、長い	 DNA	 を上手く用意することができれば事実上長さは無限と

考えて良さそうです。第二に、シークエンシングに必要なトータル塩基数が増え

ないことです。Moleculo	 の場合には同一断片に由来するショートリードをアセン

ブルして、アセンブル後のコンティグを仮想的なロングリードとして出力する仕

様だったために各断片毎に	 30x	 などといったカバー率が必要でした。Moleculo	 

のロングリードでゲノムを	 30x	 だけ読もうとすれば	 30	 ×	 30	 ＝	 900x	 が必要

になる計算です。しかし、GemCode	 では、元々の解析がゲノムの	 30x	 で動くもの

であればトータル	 30x	 を良いわけで、ロスがあまりありません。このため、コス

ト面で遙かに優れています。第三に、エクソームのようなキャプチャ手法と互換

性があることです。バーコードを付加したあとに普通にキャプチャをすればエク

ソームシークエンシングでフェージングできます。もうコンパウンドヘテロも怖

くありません。	 

	 

コストの話をする場合には本体と試薬の価格を抜きにしては語れないと思いま

すが、GemCode	 は１台７万５千ドル、試薬代は１ランで 500 ドル程度とのことで、

ヒト疾患研究に用いるのであればかなり安い部類でしょう。ラン時間も８サンプ

ル（１チップ）で５分とのことで、シークエンシング本体の時間を考えるとほと

んどゼロと言って良い時間です。現在はアーリーアクセスのみで、第２四半期に

出荷を開始するようです。例によって日本に入ってくるのがいつなのかは分かり

ません。	 

	 

ロングリード時代の到来	 

	 AGBT2015	 は	 PacBio	 がゴールドスポンサーでした。それは	 PacBio	 にとって今

が経営的に勝負時であり、かつ、PacBio	 の有用性が大きく高まったタイミングで

もあるからです。Oxford	 Nanopore	 のようなその他の１分子ロングリードシーク

エンサー、BioNano	 Iris	 や	 10X	 Genomics,	 Dovetail	 Genomics	 などのロングレ

ンジリンク情報を提供する観測機器など、直接・間接的に	 PacBio	 社のライバル

となる会社はたくさんありますが、P6-C4	 試薬を発売した	 PacBio	 社は今のとこ

ろ頭１つか２つぐらい抜きん出ているのは間違いありません。	 
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	 2014 年末に	 PacBio	 社が発表した	 P6-C4	 試薬は、その前の	 P5-C3	 試薬と比べ

てリード長が大きく伸びています。AGBT2015	 では	 PacBio	 P6-C4	 試薬を用いたゲ

ノム	 de	 novo	 解読の発表が相次ぎ、N50	 コンティグ長は	 1	 Mbp	 を超えていて当

たり前、ヒトゲノム（胞状奇胎を読んでいるのでハプロイド）のアセンブリで	 N50	 

コンティグ長が	 10	 Mbp	 を超えても会場からそれほど大きな驚きの声は上がりま

せんでした。反復配列が少ないゲノム配列はもう「１コンティグ＝１染色体」で

当たり前の時代となりました。ヒトのセントロメアのようなひどい反復配列で	 

PacBio	 によるアセンブルだけでは繋がらない領域も、BioNano	 Iris	 システムを

用いて繋がったり、アセンブルの誤りを訂正したとの報告が	 GRC	 のグループから

ありました。PacBio	 リードのみのヒトゲノムアセンブルも	 DNANexus	 社が並列計

算を用いて１日で終えたとの発表をしており、２～３年後には	 PacBio	 のみによ

る全ヒトゲノムアセンブルを遺伝疾患のケース・コントロール研究で普通に用い

るのだろうな、という予感がしました。いずれにせよ、アーリーアダプターの研

究者コミュニティでは「ロングリードは使って当たり前」の時代が到来したので

す。本来ならば	 BioNano	 Iris	 などのシステムについてもここで解説できると良

いのですが、システムの仕組み自体は何年も前から公開されているのでここでは

割愛します。	 

	 

あとがき	 

	 他のこまごまとしたトピックとしては、私が生クレイグ＝ベンターをはじめて

見た話、リニアな参照ゲノムでは限界があるのでグラフ型参照ゲノムを解析でき

るツールとエコシステムを作ろうという	 GRC	 などのグループからの提案、米国の	 

Precision	 Medicine	 の宣伝、がんゲノムから分かったがんゲノム進化モデルの複

雑さ、など、他の会議でも良く見るタイプの発表が今年は多かったと思います。	 

	 

AGBT は新しいテクノロジーの発表の場として、技術の進化が続く限りゲノム屋

はみんな追いかけていかなくてはならない会議の１つになりました。来年はホテ

ルの老朽化に伴う立て替えの影響で２月１０日よりフロリダ州オーランドのＪＷ

マリオットホテルで開催されます。みなさんも是非参加してみてはいかがでしょ

うか。抽選を避けるために採択してもらえそうな良い発表も忘れずに！	 
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