
2. 研究開発の成果

本研究課題は、研究代表者がこれまでに開発してきた微生物ゲノム比較システムMBGDを基盤として

おり、その改良・発展を行いつつ、全体的には新規なシステムRECOGとして開発した。ただし、データ

ベース部分はMBGDと共有しており、MBGDはRECOGの標準データベースという位置づけにある。こ

れらを含め、開発したシステムの全体像を図1に示す。

2.1 オーソログクラスタリングプログラムDomClustの開発と改良

従来の大規模比較解析においては、「双方向ベストヒット」という簡便法がオーソログ同定の方法とし

て広く用いられてきたが、正確性に問題があるためにそれを補う様々な工夫が必要であり、特に著名な

COGデータベースでは、作成の際に手作業による修正を要するために長らく更新が滞っていた。一方、

本来の定義に従えばオーソログは系統樹にもとづいて定義されるべきだが、計算量的に大規模解析に向

かないという問題があった。我々は、この問題に対する解決策として、階層的クラスタリングに基づくオ

ーソログ分類プログラムDomClustを開発した[1]。これは、上記 2つのアプローチの中庸をいくような手法

で、かつ遺伝子分類を行う際に面倒な点の一つであるドメイン融合にも対応しており、大規模なオーソ

ログ解析を行う実用的な手法となっている。COGデータベースを基準としてこのアルゴリズムの評価を行

い、双方向ベストヒットをクラスタリングする既存の方法（COGで用いられている triangular clusteringや

OrthoMCLで用いられているTribeMCLなど）と比較してDomClustの優位性を示した。

次に、このアルゴリズムを近縁ゲノム比較と遠縁ゲノム比較を統合した解析に用いるため、内群・外群

を指定してオーソログ解析を行えるように改変した。この手続きでは、階層的クラスタリング結果を遺伝

子系統と見なすことによって、内群と外群間の系統関係の整合性をチェックする。これにより一般にオー

ソログ判定の精度を上げることが可能になるが、遺伝子系統樹が不正確な場合や水平移動が存在する場

合は却って精度を下げることもあるため、整合性チェックに例外を許す処理も加えた。いずれにしても、

この手法では外群系統に対して一般に内群には複数のオーソログ系統が存在し、結果として得られるオー

ソロググループは入れ子型となる。これによって、内群系統に特異的な遺伝子重複の存在を確認できる。
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1. はじめに

主要なゲノムプロジェクトの終了後も、ゲノム解読は多様な生物種へと拡大を続けている。プロジェク

トの目的は様々であるが、興味のある生物種を中心とした近縁種の解読と、より幅広い系統をカバーす

る解読とが並行して進められており、いずれも比較解析が重要な役割を担うようになっている。ただし、

これまでのこうしたプロジェクトにおいては、基本的には対象とする生物の理解が目標であり、比較対象

もそれほど多くはなかった。しかしながら、蓄積しつつあるゲノムデータを最大限活用するには、各デー

タを体系づけて横断的な解析を行う必要があり、それによってより普遍的な視点からゲノムの機能や進化

を理解する可能性が開けてくる。本研究は、こうした見地から大規模な比較ゲノム解析を展開するため

のワークベンチの開発を目指した。ただし、近年近縁ゲノムの情報が多数蓄積し、それらの比較が重要

になっていることを考慮して、単にゲノム横断的な比較を行うだけでなく、近縁種の比較に焦点をあてた

解析にも力を入れることとした。その際、従来は近縁種比較と遠縁種比較では問題となる点やアプロー

チが大きく異なることから別々に扱われることが多かったが、本研究では興味のある生物を内群、その他

を外群として扱うことにより、これらを統合的に扱うことを目指した。

ゲノム横断的な解析を進めるためには、ゲノム間で網羅的なオーソログの対応をつける必要がある。

我々は、大規模な比較解析によく用いられてきた双方向ベストヒット法の問題点を改善したオーソログ対

応付けの方法を開発し、この技術の改良と活用を本研究開発の中心に据えた。特に近縁種と遠縁種の比

較を組み合わせることを念頭に置いて、種間の系統関係の情報をオーソログ分類プロセスに部分的に取り

込む手法の組み込みを行った。一方、オーソログ分類結果を活用した近縁ゲノム比較手法として、遺伝

子の並び順（シンテニー）の保存性に基づいたゲノムコア構造の抽出という課題にも取り組んだ。また、オ

ーソログ分類結果から大規模な系統パターン解析機能の実装とその活用方法についても検討した。その上

で、これらの解析機能を取り込んだ包括的な比較ゲノム解析機能を備えたワークベンチを開発した。
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最長パスをとるという基本方針で作成した。ただし計算効率を上げるため、グラフの向き付け、ループ除

去を行って有向非巡回グラフとした上で、ダイナミックプログラミング法を適用することとし、その重み

付け等にも工夫を加えた。

一方、こうして抽出されたコア構造を評価するため、バチルス科、腸内細菌科のゲノムデータに適用し

て、抽出されたコア構造について様々な観点から特徴付けを行った。その結果、枯草菌では約 3分の1、

大腸菌では約半数の遺伝子がコア遺伝子であったが、いずれも必須遺伝子の90％以上を含んでおり、グ

ループを特徴づける重要な遺伝子の大半を含んでいると考えられた。また、コドン3番目のGC含量や系

統樹解析から、コア遺伝子は非コア遺伝子と比べて固有の組成を持つ遺伝子を多く含み、系統樹の均一

性も高いことが示され、これらが主に垂直的に伝搬してきたという仮説が裏付けられた。

2.5 比較ゲノムワークベンチRECOG の開発

以上のような成果に基づき、比較ゲノムワークベンチRECOGを開発した（図2）。RECOGは、①生物

種セットを選択し、②サーバ上でオーソログ・クラスタリングを実行して、③結果をテーブル形式で取得

して、④これを基に「系統

パターン解析」、「ゲノムマ

ップ比較」、「個々のオーソ

ロググループ間の系統解

析」などの比較解析を行う、

といった流れで解析を行

う。基本的に、MBGDの

持っている比較ゲノムに関

する機能の多くはRECOG

でも実装されており、

RECOGはMBGDのスー

パーセットという位置づけ

になっている。

生物種の選択の際は、

興味のある生物種を中心と

した近縁種を内群、その他

を外群として設定すること

ができ、その場合は内群が

単系統を作るという条件付

きでオーソロググループが

作成され、結果は入れ子型

のテーブルとして表示され

る。作成されたオーソログ

テーブルは、中央の系統パ

ターン／オーソログテーブ

ルビューアによって表示さ

れ、系統パターンの全体像
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2.2 微生物ゲノムデータベースMBGDの拡張

MBGDは、本課題においてRECOGシステムの母体としてその高度化を目指したシステムだが、データ

ベース部分は共有しているためにRECOGの標準的なデータベースという位置づけにあり、またWeb上で

手軽に利用できるシステムとして独自の価値も持っている（図1）。そこで、本研究開発の一環として

MBGDの改良も行った。

インターフェイス上の改良としては、MBGD上に利用者の持つ独自のゲノムを追加できるMyMBGD

機能を実装した[2]。これにより、すでに公開済みのゲノムデータに非公開のデータを合わせたゲノムセッ

トを対象として、網羅的なオーソログ解析に基づく比較ゲノム解析が行えるようになり、MBGDの活用

範囲が広がった。また、近縁ゲノム間の比較に向けて、後述のCGATインターフェイスをMBGDに組み

込んで、MBGDのデータを用いてゲノム再編の観察などを行えるようにした。一方、RECOGの機能強化

の一環として、データベースの中身の拡張も行った。従来オーソロググループごとの機能アノテーション

が弱かった点を補強するため、COG、KEGG、TIGR で定義された機能カテゴリ情報を取り込んで機能ア

ノテーションに利用できるようにしたほか、オーソロググループ内の各遺伝子の記述を要約して、グルー

プ全体のアノテーションとする機構を組み込んだ。

2.3 近縁ゲノム比較ツールCGATの開発

ごく近縁のゲノムを比較することは、病原性のように比較的速い進化に伴う現象を研究する上で有効

であるため、病原細菌を中心として近年急速にデータが蓄積している。その際は、塩基配列レベルでゲ

ノム上に起きた進化の痕跡をたどることが必要になる。本課題で開発する主要なシステムであるRECOG

はアミノ酸レベルの比較を対象としているが、それを補うツールとして塩基配列レベルの比較ゲノムツー

ルCGATを開発した[3]。

CGATは、アライメントの計算やデータの管理を行うサーバと、アライメントの表示を行うクライアン

トからなる。クライアントは、ドットプロット表示とアライメント表示の組み合わせによって、大域的な

構造変化から局所的な構造変化までの詳細な観察を容易にするツールで、オーソロガスなアライメントに

沿って表示域の移動ができる。また、各ゲノム上に種々の情報を表示して比較する機能を持っており、た

とえばゲノム多型と特定のリピート構造との関連を調べるのに利用できる。一方、サーバは、既存の局所

アライメントプログラムを用いて大規模なゲノム間アライメントを計算するための共通のプロトコルを実

装している。

2.4 近縁ゲノムのコア構造抽出手法の開発

中長期的なゲノムの進化を研究するには、様々な類縁度のゲノムを比較する必要がある。その際、塩

基配列のアライメントは類縁度が低くなるにつれて難しくなるので、オーソロガス遺伝子の並び順の保存

性を見る方が有効になってくるが、その場合もゲノム再編などによってシンテニーが保たれる領域は限定

的になってくる。特に原核生物においては、遺伝子の水平移動が頻繁に起きているため、近縁種であっ

ても遺伝子構成に大きな違いが見られることが多いが、その中でシンテニーが保たれている領域は共通祖

先から垂直的に受け継がれている構造と考えられるため、比較ゲノム解析を行う際の基盤として利用で

きる。本研究では、このように保存された構造をゲノムの「コア」と位置づけ、その抽出アルゴリズムを

考案するとともに、その生物学的意義について検証した[4]。

アルゴリズムはオーソロググループを入力として、各オーソロググループを頂点、ゲノム上の近傍関係

が一定以上のゲノムで保存されているオーソロググループ対を辺としたグラフを作成し、このグラフ上の
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以上のような成果に基づき、比較ゲノムワークベンチRECOGを開発した（図2）。RECOGは、①生物

種セットを選択し、②サーバ上でオーソログ・クラスタリングを実行して、③結果をテーブル形式で取得

して、④これを基に「系統

パターン解析」、「ゲノムマ

ップ比較」、「個々のオーソ

ロググループ間の系統解

析」などの比較解析を行う、

といった流れで解析を行

う。基本的に、MBGDの

持っている比較ゲノムに関

する機能の多くはRECOG

でも実装されており、

RECOGはMBGDのスー

パーセットという位置づけ

になっている。

生物種の選択の際は、

興味のある生物種を中心と

した近縁種を内群、その他

を外群として設定すること

ができ、その場合は内群が

単系統を作るという条件付

きでオーソロググループが

作成され、結果は入れ子型

のテーブルとして表示され

る。作成されたオーソログ

テーブルは、中央の系統パ

ターン／オーソログテーブ

ルビューアによって表示さ

れ、系統パターンの全体像
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2.2 微生物ゲノムデータベースMBGDの拡張

MBGDは、本課題においてRECOGシステムの母体としてその高度化を目指したシステムだが、データ

ベース部分は共有しているためにRECOGの標準的なデータベースという位置づけにあり、またWeb上で

手軽に利用できるシステムとして独自の価値も持っている（図1）。そこで、本研究開発の一環として

MBGDの改良も行った。

インターフェイス上の改良としては、MBGD上に利用者の持つ独自のゲノムを追加できるMyMBGD

機能を実装した[2]。これにより、すでに公開済みのゲノムデータに非公開のデータを合わせたゲノムセッ

トを対象として、網羅的なオーソログ解析に基づく比較ゲノム解析が行えるようになり、MBGDの活用

範囲が広がった。また、近縁ゲノム間の比較に向けて、後述のCGATインターフェイスをMBGDに組み

込んで、MBGDのデータを用いてゲノム再編の観察などを行えるようにした。一方、RECOGの機能強化

の一環として、データベースの中身の拡張も行った。従来オーソロググループごとの機能アノテーション

が弱かった点を補強するため、COG、KEGG、TIGR で定義された機能カテゴリ情報を取り込んで機能ア

ノテーションに利用できるようにしたほか、オーソロググループ内の各遺伝子の記述を要約して、グルー

プ全体のアノテーションとする機構を組み込んだ。

2.3 近縁ゲノム比較ツールCGATの開発

ごく近縁のゲノムを比較することは、病原性のように比較的速い進化に伴う現象を研究する上で有効

であるため、病原細菌を中心として近年急速にデータが蓄積している。その際は、塩基配列レベルでゲ

ノム上に起きた進化の痕跡をたどることが必要になる。本課題で開発する主要なシステムであるRECOG

はアミノ酸レベルの比較を対象としているが、それを補うツールとして塩基配列レベルの比較ゲノムツー

ルCGATを開発した[3]。

CGATは、アライメントの計算やデータの管理を行うサーバと、アライメントの表示を行うクライアン

トからなる。クライアントは、ドットプロット表示とアライメント表示の組み合わせによって、大域的な

構造変化から局所的な構造変化までの詳細な観察を容易にするツールで、オーソロガスなアライメントに

沿って表示域の移動ができる。また、各ゲノム上に種々の情報を表示して比較する機能を持っており、た

とえばゲノム多型と特定のリピート構造との関連を調べるのに利用できる。一方、サーバは、既存の局所

アライメントプログラムを用いて大規模なゲノム間アライメントを計算するための共通のプロトコルを実

装している。

2.4 近縁ゲノムのコア構造抽出手法の開発

中長期的なゲノムの進化を研究するには、様々な類縁度のゲノムを比較する必要がある。その際、塩

基配列のアライメントは類縁度が低くなるにつれて難しくなるので、オーソロガス遺伝子の並び順の保存

性を見る方が有効になってくるが、その場合もゲノム再編などによってシンテニーが保たれる領域は限定

的になってくる。特に原核生物においては、遺伝子の水平移動が頻繁に起きているため、近縁種であっ

ても遺伝子構成に大きな違いが見られることが多いが、その中でシンテニーが保たれている領域は共通祖

先から垂直的に受け継がれている構造と考えられるため、比較ゲノム解析を行う際の基盤として利用で

きる。本研究では、このように保存された構造をゲノムの「コア」と位置づけ、その抽出アルゴリズムを

考案するとともに、その生物学的意義について検証した[4]。

アルゴリズムはオーソロググループを入力として、各オーソロググループを頂点、ゲノム上の近傍関係

が一定以上のゲノムで保存されているオーソロググループ対を辺としたグラフを作成し、このグラフ上の
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の表示から個々のオーソロググループの詳細表示までを、拡大縮小によって切り替えて見ることができる。

また、系統パターンの類似性に基づくクラスタリングによる並べ替え（図2上）や、生物種セットのAND、

ORの任意の組み合わせを条件として指定したフィルタリングなど、様々な解析機能を実装した。さらに、

今回開発した手法を用いて、近縁ゲノム間のコア構造アライメントの構築、表示を行う機能（図2下）も

加えた。

3. まとめ

本研究では、大量に蓄積しつつあるゲノム情報を有効に活用するために、効率的なオーソログ解析手

法を中心とした比較ゲノムワークベンチを開発した。新型シーケンサの登場により、ゲノム解読のスピー

ドはさらに加速すると見られており、今後はどのようなゲノムを対象としてどのような比較を行うかとい

う戦略が、ゲノム情報を有意義に活用するためにますます重要になってくるだろう。本研究では、興味の

あるゲノムを中心とした近縁ゲノム比較と、すべての系統の横断的比較との両者をサポートするとともに、

内群・外群の概念を入れることによって、これら近縁比較と遠縁比較とを統合することを可能にした。ま

た、特にゲノムの進化プロセスの研究を展開する上で重要となるであろう、中程度の類縁度を持つゲノム

比較を促進するために、ゲノムコア構造の概念を導入し、その抽出手法の開発を行った。これらは今後

のゲノム研究の展開に寄与しうるものと信じている。

ただし、今回の開発では一通りの機能を実装するまでで終わり、実際のゲノム解析に応用するところ

まではいかなかった。今後は実践的な応用を通じてさらに改良を重ねていくことを目指したい。特に、近

年注目を集めつつあるメタゲノム解析は、横断的比較解析の新たな応用の可能性を開きつつあるといえ、

この方向への対応は今後の重要課題のひとつと考えている。また、ゲノムコア構造の概念は、大規模デ

ータに基づく微生物ゲノム研究を展開する上での基盤となりうるものと確信しており、今後さらに発展さ

せていきたい。
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