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1.1 はじめに

酸素発生型光合成は，シアノバクテリアで成立し，細

胞内共生によって藻類・植物にもたらされた．今のとこ

ろ，Paulinella など一部の例外を除いて，すべての色素体

は単一の起源をもち，単一の一次共生に由来すると考え

られている．一方，二次共生，三次共生は複数回起こっ

たと考えられている．このような大規模な遺伝子の流入

は，遺伝子の水平伝達の著しい例であり，主要な光合成

関連遺伝子は基本的にこの水平伝達の産物と見ることが

できる．現在の藻類や植物の色素体には小型のゲノムが

含まれているが，そこにコードされる遺伝子は緑色系統

で100足らず，紅色系統でも200程度の数に過ぎない．

シアノバクテリアのゲノムはもっとも小型のものでも約

1.7Mbp程度あり，約1700個程度の遺伝子を持ってい

る．従って，細胞内共生によって真核光合成生物にもた

らされた遺伝子の多くは消滅したか細胞核に移行したと

考えられる．このように，色素体または葉緑体で働いて

いるタンパク質の総数は2000個とも3000個とも推定さ

れているが，その半数はシアノバクテリア起源で，その

大部分が細胞核コードと考えられる．では残りの半数は

何かということだが，これらは進化の過程で真核起源の

タンパク質が，遺伝子重複や二重ターゲティングなどに

よって，色素体でも機能するようになったものと考えら

れる．このように起源の異なるタンパク質が協力して色

素体を機能させているのが，真核光合成生物，特に被子

植物の特徴である．こうした起源の異なるタンパク質を

見分けて手っ取り早く調べる手段はないか，という考え

のもと，ゲノムをうまく比較しようという取り組みが始

まった．本項では，ゲノムを比較する情報的な手法につ

いて，簡単に紹介する．

1.2 比較ゲノムの基本的手法

コンピュータを用いた遺伝子データの解析は今ではご

く当たり前のものになっているが，それでも「これはバ

イオインフォマティクスを用いてみつけました」などと

いう言葉が未だに横行している現実は嘆かわしい．結局

のところ，コンピュータを使おうが，いわゆるインフォ

マティクスを使おうが，自分で何をやっているのかを把

握していることが大切で，それは実験と何も変わらない．

キットを使った実験と誰かが作ったソフトウェアを使っ

たインフォマティクス，どちらも本質を理解しなければ，

ただ手を動かしているだけである．そこで，勘所をいく

つか押さえておこう．(1)バイオインフォマティクスを

使っても，理にかなわないことはできない．(2)原理のな

いアルゴリズムは存在しない．(3)少しだけ「情報」を理

解しよう．

いくら原理を理解するといっても「情報」とは何かと

いう根本を理解しないでは無理である．「情報は乱雑さの

対数に比例し，符号を変えたもの」ということをおさえ

ていれば十分である．対数の底として２を使うと，情報

の単位は「ビット」になる．簡単にいえばエントロピー

と情報は符号が違うだけで同じものということができ

る．では遺伝情報とはなにか．よく転写因子の結合配列

として途中にたくさんＸを書いて，実質的に４塩基程度

で決まるコンセンサス配列を出している発表をみること

がある．どんなにＸを並べてもこれには情報はない．従っ

2009 低 温 科 学 vol.67

佐藤 直樹

真核光合成生物の光合成関連遺伝子はシアノバクテリアから細胞内共生によってもたらされたものが

多く，これらは比較ゲノムによる知識発見の最適なターゲットである．ゲノムの比較を効率的に行う

ことにより，相同タンパク質遺伝子を的確に発見し，その機能解析を行う方法について述べる．

Comparative genomics of photosynthesis-related genes
 

Naoki SATO
 

A method of comparative genomics using all-against-all comparison is used to infer photosynthesis-related
 

protein-coding genes.

１)東京大学大学院総合文化研究科

６章 バイオインフォマティクス

１．比較ゲノムによる光合成関連遺伝子の推定

657



て，４塩基が持ちうる情報量は４の４乗の対数，つまり

log 2＝8ビットである．何のことはない，パソコンの

メモリの一番小さな単位程度でしかない．256通りの中

から１つを選択する程度の情報量では，大きなゲノムの

中から特定の遺伝子を選択するには少なすぎるというこ

とになる．最近では誰でも使うBLAST検索 ででてく

る E 値 というのがある．ウェブサーバーの画面では

1.0e-25などと書かれているので，自然対数の底を使っ

た指数かと思うかもしれないが，これはコンピュータの

世界での表現法であって，中身は1.0×10 のことであ

る．E 値というのは２つの配列が似ているときに，他人

のそら似で偶然似ている確率がこのくらいであるという

ことを意味する．言い換えると，系統関係がないのに似

ている確率がこのくらい低いということである．だから

系統関係がわかっているときにこの値で議論するのはお

かしいことになるのだが，実は E 値を計算するときに

は，類似関係の指標である p 値から極限分布の計算で求

めるのである ．従って類似度の尺度として E 値を使っ

ていても構わないことになる．いずれにしても情報量に

変換するには対数をとるので，結局べき乗の値の大小で

考えればよいことになる．そのままの数として考えれば，

10 と10 では，どちらもとても小さいだけである

が，情報量として考えれば，後者は前者の５倍の情報を

持っていることになる．BLASTの理論では配列の長さ

による補正が入っているので，配列の長さは関係ないは

ずであるが，現実には，長い配列ほど E 値のべき乗の値

の絶対値が段違いに大きくなっている．まとめると，バ

イオインフォマティクスといっているものは実質的には

確率計算に尽きるということで，そこで観察されている

事象が偶然おきる確率がいかに低いかを客観的に記述す

る手法ということができる．相同性など情報関係の基本

事項は，私が担当している講義の講義録でも説明してい

るので参照していただきたい（http://nsato4.c.u-tokyo.

ac.jp/old/Kougi/Tokuron.pdf）．

1.3 Gclustを用いた系統解析

BLASTは便利であるし，NCBI（http://www.ncbi.

nlm.nih.gov/）などのサイトを使うと，ものの数十秒で答

えが返ってくるという信じられないような優れものであ

る．しかし，世界中で爆発的に増え続けている遺伝子情

報の蓄積の結果，検索によってでてくるものもまた膨大

となり，手っ取り早く自分が知りたいホモログ探しがで

きなくなってしまった．そこには明らかに同一とわかる

配列がトップにでてくる以外，さまざまな生物の配列が

連続的な E 値のならびに従って表示されている．これで

は，どれが自分の捜したいホモログであるのかも容易に

はわからなくなってしまった．そこで，一つ便利なのが，

繰り返し検索をしてくれるPSI-BLASTなどの新たな

ツールである ．繰りかえすことで，曖昧な類似性の中か

ら，確実なものを特にピックアップするようにできてい

る．それでも同じ生物や近縁生物の配列がいくつも連続

して出力されるという不便さは解消しない．

これに対し，ゲノム配列が決められた生物のデータだ

けを使って類似配列を見つければ，このような多数の候

補に悩まされる問題はなくなる．調べたい生物に目的の

ホモログがあるかないかだけが明確にわかる．これが

Gclustをはじめとする検索サーバーである．理研の

SABRE（http://saber.epd.brc.riken.jp/SABRE0101.

cgi），ペンシルベニア大のChloroplastDB（http://chlo
 

roplast.cbio.psu.edu/）なども類似の機能をもつ．これら

はBLASTで得られた情報を更に加工して検索配列と

類似の配列を予め計算しておき，ユーザーからの問い合

わせに応じてデータを出力する．Gclustの特徴は，ゲノ

ムが解読された何十種類の生物がコードすると推定され

るすべてのタンパク質配列について，全対全のBLAS-

TP検索を行い，その結果をもとに，相同なタンパク質の

グループをまとめてあることである ．主な利用方法と

して，相同タンパク質を手軽に集めて系統解析や配列比

較をすることと，特定の生物群を指定して，それらに共

通に存在するタンパク質を検索することがある．日本語

で書かれたサーバーの詳しい使用方法は，サーバーの

トップページ（図1；http://gclust.c.u-tokyo.ac.jp/）か

らダウンロードできる．類似タンパク質のクラスターと

しては，NCBIで作られたCOG（Clusters of orth-

ologous groups of proteins：http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/COG/）が有名であるが，14生物群のうちの３群以

上に保存されたタンパク質に番号をつけたもので，この

定義から，光合成関連のタンパク質は基本的に含まれて

いない．未だにCOGとの相同性に基づいたタンパク質

の分類が行われているのをみることがあるが，本来，解

析対象となる生物を含んだ生物群の総当たり解析を行わ

なければ正しいタンパク質の分類は難しいことに留意す

べきである．こうした点で，植物関連分野では，既存の

相同タンパク質データベースが必ずしも役に立たないこ

とも多い．

まず，相同タンパク質配列を検索し，それを用いて系

統樹を作成する方法を説明する．従来は，NCBIなどの

BLAST検索サイトで得られた相同タンパク質のリスト

の中から，好きなものを選んで配列をダウンロードして，
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ClustalX (http://bips.u-strasbg.fr/fr/Documenta
 

tion/ClustalX/）などを使ってアラインメントや系統樹

を作っていたのではないだろうか．Gclustでは，保存性

の高いタンパク質では厳しい閾値を，保存性の低いタン

パク質では緩い閾値を設けることによって，選んだ生物

群のそれぞれから相同タンパク質がひととおり出てくる

ようにしている．よく似たパラログがある場合にはそれ

らも含まれるので，普通の意味でのオルソログだけでは

ない．Gclustサーバーを使った相同タンパク質群の検索

について，以下に簡単に説明する．

(1)まず，Gclustのトップページ（図1）にアクセスし，

左のメニューからSelect Datasetを選ぶ．Start here

とハイライトしたボタンである．

(2)ALL95 4の左のラジオボタンをクリックすると，

Search Menuの一覧が出てくる（図2）．いろいろな検

索の仕方を選ぶことができる．

(3)次の３通りの方法のどれかで検索の元になる配列を

入力する．

(a)配列名：シロイヌナズナまたはシアノバクテリ

アの遺伝子名（Locus tagなど）がわかっている場

合，下の方のSequence IDという項目のラジオボタ

ンを押し（２とは異なり，押しただけでは先に進ま

ない），右側の記入欄に遺伝子名を記入する．その際，

シロイヌナズナならAGIコード（半角大文字）を使

い，その前後を半角（英文字）のアステリスクでは

さむ．例： AT1G12340．

シアノバクテリアの場合，Synechocystis  sp.

PCC6803であれば同様に，slr1234のようにする．

上か下の端にあるsubmitボタンを押すと，

Search Resultsが表示され，さまざまなタンパク質

グループの一覧表が出てくる．たいていは１つだけ

が表示されるので，Cluster numberをクリックする

と，相同タンパク質の一覧（図3に例を示す）が出

てくる．

(b)アノテーション：一番上のAnnotationsという

欄で，左のラジオボタンをクリックした上で，右の

欄に「DNA polymerase」など，タンパク質を表す

言葉を入れる．上か下の端にあるsubmitボタンを

図1：Gclustサーバーのトップ画面
現在のバージョンでは，PPDBへのリンクも表示している．
通常のサーチはSelect Datasetから始める．古いバージョン
のデータセットは，Old versionsから選択する．データ全体
もダウンロード可能で，展開後，PERLなどを利用して処理す
ればよい．データセットを作るのに用いた具体的なゲノムに
ついては，Version historyにある．日本語のマニュアルは黄
色い画面の下の方のリンクを使って取得できる．

図2：GclustサーバーにおけるALL95 4データセットの
サーチメニュー画面
大きな画面なので，スクロールして下の方を見せているため，
一番上にあるSearch Menuという文字は隠れている．キー
ワードによるサーチの他，生物群特異的なタンパク質遺伝子
のサーチのため，生物種のリストと生物群の定義が示されて
いる．

図3：Gclustサーバーにおける相同タンパク質グループの表
示
サーバーではClusterと表現している．配列数が多いときに
は，このような類似度マトリクスではなく，単なるリストとし
て表示される．
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押す．Search Resultsが表示され，さまざまなタン

パク質グループの一覧表が出てくる．たくさんの相

同タンパク質を集めたものがそれぞれのグループ

で，Cluster numberが割り当てられ，それぞれ１行

で表示されている．目的のものと関連すると思われ

るCluster numberをクリックすれば相同タンパク

質の一覧表が表示される．

注意点として，Gclustサーバーで利用した元の

データベースが作られたあとで決められたアノテー

ションや遺伝子名はキーワードとして使えない．い

まはシロイヌナズナならば基本的にすべてのタンパ

ク質配列にAGIコードがあるが，機能がわかると新

たに遺伝子名がつけられ，中にはあえてAGIコード

を書かない論文もある．こうしたタンパク質の相同

性を調べたい場合，新たにつけられた遺伝子名や酵

素名ではなく，NCBIなどのデータベースから別途

取得した配列を利用して，（c）に従って検索すれば，

本来のAGIコードがわかり，相同タンパク質もすぐ

にわかる．

(c)配列名のわからないアミノ酸配列またはDNA配

列があるときや，Gclustデータベースには含まれて

いない生物の配列を使って，それと似た配列が含ま

れるクラスターを探すことができる．そのためには，

Search Menuの画面で上の方にあるBLASTとい

うボタンをクリックする．そうすると，BLAST検索

の画面に変わる．ここで，手持ちの配列をペースト

し，左上のProgramの選択を行う．いまペーストし

た配列がタンパク質配列ならblastp，DNA配列な

らblastxを選ぶ．多くの場合，その他の設定は既定

のままでよい．Run BLASTのボタンを押し，しば

らくすると類似配列のリストがでてくる．その中で，

上位の配列名をクリックすると，その配列を含むク

ラスター名が表示され，さらにCluster numberを

クリックするとそのクラスターに含まれる相同タン

パク質の一覧表が表示される．

(4)相同タンパク質の一覧表では，メンバー数が多いク

ラスターの場合，配列名，アミノ酸残基数，元のデー

タベースにおけるアノテーションの３つが表示され

る．このうち，元のデータベースのアノテーションは

必ずしも正しくないことがあるので，これを見ておか

しいと思う必要はない．個々の配列はSequence IDを

クリックすると表示される．配列数が少ない場合には，

相互の類似度を示すマトリクスが表示される（図3）．

この場合，一番上に表示された E 値を基準としてそれ

よりも低い場合（よりよく似ている場合）には１が，

そうでない場合には０が，それぞれ表示される．対角

線（同じ配列同士）であっても０が書かれていること

があるが，これは短い配列の場合に起こりうるので，

エラーではない．

(5)前項で表示された配列が，検索配列の類似配列であ

る．しかし，期待したものがない場合もある．これは

配列をクラスター化する際に，できるだけよく似たも

のだけでまとめているため，少し異なるパラログや長

さの異なる配列，ドメインが余分にある配列などが排

除されるためである．下の方にRelated groupsという

ボタンが表示されていれば，こうした排除された配列

があることがわかり，このボタンをクリックすると，

それらのリストが表示される．

(6)相同配列を集めて系統解析をする場合，配列数が少

なければ，下の方のClustalW というボタンを押すと，

アラインメントが表示される．また，その画面で，上

の方のコーヒーカップの絵をクリックすると，

Jalview が起動し，色つきのアラインメントと簡易系

統樹が表示される．配列や種名を選択すると，さまざ

まにハイライトを変えることができる．

(7)配列数が多いときには，ClustalW はできない旨の

表示がでる．この場合には，先の配列リストの表示の

下の方にあるGet All Sequencesというボタンをク

リックする．これで，クラスター内のすべての配列が

FASTA形式で表示されるので，テキストファイルと

して保存すればよい．保存した配列をもとに，手元の

マシンを使ってClustalX によりアラインメントを

作成し，さらにさまざまなソフトを使って系統解析を

することができる．ただし注意すべき点がある．それ

は配列名がかなり長いため，ソフトによっては配列名

を途中で切り捨ててしまうことで，その場合，同じ名

前の配列が複数できるため，その先の処理に支障がで

ることがある．たとえば，Phylipパッケージ (http://

evolution.genetics.washington.edu/phylip.html）や

MAFFT (http://align.bmr.kyushu-u.ac.jp/mafft/

software/）などの場合，それぞれ10文字，15文字で

切り捨てている．私自身は，長い配列名に対応するよ

うに，これらの解析ソフトのソースコードを書き換え

て対処している．TreeFinder(http://www.treefin
 

der.de/），MEGA (http://www.megasoftware.net/）

などは，配列長に関しての問題はない．しかし，Gclust

で用いている配列名（ゲノム名と配列の番号の組み合

わせ）で，さらに既知の遺伝子名をイコール記号で付

加している場合には，これが災いすることがある．ま

た，イネなどの場合，元のデータベースに同一配列名

660 比較ゲノム



の異なる配列が含まれていたため，Gclustに取り込む

際に，それらを区別するため，配列名の末尾に＠0，＠1

などの文字を加えてある．これらイコール記号やアッ

トマークは，ソフトによってはエラーの原因となる．

その時は，テキストエディタソフトを使って無害な文

字（アンダーバーなど）に一括変換する必要がある．

系統解析の詳細はここでのテーマではないので，この

程度にとどめておく．

1.4 Gclustを用いた系統特異的遺伝子の

検索

Gclustがもつ本来の特色は，系統特異的に存在する遺

伝子（タンパク質）の検索である．たとえばシアノバク

テリアだけに保存されたタンパク質であるとか，シアノ

バクテリアと植物・藻類に共通なタンパク質とかを素早

く発見するのである．それには1.3(2)で表示されたメ

ニュー（図2）のうちで，Organism Groupを選択するラ

ジオボタンを押す．ここでPlantsとCyanoをyes，その

他をnoとしてsubmitを押せば，植物・藻類とシアノバ

クテリアに共通でその他の生物にはないタンパク質グ

ループが表示される．実際にやってみると167グループ

が表示される．意外と少ない．リストの中には，それぞ

れの生物群の中でそのタンパク質グループを含む生物種

数が表示されている．ここで不思議に思うかもしれない

のは選択していないはずの生物群でも，数が０になって

いないことである．これは，検索において各生物群を構

成する生物種の過半数に当該タンパク質グループが含ま

れるかどうかによって判別しているためである．その理

由は，「存在しない」ということが必ずしも絶対的ではな

いからで，そもそもの原因は元のデータベースにおいて

そのタンパク質が認識されているかどうかにかかってい

るためである．この過半数基準をユーザーが変えること

は，このサーバー上ではできない．しかし，元のデータ

を使えば容易にできるので，その場合には，相談してい

ただきたい．サーバー上の元データや，検索作業をする

ためのソフトウェア はGclustのウェブサイトで公開

しているので，自前のUNIXマシン（Linuxまたは

MacOS X）があれば容易にできる．ちなみに今の167個

のグループを見てみると，光化学系に関わる遺伝子名が

目立つことがわかる．つまり，主だった光化学系タンパ

ク質は既に見つかっているということになる．

図4には，少し前のCZ36データセットを使って得ら

れた光合成生物の間での相同タンパク質クラスターの共

有関係が示されている．光合成生物共通のタンパク質は，

中央上の部分で，シロイヌナズナで408個の遺伝子が含

まれる．中央の丸はすべての生物に共通のクラスターを

示し，そこに含まれるシロイヌナズナの遺伝子は1134個

である．単細胞性紅藻シアニジオシゾンではだいぶ数が

少ない．

Gclustでは生物種を基準としているので，核ゲノムだ

けでなく葉緑体やミトコンドリアゲノムに含まれるタン

パク質遺伝子も同等に扱われており，ある生物で葉緑体

コードの遺伝子のホモログが他の生物では核コードであ

るというような事態も簡単に確認することができる．

1.5 GclustとPPDBの連携による

ホモログにまたがるプロモータの検索

こうしてホモログを集めると，プロモータも似ている

のかということが気になる．Plant Promoter Database

（PPDB) を使うと，Gclustによって作られた相同タン

パク質クラスターに含まれるシロイヌナズナ，イネ，ヒ

メツリガネゴケの３種の生物の遺伝子の5’上流領域の

比較ができる．Gclustの各クラスターとの間での直接の

リンクは今のところないが，PPDBのトップページ

（http://ppdb.gene.nagoya-u.ac.jp/）でHomolog Gene
 

Searchという項目にAGIコードなどを入れることで，
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図4：CZ36データセットに基づく光合成生物の間の相同タ
ンパク質共有関係
このデータセットには，14種のシアノバクテリア，５種の光
合成細菌，７種の色素体含有真核生物のほか，４種の非光合成
細菌と４種の非光合成真核生物，２種の古細菌が含まれてい
る．シアノバクテリアの過半数にあるクラスターが真核光合
成生物にどのように共有されているかを示している．ここで
は，シロイヌナズナ（緑または上段）とシアニジオシゾン（赤
または下段）がもつ遺伝子数をそれぞれ示している．CZ36
データセットはGclustサーバーのOld versionsの中の
2007-06にある．



直ちにホモログのリストが表示され，その中から選択し

たものについて，プロモータ領域に見られるモチーフが

グラフィカルに表示される（図5）．３種のうちのどの遺

伝子から検索してもそれを含む相同クラスタがでてく

る．これだけ異なる植物の間なので，プロモータはあま

り似ていないだろうと思われるかもしれないが，いろい

ろな例を試してみると，案外よく似たパターンがでてく

るので，試してみるとよい．

1.6 おわりに

比較ゲノムは実際のところまだまだ開発途上にあり，

どういう観点で何を比べるかということは知恵とセンス

の問題であろう．ここで述べたのは，著者らが考える比

較ゲノムの一例に過ぎない．光合成研究はもともと比較

生物学的な観点があり，光化学系を解析するためには，

植物もシアノバクテリアもともに活用してきた．これを

ゲノムのレベルでもやってみるというのはごく自然なこ

とである．私たちも新しい光合成関連遺伝子の探索を進

めていて，その成果の一部を最近発表しました ．またシ

アノバクテリアを中心としたCyanoClust（http://

cyanoclust.c.u-tokyo.ac.jp/）も公開した．これを読んだ

方々が新たなチャレンジを試みることに期待したい．
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図5：PPDBによる比較プロモータ解析の画面の例
シロイヌナズナ，イネ，ヒメツリガネゴケの相同遺伝子の上流
部に含まれるモチーフが色分けして示されている．いくつか
は確かに共通したモチーフをもつように見える．
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