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本日の概要本日の概要

H‐InvDBが提供する２つの比較ゲノムデータ
ベースの紹介およびデモの紹介およびデ

分子進化データベース分子進化デ タベ ス
http://hinv.jp/evola/          
Ver7 5: 2010年12月更新Ver7.5: 2010年12月更新

ゲノムアラインメントブラウザゲノムアラインメントブラウザ
http://hinv.jp/g‐compass/
Ver3 0: 2010年1月更新Ver3.0: 2010年1月更新
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H InvDBにおけるEvola G compassの関係H‐InvDBにおけるEvola, G‐compassの関係
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進 学 較ゲ 学1. 進化学、比較ゲノム学

2. Evola、G-compassが提供するデータ

3. Evola、G-compassのデータを用いて行う解
析

4. 実習
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進化学から見たモデル生物進化学から見たモデル生物

• モデル生物を用いた実験がヒト遺伝子の機能解析の代替とデル 物を用 た実験 遺伝子 機能解析 代替
なり得るわけ
 ヒトとモデル生物は共通祖先から進化した

 ヒトとモデル生物は相同なゲノム・遺伝子セットを持つ

 ヒトとモデル生物で共通する形質は共通祖先から進化的に保存され
てきた可能性が高いてきた可能性が高い

• ヒト遺伝子とモデル生物の相同遺伝子は、相同な機能を持
つと考えられる考えられる

Pearson et al.,
Nat.Rev.Genet., 20055



比較ゲノム学とは比較ゲノム学とは

• 異種間あるいは同種間におけるゲノム配列や構造の網羅的• 異種間あるいは同種間におけるゲノム配列や構造の網羅的
な比較解析を比較ゲノムという。
– 異種間: ヒト‐モデル生物異種間 ト デル生物

– 同種異株間(集団間): ヒト集団

– 同一個体: 正常‐ガン細胞

– 同一ゲノム: 重複領域、X‐Y染色体間

相同性という進化的概念に基づく• 相同性という進化的概念に基づく

• 比較ゲノム解析の結果は、ゲノム

の注釈づけ(アノテ シ ン)やの注釈づけ(アノテーション)や、

進化学的観点に基づく生命現象の

解明 の基礎デ タとして用いられる解明への基礎データとして用いられる。
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相同遺伝子: オーソログとパラログ相同遺伝子: オーソログとパラログ

オ ソログ 種分岐によ て分かれた相同遺伝子オーソログ: 種分岐によって分かれた相同遺伝子
パラログ: 遺伝子重複によって分かれた相同遺伝子

グ ビ 遺伝

ヒトα
αグロビン遺伝子

グロビン祖先
遺伝子

ヒトβ
オーソログ

パラログ

遺伝子重複

種分岐

遺伝子

種分岐

βグロビン遺伝子 マウスα
オーソログ

βグロビン遺伝子 ウ

マウスβ
パラログ
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1. 進化学、比較ゲノム学

2. Evola、G-compassが提供するデータ

3. Evola、G-compassのデータを用いて行う、 p を用 行う
解析

4. 実習
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Evola G‐compassが対象とするデータEvola, G compassが対象とするデ タ

ヒト

マウス

Evola
オーソログ群を
中心とした遺伝子中心とした遺伝子
ファミリー
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Evola G‐compassが対象とするデータEvola, G compassが対象とするデ タ

ヒト

マウス

EvolaG‐compass
オーソログ群を
中心とした遺伝子

G‐compass
ヒト‐他生物間における
オ ソロガス領域の中心とした遺伝子

ファミリー
オーソロガス領域の
ゲノムアラインメント
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Evola, G‐compassに用いている生物種, p に用 て る生物種

ヒト hg19*

ヒトゲノムおよび14種の脊椎動物ゲノムを使用

g

チンパンジー panTro2*

オランウータン† ponAbe2*

アカゲザル rheMac2*

霊長類
アカゲザル rheMac2

マウス mm9*

ラット rn4*

イヌ canFam2*
哺乳類

イヌ canFam2*

ウマ equCab2*

ウシ bosTau4*

オポッサム monDom5*

哺乳類

オポッサム monDom5*

ニワトリ galGal3*

ゼブラフィッシュ danRer5*

メダカ oryLat2*

鳥類

メダカ oryLat2*

ミドリフグ tetNig1*

トラフグ† fr2*

魚類

* UCSCゲノム http://genome.ucsc.edu/
† Evolaのみ
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データ作成の枠組み
ヒトゲノムヒトゲノム

他生物ゲノム ヒト

他生物

ヒト⇔他生物間の双方向
ゲノムアラインメントによる

１：１アラインメント領域の同定

アラインメント
領域の注釈づけ領域の注釈づけ
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データ作成の枠組み
ヒトゲノム 他生物1ヒトゲノム

他生物ゲノム ヒト

他生物2

他生物1

ヒト⇔他生物間の双方向
ゲノムアラインメントによる

１：１アラインメント領域の同定 ヒト遺伝子(43,159 HIX)
他生物遺伝子

アラインメント
領域の注釈づけ

1:1ゲノムアラインメントに
オ バ ラップする

他生物遺伝子

領域の注釈づけ オーバーラップする
相同遺伝子対の同定

相同遺伝子対の相同遺伝子対の
クラスタリングによる
オーソログ群の同定
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データ作成の枠組み
ヒトゲノムヒトゲノム

他生物ゲノム ヒト

他生物

ヒト遺伝子

ヒト⇔他生物間の双方向
ゲノムアラインメントによる

１：１アラインメント領域の同定 ヒト遺伝子(43,159 HIX)
他生物遺伝子

アラインメント
領域の注釈づけ

1:1ゲノムアラインメントに
オ バ ラップする

他生物遺伝子

アミノ酸配列の相同性に領域の注釈づけ オーバーラップする
相同遺伝子対の同定

基づくヒト遺伝子の単結合ク
ラスタリング

相同遺伝子対の相同遺伝子対の
クラスタリングによる
オーソログ群の同定

両グループの統合による遺
伝子ファミリーの同定

遺伝子群の

伝子ファミリ の同定

分子系統解析に基づく
オーソロジー判定を含む
(M l ti ) 注釈づけ(Manual curation)
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G compass 統計データ(抜粋)G‐compass 統計データ(抜粋)

生物種のペア
（ヒト 対 他生物種)

ヒトゲノム上の
アライン
メント長

アライン
メント

ブロック数

アライン
メント長の

中央値

全長がアライ
ンメントに含

まれる遺伝子

配列の相違度

ギャップ無 ギャップ有(Gb) (bp) 数 ギャップ無 ギャップ有

ヒト-チンパンジー 2.36 188,292 6,546 20,196 0.0144 0.0213

ヒト-マカクザル 2.22 420,684 3,473 16,278 0.0631 0.0864

ヒト-マウス 1.06 828,478 776 9,749 0.3158 0.4228

ヒト-イヌ 1.63 760,305 1,317 12,604 0.2512 0.3714

ヒトゲノム 3.11 - - 35,303* - -

*based on H‐InvDB 6.2
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Evola 統計データEvola 統計データ

*ヒトと他生物種のオーソログの関係は、「1遺伝子対1遺伝子｣ではなく、「n対m」(n≥1, m≥1)として定義
されるため、”Human genes”と”(他生物)Genes”の数字は一致しない
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1. 進化学、比較ゲノム学

2. Evola、G-compassが提供するデータ

3. Evola、G-compassのデータを用いて行う、 p を用 行う
解析

4. 実習
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進化学から見たモデル生物進化学から見たモデル生物

• モデル生物を用いた実験がヒト遺伝子の機能解析の代替とデル 物を用 た実験 遺伝子 機能解析 代替
なり得るわけ
 ヒトとモデル生物は共通祖先から進化した

 ヒトとモデル生物は相同なゲノム・遺伝子セットを持つ

 ヒトとモデル生物で共通する形質は共通祖先から進化的に保存され
てきた可能性が高いてきた可能性が高い

• ヒト遺伝子とモデル生物の相同遺伝子は、相同な機能を持
つと考えられる考えられる

Pearson et al.,
Nat.Rev.Genet., 200518



Evola G compassを用いてできることEvola、G-compassを用いてできること

ヒト⇔モデル遺伝子間で 相同な遺伝子 ゲノム• ヒト⇔モデル遺伝子間で、相同な遺伝子・ゲノム
領域を抽出し、オーソロジーを注釈づけする
相同領域間で｢よく似ているところ｣ ｢異なるとこ• 相同領域間で｢よく似ているところ｣、｢異なるとこ
ろ｣を抽出する。

• 相同領域に存在する機能情報を付加する• 相同領域に存在する機能情報を付加する。

E l G は上記のデ タ あるいはデEvola、G-compassは上記のデータ、あるいはデー
タ抽出が簡単に行える環境を提供しています!!
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Evola, G‐compassをどのように研究に活かすか

Evola: 対象とする遺伝子、ゲノム領域を種間(ヒト⇔モデ ル

生物)で比較する生物)で比較する

– オーソログは存在するか(→対象とするヒト遺伝子におい
てモデル生物のオ ソログを同定する)てモデル生物のオーソログを同定する)

– パラログはいくつあるか、いつ重複したか

相同遺伝子間で 特徴的な自然選択がかか た領域が– 相同遺伝子間で、特徴的な自然選択がかかった領域が
あるか

遺伝子α
祖先遺伝子

ヒトα

ヒトβ 機能を知りたいヒト
遺伝子

遺伝子
重複 種分岐

祖先遺伝子 遺伝子

解析対象とすべき
モデル生物遺伝子複

遺伝子β マウスα
マウスβ

物遺伝
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Evola, G‐compassをどのように研究に活かすか

G‐compass: 対象とするゲノム領域を種間(ヒト⇔モデル

生物)で比較する生物)で比較する。

– 相同遺伝子の非コード領域や近傍領域(e.g. 転写調節領
域)の配列も保存されているか域)の配列も保存されているか

– 対象とする保存領域に特徴的な、あるいは表現型に関わ
るゲノム構造は存在するかるゲノム構造は存在するか

– 遺伝子の並び(シンテニー)も種間で保存されているか

プロモーター
エクソン イントロンエンハンサー

転写調節領域
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1. 進化学、比較ゲノム学の基礎

2. Evola、G-compassが提供するデータ

3. Evola、G-compassのデータを用いて行う、 p を用 行う
解析

4. 実習



Evola G compassを使ってみましょうEvola, G‐compassを使ってみましょう

方法アクセス方法

1. H‐InvDBのメインページ(http://h‐invitational.jp/hinv/ahg‐イン ジ( p // jp/ / g

db/tools_ja.jsp)→クイックガイド

2.
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実習課題実習課題

1 山中4因子の１つ について (E l )1. 山中4因子の１つ、c-mycについて (Evola) 

– モデル生物にオーソログはありますか？

– 重複遺伝子はありますか？いつごろ重複しましたか？重複遺伝子はあります ろ重複しました

– c-mycに相同なヒト遺伝子について、H-InvDBを調べてみましょう

– H-InvDBのc-mycに関する表示からEvolaに移動してみましょう

2. 山中4因子の１つ、SOX2について (G-compass)

– マウスの相同ゲノム領域は何番染色体にありますか？

SOX2上流には転写に関わる構造がありますか？– SOX2上流には転写に関わる構造がありますか？

– SOX2近傍には他にどんな特徴がありますか、それはヒトとマウスで保
存されていますか？

3. 他に興味がある遺伝子があれば調べてみましょう
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実習課題 (advanced)実習課題 (advanced)
4. 非(or Evolaにはない)モデ4. 非

ル生物にもEvolaは有
用？

→非モデル生物を用いている場
合にも、Evolaからオーソログ配列
を取得して活用できる

• 例) ミシシッピアカミミガメのDNA polymerase alpha タンパク
http://bit.ly/hdmKbO (GenBank: BAD92008.1)

• 配列を取得しH-InvDBのBLASTPサーチにかける

• Top hitをクリックし、H-InvDBのTranscript viewへ

木のアイコン をクリックし E l のメイン画面へ• 木のアイコン をクリックし、Evolaのメイン画面へ

• 左カラムData download→Sequence→Proteinをクリックしオーソログ配列セット
を取得

• アラインメント＋分子系統解析によりオーソログか確認する
MAFFT server (オンライン)、MEGAなどの系統解析ソフトを用いる
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ダウンロードデータダウンロ ドデ タ
Evolaのデータ(オーソログ情報、アラインメント、分子
系統樹など)は一括してダウンロード可能



d /d : 遺伝子が受ける自然選択圧の指標dN/dS: 遺伝子が受ける自然選択圧の指標

オーソログ間のdN/dS (非同義置換率/同義置換率)をオ ソログ間のdN/dS (非同義置換率/同義置換率)を
ダウンロードデータとして提供

タブ区切りのテキスト
として提供 E lでもとして提供。Excelでも
使用可能。



Evolaデータの活用例: リンク自動管理シス
テムによる種を超えたID変換

IKMCMouse Drug
Drug
Compound

HumanHuman
28
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付録1. Evolaチュートリアル

http://hinv.jp/hinv/help/help_Evola.html
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Evolaの全体像

ヒト遺伝子のオルソログ

AlignmentAlignment

Locus mapsLocus maps

ヒト遺伝子ファミリーのオルソログ遺伝子 ァ リ オルソ グ

Gene family/groupGene family/group
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トップ／検索ページトップ／検索ページ

Keyword（ヒト） 例
遺伝子名(Definition)： lung cancer

G b l（ヒト）Gene symbol（ヒト）
HUGOの遺伝子ID： RHEB

Accession number（ヒト、他生物、代表配列以外も含む）（ 、他 物、代表配列以外も含む）
H‐Inv transcript ID (HIT)： HIT000000011
H‐Inv cluster ID (HIX)：HIX0004994
DDBJ： AB002303
E bl ENSPTRT00000031580Ensembl： ENSPTRT00000031580
RefSeq： NM_173392
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検索結果ページ検索結果ページ
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ダウンロードページダウンロードページ
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オーソログ情報（左フレーム）メインページメインページ
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アミノ酸配列のアラインメント表示（右フレーム）AlignmentAlignment
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Locus mapsLocus maps スプライシングバリアントの種間比較（右フレーム）
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Gene family/groupGene family/group 遺伝子ファミリーの種間比較
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付録2. G‐compassチュートリアル

http://hinv.jp/g‐compass/

→Helpをクリック
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トップ画面
hinv.jp/g-compass/

遺伝子／ゲノム保存領域検索

BLAT検索（問合せ配列と相同な
ゲノム領域を検索）

ヒト染色体地図（クリックでそのゲ
ノム領域のメイン画面を表示）
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遺伝子検索

遺伝子検索 (Gene) → 検索属性を選択し、検索語を入力して遺伝子を検索。

検索属性

Keyword: 下記３つすべて

Definition (Human): ヒトの遺伝子名
などEndosomeなど

Gene symbol (Human): ヒトの遺伝子シンボル
ZFYVE16など

Accession number (All species): ヒトと他の12生物のアクセッション番号

41

HIT000000011、AB002303、ENSRNOT00000017705、XM_001920883など



遺伝子検索・検索結果

並び替え項目、昇順／降順並び替え項目、昇順／降順

検索結果のダウンロード
（テキストファイル）

メイン画面へ ヒト遺伝子情報 他生物オーソログ情報
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ゲノム保存領域検索

ゲノム領域検索 (Genome) → 条件に一致するゲノムアラインメントを検索。

生物種

染色体バンド検索
染色体バンド（1p35など）を座標
に変換可能（ヒトのみ）生物種

（ペアの片方）

に変換可能（ヒトのみ）。

オプション optionオプション option
下記の条件により絞り込みが可能

・一致度 identity (%)
ゲノムアラインメントの配列一致度の範囲

生物種ペア
（ヒト-他生物）

ゲノムアラインメントの配列 致度の範囲
・長さ Length (bp)

ゲノムアラインメントの長さ
・100%保存領域 UCE

哺乳類種間で共有するUCEの有無

43染色体、開始-終了塩基座標

哺乳類種間で共有するUCEの有無



ゲノム保存領域検索・検索結果

並び替え項目、昇順／降順並び替え項目、昇順／降順

検索結果のダウンロード
（テキストファイル）（テキストファイル）

メイン画面へ ヒトゲノム座標 他生物ゲノム座標 ゲノムアラインメントの一
致度と長さ
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メイン画面 ２生物のゲノム領域を平行に表示
（ヒト表示領域に も対応する他生物ゲノム領域を表示。）

移動・拡大／縮小移動 拡大／縮小
（２生物同時）

移動・拡大／縮小移動 拡大／縮小
（ヒト）

表示範囲

移動・拡大／縮小

表示範囲
（ 大 400,000 bp）

移動 拡大／縮小
（他生物）
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メイン画面 ２生物のゲノム領域を平行に表示
（ヒト表示領域に も対応する他生物ゲノム領域を表示）

生物種選択生物種選択
座標選択座標選択

生物種選択生物種選択
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メイン画面 特定のゲノムアラインメント領域に移動（生物種変更時など）
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メイン画面 サブビューアー：CGPLOT (dot plot viewer)
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メイン画面 サブビューアー：Comparative Exon Viewer
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メイン画面 サブビューアー：Genome Alignment Viewer
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ダウンロード
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