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画』、一心ロ

ルムと!』'4なり鈍のような光沢がある．このたM)．露光

時に衆子表而から反射した光がレンズ内部で複雑に乱
反射を繰り返し，ゴーストやフレアを発ﾉkすることか

ある．すべてではないが，フィルムで柵影することを

前提としたレンズで起こりやすい．これらの現象を慨

力抑えるため，雌近のレンズは特殊コーティングを施

したり，投訓･段階から乱反射が起こらないよう考慮さ

れていたりする．このような対策か施されたレンズを

｢デジタルー眼レフ対応レンズｊと呼ぶ.デジタルー眼

レフ対肥レンズの巾には，撤像素ｆのサイズに合わせ

てイメージサークルが雌遡化されたものも多い．

イメージサークルとはレンズをj､過した光が紬像す

る円形の範囲を指す．通常．撮像崇子のサイズに合わ

せたイメージサークルになるよう設計されている．た

とえ同一メーカー製品の同一カメラマウントであって

も，APS-C』jj用レンズを３５ｍｍフル･リイズカメラに

付けた場合は四隅が黒く蹴られてしまう．APS.Ｃ専

用レンズかどうかは商品名に記号として,Rされている

が，極いて分かりにくいため瞳人時にはきちんと確か

めておくようにしたい．
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デジタルカメラ写真搬影注

6.5‘２絞り職のないレンズ

最新のレンズは，カメラ水体側から絞りを止確かつ

高速に制御するための電子瀧櫛が導入され．それに伴

い．手動で絞り値を般定するための機械的な絞り環が

装備されなくなってきた．絞り蝋がないレンズでは、

レンズを本体から外した状態では絞り開放または｢'一

|ｲ；絞り込まれた状態になってし:こう、このたぬ，接写
リングやベローズ，リバースアダプタ等を利用した搬

影が難しくなってきている．一部のメーカーは電子桜

点を持った接写リングを販売しているのでそれを利用
するか，絞り剛のあるレンズを探す他ない．リバース

リングはフィルター径さえ合えば嫌々なカメラ本体以

外のメーカー側レンズもliIl用できるので選択肢は多
い．
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6.5.3レンズ交換時の注意

デジタルー眼レフカメラのレンズを交換する際，と

うＬても空気中に漂うゴミや侯がカメラ内に侵入して

しまう．フィルムカメラの場合，たとえフィルム面に

ゴミが付脅しても，フィルムを巻き上げることでゴミ

が除かれ次コマ以降は問題ない．しかし．デジタル

眼レフカメラでは搬像業子炎1ｍにゴミが付荷してしま

うとなかなか剥がれ滞らず，多くのコマにゴミが映り

メラ閲有な問題（撤像ﾙﾐ子にはフォトダイオードが規

則的に配列しているため，その間附より小さな|ﾘlllW使

様を撮影した際に発生する「モアレ」や，測度差のﾉく

きな部分で起こりやすい「パープルフリンジ」などの

｢偽色」等）を抑える機能を備えるものもある．

Ｉ州勝率でマクLjl仙形した画微では、ｌ｝J地では女(づか

なかった小さなゴミやダニなどの微細な動物が写って
しまっている車も多い．このような場合，Ａｄ()ｂｅ社の

PholoshopやフリーウェアのＧｎｌＰ(http://www‘

関imP,org/)などを用いて画像修IEすあ．最近のバー
ジョンではゴミをマウスでワンクリックするだけで，

間辺からの画像'|僻Mを元にほとんど搬別不uI能なくら
いの正確さでゴミを取り除くことができる（図6-9)．

図６９両像修正．左：修正前．○内にゴミがある‘
イァ：修正後．

6.5デジタルー眼レフカメラ用交換レンズに関する

諸注意

6.5.1デジタル対応レンズとイメージサークル

デジタルカメラが搭戦する撒像衆子の表面は，ブイ



７０．０ｍｍ

102.0ｍｍ

128.0ｍｍ

１９１．５ｍｍ

6２

表6-1代表的マクロレンズのスペック（ペンタックスリコーイメージングネtsmcPENTAXレンズ群を例に）
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住吉志鯉．2010．楽しく銑めて．よくわかる１マクロ
レンズの教科書．９５ｐｐ．Ｈ本写真企画，東京．

海野和男．2009．デジタルー眼レフで拠る四季のネイ
チャーフォト．２２９ｐｐ・ソフトバンククリエイティ
ブ，東京．

ｌＡＰＳ－Ｃ扱像索子カメラによる無限逆撮影時の場合２被写体から撮像素子面までの股短距離３被写体からレン
ズ先端までの股短距離．実測値のためやや誤差を含んだ値である．

し，このタイプは無限遠搬影時と比較して接写時に画

角がやや広くなるなどの問題点もある．このような

データはカタログ等に記戦されていないことも多いた

め，職入前に実物を手に取り，可能であれば試写を

行って確認しておきたい．

一般に焦点距離の短いマクロレンズほど軽凪コンパ

クトになるが，最短作動距離が極端に短いため．ピン

ト合わせ中にレンズ前群を被写体の一部にぶつけてし

まうこともある．また，三脚の設置が難しく，側面か

らの光以外は撮影者やカメラ，レンズに遮られてしま

う．逆に蝶点距離の長いマクロレンズほど大きく重く

なるが．最短作動距離は長くなるため三脚設世の自由

度が高く，自然な光の条件で撮影しやすい．しかし，

画角が極端に狭くなるため，撮影時のわずかな振動も

許されない．特に零倍掻影時は超望遠レンズでの撮影

以上にプレやすく，わずかな風や撮影者の動きによっ

て生じる振動にさえ注意が必要となる．あくまで個人

的な経験だが．野外調査中にコケ類を撒影する場合．

大きさや重さ，作動距離等のバランスが取れた５０

ｍｍ付近のマクロレンズが扱いやすいように思う．花

撮影で定番とされる１００ｍｍ付近のマクロレンズも

良いが，薄賠い林内ではよりしっかりとした三脚を湘

備する必要があり，５０ｍｍマクロレンズ以上に似亜
な撒影が要求される．

込んでしまう．般近の機種では撒像素子表面を超音波

で振動させてゴミを振るい落とす機柵を搭戦している

が完全ではない．このため，レンズ交換は素早く行い，

小まめにブロアで撮像索子表而のゴミを飛ばすように

することが竃要である.ただし，スプレー式のエアダ

スターは怖内の液体が噛射されることも多く，場合に

よっては搬像素子を破拙させる恐れもあるため使用し

ない方が良い．また，ブロアでは落ちない粘着性のゴ

ミが付着した場合は，特殊クリーニングキットを用い

るか．メーカーに送って消掃してもらう．

レンズー体型のコンパクトデジタルカメラであって

も．まれに搬像素子麦面にゴミが付櫛することがあ

る．この場合，自分でゴミを落とすことはできないの

でメーカーに送って清掃してもらう．

6.5.4マクロレンズの選択

コケ類のような小さな被写体を撒彫する場合，壁本

的に接写に特化したマクロレンズを用いる．マクロレ

ンズはメーカーにもよるが３５ｍｍから２００ｍｍま

での様々な焦点距離のものがあり，コケ類の種類や生

育状況，棚影目的に合わせて使い分けたい．ペンタッ

クスリコーイメージング社のマクロレンズを例に‘そ

のスペックを表6-1に示した．一般に焦点距離が長く

なると画角が狭くなるため写り込む範囲も狭くなる．

このことはマクロレンズでも同じ事が言えるが，実際

に野外で掘影する場合に電要になってくるのは持ち歩

きに適した爾さと長さ．そして作動距離である．作動

距離とは被写体からレンズ先端までの距離を指す．マ

クロレンズの多くは，ピント合わせの際にレンズ前群

が繰り出されるため，等倍掻影時ではレンズ全長が無

限通撮影時の２倍近くになる場合もある．近年ではピ

ント合わせの際，レンズ前群ではなく中間群や後群を

動かすことでレンズ全長が変化しない「内無（イン
ナーフォーカス)」タイプのマクロレンズもある．しか
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コケ類の染色体の観察を行うのに必喪な燕品類，試

料の捌雛，プレパラート作製に役立つ器叫について，

これまでＷｆらがコケ類の染色体の数の算定をおもな

目的として実際に附いてきた』川IIiを例として紹介す

る．あわせて観察した染色体像を写真に記録するため

に必要な厚ｿ耽影からフィルム現像にいたる過慨も紹

介しておく．観察は(1)胞・ｒ体の州を用いたI包子係細

胞の減数分裂像をとらえる賜合と(2)搭典体あるいは

災状体の]剛＃部の体細胞分裂像をとらえる場合の二と

おりの方注がふつうである‘

7.1減数分裂の観察

7.1.1固定

（１）問定波の作り方

固定液として変形カルノァ液（１００％エタノール：

クロロフォルム:氷酢酸＝ｌ：ｌ：ｌ）を使用する．

１００％エタノール(無水エタノール）は，従来は無水

硫駿銅をろ紙に包んで99,5％アルコールに沈めて

100％ブルコールを作っていたか，綬近はモレキュ

ラーシーブスという脱水剤で簡単に作れるようになっ

ている．研究室で使っているのは、片111化学下業のモ

レキュラーシープス３Ａl／１６（コードNo.１９－‘1544,

500ｇ入り)．これをエタノールに１０％くらいになる

ように混ぜて雅水エタノールを作る．モレキニラー

シーブスは再利用できない．氷酢蕨とは酢酸

(CH3COOH)を９６％含むものをいう．無水酢酸

[(CII:ICO)201は別の化合物．

１００％エタノールとクロロフォルムは冷撒IIlfに保管

し，固定血前に次のように混合して変形カルノア液を

作る．１００％エタノール，クロロフォルム，氷酢酸の順

に５，Jずつとり（;汁１５ｍI）２()ｍIスクリュー管に入

れる．

（２）固定の方法

棚察に適した洲1を州'1ﾘを５ｍｍ怪度残して摘みと

る．測察に適しているのは，ふつう｜|畷がやや色づき

染色体観察法

出11博則。''1口富美夫

はじめた状態のものがよい．しかし，観察する材料

(分瓶群）ごとに適時が微妙に異なっているのでﾄｲ料

を見極める必要がある．１１環が簡色したものでは既に

減数分裂か終了しているものがある・方で，まだ始

まっていないものもある．この口斑の青色災合の確認

は実体顕微鏡の~ドで行う．野外より棟果してきた材料

は．すぐに問定しないでそのまま0.5％酢仙オルセイ

－

図'７１

Ｌ

固定液に没した試料のI蝦(、２０ｍＩスク

リュー管に問定液と試料を入れ，吸引時に
液が唯び散らないように布切れなどで椅の

□を覆う．スクリュー管を図のように三角
フラスコに入れ，ゴム（またはシリコン）

椎でふたをする．ゴム性には蛸気恢さ川の

コンク付のガラス街と．アスビレータにつ

なけ'るガラス杵を賑し込む．｜雌(|刑始と終

I"時の．.ソクの操作はゆっくりと行う．
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出LI博則・IIII~1懲美ﾉミ

ンで蝋色して，減数分裂を確認するとよい．この段階

で，まだ分裂が塩じていなければ室内（20℃以下）で

さらに培淀を続ける．‐方，すでに減数分裂が終了し

て胞了四分子の状態ならば材料を採りなおす．

問定波の入ったスクリュー青に湖を入れ，同定液を

苅の内部まで浸透させるために，アスピレーターで十

分にl雌ける（約１０分）（図7-1)．抜気するときに泡

が生じて州が飛び出すことかあるので、スクリュー管

のliをネット（パンティーストッキングの切れ端を代

川）で消うか，ふたをﾘ)るめに閉めておく．抜戴後ふ

/こをW,ly)，冷獅'1内で晩|型|定する．良時間ＩｌＩｒＩ定椴に

Aliけておくと，染色体が川れて棚察できなくなる．ど

うしても翌11観察できない場合は，冷凍庫に保管する

とよい．

Ｉ‘Iil定するときは，固定液を十分冷やしておくこと

(無水エタノールとクロロホルムは冷蔵庫中に保管し

ておく．氷､鞭は篭温で保脊）と固定波は固定直前に

捌蛎することがﾉ<切である．また，サンプルを完全に

脱水するためには，固定液に入れるサンプルの量を少

なめにすることも大切である．

7.1.2染色の準備

（１）染色液の作り方

ｉ､2％酢酸オルセインを作る

オルセイン２９と酢酸４５ｍIを三角フラスコに入

れ湯煎する（図7-2)．最初の３０分間はよく撹作す

る．伽11(は１２時間を２～３１１１Iくり返す．渦蝋するとき

''１‘i炊きをしないように'一分注意する（一度噸炊きをし

たら失敗)．鋤煎後索淵まで温度をドげる．水を加えて

１００１１Ｍとする（酢酸の濃度を４５％とする)．水を加え

た隣１時間湖煎する．湯煎が終わったら室温まで冷

川Ｉしてろ過する．

：20.5％酢酸オルセインを作る

２％酢酸オルセインを４５％酢酸で４倍に希釈する．

できあがった酢酸オルセインは，保存中に結晶が生じ

るので，ときどきろ過して使う．なお，４５％酢酸を作

る方法は，例えば全最500ｍ/を作る場合，氷俳敢

215ｍ/に水２８５ｍIを加える．

（２）封人剤ワラップ(vALAP)の作り方

ワセリン(VasGlinG)，ラノリン(LaI,olin)，パラフィ

ン<Paramn)を１：Ｉ：ｌの比で，熱を加えてよく撹枠

しながら溶かす．渋必の缶に入れて，間まった状態で

保宵する．

雲

Ｉ

ﾛ

皿‘

図７２１Wi椴オルセインの作りかた．３００１１１/の三脚

フラスコにオルセイン２９と酢酸‘１５ｍ/を
入れ，ゴム催でふたをする．ふたには長的

のガラス智を刺しておく．加熱時に発生す

る蕪凱がこのガラス菅を上界するときに冷

ノiIlされ縦結するので．酢酸臭は外に出るこ

とはない．フラスコが湯せんなべの底につ

かないように．図のように糸で三角フラス

コを吊りドげるなど工夫するとよい．湯せ
ん時にはフラスコの下部が常に湯の中に没

するように注意する．

7,1.3染色およびブレパラート作製

州を固定波から取り出し，４５％酢酸に職ける．スラ

イドグラスに0.5％酢蕨オルセインを１滴たらし，そ

のそばに朔を１個おく．蓋を含む淵の先端部分を除

き．ピンセットで朔をつまんで胞子母細胞を取り出

す．胞子代剛l胞の塊に酢酸オルセインをピンセットの

先で怖し、ピンセットを〃1いて胞I亀母細胞を薄く広げ

る．このとき，あまり広げすぎると顕微鏡観察に脚Ⅲ



染色体肌察法
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■画型一

図７．３押しつぶし．カパーグラスがずれないよう

にそっとろ紙にはさみ．ろ紙の上からカ

パーグラスの位置に親指の原をあてて，真
上から押しつぶす．

取り，かたまりすぎると'ﾉj:典批彬のときに不祁合であ

る．細胞賀まで染色されるようならば．４５％酢酸で少

し薄める．酢酸オルセインが多すぎると胞子母細胞か

カバーガラスからはみ出るので注意する．

まず，カパーグラスをかけずに険腕してみる．この

とき，レンズに染色液がつかないように椎瞳する‘低

倍率で眼察し，分裂像がし,Lえるようなら，カパーグラ

スをかけ，ろ紙で余分な染色液を吸い取り、カバーグ

ラス上にろ紙片をかぶせて親指の腹で押しつぶす（厘

7-3)．押しつぶしはあまり力を加えなくてよい（押し

つぶすときのﾉﾉの強さは種によって異なる)．カバー

グラスの周囲をワラッブまたは透Iﾘlマニュキアで対じ

る．封入が不|-分な場合は試料が乾燥するので，完全

に封入できたかどうかを実体馴微姉などで確かめると

よい．

7.2体細胞分裂の観察

7.2.1培養

１０～15℃で培養し、新しいシュートを伸長させる．

葉状体苔賊の場合、楠えつけ晩３～’1週間でシュート

が伸長する．ケゼニゴケの珊合は'１１〔催１１ｃｍ，深さ

6ｃｍほどの透明プラスチック群冊を使い，底にil刷ら

せたミズゴケを厚さ２ｃｍほど倣き，その上に値えつ

ける．伸艮させるだくlならば肥料などはｲく1腿である．

少々 土が付いているくらいのサンプルのはうが活きか
よい．

7.2.2前処理

シュー|､の先端５mnlくらいを切り取り，１５～

20℃で，８－オキシキノリン().002モル群波（水１()００

m/に対して８－オキシキノリン０．２９９を加え，バー

ナーで撹枠しながら沸鵬直前まで加熱して冷やす）に

l～５時間浸しておく．時冊は材料によって異なる．処

皿後はサンプルを１５分間水洗する．ケゼニゴケの珊

合は、オキシキノリンｌ５ｍＩにシュートの先端を５～

１０個入れ,約２時間前処理するとよい.処I1l1後はサン

プルを１５分間水洗する．

鮒瓶数睡でオキシキノリンで前処理したものとしな

いものとを比較検討したが，目立った効果は細められ

なかった‐

7.2.3固定

変形カルノラ'液（減欺分裂の観察の場合と同じ）に

シュートの先端部を浸し‘冷撒IiIf内でlll児（１２～2‘1

11州l）処理する．ケゼニゴケの甥合は，岡疋液15,,,ノ

にシュート先端を５～１０個程度入れる．２４時間を越

える過度の固定はあまりよい結果をもたらさない．長

期間間定保管する場合は妓初から冷凍庫に入れてお

く．完全に白色になったら問定が完了したものとみば

’ている‐

7.2.4染色

染色の前に，４５％酢酸に数分浸してクロロホルムを

除く、同定した材料から，実体顕微鏡の下で，シ築一

卜先端２ｍｍを切り取る．この際，余分な仮恨やﾉくき

な龍を取り除く．刺端賊の場合は，頂端分拠細胞を

LIJ心として，幅１ｍｍ，農さ２ｍｍ程度にカミソリの

刃を使って短冊形に切り取る．切り取った試料を，

2％酢駿オルセイン(15,〔')で１０時間以上染色する．

ｹ･ゼニゴケの場合は１２～2‘１時間染色する，艮時IMI染

色の甥合は，１．６ｍﾉのスクリュー菅に染色液を３～５

滴加えて,試料5～１０片侵唆を讃け込み鎧を締めてお

く．材料が固い場合は酢酸オルセインに１Ｎ塩蔽を加

えるとよい（酢碓オルセイン：１Ｎ塩酸＝９：１)．１Ｎ

蝋峨は塩酸８．２５ｍ/を水に群かしてｌ()０ｍ/にはるよ

うにして作る．
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7.2.5解剖

0.5％（または１％）詐雌オルセイン中で柄(､1.針［先

を鋭くしたタングステン針（第３章図3-9参照）を使

うとよい］を用いて裟頂を取り外す．葉状休苦紺の場

合は，蜘状体先端の鞭んだ部分を切り取る．分裂像が

ｉＩパ〕すいサンプルでは，、端細胞Ｎ,近のみが仙く梁

まっている，切り取る際は，なるべく分裂部分のみを

小さく切り取り．余分な部分は取り除く．特に，仮恨

が入らないように注意する.仮恨が混じるとうまくつ

ぶせない．

り取った分裂部分をさらに２％酢酸オルセイン中に没

した後，押しつぶす．または，切り取った部分を２％
酢酸オルセインを滴下したスライドグラスにのせ，カ

バーガラスをかけた後，ホットプレート（図７－‘l）で

(約１０()℃まで）．kで２～３分加熱する．ホットプレー

トに湿らせたガーゼを例き，その・上にプレパラー|､を

置くとよい.加熱時間は材料によって異なる．加熱後，

柄付き針の柄の部分で軽くたたき細胞をｌ肩にひろ

げた後，親指を使って強く押しつぶす．

押しつぶした細胞の細胞便までが強く染まっている

吻合は(),5(liiiWi噸オルセインでマ'ﾝン卜して，ホット

プレート上でjIl熱すると色がぬける．7.2.6押しつぶし

切り取った分裂部分をｌ～数個，スライドグラス上

に折し<滴下した0.5％（または１％)酢酸オルセイン

巾に移す．カパーグラスをかけ，柄付き針の柄の部分

または先を少し尖らせたｉｌｌｌｌりばしを利附して，’慨くた

たき‘細|胞巻ｌ胴に広け'る．ここで細胞かllFiに広が

らないようであれば１Ｎ塩酸を用いて，細胞を解離す

る必要がある．

ｌ肘に広げた後，半分に折った滝紙にプレパラート

を挟み，机のｋに澄いて，カパーグラスのl:を親指を

仙って'強く押しつぶす，この押しかげんか難しい.あ

｡kり急に強く押すと細胞が破裂して染色体が飛び散っ

てしまう．弱すぎると染色体が広がらずに塊のままに

なってしまう．また，詐駿オルセインの量の調節も肝

要で，多すぎると細胞はカパーグラスから飛び出てし

まう，少ないときには広がりが悪い．

ここよでの過報で染色体か槻察されない｣Ｍ合は，切

一石『皿／

図７－４染色の微細‘催．紺|胞f〔が染まりすぎている

珊合には．プレパラートをホットプレート

で加熱する．側のように，ノkでぬらした

ガーゼをホントプレート上に蚊き、その上
にプレパラートを蛾せる．

『塁Ｔ

証差等‘
‐'I451nml-

図７６木製抑さえ具の投計図．

『
＃
且

図７－５／k拠仰さえ具とブ‘レパラートのセットのＬ
かた‐
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図７７典喝峨う側抑さえ具とプレパラートのセッ
トのしかた‐

図７８１'〔ら‘》う製押さえ具の役#|･側

いく度も拭みても染色体が観察されない場合は，材

料そのものが分裂細胞を含んでいない可能ﾔ|;がﾉ､:き

い．

7.2.7写真扱影前のブレバラートの微畑整

染色体の観察には１００倍の油授系対物レンズを斥

いろが，仙'J:i:ｿｉＩ深庇が大理ｉｌｊｉく、染色体が1M影にj画し

たように．､ド而に配置されていないのがふつうであ

る．より明瞭な染色体像を得るために．押さえ器具を

用いることによっていくぶん補正できる．ここでは蒔

類の試料調整で指導を受けた熊本ﾉ<胸1M学部井上覚

数授が使っておられた木製の押さえ風（図7-5,6）と

広肪ﾉ<学理学部峨物学専攻の形態学教室で吟案され，

作成された輿ちゅう製の押さえ災（閃7-7,8）を紹介

する．この器具はともに染色体数の櫛:定用としては利

用できるが，加圧によって染色体にひずみ．損傷がﾉに

じる危険性があり．染色体の形態解析あるいは細胞分

裂時における染色体構造の解|斤には不適であることを

付記しておく．

7.3写真掘影

7.3.】写真撮影の準怖

以ドのものを#Ｗiiiする．

（１）フィルム：ミニコピー（ＩＳＯ感度：１２）

（２）レンズ：対物レンズ１００倍．投影レンズ５倍

(3)フィルター：，（拡散用，DGfusc)，ＸＣＢｌＯ（カ

ラー写典色捕11畠用)，ＧＸｌ,ＧＩＦ（モノクロ写典撮影

川)，ＮI.)16,ＮＤ２（減光川；｜|のl川珊防【上に川いるが，

啄奥Hll形に(よ川いない）

(4)絞り：Ⅱ的とする像によって使い分ける．コンデ

ンサーは．アクロマチック･ﾌ'ポブロマートコンデン

サーをⅢいる．

・蝶色休のみを搬影する場合：絞り令側（レンズの

絞り開放値に合わせる）

・細胞賛も撮影したい場合：できる限り開放に近い

ことが削ましい，絞りすぎると染色体の周りか向くく

夫どら;|'て,Ｎ‘|然な像となる．ｌかし，熊点深度を深

くするた脇，通ﾕｌ１な像になるまで絞る．

7.3.2撮影のこつ

プリントした後．分裂順に並べてプレートを作るこ

とを吟え，分裂面の向きに配慮して搬影の構図を決ぬ

る．ネガフィルムは６コマずつ切り取ってホルダーに

入れるので，６コマごとにlgIマ'篭‘噸しするとよい．

7.3.3フィルム現像

(1)現像液の準備とフィルムの装汁

現像波、７６を附いて，ｌ/2希釈液を調製.希釈液は

現像直前に希釈する．気偏が淵いときには．タンクに

入れる直前に現像液を１９℃にやや厳密に調幣し、現
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像時に２０℃になるようにする．温度淵噛後．暗黒下で

現像タンクにフィルムを装着する．このときフィルム

に傷をつけないように注意が肝要である．カールした

フィルムを扱うときに思いがけずできてしまった微小

なフィルム面のすり傷が目的の染色体の上に生じて落

胆する場血を砿者らは経験している．

フィルム現像液：Ｄ76現像液*の作りかた

水(50℃）７ ５ ０ ｍ Ｊ

無水亜硫酸ナトリウムｌｏｏｇ

ほう砂２９

メトール（モノール）２９

ハイドロキノ ン ５ ９

水を加えて総量ｌＯＯＯｍＪに調製

＊現像の際には，１/2希釈液を用いる．

(2)水洗：約３０秒（タンクに入れたままで）

(3)現像：２０℃，８分間現像する

現像液注人後３０秒間はタンクを撹枠する．上下に

振る，を繰り返す．以後．２５秒間抑止，５秒間撹枠，

上下に振る．を繰り返す．

(4)停止：２％酢酸約３０秒（タンクに入れたまま

で）

(5)定箇：スーパーフジフイックス（3～４分．３０秒

に約１回の剖合で撹伴する）

定着時間の目安：ミニコピーの場合，未現像のフィ

ルムを定肴液につけたときに，フィルムの色が完全に

抜けるまでにかかった時間の２倍．通常．ミニコピー

では３～４分である．

(6)水洗：３０秒（この時点でフィルムタンクの蓋を

あけてもよい）

(7)ＱＷ：１分

液のブルーの色が残っていれば．再喚使用可能であ

るが，ブルーの色が消えていた喝合には．捨てる．

(8)水洗：５分

(9)ネガの乾燥

ほこりのない風通しのよい場所でフィルム干しにか

けてフィルムを干す．このときにもフィルムに傷をつ

けないように取り扱いに注意する．フィルムの感光而

のゼラチン膜がたいへんデリケートな状態になってい

る．フィルム而の大きな水滴をぬぐうため，フィルム

専用のスポンジを用い，それを湿らせてかたく絞った

ものを用いる．フィルムをこすると傷がつくのでこす

らないこと．

7.3.4プリント

(1)印画紙：染色体写典の印画紙はＦＭ４を用いる．

(2)焼き付け：細胞の倍率を明確にするため，毎回ス

ケールバーも必ず焼き付けておく．

(3)現像：コレクトール(Fuji)，２０℃で，６０～120

秒．

コレクトール(lOOOmI)の作りかた：約５０℃の温

湖５００ｍＩをかくはんしながらｌ袋の薬品Ａを徐々

に投入して完全に溶かす．完全に解けたのを確認した

後，同様に薬品Ｂをｌ袋投入し，完全に溶かす．これ

を５００，Jの水で希釈したものを現像液として用い

る．

現像時間：処理温哩２０℃で６０～120秒，現像ムラ

を防ぐため．感光面を下に向け，すばやく現像液に捜

す．

(4)停止：２％酢酸に５～３０秒

(5)定清：印画紙用定藩液（スーパーフジフィック

ス）に２分間．この時，長時間処理をしない．

(6)水洗：３０分

(〒739-8526広烏県東広島市鏡山ｌ－３－ｌ広島大学

大学院叩学研究科）
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新・分子系統解析法

坪田博美・有川智己

●
●
●

分子系統解析は，ＤＮＡの塩基配列やタンパク面の

アミノ酸配列といった分子情報をもとに，対象とする

4k物の系統関係を推定するものである．分子系統学

は．近年の分子生物学的手法とコンピュータの発達，

さらに分岐学や数量分類学などの理論の進展に伴って

発述してきた．1980年代からコケ植物でも分子系統

学的研究が行われ，多くの成果をあげている．例えば．

ナンジャモンジャゴケ和“た”Iep近ozioi上ねｓやヌエ

ゴケＭ彪冴ﾉα"ねj合ｊａｍびわ耐Ｃｓの系統的位置が明らか

になったことがあげられる（前者ついては．樋口

2001,ＹｕＴａｅｔａ1.2008,Ｓｈａｗｅｔａ１．２０１０.Ｃｏｘｅｔａｌ、

2010,後者については，坪田ほか2001b・Masuzaki

etal､２０１０を参照)．また，系統関係が明らかにな

ることで，細胞分裂棟式や精子の形態進化を系統樹上

で擬論できるようになった(Renzagliaeta1.2007,

ShimamuraetaL2011).このように，分子系統学は，

2003年の本稿の初版出版後もっとも変化があるとと

もに，コケ学に大きな影僻を与えた分野である．本稿

は坪山・有川(2003)を改訂したものであり，新しい

知見を反映させるとともに，要望の多かった方法論に

ついて加筆した．一部の内容は省略したため，旧版も

参考にされたい．また，コケ植物のこれまでの分子系

統学的な研究については，岩月ほか(1997)や川口

(2001),坪田(2008,2011),有川(2010)などを参照さ

れたい．

材料

DNA抽出

アライメント

日本藤苔顛学会削立４０周年記念出版委員会(絹)，改訂新版・コケ鮒研究の手引き・ｐｐ､69-82,2011

PCR反応

シークエンス

8.2塩基配列の決定

塩基配列の決定は，現在ではそれほど難しい実験を

伴わない．埜本的な分子生物学の実験が実施可能な場

所であれば研究を進めることができる．基本的な分子

生物学の実験については．学生や研究者向けに棟々な

手引き訂が出版されているので参考にされたい（日本

生化学会1993.中山・西方l995a,ｂなど)．坪田・有

川(2003)では．謄本的な装備の一例や価格をあげてい

るが，現在ではシークエンサーの維持管理費と比較し

て，外注の価格が安価になったため（１つの標準的な

サンプルが数百-数千円)，大量の材料の塩基配列を決

系統樹の構築

図8-1分ｒ系統学的研究の流れ．材料の調整，

ＤＮＡ抽出，ＰＣＲ反応．シークエンスおよ

びデータベース検索からなる第１段階と，

アライメント，系統樹の柵築からなる第２

段階の大きく２つの段階より成る．

以下各論に入るが，紙面の都合上詳細な説明ができな

い部分も多いため，参考文献も参照されたい．

8.1分子系統解析の概略

分子系統解析は，材料から塩基配列を決定する第１

段階と，得られた配列をもとにデータの解析を行う第

２段階の大きく分けて２つの段階より成る（図8-1)．

第１段階の塩基配列の入手では，(1)材料の調整，（２）

DNA抽出，(3)ＰＣＲ反応，(4)シークエンスの順に行

われる．第２段階の系統解析では,(1)データセットの

投定とデータベース検索，(2)配列のアライメント，

(3)系統樹の柵築，(4)系統樹の評価の順に行われる．
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定しない限りは外注することが多くなっている．とく

に大学などでは学内に塩墓配列決定サービスがある場

合が多いため，サービスを利用することもできる．

分子系統学や典団遺伝学では，ＰＣＲ法を用いるた

め祖抽出なＤＮＡが利用できること，サンプル数が多

くなる傾向にあること，分子唯物学的な研究を行う上

で蚊低限の設備しか持ち合わせていない所で行う場合

が多いことなどから，一般的な分子生物学で用いられ

る方法よりも簡便な方法を用いて抽出する湯合が多

い．しかし．分子生物学的研究では多くの悩報が蓄積

され方法捻が碗立している特定の種の培謎株を用いる

ことが多いのに対し，必然的に多くの棚を対蒙とし．

材料ごとの悩報が少なく，野外で採染した植物体を直

接用いるのが一般的であるため．材料に応じて細かい

注意や工夫が必甥となる．また，コケ植物は維管束植

物に比べて小型であるため，それが材料の淵整や

ＤＮＡ抽出の際に問題となることがある．

8.2.1材料の鯛整

ＤＮＡは比較的安定な物質であるため，材料の保存

条件さえ良ければ比校的而単に抽出が可能である．材

料は，野外から持ち州った生の植物体または培獲株，

乾燥標本を用いる．野外で採典する場合,生きたまま，

または乾燥させた状態で持ち帰るが，生きている柚物

体から抽出する方が効率がよい．乾燥させる場合，シ

リカゲルなどで速やかに乾燥させると比較的良い場合

が多い．ただし，ヌエゴケなどの一部の苔賊では乾燥

させるとうまくいかない場合も多い．いずれにして

も，高温などＤＮＡが分解するような条件下には世か

ないようにする．すぐに実験ができない場合は，シリ

カゲルで乾燥させるか．超低温冷凍庫で保存するとよ

い．外国で係典する場合は，妓近型外への試料の持ち

出しが厳しくなっているので注意したい．現地の共同

研究者に送付を依執したり，現地で粗抽出された

DNAの形で持ち帰ることもある．標本を用いる場合，

条件がよければ数年間ＤＮＡ抽出が可能である．抽出

の可否の判断は目視である程度可能で，コケ本来の緑

色（業緑体の色）が残っているような標本であれば

PCRに適したＤＮＡが縛られる．反対に緑色が抜けて

黄色くなったような棟本については，ＤＮＡが断片化

されＰＣＲに適さない場合が多い．抽出に用いる材料

は一部を証拠標本として保管しておく．

純粋培饗されていない材料の場合，実体別微鏡下で

他極が混入しないように目的の植物体だけを逸別す

る．土や瑛で汚れている場合．ある程度は汚れを取り

除く．洗浄する場合は，カルキの含まれていない超純

水や蒸葡水中で洗浄する．汚れが取れにくい場合は超

音波洗浄機を利用することもあるが，ＤＮＡの断片化

が進むので注意する．大型のコケ植物の場合，斬鮮な

緑色をした部分だけを切り取りＤＮＡ抽出に用いる．

一般的な材料で，一般的な抽出方法で植物体が生噸峨

で５０～500ｍｇ,乾燥耐最で２０～300ｍｇあれば実験

を行うのに十分な鼠のＤＮＡが得られる．少量の材料

から簡易にＤＮＡ抽出できる方法ではさらに少凪の材

料（例えば典が数枚や茎葉1本）でも抽出できる．

8.2.2ＤＮＡ抽出

コケ植物を材料とした場合，維管束植物で用いられ

る方法に準じて，あるいは多少の改変を加えて実験を

行う場合が多い．ただし，使える材料が少戯であるこ

とが少なくない．少凧の材料から簡易にＤＮＡ抽出で

きる方法として，ガラスウール吸着法と簡易クロロホ

ルム法，市販のキットを使ったＤＮＡ抽出法について

以下に述べる．これらの方法で得られるＤＮＡの鼠は

少ないため，コケ捕物で増幅が確認されているユニ

バーサルプライマー（坪、ほか2001ａなど）を用いて

一般的な条件でＰＣＲ反唯を行い，その産物を電気泳

動によって確認する．シークエンスを行い，塩基配列

を直接確認する場合もある．

（１）ガラスウール吸肴法

この方法は，Tsubotaetal.(2005)により開発され

た方法で，ＰＣＲを阻審する不純物を多く含む地衣体

からＤＮＡを抽出するための簡易抽出法をコケ植物に

適用した方法である．抽出に用いる植物体が少ないこ

ともあり，得られるＤＮＡ瞳は少ないが，比較的良質

のＤＮＡが縛られる．実際，比較的新しい状態の標本

から本方法により抽出されたＤＮＡをテンプレートと

して，ロングＰＣＲでｌ５ｋｂｐ程度のＰＣＲ産物が縛ら

れることが確認されている．

材料を１．５ｍIチューブに入れ，ＴＥまたはＴＥ２０

バッファーを３０脚l加える．ベッスルを用いて，同形

物がなくなるまで材料を粉砕する．このとき．材料は

葉数枚からシュート先端数本以内のごく微盈とし，

ベッスルとチューブ内壁で容易に破砕される凪とす

る．さらにＴＥバッファーを170～200皿加えた後，

半最から等最のクロロホルムまたはＣＩＡ（クロロホル

ム：イソアミルアルコール＝２４：ｌ）を加え，２～５分

間懸濁する．５分間18,000～20,000×９で遠心し，２



Ｉ
新・分子系統解析法 ７１

届に分離させる．この間に，新しい１．５ｍlチューブの
底にｌ～２ｃｍ程度の長さに切ったガラスゥールをし
ならせるように入れたものを準附しておく．上屑を，
ガラスウールを入れた新しいチューブに移す．このと
き，層の境界の白い不純物を混入させないように注意
する．ガラスウール入りチューブに３Ｍ酢酸ナトリウ

ム２０浬lと冷凍邸で冷やした１００％エタノール2.5倍
戯を加え，チューブをゆっくりと撹伴する．-20℃で

５分間程度瀞置した後,上澄を捨てる．ＤＮＡが吸着し
たガラスウールを冷凍庫で冷やした７０％エタノール

で洗浄する．上溢を捨て，蓋を開けて６５℃のヒート

ブロックまたはエパポレータに入れ．エタノールを完

全に蒸発させる．ｌ/2ＴＥバッファーを加え，６５℃で

５分間園いてＤＮＡをバッファー中に遊離させる．

65℃を保ったままバッファーを新しいチューブに移

し．すぐに-20℃または-80℃で保存する．

（２）間易クロロホルム法

この方法は，坪田ほか(2009)が少最の植物体から

簡便にＤＮＡを抽出するために考案した方法で，Wer．

､eretal.(2002)を参考に，Tsubotaetal.(1999)や坪

田ほか(2001a,2002)を改変したものである．剛いる

材料の蹴はガラスウール吸箭法と同槻に少凪にする．

少量の材料を１．５ｍlチューブに入れ，ＴＥまたは

ＴＥ２０バッファーを３０厘l加える．ペッスルを用いて，

固形物がなくなるまで材料を粉砕する．さらにＴＥ

バッファーを200脚程度加えた後，半品から等凧の

クロロホルムまたはＣｌＡ（クロロホルム：イソアミル

アルコール＝２４：ｌ）を加え，５～１０分間懸濁する．

５分間１８．０００～20,000×９で遠心し，２１１Wに分離させ
る．上澄を新しいチューブに移し，-20℃または

-80℃で保存する．

（３）市販のキットを使ったＤＮＡ抽出法
多くの棚緬のＤＮＡ抽出キットが市販されており，

これらを用いることで容易にＤＮＡ抽出ができる．コ

ケ植物で実際に利用できたものとしては．クリーンカ

ラムGenomicDNAIsolationKilforPlants植物ケ

ノムＤＮＡ（ミニ)用（nexttec社の製品で株式会社

トーホーが扱っている）があげられる．この製品は．

カラムのレジンにタンパク質や界而活性剤，低分子の

物質など不純物を吸着させ．ＤＮＡはカラムを抜けて
ワンステップで輔製されるというもので．不純物の多

い材料からも比較的良賛のＤＮＡが得られる．

（４）その他のDNAhIlIll法

上記の方法のほか，動物や維管束植物では，さまざ

まなＤＮＡ抽出法が考案されており，研究者や学生向
けのわかりやすい手引き香が数多く出版されている

(島本・佐々 木１９９７など)．また，コケ植物からの
ＤＮＡ抽出方法としては，フェノール・クロロホルム

法(TsUbotacta1.1999.坪田・有川2003）やＣＴＡＢ

法（ArikaWa＆Higuchil999・坪ITI・有川2003)，
ＲＡＰＤ用のプロトコール（'1,ｉｍｍｅ＆Rossl997，

Sten⑥ienl999).少量の材料から簡易にＤＮＡ抽出で

きる方法（坪田ほか200lb）などがある．また．遠心

または超遠心により葉緑体やミトコンドリア．核の画

分に分けて抽川を行う手法が利用されることもある．

8.2.3系統解析に用いられる遺伝子や領域とｐＣＲ

による目的領域の増幅

コケ植物では，初期の頃は核5.8ＳｒＤＮＡやｌ８Ｓ

ｒＤＮＡなどを用いた研究も行われていたが，股近では

藁緑体ｒｂｃＬやゆsｲ．これらの遺伝子よりも進化速度

が速いImL-rmF領域や核ITS領域などが系統解析

を行う際の標準的な遺伝子として用いられている

(Stech＆Quandl2010を参照)．その仙にも．葉緑体

ｊｍＬイントロンやその他の遺伝子間領域，“pβ・

PsbA,、“K，核コードのｌ８ＳｒＤＮＡや２６ＳｒＤＮＡ・

ミトコンドリアコードの”“遺伝子やＬＳＵｒＤＮＡ

なども用いられている．維管束植物でよく利用される

晩“Ｋについては，有効なユニバーサルプライマーが

現時点では存在しないためコケ捕物の系統解析にはあ

まり用いられていない．いずれにしても，現在では複

数の遺伝子や傾城をあわせて解析するのが一般的に

なっている．維管束植物ではＡＰＧ(TheAngiosperm

PhylogcnyGroup,cfAPG2009)で核l8SrDNAと
葉緑体rbcL,ｍａＫが桶地的なマーカーとして利用さ

れているが，コケ植物では標単化されていない．

目的の舗域を渦くるためにはＰＣＲ法を用いるのが

一般的である．ＰＣＲ(polymeraSechainreaction)法

は，微儲のＤＮＡをもとに，プライマーと呼ばれる短

いＤＮＡ断片とＤＮＡ合成酵素を用いて，ＤＮＡの塩

麟配列の特定の部位を大皿に槻製する方法である．解

素や装悩に改良が加えられ効率良くＤＮＡが瑚幅でき
るようになったこと，大腸菌やファージを培饗する必

要がないことなどから、現在では分子生物学的研究に

は不可欠な方法となっている．ＰＣＲ法については，島

本・佐々 木(1997),巾山(1998).真木(1999)など．研

究者や学生向けのわかりやすい手引き御が複数の出版

社から数多く発行されている．
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目的の紬域の塩蕊配列をＰＣＲ法により自前で得る
には，その紬域にあわせたプライマーが必要となる．
ｌ８ＳｒＤＮＡやγbcL,ゆs4,ＩＴＳやｊｍＬ~ｊｍＦ遺伝子間

領域などについては既にいくつかの蘇苔類用プライ
マーが発表されている．また，他の植物用のプライ

マーを流用する場合も多い．データベースに登録され

ている配列を参照することで，材料により過したプラ

イマーを設計したり，新たな領域に対するプライマー

を設計することもできる．葉緑体ケノムの場合，ゼニ

ゴケハ化施h””ｐｏＩｙｍｏゆAａ（XO4465,Ｏｈｙａｍａｅｔ

ａｌ，1986）やヒメツリガネゴケ戯ｙｓｍｍ"肥Iね”i”s

subsp・ｐａｒ”ｓ(APO05672,Sugiuraeta1.2003)をは
じめ複数報のコケ植物の葉緑体ゲノムの全塩基配列が

決定されている．プライマーの設計を行う場合，基本

的にはＴｍ値（プライマーの温度特性を表す値で，塩

培配列ごとに固有）が５０～70℃，長さ２０塩基前後，

場合によっては３０～４０塩基程度の保存配列を用い

る．ロングＰＣＲの場合。一般的なＰＣＲ反唯で使用す

るプライマーよりも多少長めに設計すると良い結果が

得られる．対象となる生物に共通な保存配列で．とく

に３'端の配列の保存性が高い配列が良い．また，実際

の反応にはプライマー同士の配列の相性も考慮する必

典がある．プライマーの合成は，生化学系の試薬を

扱っている会社が受託合成を行っており，梢製の度合

いや契約によっても異なるが，ｌ塩基あたり１００～

２００円程度で合成できる．反応条件は実際に使用する

装世やＰＣＲキット，ＤＮＡ合成酵紫，プライマーにあ

わせる必要がある．基本的にはプライマーのＴｍ値な

どに合わせた一般的な反応条件で行えばよい．一般的
な反応条件ではＤＮＡの一本鎖への変性94℃１０～３０

秒，プライマーの結合４５～55℃１０～３０秒，ＤＮＡの
伸艮反応68～72℃２～３分というサイクルを２５～

３５回くり返す．ＰＣＲ反応に用いる試薬頚は，キット

として１００反応分で２～５万円程度のものが市販され
ている．

反応後，電気泳助により産物の確偲を行った後，切
り出しやカラム，市販のキットで梢製してシークェン

ス反応に用いる．ＤＮＡの断片化が進んだ材料でも，

短い断片であればＰＣＲ増幅ができる場合がある．あ
るいは，ネステイッドＰＣＲを利用すると増幅できる
場合もある．

8.2.4シークエンス（塩基配列の決定）

塩基配列の決定は．以前は放射性同位体を用いるの

が一般的であったが，殿近では蛍光色紫を用いた自動
シークェンサーを利用するのが普通である．現在で

は．キャピラリーと呼ばれる細いガラス管を用いた装
置が一般的になり，性能も大幅に向上している．これ
らの装置を用いて塩艦配列決定をする場合，機種に応
じた市販のシークェンスキットで反応させる必要があ
る．また，今後はゲノムシークエンサも急速に普及す
ることが予想される．

シークェンス反応は,ＰＣＲなどで増幅したＤＮＡ断

片をカラムや切り出し，プライマー分解酵索などを用

いて精製する．精製後．シークエンス用のプライマー

を加えて，シークエンス反応を行う．シークエンス

キットは１００反応用５～１５万円で市販されている．

各試薬やＤＮＡ断片の濃度，および反応条件は付属の

説明書に従う．反応後，説明書に従って，泳勤用バッ

ファーに沸かし，シークエンサーにセットする．蛍光

色衆は光に弱いので光にできるだけあてないよう注意

が必要である．電気泳動開始後，数時間から半日程度

で泳動が終了する．泳動後，シークエンサーに付属の

プログラムを用いて塩基配列を得る．

異なるプライマーから得られた複数のサンプルの塩

蕪配列を合成して一つの塩基配列を決定する．決定し

た塩基配列はインターネットでアクセスできる国際塩

基配列データベースに，産地や証拠標本の標木番号な

どの情報とともに登録する．論文投稿する場合，登録

が必須の雑誌が一般的である．国際塩基配列データ

ベースは．DDBJ（日本）とGcnBank（アメリカ)，

ＥＭＢＬ（ヨーロッパ）とで柵成されている．登録され

た内容は同じで，お互いにバックアップする関係にあ

るため．登録はいずれかのデータベースで行えばよ

い，DDBJで登録する場合，日本語での登録が可能で

ある．論文が公開されたら，論文のデータとともに．

非公開データの解除願いを登録したデータベースの管
理部署に送る．

8.3データの解析

系統解析では，塩基配列．またはその翻訳によって

予想されるアミノ賊配列をもとに，コンピュータと系

統解析プログラムを用いて実際の系統関係の推定が行
われる．系統解析は，コンピュータの処理能力が年々
上がっていることにより，計算が行いやすくなってい

る．また．スーパーコンピュータやグリッド･コン

ピューティングが以前よりも利用しやすくなってい

る．しかし．系統解析はデータさえ与えれば簡単に結
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果が得られるというものではない，分子進化について

の知識，数学など学問的背景にある理論の理解やコン

ピュータを扱うための技術が不可欠である．また，得

られた結果を正しく解釈することが必要となる．

分子系統解析について日本語でまとめた教科書とし

ては根井(1990),長谷川・岸野(1996),根井・クマー

(2006)などが，入門書としては宮田(1998,2010).斎

藤(2007a,ｂ)などがあげられる．また，英語で書かれ

た教科書としてはＬｉ(1997).Soltisetal.(1998),Graur

＆Ｌｉ(l999LNei＆Kumar(2000),Felscnstein(2004)，

Hall(2011）などがあげられる．配列の人手や検索，

データベースへの登録，配列のアライメント，近隣結

合法による系統樹作成については，菅原(2002)に簡

潔にまとめられている．系統解析に関する理論的背景

や置換モデルなど発展的な内容としてはSober

(1996)やＹａｎｇ(2009)が参考になる．

8.3.1データセットの設定とデータベース検索

一般的に，近縁なもの同士について系統解析を行う

場合．ＩＴＳや”L-j榊Ｆ遺伝子間領域のような変異の

速い領域や，進化速度の速いタンパク質をコードする

遺伝子の塩基配列などを用いる．一方，ある程度遠い

関係にあるもの同士の場合は，リボソームをコードす

るような変異の遅い領域や，タンパク質をコードする

遺伝子の予想アミノ酸配列を用いることが多い．

系統解析には，分子生物学的手法により実験室で得

られた配列データとともに，データベースにすでに登

録されている近縁なもののデータも用いる．また，研

究対象となる生物に加えて，外群を設定する必要があ

る．外群は対象となる生物群には含まれないが，近縁

であると考えられる生物が適している．生物学的な知

見や過去の系統解析の結果をもとに投定する．

近縁なデータを検索するには，データベースの検索

機能が利用できる．例えば,DDBJではＡＲＳＡとよば

れるキーワード検索サイトが用意されており，アク

セッション番号や学名，配列名で検索することができ

る．また，同じサイトのgetentryでは，既出の漁文に

掲戦のアクセッション番号からデータを得ることがで

きる．配列が分かっている場合は．DDBJやNCBIの

ＷｅｂサイトからBLASTを利用できる．以前用いら

れていたＦＡSTAはＤＤＢＪではサービスが終了して

いるが，ＥＭＢＬ､EBIなど他のサイトでサービスが提

供されている．得られるデータファイルには，配列の

他にアクセッション番号やソース，文献などの様々な

悩報が入っている．DDBJではＷＡＢＩ(WebAPIfor

Biology)というＷＥＢサービスも公開している．

ＷｅｂAPIを利用することで，データベース横断検索

や解析結果の再解析など行うことが可能になる．

BioPerlを利用してプログラムを作成すれば，ＮCBI

のサーパから自動的に配列を得ることもできる．

8.3.2配列のアライメントと不要部位の除去

配列の整列はアライメントとも呼ばれ，系統解析で

は重要な計算段階である．系統解析を行う場合，同じ

部位同士を比較する必饗がある．前項で設定したデー

タは，複数のサンプルから得られた特定領域の塩基配

列の集まりであるが，登録されているデータの長さの

違いや，欠失・挿入によりそれぞれの部位が対応して

いるとは限らないので，配列の整列と不要な部位の除

去を行う．配列によっては，アライメントが困難で

あったり，フレームシフトや逆位が生じている場合が

ある．こういった配列は，分子進化の観点から前提が

成り立っておらず，置換モデルをそのままでは適用で

きないので，配列から除去する必要がある．γ6ｃＬ遺伝

子などの保存性の高い領域ではあまり挿入・欠失が見

られないので，一般的なテキストエディタやＭＥＧＡ５

(Ｔａｍｕｒａｅｔａ1.2011),SeaＶｉｅｗ(GouyetaL2010)．

GeneAlign（Ｋｕｒｏｋａｗａｅｔａｌ･’999）などのプログラ

ムを利用して，手作業でも十分アラインメントでき

るそうでない場合．精KI:良く行うためにアライメン

ト用プログラムを使うことが多い．よく用いられるプ

ログラムとしてClustal（Ｔｏｍｐｓｏｎｅｔａ１．１９９４，

LarkinetaL2007)やＭＡＦＦＴ(Katoh＆Toh2008)．

ＭＵＳＣＬＥ(Edgar2004a,ｂ)などがあげられる．Ｃｌus‐

talWはDDBJのホームページなどでも利用可能であ

るが．WindowsやMacintosh上でも動作する．リボ

ソームをコードする遺伝子などでは立体柵造も考慮し

て配列をする必要もある．ＭＥＧＡ５では，読み込んだ

データセットに対してアライメントできるように，

MUSCLEとClustalWが同梱されている．また，系

統解析プログラムによっては不要な部位を除く必要が

ある．また，アライメントがあまりあてにならない部

位や進化モデルの適用から外れる部位なども除く．こ

れについては先にあげたＭＥＧＡ５やSeaView,Ｇｅ．

、cAlignの他にも，MacClade(Maddison＆Maddi‐

son2011）やSequencher(GeneCodesCorporation，

AnnArbor)，Mesquite（Maddison＆Maddison

2010)などのプログラムが利用できる．トリミングを



8.3.3睡換モデル選択と系統樹の櫛築

系統樹を作成する前に，データセットに対応する置

換モデルを選択する．塩基配列の場合は塩基置換モデ

ルを，アミノ酸配列の場合はアミノ酸腫換モデルを適

用する．実際のプログラムではまだ採用例は少ない

が，タンパク質をコードした領域についてはコドンモ

デルも考案されている．プログラムによっては，パー

ティションを考慮したり，不均質モデルやＧａｍｍａ分

布．Invariantsiteなど，系統問あるいは塩基置換の

不均一性を考慮することができるものがある(Yang

l993,1994;Hasegawaetal･’985)．また，塩基配列

間で頻度不均質性が大きな場合RY-coding(Woese

etaL1991，Phillipseta1.2004）やAGY-coding

(Gibsonetal､2005)を行う場合もある．頑健な距離推

定としてLogDct変換(Lockharteta1.1994)も利用

される．置換モデルの迦択にはjModelTest(Poasada

2008）やModelGenerator（Ｋｅａｎｅｅｔａ1.2006)，

MrModeltest(Nylander2004),Kakusan4(Tanabe

2011),Aminosan（Tanabe2011）などのプログラム

が利用される．MEGA5など一部の系統解析プログラ

ムでは般適モデルの選択の機能が組み込まれているも

のもある．いずれも，ＡＩＣ（Akaikel973）やＢＩＣ

(Schwarzl978）を基準として判定するものが一般的

である．

系統樹作成法を扱うデータの性質によって分けた場

合.距離法と形質状態法に分けられる（図8-2)．距離

法(距離行列法）は，ＯＴＵ同士の距離行列（類似度行

列）から系統樹を作成する方法で，近隣結合法（ＮＪ

法）や鹸小進化法（ＭＥ法)，平均距離法(UPGMA)な

どが含まれる．形質状態法は，形質状態行列から直接

系統樹を作成する方法で，鹸節約法（ＭＰ法）や簸尤

法（ＭＬ法)，ベイズ法(BI法）が含まれる．各方法の

長所と短所を簡単にあげる．距離法は．計算時間が非

常に短いものが多いが，他の方法に比べて誤った系統

関係を推定する確率が相対的に大きい．最節約法は，

距離法に比べて計算時間が多くかかるが，形態形髄の

状態の榎元が可能な方法である．股尤法は，対数尤度

関数が最大となる系統樹（パラメータ）を推定する方

坪田博美・有川智己7４

鐸
最

行うプログラムとしては．Gblocks(Castresana

2000，Talavera＆Castresana2007）やｔｒｉｍＡｌ

(Capella-Guti6rrezeta1.2009)などがあげられる．あ

るいは，矩形選択できるテキストエディタや自作のプ

ログラムで処理する場合もある．

形質状態行列
塩基配列

アミノ酸配列

距離行列
(類似度行列）

行列
置行列）

Ｉ

最節約法

最尤法
距離法法

系統樹

図８－２系統樹作成法．距離法と形質状態法（最節

約法・最尤法）に分けられる，距離法では

形質状態行列を距離行列に変換し，距離行

列をもとに系統樹を作成する．形質状態法

では形髄状態行ﾘから直接系統樹を作成す

る．

Ｉ法で，他の方法比べて計算時間が多くかかるが，統計

モデルに則った議論ができる．ベイズ法は最近よく利

用されている方法で，ベイズの定理(Bayesl763)に

もとづいて系統樹を探索するものである．ベイズ法で

は，ベイズ推定により事後分布（可能性のある系統樹

の集合の予想分布）を得て，最終的に事後確率

(Bayesianposteriorprobability,車前確率と尤度の

関数）が般大となる樹形が得られる．実際には経験ベ

イズ法(EB)やマルコフ辿鎖モンテカルロ法（ＭＣＭＣ

法)，Metropolis・coupledMCMC法（ＭＣＭＣＭＣ法）

を用いて大量の系統樹を作る近似手法を用いるプログ

ラムがほとんどで，同時に出現したクレードの頻度か

ら各枝の事後確率(の近似)も得られる.最尤法とベイ

ズ法はいずれも尤度を共有するが，目的とする関数が

異なるため異なる系統樹が得られる場合もある．

系統解析のためのプログラムは多くの種類が開発さ

れている．そのすべてを網羅することは困難であるが，

ワシントン大学のＰＨＹＬＩＰ（FeIsensteinl989，Fel・

sensteinl980-2011）や閉湿晶史氏のLifeisfifth・

dimensionのＷｅｂサイトに，様々なプログラムが紹
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介されリンクが貼られている（アドレスは章末参照)．

その中でも現在一般によく用いられるものとして，

ＰＡＵＰ*４(Swoffordl998),ＭＥＧＡ5,ＴＮＴ(Goloboff

eta1.2008),ＰｈｙＭＬ(Ｇｕｉｎｄｏｎｃｔａ1.2010),Treenn・

der〈Ｊｏｂｂｅｔａ1.2004,Jobb2011)，ＲＡｘＭＬ（Sta・

matakis2006,Slamatakiseta1.2008),MrBayes3

(Huelsenbeck＆Ronquist2001，Ronquist＆HueI・

scnbeck2003)，ＭＯＬＰＨＹ（Adachi＆Hasegawa

l996LPAML4(Yang2007)などがあげられる．初心

者でも比較的使いやすいのはＭＥＧＡ５であり．雌新

バージョンでは従来からのWindows版に加えてＭａｃ

版とLinuX版も用怠されている．MEGA5の使い方に

ついては．Hall(2011）や田村(2011)で解説されてい

る．

配列データのフォーマットはいくつか標準的なもの

があるが,プﾛダﾗﾑごとに人力データのﾌｫｰﾏｯ

ﾄが異なる場合も多く，ＭＥＧＡ５などの複数の形式を

読み込むことができるプログラムやデータ形式変換用

プログラム，MOLPHYのパッケージに含まれる既存

のスクリプト，自作の変換用スクリプトを用いること

が多い．

系統樹の最適解を得るためには網羅的探索法を用い

るのが理想であるが．実際にはＯＴＵの数が増えると

可能性のある樹形の数が等比級数的に増えるため，現

実的な時間では計算できなくなる．このため，実際の

系統解析プログラムでは段階的探索法をはじめとした

さまざまな樹形探索法が採用されている．系統解析を

行う際には，同じ方法を用いたプログラムであって

も，プログラムが異なれば異なる探索法を採用してい

るのが普通であるため，結果として異なる系統樹が縛

られることが少なくない．そのため，プログラムごと

の特性をある程庇理解しておく必要もある．

8.3.4系統樹の評価

実際に系統解析を行う場合だけでなく論文を読んで

理解する際にも．系統樹から示されている悩報を読み

取る必要がある．また，実際の解析では生物の系統関

係ではなく、あくまでも用いた配列の系統関係が得ら

れるという点は注意する必要がある．

系統樹に示された情報として，各技の特徴や分類群

の系統樹上での分布などに加えて．統計学的な数値が

ある．ブートストラップ確率は，系統樹櫛築法にかか

わらず利用できるので，もっともよく利用されるJ(本

的な方法である（Felsensteinl985)．この値は各伎の

信緬性をあらわし，基本的には値が小さくなるほど信

頼性は低くなる．逆に，値が大きいからといってデー

タに偏りが存在する可能性もあり，１００％信頼できる

枝であるとは言い切れない．ジャックナイフ確率も系

統樹櫛築法にかかわらず利用でき，ブートストラップ

確率に似た性質をもつ値である．岐近の論文では，マ

ルチブートストラップ法をもとに近似的に不偏な検定

を行うＡＵテスト（下平2002,Shimodaira2002）も

利用されることが多い．

これらの値以外にも，さまざまな値が用いられる．

距離法では，技の長さの標幽誤差などが用いられる場

合もある．股節約法では．・致指数(CI)や保持指数

(RI).修正一.致指数(RC)といった系統樹とデータの整

合性を表す値や，樹長分布，各枝がどの程度の形質で

支持されているかを表す崩壊定数，ＰＴＰ検定（Faith

＆Cranstonl991）やＴ,PTP検定(Faithl991）など

が用いられる．岐尤法では，与えられた樹形に対して

元のデータがどの程度の確率で得られるかを表す尤度

やＡＩＣで信頼性があらわされる．ベイズ法では

ＭＣＭＣ法により得られる事後確率で信頼性を表すの

が一般的である．ただしLlf後確噸は，ブートストラッ

プ確率と比較して過大評価される傾向がある点に注意

したい，また，MrBayesの３．１よりも古いバージョン

で用いられていた尤度の収束を目安にした計算方法で

は問題がある場合があることが指摘されているので．

それを改善した新しいバージョンのプログラムを利用

する（Mosscl＆Vigoda2005)．

実際に系統解析を行う場合は，複数の方法で系統樹

を構築し，それぞれの系統樹同士を比較する．いずれ

の方法でも支持されるような技はある程度信頼できる

と考え，それについて鍋論を進める場合が多い．また，

股節約法などでは，樹形が異なる複数の系統樹が得ら

れた場合，得られた系統樹に共通な枝を選び出した合
意樹を作製する場合もある．

ＧＣ含量の偏りや,ＯＴＵのサンプリングの偏りで本

来の系統関係が再現されない場合もある．

8.3.5系統樹の加工・作図とその出力

系統解析プログラムにより得られた系統樹は．テキ

スト形式での出力など非常に表現力に乏しい．このた

め，TrcCViCwやMEGA5などのプログラムで一般的

にみられる系統樹の形式で作図し、両像作製ソフトを

用いて，ブートストラップ砿率や各枝の特徴，分類群

のまとまりなどを書き加えるなどの加工を行い妓終的
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図8-3系統樹の加工・作図の過程．Ａ,塩基配ﾘを
もとに．何らかの系統樹作成法で系統樹を

計算する．あわせてブートストラップテス

トなどを行っておく．ＢＣ・PHYLII〕などの
プログラムで洲･算した場合，テキスト形式

で結果が出力される．Ｄ・テキスト形式で出
力された系統樹をTreeViewで表示して，

AdobeAcrobatでpdfファイルとして出力
する．ＭＥＧＡ５などのプログラムを使うと
テキスト形式ではなく視覚的に表示される

ので，pdf形式やｅｍｆ形式のファイルとし
て出ﾉjする．Ｅ・AdobelllustI･ator上で図
の変形を行い，プーートストラップ確率や事
後硫噸などの各枝を支持する値やクレーード

名を付加する．加工後，プリンタで出力し

たり，pdf形式で保存したものを原図とす
る．

･有川智己

な図版とする（図8-3)．ＭＥＧＡの新しいバージョン

ではtreファイルを読み込むことができ，pdfやｅｍｆ

形式で出力できるため，これを原図として加工するこ

ともできる．一般にAdobeIllustratorなどのドロー

系のグラフィックソフトで加工すると出来映えがよ

い．AdobcPhotoshopなどのペイント系のソフトを

用いる甥合は，解像度を十分に高くしておかないと，

できあがった図が印刷に耐えられないものになってし

まう．目安としては出来上がりの1.2～1.5倍程度の大

きさの図で，カラーで300～360dpi程度，白黒で

600～720(～1200)dpi程度の解像度が望まれる．実

際には投稿する雑誌の規定や印刷所の指示に従う必要

がある．作図については，上記のMacintoshやWin‐

dows上で動作するソフトの方が利用しやすいものが

多いが，ＵＮＩＸ系のＯＳ上でもＧＩＭＰやInkscapeな

ど利用可能なソフトがある．

できあがった図は，プリンタで111力したり，pdf形

式で保存したものを原図とする．これまでは，印刷に

耐える画質でプリントアウトしたものを原図としてき

たが,最近では，デジタル画像やAcrobat形式に変換

したファイルの状態で原図を送るのが一般的になって

いる．加工後，アウトライン化しておくと文字化けし

ないが，詳細は編集の指示に従う．プリンタを利用す

る場合，インクジェットプリンタやレーザープリンタ

など商解像庇のプリンタと，良質の印刷用紙を用いれ

ば十分印刷に耐える図が得られる．いずれの場合も，

もとのデータの解像血の設定に注懲する．

8.3.6コンピュータについて

系統解析にはコンピュータが必須のため，これを利

用するための知識が不可欠である．現在広く普及して

いるWindowsやMacintosh,場合によってはＵＮＩＸ

を般低眼扱える知識が必要となる．とくに，Macintosh

で採用されているＭａｃＯＳＸはＵＮＩＸ系のＯＳになっ

ており，以前よりもその知識が必要になっている．ま

た，Windows上でもＭＳ､DOSの知識が必要となる場

合が多い.現在,系統解析を行う上で大きな障害となっ

ているものの一つがコンピュータの利用に関する問題

である．これについては，各自で知識を身につけるか，

身近にコンピュータの利用について詳しい知人をもつ

ことが問題解決への近道であると思われる．

系統解析は，コンピュータの処理能力が年々上がっ

ていることにより．計算が行いやすくなっている．一般

に広く普及しているコンピュータでも，ある程哩の大
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きさのデータまでであれば計算可能である．とくに距

離法の賜合．データの数が問題となることはあまりな

い.最尤法やベイズ法で系統解析する場合は,計算時間

が膨大であるので，より計算の速い計算機が必要とな

る場合が多い.そのような場合，スーパーコンピュータ

やグリッド・コンピューティングが利用される．

系統解析は，データ加工の辿統ととらえることもで

きる．この過程でさまざまな処理を行っていくが，手

作業で処理が可能な場合がある．プログラムを利用す

るとよいが，既製のものを使用するだけでなく，この

ような瑚合，誤りを防ぎ，手間を省くため，棚単な自

作プログラムを用いることをすすめる．一般的なプロ

グラム作成ではＣやＣ＋＋が利用されているが，比

較的簡便にプログラムを作ることができるPerlや

Ruby,日本ではまだ普及していないがPhytonなど

のプログラム言語を用いて，プログラムを作成すると

よい．プログラム言語については得手不得手や好みが

あるので自分に一番あった言語を用いればよい，ま

た，プログラム作成の実際については，複数の出版社

からさまざまなレベルの参考啓が出版されているの

で，それらを参照していただきたい．代表的な参考番

として，Tisdall(2001）などがあげられる．
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文献とインターネットリソース

分子系統学的研究を行う上で参考となる文献を以下

にあげる．本文巾に引用していない文献やインター

ネットリソースも含まれている．また，分子系統学は

とくに日進月歩の分野であり，多くの分野の雑誌に論

文が掲職される傾向にあるので，最新の情報に常に接

するよう心がけたい．これまでに発表されたコケ捕物

の分子系統分類学に関する文献の代表的なものは，

Gomnet＆Ｈａｘ(2001）やＣｏｘｅｔａｌ.(2010）にまとめ

られているので参照されたい．また，プログラムにつ

いては以下にあげたもの以外にも多くのプログラムが

あるため，目的や環境に応じて適宜選択して頂きたい．
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インターネットリソース

A、プログラム賊

A-1．アライメント・トリミング用プログラム

1．Clusta１２．０(Ｗ/Ｘ/Omega)〈http:〃ｗｗｗ・clustal・

ｏｒg/〉多１１t配列笠列用プログラム．オンライン脱明

文，ソースファイル,実行ファイルのダウンロードが
可能

２．ＭAFFT6.859〈http:〃mafft,cbrc.』p/alignment／
softwarc/〉多砿配列整列用プログラム．非常に高

速．少ないデータ鼠であればＷｅｂ上でアライメント

サービスあり．

3．ＭＵＳＣＬＥ3.8.31〈http:〃ｗｗｗ,drive5.com/muscle

／>多璽配ﾘ整列、プログラム．非常に高速．ＭＥＧＡ

５をインストールすると標準で利用できる．

4．Mesquitc2､７４〈http:〃mesquiteproject･org／

mesquitc/mcsquite・html〉系統樹の編巣や形質復元
などが可能

5．ＳｅａＶｉｃｗ４､3.0〈http:〃pbil､univ・lyonl.【r/software

／seavicw・html〉アライメントエディタとしての機

能だけでなく，外部プログラムで系統解析を行うこ

とができる．

6．ＧｅｎｅＡｌｉｇｎ２００７１１０８〈http:〃ｗｗｗ､gen･info・

osaka.u‘acjp/geneweb2/genealiRn/〉アライメン

トエディタ．日本語の解鋭あり．Ｊａｖａの瑠境で動作

する．

7．GblocksO､91ｂ〈http:〃molevoLcmima・csic・es／

castresana/Gblocks・html〉トリミング（正しくアラ
インメントされている部分だけを抽出）用プログラ

ム．

ａｔｒｉｍＡｌ１．２〈http:〃trimal,cgenomics､org/〉トリミ
ング用プログラム．

A･2．分子進化モデル逆択プログラム

1．Kakusa、４．０〈http:〃ｗｗｗ､fifthdimension､jp／

products/kakusan/〉塩基置換モデル遵択プログラ

ム．多くのモデルが比較でき，ＰＡＵＰ本やMrBayes，
Treennder用の投定ファイルを自動的に出力してく

れるため非常に便利．

２，MrModcltesl23〈http:〃ｗｗｗ,abc.se/~nyIander/〉

塩基世換モデル選択プログラム．MrBayes用の設定
ファイルを出力．このサイトでは他の有用なプログ

ラムも公開されている．

3．jModelTestO､１．１〈http:〃darwin､ｕｖｉＲｏ､Ｃｓ／

softwarc/jmodeltest,html〉塩基阻換モデル選択プ

ログラム．ModelTest〈http:〃darwm・uvigo‘es／

software/modcltcst､ｈｔｍｌ〉の後継プログラム．
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