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 Metagenomic analysis would provide us information about what kinds of micro organisms in 
environment are related to the human diseases and disorders. we investigated a method to obtain the 
gene region from metagenomic fragments. First, we calculate the score Sr which represent how close 
the particular regions are to gene coding regions of real genomes. we could decide correct reading 
frames with the 66% by using Sr. Then we divided the no cording region and coding regions by using 
the Sr and Sn that is the score to no coding regions with the accuracies of 79% for coding regions and 
60 % for no coding regions. The, we, expand the predicted segment to stop codon and start codon. 
Finally, we could predict correct reading frames and no coding regions with the accuracy of 73%.

1．は　じ　め　に
　近年のゲノム解読技術の向上とともに、環境中に存在
する、培養の難しい微生物のゲノム配列を直接解読する
メタゲノム解析が注目されてきている。環境には様々な
細菌が存在しており、病気や疾患の原因になるなど人の
生活と深く関係している1–3）。将来的なメタゲノム解析
の利用方法として、病気や疾患の予防、治療などが期待
されている。
　本研究では、将来的なメタゲノム情報の利用のため、
メタゲノム由来の配列断片から遺伝子領域を予測するこ
とを試みた。

2．これまでの結果
　環境中のゲノム配列は配列解読の過程で断片化され
る。結果として得られるdNa断片配列には、遺伝子領
域もしくはその一部、遺伝子をコードしない領域などが
含まれている。メタゲノム情報を効率よく利用するため
には、遺伝子情報を断片配列から抽出する必要がある。
そこで、我々は遺伝子配列の持つ塩基組成の特徴に着目
した。塩基配列の指標の一つとして、配列中に含まれる
塩基GとCの割合であるCG含量（式1）が用いられる。

　
GC含量＝ 塩基配列中のGとCの総数

 （1）
 塩基配列中のA, T, G, Cの総数

ゲノム塩基配列は、進化的な時間の変化の中で、徐々に
変化してゆく。それに伴い、ゲノムのGC含量も変化す
る4–7）。このゲノムのGC含量がゲノムのアミノ酸組成と
相関があるという報告が、幾つかの研究でされてい 

る8–10）。そこで、遺伝子領域のみを取り出し、3つのコ
ドン文字位置ごとで、4つの塩基（a, t, g, c）それぞれの
組成を調べた（図1）。異なった生物種間で、ゲノムGC

含量とコドンの文字位置ごとの塩基組成に相関が見られ
ることが分かる。この塩基組成のバイアスを、生物に共
通する遺伝子配列らしい配列の持つ特徴とし遺伝子配列
の判別が可能かを調べた。ランダムに作成した遺伝子配
列データセットに対し塩基組成の特徴をもつもの探した
ところ、データセットの87%を正しく予測することが
出来た。また、遺伝子をコードしない領域のデータセッ
トに対しては、86%のデータに対しコードしない領域で
あると予測することができた。
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図１． コドンの文字位置ごとの塩基a, t, g, cの組成の違い。
 538種の微生物ゲノムを使用して作成した。
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ここで、Cfragment (i, j)はターゲットフラグメントのコドン
位置 iにおける塩基 jの組成を示す。GCfragmentはターゲッ
トフラグメント全体のGC含量を意味する。Creal (i, j, 
GCfragment)はGC含量GCfragmentを持つ現実の生物種ゲノム
の遺伝子をコードする領域全体のコドン位置 iにおける
塩基 jの組成を示す。Caverage (j, GCfragment)はCrealの各コド
ン位置の塩基 jの組成の平均値を意味する。
　計算する塩基の長さはn = 60とした。計算領域を位置
塩基ずつ移動させフラグメント全体について計算した。
計算したスコアに対し、最も低い値を持つ読み枠をその
領域での読み枠とした。これにより計算した全領域のう
ち、遺伝子をコードする領域については、66%で正しい
読み枠を選ぶことができた（図3）。
　次に、フラグメントの領域のうち、遺伝子をコードな
い領域を取り除くことを試みた。式3を使い、遺伝子を
コードしない領域にどの程度近い塩基組成をもつかとい
うスコア（Sn）を計算した。このスコア（Sn）と遺伝子
をコードする領域へのスコア（Sr）で二次元プロットを
作成し、直線により判別をおこなった（図4）。遺伝子を
コードする領域に対しては、79%で、遺伝子をコードし
ない領域に対しては60%で正しく分離できることがわ
かった。
　次に最終的な遺伝子の領域とその読み枠の決定を試み
た。フラグメントを50塩基ずつのセグメントに分け、
そこに含まれる各領域についての、SnとSrのプロット

3．遺伝子領域の予測
　遺伝子配列のコドンの文字位置ごとの塩基組成のバイ
アスに基づいて、遺伝子フラグメントを予測することが
ある程度可能であることがわかった。しかし、この手法
はフラグメント全体に対しての予測であり、実際のフラ
グメントには遺伝子をコードする領域とそうでない領
域、また、異なった読み枠の遺伝子領域が存在する。そ
こで、フラグメント全体ではなく、フラグメント中の遺
伝子領域とその読み枠を予測することを試みた。
　利用するデータセットとして、10種類のバクテリア
ゲノムから配列断片をランダムに切り出した（平均塩基
長：1000，標準偏差：500）。図2に作成したデータセッ
トの詳細を示す。おおよそ、1000塩基の長さで切り出
されていることがわかる。

　はじめに、遺伝子の読み枠を決定することを試みた。
作成したデータセットに対し、塩基のコドン位置ごとの
バイアスからのずれを2式で計算した。
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図２． 10種類の微生物ゲノムから作成したランダムフラグメントサ
ンプルデータの長さ分布（A）と全フラグメント中の各読み
枠の割合（B）。

 coding1, coding2, coding3, complementary1, complemen tary 
2, compelmentray3はフラグメント中の遺伝子の6つの読み枠
の種類を、no codingは遺伝子をコードしていない領域を示し
ている。

図３． 最も低いスコア（Sr）を採用した場合の領域の分類結果。
 黒色のバーは正しく分類した、灰色は間違って分類した領域

の数を示す。計算に用いた領域の長さは60塩基。
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での判別線からの距離の平均値を計算した。そのうち、
最も高いものをそのセグメントでの読み枠、または、遺
伝子をコードしない領域として採用した。最後に、遺伝
子をコードする領域に関しては、両端をそれぞれ、終了
コドンと開始コドンまで延長し、最終的な遺伝子領域の
予測結果としたところ、73%で正しい遺伝子の読み枠、

または遺伝子をコードしない領域を予測することができ
た（図5）。
　最後に計算領域の塩基数を変え、予測精度の変化を調
べた（図6）。おおよそ、120塩基前後で計算すると最も
良い精度が得られることがわかった。
　今後としては、さらに精度をあげるために遺伝子らし
い配列の特徴をより詳しく調べ、それらを予測に取り込
む必要があると考えられる。今回は遺伝子内の領域では
同じバイアスを用いたが、遺伝子領域内での塩基配列の
バイアスの違いを調べたところ、配列の両端において、
配列全体からのずれが大きいことがわかった（図7）。 

図４． 現実の読み枠へのスコア（Sr）と遺伝子をコードしていない
領域へのスコア（Sn）を用いた二次元プロット。

 白丸は読み枠があっている領域、灰色の四角は読み枠が間
違っている領域、黒のクロスは遺伝子をコードしない領域を
示す。最も精度良く分離できた線（Sn = 0.22×Sr + 0.81）を
黒で示してある。

図５． 最終的な予測精度。
 coding1, coding2, coding3, complementary1, comple men tary 

2, compelmentray3はフラグメント中の遺伝子の6つの読み枠
の種類を、no codingは遺伝子をコードしていない領域を示し
ている。これらの領域全てをallで示してある。

図６．計算する領域の塩基長を変えた場合の予測精度の変化。

図７．	遺伝子領域内での塩基組成の違い。
 遺伝子内の領域を20アミノ酸（60塩基）ごとにわけ、それぞ

れの領域でコドンの位置ごとの塩基組成を計算し、遺伝子全
領域の平均からのズレを求めた。
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今後はこれら、遺伝子領域の両端におけるバイアスの違
いを考慮して予測することで、精度の向上へとつながる
と考えられる。
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