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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
発現している複数の遺伝子転写産物に由来する複数のピークを一つの波形として表した
プロファイルデータを用いて遺伝子の発現状態を解析する遺伝子発現解析方法であって、
複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られるＤＮＡフラグメ
ントの塩基数相当値の位置と、その位置における前記遺伝子転写産物の転写量相当の検出
量と、に基づいて得られる塩基数相当値の参照範囲を第一の波形として表わし、かつ前記
遺伝子転写産物の転写産物種情報として、前記第一の波形中の所定のピークと、そのピー
クが由来する転写産物種と、を同定して記憶した参照プロファイルデータを予め取得して
おく参照プロファイルデータ取得工程と、
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複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られる測定対象物とな
るＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置における前記測定対象物の転写
量相当の検出量と、に基づいて得られる塩基数相当値の測定範囲を第二の波形として表し
た測定プロファイルデータを作成する測定プロファイルデータ作成工程と、
前記第一の波形および前記第二の波形のうちの少なくとも一方の一部または全部の領域
を補正しピークの位置を調整する補正処理を行い、前記第二の波形中の着目する領域を含
む複数のピークと、前記第一の波形における複数のピークと、を対応付けることで、前記
着目する領域を含む複数のピークと、当該複数のピークに相当する第一の波形中の複数の
ピークと、を対応付けるピーク対応付け工程と、
対応付けされた前記測定プロファイルデータのピークの由来する遺伝子転写産物の情報
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を前記転写産物種情報から読み取り、対応付けされた前記測定プロファイルデータのピー
クの由来する遺伝子を特定することで遺伝子の発現状態を解析する遺伝子発現解析工程と
、
を含み、
前記ピーク対応付け工程は、
前記参照プロファイルデータ取得工程で取得された前記参照プロファイルデータのピー
クの位置と、前記測定プロファイルデータ作成工程で作成された前記測定プロファイルデ
ータのピークの位置と、が一致する場合は、一致する前記参照プロファイルデータのピー
クと、前記測定プロファイルデータのピークと、を対応付け、
前記参照プロファイルデータ取得工程で取得された前記参照プロファイルデータのピー
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クの位置と、前記測定プロファイルデータ作成工程で作成された前記測定プロファイルデ
ータのピークの位置と、が一部または全部ずれている場合は、これらのうちの少なくとも
一方の波形について、これらの波形の類似度が最も高くなるように一部または全部の領域
を補正しピークの位置を調整する補正処理を行った上で、前記参照プロファイルデータの
ピークと、前記測定プロファイルデータのピークと、を対応付ける
ことを特徴とする遺伝子発現解析方法。
【請求項２】
前記参照プロファイルデータ取得工程は、
前記参照プロファイルデータを、
既知のプロファイルデータを保存しているデータベースから取得するか、
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前記転写産物種情報から人工的に作成して取得するか、
既知のプロファイルデータ若しくは前記測定プロファイルデータに１つ以上のピークを
追加或いは削除することによって取得するか、
前記参照プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得するか、または、
前記測定プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得する
ことを特徴とする請求項１に記載の遺伝子発現解析方法。
【請求項３】
前記ピーク対応付け工程における補正処理が、ガウス関数に基づく関数近似によって行
われることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遺伝子発現解析方法。
【請求項４】
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前記ピーク対応付け工程における補正処理が、
前記参照プロファイルデータのピークの位置を基準として前記測定プロファイルデータ
のピークの位置を移動させるか、
前記測定プロファイルデータのピークの位置を基準として前記参照プロファイルデータ
のピークの位置を移動させるか、または、
前記参照プロファイルデータのピークの位置と前記測定プロファイルデータのピークの
位置の双方を移動させて、
前記測定プロファイルデータのピークと前記参照プロファイルデータのピークを対応付
ける
ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の遺伝子発現解析方法。
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【請求項５】
前記遺伝子発現解析工程は、
前記参照プロファイルデータのピークと前記測定プロファイルデータのピークの対応付
けができたピークと、対応付けができなかったピークと、が区別できるように表示すると
ともに、前記参照プロファイルデータのピークに、当該ピークの由来となる遺伝子に関す
る遺伝子情報が付加されている場合は、当該遺伝子情報を引用することにより前記測定プ
ロファイルデータにおいて対応付けされたピークの遺伝子を特定し、遺伝子の発現状態を
解析する
ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の遺伝子発現解析方法。
【請求項６】
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前記遺伝子発現解析工程には、
前記ピーク対応付け工程で対応付けができなかったピークについて、当該ピークに関す
る関連情報を付加する工程が含まれている
ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の遺伝子発現解析方法。
【請求項７】
前記関連情報が、前記波形の類似度に関する相関係数を基にした評価値、ピーク位置、
プライマーセット、発現強度、ピーク形状の特徴、およびサンプルの細胞情報や実験情報
のうち少なくとも１つを含んでいる
ことを特徴とする請求項６に記載の遺伝子発現解析方法。
【請求項８】
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発現している複数の遺伝子転写産物に由来する複数のピークを一つの波形として表した
プロファイルデータを用いて遺伝子の発現状態を解析する遺伝子発現解析装置であって、
複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られるＤＮＡフラグメ
ントの塩基数相当値の位置と、その位置における前記遺伝子転写産物の転写量相当の検出
量と、に基づいて得られる塩基数相当値の参照範囲を第一の波形として表わし、かつ前記
遺伝子転写産物の転写産物種情報として、前記第一の波形中の所定のピークと、そのピー
クが由来する転写産物種と、を同定して記憶した参照プロファイルデータを予め取得して
おく参照プロファイルデータ取得手段と、
複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られる測定対象物とな
るＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置における前記測定対象物の転写
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量相当の検出量と、に基づいて得られる塩基数相当値の測定範囲を第二の波形として表し
た測定プロファイルデータを作成する測定プロファイルデータ作成手段と、
前記第一の波形および前記第二の波形のうちの少なくとも一方の一部または全部の領域
を補正しピークの位置を調整する補正処理を行い、前記第二の波形中の着目する領域を含
む複数のピークと、前記第一の波形における複数のピークと、を対応付けることで、前記
着目する領域を含む複数のピークと、当該複数のピークに相当する第一の波形中の複数の
ピークと、を対応付けるピーク対応付け手段と、
対応付けされた前記測定プロファイルデータのピークの由来する遺伝子転写産物の情報
を前記転写産物種情報から読み取り、対応付けされた前記測定プロファイルデータのピー
クの由来する遺伝子を特定することで遺伝子の発現状態を解析する遺伝子発現解析手段と
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、
を有し、
前記ピーク対応付け手段は、
前記参照プロファイルデータ取得手段で取得された前記参照プロファイルデータのピー
クの位置と、前記測定プロファイルデータ作成手段で作成された前記測定プロファイルデ
ータのピークの位置と、が一致する場合は、一致する前記参照プロファイルデータのピー
クと、前記測定プロファイルデータのピークと、を対応付け、
前記参照プロファイルデータ取得手段で取得された前記参照プロファイルデータのピー
クの位置と、前記測定プロファイルデータ作成手段で作成された前記測定プロファイルデ
ータのピークの位置と、が一部または全部ずれている場合は、これらのうちの少なくとも
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一方の波形について、これらの波形の類似度が最も高くなるように一部または全部の領域
を補正しピークの位置を調整する補正処理を行った上で、前記参照プロファイルデータの
ピークと、前記測定プロファイルデータのピークと、を対応付ける
ことを特徴とする遺伝子発現解析装置。
【請求項９】
前記参照プロファイルデータ取得手段は、
前記参照プロファイルデータを、
既知のプロファイルデータを保存しているデータベースから取得するか、
前記転写産物種情報から人工的に作成して取得するか、
既知のプロファイルデータ若しくは前記測定プロファイルデータに１つ以上のピークを
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追加或いは削除することによって取得するか、
前記参照プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得するか、または、
前記測定プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得する
ことを特徴とする請求項８に記載の遺伝子発現解析装置。
【請求項１０】
前記ピーク対応付け手段における補正処理が、ガウス関数に基づく関数近似によって行
われることを特徴とする請求項８または請求項９に記載の遺伝子発現解析装置。
【請求項１１】
前記ピーク対応付け手段における補正処理が、
前記参照プロファイルデータのピークの位置を基準として前記測定プロファイルデータ
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のピークの位置を移動させるか、
前記測定プロファイルデータのピークの位置を基準として前記参照プロファイルデータ
のピークの位置を移動させるか、または、
前記参照プロファイルデータのピークの位置と前記測定プロファイルデータのピークの
位置の双方を移動させて、
前記測定プロファイルデータのピークと前記参照プロファイルデータのピークを対応付
ける
ことを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれか１項に記載の遺伝子発現解析装置
。
【請求項１２】
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前記遺伝子発現解析手段は、
前記参照プロファイルデータのピークと前記測定プロファイルデータのピークの対応付
けができたピークと、対応付けができなかったピークと、が区別できるように表示すると
ともに、前記参照プロファイルデータのピークに、当該ピークの由来となる遺伝子に関す
る遺伝子情報が付加されている場合は、当該遺伝子情報を引用することにより前記測定プ
ロファイルデータにおいて対応付けされたピークの遺伝子を特定し、遺伝子の発現状態を
解析する
ことを特徴とする請求項８から請求項１１のいずれか１項に記載の遺伝子発現解析装置
。
【請求項１３】
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前記遺伝子発現解析手段には、
前記ピーク対応付け手段で対応付けができなかったピークについて、当該ピークに関す
る関連情報を付加する手段が含まれている
ことを特徴とする請求項８から請求項１２のいずれか１項に記載の遺伝子発現解析装置
。
【請求項１４】
前記関連情報が、前記波形の類似度に関する相関係数を基にした評価値、ピーク位置、
プライマーセット、発現強度、ピーク形状の特徴、およびサンプルの細胞情報や実験情報
のうち少なくとも１つを含んでいる
ことを特徴とする請求項１３に記載の遺伝子発現解析装置。
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【請求項１５】
請求項１から請求項７に記載の遺伝子発現解析方法をコンピュータに実行させる
ことを特徴とする遺伝子発現解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、発現している複数の遺伝子転写産物に由来する複数のピークを有する一つの
波形として表したプロファイルデータを用いて遺伝子の発現状態を解析する遺伝子発現解
析方法、遺伝子発現解析装置、および遺伝子発現解析プログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
ゲノム科学は「ヒトの遺伝子情報（ヒトゲノム）の解読完了」という象徴的な事件の後
、遺伝子発現に関する制御メカニズムの解明、遺伝子産物の機能解明という、いわゆるポ
ストシークエンス研究へと移行しつつある。ポストシークエンス研究を進めると、さまざ
まな生命現象を解明することができるので学術的に意義が高いだけでなく、医薬品の開発
にも多大な貢献をもたらし、高度なオーダーメイド治療等を実現できる可能性がある。そ
のため、ポストシークエンス研究の進展に対する期待度も非常に大きい。
【０００３】
このようなポストシークエンス研究の一例として、遺伝子の発現状態を解析する遺伝子
発現解析が挙げられる。同じ遺伝子でも、生体の状態等によって時々刻々とその発現量が
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変化しており、オルタナティブスプライシング等によって一つの遺伝子から異なるタンパ
ク質に対応した複数のｍＲＮＡが生成されている。また、高等動物や植物では、タンパク
質に翻訳されないノンコーディングＲＮＡやマイクロＲＮＡも生成されており、これらが
遺伝子発現制御を行っていることや、様々な生物種で保存されていることなども明らかに
なりつつある。
これらのＲＮＡの中でもタンパク質の発現に直接的に関係のあるｍＲＮＡの発現量を解
析して遺伝子発現解析を行うことは、前記したように、より高度なオーダーメイド治療等
を実現するためにも特に重要である。
【０００４】
遺伝子発現解析を行うための手法としては、遺伝子の発現状態を網羅的に解析すること
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のできるディファレンシャルディスプレイ法やＳＡＧＥ（Serial Analysis of Gene Expr
ession）法、ＤＮＡマイクロアレイ法、ＤＮＡチップ法などが広く用いられている。
【０００５】
また、近年、遺伝子発現解析を行うための手法として、網羅的かつより高精度な遺伝子
発現解析を可能にした高カバー率遺伝子発現解析法（High Coverage Expression Profili
ng法（以下、「ＨｉＣＥＰ法」と称する。））が開発され、注目を浴びている（例えば、
特許文献１参照）。
ＨｉＣＥＰ法は、ｍＲＮＡを逆転写して得られたｃＤＮＡを２種類の制限酵素により切
断し、これに特殊な塩基配列を有するアダプターと称する２０塩基ほどのＤＮＡフラグメ
ントをライゲーションさせ、さらに前記した特殊な塩基配列を有するアダプターと相補的

30

な塩基配列を有する、蛍光標識された選択的ＰＣＲ用プライマーを用いて選択的ＰＣＲを
行い、キャピラリー電気泳動によって種々の長さに応じて分離し、これを解析するキャピ
ラリーＤＮＡシーケンサーを利用して、複数のピークを有する一つの波形として表された
測定プロファイルデータを得るものである。このようにすると、前記した複数のピークは
、一つの波形に、約２００程度のピークを有することになる。これは、同じサンプルであ
れば条件の相違により強度が変わっても原則として同じ泳動位置（プロファイル上のピー
クの位置）に、同じ遺伝子の転写産物に由来するピークが検出される。
【０００６】
したがって、ＨｉＣＥＰ法は、塩基配列が決定されていない未知遺伝子に対してもその
発現状態を解析することができるという利点を有しており、発現している遺伝子の全転写
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産物（全ｍＲＮＡ）に対して解析される転写産物（ｍＲＮＡ）の割合をカバー率と定義す
るならば、前述した従来法のカバー率が１０〜３０％であるのに対し、ＨｉＣＥＰ法は７
０〜８０％のカバー率を達成している。さらに、±約２０％の微小な変動量を確実に捉え
ることが可能である。このように、ＨｉＣＥＰ法は、従来のＤＮＡマイクロアレイ法等で
は実現し得なかった高精度・高感度を達成している。
【０００７】
【特許文献１】国際公開第０２／０４８３５２号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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しかしながら、ディファレンシャルディスプレイ法やＳＡＧＥ（Serial Analysis of G
ene Expression）法、ＤＮＡマイクロアレイ法、ＤＮＡチップ法などは、塩基配列が予め
分かっている遺伝子にしか対応できないこと、感度が低い（例えば、検出のために必要な
ｍＲＮＡの変動量は２〜３倍必要といわれている。）こと、発現量が大きく変動するもの
でないとその結果の再現性が十分とはいえないことなどの問題がある。
【０００９】
また、特許文献１に記載のＨｉＣＥＰ法は、従来法では成し得なかった高カバー率、高
精度、高感度で遺伝子の転写産物の発現状態を解析することができるが、電気泳動を使用
して分離するため、ｃＤＮＡフラグメントのサイズが同じ場合や、電気泳動時のｃＤＮＡ
フラグメントの立体的分子構造が原因で、本来の塩基数とは異なる位置にピークがずれて
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出現してしまうことがある。また、キャピラリーＤＮＡシーケンサーに用いられる電気泳
動用のポリマーの劣化や、異なる製造ロットのポリマーの使用、或いは電気泳動時の電圧
の変化や温度の変化によって得られる測定プロファイルデータのピークの位置がずれてし
まうことがある。また、異なるモデルのシーケンサーを用いる場合は、ポリマーが異なる
など測定条件の差異により、数ｂｐピークの位置が異なって測定されることがあり、異な
る研究者のデータを比較する場合、注意が必要である。
【００１０】
そのため、作成された測定プロファイルデータとリファレンスとなる参照プロファイル
データとを対比させたり、別の施設や別の日に同じ条件で測定されて作成された測定プロ
ファイルデータ同士を対比させたりした場合にピークの位置が一致せず、対比が困難とな
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る場合がある。なお、このような場合において、例えば一つ一つのピークについて電気泳
動時の温度や電圧の変化に関する補正係数を乗じるなどの補正処理を行って、ピークの出
現位置等を補正した後にこれらを対比させることも考えられるが、得られたピークの全て
にそのような処理を行うのは非常に負担が重く、時間のかかる作業である。また、ピーク
を構成するフラグメント配列の塩基数とは異なり、本質的に、基準となる絶対的なピーク
サイズを想定することはできない。
【００１１】
本発明は前記問題に鑑みてなされたものであり、作成された測定プロファイルデータと
参照プロファイルデータとの対比や、作成された測定プロファイルデータ同士の対比を容
易に行うことができ、かつ遺伝子の発現状態の解析を容易に行うことができる遺伝子発現
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解析方法、遺伝子発現解析装置、および遺伝子発現解析プログラムを提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
（１）前記課題を解決した本発明に係る遺伝子発現解析方法は、発現している複数の遺伝
子転写産物に由来する複数のピークを一つの波形として表したプロファイルデータを用い
て遺伝子の発現状態を解析する遺伝子発現解析方法であって、参照プロファイルデータ取
得工程と、測定プロファイルデータ作成工程と、ピーク対応付け工程と、遺伝子発現解析
工程を含むことを特徴としている。
【００１３】
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つまり、本発明に係る遺伝子発現解析方法は、参照プロファイルデータ取得工程で、複
数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られるＤＮＡフラグメント
の塩基数相当値の位置と、その位置における前記遺伝子転写産物の転写量相当の検出量に
基づいて得られる塩基数相当値の参照範囲を第一の波形として表わし、かつ前記遺伝子転
写産物の転写産物種情報として、前記第一の波形中の所定のピークと、そのピークが由来
する転写産物種と、を同定して記憶した参照プロファイルデータを予め取得しておき、次
いで、測定プロファイルデータ作成工程で、複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡ
の一部を増幅して得られる測定対象物となるＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と
、その位置における前記測定対象物の転写量相当の検出量に基づいて得られる塩基数相当
値の測定範囲を第二の波形として表した測定プロファイルデータを作成する。次いで、ピ

50

(7)

JP 5344670 B2 2013.11.20

ーク対応付け工程で、前記第一の波形および前記第二の波形のうちの少なくとも一方の一
部または全部の領域を補正しピークの位置を調整する補正処理を行い、前記第二の波形中
の着目する領域を含む複数のピークと、前記第一の波形における複数のピークと、を対応
付けることで、前記着目する領域を含む複数のピークと、当該複数のピークに相当する第
一の波形中の複数のピークと、を対応付け、次いで、遺伝子発現解析工程で、対応付けさ
れた前記測定プロファイルデータのピークの由来する遺伝子転写産物の情報を前記転写産
物種情報から読み取り、対応付けされた前記測定プロファイルデータのピークの由来する
遺伝子を特定することで遺伝子の発現状態を解析する。
そして、本発明における前記ピーク対応付け工程は、前記参照プロファイルデータ取得
工程で取得された前記参照プロファイルデータのピークの位置と、前記測定プロファイル
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データ作成工程で作成された前記測定プロファイルデータのピークの位置が一致する場合
は、一致する前記参照プロファイルデータのピークと前記測定プロファイルデータのピー
クを対応付け、前記参照プロファイルデータ取得工程で取得された前記参照プロファイル
データのピークの位置と前記測定プロファイルデータ作成工程で作成された前記測定プロ
ファイルデータのピークの位置が一部または全部ずれている場合は、これらのうちの少な
くとも一方の波形について、これらの波形の類似度が最も高くなるように一部または全部
の領域を補正しピークの位置を調整する補正処理を行った上で、前記参照プロファイルデ
ータのピークと前記測定プロファイルデータのピークを対応付ける。
【００１４】
したがって、本発明に係る遺伝子発現解析方法は、取得された参照プロファイルデータ
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と、作成された測定プロファイルデータを波形として表して対比させるため、参照プロフ
ァイルデータのピークと、作成された測定プロファイルデータのピークの対応付けを容易
に行うことができる。そして、対応付けができた測定プロファイルデータのうちの着目す
るピークについてその由来となる遺伝子を特定することにより、適切に遺伝子の発現状態
を解析することができる。
また、参照プロファイルデータのピークの位置と測定プロファイルデータのピークの位
置が一致する場合は、これらのピークの位置を補正処理せずにそのまま対応付けし、これ
らのピークの位置がずれている場合のみ、そのピークの位置を調整する補正処理を行って
対応付けをするため、迅速な対応付けが可能となる。
【００１５】
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（２）本発明における前記参照プロファイルデータ取得工程は、前記参照プロファイルデ
ータを、既知のプロファイルデータを保存しているデータベースから取得するか、前記転
写産物種情報から人工的に作成して取得するか、既知のプロファイルデータ若しくは前記
測定プロファイルデータに１つ以上のピークを追加或いは削除することによって取得する
か、前記参照プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得するか、または
、前記測定プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得するのが好ましい
。
このようにすれば、迅速かつ簡便に参照プロファイルデータを取得して、測定プロファ
イルデータと対比させることが可能となる。
【００１８】
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（３）本発明においては、前記ピーク対応付け工程における補正処理が、ガウス関数に基
づく関数近似によって行われるのが好ましい。
このようにすれば、補正処理にかかる負担を軽減しつつ高精度かつ簡便に補正処理を行
うことができる。
【００１９】
（４）本発明においては、前記ピーク対応付け工程における補正処理が、前記参照プロフ
ァイルデータのピークの位置を基準として前記測定プロファイルデータのピークの位置を
移動させるか、前記測定プロファイルデータのピークの位置を基準として前記参照プロフ
ァイルデータのピークの位置を移動させるか、または、前記参照プロファイルデータのピ
ークの位置と前記測定プロファイルデータのピークの位置の双方を移動させて、前記測定
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プロファイルデータのピークと前記参照プロファイルデータのピークとを対応付けるのが
好ましい。
このようにすれば、参照プロファイルデータピークと測定プロファイルデータのピーク
を適切に対応付けることができる。
【００２０】
（５）本発明における前記遺伝子発現解析工程は、前記参照プロファイルデータのピーク
と前記測定プロファイルデータのピークの対応付けができたピークと、対応付けができな
かったピークと、が区別できるように表示するとともに、前記参照プロファイルデータの
ピークに、当該ピークの由来となる遺伝子に関する遺伝子情報が付加されている場合は、
当該遺伝子情報を引用することにより前記測定プロファイルデータにおいて対応付けされ
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たピークの遺伝子を特定し、遺伝子の発現状態を解析するのが好ましい。
【００２１】
このようにすれば、得られた解析結果は、対応付けができなかったピークを容易に見分
けることができるとともに、対応付けができた測定プロファイルデータのピークは、その
由来となる遺伝子が特定されているので、例えば、後にこれを参照したときに当該ピーク
が何の遺伝子に由来するか、その塩基配列を解析し直す必要がなくなるなど、ユーザーに
とって利用価値の高いものとなる。
【００２２】
（６）本発明における前記遺伝子発現解析工程には、前記ピーク対応付け工程で対応付け
ができなかったピークについて、当該ピークに関する関連情報を付加する工程が含まれて
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いるのが好ましく、（７）前記関連情報が、前記波形の類似度に関する相関係数を基にし
た評価値、ピーク位置、プライマーセット、発現強度、ピーク形状の特徴、およびサンプ
ルの細胞情報や実験情報のうち少なくとも１つを含んでいるのが好ましい。
【００２３】
このようにすれば、前記したピーク対応付け工程で対応付けができなかったピークにつ
いて、当該ピークに関する関連情報を遺伝子発現解析工程で付加することができるので、
例えば、後にこれを参照したときに当該波形の類似度に関する相関係数を基にした評価値
、ピーク位置、プライマーセット、発現強度、ピーク形状の特徴、およびサンプルの細胞
情報や実験情報などの関連情報を得ることができる。したがって、このようにして得られ
た解析結果は、ユーザーにとってより利用価値の高いものとなる。
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【００２４】
（８）本発明に係る遺伝子発現解析装置は、発現している複数の遺伝子転写産物に由来す
る複数のピークを有する一つの波形として表したプロファイルデータを用いて遺伝子の発
現状態を解析する遺伝子発現解析装置であって、複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤ
ＮＡの一部を増幅して得られるＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置に
おける前記遺伝子転写産物の転写量相当の検出量と、に基づいて得られる塩基数相当値の
参照範囲を第一の波形として表わし、かつ前記遺伝子転写産物の転写産物種情報として、
前記第一の波形中の所定のピークと、そのピークが由来する転写産物種と、を同定して記
憶した参照プロファイルデータを予め取得しておく参照プロファイルデータ取得手段と、
複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られる測定対象物となる
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ＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置における前記測定対象物の転写量
相当の検出量と、に基づいて得られる塩基数相当値の測定範囲を第二の波形として表した
測定プロファイルデータを作成する測定プロファイルデータ作成手段と、前記第一の波形
および前記第二の波形のうちの少なくとも一方の一部または全部の領域を補正しピークの
位置を調整する補正処理を行い、前記第二の波形中の着目する領域を含む複数のピークと
、前記第一の波形における複数のピークと、を対応付けることで、前記着目する領域を含
む複数のピークと、当該複数のピークに相当する第一の波形中の複数のピークと、を対応
付けるピーク対応付け手段と、対応付けされた前記測定プロファイルデータのピークの由
来する遺伝子転写産物の情報を前記転写産物種情報から読み取り、対応付けされた前記測
定プロファイルデータのピークの由来する遺伝子を特定することで遺伝子の発現状態を解
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析する遺伝子発現解析手段を有し、前記ピーク対応付け手段は、前記参照プロファイルデ
ータ取得手段で取得された前記参照プロファイルデータのピークの位置と、前記測定プロ
ファイルデータ作成手段で作成された前記測定プロファイルデータのピークの位置と、が
一致する場合は、一致する前記参照プロファイルデータのピークと、前記測定プロファイ
ルデータのピークと、を対応付け、前記参照プロファイルデータ取得手段で取得された前
記参照プロファイルデータのピークの位置と、前記測定プロファイルデータ作成手段で作
成された前記測定プロファイルデータのピークの位置と、が一部または全部ずれている場
合は、これらのうちの少なくとも一方の波形について、これらの波形の類似度が最も高く
なるように一部または全部の領域を補正しピークの位置を調整する補正処理を行った上で
、前記参照プロファイルデータのピークと、前記測定プロファイルデータのピークと、を
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対応付けることを特徴としている。
【００２５】
このようにすれば、取得された参照プロファイルデータと作成された測定プロファイル
データを波形として表わすので、これらの対比を容易に行うことができ、さらに参照プロ
ファイルデータのピークと測定プロファイルデータのピークの対応付けと遺伝子の発現状
態の解析を容易に行うことができる。
また、このようにすれば、参照プロファイルデータのピークの位置と、測定プロファイ
ルデータのピークの位置が一致する場合は、これらのピークの位置を補正処理せずにその
まま対応付けし、これらのピークの位置がずれている場合のみ、そのピークの位置を調整
する補正処理を行って対応付けをするため、迅速な対応付けが可能となる。
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【００２６】
（９）本発明における前記参照プロファイルデータ取得手段は、前記参照プロファイルデ
ータを、既知のプロファイルデータを保存しているデータベースから取得するか、前記転
写産物種情報から人工的に作成して取得するか、既知のプロファイルデータ若しくは前記
測定プロファイルデータに１つ以上のピークを追加或いは削除することによって取得する
か、前記参照プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得するか、または
、前記測定プロファイルデータを複数用いて合成することによって取得するが好ましい。
このようにすれば、迅速かつ容易に参照プロファイルデータを取得して、測定プロファ
イルデータと対比させることが可能となる。
【００２９】
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（１０）本発明においては、前記ピーク対応付け手段における補正処理が、ガウス関数に
基づく関数近似によって行われるのが好ましい。
このようにすれば、補正処理にかかる負担を軽減しつつ高精度かつ簡便に補正処理を行
うことができる。
【００３０】
（１１）本発明においては、前記ピーク対応付け手段における補正処理が、前記参照プロ
ファイルデータのピークの位置を基準として前記測定プロファイルデータのピークの位置
を移動させるか、前記測定プロファイルデータのピークの位置を基準として前記参照プロ
ファイルデータのピークの位置を移動させるか、または、前記参照プロファイルデータの
ピークの位置と前記測定プロファイルデータのピークの位置の双方を移動させて、前記測
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定プロファイルデータのピークと前記参照プロファイルデータのピークを対応付けるのが
好ましい。
このようにすれば、参照プロファイルデータピークと測定プロファイルデータのピーク
を適切に対応付けることができる。
【００３１】
（１２）本発明における前記遺伝子発現解析手段は、前記参照プロファイルデータのピー
クと前記測定プロファイルデータのピークの対応付けができたピークと、対応付けができ
なかったピークと、が区別できるように表示するとともに、前記参照プロファイルデータ
のピークに、当該ピークの由来となる遺伝子に関する遺伝子情報が付加されている場合は
、当該遺伝子情報を引用することにより前記測定プロファイルデータにおいて対応付けさ
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れたピークの遺伝子を特定し、遺伝子の発現状態を解析するのが好ましい。
【００３２】
このようにすれば、得られた解析結果は、対応付けができなかったピークを容易に見分
けることができるとともに、対応付けができた測定プロファイルデータのピークは、その
由来となる遺伝子が特定されているので、例えば、後にこれを参照したときに当該ピーク
が何の遺伝子に由来するか、その塩基配列を解析し直す必要がなくなるなど、ユーザーに
とって利用価値の高いものとなる。
【００３３】
（１３）本発明における前記遺伝子発現解析手段には、前記ピーク対応付け手段で対応付
けができなかったピークについて、当該ピークに関する関連情報を付加する手段が含まれ
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ているのが好ましく、（１４）前記関連情報が、前記波形の類似度に関する相関係数を基
にした評価値、ピーク位置、プライマーセット、発現強度、ピーク形状の特徴、およびサ
ンプルの細胞情報や実験情報のうち少なくとも１つを含んでいるのが好ましい。
【００３４】
このようにすれば、前記したピーク対応付け工程で対応付けができなかったピークにつ
いて、当該ピークに関する関連情報を遺伝子発現解析手段で付加することができるので、
例えば、後にこれを参照したときに当該波形の類似度に関する相関係数を基にした評価値
、ピーク位置、プライマーセット、発現強度、ピーク形状の特徴、およびサンプルの細胞
情報や実験情報などの関連情報を得ることができる。したがって、このようにして得られ
た解析結果は、ユーザーにとってより利用価値の高いものとなる。
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【００３５】
（１５）本発明に係る遺伝子発現解析プログラムは、（１）から（７）に記載の遺伝子発
現解析方法をコンピュータに実行させることを特徴としている。
【００３６】
このように、コンピュータに（１）から（７）に記載の遺伝子発現解析方法を実行させ
るので、コンピュータによって参照プロファイルデータと測定プロファイルデータの対比
を容易に行うことができ、さらにこれらのピークを対応付けて遺伝子の発現状態を解析す
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００３７】
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本発明の遺伝子発現解析方法によれば、参照プロファイルデータと測定プロファイルデ
ータを波形として表して対比させるため、これらの対比を容易に行うことができ、かつ遺
伝子の発現状態の解析を容易に行うことができる。
【００３８】
また、本発明の遺伝子発現解析装置によれば、参照プロファイルデータと測定プロファ
イルデータを波形として表して対比させるため、これらの対比を容易に行うことができ、
かつ遺伝子の発現状態の解析を容易に行うことができる。
【００３９】
そして、本発明の遺伝子発現解析プログラムによれば、参照プロファイルデータと測定
プロファイルデータを波形として表して対比させ、さらにこれらのピークを対応付けて遺
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伝子の発現状態の解析を行わせるようにコンピュータを実行させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
例えば、網羅的かつ高精度な遺伝子発現解析方法であるＨｉＣＥＰ法による、ＤＮＡシ
ーケンサーを用いて得られ、複数のピークを有する波形として表された測定プロファイル
データは、波形の１ピークが、そのサンプルにおける特定の遺伝子に由来するｍＲＮＡの
存在量（正確には１プロファイル中の相対値）を示している。全てのピークの強度を観測
することで、同時に数万種類のｍＲＮＡの高精度な発現量を測定することができる。しか
し、ピークがどのような塩基配列を持つのか、どのような遺伝子由来なのかは、ピークを
分取して塩基配列を解読しなければ知ることができない。公知の膨大な遺伝子情報とＨｉ
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ＣＥＰ法による実験の結果を繋ぐためには、ピークの由来遺伝子（ｍＲＮＡ名）を知るこ
とが重要である。なお、遺伝子情報とは、その遺伝子から転写される転写産物名（複数あ
る場合はリスト等であってもよい）や遺伝子の機能、その他の付属する情報をいい、後記
する転写産物情報を包含する。
【００４１】
本発明は、ＨｉＣＥＰ法などによって作成された測定プロファイルデータを波形として
表し、遺伝子情報が調べられている波形（すなわち、参照プロファイルデータの波形）を
基準として波形の補正処理を行い、そのピークの位置を整列させること、または、測定プ
ロファイルデータに１つ以上のピークを追加或いは削除して波形の補正処理を行い、整列
させることで、ＨｉＣＥＰ法による測定プロファイルデータのピークを高精度に遺伝子情
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報に対応付けて、ピークの由来する遺伝子を特定し、遺伝子の発現状態を解析することの
できる遺伝子発現解析方法を具現するものである。
【００４２】
以下に、適宜図面を参照して本発明に係る遺伝子発現解析方法、遺伝子発現解析装置、
および遺伝子発現解析プログラムを実施するための最良の形態について詳細に説明する。
まず、図１を参照して、本発明に係る遺伝子発現解析方法について説明する。なお、図
１は、本発明に係る遺伝子発現解析方法の工程の手順を説明するフローチャートである。
【００４３】
本発明に係る遺伝子発現解析方法は、発現している複数の遺伝子転写産物に由来する複
数のピークを有する一つの波形として表したプロファイルデータを用いて遺伝子の発現状
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態を解析する遺伝子発現解析方法である。
図１に示すように、本発明に係る遺伝子発現解析方法は、参照プロファイルデータ取得
工程Ｓ１と、測定プロファイルデータ作成工程Ｓ２と、ピーク対応付け工程Ｓ３と、遺伝
子発現解析工程Ｓ４とを含んでなる。
【００４４】
ここで、この技術分野における「発現」とは、一般的にはゲノムＤＮＡからｍＲＮＡが
転写されてタンパク質として翻訳されることをいうが、本発明における「発現」とは、ゲ
ノムＤＮＡからの遺伝子転写産物、代表的にはｍＲＮＡが転写されていることをいうもの
とする。
また、本発明において「プロファイル」とは、ある条件下におけるサンプルの遺伝子の
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発現パターン、既知および未知の遺伝子の発現の有無、発現される全ての遺伝子の発現量
等を含む情報を示すものであり、「プロファイルデータ」とは、そのような情報を複数の
ピークを有する一つの波形として表したデータをいう。また、「ピーク」とは、前記した
波形の一部を構成し、ＤＮＡフラグメントの塩基配列の塩基数と検出量に基づいて、例え
ば略三角形の形状で表されるものをいう。
【００４５】
図１に示すように、参照プロファイルデータ取得工程Ｓ１は、複数のｍＲＮＡなどの遺
伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られるＰＣＲ増幅産物などのＤＮ
Ａフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置における遺伝子転写産物の転写量相当
の検出量に基づいて得られる塩基数相当値の参照範囲を第一の波形として表わし、かつ遺
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伝子転写産物の転写産物種情報として、第一の波形中の所定のピークと、そのピークが由
来する転写産物種とを同定して記憶した参照プロファイルデータを予め取得しておく工程
である。ここで、転写産物種情報とは、遺伝子転写産物の種類に関する情報をいい、例え
ば、ピーク位置、ピーク強度（高さ）が測定され、塩基配列が決定され、さらにその配列
名やアクセッション番号が付与され、由来遺伝子名が特定されたものをいう。また、報告
された刊行物名や著者名、機関名などの情報が含まれていてもよい。
【００４６】
なお、本発明で用いられる参照プロファイルデータには、遺伝子情報を格納したデータ
ベースへのリンク情報をもつピークが含まれて構成されているが、参照プロファイルデー
タの全てのピークについて由来する転写産物種（および／または遺伝子）が決定されてい
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なくても参照プロファイルデータとして使用することができる。さらに、複数のプロファ
イルデータを用いたり、注目するプロファイル部分（ピーク部分）のみを抽出して用いた
りしてもよい。また、複数の波形を合成して参照プロファイルデータを作成したり、ピー
クの位置のみを用いて人工的に参照プロファイルデータを作成したりしてもよい。
【００４７】
このような参照プロファイルデータは、既知のプロファイルデータを保存しているデー
タベースから取得するか、転写産物種情報から人工的に作成して取得するか、既知のプロ
ファイルデータ若しくは測定プロファイルデータに１つ以上のピークを追加或いは削除す
ることによって取得するか、参照プロファイルデータを複数用いて合成することによって
取得するか、または、測定プロファイルデータを複数用いて合成することによって好適に
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取得することができる。つまり、図１に示す、後のピーク対応付け工程Ｓ３で測定プロフ
ァイルデータの対応付けの対象となるプロファイルデータが得られればよい。したがって
、予め用意されたプロファイルデータを用いることに限定されず、前記したように、作成
された複数の測定プロファイルデータのうちの一つを参照プロファイルデータとして用い
、他のものを測定プロファイルデータとすることができる。
【００４８】
ただし、当該データベースに保存されている既知のプロファイルデータ中の幾つかのピ
ークに由来する遺伝子について、既に塩基配列が解読され、そのピークについての遺伝子
情報、つまり、遺伝子転写産物の転写産物種情報が付加されている場合は、既知のプロフ
ァイルデータを参照することにより、これらの情報を同時に得ることができる。したがっ
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て、転写産物種情報を得ることができる点で、既知のプロファイルデータを参照する方が
、測定プロファイルデータに１つ以上のピークを追加或いは削除して取得したものなどを
参照プロファイルデータとして用いるよりも好適である。
【００４９】
用いる参照プロファイルデータは、ある条件下における特定の細胞（サンプル）と同一
の生物種から得られたデータを参照するのが好ましい。ストレインや由来組織（細胞）な
どサンプルの条件や状態が近ければ近いほど測定プロファイルデータ（測定プロファイル
データについては、後記する測定プロファイルデータ作成工程Ｓ２で説明する。）と参照
プロファイルデータの類似性が高くなるためより効果的である。しかしながら、本発明に
おいては、類似する細胞の波形を参照プロファイルデータにするなど、サンプルの測定プ
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ロファイルデータと、参照する細胞の参照プロファイルデータとを比較的条件が近いもの
を用いる場合であっても十分効果的である（図２参照）。
【００５０】
なお、図２の（ａ）〜（ｈ）は、同一生物種由来の異なる細胞株Ａと細胞株Ｂについて
のＨｉＣＥＰ法（ＨｉＣＥＰ法についての具体的な説明は、後記する測定プロファイルデ
ータ作成工程Ｓ２で行うこととする。）による測定プロファイルデータを比較した図であ
って、ＸアダプターのＮ１Ｎ２とＹアダプターのＮ３Ｎ４の組合せを、（ａ）は細胞Ａに
ついて（ＡＡ＿ＡＡ）、（ｂ）は細胞Ｂについて（ＡＡ＿ＡＡ）、（ｃ）は細胞Ａについ
て（ＣＴ＿ＴＣ）、（ｄ）は細胞Ｂについて（ＣＴ＿ＴＣ）、（ｅ）は細胞Ａについて（
ＡＧ＿ＣＧ）、（ｆ）は細胞Ｂについて（ＡＧ＿ＣＧ）、（ｇ）は細胞Ａについて（ＡＧ
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＿ＣＣ）、（ｈ）は細胞Ｂについて（ＡＧ＿ＣＣ）として行ったものである。
図２の（ａ）〜（ｈ）に示すように、ＨｉＣＥＰ法によって作成された測定プロファイ
ルデータは、異なる細胞株であっても、類似した波形であることが分かる。
【００５１】
図１に示すように、次に行う測定プロファイルデータ作成工程Ｓ２は、複数のｍＲＮＡ
などの遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部を増幅して得られる測定対象物となる
ＰＣＲ増幅産物などのＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置における測
定対象物の転写量相当の検出量とに基づいて得られる塩基数相当値の測定範囲を第二の波
形として表した測定プロファイルデータを作成する工程である。
【００５２】
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測定プロファイルデータは、外挿補完や解析対象からの除外、ノイズレベルの指定と除
外、重なり合うピークの分離などを行うことでより好適に波形として表すことができる。
外挿補完とは、発現量が大きすぎるために、ＤＮＡシーケンサーのセンサが飽和してし
まい、波形が台形になったり、中央の落ちくぼんだ巨大なピークになったりすることがあ
るので、解析に先立って本来のピークを推定してピークの形状を補完し、完全なピークと
して表すことをいう。
【００５３】
また、解析対象からの除外とは、キャピラリーＤＮＡシーケンサーを用いたＨｉＣＥＰ
法では何らかの結晶が析出するなどした不純物やゴミが混じった場合に、蛍光を励起させ
るレーザ光の単純な散乱光によってＡＴＧＣの各色が同時に測定され、複数のプロファイ
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ルの同じ位置に同じ強度でピークが検出されるので、そのような異常なピークを解析対象
から除外することをいう。なお、このような異常なピークは、ピークの広がり方（σ）や
ピークの対象性といったピークの形状からも検出することができる。
【００５４】
ノイズレベルの指定と除外とは、ノイズとみなすべき小さなピークを指定して除外する
ことをいう。つまり、遺伝子の発現量が非常に少ないために、小さく表されたピークが多
数得られるため、そのような小さなピークをノイズとして解析対象から除外することをい
う。例えば、遺伝子転写産物の個数が５個／細胞以下となる場合は解析対象から除外する
ことを挙げることができる。
【００５５】
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そして、重なり合うピークの分離とは、大きなピークの裾野に小さなピークが埋もれて
しまったり、ピークの肩の部分に別のピークが出てしまったりするために、重なり合うピ
ークは単独のピークと比べて波形がゆがんでしまうため、そのようなピークを分離させる
ことをいう。なお、このような重なり合うピークは、関数近似や波形分析により、波形の
ゆがみから予測することができるので、例えば、当該ピークの有する情報の一つとしてデ
ータベースなどに記憶させておくことができ、必要に応じて、後記する遺伝子発現解析工
程Ｓ４でそのピークに関する関連情報などとして付加することができる。
【００５６】
また、測定プロファイルデータに重なり合うピークがある場合は以下のようにすること
でも個々のピークを分離して表すことができる。
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（１）ピークが重なる部分については、重なり合っているピークごとの寄与分を足し合わ
せて波形を作成してもよい。この方法によれば、原理的には実際に測定される波形と精度
よく一致するので好ましい。
（２）ピークの重なりを無視し、重なっているピークの形状が交差する部分で相手の関数
形に切り替えて作成してもよい。この方法によれば、ピークの分離を迅速に行うことがで
き、ピークが見やすくなるものの、実際の測定波形とは異なる形状になってしまうことが
ある。
【００５７】
なお、これらの方法によっても複数のピークが完全にオーバーラップする場合には最も
大きいピークしか見ることができないので、そのような場合にはピークを分取し、塩基配
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列を解読するなどして解析するのがよい。
【００５８】
ここで、複数の遺伝子転写産物（例えば、ｍＲＮＡ）を逆転写したｃＤＮＡの一部を増
幅して得られる測定対象物となるＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置
における測定対象物の転写量相当の検出量とに基づいて得られる塩基数相当値の測定範囲
を第二の波形として表した測定プロファイルデータは、例えば、図３に示すようにするこ
とによって得ることができる。なお、図３は、測定プロファイルデータを得るまでの手順
の一例を示した説明図である。
【００５９】
図３（ａ）に示すように、まず、ポリ（Ａ）ＲＮＡ（ｍＲＮＡ）１１を鋳型として５
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末端に、例えばビオチンなどのタグ物質１２が付加された一本鎖ｃＤＮＡ（First strand
cDNA）１３を合成する（ａ工程）。次いで、同図（ｂ）に示すように、ａ工程で合成さ
れた一本鎖ｃＤＮＡ１３を鋳型として二本鎖ｃＤＮＡ（Second strand cDNA）１４を得る
（ｂ工程）。そして、同図（ｃ）に示すように、ｂ工程で得られた二本鎖ｃＤＮＡ１４を
第１の制限酵素Ｘ（例えば、４塩基認識の制限酵素）で切断し（ｃ工程）、同図（ｄ）に
示すように、当該タグ物質に高親和性を有する物質を用いて、ｃ工程で得られたｃＤＮＡ
フラグメントから当該タグ物質が付加しているｃＤＮＡフラグメントを回収する（ｄ工程
）。
【００６０】
次いで、同図（ｅ）に示すように、ｄ工程で回収されたｃＤＮＡフラグメントの第１の
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制限酵素Ｘによる切断部位へ、当該切断部位の配列に相補的な配列およびＸプライマーに
相補的な配列を含むＸアダプター１６を５

末端側に結合させたｃＤＮＡフラグメントを

得て（ｅ工程）、同図（ｆ）に示すように、ｅ工程で得たｃＤＮＡフラグメントを、当該
Ｘアダプター１６を切断しない第２の制限酵素Ｙ（例えば、４塩基認識の制限酵素）で切
断する（ｆ工程）。そして、同図（ｇ）に示すように、このタグ物質１２に高親和性を有
する物質１５を用いて、ｆ工程で得られたｃＤＮＡフラグメントから当該タグ物質１２が
結合しているｃＤＮＡフラグメントを取り除くことにより、第２の制限酵素Ｙによる切断
部位を含むｃＤＮＡフラグメントを回収し（ｇ工程）、同図（ｈ）に示すように、ｇ工程
で回収されたｃＤＮＡフラグメントの第２の制限酵素Ｙによる切断部位へ、当該切断部位
の配列に相補的な配列およびＹプライマーに相補的な配列を含むＹアダプター１７を結合
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させたｃＤＮＡフラグメント１８を得る（ｈ工程）。
【００６１】
次いで、同図（ｉ）に示すように、このＸアダプター１６の配列に相補的な配列を含み
、その３

末端に２塩基配列であるＮ１Ｎ２（Ｎ１およびＮ２は同一又は異なっていても

よい、アデニン、チミン、グアニンおよびシトシンからなる群より選ばれる塩基である）
を含み、５

末端に蛍光物質２０を含むＸプライマー１９と、当該Ｙアダプター１７の配

列に相補的な配列を含み、その３

末端に２塩基配列であるＮ３Ｎ４（Ｎ３およびＮ４は

同一又は異なっていてもよい、アデニン、チミン、グアニンおよびシトシンからなる群よ
り選ばれる塩基である）を含むＹプライマー２１とからなるプライマーセットを用いて、
ｈ工程で得られたｃＤＮＡフラグメント１８を鋳型としたＰＣＲ反応を行う（ｉ工程）。
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そして、同図（ｊ）に示すように、ｉ工程で得られたＰＣＲ増幅産物をＤＮＡシーケンサ
ーにかけて当該ＰＣＲ増幅産物の移動距離（すなわち、塩基数）および蛍光量（すなわち
、検出量）を検出し（ｊ工程）、かかる検出結果を波形として表すことで測定プロファイ
ルデータを作成することができる。
【００６２】
このようにすれば、ある条件下における特定の細胞についてのポリ（Ａ）ＲＮＡ（ｍＲ
ＮＡ）の発現パターン（既知であると未知であるとを問わない。）を、Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３
、Ｎ４の４つの塩基の組合せ、つまり４４＝２５６通りに分類（サブグループ化）して得
ることができる。なお、本発明においてはこれに限定されるものではなく、例えば、Ｎ１
、Ｎ２をＮＡ、ＮＢ、ＮＣとし、Ｎ３、Ｎ４をＮＤ、ＮＥ、ＮＦとする６つの塩基の組合
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６

せとしてもよい。なお、この場合は、４

＝４０９６通りに分類（サブグループ化）する

ことができる。もちろん、この場合に用いる制限酵素Ｘ，Ｙはいずれも６塩基認識の制限
酵素を用いる必要がある。
このような測定プロファイルデータの作成方法は、例えば、国際公開番号ＷＯ２００２
／０４８３５２号パンフレットや、特開２００５−６５５４号公報に記載されている。
【００６３】
図１に示すように、次に行うピーク対応付け工程Ｓ３は、前記した第一の波形および前
記第二の波形のうちの少なくとも一方の一部または全部の領域を補正しピークの位置を調
整する補正処理を行い、前記した第二の波形中の着目する領域を含む複数のピークと、第
一の波形における複数のピークとを対応付けることで、着目する領域を含む複数のピーク
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と、当該複数のピークに相当する第一の波形中の複数のピークとを対応付ける工程である
。
つまり、これらのデータに含まれる個々のピークについて一方または双方のデータの一
部または全部の領域を補正しピークの位置を調整する補正処理を行い、同じ位置に有るピ
ークと同じ位置に無いピークを検出し、同じ位置に有るピーク同士を関連付ける。
【００６４】
ピーク対応付け工程Ｓ３は、例えば、（１）参照プロファイルデータ取得工程Ｓ１（図
１参照）で取得された参照プロファイルデータのピークの位置と、測定プロファイルデー
タ作成工程Ｓ２（図１参照）で作成された測定プロファイルデータのピークの位置が一致
する場合は、一致する参照プロファイルデータのピークと測定プロファイルデータのピー

10

クを対応付け、（２）参照プロファイルデータ取得工程Ｓ１で取得された参照プロファイ
ルデータのピークの位置と、測定プロファイルデータ作成工程Ｓ２で作成された測定プロ
ファイルデータのピークの位置が一部または全部ずれている場合は、これらのうちの少な
くとも一方の波形について、これらの波形の類似度が最も高くなるように一部または全部
の領域を補正しピークの位置を調整する補正処理を行った上で、参照プロファイルデータ
のピークと、測定プロファイルデータのピークとを対応付けることにより好適に行うこと
ができる。
なお、測定プロファイルデータのピークの位置が一部ずれているとは、参照プロファイ
ルデータのピークの位置に対して、複数の測定プロファイルデータの内のいくつかがずれ
ている場合や、ある測定プロファイルのあるサイズ領域（例えば、２００ｂｐから３５０
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ｂｐの間）がずれている場合などが該当する。
【００６５】
ピーク対応付け工程Ｓ３における補正処理としては、予め計算基準点を用意し、その基
準点間にあるもう１つの基準点の左右を泳動サイズ（塩基数相当値）方向に拡大または縮
小して波形相互の評価値（相関係数に類するもの）が向上するように補正処理を行うグロ
ーバル補正があり、また、波形のピークが僅かにずれている場合にそのピークの前後の評
価値（相関係数に類するもの）を最大にするよう個別の補正量を計算して補正処理を行う
ローカル補正がある。前者のグローバル補正は、サイズマーカーの認識ずれや実験の条件
に由来する相対的に大きな測定揺らぎを吸収することができ、後者のローカル補正は、電
気泳動時のｃＤＮＡフラグメントの立体構造等に由来するものや、何らかの実験条件の差
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異に由来する相対的に小さな測定揺らぎを吸収することができる。
【００６６】
したがって、測定プロファイルデータと参照プロファイルデータの波形の状態に応じて
グローバル補正およびローカル補正のうちの一方の補正処理、或いは両方を適宜に組み合
わせた補正処理を行うことによって、前記したように、これらの波形の類似度が最も高く
なるように調整することができる。
【００６７】
このような補正処理の一例としては、例えば、（ａ）参照プロファイルデータのピーク
の位置を基準として測定プロファイルデータのピークの位置を移動させるか、（ｂ）ある
測定プロファイルデータのピークの位置を基準として参照プロファイルデータのピークの
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位置を移動させるか、または、（ｃ）参照プロファイルデータのピークの位置と測定プロ
ファイルデータのピークの位置の双方を移動させることを挙げることができる。このよう
にすることによって、測定プロファイルデータの波形と参照プロファイルデータの波形の
類似度が最も高くなるように調整することができる結果、参照プロファイルデータのピー
クと測定プロファイルデータのピークを高精度に対応付けすることが可能となる。
なお、前記した補正処理は、補正処理する対象となる波形の数が多いほど高精度に補正
することができる。つまり、多数決によって、よりもっともらしい方向へ動かすことがで
きる。したがって、補正処理する対象となる波形の数が十分に多い場合には、計算基準点
となるピークの位置を指定してもよいし、そのようなピークの位置を指定しなくてもよい
。
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【００６８】
かかる補正処理は、簡便かつ高精度な補正処理を行うことができるため、ガウス関数に
基づく関数近似（ガウス関数近似方式）によって行われるのが好ましいが、例えば、ガウ
ス関数近似方式を基本として、近似による波形寄与分を元のデータから逐次減算して関数
近似を繰り返す試行減算方式を併用してもよい。このようにすれば、より適切な補正処理
を行うことが可能となる。
【００６９】
ガウス関数近似方式と試行減算方式を併用した補正処理は、例えば、以下のようにして
行うことができる。
波形として表した測定プロファイルデータのうちから、主ピーク（１回目の近似で、そ

10

の近似が確からしいと認められるもの）の寄与を全体の波形から減算し、その残りの部分
に対して同様に波形近似を行う。以後、予め定めた範囲に収まるか、予め定めた回数を超
えるまでこの処理を繰り返す。なお、かかる補正処理は、裾野の領域には使用せず、ピー
ク両側の立ち上がり部分を使用して近似を行うと、より高精度に近似させることができる
。また、この場合において、補正処理した波形に、補正処理前の波形と重なる測定点がど
の程度存在するかを、その補正の確からしさの評価基準とするとよい。
【００７０】
このような補正処理を行うと、最初に、ガウス関数近似方式による補正処理を行って確
かなピークだけをリストアップし、その結果を表示してユーザーの経験則に基づく判断基
準との比較を自動的に行い、さらに高次の近似ピークが必要と判断された場合には、試行
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減算方式による補正処理を行ってより評価値が低いピークも取得するように再度補正処理
を行う、といった処理を実施することができる。
【００７１】
なお、飽和ピーク（サチレーション）があった場合は、以下のような補正処理を行うと
よい。飽和ピークは、測定器のセンサの飽和状態等により先端が潰れたような形状として
検出されるピークであるので、例えば、飽和ピークの両端根元部分である「立ち上がり部
分」と「立ち下がり部分」とから波形中央部の先端形状を推定し、本来存在するであろう
高さのピークをガウス関数等で作り出す一連の処理が挙げられる。このような補正処理を
行うか否かについては、使用する装置のダイナミックレンジを考慮して設定された閾値を
超えるかどうかで判断させることができる。
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【００７２】
参照プロファイルデータの波形と測定プロファイルデータの波形について前記した補正
処理を行い、これらの波形の類似度が最も高くなるように一部または全部のピークの位置
を調整して、測定プロファイルデータのピークと参照プロファイルデータのピークを対応
付けた一例を図４〜６を参照して説明する。なお、図４〜６は、１２サンプルについて２
回繰り返してＨｉＣＥＰ法を行った結果、作成された測定プロファイルデータ（計２４波
形）を示す図である。
【００７３】
図４は、２４波形のピークの位置が局所的にずれてしまった測定プロファイルデータの
例であって、（ａ）は補正処理前、（ｂ）は補正処理後の様子を示す図である。
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図４（ａ）では、中央の２ピークがずれていて、ピークの位置（塩基数相当値）のみで
は両ピークの特定が困難である。しかし、同図（ｂ）の下段に示される波形のうち一番下
に表された測定プロファイルデータを参照プロファイルデータとして用い、これを基準と
して他の２３波形のピークの位置を前記した補正処理によって調整すると、同図（ｂ）の
上段の表示部に示されるように参照プロファイルデータの中央の２ピークと、測定プロフ
ァイルデータの中央の２ピークとを精度よく対応付けることができる。
【００７４】
また、図５は、２４波形のピークの位置が全体的に大きくシフトしてずれてしまった測
定プロファイルデータの例（図５では測定プロファイルデータの一部のみを示している。
）であって、（ａ）は補正処理前、（ｂ）は補正処理後の様子を示す図である。

50

(17)

JP 5344670 B2 2013.11.20

図５（ａ）では、２４波形のうちの６波形がピークの位置（塩基数相当値）方向に大き
くシフトしており、ピークが３つあるようにみえる。しかし、同図（ｂ）に示すように、
２４波形のうちの１つを参照プロファイルデータとして用い、これを基準として先に述べ
た６波形を含む他の２３波形のピークの位置を前記した補正処理によって調整するとこれ
らが揃い、ピークの位置が２つであることが分かり、これらを精度よく対応付けることが
できる。
【００７５】
図６は、２４波形のピークの位置が近接して複合している測定プロファイルデータの例
であって、（ａ）は補正処理前、（ｂ）は補正処理後の様子を示す図である。
図６（ａ）では、２４波形のピークが近接し、複合しているので、これらの測定プロフ
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ァイルデータのピークの位置が少しずれるだけでそれぞれのピークの判定が困難となる。
しかし、同図（ｂ）の下段に示される波形のうち一番下に表された測定プロファイルデー
タを参照プロファイルデータとして用い、これを基準として他の２３波形のピークの位置
を前記した補正処理によって調整すると、同図（ｂ）の上段の表示部に示されるように全
てのピークが特定の位置で揃い、これらを精度よく対応付けることができる。
【００７６】
図７は、１０波形の測定プロファイルデータを参考にして、任意の位置にピークを有す
る波形を人工的に作成して参照プロファイルデータとした場合を示す図である。
図７の上段の表示部に示されるように、１０波形の測定プロファイルデータを参考にし
て、任意の位置にピークを有する波形を人工的に作成して参照プロファイルデータとし、
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これを基準として１０波形の測定プロファイルデータのピークの位置を前記した補正処理
によって調整すると、同図の下段の表示部に示すように全てのピークが揃い、これらを精
度よく対応付けることができる。なお、人工的に作成したプロファイルは、前記したよう
に、データベースに登録されているピークの位置の情報を元に作成することができる。そ
の際、異なる実験条件であれば、発現の大きいピーク、小さいピーク、中間のピークとい
うように強度値（ピークの高さ）を任意に設定することができる。このようにして作成し
たピークは、補正処理に関して有効に機能し得る。
【００７７】
ここで、参照プロファイルデータのピークに、当該ピークの由来に関する遺伝子情報が
付加されている場合は、参照プロファイルデータのピークと対応付けすることができた測
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定プロファイルデータのピークに対して、前記した遺伝子情報を参照プロファイルデータ
から取得し、当該測定プロファイルデータのピークの遺伝子情報とみなすことができる。
【００７８】
図１に示すように、次に行う遺伝子発現解析工程Ｓ４は、対応付けされた測定プロファ
イルデータのピークの由来する遺伝子転写産物の情報を転写産物種情報から読み取り、対
応付けされた測定プロファイルデータのピークの由来する遺伝子を特定することで遺伝子
の発現状態を解析する工程である。
遺伝子発現解析工程Ｓ４は、例えば、参照プロファイルデータのピークと測定プロファ
イルデータのピークの対応付けができたピークと、対応付けができなかったピークとが区
別できるように表示するとともに、参照プロファイルデータのピークに、当該ピークの由
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来となる遺伝子に関する遺伝子情報が付加されている場合は、当該遺伝子情報を引用する
ことによって測定プロファイルデータにおいて対応付けされたピークの遺伝子を特定する
ことで遺伝子の発現状態を解析することができる。なお、対応付けができたピークと、対
応付けができなかったピークとを区別できるように表示するとは、例えば、一方のピーク
を色違いで表示したり、一方のピークを明滅するように表示したりすることが挙げられる
。
【００７９】
遺伝子発現解析工程Ｓ４で、参照プロファイルデータのピークと、測定プロファイルデ
ータのピークとの間にピーク対応付けできないピークがあった場合には、そのピークに関
する関連情報を付加することにより、より好適な解析結果が得られる。かかる関連情報と

50

(18)

JP 5344670 B2 2013.11.20

しては、参照プロファイルデータの波形との類似性に関する相関係数を基にした評価値（
図８参照）や、ピーク位置、プライマーセット、発現強度、ピーク形状の特徴、サンプル
の細胞に関する情報や、実験条件などの実験情報などを挙げることができ、これらのうち
少なくとも１つを含んでいるのがよい。なお、図８は、参照プロファイルデータの波形と
の類似性に関する相関係数を基にした評価値を図示したものである。
【００８０】
図８の中段の表示部に示されているように、参照プロファイルデータに無いピークが測
定プロファイルデータに有る場合や、参照プロファイルデータに有るピークが測定プロフ
ァイルデータに無い場合がある。この場合、参照プロファイルデータとの関係ではその評
価値が低いものとなる。そのため、同図の下段の表示部の中央付近に示されているように
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、かかる測定プロファイルデータのピークに対する評価値は、他のピークに対する評価値
よりも若干低くなる。つまり、ピークサイズに関する信頼度が他のピークよりも若干低く
なる。
【００８１】
もちろん、参照プロファイルデータのピークと対応付けすることのできた測定プロファ
イルデータのピークに、前記した参照プロファイルデータとの類似性に関する相関係数を
基にした評価値などの関連情報を付加してもよい。
なお、このように、関連情報として参照プロファイルデータの波形との類似性に関する
相関係数を基にした評価値を付加した場合、かかる評価値は同時に、測定プロファイルデ
ータに付加された転写産物種情報の対応付けの確からしさに関する評価を与えることにも
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なる。
【００８２】
以上に述べたように、本発明の遺伝子発現解析方法によれば、参照プロファイルデータ
と測定プロファイルデータを波形として表して対比させるため、これらの対比を容易に行
うことができ、かつ遺伝子の発現状態の解析を容易に行うことができる。また、従来は、
測定プロファイルデータのピークがどのような遺伝子転写産物（ｍＲＮＡ）由来のものな
のか、毎回、ピークを分取して塩基配列を決定し、任意のデータベースによって類似性検
索などを行って遺伝子を決定しなければならなかったが、対応付けに用いた参照プロファ
イルデータのピークに遺伝子情報が付加されている場合は、これにより測定プロファイル
データのピークが由来する遺伝子を同定することができるので、前記した作業を省くこと
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ができる。
【００８３】
次に、図９を参照して、本発明に係る遺伝子発現解析装置について説明する。なお、図
９は、本発明に係る遺伝子発現解析装置の構成の一例を示すブロック図である。
【００８４】
本発明に係る遺伝子発現解析装置Ａは、発現している複数の遺伝子転写産物に由来する
複数のピークを有する一つの波形として表したプロファイルデータを用いて遺伝子の発現
状態を解析する遺伝子発現解析装置であって、図９に示すように、参照プロファイルデー
タ取得手段１と、測定プロファイルデータ作成手段２と、ピーク対応付け手段３と、遺伝
子発現解析手段４とを有する。
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なお、本発明に係る遺伝子発現解析装置Ａの参照プロファイルデータ取得手段１、測定
プロファイルデータ作成手段２、ピーク対応付け手段３および遺伝子発現解析手段４はそ
れぞれ、図１に示す、本発明に係る遺伝子発現解析方法の参照プロファイルデータ取得工
程Ｓ１、測定プロファイルデータ作成工程Ｓ２、ピーク対応付け工程Ｓ３および遺伝子発
現解析工程Ｓ４に対応するものであるため、以下の説明においては、前記した内容と重複
する内容についての説明を省略することとする。
【００８５】
かかる遺伝子発現解析装置Ａは、例えば、一般的に使用される汎用コンピュータやワー
クステーションなどを使用することができ、図示しない接続手段によって外部のキャピラ
リーＤＮＡシーケンサーなどのＤＮＡシーケンサーＤＳや、インターネットなどの通信ネ
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ットワークＮＷを介して参照プロファイルデータベースＤＢ１、遺伝子情報データベース
ＤＢ２などと接続されており、適時、必要とされる情報を取得することができる。また、
遺伝子発現解析装置Ａには、ハードディスクドライブなどの記憶手段５が設けられており
、必要に応じて前記した各手段でした参照データや作成したデータ、解析結果などを記憶
させたり、読み出したりすることができる。
【００８６】
参照プロファイルデータ取得手段１は、通信ネットワークＮＷを介して参照プロファイ
ルデータベースＤＢ１から、後記する測定プロファイルデータ作成手段２で作成された測
定プロファイルデータの参照対象となる参照プロファイルデータを予め取得する。参照プ
ロファイルデータは、前記したように、複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一
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部を増幅して得られるＤＮＡフラグメントの塩基数相当値の位置と、その位置における遺
伝子転写産物の転写量相当の検出量とに基づいて得られる塩基数相当値の参照範囲を第一
の波形として表わし、かつ遺伝子転写産物の転写産物種情報として、第一の波形中の所定
のピークと、そのピークが由来する転写産物種とを同定して記憶したデータである。なお
、かかる参照プロファイルデータに含まれるピークに、遺伝子名などの遺伝子情報が付加
されている場合、または付加するような設定がされている場合は、当該遺伝子情報を、通
信ネットワークＮＷを介して遺伝子情報データベースＤＢ２から取得してもよい。
【００８７】
ここで、参照プロファイルデータベースＤＢ１や遺伝子情報データベースＤＢ２は一意
のデータベースに限定されるものではなく、参照プロファイルデータとして用いることの
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できるデータが異なる複数のデータベースに格納された、いわゆるデータベース・プール
のようなものも含まれる。このような場合、参照プロファイルデータを取得するためには
、複数のデータベースから適宜必要なデータを取得することになる。なお、どのようなデ
ータを参照プロファイルデータとするかはユーザーが任意に決定することができる。例え
ば、最も沢山のピークがあり、最も近い生物材料、または実験条件であり、最も多くの遺
伝子情報が対応付けられているものを、必要であれば複数のデータベースから取得して参
照プロファイルデータとすることができる。これは例えば、測定プロファイルデータが１
つか２つといった少数である場合、１つの参照プロファイルデータのみを取得しただけで
あると、波形の補正処理の精度が良くないことが有り得る。そのような場合は、前記した
ように比較的近いデータを複数取り出してきて参照プロファイルデータとし、波形の補正
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処理を行い、ピーク対応付けに使用するとよい。
【００８８】
参照プロファイルデータベースＤＢ１としては、例えば、独立行政法人放射線医学総合
研究所（日本国）の提供するＨｉＣＥＰ用のデータベース（ＵＲＬ：http://133.63.22.1
1/peakdb/query?request=dbmain&lang=ja）などを挙げることができる。また、遺伝子情
報データベースＤＢ２としては、例えば、ＮＣＢＩ（National Center for Biotechnolog
y Information（国立バイオテクノロジー情報センター）（アメリカ合衆国）ＵＲＬ：htt
p://www.ncbi.nlm.nih.gov/）の提供するＧｅｎＢａｎｋ（ＵＲＬ：http://www.ncbi.nlm
.nih.gov/Genbank/index.html）、一塩基多型（ＳＮＰ）のデータベースであるｄｂＳＮ
Ｐ（ＵＲＬ：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/）、ＥＳＴ（Expressed Seque
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nce Tag）のデータベースであるｄｂＥＳＴ（ＵＲＬ：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbE
ST/）、文献データベースであるＭＥＤＬＩＮＥ（ＰｕｂＭｅｄ（ＵＲＬ：http://www.nc
bi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed））などのデータベースを挙げることができる
。
【００８９】
そして、測定プロファイルデータ作成手段２は、例えば、図３を参照して説明したよう
に、測定対象となる複数の遺伝子転写産物を逆転写したｃＤＮＡの一部をＰＣＲ法などに
より増幅して得られる測定対象物となるＤＮＡフラグメント（ＰＣＲ増幅産物）をＤＮＡ
シーケンサーＤＳにかけることにより測定された塩基数相当値の位置と、その位置におけ
る測定対象物の転写量相当の検出量とを含むシーケンス結果ＳＲを取得することにより、
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かかるシーケンス結果ＳＲに基づいて得られる塩基数相当値の測定範囲を例えば、横軸を
塩基数とし、縦軸を検出量としたグラフの形式で複数のピークを有する第二の波形として
表した測定プロファイルデータを作成する。
【００９０】
ピーク対応付け手段３は、前記した第一の波形および前記した第二の波形のうちの少な
くとも一方の一部または全部の領域を補正しピークの位置を調整する補正処理を行い、第
二の波形中の着目する領域を含む複数のピークと、第一の波形における複数のピークとを
対応付けることで、前記着目する領域を含む複数のピークと、当該複数のピークに相当す
る第一の波形中の複数のピークとを対応付ける。
【００９１】

10

遺伝子発現解析手段４は、対応付けされた測定プロファイルデータのピークの由来する
遺伝子転写産物の情報を転写産物種情報から読み取り、対応付けされた測定プロファイル
データのピークの由来する遺伝子を特定することで遺伝子の発現状態を解析する。なお、
ピーク対応付け手段３で対応付けされた測定プロファイルデータのピークに遺伝子情報を
付加する場合は、この遺伝子発現解析手段４で遺伝子情報データベースＤＢ２にアクセス
して対応付けされたピークに関する遺伝子情報を付加するようにしてもよい。
【００９２】
そして、前記のようにして解析された解析結果をディスプレイやプリンターなどの表示
手段６に出力することで、ユーザーに遺伝子の発現状態を提示することができる。
【００９３】
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そして、本発明に係る遺伝子発現解析プログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ、フレキシブルディ
スク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体（図示せず）に記録され、例えば、遺伝子
発現解析装置Ａと接続された記録媒体駆動装置（図示せず）によって、当該記録媒体から
遺伝子発現解析プログラムを読み出して記憶手段５にインストールすることにより、コン
ピュータに、図１に示す参照プロファイルデータ取得工程Ｓ１、測定プロファイルデータ
作成工程Ｓ２、ピーク対応付け工程Ｓ３および遺伝子発現解析工程Ｓ４を実行させるよう
にしてもよい。
【００９４】
また、遺伝子発現解析プログラムが通信ネットワークＮＷを介して接続された他のコン
ピュータ（サーバ）に記憶されている場合、通信ネットワークＮＷに接続された遺伝子発
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現解析装置（クライアント）が、当該他のコンピュータから通信ネットワークＮＷを介し
て遺伝子発現解析プログラムをダウンロードすることにより、コンピュータに参照プロフ
ァイルデータ取得工程Ｓ１、測定プロファイルデータ作成工程Ｓ２、ピーク対応付け工程
Ｓ３および遺伝子発現解析工程Ｓ４を実行させるようにしてもよい。
【００９５】
以上、本発明の遺伝子発現解析方法、遺伝子発現解析装置、および遺伝子発現解析プロ
グラムについて、発明を実施するための最良の形態により詳細に説明したが、本発明の趣
旨はこれに限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて広く解釈されなけ
ればならないことはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
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【００９６】
【図１】本発明に係る遺伝子発現解析方法の工程の手順を説明するフローチャートである
。
【図２】（ａ）〜（ｈ）は、異なる細胞株Ａと細胞株ＢについてのＨｉＣＥＰ法による測
定プロファイルデータを比較した図である。
【図３】測定プロファイルデータを得るまでの手順の一例を示した説明図である。
【図４】２４波形のピークの位置が局所的にずれてしまった測定プロファイルデータの例
であって、（ａ）は補正処理前、（ｂ）は補正処理後の様子示す図である。
【図５】２４波形のピークの位置が全体的に大きくシフトしてずれてしまった測定プロフ
ァイルデータの例であって、（ａ）は補正処理前、（ｂ）は補正処理後の様子示す図であ
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る。
【図６】２４波形のピークの位置が近接して複合している測定プロファイルデータの例で
あって、（ａ）は補正処理前、（ｂ）は補正処理後の様子を示す図である。
【図７】１０波形の測定プロファイルデータを参考にして、任意の位置にピークを有する
波形を人工的に作成して参照プロファイルデータとした場合を示す図である。
【図８】参照プロファイルデータの波形との類似性に関する相関係数を基にした評価値を
図示したものである。
【図９】本発明に係る遺伝子発現解析装置の構成の一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００９７】
Ｓ１

参照プロファイルデータ取得工程

Ｓ２

測定プロファイルデータ作成工程

Ｓ３

ピーク対応付け工程

Ｓ４

遺伝子発現解析工程

Ａ

遺伝子発現解析装置

１

参照プロファイルデータ取得

２

測定プロファイルデータ作成

３

ピーク対応付け工程

４

遺伝子発現解析工程

５

記憶手段

６

表示手段

ＤＳ

ＤＮＡシーケンサー

ＳＲ

シーケンス結果（ＤＮＡフラグメント（ＰＣＲ増幅産物）の塩基数と検出量）

ＮＷ

通信ネットワーク

ＤＢ１

参照プロファイルデータベース

ＤＢ２

遺伝子情報データベース
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