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最終頁に続く
(54)【発明の名称】ヘテロ接合度の分散を推定するためのプログラムを記録した記録媒体
1

2

(57)【特許請求の範囲】

プリングで見かけ上の出現頻度がｊ／ｎであるバンドの

【請求項１】

数をｆo(ｊ) と定義するとき、出現頻度がｊ／ｎである

コンピュータに、複数遺伝子座に対する

優性遺伝子マーカーによるＤＮＡフィンガープリントか

バンドの真の数値ｆT (ｊ)を、ｊ＜ｎのとき、

らヘテロ接合度の推定値を得るヘテロ接合度推定手順を

【数１】

実行させるためのプログラムにおいて、個体数ｎのサン

と推定し、ｊ＝ｎのとき、

【数２】

( 2 )

特許第３３６０１１０号

3

4

と推定して、ｆT (ｊ)を用いたシミュレーションにより
遺伝子座内分散を推定する遺伝子座内分散推定手順を実
行させることを特徴とするプログラムを記録したコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体。

【０００７】と推定し、ｊ＝ｎのとき、

【発明の詳細な説明】

【０００８】

【０００１】

【数４】

【発明の属する技術分野】本発明は、２倍体ゲノムを有
する生物の集団の遺伝的多様性を検査して近親交配の程
度を調べ、近交弱勢の危険を事前に防ぐなど，ＤＮＡフ
ィンガープリントから対象生物の遺伝的特性を評価する

【０００９】と推定して、ｆT (ｊ)を用いたシミュレー
10

ションにより遺伝子座内分散を推定する遺伝子座内分散

プログラムを記録した記録媒体に関する。

推定手順を実行させるためのプログラムを記録したコン

【０００２】

ピュータ読み取り可能な記録媒体である。また、前記遺

【従来の技術】従来、対象生物の遺伝的特性を評価する

伝子座間分散推定手順によって推定される遺伝子座間分

方法の一つに、ＲＡＰＤやＡＦＬＰに代表される、複数

散の推定値と前記遺伝子座内分散推定手順によって推定

遺伝子座に対する優性遺伝子マーカーによるＤＮＡフィ

される遺伝子座内分散の推定値の和の平方根を、ヘテロ

ンガープリント法がある。

接合度の誤差として推定する誤差推定手順を実行させる

【０００３】

ためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能

【発明が解決しようとする課題】しかし、そのデータ解

な記録媒体である。

析に関して重要な事は、複数集団間の遺伝的多様度の適

【００１０】

切な指標を用い、その値の複数集団間での差を示すとと

20

【発明の実施の形態】以下添付図面を参照しながら本発

もに、差の有意性を統計的に検定することである。本発

明の好適な実施の形態について詳細に説明する。本実施

明では、２倍体ゲノムを有する生物の集団の遺伝的多様

の形態では、２倍体ゲノムを有する生物の、同一種又は

度を比較するために上述のフィンガープリント法を用い

同一亜種に属する各集団の遺伝的多様度を比較するため

る。しかし、そのデータ解析に関して重要な事は、複数

に上述のフィンガープリント法を用いる。そして、遺伝

集団間の遺伝的多様度の適切な指標を用い、同じ生物種

的多様度の指標としてヘテロ接合度を用いることとし、

から任意に選んだ複数集団間での値の差を示すととも

ヘテロ接合度の誤差を集団ごとに推定する。

に、差の有意性を統計的に検定することである。そこ

【００１１】ＤＮＡ多様度を集団間で比較することを目

で、遺伝的多様度の指標としてヘテロ接合度を用いるこ

的とし、各集団の個体からＲＡＰＤ分析やＡＦＬＰ分析

ととし、ヘテロ接合度の誤差を集団ごとに推定すること

によりＤＮＡフィンガープリントを得る。データの解析

とする。しかしながら、これまでのところ、そのような

30

に際し、ノンパラメトリックな統計学的手法を用いて集

方法は報告されていなかった。そこで、本発明は「複数

団のヘテロ接合度の誤差を推定することで、集団間にヘ

遺伝子座ＤＮＡフィンガープリント法からヘテロ接合度

テロ接合度の有意差があるかどうかを検討することがで

を求める方法」(Stephens et al. 1992) を参考にしつ

きる。優性遺伝子マーカーによるＤＮＡフィンガープリ

つ、優性遺伝子マーカーによるヘテロ接合度とその誤差

ントから求められるヘテロ接合度と、その誤差に関する

に関する知見を得るプログラムを記録した記録媒体を提

知見を次のようにして得る。

供することを目的とする。

【００１２】１）ヘテロ接合度の計算について、ＲＡＰ

【０００４】

Ｄ（random amplified polymorphic DNA) やＡＦＬＰ

【０００５】

（amplified fragment length polymorphism) などの優

【課題を解決するための手段】本発明は、コンピュータ
に、複数遺伝子座に対する優性遺伝子マーカーによるＤ

性遺伝子マーカー(Welsh and McClelland1990; William
40

s et al. 1990; 島野・矢野 1997)からヘテロ接合度を

ＮＡフィンガープリントからヘテロ接合度の推定値を得

計算する方法の報告は、現在のところ存在しない。しか

るヘテロ接合度推定手順を実行させるためのプログラム

しながら、ほぼ共優性マーカーと考えられるミニサテラ

において、個体数ｎのサンプリングで見かけ上の出現頻

イトＤＮＡフィンガープリントなどの複数遺伝子座ＤＮ

度がｊ／ｎであるバンドの数をｆo(ｊ) と定義すると

Ａフィンガープリントに関してはStephens et al. (199

き、出現頻度がｊ／ｎであるバンドの真の数値ｆT (ｊ)

2) による報告があり、さらにJin and Chakraborty (19

を、ｊ＜ｎのとき、

93) による改良案も出されている。そこで、優性遺伝子

【０００６】

マーカーとしての個々のバンドを、複数遺伝子座におけ

【数３】

る共優性マーカーからのランダム抽出であるとみなすこ
とにより、Stephens et al. (1992) およびJin and Cha
50

kraborty (1993) によって与えられたものと同じ式で、

( 3 )

特許第３３６０１１０号

5

6

ヘテロ接合度を計算する。

サンプルと解釈しても、大きな問題は生じないと考えら

【００１３】２）ヘテロ接合度における遺伝子座間分散

れる。

について、まず、ｎ個体からＤＮＡフィンガープリント

【００１５】３）ヘテロ接合度における遺伝子座内分散

を得たとき、あるバンドがｎ個体中何個体で出現するか

について、Stephens et al. (1992) にコンピューター

を求めてヒストグラムを作成すると、一般にその出現頻

シミュレーションの方法が示されているが、この方法は

度分布は正規分布から大きく外れるため、誤差を推定す

ヘテロ接合度が小さいとき、その値を過小評価するとい

るのにパラメトリックな方法を用いることは好ましくな

う欠陥があることがわかった。そこで「ＯＫＮ補正」に

い。そこで本実施の形態ではノンパラメトリックな推定

より、シミュレーションの方法を改良した。

法として、「ブートストラップ再抽出」を使用し、各再
抽出ごとにヘテロ接合度を求め、その分散をもってヘテ

【００１６】４）ヘテロ接合度の誤差について、遺伝子
10

座間分散と遺伝子座内分散の和の平方根をとることによ

ロ接合度の遺伝子座間分散を推定することとする。

り、ヘテロ接合度の誤差が得られる。図１は、ＤＮＡフ

【００１４】この際問題となるのは、ブートストラップ

ィンガープリントからヘテロ接合度の誤差を計算する全

の単位は独立な遺伝子座であるべきであるにも拘わら

体動作を示すフローチャートである。ここで、ステップ

ず、Stephens et al. (1992) で例示されているような

Ｓ２とステップＳ３とは入れ換え可能である。また、

複数遺伝子座ＤＮＡフィンガープリントでは、１つの遺

「ステップＳ４→ステップＳ５」と「ステップＳ６→ス

伝子座に対応するバンドがどれとどれであるかがわから

テップＳ７」も入れ換え可能である。

ないので、遺伝子座ごとのブートストラップ再抽出が不

【００１７】図２は、ステップＳ２における総バンド数

可能であることである。しかしながら、幸いなことに、

を計算する動作を示すフローチャートである。図３は、

ＲＡＰＤやＡＦＬＰでは、出現するバンドのほとんどが

ステップＳ３におけるヘテロ接合度を計算する動作を示

独立であって、多くの遺伝子座からの対立遺伝子のラン

20

すフローチャートである。ここで、計算に用いられてい

ダムな抽出であるとみなしても大きな問題はないので、

る式はStephens et al. (1992) からとられているが、

ミニサテライトＤＮＡフィンガープリント（Stephens e

これをJin and Chakraborty (1993) による式で置き換

t al. 1992）が直面するバンド間の相関の問題を回避す

えてもよい。その場合は、

ることができると考えられる。従って、ＲＡＰＤやＡＦ

【００１８】

ＬＰのＤＮＡフィンガープリントでは各バンドを独立な

【数５】

【００１９】となる。図４は、ステップＳ４におけるバ

30

と、出現頻度がｊ／ｎであるバンドの真の数値は、

ンドのブートストラップ再抽出をＮＢ回実行してヘテロ

【００２２】

接合度をＮＢ個求める動作を示すフローチャートであ

【数６】

る。図５及び図６は、ステップＳ６における遺伝子座内
分散の計算のためのＮＲ回のシミュレーションを実行し
てヘテロ接合度をＮＲ個求める動作を示すフローチャー
トである。

【００２３】であるとされている。この補正によって、

【００２０】なお、本発明は上記実施の形態に限定され

出現頻度の低い所での真のバンド数は正しく見積もられ

るものではない。記録媒体は、例えば、磁気テープ、Ｃ

ており、特にヘテロ接合度が高い時はこの補正に基づく

Ｄ−ＲＯＭ、ＩＣカード、ＲＡＭカード等のいかなるタ
イプの記録媒体であってもよい。また、「ブートストラ

シミュレーションは有効である。
40

【００２４】しかしながら、この補正法では、ｊ＝ｎの

ップ再抽出」とは、Ｎ個のサンプルから重複を許してＮ

とき、

個のサンプルをランダムに抽出することである。

ｆT (ｎ)＝ｆo(ｎ)

【００２１】

となり、全く補正が効いてない。ところが実際には、例

【遺伝子座内分散における「ＯＫＮ補正」の意義と方

えばｆT (ｎ−１)のバンドがｆo(ｎ) に貢献することも

法】Stephens et al. (1992) による遺伝子座内分散の

ありうるのであるから、正しくはｆT (ｎ)＜ｆo(ｎ) で

シミュレーションの方法の概略は、同論文のp740に記述

なくてはならない。そしてこのような傾向はヘテロ接合

されている。それによれば、真の出現頻度がｊ／ｎであ

度の低い時に大きく効いてくるので、Stephens et al.

るようなバンドが、ｎ個体のサンプリングで全く検出さ

(1992) の補正のみでは、シミュレーションによってヘ

n

れない確率は、(１−ｊ／ｎ) であるから、見かけ上の
出現頻度がｊ／ｎであるバンドの数をｆo(ｊ) とする

テロ接合度の値そのものを過小評価してしまうことにな
50

る。そこで、上述の難点を克服するために新たに「ＯＫ

( 4 )

特許第３３６０１１０号

7

8

Ｎ補正」を加えた。

【００３２】ただし、この補正によって、ヘテロ接合度

【００２５】＜方法＞真の出現頻度がｊ／ｎであるよう

そのものの推定はかなり改善されるものの、遺伝子座内

なバンドが、ｎ個体のサンプリングでｎ個体すべてに検

分散の値についてはあまり大きな変更が生じない。した

n

出されてしまう確率は、(ｊ／ｎ) であるから、見かけ

がって、遺伝子座間分散が遺伝子座内分散よりもはるか

上の出現頻度がｊ／ｎであるバンドの数をｆo(ｊ) とす

に大きいケースにおいては、この「ＯＫＮ補正」はあま

ると、出現頻度がｊ／ｎであるバンドの真の数値は、ｊ

り大きな貢献をする訳ではないことに注意する必要があ

＜ｎとして、

る。あくまでも遺伝子座間分散の見積もりの方がより重

【００２６】

要である。

【数７】

【００３３】
10

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、複数遺
伝子座ＤＮＡフィンガープリントから得られる平均ヘテ
ロ接合度の誤差の範囲を推定するという、従来存在しな

【００２７】で近似される。ただし、ｊは１からｎ−１
までの数値をとる。右辺の分母の最後の項−(ｊ／ｎ)

かった推定を可能とするものである。

n

【図面の簡単な説明】

が「ＯＫＮ補正」である。一方、ｊ＝ｎについては、

【図１】ＤＮＡフィンガープリントからヘテロ接合度の

【００２８】

誤差を計算する全体動作を示すフローチャートである。

【数８】

【図２】総バンド数を計算する動作を示すフローチャー
トである。
【図３】ヘテロ接合度を計算する動作を示すフローチャ

【００２９】であり、右辺の最終項

20

ートである。

【００３０】

【図４】バンドのブートストラップ再抽出をＮＢ回実行

【数９】

してヘテロ接合度をＮＢ個求める動作を示すフローチャ
ートである。
【図５】遺伝子座内分散の計算のためのＮＲ回のシミュ

【００３１】が「ＯＫＮ補正」である。このようにし

レーションを実行してヘテロ接合度をＮＲ個求める動作

て、ヘテロ接合度の小さい場合にも偏りのないヘテロ接

を示すフローチャート（その１）である。

合度をシミュレーションできるようになり、その結果、

【図６】遺伝子座内分散の計算のためのＮＲ回のシミュ

ヘテロ接合度に伴っている遺伝子座内分散についても、

レーションを実行してヘテロ接合度をＮＲ個求める動作

より正確な値が求められるようになったと考えられる。

を示すフローチャート（その２）である。

【図２】

【図３】
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