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研究成果の概要（和文）
：
次世代シークエンサー解析に必要な DNA 量を古人骨および同時代の獣骨から抽出することに成
功した。DNA は 70bp 以下にまで断片化し化学修飾を受けていた。また抽出液は多くのバクテリ
ア由来 DNA を含んでいた。Y 染色体ハプロタイプ解析はアイヌ—沖縄同系を強く支持した。
研究成果の概要（英文）
：
We successfully extracted DNAs from ancient human and animal bones that could be analyzed
by next generation sequencers. The DNAs were degraded to less than 70bp and modified
chemically. The extractions contained a huge amount of bacterial DNAs. Haplotype
analyses strongly suggested the very close relationship between Ainu and Ryukyuan.
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１．研究開始当初の背景
生物学的な「日本人の起源」に関する研究史
は古く、江戸末期の医師であった Philipp
Franz von Siebold（1743-1828）にまでさか
のぼる。それから約 200 年間の長きに亘り、
日本国内のみならず国外の研究者もこの問
題に取り組み続けてきている。このテーマに
高い関心が注がれ続けている理由は、（１）
日本では縄文人骨や弥生人骨など古人骨の
コレクションが豊富で研究資料が良く整理
されており、（２）日本列島には後期旧石器
時代からユーラシア大陸の東岸に分布して
いたアジア基層集団と呼ばれる人々と関連
が深いと考えられるアイヌ民族や琉球民族
が現存することに加え、（３）日本列島の地
理的位置は Homo sapiens がアフリカから拡

散した東南アジア、太平洋の島々、アメリカ
大陸へ拡散した経路を研究する上でキーと
なることが挙げられる。
２．研究の目的
古代ゲノム解析を進めることにより「日本列
島のヒト集団形成史」を系統、適応、文化な
ど多角面から理解し、形態、生理、疾患など
日本列島のヒト集団の特徴を明らかにする。
３．研究の方法
①人骨から抽出された DNA を分析対象とした
次世代シークエンサー（NGS）解析の技術的
基礎を構築する。②現代日本人のゲノム網羅
的 SNP データやミトコンドリア・ゲノム
（mtDNA）および Y 染色体の多型を解析し、

琉球人-アイヌ-本州日本人の関係を調べる。
③形態や生理、疾患に関連する遺伝子の多型
を調べ、環境適応の可能性を分析する。
４．研究成果
① NGS 解析に必要な DNA 量を複数の遺跡から
出土した人骨および動物骨で抽出した。また
これらの標本に関してラセミ化率を測定し、
得られた DNA 量および化学修飾の程度との関
連性について新たな知見が得られた。②Y 染
色体のハプロタイプを現代の宮古島の男性
とアイヌの男性が共有していることを発見
した。ハプロタイプは進化速度の速い多型に
よって定義しているので、偶然では考えにく
く、アイヌと琉球人が同系である強い証拠と
なる。ゲノム網羅的 SNP 解析もアイヌー沖縄
同系の結論を支持した。③クローン病に関連
する変異をもつ遺伝子がなんらかの適応（お
そらく生体防御反応）とも関連している可能
性をつかんだ。
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