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研究成果の概要（和文）：　ヒトやマウスなどの哺乳類を用い、DNAメチル化の遺伝子発現制御における役割が詳細に
研究されてきたものの、その知識は必ずしも生物一般には当てはまらない。無脊椎動物ではメチル化自体が失われてい
る場合もあるが、トランスポゾンの抑制がよく知られており、脊椎動物においてはその機能が発現制御に利用されたと
考えることが自然である。本研究ではそれら進化上の境界付近に位置する脊椎を持たない脊索動物であるカタユウレイ
ボヤと軟骨から成る脊椎を持つヤツメウナギについて、網羅的なプロモータ配列決定とそれらのメチル化解析を行い、
両種の比較から遺伝子発現制御機構が進化上どのように獲得されたかにを調べた。

研究成果の概要（英文）：Vertebrates and invertebrates differ not only in the possession of a backbone, 
but also in the regulation of gene expression. Unlike in mice and humans, DNA methylation is not 
considered to be crucial for gene transcription in invertebrates. Accordingly, some organisms including 
larvaceans, fruit flies, nematodes, and yeasts have lost the CpG methylation system, whereas many 
prokaryotes still retain it. In the present study, we focused on the lamprey and ascidian―organisms 
regarded as evolutionary links between vertebrates and invertebrates―and examined the genomic sequences 
of their promoters. Total RNA samples were extracted from whole embryos to cover many promoters, and 
their sequences were determined by RNA-seq. Genome-wide DNA methylation analysis was also performed at 
base resolution using the PBAT method for both species. As a result, two types of promoters were clearly 
characterized in terms of the use of DNA methylation for each transcriptional system.

研究分野： 分子遺伝学
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１．研究開始当初の背景 
 
	 ゲノム DNA メチル化の遺伝子発現制御に
おける機能は動物界においてはマウスやヒ
トといった哺乳類でよく研究されてきたに
過ぎず、魚類を含めた脊椎動物にまでおおよ
そ当てはまることは確認されているものの、
ホヤやウニなどの無脊椎動物では状況がか
なり異なる。ヒトでは全ゲノム中約 70%の
CpGサイトはメチル化を受けており、他の脊
椎動物もそれに近いグローバルな DNA メチ
ル化を受ける。一方、例えばカタユウレイボ
ヤでは、全ゲノムの約半分に相当する領域が
メチル化を受けており、しかも、複数の遺伝
子を含む数 kbから数百 kbにおよぶ比較的長
いメチル化、非メチル化領域が交互に混在す
ることが示されている。このモザイク様のメ
チル化パターンは、よく知られたヒトゲノム
のグローバルなパターンとは大きく異なり、
発現制御との関わりは明確になっておらず、
また、真菌など単純な真核生物でも示されて
いるトランスポゾンの抑制機能でさえ、ホヤ
においては疑問視されている。驚くべきこと
にオタマボヤではメチル基転移酵素が失わ
れおり、DNA メチル化の機構そのものがな
いことも知られている。脊椎動物の原始的な
特徴を残す無顎類(ヤツメウナギなど)と無脊
椎動物(原索動物のホヤおよびナメクジウオ
と棘皮動物のウニ)を用いた広範囲なメチル
化解析から、脊椎動物と無脊椎動物の間にこ
のパターンの大きな違いがあることが分か
っており、以上のことから DNA メチル化を
利用した巧妙な遺伝子発現制御は、進化上、
脊椎動物が誕生したごく初期に起こったグ
ローバルなメチル化パターンの変化ととも
に獲得されたと考えるのが自然である。これ
までのエピジェネティクス研究は哺乳類を
中心に進められてきたため、このような進化
的観点から遺伝子発現制御を考察した研究
は例がなかった。 
 
２．研究の目的 
 
	 哺乳類においてよく調べられてきた DNA
メチル化と遺伝子発現制御の関係は、硬骨魚
類にまで同様に認められる。これらの動物で
はメチル化の有無、あるいは CpG ジヌクレ
オチドの出現頻度から、プロモータ配列は
CpGアイランド型と非 CpGアイランド型の
2 つのタイプに分けられる。一方、無脊椎動
物におけるメチル化は遺伝子の時空間的発
現制御には関与していないと考えられてお
り、実際、最も脊椎動物に近い無脊椎動物で
あるホヤではプロモータ配列は上述した 2分
されるような特徴を持っておらず、CpGアン
ランド様配列も見られない。ナメクジウオや
ウニといった他の無脊椎動物においても同
様である。このようなことから、プロモータ
配列の特徴が DNA メチル化の発現制御にお
ける役割と深く関わっていることが示唆さ

れ、特徴が異なる 2グループ間の境界付近に
位置する動物種を調べることで、進化的な獲
得、さらに遺伝子制御のための分子機構に関
する知見を得ることができると考えられる。
そこで本研究では、無脊椎動物としてカタユ
ウレイボヤを、また脊椎動物としてヤツメウ
ナギを選び、網羅的なプロモータ配列決定を
行い、それらの特徴をまとめた。さらにヒト
の配列とも比較することで、両者の間に明確
な違いが存在することを確かめた。 
 
３．研究の方法 
 
	 多くの遺伝子をカバーするため、カタユウ
レイボヤについては尾芽胚を選び、胚全体か
ら RNA を抽出、オリゴキャッピング法と次
世代シークエンサを組み合わせた TSS-seq
法によりプロモータ配列の決定を行った。36
塩基および 48 塩基の 2 種類のリード長のデ
ータをそれぞれ 420万リード、470万リード
取得し、トランススプライシングを考慮した
上でKHアセンブリにそれぞれSeqMapおよ
び BLATを用いてマッピングした。 

 
図 1. 進化上、無脊椎動物と脊椎動物の境界
付近に位置する尾索類と無顎類 
 
	 ヤツメウナギのうち、ウミヤツメについて
はゲノム配列が決定されているものの、本研
究では北海道産のカワヤツメを用いたため、
TSS-seqだけでなく、全ゲノム配列決定も行
った。ゲノム DNAはオス 1個体の精子から
抽出した。300 bpおよび 1.5 kbのペアエン
ドライブラリを作成し、それぞれ 101 塩基、
151塩基長で、4.7億リード、1.8億リードを
取得した。de novoアセンブリは 256 GiBの
メモリを搭載する計算機 HA8000/RS210 を
用い、ALLPATHS-LGで行った。RNAにつ
いては、ホヤ同様、胚から取得することとし、
上記精子と、メス 1個体から得られた卵を用
いて受精させ、ステージ 26 の胚全体からサ
ンプルを抽出した。TSS-seqは 76塩基長で 8
千万リードを取得し、先に決めたゲノム配列
に BWA を用いてマッピングした。また
Trinityを用いて RNA-seqの de novoアセン
ブリも行った。 



	 TSS-seqにより決められる個々の転写開始
点はゲノム配列上に散らばっていることが
知られており、RNA のアセンブリによって
得られた配列を利用して局所的な最頻値か
ら代表的転写開始点を決定し、ゲノム DNA
のアセンブリ結果、さらには個々のリード情
報を用いて領域を伸張させ、プロモータ配列
を決定した。 
 

図 2.	 DNA の de	 novo アセンブリ、RNA の de	 
novoアセンブリ、および TSS-seq によるプロ
モータ配列決定	 
	 
４．研究成果	 
	 
	 カタユウレイボヤおよびヤツメウナギに
ついて、今回初めて塩基レベルの正確さ、か
つゲノム全体に渡って網羅的に転写開始点
を決定することができた。また、その周辺領
域、つまりプロモータ配列を得ることができ、
配列的特徴を明らかにした。	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
図 3.	 カタユウレイボヤの転写開始点近傍配
列の CpG スコア変化をヒトの 2つのタイプの
プロモータ配列と比較	 
	 
	 カタユウレイボヤのプロモータ配列はヒ
トの対応する配列と比較すると CpG スコアが
非常に高く、一見、全てのプロモータが CpG
アイランド型のように思われるが、G+C 含量
や実際のサイト数で比較すると、CpG スコア
が高くなるのは、期待値を計算する際の分母

となっている G+C 含量がきわめて低い結果で
あることが分かった。これはマウスやヒトに
見られる CpG アイランド型のプロモータとは
明らかに異なり、DNA メチル化が遺伝子発現
制御に関わる以前の動物種が保持していた
原始的なプロモータ配列であると考えられ
た。	 

	 
	 
図 4.	 カタユウレイボヤの転写開始点近傍
配列の G+C 含量変化をヒトの 2つのタイプの
プロモータ配列と比較	 
	 
	 一方、ヤツメウナギのプロモータ配列は
CpG スコアおよび G+C 含量ともに高く、ヒト
の CpG アイランド型プロモータとよく似た特
徴を示すことが明らかとなった。興味深いこ
とに、ヤツメウナギのプロモータはそのほと
んどが CpG アイランド型であり、非 CpG アイ
ランド型のプロモータの存在は顕著ではな
かった。	 
	 転写開始点は YR コンセンサスと呼ばれる
ピリミジン-プリンの 2 塩基から成るモチー
フを持つことが知られている。ホヤでこの配
列を調べると、CA、TG、および TA といった 2
塩基が主で、CG はほとんど転写開始点として
使われていなかったが、ヤツメウナギは CA
に加え CG の利用が顕著であった。この傾向
はヒトのメチル化を受けない CpG アイランド
型のプロモータにも確認されるため、CpG ア
イランド型プロモータの進化的な出現は、脊
椎動物が登場したごく初期であると推定さ
れた。	 
	 

	 
図 5.	 ヤツメウナギとヒトの全プロモータ配
列における CpG スコアと G+C 含量の傾向、点
線で区切った右上部が CpG アイランドに相当	 



	 CpG アイランドは通常、DNA メチル化を免
れ、それゆえに脱アミノ化による TpG への変
異を免れ、高い CpG 出現頻度を維持している
と考えられる。それゆえメチル化による発現
制御が重要なプロモータは、むしろ CpG サイ
トが少ない非 CpG アイランド型のプロモータ
であると考えられるが、ゲノムインプリンテ
ィングの制御を受ける遺伝子では、CpG アイ
ランドのメチル化が明らかに発現制御に関
わっており、ヤツメウナギの個々のプロモー
タ配列のメチル化状態がどのようになって
いるかは非常に興味深い。現在、PBAT 法を用
い、カタユウレイボヤ、およびヤツメウナギ
について、全ゲノムに渡る DNA メチル化状態
を調べているところで、これらの結果により、
DNA メチル化が関わる転写制御の分子機構の
詳細、さらには人為的な遺伝子発現制御の開
発に向けた基盤となる情報が得られるもの
と考えている。	 
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新規開発したアセンブラのウェブサイト	 
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http://epigenetics.nrichd.ncchd.go.jp/grepwalk/	 
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