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研究成果の概要（和文）：ゲノムの多様性は主として自然選択説と中立説から解釈されてきた。これらの説を補う第三
の視点として、クロマチン構造およびDNAメチル化が多様性にあたえる影響を本研究では分析した。その結果、低DNAメ
チル化にあるCpG の周辺では１塩基変異率が有意に低くなることがわかった。さらに転写開始点下流においてヌクレオ
ソームが存在する場所では１塩基変異率が有意に高くなる。一方、存在しないリンカー領域では挿入削除率が有意に高
くなることがわかった。このようにクロマチン構造およびDNAメチル化が進化や多様性に与える影響が初めて明らかに
された。

研究成果の概要（英文）：Natural selection and neutral theory of evolution have been crucial to understand 
genetic variation and evolution. In this study, we have examined whether chromatin structure and DNA methy
lation might affect genetic variation and evolution. Indeed, we identified an unexpected genome-wide role 
of the CpG methylation state as a major determinant of proximal natural genetic variation. ~18% of the hum
an genome was within 10 bp of a CpG site; in these regions, the single nucleotide polymorphism rate signif
icantly increased by ~50% (P<E-566) if the neighboring CpG sites are methylated. In two medaka inbred stra
ins, we observed a distinctive ~200-base pair periodic pattern of genetic variation downstream of transcri
ption start sites and its correlation with the chromatin structure. These data exemplify the potential for
 genetic activity (transcription), DNA methylation, and chromatin structure to contribute to molding the D
NA sequence on an evolutionary time scale.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
ゲノムの多様性は主として自然選択説と中
立説から解釈されてきた。これらの説を補う
第三の視点として、クロマチン構造および
DNA メチル化が多様性にあたえる影響を本
研究では分析した。 
 
２．研究の目的 
クロマチン構造および DNA メチル化が多様
性にあたえる影響を分析するには、多様性が
著しい複数の近交系をもち、さらにゲノムが
解読されたモデル生物が研究対象として好
ましい。近交系はプロタイプ間の差が殆どな
く正確な観測を可能にする。これら条件を満
足する脊椎生物としてメダカに注目した。な
ぜなら塩基置換率が 3.4% と多様性が顕著な
２つの近交系を利用可能だからである。メダ
カのクロマチン構造および DNA メチル化の
状態を、超高速 DNA 解読装置を利用して全
ゲノム規模で測定し、多様性への影響を分析
することで新しい知見を得ることが目的で
あった。 
 
３．研究の方法 
クロマチン構造の描出：クロマチン高次構造
に影響を与えるヌクレオソームコアは通常 
160～200 塩基対に 1つ存在しており、約 8億
塩基対からなるメダカゲノム上には400万個
前後存在すると考えられる。したがって全て
のヌクレオソームコアの位置を観測するこ
とは非常に困難と考えられてきた。しかし次
世代超高速DNA解読装置の登場により観測可
能になった。ヌクレオソームコアの位置を推
定するには、ヌクレオソームコア間のリンカ
ー領域の DNA を micrococcal nuclease によ
り消化し取り除き、ヒストンコアに巻きつい
た 147塩基対の DNA断片の端を DNA解読装置
により解読し、解読した配列をゲノム上にア
ラインメントする（図１）。 
 
ヌクレオソーム位置の推定は世界に先駆け
てスタンフォード大学のAndrew Fire 教授ら
により報告されている(Genome Research 
2006)。メダカのヌクレオソーム位置推定に
ついても 2007 年度より我々と共同研究を行
っている。今回の位置推定も、引き続き共同
研究として実施した。 
 
転写開始点の網羅的かつ定量的な把握： 
mRNA の 5’端（21-27 mer）を集めて大量に
配列決定する解析法(5'端トランスクリプト
ーム法)はすでにパイプラインが確立してい
る。 1 つのサンプルから 1000 万タグ程度を
収集すれば、幅広いダイナミックレンジ（発
現量の再現能力が2倍以内に収まる最大およ
び最小の発現量の比率が 10000:1 程度）の観
測が可能である(PLoS One, 2009)。5'端トラ
ンスクリプトーム法は、オリゴキャップ法と
SAGE 法の技術を利用することで mRNA 転写開
始点を含んだ遺伝子発現情報を観察する方

法で、SAGE 法の特徴である絶対的な定量性を
もって遺伝子発現を測定することができる。
また転写開始点を同定することで遺伝子の
プロモータ、mRNA の splicing form、miRNA
前駆体を含んだnoncoding-RNAの同定が可能
となる。この方法を次世代シーケンサーに適
応させることで発現しているすべての遺伝
子の発現解析が可能となった。 
 
この方法を用いて北方系メダカゲノム及び
外群メダカゲノムの発現解析を各組織で行
なうと共に発生段階のステージの異なった
状態でも観察した。また細胞が少量の場合、
幾つかのRNA増幅によりサンプルを調製した。
サンプルの RNA 増幅は Tang らの方法(Nat 
Methods 2009)、Template switching 法を改
変して行なう予定である。一方、5’end から
の遺伝子解析が困難である場合は 3’側の
NlaIII サイトの下流 20−27 塩基を分取する
SAGE 法との混合法を検討した。さらに新規
RNA 増幅の条件検討も適宜行った。 
 
DNA メチル化の観測：DNA メチル化について
は、既存の bisulfite 処理により観測した。
すなわち、bisulfite 処理により非メチル化
シトシンをウラシルに変換後、チミンとして
DNA 断片を解読する。一方、メチル化シトシ
ンはチミンへ変化しないため非メチル化シ
トシンとの識別が可能である。bisulfite 処
理後の DNA 断片は、そのシトシンをすべてチ
ミンへ変換する。ゲノムも同様の処理を行っ
た後、アラインメントをし、その後、変換を
元の状態にもどし、メチル化シトシンを同定
する。3 サンプル（精巣、0.5 日目初期胚、
肝臓）からは各々観測に十分なDNA量 1ug を
収集可能である。 

図１ 全ゲノムにおけるヌクレオソーム
位置の推定 



４．研究成果 
第１の成果は、メチル化シトシン周辺におい
て、非メチル化シトシン周辺と比べて塩基置
換率が 50%以上上昇することを、全ゲノム、
全エクソン、全イントロン領域で確認した 
(p 値 < E-2170)。さらにヒトゲノムにおける 
SNP 率でも確認し (p 値 < E-836)、2012 年
に Genome Research 誌に報告した(図２)。 
 
クロマチン構造についてもメダカを利用し
て別途考察したところ、初期胚、精巣におい
て転写開始点下流でヌクレオソーム構造が
アレイ状に固定して存在する遺伝子のクラ
スが見つかっている。これらの遺伝子には、
塩基率、発現量、進化的保存度に関して共通
した性質が見られており、現在論文を投稿準
備中である。 なおこの研究の過程で、転写
開始点周辺のヌクレオソーム分布を高速に
クラスタリング分類する必要が生じ、効率的
アルゴリズムを設計した。その成果はバイオ
インフォマティクスのアルゴリズム系専門
誌 で あ る IEEE/ACM Transactions on 
Computational Biology and Bioinformatics
に報告した。 
 
クロマチン構造については線虫もモデル生
物の１つとして考察を行った。線虫では 

trans-splicing により転写開始点以降の不
定長配列が SL1 leader に置き換わる現象が
知られているため、まず trans-splicing を
受ける前の転写開始点を収集した。その結果、
転写開始点周辺で他のモデル生物と同様に、
ヌクレオソーム構造がアレイ状に固定する
現象が観測された。さらに SL1 サイト周辺
にもヌクレオソームが固定する位置も存在
している（図３）。これらは転写とヌクレオ
ソーム構造の間の関係を解明する際に注目
すべき現象である。なお、線虫の転写開始点
を分析することにより、プロモータの新たな
モチーフ、モチーフといくつかの転写因子の
相関、bi-directional プロモータの候補領
域が多数見つかった。線虫の転写制御を今後
進める上で大きな足掛かりとなった（図４）。
この結果は 2013 年に Genome Research 誌に
報告した。 
 
以上のように当初の計画通り研究を進め、い
くつか重要な成果が得られ、ゲノム科学の専
門誌として評価の高い Genome Research 誌
に論文を 2本発表することができた。また副
産物としての効率的クラスタリングアルゴ
リ ズ ム を IEEE/ACM Transactions on 
Computational Biology and Bioinformatics
に報告した。 

図２ DNA メチル化と進化の関係: 低メチル化 CpG の周辺では１塩基変異率が統計的
に有意に低くなる傾向がある（A ヒトゲノム F メダカゲノム）。ヒトとメダカのゲノム
の相同性領域では、DNA メチル化の状態が類似しており、１塩基変異率も低メチル化領
域では有意に低くなる傾向にある。メダカの２つの近交系の初期胚および精巣において、
対応するゲノム領域の DNA メチル化の状態は類似する傾向がある（C, D, E）。germline
のメチル化状態は近郊系間で維持されていると考えられ、低メチル化状態では 1 塩基変
異が抑えられている。この傾向は２塩基の場合も同様に成り立つ (G)。 



 

図４ (A) 線虫の転写開始点を決定したことにより新しく発見された転写開始点上流
の配列モチーフの例。(B) たとえば モチーフ SP1 は転写開始点 (0 で表示)の上流 50
塩基の領域を中心に分布しており、塩基保存率が高いことがわかる(色の濃さが高い塩
基保存率を表現している)。Outron-TSS（図上半分の青色の分布） と exon-TSS（下
半分の赤色）両者の間でモチーフ分布に違いがあるかどうか調べたが、SP1 の場合には
大きな差はなかった。(C) 転写開始点のタグは初期胚および成魚全身から収集し
た RNA サンプルで観測したが、両者から推定された転写開始点の分布には大きな差が
なかった。(D) TATA ボックスは exon-TSS に集中している。(F) 転写開始点とモチー
フの配置例。 

図３ (A,B) 転写開始点を trans-splicing されるか否か（下流に SL1 サイトが存在す
るか否か）で outron-TSS  と exon-TSS へ分類し、各々の周辺でのヌクレオソーム位
置を分析したところ、outron-TSS 周辺でヌクレオソーム配列が複数整列している状況 
(A) がわかった。(C) また exon および Sl1 サイトの 5’端でもヌクレオソームが局在し
ている。(D,E) A,B,C でのヌクレオソーム周期強度を autocorrelation で比較。(E) PolII
シグナルが、転写開始点、exon および Sl1 サイトの 5’端で顕著に観測された。 
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