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【産業技術】ライフサイエンス 
 
国際コンソーシアムが「1000ゲノムプロジェクト」の概要を発表(米国) 

－極めて詳細で疾病研究に役立つ遺伝的変異に関するマップを作成する 
大規模な塩基配列解析プロジェクト－ 

 
1 月 22 日、国際的な研究コンソーシアムにより「1000 ゲノムプロジェクト(1000 

Genomes Project)」という野心的な計画が発表された。この計画では、世界中の 1,000人
以上の人々のゲノム情報を解読し、これまででもっとも詳細かつ医学的に有用なヒトの遺

伝的変異の情報を含むマップを作成するという。プロジェクトの資金は主に、ウェルカム

トラスト・サンガー研究所（英国ヒンクストン）、北京遺伝子研究所(BGI)シンセン（中国
シンセン）、および米国国立衛生研究所(NIH)の下部組織である国立ヒトゲノム研究所
(NHGRI)によって提供される。 
 

 同プロジェクトでは、学際的な研究チームの持つさまざまな専門知識を生かして、生物

医学的に意味のある DNA変異を現状では不可能な細部まで描き出す新しいヒトゲノムマ
ップを作成するという。これまでの主なヒトゲノム関連プロジェクトと同様、このプロジ

ェクトで得られたデータは、誰でも自由に利用できる公共のデータベースを通じて速やか

に世界中の科学者達に公開される。 
 
「1000ゲノムプロジェクトでは、これまでにない詳細さでヒトゲノムが分析される。」
コンソーシアムの代表者の一人であるウェルカムトラスト・サンガー研究所のリチャー

ド・ダービン博士は言う。「このようなプロジェクトは、ほんの 2 年前には誰も思い付き
もしなかった。しかし、DNAシークエンシング 1 技術やバイオインフォマティクス 2、集

団ゲノム科学 3 などの近年の目覚ましい進歩のおかげで、このような計画が可能になった。
我々は、人間の健康と病気に関係する遺伝的要因に対する理解を深める取り組みを拡大、

促進するためのツールの構築に取り組んでいく。」 
 
人類の持つ遺伝子は 99%以上が誰もに共通のものだという。しかし重要なのは、人によ
って異なるほんの僅かな遺伝物質の違いを明らかにすることだ。なぜならば、これらの違

いを知ることが病気にかかるリスクや薬剤への反応、環境因子への反応などにおける個人

差を説明する手がかりになるためである。ヒトゲノムの多様性は、ハプロタイプと呼ばれ

る互いに近隣に存在する集まりとして整理されている。ハプロタイプは DNA の組み合わ

                                                 
1 DNAシークエンシング： 遺伝情報を解析するための基本手段であり、DNAを構成する塩基配列を決定する
こと。配列決定、配列解析などとも呼ばれる。 

2 バイオインフォマティクス： 生命科学、情報科学、情報工学が融合した学問分野であり、特に生命現象に関
する情報をコンピュータによって分析する学問のこと。生命情報学、生物情報学などとも呼ばれる。 

3 集団ゲノム科学： Population genomics. 生物集団における遺伝的多様性をゲノム配列の解析によって解明
する学問分野。 
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せであり、通常そのままの形で一塊の情報として受け継がれる（遺伝される）。 
 
最近開発されたハップマップ(HapMap)4 のようなヒト遺伝子変異型のカタログは、人

間の遺伝子に関する研究に役立つことが証明されている。ハップマップやそれに関連した

リソースを利用して、一般的な病気との関連が考えられる遺伝子変異を含むゲノム領域が

すでに 100 以上発見されている。これらの病気には、糖尿病、冠動脈疾患、前立腺ガン、
乳ガン、関節リウマチ、炎症性腸疾患、加齢性黄斑変性症などが含まれる。 
 
しかしながら既存のマップは十分に詳細なものではないため、これらの研究では、病気

の原因変異を正確に特定するために、高価で時間のかかる DNA シークエンシングを再度
行う必要に迫られることが少なくない。新しいマップを用いれば、より迅速に病気に関係

する遺伝子変異に的を絞ることが可能になるため、一般的な病気に対する遺伝子情報を利

用した新しい診断・治療・予防方法を開発する取り組みが加速化されることになるだろう。

1000ゲノムプロジェクトの科学的な目標は、人口の 1%以上に現れるゲノム全体に存在す
る変異型や、人口の 0.5%以下に現れる遺伝子内に存在する変異型などを含むカタログを作
成することである。そのためには、少なくとも 1,000人以上のゲノムの配列決定が必要に
なると考えられている。これらのサンプルは匿名の提供者から集められ、提供者から医療

情報が収集されることは一切ない。なぜならば、このプロジェクトの目的は、遺伝子変異

に関する基礎的なデータソースの構築であるためである。作成されるカタログは、将来、

特定の病気の患者を対象とした多数の研究で利用されることになるだろう。 
 
「この新しいプロジェクトにより、ゲノム全体からの病気の発見は 5倍、さらに遺伝子

からの病気の発見は 10倍以上、検出感度が向上するだろう。」NHGRI所長のフランシス・
S・コリンズ博士はこのように言う。「これまでのデータベースは人口の 10%以上で見つか
っている変異型を、ほどほどのレベルでカタログにしたものであった。今回は、新しいシ

ークエンシング技術と新しい計算手法の力を利用して、1%程度の低い頻度で現れる変異
型も含まれるゲノム全体を網羅したマップを作成したいと考えている。これは遺伝病の研

究方法自体を変えることになるだろう。」 
 
現在のやり方では、研究者が探すことのできる病気関連の遺伝的変異は 2つのタイプに
分かれている。1つは、非常に珍しく、重い症状を引き起こす遺伝的変異であり、たとえ
ば嚢胞性線維症やハンチントン病などの原因となるものである。これらの珍しい変異型が

発現する割合は通常 1,000人中に 1人以下であり、このような変異を見つけるには、関連
する遺伝病を持つ家系を対象に何年も研究を重ねなければならないことが多い。一方、糖

尿病や心臓疾患といった一般的な病気の多くは、もっと普通に見られる遺伝的変異の影響

を受けている。これらの変異による影響は殆どの場合強いものではなく、一般的な症状を

発症するリスクが 25%ほど増える程度であることが多い。最近では、ゲノムワイド関連研
                                                 
4 ハップマップ： 国際ハップマッププロジェクト（後出）で作成されたハプロタイプの地図。 
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究 5と呼ばれる新しい方法により、このような一般的な変異を探すことができるようにな

った。 
 

 「これらの 2つのタイプの遺伝的変異、つまり非常に珍しい変異と比較的一般的な変異
では、我々の持つ知識に大きな開きがある。1000ゲノムプロジェクトはこのギャップを埋
めるために計画されたものであり、人間の健康と病気に関係する重要な変異が数多く見つ

かることを我々は期待している。」ボストンのマサチューセッツ総合病院、ケンブリッジ

のマサチューセッツ工科大学・ハーバード大学のブロード研究所に籍を置くデビッド・ア

ルツシューラー博士はこのように言う。同博士は今回のコンソーシアムの代表者の一人で

あり、またハップマップコンソーシアムの中心人物でもあった。 

 
新しいカタログの利用方法の一つに、ゲノムワイド関連研究のフォローアップがある。

特定のゲノム情報の一部が病気に関係していることがわかった場合に、カタログを調べる

ことで、そのゲノム領域に発現しうるほとんどすべての変異型が分かるようになる。研究

者らは次に機能研究を行い、カタログに含まれる変異のうちのどれかが直接その病気の要

因になっているかどうかを調べることができる。1000ゲノムプロジェクトは、国際ハップ
マッププロジェクトで作られたハプロタイプマップを土台にして進められる。新しいマッ

プは、ハップマップで明らかになった遺伝的変異を取り巻くゲノム情報の全体像を解き明

かし、原因変異を探すべき場所についてのより正確な情報など、変異が病因であるかどう

かを判断するための重要な手がかりを研究者達に与えることになる。 
 

 1000ゲノムプロジェクトでは、ハップマッププロジェクト 6 から大きく一歩前進し、

DNA上の一ヵ所だけが異なる一塩基多型(single nucleotide polymorphisms：SNPs)の他
に、ゲノム構造がより大きく異なる構造変異と呼ばれる変異型についても詳細なマップを

作成する。構造変異とは、ゲノムの一部が再配置、削除、あるいは複製されたもののこと

である。過去 18ヵ月間かけて行われた調査により、このようなゲノムの構造変異の持つ
重要性がますます明らかになってきた。この調査によれば、これらの構造変異は、たとえ

ば知的障害や自閉症などといった特定の症状の発症しやすさに対して大きな役割を果たし

ている可能性があるという。 
 

 1000ゲノムプロジェクトで作成されるマップは、一般的な病気にかかるリスクに関連す
る遺伝子変異の調査を促進するのみならず、ヒトの遺伝子変異に対するより深い理解をも

たらし、生物医学における新しい大きな発見への扉を開くことになるだろう。 
                                                 
5 ゲノムワイド関連研究： 多数の人の DNA全体（全ゲノム情報）を分析して、特定の病気と関係する遺伝子
変異を特定する研究方法。 

6 国際ハップマッププロジェクト： 日本､米国、英国、カナダ、中国の国際共同研究チームで行われたヒト全
染色体のハプロタイプ地図作成のプロジェクト（研究期間：2002-2005年）。日本からは理化学研究所遺伝
子多型研究センターが参加。 
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 ゲノム情報の解析は、サンガー研究所と BGIシンセン、また NHGRIの大規模塩基配列
研究ネットワーク(Large-Scale Sequencing Network)によって行われる。NHGRIの研究
ネットワークには、マサチューセッツ工科大学とハーバード大学のブロード研究所、セン

トルイスにあるワシントン大学医学部のワシントン大学ゲノム解析センター、ヒュースト

ンにあるベイラー医科大学などが参加している。また、今後このコンソーシアムに新しい

参加者が追加される可能性もある。 
 

1000ゲノムプロジェクトでは、いくつかの新しい解析プラットフォームが大々的に導入
されることになる。通常の DNA シークエンシング技術を用いた場合、同プロジェクトの
実施には 5 億ドル以上の費用がかかると考えられる。しかしプロジェクトの代表者らは、
3,000 万～5,000 万ドルというはるかに安い金額を見積もっている。極めて効率的かつ低
価格な新しいシークエンシング技術を利用するという先駆的な取り組みにより、このよう

な費用の低減が実現されるという。 
 
プロジェクトの最初の段階では約 1年間かけて 3つの予備研究が実施され、ヒトの詳細

な遺伝子変異マップを作成するためのもっとも効果的で費用効率の高い方法が決定され

る。最初の予備研究では、2 組の核家族（両親とすでに成人している子供の組み合わせ）
を対象に各人のゲノムのシークエンシングを平均 20 回ずつ行い、ゲノム情報を網羅的に
把握する。この作業により、6 人分の包括的なデータセットを得ることができる。これら
は新しい解析プラットフォームを使って変異を特定する方法を見つけ出すために役立つ

ほか、後に続く取り組みにおいては比較の基盤として利用することもできる。 
 
 2つめの予備研究では、180人分のゲノム塩基配列を対象に平均 2 回のシークエンシン
グを行い、ゲノム情報を大まかに把握する。この研究では、新しい解析プラットフォーム

で取得した大まかなデータを配列変異の特定に利用できるかどうか、また、これらのデー

タをゲノム情報全体の中に正しく配置できるかどうかについてテストする。 
 
 3つめの予備研究では、約 1,000人から取得した 1,000個の遺伝子を対象に、エクソン
7と呼ばれるコード領域の塩基配列が解析される。この研究の目的は、ゲノム全体の約 2%
を占めるタンパク質コード遺伝子で構成される領域を、より詳細にカタログ化するための

最適な方法を見つけることにある。 
  

 予備研究の次に 2年間の生産段階へと進み、この期間には 1日に平均で 82億個の配列
データが生産される。言い換えれば、24時間ごとに人間 2人分のゲノム情報よりも多いデ
ータが生産されるということになる。このデータ量の膨大さ、つまりデータ解析の膨大さ

は、バイオインフォマティクス分野および統計遺伝学分野のトップクラスの専門家達が立

                                                 
7 エクソン： 遺伝子が RNAに転写された後に最終的にmRNAとして残る塩基配列。タンパク質に翻訳され
るコーディング領域とタンパク質に翻訳されない非翻訳領域からなる。 
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ち向かわなければならない課題となる。 
 

 「1000ゲノムプロジェクトでは、これまでなく詳細にヒトゲノムが分析されることにな
る。これは途方もない規模だ。このプロジェクトでは、過去 25年に DNAデータベースで
公開された配列データの 60倍にあたる、6兆個の DNA塩基配列が 3年で解析される。」
コンソーシアムの代表者の一人である英国オックスフォード大学のギル・マックヴィーン

博士はこのように言う。「実のところ、最速で作業を行えば、過去にデータベースに蓄積

された全ての配列データの量を 2日間で上回ることも可能だ。」 
 
 1000ゲノムプロジェクトでは、自分の DNAが分析され、公共のデータベースに登録さ
れることに同意した無償の提供者から得た DNA サンプルが利用される。NHGRI などの
コンソーシアムのメンバーは、過去のプロジェクトのために広汎かつ詳細に定められた倫

理的な手続きを継承する。国際ハップマッププロジェクトや国際ヒトゲノムプロジェクト

8 と同様、1000ゲノムプロジェクトでも、研究に関連した倫理的、法的、および社会的問
題に特化した専門家による作業グループが用意される。 
 
 1000 ゲノムプロジェクトで利用されるサンプルのうち最初の 100 個は、ハップマップ
で利用されたサンプルと、延長ハップマップで追加されたサンプルとなる。これらのサン

プルは、どちらも同じ方法で収集されたものである。サンプルの収集にあたり提供者から

医療情報や個人を特定する情報が集められることは一切なく、各サンプルに記されたのは

どこの人口集団から収集されたものであるかを示す情報のみであった。また、実際の必要

量を上回る数の提供者からサンプルを集めたことにより、提供者の匿名性が向上した。

1000ゲノムプロジェクトで新たに収集されるサンプルにおいても、これと同様の方法がと
られることになる。 
 

1000ゲノムプロジェクトで DNAの解析対象となるのは、ナイジェリアのイバダンに住
むヨルバ族、東京に住む日本人、北京に住む中国人、西北欧に先祖を持つ米ユタ州民、ケ

ニアのWebuyeに住むルヒャ族とKinyawaに住むマサイ族、イタリアのトスカーナ住民、
米ヒューストンに住むグジャラード系インド人、米デンバー都市部に住む中国人、米ロサ

ンゼルスに住むメキシコ系人、米国南西部に住むアフリカ系人などである。 
 

 「このプロジェクトは、ゲノム情報をツール化し、一般的な病気の理解に向けた医療研

究のために利用するという我々の取り組みを後押ししてくれる。」BGI シンセンで副所長
を務めるジュン・ワン博士はこのように言う。同博士の研究室はハップマッププロジェク

トに参加しており、1000ゲノムプロジェクトにも参加する予定だ。「このプロジェクトで
作成される貴重なリソースは世界中の研究者に公開され、あらゆる国がその恩恵を受ける

                                                 
8 国際ヒトゲノムプロジェクト： 米国が提唱し、英国、日本、フランス、ドイツ、中国が参加したヒトのゲノ
ムの全塩基配列を解析する国際プロジェクト（実施期間：1990～2003年）。 
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ことになる。」 
 
 ヒトの遺伝的変異に関する詳細なマップは、遺伝的変異と特定の病気を関連付けようと

取り組む多くの研究者に利用されることになるだろう。そしてそれらの研究は、人々が定

期的にゲノム解析を受け、病気のリスクや薬剤への反応を予測するようになる個別医療の

時代の礎となるに違いない。 
 
 1000 ゲノムプロジェクトによって生成されたデータは、欧州生命情報学研究所 
(European Bioinformatics Institute：EBI)と NIH傘下の米国バイオテクノロジー情報セ
ンター(National Center for Biotechnology Information：NCBI)によって保有・配布され
ることになる。また、BGIシンセンにもデータアクセス用のミラーサイト 9が設置される。

これらのデータには、変異型のカタログだけでなく、重要な変異型の素早い特定を可能に

する周辺の変異に関する情報も含まれることになるという。 
 
 
出典：International Consortium Announces the 1000 Genomes Project 

http://www.nih.gov/news/health/jan2008/nhgri-22.htm 
翻訳：桑原 未知子 

                                                 
9 ミラーサイト： 元となるウェブサイトの全部、または一部分と同一の内容を持つウェブサイトのこと。 


