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１. 研究背景と目的
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DNA メチル化は代表的なエピジェネティクス
機構であり、DNA を構成する塩基の一つシトシン
のメチル基修飾である。植物では CG、CHG、CHH（H
は G 以外の塩基）という 3 種類の配列パターンが異

図１ シロイヌナズナ自然集団に見られる DNA メチル化レベルの多様性．
図 1. シロイヌナズナ自然集団に見られる DNA メチル化レベルの多様性.
プロットは各系統の自生地とゲノムワイドな
DNA メチル化レベル
プロットは各系統の自生地とゲノムワイドな
DNA メチル化レベル（青:低,
（青：低，赤：高レベルを示す）Kawakatsu
et al. ,(2016) より改編．
赤:高レベルを示す）Kawakatsu
et al.,(2016)より改編

なる経路によって修飾、維持されている。ワトソン・クリック鎖に対して対称な CG と CHG 配列は、近傍にあるメチル基
が DNA 複製中に相補鎖にコピーされる一方で、非対称な CHH 配列ではメチル基がコピーされず、DNA 鎖の複製後に新たに
メチル化修飾を受けることから de novo メチル化と呼ばれ、この CHH メチル化修飾の制御経路は、新たな CG や CHG 配列
のメチル化修飾にも寄与している。これら DNA メチル化修飾や維持の分子機構の研究が盛んに進められてきた一方で、
個体間の DNA メチル化の量的な多様性がいかに作り出されているのかは未解明な点が多い。
私たちは、分子遺伝学的なエピジェネティクス研究が進んでいるモデル植物シロイヌナズナの自然集団を用い（図
1）、正遺伝学のアプローチであるゲノムワイド連関解析（GWAS）により個体レベルの DNA メチル化量と塩基多型の関連
性を解析する事で、個体間の DNA メチル化量の違いを生み出す原因遺伝子座を同定してきた 2,3)。特に、遺伝的な影響が
大きい CHH メチル化量のバリエーションには、de novo メチル化制御経路中の遺伝子座の少数の多型が強い影響力を持
つ事が明らかになっている。一方で、これらの塩基変異（アレル）で説明できるメチル化量の違いは CHH メチル化量の
一部（CHH メチル化バリエーション 10-50%）に限られており、その他の主要決定因子は依然未解明のままである。本研
究では、シロイヌナズナの個体間の DNA メチル化量の違い（多様性）を決定するさらなる遺伝的な要因を明らかにし、
ゲノムワイドな DNA メチル化量を予測する統計モデルの構築を行なった。
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２. 世代を超えて引き継がれる DNA メチル化の遺伝的基盤の探索
植物において CHH メチル化は CHG と強い機能的な冗長性を持ち、どちらか一方のメチル化が失われても生長や発生
などへの影響は殆ど生じない 4)。私たちは DNA 複製中に複製、維持される CHG メチル化の個体間バリエーションが決定
される機構を探索するため、ヨーロッパ集団 774 系統（温室・長日条件, ロゼッタ葉）のゲノムワイドな DNA メチル化
データを用い 2)、正遺伝的解析を行った。先行研究で示されるように 4)、siRNA 経路によって支配される de novo メチル
化はユークロマチン領域に点在するトランスポゾン上の CHG メチル化に強い影響を及ぼす。そこで de novo メチル化
（CHH）の影響を考慮した条件付き GWAS を行い CHG のみを制御する遺伝的要因を探索したところ、5 遺伝子座が候補とし
て検出された。これらの遺伝子座のうち 4 遺伝子座は、 CHROMOMETHYLASE3(CMT3),CMT3 を標的とするマイクロ RNA

MIR823A, CHROMOMETHYLASE2 (CMT2), DNA のヘテロクロマチン化に関わる MULTICOPY SUPRESSOR OF IRA1 (MSI1)という
既知のエピジェネティック制御遺伝子である事が明らかとなった。さらに、残る 1 遺伝子座はヒストン修飾に関わる JMJ
ドメインをコードする新規遺伝子であり、機能欠損変異体を用いた実験では、この新規遺伝子が CHG メチル化を特異的
に制御する事が確認された。本知見は、これまで世代を超えて自律的に引き継がれる DNA メチル化と考えられてきた CHG
メチル化のバリエーションは遺伝的に強い制御下にある事を明らかにした 5)。

３. DNA メチル化レベルの予測モデル
２の解析から求めたパラメターを用いて
CHG メチル化レベルの線形予測モデルを構
築し、異なる遺伝的背景を持つスウェーデ
ン自然集団の遺伝子型、DNA メチル化デー
タに適用して予測を行なった。 de novo
(CHH)メチル化レベルと GWAS で検出された
SNPs（遺伝子マーカー）を変数として用い
たところ、両変数を用いたフルモデルで最
も高い予測精度が得られた（図 2A）。特
に CHH メチル化量は CHG メチル化の強い予
測変数となり、平均気温 10ºC という異な
る環境で生育させた植物でも予測精度が維
持された他、DNA メチル化のパターンがロ
ゼッタ葉と大きく異なる花芽においても予
測精度が殆ど変わらない事が明らかになっ
た（図 2A, B）。以上の結果から、CHG メ
チル化レベルは CHH 依存的な制御を受ける
遺伝的形質である事が明らかとなった 5)。

４. 今後の展望

図２ CHG メチル化レベルの予測．(A) 遺伝子マーカー（SNPs）のみを予測変数に用い
図 2. CHG
メチル化レベルの予測.
(A) 遺伝子マーカー（SNPs）のみを予測変数に用いた
た SNP
モデル（右）と遺伝子マーカーと
CHH メチル化レベルを予測変数に用いたフ
SNP モデル（右）と遺伝子マーカーと
メチル化レベルを予測変数に用いたフルモデル
ルモデル（左）．SNP モデルでのCHH
1-5 までのプロットカラーは、
各系統が有するマー
（左）. SNP モデルでの 1-5 までのプロットカラーは、各系統が有するマーカーの数を示
カーの数を示す．CHG|CHH は条件付き CHG メチル化レベル．スウェーデン自然集団
す. CHG|CHH は条件付き CHG メチル化レベル. スウェーデン自然集団2)83 系統と温室で育成し
83 系統と温室で育成したヨーロッパ集団 51 系統のデータ をモデル評価に用い
たヨーロッパ集団 51 系統のデータ 2)をモデル評価に用いた.(B) CHG メチル化レベルの組織
特異性. た．(B) CHG メチル化レベルの組織特異性．

ゲノム解析技術の目覚ましい革新が進む現代においても、ゲノムワイドなクロマチン構造やゲノムへのアクセスビ
リティの個体間バリエーションを決定する機構には未だ多くの謎が残されている。本研究は、シロイヌナズナ自然集団
に見られる DNA メチル化の個体間バリエーションの制御機構の遺伝的基盤を探索し、予測モデルの構築を行うことによ
り、自然集団に存在するゲノム環境のバリエーションの決定要因の一端を明らかにした。今後は、エピジェネティクス
のバリエーションを調節する遺伝構造の進化プロセス、異なる生活史を持つ植物における進化的制約という問いについ
て、進化遺伝学、比較ゲノミクス、分子生物学などの統合的なアプローチを用いて明らかにしていきたい。
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