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本製品はライフサイエンス分野の研究のみを目的としています。

iPS 細胞は、細胞に 4 つの転写因子を遺伝子導入すること
で自己複製能、多分化能を獲得させた細胞です。体細胞か
らiPS 細胞を経由して様 な々体細胞の作成ができるようになっ
たことから、患者自身の細胞を利用した再生医療への応用
が期待されています。他方、細胞に遺伝子を導入したり培養
したりする工程を経ることから、再生医療への応用に際して
は細胞の安全性が検証・担保されることが必要とされていま
す。特に、多様な方法、多様な細胞から樹立することができ
るiPS 細胞それぞれにおいて、ゲノム配列や遺伝子のコピー
数が同じものであるのか、また、iPS 細胞から再分化させた
細胞のエピジェネティックな修飾状態は本来の細胞と同じであ
るのか、という疑問を解決することが求められています。

ゲノム変異やコピー数異常は様 な々表現型の異常を引き起こ
す要因の一つです。一方、これらの遺伝情報はどのような
体細胞においても基本的に同じものであるため、細胞は発生
や成長・生存の過程で必要に応じて発現させる遺伝子を切
り替えることで組織・部位特異的な機能を取得します。こう
した遺伝子発現制御の変化は一般にエピジェネティクスと呼
ばれ、DNA のメチル化修飾やヒストンタンパク質の化学修飾
などによって制御されることが分かってきています。iPS 細胞
誘導に際しては、リプログラミング（再プログラム化・初期化）
と呼ばれるエピジェネティック修飾の消去および再構成が起こ
る事が知られています。

エピジェネティクス解析の内の DNAメチル化解析は、次世
代シークエンサーの利用により近年飛躍的に拡大しています。
効率的に解析を進めるために、生物学的な重要性を見落と
さずなるべく網羅的に、しかも低コストで解析する方法が求
められ、解析対象領域をメチル化サイトに絞るための試薬、
SeqCap Epi Enrichment Kit が開発されました。SeqCap 
Epiシステムによるメチル化シーケンス解析を評価するために、
本紙ではヒト末梢血単核球と、この細胞から誘導した iPS 細
胞、さらにはこの iPS 細胞から分化誘導させたニューロンの
それぞれについて解析し、各細胞間でのメチル化状態の比
較を行った結果について紹介します。
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材料と方法

iPS細胞の調製と分化およびゲノムDNAの抽出
ヒト末梢血単核球（PBMC）に常法により遺伝子導入する
ことで PBMC 由来 iPS 細胞（iPSC）を樹立しました。さら
に、単離した iPSC からニューロンを分化誘導し（Neuron）、
PBMC、iPSC、Neuron のそれぞれからゲノムDNAを抽
出しました。

ゲノムDNAへのスパイクインコントロールの添加と断片化
1µg の各ゲノムDNA 溶液に対して、SeqCap Epi Accessory 
Kit の構成試薬の 1 つであるラムダファージ DNA 溶液

（Bisulfite-conversion Control）を規定量加え、超音波
破砕装置によりゲノムDNAを断片化しました。

ライブラリ調製とバイサルファイト処理および増幅
KAPA Library Preparation Kit のプロトコールに従いラ
イブラリを調製し、EZ DNA Methylation-Lightning Kit

（Zymo Research）を用いてバイサルファイト処理を行いま
した。その後、12 サイクルの Pre-Capture LM-PCR でラ
イブラリを増幅しました。

ハイブリダイゼーション、ビーズキャプチャーと洗浄、増幅
各 1µg のバイサルファイト処理および増幅済みライブラリを
SeqCap Epi CpGiant Enrichment Kitと47℃でハイブリ
ダイゼーションさせました。ビオチン化オリゴヌクレオチドプ
ローブと特異的にハイブリダイゼーションした DNA 分子をス
トレプトアビジンとの反応により回収し、16 サイクルの Post-
Capture LM-PCR で増幅しました。

シークエンシングおよびデータ解析
Illumina 社 HiSeq2000 シークエンサーにて、インデック
ス配列の異なるアダプターを付加した 6 個のサンプルを
混合して 2x150 反応のシークエンシングを実施しました。
BCL2FASTQ（イルミナ） v1.8.4により作成したFASTQファ
イルから、Bismark1 （version0.7.7）でヒトゲノム（hg19）
へリードのマッピングを行い、ターゲット領域にマップされたリー
ド配列から、ターゲット領域の塩基の平均カバレージや各カ
バレージの塩基の割合を算出しました。CpG、CHG、CHH
サイトのメチル化率についてもBismarkを用いて算出しまし
た。CpG サイトの解析に関しては、hg19 のワトソン鎖および
クリック鎖の配列のそれぞれのシトシン（C）の位置で、10
以上のカバレージであるものを解析対象とし、R のプログラ
ムである methylKit2を利用して 1 塩基単位のメチル化解
析を実施しました。２つのサンプル間でメチル化の異なるサイ
トは、methylKit の Fisher’s exact test を行い、qvaule
＜0.01 、且つ、メチル化の割合の差異が 25％以上のもの
を抽出することで判定しました。さらに、これらのサイトがゲ
ノム上のプロモーター、エクソン、イントロン等のどの領域に
あるかを分類しました。２つのサンプル間でメチル化の異な
る領域は、eDMR3 のデフォルトのフィルタリングパラメーター
を適用して同定しました。

結果および考察

バイサルファイト変換効率の確認
バイサルファイト処理により、メチル化されていない C はウラ
シル（U）を経てチミン（T）に変換されます。一方でメチ
ル化されているC はバイサルファイトと反応しないためにシー
クエンシング結果として Cと読まれます。リファレンス配列が
C である位置のシークエンス結果の TとC のリードの割合で
メチル化率が算出されます。

算出されたメチル化率はバイサルファイト変換効率が高い場
合には信頼できますが、そうではない場合にはメチル化率を
過大評価してしまう可能性があります。つまり、バイサルファイ
ト変換効率が 100％であれば、実験サンプルのシークエンス
データの C は全てメチル化された true positives の C である
と判断することができます。SeqCap Epi システムではゲノム
DNAにスパイクインコントロールとして添加したメチル化されて
いない DNA であるBisulfite-conversion Control （BCC） の
変換効率でバイサルファイト変換効率を確認します。BCCに
相補的なプローブは SeqCap Epi プローブ溶液にあらかじめ
含まれているため、BCC のリードを抜き出してバイサルファイト
変換効率を算出しました。その結果、バイサルファイト変換効
率は 99.4 ～ 99.7％であり、信頼できるデータが得られていると
評価しました。

ターゲットの98％以上の塩基は10リード以上でカバー
SeqCap Epiプローブ溶液にはバイサルファイト変換後の両鎖
に対するプローブが含まれているため、バイサルファイト後の
サンプルとハイブリダイゼーションさせることによりワトソン鎖とク
リック鎖の両方のリードが得られます。実際、本実験におい
ても、ワトソン鎖にマップされたリード数とクリック鎖にマップされ
たリード数はほぼ半 と々なっていました（data not shown）。

本実験で使用した SeqCap Epi プローブ溶液は、ヒトゲノ
ムの 550 万箇所の CpG サイトのメチル化バリエーションを網
羅的に評価するために設計されたもので、80.5Mb の領域
がカバーされています。1 サンプルあたり10 ～ 12Gb のシー
クエンスデータ（各 HiSeq Rapid モードの 1/3レーンに相
当）でサンプルを解析したにも関わらず、表 1 に示したように、
平均カバレージは 65 以上と高く、いずれのサンプルでもター
ゲット領域の 98％以上の塩基は 10リード以上でカバーされ
ていました。全ゲノムバイサルファイトシークエンシング解析で
は 95Gb のデータ（標準モードの約 3レーンに相当）の解
析で 15x 程度のカバレージしか得られないと言われています
が（data not shown）、ターゲットエンリッチメントにより非常
に効率良くデータが得られることがわかりました。
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と知られている CpG（p: CとG の間のホスホジエステル
結合）、CHG、CHH サイト（H: A あるいは T あるいは 
C）の C のゲノムワイドなメチル化率をそれぞれ調べまし
た。iPSC で CHG サイトのメチル化率がやや高い（0.7
～ 1.1％）ものの、どの細胞でもCHG、CHH サイトのメ
チル化率は 0.3％以下と非常に低いことが明らかとなりま
した（data not shown）。一方で、CpG サイトの場合、
いずれの細胞でも約 4 割がメチル化されていることが明ら
かとなりました。

リプログラミングに伴うCpGサイトのメチル化の変化
図１では、ある遺伝子の各細胞での CpG サイトのメチル化
状態を例示しています。領域 Aと領域 B では、元の細胞
であるPBMC ではほとんどメチル化されていませんでした
が、iPSC、Neuron ではメチル化されていました。領域 C
では細胞間でメチル化状態が異なるとは判定されませんで
した。

メチル化は殆どCpGで起こっており、その約４割がメチル
化されている
まず、ターゲット領域上のワトソン鎖とクリック鎖の両方の
配列の全ての C 残基のうち、ヒトゲノムでメチル化される

Sample ID 平均 
カバレージ

10 以上のリード
でカバーされる 

塩基の割合（%）

30 以上のリード
でカバーされる 

塩基の割合（%）

50 以上のリード
でカバーされる 

塩基の割合（%）

1 70.4 98.0 83.2 59.0

3 67.7 98.1 82.2 57.0

4 66.1 98.0 81.1 55.9

5 76.6 98.1 85.2 63.0

6 71.1 98.1 84.0 59.6

表1: シークエンシング結果概要。PBMC、iPSC、Neuronから調製したゲノ
ムDNAから、網羅的CpGサイトをエンリッチしてシークエンシングした結果か
ら、ターゲット領域の塩基の平均カバレージと、各カバレージを示す塩基の割
合を算出しました。1塩基の両方のストランドに対するカバレージの合計で表
記しています。

表 2 に示すように、メチル化状態の異なる領域（differential 
methylated region: DMR）を抽出したところ、PBMCと
iPSCとでは 13,218 箇所の DMR が同定されました。一
方、iPSCとNeuron の間ではその約半数の 6,523 箇所
の DMR が検出されました。その内訳に注目してみると、
PBMC からiPSC へ誘導した場合にはメチル化の増加し
た領域（hyper methylation）はメチル化が減少した領域

（hypo methylation）のおおよそ２倍でしたが、iPSC か
らNeuron への分化により、メチル化に比べて約 10 倍の
脱メチル化が引き起こされていることが示されました。

図1: 各細胞のメチル化状態の視覚的な比較。RefSeq: 1番染色体上のある遺伝子を示しています（赤色ボックスはエクソン領
域）。この遺伝子はリバース鎖にコードされており、トランスクリプショナルバリアントとして少なくとも2種類が知られています。下流
領域の一部は中略しています。PBMC、iPSC、Neuron:　それぞれの細胞から抽出したゲノムDNAのメチル化状態について示
しています。この領域上のCpGサイトのカバレージが10以上であるCのメチル化率を青色のバーで表示しています。各中央線よ
り上にはワトソン鎖、中央線より下にはクリック鎖のメチル化率をそれぞれ示しています。SeqCap Epi:　SeqCap Epi CpGiant 
Enrichment Kitがターゲットとしている領域を示しています。

表2: PBMCからのiPSCの樹立、iPSCからNeuronへの再分化に伴う
DMRの同定。それぞれの細胞でメチル化領域の異なる領域（DMR）を抽出
しました。

比較したサンプル DMR
総数

メチル化した
領域 （hyper 
methylation）

脱メチル化し
た領域 （hypo 
methylation）

PBMC からiPSC 13,218 8,522 4,696

iPSC からNeuron 6,523 557 5,966



まとめ

本実験では、効率的にゲノムワイドな DNAメチル化解析を
実施するため、ハイブリダイゼーションによりヒトゲノムの網羅
的 CpG サイトを含む領域をエンリッチメントする次世代シーク
エンサー用の前処理試薬を使用しました。この方法により全
ゲノムバイサルファイトシークエンスよりも低コストで十分なカバ
レージの DNAメチル化状態をゲノムワイドに解析することが
できました。
体細胞が多能性幹細胞に変換する過程では、エピゲノム
状態のリセットが重要であると言われてきました。実際、本
実験結果においても、初期化によりゲノムDNA は脱メチル
化されるよりはむしろメチル化されることが示されました。一
方、ニューロンへの誘導によりゲノムDNA は脱メチル化さ
れ、メチル化による遺伝子発現の抑制は解除されて分化細
胞独特な性質や機能を獲得していると推察されました。興
味深いことに、こうしたメチル化状態の変動はプロモーター
領域だけでなく、イントロンやインタージェニック領域でも大き
く変化していました。本実験では DNA のメチル化について
の解析を行っていますが、リプログラミングと再分化に伴うエ
ピジェネティックな変化を検証するためには、ヒストンの修飾
やクロマチン構造のようなタンパク質の関与するゲノム高次
構造の解析を別途実施する必要があるかもしれません。
細胞の分化状態はエピゲノム制御機構により支配されている
ことから、ゲノム情報だけではなくDNAメチル化状態を網
羅的に調べることが今後一層重要となると思われます。
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プロモーター以外の領域でもメチル化 /脱メチル化が起こる
PBMCとiPSC、iPSCとNeuron の間でそれぞれメチル化
状態の異なるCpG 塩基について 1 塩基単位でそのコード
位置を分類した結果を図 2 に示しました。どちらの条件でも
エクソン領域はメチル化状態の差が比較的小さいことが示
唆されましたが、プロモーター領域はそれぞれ 26％、17％と
比較的少なく、イントロン（31％、42％）、遺伝子間（32％、
32％）の割合が大きいことが明らかとなりました。
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図2: PBMCからのiPSCの樹立、iPSCからNeuronへの再分化に伴いメ
チル化状態が変化するCpGサイトの位置。methyKitを用いてそれぞれの細
胞間でメチル化領域の異なる塩基の位置が、プロモーター、エクソン、イントロ
ン、遺伝子間領域のいずれにあるかを分類しました。
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