
HapMap News
は、科学者による特定の遺伝子変異 (genetic 
variation) と疾患の関連を検出することを可
能にしています。

黄斑変性症に関連した2つの主遺伝子 
の発見 (HapMap Newsの前号で報告) 以来、研
究者はHapMapデータの使用により開発され
たプラットフォームを使用して次のような
その他の重要な疾患に関連する遺伝子を発
見しました。

u 自閉症
u セリアック病
u 小児肥満症
u 糖尿病
u 多発性硬化症

続く

世界中の研究者たちは、健康や疾患に
関与する遺伝子の発見プロセスを早めるた
めに、画期的な形でHapMapを用いていま
す。バイオテクノロジー会社の数社は、
HapMapデータの解析を基に 
「プラットフォーム」と呼ばれる新技術 
を開発しました。これらのプラット 
フォームは、DNAサンプルの新しいスク 
リーニング法を生み出すことにつながっ 
ています。現在では、HapMapにより開発 
された簡易的な方法により、科学者は、特
定の疾患がある、または疾患のない何百も
のあるいは何千もの人々の血液サンプルの
スクリーニングが可能になりました。これ
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「世界中の研究者がインターネット上でHapMapを自由
かつ公的に入手できるようになったことで、生物医学
研究の進展速度が大幅にスピードアップされつつあり
ます」
-  北京ゲノミクス研究所 (Beijing Genomics Institute) の所長 

フアンミン・ヤン博士 (Dr. Huanming Yang) 

HapMap、遺伝子研究に革命を起こす
HapMapは、科学者が行う遺伝子 

研究の方法に革命を起こしてい 

ます。HapMapは、複数の疾患に 

関連した遺伝子を発見するために

既に使用されており、その他の 

多くの有望な研究が進行中です。 

このプロジェクトのために収集 

されたサンプルは、世界中で何 

百人もの研究者により、その他 

数々の研究で用いられています。

これらの研究により、疾病過程 

および生物学の多くの基本的側面

に関する私たちの理解が高められ

ています。



ニュージャージー州カムデンにある 
コーリエル医学研究所は、遺伝子研究 
および細胞バンクの業績で国際的に評判
の高い非営利の基礎研究機関です。ここ
での細胞集積 (cell repositories) には、研究
で使用される世界最大規模の細胞培養収集
の一つが含まれ、それは、世界中の科学
者コミュニティーにとって、中心的でか
けがえのない資源として研究に利用され
ています。

コミュニティー諮問グループ (Community Advisory Group) を通じて、他にどのような
種類の情報が必要かを当研究所まで是非お知らせください。コーリエル医学研究所 
では、ドナルド・コポック博士 (Dr. Donald Coppock) が、研究所のHapMapプロジェクト
への関与を統括しています。コポック博士は、参加コミュニティーや研究者へのアウ
トリーチも調整しています。コポック博士の連絡先は下記の通りです。

Dr. Donald Coppock（ドナルド・コポック博士） 
Coriell Cell Repositories（コーリエル細胞集積所ディレクター） 
Coriell Institute for Medical Research（コーリエル医学研究所） 
403 Haddon Avenue 
Camden, New Jersey 08103, USA

電話： 
800-752-3805（米国内） 
856-757-4848（米国外）

ファクス： 
856-757-9737

電子メール： 
dcoppock@coriell.org

ウェブサイト： 
http://www.coriell.org

コーリエル医学研究所に
関して

お問い合わせの方法



発症した子供を持つ多くの家族から
収集したDNAサンプルに加え、HapMap 
からのデータを用いて、研究者らは自
閉症に関係する遺伝子変異 (genetic  
variation) を発見しました。自閉症 
（通常、小児期に診断される障害）は、
思考、感覚、言語および対人関係能力 
における深刻な問題を引き起こし、 
3～10歳の子供1,000人当たり3人以上が 
発症します。

自閉症は遺伝性が最も疑われる精神 
発達障害の一つです。一卵性双生児の 
一方が自閉症であれば、他方はほぼ 
10例中9例が自閉症になります。兄弟姉妹 
の一人が障害を持っていれば、他の兄弟 
姉妹がこの障害を持つリスクは平均 
の35倍以上です。しかし、最近まで、
研究者は、関与する遺伝子の同定に 
成功することはほとんどありません 
でした。

HapMap（および発症した子供を持つ
多くの家族からのサンプル）を用いた 
研究者らは最近、飛躍的な進歩を成し遂
げました。研究者は、自閉症に関連する
遺伝子 (「MET受容体チロシンキナーゼ
遺伝子」と呼ばれる) の配列における変
異を発見したのです。この遺伝子は脳
の発達、免疫機能および消化器系の修復
に関与します。この遺伝子変異 (genetic 
variation) により作り出される遺伝子産物
は少なくなります。この変異を持つ 
人は、他の人に比べ「自閉症スペクトラ
ム障害」を持つ可能性が2倍以上高くな
ります。これは、重症型 (自閉症) ～ 
中間、およびはるかに軽度の発達障害 
にまで及びます。

イタリア、ローマにあるIRCCS 
Fondazione Santa Lucia（フォンダジオネ・
サンタ・ルチア）の実験神経科学部  

(Department of 
Experimental 
Neurosciences)  
の研究者アント
ニオ・ペルシコ
博士 (Dr. Antonio 
Persico) は、 

「自閉症には、 
さまざまな遺伝的
要因と環境要因間

の複雑な相互作用が関与していると考え
られます。しかし、これは、これまで行
われてきた家族を対象とした最大の遺伝
学的研究から得られた非常に重要な自閉
症関連遺伝子です。HapMapに基礎を置い
たこの研究により、私たちはこの謎の障
害の解明にまた1歩近づくことになりま
す」と述べています。

研究室内のアントニオ・ 
ペルシコ博士  
(Dr. Antonio Persico)

HapMapがなければ、これらの画期的な
発見を成し遂げるには、もっと長い年数
を要していたでしょう。このような遺伝
子の同定がこれらの疾患の治療法あるい
は治癒に結びつくまでには、まだしばら
く時間がかかると思われますが、遺伝子
の発見はとても大きな第一歩です。

北京ゲノミクス研究所所長のフアン 
ミン・ヤン博士 (Dr. Huanming Yang) は、 
「世界中の研究者がインターネット上で 
HapMapを自由かつ公的に入手できるよう 
になったことで、生物医学研究の進展速 
度が大幅にスピードアップされつつあり 
ます」と述べています。例えば、HapMap 
に基礎を置いて、日本、英国、エストニア 
およびその他国々の研究者が、さまざま 
な疾患に影響を及ぼす遺伝的および非遺 

伝要因の両方についてさらによく知るた 
めに、現在大規模な全国的バイオバンク 
に着手しています。米国では最近、遺伝子 
関連情報ネットワーク (Genetic Association 
Information Network) (GAIN) と呼ばれる主
要な官民のパートナーシップが創設され
ました。これは、糖尿病、統合失調症、
双極性障害、抑うつ症、乾癬、注意欠
陥／多動性障害 (ADHD) など特定の一般
的疾患の主要な遺伝子成分の同定を目的
としています。英国における同様のプロ
ジェクトでは、冠動脈性心疾患、1型 
糖尿病、2型糖尿病、関節リウマチ、 
クローン病、潰瘍性大腸炎、双極性障
害、高血圧症、さらにガーナの結核およ
びマラリアの調査を行っています。 
中国、米国およびその他複数の国では、

研究者は、複数のタイプのがんに関連す
る遺伝子を発見するための大規模なプロ
ジェクトを検討しています。 

HapMap資料におけるデータの利用に 
加え、世界中の多くの研究者が、その他
数々の基本的な生物学的問題の解決に 
役立てるため、サンプル自体の研究を 
行っています。これまでに、中国、シン
ガポール、アイスランド、ポーランド、
南アフリカおよびスペインなど、16カ 
国の138名の研究者にHapMapサンプルが 
配布されています。これらの研究者が 
行っているHapMapのような研究により、
ヒトの健康やヒトの血縁度についての 
私たちの知識は拡大することでしょう。

HapMapが主要な自閉症遺伝子の発見に貢献

HapMap、遺伝子研究に革命を起こす
1ページ目から続く



特集
今号ではHapMapプロジェクトに参加する4つのコミュニティーを取り上げています。

東京の日本人
プロジェクトの最初の2つの段階で 

研究された日本人のサンプルは、日本 
最大の都市である人口1,200万人以上の 
東京で収集されました。サンプル提供者
の多くは、既に他の生物医学研究プロ 
ジェクトに参加していた人たちでした。 
しかし、プロジェクトの討議は、サンプ
ルの提供を決定した人々に加え、主とし
て東京周辺の関東地域に在住する多くの
人々と行われました。

これらの討議の中では、日本で収集 
されたサンプルがどのように標識付けさ 
れるかに懸念を示される人もいました。 
これらの人々は、HapMapに基づく将来 
の研究が、日本国外に由来するマイノリ 
ティー集団の構成員である日本人を差別
するために利用されないことを希望しま

した。また、中には、プライバシーや 
機密性に関する憂慮を示す人もいました
が、名前や身元が分かる情報がサンプル
と一緒に収集されることはないことを 
理解すると、これらの心配事はいくらか
解消されました。西洋のバイオテクノロ
ジー会社によって保管されたサンプルの
商業的利用の可能性、およびサンプルは
コーリエル医学研究所にいったん送付さ
れた後、どのようにして適切に管理され

るかということについて、疑問を投げか
ける人もいました。これらの懸念のいく
つかに応えるため、コーリエル医学研究
所は、サンプルを注文する研究者につい
てより詳細な情報が得られるよう、また
その情報が日本人コミュニティー諮問グ
ループ (Japanese Community Advisory Group) 
(CAG) に提供されるように、当研究所の
方針を一部修正しました。

テキサス、ヒューストンの
グジャラート系インド人

HapMapプロジェクトの次の段階で研
究される予定のこれらのサンプルは、
インドのグジャラート地域から移住し

てきた祖先を持つ
テキサス州ヒュー
ストン在住の人々
から収集されまし
た。グジャラート
州は、インド亜大
陸の北西部に位置
し、インドで最も
工業化の進んだ州
の一つです。「グ
ジャラート人」と
は、グジャラート
語を話す地域全般
にその祖先を持つ

人々を表すために用いられる総称です。
一緒にプロジェクトについて討議した

ヒューストンのグジャラート系コミュニ
ティー内の大部分の人々は、遺伝子変異 

(genetic variation) の研究に関してほとんど

憂慮を示さず、病因を明らかにし、人類
の全般的な利益に寄与するこの研究の可
能性に大きな希望を持っていました。イ
ンド系の人々は、世界の他の地域から渡
米してきた人々に比べると生物医学的調
査研究上で代表的な対象とされることは
ほとんどなかったので、インドから渡来
してきた祖先を持つ彼らは、その参加に
とても関心を抱いていました。米国で暮
らす南アジア系のインド人は、他のアジ
アグループから渡来してきた人々と「一
緒に扱われる」ことが多いため、調査研
究では代表となることがあまりありま 
せん。ヒューストンのグジャラート系コ
ミュニティー内の人々は、HapMapの結果
がインド人（インド在住および世界の他
の地域在住のインド人）特有の健康問題
の研究に対するより大きな関心のきっか
けとなることを期待しています。

日本でのドナーの多くは、以前に他の生物医学研究プロジェクトに参加したことがある方々でした。

テキサス州にあるミーナクシ・テンプル・ピアーランド (Meenakshi Temple 

Pearland) は、ヒューストンのグジャラート系インド人コミュニティーの人々
にとって重要な集まりの場となっています。



ナイジェリア、イバダンの
ヨルバ人

プロジェクトの最初の2つの段階で研究
されたヨルバ人のサンプルは、ナイジェ
リアで2番目に大きな都市である 、人口 
約200万人のイバダンで収集されました。
ヨルバ人の多くは都市居住者で、複雑な
集団の歴史や政治的および社会的に複雑
な組織があります。ヨルバ人は、西アフ
リカ全体で約4,000万人、ナイジェリア国
内では人口の約30%、そしてイバダンにお
ける人口の大部分を占めています。

プロジェクトについて討議したヨルバ
系コミュニティーにおける大部分の人々
は、この研究への参加の働きかけに非常
に熱心な姿勢を示しました。彼らはとり
わけ、世界各地の人口集団はすべてアフ
リカから始まったとする人間集団の歴史
の「アフリカ起源」説に関心を持ってい
ました。一部の人々からは、遺伝子変異 
(genetic variation) の研究により、生物学的に

人々はお互いにどのように結びついてい
るかということを示すことができれば、
世界中の人々はお互いをより身近に感じ
ることができるようになるのではないか
との意見がありました。特に、ヨルバ人
や奴隷制度によりそのルーツから引き離
されたアフリカ系の人々を結びつけるこ
とができるのではないかと考えていま
す。ヨルバ系コミュニティーの人々は、
このプロジェクトからの健康上の利益が
ナイジェリアに届くまでには、ある程度
の時間がかかるということを理解してい

ますが、将来の世代が利益を得られれば
と、同プロジェクトの参加に関心を抱い
ていました。最近のナイジェリアにおけ
る国外離散により自分の子供達や親戚が
米国、英国およびその他の国々に居住し 
ているような一部の人々は、プロジェク 
トによりこれらの国々で早期に健康上の 
利益がもたらされれれば、自分たちが生 
きている間に彼らの子供や親戚がその利 
益を得ることができるのではないかと考 
えています。

イタリアのトスカーナ人
プロジェクトの次の段階で研究される

予定にサンプルは、イタリア中部に広が
るトスカーナ地方のトスカーナ系の人々
から収集されました。サンプルは、エト
ルリア人までさかのぼる長く活動的な 
歴史と地域的な強い独自性を持つフィレ
ンツェ都市圏の近くにある、工業の盛ん
な都市の住民から収集されました。

プロジェクト参加の話を持ちかけられ
た人々は、このプロジェクトに大きく関 
与してこなかった、もしくはトピック 
についての情報が提供されてはいなかっ
たものの、参加に対して全般的に非常に
前向きでした。このプロジェクトの倫理
的および社会的な意味合いについて、一
部の人々の間では盛んな議論が持ち出さ
れました。都市住民であることはどのよ
うな意味があるのか。「トスカーナ人」
であることはどのような意味があるの

ヨルバ人CAGのメンバーは、遺伝子変異 (genetic variation) の研究により、世界中の人々がお互いをより
身近に感じることができるようになればと期待しています。

か。または、生物学的と対比した社会的
な個人および集団の同一性の定義の重要
性についての討議などがありました。プ
ロジェクトのために創設されたワーキン
ググループの参加者は、サンプルを収集
した研究者と共同で、プロジェクトの潜
在的リスクおよび利点に関する見解およ
び強い願望を述べる次のような声明書を
作成しました。「私
たちの血液を用いて
行われる研究や血液
に関する研究は、私
たちが非常に強く 
戦ってきた社会的あ
るいは政治的な差別
のためには利用され
ません。また、軍事
目的およびクローン
人間のために用いら 

れることもありません」。コーリエル 
医学研究所は、研究者に発送するこの 
コミュニティーからのサンプルのすべて 
の箱にこの声明書を添付することにして 
います。声明書の全文に対するリンクは、
http://ccr.coriell.org/nhgri/tuscan.htmlをご覧くだ
さい。

トスカーナ人CAGのメンバーは、コミュニティーにとってのHapMap 

プロジェクトの意味合いについて討議しました。
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将来の研究者によるサンプルの 
利用方法に対するより強固な監視の構築
およびドナーコミュニティー（コミュ
ニティー諮問グループを通じて）から
のより大量のサンプルの収容のため、
HapMapサンプルを保管するコーリエル
医学研究所におけるレポジトリー管理
が、再編成されました。現在国立ヒトゲ
ノム研究所 (NHGRI) により管理されてい
るレポジトリーは、コーリエル医学研究
所で4年以上HapMapプロジェクトに取り
組んできたドナルド・コポック博士 (Dr. 

Donald Coppock) の指導の下に、コーリエ
ル医学研究所で同じスタッフにより引き
続き管理される予定です。サンプルの保
管場所に変更はありません。しかし、こ

の再編成により、コーリエル医学研究所
のスタッフは、今後のサンプルの使用を
より積極的に監視し、ドナーコミュニ 

ティーへのより積極的な報告を行うこと
が可能になるでしょう。

HapMapサンプルに対する 
監視強化の構築

 本号のHapMap News電子版は、http://www.coriell.org/index.php/content/view/65/120/より 

次の各言語でご覧いただけます。中国語、英語、フランス語、イタリア語、日本語、 

スペイン語、スワヒリ語およびヨルバ語。関心事項の詳細についても、国際

HapMapプロジェクトのウェブサイトhttp://www.hapmap.orgでご覧いただけます。

研究責任者のドナルド・コポック博士 (Donald Coppock, Ph.D.)（左）および共同研究責任者のクリス 
ティーン・ベイスワンガー博士 (Christine Beiswanger, Ph.D.)（右）、HapMapサンプルを用いて研究を 
行ったコーリエル細胞培養研究室のスタッフ。

次号のHapMap Newsでは、その他の参加コミュニティーを特集し、HapMapプロジェクトや重要な発見についての一般情
報を引き続きお届けしていきます。


