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種の進化と遺伝子進化を統合する新たな概念を提唱！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 論文発表日 
 令和 4年 4月 19 日（火）（EMBO Reports） 
2 研究概要 
 千葉県がんセンター研究所・末永雄介上席研究員、国立がん研究センター研究所・加藤護分野長、

東北大学大学院・牧野能士教授らの共同研究チームは、進化において新しく誕生した遺伝子を検出す

るために有用な指標 ORF ドミナンスを考案し、ORF ドミナンスを細菌、古細菌、真核生物から選んだ

100 生物種の全 RNA について計算することで遺伝子誕生のメカニズムの一端を明らかにしました。 

 近年、類人猿以降に出現した進化的に新しい遺伝子が、がんを含む様々な疾患に関与することが 

報告されており、新たな治療の標的として注目されています。一方で、細胞内には機能を持たない  

ノイズのような RNA が多数存在し、進化において新しく誕生した遺伝子の RNA はこの機能を持たない

ノイズに類似するため効率的に発見することが困難でした。 

 今回開発した ORF ドミナンスは RNA がタンパク質に翻訳される効率と関連し、ノイズのような RNA

と新しく誕生した遺伝子の RNA を見分けるのに有用でした。ORF ドミナンスを用いて同定したヒトの

新しい遺伝子候補は、遺伝病の全前脳胞症や、脳腫瘍の一種である膠芽腫などに関連する可能性が示

唆されました。また、原核生物に比較して真核生物では、ノンコーディング RNA から新しい遺伝子が

誕生しやすいことを示しました。さらに、遺伝子誕生の確率は絶滅危惧種などの個体数が少ない生物

種で特に高いことを見出しました。これらの結果から研究チームは、「生物は個体数減少に対する対

抗策として新しい遺伝子を誕生させる」というモデルを提唱しています。また、個体数減少があまり

に急激だと遺伝子誕生が環境への適応に貢献できず、絶滅に追いやられるとしています。 

 千葉県がんセンターの研究グループは、種の進化と遺伝子進化を統合する新たな概念を提唱し、

ヨーロッパ分子生物学機構の科学誌『EMBO Reports』に発表しました。近年、類人猿以降に出現し

た遺伝子ががんの発症や進展に関わることが示されてきました。しかし、このような進化的に新し

い遺伝子がどのような機構で誕生したのかは謎のままでした。 

 そこで研究グループは今回、国立がん研究センター研究所および東北大学と共同で遺伝子の誕生

を検出できる指標 ORF ドミナンスを考案し、生命樹の全てのドメイン（細菌、古細菌、真核生物）

から選んだ 100 生物種について ORF ドミナンスを計算することで進化においてどのように遺伝子

が誕生したかを調べました。この指標を用いて同定したヒトの新しい遺伝子候補は、脳の発生や  

がんに関連する可能性が示唆されました。また、遺伝子誕生の確率は絶滅危惧種などの個体数が少

ない生物種では特に高いことを発見しました。 

 がん進展の過程は、DNA 変異により遺伝子を誕生させてがん細胞集団の構成を変化させるため、

「がん進化」と呼ばれます。今後、ORF ドミナンスをがんにおいて計算することで、がん進化を抑

制する手法の開発に繋げます。 

 

ヨーロッパ分子生物学機構の科学誌『EMBO Reports』 
論文掲載 URL：https://www.embopress.org/doi/10.15252/embr.202154321 



別紙 

 

＜研究成果のポイント＞ 

・進化的に新しく誕生した遺伝子を同定するために有用なスコア「ORF ドミナンス」を考案した。 

・ヒトの新しく誕生した遺伝子の候補は脳の遺伝病やがんと関連する可能性が示唆された。 

・遺伝子誕生の確率は個体数が少ない生物種、特に絶滅危惧種において高い。 

 

＜研究の背景＞ 

 生物学のセントラルドグマでは遺伝子の DNA 領域からメッセンジャーRNA（mRNA）が転写されタン

パク質に翻訳されることで、タンパク質が機能を発揮するとされています（図 1A 赤枠）。しかし近

年、タンパク質に翻訳されずに機能を発揮する RNA が発見されました。これらはノンコーディング RNA

と呼ばれます（図 1A 右）。このノンコーディング RNA には従来から知られていたリボソーム RNA、ト

ランスファーRNA に加え、転写調節や核構造の維持など多彩な機能を持つ RNA が含まれます。一方で、

ノンコーディング RNA の大部分は機能が発見されておらず、これらはノイズのように本質的に機能を

持たない可能性も示唆されています（図 1A右）。ノンコーディング RNA に対比してタンパク質に翻訳

される mRNA はコーディング RNA とも呼ばれます（図 1A）。すなわち遺伝子は広義にはコーディング

RNA または機能を持つノンコーディング RNA を転写する DNA領域と理解されています（図 1A）。 

 

 しかし、がん抑制遺伝子 p53の RNA など

既知のコーディング RNA において、RNA自

身に生理機能があることが証明されまし

た。逆にノンコーディング RNA として知ら

れていた RNA がタンパク質に翻訳され、そ

のタンパク質の生理機能を証明したとす

る報告も多数あります。 

 このような RNA はコーディング RNA、ノ

ンコーディングRNAという二元論的な定義

では説明できず、二機能性 RNA と呼ばれて

います（図 1B）。二機能性 RNA の存在は

コーディング/ノンコーディング RNA の

境界が本質的に曖昧であり、むしろ連続

的であることを示唆しています。しか

し、RNA のどのような性質がこの「連続

性」に関与するのかは不明でした。 
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上席研究員らは以前、小児がんである神

経芽腫のがん遺伝子 MYCN を研究する過

程で、MYCN の相補鎖に NCYM という遺伝子が存在することを発見しました。NCYM はヒト亜科において

ノンコーディング RNA からコーディング RNA に進化した遺伝子であり、小児がんである神経芽腫の悪

性化を促進しました（Suenaga et al., PLoS Genetics 2014）。新しい遺伝子はこれまで既存の遺伝

子から誕生すると考えられてきましたが（図 2A）、NCYM はノンコーディング RNA を転写する非遺伝子

領域からコーディング RNA を転写する遺伝子に進化したと考えられています（図 2 右）。このような

遺伝子を de novo 遺伝子と呼び NCYM は生理機能が実験的に示された初めてのヒト de novo 遺伝子で

した。さらに NCYM はノンコーディング RNA としても機能することが報告され、二機能性 RNA である

ことが示されました（Suenaga et al., Jpn J Clin Oncol 2020）。 

図 1. 遺伝子概念の拡張と RNA 機能 

(A) セントラルドグマとノンコーディング RNA の関係。セ

ントラルドグマ（赤枠）では遺伝子はコーディング RNA

を転写する DNA 領域だが、広義には機能を持つノンコ

ーディング RNA を転写する DNA 領域も遺伝子に含まれ

る。 

(B) コーディング RNA とノンコーディング RNA という二元

論的な定義を不可能にする二機能性 RNA の存在。 



 NCYM は進化において誕生したばかりの遺伝子であるため、研究グループは NCYM の RNA を調べるこ

とでノンコーディングRNAとコーディングRNAの「連続性」を説明できるのではないかと考えました。 

 

 

 
＜研究内容＞ 
 研究グループは RNA の配列に着目し、この「連続性」を説明しようと考えました。コーディング RNA

や二機能性 RNA は細胞内でリボソームによりタンパク質に翻訳されます。NCYM の RNA 配列をノンコ

ーディング RNA と比較したところ、リボソームがタンパク質を翻訳する配列である読み枠（ORF）の

他には余計な ORF が少ないことに気が付きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３. ORF ドミナンスの定義 

（A） ORF ドミナンスの定義式。 

（B） ORFドミナンスが低いRNAと高い

RNA の ORF の状態。 

黒い長方形は最長の ORF。白い長

方形は余計な ORF。リボソームは

RNA を 5’から 3’の方向に三つ

のフレームでタンパク質を翻訳

する。 

 
 
 
 

図 2 進化における遺伝子誕生機構 

(A) 既存の遺伝子からの遺伝子誕生。上のパネルは遺伝子 Aが重複して遺伝子 A’が誕生し、変異を

蓄積して新遺伝子 B になる過程（遺伝子重複）。下のパネルは遺伝子 A, B の一部のエキソンか

ら新遺伝子 Cができる過程（エキソンシャッフリング）。 

(B) 非遺伝子領域からの遺伝子誕生。非遺伝子領域から転写されるノイズのようなノンコーディン

グ RNA が、変異の蓄積により読み枠を獲得して機能を持たないタンパク質に翻訳されるノンコ

ーディング RNA になり、さらなる変異により機能を持つタンパク質に翻訳されるコーディング

RNA が誕生する。このように誕生した遺伝子を de novo 遺伝子と呼ぶ。 



そこで余計な ORF が少ないことを数学的に表現した指標を ORF ドミナンスと定義しました（図３）。 

 

 この ORF ドミナンスは任意の RNA配列に対して一意に計算できます。そこで ORF ドミナンスを 100

生物種、全 340万以上の RNA で計算したところ細菌、古細菌、真核生物の全てのドメインでコーディ

ング RNA（赤）は高い値、ノンコーディング RNA（青）は低い値を示しました（図 4）。細菌、古細菌

ではコーディング RNA とノンコーディング RNA の境界が明瞭なのに対し、真核生物では中間値を示す

RNA が多く存在しコーディング RNA とノンコーディング RNA の境界が曖昧になりました。このことは

真核生物の方がノンコーディングRNAから新しい二機能性RNAやコーディングRNAが誕生しやすい状

態にあることを示唆します。がん抑制遺伝子 p53の ORF ドミナンスは中間的な値を示し、その二機能

性を反映していました。 

 ORF ドミナンスが高いヒトのノンコーディング RNA は de novo 遺伝子の候補であり、MYCN、TGIF、

ZIC2 などの転写因子と脳腫瘍である膠芽腫に関連しました。MYCN は神経芽腫のがん遺伝子であると

同時に脳が萎縮する遺伝病であるファインゴールド症候群の原因遺伝子です。また TGIF、ZIC2 は脳

の高次機能が障害される遺伝病である全前脳胞症の原因遺伝子です。これらの結果からヒトの de 

novo 遺伝子候補は脳の発生や腫瘍化に関連することが示唆されました。 

 

 さらにコーディング RNA、ノンコーディング RNA の境界の曖昧さを数学的に表す Odomという値を定

義しました。境界の曖昧さ Odomは ORF ドミナンスの分布から計算され、各生物種ごとに１つの値が計

算されます。この Odomは生物種のゲノム DNA変異率および有効個体群サイズ（個体数）とそれぞれ正

または負に相関しました。またレッドリストに登録されている絶滅危惧種では Odomが高く、絶滅危惧

種以外でも個体数が減少している生物種では安定している生物種に比較して Odomが高いことが判明し

ました。これらの結果は個体数の減少に伴い DNA 変異率が上昇し、コーディング/ノンコーディング

RNA 境界が曖昧になり遺伝子誕生の確率が上昇することを示唆します。すなわち生物は個体数の減少

に対する対抗策として遺伝子を誕生させている可能性があります（図 5）。 

 

 
 

 

図 5 本論文で提唱したモデル 

個体数減少への対抗策としての

遺伝子誕生。新しい環境により

個体数が減少するとコーディン

グ/ノンコーディング RNA の境

界が曖昧になり遺伝子誕生の確

率が高くなる。 

 

図 4 ORF ドミナンスの分布 

細菌、古細菌、真核生物における

ORF ドミナンスの分布の例。生物

種の全 RNA に対し ORF ドミナン

スを計算し、その相対頻度をヒ

ストグラムとして示す。青がノ

ンコーディング RNA の分布。赤

がコーディング RNA の分布。 



 一方でORFドミナンスが中間値になることはコーディングRNA配列およびノンコーディングRNA配

列としての特徴を失うことを意味し、機能のないノンコーディング RNA になるリスクを負います。す

なわち遺伝子消失の確率も上昇します。急激な個体数の減少は遺伝子誕生が環境適応に貢献する前に

致死的な遺伝子消失を引き起こし、生物種の絶滅を促すと考えられます。 

 

 以上のようにORFドミナンスは種の進化と遺伝子進化を統一的に理解するために有用な指標である

ことが明らかになりました。 

 

＜本研究の意義と応用＞ 

 がん細胞はその発症と進行において DNA に変異を蓄積し、がん遺伝子を誕生させます。例えばエキ

ソンシャッフリング（図 2A）と類似の方法で多数の融合遺伝子を誕生させる場合があります。ORF ド

ミナンスはどの融合遺伝子の RNA が翻訳され、がん進展を促進しているかを予測するために有用であ

る可能性があります。また、がん細胞ではノンコーディング RNA から翻訳されたタンパク質はネオア

ンチジェンとして細胞表面に提示され、腫瘍免疫の標的になっています。ORF ドミナンスがネオアン

チジェンの同定に有用であれば、免疫チェックポイント阻害剤の有効性予測やがん免疫療法後の効果

判定に貢献できる可能性があります。 

 コーディング/ノンコーディング RNA の境界の曖昧さ Odomが生物の個体数と関連することから、進

化学や保全生物学における絶滅予測にも有用である可能性があります。例えば希少な生物種であるた

めに生態学的調査によってその個体数を推定することが困難である場合でも、少数個体の全 RNA配列

を調べて ORF ドミナンスを計算することで個体数や絶滅リスクの推定に貢献できる可能性がありま

す。 
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