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新たなGWASの時代へようこそ
全ゲノム関連解析（GWAS）はヒトの健康と疾患を理解するための強力なアプローチ

です。現在ヒト遺伝学のコミュニティでは多様な人種集団における多型を探索するプ

ロジェクトが急速に進んでいます。新しく得られた情報を搭載し、ヒトゲノムをカバー	

するさらに充実した次世代の遺伝解析ツールが、今後の探索研究の柱となる新たな仮

説を可能にします。これが次世代GWAS研究です。
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Chapter	1	
ゲノムプロジェクトとその理解
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ヒト遺伝学研究と健康の可能性を大きく変える、革新的なサイエンスの成果が2000年6月に発表され
ました。10年以上にわたる解析の結果、Celera	GenomicsとHuman	Genome	Project（HGP）グルー	
プから、ヒトゲノム配列のふたつのドラフトが発表されたのです1。

HGPは公的資金からなる事業で、30億塩基のヒトゲノム配列を決定し、25,000ものヒト遺伝子を同定
するという目的で1990年に始まりました。プロジェクトは30億ドル、13年かけて、2003年に終了し
ました。

ふたつのリファレンス配列を発表したこのプロジェクトの成果は、ヒトゲノム研究において大きなマ
イルストーンとなりました。1塩基多型（SNP）や個人間の遺伝多様性については不明であったもの
の、このヒトゲノムプロジェクトで得られたリファレンス配列は、この後の人種集団、個人間の違い
を探る研究の足場として使われることとなります。	

ヒトゲノムプロジェクト
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ヒトゲノムプロジェクトを足場として、遺伝的多様性をさらに理解するために、国際HapMapプロジェ
クトがスタートしました。このプロジェクトは、世界の研究所および研究者によるコラボレーションで
進められ、アジア、ヨーロッパ、アフリカの4つの人種集団由来の270人における、遺伝的類似性およ
び相違性のパターンを調べています。	

国際HapMapプロジェクトを通して、研究者はヒトのハプロタイプブロックとよばれる、一緒に次世
代に継承されるアリルのグループを含む、染色体領域をマップすることができました。ハプロタイプブ	
ロック内にあるアリルは近隣と関連するため、ひとつのアリルを同定することでその領域すべてのアリ
ルを理解することができます。アリル間の相関の強さは連鎖不平衡（Linkage	 Disequilibrium：LD）と
呼ばれ、r2 	で測定されます。完全なLDでは	 r2	 は1となり、ふたつのアリルは完全な代用として使用する
ことができます。	

このハプロタイプの情報は、全ゲノムを対象としたアリルのジェノタイプを可能にする、強力で新たな
マイクロアレイの開発をもたらしました。すべてのアリルのジェノタイプをするのは事実上不可能です
が、LDという現象を利用し、各ハプロタイプを代表するSNP（tag	SNP）を調べることで、残りのアリ	
ル情報も高い信頼性をもって同定できることができます。	

国際HapMapプロジェクト
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全ゲノム関連解析（GWAS）は、2002年に理化学研究所のグループが世界で初めて発表しま	
した。その後、新たな全ゲノムSNPマイクロアレイの開発により、大規模なDNAサンプルを用い、全
ゲノムを対象にジェノタイピング評価することで、疾患や形質の原因となるアリルを探索するGWAS	
研究が始まりました。このGWASの背景には、糖尿病や高血圧症などのコモンな疾患は、疾患をもつ集
団で高頻度におこるコモンな遺伝多型（マイナーアリル頻度が5%以上）によって説明できる、という
Common	Disease,	Common	Variant	の仮説が基となっています。疾患や形質をもたない集団（コント
ロール）と比べて、疾患や形質を有する集団（ケース）に遺伝的に特異的な多型が高頻度にあれば、そ
の多型は疾患に関連しているといえます。関連が同定されたゲノム上の領域には、疾患の原因となる多
型が存在することを示します。GWASを使った関連多型の探索は有用であることが示され、わずか数年
間で数百報の論文と、数千もの関連SNPが報告されました。	

初代GWAS研究
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The	Missing	Heritability

GWASのパワーをさらに 

強力なものにするために、
研究コミュニティでは、 

低い頻度でおこるSNPを含
めた解析に拡張する必要が
ありました

GWASで多くの疾患の原因となるSNPが同定されましたが、同時
に、疾患や形質に関連のあるコモンSNPは疾患感受性に対してそれ
ほど大きな影響をもたらしていないということが明らかになりまし
た（25%以上のリスク増加は数例でのみ報告）。これらのアリルは
期待される遺伝的背景（heritability）、すなわちある集団における遺
伝多型の表現型への寄与率の一部しか説明できていません4。この説
明できない、失われた遺伝性はMissing	Heritabilityと呼ばれ、次世代
GWAS研究の大きなフォーカスとなります。	

Missing	Heritabilityに責任をもつ多型の同定には、より強力な次世代	
のマイクロアレイが必要です。第一世代のGWASで使われたマイ	
クロアレイは、HapMapリファレンスデータベースからの情報	
をもとに設計されました。HapMapプロジェクトではマイナー	
アリル頻度が5%以上の、350万の多型が報告されています。	
現在明らかになったように、これらはヒト遺伝多様性の一部しか	
捉えていません。GWASのパワーをさらに強力なものにするため
に、研究コミュニティでは、低い頻度でおこるSNPを含めた解析に
拡張する必要がありました。こうしたニーズを満たすプロジェクト
では、新たなテクノロジーを利用することで可能となります。	
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Chapter	2
ヒト遺伝学の革命
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1000人ゲノムプロジェクト（The	 1000	 Genomes	 Project:	 1kGP）は、現在行われているヒト遺伝探
索の最新プロジェクトです。このプロジェクトでは、近年開発された次世代シーケンサーテクノロジー
を使って、国際HapMapプロジェクトで始まったヒト多様性のカタログを大幅に拡大し、低頻度（マイ
ナーアリル頻度：MAF	1%以上）でおこるヒト集団のSNPを同定しています。ヒトにおいて、これらの	
低頻度SNPを同定するためには次世代シーケンサーテクノロジーがもたらす高解像度が必須です。ま
た、低頻度のSNP検出に必要な統計的パワーを得るためには、大規模な数のサンプルをシーケンスしな
くてはなりません。

2008年に始まった1kGPでは、世界中の研究所が協力し、約2500人のヒトゲノムシーケンスを行う予
定です5。これだけ大規模なサンプルでプロジェクトを行うため、1kGPから得られるシーケンスデータ
は、ゲノムに存在するSNPの真の全貌を明らかにし、GWAS研究者にとって寄与度の大きな遺伝的関連
性を同定することが可能となります。

1000人ゲノムプロジェクト
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GWASにおける遺伝SNPには、ふたつの大きなポイントがありま
す。ヒト集団において、そのSNPはどれだけの頻度でおこるのか、
またそのSNPは研究対象となる表現型にどれだけの寄与度（貢献
度）があるかどうか、です。こうしたコンセプトを示すために、エ
フェクトサイズ（表現型に寄与するSNPの度合い）とSNPのマイ	
ナーアリル頻度をプロットした図があります。この図の青い帯の部
分が、GWASと最も関連が深いものです。この部分以外では、頻度
が極めて稀でエフェクトサイズが小さい部分（左下）か、あるいは
先行研究で同定されたコモンなSNPでエフェクトサイズが大きい部
分となります（右上）。	

初代GWAS研究では青い帯の右側の部分にフォーカスをしており、
コモンなSNPではあるものの、表現型に対してのエフェクトサイ
ズは小さいものでした。帯の左上にある部分は単一性疾患のケース
が多く、エフェクトサイズは大きいがヒト集団において非常に稀な
SNPになります。この領域は次世代シーケンサーや従来の連鎖解析
が効果的なアプローチです。1kGPが始まるまで、稀な頻度で中程
度のエフェクトサイズをもつSNP（ピンクの領域）を解析すること
ができませんでした。これらのSNPはこれまで説明できていない遺
伝性を明らかにし、コモンではないものの、疾患や形質表現型に高
い寄与率を与えるかもしれないと期待されています。このCommon	
Disease,	 Rare	 Variantに基づく仮説が、次世代GWAS研究の主な	
フォーカスとなっています。

SNPの全貌

1000人ゲノムプロジェクト
が始まるまで、稀な頻度で
中程度のエフェクトサイズ
をもつSNPを解析すること
ができませんでした
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次世代GWAS研究では、中程度のエフェクトサイズをもつ低頻度のSNP（ピンクの部分）を対象として	

います。ヒトSNPの全貌を理解することが可能です。

ヒトゲノム遺伝SNPの全貌



Chapter	3	
次世代GWASへの道
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1,000人ゲノムプロジェクトの結果は、これまで以上にヒトゲノ
ム上のSNPを網羅的にカバーする次世代の全ゲノムSNPマイクロ
アレイに反映することができます。イルミナではこのためにOmni
シリーズのマイクロアレイを開発しました。Omniシリーズを使う
ことで、研究者は次世代GWAS研究を、今からスタートすること
ができます。Omniシリーズのアレイのロードマップでは、1kGP
のデータリリースにあわせて、追加コンテンツを相補的なマイク
ロアレイで提供するため、現在のGWAS研究から、マイナーアリ
ル頻度1%以上をカバーするのに必要と予測される500万SNPの	
情報を段階的に構築することができます。公的ドメインに新た
なデータがリリースされると、最新のコモンおよび稀なSNPを
搭載した相補的なアレイをリリースします。このプロセスを迅速
化するために、イルミナはInfiniumアッセイのマルチサンプル用
キットを開発しました。このキットを使えば、研究者はサンプ
ルを調製後保管することで、将来新たな相補的なアレイがリリー	
スされた際に、そのサンプルを使用することができます。		

Omniシリーズのアレイはイルミナの実証済のInfiniumジェノタイピ
ングプラットフォームで行います。このアッセイを使って、多くの
論文がこれまでに発表されています。アレイ上のtag										SNPは、最も情	
報量が得ることができ、高いゲノムカバー率を得られるように戦略
的に選択されています。この洗練されたtag										SNPのデザインと、強力
なInfiniumHDアッセイを組み合わせることで、極めて高精度なジェ	
ノタイピングデータ、情報コンテンツ、そして高いゲノムカバー率
を達成することができ、次世代GWAS研究に成功をもたらします。

Omniマイクロアレイ

Omniシリーズのアレイの 

ロードマップでは、現在の
GWAS研究から、500万
SNPの情報を段階的に 

構築することができます
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Omniシリーズのロードマップ
Omniシリーズでは、研究者の予算やスケジュールに柔軟に対応
しつつ、研究目的を達成できるように、複数のロードマップへの
道を提供しています。研究プロジェクトのプランに応じて、最も	
適したオプションをお選びいただきます。このロードマップでは、	
HumanOmni2.5、HumanOmni1、HumanOmniExpressと、	
3つのスタートポイントが可能です。

Omni2.5からスタート
Omni2.5	 BeadChipはゲノム研究のための画期的な製品で、1kGP
のデータを最大限に活かした初めての製品です。4アレイを同時解
析できるこの製品は、複数の人種集団においてマイナーアリル頻度	
2.5%以上をターゲットとする250万のSNPを搭載しています。	
Omni2.5からロードマップをスタートすれば、研究者は今後リリー
スされるOmni2.5S	BeadChipを追加で実験することで、1kGPから	
今後得られる情報マイナーアリル頻度1%以上の稀なSNPを含む、	
500万のマーカーセットの情報を得ることができます。

イルミナGWAS製品ロードマップ

Omniシリーズでは、研究者
の予算やスケジュールに柔軟
に対応しつつ、研究目的を 

達成できるように、複数の 

ロードマップへの道を 

提供しています

Roadmap Entry Point Second Array Third Array

Omni2.5
Multi-Use

Omni1
Multi-Use

OmniExpress
Multi-Use

Omni2.5S

Omni1S

Omni1S

Omni2.5S

Omni2.5S

ロードマップのスタート 2番目のアレイ 3番目のアレイ
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Omni1からスタート
Omni1	BeadChipは国際HapMapの全フェーズから最適化されたtag	SNPを搭載しています。このアレ	
イの特長は、ヒト疾患に高い相関をもつといわれ、1kGPでも同定されたMHCやコード領域など、高
い価値をもつゲノム領域をターゲットとしています。Omni1で研究プロジェクトをスタートする場
合、Omni1S	 BeadChipでさらに実験することで追加の120万SNPの情報を追加でき、1kGPの最初の	
リリースであるマイナーアリル頻度2.5%以上をターゲットとした低頻度のSNPをカバーできます。	
1kGP終了時にリリースされるマイナーアリル頻度1%以上の極めて稀なSNPは、今後リリースされる
Omni2.5S	BeadChipを用いることで補うことができます。

OmniExpressからスタート
Omni1同様、OmniExpress	BeadChipも国際HapMapプロジェクト全フェーズからのtag	SNPコンテン
ツを搭載し、マイナーアリル頻度5%以上のコモンなSNPを搭載しています。12サンプル同時解析可
能なOmniExpressはサンプルスループットに優れています。Omni1S	BeadChip	で追加実験を行うこと
で、1kGPの最初のリリースである2.5%以上マイナーアリル頻度をターゲットとした低頻度のSNPが
カバーできます。またOmni1同様、1kGP終了時にリリースされるマイナーアリル頻度1%以上の極め
て稀なSNPは、今後リリースされるOmni2.5S	BeadChipを用いることで補うことができます。

OmniExpress Omni1 Omni 2.5

Omniロードマップのスタート

マイナーアリル頻度5%以上の
コモンSNPをカバーした	
高サンプルスループット

マイナーアリル頻度5%以上の
コモンSNP、CNV、1kGP初
期のデータを含むカバレッジ

コモンおよびマイナー	
アリル頻度2.5%以上の	
稀なSNP、CNVを含む
包括的なカバレッジ
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ゲノムカバー率は通常	r2	が0.8以上のLDにおいて、アレイ上でとらえ
ることのできるSNPの率を示します。1kGPが始まる前は、	
全ゲノムアレイのカバー率の統計は国際HapMapプロジェクト	
を基に行われていました。1kGPで包括的なデータセットが得られ	
つつある今、カバー率計算は新たなリファレンスセットを使う必要が
あります。なぜなら、国際HapMapプロジェクトからのデータを基に
計算されたカバー率は、1kGPによって発見された新たなSNPを含ん
でいないからです。

Omniシリーズは1kGPを基に設計された初のマイクロアレイ製品で
す。Omni2.5では250万のSNPを搭載しており、マイナーアリル
頻度2.5%以上を捉え、複数の人種集団の中でも高いゲノムカバー
率を誇ります（CEU：82%、CHB/JPT：83%、YRI：74%）。初
期の予測では、Omniシリーズはこれまでの既存製品と比べて、コモ
ンおよび稀なSNPのゲノムカバー率は50%以上優れています。
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ゲノムカバー率

Omni2.5では250万のSNP

を搭載しており、マイナー
アリル頻度2.5%以上を 

捉え、複数の人種集団の 

中でも高いゲノムカバー率
を誇ります

CEU:	CEPH	Utah;		
CHB:	Chinese	Han	Beijing;		
JPT:	Japanese	Toyko;	YRI:	Yoruban

*	 Coverage	estimates	represent	the	arraybase	content	
**		Approximation	based	on	preliminarymarker	list
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イルミナのOmniシリーズのアレイを使えば、研究者は新たな仮説を検証することができます。低頻度
のSNPをカバーしているため、疾患や形質の表現型における稀なSNPの役割を明らかにすることがで
きます。また、マイナーアリル頻度5%以上のコモンSNPのより包括的なカバーにより、さらに精度よく	
遺伝的関連性を探ることもできるようになります。

コピー数多型（CNV）、逆位や転座といった構造上の多型もヒト疾患において遺伝的な要因に寄与する	
といわれています。Omniシリーズの高密度なSNPマーカーと高感度なInfiniumHDアッセイを組み合わ
せることで、研究者はこうした構造多型解析にも取り組めます。

ジェノタイプコールでも、構造多型解析でも、Omniシリーズのアレイは遺伝研究のソリューションと
してお使いいただくことができます。

新たな仮説



Chapter	4
洗練された実験デザイン
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現在ゲノム研究の強力なテクノロジーとして、研究者は全ゲノムマ
イクロアレイと次世代シーケンサーを使うことができます。これら
のテクノロジーを相補的に組み合わせれば、多くの洗練された実験
デザインおよびアプローチが可能となります。

マイクロアレイは大規模なサンプルを対象とし、既知コンテンツに
対して高精度なジェノタイピング情報を迅速に、かつ経済的に行え
ます。サンプルサイズとスループットが重要な関連解析には、マイ
クロアレイは現在でも最適な選択肢といえます。一方でシーケン	
サーは、アッセイできないゲノム領域や、現在のデータセットで明
らかになっていない非常に稀なSNPといった、アレイでは得られな
い情報を手にすることができます。

マイクロアレイと	
次世代シーケンサー

サンプルサイズと 

スループットが重要な 

関連解析には、マイクロ
アレイは現在でも最適な
選択肢といえます
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シーケンサーとアレイの相補的なテクノロジーは急速に広がりをみ
せ、将来のゲノム研究に有益なダイナミックなシナジーをもたら
しています。1kGPで明らかになったように、次世代シーケンサー
は、アレイに搭載するコンテンツの情報を急速に拡大しています。
一方で、全ゲノムマイクロアレイで明らかになったゲノム上の領域
に対して、ターゲットシーケンスを行うようなアプローチもできる
ようになりました。

このふたつのテクノロジーを併用すれば、新たな生物学上の発見
につながる重要なデータを得ることができます。たとえば、全ゲ
ノムマイクロアレイで疾患や形質に関連するゲノム領域を同定
します。この情報をもとに、ターゲットリシーケンスを行うこ
とでその領域の新たな多型やSNP情報を得ることができます。	
シーケンスによって明らかになったSNPはカスタムアレイに搭載
し、大規模なサンプルを対象とする検証実験につながります。これ
らのテクノロジーの組み合わせに制限はなく、研究者の想像力と視
野がその先の研究へ導くのです。

ふたつのテクノロジーのシナジー

アレイ

高密度アレイ次世代シーケンサーが
多型を探索

ターゲット
リシーケンス

高密度カスタムアレイ

急速に拡大するコンテンツ情報

シーケンス

Omniマイクロアレイで 

あなたの研究を迅速化 

しましょう 
 
www.illumina.com/gwas
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次世代GWAS研究はすでに始まっています。1kGPはシーケンステクノロジーを利用して、全ゲノムマ	
イクロアレイの革新的なコンテンツ情報をもたらしました。こうしたデータを包括的にカバーすること
で、Omniシリーズのアレイは複数の人種集団における、ヒトゲノムへの道を切り開きます。コモンお
よび稀なSNPやCNVの役割について、新たな知見をあきらかにするパワーをもっています。

あなたの研究にこうしたツールを使い、新しい発見を可能にし、ヒトの健康と疾患における理解を広
めましょう。

まとめ

製品、テクノロジーの詳細はぜひイルミナまでお問い合せください
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