
 
 
 
 

 

報道解禁日時 
米国東部標準時 
2010 年 5 月 6 日（木）午後 2 時 

問合せ先：Natasha Pinol 
+1-202-326-7088 
npinol@aaas.org 

 
 
 

ネアンデルタール人のゲノム配列、Science で発表 
 

ネアンデルタール人と現生人類の遺伝的相違が明らかに。交雑の可能性も示唆 
 
 
国際研究チームがクロアチアの洞窟から発掘されたネアンデルタール人 3 人の錠剤大の骨粉標本を用

いて、ネアンデルタール人のゲノム配列解析を実施した。本研究結果は、非営利科学団体である

AAAS が発行する Science、5 月 7 日号に掲載される。 
 
ドイツ、ライプチヒにあるマックスプランク進化人類学研究所の Svante Pääbo 率いる研究チームは、ネ

アンデルタール人のゲノムとさまざまな地域の現生人類 5 人のゲノムの比較を行った。その結果、ネ

アンデルタール人との共通祖先から分岐後に現生人類の間で急速に拡がった少数の遺伝子など、現生

人類に特有のさまざまな遺伝子が明らかになった。したがってこの研究成果は、ヒトであることを確

認する鍵を握ると思われるゲノム領域と遺伝子の一覧を提示している。 
 
研究チームはまた、現生人類とネアンデルタール人が交雑していた可能性が高いことも指摘している。

現生人類はアフリカを出た後に中東でネアンデルタール人と出会った際に、限定的ではあるが交雑し

たと推測される。 
 
「ネアンデルタール人のゲノム配列の特徴を初めて列挙できたことで長年の夢が実現します。私たち

はこれで初めて、進化的にヒトに最も近い近縁種を含むすべての生物とヒトを区別する遺伝的特徴を

特定することができます」と Pääbo は述べている。 
 
「ネアンデルタール人については、どの程度ヒトに似ていたのかといった疑問をはじめ、実にさまざ

まな疑問点があります。ネアンデルタール人のゲノムは、現生人類とネアンデルタール人の出現を導

いた進化過程についての有益な情報源であるに違いありません」と Science の Deputy and International 
Managing Editor である Andrew Sugden は述べている。 
 
ネアンデルタール人は進化的にヒトに最も近い近縁種である。出現は約 400,000 年前、ヨーロッパから

西アジア一帯に分布し、約 30,000 年前に絶滅した。 
 
Science で報告されるネアンデルタール人のゲノム配列ドラフトはゲノム全体の約 60％を網羅している。

解析された遺伝物質は 3 人のネアンデルタール人の骨から採取したものである。 
 
今回のゲノム解析ではさまざまな作業工程を経て、古代 DNA の配列解析という難題に取り組んだ。研

究チームは化石を傷つけないように歯科処置用の精密なドリルで可能な限り少量の遺伝物質を骨から



 
 
 
 

 

抽出し、無菌のクリーンルーム環境で研究を実施して、私たちやその他の生物の DNA による汚染を回

避した。また、それら個体の死後にその骨に巣くっていた膨大な微生物の DNA も除去した。 
 
現生人類とネアンデルタール人は極めて近い近縁関係にあるため、ゲノムを比較する際には、ゲノム

のどの特定領域についても現生人類とネアンデルタール人は現生人類同士よりも似ている可能性があ

るという点を考慮しなければならない。 
 
現生人類間の遺伝的差違に関する知見の大半はヨーロッパ人を基にしたものである。Pääbo らはより幅

広い知見を得ようと、アフリカ南部、西アフリカ、パプアニューギニア、中国、フランスの現生人類 5
人のゲノム配列を決定し、それら個々のゲノムとネアンデルタール人のゲノムを比較した。 
 
ネアンデルタール人のゲノム配列はアフリカ人以外のゲノム配列との方がわずかではあるが類似性が

高いことが判明した。具体的に述べると、アフリカ人とアフリカ人以外の現生人類 2 人では配列が異

なるゲノムの中でランダムに選び出したすべての箇所で、ネアンデルタール人のゲノムは、アフリカ

人のゲノムよりもアフリカ人以外のゲノムとの方が一致する可能性がわずかに高かった。 
 
さまざまな解釈が可能ではあるが、もっとも簡単な 1 つは、初期の現生人類はアフリカを離れてユー

ラシア大陸で拡がる前に中東でネアンデルタール人と交雑していたという解釈である。 
 
現生人類のゲノムでネアンデルタール人に由来するのは約 1～4%であると著者らは推測している。個

体群モデルが示唆するところによると、ある個体群が新たな地域への移住でそこに既に定着していた

個体群に出会って交雑した場合、移住してきた個体群がその後に大きく拡がるのであれば、わずかな

交雑でさえその個体群のゲノムに多大な影響を与える可能性がある。以上のことから、現生人類のゲ

ノムに占めるネアンデルタール人の DNA の割合がかなり低いということは交雑が実際には極めて限定

的であったことを示唆していると考えられる。 
 
私たち自身に関するより詳しい情報を提供してくれるということでは、ネアンデルタール人と現生人

類の比較は、突き詰めれば交雑の可能性の発見以上に貴重だと思われる成果を他にも多数出している。 
 
「冷静に考えると一部の現生人類がネアンデルタール人の DNA を少しだけ持っているということです

が、私にとっては、これら両種の分岐直後に正の淘汰が起きた証拠を追求するのが今回のプロジェク

トでもっとも興味深い部分なのです」と Pääbo は述べている。 
 
彼の研究チームは、現生人類とネアンデルタール人が分岐した後に、種内に新たな遺伝子が拡がって

いった現生人類のゲノム領域を探し出す手法を考案した。これらの遺伝子が初期の現生人類の生存や

生殖の可能性を何らかの形で向上したと考えられる。 
 
彼らは、世界各地から集めた現生人類 5 人のゲノムをスクリーンすることで現生人類には頻繁に起こ

るがネアンデルタール人には起こらない配列変異があるゲノム領域を探し、そういった変異のあるゲ

ノム領域を 212 ヵ所発見した。正の淘汰を示す強力な証拠を持つ 20 ヵ所の領域の中には、変異した場

合に精神と認知の発達を阻害する 3 つの遺伝子があった。これらの遺伝子はダウン症候群、統合失調

症、自閉症に関与している。 
 



 
 
 
 

 

この 20 ヵ所の中の別の領域には、エネルギー代謝に関係する遺伝子や頭蓋骨、鎖骨、胸郭の発達を阻

害する遺伝子もあった。 
 
さらに研究チームは、ネアンデルタール人のゲノムを用いてあらゆる現生人類にはありネアンデルタ

ール人や類人猿にはない遺伝的特徴の一覧を初めて作成した。この一覧はヒトとその他の生物を区別

する要素を研究する科学者らにとって貴重な資料となる。 
 
この号の Science には同系列の論文も掲載される。同じく Pääbo が主導し、同じ著者も多数参加してい

るもう一つの研究チームが、著しく劣化したネアンデルタール人の化石から領域を限定してゲノム配

列を解析する手法を提示している。彼らは、「target sequence capture」と呼ばれる限定的に特定のゲノ

ム領域を解析する手法を用いてスペインで発見された別のネアンデルタール人で複数のゲノム断片内

のタンパク質コーディング領域に的を絞り、ネアンデルタール人との分岐以降に現生人類で定着した

88 ヵ所のアミノ酸置換を発見した。こういった置換がヒトの生態に及ぼした影響を特定するにはさら

なる研究が必要である。 
 
ビデオインタビュー、説明文および画像を盛り込んだオンラインプレゼンテーション、ネアンデルタ

ール人ゲノム特集を5月7日、www.sciencemag.org.で実施する。 
 

*** 
 
The main genome-sequence paper, by Green et al, was funded by the Max Planck Society, El Ministerio de 
Ciencia e Innovación – Inicio, the Janggen-Pöhn foundation, the National Human Genome Research Institute, 
National Institutes of Health; and the Burroughs Wellcome fund. The companion paper, by Burbano et al, was 
funded by the National Science Foundation, the National Institutes of Health, the Stanley Foundation, Howard 
Hughes Medical Institute and the Max Planck Society. 
 
The American Association for the Advancement of Science (AAAS) is the world's largest general scientific 
society and publisher of the journals, Science (www.sciencemag.org), Science Signaling 
(www.sciencesignaling.org), and Science Translational Medicine (www.sciencetranslationalmedicine.org). AAAS 
was founded in 1848, and serves 262 affiliated societies and academies of science, reaching 10 million 
individuals. Science has the largest paid circulation of any peer-reviewed general science journal in the world, 
with an estimated total readership of 1 million. The non-profit AAAS (www.aaas.org) is open to all and fulfills its 
mission to “advance science and serve society” through initiatives in science policy; international programs; 
science education; and more. For the latest research news, log onto EurekAlert!, www.eurekalert.org, the premier 
science-news Web site, a service of AAAS. 
 
For reporters only: An embargoed press telebriefing is planned at 10:30 a.m. U.S. Eastern Time Wednesday, 5 
May 2010, to discuss this research. All information released during the press teleconference will remain under 
embargo until 2:00 p.m. U.S. ET/ 8:00 p.m. CEST Thursday, 6 May 2010. 
 
Speakers include Dr. Svante Paabo from the Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, 
Germany; Dr. Ed Green, Assistant Professor of Biomolecular Engineering in the Baskin School of Engineering at 
the University of California, Santa Cruz (UCSC); and Dr. David Reich from Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. 
 



 
 
 
 

 

Dialing instructions for reporters are as follows: In the United States/Canada, call toll-free: +1-800-374-0748; 
outside the United States/Canada, call toll number: +706-634-9041. In Germany, call international toll-free: 0800-
1815-287 
or 0800-1800-658 or the toll number above. 
  
A sufficient number of phone lines have been requested to serve reporters, but capacity could be exceeded if the 
dialing instructions are circulated to non-reporters. Please don't share teleconference numbers or the passcode.  
 
Reporters interested in joining the telecon are asked to send an email to Natasha Pinol at npinol@aaas.org 
requesting pre-registration and the passcode to dial into the teleconference. 
 
The embargoed press briefing, for journalists only, is being organized by the journal Science and its publisher, the 
nonprofit American Association for the Advancement of Science (AAAS), in cooperation with the Max-Planck 
Institute, UCSC, and Harvard Medical School. 
 
Registered reporters may download the embargoed papers by entering their EurekAlert! username and passcode at 
the SciPak webpage: http://www.eurekalert.org/jrnls/sci/  
 
Non-registered reporters who are interested in accessing embargoed content may register with EurekAlert! at  
www.eurekalert.org and email scipak@aaas.org to expedite their registration. 
 
A recording of the teleconference will be available on the SciPak website. 
 


