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選択的スプライシング 
（Alternative Splicing；AS）とは？ 

ESE: exonic splicing enhancer 
ESS: exonic splicing silencer 
ISE: intronic splicing enhancer 
ISS: intronic splicing silencer 

mRNA 

タンパク質１ 

（翻訳） 

タンパク質２ 

（翻訳） 

pre-mRNA 

（選択的スプライシング） 

（転写） 

Genome DNA 
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典型的なASパターンは7種類 

Michael G. Poulos, Ranjan Batra, Konstantinos Charizanis, et al. 

Developments in RNA Splicing and Disease. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011 

選択的第一 

エクソン 

選択的保持 

イントロン 

カセット型 

エクソン 

相互排他的 

エクソン 

選択的5‘ 

スプライス 

選択的3‘ 

スプライス 

選択的最終 

エクソン 
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ASにより、1つの遺伝子から38,016個の
mRNAが（理論上）生成される例（ハエ） 

There are 12 alternative exons that encode the first half of Ig2, 48 alternative exons that encode the first half of Ig3, and 33 

alternative exons that encode Ig7. Splicing at each of the exon blocks is independent of splicing at the other blocks; therefore,  

alternative splicing of the Dscam1 gene can potentially give rise to 19,008 different ectodomains (i.e., 12 Ig2s × 48 Ig3s × 33 Ig7s).  

Each ectodomain is tethered to the membrane by one of two different alternative transmembrane domains to give rise to 38,016  

different Dscam1 isoforms (i.e., 19,008 ectodomains × 2 transmembrane domains). 

Hattori D, Millard SS, Wojtowicz WM and Zipursky SL, Annu Rev Cell Dev Biol. 2008 

Dscam-mediated cell recognition regulates neural circuit formation.  
6 



cis制御配列の位置により、組織特異
的にスプライスされる例（後生動物） 

Kuroyanagi, Cell. Mol. Life Sci. 2009 

Fox-1 family of RNA-binding proteins 

Hallegger et al., FEBS 2010 

Alternative splicing: global insights 
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スプライシング異常が引き起こす
がんの発生の例（ヒト） 

大量並列ゲノムシーケンス技術を用い、29例の骨髄異形成症候群（MDS；血液がんの一種）症例の 

ゲノムを詳細に解読することによって「RNAスプライシング」に関わる遺伝子群が45～85%という高い 

頻度で変異を生じていることをつきとめました。今後、異常な「RNAスプライシング」の因子を阻害する 

薬剤などの新たな治療法の開発が期待されます。今回の発見は、「RNAスプライシング」の異常が、 

がんの発症に関わることを示す研究としても世界で初めてのものです。 

プレス発表（http://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/press_archives/20110912.html）より抜粋 

Yoshida K. et al. Nature 2011 

Frequent pathway mutations of splicing machinery in myelodysplasia. 
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複数エクソンを有するヒト遺伝子のうち、選
択的にスプライスされる（AS）遺伝子の割合 

AS遺伝子の割合 Method Year Author Journal 

40-60 % EST 2002 Modrek and Lee Nature Genetics 

74 % Microarray 2003 Johnson et al. Science 

92-94 % RNA-Seq 2008 Wang et al. Nature 
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H-DBASの特徴 

• 6つの哺乳類モデル生物種（ヒト・マウス・ラット・チンパンジー・
アカゲザル・イヌ）の転写物から、代表ASバリアント（
Representative AS variant, RASV）を同定して公開。ヒトとマウス
については、完全長cDNAのみのデータセットもある 

• ヒトと他生物種のRASVについて、ゲノムを介した比較による同
一スプライシングバリアント（equally-spliced variant, ESV）と種
間保存ASを同定して公開。比較ゲノム解析 

• タンパク機能（タンパク機能モチーフ・遺伝子オントロジー・細胞
内局在化シグナル・膜タンパクドメイン）に影響を与えるRASVの
観察が可能（ヒトのみ）。タンパク機能アノテーション解析 

• 細胞画分（細胞質・核・ポリソーム）ごとに抽出・配列決定された
RNA-Seqタグを用い、ASジャンクションとのマッピング結果から
ASバリアントの翻訳（ポリソーム由来）・非翻訳（核由来）を調査
（ヒトのみ）。RNA-Seq解析 11 



AS判定フロー（上）と不完全長転写物の除去（下） 

（下図） 

（次スライド） 

*DDBJの転写物をマッピング＆クラスタリング 

* 
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AS判定（上）とRASV同定（下） 
転写物のエクソン構造を総当りで 

比較し、ASかどうかを判定 

同じエクソン構造のASバリアントを 

グループ化し、その中から代表AS 

バリアント（RASV）を選択 

同定されたRASVのうち、タンパク機能 

アノテーション解析に用いられるのは、 

CDS（開始コドンで始まり、終止コドン 

で終わる80aa以上のORF）を含むもの 

AS group 1 

AS group 2 

AS exon 

2 RASVs 

CDS UTR Splice junction 

8 AS variants 
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ESVと種間保存ASの同定 

A：エクソン単位で判定 

B：Aを元にバリアント単位でも判定 

C：Bを元に種間保存ASを同定 

A、B、Cの各カテゴリーで最も高い保存度 

A 

C 

B 
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細胞画分ごとのRNA-Seqタグ生成 

ヒトのDLD-1細胞 

（大腸ガン細胞株） 
ショ糖密度勾配 

遠心法（SDG）で 

分離 

・細胞質 

・核 

・ポリソーム 

Illumina GA 
36bp single end 

RNA-Seqタグ配列 

・46,354,137（細胞質） 
・47,120,831（核） 
・54,901,628（ポリソーム） 

シークエ 

ンシング 

実験的検証 

sno/scaRNAのRT-PCRとラミンA/Cのウェスタンブロッティングにより核（N）であること、 

GAPDHのウェスタンブロッティングにより細胞質（C）であること、SDG後の吸光度（OD）からポリソームであることを確認 

解析へ 

ヒトゲノムへマッピング 

（ELAND/Bowtie） 

RNAの 

精製と 

断片化 
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翻訳しない（核のみに存在する）
ASバリアントの同定 

①RNA-Seqタグ配列をゲノムにマッピング 

してジャンクションを検出（TopHatを使用） 

②既存の遺伝子としてRefSeq転写物を用い 

そのジャンクションとゲノム上の位置を比較 

ゲノム 

タグが2つ以上サポート 

されたジャンクションを 

解析に用いた 

検出されたジャンクション 

とRefSeqのジャンクション 

のゲノム上の位置が、一 

致しているかを調べた 

ゲノム 

GT AG 

①のRNA-Seqタグ配列が核のみで検出、かつ②のジャンクションがASジャンクションの場合 

翻訳しないと考えられるASバリアント（翻訳は核外のポリソーム画分で行われるため） 
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トップページ 

クリックでそれぞれの 

ページに切り替わる 

英語に切り替わる 

（どのページからでも） 
簡易検索（詳細は次スライド） 

クリックでそれぞれの 

ページに切り替わる 

常に表示 

18 



簡易検索 

Human（Full-length cDNA）： ヒト（完全長cDNA） 
Human（mRNA）：   ヒト（DDBJのRNA（完全長cDNA含む）） 
Mouse（Full-length cDNA）： マウス（完全長cDNA） 
Mouse（mRNA）：   マウス（DDBJのRNA（完全長cDNA含む）） 
Rat（RNA）：   ラット（DDBJ+RefSeq+Ensembl） 
Chimpanzee（RNA）：  チンパンジー（DDBJ+RefSeq+Ensembl） 
Macaque（RNA）：   アカゲザル（DDBJ+RefSeq+Ensembl） 
Dog（RNA）：   イヌ（DDBJ+RefSeq+Ensembl） 
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ASローカス構造図への移動 

ここ（ローカスID）をクリックで、 

直接ASローカス構造図に飛びます 

（キーワードの場合は、まず検索結果の 

リストが表示される） 
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ASローカス構造図 

ASビューワ 

（詳細は次スライド） 
このローカスの 

情報 

RASV, Other ASV, 

RefSeq, Ensembl 

の情報 
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ASビューワ（要Flash） 
タンパク機能アノテーション解析 

比較ゲノム解析 

メイン画面の 

表示形式操作 

メイン画面 
メイン画面のデフォルトは、構成的イントロンを小さくして表示 

（スケールのエクソン中心） 
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メイン画面の塩基配列表示 
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アノテーションコントローラーと種間比較 

タンパク機能 

アノテーション解析の結果 

比較ゲノム 

解析の結果 
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アノテーションコントローラーでできること 
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検索ページへの移動 

クリックでそれぞれの検索ページへ 

飛びます（BLAST検索は別ウィンドウ） 
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詳細検索とBLAST検索ページ 
詳細検索：計22の検索項目から絞り込み BLAST検索：ヒトRASVに対する配列相同性 
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RNA-Seq解析ページへの移動 

クリックでRNA-Seq解析ページへ 

飛びます（別ウィンドウ） 
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RNA-Seq解析ページ 

検索 
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核のみに存在するASバリアントの例 
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RNA-Seqビューワ 
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GBrowse2（RNA-Seqタグの配列も表示） 
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