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1 早稲⽥⼤学浜⽥研究室
（バイオインフォマティクス研究室）

• 学⽣32名 + スタッフ7名
• in silicoに特化した研究室

• ⽣物実験の設備は⼀切持たない
• 副都⼼線⻄早稲⽥駅徒歩１分

2019年9⽉撮影

6階と4階に研究室



2 研究領域：オミックスデータの各階層の情
報解析技術の開発と応⽤

ゲノム

トランスクリプトーム

エピゲノム

(⻑鎖)ノンコーディングRNA

インタラクトームエピトランスクリプトーム

メタゲノム癌ゲノム

メタボロームプロテオーム フェノーム

表現型

RNAアプタマー創薬

※太字が浜⽥研の研究領域



3 機能性RNAプロジェクト：RNA & バイオインフォ
マティクスとの出会い

•事業期間：2005年度〜2009年度，予算総額38.9億円
• PL：渡辺公綱（産業技術総合研究所）

• 近年の研究により，我々哺乳類を含む⾼等⽣物の細胞中
には，従来のタンパク質をコードするRNAとは異なり，タ
ンパク質をコードしていないにもかかわらず転写される
non-coding RNA（ncRNA：⾮コードRNA）が多数存在する
ことが明らかになりました．

• これらは，機能性RNAとして，発⽣や細胞分化の過程にお
いて重要な役割を果たしており，がんや糖尿病などの疾
患の発⽣にも深く関わっているものと考えられています．

• 本プロジェクトでは，バイオインフォマティクスの活⽤
による機能性RNAを推定する技術の開発（チーム⻑：浅井
潔），機能性RNA解析のための⽀援技術・ツールの開発
（チーム⻑：鈴⽊勉），および機能性RNAの機能を解析
（チーム⻑：廣瀬哲郎）することにより，本研究分野に
おける我が国の優位性の確⽴を⽬指します．
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ノンコーディングRNA (ncRNA)とは
• ノンコーディングRNA（ncRNA）

• タンパク質に翻訳されず，RNAのままで⽣体内で機能を有す
るRNAの総称

• 機能性RNA（functional RNA, fRNA）と呼ばれることもある

RNA

mRNA

ncRNA

rRNA

tRNA

snRNA

snoRNA

small RNA

lncRNA

miRNA

siRNA

piRNA
(long non-coding)

(small nucleolar)

(small nuclear)

(micro)

(small-interfering)

(PIWI-interacting)

(ribosomal)

(transfer)

(non-coding)

(messenger)

細胞の分⼦⽣物学（第６版）



5 セントラルドグマとncRNA

情報の流れ
制御関係

ncRNAは様々な細胞内制御に関与し
ヒトなどの⽣物の複雑性に寄与

よくわかるバイオインフォマティクス⼊⾨図4.1
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⻑鎖ノンコーディングRNA (lncRNA)

•⻑鎖ノンコーディングRNA（lncRNA）
• ncRNAのうち⽐較的⻑いもの（200〜数万塩基⻑以上）

• （200という数字にあまり意味はない）
• 多くはmRNAと同様にRNAポリメラーゼⅡによって転写さ
れ，キャップ構造やポリA鎖が付加される

• RNA-seqなどのプローブを必要としない⼤規模発現
解析により，ヒトなどの⾼等⽣物では数多くの
lncRNAが存在していることがわかってきた



7 ヒトlncRNAの数：
タンパク質コード遺伝⼦よりも多い

（ヒトのタンパク質コード遺伝⼦の数は約21,000）
Gencode [Derrien+2012, Genome Res.] 
• http://www.gencodegenes.org/

• 約18,000のヒトlncRNA遺伝⼦
• 約48,000のヒトlncRNA転写産物

Mitranscriptome [Iyer+2015, Nature Genetics]
• http://mitranscriptome.org/

• 約58,000のヒトlncRNA遺伝⼦
• 約170,000のヒトlncRNA転写産物

FANTOM CAT [Hon+2016, Nature]
• 約28,000のヒトlncRNA遺伝⼦

BIGTranscriptome[You+2017, Genome Res]
• 約47,000のヒトlncRNA遺伝⼦
• 約340,000の転写産物

Mitranscriptomeの内訳

http://www.gencodegenes.org/
http://mitranscriptome.org/


8 クイズ
ヒトlncRNAのうち機能がわかっているも
のはどのくらいあるでしょうか？
1. 80%
2. 50%
3. 10%
4. 1%

答え：１％
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疾患に関わるヒトlncRNA
細胞⼯学 vol 35 (no 1) 2015, pp67-68

左・右上：がんと関連
右下：神経変性疾患と関連
⇒他のlncRNAも疾患などに関与してい
る可能性がある
⇒創薬ターゲットとしても期待
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lncRNAの特徴
1. 発現量が少ない (mRNAに⽐べて1桁ぐらい)
2. 時期や組織特異的に発現するものが多い
3. 核局在のものが多い
4. 種間の保存性が低い
5. 複数の⽣体分⼦と相互作⽤を⾏い機能を発揮する
ものが多い

[Iwakiri,Terai & Hamda (2017) Biology Direct] ���� �����

組織特異的
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lncRNAの典型的な機能

[Hirose+2014, EMBO Rep. の図を改変]

mRNA

エピジェネティック制御 核内構造体形成

転写制御
翻訳制御

RNAの2次／3次構造 RNA-タンパク質相互作⽤
RNA-RNA相互作⽤
RNA-クロマチン相互作⽤

lncRNA

修飾塩基・リピート
RNAの配列情報

修飾塩基

機能エレメント

リピート要素

エレメントの同定と機能との関連性の解明が重要となる
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当研究室におけるlncRNA関連研究
技術開発メイン
• 超⾼速RNA-RNA相互作⽤予測ツールRIblast

• [Fukunaga & Hamada (2017), Bioinformatics]

• ヒト・マウスlncRNA-RNA相互作⽤検索ウェブサーバー
LncRRIsearch

• [Fukunaga+(2019), Front. In Genetics]

• RNA２次構造予測ツールCentroidFold / IPknot
• [Hamada+ (2009) Bioinformatics] 
• [Sato+ (2011) Bioinformatics]

• 実験と計算データを⽤いたRNA２次構造予測パラメタ
の推定

• [Nishida+ (2018) IEEE/ACM Trans. on Comp. Biol. and Bioinf.] 
[Sakuraba+, in prep]

• RNAマルチプルアラインメントCentroidAlign
• [Hamada+(2009), Bioinformatics]

• 深層学習技術を⽤いたm6A修飾予測
• [Zhang & Hamada (2018), BMC Bioinformatics]

• m6A修飾ピークコールソフトウェアの開発
• [Zhang & Hamada, in prep]

• RNA構造解析統合Webサーバ：Rtools
• [Hamada+(2016), NAR]

• RNA-seq解析⼿法の評価
• [Hamaguchi+, in prep]

• Differential expressed bin (DEB) analysis for RNA-seq data
• [Zeng+, in prep]

• De novo repeat finding toolの開発

情報解析メイン
• リボソーム結合lncRNA（ribo-lncRNA）の解析

• [Zeng & Hamada (2018a,2018b), BMC Genomics ]

• 組織特異的発現に寄与するリピート要素の網羅的解析
• [Chishima+ (2018), Genes]

• 細胞内局在に寄与するリピート要素の網羅的解析
• [Takahashi+, in prep]

• リピート要素に結合するRBPの網羅的解析
• [Onoguchi+, in prep]

• 選択的スプライシングと局在の関連性の網羅的解析
• [Zeng & Hamada, in prep]

• lncRNAに結合するRBPの網羅的解析
• クロマチン結合lncRNAの網羅的解析
• ゲノム/トランスクリプトームワイドなR-loop構造の網
羅的解析

共同研究メイン
• 川崎病に関連するlncRNA（w/ 富⼭⼤）
• 痛みに関連するlncRNA （w/ ⽇本医科⼤）
• 核内構造体に関連するlncRNA（w/ 北⼤）
• ペプチドをコードするlncRNA（w/ 産総研）
• など



13 本⽇の話題：
lncRNAにおけるリピート要素の役割

リピート（特にトランスポゾン：TE）とlncRNAの性質
との関連性を明らかにする研究を紹介

（前述の）lncRNAの２つの特徴との関連性：
1. lncRNAの組織特異的発現とリピートの関連性
2. lncRNAの細胞内局在とリピートの関連性

lncRNA中のリピート配列の役割の解明に向けた研究：
1. リピートに結合するRNA結合タンパク質（RBP）
2. RNA-RNA相互作⽤予測



14 lncRNA中には多くのリピート配列
（特にTE由来配列）が含まれる

• TE: 転移因⼦，トランスポ
ゾン

• ゲノム中を移動
• ⻑らくジャンクであると思
われていた

• lncRNAには多くのTEが含ま
れる

• lncRNAの75%がTE由来の配
列を含む

• mRNAのCDS配列では0.2%

• TEがlncRNAの機能ドメイン
となっているとの仮説が提
唱

[RNA. 2014 Jul; 20(7): 959–976]

[Hoekstra+. PLoS Genet. 2013]



15 本⽇の話題：
lncRNAにおけるリピート要素の役割

リピート（特にトランスポゾン：TE）とlncRNAの性質
との関連性を明らかにする研究を紹介

（前述の）lncRNAの２つの特徴との関連性：
1. lncRNAの組織特異的発現とリピートの関連性
2. lncRNAの細胞内局在とリピートの関連性

lncRNA中のリピート配列の役割の解明に向けた研究：
1. リピートに結合するRNA結合タンパク質（RBP）
2. RNA-RNA相互作⽤予測



16 データと解析⼿法
•ヒト正常組織の3種の発現データを⽤いて、lncRNA
の組織特異的発現に関与するTEを同定

• 発現データより組織特異的な発現をするlncRNAを決定
• TEのアノテーションはRepbaseを利⽤
• 統計的仮説検定を⽤いる

• ��#�� ��������"� �������"�

�������"	
�

• ��#� �&$()*�%'&$()*

���!�� TE
������

�� 160

�� 42

/35 #"��

%& ��� �������
,��
������	���

�� �!(��*! ������

��160 �-()!**$'&
�+%�*

����� ID
Illumina Body Map 1

Human Protein Atlas 2
GTEx 3

��.��160



17 結果（ファミリーレベル）

３つのデータセットで
共通に検出
• LTR.ERV1と精巣のペア

• 特異的に発現が上昇
• SINE.Aluと精巣のペア

• 特異的に発現が減少
• ⇒ piRNAの影響?

TEの
種類

組織 発現傾向 向き 発現
データ

LINE.L1 脳 more specific - 1
LINE.L1 大脳皮質 more specific - 2
LTR.ERV1 白血球 more specific + 1
LTR.ERV1 胎盤 more specific + 2
LTR.ERV1 精巣 more specific + 1
LTR.ERV1 精巣 more specific + 2
LTR.ERV1 精巣 more specific + 3
LTR.ERVL 骨髄 less specific + 2
LTR.ERVL.
MaLR

骨髄 less specific +/- 2

SINE.Alu 腎臓 more specific +/- 1
SINE.Alu 骨髄 more specific + 2
SINE.Alu 脳 more specific + 3
SINE.Alu リンパ節 more specific - 1
SINE.Alu 皮膚 more specific +/- 2
SINE.Alu 精巣 less specific +/- 1
SINE.Alu 精巣 less specific +/- 2
SINE.Alu 精巣 less specific +/- 3

• TE・組織ペア : 17

• TEファミリー : 5種類

検出されたもの



18
lncRNAから⾒たERV1とAluの挿⼊位置

セ
ン
ス
向
き

ア
ン
チ
セ
ン
ス
向
き

ERV1 Alu



19 結果（サブファミリーレベル）

実際にTEはどのうような
ドメインとして働いている？？

L1PA2：胎盤特異的発現上昇と関連
※胎盤はデータ2にのみ存在

• TE・組織ペア : 12

• TEサブファミリー :
10種類

検出されたもの TEの
種類

組織 発現傾向 向き 発現
データ

AluJb 副腎 more specific - 1
AluSc 副腎 more specific +/- 1
AluSg 副腎 more specific - 1
AluSp 副腎 more specific +/- 1

AluSq2 副腎 more specific - 1
AluSx 副腎 more specific +/- 1
AluSx 精巣 less specific +/- 1

AluSx1 副腎 more specific +/- 1
AluSx1 精巣 less specific + 1
AluSz 副腎 more specific +/- 1
AluY 副腎 more specific + 1

L1PA2 胎盤 more specific - 2
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逆向き(+)

同じ向き(-)

-15000                0            15000
lncRNA開始点に対する相対位置

L1PA2のlncRNA上の位置
L1PA2のlncRNA上の位置はL1PA2がプロモーターとし
て働くことを強く⽰唆

lncRNA先頭付近のL1PA2の分布

-2000           0     500
左図（-2000~500）を拡大

lncRNA遺伝子

L1PA2

プロモーターlncRNA遺伝子

L1
PA

2の
数

L1PA2は先頭から450塩基ほどに⾃分と逆⽅向の転写を促すプロモーターを持つ
[Nigumann+(2002) Genomics]
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L1PA2プロモーターは胎盤で活性化する

L1PA2プロモーターの胎盤特異的な活性化を確認

各
L1

PA
2コ
ピ
ー

精
巣
胎
盤
消
化
管

肝
臓
膵
臓
腎
臓
前
⽴
腺

⾻
芽
細
胞

乳
線
上
⽪

精
巣
腎
臓
膵
臓
乳
腺
上
⽪

⾻
芽
細
胞

胎
盤
前
⽴
腺

消
化
管

肝
臓

lncRNA遺伝子
lncRNA遺伝子

L1PA2(lncRNAと重複)

⾊の強度は
H3K4me3修飾
（転写活性）
の強度を表す

L1PA2(全て)

L1PA2⾃体が
胎盤特異性を
持つ可能性⾼



22 本⽇の話題：
lncRNAにおけるリピート要素の役割

リピート（特にトランスポゾン：TE）とlncRNAの性質
との関連性を明らかにする研究を紹介

（前述の）lncRNAの２つの特徴との関連性：
1. lncRNAの組織特異的発現とリピートの関連性
2. lncRNAの細胞内局在とリピートの関連性

lncRNA中のリピート配列の役割の解明に向けた研究：
1. リピートに結合するRNA結合タンパク質（RBP）
2. RNA-RNA相互作⽤予測



23 データと解析⼿法
使⽤したデータ
• 核分画，細胞質分画におけ
るRNA-seqデータ

• ENCODEプロジェクト
• このデータを元に，トラン
スクリプトごとに，核・細
胞質局在を決定

⼿法
• 正則化ベイズロジスティッ
ク回帰

• 事後分布として不確実性を組
み込んだ分類⼿法

• 解釈性の⾼い⼿法
• どのTEが核・細胞質局在の効
果をもたらすかを定量的に判
断可能

使⽤したモデル（階層的なモデル）



24 局在に寄与するリピート
固定効果bが負
• lncRNAは基本的に
核局在であること
を⽰す
核局在に寄与
• DNA.TcMar.Tigger

(sense)
• DNA.hAT.Blackjack

(sense)
• DNA.hAT.Charie (sense)

• SINE.Alu (sense)
• LINE.L2

細胞質局在に寄与
• LTR.ERVL.MaLR
• LTR.ERV1 (antisense) 核局在 細胞質局在0 正負

各TEの局在に対する効果が分布の形でわかる



25 ここで疑問
•リピートがlncRNAの特徴（組織特的発現・細胞内局
在）に何らかの関わりを持っていそうことがわかっ
た

•【疑問】どのような分⼦的なメカニズムで，リピー
ト要素がlncRNAの組織特異的な発現や細胞内局在の
機能エレメントとして働くのだろうか？

• ⇒前述の通りlncRNAは様々な⽣体分⼦（DNA/RNA/
タンパク質）と結合することで機能を発揮する

• ⇒従って，リピート配列に結合する他の⽣体⾼分⼦
を同定することが有⽤



26 本⽇の話題：
lncRNAにおけるリピート要素の役割

リピート（特にトランスポゾン：TE）とlncRNAの性質
との関連性を明らかにする研究を紹介

（前述の）lncRNAの２つの特徴との関連性：
1. lncRNAの組織特異的発現とリピートの関連性
2. lncRNAの細胞内局在とリピートの関連性

lncRNA中のリピート配列の役割の解明に向けた研究：
1. リピートに結合するRNA結合タンパク質（RBP）
2. RNA-RNA相互作⽤予測
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TE-associated RBPsの同定
• トランスポゾン(TE)配列はlncRNAやintronなど転写産物の⾄る所に存在するが、こ
れらがどのような意味を持つのかは⼗分解析されていない

• 我々はその⼿がかりを探すために、ENCODEのeCLIPデータを解析しTE配列に結合
しうるRNA binding protein(RBP)を網羅的に解析している

NATURE METHODS | VOL.13 NO.6 | JUNE 2016 | 509

ARTICLES

RNA fragments or PCR duplicates of the same RNA fragment. 
Increased T4 RNA ligase concentration and the addition of  
high concentrations of polyethylene glycol (PEG8000) and DMSO 
in these two ligation reactions enable ligation efficiencies of  
>90% and >70%, respectively, decreasing the loss of RNA frag-
ments due to failed ligation7. We also omitted RNA radiolabe-
ling and autoradiographic visualization steps, although these  
visualizations can identify potential nonantigen contamina-
tion for detailed studies of specific factors8. These modifica-
tions shorten the hands-on time to as few as 4 d (Fig. 1a), and 
the unique barcodes incorporated during the RNA ligation on  
immunoprecipitation beads allow for pooling of samples before 
SDS-PAGE gel and subsequent library steps (Supplementary  
Fig. 2a). After 50 nt paired-end sequencing on the Illumina HiSeq 
2500 or 4000 platforms, reads are processed using a CLIP-seq  

pipeline modified to utilize eCLIP-specific adapters 
(Supplementary Fig. 2b and Supplementary Protocol 2).

We evaluated eCLIP improvements using the well- 
characterized RBP RBFOX2. We performed iCLIP and eCLIP in 
whole-cell extracts from 20 million HEK293T cells using 10 Mg 
of a validated RBFOX2-specific antibody (A300-864A, Bethyl)9  
and size-selected the 50–125 kDa region on the membrane 
(Supplementary Fig. 3a,b). The iCLIP library required 28 cycles 
of PCR to obtain 206 fmol of library, whereas two biological  
replicates of eCLIP required only 16 PCR cycles to obtain  
66 and 78 fmol. To simplify comparisons of library yield  
across experiments, we defined an extrapolated CT (eCT) value 
as the number of PCR cycles (assuming 100% PCR efficiency) 
needed to obtain 100 fmol (10 nM in 10 ML) of library. This 
yielded eCT values of 23.6 for iCLIP and 13.0, and 13.3 for eCLIP 

Figure 1 | Improved identification of RNA binding protein (RBP) targets by eCLIP-seq. (a) RBP–RNA interactions are stabilized with UV crosslinking, and 
this is followed by limited RNase I digestion, immunoprecipitation of RBP–RNA complexes with a specific antibody of interest, and stringent washes. 
After dephosphorylation of RNA fragments, an ‘in-line-barcoded’ RNA adapter is ligated to the 3` end. After protein gel electrophoresis and nitrocellulose 
membrane transfer, a region 75 kDa (~220 nt of RNA) above the protein size is excised and proteinase K treated to isolate RNA. RNA is further prepared 
into paired-end high-throughput sequencing libraries, where read 1 begins with the in-line barcode and read 2 begins with a random-mer sequence 
(added during the 3` DNA adapter ligation) followed by a sequence corresponding to the 5` end of the original RNA fragment (which often marks reverse 
transcriptase termination at the crosslink site (red X)). (b) Number of reads remaining after processing steps. (c) Varying numbers of uniquely mapped 
reads were randomly sampled from RBFOX2 iCLIP and eCLIP experiments and PCR duplicate removal was performed. Points indicate the mean of 100 
downsampling experiments (for all, s.e.m. is less than 0.1% of mean value). (d) RBFOX2 read density in reads per million usable (RPM). Shown are iCLIP, 
two biological replicates for eCLIP with paired size-matched input (SMInput) and IgG-only controls. CLIPper-identified clusters indicated as boxes below, 
with intensity indicating binding sites significant after SMInput normalization.

(Nostrand et al., Nature Methods, 2016)

[Onoguchi+, in preparation]

unpublished

RBP binding signals on Repeat sequences
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Estimation of functional repeat-derived RNAs using eCLIP data
Masahiro Onoguchi1,2, Chao Zeng1,2, Ayako Matsumaru1, and Michiaki Hamada1,2

1Waseda University, 2AIST-Waseda CBBD OIL
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TE-associated RBPsの全体像
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[Onoguchi+, in preperation]

unpublished
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TE-associated RBPsの全体像
[Onoguchi+, in preperation]

unpublished
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10 52773 54.19
7 11356 11.66

15 5560 5.71
9 4796 4.93
8 3490 3.58
1 3011 3.09

11 2914 2.99
12 2905 2.98

6 2542 2.61
19 2177 2.24

5 1346 1.38
4 1113 1.14

14 860 0.88
17 745 0.77
18 695 0.71

2 613 0.63
13 289 0.3

3 112 0.12
16 81 0.08

HepG2 rep1 log2(IP/INP)>3
10   空
7 MATR3/HNRNPM/SUGP2/HNRNPA1/PTBP1/TIA1
15 MATR3/HNRNPM/SUGP2/BCCIP/TIA1/FUBP3
9 HNRNPM/LARP7/SRSF7/XPO5/DKC1/DDX52/DDX3X/DGCR8
8 LIN28B/YBX3/LARP4/PCBP2/PTBP1/TROVE2/SLTM
1     GRWD1/BCLAF1/TIA1/LIN28B/U2AF2
11 HNRNPC/ILF3/POLR2G/HNRNPA1/HNRNPU
12 HLTF/CSTF2/BCLAF1
6 LSM11/GRWD1/GTF2F1/CSTF2
19   HNRNPK/HNRNPL/PCBP2/SUGP2
5     HNRNPL/AGGF1/RBFOX2
4 BCCIP/HNRNPM/MATR3/POLR2G/SUGP2
14   BCCIP/HNRNPM/SUGP2
17   QKI/SDAD1/FUS
18   AQR/EFTUD2/SRSF9/SMNDC1/PRPF8/RBM22/QKI

(Cell, 2018)L1 antisense

Alu/SVA

7SK snRNA?
YRNA?

L1 antisense (Cell, 2018)

State# Frequency(%) Top 15

推定されたRBP結合状態（HepG2）

unpublished

RB
P結
合
状
態

RBP
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State 7,15,4,14: L1 antisense

L1 antisense

ほぼ完全⼀致

L1HSの配列上の位置

7 MATR3/HNRNPM/SUGP2/HNRNPA1/PTBP1/TIA1
15 MATR3/HNRNPM/SUGP2/BCCIP/TIA1/FUBP3
4 BCCIP/HNRNPM/MATR3/POLR2G/SUGP2/HNRNPA1/FUBP3/TIA1
14 BCCIP/HNRNPM/SUGP2/HNRNPA1/TIA1

unpublished
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State 11: Alu/SVA

11 HNRNPC/ILF3/POLR2G/HNRNPA1/HNRNPU

Alu sense Alu antisense

AluYbc3a

HNRNPC

ILF3

POLR2G

AluYa8

ILF3

HNRNPA1

HNRNPU

unpublished
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State 11: Alu/SVA

11 HNRNPC/ILF3/POLR2G/HNRNPA1/HNRNPU

SVA sense

SVA_A

SVA_B

SVA_F

HNRNPC

HNRNPC

ILF3
POLR2G

POLR2G

HNRNPC

ILF3

unpublished
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RNA/DNA結合
タンパク質（RBP）との相互作⽤だけでなく
• RNAとの相互作⽤
• DNAとの相互作⽤（e.g., R-loop）
も重要であった
⇒lncRNA中に含まれるリピート要素はこれらの結合
にも寄与する可能性がある

mRNA

エピジェネティック制御 核内構造体形成

転写制御
翻訳制御

lncRNA

修飾塩基

リピート要素



37 本⽇の話題：
lncRNAにおけるリピート要素の役割

リピート（特にトランスポゾン：TE）とlncRNAの性質
との関連性を明らかにする研究を紹介

（前述の）lncRNAの２つの特徴との関連性：
1. lncRNAの組織特異的発現とリピートの関連性
2. lncRNAの細胞内局在とリピートの関連性

lncRNA中のリピート配列の役割の解明に向けた研究：
1. リピートに結合するRNA結合タンパク質（RBP）
2. RNA-RNA相互作⽤予測
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RIblast: 超⾼速RNA-RNA相互作⽤予測

研究背景
• リピートは相補塩基対を介して

lncRNA-RNA相互作⽤に寄与しやすい
• Intraの２次構造も考慮する必要がある
• lncRNAの数は膨⼤なため⾼速な⼿法が
必要
⼿法
• 構造を考慮した相互作⽤エネルギー
の最⼩化

• BLASTと同様のseed-and-extend⽅式
• 接尾辞配列を⽤いたseedの探索

�����
�������	��

計算時間 配列アラインメント RNA相互作⽤予測

遅い Ssearch IntaRNA
RNAplex

seed-and-extendに
よる⾼速化 BLAST RIblast

Supplementary Materials for

RIblast: An ultrafast RNA-RNA interaction prediction system

for comprehensive lncRNA interaction analysis

Tsukasa Fukunaga and Michiaki Hamada

Supplementary Figures
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Fig. S1 Schematic illustration of seed search algorithm. RIblast detects seeds using depth-first search.

1

[Fukunaga & Hamada, Bioinformatics (2017)]
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LncRRIsearch
• RIblastにより予測した「ヒ
ト」と「マウス」のlncRNA-
RNA相互作⽤を格納

• lncRNA-mRNA および lncRNA-
lncRNA相互作⽤が格納

• RIblastにより初めて実現
•発現データおよび局在データ
と合わせて検索を可能として
いる

• 発現データ：特定の組織で特
異的に発現上昇／減少する
lncRNA-RNA相互作⽤

• 局在：共に核（あるいは細胞
質）に局在するlncRNA-RNA相
互作⽤

http://rtools.cbrc.jp/LncRRIsearch/

[Fukunaga+(2019), Front. In Genetics]
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XIST lncRNAに対して検索

組織ごとの発現情報

⼤域的な相互作⽤のパターン

局所的な相互作⽤のパターン

同じX染⾊体に存在する遺伝⼦RPGRのエクソン部
分の中央と相互作⽤をすることが予想されている

局在情報

相互作⽤リスト



41 脳で特異的に発現上昇しているlncRNA-RNA
の相互作⽤を検索

Homo sapiens glial fibrillary acidic protein



42 まとめと今後
•今までジャンクであると考えられてきたリピートと

lncRNAの組織特異的発現・局在の関連性を明らかに
する研究を紹介

•リピートがどのようにして機能エレメントとして働
くかを調べるために，RBP結合に関する研究も紹介

•今後さらに詳細にリピートや他の機能エレメントと
lncRNAの機能との関連性を研究していく必要がある

• 組み合わせ（機能モジュール）を考えることも必要

よくわかるバイオインフォマティクス⼊⾨図4.2

lncRNAの
機能エレメント
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「機能モジュール」
(機能エレメントの組合せ)

様々な疾患
（がん・神経変性疾患等）局在・発現 ENCODE

TCGAなど

関
連
性

関
連
性

CLIP-seq

(機能エレメント)
(作動エレメント)

「作動エレメント」
(タンパク質，RNA/DNA結合)
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当研究室におけるlncRNA関連研究
技術開発メイン
• 超⾼速RNA-RNA相互作⽤予測ツールRIblast

• [Fukunaga & Hamada (2017), Bioinformatics]

• ヒト・マウスlncRNA-RNA相互作⽤検索ウェブサーバー
LncRRIsearch

• [Fukunaga+(2019), Front. In Genetics]

• RNA２次構造予測ツールCentroidFold / IPknot
• [Hamada+ (2009) Bioinformatics] 
• [Sato+ (2011) Bioinformatics]

• 実験と計算データを⽤いたRNA２次構造予測パラメタ
の推定

• [Nishida+ (2018) IEEE/ACM Trans. on Comp. Biol. and Bioinf.] 
[Sakuraba+, in prep]

• RNAマルチプルアラインメントCentroidAlign
• [Hamada+(2009), Bioinformatics]

• 深層学習技術を⽤いたm6A修飾予測
• [Zhang & Hamada (2018), BMC Bioinformatics]

• m6A修飾ピークコールソフトウェアの開発
• [Zhang & Hamada, in prep]

• RNA構造解析統合Webサーバ：Rtools
• [Hamada+(2016), NAR]

• RNA-seq解析⼿法の評価
• [Hamaguchi+, in prep]

• Differential expressed bin (DEB) analysis for RNA-seq data
• [Zeng+, in prep]

• De novo repeat finding toolの開発

情報解析メイン
• リボソーム結合lncRNA（ribo-lncRNA）の解析

• [Zeng & Hamada (2018a,2018b), BMC Genomics ]

• 組織特異的発現に寄与するリピート要素の網羅的解析
• [Chishima+ (2018), Genes]

• 細胞内局在に寄与するリピート要素の網羅的解析
• [Takahashi+, in prep]

• リピート要素に結合するRBPの網羅的解析
• [Onoguchi+, in prep]

• 選択的スプライシングと局在の関連性の網羅的解析
• [Zeng & Hamada, in prep]

• lncRNAに結合するRBPの網羅的解析
• クロマチン結合lncRNAの網羅的解析
• ゲノム/トランスクリプトームワイドなR-loop構造の網
羅的解析

共同研究メイン
• 川崎病に関連するlncRNA（w/ 富⼭⼤）
• 痛みに関連するlncRNA （w/ ⽇本医科⼤）
• 核内構造体に関連するlncRNA（w/ 北⼤）
• ペプチドをコードするlncRNA（w/ 産総研）
• など
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