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研究成果の概要（和文）：本領域は1) 生殖系列細胞の発生過程においてエピジェネティックネットワークがど
のように形成・維持されるのかを明らかにし、2) エピゲノムの乱れによる生殖細胞の遺伝子発現異常をエピゲ
ノム操作により正常化・機能改善を行うという二つの目標を掲げて5年間研究を行った。その結果、生殖細胞の
性決定因子同定、精子幹細胞からの多能性細胞誘導、精子の妊孕性に必須な遺伝子の同定、ヒストンシャペロン
の着床における役割の解明、多能性幹細胞からの始原生殖細胞誘導におけるエピゲノム解析などの優れた研究成
果が得られ、領域内共著論文は30.6%に及び計画は概ね順調に進んで来た。若手研究者も4名が教授へと昇進し
た。

研究成果の概要（英文）：Our goal is to understand how the epigenetic network develops in the 
germline and how they are maintained thereafter. We also tried to correct or improve germline cells 
by epigenetic manipulation. We have conducted research for 5 years and obtained several important 
findings. This includes identification of sex determinant in the germline cells, derivation of 
pluripotent stem cells from spermatogonial stem cells, discovery of essential genes for completing 
spermatogenesis, analysis of the role of histone chaperone in implantation, and epigenome analysis 
of primordial germ cell-like cells during development from pluripotent stem cells. A total of X 
papers were published and Y% of them were conducted by collaboration by researchers in this research
 group. Four members were promoted to full professor. 

研究分野： 生殖生物学
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	 

１．研究開始当初の背景 
（1）	 哺乳類の生殖細胞の研究は 20 世

紀の半ばに初期胚の培養系の確立に

始まり、現代に及ぶまで急速に発展し

てきている。In vitro fertilization法が開
発され、ついには 1978 年に試験管ベ
ビーの誕生に至った。現在の日本では

30 人に一人はこれらの補助生殖医療
により生まれている。その後、生殖細

胞の研究はさらに ES細胞の樹立や核
移植技術による体細胞クローンの誕

生をもたらした。これらの研究からゲ

ノムインプリンティング機構が発見

され雌雄の生殖細胞の遺伝子情報が

異なる制御を受けることが証明され

たのみならず、卵子には体細胞の核を

リプログラミングする能力があるこ

とが明らかとなった。またつい昨年に

も卵子の細胞質置換によるミトコン

ドリア病の治療が英国議会で承認さ

れ、広くマスコミに取り上げられた。

このように生殖細胞研究はその学

問的な価値にとどまることはなく、

我々の生活様式に広汎な影響を及

ぼしており、その研究は現在も新

たな可能性を提供しつつある。	 

（2）	 我が国ではこれまで特定領域研究

(B)「生殖細胞系列の制御機構と発生
工学」（H11-14年度）、「生殖細胞の発
生プロセス再プログラム化とエピジ

ェネティクス」（H15-19年度）、「生殖
系列の世代サイクルとエピゲノムネ

ットワーク」（H19-24年度）において
生殖細胞研究者が活発に相互作用す

る場を提供してきた。生殖細胞増幅法

の開発とその多能性細胞への転換、雌

ゲノムのみをもつ胚からの産子作出、

生殖細胞決定因子の同定、多能性幹細

胞からの子孫作出などはこれらの特

定領域の研究代表者から報告された

我が国発のオリジナルな研究成果で

あり、日本を生殖細胞研究の世界トッ

プレベルに押し上げた。	 

（3）	 特定領域研究の進展に伴い、急速

に注目されるようになってきたの

は生殖細胞の運命決定におけるエ

ピジェネティック（後天的）な遺

伝子制御の役割である。ヒストンの

メチル化修飾研究は、2000 年に動物
細胞で初めてリジンのメチル化酵素

の実体が明らかにされてスタートし

たが、過去 10 年において数多くのヒ
ストンメチル化・脱メチル化酵素が

次々と同定された。また DNAメチル
化とヒストン修飾の連動や生殖細胞

特異的な small RNAによる DNAメチ
ル化の誘導なども発見され、その詳細

な分子メカニズムが明らかにされつ

つある。当初はクローン動物にエピジ

ェネティックな異常が頻発すること

から関心が高まり、研究が加速した結

果、高度に最終分化した配偶子が全

能性を持つ受精卵を経て初期胚へ

と至るダイナミックなリプログラ

ミングの過程にエピゲノム制御が

果たす役割は非常に大きいことが

分かって来た。生殖細胞はその発生・

分化の過程で広汎なエピジェネティ

ックな遺伝子発現変化が起こる点で

体細胞とは大きく異なる。実際に生殖

細胞には体細胞には存在しないよう

な独自のエピジェネティック制御因

子が同定されており、これらは生殖細

胞の異なる発生ステージにおいて独

自の「ネットワーク」を形成すること

が判明した。そしてその破綻は個体の

発生異常や流産、不妊症を引き起こす

ことも明らかになってきた。	 

（4）	 こうしたエピジェネティクス分野

の発展と並行して、遺伝子の包括的発

現解析や次世代シークエンス技術も

急速に進歩してきた。クローン個体の

ような極端な異常でなくとも、補助生

殖医療により生まれてきた一見「正常」

だと考えられていた個体の一部にも、

エピゲノムの異常が見られることも

最近分かってきた。さらに、これまで

は生殖細胞のもつエピゲノムは受精

によりリセットされ、次世代に伝わら

ないとされてきたが、この常識を覆す

発見もなされつつある。例えば、親個

体の生存環境の異常が生殖細胞に影

響を及ぼし次世代で糖尿病や不妊症

などが引き起こされる、いわゆる

Epigenetic inheritance と呼ばれる現象
はこれに相当する。数多くのエピゲノ

ム制御因子が同定された今もこれら

生殖細胞エピゲノムのリプログラミ

ング異常の原因は分かっていない。こ

のため、これまで行われていたエピゲ

ノム制御因子の同定やその機能解析

を超えた、時空間軸をふまえた４次

元的な生殖細胞エピゲノムのダイ

ナミクスを解析する必要が生じて

いる。	 

 



２．研究の目的 
	 こうした背景から、領域代表者は生殖細
胞研究の次の重要なテーマとして 1) 時間
軸に注目し、エピジェネティックネット
ワークが生殖系列細胞の発生過程にお
いてどのように形成・維持されるのか、
その分子機構の解明を明らかにする必
要があると考えた。特に次世代シークエ
ンサーの機能向上により 500個程度の少数
の細胞でも全ゲノムのメチル化シークエン
スを決定できるようになってきた現在、
個々の細胞のエピゲノムの状態の解析と既
に多く同定されたエピゲノム制御分子のど
れが鍵分子となり、どのような「文法」に
従い、生殖細胞の運命決定に影響するかを
見いだすことは次の最重要課題である。	  
	 もう一つの重要な研究目標は、2) 生殖
細胞のエピゲノム操作である。例えば、
小倉（計画）は核移植クローンの遺伝子発
現の乱れをゲノムワイドで解析し、その原
因がX染色体からの遺伝子発現異常にある
ことを発見した (Science 2010)。さらに小
倉らはX染色体の遺伝子発現制御因子であ
る XIST遺伝子を発現抑制することで X染
色体遺伝子の発現を改善させ、核移植クロ
ーンの産仔作製率を 10倍程度向上させた。
この例に限らずヒト悪性腫瘍に対して
DNA メチル化やヒストン修飾酵素阻害薬
を用いる治療法が確立されつつある。これ
らの事実を鑑みると、エピゲノムの乱れ
による遺伝子発現異常を外来操作によ
り正常化・機能改善できる可能性が現実
化しつつある。こうした生殖細胞のエピゲ
ノム操作を生殖細胞のもつ可能性を引き出
していくためのもう一つの重要課題として
位置づけ、当領域で推進する。 
 
３．研究の方法 
	 基本的な研究戦略  
「精子形成」を研究する項目 A01、「卵子形
成から初期発生」を研究する項目 A02と「エ
ピゲノム解析」項目 A03とを総括班の下に置
く。A01と A02により雌雄生殖細胞が受精を
境目にして次世代をつなぐ全てのステージ

をカバーできることになる。しかしながら、

エピゲノムのダイナミクス制御因子はまだ

多くが同定されたのみで、どのようにしてネ

ットワーク形成・維持に関わって行くのかは

不明である。そこで、発生段階の異なる生

殖細胞を専門とする研究者が実験材料と

データ及び解析のノウハウを共有するこ

とで、この過程を詳細に連携して解析し、こ

の問題の解決に挑む。さらに A03 が側方か
ら最新のエピゲノム解析技術を提供する

ことで全体として時間に沿ったエピゲノム

ダイナミクスを評価できるシステムを構築

する。平成 25 年度は試験管内での実験系の
解析に重点を置き、平成 26 年度以降は上記
の課題を継続すると共に、動物個体の解析を

スタートし、各研究グループの連携とエピゲ

ノム解析技術の活用によりエピゲノムダイ

ナミクスを明らかにする。具体的には、A01
では精子形成細胞を対象とする。 
	 相賀はこれまでにショウジョウバエホモ

ログとして同定された RNA代謝分子 Nanos2
のマウスホモログの機能解析を行ってきた。

その結果、Nanos2が精子幹細胞の未分化維持
に必須であるのみならず、性分化や生殖細胞

の RNA 代謝に関与することを明らかにして
きた。特に最近の研究で Nanos2が DNAメチ
ル化酵素の発現を制御することを明らかに

したことから、本領域では Nanos2 の雄性エ
ピゲノム獲得における役割の解析を行う。篠

原は生殖細胞の試験管内増幅に初めて成功

し、こうして樹立した精子幹細胞由来の

Germline stem (GS) 細胞と精子幹細胞移植法
を用いて精子幹細胞のエピゲノム安定性の

解析とその破綻の誘導を試みる。中馬は精子

形成における Tudor遺伝子群の役割について
網羅的に解析をおこなってきた。本領域では

プロテオミクスや次世代シークエンサーに

よる Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) シ
ークエンス法等のオミクス解析手法を組み

合わせて生殖幹細胞 (GS 細胞) から減数分
裂移行におけるエピゲノム基盤とクロマチ

ン動態の解明、またゲノム-エピゲノム制御の
環境応答について解析を行う。 
	 A02では卵子から初期胚への移行というも
っともダイナミックな変化に注目する。齋藤

(都 )は今回のマウスを主体とした申請の中で
唯一ショウジョウバエを対象として研究し

ている点で異色である。これは小分子 RNA
研究がショウジョウバエ研究において先駆

的になされており、マウス小分子 RNA の解
析を行っている中馬、佐々木らとの相互作用

を期待しているためである。齋藤(都)は独自
に開発したショウジョウバエ卵巣細胞株を

用いてトランスポゾンからの生殖ゲノムの

防御機構の解明を試みる。中村は長らく不明

であった着床前胚における能動的 DNA 脱メ
チル化機構に関わる分子 PGC7をクローニン
グし、その機能解析を行うことにより新たな

局面を切り開いた。本研究ではその発見の過

程で同定した着床前胚特異的に発現する遺

伝子群の機能解析を行う。伊川は受精研究の

エキスパートであり、これに加えて胎盤への

遺伝子導入など独自の技術を確立した。既に

15 系統におよぶ不妊マウスを作製しており、
受精に伴うエピゲノムダイナミクスを卵子

活性化やエピジェネティクスを可視化でき

るマウスを用いて解析する。束田は未解明で

あったヒストンメチル化修飾消去機構の解

明に取り組み、世界で初めて新規のヒストン

脱メチル化酵素ファミリーとして JmjC ドメ
イン含有タンパク質ファミリーを同定した



実績を持つ。これまでに卵・初期胚で機能す

る複数のクロマチン脱修飾分子群を同定し

ており、その網羅的解析により卵・初期胚の

エピゲノム制御機構の解析を行う。 
	 A03は最先端のエピゲノム研究技術を駆使
した生殖細胞のエピゲノム解析を行う。小倉

は顕微授精／核移植クローン技術のパイオ

ニアであり、本領域では核移植クローン技術

と次世代シークエンサー技術と組み合わせ

ることで生殖サイクルにおけるエピジェネ

ティクス変化を機能的に解析する。幸田は顕

微授精操作が新生仔期に至っても消えるこ

とのない遺伝子発現の変化を引き起こすこ

とをマウスで初めて示した。また、この研究

から顕微授精によって影響を受ける遺伝子

の多くは、体細胞クローニングによって生ま

れたマウスにおいても影響を受けることを

明らかにした。これら臨床的な意義の高い発

見を基盤として、顕微授精が初期胚における

胎児側からの遺伝子発現活性化（zygotic gene 
activation）に与える影響の全貌を明らかにす
る。佐々木はゲノムインプリンティング現象

の発見者である Surani博士のもとで研鑽を積
み、ゲノムインプリンティング研究の黎明期

から現在までエピジェネティクス研究の国

際的なリーダーとして活躍してきた。本領域

では次世代シークエンサーを用いたエピゲ

ノム解析を駆使し、生殖細胞や初期胚におけ

る DNA メチル化とヒストン修飾の関連をエ
ピゲノム状態の安定制御に関わる分子群と

の相互作用に着目して解析する。特に A03グ
ループは他グループに比してエピゲノム解

析に習熟しているという強みがある。従って、

時間軸にそって生殖系列細胞を研究する

研究者と技術軸を中心としたエピゲノム

解析とが交差することで、時間軸に沿っ

たエピゲノムのダイナミクス解析を進め

ていくことが可能であると考えている。 
	 計画研究代表者は、この研究分野で国際的

にも独創性の高い研究を行って来た若手、中

堅の研究者を集めて構成した。研究組織は３

研究項目、総勢 10 名の計画研究組織からス
タートする。公募研究については、研究項目

A01, A02については各 5件、技術開発を目指
す A03 については 2 件の合計 12 件の一般公
募研究を行う。公募研究は計画研究者のカバ

ーできなかった分野を補填し、我が国の生殖

細胞・エピゲノム研究の発展を目指す。 
	 
４．研究成果	 
	 研究項目 A01「精子形成」 
計画研究 1 （研究代表者	 相賀裕美子）は
Nanos2 が精子幹細胞の未分化制御に関わる
ことを示した(Dev Cell 2015)。生殖細胞の性
決定に関わる雌化因子として、STRA8 と
SMAD4を同定した (Plos  Biol 2016)。また、

精子幹細胞の維持には NANOS2 を介した
mRNP 機能が必須であり (Dev Cell 2015)、
NANOS2 の安定性に E3 リガーゼ NEDD4 
が重要な役割を果たすことを証明した(Nat 
Comm 2017)。 
計画研究 2 （研究代表者	 篠原隆司）は G
培養精子幹細胞である germline stem cell 
(GS 細胞)の自己複製に活性酸素が必要であ
ることを示し(Cell Stem Cell, 2013)、GS細
胞における Dmrt1 の発現低下が GS 細胞の
リプログラミングを誘導して多能性を誘導
することを明らかにした (Genes Dev 2013)。
更に精子幹細胞のがん化に関わる Myc 遺伝
子の発現制御がユビキチンリガーゼである
Fbxw7により起こり (PNAS 2014)、Mycが
GS 細胞の解糖系を促進することで自己複製
分裂が活性化されることを見いだした 
(Genes Dev 2016)。人工染色体やアデノ随伴
ウイルスを用いた GS細胞の遺伝子導入技術
の開発も行った(Stem Cell Reports 2017, 
Stem Cell Reports 2018)。	 
計画研究 3（研究代表者	 中馬新一郎）は、
GS 細胞を幹細胞から第一減数分裂前期まで
試験管内分化させることに成功した。また生
殖系列サイクルの遺伝情報の継承と再編を
制御する分子基盤を解明するため、ES細胞、
GS 細胞の in vitro 増殖分化系およびマウス
in vivo サンプルを用いたマルチオミクス解
析とゲノム安定性の詳細な検討を行った。 
公募研究	 
立花は H3K9 のジメチル化の除去に関わる
酵素である Jmj1aが性決定遺伝子であるSry
の発現制御に関わることを示した(Science )
（小倉（計画）、阿部（公募）との共同研究）。
奥田らは ES および GS 細胞において転写因
子 Max をノックダウンすることで、減数分
裂パキテン期の細胞を誘導することに成功
した(Nat Commun 2016)。阿部らは計画班員
小倉との共同研究により Wnt シグナル阻害
剤を用いた初期胚由来の Epiblast stem cell
の新規培養法を開発した  (Stem Cell 
Reports 2015)。関らは ES細胞から分化誘導
したエピブラスト様細胞にPrdm14遺伝子を
強制発現すると、脱分化が起こり ES 細胞様
細胞へと変化することを見いだした(Stem 
Cell Reports 2016)。 
研究項目 A02「卵子形成と受精」 
計画研究 4(研究代表者	 齋藤都暁)はショウ
ジョウバエにおいて Piwi に結合する核内因
子DmGTSF1が piRNAによるH3K9トリメ
チル化誘導に必須であることを示した 
(Genes Dev 2013)。また、Piwiがリンカーヒ
ストン H1 と直接相互作用し、H1 のトラン
スポゾン領域における密度を正に制御する
ことを見いだした（Mol Cell 2016）。 
計画研究 5（研究代表者	 中村肇伸）は、受
精後の DNA 脱メチル化制御に関与する
Dppa3を用いることにより、高い分化能を示
す高品質 iPS細胞を誘導できることを明らか
にした(Nat Commun 2015)。 



計画研究 6（研究代表者  伊川正人）は、
CRISPR/Cas9 システムによる迅速 KO マウ
ス作製法を確立し、精巣特異的に発現する 54
遺伝子が単独では妊孕性に必須でないこと
を明らかにした (PNAS 2016)。一方、妊孕
性に必須な遺伝子機能の解析を進め、精子カ
ルシニューリンが精子中辺部の屈曲に必須
であり、その選択的阻害剤が男性避妊薬の候
補となることを報告した (Science 2015)。 
計画研究 7（研究代表者	 束田裕一）は、受
精卵における雄性 DNAの TET3による能動
的脱メチル化が、実は発生には必須でないこ
とを明らかにした（Sci Rep 2015）。 
公募研究 
岡江らは計画班員佐々木との共同研究によ
りヒト胚盤胞からの Tropholast stem (TS)細
胞の樹立に成功した (Cell Stem Cell, 2018)。
谷本らは巨大 DNA 分子を用いたトランスジ
ェニックマウスを用いることで、ゲノムイン
プリンティングが受精後も精密な制御を受
けていることを証明した。H19遺伝子は生殖
細胞における DNA メチル化で完成するので
はなく、受精後もアリルの由来を認識する機
構が働き、DNA メチル化を維持することで
正常性を保証されている可能性が明らかに
なった(Development 2015)。北島らはライブ
イメージングと顕微操作を合わせたアプロ
ーチを用いて、卵母細胞の巨大な細胞質サイ
ズは、染色体分配エラーを起こしやすい性質
と結びついていることを明らかにした(Dev 
Cell 2017)。 
研究項目 A03「エピゲノム解析」 
計画研究 8 （研究代表者	 小倉淳郎）は着床
前後のエピジェネティクス変化に着目し、ヒ
ストンシャペロン CAF-1 がヒストンバリア
ント H3.1 をリクルートし、体細胞の抑制ゲ
ノム状態を誘導することを示し  (PNAS 
2015)、父方発現をするマイクロ RNA群が胚
体外組織の発生に必須であることを明らか
にした (Cell Rep 2017)。受精時における父
方ゲノムの再プログラム化にヒストンメチ
ル化 H3R17me2a が必須であることを証明
した(Cell Rep 2017b)。 
計画研究 8（研究分担者	 幸田尚）は DNA
脱メチル化の中間体であるヒドロキシメチ
ルシトシンの新しい原理に基づく解析法の
開発を行った(Nucleic Acids Res 2017)。 
計画研究 9 （研究代表者	 佐々木裕之）は精
子幹細胞分化におけるエピゲノムと遺伝子
発現の変化を明らかにし、それらを制御する
新規候補因子を抽出した（BMC Genomics 
2015）。また多能性幹細胞から 培養下で誘導
した始原生殖細胞の DNA メチル化及び遺伝
子発現を詳細に調べ、転写制御 因子 Prdm14
による制御とインプリント制御領域の脱メ
チル化機序を明らかにした（Dev Cell 2016）。 
公募研究 
永瀬（公募）は、エピゲノムをゲノム領域特
異的に変更することを念頭に HDAC 阻害剤
と配列認識 DNA 副溝結合化合物の複合体を

多数作成した。その中で分化した細胞の形態
を未分化細胞に誘導でき、ES細胞の発現パタ
ーンに近づけることの出来る複数の化合物
を得た (Nat Commun 2015)。原田らは計画班
員伊川との共同研究によりヒストンバリア
ントの一つである、H3t遺伝子を欠損したマ
ウスの作成を行った (Cell Reports 2017)。
H3t遺伝子のノックアウトマウスでは分化型
の精原細胞より後のステージの生殖細胞が
欠損することから、この遺伝子は精子形成で
一過性に発現するが、精子形成に必要という
新しいタイプのヒストンであった。 
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