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研究成果の概要（和文）：細胞の恒常性を維持する生体防御維持機構である小胞体ストレス応答を司る転写因子
ATF6は小胞体ストレスを感知し、小胞体からゴルジ体へ移行し切断を受けて活性化する。この移行を制御するタ
ンパク質を同定･解析するために、本研究ではメダカ雑種一代目を用いた順遺伝学法を開発することを目的とし
た。
実験の結果、当初計画していた雑種一代目の産生の効率が想定よりも低かったため、現在この系の改良を進める
とともに、相同組換えを頻発する遺伝子変異を利用したスクリーニング系の立ち上げに取り組んでいる。

研究成果の概要（英文）：ATF6 is a transcription factor that regulates the unfolded protein response.
 In response to ER stress, ATF6 is transported from the ER to the Golgi apparatus and activated. The
 transport factor involved in the precess has not been identified. To understand activation 
mechanisms of ATF6, I was trying to identify the transport factor by the new forward genetic 
screening system using the hybrid medaka embryo.
I found that the rate of generation of hybrid embryo is lower than expected. I continued to improve 
this systems, and started establishing alternative screening system using mutant fish in which hyper
 recombination occurs.

研究分野： 細胞生物学
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１．研究開始当初の背景 

細胞が様々な環境変化に晒された場合、膜タ
ンパク質や分泌タンパク質を折り畳む場であ
る小胞体に負荷が生じ、小胞体内に折畳みに
失敗した構造異常タンパク質が蓄積する小胞
体ストレスが生じてしまうことがある。これ
に対処するための小胞体ストレス応答を制御
する転写因子 ATF6 は通常状態では小胞体膜
に不活性型として存在し、小胞体ストレスに
応答して、ゴルジ体へと移行することでゴル
ジ体に局在するプロテアーゼ S1P, S2P によ
る連続切断を受けることで転写因子ドメイン
が膜より遊離し活性化する。これにより、種々
の標的遺伝子の転写が活性化され、小胞体ス
トレスが軽減される。 

この ATF6 がゴルジ体へと移行する最初の
ステップは、ATF6 が小胞体ストレスを感知
するステップであり、この分子機構を明らか
とすることは小胞体ストレスの分子的実体を
解明する上で極めて重要である。これまで
ATF6 をゴルジ体へと移行する『エスコート
タンパク質』が存在することが強く示唆され
ていることからエスコートタンパク質の同
定･解析が ATF6 のゴルジ体移行機構の解明
の鍵となる。 

エスコートタンパク質を探索する方法は多
種に及び、これまで様々な方法が試みられて
きたがこれは未だ同定されていない。 

近年申請者は、ATF6 の活性に伴い EGFP
蛍光を発する遺伝子改変メダカ PBiP-EGFP
系統を作出した。この系統を ATF6 ノックア
ウト系統と掛け合わせると有意に EGFP 蛍
光が減少する。 

このことから、申請者はこの系統にランダム
な変異を導入し、EGFP 蛍光を指標に ATF6
の活性化が減少した個体を探索することで、
エスコートタンパク質に変異が導入された系
統を作出できるのではないかと考えた。この
系統のゲノムを解析することでエスコートタ
ンパク質をコードする遺伝子が同定できると
考えられる。 

しかし、従来行われてきた変異導入･変異体
単離の方法では、表現型を見出すために掛け
合わせにより変異を両アレルに持たせる必要
がある。つまり、1 匹の G0 魚に含まれる変
異を解析するために、これを野生型と掛け合
わせ、得られた F1 を複数ペアにして F2 を
大量にとることでしか変異を見つけることが
できない。現在の変異導入効率ではおよそ
6000匹のG0メダカを解析する必要が有るこ
とから、F1,F2 メダカを大量に飼育する必要

があり、この方法ではコストと時間がかかり
すぎるため、実現は困難であった。 

２．研究の目的 

本研究では上述のエスコートタンパク質
遺伝子を同定･解析することを最終的な目的
とする。そのため次に述べる改良型メダカ順
遺伝学法を確立･実施することを目的とした。 

３．研究の方法 

ATF6 のエスコートタンパク質を同定するた
め、本研究ではメダカを用いた一倍体スクリ
ーニング系を立ち上げることとした。本系で
は日本メダカと近縁の海外メダカを掛け合わ
せて得られた初期胚において一倍体となるこ
とを利用する。 

この系では 1 匹の解析に 1 卵で表現型が表
れるため、6000 匹の解析に 6000 卵のみで十
分であり、これは十分に実現可能である。 

本系の立ち上げのためには、ATF6 の活性化
をモニターするための PBiP-EGFP 系統および
陽性コントロールである ATF6 ノックアウト
系統が必要であるがこれは既に樹立済みであ
った。 

これらを用いて一倍体を作製し、EGFP シグ
ナルが減少することが確認できれば、本系の
立ち上げに成功したと判断し、ENU を用いた
変異導入法により作製した 100 匹の変異導入
オスメダカと野生型海外メダカを掛け合わせ
ることで、変異を探索し、得られた個体ゲノ
ムを次世代シークエンサーにより解析するこ
とで、変異を同定できる。 

４．研究成果 

(1)異種間メダカ交配によるスクリーニング
系の立ち上げ 

本系を立ち上げる際に、ATF6 のノックアウ
トメダカを CRISPR により再度作製した。これ
までに使用していたノックアウトメダカは
TILLING 法により作成されているため、予期
せぬ部分に変異が入っている可能性があった
ためである。CRISPR によっても非特異的な変
異導入は考えられるため、両者をコントロー
ルとして用いることとした。 

図 1 ATF6 ex2 KO 変異 配列 

 

 



 

 

次に、ATF6 のレポーターである PBiP-EGFP
系 統 と コ ン ト ロ ー ル で あ る
Pbactin-tagCFPmito 系統を掛け合わせ、
ATF6+/-: PBiP-EGFP TG/+: Pbactin- 
tagCFPmito : TG/+ 系統を作出した。 

図 2 マ ー カ ー 遺 伝 子 発 現 メ ダ カ
Pbactin-tagCFPmito 蛍光(上) 

PBiP-EGFP 蛍光(下) 

この魚を海外メダカと掛け合わせることで
スクリーニングが行えるかを検証した。しか
し、予想に反し掛け合わせによる採卵が困難
であり、大量の卵を得ることができなかった。 

本実験で用いた日本メダカは人に慣れやす
い Kyoto-Cab 種であり、掛け合わせ、採卵が
比較的容易に行える。しかしながら、掛け合
わせた海外メダカは警戒心が強いため、異種
間のメダカで気性があわず、掛け合わせが起
こりにくかった可能性が考えられる。 

現在、稚魚期より両者を同水槽にて飼育す
ることで、互いの気性の違いを長期間に渡り
慣らしてゆくことでこの問題の解決を試みて
いる。 

(2)相同組換え頻発異常変異体を用いたスク
リーニング系の立ち上げ 

上記の通り、当初計画したスクリーニングは
想定よりも条件設定に時間がかかることが明
らかとなったため、スクリーニングコンセプ
トはそのままに異なる方法でスクリーニング
を行うための実験系を並行して確立すること
にした。 

そこで着目したのが各体細胞で相同組換え
が頻発することで、各アレルが高い確率でホ
モ接合体となるヒト常染色体劣性遺伝病であ
る。この遺伝病では、種々の不調･病態を引き
起こす。 

この原因遺伝子への変異を導入すると細胞
単位で相同組換えが誘発される。魚類ではメ
ダカでノックアウト、ゼブラフィッシュでノ
ックダウンの実験により、同様の現象が確認
されているためこれを用いたスクリーニング
系を立ち上げることにした。 

まず、この遺伝子を Cas9 系によりノックア
ウトを行い、次にこの遺伝子と相同な遺伝子
についてもノックアウトを行った。 

現在、両遺伝子を heterozygous に持つ個体
の掛け合わせを開始しており、それぞれの単
独ノックアウト、両者のダブルノックアウト
いずれの条件で一番相同組換えが引き起こさ
れるかを確認する予定である。 
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