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研究成果の概要（和文）：メダカ初期胚において、転写因子結合部位の動態を記載することができた。特に、受
精後の胚性遺伝子活性化が起こる時期にオープンクロマチン領域が出現することを示した。この過程において、
受精後、オープンクロマチンが生じるのとほぼ同時にクロマチンの3次元構造の一つであるコンパートメントと
呼ばれる転写の活性状態と抑制状態を反映するMbスケールの構造が形成されることが明らかになった。ATAC-seq
により得られたオープンクロマチン領域とクロマチン３次元構造データを比較解析した結果、これらオープンク
ロマチンがクロマチンのコンパートメント構造と密接に関連していることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：In this study, we investigated the dynamics of chromatin accessibility 
during medaka early embryogenesis using ATAC-seq. We found that the accessible chromatin emerges 
genome-wide during this period. Furthermore, we found that chromatin three-dimensional structure 
greatly changes during the embryogenesis. Importantly, the pattern of accessible and closed 
chromatin appeared almost simultaneously with A/B compartments. 

研究分野： エピジェネティクス

キーワード： クロマチン　脊椎動物　リプログラミング

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
脊椎動物の発生の初期段階において、受精卵はリプログラミングを受け、分化多能性を持つ細胞集団（胞胚期）
を作る。この過程において、親から受け継いだクロマチンのエピジェネティック修飾パターンは、多能性細胞の
転写状態を制御するためのパターンに戻される。DNAメチル化やヒストン修飾については受精直後の動態が明ら
かにされつつあるが、それを制御すると考えられる転写因子のクロマチンへの結合動態については、初期胚の細
胞数の少なさなどの問題から解析されていなかった。本研究によって得られた結果は、リプログラミング過程の
クロマチン動態を記載したもので、分化多能性の制御機構の理解につながる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
脊椎動物の発生の初期段階において、受精卵はリプログラミングを受け、分化多能性を持つ細
胞集団（胞胚期）を作る。この過程において、親から受け継いだクロマチンのエピジェネティ
ック修飾パターンは、多能性細胞の転写状態を制御するためのパターンに戻される。DNA メ
チル化やヒストン修飾については受精直後の動態が明らかにされつつあるが、それを制御する
と考えられる転写因子のクロマチンへの結合動態については、初期胚の細胞数の少なさなどの
問題から解析されていなかった。 
 
２．研究の目的 
本研究は転写因子の結合を少数細胞から網羅的に解析できる ATAC-seq と、受精直後の胚を大
量に得られるメダカを用いることで、今まで未知であった胞胚期以前の転写因子結合動態を記
載し、クロマチンのリプログラミングの転写因子による制御機構を解明することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
本研究では、受精直後（１細胞期）から胞胚期までの間に段階的に ATAC-seq を行うことで、
いつどの領域のクロマチンが開き、どの塩基配列がタンパク質によって結合されるかを網羅的
に同定する。さらに、クロマチン３次元構造情報と比較解析することで、転写因子の結合動態
のリプログラミング機構について考察する。 
 
４．研究成果 
メダカ初期胚において、転写因子結合部位を同定することができた。特に、受精後の胚性遺伝
子活性化が起こる時期にオープンクロマチン領域が出現することを示した。この過程において、
クロマチンの３次元構造も大きく変化するのではないかと考えた。クロマチン高次構造の変化
と転写因子結合動態の関連を明らかにするために、メダカの胚性ゲノム活性化過程において３
次元の接触情報を Hi-C 法により収集した。その結果、体細胞で見られる階層的なクロマチンの
３次元構造が胚性ゲノム活性化以前は存在せず、胚性ゲノム活性化と同時に確立されることが
明らかになった（図 1）。特に、受精後、オープンクロマチンが生じるのとほぼ同時にクロマチ
ンの 3 次元構造の一つであるコンパートメントと呼ばれる転写の活性状態と抑制状態を反映す
る Mbスケールの構造が形成されることが明らかになった。 

図 1. メダカ胚性ゲノム活性化過程におけるクロマチン３次元接触情報マップ（Hi-C）とオープンクロマチ

ン（ATAC-seq）。発生初期（stage 9）では特異的な接触は起きていないが、発生が進むにつれて Mb スケ

ールの特異的な構造パターンが形成されていく。 



ATAC-seq により得られたオープンクロマチン領域とクロマチン３次元構造データを比較解析
した結果、これらオープンクロマチンがクロマチンのコンパートメント構造と密接に関連して
いることを明らかにした（図1）。一方で、オープンクロマチンが形成された胞胚期においては
まだクロマチンのループ構造ができていないことも明らかになった。ループ構造は、胞胚期よ
りも後の原腸形成期形成されるが、インシュレータータンパク質である CTCFはそのループの基
部に胞胚期よりも以前から結合していることを明らかにした。以上により、初期胚のリプログ
ラミング過程における転写因子結合動態を記載し、それとクロマチン 3 次元構造動態との関連
を明らかにした。 
 
さらに、初期胚におけるクロマチンリプログラミング過程におけるオープンクロマチンへのヒ
ストン修飾の影響を検証する目的で、ヒストン修飾の編集技術の確立を行った。特に、メダカ
受精卵における抑制型ヒストン修飾（H3K27me3）の付加技術を確立した。生体（in vivo）にお
ける H3K27me3の編集は本研究が初である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図2. メダカ胚におけるH3K27me3の編集技術の確立。(a) H3K27me3編集のためのコンストラクト。(b) 実

験概要。(c) ターゲット遺伝子周辺のエピジェネティック情報。(d) FLAG 抗体による ChIP。(e) H3K27m3

抗体による ChIP。(f) ターゲット遺伝子の発現量。 
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