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研究成果の概要（和文）：生殖細胞は全能性を維持するために発生過程において体細胞と分離し続けなければならない
。そのために胚発生のある時期に体細胞のプログラムを動かさないよう全ての遺伝子発現を抑制する。本申請では、こ
の遺伝子発現抑制をコントロールする因子を脊索動物マボヤで同定し、どのような仕組みで抑制を行っているのかを明
らかにした。その結果驚くべきことに、この因子自体はホヤ特有のものであるにもかかわらず、抑制の仕組みはハエや
線虫と同じであることがわかった。これは、進化の過程で動物種を超えて抑制の仕組みは変えられない強い拘束が働い
ていることを示しており、生殖細胞の特徴の１つを明らかにしたといえる。

研究成果の概要（英文）：Suppression of zygotic transcription in early embryonic germline cells is tightly 
linked to its separation from the somatic lineage. Many invertebrate embryos utilize localized maternal fa
ctors that are successively inherited by the germline cells for silencing the germline. Germline quiescenc
e has also been associated with the underphosphorylation of Ser2 of RNA polymerase II. Using an ascidian H
alocynthia roretzi, we identified a first deuterostome example of a maternally localized factor, PEM, whic
h represses germline transcription through Ser2 underphosphorylation. Our results suggest that non-homolog
ous proteins, PEM, Pgc of Drosophila, and PIE-1 of C. elegans, repress germline gene expression through an
alogous functions: by keeping Ser2 underphosphorylated through binding to the P-TEFb complex, a kinase tha
t phosphorylates Ser2. The present study provides an interesting example of evolutionary constraint on how
 a mechanism of germline silencing can evolve in diverse animals.
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１．研究開始当初の背景 
生殖細胞は全能性を維持するとともに、世

代を超えて生き続ける特殊な性質を持つ。こ
のような生殖細胞が発生過程中にどのよう
に形成されるのか、その制御機構については
限られた動物種においてのみ研究がなされ
ている。申請者は最近、脊索動物マボヤ初期
胚において母性局在因子 posterior end mark 
(PEM)が、将来生殖細胞を作る生殖細胞系列
において転写抑制に関わるという、ショウジ
ョウバエの Pgc、Gcl、線虫の PIE-1 に次ぐ新
口動物では初めてとなる重要母性局在因子
の発見をした。生殖細胞系列における転写抑
制は、体細胞の運命決定に関わる様々な遺伝
子が生殖細胞で発現しないようにすること
で生殖細胞における全能性の維持に貢献し、
生殖細胞形成の根幹に関わることが知られ
る。したがってこの発見を足掛かりにして、
これまであまり解析がなされてこなかった
新口動物種における生殖細胞系列での転写
抑制機構を明らかにし、生殖細胞を特徴づけ
る発生初期の転写抑制機構について、動物界
全体にわたった抑制機構の全体像に迫れる
と考えた。 
 
２．研究の目的 
生殖細胞が発生過程中にどのように形成

されるのか、その機構を明らかにするのが
本研究の目的である。特に本研究では、生
殖細胞系列が体細胞と分離し性質を異にす
るために重要な役割を果たす、生殖細胞系
列における遺伝子発現の抑制機構に着目し、
脊索動物マボヤ胚を用いて、PEM がどのよ
うに生殖細胞系列での転写抑制を引き起こ
すのかそのタンパク質レベルでの機構を明
らかにし、他種での既知の機構と比較する。 
また、生殖細胞を特徴づける転写抑制以

外の機能についても PEM により制御されて
いるのかを調べ、PEM がホヤ生殖細胞形成
において統括的な役割を果たすか否かを確
かめることも目的とする。 
 
３．研究の方法 
（１）PEM がどのように転写抑制を行うのか
その分子機構を明らかにする。特に着目すべ
き点は、PEM の C末端に存在する WRPW 配列の
関与である。この配列は他の系で転写抑制因
子である Groucho タンパクをリクルートし、
転写抑制に関わることが知られる。また、シ
ョウジョウバエの Pgcや線虫の PIE-1 で明ら
かにされているように RNA polymerase II の
リン酸化制御を介して転写抑制を行ってい
るかどうか調べる。 
（２）次に PEM による転写抑制の解除および
生殖細胞系列での胚性遺伝子発現機構を明
らかにする。まずは基本的な情報として、胚
性遺伝子発現がいつ開始するのか明らかに
する。つづいて、転写抑制の解除が PEM のタ
ンパク量の減少に伴って起こるものなのか、
それともショウジョウバエの Pgc や線虫の

PIE-1 の例で知られるように、これら因子の
タンパク量が減少しても別の抑制機構に受
け継がれるのかを明らかにする。さらに、PEM
タンパク質の減少や別の抑制機構に関わる
因子や、胚性遺伝子発現を促す転写因子等が、
これまで機能未知であったマボヤ母性局在
因子の中に存在するのかどうかを機能阻害
実験等により確かめる。 
 
４．研究成果 
本研究ではまず、PEMがどのようにして転写

を抑制するのかについての分子機構を詳細に
調べたところ、以下のようなことを明らかに
した。すなわち、PEMはpTEFbと呼ばれるタン
パ ク 複 合 体 と の 結 合 を 介 し て 、 RNA 
polymerase IIのリン酸化、および転写伸長を
抑えることで、生殖細胞系列の転写をグロー
バルに抑制することを示した。この分子機構
は、ショウジョウバエや線虫で知られる機構
と同様で、ショウジョウの近縁種にのみ存在
する母性局在因子Pgcと、線虫の近縁種にのみ
存在するPIE-1も、pTEFb複合体に結合し、RNA 
polymerase IIのリン酸化を抑制することが
知られる。興味深いことに、PEMもホヤにユニ
ークな因子であることから、ハエ、線虫、ホ
ヤを含めた幅広い種で、それぞれにユニーク
な母性局在因子が、pTEFbを介したRNA 
polymerase IIのリン酸化の抑制という共通
の機構で生殖細胞系列での転写を制御するこ
とが示唆された。このことは、進化上、生殖
細胞系列での転写抑制機構に機能的拘束が働
いていたことを示唆する重要な発見であり、
この成果は、Current Biology誌に掲載された。
VasaやNanosといった生殖細胞形成に必須の
遺伝子産物をリクルートすることで生殖質の
形成を促すハエのOskarやゼブラフィッシュ
のBucky ballも進化的に新しい因子であり、
種を超えて共通で、かつ必須なイベントが、
進化的には最近生じた種に固有な因子によっ
て制御されるという制御機構は、生殖系列に
特徴的な性質なのかもしれない。 
また、PEMのC末部分のWRPW配列に関しては、

わずかではあるが転写抑制への関与が認めら
れた。 
つづいて、生殖細胞系列における一連の転

写制御機構を明らかにするために、これまで
明らかにしてきたPEMによる転写抑制がどの
ように解除されて、どのように生殖細胞形成
に重要な胚性遺伝子発現が開始するのかを理
解することを目的に研究を行った。様々な動
物種で生殖細胞系列における転写抑制機構の
解析は行われているが、その解除および胚性
遺伝子発現機構についてはほとんど調べられ
ていない。解析の結果、（１）中期原腸胚期
に胚性遺伝子発現が開始すること、（２）発
生に伴ったPEMタンパクの減少が胚性遺伝子
発現開始に必要かつ十分であることを明らか
にした。さらにPEMタンパクの減少を制御する
と考えられる母性局在因子ZF-1を同定し、
ZF-1のない環境下では、本来の胚性遺伝子発



現の開始時期には遺伝子発現が見られないこ
と、発生に伴ったPEMタンパクの減少が遅延す
ることを明らかにした。 
以上のように、マボヤ初期胚では複数の母

性局在因子により生殖細胞系列における転写
が制御されていることを明らかにしたが、機
能未知の母性局在因子はまだ存在し、これら
因子が生殖細胞系列形成にどのように関わる
のか明らかにすることが今後重要になってく
ると考えられる。 
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