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研究成果の概要（和文）：X染色体不活性化の維持機構に異常があると考えられたSmcHD1欠損マウスを用いて，ポリコ
ーム群タンパク質とは独立したエピジェネティック制御の維持機構について検討することを目的とした．当初，SmcHD1
は不活性X染色体の維持に関わると考えられていたが，不活性化が一旦確立した細胞で，SmcHD1を破壊しても不活性状
態は維持されることを見出した．このことから，SmcHD1は不活性化の「維持」というよりは，それを「維持」するため
に必要となるエピジェネティック状態の確立する過程で重要な役割を果たしていることが示唆された．

研究成果の概要（英文）：We attempted to study the molecular mechanism for the maintenance of epigenetic 
gene regulation by SmcHD1, which was suggested to be independent of more general polycomb group proteins. 
SmcHD1 was initially assumed to be involved in the maintenance of the inactivated X chromosome. Knockout 
of both copies of Smchd1 in embryonic fibroblasts, which stably maintain the X-inactivated state, did not 
affected genes on the inactive X, suggesting that the X-inactivated state could be maintained in the 
absence of SmcHD1. SmcHD1 may rather play a role in the process of the establishment of X-inactivation by 
creating an appropriate chromatin environment required for the maintenance, and may be dispensable for 
the maintenance once such an environment was established.

研究分野： 遺伝学

キーワード： エピジェネティクス　ヘテロクロマチン　不活性X染色体　マウス
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１．研究開始当初の背景 
蛋白質をコードする遺伝子の機能阻害がX染
色体不活性化に異常をもたらしメス特異的
に胎生致死を引き起こす唯一のものとして
SmcHD1 が知られている．SmcHD1 は N 末
端側に ATPase ドメイン，C 末端側に SMC 
hinge ドメインを持つ 250kDa ほどの蛋白質
で SMC ファミリーに属するが，その機能に
ついて分子レベルの解析は進んでいない．
Smchd1-/-のメス胚では X 染色体不活性化の
開始に目立った異常はないものの，致死とな
る妊娠中期頃までには不活性化されていた X
染色体の再活性化が認められる．この時，不
活性 X 染色体上の CpG アイランドのメチル
化レベルは野生型に比べ低下していること
から，SmcHD1 は DNA メチル化の維持に関
与していると考えられ，その機能の欠損が招
く CpG アイランドの低メチル化が再活性化
を引き起こす要因になっていると思われる．
SmcHD1 は雌雄ともに発現されているが
Smchd1-/-のオスはメスと異なり正常に誕生
することから，これが胚発生に必須な蛋白質
ではないことがわかる．しかし，おそらくい
ずれの性においても細胞機能制御に何らか
の役割を果たしていて，メスはその機能を X
染色体不活性化の維持機構に取り込んだと
推察される．このような例として，線虫で雌
雄同体（XX）とオス（XO）の双方で発現さ
れ，体細胞分裂の制御に関わる SMC ファミ
リー蛋白質の一つが雌雄同体における遺伝
子量補償にも必須な役割を果たしているこ
とが報告されている．X 染色体不活性化の機
構は細胞のエピジェネティック制御全般に
関わる機構と共通点が多いことを考えると， 
SmcHD1 の機能欠損が引き起こす不活性 X
染色体の維持機構の異常を詳細に解析する
ことは，胚発生や組織分化過程で多段階の制
御を経て確立されるエピゲノムの維持機構
やその破綻を招き得る要因の解明に寄与す
ると期待される． 
 
２．研究の目的 
多段階のプロセスからなるX染色体不活性化
は，胚発生初期に一方の X 染色体から発現す
る非コード Xist RNA がその X 染色体全体を
覆うことで開始される．その後，この Xist 
RNA を足場として様々なエピジェネティッ
ク制御因子が X 染色体へリクルートされる．
胎生期の不活性X染色体はそれらの作用によ
って段階的にエピジェネティック修飾を獲
得し，不活性状態を確立・維持していると考
えられる．いったんは不活性化される X 染色
体が発生の進行とともに再活性化されてし
まう Smchd1-/-のメス胚では，DNA メチル化
を始めとするエピジェネティック制御の維
持機構が損なわれていると予想されるが，再
活性化の程度については十分検討されてい
ない．本研究課題では，SmcHD1 欠損胚にお
いて不活性化されるX染色体のエピジェネテ
ィック修飾を正常胚の不活性X染色体と詳細

に比較し，両者の違いを明らかにすることを
目指した．CpG アイランドのメチル化レベル
の差についてはすでに報告があるが，それ以
外のエピジェネティック修飾については解
析されていないので，複数のヒストン修飾に
ついてX染色体上の分布を詳細に比較するこ
とを計画した．また，X 染色体以外にも両者
の違いがないか調べ， X 染色体不活性化以外
の機構における SmcHD1 の寄与についても
検討した．さらに，Smchd1-/-のメス胚にお
ける遺伝子発現プロファイルを野生型と比
較し，不活性 X 染色体の再活性化の程度やゲ
ノムワイドの発現異常を明らかにしようと
考えた．  
 SmcHD1 自体に着目した解析に加え，
SmcHD1 を含む蛋白質複合体についても解
析を行った．私たちはこれまで SmcHD1 と
相互作用する蛋白質の単離と同定を試みて
きた．その結果，既にいくつかの候補因子が
得られており，それらが実際に SmcHD1 と
機能的な蛋白質複合体を形成し， X 染色体不
活性化の維持に寄与しているか調べるも計
画した．SmcHD1 およびこれと相互作用する
因子がX染色体のエピジェネティクス制御の
維持にどのような役割を果たしているか知
るためには，ノックアウトやノックダウンに
よる機能阻害のほか，機能阻害後に野生型や
変異型のトランスジーンを導入するレスキ
ュー実験や生化学的な解析が重要と考えら
れる．このような解析を通して，DNA メチ
ル化やヒストン修飾によってもたらされる
ク ロ マ チ ン 機 能 の 質 的 変 化 の 維 持 に
SmcHD1 とその共役因子がどのような役割
を果たしているか明らかにすることを目的
とした． 
 
３．研究の方法 
オーストラリア Walter & Eliza Hall, 
Institute of Medical Research の Marnie 
Blewitt 博士より分与を受けた点突然変異に
より SmcHD1 の機能が完全に失われた
SmcHD1 欠損マウス胚における X 染色体不
活性化の異常を RNA-FISH によって調べる
とともに，メスのマウスが致死となる直接的
な原因について組織学的標本を作製し詳細
に調べた．また，胚での解析が難しい場合は，
機能欠損胚より作製した胚線維芽細胞
（MEF），栄養膜幹（TS）細胞，あるいは胚
性幹（ES）細胞樹立し，解析に用いた．さら
に SmcHD1 欠損マウスと我々がこれまでの
研究で作製した Xist 機能欠損マウス，および
モロシヌス亜種の JF1 系統マウスを適切に
交配することで SmcHD1 のホモ欠損と同時
に JF1 系統に由来する X 染色体がもっぱら
不活性化された MEF を用意し，アレル特異
的な発現解析やクロマチン解析を行った． 
 
４．研究成果 
胚発生過程で，いったんは不活性化される X
染色体が発生の進行とともに再活性化され



てしまう Smchd1-/-のメス胚では，DNA メチ
ル化を始めとするエピジェネティック制御
の維持機構が損なわれていると考えられた．
本研究課題では，クロマチン機能の質的変化
の維持にSmchd1とその共役因子がどのよう
な役割を果たしているか明らかにすること
を目的として研究に着手した．SmcHD1 欠損
を持つメスはオスより早い段階で致死とな
ることから，X 染色体不活性化の異常が指摘
されていたが，致死となる直接的な原因につ
いてはこれまで十分な解析がされていなか
った．我々は，妊娠中期以降の胎児および胎
盤の組織学的解析を行った結果，致死となる
時期までにメスの胎盤では巨大栄養膜細胞
の数が著しく減少していることを見出した．
これは，以前我々が報告している Xist の部分
的機能欠損を持つ胎児の胎盤で観察された
異常とよく似ていた．そこで，この Xist 変異
と SmcHD1 の関連を検討するため，この変
異を持つ栄養膜幹（TS）細胞で SmcHD1 の
局在を免疫染色により調べたが，顕著な異常
は認められず，両者の間に直接的な因果関連
はないと判断した．これらの解析から，
SmcHD1 欠損胚のメスが早期に致死となる
直接の原因は胎盤における巨大栄養膜細胞
の欠如であると結論付けられた．また，巨大
栄養膜細胞は不活性X染色体の維持の異常に
よる X 連鎖遺伝子の再活性化に，より感受性
が高いことも示唆された． 

SmcHD1 欠損マウスにおける不活性 X 染
色体のエピジェネティックな状態を調べる
ために，13.5 日胎児に由来する胚線維芽細胞
（MEF）を用いて，様々なヒストン修飾
（ H3K27me4 ， H3K9me2 ， H3K9me3 ，
H4K20me1，H2aK119ub1，H4Ac）の免疫
染色を行った．その結果，意外なことにいず
れのヒストン修飾についても SmcHD1 欠損
MEF と野生型の MEF との間に有意な差が
見いだされなかった．しかし，不活性 X 染色
体の特徴の一つであるS期後期に限定される
DNA 複製について調べたところ，SmcHD1
欠損 MEF では 60-70%の細胞で 2 本の X 染
色体がいずれも典型的な活性X染色体の複製
パターンを示していた．これが，不活性 X 染
色体の再活性化の原因か結果は不明である
が，SmcHD1 の欠損がもたらす影響の一つと
考えられた． 

SmcHD1欠損胚から調製したMEFにおい
ては，不活性 X 染色体に集積することが知ら
れるヒストン修飾が免疫染色で観察限り，正
常胚の不活性X染色体と区別がつかなかった
が， SmcHD1 欠損胚における再活性化した
X 染色体のクロマチン状態を理解するために
は，より詳細な解析が必要と考え，ヒストン
H3K27me3，H3K9me3，SmcHD1 及びその
相互作用因子である Hbix1 に対する特異抗
体用いて，ChIP-seq を行った．その結果，
SmcHD1 欠損 MEF と野生型の MEF の間で
免疫染色では区別できないような局所的な
差異が一部に見出された． 

 SmcHD1 欠損が招く再活性化がどの程度
の規模で起きているか詳細に知るため，
RNA-seq を行った．解析には不活性化される
X 染色体が一方に限定されるよう細工すると
ともに，2 本の X 染色体を塩基多型で区別で
きる亜種間雑種の胚より調製した MEF をを
用いた．この場合，活性 X 染色体と不活性 X
染色体それぞれに由来する転写産物を塩基
多型で区別することができることになる．そ
の結果，従来考えられていたよりも多くの遺
伝子が不活性Ｘ染色体から発現しているこ
とがわかってきた．これはアレル特異的に遺
伝子発現を解析することによって，以前行わ
れたマイクロアレイを用いた解析に比べ高
い解像度で解析することができたためと考
えられる．さらに不活性 X 染色体の維持にお
ける SmcHD1 の重要性を評価するため，
CRISPR-Cas9によりMEFで SmcHD1の機
能を阻害しその影響を調べた．こうした解析
から得られた結果を基に，現在成果発表の準
備を進めている． 
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