
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１４４０１

挑戦的萌芽研究

2015～2013

転写伸長機構を介したDNAメチル化機構の解明

DNA methylation coupled with transcription elongation machinery

６０３７８８９１研究者番号：

木村　博信（Kimura, Hironobu）

大阪大学・たんぱく質研究所・助教

研究期間：

２５６５０００７

平成 年 月 日現在２８   ６   ４

円     3,000,000

研究成果の概要（和文）：次世代シーケンサーを用いた解析により、転写活性の高い遺伝子のgene bodyが高メチル化
状態になっていることが明らかになっている。本研究計画は、DNAメチル化機構と転写伸長機構が、どのようにしてDNA
メチル化模様形成に関わっているのかを明らかにすることを目的にした。その結果、1.細胞内においてDnmt3aとRpb1は
結合していること、2.転写が活性化している遺伝子のgene bodyにおいて、Dnmt3a、Rpb1とH3K36me3が存在しているこ
と、3. Dnmt3a およびDnmt3bの両方がgene bodyのDNAメチル化に関与していることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Recent whole genome bisulfite sequencing analysis with next generation sequencer 
reveals that DNA methylation exist not only at promoter, but also at gene bodies of highly transcribed 
genes. Previously, I purified the Dnmt3a complex from mouse embryonic stem cell (mESC), and found that 
Rpb1 and Supt6h, which are components of transcriptional elongation machinery, were co-purified with 
Dnmt3a. To elucidate the mechanism underling in the gene body methylation, I focused in an interaction of 
Dnmt3a and transcriptional elongation machinery. I found that (1) Dnmt3a and Rpb1 bound in mESC, NIH3T3 
and N1E115, (2) Dnmt3a localized on gene body of Atp5b gene, which is highly transcribed in mESC, in the 
same manner with the elongating Rpb1 (phosphorylated CTD-Ser2) and H3K36me3, (3) both of Dnmt3a and 
Dnmt3b contributed on the gene body methylation.

研究分野： エピジェネティクス

キーワード： DNAメチル化　転写伸長

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 高等動物では、受精卵が個体を形成する
様々な組織の細胞へと分化していくために
は、塩基配列に書き込まれた配列情報の他に、
DNA メチル化やヒストンの修飾など、エピ
ジェネティックと呼ばれる可逆的な遺伝情
報制御機構が必須である。一般に DNA メチ
ル化は DNA の修飾を介して遺伝子の発現抑
制にかかわり、胚発生や細胞分化に決定的な
役割を担うことが知られている。 
私は DNA メチル化模様形成機構を明らかに
する目的で、新規にメチル基を導入する活性
をもつ Dnmt3a とともに精製されるタンパ
ク質を質量分析法により探索・同定している。
DNA メチル化の転写抑制機能から予想され
るように、転写抑制因子 Trim28（KAP1）や
モノユビキチン化ヒストン H2A などを同定
した。しかし驚いたことに、RPB1 と Supt6h
という、転写伸長にかかわる因子を高いスコ
アで同定した。RPB1 は RNA ポリメラーゼ
II を構成するサブユニットの一つであり、
Supt6h は RPB1 と結合する転写促進因子で
ある。DNA メチル化は必ずしも転写抑制と
リンクしているわけではなく、転写が活性化
した遺伝子の gene body に DNA メチル化が
高密度で存在することも報告されている
（Hellman and Chess, Science 2007; Ball 
et al, Nature Biotechnol 2009; Wu et al, 
Science 2010）。一方、DNA メチル化酵素の
Dnmt3a の PWWP ドメインは転写伸長促進
に関わるヒストン H3 の 36 番目のリシンの
トリメチル化（H3K36me3）を認識すること
が報告されている(Dhayalan et al, J Biol 
Chem 2010)。この報告は H3K36me3 が
Dnmt3a をリクルートして gene body メチル
化を行っていることを想像させる。しかし、
H3K36 メチル化酵素のノックダウンによっ
て gene bodyのメチル化状態には大きな変化
が見られない（Hahn et al, PLoS One 2011）
など、話はそれほど単純ではない。おそらく、
転写が活性化された遺伝子の gene bodyメチ
ル化は Dnmt3a の PWWP ドメインによる
H3K36me3 の認識とは別経路で制御されて
いると考えられる。 
 
２．研究の目的 
一般に高等真核生物のゲノムのメチル化修
飾は遺伝情報発現に抑制的に働く“エピジェ
ネティック”要因の一つであり、高等動植物
では発生・分化に重要な役割を果たすとされ
る。ところが、次世代シーケンサーによる網
羅的解析により、転写が活性化された遺伝子
の gene body（遺伝子内領域）が高密度でメ
チル化されていることが報告されている。こ
の gene body の DNA メチル化の機能は不明
であり、また、そのメチル化機構についても
よくわかっていない。 
本研究計画では、gene body の DNA メチル
化模様がどのように形成されるのかを明ら
かにすることを目的とする。 

 
３．研究の方法 
（１）Dnmt3a と Rpb1 および Supt6h の結合 
 全細胞抽出液を用いて、抗 Dnmt3a 抗体、
抗 Rpb1 抗体および抗 Supt6h 抗体で免疫沈降
法により、結合を確認した。また、RNA の関
与がないことを、RNase を免疫沈降時に加え、
確認した。 
（２）DNA メチル化データの解析 
既報の RNA-seq データ（GSM1177739）とメチ
ロームデータ（GSM1027571）を用いて、候補
遺伝子の抽出をおこなった。遺伝子全長が
1kb 以上の遺伝子で、mESC で発現が高い遺伝
子（Top200）について、gene body のメチル
化状態を解析した。 
（３）Atp5b 遺伝子 gene body における DNA
メチル化状態の解析 
細胞からゲノムを抽出し、MBD pulldown 
assay およびバイサルファイトシーケンシン
グ法を用いて解析をおこなった。 
（４）Atp5b遺伝子gene bodyにおけるDnmt3a
および Rpb1 の局在 
抗 Dnmt3a 抗体、抗 Rpb1-ser2 抗体、抗
H3K36me3 抗体を用いて、クロマチン免疫沈降
法により、Atp5b 遺伝子 gene body における
Dnmt3a、Rpb1 および H3K36me3 の局在を調べ
た。 
 
４．研究成果 
（１）Rpb1 と dnmt3a の結合 
 先行研究により、Dnmt3a と相互作用する蛋
白質の網羅的解析により、転写身長因子であ
る Rpb1 と Supt6h が同定された。そこで、マ
ウス ES 細胞（mESC）を用いて、Rpb1 と Supt6h
が Dnmt3a と結合をするのかを確認した。そ
の結果、Rpb1 と Dnmt3a が mESC 内で結合して
いることが明らかになった。一方、Supt6h の
結合は確認できなかった。以降、Rpb1 の結合
について詳細に調べることにした。 
 他の培養細胞（NIH3T3, N1E115）でも、mESC
と同様、Rpb1とDnmt3aの結合が確認できた。
このことから、細胞種に関係なく Dnmt3a と
Rpb1 は結合している可能性が示唆された。 
（２）gene body における DNA メチル化 
 Dnmt3aが Rpb1と協調してgene bodyの DNA
メチル化に関与しているかを調べるために、
クロマチン免疫沈降を用いて、クロマチン上
で共局在するのかを調べた。まず、mESC の
DNA メチル化データより、gene body の DNA
メチル化を受けている遺伝子の同定をおこ
なった。転写活性の高い上位 200 遺伝子にお
ける DNA メチル化状態を抽出したところ、こ
れまでの報告通り、3’側にかけて DNA メチ
ル化が高くなっていた。これらの遺伝子の中
から、Atp5b遺伝子に注目した。まず、Atp5b
遺伝子内の DNA メチル化状態を確認した。そ
の結果、調べたエキソン６およびエキソン 8
付近でメチル化状態が高く、転写開始点およ
び転写終結点では、ほとんど DNA メチル化は
確認できなかった。 



（３）Atp5b遺伝子gene bodyにおけるDnmt3a
と Rpb1 の局在 
 Atp5b 遺伝子 gene body における DNA メチ
ル化に Dnmt3a および Rpb1 が関与しているの
かを明らかにするためにクロマチン免疫沈
降法を用いて調べた。Dnmt3a は、転写開始点
で最も少なく、3’側に進むにつれて高いこ
とが明らかになった。Rpb1 の局在は、CTD 領
域のリン酸化によって異なることが明らか
になっている。転写伸長中の Rpb1 は CTD 領
域の Ser2 がリン酸化されている。そこで、
Ser2 のリン酸化を特異的に認識する抗体を
用いて調べたとこところ、Dnmt3a と同様に、
転写開始点で最も低く、3’側に進むにつれ
て高かった。さらに、転写伸長中のエピジェ
ネティクスマーカーである Histone H3K36 の
トリメチル化について調べたところ、Dnmt3a、
Rpb1 と同様に、転写開始点で最も低く、3’
側に進むにつれて高かいことが明らかにな
った。 
（４）Atp5b 遺伝子 gene body における DNA
メチル化に関わる Dnmt の同定 
 これまでの報告から、Dnmt3aおよび Dnmt3b
を欠損した mESC では gene body の DNA メチ
ル化が消失することが明らかになっている。
そこで、gene body の DNA メチル化に関与す
る Dnmt3 を同定するために、Dnmt3a 欠損 mESC
および Dnmt3b 欠損 mESC を用いて、Atp5b 遺
伝子 gene body における DNA メチル化状態を
調べた。これまでの報告と同様に、Dnmt3a お
よび Dnmt3b の両方を欠損した mESC では、DNA
メチル化は消失していた。一方、Dnmt3a 欠損
mESC および Dnmt3b 欠損 mESC では、約 50％
に低下していた。この結果から、mESC におけ
る gene body の DNA メチル化は、Dnmt3a およ
び Dnmt3b の両方が関与していることが明ら
かになった。 
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