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研究成果の概要（和文）：受精卵全能性獲得に必須の分子機序としてX染色体不活化に焦点をあてた。受精後に
精子由来X染色体は不活化され、一方卵子X染色体が優先的に働く仕組みがヒストン3の9番目リジンにメチル基が
3つ付加されていること（H3K9me3）を見出した。この非対称的なクロマチン状態を伴う刷込み型Xist遺伝子発現
パターンが乱れると着床後早期に胚性致死に陥る。致死的精子ゲノム異常を受精卵段階でのアリルスイッチング
により生仔まで生存可能であることを初めて実証した（Fukuda A, et al. Plos Genetics 2016）。卵子の全能
性獲得にはヒストン核タンパク質の化学的修飾も重要であることを見出した。

研究成果の概要（英文）：An oocyte aging is strongly related with impairing totipotency of zygote and
 X-chromosome inactivation of female embryos is partially key molecule feature on acquiring 
totipotency. We aimed to explore molecular mechanism on X-chromosome inactivation process in 
preimplantation development using mice model. An our first accomplishment showed that histone 3 
lysine 9 tri-methylation (H3K9me3) was involved in Xm (maternal X-chromosome)-Xist derepression from
 early preimplantation phases. We also found that the chromatin state at the Xist genomic locus 
became markedly condensed as oocyte growth proceeded. Xm-Xist was derepressed by chromatin 
alterations, the derepression was stably maintained and rescued paternal Xist mutational lethality, 
indicating that loss of Xm-Xist imprinting was irreversible. We propose that chromatin condensation 
and fine-tuning of Rnf12 dosage are crucial for Xist imprint maintenance by silencing Xm-Xist 
(Fukda, et al. Plos genetics 2016). 

研究分野： 幹細胞生物学
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１．研究開始当初の背景 
わが国は、出生率（合計特殊出生率）が 1.41
（2012 年）と依然非常に低い値である。一

方で、不妊症治療特に凍結・融解胚による治

療も含めた生殖補助医療（ART）享受による

出生児数は総出生児数の 2.5%（2009 年）に

もなり着実に増加している。社会のライフス

タイル変化に伴い女性の妊娠・出産時年齢が

上昇してきた昨今、ART はいかなる生殖年

齢層にも有効ではないことが明らかとなっ

ている。特に、加齢と卵子の質の低下につい

ては、社会の高い関心とともに社会問題とな

りつつある。まず、確かな基礎研究に裏打ち

された卵子に関するエビデンスを国民に提

供する必要がある。申請者は、マウス ES 細

胞を応用し加齢卵子の質に関連する分子特

性を明らかにしてきた（基盤研究 B・研究課

題番号：21390456）。 
 
２．研究の目的 

実験動物マウスを用い、着床前期胚発生と

着床周辺期の胎盤発生期までに組織学的お

よび分子発生動態的にも劇的に変動するこ

とに着目し卵子得意的な現象を切り口に分

子機序を解明していく研究を進める。卵子が

成熟する過程での DNA メチル化はと X 染色

体不活化機構との関係性を明らかにし、発生

段階での双方の発現動態を示めしていく。卵

子の全能性獲得に関与するX染色体不活化機

序の解明をすることで、不育症や加齢に伴う

卵子の質に関する分子機序を明らかにして

いくことを目指す。 
 
３．研究の方法 
受精卵（雌）の X染色体が着床するまでの

期間で精子由来細胞核優先に不活性化され、

一方で卵子由来X染色体が活性化していると

いうインプリント型のX染色体不活化機構が

卵子細胞核の X 染色体ヒストン H3 のリジン

9 番の 3 つのメチル基修飾（H3K9me3）に

よるものであることを世界で初めて見出し

た（Fukuda, et al. Nat. Comm., 2014）。ま

ず、卵子成熟過程での DNA メチル化と X 染

色体不活化機構に関し、X 染色体の一部のク

ロマチン凝縮を解析する。卵子形成期から

Xist 遺伝子発現制御領域はクロマチン凝縮

の状態であり、受精後卵子特異的に付いた

H3K9me3 により雌雄非対称性クロマチン凝

縮が成立・維持され Xist 遺伝子の発現は卵子

由来アリルで抑制され全能性獲得が達成さ

れる。胚微量サンプルに対するクロマチン解

析法を発展させていく。同時に、Xist ノック

ア ウ ト マ ウ ス を 用 い DNA-FISH, 
RNA-FISH 法を駆使し胚性致死に至るクロ

マチン動態を明らかにしていく。 
卵子の Xist 発現を抑制する「しるし

（H3K9me3）」が受精後の発生でどれだけ機

能的に働くかを検証する。そのため、Xist ノ
ックアウトマウス（変異が精子由来だと致死

性）を用い、卵子ゲノムで H3K9me3 の修飾

を解除することで致死性精子ゲノム異常を

カバーできるか検証する。 
 
４．研究成果 

卵子加齢と卵子の質の低下に関し、受精卵

の本質である全能性獲得に必須の分子機序

としてX染色体不活化に焦点をあてその分子

機序解明を目指した。技術の開発として、卵

子・受精卵に対するマイクロインジェクショ

ンによる遺伝子機能評価系と極めて少ない

細胞数でクロマチンアッセイを可能とした

embryo ChIP（eChIP）解析系を構築出来た。

そして、受精後に精子由来 X 染色体は不活化

され、一方卵子 X 染色体が優先的に働く仕組

みがヒストン 3(H3)の 9 番目のリジン(K)に
メチル基(me)が 3 つ付加されていること

（H3K9me3）を世界で初めて見出した

（Fukuda A,  et al. Nat Commun 2014）。
受精卵でのX染色体不活性化の主体的制御が

DNA メチル化ではなくヒストンコードのた

った一つの特定アミノ酸に対する化学的修

飾であることを示した。マウス単為胚作製・

サイトジェネティクス解析と eChIP 解析系

を基盤としたX染色体不活化解析方法を開発

した。卵子核では Xist 遺伝子の発現調整領域

では特異的に H3K9me3 が付加され、さらに

局所的にクロマチン凝縮を制御しているこ

とを明らかにした（ Fukuda A, et al. 
Development 2015）。受精から着床までの短

い期間で非対称的なクロマチン状態を伴う

この刷込み型 Xist 遺伝子発現パターンが乱

れると着床後早期に胚性致死に陥るため、初

期胚でのX染色体不活化制御機構の理解がい

かに重要であるかを示すものであった。 
そこで、Xist 遺伝子ノックアウトマウス系

を応用し実証した。致死的精子ゲノム異常を

受精卵段階でのアリルスイッチングにより

生仔までレスキュー可能であることを世界

で初めて実証した（図 1）（Fukuda A, et al. 
Plos Genetics 2016）。受精卵の X 染色体不活

化制御、つまり卵子の全能性獲得には DNA
メチル化以外でヒストン核タンパク質の特

定アミノ酸の化学的修飾も極めて重要であ

ることを見出した。 
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