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研究成果の概要（和文）：哺乳類発生ではノード繊毛の運動が作り出す左向きの水流が将来の左右を決定する。
この繊毛は時計回りに回転運動するがその角速度は左右非対称である。これが粘性抵抗による受動的なものか、
繊毛構造に基づく能動的なものなのか、左右性の起源という観点から興味ある問題である。そこで繊毛基部にあ
る基底小体の方向性を、そのマーカーとされるODF2の局在を調べることで決定しようとした。しかしODF2の局在
が予想外のパターンを示したため所期の目的は達せられなかった。一方、母娘中心子の方向性に関してはランダ
ムで、上記の粘性抵抗説を弱いながら支持する結果が得られた。

研究成果の概要（英文）：In mammalian development, leftward fluid flow generated by nodal cilia is 
crucial to future left-right asymmetry. The cilia beat in rotational pattern with different angular 
velocity between leftward and rightward phases, and the cause of the difference is not determined, 
manifestation of viscous resistance or active control based on the ciliary structure. That’s why we
 tried to find out circumferential orientation of the cilia, by determining basal foot and 
mother/daughter centrioles at the base of the cilia. Unfortunately, the reported marker of basal 
foot, ODF2, exhibited unexpected staining pattern and we couldn’t determine their exact 
orientation, while the orientation of the two centrioles (mother or daughter) seemed random, 
suggesting the viscous resistance model.

研究分野： 発生生物学
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１．研究開始当初の背景 
哺乳類の発生における左右性は、マウスでは

発生 7.5日に一時的に作られるノードと呼ば
れる構造において、一次繊毛が時計回りに回

転運動し、左向きの水流を作ることによって

決まる。この回転運動は、中心軸が細胞表面

に対して垂直ではなく胚後方に傾いている

ことで左向きの水流を発生させることがわ

かっている(Okada et al, 2005; Nonaka et al, 
2005)が、同時に、繊毛が左に向かう瞬間と
右に向かう瞬間で角速度が変わる。左に速く

右に遅いというパターンを示す。このパター

ンが、繊毛が受ける粘性抵抗の結果にすぎな

いとすれば、ノードの細胞自身は左右の極性

を持たず、左右非対称は繊毛のキラリティー

と背腹軸・頭尾軸の非対称から de novoに生
まれると考えることができる。しかし能動的

な繊毛打パターンとして水流の生成に大き

く関わっていることを示唆する報告もある

（Takamatsu, 2012）。もしこちらの主張が
正しいなら、非対称の起源はより手前に遡る

ことになる。 
 
２．研究の目的 
研究背景で述べた説のどちらが正しいか検

証するために、ノードの繊毛構造に何らかの

左右非対称が存在するか調べることにした。 
 
一般的な鞭打ち運動をする繊毛には基部の

基底小体に basal footと呼ばれる突起がひと
つ付属しており、その方向は繊毛の有効打の

向きと一致することが知られている。一方で、

一次繊毛には basal footが複数あることが知
られており、ノード細胞には以前調べた限り

2 個あった。そこで、basal foot の方向を指
標にすることにした。 
つまり、マウス胚ノードの全体において、繊

毛の円周方向極性と体軸との関係を見出す

ことを企図した。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
３．研究の方法 
研究開始時には SBF-SEM（シリアルブロッ
ク連続切片走査電顕法）によってノード全体

の basal foot の方向性を調べることを計画
し、この技術に詳しい生理学研究所の村田和

義博士と打ち合わせ、さらにトレーニングコ

ースを受講して実験方法を習得した。しかし

その結果わかったことは、基本的に現行の

SBF-SEM で行われているのは膜構造をよく
可視化するための染色方法であり、微小管等

の構造を見るにはあまり向いていない、とい

うことだった。 
 
そこで、超解像光学顕微鏡と抗体染色を組み

合わせる方法に変更した。顕微鏡メーカー各

社は 100 nm程度の分解能を持つ超解像顕微
鏡を販売していて、この分解能だと基底小体

のどちら側に basal foot があるかを知るこ
とがぎりぎり可能である。ちょうど好都合な

ことに、各社のデモや近隣の研究室に導入さ

れた製品を利用することができた。 
 
ノード繊毛の基部にある基底小体は細胞の

中心体と共通であり、中心体は母娘 2個の中
心子を持つが、一次繊毛は母中心子からのみ

生えることがわかっている。そこで母娘中心

子と basal foot をそれぞれγ -tubulin と
ODF2といったマーカーで抗体染色し、超解
像共焦点顕微鏡で観察した。 
	 

４．研究成果	 

(1)	 過去に撮った電顕写真から basal footは
母中心子にのみ見られると考えていたが、予

想外なことに、多数の細胞を観察すると多く

の場合、ODF2交代のシグナルは母中心子に
も娘中心子にもみられることがわかった。つ

まり研究計画の前提である、basal footの位
置から繊毛の円周方向極性の情報を取り出

すというスキームが崩れてしまった。念のた

め basal footに局在するという文献報告のあ
る他のタンパク質、centrin-1、galectin、ε
-tubulinについても抗体染色を行ったが、こ
れらは basal footらしき染色パターンは見い
だせなかった。結局、basal footの向きから
繊毛の周縁方向極性を見出すことはできな

かった。ただし、使用した抗体など技術的な

問題によって、抗体のシグナルが正しく
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Figure 4. Absence of the Nodal Cilia in kif3 B2/2 Embryos
(A–D) Scanning electron micrographs of wild-type (A and C) and kif3 B2/2 embryos (B and D) at 7.5 dpc. (C) and (D) are at a higher magnification
to clarify the aciliary phenotype. Direction of the node in the embryo is indicated (A, anterior; P, posterior; L, left; R, right). The shape of the
node is triangular and tapers toward the anterior end (A and B). Each of the nodal cells possesses a single cilium (arrows, [C]). These cilia
were absent (D) in the node of kif3 B2/2 embryos.
(E–H) Transmission electron micrographs of the nodal cells of a wild-type (E and F) and a kif3 B2/2 embryo (G and H). The wild-type nodal
cells have the cilia (E) with an accessory centriole perpendicular to the basal body (arrowhead, [E]) and a 910 microtubule arrangement (F).
In kif3 B2/2 embryos, the cilia were absent, but the basal bodies were present (G and H).

KIF3B mutants were somewhat similar to those of the the nodal cilia with both light and electron microscopic
analyses (Figure 5). Furthermore, its disruption arrestedspontaneous mouse mutant no turning (nt) (Melloy et

al., 1998). In this study we focused on the relationship ciliogenesis, leaving only the basal bodies (Figure 4).
Previous reports on KIF3 family proteins in other organ-between the ciliary defect and the randomized L–R

asymmetry phenotype. isms (reviewed in Hirokawa, 1998) suggest that they
are involved in intraflagellar or intraciliary transport. ForThe expression of the lefty-2 gene in kif3 B2/2 embryos

was either bilateral (Figure 3B) or suppressed (data not instance, Chlamydomonas ortholog FLA10 protein trans-
ports large protein complexes along the outer doubletshown). This result indicates that KIF3B is committed

to an event earlier than lefty-2 in the establishment of microtubules just below the plasma membrane and de-
the L–R asymmetry. This alteration of lefty-2 expression livers some flagellar components toward the tips where
pattern seems to bedue to a nodal defect, as this pattern they are integrated (Cole et al., 1998). Our present data
was similar to that observed in the HNF3b mutant mice, suggest that KIF3B is involved in a similar transport
which lack a definitive node and notochord (Dufort et mechanism.
al., 1998). Although the importance of the notochord as a
“midline barrier” has been suggested in L–R asymmetry
establishment (reviewed by Harvey, 1998), the noto- Vortical Movement of Primary Cilia in the Node
chord, as well as other regions in the body, looked nor- Another novel finding regarding the nodal cilia was their
mal in the KIF3B mutants at 8.5 dpc by our preliminary vortical motion (Figure 6B). Their structural features
histological analysis (data not shown). In iv/iv mutants, such as the 910 arrangement of the microtubules (Fig-
lefty-2 is expressed in either single side (Meno et al., ure 4F) and basal diplosomes (Figure 4E) fit the criteria
1996). This L–R anomaly also seems to be derived from of primary cilia, which have generally been considered
some nodal dysfunction, as the responsible lrd gene is to be immotile. A rare exception is the solitary cilia of
exclusively expressed in the node (Supp et al., 1997). immature rabbit oviductal epithelium (Odor and Blandau,

1985). Theywere reported to bemotile, while theirmicro-
tubules are heterogeneous with either 910 or 912 ar-KIF3B Is Essential for Ciliogenesis
rangement. Thus, the nodal cilia are one of the firstIn the present study, we show one of the first pieces of
definite examples of motile primary cilia. This findingevidence that mouse KIF3B is involved in ciliogenesis
will stimulate reconsideration of the motility of primaryin a similar way to its putative counterparts in other

organisms. We have shown the localization of KIF3B in cilia through actual examination of the motility.

図１：ノード繊毛の
basal	 foot は２個ある	 



basal footの分布を反映していない可能性は
残されている。これについては、今後もより

追求して、具体的には ODF2の他の抗体によ
る染色、あるいは当初計画していた

SBF-SEM によって微小管構造をきれいに見
る方法が開発されることを待って、検証を続

けていきたい。 
 
(2) 一方で、γ-tubulin 染色は 2 つの中心子
をきれいに可視化した。母子どちらかかは区

別できないまでも、もし中心体の向きが体軸

に対して一定の方向性をとるならば、両者の

為す角度に何らかの傾向が見える可能性が

ある。しかし調べた限り、ノード繊毛が左向

きの水流を作り始める late headfold 期から
左右非対称な遺伝子発現が見られる 2体節期
まで、発生ステージにかかわりなく、明らか

な方向性の偏りは見られなかった。この結果

は、先の研究背景に書いた、「繊毛が受ける

粘性抵抗による受動的なもの」という仮説を

弱いながらも支持するものである。 
 

図２：2体節期胚のノード染色写真 
（緑：γ-tubulin、マゼンタ：ODF-2） 
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