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研究成果の概要（和文）
：植物における内在性反復配列のサイレンシングに関わる因子群の関与
を解析した結果、①主に MORPHEUS’ MOLECULE1（MOM1）が関与する機構、②RNA 依存性 DNA メ
チル化経路が関与する機構、③両者が冗長的に関与する機構が独立に存在することが示された。
MOM1 の機能について詳細な解析を行い、MOM1 が一部の内在性領域のサイレンシング経路におい
て DNA メチル化の下流で機能することなどを示す結果を得た。
研究成果の概要（英文）
：We analyzed function of factors involved in silencing of endogenous
repetitive elements in the plant genome. The results suggested the presence of three
independent silencing pathways regulated by (1) MORPHEUS’ MOLECULE1 (MOM1), (2)
RNA-directed DNA methylation (RdDM), and (3) both of MOM1 and RdDM, respectively.
Chromodomain is often found in MOM1 protein of plants other than Arabidopsis thaliana,
but our analysis indicated that it is dispensable for silencing activity of MOM1.
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１．研究開始当初の背景

を初めとする多くの反復配列が存在する。特

高等真核生物のゲノムにはトランスポゾン

にセントロメア周縁領域では、機能を失った

レトロトランスポゾンの残骸が集積され、高

いて、遺伝学的な方法によりその関係の一端

度に凝集したヘテロクロマチン構造を形成

を明らかにする。

していることが知られている。セントロメア
周縁部ヘテロクロマチン領域に存在する反

３．研究の方法

復配列の多くは、通常、転写レベルでのサイ

（１）ユークロマチン領域の反復配列の RdDM

レンシングを受けていることが知られてい

の例として、遺伝子プロモーター領域に存在

るが、ごく最近になって、分裂酵母を用いた

する反復配列のサイレンシングを取り上げ、

解析から、細胞周期の S 期において複製直後

ヘテロクロマチン領域反復配列の RdDM との

に一過的に転写された反復配列の RNA が、RNA

比較を行う。解析対象とする Suppressor of

interference（RNAi）の機構によって直ちに

drm1drm2cmt3 （SDC; Henderson and Jacobsen

鋳型 DNA を不活性化することが明らかにされ

2008）のサイレンシングには、MOM1 が必要で

た。植物においても RNAi に関わるタンパク

あることを明らかにしている。MOM1 が RdDM

質やセントロメア周縁部へテロクロマチン

確立後の不活性化状態維持に関与している

領域の特徴は類似しており、同様の機構が存

可能性を検討するために、野生型と mom1 変

在することが予想される。しかし、その一方

異体における SDC 遺伝子プロモーター反復配

で、酵母とは決定的に異なるメチル化シトシ

列領域の DNA およびヒストンの修飾状態を解

ンの存在など、植物に特徴的な内在性反復配

析する。反復配列領域は野生型で RdDM によ

列のサイレンシング機構が存在することが

り高度にメチル化されていることが報告さ

示されている。

れており、予想が正しければ、mom1 変異体に
おいてサイレンシングが解除されても DNA の

２．研究の目的

メチル化状態は維持されたままのはずであ

RNA 代謝に関わるさまざまな因子の単独変異

る。

体およびそれらと mom1、dcl2 との二重変異
体における TSI RNA の蓄積を解析し、TSI の

（２）さまざまなRdDM因子遺伝子などとMOM1

サイレンシングにおける DCL2 と MOM1 の階層

の多重変異体におけるDNAメチル化やヒスト

的関係を明らかにする。また、DCL2 遺伝子の

ン修飾の状態を解析する。これまでの解析か

誘導型ノックダウンにより、TSI サイレンシ

らmom1変異体では特定のゲノム領域の

ングの確立段階における DCL2 の機能を明ら

H3K9me2が低下することが示されているが、

かにする。さらにプロモーター領域に存在す

non-CGメチル化が失われたdrm2 cmt3二重変

る反復配列の RdDM によって制御されている

異体ではH3K9me2はさらに低下する。ゲノム中

ユークロマチン領域遺伝子のサイレンシン

の幾つかの反復配列についてMOM1とRdDM因子

グについて鋳型 DNA のクロマチン修飾状態や

の関与を詳細に解析し、MOM1とRdDM経路の関

関係する因子を解析し、セントロメア周縁部

係を明らかにする。

へテロクロマチン領域とユークロマチン領
域反復配列の RdDM の確立と維持の相違点・

（ ３ ） こ れ ま で に 、 異 常 RNA 分 解 機 構

共通点を明らかにする。加えて、TSI RNA の

（nonsense-mediated mRNA decay, NMD）に

ような non-coding RNA が RdDM を誘導する機

関 わ る 遺 伝 子 の 変 異 体 （ up-frameshift

構、特に non-coding RNA の分解と RNAi につ

mutation、upf3）と mom1 の二重変異体では、

mom1 単独変異体と比較して TSI RNA の蓄積が

（５）酵母での報告から類推して、シロイヌ

減少することを明らかにしている。一方、

ナズナでは複製直後に転写された TSI RNA が

upf3 単独変異体では、TSI の蓄積は見られな

DCL2 によってプロセスされ、RdDM による鋳

い。これらの結果から、TSI RNA は①mom1 変

型 TSI の不活性な状態形成が行われているも

異によるサイレンシング解除と NMD による分

のの、dcl2 変異体ではこのプロセスが機能し

解とのバランスの上に蓄積されていること、

ないために TSI RNA 蓄積されていることが予

②NMD による TSI RNA の分解産物は RNAi を誘

想される。この点を検証するために、 DCL2

導しないが、NMD が欠損した状況では一部の

cDNA の一部を用いた誘導型 RNAi ベクターを

TSI RNA が RdDM による鋳型 TSI のサイレンシ

構築し、植物のさまざまな生長段階での DCL2

ングを誘導している可能性が考えられる。さ

遺伝子のノックダウンが TSI RNA の蓄積に及

らに、mRNA の 3’プロセシングを行うタンパ

ぼす影響を調べる。上記の仮説が正しければ、

ク質遺伝子の変異体（fy）と mom1 の二重変

すでに分裂を停止した器官において DCL2 遺

異体でもこの仮説を支持する結果が得られ

伝子をノックダウンしても TSI RNA の蓄積は

ている。この仮説を検証するために、異常 RNA

見られないはずである。

の認識と RdDM 誘導に関わる因子の変異体
（rdr6、dcl4 など）と mom1 upf3 および mom1

４．研究成果

fy との三重変異体を作成し、TSI RNA の蓄積

（１）ゲノムタイリングアレイ解析により

が mom1 単独変異体のレベルに回復するか否

mom1 変異体での活性化が確認された内在性

かを調べる。

遺伝子のうち、ユークロマチン領域に存在す
る SDC 遺伝子はプロモーター領域タンデムリ

（４）これまでに明らかにっている限り、イ

ピートの RNA 依存的 DNA メチル化（RdDM）に

ネなどシロイヌナズナ以外の植物の MOM1 に

より不活性な状態に保たれている。バイサル

はクロモドメインが存在する。クロモドメイ

ファイト解析の結果、mom1 変異体では、SDC

ンはメチル化リシンの認識に関わることが

遺伝子タンデムリピートの DNA メチル化は野

知られており、RdDM とヒストンメチル化をつ

生型と変わらず、タンデムリピート由来の

なぐ MOM1 の機能を知る上で重要な意味を持

small RNA の蓄積も変化なかった。これらの

つことが予想される。これまでの解析からイ

結果から、MOM1 が SDC 遺伝子のタンデムリピ

ネ に 存 在 す る ２ つ の MOM1 遺 伝 子 の 片 方

ートに作用する RdDM の下流で、または独立

（OsMOM1b）の変異体で活性化される内在性

に機能する可能性が考えられた。クロマチン

トランスポゾン様因子の存在が明らかにな

免疫沈降法によりタンデムリピート領域の

っている。この変異体にクロモドメイン部分

ヒストン修飾状態を調べたところ、野生型個

を改変した OsMOM1b 遺伝子を導入し、内在性

体に見られる低レベルのジメチル化ヒスト

トランスポゾンのサイレンシングを指標と

ン H3 lysine9（H3K9me2）が mom1 変異体では

した相補実験を行う。並行して野生型

低下していることが示され、MOM1 は RdDM 標

OsMOM1b 遺伝子を導入した相補実験を行い、

的遺伝子のヒストンメチル化の維持に関与

MOM1 によるサイレンシングにおけるクロモ

していることが明らかになった。

ドメインの必要性を明らかにする。
（２）①mom1 変異体で強く活性化されるトラ

ン ス ポ ゾ ン 様 ゲ ノ ム 領 域 （ AtIS112A 、

述の RNA 分解経路に UPF3 が関わる RNA 分解

MULE-F19G14）は non-CG メチル化機能を失っ

経路が関与する可能性が示された。

た drm2cmt3 二重変異体では弱い活性化しか
示さず、mom1drm2cmt3 三重変異体でも mom1

（４）MOM1 によるサイレンシング機構におけ

変異体と同程度の活性化を示す。一方で、②

るクロモドメインの必要性を検証するため

プロモーター領域タンデムリピートのメチ

に、イネを用いた解析を行った。イネには

ル化により制御される SDC 遺伝子は、mom1 変

MOM1 遺伝子が 2 コピー存在するが、これまで

異体では弱い活性化しか示さないが、

の解析から、そのうちの片方（MOM1b）が内

drm2cmt3 二 重 変 異 体 で 強 く 活 性 化 さ れ 、

在性トランスポゾン様配列（Pong6）のサイ

mom1drm2cmt3 三重変異体でも drm2cmt3 二重

レンシングに必要であることが明らかにな

変異体と同程度の活性化を示す。さらに、③

っている。2kb のプロモータ領域を含む野生

トランスポゾン様配列である ROMANIAT5 は、

型 MOM1b 遺伝子およびクロモドメインがメチ

mom1 変異体および drm2cmt3 二重変異体のい

ル化リシンに結合する機能に必須の役割を

ずれにおいても弱い活性化を示すが、

果たすアミノ酸残基に変異を導入した変異

mom1drm2cmt3 三重変異体では強く活性化さ

型 MOM1b 遺伝子に triple HA タグを結合して

れる。以上のことから、①の領域のサイレン

mom1b 遺伝子変異体に導入し、Pong6 の RNA

シングでは MOM1 が、②の領域では non-CG メ

蓄積量を指標とした相補実験を行ったとこ

チル化が主なサイレンシング経路として寄

ろ、野生型、変異型いずれの MOM1b 遺伝子の

与し、③の領域では MOM1 と non-CG メチル化

導入個体においても Pong6 の発現抑制が見ら

経路が冗長的にサイレンシングに寄与する

れた。このことは、イネ MOM1 に存在するク

可能性が考えられた。また、これらの領域に

ロモドメインがサイレンシング機能に必要

おける non-CG メチル化の程度はさまざまだ

ではないことを示唆する。他の植物種の MOM1

が、これらのメチル化の程度と上述の多重変

タンパク質が持つ PHD finger などのクロマ

異体における活性化のパターンに明確な関

チン関連モチーフもシロイヌナズナ MOM1 に

連性は見られなかった。

は存在しないことと合わせて、MOM1 が CHD3
タンパク質から進化してきた過程で、クロモ

（３）
異常 RNA 分解経路に関わる遺伝子
（UPF1、

ドメインや PHD finger などのドメインを必

UPF3）の変異体と mom1 変異体、さらに RdDM

要としない特殊なサイレンシング機構を獲

経路で機能する RDR2 遺伝子および PTGS 経路

得したことが考えられる。

で機能する RDR6 遺伝子の変異体をさまざま
に組合せた多重変異体を作製した。mom1rdr6

（５）dcl2 変異体における TSI の活性化につ

二重変異体では予想に反して TSI RNA 蓄積量

いて詳細に調べるために、dcl2-1 変異体と

が減少することが明らかとなり、MOM1 経路と

mom1-2 変異体との交配により二重変異体を

RDR6 が関与する PTGS 経路の両方が欠損する

作製し、F2 世代での TSI RNA の蓄積を解析し

ことで、異常 RNA を分解する別経路が活性化

たところ、予想外に TSI の活性化は dcl2-1

される可能性が示された。さらに

変異とはリンクしないことが明らかになっ

mom1upf3rdr2 三重変異体で極めて特徴的な

た。さらに、新たに取得した dcl2-2 および

形態異常が現れることが、明らかとなり、上

dcl2-3 変異体においても TSI RNA の蓄積は認

められなかった。以上の結果から、dcl2-1 変
異体における TSI の活性化は DCL2 以外の未

5.

知遺伝子の変異による可能性が示唆された

Locus-specific dependency of endogenous

ため、これ以上の解析は行わないこととした。
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