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研究成果の概要（和文）： 
始原生殖細胞（PGCs）において重要な役割を果たす翻訳・スプライシング制御因子 Tial1 の
解析目指し、本申請書の研究計画では、微量細胞から Tial1 結合 RNA 分子を同定する実験手
法の開発および評価を目的とした。しかし実験手法の評価に必須な Tial1 KO マウスが途絶え
ていた為、申請者は Tial1 KO マウスを作製した。さらに、Tial1類似タンパク質 Tia1の発現
も解析し、Tial1の解析基盤を構築した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Tial1 encodes evolutionally conserved RNA-binding protein and has an important role 
for the proliferation and maintenance of primordial germ cells. The aims of this 
proposal are : 1) establishment of the method identifying RNA molecules associated 
with Tial1 protein, 2) evaluation of Tial1-targeted RNAs by using Tial1-defficient mice. 
Because the Tial1-defficient mouse line had become extinct, the generation of another 
Tial1-defficient mice was needed for the completion my proposal. My achievements 
during the research period of this grant are : 1) the generation of novel Tial1-defficient 
mice, 2) analysis of expression pattern of Tia-1, which is a paralogue of Tial1 and has a 
equivalent function with Tial1. These materials and data provide a important basis for 
the Tial1 research.  
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１．研究開始当初の背景 
マウスにおいては、生殖細胞の源（始原生殖

細胞；Primordial germ cells, PGCs）は受
精後７日後頃の胚体外中胚葉領域に 40 個程
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度の細胞塊として分化決定され、その後、細
胞数を 100個程度まで増やし生殖巣へと移動
を開始する。近年、単一細胞マイクロアレイ
法が開発され、PGCs の分化決定機構に関して
は徐々に知見が蓄積されてきた。しかし、分
化決定後の PGCs がどのようにして恒常性を
保ちつつ生殖巣まで辿り着くのか殆ど知ら
れていない。このプロセスは以下の２つの理
由から、種間で高度に保存された転写後遺伝
子発現制御システムによって支えられてい
る事が示唆されている。(1)様々な生物種に
おいて移動期 PGCs ではグローバルな転写が
抑制されている事、(2)高度に保存された RNA
結合タンパク質をコードする Dnd1、Nanos3
等の遺伝子欠損マウス胚では移動期に PGCs
が失われる事が示されている事。それゆえに、
転写後にどのような遺伝子群が、どのような
分子によって制御されるのかを解明する事
は重要課題であるが、すべての生物種におい
て PGCs の細胞数は非常に少なく、遺伝学的
なアプローチでしか解析が進められていな
い。上述の RNA 結合タンパク質に関しても、
PGC 分化における役割は全く不明である

２．研究の目的

本研究では、(1)始原生殖細胞（PGCs）にお
いて重要な役割を果たす翻訳及びスプライ
シング制御因子 Tial1 の標的 RNA を解析し、
その分化過程における Tial1 を中心とした転
写後遺伝子発現制御ネットワークを同定し、
(2)移動期 PGCs の恒常性を維持する分子メカ
ニズムを解明することを長期的な目標とす
る。本申請書の研究期間内では、PGCs の解析
が現実的になる細胞数（1000 細胞程度）を出
発材料とし、Tial1 が結合する RNA 分子をゲ
ノムワイドに同定する事が可能なプルダウ
ン法及び増幅法の開発を行い、PGCs にて、特
に、MAPK 経路の制御因子との関係を中心に検
証する事を目指した。
 
３．研究の方法 
 
(1)Tial1 遺伝子欠損マウスの作製と評価
実験系の構築には、その評価系の構築が不可
欠である。本研究では、タグ付き Tial1 の構
築・評価、プルダウンした RNAの機能評価に、
Tial1 遺伝子欠損マウスを用いる計画であっ
た。しかしながら、Tial1 遺伝子欠損マウス
の系統が途絶えていたため、申請者は予定を
変更し、自ら Tial1 遺伝子欠損マウスを作製
し、評価した。

(2)Tia-1 の発現解析
マウスには、Tial1 とアミノ酸配列及び分子
機能が似通った分子（パラログ）Tia-1 が存
在する。両者の分子機能上の相違点は報告さ

れていない。生殖細胞系列における Tial1 の
機能解析には、Tia-1 による影響の有無を厳
密に解析する必要がある。そこで申請者は、
Tia-1 の発現を mRNA レベル、タンパク質レベ
ルで解析した。

４．研究成果

(1)Tial1 遺伝子欠損マウスの作製
Tial1は3つのRNA結合ドメインを有するRNA
結合タンパク質であるが、申請者はこれらす
べての RNA 結合ドメインを発現しないよう、
Exon2 のスプライシング受容部位を欠失し、
さらにフレームシフトにより他のアミノ酸
配列の合成もストップするようデザインし
たターゲティングベクターを作製した。エレ
クトロポレーション法を用いてこのベクタ
ーを ES 細胞に導入し、Tial1 ヘテロ変異 ES
細胞の候補株を 19 クローン得た。これらに
ついて 5'probe, 3’probe, neo probe を用
いてサザンプロッティング解析を行い、最終
的に 9 クローンの Tial1 ヘテロ変異 ES 細胞
株を得た。このうち３クローンを用いてキメ
ラマウスを作製し、それぞれの系統から
Tial1 ヘテロ変異マウスを得た。

(2)Tial1 遺伝子欠損マウスの表現型解析
Tial1 ヘテロ変異マウス同士を交配させ、
Tial1 遺伝子欠損マウスの表現型解析を行っ
た。Tial1 遺伝子欠損マウスは胎生致死を示
し、正常に生まれなかった（野生型 9匹、ヘ
テロ変異型 10 匹、ホモ変異型 0匹）。次に、
胎生期の Tial1 遺伝子欠損マウスの解析を行
った。まだ予備的なデータではあるが、受精
後 13 日において、Tial1 遺伝子欠損マウス胚
がメンデル則に従った割合で観察された。こ
れは、Tial1 遺伝子欠損マウス胚は受精後 13
日から 18 日の間に致死となることを示す。

Tial1 遺伝子欠損マウス胚はコントロール
にくらべてサイズが小さく、頭部形成異常を
示した(Fig.1)。生殖巣では生殖細胞が失わ
れており(Fig2)。Tial1 が生殖細胞の発生制



御に関わるが示された。以上の結果より、新
規に作製された遺伝子欠損マウスが申請者
の研究に有用である事が示された。

先行文献では 14%程度のホモ変異型マウス
は正常に発生する事が報告されているが、現
在のところ、申請者の Tial1 遺伝子欠損マウ
スは完全な胎生致死を示す。また、受精後 13
日胚において、胚の成長遅延と生殖細胞発生
異常のみならず、組織特異的な発生異常（頭
部形成異常）が観察された。こうした不一致
は、先行文献では完全な遺伝子欠損には至ら
なかった可能性を示す。実際、先行文献では
１つの RRM が完全なかたちで残されている。
本研究で作製したマウスは Tial1 の厳密な機
能解析に有効であると期待される。

(3) Tia-1 の発現解析
Tial1 と Tia-1 は培養細胞においてほぼ同一
の RNAを標的とし、分子機能も区別されない。
Tial1 による生殖細胞発生制御においてキー
となる標的 RNA を探索するうえで、Tia-1 の
解析は重要な意味を持つ。

申請者はまず、単一細胞遺伝子発現解析法に
よって Tia-1 mRNA の発現を解析した。その
結果、生殖細胞発生過程で一貫して発現する
事が示された。次に、免疫蛍光染色法によっ
て Tia-1 タンパク質の発現を解析した。誕生
直後の生殖細胞では Tia-1 の発現が観察され
たが、その後生殖巣へと移動を開始すると生
殖細胞特異的に発現が抑制された。同様の結
果はウエスタンブロッティング法によって
も確認された。即ち、Tia-1 の発現は移動期
以降の生殖細胞において翻訳レベルで抑制
される事が示された。(Fig.3)

Tia-1 の遺伝子欠損マウスは生殖能力を失わ
ない。これまでは、この違いが Tia-1 と Tial1
の標的特異性の違いに起因すると考えられ
てきた。申請者の結果は、両者の表現型の相
違は、発現制御様式の違いに起因する事を示
唆する。以上より申請者は、Tial1 の標的 RNA

を解析するにあたり、Tia-1 による特定の標
的 mRNA のレスキュー等を考慮する必要はな
いと結論づけた。

本申請書の研究機関内に、Tial1 遺伝子欠損
マウスを作製し、Tial1 パラログである Tia-1
の発現様式も解析した。これらの研究成果に
より、Tial1 を解析する為の研究材料と、情
報基盤が整ったといえる。今後、Tial1 遺伝
子欠損 ES 細胞を用いて、タグ付き Tial1 が
本来の Tial1 の機能を損なわない事を検証す
る。続いて、この ES 細胞を用いて微量試料
からの RNA プルダウン法の確立を目指す。

申請者の目指す方法が実現すれば、Tial1をは
じめとして、始原生殖細胞の分化に寄与する
多くのRNA結合タンパク質群が標的とする分
子群を同定する事が可能となり、長年未解明
であった分化プロセスが明らかとされること
が期待される。さらに生殖細胞のみならず、
組織幹細胞等、生体内に存在する希少な細胞
種において重要な働きをするRNA結合タンパ
ク質の標的分子の解析が可能となり、多くの
生物学分野に貢献し、進展をもたらす事が出
来ると考えられる。この手法を既存の単一細
胞遺伝子発現解析法や遺伝学的解析と組み合
わせる事によって、生体内の組織、胚発生に
おける分化過程の理解に貢献する事が出来る
と考えられる。
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