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研究成果の概要（和文）：ツチガエルにおけるXX-XY型オス決定とZZ-ZW型メス決定の使い回しの分子機構を解明
するため、性決定候補遺伝子SOX3の発現調節に注目して調べた。SOX３の発現はXX-XYおよび ZZ-ZW型の両方にお
いてメスで高いこと、高発現する雑種XZ雌ではZ-SOX3も発現誘導されることから、SOX3はメス決定が主な機能で
あり、オス決定はその抑制であることが示唆された。そして発現誘導にはエレメントの存在から自身によるオー
ト制御が関与し、通常抑制されているZ-SOX3では、当該配列近郊のメチル化が抑制解除に関与することが示唆さ
れた。ただし、性染色体レベルでのシトシンのメチル化の違いは検出できなかった。

研究成果の概要（英文）：To elucidate molecular mechanisms for different use of a sex determining 
gene, male or female determination, in the frog Glandirana rugose, we studied on the expression 
regulation of SOX3, a strong candidate gene.  It was found that SOX3 was highly expressed both in ZW
 and XX females and even Z-SOX3 was up-regulated in XZ female hybrids.  These imply that the 
original, major function of SOX3 is a female determination and it is downregulated for male 
determination. The finding of SOX3 recognition element site on SOX3 upstream region suggests that 
expression of SOX3 is regulated by its autoregulation, and cytosine methylation analysis implies 
that methylation of the short sequence close to the SOX3 element is involved in up-regulation of 
Z-SOX3 by taking off the inhibition.  On the other hand, at chromosome level, we did not identify 
any differences of cytosine methylation patterns among the X, Y, Z and W chromosomes.

研究分野： 遺伝学

キーワード： 性決定
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