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研究成果の概要（和文）：ボルバキアによる宿主操作の分子機構を明らかにするため、キイロショウジョウバエ
培養細胞を用いたボルバキア遺伝子のスクリーニングを行った結果、TomOを同定した。TomOは、ボルバキアによ
るSxl変異の回復を一部再現した。また、強制発現したTomOはRNA結合タンパク質複合体と共局在することから、
TomOが宿主RNAを標的にしている可能性について検証したところ、nanos mRNAと複合体を形成していた。TomOは
Nanosタンパク質を増加させることによりSxl変異体表現型を回復させていることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Wolbachia, endosymbiotic bacteria prevalent in invertebrates, manipulate 
their hosts in a variety of ways: they induce cytoplasmic incompatibility, male lethality, 
male-to-female transformation, and parthenogenesis. However, little is known about the molecular 
basis for host manipulation by these bacteria. In Drosophila melanogaster, Wolbachia infection makes
 otherwise sterile Sex-lethal (Sxl) mutant females capable of producing mature eggs. Through a 
functional genomic screen for Wolbachia genes with growth-inhibitory effects when expressed in 
cultured Drosophila cells, I identified the gene TomO, which phenocopies some of the Wolbachia 
effects in Sxl mutant D. melanogaster females. TomO enhanced the maintenance of germ stem cells by 
elevating Nanos expression via its interaction with nos mRNA, ultimately leading to the restoration 
of germ cell production in Sxl mutant females that are otherwise without GSCs.

研究分野： 昆虫学

キーワード： ボルバキア　RNA　TomO
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