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研究成果の概要（和文）：我々脊椎動物の分節性は発生過程で形成される体節の分節性に依存

する。体節形成に関与する遺伝子の異常は脊椎融合症などのヒトの疾患遺伝子として同定され

ている。体節形成過程では Hes7 という転写抑制因子の振動が時計として機能することは示さ

れていたが、その時間情報を体節の分節境界の形成、また個々の体節における前後極性の形成

という実際の形態変化に結びつける機構に関しては不明の点が多かった。我々は転写因子

Mesp2 の機能、発現制御機構の解析を通じて、この転写因子が主に体節時計と形態形成をつな

ぐ鍵因子であること、また糖鎖修飾酵素 L-fng を介した Notch シグナルが Mesp2 の発現パター

ンを設定することにより、体節の分節性が確立することを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）：Somites provide bases of segmental structure such as vertebra and 
rimb of our body. Somites are generated periodically every 2 hours in mouse embryos. The 
periodicity is known to be regulated by so-called molecular clock which is regulated by an 
oscillation of transcriptional repressor, Hes7. However, the mechanism to translate the 
clock information into the special pattern of each somite remained elusive. We have 
revealed that a transcription factor Mesp2 is a key regulator required for this process. We 
demonstrated that the expression of Mesp2 is positively regulated by Tbx6 and Notch 
signal oscillation and repressive function of Mesp2 on Tbx6 and Notch signaling is critically 
important to generate segmental border formation and establishing rostro-caudal 
patterning of somites. 
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１．研究開始当初の背景 

体節形成過程はショウジョウバエの分節

と全く異なったメカニズムが機能している

という点で非常にユニークな分野であり、ま

たその形態形成のダイナミクスが分節時計

という概念で説明されるという特徴をもつ。

この時計機構に関しては Notch シグナルの

関与は周知の事実となっているが、この分子

時計の振動が分子レベルでどのように調節

されているのか？またこの時計がどのよう

なメカニズムで止まるのかに関しては解析

困難な分野として残されており、この点に正

面から取り組み問題解決を図ろうとする研

究として当該分野内での独創性はきわめて

高い。 

 

２．研究の目的 

脊椎動物の分節性の基盤となる体節の形

成は、未分節中胚葉の後方における Notch

関連遺伝子の周期的な発現（いわゆる分節時

計）が分節直前に停止し形態的な分節構造と

して翻訳されることにより完結する。しかし

この過程で Notch シグナルがどのようなレ

ベルで制御をうけてこの分節時計が同調的

に動き停止するかという問題はまだ解決し

ていない。我々は体節形成過程で作用する２

つのリガンド（Delta1 と Delta3）の使い分

け、糖転移酵素 Fringe による Notch レセプ

ターの修飾、また分節直前に発現する転写因

子Mesp2の機能に着目し、これらがNotch シ

グナルを介した細胞間相互作用にどのよう

に作用することにより体節の周期的分節パ

ターンが確立するのか、その分子機構解明を

目的とした。 

 

３．研究の方法 

研究成果の部分で具体的に述べるが、我々は、

体節形成過程を制御する Notch シグナル系

と、その発現制御にかかわる糖鎖修飾酵素で

ある L-fringeの機能解析を中心に解析した。

またこれらの因子によって制御され体節形

成の鍵分子である転写因子 Mesp2の発現を体

節形成の指標として利用した。方法は主にマ

ウスの発生工学を用いた遺伝子改変動物の

作成とその解析、またこれらの変異細胞を用

いたモザイク胚解析（キメラ解析）を用いた。

またコンピューターを用いた数理モデルを

用いたシミュレーションと実験を組み合わ

せて結論を見出した。 

 

４．研究成果 

1)体節時計として機能する Notch のシグナ

ル活性を可視化 

未分節中胚葉後方では Notch シグナル関連

分子が分節クロックとして、振動しているこ

とがわかっていたが、Notch のシグナルその

ものが振動している証拠はなかった。我々は

活性化した Notch分子のみを特異的に認識す

る抗体を用いて未分節中胚葉を解析したと

ころ、後方部で確かに Notch シグナル自身が

振動しており、それが未分節中胚葉前方部で

安定化することを見出した。その Notch シグ

ナルは Dll1-KO マウスでは消失し、Lunatic 

fringe（L-Fng）-KO マウスでは逆に活性が上

昇しているとともに、振動も見られなかった。

よって後方部におけるNotchシグナルはDll1

により誘導され、L-Fng により負の制御を受

けていると考えられる。一方、Mesp2-KO マウ

スでは前方部の Notch シグナルが安定化せ

ず、分節境界が形成されないことをわかった。

Notch シグナルと Mesp2シグナルの関係を分

節境界形成過程で詳細に調べた結果、Notch

シグナルは分節境界において Mesp2により抑

制されることにより Notch シグナルの境界

面が形成されこれが将来の分節境界を形成

することがわかった（図１）。 

図１、体節の分節境界における Notch シグ

ナル（赤）と転写因子 Mesp2（緑）の関係 

 



またこのとき Mesp2 は L-Fng を誘導しており、

それが Notch活性の抑制に寄与すると考えた。

したがって、Mesp2 はこれまで明らかにして

きた体節の前後極性の形成に加えて分節境

界の形成に関わる非常に重要な転写因子で

あることが明らかになった。 

 

２）分節性の確立に寄与する転写因子 Mesp2

を可視化しライブイメージングに成功 

Mesp2 は体節形成を通して重要な役割をにな

う。我々は Mesp2 を生体内で可視化するため

に、YFP を融合した Mesp2 遺伝子をノックイ

ンしたマウスを作成した。そのマウスはホモ

で生存可能であり、体節形成過程で Mesp2 が

実際に分節形成部位で周期的発現すること

を世界で初めてライブイメージングにより

証明した （図２）。 

 

図２、Mesp2-venus ノックインマウスによる

Mesp2 タンパク質のライブイメージ 

 

（３）体節時計の同調振動機構の解明 

体節は一定周期で形成される。この周期性は

遺伝子の発現振動を制御する体節時計によ

って調節されている。しかしもし個々の細胞

の時計が同調性なしに振動すれば、正確なパ

ターンは形成されない。したがって周囲の細

胞間で時計を同調させる機構が必要である。

この同調機構を明らかにするためにモザイ

ク胚解析を行った。Notch リガンドである

Dll1, Notch 受容体の糖修飾酵素で Notch シ

グナルを制御することが知られている

Lunatic-Fringe の２種類のノックアウト胚

を用いた。その結果、Notch シグナルは時計

として機能するだけでなく、時計の振動を同

調させる機能をもつことが明らかになった。

しかし Dll1 自身は振動していないため同調

化の OUTPUT としては役割を果たせない。一

方、マウス胚で振動している Notch signal

の修飾因子 Lfng が Dll1 と Notch1 それぞれ

を修飾することで Notch シグナル活性を変

化させ OUTPUT として作用しうることが明ら

かになった。 

 

（４）糖鎖修飾酵素である L-fng の体節形成

過程における必要性 

L-fng の発現パターンは複雑で、未分節中胚

葉の後方では、振動パターンを示し、これが

Notch シグナルの負の因子として機能して

Notch シグナルの振動をうみだす。一方、未

分節中胚葉の前方では安定的な発現を示し、

ここでの活性が体節の分節境界の形成に重

要であると考えられていた。我々はこの２つ

の発現を分離できるトランスジェニックマ

ウスを作成し、それらを L-fng 欠損マウスと

交配し、内在性の L-fngがない状態で解析し、

どちらの発現がどのような機能をレスキュ

ーできるかを検討した。その結果、Hes7-プ

ロモーターでドライブした L-fng（すなわち、 

後方の振動をつくりだす L-fng）のみで正常

な体節の分節及び体節の前後極性の確立に

必要・十分であることが明らかになった（図

３）。 

図３、Hes7 遺伝子の発現領域で L-fng を発現

させると L-fng の機能がレスキューされる。 

 

 



また前方の L-fng は Notch の切断には必要で

あることが分かったが、その結果分節境界に

形成される Notchの切断は分節境界の形成に

は必要ではないことが明らかになった。また

我々はコンピューターシュミレーションを

用いて、Notch シグナルの振動が分節境界の

形成や体節の前後極性の確立に必須な分子

である Mesp2 の転写制御に必須であり、その

ために L-fng が機能していると結論づけた。 
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