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研究成果の概要（和文）： 

本研究では、哺乳類初期胚における神経外胚葉への分化の制御機序を明らかにするため、多

能性幹細胞の試験管内分化系を用いて、この過程を制御する２つの Zn フィンガータンパク

の機能を解析した。まず、XFDL156 のマウスのホモローグである mZfp12 を単離し、mZfp12

の強制発現が、ES 細胞からの中胚葉分化を抑制し、神経分化を促進することを明らかにし

た。さらに、新規のスクリーングで Zfp521 を単離し、これが未分化外胚葉から神経前駆細

胞への分化に必須の遺伝子であることを証明した。 

 
 
研究成果の概要（英文）： 
In this study, to understand the molecular mechanism underlying the neuroectodermal 
differentiation during early mammalian development, we analyzed the roles of two 
zinc-finger proteins that are involved in this process using in vitro differentiation 
system of pluripotent stem cells. We isolated mZfp12, a mammalian homolog of 
XFDL156, and showed that its overexpression in differentiating ES cells promotes 
neural differentiation and inhibits mesodermal differentiation. In addition, we iaolsted 
another zinc-finger protein Zfp521, and demonstrated its essential role in 
neuroectodermal differentiation from immature ectoderm. 
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１．研究開始当初の背景 
初期胚における中枢神経系発生の最も初発
段階が如何に制御されているかについては、
未だに不明な点の多い。特に、１）多能性
細胞から未分化外胚葉への分化決定と、２）
未分化外胚葉からの神経外胚葉（神経前駆
細胞）への分化決定についての分子制御機
序は、その制御遺伝子が知られていなかっ
た。研究代表者は、これまでの研究成果よ
り、アフリカツメガエルの初期胚において、
XFDL156というZnフィンガー型核内タンパ
クが外胚葉分化決定因子として機能してい
ることを発見していた。しかし、哺乳類胚
の中枢神経系発生の初期段階でも Zn フィ
ンガー型核内タンパクが働いているかは、 
不明であり、今回、その研究を進めた。 
 
２．研究の目的 
脊椎動物の初期発生では、受精卵が分裂

し一定の細胞数達した時に、未分化な多

能性体細胞から３つの胚葉、即ち外胚葉、

中胚葉、内胚葉が分化する。これらの胚

葉への分化決定により、未分化な体細胞

は多能性を失い、強い細胞系譜の制限を

受けることになる。それらのうち、外胚

葉からは中枢神経組織、神経堤由来組織

（含む末梢神経系）、表皮、感覚上皮など

が発生する。すなわち、脳を含めた中枢

神経発生系組織の初発制御は、１）多能

性細胞（マウスの内部細胞塊, カエルの

アニマルキャップ細胞など）からの未分

化外胚葉への分化、２）未分化外胚葉か

らの神経前駆細胞への分化の２段階にな

っている。 
 本研究では、マウス ES 細胞の分化系（浮
遊凝集塊培養である SFEBq 法）を用いて、
１）２）のステップの制御を行なう分子機序
を Zn フィンガー型核内タンパクの働きの
観点から明らかにしようとした。 
 
３．研究の方法 
まず、アフリカツメガエル系で、外胚葉決
定に必要十分な役割を持つ Zn フィンガー
型核内タンパク XFDL156 のマウスホモロー
グ mZfp12 を単離し、その発現制御や ES 細
胞分化系への関与を遺伝子導入によって検
討した。 
さらに、未分化外胚葉からの神経前駆細胞
への分化を制御する因子を探索するために、
ゲノムワイドの GeneChip スクリーングを
行い、Zfp521 がこの段階で強く誘導される
だけではなく、経前駆細胞への分化を駆動
する転写活性化因子として必須の役割を果
たすことを明らかにした。 
 

４．研究成果 
１）マウスの XFDL156 相同遺伝子である
mZfp12 を単離し、マウス ES 細胞の分化系
において、未分化外胚葉の分化に伴って転
写活性化がされることを明らかにした。ま
た、mZfp12 の強制発現が ES 細胞の中胚葉
分化を抑制すること、即ち Activin や血清
処理条件下に mZFP12 の強制発現が初期中
胚葉マーカー発現を抑制し、逆に神経分化
マーカーを誘導することを明らかにした。
しかし、BMP４による神経分化抑制は
mZFP12 の強制発現では拮抗されなかった。
このことは、mZFP12 より後期に発現する別
の神経特異的な転写因子が神経分化に必要
であることを示唆した。 
 
２）未分化外胚葉から神経前駆細胞への分
化を促進する因子を同定するために、ES 細
胞を SFEBq 法によって選択的に神経分化さ
せる際に、神経前駆細胞が分化する寸前か
ら発現誘導がかかる転写因子を GeneChip
によって網羅的にスクリーニングした。そ
れらのうち、ES 細胞へ導入して、神経分化
誘導を促進するものを機能的スクリーニン
グで同定したところ、Zn フィンガー型転写
因子である Zfp521 が同定された。この Zn
フィンガータンパクは核内因子で、ES 細胞
分化系のみならず、in vivo のマウス初期
胚でも神経前駆細胞に特異的な発現を示し
た。Zfp521 の強制発現は ES 細胞の培養系
で神経分化を強く促進し、さらに通常は神
経分化が強く抑制される BMP4 存在下でも
神経分化を惹起することが明らかとなった。
逆に、BMP4 存在下では、Zfp521 の内因性の
発現は強く抑制されていた。さらに shRNA
法により、その機能を阻害すると、ES 細胞
からの神経分化が強くされたが、内胚葉や
中胚葉などの他の細胞種への分化は正常に
起こることがわかった。これらにより、
Zfp521 が未分化外胚葉から神経前駆細胞
への分化を推進するのに必須の制御因子で
あることが明らかとなった。このように、
これまで不明であった未分化外胚葉から神
経前駆細胞への分化を制御するスイッチ遺
伝子の１つが初めて同定された（上谷ら、
Nature 2011）。 
 
３）Zfp521 は神経特異的な Sox3 プロモー
ターを直接的に活性化することがわかり、
Sox3 は下流遺伝子の一つであることが示
唆された。ChIP 解析により、Sox3 以外にも
Pax6 などのなどの初期神経遺伝子をも直
接活性化することも明らかになった。
Zfp521 による発現誘導には p300/CBP 活性
が必要であり、実際に p300/CBP と結合する
ことも判明した。これらにより、Zfp521 は
未分化外胚葉から神経前駆細胞へ分化する



際に働く転写活性因子であり、神経外胚葉
への初発分化段階の制御を p300 などとと
もに行なう役割を持つことが明らかになっ
た（上谷ら、Nature 2011）。 
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