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研究成果の概要（和文）：ES細胞の多能性を規定する因子として発見された4つの因子が、全て転写因子であったこと
から、転写因子による遺伝子発現制御の重要性が再認識されている。本研究では転写因子による遺伝子発現制御の解明
を目的に、肝細胞分化に必須の転写因子HNF4alphaによって特異的にリクルートされる転写制御因子を、クロマチン化
転写調節領域を固定化したマイクロビーズを用いて、同定を試みた。

研究成果の概要（英文）：Many evidence including that all of the Yamanaka factors necessary for generation 
of IPS cells are transcription factors indicates that transcription factors play an very important role in
 regulation of gene expression. To address the mechanism how transcription factor regulates gene transcrip
tion, we performed the identification of transcription regulatory factor using chromatinized DNA template.
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１．研究開始当初の背景 
 転写因子によって制御される遺伝子のほ
とんどは RNA ポリメラーゼ II（以下 Pol II）
によって mRNA に転写される。転写の過程
は、転写開始、伸長、そして終結の主に 3 つ
の過程からなるが、転写因子は特に転写開始
において重要な役割を果たす。転写開始の過
程で、転写因子は特定の DNA 配列に結合す
ると、クロマチンリモデリング因子やヒスト
ン修飾因子、コアクチベーターなどのさまざ
まな因子を転写調節領域にリクルートし、そ
れらの働きを利用して転写調節領域のクロ
マチンを解く。その後、転写因子はさらにコ
アクチベーターなどと共役し、基本転写因子
群や Pol II をプロモーター領域にリクルート
し、転写開始を促進する。申請者らはこれま
でに、細胞の核抽出液から転写因子を免疫沈
降法により精製し、それと結合する転写制御
因子を、質量分析計を用いて同定してきた。
ところが、遺伝子発現制御に関わる因子のほ
とんどは、転写調節領域などの DNA あるい
はクロマチン上で機能している。そのため、
DNA 存在下に転写因子を精製することが、
転写因子と共に機能する転写制御因子を同
定する上で有利であることが判明した。 
 
２．研究の目的 
 本研究では転写因子による遺伝子発現制
御の解明を目的に、さまざまな転写因子によ
って転写調節領域に特異的にリクルートさ
れる転写コアクチベーターやクロマチン制
御因子を、クロマチン再構成した転写調節領
域をマイクロビーズに固定化し、それを用い
て網羅的に同定する方法を確立する（図 1 参
照）。申請者らはこれまでに、類似の方法を
用いて、転写因子の存在下にメディエーター
複合体が新規複合体を遺伝子上にリクルー
トすることを明らかにした。本研究ではこの
方法を発展させ、さまざまな転写因子によっ
て、どのような転写制御因子が転写調節領域
に特異的にリクルートされ機能するのかを、
網羅的に明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1) 転写因子のそれぞれの結合配列を有する
クロマチン化転写調節領域マイクロビーズ

（図 1 参照）、転写因子のリコンビナントタ
ンパク質、HepG2 細胞やマウス ES 細胞から
抽出した核抽出液をそれぞれ作製する。 
 
(2) クロマチン化転写調節領域マイクロビー
ズを用いて、転写因子によってプロモーター
領域にリクルートされる転写制御因子を精
製し、それらを質量分析計によって網羅的に
同定する（図 2 参照）。 

 
(3) 同定された転写制御因子が転写因子と結
合し、転写因子の存在下で、マイクロビーズ
上の転写調節領域にリクルートされるかど
うかを明らかにする。 
 
(4) 同定された転写制御因子が転写因子によ
って実際の転写調節領域にリクルートされ、
細胞内でそれらの遺伝子発現制御に関わっ
ているのかに関して、ChIP（クロマチン免疫
沈降）解析を行い明らかにする。 
 
４．研究成果 
 肝細胞の分化に必須の転写因子 HNF4α に
よって特異的にリクルートされる転写制御
因子を同定するために、HNF4α 結合配列を
有する転写調節領域 DNA、HNF4αのリコン
ビナントタンパク質を作製した。また、肝が
ん細胞株 HepG2 細胞の大量培養を行い、そ
の核抽出液を精製した。HNF4α 結合配列を
有する転写調節領域 DNA とヌクレオソーム
を混合し、転写調節領域 DNA をクロマチン
化した。マイクロビーズに固定化したクロマ
チン化転写調節領域を、HNF4α リコンビナ



ントタンパク質、核抽出液と混合し、HNF4α
によって転写調節領域にリクルートされる
転写制御因子の精製を行った。現在、質量分
析計を用いて、転写制御因子の同定を行って
いる。 
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