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オーガンリソースとしての中胚葉細胞と器官形成クロックの研究

研究計画の概要

■ 研究の趣旨
哺乳類を含む多細胞生物は、機能ドメインとしての様々な器官（臓器）の集合体として構成され、それらが互いに調和的
に機能した高次複雑系である。既に始まりつつある再生医療、細胞治療、遺伝子治療などの先端医療を有効かつ安全に
実践していく上で不可欠ことは、それらの標的である各々の器官において、（１）発生（器官形成）、（２）恒常性の維持と機
能発現、（３）様々な生理的破綻に寄与するシグナル分子や下流の転写制御因子の同定とその機能、さらにはそれらの遺
伝子の相互関係を解明することである。
成体を構成する各器官はさらに一定の大きさと構造を持つ機能単位である組織コンパートメントの集合体として構築され
ており、組織再生のためにもこれをひとつの単位として考えていくことは正常な機能を持つ組織を再生するためにも重要で
ある。組織コンパートメントが形成されるために第一に必要なことは、その起源となる幹細胞とそれが維持または分化増殖
するためのシグナルを形成する場が存在することである．第二の重要な点は、器官原基が組織コンパートメントを単位とし
て一定の繰り返し構造を造りだす過程である。本研究では、以上の２つの現象が連続的に起こっている初期胚の尾芽中胚
葉領域に着目してその分子機構の解明を目指す。即ち、幹細胞システムが存在して未分化中胚葉細胞を連続的に供給
するオーガンリソースとしての尾芽と供給された細胞集団が時計遺伝子の作用（器官形成クロック）により正確に一定間隔
でくびれきれてできる体節である。このような現象を解明するために、発現遺伝子の網羅的単離と新たな突然変異体の単
離が容易な小型魚類メダカと強力な遺伝子解析手段を持つマウスの実験系を融合した研究を推進する。また、小型魚類
のヒレ再生に注目した研究も実施する。
生体組織の大半を占める中胚葉組織（筋肉、骨、血管、間質組織、肝、腎など）を用いた再生医療の需要は年々高まっ
ている。脊椎動物初期胚の尾芽領域中胚葉に存在する幹細胞システムを再生のためのリソースとして利用していく基盤を
構成するために本研究の必要性は社会的にも高いと考えられる。

■ 研究の概要
器官形成において最も重要な過程は、機能単位である組織コンパートメントの形成と組織コンパートメントを単位とした一
定の繰り返し構造の創出である。本研究では、この２つの現象が連続的に起こっている脊椎動物初期胚の尾芽中胚葉領
域に着目してその分子機構の解明を目指す。即ち、幹細胞システムが存在して未分化中胚葉細胞を連続的に供給するオ
ーガンリソースとしての尾芽と供給された細胞集団が時計遺伝子の作用（器官形成クロック）により正確に一定間隔でくび
れきれてできる体節である。このような現象を解明するために、発現遺伝子の網羅的単離、新たな突然変異体の単離が容
易な小型魚類メダカと強力な遺伝子解析手段を持つマウスの実験系を融合した研究を推進する。また、小型魚類のヒレ再
生に注目した研究も同時に実施する。全体の計画は、採択時の審査委員の意見に従い基礎的研究を中心としたものとな
っている。
本研究は、2 つの研究機関にまたがる以下の 2 つのサブテーマからなっている。
１．中胚葉性幹細胞と自己組織化のメカニズム
（１）中胚葉の発生と尾芽幹細胞の分化機構に関する研究
（２）中胚葉組織再生のメカニズム（主として小型魚類のヒレ）
２．器官形成クロックの分子メカニズム
（１）器官形成クロックの分子実体
（２）コンパートメント成立機構の解明と誘導系の確立
（３）変異体スクリーニングとクロック関連遺伝子の機能解析
特に、サブテーマ２（３）項目内のメダカ突然変異体スクリーニングはサブテーマ１とも密接に関連し、また本プロジェクト
の中心的な実験となっている｡
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本研究プロジェクトでは、マウスと小型魚類のそれぞれを用いて研究を展開している国立医薬品食品衛生研究所（国立衛
研、マウス）と国立遺伝研（遺伝研、小型魚類）の 2 つの機関を融合して、それぞれの実験系の利点を活かして中胚葉性器
官の発生・再生原理解明に向けた研究を進めている。また、これら 2 つの機関に、他機関の一線級の研究者を招聘して
様々な視点から研究を行なう開放的なシステムでもある。つまり、本研究プロジェクトは、研究対象を同じくする（中胚葉性
器官の発生・再生原理）国内の研究者を一同に集めたものといえる。
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■ 年次計画および所要経費
(単位：百万円)
所要経費

研 究 項 目

12 年度

13 年度

14 年度

合計

(1) 中胚葉の発生と尾芽幹細胞の分化機構に関する研究

67.0

40.0

40.0

147.0

(2) 中胚葉組織再生のメカニズム（主として小型魚類のヒレ）

40.0

40.0

40.0

120.0

(1) 器官形成クロックの分子実体

30.0

50.0

50.0

130.0

(2) コンパートメント成立機構の解明と誘導系の確立

20.0

60.0

60.0

140.0

(3) 変異体スクリーニングとクロック関連遺伝子の機能解析

150.0

120.0

120.0

390.0

307.0

310.0

310.0

927.0

１．中胚葉性幹細胞と自己組織化のメカニズム

２．器官形成クロックの分子メカニズム

所 要 経 費

（合 計）
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■ 研究体制
研究総括責任者：武田洋幸（東京大学大学院理学系研究科）
研 究 項 目

担 当 機 関

研究担当者

◎武田洋幸

サブテーマ１「中胚葉性幹細胞の成立と自己組
織化のメカニズム」
１． 中胚葉の発生と尾芽幹細胞の分化機構

国立遺伝学研究所（現東京大学）

○武田洋幸・成瀬 清

東京工業大学大学院生命理学研究科

工藤 明・今井義幸

水産庁養殖研究所

荒木和男

放射線総合医学研究所

石川裕二

国立遺伝学研究所

相賀裕美子・小久保博樹

国立医薬品食品衛生研究所

井上

達・菅野

純・高橋

雄・北嶋 聡

２． 中胚葉組織再生の分子メカニズム

千葉大学大学院医学研究科

古関明彦・磯野協一

東京工業大学大学院生命理学研究科

○工藤 明・今井義幸
猪早敬二

国立遺伝学研究所（現東京大学）

武田洋幸・成瀬 清

放射線総合医学研究所

石川裕二

国立遺伝学研究所

相賀裕美子・小久保博樹

国立医薬品食品衛生研究所

高橋 雄・北嶋 聡

千葉大学大学院医学研究科

古関明彦・磯野協一

サブテーマ 2 「器官形成クロックの分子メカニズ 国立遺伝学研究所

◎相賀裕美子

ム」
１． 器官形成クロックの分子実体

国立医薬品食品衛生研究所

菅野 純・高橋 雄・北嶋 聡

国立遺伝学研究所

相賀裕美子・小久保博樹

千葉大学大学院医学研究科

古関明彦・磯野協一

国立遺伝学研究所（現東京大学）

武田洋幸

理化学研究所・発生再生科学総合研究セン ○近藤 滋
ター
２． コンパートメント成立機構の解明と誘導系の 国立遺伝学研究所
確立

相賀裕美子・小久保博樹

国立医薬品食品衛生研究所

菅野 純・高橋 雄

国立遺伝学研究所（現東京大学）

武田洋幸・川上厚志

理化学研究所・発生再生科学総合研究セン ○高橋淑子
ター
国立遺伝学研究所（現東京大学）
３．突然変異体のスクリーニングとクロック関連遺 放射線総合医学研究所
伝子の機能解析

○武田洋幸・成瀬 清
石川裕二

東京工業大学大学院生命理学研究科

工藤 明・今井義幸

水産庁養殖研究所

荒木和男

国立遺伝学研究所

相賀裕美子・小久保博樹

国立医薬品食品衛生研究所

井上 達・高橋 雄･北嶋 聡

（注：◎はサブテーマ責任者、○は研究項目リーダー）
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■ 融合への取り組み
１．研究総括責任者の指導性
統括責任者は、小型魚類の研究を国立遺伝学研究所（遺伝研）にて推進すると同時に、遺伝研と国立医薬品食品衛生
研究所（国立衛研）におけるマウスの研究の進捗状況を把握するように努めている｡統括責任者は、平成 13 年 4 月に遺伝
研から東京大学へ転出した。融合研究推進委員の堀田所長と協議の上、平成 13 年度は併任職員として、14 年度以降は
共同研究研究員として遺伝研で引き続き小型魚類の研究を継続し、指導している｡本プロジェクトのサブリーダーである相
賀は、平成 13 年 4 月より遺伝研・教授として遺伝研のマウスの研究をスタートさせた。国立衛研のマウス研究グループは、
融合研究推進委員の井上センター長がリーダーとして継続して研究指導を行なっている｡これらの所属の移動により、遺伝
研と国立衛研の研究体制はむしろ拡大し、より融合的になった｡本プロジェクト終了までこの体制が継続することがそれぞ
れの機関で承認されている。
研究全体の円滑な推進のために遺伝研の担当研究室内にマネージメントオフィスを設置して専任の事務補佐員を２名
採用した。一方、国立衛研内にも事務局を設置して、専任の事務補佐員を採用している。総括責任者は、プロジェクト全体
の予算執行状況や事務的な問題について、これらの事務補佐員から常に報告を受けて、融合研究推進委員と連絡をとり
ながらプロジェクトを円滑に進めてきた。研究プロジェクトのマネージメントに関しては、両研究機関合同の研究者により戦
術会議を通して、研究総括責任者は研究の進捗状況を常に把握して軌道修正を臨機応変に行っている。この他に研究総
括責任者は、各研究所を訪れる併任職員や共同研究者と随時会談する機会を持っている。以上の結果、総括責任者はプ
ロジェクトの進行状況を完全に把握することができ、的確に指導を行ってきた｡

２．サブテーマ間の連携
本研究プロジェクトの特徴は、メダカ、ゼブラフィッシュという小型魚類とマウスの実験系の融合である。その上で、サブテ
ーマ１「中胚葉性幹細胞の自己組織化のメカニズム（実験発生学・遺伝学的解析と網羅的遺伝子単離）」とサブテーマ２
「器官形成クロックの分子メカニズム」の成果を連携させながらプロジェクトを進めることを目指している｡実際、総括責任者、
サブリーダーをはじめ多くの研究担当者は 2 つのサブテーマの両者に関連する研究を行うように計画されている｡これによ
りサブテーマ間の連携が緊密となっている。
本来、尾芽領域から未分節中胚葉（サブテーマ 1）における中胚葉の発生や分化と器官形成クロック（サブテーマ 2）は、
独立に発生して機能するものとして考えられてきた。しかし、我々のゼブラフィッシュを用いた発生遺伝学的解析で、中胚
葉の発生や分化に関わる Fgf シグナルや T-box 遺伝子の変異が、器官形成クロックの振動停止の位置やクロック遺伝子の
停止後の安定的な発現に関与していることが判明した。従って、器官形成クロックを構成する遺伝子ネットワークと中胚葉
を誘導・分化させる因子との関連が強く示唆されたのである。従って、この 2 つの現象を関連付ける遺伝子や変異体が本プ
ロジェクト終了時までに多数見出されることが期待されている。
一方、メダカとマウスの融合に関しては、遺伝研で行っているメダカの突然変異体の単離に、国立衛研の研究員および
外部研究者（非常勤職員）が頻繁に遺伝研に滞在し、共同で変異体のスクリーニングをおこなっている。得られた研究成果
は、迅速にマウスでの検証を行なえるような体制を整えている。

３．融合（研究所間の融合、サブテーマ内、研究項目内の融合）の取り組み状況
本プロジェクトでは、国立衛研、遺伝研の職員に加えて、国内の一流の研究者を各機関に招聘して共同で実験を行ってい
る。平成１３年度７月には京都国際会議場において国際発生生物学会が開かれた。この機会を有効に利用して,本研究課
題と文部科学省特定領域研究（B）「分子時計が刻む脊椎動物の分節パターン」（代表者：高橋淑子（奈良先端大）の共催
で国際シンポジウムを開催し、本プロジェクトの研究成果を開放的に公開することに努めた。このシンポジウムでは中胚葉
の分節に関する国内外の研究者が集まり、現在直面する研究上の問題点、今後の共同研究について討論した。また、本
研プロジェクトの研究分担者（2 機関以外の研究者も含む）による合同戦略会議もシンポジウム開催地で開いた。
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■ 融合研究推進委員会の支援
１．開催状況及び構成メンバー
氏

名

◎堀田凱樹

所

属

国立遺伝学研究所・所長

長尾 拓

国立医薬品食品衛生研究所・所長

井上 達

国立医薬品食品衛生研究所・
安全性生物試験研究センタ長—

○武田洋幸
相賀裕美子

国立遺伝学研究所・教授（現東京大学・教授）
国立遺伝学研究所・教授大学 教授

◎ 推進委員長
○ 研究実施担当者

２．実施した措置及び効果の考察
主に統括責任者とサブリーダーが融合研究推進委員会の各委員と必要に応じて協議して融合研究を円滑に進めている。
特に、プロジェクト推進に不可欠な以下のような決定がなされて各機関で実行にうつされた。
1.

遺伝研において、メダカ飼育施設のための場所（約 100 ㎡）が確保された。

2.

遺伝研のメダカ飼育施設に高速 LAN が設置された｡

3.

総括責任者とサブリーダーの転出、移動時に、併任手続き、共同研究承認等の決定が迅速になされた。

4.

国立衛研において、マウス飼育施設の十分な利用が認められた。

5.

国立衛研において、サブリーダー転出後も井上センター長が中心となりプロジェクト研究が従来通り継続した。
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研究成果の概要

■総 括
本研究プロジェクトでは、マウスと小型魚類のそれぞれを用いて研究を展開している国立医薬品食品衛生研究所（国立衛
研、マウス）と国立遺伝研（遺伝研、小型魚類）の 2 つの機関を融合して、それぞれの実験系の利点を活かして中胚葉性器官
の発生・再生原理解明に向けた研究を進めている。また、これら 2 つの機関に、他機関の一線級の研究者を招聘して様々な
視点から研究を行なう開放的なシステムでもある。つまり、本研究プロジェクトは、研究対象を同じくする（中胚葉性器官の発
生・再生原理）国内の研究者を一同に集めたものといえる。そして研究成果の瞬時の共有と迅速な共同実験の推進がこの研
究プロジェクトの原動力となって多くの成果をあげてきた。実際、マウスと小型魚類の体節形成に関する研究成果の一部は、
2000 年の Nature reviews genetics 誌に相賀（サブリーダー）、武田（統括責任者）が共著で総説として発表している。

■ サブテーマ毎、研究項目毎の概要
1. 中胚葉性幹細胞と自己組織化のメカニズム
1.1 中胚葉の発生と尾芽幹細胞の分化機構に関する研究
体節中胚葉の成熟に必須な転写因子の発見(武田、荒木)：メダカ変異体の単離と平行して、ゼブラフィッシュの体節形
成変異体を用いた研究も行なった｡表現型が重篤なゼブラフィッシュ突然変異体、fused somites の原因遺伝子の同定を試
み、新規の T-box 型転写因子, Tbx24 が原因遺伝子であることを明らかにした｡この成果は、2002 年 Nature Genetics 誌で
発表され、新聞誌上でも取り上げられた。

1.2 中胚葉組織再生のメカニズム（主として小型魚類のヒレ）
尾芽、再生ヒレにおける新規遺伝子群の単離(工藤)：小型魚類からの中胚葉系組織に発現する遺伝子群の単離、ヒレ再
生に伴って発現量が変化する遺伝子群、マウス尾芽領域に発現する遺伝子群の単離を in situ screening 法やマイクロアレ
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イ法により精力的にすすめた。その結果、体節、尾芽、ヒレ再生の各段階などで特異的に発現する遺伝子を多数個単離す
ることに成功した。これらの遺伝子の機能はノックアウト法などにより解析する。

2. 器官形成クロックの分子メカニズム
2.1 器官形成クロックの分子実体
分節直前の未分節中胚葉における遺伝子ネットワークの解明(相賀、井上、古関)：体節形成直前に一過的に発現する
転写因子 Mesp2 と Notch シグナル系との遺伝学的解析（マウス）により、体節がその分節性を獲得する分子機構を明らかに
した。この成果は、2000 年 Nature Genetics 誌で発表され、また news & view にもとりあげられ、世界的な注目を集めた｡
また器官形成クロックの理論的裏付け(近藤)：胚操作が容易なニワトリとゼブラフィッシュを用いて、分節周期を制御する器
官形成クロックが Turing の reaction-diffusion 方程式に従っていることを示す決定的な実験結果を得た（現在、投稿中）。

2.2 コンパートメント成立機構の解明と誘導系の確立
組織を切断するセグメンターの発見(高橋)：移植や組織培養が容易なニワトリの実験系を駆使して,周囲の中胚葉細胞に
対して分節を誘導する細胞集団（セグメンター）の存在を明らかにした。このセグメンターの活性は Notch シグナルにより調
節されていた。この成果は、Development 誌で発表され、新聞誌上でも取り上げられた。

2.3 変異体スクリーニングとクロック関連遺伝子の機能解析
多数のメダカ突然変異体の単離(武田,石川,工藤,荒木)：H12 年度に、遺伝研に水槽 2,000 個の小型魚類飼育施設（約
100 ㎡）が完成した。この施設内で、ゲノム構成がゼブラフィッシュに比べて単純なメダカを用いた突然変異体のスクリーニ
ングが行なわれている｡本研究プロジェテクとでは、特定の器官に異常を示す変異体が既に 50 系統以上単離されている。
この中で、中胚葉性器官に異常を示すものは約 20 系統で、尾芽伸長異常、体節の小型化、分節面の乱れ、ヒレ形成異常、
血管形成異常、心臓形成異常、骨の欠損、血球欠損、などがある。これらの変異体は、本研究プロジェクトだけにとどまら
ず、中胚葉性器官の発生原理を探る上で、国内で開発された貴重な実験資源となっている。現在、重要な変異体に関して
原因遺伝子の同定に向けてマッピング、染色体歩行が行なわれている。

■ 波及効果、発展方向、改善点等
中胚葉組織の分化、器官形成の基本原理を解明するため、哺乳類と小型魚類の実験系を融合し、発現遺伝子群とそれ
ぞれの素過程に異常を示す変異体を単離することを最初の目標としていた。これまでの２年半の研究で、中胚葉性器官
（尾芽、体節形成領域、再生ヒレ）で発現する遺伝子を単離する系とメダカ突然変異体スクリーニングの系の確立に成功し
た。すでに興味深い遺伝子と変異体の単離、解析も始まっている。この点において、目標は十分に達せされた。
一方、周期性を決めるクロックの実態の解明は理論、実験ともに十分な成果を挙げつつある。今後の論文発表が期待さ
れる。また、分節直前の mesp-Notch を中心とした分子カスケード、組織を切り分ける分節の分子機構の研究はすでに期待
以上の成果を挙げてそれぞれ一流誌に発表済みである。これらの点も目標は達成されつつある。
計画されていたなかで、小型魚類で単離された遺伝子のマウス逆遺伝学を用いた解析が、唯一遅れている。この理由と
して、小型魚類変異体スクリーニングの系の立ち上げにかなりの労力がさかれたためと、進化的に離れている２種の動物間
で相同遺伝子を単離することが思ったほど簡単でなかったことがあげられる。しかし、スクリーニング系が立ち上がっている
ことやすでにいくつかの魚類の遺伝子に関してノックアウトマウスの作製が進んでいることを考えると、プロジェクト後半での
成果が期待される。全体として、研究の成果は十分に上がっている。プロジェクト後半で展開が期待されるような興味深い
遺伝子やメダカ変異体が既に数多く単離されている。これらのなかから、小型魚類とマウスの融合をさらに進める研究が生
まれることが期待される。また、メダカの基盤整備（連鎖地図と EST）が近年日本で急速に進んでおり、当初予想していたよ
りもかなり早く原因遺伝子の同定が可能となっている。
プロジェクト前半の研究では、ゼブラフィッシュを用いた発生遺伝学的解析による Fgf シグナルの関与、変異体の原因遺
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伝子として新規転写因子の同定、ニワトリ胚を用いた実験発生学的研究によるクロックの理論、分節機構の解明、マウス逆
遺伝学による分節直前の遺伝子カスケード解明、といった成果が次々と得られた。ただし、魚と哺乳類では分節機構の違
いが明らかになりつつある。たとえば、魚では椎体の繰返しパターンが脊索に由来することや神経棘が体節の血管に依存
することなどである。脊椎動物の発生は多様性と共通性を有しており、これらの発見が、脊椎動物の分節機構の新たな共
通性につながるのか多様性を示すものかを見極めるような研究につなげたい。
マウス、ニワトリ、ゼブラフィッシュを用いた研究の目標設定は概ね適切であった。一方、メダカ変異体のスクリーニングは、
研究グループとして初めての経験であったせいか、施設の整備、変異原処理の条件設定にかなり苦労した。このために、
本研究プロジェクトの一つの柱である「小型魚類の EST・発現情報→マウスの相同遺伝子の単離→ノックアウトマウス作製
による遺伝子の機能の解明」という計画が小型魚類の EST・発現情報の段階で遅れてしまった。これを補う形で、マウスで
の EST の単離と発現パターンの解析が行われた。結果として、興味深い遺伝子がこれにより単離されて、ノックアウトマウス
の作製が進んでいる。変異体スクリーニングと EST を同時に掲げた計画時点での目標設定が高すぎたと思われる。しかし
現在、スクリーニングの系は確立し、既にいくつかの魚類遺伝子の相同遺伝子単離とそれらのノックアウトマウス作製の準
備に入っている。今後はこのラインの研究も進むと思われる。
今後メダカ変異体スクリーニングで得られる変異体によっては、変異体の解析を優先させる状況が生じる可能性がある。
この場合、「小型魚類の EST・発現パターン」の優先度が落ちる。いずれにせよ、変異体原因遺伝子の同定からその遺伝
子のマウスでの機能解析が行われる見込みである。
以上のように数値的な目標変更は必要ないが、本プロジェクトの研究課題である「オーガンリソース」という言葉をもっと意識
して研究する必要がある。「オーガンリソース」はこれまでに単離された遺伝子や変異体を示す言葉と捕らえることもできる
が、もっと厳密には再生や臓器工学に用いられる「幹細胞や器官原器」を指す。基礎のみならず応用も含めた方向性を持
つ必要があるだろう。

■ 研究成果の発表状況
(１)研究発表件数
原著論文による発表

左記以外の誌上発表
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1. 中胚葉性幹細胞の成立と自己組織化のメカニズム

1.1. 中胚葉の発生と尾芽幹細胞の分化機構に関する研究

国立遺伝学研究所、国立医薬品食品衛生研究所
相賀 裕美子、小久保 博樹

東京大学
武田 洋幸、成瀬 清

（独）水産庁養殖研究所
荒木 和男

東京工業大学
工藤 明、今井 義幸、猪早 敬二

（独）放射線総合医学研究所
石川 裕二

国立医薬品食品衛生研究所
井上 達、高橋 雄、北嶋 聡

千葉大学
古関 明彦、磯野 協一

■要 約
未分化中胚葉細胞から体節細胞への成熟機構の解明を目指して行ったゼブラフィッシュを用いた解析により、尾芽で強
く発現する Fgf が中胚葉細胞を未分化状態に維持すること、また、ゼブラフィッシュ突然変異体、fused somites の原因遺伝
子の解明により、Tbx24 が未分化中胚葉の体節細胞への分化に必須であることが判明した。この 2 つの成果は体節形成の
分野で高く評価されている。また、ゼブラフィッシュを用いた実験で、魚類の椎骨のパターンは体節ではなく脊索が決めるこ
と、さらに椎骨から伸びる神経棘のパターンは体節が決めていること明らかにした。さらに我々が作成した、twist（硬節特異
的転写因子）-GFP transgenic メダカを用いて、生きたまま硬節の挙動を観察することに成功した。このトランスジェニック魚
は、将来の変異体スクリーニングに用いられる予定である。また、11 日胚尾芽 1000 個より約 1x10８のサイズを持つ cDNA ラ
イブラリーをかずさ DNA 研・小原博士との共同研究によって作成し、それを利用して、サブトラクションによるマウス尾芽特
異的遺伝子の検索を行い、尾芽領域に特異的に発現するクローンを 34 個同定した。またメダカ体節期胚の胚全体および
尾芽ライブラリーからの約 15000 クローンの塩基配列を決定し、約 5000 クラスターを得た。

■目 的
体の大部分を構成する筋肉、骨、血、血管、間質細胞を生み出す中胚葉の発生と尾芽幹細胞の分化機構の解明を目
指し、魚類（メダカ、ゼブラフィッシュ）の体節形成、尾芽形成、骨形成の発生遺伝学的解析を行う。一方、マウス尾芽領域

11

オーガンリソースとしての中胚葉細胞と器官形成クロックの研究

で発現する遺伝子の網羅的単離を行って、重要と思われる遺伝子について、ノックアウトマウスの作成を開始する。

■ 研究方法
既存のゼブラフィッシュ突然変異体の解析とトランスジェニックメダカ作成による骨形成過程の解析を行う。一方、マウス尾
芽領域で発現する遺伝子群の網羅的単離を行い、重要遺伝子候補を選定し、ノックアウトマウスの作成を行う

■ 研究成果
以下のゼブラフィッシュ、メダカを用いた実験発生学、遺伝学的
解析により、体節細胞への分化、体節細胞から骨細胞への分化機
構の理解が大きく進んだ。
未分化中胚葉細胞から体節細胞への成熟過程 ： メダカ突然
変異体のスクリーニングと平行して、ゼブラフィッシュを用いた実験
発生学的、遺伝学学的解析により、未分化中胚葉の体節細胞への
分化機構を明らかにした。尾芽で産生された未分化中胚葉細胞は、
徐々に成熟し体節細胞となり分節後に体節に取り込まれる。我々
は、尾芽で強く発現する Fgf が中胚葉細胞の未分化状態の維持に
必須であることを明らかにした。即ち、Fgf シグナルを抑制するとクロ
ックの振動がより尾側で停止して、分節形成の場所が尾芽側へ移
動した。逆に、Fgf シグナルを未分節中胚葉で高い状態に保つと、
分節形成が抑制された（右上図）。さらに、我々は、ゼブラフィッシュ
体節形成突然変異体の中で、最も重篤な表現型（分節が全く起こ
らない）を示す変異体、fused somites の原因遺伝子を同定すること
に成功した(右下図)。fused somites は、新規の転写因子 Tbx24 をコ
ードしていた。表現型の解析から、この転写因子は未分化中胚葉の体節細胞への分化に不可欠な遺伝子であることが判
明した。また、Tbx24 は器官形成クロックを構成する遺伝子の一つ、her1 の発現維持にも関与している。この 2 つの成果は
体節形成機構の解明に大きく貢献した。

魚類の骨形成機構の解析と twist-GFP transgenic メダカ
の作製 ： 魚類の脊椎骨は体節に由来する硬節細胞が脊
索の周りに移動・凝集し、骨芽細胞へと分化することにより
形成される。我々は硬節に特異的に発現するマーカー遺
伝子 Pax-1, Pax-9, 及びゼブラフィッシュ体節変異体 fused
somites を用いて椎骨の形成について検討した。その結果、
メダカ椎骨のパターンは体節ではなく脊索が決めること、さらに椎骨から伸びる神経棘のパターンは体節が決めていること
を明らかにした（投稿中）。
体節の細胞が硬節および筋節へと分化する過程において、bHLH 型転写因子である Twist は硬節に発現し、筋節分化
を抑制することで、硬節への細胞分化を誘導し、さらに骨芽細胞を未熟な状態に維持し続ける。硬節の分化を生きたまま
解析する目的で、硬節で発現する twist のプロモーターを用いた twist-GFP transgenic メダカを作製した。我々は、この
transgenic メダカを用いて、生きたまま硬節の挙動を観察することに成功した(図)。この魚は骨形成変異体のスクリーニング
にも用いることができる。
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尾芽領域特異的遺伝子群の単離
以下のように、マウス、メダカで尾芽特異的遺伝子群の単離が進行している。

マウス 11 日胚尾芽ライブラリー作成と新規遺伝子の単離： マウス胚尾芽領域は、領域自体がきわめて小さいため、系
統的な遺伝子発現の解析が困難であった。我々は、11 日胚尾芽 1000 個より約 1x10８のサイズを持つ cDNA ライブラリーを
かずさ DNA 研・小原博士との共同研究によって作成した。現在までに、20000 クローンの配列を決定して、約 8000 の独立
したクラスターを得た。そのうち、約 4000 個は新規に見出されたものであった。さらに、これららのうち 7500 クラスターの
cDNA をスポットしたマイクロアレイフィルターをかずさ DNA 研との共同研究によって開発することに成功し、尾芽特異的に
発現するクローンを探索している(図)。現在、このライブラリーから得られた 5kb 以上の ORF を有し、なおかつ、全く既知の
機能モチーフを有していないタンパク 5 個について、遺伝子欠損マウスを作成中である。

サブトラクションによるマウス尾芽特異的遺伝子の検索： マウス尾芽領域に発現する遺伝子と体節領域に発現する遺伝
子間で subtraction を行い、尾芽特異的遺伝子ライブラリーを作成した。スクリーニングとして、まずランダムに約 1000 個の
遺伝子の末端塩基配列を決定し、それをブラスト検索を行った後、新規遺伝子に関して、マウス 11.5 日目の尾芽領域での
発現を指標とした in situ hybridization 法によるスクリーニングを行った。約 530 個の遺伝子に関してスクリーニングを行った
結果、尾芽領域に特異的に発現するクローンが 34 個同定できた。その後それらのクローンに関してさらなる塩基配列の決
定、セレラのデータバンクによる遺伝子探索を行った結果、多くのものは既知の遺伝子の断片であることが判明したが、機
能未知のクローンが少なくとも 4 クローン存在した。これら遺伝子のノックアウトマウスの作成を開始している。

メダカ尾芽特異的遺伝子の単離： これまでに、メダカ体節期胚の胚全体および尾芽ライブラリーから約 15000 クローンの
塩基配列を決定し、約 5000 クラスター
を得た。すでに 1000 クラスターの発現
解析が終了しており、組織、器官特異
的遺伝子が多数得られており、その
中に尾芽で発現する興味深い遺伝子
が 10 個程度存在していた。

■考 察
魚類を用いた発生遺伝学的解析、マウス尾芽からの遺伝子単離は順調に進んだ。しかし、メダカ体節形成期で発現す
る 1000 クラスターの発現解析からは、新規の遺伝子は見つからなかった。
メダカ EST からのノックアウトマウスを作成することは時間的に難しい状況になった。今度、新規メダカ変異体の原因遺伝
子の同定とマウス尾芽で発現する遺伝子のノックアウトを最優先で行いたい。
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macrophage phenotypes being able to differentiate into mature osteoclasts. Bone Miner. Res. 15,1477-1488,
(2000)

2.

Amanuma, K., Takeda, H., Amanuma, H. and Aoki, Y. Transgenic zebrafish for the detection of mutations
caused by compounds in aquatic environments. Nature Biotechnology 18: 62-65, (2000)

13

オーガンリソースとしての中胚葉細胞と器官形成クロックの研究

3.

Azuma, Y., Kaji, K., Katogi, R., Takeshita, S. and Kudo, A. TNF-α induces differentiation of and bone
resorption by osteoclasts. J. Biol. Chem. 275, 4858-4864, ( 2000)

4.

Sawada, A., Shinya, M., Jiang, Y.-J., Kawakami, A., Kuroiwa, A., and Takeda, H. Fgf/MAPK signalling is a
crucial positional cue in somite boundary formation. Development 128: 4873-4880, (2001)

5.

Kawaguchi, J., Azuma, Y., Hoshi, K., Takeshita, S., Ohta, T., Ozawa, H., Takeichi, M., Chisaka, O. and Kudo,
A. Targeted disruption of cadherin-11 leads to a reduction in bone density in calvaria and long bone
metaphyses. J. Bone Miner. Res. 16, 1265-1271, (2001)

6.

Kawaguchi, J., Azuma, Y., Hoshi, K., Takeshita, S., Ohta, T., Ozawa, H., Takeichi, M., Chisaka, O and Kudo,
A. The transition of cadherin expression in osteoblast differentiation from mesenchymal cells; consistent
expression of cadherin-11 in osteoblast lineage.

7.

J. Immunol. 168,629-634, (2001)

Sakaguchi, T., Kuroiwa, A. and Takeda, H. Expression of zebrafish btg-b, an anti-proliferative cofactor, during
early embryogenesis. Mechanisms of Devevelopment 104: 113-115, (2001)

8.

Nikaido, M., Kawakami, A., Sawada, A., Furutani-Seiki, M., Takeda, H*. and Araki, K*. (*, HT and KA are
corresponding authors). Tbx24, a novel T-box gene, is mutated in the zebrafish somite segmentation mutant
fused somites.Nature Genetics 31: 195-199, (2002)

9.

Ohara O, Nagase T, Mitsui G, Kohga H, Kikuno R, Hiraoka S, Takahashi Y, Kitajima S, Saga Y, Koseki H.
Characterization of size-fractionated cDNA libraries generated by the in vitro recombination-assisted method.
DNA Res. 9:47-57, (2002)

10.

Suzuki M, Mizutani-Koseki Y, Fujimura Y, Miyagishima H, Kaneko T, Takada Y, Akasaka T, Tanzawa H,
Takihara Y, Nakano M, Masumoto H, Vidal M, Isono K, Koseki H. Involvement of the Polycomb-group gene
Ring1B in the specification of the anterior-posterior axis in mice. Development. 129:4171-4183 (2002)

（他 編）

原著論文以外による発表（レビュー等）
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

成瀬 清、武田洋幸:「ゲノム時代を泳ぎ抜く−小型魚類」細胞工学 22: 55-62, 2002

2.

石川裕二、荒木和男：「メダカにおける ENU および X 線による誘発突然変異体スクリーニング」蛋白質核酸酵
素 45: 2825-2828, (2000)

国外誌
1.

Y. Ishikawa. Medakafish as a model system for vertebrate developmental genetics. BioEssays 22, 487-495,
(2000)

2.

Sakaguchi, T. Mizuno, T. and Takeda, H. “Formation and patterning roles of the yolk syncytial layer” pp. 1 –
14. In Pattern Formation in Zebrafish, Springer-Verlag, Ed. L. Solnica-Krezel (2002)

3.

Holley, S. A. and Takeda, H. Catching a wave: the oscillator and wavefront that create the zebrafish somite. In
“Seminars in Cell & Developmental Biology” vol. 13, 2002pp.481-488 (2002).

口頭発表
招待講演
1.

武田洋幸：「分節時計を示す遺伝子発現」 第 53 回日本細胞生物学会，福岡，2000. 10

応募・主催講演等（抜粋）
1.

坂本大悟、猪早 敬二、成瀬清、三谷啓志、嶋昭紘、石川裕二、今井義幸、工藤 明：「メダカ赤血球異常突

14

オーガンリソースとしての中胚葉細胞と器官形成クロックの研究

然変異体の解析」、日本発生生物学会第 35 回大会、横浜、2002.5.21-23
2.

安武純一、猪早 敬二、工藤 明：「メダカの脊椎骨形成における twist の機能解析」、日本発生生物学会第 35
回大会、横浜、2002.5.21-23

3.

Sawada, A, Fritz, A., Jiang, Y-J, Yamamoto, A., Yamasu, K., Kuroiwa, A., Saga, Y. and Takeda, H. “Zebrafish
Mesp family genes, mesp-a and mesp-b are segmentally expressed in the presomitic mesoderm, and Mesp-b
confers the anterior identity to the developing somites” Cold Spring Harbor, April, 2000.

4.

澤田篤志, 黒岩 厚, 相賀裕美子, 武田洋幸：「ゼブラフィッシュ体節形成における her1 の周期的な発現」．
第３３回日本発生生物学会大会，高知，2000.５．

5.

澤田篤志, 黒岩 厚, 川上厚志, 武田 洋幸：「ゼブラフィッシュ体節形成における her1 の周期的な発現と
FGF による制御」．第２３回日本分子生物学会年会，神戸，2000.１２．

6.

A. Sawada, M. Shinya, Y-J. Jiang, A. Kawakami, A. Kuroiwa and H. Takeda. “FGF/MAPK sigunaling regulates
maturation of the presomitic mesoderm during vertebrate segmentation".

The Second European Conference

on Zebrafish Genetics and Development, London, 2000.4.
7.

A. Sawada, M. Shinya, Y-J. Jiang, A. Kawakami, A. Kuroiwa and H. Takeda. “FGF/MAPK signaling regulates
maturation of the presomitic mesoderm during vertebrate segmentation" 14th International Congress of
Developomental Biology, Kyoto, 2001.7.

8.

澤田篤志，二階堂昌孝，川上厚志，荒木和男，武田洋幸：「Fgf シグナルが制御する脊椎動物の分節」．第 24
回日本分子生物学会年会，横浜，2001.12

9.

二階堂昌孝、川上厚志、澤田篤志、古谷-清木誠 武田洋幸、荒木和男：「ゼブラフィッシュ新規 T-box 遺伝子
の単離と機能解析」、第２４回日本分子生物学会年会、2001.12

10.

岡本裕之、二階堂昌孝 名古屋博之、荒木和男：「メダカ新規 FoxA2 転写因子の cDNA 構造と発現パターン」
平成１３年度日本水産学会春季大会講演要旨集、p163、2001

11.

Nikaido,M., Kudo,A. and Araki,K: Cloning and characterization of novel T-box genes in zebrafish,
Develop.growth & differ.,43, S34,14th International Congress of Developmental Biology、京都、2001.7.8-12

12.

Nagaya,M., Umino,K., Inohaya,K. and Kudo,A.: Isolation and characterization of a zebrafish blastema-secific
gene, zis, in regeneration of caudal fins and in embryogenesis, Develop.growth & differ.,43, S41,14th
International Congress of Developmental Biology、京都、2001.7.8-12

13.

Momoi,A., Inohaya,K., Furutani-Seiki,M. and Kudo,A: Cloning and characterization of zebrafish OB-cadherin,
Develop.growth & differ.,43, S42,14th International Congress of Developmental Biology、京都、2001.7.8-12

14.

Koh,D., Inohaya,K. and Kudo,A.: The novel zebrafish transglutaminase gene is required for primitive
hematopoiesis and vasculogenesis, Develop.growth & differ.,43, S43,14th International Congress of
Developmental Biology、京都、2001.7.8-12

15.

Inohaya,K. and Kudo,A.: Temporal and spatial patterns of cbfa1 expression during embryonic development in
medaka, Develop.growth & differ.,43, S89,14th International Congress of Developmental Biology、京都、
2001.7.8-12

16.

Umino,K., Nagaya,M., Inohaya,K. and Kudo,A.: Novel basic helix-loop-helix gene, pigmon, is expressed in
retinal pigmented epithelium andregenerating fin, Develop.growth & differ.,43, S99,14th International Congress
of Developmental Biology、京都、2001.7.8-12

17.

Kudo,H., Inohaya,K. and Kudo,A.: Specific expression of the zebrafish periostin in somite formation,
Develop.growth & differ.,43, S34,14th International Congress of Developmental Biology、京都、2001.7.8-12

18.

今井 義幸：「ゼブラフィッシュの背腹軸形成を制御するホメオボックス遺伝子」、第 7 回小型魚類研究会、三島、
2001.8.4-5

19.

猪早敬二、工藤 明：「メダカ、ゼブラにおける脊椎骨の発生」、第 7 回小型魚類研究会、三島、2001.8.4-5

15

オーガンリソースとしての中胚葉細胞と器官形成クロックの研究

20.

工藤久智：「体節形成における periostin 遺伝子の発現解析」、第 7 回小型魚類研究会、三島、2001.8.4-5

21.

Sato,H., Wang,D.,and Kudo,A.: The association of Pax-5 with RB induces the dissociation of Pax-5 from the
KI and KII aites during κchain gene rearrangement.11th International Congress of Immunology,Scandinavian
Journal of Immunol.54,Supplement 1,Stockholm, 2001.7.22-27

22.

東由明、梶圭介、内藤明日香、上村孝、井上純一郎、工藤 明：「TNFα及び RANKL のマウス破骨細胞分化・
成熟に対する作用の解析」、第 19 回日本骨代謝学会、名古屋、2001.8.8-11

23.

喜井 勲、工藤 明：「細胞間接着分子カドヘリンによる骨芽細胞分化誘導」、第 19 回日本骨代謝学会、名古
屋、2001.8.8-11

24.

大島央、工藤 明：「骨膜、歯根膜に特異的な発現を示す periostin 遺伝子の転写制御機構解析」、第 19 回日
本骨代謝学会、名古屋、2001.8.8-11

25.

金澤潔、東由明，中野裕康、工藤 明：「TRAF5 は RANKL 及び TNF-αによる破骨細胞分化誘導に関与す
る」、第 19 回日本骨代謝学会、名古屋、2001.8.8-11

26.

新井智、網塚憲生、東由明、工藤 明：「破骨細胞の分化を制御する骨髄ストローマ細胞の表面分子」、第 19
回日本骨代謝学会、名古屋、2001.8.8-11

27.

Oshima,A., Glackin,C.A., Flanagan,S.D., Lowe,G. and Kudo,A: A novel mechanism for the regulation of
osteoblast differentiation transcription of periostin,a member of the fasciclin I family, is regulated by the bHLH
transcription factor,twist. 2001 ASBMR 23rd annual meeting, Phoenix, U.S.A. 2001.10.12-16

28.

Kanazawa,K., Azuma,Y., Nakano,H. and Kudo,A.: RANKL or TNF-α-induced osteoclastogenesis requires
TRAF5. 2001 ASBMR 23rd annual meeting, Phoenix, U.S.A. 2001.10.12-16

29.

Arai,S., Amizuka,N., Azuma,Y. and Kudo,A.: The novel molecule on mouse stromal cells, OCRA, regulates
osteoclastognesis. 2001 ASBMR 23rd annual meeting, Phoenix, U.S.A. 2001.10.12-16）

30.

加藤いぶき：「未分化 B 細胞上の TRANCE による細胞増殖制御；第 31 回日本免疫学会総会・学術集会、大
阪、2001.12.11-13

31.

佐藤照：Pax-5 は初期 B 細胞分化において細胞の分化と共に生存に機能する」、第 31 回日本免疫学会総会・
学術集会、大阪、2001.12.11-13

32.

喜井 勲、工藤 明：「カドヘリンによる細胞間接着は骨芽細胞分化を誘導する」、第 24 回日本分子生物学会
年会、横浜、2001.12.9-12

16

オーガンリソースとしての中胚葉細胞と器官形成クロックの研究

1. 中胚葉性幹細胞の成立と自己組織化のメカニズム

1.2. 中胚葉組織再生の分子メカニズム

東京大学
武田 洋幸

（独）水産庁養殖研究所
荒木 和男

東京工業大学
工藤 明、今井 義幸、猪早 敬二

（独）放射線総合医学研究所
石川 裕二

国立医薬品食品衛生研究所
井上 達、北嶋 聡

■要 約
魚類のヒレ再生の系も研究の対象とした。小型魚類のヒレ再生（一週間程度で再生する）は幹細胞から各組織に分化する
再生の分子メカニズムを解析するのに最適の実験系である。ここでは、器官再生への応用を目指して、再生過程で発現する
遺伝子の単離とその機能解析を行った。再生 3 日目と 10 日目のクローンからヒレ再生遺伝子として 3000 個を選択し、DNA
チップを作成した。再生初期 1 日目、2 日目、3 日目、再生後期 10 日目と普通のヒレにおける発現パターンをマイクロアレイ
にて検討し、ヒレ再生過程における遺伝子発現を網羅的に解析した。現在得られた候補遺伝子の発現を解析中である。

■目 的
体の大部分を構成する筋肉、骨、血、血管、間質細胞を生み出す中胚葉の発生と尾芽幹細胞の分化機構の解明を目
指し、魚類（メダカ、ゼブラフィッシュ）の体節形成、尾芽形成、骨形成の発生遺伝学的解析を行う。一方、マウス尾芽領域
で発現する遺伝子の網羅的単離を行って、重要と思われる遺伝子について、ノックアウトマウスの作成を開始する。

■ 研究方法
メダカヒレ再生過程で発現する遺伝子の網羅的解析（EST）とマイクロアレイを組み合わせて、再生過程での遺伝子発現
プロフィールを明らかにする。
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■ 研究成果と考察
メダカ尾ヒレは切断後約２
週間で再生を完了する。最
も再生が盛んな切断後１０日
目の EST シークエンスと in
situ hybiridization 法による
発現解析の結果、twist2 はヒ
レ切断２日目より発現を開始
し、再生芽に特異的発現を
示すことが明らかになった。
さらに再生の進行に伴い伸
張ヒレの先端の未分化な再
生芽領域に継続的に発現を
示すものの、未切断ヒレには
発現は見られない。また、こ
の発現パターンは再生芽形
成に関与すると考えられる
fgfr1 に一致し、twist2 が直
接的に fgfr1 の発現誘導し、
再生が開始すると考えている。また再生のステージを組織染色により観察した結果、再生発端に起きる神経軸策形成が再
生芽誘導に係わっている可能性が考えられ、神経軸策の再生における関わりを分子レベルで検討することにより、再生誘
導メカニズムを追求できると考えている。
再生芽が形成され、幹細胞が分化開始する時期であるメダカヒレ再生 3 日目と 10 日目の cDNA ライブリーを構築し、遺
伝研において 20000 シークエンスが終了した。その結果、３日目で 3454 クラスター,１０日目で 3813 クラスターが得られた。
3454 のうち 1166 クラスター（33.8％）のみが、10 日目のシークエンスと重なっており,計 6101 クラスターが得られた。
再生 3 日目と 10 日目のクローンからヒレ再生遺伝子として 3000 個を選択し、DNA チップを作成した。再生初期 1 日目、
2 日目、3 日目、再生後期 10 日目と普通のヒレにおける発現パターンをマイクロアレイにて検討し、ヒレ再生過程における遺
伝子発現を網羅的に解析した。現在得られた候補遺伝子を更に In situ hybridization を行い、発現パターンを特定している。
今後はマウス相同遺伝子の単離、ノックアウトを進めていきたい。また、ヒレ再生の遺伝子のネットワーク解明には、ノックア
ウトマウス作成だけでなく多くのメダカ突然変異体を得る必要がある。

■ 成果の発表
原著論文による発表
国外誌
1. Oshima, A., Tanabe, H., Yan, T., Lowe, G.N., Glackin, C.A. and Kudo, AA novel mechanism for the regulation
of osteoblast differentiation: Transcription of periostin, a member of the fasciclin I family, is regulated by the
bHLH transcription factor, Twist. J. Cell. Biochem. 86: 792-804, (2002).
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学会年会、横浜、2001.12.9-12
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2. 器官形成クロックの分子メカニズム

2.1. 器官形成クロックの分子実体

国立医薬品食品衛生研究所
井上 達、高橋 雄

国立遺伝学研究所
相賀 裕美子、小久保 博樹

理化学研究所
近藤 滋

東京大学
武田 洋幸

■要 約
最初に我々は、A. Turing が唱えた反応拡散理論を用いて、クロックの結果形成される器官形成の波をシミュレーション
的に再現することに成功した。そこで実験的に反応拡散理論を実験的に証明するために、ニワトリ胚や、ゼブラフィッシュ胚
を用いて解析した結果、シミュレーションから想定される結果を得ることができた。すなわち、体節形成の位置情報が反応
拡散の波でできていることを示唆した。また Notch シグナルに異常のあるマウスの分節不全変異体、Dll1, Dll3, Presenilin-1
ノックアウトマウスと転写因子 Mesp2 ノックアウトマウスの遺伝学的解析により、体節の繰り返し構造の基盤である前後の決
定は、Notch シグナル Dll1 と Mesp2 が形成する negative-feed back 系が重要な役割を果たすことを明らかにした。さらに体
節の前後の形成過程では、これらの分子が反応拡散理論で説明可能なメカニズムで機能している可能性が示唆された。

■目 的
器官形成の過程では、個々の細胞の増殖、分化、移動などが正確な時間で起こっている。そして、これを遂行する器官
形成のための分子時計（器官形成クロック）が存在していると考えられる。我々は器官形成クロックの実体解明を目指してい
る。今年度は、マウス遺伝学を用いた器官形成クロックの中心的役割を担う Notch シグナルと分節に必須な転写因子 mesp
との相互作用の解明、mesp の発現制御、および魚類を用いたクロック生成機構の解析を行う。

■ 研究方法
理論とその実証にはニワトリ、ゼブラフィッシュの実験発生学と物理化学的実験を組み合わせて行った。またマウスを用い
た実験では Notch シグナルが阻害される各種ノックアウトマウスと mesp ノックアウトマウスの交配による遺伝学解析を行った。

■ 研究成果と考察
器官形成クロックの分子実体解明：ニワトリの体節形成時に hairy などの遺伝子の発現パターンが波状に移動することが
わかっている。このダイナミクスは反応拡散モデルで良く説明できるが、他のモデル（clock and wavefromt model 等）でも説
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明することは可能である。どのモデルがもっとも良く現象に合致するかを検討するには、胚に何らかの人為的な変異を与え、
それに対する胚の応答を見る必要がある。体節形成期のニワトリ胚及びゼブラフィッシュを用いた、実験結果は clock and
wavefromt model モデルでなく、反応拡散モデルを指示することが明らかになった。現在論文投稿中のため、詳細の data
は割愛する。

体節形成の分子機構の解明：
器官形成クロックにより生み出さ
れる脊椎動物の分節性（繰り返
しパターン）の基盤は、個々の体
節内に形成されている前後極性
であり、この前後極性は体節の
分節化に先立って形成されるこ
とがわかっている。近年我々が
単離した転写因子 Mesp2 は体
節の前後極性の形成に最も初
期に働く重要な分子であることが、
マウスを用いた遺伝学的解析に
よって明らかになってきた。そこ
で、同様に体節の前後極性の確
立に関与すると考えられる
Dll1,Dll3 あるいは Notch シグナ
ルの伝達に重要な働きをする
Presenilin-1 ノックアウトマウスとのダブルノックアウトマウスを作成しその表現型、遺伝子発現の変化を詳細に解析した結果、
前後極性の確立に関しては Mesp2 が Notch シグナリングを介して Dll1 の発現を制御していることがわかった。またその過
程で Dll1 は自分自身を誘導するとともに Mesp2 の誘導をおこすこと、しかし Mesp2 は Dll1 を抑制するという、フィードバッ
クのメカニズムが働いていることがわかった (下図)。さらに、Mesp2 は Dll1 を介さずに体節の後方化に関与する遺伝子
Uncx4.1 をより直接的に抑制していることも明らかになった。従って、体節の前後の形成に関して、Mesp2 は体節の後方化
を強く抑制することにより、前方部の性質を確保していることが明らかになった。またこのとき重要なことは、Mesp2 の発現は
最初から体節の前半部に局在しているわけではなく、まず体節の前後両方に発現し、その後、前方部に局在する。この局
在のメカニズムには Dll3 を介した Notch シグナリングが関与していること、またその過程には Presenilin-1 も関与することが
明らかになってきた。これらのパターンの形成にクロック機構が密接にかかわっており、それが反応拡散機構によって説明
できるのではないかと考え現在、数理モデルを用いたシミュレーションをおこなっているところである。

■ 成果の発表
原著論文による発表
国外誌（抜粋）
1. Takahashi, Y., Koizumi, K., Takagi A., Kitajima S., Inoue, T., Koseki, H., Saga, Y. Mesp2 initiates somite
segmentation through the Notch signalling pathway. Nature Genetics 25: 390-396, (2000)
2. Sawada, A., Fritz, A., Jiang, Y., Yamamoto, A., Yamasu, K., Kuroiwa, A., Saga, Y., Takeda, H. Zebrafish Mesp
family genes, mesp-a and mesp-b are segmentally expressed in the presomitic mesoderm, and Mesp-b confers
the anterior identity to the developing somites. Development 12 7: 1691-1702, (2000)
3. Koizumi, K., Nakajima, M., Yuasa, S., Saga, Y., Sakai, T., Kuriyama, T., Shirasawa, T. and Koseki, H. The role
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2. 器官形成クロックの分子メカニズム

2.2. コンパートメント成立機構の解明と誘導系の確立

国立医薬品食品衛生研究所
井上 達、高橋 雄、北嶋 聡

国立遺伝学研究所
相賀 裕美子、小久保 博樹

理化学研究所
高橋 淑子

東京大学
武田 洋幸

■要 約
体節形成過程において組織の分離に直接関わる細胞、セグメンター細胞が存在する事を見出だした。ニワトリのセグメン
ターは体節中胚葉の腹側に位置する細胞群により制御されており、実際の分節の誘導に Notch シグナルが重要な機能を
持つことが明らかになった。またセグメンターと細胞の形態変化をつなぐ機構を解析した結果、低分子量Ｇタンパク質 Rac１
と Cdc42 が異なる役割をもって関与していることが示唆された。また転写因子 Mesp2 のゼブラフィッシュの相同遺伝子
mespb を導入したマウスを作成し解析した結果、mespb は Mesp2 と同等の機能を持つことが明らかになった。またこの過程
で得られた hypomorphic な mespb 遺伝子座を持つマウスを解析した結果、Mesp2 は体節の前後極性の形成とは独立した
機構で、体節の分節境界を誘導する能力を有することが示唆された。その際分節境界には Eph4 が誘導されることが明らか
になった。

■目 的
体節形成過程において組織の分離に直接関わるセグメンター細胞の研究をおこなうことにより、器官構築の基盤となる
組織コンパートメントの成立の分子機構を解析する。今年度は、セグメンターの作用機序及び分節時の上皮化を制御する
機構を解析する。また Mesp2 の分節境界形成における機能を解析する。

■ 研究方法
コンパートメント成立機構の解明とセグメンターの解析は主にニワトリを用いた遺伝子導入系でなにがどのような条件下
でセグメントを誘導するのか、その細胞はどのようにして形成されるかを検討する。さらに、未分節中胚葉に特異的なシグナ
ルをサブトラクション法により探索した。ゼブラフィッシュの相同遺伝子 mespb を導入したマウスを作成し解析した。
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■ 研究成果と考察
ニワトリ胚におけるセグメンタ
ーの発見： 一続きの未分節中
胚葉が、その前方から一つずつ
くびれきれるとき、一体何が「は
さみ」として働くのであろうか？
我々はまず次分節部位（-1 とい
う）に存在する細胞群に注目し
た。ウズラドナー胚より、-1 付近
の組織をニワトリホスト胚の本来
は分節をしない部位（-1.5）に移
植した。その結果、異所的な分
節境界が形成された。このとき、
新しくできた境界のすぐ後方に
のみウズラ由来の細胞が存在すれば境界形成の誘導がおこることがわかった。このことは、正常な分節過程において、次
分節部位のすぐ後方に位置する細胞群が特殊な細胞群であり、それらが何らかの活性を前方に送って形態的境界を作り
上げることを意味する。我々は、この境界形成活性を「セグメンター」と名付けた。さらにセグメンターを産生する分子機構を
探る目的で、Notch を糖鎖修飾することが知られている Lunatic fringe (L-fringe)遺伝子を L-fringe をニワトリ未分節中胚葉
内の広領域に発現させ、次にそこからさらに小さな組織を切りだして、ホスト胚の非分節部位に移植した。この操作によって
非分節部位において L-fringe 遺伝子の異所的な発現境界を作ることができた。その結果、L-fringe の発現境界に一致して、
形態的境界が形成された。またこれらの現象は、活性型 Notch を用いても同様の結果が得られた。従って、分節における
形態的境界は、境界後方に位置する細胞群からセグメンター活性が産生されることにより引き起こされる。またセグメンター
は、これらの特殊化された細胞群において、L-fringe によって Notch シグナルが活性化されることにより産生されると結論づ
けた(図)。境界の後方で産生されたセグメンター活性は、その前方に作用して細胞極性を変化させる。さらにセグメンターと
細胞の形態変化をつなぐ機構を理解するために、まず細胞極性の変化に関与する細胞内シグナルに注目した。低分子量
Ｇタンパク質の中でも Rho ファミリーは、主に培養細胞を用いた研究から、細胞骨格を巧みに調節して細胞の極性やかたち
を変化させる。しかしながら脊椎動物を含む３次元的な形態形成において Rho ファミリーが何をしているのかほとんど知られ
ていなかった。そこで、脊椎動物の分節時に細胞が間充織から上皮に転換されるときに、Rho ファミリーがどのような役割を
もっているのかについて解析した。Rho、Rac1、Cdc42 それぞれについて活性型、非活性型、野生型を未分節中胚葉内に
強制発現させた。その結果、分
節時にみられる細胞の極性変化
には、Rac１と Cdc42 が異なる役
割をもって関与していることがわ
かりつつある。

ゼブラフィッシュ mespb 遺伝子
導入マウスか ら判明した mesp
family 遺伝子の２つの機能： 転
写因子 Mesp2 のホモログと考え
られる遺伝子 mespb がゼブラフィ
ッシュから単離され、その発現パ
ターン及び機能解析結果はマウ
スにおける Mesp2 とよく一致した。
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しかしゼブラフィッシュの体節は主に筋肉を形成する筋節から成っており、マウスの脊椎骨の前駆体である硬節に当たる構
造は mespb の発現する体節形成時にはほとんど存在しない。そこでゼブラフィッシュの mespb 遺伝子の機能をマウスの系
で解析するために mespb を Mesp2 遺伝子座にノックインしたマウスを作製しその解析を行った。その結果、mespb 遺伝子は、
Mesp2 の欠損はほぼ完全にレスキューした。しかしこのマウスの作製過程で形成された、hypomorphic なマウス（mRNA はで
きているが翻訳効率が悪いと考えられる）は異常な表現型を呈した。脊椎骨の癒合がひどく、正常な前後極性が確立され
ていない。ところが驚いたことに、体節のくびれきれる現象（体節間の境界形成）が観察された。遺伝子発現でみても前後
極性を反映したパターンを示す Dll1 や uncx4.1 の発現には著しい乱れがみられたが、体節の分節に関与すると考えられる
lunatic fringe や EphA4 の発現は比較的正常であり、これらの過程には異なった遺伝子カスケードが関与している可能性が
示唆された。しかしこのマウスでは体節間の前後極性が確立されていないため、境界は維持されず、結局癒合することも明
らかになり、この２つの分節過程が協調して正常な体節形成が進行することが明らかになった。よって転写因子 Mesp2 は前
後極性の確立に加えて、体節間の境界形成に異なった遺伝子カスケードを使って機能していることがわかった(図)。
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2. 器官形成クロックの分子メカニズム

2.3. 突然変異体のスクリーニングとクロック関連遺伝子の機能解析

東京大学
武田 洋幸、成瀬 清

（独）水産庁養殖研究所
荒木 和男

東京工業大学
工藤 明、今井 義幸、猪早 敬二

（独）放射線総合医学研究所
石川 裕二

国立遺伝学研究所
相賀 裕美子

国立医薬品食品衛生研究所
井上 達、高橋 雄、北嶋 聡

■要 約
国立放射線医学総合研究所の施設でパイロットスクリーニングを経て、これまでに国立遺伝学研究所において、200 ファ
ミリーのスクリーニングが済んでいる。すでに 40 系統の有用な変異体を単離することができ、本研究課題に関連するものと
しては、尾芽伸長異常（tacobo）、尾芽形成不全（tail-less)、胸ヒレ欠損（pecfin-less, pl）、血球欠損（white-out, who）、分節
形成が乱れる midare、骨形成が起こらない toguro、心臓肥大が起こる pakapaka、キュビエ管が破裂する omorashi、心臓拍
動の不整脈が起こる fuseimyaku、胸ヒレ欠損の fin-less などが注目される｡これらのうち、tacobo, tail-less, toguro はゼブラ
フィッシュでは報告されていない表現型を示していた。平成 14 年 11 月より、新たなスクリーニング（Screening 2002）を開始
した。15 年 3 月までに 85 ファミリーの解析を終えた。
また、メダカ赤血球欠陥ミュータント who, 胸鰭欠損 pl のポジショナルクローニングに成功した。さらに、メダカ尾芽形成
不全 tail-less, 骨形成不全 toguro については、原因遺伝子周辺の BAC による物理地図がほぼ完成した。

■目 的
メダカを用いて尾芽組織異常（サブテーマ１）及び体節形成異常（サブテーマ２）の変異体をスクリーニングする。２００２
年度からは本格的スクリーニング Screening 2002 を開始した。既に得られているメダカ変異体については原因遺伝子の単
離を目指す。一方、魚類の胚操作技術を用いてクロック遺伝子の機能を解析する。
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■ 研究方法
メダカ成体雄を突然変異誘導物質(ENU)で処理し、メダカを用いて尾芽組織異常（サブテーマ１）及び体節形成異常（サ
ブテーマ２）に関連する変異体（中胚葉形成・尾芽形成・ヒレ形成異常・体節形成異常を示す突然変異体）を網羅的にスク
リーニングする。通常の遺伝学的手法により、変異体のマッピングと原因遺伝子同定に向けた染色体歩行を行う。

■ 研究成果と考察
国立遺伝学研究所において、スクリーニングのための飼育施設が平成 12 年度末に完成した（水槽約 2,000 個、100 ㎡）
（図１）。この間は、国立放射線医学総合研究所の施設でパイロットスクリーニングを行った。変異源処理をしたメダカ雄の
子孫約 60 家系を調べたところ、42 系統の突然変変異体を分離できた。この中の多くは胚全体または局所的な細胞死が発
生段階依存的に起こるものが多く含まれたが、骨異常、心臓・血管系異常、局所的神経組織の欠損など発生の様々な過
程で異常を示すものも含まれている。例えば、尾芽・体節異常の突然変異体（tacobo）(図２)、胸ヒレ欠損（pecfin-less）(図３)、
血球欠損（white-out）などの変異体が分離され、パイロットスクリーニングは成功した。平成 13 年度では、遺伝研の飼育施設
において約 150 ファミリーの F2 メダカのスクリーニングを行った。その結果、大規模な細胞死を除く、約 40 系統の変異体の単
離に成功した｡その中で，体の体幹部が欠失する tail-less(図 4)、分節形成が乱れる midare、骨形成が起こらない toguro(図５)、
心臓肥大が起こる pakapaka、キュビエ管が破裂する omorashi、心臓拍動の不整脈が起こる fuseimyaku、胸ヒレ欠損の fin-less、
などが注目される｡現在、平成 14 年度のスクリーニングを準備中であり、11 月より incross の F2 200 ファミリーのスクリーニン
グを実施する。これらのうち、tacobo, tail-less, toguro はゼブラフィッシュでは報告されていない表現型を示している。また、
toguro は高温感受性変異体で 30℃以上で表現型が安定に現れるが、20℃以下では正常に発生する。
得られた変異体の中で、とくに興味深いものについては、連鎖地図へのマッピング、染色体歩行を開始している｡既に、
メダカ赤血球欠陥ミュータント who, 胸鰭欠損 pl のポジショナルクローニングに成功した。さらに、メダカ尾芽形成不全
tail-less, 骨形成不全 toguro については、原因遺伝子周辺の BAC による物理地図がほぼ完成した。tacobo も 1ｃM 以内
（約 500Kb）に近づいている。
単離された変異体の原因遺伝子に以下に迅速に迫れるかが今後のポイントとなる。ゼブラフィッシュ胚を用いたキメラ解
析によりクロック波の伝播について興味深い現象が見つかった。この解釈も含め今後更なる解析を行いたい。

図１

メダカ飼育施設（国立遺伝学研究所）
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図２ 尾芽伸長の異常変異体、tacobo (tab) 尾芽の伸長遅延の他に、
体節縮小、ヒレ欠損、中脳領域の形成異常がある。

図３ ヒレ欠損変異体, pecfin-less (pll)

図４

体幹部構造が欠損する変異体, tail-less (tls)。尾芽が崩壊するために体幹部構造が欠ける。

図５ 骨形成異常変異体、toguro (tgr)。硬骨を紅く染めている。tgr では、骨の発生がみられず、体幹部が巻いてしまう。
この変異体は温度感受性変異体で、20℃以下では正常に発生する。
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