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　生き物の固有の特徴となっているさまざまな形質が，どのように発現し制御されているのかという

問題は，生物学における大きな命題となっている。近年の遺伝子操作技術の発達は，遺伝子の発現制

御機構に分子レベルで迫る手だてを与えた。特に細胞増殖に関する研究は飛躍的に進み，細胞への増

殖・分化のシグナルは膜受容体，シグナル伝達物質により引きつがれ最終的には核内に伝達されると

考えられるようになった。しかし，どの遺伝子産物がどの遺伝子をいかなるメカニズムで活性化する

のか、それがいかにして細胞シグナル伝達機構とかかわっているのか，さらには，それがいかに細胞

の分化・がん化につながるのかと行った問題に関しては今後明かにされるべき点が多い。当研究室で

は遺伝子発現制御機構を分子レベルで解析する事によって，これらの問題を解明することを目指して

いる。

目的
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年次計画と成果

１．遺伝子発現制御因子として機能する核内がん遺伝子産物の研究

　ski 遺伝子及びその関連遺伝子 sno はもともと発がん遺伝子として同定され、その遺伝子産物が転

写コリプレッサーとして機能することを私達はすでに報告している。私達は Ski などのコリプレッサ

ーに結合する因子をスクリーニングする過程で、転写因子 Gli3 蛋白質が Ski コリプレッサーに結合

することを見い出した。Gli3 は脳腫瘍において増幅している遺伝子として見い出されたもので、形

態形成において重要な役割を果す Shh シグナル伝達経路に関わる転写因子として有名である。全長

Gli3（Act-GLi3）は Shh シグナルに応答して、Gli1 などの標的遺伝子の転写を活性化する。また、

Shh シグナルがない場合には Gli3 はプロセッシングによって、短いリプレッサー（Rep-Gli3）にな

る。一連の解析の結果、Ski と関連因子 Sno は Gli3 の N末端側を介して、Act-Gli3 と Rep-Gli3 の両

方に結合し、Act-Gli3 による転写活性化を抑制すると共に、Rep-Gli3 による転写抑制に必須の役割を

果すことを明らかにした。さらに Gli3 と Ski の遺伝学的相互作用を調べるために、Ski ヘテロ変異マ

ウスとGli3ヘテロ変異マウスを掛け合わせ、得られたSki/Gli3ダブルヘテロ変異体の異常を解析した。

Gli3 ヘテロ変異体は手足において過剰指の表現型を示すが、Ski 変異の導入によって、手足の形態異

常がさらに増強され、Gli3 と Ski の遺伝学的相互作用が個体レベルで示された。以上の結果より、コ

リプレッサー Ski/Sno は転写因子 Gli3 に直接結合し、Gli3 による転写制御をコントロールすること

によって、形態形成において重要な役割を果すことが示された。

　核内癌遺伝子産物Myb は転写活性化因子として機能し、未分化造血系細胞の増殖に必須である。

Myb による転写制御の分子メカニズムを理解するため、Myb に結合する因子を酵母 Two-hybrid ス
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クリーニング法により探索し、数種類のクローンを同定した。これらのクローンのコードされる蛋白

質とMyb との結合を種々の方法で確認すると共に、これらの因子がMyb 依存的な転写に及ぼす影響

をルシフェラーゼレポーターアッセイにより解析した。これらの因子はMyb による転写制御におい

て重要な役割を果すことが示された。

　

２．細胞外刺激による遺伝子発現誘導の研究

　1989 年に私達がエイズウイルス (HIV) エンハンサー結合因子として同定した因子は現在 Schnurri 

（Shn）と呼ばれている。これはこの因子がショウジョウバエの核内因子 Schnurri （Shn）と高いホモ

ロジーを有し、そのホモログと考えられるからである。動物細胞には Shn-1, 2, 3 の３つが存在し、

いずれも約 270 kD の大きな蛋白質で、２つのメタルフィンガー構造を含むドメインを２セット持

っている。ショウジョウバエ Shn は TGF- β /BMP/activine のホモログ dpp のシグナル伝達経路の

下流で機能することから、動物細胞の Shn も TGF- β /BMP/activine シグナル経路で機能すると推定

され、実際に Shn は GF- β /BMP/activine シグナル経路の転写因子 Smad と直接結合する。私達は

Shn の生理機能を明らかにするため、Shn-2 の変異マウスを作製・解析している。すでに、Shn-2 変

異マウスでは Positive selection が異常なため、T細胞の分化が停止することを示している。さらに、

Shn-2 変異マウスは行動異常、嗅覚系異常、性行動の異常を示すことが明らかにされた。そしてこれ

らの分子メカニズムを明らかにするため、Shn-2 の脳神経系での発現パターンを詳細に解析した。

    ATF-2 （CRE-BP1）は B-ZIP 構造の DNA 結合ドメインと、メタルフィンガー構造の転写活性

化ドメインを有する転写因子である。ATF-2 は JNK や p38 などのストレス応答キナーゼ（SAPK: 

stress-activated kinase）によって直接リン酸化され、活性化される。私達は ATF-2 の生理機能を明

らかにするため変異マウスを作製し、解析している。そして、null 変異体はヒトの胎便吸引症候群

（MAS: Meconium Aspiration Syndrome）のマウスモデルとなることをすでに報告している。ATF-2

ヘテロ変異マウスを長期に飼育していると、高頻度に乳癌を発症することを見い出した。ATF-2 変異

マウスで見られる乳癌は高分化型スキルス硬癌などであった。ATF-2 欠損細胞と正常細胞で発現して

いる遺伝子の種類を解析し、一群の遺伝子がATF-2欠損細胞では発現が低下していることを見い出し、

これらの遺伝子と乳癌発症との関連について解析した。

３．ショウジョウバエを用いた転写制御因子の遺伝学的解析

　転写因子Myb は細胞増殖を促進する機能を持つが、その標的遺伝子やMyb による転写活性化の

メカニズムは依然として不明である。またMyb のショウジョウバエホモログである dMyb は、細

胞周期M期への進行を促進することが知られているが、そのメカニズムは解明されていない。そ

こで、Myb 制御因子を遺伝学的にスクリーニングする系を構築した。dMyb の C 末端が欠けた活

性化型 dMyb Δ C を eye disc の posteriorregion で発現させると、眼の形態が異常となる rough 

eye phenotype が観察された。そして、種々の遺伝子の変異を導入することによって、rough eye 

phenotype が抑制されたり、反対に増強されることを確認した。このように、rough eye phenotype 

を変化させるような種々の変異体をスクリーニングすることによって、Myb 制御因子の解析が可能

となった。実際に、多くの変異体を掛け合わせることによって、10種類以上のMyb 制御因子が存在

することを確認することができた。

４．蛋白質・核酸，リガンド認識の分子メカニズムの研究

蛋白質による核酸配列やリガンドの特異的認識の分子メカニズムを明らかにすることを目的にし、
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種々の方法を用いて以下のような解析を行った。（１）蛋白質・核酸認識における構造・機能相関：

これまでに知られている多くの蛋白質・核酸複合体の構造データを用いて認識の特異性を定量化し，

結合における協同性など認識における構造と特異性の相関を系統的に解析した。（２）蛋白質・核酸

認識メカニズムの計算機シミュレーション：認識メカニズムを分子レベルで明らかにするため，アミ

ノ酸と塩基の相互作用などの計算機シミュレーションを行い，特異性を分子レベルで定量化した。（３）

直接認識と間接認識：アミノ酸と塩基の直接の相互作用による直接認識のほかに，DNAがとる特異

な構造や物性をとおした間接認識のメカニズムを解析し，直接認識と間接認識の役割を定量的に明ら

かにした。（４）転写因子のターゲット予測法の開発：上記の認識メカニズムの成果を応用して，転

写因子のターゲット予測法を開発した。これを用いてゲノムレベルでターゲットを予測し，実験とよ

く合う結果が得られた。

ショウジョウバエを使って遺伝子の機能を

解析する。

突然変異をおこしたショウジョウバエを

顕微鏡を用いて解析する。
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