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ヒストンがメチル化されて減数分裂が進むことを明らかに
Nature Digest ̶  今回の成果は、生殖細胞の減数分裂の際に

現れる遺伝子の発見が鍵になりました。

松居 ̶  生殖細胞は、最初は体細胞と同様の細胞分裂によって

増え、ある時期が来ると減数分裂＊1 を始め、やがて精子か卵

子になります。この特別な分裂様式に切り替わるメカニズム

が興味のポイントでした。そこで、普通に細胞分裂している

時期と減数分裂に入ってすぐの時期の生殖細胞の遺伝子発現

の差を調べました。すると、減数分裂直後に一過性に発現す

る遺伝子が見つかったのです。

ND ̶  その遺伝子がユニークな働きをしていたわけですね。

松居 ̶ この遺伝子を調べると、減数分裂を進めるスイッチ

であることがわかり、しかもその働き方に特徴がありました。

細胞の核内では、4 種類のヒストンというタンパク質が 2 分

子ずつ集まってボール状になり、そこに DNA の鎖が 2 回転

半巻き付いて 1 つの単位（ヌクレオソーム構造）を形成し、

それが数珠状につながって、きれいに折り畳まれています。

ヒストンがメチル基やアセチル基で修飾されることで、ヌク

レオソームの遺伝子の折り畳みがゆるくなって外からの物質

が働きやすくなったり、タイトになって遺伝子が眠ったりす

る現象は、ここ 5年間くらいの世界のホットトピックスです。

ヒストンをメチル化する酵素は何十種類もあり、どの細胞に

も発現しますが、細胞分化での具体例は知られていません。

私たちが探し出した遺伝子を単離したら、既知のヒストンを

メチル化する酵素の遺伝子とよく似た構造をもっていました。

実際に私たちが見つけた遺伝子が欠損したマウスを作ると、

精巣や卵巣では減数分裂が始まった直後に、相同染色体の対

合と組み換えが正常に起こらず、減数分裂が止まって精子や

卵子ができませんでした。また、このとき、ヒストン H3 の

4 番目のリジンのメチル化が低下していました。そこで、こ

の遺伝子をその機能と構造から、Meisetz（meiosis-induced 

factor containing a PR/SET domain and zincfinger 

motif：マイセッツ）と名付けました。Meisetz は、当初探

していた減数分裂を始める遺伝子ではなく、進行にかかわる

遺伝子だったのですが、この発見により、減数分裂ではヒス

トンのメチル化が鍵を握ることが明らかになりました。

ND ̶  これから研究は、どのような方向に進むのでしょうか？

松居 ̶ 今、Meisetz の別の機能を研究しています。ヒスト

ンのメチル化は染色体自体にも影響を与えることがわかって

いるからです。また、減数分裂の開始にかかわるほかの遺伝

子も調べているところです。おそらく多くの遺伝子がかかわ

り、全部が正しい順番で働かないと減数分裂が完了しないの

ではないかと推測しています。また、不妊症とのかかわりに

ついて共同研究をする可能性もありますね。

生殖細胞の減数分裂に関する新しい遺伝子を発見

東北大学加齢医学研究所の松居靖久教授は、生殖細胞の分化に

関する研究を16年間続けてきた。最近、減数分裂開始後の一時

期だけ発現する遺伝子の構造と機能を明らかにし、Nature2005

年 11月17日号に発表 1。松居教授に研究テーマとの出会いや

研究生活を通じて得たことなどを語っていただいた。
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培養が困難であった始原生殖細胞を、培養皿上で生体と同様に増殖させることに成功 2。ま
た、細胞膜に結合する Steel factor と LIF（leukemia inhibitory factor）、bFGF（basic 
fi broblast growth factor）の 3種の細胞増殖因子を培養液中に加えると、始原生殖細胞が未
分化幹細胞である ES 細胞に戻って増殖することを発見した 3。始原生殖細胞がその前段階のエ
ピブラストから分化する初代培養系を確立 4。この培養系は生殖細胞の分化を研究する基礎技術
の 1つになっている。
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＊ 1　減数分裂
生殖細胞はある時期がくると、もともともっている母親由来、父親由来の各１セットの相
同染色体（形と大きさが同じで、塩基配列もほぼ同じ染色体）がペアになり、一部の遺伝
子を交換する。その後、細胞分裂を2回繰り返して 1セットの遺伝子のみをもつ細胞になり、
精子と卵子に変わる。一方、体細胞では 1組の相同染色体がそのまま2つの細胞に分離する。

＊ 2　細胞増殖因子
細胞に情報を伝達するタンパク質やペプチドの一種で、細胞表面の受容体に結合して、
その細胞の増殖や分化をコントロールする物質。臓器などから分泌されるものと、接着
した細胞間で働くものがある。栄養物質は細胞増殖因子とは区別される。

＊ 3　トランスジェニックマウス
そのマウスが本来もっていない遺伝子を受精卵などに入れ、マウス個体にその遺伝子を
発現させた遺伝子組み換えマウス。導入された遺伝子は次世代にも伝達される。広い意
味では遺伝子欠損マウス（ノックアウトマウス）を含むこともある。

＊ 4　ES 細胞
胚性幹細胞のことで、ES は embryonic stem cells の略。受精卵が胚盤胞まで分割したとき、
将来胎児となる内細胞と胎盤をつくる細胞群（栄養芽層）に分化している。この内細胞
を取り出し、培養すると未分化のまま保たれる ES 細胞になる。ES 細胞はそこに働く細
胞増殖因子の種類によって、神経や筋肉などさまざまな組織に分化するため、万能細胞
とよばれる。再生医療への利用が期待されている。
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Meisetz 遺伝子欠損マウスでは減数分裂は始まるものの、途中で進まなくな

り、精巣や卵巣に精子や卵子ができない。雄マウスでは、精子になる精母細

胞が作られていなかった。Meisetz は既知のヒストンのメチル化酵素の遺伝

子と似た構造をしており、Meisetz がコードするヒストンのメチル化酵素が

減数分裂の進行に働いていると予測された。

精巣 卵巣 精母細胞（減数分裂中の雄の生殖細胞）

正常マウス

Meisetz遺伝子
欠損マウス
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生殖細胞の不思議に魅せられて研究を続ける
ND ̶  アメリカ留学時代はどんな研究をされたのでしょうか。

松居 ̶ 最初は、細胞増殖因子＊2 の働きで乳がんが発症する

トランスジェニックマウス＊3 を作っていました。2年後、マ

ウスの発生を研究したいとボスにアピールしていたら、生殖

細胞に働く細胞増殖因子の遺伝子の発現パターンを調べる共

同研究の話をもってきてくれて、そこで始原生殖細胞の細胞

増殖因子を同定しました。最もおもしろかったのは、ある特

定の増殖因子 3 種類を入れると、始原生殖細胞が ES 細胞＊ 4

と同様の万能細胞に変化したことです 3。始原生殖細胞ももと

もとは万能細胞の一部から変化するのですが、それが分化を

後戻りして万能細胞に戻ったわけです。

ND ̶  生殖細胞をテーマとされたきっかけは？

松居 ̶ 学生時代、研究テーマであった造血幹細胞を遡ると、

胎児の万能細胞の発生と分化に行き着きました。また、体細

胞はヒトでも動物でも一生が終わると死んでしまいますが、

生殖細胞だけは卵子と精子に分化し、それが受精するとリセッ

トして新しい世代を生み出します。いわば死なない細胞という

イメージです。その違いを知りたいと思ったのです。生物学

に惹かれたのは、大学2年のときの一般教養の講義がきっかけ。

病気や行動、発生は遺伝子が制御していることがよく理解で

き、細胞外の情報伝達と遺伝子との関連に興味をもちました。

ND ̶  研究室はどのように選ばれたのでしょうか？

松居 ̶ DNA の複製や細胞分裂をテーマとする研究室に入る

つもりでしたが、そこでまた運命的な出会いがありました。

当時、料理番組のようにお膳立てされ、しかも結果がわかっ

ている実習を物足りなく感じていました。ほぼ最後の実習で、

私たちのグループは電気泳動で遺伝子をみるのに失敗しまし

た。担当の先生は「うまくいかなかった理由をレポートに書

きなさい。でも、ほんとうの研究は実習とは違い、全部自分

で考えて、うまくいくまでやるのだよ」といわれたのです。

そこで初めて、研究は自分でよく考えて、うまくいかなけれ

ばうまくいくまでやることだと知りました。これを契機に、

その先生に 6年間お世話になることになりました。

敬意をもってコミュニケーションすることが成功の鍵
ND ̶  アメリカでトランスジェニックマウスの作製技術を学

ばれたことは、その後どのように役立ちましたか？ 

松居 ̶  学生時代に遺伝子のクローニングを通じて造血幹細胞

の分化をひと通り勉強した後、まず遺伝子ありきでなく、生

き物の現象を説明するために遺伝子を調べることも大切だと

いう意識が芽生えました。自分は遺伝子側の出口からトンネル

を掘り、生命現象という反対側からトンネルを掘っている誰か

とトンネルがつながって握手できたらすばらしいなと思って

いたのです。しかし、実際は遺伝子から胎児そのものの研究

までやることになり、自分で両方からトンネルを掘れました。

ND ̶  研究を成功に導いたのはどんなことだったのですか？

松居 ̶  自分ができないテクニックをもっている人、違うスタ

ンスで研究している人と話すと、ひらめきが与えられること

があります。留学して最初の 2年近くは、トランスジェニッ

クマウスがまったくできず、行き詰まっていました。あるとき、

ボスがほかの研究室の人に受精卵に入れる DNA 溶液をきれ

いにするようアドバイスされたので、手間をかけて徹底的に

不純物を取り除きました。そうしたら嘘のようにうまくいき、

それから論文がどんどん出せるようになったのです。もちろ

ん成功ばかりではありません。帰国後は論文もうまくいかず、

人間関係でも悩みました。でもあきらめないで十数年ずっと

やっていると、またいい時も来る。学生時代に教えられた「研

究はうまくいくまでやる」のが原点なのだと実感します。

ND ̶  若い研究者にアドバイスをお願いします。

松居 ̶ 研究を進めるためには、教えられる側も教える側も、

お互いに相手に敬意を表してコミュニケーションを取ること

が大事です。私自身未熟で相手に敬意を表していなかった時

代があり、壁にぶつかりました。研究職にとって個性は大切で、

ときに自分を主張することと相手を尊重することは相対しま

すが、両方できることが理想。学生たちにうまくできるように

導くのが私たちの責任ですし、それを目指したいと思います。

ND ̶  ありがとうございました。

聞き手は小島あゆみ（サイエンスライター）。

1. Hayashi, K., Yoshida, K., Matsui, Y. Nature 438, 374-378(2005)
2. Matsui, Y. et al. Nature 353,750-752(1991)
3. Matsui, Y. et al. Cell 70,841-847(1992)
4. Yoshimizu, T., Obinata, M., Matsui,Y. Development 128,481-490(2001)

JAPANESE AUTHOR

東
北
大
 学

 松
居
靖
久

www.naturejpn.com/digest
©2006  NPG Nature Asia-Pacific


