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要旨
脊椎動物において前後・左右・背腹軸といった体軸の形成は発生の根底に位
置する現象である。体軸形成の分子機構はゼブラフィッシュを含む多くの脊椎
動物モデルで研究されてきた。ゼブラフィッシュの背腹軸は受精後約 6 時間後
の原腸胚初期に初めて形態的に認められるが、背腹軸形成機構はそれより早く
受精直後から機能していると考えられている。これまでの研究から、ゼブラフ
ィッシュ胚において受精直後に卵黄植物極で形成される微小管の予定背側方向
への伸長、及び植物極に局在する背側決定因子が植物極微小管依存性に輸送さ
れることが初期背側決定委に必須であることが示されてきた。しかしこの微小
管形成および伸長方向の決定機構、背側決定因子の本態は明らかとなっていな
い。
本研究では植物極微小管の形成機構を解析するため、ゼブラフィッシュ初期
胚において微小管を蛍光観察可能な実験系を確立し、植物極微小管形成の様子
を詳細に観察した。その結果、微小管が予定背側方向に伸長し、分子輸送の足
場となるのみならず、微小管自身も背側へと向かって移動すること、微小管の
移動に伴い小胞構造が移動することが明らかとなった。このことは、微小管の
移動と共役した細胞内小器官の移動により、背側決定因子が輸送されることを
示唆した。
本研究では、背側決定因子についての解析も行われた。過去の研究から、こ
の因子が将来背側となる領域に、古典的 Wnt シグナル経路を活性化し、β⁻catenin
の蓄積を引き起こすことで、背側特異的な遺伝子の発現を誘導することが明ら
かとされていた。また、この背側決定因子の候補としてゼブラフィッシュで母
性に発現する Wnt リガンドの一つ Wnt8a が報告され、その転写産物が卵母細胞
中で植物極に局在していること、異所的な Wnt8a の発現が背側特異的な遺伝子
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の発現を誘導することが示された。これらの報告から、Wnt8a は背側決定因子
の有力な候補として考えられてきた。しかし、wnt8a は接合体遺伝子としても発
現し、腹側および尾部の構造の形成に重要な役割を果たしている。その機能欠
損は重度の発生異常を引き起こし、変異ホモ胚は致死の表現型を示す。そのた
め、遺伝学的に母性 wnt8a を欠損した胚における背腹軸形成の解析はされてお
らず、母性 wnt8a の背腹軸形成における役割は解明されていなかった。本研究
では、生殖細胞移植法により生殖細胞キメラを作製し、母性 wnt8a の機能を解
析することに成功した。
従来の予想とは異なり、母性 wnt8a の欠損は背腹軸の形成に影響を示さず、
背側決定因子の正体が wnt8a であることに疑問を生じさせる結果となった。さ
らに母性と接合体両方で wnt8a を欠損した母性・接合体複合変異体は、接合体
のみで wnt8a を欠損した接合体変異体よりも、重篤な前方背側化表現型を示し
た。このことから、母性 wnt8a は接合体 wnt8a と協調して腹側、側方及び後部
領域の形成に機能していることが示唆された。卵細胞における wnt8a の欠損は
他の wnt 遺伝子の発現量の上昇を引き起こさず、背腹軸形成においては Wnt8a
以外の Wnt リガンドが機能していることが示唆された。ゼブラフィッシュにお
ける wnt 遺伝子の母性発現解析の結果、近年発見された wnt6a 転写産物が wnt8a
と同様 1 細胞期胚植物極に局在し、異所的大量発現により背側特異的遺伝子の
発現を異所的に誘導することが明らかとされた。この結果から、Wnt6a が新た
な背側決定因子の候補であることが示された。
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序論
脊椎動物の発生に際して起こる種々の現象の中でも、前後、左右、背腹軸と
いった体軸の決定は発生の根底に位置する現象であるといえる。生物の発生に
おいて、体軸は各種シグナル、転写制御、細胞小器官の移動、そして細胞の分
化と移動などを通じて顕在化し、生物の体はその体軸に応じたパターンを形成
する。体軸形成の分子メカニズムは、発生学における重要な課題として各種脊
椎動物モデルで研究されてきた。主要な体軸の内の一つ、背腹軸の形成におい
ても、魚類モデル生物ゼブラフィッシュを用いた解析が行われ、発生後期にお
ける背腹軸を形成、維持する機構についてはほぼ全容が解明された。しかし、
最初期の背腹軸形成に機能する機構の分子メカニズムにはいまだ明らかとされ
ていない点が数多く残されている。私はゼブラフィッシュを用いて、最初期の
背腹軸形成において機能する機構について研究を行った。
ゼブラフィッシュは発生が早く胚が透明で発生の様子を観察しやすいという
利点を持ち、特に初期発生の研究において多用され、数多くの成果を上げてい
る。ゼブラフィッシュの発生では、動植物軸（後の前後軸とほぼ一致する）は
卵形成期に、背腹軸は受精直後の時期に既に決定していることが過去の研究で
報告されている[1-3]。ゼブラフィッシュの卵母細胞は受精可能な状態に成熟す
るまでに 4 つのステージを経る[4-6]。最初期のステージ 1 の卵母細胞において、
細胞核の予定植物極側で Balbiani body（Bb）と呼ばれる構造が形成されること
で、動植物軸が観察可能になる（図 1）。Bb はアフリカツメガエルを初めとして
複数の種で確認される構造で、多くの mRNA、タンパク質、ミトコンドリアを
始めとする細胞小器官を含む。Bb 構造はその後動植物極軸に沿って植物極へ移
動し、mRNA を始めとする内容物を植物極へと運ぶ。これにより卵母細胞では
Bb 依存性に分子が植物極へ局在するようになる（図 1）[1, 2]。ゼブラフィッシ
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ュの発生において、接合体由来の遺伝子発現は受精約 3 時間後、1000 細胞期頃
から開始され、中期胞胚遷移（Mid blastula transition: MBT）と呼ばれる[7]。そ
れまでは、ほとんどの遺伝子の転写は起きない。卵母細胞中植物極に局在する
mRNA は母親由来のゲノムから卵形成期に転写されており、これらの発現は母
性発現と呼ばれる。母性発現は接合体での遺伝型に関係なく母親の遺伝型に依
存し、それらの変異は接合体における変異とは異なる形質を示すことが知られ
ている[2, 8, 9]。このような母性発現を示す遺伝子の中で、Bb の形成に機能する
分子として Bucky ball が過去の研究で報告された[1, 2]。Bucky ball を母性に欠
損した胚では Bb が形成されず、RNA が植物極に局在しなくなり、最終的に動
植物極が消失する[1, 2]。
一方ゼブラフィッシュの背腹軸は動植物極軸とは異なり、一細胞期胚では形
態的に確認できない。受精後約 6 時間後の原腸胚初期になって、胚盤周縁部の
背側部位に細胞が集合し盛り上がった構造が形成される[10]（図 2）。この構造
は胚盾と呼ばれて、この部位を胚盤辺縁部腹側に移植すると二次軸が誘導され
る[11]。このことから、この構造はイモリにおいて報告されたシュペーマンオー
ガナイザーに相当する構造であり、背側オーガナイザーとして機能すると考え
られている。ゼブラフィッシュではこの胚盾が形成されることで、背腹軸が形
態的に観察可能になる。
しかし分子的な背腹軸の形成は実際にはそれよりはるかに早く、受精直後に
すでに成立していると考えられている。ゼブラフィッシュにおいて、1 細胞期胚
の卵黄植物極を切除するとその後の発生で背側形成体が形成されなくなる[12,
13]。このことは、背側決定に機能する分子は一細胞期胚の植物極に局在してい
ることを示している（図 2）。2 細胞期以降の胚では植物極切除による背側構造
の消失が観察されなくなることから、はじめ植物極に局在し背側誘導を引き起
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こす分子、すなわち背側決定因子は受精後 1～2 細胞期に将来背側となる部位へ
と移動していることが予想された[12]。またゼブラフィッシュでは、１細胞期胚
の卵黄植物極で、受精後 15 分を過ぎた辺りから一方向に向け整列した微小管が
形成されることが見出され、この微小管の形成を冷水処理、紫外線処理、ある
いは薬品処理で阻害しても背側オーガナイザーが消失することもが報告されて
いた[14]。これらの知見から、背側決定因子は微小管依存性の機構により予定背
側領域へと輸送され、背側を誘導すると考えられた。背腹軸形成の異常が観察
される kif5ba（Kinesin I 重鎖遺伝子）、grip2a（glutamate receptor interacting
protein 2a）、ptbp1a（polypyrimidine-tract binding protein 1a）の母性変異体にお
いて植物極微小管形成が異常になっていることや、ニューロン軸索において
Kinesin I に会合し微小管依存性の分子輸送に機能することが報告されている
Syntabulin の母性変異体においても背腹軸形成が異常になることも、この予想を
支持した[8, 9, 15-19]。
この予想を検討するため、私はこれまで、この植物極微小管の動態のライブ
イメージングを行った。その結果、この微小管が Ca2+シグナル依存性に形成さ
れ、プラス端方向を将来背側となる領域へ伸長していること、またこの微小管
依存性に小胞構造が背側方向へと移動していることを報告した[3]。このことは、
植物極微小管の伸長方向が将来背側となる領域を規定していることを示唆した。
Ca2+シグナルは受精時に形成されるシグナルとして知られており[20]、Ca2+シグ
ナルを受けて微小管形成を誘導する機構が植物極に存在していることが予想さ
れた。さらに、背側決定因子（を含む小胞）が Syntabulin とモータータンパク
質の輸送複合体が、微小管を足場として将来背側となる領域へと移動していく
モデルが予想された（図 2）。
両生類モデル生物アフリカツメガエルにおいても、植物極に存在する分子が
5

微小管依存性に予定背側領域へと輸送されることで、背腹軸が形成されること
が分かっている[21]。このことはゼブラフィッシュにおいて観察される背腹軸形
成機構が種を超えて広く保存されていることを示し、ゼブラフィッシュにおけ
る背腹軸形成機構を解明することは、共通の機構を持つと考えられる他の種の
発生機構の理解においても重要であることを意味する。ゼブラフィッシュの背
側決定において植物極微小管の果たす役割の解明に向け、本研究ではこの植物
極微小管を詳細に解析し、植物極微小管の新たな動態を見出した。
次に、背側決定機構の中心である背側決定因子についての解析を行った。微
小管依存性輸送機構により背側領域へと到達した背側決定因子は、背側特異的
な dharma や nodal 関連遺伝子の発現を誘導し、背腹のパターンを形成する（図
2）[22-24]。dharma や nodal 関連遺伝子の誘導に先立ち、背側決定因子は 128
細胞期の胚の予定背側辺縁部に、β-catenin の核内蓄積を引き起こすことが報告
されている[22-24]（図 2）。通常 β-catenin は Axin を始めとした複合体からなる
分解機構によりリン酸化を受け、さらに下流でユビキチン化されることでプロ
テアソームの標的となり分解される。そのため、Wnt リガンド不在下では核内
に蓄積されない
（図 3）。しかし Wnt リガンド存在下では、
Wnt リガンドが Frizzled
と LRP5/6 からなる Wnt 受容体と結合し、シグナル伝達下流で Dishevelled（Dvl）
の働きにより β-catenin のリン酸化が抑制され、β-catenin が分解されなくなる
（図 3）
。安定化された β-catenin は核内に移行し、DNA 結合タンパク質である
Tcf と協調して標的遺伝子の転写調節領域に結合し標的遺伝子の発現を誘導する
（図 3）。このように β-catenin を介した Wnt シグナル経路を古典的 Wnt シグナ
ル経路と呼ぶ。背側特異的遺伝子である dharma の転写調節領域には Tcf の認識
配列が存在しており、dharma の発現は古典的 Wnt シグナル経路により直接誘導
されることが明らかにされている[22-24]。またゼブラフィッシュで母性に発現
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する β-catenin 遺伝子の一つ β-catenin2 の発現量が低下する母性変異体 ichabod
においては、dharma の発現が低下し背側構造が形成されなくなることも報告さ
れている[25, 26]。このように背側決定因子が β-catenin の蓄積を介して背側特
異的遺伝子の発現を誘導することは、背側決定因子が Wnt ファミリーに属する
分子であることを示唆していた（[27-29]の総説に記載）。この予想を支持する知
見として、ゼブラフィッシュと同じく植物極に始め局在する背側決定因子によ
り背側特異的遺伝子が誘導されるアフリカツメガエルにおいては、Wnt リガン
ドである Wnt5a、Wnt11 が背側決定因子として機能することが示唆されている
[30, 31]。
背側決定因子は Wnt ファミリーに属する分子であることが示唆されたことか
ら、過去の研究においてゼブラフィッシュで当時確認されていた全ての wnt フ
ァミリー遺伝子を対象とした背側決定因子の探索が行われた。ゼブラフィッシ
ュの wnt ファミリー遺伝子の中で、1 細胞期胚の植物極で mRNA 局在を示し、
かつ β-catenin の核内蓄積及び背側特異的遺伝子の発現を誘導したのは wnt8a の
みであったことから、ゼブラフィッシュでは wnt8a が背側決定因子の本態であ
ることが示唆された[32]。発生初期の胚においてドミナントネガティブ型の
Wnt8a（DN-Wnt8a）を発現させると、背側特異的遺伝子 chordin の発現を抑制
することも、この予想を支持する結果として報告された[32]。しかし、DN-Wnt8a
は Wnt8a 以外の機能も抑制してしまうため、DN-Wnt8a による背側形成抑制の
表現型が母性 Wnt8a 特異的な機能阻害によるものか、あるいは他の母性発現す
る分子の機能阻害によるものかは明らかとされていなかった。wnt8a の機能を特
異的に欠損させ、wnt8a の母性機能を解明するためには、母性 wnt8a の機能を
遺伝学的に欠損した胚における背腹軸への影響を解析する必要があった。母性
wnt8a 欠損胚の解析のためには、wnt8a 変異をホモにもつ雌魚が必要になる。し
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かし接合体で発現する wnt8a を欠損した胚は腹側、側方及び後部領域の構造の
形成不全を引き起こし、成魚まで発生しないため、過去の研究ではこのような
解析は、行われていなかった[33]。本研究において私は生殖細胞移植法（germ-line
replacement 法）[34]と呼ばれる手法を用いて wnt8a 母性欠損胚を作製し、その
母性における機能を解析することに成功した。その結果、従来の予想とは異な
り、母性で発現する wnt8a は背側決定に必須ではなく、また接合体で発現する
wnt8a の機能を補助するように機能していることが示唆された。さらにこの結果
を受けて wnt ファミリー遺伝子の解析を行い、新たな背側決定因子の候補とし
て Wnt6a を見出した。
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図 1 ゼブラフィッシュ動植物極軸形成モデル
ゼブラフィッシュでは卵母細胞の stage1 から Bucky ball 依存性に Balbiani
body(Bb)が形成され、Bb を介して mRNA が植物極に蓄積される。植物極局在
を示す遺伝子として、grip2a、syntabulin、wnt8a などが確認されており、いず
れも背腹軸形成への機能が報告されている。Bb 形成と RNA 蓄積に伴い動植物
極軸が観察可能になる。受精時には動物極側に細胞質が凝集して胚盤を形成す
る。
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図 2 ゼブラフィッシュ背腹軸形成のモデル
受精時に発信される Ca2+シグナルを受け植物微小管が将来背側となる領域に向
け形成される。微小管依存性に Syntablin（モータータンパク質と輸送小胞をつ
なぐリンカータンパク質として機能する）を含む輸送複合体がモータータンパ
ク質と結合し、背側決定因子（dorsal determinant：DD）を背側に輸送する。背
側決定因子は胞胚期の胚盤背側に β-catenin の蓄積を誘導し、古典的 Wnt シグナ
ルを受けて背側特異的遺伝子(dharma、goosecoid、chordin)が直接あるいは間接
的に誘導される。背側特異的遺伝子により胚盾が形成され、背腹軸が形態的に
観察可能になる。
10

図 3 古典的 Wnt シグナルのモデル
Wnt リガンド不在化では Axin を含むリン酸化複合体の活性によりリン酸化され
た β-catenin はさらにユビキチン化され、プロテアソームにより分解される。
Wnt リガンド存在下では、Wnt シグナルを受容した LRP5/6 と Frizzled により活
性化された Dishevelled（Dvl）が働きかけることで Axin の活性が抑えられ、リ
ン酸化複合体が不活性化されるので、β-catenin が安定化し核内に移行する。核
内に入った β-catenin は Tcf と協調して標的遺伝子の転写を誘導する。背側誘導
において最初期に背側決定因子により誘導される dharma の転写調節領域には
Tcf 結合部位が存在しており、Wnt シグナル依存性に転写が誘導されることが分
かっている。
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材料と方法
〈実験動物の扱い〉
この実験で使用された魚の扱いは名古屋大学動物実験委員により承認され
（認証番号 2014020503、2015022304、2016022203、2017030202）、名古屋
大学の動物実験規範に従い実験を行った。

〈ゼブラフィッシュの系統と維持〉
野生型としてOregon AB 系統ゼブラフィッシュ（Danio rerio）を用いた。微
小管形成の観察には、ヒト微小管構成タンパク質αTubulinに蛍光タンパク質
EGFP を 融 合 し た EGFP-Tubulin を 卵 細 胞 特 異 的 遺 伝 子 zona pellucid
glycoprotein 3b （zp3b）プロモーター[35]により母性発現するトランスジェニ
ック（Tg）系統Tg(zp3b:EGFP-Hs.tuba1B-pAS)を作製し使用した。wnt8aの機
能解析にはTALEN法を用いて作成したwnt8aΔO1-1,2 、wnt8aΔO2-1,2,3、wnt8aΔO1Δ
O2-1,2,3

、wnt8adelを使用した（ZFIN

（http://zfin.org）でwnt8anub14~22として登

録）
。ゼブラフィッシュの成魚は、明14時間・暗10時間サイクルで、28oCで飼育
した。

〈トランスジェニック及びTALEN変異体系統作製〉
トランスジェニックフィッシュ作製用のベクターとしてpT2AL200R150G[36]
を、RNA合成用の発現ベクターとしてSimian Cytomegalovirus IE94（CMV）プ
ロ モ ー タ ー と SP6 プ ロ モ ー タ ー を 有 す る pCS2+[37] を 用 い た 。
Tg(zp3b:EGFP-Hs.tuba1B-pAS) 作 製 用 の pT2AL200R2150G-zp3b:EGFPHs.tuba1B-pAsの構築において、zp3bプロモーター配列はzp0.5GFP[35]より、
EGFP-Tubulin（ヒトα-TUBULINとEGFPの融合タンパク質）のcDNA配列は
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pEGFP-tub（Clontech）より、SV 40 poly A付加シグナル（pAs）配列はpCS2+
よ り 、 そ れ ぞ れ 制 限 酵 素 サ イ ト を 付 け た プ ラ イ マ ー と KOD+ ver.2DNA
polymerase（Toyobo）を用いてPCR法で増幅し、pBluescript SKII+（Agilent
Technologies）またはpGEM-T Easy（Promega）vectorに挿入した。それぞれの
DNAフラグメントを制限酵素で再断片化し、Ligation Convenience Kit（日本ジ
ーン）を用いてライゲーション、サブクローニングを繰り返し、最終的に発現
ベクターに組み込んだ。
DNAシークエンス法（BigDye Terminator ver3.1 Cycle Sequencing Kit: Applied
Biosystems）にて配列の確認を行った。こうして作製されたベクターの配列を、
Tol2トランスポゾンシステムを用いてゼブラフィッシュに組み込んだ[38]。Tol2
transposaseのRNAは、pCS2+zT2TP[39]をNotIで消化後、SP6 RNA polymerase
を用いてG(5’)ppp(5’)G RNA cap structure analog（New England BioLabs Inc.）
存在下で合成した。Transposase RNAおよびドナープラスミドを純水で希釈し、
25 ng/µLになるように調整しインジェクション溶液とした。この溶液を1細胞期
胚に1 nLインジェクションし、得られた胚をEmbryonic Medium[40]で28.5 oC、
5日間インキュベートした後、水槽に移して成魚になるまで飼育した。
TALEN 変 異 胚 作 製 に お い て は 、 ウ ェ ブ ソ フ ト ウ ェ ア TALEN Targeter
（https://tale-nt.cac.cornell.edu/node/add/talen）[41]を用いてゼブラフィッシュ
wnt8a ORF1,ORF2 配列上に変異導入標的を設定した。各 TALEN は repeat
variable di-residues（RVDs）として、
ORF1 Target1 は
NN NN NG NI NG NI NN NI NI NN NI NN NG NN HD
（5’-GGTATAGAAGAGTGC-3’を認識）
及び G HD HD NI HD HD NG NN NG HD HD HD NI NG,
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（5’-TCCACCTGTCCCAT-3’を認識）を、
ORF2 Target1 は
NI NN NI NG NN NG HD NI NG NN NN HD NI NG
（5’-AGATGTCATGGCAT-3’を認識）
及び HD HD NI NN HD NI NG NN NG NG NG NN HD NI NG NG
（5’-CCAGCATGTTTGCATT-3’を認識）を、

ORF2 Target2 は
NN NN HD NI NG NN NG HD NI NN NI NI NI NN NG
（5’-GGCATGTCAGAAAGT-3’を認識）
及び HD NI NN HD ND NI NN NG NG NN HD NI NG HD HD NI NN HD
（5’-CAGCCAGTTGCATCCAGC-3’を認識）
を持ち、標的箇所に変異を導入する。

各 TALEN の cDNA 配列は過去の研究で紹介された手法を用いて構築し[42]、
pCS2pTAL3DD と pCS2TALRR[43]に組み込んだ。RNA は下記の RNA 合成と同
じ手法で、G(5’)ppp(5’)G RNA cap structure analog 存在下で合成した。各 TALEN
ペアが各々400 ng/µL になるようインジェクション溶液を調整し、1 nL を 1 細
胞期胚にインジェクションした。インジェクション胚が成長したのち、欠損、
挿入変異を heteroduplex mobility analysis（HMA）[44]を用いて検出した。
変異個体の genotyping には以下のプライマーを用いた。
wnt8aΔO1-1 の ORF1 配列上の変異検出：
5’-CAGAGTGGTATAGAAGAGTGCA-3’（ORF1-F1）と
5’-CGCTTTCCGGGCAGTTCCACCT-3’（ORF1-R1）
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wnt8aΔO1-2 と wnt8aΔO1ΔO2-1,2,3 の ORF1 配列上の変異検出：
5’-GCAGTGTACAAGCTGGGGCT-3’（ORF1-F2）と
5’-AACTGCAGTGCGCTTTCCGG-3’（ORF1-R2）

wnt8aΔO2-1,2,3 の ORF2 配列上の変異検出
5’-AAGCGACAATGAAGAAGGATTTGTAG-3’（ORF2-F1）と
5’- GGTAATTGCCAATCTCACGG-3’（ORF2-R1）

wnt8aΔO1ΔO2-1,2,3 の ORF2 配列上の変異検出：
5’-GAGGATTTGTAGATGTCATGGCATG-3’（ORF2-F2）と
ORF2-R1（wnt8aΔO2-1,2,3 で使用するものと同じ）

PCR 産物は 12％アクリルアミドゲルに電気泳動して野生型バンドと変異型バ
ンドを分離した。wnt8adel は WT 遺伝型検出用に ORF2-F2 と ORF2-R1 を、del
遺伝型検出用に ORF1-F2 と ORF2-R1（欠損個所を挟む位置にある）を用いて
PCR を行い 3 %アガロースゲルに泳動して検出した。

〈RNA インジェクション〉
pCS2+ ベ ク タ ー を 用 い て 、 wnt6a を コ ー ド す る RNA を 合 成 す る た め の
pCS2+wnt6aを構築した。構築の際はゼブラフィッシュ母性発現cDNAライブラ
リに対して、
wnt6a cDNAプライマーF:
5’-GGGGAATTCGCCGCCATGCTTTCAAAGCAAAAGCACG-3’
wnt6a cDNAプライマーR:
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5’-GGGTCTAGATTACAAGCAGAGGCTGACATTC-3’
を用いてPCRを行いクローニングし、得られた配列を制限酵素処理（EcoRI、
XbaI）してpCS2ベクターにライゲーションして組み込んだ。Big Dyeを用いて
配列の確認を行った。構築したコンストラクトに加え、GFP-bucky ball[45]、
wnt8a ORF1[33]、dkk1b（dickkopf1b）[46]、ΔN-tcf7l1a[47]発現用コンストラク
ト（いずれもpCS2+ベクターに組み込まれている）をNotIで直鎖化し、SP6 RNA
polymerase（Promega）を用いてRNAを合成した。GFP-bucky ball とΔN-tcf7l1a
をコードするRNAはG(5’)ppp(5’)G RNA cap structure analog存在下で合成した。
wnt6a、wnt8a、dkk1b をコードするRNAの合成の際は翻訳効率を上げるため
G(5’)ppp(5’)G RNA cap structure analog 非存在下で合成した後、ScriptCap™
m7G Capping System （Epicentre）とA-Plus Poly(A) Polymerase Tailing Kit
（Epicentre）でGキャップ構造とpolyA構造を付加した。合成RNA は、最終的
に0.2 M KCl溶液に溶かして使用した。RNAインジェクションはいずれも1細胞
期胚初期（受精後20分以内）に行った。

〈in situ hybridization〉
noto、tbx6l、otx2、chordin、goosecoid（gsc）、dharmaの転写産物の検出に
は過去の研究で用いられたのと同じ配列のプローブを用いた[33, 48, 49]。
wnt6a、wnt7ab mRNAのin situ hybridization検出用のプローブ作成のためのプラ
スミド構築にはそれぞれ野生型ゼブラフィッシュ母性発現cDNAライブラリに
対して
wnt6aプライマーF1 :5’-ATGATTGGCACTGGGAGTGG-3’
wnt6aプライマーR1 :5’-TGAGAGCATGTCTGGCACTG-3’
wnt7abプライマーF1 :5’-CTCATGACAATGGCTGGA-3’
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wnt7abプライマーR1 :5’-CCTCGGCCACAACACA-3’ を用いてPCRを行い、得
られた配列をpTAC2（BioDynamics Laboratory Inc.）に組み込んだ。構築した発
現プラスミドはDNAシークエンスを行い、配列を確認した。
whole-mount in situ hybridizationは基本的に過去の研究で報告された手法に従
ったが[50]、hybridization温度を65 ℃にし、アルカリフォスファターゼの基質と
してBM purple AP substrate （Roche）あるいはNBT/BCIP （Roche）を用いた。
写真撮影はAxioPlan2顕微鏡に取り付けたAxioCam CCD camera （Zeiss）を用
いて行った。撮影された画像をAdobe PhotoshopとIllustratorを用いて処理し、
画像を作製した。

〈RT-PCR〉
実験に使用した母性発現cDNAライブラリ合成用のtotal RNAは雌魚から回収
した卵からTRI Reagent（Molecular Research Center, Inc.）を用いて添付され
たプロトコル通りに抽出した。卵細胞中のwnt8a mRNA配列の調査には一個の卵
細胞から抽出されたRNAの半分（約100 ng）を、wntファミリー遺伝子の発現解
析にはRNA 1 μgを逆転写酵素Rever Tra Aceを用いた反応液20 µL中に入れた合
成系で逆転写し、cDNAを作製した。作製されたcDNAを用いて、半定量PCRを
行った。wnt8a mRNAの変異配列検出にはwnt8aΔO1ΔO2-2の検出に用いたのと同じ
プライマーを用いた。
wnt ファミリー遺伝子の発現解析に用いたプライマーは基本的に過去の研究
に用いられたものを用いたが[32]、wnt6a、wnt7abの検出には
wnt6aプライマーF2 :5’- ATCAGGCAGCGAAAGGGCAA-3’
wnt6aプライマーR2 :5’- TGACGGAAGAGCGGCATCTT-3’
とwnt7abプライマーF1、R1を用いた。過去の研究でwnt6、wnt7aと呼ばれてい
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た遺伝子は現在ではwnt6b、wnt7aaと呼ばれている。
wnt8a ORF1とORF2の変異検定はcDNA1 µLに対してGo Taq （Promega）を
用いて54 ℃アニーリング、35 cycleで行った。wnt2bb、wnt7aaの検出に際して
は1 µL cDNAに対してGo Taqを用いて60 ℃アニーリング、35 cycleで行った。
wnt7ab、wnt16の検出はcDNA 0.1 µLに対してGo Taqを用いて55 ℃、35 cycle
で行った。wnt10b、wnt11、wnt11rの検出はcDNA 0.1 µLに対してKOD Fx Neo
DNA polymerase（Toyobo）を用いて68 ℃アニーリング、38 cycleで行った。
その他のwnt family遺伝子に関してはcDNA 1 µLに対してGo Taqを用いて60℃
アニーリング、35 cycleで行った。

〈生殖細胞移植法（Germ-line replacement法）を用いたキメラ胚作製〉
生殖細胞移植法は基本的に過去の研究で報告された方法に従った[34, 51]。 野
生型ペア、wnt8aΔO1ΔO2-2 ヘテロ遺伝型ペアを掛け合わせ、野生型ペアから生ま
れた野生型胚をホスト胚、変異体ペアから生まれた胚をドナー胚とした。1細胞
期ホスト胚に対してdead end1（DND microRNA-mediated repression inhibitor 1,
ZFINでは dnd1と登録されている）アンチセンスモルフォリノ1 µg/µLを含む0.2
M KCl溶液を1 nLインジェクションし、不稔化した。ドナー胚に対しては始源生
殖 細 胞 （primordial germ cell ：PGC ）識別のため 0.5 ％ rhodamine-dextran
（Thermo Fisher Scientific）と0.5 µg/µLのGFP-bucy ball をコードするRNAを
含む0.2 M KCl溶液2 nLを1細胞期胚にインジェクションした。その後16細胞期
に到達した胚をPronase（Nacalai Tesque）で処理し、卵殻を溶かして除去した。
除殻した胚を20 units/mL Ampicillin（明治製菓）と100 µg/mL Spectinomycin（明
治製菓）入りのリンガー液を満たした1.5％アガロースゲルに移した。その後さ
らに胚を発生させ、sphere期（受精後約4時間）にGFP-Bucky ballとrhodamine
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の蛍光で標識されたドナー胚のPGCを含む細胞集団を100～200個ホスト胚の
動物極に移植した。移植胚はその後リンガー液と同じ濃度の抗生物質を入れた
Embryonic Mediumに移し、一晩培養した。キメラ1日胚を観察し、rhodamine
蛍光が生殖隆起で観察される胚を選択した。その後移植に使ったドナー胚を
genotypingし、変異をホモに持った細胞が移植された胚のみさらに発生させた。
発生20日目から50日目まで、胚を100 ng/L estradiol （E2,Sigma-Aldrich）で処
理して性分化が雌側に傾くようにした[52]。

〈植物極微小管のFRAP解析〉
Tg(zp3b:EGFP-Hs.tuba1B-pAS)の雌魚を用いて、Zebrafish Book [40]のプロト
コルに従い、人工授精を行った。400 mg の Tricaine （3-amino benzoic acid ethyl
ester）を、100 ml の純水（MilliQ 水）に溶解し 1 M Tris pH 9.0 溶液で滴定し pH
7.0 に調整することで、麻酔液の原液を作製した。この原液 4.2 mL を 100 mL
の水槽水に加えて麻酔液（0.64 mM Tricaine）とした。人工授精前日に、雌魚と
雄魚を同じ水槽に入れ、雌魚と雄魚が接触しないようスリットで分けた。次の
日にまず雄魚を回収し麻酔液に数十秒浸し麻酔をかけ、スポンジの上にのせピ
ンセットを用いて腹部を圧迫、出てきた精子をガラスキャピラリーで回収し、
Hank’s 液 （0.137 M NaCl, 5.4 mM KCl, 0.25 mM Na2HPO4, 0.44 mM KH2PO4,
1.3 mM CaCl2, 1.0 mM MgSO4, 4.2 mM NaHCO3）に懸濁した。一回の人工授精
に 3～4 匹の雄魚からの精子を用意した。一方、雌魚も同様に麻酔をかけ、Hank’s
液に浸した後、10 cm プラスチックディッシュ上の乗せ、腹部を指で圧迫する
ことで未受精卵を回収した。一雌魚からの卵に精子懸濁液 100 L をかけ、さら
に水道水 1 mL を加えて活性化させた。受精後 1~2 分で embryonic medium を
入れたディッシュに移し、卵殻が上昇し終わるのを待った（受精後 4 分）。上昇
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後 1 mg/mL Pronase の入った embryonic medium で 30 秒処理した。処理時間が
長いと胚が死ぬため、殻が完全に溶けてしまう前に別のディッシュに移して水
道水で 2 回洗い処理を止めた。その後、純水を除いて受精後 5 分の時点で
embryonic medium を加えた。次に処理した卵殻を実体顕微鏡下でピンセットを
用いて除去し、胚をガラスボトムディッシュ（直径 3 cm）上において植物極を
下にして 0.7% low melting agarose （embryonic medium に溶解）で固定した。
固定した胚の蛍光観察には、共焦点レーザー倒立顕微鏡 LSM700 （Zeiss）を用
いた。観察の際には、40 倍の対物レンズを用いて、約 4 秒/枚の間隔で 50~200
枚分画像を取得した。FRAP の際には波長 488 nm の励起光を 1 秒ずつ 15 回照
射し、蛍光を退色させた。微小管の移動速度は同条件で撮影した動画を使用し
て解析した。各動画において微小管上で蛍光が退色した部位と蛍光が残ってい
る部位の境界面を 5 ヶ所任意に選び、その部位の移動速度を ImageJ で解析した
（n=3）。

〈統計〉
実験で得られたデータは GraphpPad PRIZM（5.01 版）及び the R software
package （3.3.2 版）を用いてカイ二乗検定、一元配置分散分析及びダネット検
定を行った。
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結果
〈植物極微小管自身の背側方向への移動〉
微小管構成要素である α-Tubulin を GFP で可視化した融合タンパク質
EGFP-Tubulin を発現する系統を用いて、植物極微小管の in vivo での解析を詳細
に行った。受精後 20 分頃の胚の卵黄植物極を観察すると、整列した微小管が形
成され、その形成方向に沿うように GFP 蛍光ネガティブな部分として観察され
る小胞構造が移動している様子が観察された（図 4）。この小胞の移動方向が将
来背側となる方向と一致することが確認できており[3]、微小管依存性の小胞に
よる分子輸送機構の存在が示唆されている。植物極微小管の観察を重ねる中で、
小胞構造と微小管同士の交差する点の位置関係から、植物極微小管は小胞構造
の輸送の足場として機能するだけでなく、自身も背側に向かって移動している
のではないかという疑問が生まれた（図 4）
。しかし、観察される植物極微小管
は時間と共に形状変化を起こしているので、交差点が微小管上の同じ位置を示
しているかはっきりとは確認できなかった。微小管の時系列的な位置を正確に
検証するため、FRAP 法（光退色後蛍光回復法）を用いた解析を試みた。微小管
上の退色部位と蛍光部位との境界から任意に選出した 5 ヶ所の部位が示す移動
速度を測定した結果、各部位は互いとの位置を保って背側領域へと移動してい
ることが示された（図 5）。この結果は、植物極微小管がそれ自身も背側へと向
かって移動していることを示唆した。またこの移動に共役して、小胞構造が背
側に向かって移動していることも確認された（図 5）。
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図 4 植物極微小管と小胞構造の移動
(A,B)受精後約 20 分頃の Tg(zp3b:EGFP-Hs.tuba1B-pAS)の植物極微小管を植物
極側から EGFP 蛍光で観察した。左右の画像はそれぞれ(A)観測開始時点、(B)
約 80 秒後の微小管及び小胞構造の状態を示している。(A)の白点と紅点はそれ
ぞれこの時点での微小管の交点と小胞構造の位置を示す。(B)の白と赤の矢頭は
(A)で示した微小管交点と小胞構造の 80 秒後の位置を示す。両者を直線で結び、
微小管と小胞の移動の軌跡として示した。微小管と一部の小胞構造は共に同じ
方向へと移動していることが分かる。
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図 5 植物極微小管の移動
(A,B) 受 精 後 20 分 頃 の 植 物 極 微 小 管 に FRAP 解 析 を 行 っ た 。
Tg(zp3b:EGFP-Hs.tuba1B-pAS) の受精後 20 分の胚の植物極において、マゼン
タの枠で囲われたボックスの範囲内で蛍光を照射し退色させた。同じ位置の(A)
蛍光退色直後、(B)退色後約 20 秒後を示す。(A)において蛍光が退色した部位が、
(B)においては画面左側に移動している。スケールバーは 20 µm を示す。微小管
は 0.22±0.02 μm/sec（±以下は標準誤差）、小胞構造は 0.17±0.01 μm/sec の
速度で移動していた(n=3)。
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〈母性 wnt8a 機能解析のための wnt8a 変異体の作製〉
ゼブラフィッシュでは、背側決定因子の有力な候補として wnt8a が報告され
ている。しかし、過去の研究で母性に発現している wnt8a の機能を特異的に阻
害して解析を行った報告はない。ゼブラフィッシュの母性因子の多くは雌魚の
卵成熟の過程ですでに翻訳されていると考えられ、wn8a も産卵時にタンパク質
に翻訳されている、あるいは受精後速やかに翻訳される可能性がある。そのた
め、wnt8a を標的としたアンチセンスモルフォリノを産卵後に胚にインジェクシ
ョンしても、モルフォリノが RNA に結合するより前に Wnt8a が翻訳され、母
性 Wnt8a の機能を阻害できない可能性がある。またモルフォリノによるノック
ダウンは遺伝子変異によるノックアウトと異なる表現型を示す例が多く、オフ
ターゲット効果が懸念されている[53]。そこで、今回の研究では特異的な機能欠
損が可能な遺伝子改変による機能解析を行った。
遺伝学的に母性 wnt8a の機能を解析するにあたり、一つ問題点があった。接
合体性の wnt8a の発現は胞胚期から腹側で誘導され、腹側及び後方領域の形成
に機能することがわかっている[48, 54]。このため、wnt8a の機能をアンチセン
スモルフォリノ処理で阻害した胚は重篤な前方及び背側領域の拡大と後方領域
の縮小（前方背側化表現型）を示し、繁殖可能にまで発生する前に致死となる。
この表現型は、wnt8a コード領域を含む染色体の一部を欠損した変異体を用いた
解析でも確認されている[33, 48] 。この接合体 wnt8a 欠損が引き起こす致死表
現型から、過去の研究では wnt8a を欠損した雌から生まれた胚、すなわち wnt8a
母性欠損胚の解析は行われておらず、母性発現した wnt8a の機能が遺伝学的に
解析されたことはなかった。
wnt8a の母性機能解析を遺伝学的に調査するには wnt8a の機能欠損変異体系
統が必要となる。しかし、過去の研究において使用された wnt8a 機能欠損変異
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体は染色体欠失を起こしており、wnt8a 以外の遺伝子も欠損していることから、
機能解析において wnt8a 欠損以外の影響が含まれてしまう可能性があった。そ
こで本研究ではまず、近年開発されたゲノム変異導入法である TALEN 法を用い
て、wnt8a のコード領域上に変異を持った wnt8a 機能欠損変異体を作製した（図
6）。wnt8a は同染色体上に隣接した open reading frame（ORF）を二つ持って
いる（ORF1、ORF2）ことから、それぞれに対してターゲットを設定し（ORF1
に対して Target1、ORF2 に対して Target1,2 を設定）、変異導入を試みた。結果、
ORF1 のみに変異が入った系統を 2 系統（ΔO1-1,2）、ORF2 のみに変異が入っ
た系統を 3 系統（ΔO2-1,2,3）、ORF1 と ORF2 に同時に変異が入った系統を 4
系統（ΔO1ΔO2-1,2,3、del）得た（図 6B,C）。ORF1,2 で同時に変異が入った
系統のうち一つは ORF1 と ORF2 の TALEN 標的間の全ての配列が欠失してい
る。この del 変異体以外の系統では、いずれも翻訳領域のコドンが塩基配列の欠
失あるいは挿入でフレームシフトを起こし、本来より 5‘側にストップコドンが
存在するようになっていることから、機能欠損変異であると考えられる（図 6C）。
図 7、11、12、13、表 1、3 ではΔO1-1、ΔO2-1、ΔO1ΔO2-2 の情報を ORF1
変異体（ΔO1）、ORF2 変異体（ΔO2）、ORF1/2 同時変異体（ΔO1ΔO2）と
して示した。他の系統の情報については図 8、9、14、表 2 に載せた。
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図 6 TALEN 法による wnt8a 変異体作製
(A)ゼブラフィッシュの wnt8a の genome 構造の模式図。2 つの ORF 構造（ORF1、
ORF2）が連続して存在し、2 つの Wnt8a（Wnt8a.1、Wnt8.2）をコードする。
5’側、3’側のノンコーディングエキソンは黒色のボックスで、ORF1、ORF2 は
それぞれ緑と橙色のボックスで、また転写開始点とストップコドンの位置も図
中に示した。T1、T2 のバーは ORF1、ORF2 上の TALEN 標的配列を表す。(B、
C)TALEN 法で作成された wnt8aΔO1、wnt8aΔO2、wnt8aΔO1ΔO2、wnt8adel 変異体系
統を示した。
ORF1 に対して 1 つ、ORF2 に対して 2 つの TALEN 標的を設計し、
欠失挿入変異を導入した。その結果、ORF1 のみ変異が入った系統が 2 系統（Δ
O1-1,2）、ORF2 のみに変異が入った系統が 3 系統（ΔO2-1,2,3）、ORF1、ORF2
両方に変異が入った系統が 3 系統（ΔO1ΔO2-1,2,3）、ORF1 と ORF2 の標的配
列間が大きく欠損した系統が 1 系統（del）作製された。野生型及び各系統の変
異部位付近の配列を(B)で示した。さらにその中に TALEN の認識部位を T1-L/R
or T2-L/R のボックスで示した。各系統の変異した配列から予想される Wnt8a
のタンパク構造を(C)に示した。灰色のボックスはフレームシフトで野生型とは
別のアミノ酸がコードされた領域を示す。(D)各系統の変異の PCR による検出
結果を示した。
PCR 産物はアクリルアミドゲルに泳動して分離した。M は 100bp
のマーカーを示す。また＊は変異型のバンドを示す。wnt8adel 系統の検出では、
野生型配列と変異型配列に対してそれぞれプライマーを設計し、検出した（野
生型：上のパネル、変異型：下のパネル）。
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〈wnt8a ORF1,ORF2 両方を欠損した胚は前方背側化表現型を示す〉
作製された変異体系統において wnt8a の機能が欠損しているか確認するため、
ORF1 変異系統、ORF2 変異系統、ORF1/2 同時変異系統のヘテロ遺伝型のペア
を掛け合わせ、生まれた胚の表現型を観察した（図 7）。受精後 30 時間胚におけ
る表現型を解析したところ、ORF1/2 同時変異系統の胚において頭部の拡大、尾
部の縮小、歪曲という典型的な前方背側化表現型が一部の胚で観察された（図
7B、8）。Genotyping の結果、前方背側化表現型を示す胚は変異をホモに持って
いることが示された（図 9C、表 1、2）。ORF1/2 同時変異体が示す表現型には、
いくつか強度ごとのバリエーションがあり、強度が低いものから順に Class1,2,3
（C1,2,3）と定義した（図 7C、10）。またこれらの胚では、前方背側化の強度
に関わらず卵黄の後部領域への伸長（yolk-extension:YE）が見られなくなるた
め、C1,2,3 全てを含む前方背側化表現型の総称を No-YE 表現型と命名した。
ORF1/2 同時変異胚とは異なり、ORF1 変異系統及び ORF2 変異系統のホモ個体、
またどの系統でもヘテロ遺伝型の胚は正常に発生した（表 1、2、図 7、8、9）。
さらに、ORF1、ORF2 変異系統を ORF1/2 同時変異体系統と交雑した胚におけ
る表現型を観察したところ、遺伝型が、ORF1 が変異ホモで ORF2 が変異ヘテ
ロ、あるいは ORF1 が変異ヘテロで ORF2 が変異ホモになった胚はいずれも正
常に発生した（表 3）。wnt8a ORF1/2 同時変異ホモ胚において観察された表現
型は、いずれも過去の研究で報告された wnt8a モルフォリノ処理胚で観察され
た表現型とよく似ていた[33]。
さらなる検証として、発生過程で各領域が wnt8a 欠損によりどのような影響
を受けているか、領域特異的なマーカーの発現領域を in situ hybridization によ
って解析した。軸性中胚葉マーカーである noto（floating head, flh とも呼ばれる）
、
傍沿軸中胚葉マーカーである tbx6l（tbx6 と呼ばれていた）、吻側神経外胚葉マ
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ーカーである otx2 の発現領域をそれぞれ shield 期、80% epiboly 期、100%
epiboly 期で確認した。その結果、ORF2 のみの変異をホモに持つ、あるいは変
異をヘテロに持つ胚では、野生型との表現型の差は見られなかった（図 7D）
。
一方 ORF1/2 同時変異ホモ胚では noto、otx2 発現領域の拡大（noto は腹側領域
へ、otx2 は腹側及び後方部へ拡大）と tbx6l 発現の減少という表現型が観察され
た（図 7D）。これらの結果は wnt8a ORF1/2 同時変異胚において前方背側領域
が拡大、後方及び側方構造が縮小していることを意味した。これらの表現型も
また染色体欠失変異体や wnt8a モルフォリノノックダウン胚において観察され
た表現型と一致した[33]。また ORF1 変異ホモ胚において、tbx6、otx2 の発現領
域では野生型との差は観察されなかったが、noto の発現領域のみわずかに拡大
していることが示された（図 7D、図 11）。この結果は ORF1 変異胚でもこの時
期ではわずかに背側領域が拡大していることを示唆した。これらの結果はいず
れも ORF1/2 同時変異系統において wnt8a の機能が著しく低下あるいは欠損し
ていることを意味する。全ての ORF1/2 同時変異体系統が、同様の wnt8a の機
能欠損表現型を示し解析に使用できることがわかったので、これらの系統を用
いて母性 wnt8a の機能を解析した。

29

図 7 接合体で発現した Wnt8a ORF1、ORF2 の後部及び腹側側方の器官発生に
おける機能
(A)各系統における yolk extension が起こらない表現型（No-YE）の出現率を示
した。各胚は野生型、wnt8aΔO1（ΔO1）、wnt8aΔO2（ΔO2）、wnt8aΔO1ΔO2（ΔO1ΔO2）
あるいは wnt8adel（del）系統の遺伝型ヘテロのペアを掛け合わせて得た。表現
型のチェックは受精後 30 時間胚で行った。上の数字はカウントした胚の数を示
す。(B)受精後 30 時間で野生型胚と wnt8a 変異体の示す表現型。左側が頭部に
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なるよう横向きに配置した。yolk extension の状態で表現型を選別した後、さら
に No-YE 表現型を示した胚を 3 つのクラスに分けた。Class1（C1）は拡大した
頭部と、細く、また短くなり腹部側にゆるやかに湾曲した尾部が観察される。
Class2（C2）では、尾部の短縮及び湾曲がよりきつく（まっすぐ伸びた状態を
0°として湾曲が 90°より大きい）なっている。Class3（C3）では、尾部がほ
ぼ消失した。(C) wnt8aΔO1ΔO2、 wnt8adel において観察された C1、C2、C3 の比
率。上の数字は観察した胚の数を示す。(D)noto(shield 期胚、a-e)、tbx6l(80%エ
ピボリー期胚、f-j)、otx2(100%エピボリー期胚、k-o)の発現を野生型(a、f、k)、
wnt8aΔO1（ΔO1）(b、g、l)、wnt8aΔO2（ΔO2）(c、h、m)、wnt8aΔO1ΔO2（ΔO1ΔO2）
(d、i、n)及び wnt8adel（del）(e、j、o)系統の遺伝型ホモ胚で調査した。a-e は動
物極側から背側を右にして撮影した。f-o は背側を右にして横から撮影した。noto、
tbx6l、otx2 はそれぞれ軸性中胚葉、傍中軸中胚葉、吻側神経外胚葉（前脳およ
び中脳領域）のマーカーである。noto 発現領域の側方部限界は矢印で、otx2 発
現領域の吻側及び尾側の限界は矢頭で、また腹側限界は＊で示されている。noto
発現は wnt8aΔO1、wnt8aΔO2 変異体では大きく影響されていないが、wnt8aΔO1ΔO2
及び wnt8adel 変異体では大きく広がっている（遺伝型ヘテロのペアを掛け合わ
せて生まれた胚における noto の拡大した表現型の割合：ΔO1, n=0/86; ΔO2,
n=0/94; ΔO1ΔO2, n=10/42; del, n=15/44。 ΔO1, n=0/7。genotyping で遺伝型ホ
モであった胚における noto の拡大した表現型の割合：ΔO2, n=0/7; ΔO1ΔO2,
n=4/4; del, n=6/6）。tbx6l 発現は、逆に、wnt8aΔO1ΔO2 及び wnt8adel 変異体におい
てのみ tbx6l の発現の減少が観察された（遺伝型ヘテロのペアを掛け合わせて生
まれた胚における tbx6l の減少した表現型の割合：ΔO1, n=0/353; ΔO2, n=0/96;
ΔO1ΔO2, n=27/83; del, n=37/140。genotyping で遺伝型ホモであった胚におけ
る tbx6a が減少した表現型の割合：ΔO1, n=0/22; ΔO2, n=0/9; ΔO1ΔO2, n=11/11;
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del, n=10/10）。otx2 発現においても wnt8aΔO1、wnt8aΔO2 変異体では変化が見ら
れなかったが、
wnt8aΔO1ΔO2 及び wnt8adel 変異体では発現領域が広がっていた（遺
伝型ヘテロのペアを掛け合わせて生まれた胚における otx2 の拡大した表現型の
割合：ΔO1, n=0/73; ΔO2, n=0/99; ΔO1ΔO2, n=10/49; del, n=18/57。 genotyping
で遺伝型ホモであった胚における otx2 の拡大した表現型の割合：ΔO1, n=0/6;
ΔO2, n=0/7; ΔO1ΔO2, n=6/6; del, n=6/6）。スケールバーは(B)では 500µm、(D)
では 200µm を示す。
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表１ wnt8a 変異体における yolk extension と遺伝型の関係
wnt8a mutant
allele
ΔO1

ΔO2

ΔO1ΔO2

del

Genotype

Ratio of No-YE
embryos

+/+
+/-/-

1/42
3/93
0/48

+/+

0/17

+/-/-

2/31
2/22

+/+
+/-

0/32
0/73

-/-

27/27

+/+
+/-/-

0/11
0/42
17/17

胚は各系統の遺伝型ヘテロのペアを掛け合わせて得た。受精後 30 時間胚で表現
型を評価した後、各胚の遺伝型を調査した。各比率は各遺伝型における No-YE
表現型を示した胚の率を示す。
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図 8 各 wnt8a 変異体系統における No-YE 表現型の出現率
観察した胚は WT、ORF1 （ΔO1-1,2）、ORF2 （ΔO2-1,2,3）、ORF1/ORF2
（ΔO1ΔO2-1,2,3）、deletion（del）変異系統の遺伝型ヘテロのペアを掛け合わせ
て得た。表現型は受精後 30 時間胚で観察した。胚は yolk extension の有無で 2
クラスにカテゴライズされた（Normal と No-YE）。グラフ上記の数字はカウン
トした胚の数を示す。ORF1 と ORF2 に同時に変異が入った系統では約 25％の
頻度で No-YE 表現型が出現している。
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図 9 wnt8a 変異体の各表現型の遺伝型の調査
各系統の遺伝型ヘテロのペアを掛け合わせて得られた胚の表現型と遺伝型を調
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査した（ORF1 変異体：ΔO1-1,2、A、ORF2 変異体：ΔO2-1,2,3、B、ORF1、
ORF2 同時変異体：ΔO1ΔO2-1,2,3、C、deletion 変異体：del、D）
。受精後 30
時間胚における表現型で分けた後（Normal と No-YE）、それぞれのクラスの胚
を genotyping し（カッコ内にサンプル数を示した。）、各遺伝型の胚の比率（100
分率）を示した。No-YE 表現型はほぼ全て ΔO1ΔO2-1,2,3 か del のホモ遺伝型
の胚において観察された。
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表 2 wnt8a 変異体における遺伝型と No-YE 表現型の関係
wnt8a
mutant
allele

Total
number

Embryos with normal
YE

Embryos with no YE

+/+

+/-

-/-

+/+

+/-

-/-

ΔO1-1
ΔO1-2

183
328

41
88

90
158

48
82

1
0

3
0

0
0

ΔO2-1

80

17

39

20

0

2

2

ΔO2-2
ΔO2-3

100
34

37
6

37
18

26
10

0
0

0
0

0
0

ΔO1ΔO2-1
ΔO1ΔO2-2
ΔO1ΔO2-3

132
116
174

32
30
40

73
64
89

0
0
0

0
0
0

0
0
0

27
22
45

del

70

11

42

0

0

0

17

胚は野生型及び各系統の遺伝型ヘテロのペアを掛け合わせて得た。受精後 30 時
間で胚の表現型を観察した後、各胚の genotyping を行った。観察された胚の数
及び各表現型（Normal、No-YE）、各遺伝型（+/+、+/-、-/-）を示した胚の数を
表にまとめた。
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図 10 ORF1、ORF2 同時変異体の各系統における前方背側化表現型の強度
wnt8aΔO1ΔO2-1, ΔO1ΔO2-2, ΔO1ΔO2-3, and del 系統（ΔO1ΔO2-1、ΔO1ΔO2-2、ΔO1ΔO2-3、
del）の遺伝型ヘテロのペアを掛け合わせて得た胚において、30 時間胚で No-YE
表現型を示した胚を、さらに前方背側化表現型の強度でカテゴライズした
（C1,2,3、図 7 参照）
。各系統における C1,2,3 の比率が示されている。
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表 3 各系統間の交雑種における遺伝型と表現型の関係
wnt8a mutant alleles

Number of embryos

Female

Male

Total

Normal

No-YE

ΔO1/+

ΔO2/+

28

28

0

ΔO1/ΔO1
ΔO1/+
ΔO1/ΔO1

ΔO2/+
ΔO1ΔO2/+
ΔO1ΔO2/+

139
274
41

135
273
39

4
1
2

ΔO2/+
ΔO2/ΔO2
ΔO2/+
ΔO2/ΔO2

ΔO1/+
ΔO1/+
ΔO1ΔO2/+
ΔO1ΔO2/+

59
188
363
504

59
186
362
502

0
2
1
2

胚は系統の異なる雄、雌ペアを掛け合わせて得た。観察された胚の数及び各表
現型（Normal、No-YE）を示した胚の数を表にまとめた。
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図 11 wnt8aORF1 変異体は noto 発現においてわずかに背側化を示した。
(A)野生型及び ORF1 変異系統（wnt8aΔO1-1、ΔO1）、ORF2 変異系統（wnt8aΔO2-1、
ΔO2）、ORF1ORF2 同時変異系統（wnt8aΔO1ΔO2-2、ΔO1ΔO2）の shield 期胚に
おいて、noto 発現領域を確認した。背側が右になるように、動物極側から撮影
した。変異ホモ胚はヘテロ遺伝型のペアを掛け合わせて得た胚を genotyping し
て同定した。noto の発現領域を中心から見た角度θとして測定した。(B)各系統
におけるθの値をグラフにした。平均値は直線で示されている。エラーバーは
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SEM（standard error of the mean）を示す。測定したθを比較した結果、ΔO1ΔO2
は顕著な noto 発現領域の拡大を示したが、ΔO1 においても、わずかに noto 発
現領域が拡大していることが示された（one-way ANOVA の後 Dunnet’s pos-hoc
test を行い検定した。* P < 0.05, *** P < 0.001）。
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〈wnt8a 母性変異胚は正常な背腹軸を形成する〉
作製した wnt8a 機能欠損変異系統を用いて、wnt8a 母性欠損変異胚を得るこ
とを試みた。wnt8a のように接合体での機能が生存に重要で、その欠損が致死性
を示す遺伝子において、その母性機能を解析するために生殖細胞移植法と呼ば
れる手法が報告されている[34]。本研究では wnt8a 母性変異胚を得るため、作製
した wnt8aΔO1ΔO2-2 系統を用いて生殖細胞移植を行った。基本的に論文で紹介さ
れた手法に従ったが[34]、ドナー胚の始原生殖細胞（PGC）の標識のため、ドナ
ー胚に GFP-Bucky ball を発現させた[51]。PGC に特異的に局在する GFP-Bucky
ball が示す GFP 蛍光によりドナー胚中の PGC を判別し、これを含む細胞集団
を、
dnd1 モルフォリノをインジェクションし不稔化したホスト胚へと移植した。
dnd1 モルフォリノのインジェクションは生殖細胞に分化する細胞の移動を抑制
し、生殖組織の形成を阻害することが報告されている[55]。そのため、キメラ胚
においてホスト胚由来の生殖組織形成は阻害され、移植されたドナー胚由来の
PGC のみがホスト胚中で生殖細胞へと分化する。ドナー胚を genotyping して、
変異をホモに持った胚から細胞を移植したキメラ胚のみを選択することで、ホ
モ接合体の生殖細胞をもったキメラ魚を得ることが可能になる。これらのキメ
ラ胚は体の大部分は野生型由来の細胞で形成されていることから、成魚に発生
するまでの生存を可能とする。このキメラ稚魚を雌への性分化を促進すること
が知られている estradiol で処理して雌に性分化する個体を増やし、成魚まで成
長させた[52] 。雌キメラ魚を野生型の雄魚と交配して得られた胚は、変異をホ
モに持つ卵細胞に由来するため wnt8a を母性に欠損している。こうして母性
wnt8a 欠損胚を作製し、その表現型を解析した。
wnt8a 母性欠損胚（Mwnt8a-/-）の 30 時間胚を観察したところ、接合体性欠損
胚と異なり頭部の拡大や尾部の縮小を初めとする前方背側化表現型を示す個体
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は観察されず、全ての胚は野生型と変わらない表現型を示した（図 12A、n=90）。
この結果について、dnd1 モルフォリノによるホスト胚の不稔化が不完全で野生
型細胞由来の卵であった可能性を排除するため、得られた胚の genotyping を行
った（図 12B）。Genotyping の結果は生まれた胚は全てヘテロ遺伝型であること
を示しており、これらの胚が変異をホモに持つ卵細胞に由来することが確認さ
れた。さらに、この卵を産んだ雌は生殖細胞周囲の細胞が野生型遺伝子を持つ
キメラ個体であることから、野生型の wnt8a mRNA が周囲の体細胞から供給さ
れた可能性が考えられた。この可能性を検討するため、このキメラ魚から卵を
回収し、その中に存在する RNA を抽出し発現している wnt8a の遺伝型を解析し
た（図 12C）。卵中に含まれている wnt8a に対して行った RT-PCR は、この卵
に含まれている wnt8a mRNA が変異型であり、野生型の母性 wnt8a mRNA がこ
の卵では検出できないことを示した。さらに各領域特異的な遺伝子の発現状態
を確認したところ、Mwnt8a-/-において背側マーカーである noto、gsc、傍中軸中
胚葉マーカーである tbx6l、前方マーカーである otx2 の発現パターンも野生型胚
と比べて変化していないことが示された（図 12D）。これらの結果は、正常な背
腹軸の形成に母性 wnt8a 転写産物が必須ではないことを示した。
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図 12 wnt8a 母性欠損変異体は背腹軸の形成に異常を示さない。
(A)wnt8a 母性欠損胚（Mwnt8a-/-）の受精後 30 時間における表現型。胚は野生
型の雄魚と wnt8aΔO1ΔO2/ΔO1ΔO2 の生殖細胞を持つキメラ雌魚を掛け合わせて得た。
頭部を左にして横から撮影した。wnt8a 母性欠損胚は背腹軸形成において異常を
示さなかった（n=90）
。(B,C)wnt8a 母性欠損胚における genotyping と RT-PCR
の結果を示した。wnt8a ORF1（上側のパネル）、ORF2（下側のパネル）の変異
導入領域付近を標的として、野生型及び 8 個体分の wnt8a 母性欠損胚の genome
に対して PCR を(B)、野生型及び 4 個分の wn8a 母性欠損胚の一細胞期胚から抽
出した RNA に対して RT –PCR を行った(C)。PCR 産物はアクリルアミドゲル
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で分離した。変異型のバンドが示す位置を＊で示した。＋と⁻は cDNA 合成の際
の逆転写酵素（reverse transcriptase: RT）の有無を意味する。8 個体分の母性
欠損胚に対する genome PCR はいずれもヘテロ遺伝型を示し、また 4 個分の母
性欠損胚に対する RT-PCR はこれらの胚が変異型の mRNA のみを持つことを示
した。(D) 野生型及び wnt8a 母性欠損胚における noto（shield 期、 a, b）、 tbx6l
（80% epiboly 期、c, d）、otx2 （100% epiboly 期、 e, f）、gsc（shield 期、 g,
h）の発現領域を in situ hybridization で示した。胚は野生型(b,d,f)あるいは
wnt8aΔO1ΔO2 遺伝型ヘテロ(h)の雄魚と wnt8aΔO1ΔO2/ΔO1ΔO2 の生殖細胞を持つキメ
ラ雌魚を掛け合わせて得た。ヘテロの雄魚と掛け合わせて生まれた胚は
genotyping を行い、接合体の遺伝型はヘテロであることを確認してある。写真
は動物極側から背側を右に配置して(a,b,g,h)、あるいは横側から背側を右にして
(c-f)撮影した。noto、tbx6l、otx2、及び gsc はいずれも野生型と wnt8a 母性欠
損胚中で差異が見られなかった（noto, n=20、tbx6l,n=20、otx2,n=20、gsc, n=16）。
スケールバーは(A)で 500 µm、(D)で 200 µm を示す。
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〈母性と接合体で発現する wnt8a を両方欠損した胚はより顕著な前方背側化表
現型を示した。〉
母性 wnt8a が背側決定に機能していない可能性が示されたので、母性 wnt8a
が他に機能を持つか解析した。wnt8a は母性に発現するだけでなく、接合体でも
発現していることから、母性由来の Wnt8a は接合体由来の Wnt8a と協調的に機
能している可能性が考えられた。そこで、wnt8aΔO1ΔO2-2 系統の遺伝型ヘテロの
雄魚と wnt8a 母性欠損卵を産むキメラ雌魚を掛け合わせ、母性と接合体両方で
wnt8a の機能を欠損した胚を観察した。生まれた胚では受精後 30 時間の段階で
接合体性 wnt8a 欠損胚と同じく、C1,2,3 の前方背側化を示す No-YE 表現型が
56.8%の割合で観察された（図 13A,B）。この結果は、得られた胚はホモ遺伝型
とヘテロ遺伝型のペアの間に生まれているので、半数は野生型の表現型を示す
母性変異ホモ（Mwnt8a-/-）、もう半分は No-YE 表現型を示す母性・接合体複合
変異ホモ（MZwnt8a-/-）の胚が出現する予想と一致した。noto、tbx6l、otx2 の
発現領域の確認も行ったが、これらの遺伝子の発現領域においても母性・接合
体複合変異ホモの胚で noto 発現の腹側領域への拡大、otx2 発現領域の後方及び
腹側への拡大、そして tbx6l 発現の減少が観察され、これらの胚が前方背側化し
ていることが示された（図 13C）。接合体性変異体胚と母性・接合体複合変異体
胚の間で各マーカーの発現領域に顕著な差異は見つけられなかったが、受精後
30 時間胚における表現型の強度を C1,2,3 の割合で評価したところ、母性・接合
体複合変異体胚では C3 の割合が顕著に増えており、母性・接合体変異体胚にお
いて前方背側化表現型が強くなることが示された（カイ二乗検定において
P<0.001、図 13B と図 7C の結果を比較した）。これらの結果は、母性発現性の
Wnt8a が接合体で発現した Wnt8a と協調的に頭部拡大の抑制や後部領域の形成
に機能している可能性があることを示した
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また、今回 wnt8aORF1/2 同時欠損変異系統を作製して維持する中で、原因は
不明であるが wnt8aORF1/2 同時変異（wnt8aΔO1ΔO2-3）をホモに持ちながら成魚
まで正常に成長した雌１個体が得られた。このホモ変異個体と wnt8aΔO1ΔO2-3 ヘ
テロの雄魚との間に生まれた胚でも表現型の確認を行ったところ、野生型表現
型と No-YE 表現型が約 1:1 の割合で観察された（図 14A）。genotyping で遺伝
型を確認した結果、全身で wnt8a を欠損してもその雌魚から生まれた胚の背腹
軸は接合体でヘテロ遺伝型であれば正常に形成されていた。さらに、このペア
から生まれた母性・接合体複合変異体胚における in situ hybridization は、noto、
tbx6l、otx2 の発現領域において接合体変異体胚との間に顕著な違いを示さなか
ったが、キメラ胚の産んだ母性・接合体複合 wnt8a 欠損胚と同様、母性・接合
体複合 wnt8a 欠損胚は接合体 wnt8a 欠損胚より顕著な前方背側化を示した（図
14B 、 カ イ 二 乗 検 定 に お い て P<0.001 、 Zwnt8aΔO1ΔO2-3/ΔO1ΔO2-3 と
MZwnt8aΔO1ΔO2-3/ΔO1ΔO2-3 を比較した。）。

47

図 13 母性 Wnt8a は接合体 Wnt8a をサポートする。
(A)母性・接合体複合 wnt8a 変異ホモ胚（MZwnt8a-/-）の受精後 30 時間での表現
型。胚は wnt8a-/-の生殖細胞を持つキメラ雌魚と wnt8aΔO1ΔO2 ヘテロ遺伝型雄魚
を掛け合わせて得た。頭部を左に配置して、横から撮影した。生まれた胚の約
半数が MZwnt8a-/-、残り半分が Mwnt8a-/-であると予想される。MZwnt8a-/-胚は
genotyping で同定した。(B)生まれた胚の中で No-YE 表現型を示す胚の割合を示
した（図の左側のグラフ、図 7 参照）。さらに No-YE 表現型を示した胚をさら
に C1、2、3 で分けた（図の右側のグラフ、図 7 参照）。MZwnt8a 胚は接合体で
変異ホモの胚（Zwnt8a、Fig2C のΔO1ΔO2 と同系統）よりも前方背側化表現型
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の強度が高く、C1、2、3 の占める割合が顕著に変化していた（カイ二乗検定、
P<0.001）。(C) 野生型胚及び wnt8aΔO1ΔO2/ΔO1ΔO2 の生殖細胞を持つキメラ雌魚と
wnt8aΔO1ΔO2 ヘテロ遺伝型雄魚を掛け合わせて得た胚（MZ 胚、この時点では
Mwnt8a-/-と MZwnt8a-/-が混ざっている）における noto（shield 期、a, b）、tbx6l
（80% epiboly 期、c, d）、otx2（100% epiboly 期、e, f）の発現領域を調査した。
写真は動物極側から背側を右に配置して(a,b)、あるいは横側から背側を右にし
て(c-f)撮影した。noto 発現領域の側方部限界は矢印で、otx2 発現領域の吻側及
び尾側の限界は矢頭で、また腹側限界は＊で示されている。得られた胚の中で、
野生型と比較して（noto, n=30/30、tbx6l, n=20/20、otx2, n=26/26 これらの発現
を基準とした。
）、noto 発現領域の腹側への拡大、tbx6l 発現領域の減少、otx2 発
現領域の後方及び腹側への拡大が約半数で観察された（noto, n=28/65 、tbx6l,
n=13/26、otx2, n=13/28）。この表現型を示した胚はいずれも接合体ホモの遺伝
型を示した。スケールバーは(A)で 500µm、(C)で 200µm を示す。
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図 14 wnt8aΔO1ΔO2-3 系統において得られた母性/接合体 wnt8a 欠損胚は通常の接
合体 wnt8a 欠損胚より強い前方背側化表現型を示した。
wnt8aΔO1ΔO2-3 系統において、理由は明らかとなっていないが、接合体で遺伝型
ホモでありながら正常に成魚まで発生した雌魚が得られた。この雌魚と
wnt8aΔO1ΔO2-3 遺伝型ヘテロの雄魚を掛け合わせ、生まれた胚の受精後 30 時間に
おける表現型を wnt8aΔO1ΔO2-3 の遺伝型ヘテロのペアから生まれた胚と比較した。
(A)では両者において No-YE 表現型を示した胚の比率を示した。接合体ヘテロペ
アから生まれた胚及び接合体ホモと接合体ヘテロのペアから生まれた胚の中で、
No-YE 表現型を示した胚はそれぞれ接合体（Z）、母性/接合体（MZ）wnt8a 欠
損胚である。(B)にて、No-YE 表現型を示した胚をさらに前方背側化表現型の強
度でカテゴライズした。Class1,2,3（C1-3）の割合は Z 胚と MZ 胚の間で顕著
に異なっていた（カイ二乗検定にて P < 0.001）。
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〈wnt8a 母性欠損は他の wnt ファミリー遺伝子の発現に影響しない。〉
次に、wnt8a が従来の予想通り背側決定に機能していた場合に、wnt8a 母性欠
損胚で背腹軸に異常を示さない原因を解明するために、まず、卵母細胞におい
て wnt8a の欠損が他の wnt ファミリー遺伝子の発現を誘導し、その Wnt リガン
ドにより wnt8a 欠損による背側形成不全が回復する可能性について検討した。
このような他の遺伝子の発現上昇により、遺伝子欠損の表現型が回復する現象
は実際にゼブラフィッシュで確認されている[56]。ゼブラフィッシュにおいては、
現在までに 25 種類の wnt ファミリー遺伝子が報告されており、この中に wnt8a
の機能欠損を補っている遺伝子が存在しているか、wnt8a の欠損下での各 wnt
ファミリー遺伝子の発現を解析した。母性 wnt8a 欠損卵を産むキメラの雌魚 2
個体（Female 1、Female 2）、および野生型雌魚から採取した卵から抽出した
RNA、野生型の 1 日胚から抽出した RNA を用いて半定量 RT-PCR を行い、こ
れらの遺伝子の発現状況を解析した。その結果、wnt8a 母性欠損卵と野生型卵の
間で発現量が顕著に変化した wnt 遺伝子は観察されず、母性 wnt8a の欠損は他
の wnt 遺伝子の発現に影響しないことが示された（図 15）。この結果から、少な
くとも wnt8a の欠損は他の wnt 遺伝子の発現の上昇により、その影響が抑制さ
れているわけではないと考えられた。
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図 15 各 wnt ファミリー遺伝子の発現
半定量 RT-PCR の結果を示した。RNA 抽出に用いた卵は野生型雌魚及び
wnt8aΔO1ΔO2/ΔO1ΔO2 の生殖細胞を持つ 2 匹のキメラ雌魚（Mwnt8a Female1,2、図
12、
13 で Mwnt8a 及び MZwnt8a 胚を得る際にも使用した。）からそれぞれ得た。
RNA はこれらの卵と野生型 1 日胚からそれぞれ抽出し、1 µg を cDNA 合成に使
用した（合成において reverse transcriptome を添加した系（RT+）、しなかった
系（RT-）でそれぞれ作製した。）。PCR のコンディション（テンプレート量、
使用酵素、アニーリング温度、サイクル数）は遺伝子毎に、1 日胚において安定
してバンドが検出できるよう調整した（材料と方法参照）。PCR 産物はアガロー
スゲルに泳動し、撮影後黒白反転させた。野生型（WT）レーンと Female1、2
レーンの間で顕著にバンドの太さが変わった wnt 遺伝子は無かったことから、
母性 wnt8a の有無は各 wnt 遺伝子の発現に顕著な変化をもたらしていないと考
えられる。また、wnt6a、wnt8a において 1 日胚での発現より強い母性発現が見
られた。ポジティブコントロールとして eef1al1（一般的には ef1a）を使用した。
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〈wnt6a の mRNA は植物極に局在し、背側特異的遺伝子の発現を誘導する。〉
wnt8a 母性欠損胚が正常に発生する理由としてもう一つ、元々wnt8a 以外にも
背側誘導活性を持つ wnt 遺伝子が発現しており、Wnt8a 非存在下でもその Wnt
が機能することで発生が正常に起きている可能性が考えられた。本研究では過
去の研究で卵母細胞における発現・機能が解析されていなかった wnt ファミリ
ー遺伝子である wnt6a、wnt7ab が、wnt8a と同様に背側決定因子の候補となり
得るか検討した[32]。wnt ファミリー遺伝子の発現解析において、wnt6a、wnt7ab
はどちらも母性発現していた（図 15）
。そのうち wnt7ab の母性発現は 1 日胚に
おける発現と比べて非常に弱かったが、wnt6a の母性発現は wnt8a と同様 1 日
胚における発現より強く、wnt6a が母性に特異的に発現していることが予想され
た。これは母性 wnt6a が発生初期に何らかの機能を果たしていることを示唆す
る。
背側決定因子として機能する分子は植物極に局在していると考えられている
ので、今回母性発現が確認された wnt6a,7ab の 1 細胞期胚における発現箇所を
whole-mount in situ hybridization により解析した。その結果、1 細胞期の胚にお
いて、wnt7ab は局在を示さなかったが、wnt6a は wnt8a と同じく植物極に局在
していることが示された（図 16A）。この結果から、wnt6a を背側決定因子の候
補としてさらに解析を行うこととした。
wnt6a の機能を解析するため、wnt6a cDNA 全タンパク質コード配列の単離を
試みた。wnt6a の翻訳開始点から終始コドンまでを含む全 cDNA 配列を野生型
胚の母性発現 cDNA ライブラリからクローニングし、Wnt6a をコードする RNA
を作製するため発現ベクターpCS2+に組み込んだ。このベクターを用いて
Wnt6a をコードする RNA を合成し、野生型胚 1 細胞期にインジェクションし
て表現型を観察した。その結果、Wnt6a を過剰に発現した胚では後方化の特徴
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である頭部の縮小（眼の消失）と背側化の特徴である尾部の歪曲、縮小という
表現型が観察された（図 16B）。この表現型は wnt8a をコードする RNA を過剰
発現した胚でも観察された（図 16B）。このような頭部の後方化を示す表現型は、
古典的 Wnt シグナル経路を過剰に活性化された胚と同様の表現型であり[33]、
wnt6a が wnt8a と同じく古典的 Wnt シグナル経路を活性化させることを示唆し
た。さらに wnt6a、wnt8a 共に、古典的 Wnt シグナル経路を抑制する Dkk1b
[57-59] をコードする RNA と同時にインジェクションすると、後方化表現型が
抑制され前方背側化表現型を示す胚も現れたことも、この予想を支持した（図
16B）。
wnt6a の機能をさらに解析するため、1 細胞期胚へ wnt6a をコードする RNA
をインジェクションし、背側決定因子により背側で誘導される古典的 Wnt シグ
ナルの標的である dharma の発現が変化するか解析した[23, 24, 49, 60-62]。
Wnt6a を過剰発現させた胚では dharma の発現が Wnt8a を過剰発現させた胚と
同様に上昇する傾向があった（図 16C）。それとは逆に、古典的 Wnt シグナルを
抑制する Dkk1b や ΔN-Tcf7l1a を過剰発現させた胚では dharma の発現が低下し
た（図 16D）。これらの結果は、Wnt6a が背側決定因子の新たな候補であること
を示唆した。
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図 16 Wnt6a は新たな背側決定因子の候補となりうる。
(A)wnt6a、7ab、8a の 1 細胞期胚における発現（母性発現）を whole-mount in situ
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hybridization で調査した。wnt6a はアンチセンスプローブで標識した時のみ、
wnt8a と同じく植物極での染色が観察された（wnt6a antisense：n=21/87、wnt6a
sense：n=0/29、wnt8a：n=18/19）が、wnt7ab ではこのような発現は見られな
かった（n=0/23）。横から撮影した。(B)Wnt6a の過剰発現は胚を後方化した。1
細胞期胚に wnt6a（5 pg）、wnt8a（100 pg）、dkk1b（50 pg） をコードする RNA
をそれぞれ、あるいは dkk1b（50 pg）を wnt6a（5 pg）または wnt8a（100 pg）
と共にインジェクションし、受精後 30 時間胚における表現型を評価した。表現
型は no eyes, curled tail(a)、no or small eyes(b)、
WT-like(c)、big head, short tail(d)、
big head, no tail(e)の 5 クラスに分けて評価された。頭部が左になるように横か
ら撮影した。それぞれの RNA セット をインジェクションされた胚の各表現型
の比率を右に示した。(C)wnt6a の過剰発現による背側特異的遺伝子 dharma の
発現領域の拡大。一細胞期胚に wnt6a RNA 1500 pg あるいは wnt8a RNA 1500
pg をインジェクションし、sphere 期における dharma 発現領域を in situ
hybridization で調査した。背側が右に来るように動物極側から（上側のパネル）
あるいは背側が右になるように横側から（下側のパネル）撮影した。野生型コ
ントロール胚では dharma の発現領域は背側の一部に限局されていたが、wnt6a、
wnt8a の過剰発現は dharma の発現領域を拡大した（wnt6a：n=12/42、wnt8a：
n=27/64）。(D)古典的 wnt シグナルのインヒビターである dkk1b の強制発現は
dharma の発現を抑制した。1 細胞期胚に dkk1b RNA を 375 pg あるいは 1500 pg、
ΔN-tcf7l1a RNA を 900 pg インジェクションし、sphere 期における dharma 発
現を調査した。dharma の発現は dkk1b、ΔN-tcf7l1a を発現した胚で減少した
（dkk1b 375 pg：n=13/35、dkk1b 1500 pg：n=8/20、ΔN-tcf7l1a 900 pg：n=32/37）。
背側が右になるよう横から撮影した。スケールバーは(A)で 200 µm、(B)で 500
µm、(C)で 200 µm を示す。
56

考察
〈ゼブラフィッシュ植物極微小管はそれ自身も背側に向けて移動する。〉
過去の研究で、背側決定因子の輸送機構について、その輸送には受精直後に
形成される植物極微小管形成が必要であり、その微小管は将来背側となる方向
へと伸長することが報告された[3, 14]。このことは微小管上を足場として、背側
決定因子を予定背側領域に向けて輸送する機構の存在を示唆した。この機構に
機能する遺伝子の候補として報告された syntabulin の mRNA 及びタンパク質は
Bb 依存性に植物極に局在し、その母性効果変異体 tokkaebi では、β-catenin の
背側領域での蓄積が起こらなくなり、背腹軸形成が異常になる[8, 19]。このこと
は、Syntabulin が背側誘導において β-catenin 蓄積より上流で機能していること
を意味する。このような β-catenin の蓄積より上流で背腹軸に機能する遺伝子と
して kif5ba、grip2a、ptbp1a が報告されている[9, 15, 16]。これらの変異体では
植物極微小管の形成が異常になっており、その結果背腹軸に異常が起きたと考
えられる。対して tokkaebi 胚中では植物極微小管は正常に形成され、さらに
Syntabulin は受精後に微小管依存性に植物極から動物極側へと移動する[8]。こ
れらの知見から、Syntabulin を含む輸送機構により背側決定因子が微小管上を輸
送されていくモデルが提唱されていた（図 2）。
しかし、今回の研究で微小管形成の動態解析を詳細に行った結果、背側決定
因子輸送において足場として機能すると考えられていた植物極微小管が、それ
自身も背側に向かって移動していることが示された（図 4、5）
。このことは植物
極における輸送において、微小管を足場とした輸送のみならず、微小管の移動
に伴って背側へと移動する分子がある可能性を示す（図 17）
。 このような微小
管の移動に依存した分子移動が、アフリカツメガエルにおいても報告されてい
る[63]。アフリカツメガエルはゼブラフィッシュと同じく植物極に存在する Wnt
57

リガンド mRNA により背側が誘導されることが報告されている[30, 31, 64]。こ
の wnt mRNA の背側への移動は、ゼブラフィッシュと同じく植物極で形成され
る整列した微小管に依存している[31]。しかし、アフリカツメガエルではゼブラ
フィッシュと異なり、この微小管依存性に卵の表層が卵の内部に対して背側方
向に移動する（図 18）
。この現象は表層移動と呼ばれ、表層の移動と共に微小管
自身も移動し、それに伴い細胞小器官や細胞質が背側へと移動している[63, 65]。
今回観察された微小管移動現象は、この表層移動と類似した微小管依存性の分
子の移動現象である可能性がある。このことは、ゼブラフィッシュにおいて植
物極に局在する分子や細胞小器官が表層回転に相当する現象により背側へと輸
送されている可能性を示した（図 18）
。アフリカツメガエルにおける植物極から
の輸送機構は、微小管を足場とした輸送と表層回転により引き起こされる細胞
小器官の移動による輸送の、2 種存在することが示唆されている[66]。ゼブラフ
ィッシュではこのうち微小管を足場とした輸送しかないと考えられてきたが、
本研究から、表層移動に類似した、微小管自身の移動に伴う分子や細胞小器官
の輸送も存在している可能性が示された。背腹軸形成に機能する分子が微小管
移動で運ばれているかは本研究ではわからなかったが、今後微小管の移動に依
存して輸送される分子の解析が進むことで明らかになると期待される。
アフリカツメガエルにおいて表層移動は細胞質中、及び細胞膜表面に存在す
るモータータンパク質に依存して引き起こされると考えられており、また微小
管の整列もモータータンパク質に依存して起きていることが示唆されている[67,
68]。このことは、ゼブラフィッシュにおいてモータータンパク質 Kinesin I をコ
ードする kif5ba 遺伝子の変異体で植物極微小管の配列が乱れるという報告があ
ることと一致する[15]。ゼブラフィッシュにおいても、モータータンパク質依存
性に微小管が整列、移動している可能性がある。しかし、ゼブラフィッシュで
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は微小管の移動は起きても、アフリカツメガエルでは微小管移動と同時に起き
ている卵の表層部の移動は観察されていない（図 18）。この違いは、カエルと魚
類の卵の構造的な違いに起因している可能性が考えられる。アフリカツメガエ
ル卵において卵の表層は一様につながっているため、移動しても構造的な問題
はないと考えられる（図 18）。しかし、ゼブラフィッシュ卵では胚盤部位と卵黄
部位で卵の表層は分かれており、表層が本来の位置から移動して、異なる領域
の表層のあった部位に移ることは難しいと思われる（図 18）。
両者の背腹軸形成機構は微小管依存性であること、背腹軸に沿っていること、
細胞小器官の移動が観察されることなど共通点も多く見られるが、このように
構造的に共通の機構が存在し得ない部分も見受けられる。さらにアフリカツメ
ガエルにおいては、最初期の背腹軸は精子の陥入点の位置に依存しており、陥
入した位置から見て反対側に向け微小管が伸長し、背側決定因子がその方向へ
輸送される（図 18）[63, 69]。対してゼブラフィッシュでは精子の陥入点は動物
極頂点に固定されており、背腹軸形成に精子陥入点の位置情報は寄与しないと
考えられる（図 18）。背側決定因子として機能する Wnt も、アフリカツメガエ
ルでは wnt5a と wnt11 であることが報告され、これらはアフリカツメガエル胚
において古典的 Wnt シグナルを通じて背側特異的遺伝子を誘導する[30]。しか
しゼブラフィッシュ wnt5a、wnt11 は古典的 Wnt シグナル経路活性化に機能せ
ず、背側誘導活性も持たない[32]。
今回の研究で示された、ゼブラフィッシュとアフリカツメガエルの植物極微
小管依存性の背側決定機構における共通点、相違点は、共通祖先において同一
であった植物極微小管依存性の背側決定の仕組みが、進化の過程で各種の卵の
構造や発生に適した形式に、多様化してきた可能性を示した。
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図 17 植物極における微小管上の移動と微小管自体の移動
(A,B)従来予想されてきた植物極における背側決定因子の輸送モデル(A)と、今回
新たに示された微小管自身の移動に伴う小胞輸送のモデル図(B)。(A)では背側決
定因子が微小管依存性輸送に機能する Syntabulin によりモータータンパク質と
結合して微小管上を移動していく。(B)では移動する微小管に押されるようにし
て背側決定因子を含む小胞構造が背側へと移動する。
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図 18 カエルの表層移動とゼブラフィッシュの小胞移動に伴う背側決定因子の
輸送モデル
アフリカツメガエル胚では動物極側で精子が陥入した部位の反対側が背側とな
り、背側方向に向けて微小管の伸長と表層移動が起こる。表層移動の際に微小
管も背側に向かって移動しており、微小管を足場とした輸送及び表層と微小管
の移動により、植物極に局在している背側決定因子（図中の緑の丸）や細胞小
器官が背側へと移動する。ゼブラフィッシュでは精子陥入点は動物極頂点に固
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定されており、受精後まだ明らかとされていない機構により微小管伸長方向が
将来背側となる領域に向けて伸長する。同時に微小管は自身も背側に向かって
移動しており、この動きにより植物極に局在する背側決定因子を背側に向かっ
て輸送している可能性が考えられる。
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〈接合体 Wnt8a の ORF1、ORF2 は後方及び腹側側方部の組織形成に重複した
機能を持つ。〉
wnt8a の ORF1、ORF2 領域はそれぞれ 70%ほどの相似性を持ったタンパク
質をそれぞれコードする（図 6）。また wnt8a は複数のエンハンサー配列やプロ
モーター配列、転写開始部位を持ち、複数タイプの mRNA が転写される（図 6）
[70]。原腸胚期では ORF1 と ORF2 が連続した配列（バイシストロニックであ
る可能性が指摘されている）を持つ RNA と ORF2 配列のみを持った mRNA が
発現している[33, 70]。ORF1 配列、ORF2 配列それぞれに特異的なプローブを
用いた in situ hybridization では、ORF1 と ORF2 は非中軸中胚葉ではともに発
現しているが、中軸中胚葉や後脳の一部では ORF2 のみ発現することが確認さ
れている[33]。このような知見から、原腸胚期胚において ORF1 タンパク質、
ORF2 タンパク質はそれぞれ独自の機能を発生において果たしている可能性が
示唆されていた。
しかし、今回の研究から、ORF1/2 に同時に変異を持つ胚のみが表現型を示し、
ORF1 および ORF2 変異ホモ胚は正常に発生することが示された（図 7、8、9
表 1、2）（ORF1、ORF2 変異ホモ胚は正常に成魚まで成長し、繁殖もした）。
これらの結果は wnt8a をモルフォリノで機能抑制させた研究において、ORF1、
ORF2 両方をモルフォリノを用いてノックダウンしないと前方背側化表現型が
観察されなかったことと一致し、wnt8a の ORF1 由来のタンパク質と ORF2 由
来のタンパク質が原腸胚期の後方領域や腹側-側方領域の形成において相互に重
複した機能を持つことを遺伝学的に示すものとなった[33]。しかし、先にも述べ
たように、ORF2 mRNA のみ発現する領域も確認されていることから、将来の
研究で、ORF2 のみが持つ機能が新たに報告されるかもしれない。
また、今回の研究では ORF1 ホモ変異胚では背側領域を示す noto の発現領域
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がわずかに広がっており、一時的に背側化していることが示唆された（図 11）。
しかし、その後 30 hpf で観察された表現型では背腹軸は正常であったことから
（図 7）、Wnt8a ORF1 は原腸胚期初期において背側領域の限定に Wnt8a ORF2
より主体的に機能するが、Wnt8a ORF1 の機能の欠損による背腹軸への影響を
その後の発生段階において回復する機構が存在することが示唆された。

〈母性 Wnt8a の機能は背側の決定に必須ではない。〉
今回作製された母性 wnt8a 変異胚において、背腹軸は正常に形成され、受精
後 30 時間で野生型と変わらない表現型を示した（図 12A）。マーカー遺伝子で
ある noto、tbx6l、otx2 の発現において野生型からの変化がないことは、母性
Wnt8a の欠損によって生じた背腹軸の異常が発生後期に回復して、その後の発
生が正常に進行しているわけではなく、背側誘導の段階から背腹軸に異常が起
きていないことを示す（図 12D）。今回使用したキメラ胚では、野生型遺伝子を
持つ周りの細胞から正常な mRNA や Wnt8a が供給された可能性は否定しきれな
い。しかし、RT-PCR の結果変異胚中で野生型の mRNA が検出されず、さらに
今回偶発的に得られた成魚まで生存した wnt8a 変異ホモ個体の産んだ母性
wnt8a 変異胚において、周りの細胞も完全に変異型であるにもかかわらずの背腹
軸は正常に発生したことから、周りの細胞からの wnt8a mRNA、あるいは Wnt8a
の供給により胚発生が正常化しているわけではないと考えられた（図 12、14）。
以上の結果から、今回作製された wnt8a 母性変異胚では機能的な Wnt8a が存在
しておらず、それにもかかわらず胚は正常に発生したと考えられる。
母性の Wnt8a 欠損が背腹軸に影響しないという結果から、背側決定因子が本
当に Wnt リガンドに属する分子かどうか疑問が生じた。過去の研究において
β-catenin と協調して遺伝子発現の誘導に機能する Tcf のドミナントネガティブ
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型や β-catenin の分解に機能する Axin、Axin2 の強制発現により、古典的 Wnt
シグナル経路を細胞質中で抑制すると、背側特異的遺伝子の発現が減少するこ
とがわかっている（図 16D）[22, 24]。このことは背側誘導において古典的 Wnt
シグナル経路が重要な役割を演じていることを示唆する。しかし過去の研究で
同じく古典的 Wnt シグナルを抑制する Dkk1b の強制発現が背側特異的遺伝子発
現の減少を引き起こさないことが報告されていた[46]。Dkk1b は Wnt リガンド
受容体 Frizzled と共に機能する LRP5/6 を不活性化することで、細胞膜上で起こ
るシグナル受容の段階から古典的 Wnt シグナルを抑制する。このように Wnt リ
ガンドの受容を阻害しても背側特異的遺伝子の発現が抑制されないとする報告
から、背側誘導においては、古典的 Wnt シグナル系の細胞内で機能する分子の
みが背側決定に関与する可能性が示唆されていた。しかし今回の研究で、多量
の dkk1b をコードする RNA を 1 細胞期の初期にインジェクションすることで、
背側特異的遺伝子 dharma の発現が高確率で抑制されることが示された（図
16D）。このような異なる結果が示された要因として、過去の研究では dkk1b を
コードする RNA のインジェクション量が今回の実験と比べて少量で、かつ 1~8
細胞期胚にインジェクションしており、Dkk1b が Wnt リガンドが受容される時
期までに、十分な量が翻訳されず、古典的 Wnt シグナルを完全に抑制すること
ができなかった可能性が考えられた。また、Dkk1b と同じく Wnt リガンド受容
を阻害する機能を持つ Frzb の過剰発現でも同様に、背側特異的遺伝子 chordin
や dharma の発現が抑制されることも報告されていた[32]。これらの結果は背側
誘導に Wnt リガンドの受容が関与していることを示し、背側決定因子が Wnt リ
ガンドであることを支持した。
ゼブラフィッシュでは、遺伝子の機能欠損変異の表現型が類似の機能を持つ
遺伝子により回復する事例が報告されている[56]。ゼブラフィッシュは進化にお
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いて複数回のゲノム重複を起こしていることが確認されており、類似した機能
を持つ遺伝子が多数存在している。wnt8a においても、近縁の wnt ファミリー
遺伝子である wnt8b を異所的に強制発現させると wnt8a と同じく古典的 Wnt シ
グナルを活性化し、背側特異的遺伝子を誘導する[24]。また発生後期に接合体で
wnt8a と相補的に機能し、機能的な共通性が高いと考えられる wnt3a も同じく
古典的 Wnt シグナルを活性化し背側特異的遺伝子を誘導することがわかってい
る[32, 48]。これらの遺伝子は母性発現がないため背側決定因子の候補とならな
かったが、母性 wnt8a 変異胚ではこのような wnt8a に相当する機能を持つ遺伝
子の発現が誘導され、Wnt8a 欠損による背側誘導の消失が抑制されている可能
性が考えられた。この可能性を検討するため、wnt8a 母性変異卵と野生型卵から
抽出した RNA から作製した cDNA ライブラリを使って、両者の間で遺伝子発現
が変化している wnt ファミリー遺伝子がないか解析した。その結果、母性 wnt8a
を欠損した卵中では他の wnt 遺伝子の発現に変化がないことが示された（図 15）
。
この結果は、wnt8a の欠損が他の wnt の発現上昇により機能的に補償されるこ
とで、表現型が正常になっている可能性は小さいことを意味しており、母性
wnt8a が背腹軸形成に必須ではないことを支持した。
また、今回の研究において、wnt8a を母性・接合体複合的に欠損した胚中では
前方背側化表現型がより強くなる傾向があることが示された（図 7、10、13、
14）
。このことは母性 Wnt8a が背側において古典的 Wnt シグナル活性化が起こ
る時期よりも後に接合体 Wnt8a と協調して、腹側と側方及び後部（尾部）領域
の形成に機能している可能性を示唆した。接合体 Wnt8a は Wnt3a と協調して機
能し、両者を同時にモルフォリノで機能阻害させるとより顕著な前方背側化表
現型が観察される[48]。このことはゼブラフィッシュの腹側および側方部及び後
方部形成は Wnt リガンド量に依存的に形成されていることを示唆し、今回の結
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果と合わせて母性 Wnt8a が接合体 Wnt8a を量的に補助している可能性が考えら
れた。

〈背側決定に今回母性発現が確認された wnt6a が機能している可能性がある。〉
wnt8a 欠損下での wnt ファミリー遺伝子の発現解析から、wnt8a の欠損が他の
wnt ファミリー遺伝子の発現の上昇により補償されていないことが示された（図
15）
。wnt8a の欠損が背腹軸形成に影響しない理由としてもう一つ考えられるの
は、wnt8a 以外の母性発現する wnt により背腹軸形成が正常に進行する可能性
である。先に記述したように Wnt8a を背側決定因子の候補として有力視した論
拠は、wnt8a 以外に背側決定因子として必要な背側誘導活性と植物極での母性発
現を示す wnt ファミリー遺伝子が当時は wnt8a 以外確認されなかったことによ
る[32]。しかし、その報告後に発見された wnt ファミリー遺伝子については、そ
れらが背側決定因子として機能し得るか解析されていない。本研究で行われた
wnt ファミリー遺伝子の発現解析はそれら新規 wnt ファミリー遺伝子も含めて
行っており、まだ母性機能が解析されたことがない wnt6a 及び wnt7ab が母性発
現していることを確認した（図 15）。
これらの分子が背側決定因子の候補となりうるか、発現部位解析や機能解
析を行った結果、母性で強い発現を示した wnt6a の mRNA が植物極に局在し、
背側特異的遺伝子 dharma の発現を誘導することが確認された（図 16A,C）。こ
れらの結果から、wnt6a は wnt8a に代わる背側決定因子の有力な候補であるこ
とが示唆された。また wnt8a の過剰発現と同様、wnt6a の過剰発現は胚の後方
化を誘導し、その影響は dkk1b との co-injection により抑制された（図 16B）。
このことは、Wnt6a が Wnt8a と同じく古典的 Wnt シグナルを活性化する Wnt
リガンドであることを示唆し、背側決定因子として機能する可能性を支持した。
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これらの結果は、wnt8a を欠損しても wnt6a が背側を誘導するため、wnt8a の
母性欠損胚が正常に発生した可能性を示した。今後 wnt6a の機能を単体で、あ
るいは wnt8a と同時に機能欠損させ検証していくことで、初期背側決定で働く
Wnt リガンドの正体と正確な機能を解明できると思われる。
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まとめと今後の展望
本研究は、背側決定因子の輸送に機能する植物極微小管がそれ自体背側へと
移動していることを見出した。このことは、魚類であるゼブラフィッシュにお
いて両生類であるアフリカツメガエルに存在する表層移動に類似した機構があ
ることを示唆し、魚類、両生類間の発生における共通性に新たな知見をもたら
したといえる。
また、本研究は過去の研究で解析されてこなかった母性 wnt8a の遺伝学的な
解析を行い、母性 wnt8a 欠損が背腹軸に影響しないことを確認した。さらに母
性と接合体両方の wnt8a を欠損した胚は接合体の wnt8a を欠損した胚より重篤
な前方背側化表現型を示し、母性 Wnt8a が接合体 Wnt8a と協調的に機能してい
る可能性が示された。これらの結果は、今まで多くの研究において前提となっ
ていた Wnt8a の背側決定因子としての機能に疑問を生じさせるものとなった。
また、新たに母性に発現し古典的 Wnt シグナルを活性化する Wnt6a を背側決定
因子の候補として見出した。
今後背側決定機構の全容の解明に向けて、wnt6a、wnt8a を始めとする複数の
wnt ファミリー遺伝子の同時機能欠損による機能解析や、蛍光やペプチドタグを
付加した Wnt を発現するトランスジェニック系統を用いた背側誘導における
Wnt リガンドの動態解析、さらに微小管の伸長及び移動方向決定の分子メカニ
ズムの解明が必要と考えられる。また過去の研究で、Wnt リガンドの分泌、輸
送に機能する分子として膜貫通タンパク質 Wntless が報告され[71]、私は
wntless が母性発現することを確認している。背側決定に機能する Wnt の移動に
おいて母性 Wntless が機能しているか、wntless の母性機能欠損が背腹軸に与え
る影響を解析することで Wnt リガンドの背側決定における役割を解明できるか
もしれない。さらにそれらの結果を、アフリカツメガエルを含め他の脊椎動物
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種と比較することで、脊椎動物における発生機構の進化について新たな発見が
なされることが期待できると考えている。
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