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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

Ｇ２２１３ 
関連研究分野 

（分科細目コード）
２３０１ 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
魚類を用いた生殖の分子メカニズムに関する国際共同研究（平成２２年度） 

代表研究機関名 

 

自然科学研究機構 

代表研究機関以外

の協力機関 

  

愛媛大学（H23.4.1から）・琉球大学 

主担当研究者氏名 
 

成瀬 清 

補助金支出額 

（平成22年度） 

16,445,000 

円  

（平成 23 年度） 

23,535,000 

        円

（平成 24 年度） 

22,228,000 

        円

（合計） 

62,208,000 

          円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

     4  人  

 

（平成23年度） 

      4  人  

（  4   人） 

（平成24年度） 

       4   人  

（   2  人） 

（合計） 

          6   人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

      4  人  

 

（平成23年度） 

      4   人  

（  4    人）

（平成24年度） 

       4    人  

（   4   人）

（合計） 

           4   人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

         人  

 

（平成23年度） 

          人  

（       人）

（平成24年度） 

            人  

（       人）

（合計） 

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

日本側研究組織と選定した海外の 3 研究機関は、主担当研究者の成瀬を核として緊密

な協力関係を構築するが、実際の共同研究は派遣若手研究者（6-7 名を予定）が担うこと

が本研究の特徴である。これらの派遣若手研究者は 1-2 年の長期にわたって海外の研究

室のいずれかに滞在して、トランスクリプトーム法、遺伝子ノックアウト法（メダカを

用いた本研究で新たに開発を目指す）、さらには内分泌学的アプローチを駆使して、メ

ダカにおける生殖サイクル、性の可塑性（性転換）、配偶子形成（卵成熟）についての

分子メカニズムに関する先端的研究を展開する。この共同研究に参加が予定されている

ほとんどの若手研究者は、魚類の生殖についてすでに基礎生物学研究所や琉球大学・熱

帯生物圏研究センターで十分に経験を積んでいるので、海外研究機関での新しい研究環

境にも直ちに順応して大きな研究成果をあげるものと期待される。海外における新たな

研究環境での数々の貴重な経験は若手研究者の将来における研究活動に大きなプラスと

なる。また、生殖研究の優れた実験材料であるメダカを中心とした若手研究者の国際ネ

ットワークが形成され、本共同研究に参加する若手研究者はその中心としての活躍が約

束される。  

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

このプログラムによりシンガポール大学のHong准教授のラボに派遣されていた派遣者①

は、４月以降も相手先の研究グラントによりシンガポール大学に研究員として滞在中で

ある。彼女は9月より  Shanghai Ocean University（上海海洋大学）の教員として採用さ

れることが内定している。これは頭脳循環プログラムによる研究成果（ZFNによるメダカ

遺伝子の改変）が評価されたものであり、若手の人材育成として重要な成果であると考

えている。ワシントン大学に派遣された派遣者②は、４月以降もYoung教授のもとYoung

ラボのポスドクとして滞在を続け、研究を継続している。Youngラボでは彼が研究を開始

するまではメダカを材料として利用していなかったことを考えると派遣者②の滞在によ

って、米国にメダカを研究に用いたラボが増えたことになる。派遣者③は現在私のラボ

で日本学術振興会特別研究員として頭脳循環で行ってきたテーマを継続中である。派遣

者④は中村教授の基盤研究Aによって博士研究員としてテキサス州立大学で学んだバイ

オインファオマティクスの手法を用いてミツボシキュウセンの性転換過程のトランスク

リプトーム解析を続けている。また基礎生物学研究所の特別協力研究員を兼務しており

、来年度に日本学術振興会特別研究員に採用された際には基礎生物学研究所の私のラボ

で研究を継続する予定である。以上の理由から国際的な若手人材の育成という目的は十

分達成されたと評価している。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要） 

本国際共同研究では、魚類の生殖メカニズムの研究に対して新たな研究アプローチを

導入することによって格段に進展させることを目的として立案された。基礎生物学研究

所のバイオリソース研究室准教授である成瀬  清（ゲノム情報学）が主担当研究者となり、

長濱嘉孝・基礎生物学研究所・特任教授（平成２３年度より愛媛大学・南予水産研究セ

ンター・教授）（生殖生物学、分子生物学）と中村  將・琉球大学・熱帯生物圏研究セン

ター・教授（形態学、内分泌学）を担当研究者として、生殖サイクル、性決定 /分化と性

的可塑性、さらには配偶子形成などの諸問題について主にメダカを実験材料として新し

いアプローチを駆使しつつ緊密な共同研究を展開する。  

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

■おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

派遣者①は第一著者であるメダカ ES 細胞での Nanos3 遺伝子座の遺伝子改変論文（Int 

J. Biol. Sci 9:444-454 (2013）を始めとして Hong 教授との共著論文 3 報を含む 6 報の

論文を発表している。ZFN を用いた相同組換えによる遺伝子改変論文も既に投稿しており

計画した研究に関する論文は順調に出版されている。派遣者②も表層胞特異的プロテア

ーゼによる卵膜硬化に関する論文を発表するとともに、魚類の成熟誘起ステロイド（DHP）

の合成に関わる酵素が従来教科書に記載されてきた酵素ではなく 17HSD3-like と記載さ

れる酵素であることを明らかにしている。これは教科書の記載を書き換える発見であり、

魚類の卵成熟誘起過程の研究では画期的な研究であると言える。派遣者③は卵巣型アロ

マターゼ変異メダカでは初期性分化は正常に進行し遺伝的性に従って XY 個体は精巣を、

XX 個体は卵巣を形成すること、遺伝的雌（XX）個体の卵巣では Eosin Y 好染の卵黄の

蓄積が見られないこと、成魚の卵巣内の一部で精子形成が起こることが明らかにした。

さらに解析を進めたところ卵巣型アロマターゼ変異メダカにおいて観察された成体卵巣

の精巣への性転換は卵巣内に存在する生殖幹細胞とそれを取り囲む未分化支持細胞が雄

型に分化して起きること、卵巣内のエストロゲン量がこれらの幹細胞の雌分化（あるい

は雄分化の阻害）に必須であることを明らかにした。これらの一連の結果は魚類の性的

可塑性を考える上で非常に重要な視点を与えている。派遣者④はミツボシキュウセンの

性転換過程での遺伝子発現を詳細にしらべるため､テキサス州立大学で学んだバイオイ

ンフォマティクスの手法を駆使しての解析を続けており、近い将来遺伝子プロファイル

に関するデータを明らかにしてくれると考えている。以上の点から設定した研究課題は

おおむね達成できたと考えている。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

派遣者①、派遣者②の両名は現在、カウンターパートである Hong 博士、Young 博士の

研究経費により博士研究員を継続している。さらに派遣者①は 9 月より上海海洋大学の

教員に内定している。派遣者③は日本学術振興会特別研究員の職が残すところ一年とな

った、今後の研究を継続できる場を探す必要があるが、海外での長期共同研究で培った

経験によって今後の研究継続先の選定にも広がりがでることが期待できる。派遣者④は

日本学術振興会特別研究員の採用の可否によって今後の進路が異なる。採用の場合には

琉球大学から基礎生物学研究所に移動して、研究を継続することとなる。不採用の場合

には中村教授の下で研究を継続することとなる。 

 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

既に述べたように 4 月以降も 4 名のうち 2 名が海外の研究機関で研究を継続しており、

海外の研究機関とのネットワークも継続している。今後もメダカを用いた研究を共同で

展開することは双方の研究機関で合意しており、継続して共同研究を行う体制が維持さ

れている。実際今回のプロジェクトの成果である TALEN によるゲノム編集の手法を用い

た共同研究の提案がテキサス州立大学の Walter 教授からある。一方で今回参加していた

だいた Hong 准教授、Young 教授、Walter 教授はこの事業開始以前から研究代表者の成瀬、

長濱、中村とは共同研究や海外の学会を通じて既にネットワークがある程度あったこと

から、今回のプロジェクトで新たなネットワークが形成されたとは言いがたい。このプ

ロジェクトは若手研究者の長期滞在が不可欠であることから、ネットワークが全くない

状態ではプロジェクトを計画すること自体がきわめて困難である。したがって新たなネ

ットワーク形成とその維持・拡大では派遣された若手研究者と滞在先のラボメンバーで

ある若手研究者との間での形成されることを促進するような要素をプロジェクトに付け

加えると言うことを提案したい。 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

派遣者①は本年 9 月より上海海洋大学の教員として採用が内定し、ＰＩとして自らの

研究者人生を歩み始めた。彼女は派遣時点では特別協力研究員と言う無給のポスドクで

あったことを考えると、このプロジェクトの成果が彼女の研究者としての人生を大きく

変化させたと言える。派遣者②は Young ラボのポスドクとして多くの外国人研究者とイ

ンターラクションしながら自分の研究を続けている。常勤職として採用されるかどうか

は今後の研究の展開を待たねばならないが、国内での研究しか経験がなかったころと比

較すれば格段に自分のサイエンスを展開するという意識が強まったと感じている。派遣

者③・派遣者④の両名は研究者としてまだ歩み始めたばかりであり、将来性を評価する

段階にはない。しかし今回の海外派遣によって英語によるコミュニケーション能力は格

段にあがり、8 月には宮崎大学で行われるアジアの学生を対象とした国際実習コースの

講師を務めることになっているなど、新たな活動も開始している。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

 

成瀬
ナ ル セ

 清
キヨシ

 

 

 

担当研究者 

長
ナガ

濱
ハマ

 嘉
ヨシ

孝
タカ

 

 

 

 

中村
ナカムラ

 將
マサル

 

 

 

 

自然科学研究機構 

 

 

愛媛大学 

 

 

 

琉球大学 

 

 

基礎生物学研究所 

 

 

南予水産研究セン

ター 

 

 

熱帯生物圏研究セ

ンター 

 

 

 

准教授 

 

 

教授 

 

 

 

名誉教授

 

 

比較ゲノム構

造解析、進化

遺伝学 

生殖生物学、

分子生物学 

 

内分泌学、形

態学 

 

計３名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

 

 

シ ン ガ ポ

ール 

 

 

米国 

 

 

米国 

 

 

 

 

 

 

シンガポール大学 

 

 

 

テキサス州立大学 

 

 

ワシントン大学 

 

 

 

 

 

 

 

計 ３機関 

 

 

Yunhan Hong 
 
 
 
Ronald Walter 
 
 
Graham Young  
 
 

 

 

准教授  
 
 
 
教授  
 
 
教授  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

本国際共同研究で海外に派遣される若手研究者は、将来において世界的水準の研究人材

として活躍し、我が国の学術の振興に貢献することが期待される。したがって、これら若

手研究者の選抜にあたっては、 1) 当該研究課題に対して幾分かの研究経験を有するとと

もに、強い研究意欲をもつ者であること、 2) 派遣先での新しい研究環境に速やかに適応

して研究成果をあげることができる者、 3) 英語による会話が特に不自由なくできる者、

などの条件を備えていることが必要と考えられる。加えて、メダカ研究の国際ネットワー

クの構築についても興味をもっており、積極的に関わろうとする意欲がある若手研究者が

望ましい。  

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

今回のプロジェクトでは主担当研究者である成瀬はカウンターパートである 3 研究室をプ

ロジェクト開始早々に訪問し、そこでの研究内容について再確認するとともに、研究環境

についても計画した研究が十分遂行できるか検討した。また担当研究者である長濱も、

Young ラボを訪問しこのプロジェクトの進展についてフォローアップをおこなっている。

成瀬は派遣者④が滞在したテキサス州立大学へは、長期派遣前に派遣者④とともに訪問し、

このプロジェクトの意義と我々が目指す方向性についてきちんと確認をした上で、長期派

遣を行った。岡崎統合事務センターと主担当研究者が准教授を務めるバイオリソース研究

室では、派遣に伴う事務処理をできるだけ円滑に行える体制を構築した。Hong 研究室で緊

急に研究機材（ライカミクロトーム）が必要になった際には、国内で購入して、貸与処理

することでタイムリーに研究機材を届けることができた。 

一方で消耗品の購入は、先方での立て替え払いか日本に請求書を送ってもらうことでしか

支払いができなかったことから、このような支払い方法を受け入れることができなかった

Hong 研究室（シンガポール国立大学の会計処理の基準による）では、すべての消耗品の購

入は Hong 准教授のグラントから行われた。Hong ラボとは研究の方向性が一致していたの

で、このようなことが可能であったが、そうでない場合には相手方にかなりの負担をお願

いすることになる。消耗品の支払い方法についてはより柔軟に対応できるよう何らかの改

善をお願いしたい。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

 

平成 22 年度は 4 名の派遣を計画し、4 名を派遣した。平成 23 年度は 4 名の派遣を計画し、

4 名を派遣した。平成 24 年度は 4 名の派遣を計画し、4 名を派遣している。各年度の派遣

人数は当初計画と変更はないが、当初計画では全体で 6 名を派遣する計画であったが 2 名

は他のプロジェクトの博士研究員・助教に転出したことから今回のプロジェクトでは 4 名

を派遣することとなった。 

 

 

 

 



様式１                                      (資料２) 

7 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

派遣者①は計画した相同組換えによるメダカノックアウトシステムの構築に成功してい

る。この研究も含め派遣先である Hong 准教授との共著 3 報を含む 6 報の論文を発表して

いる。これらの一連の研究により 9 月より上海海洋大学の教員として勤務することとなっ

た。これによりＰＩとして自らの研究を推進するポジションを得ることができた。  

派遣者②は 4 月以降も派遣先である Young ラボで自らの研究を継続している。このプロ

ジェクトから卵膜硬化に重要な役割を果たす alveolin 蛋白質に関する研究を発表するとと

もに魚類の成熟誘起ステロイド生合成過程をコントロールする新規蛋白質の同定に成功す

るなど、当初の計画を着実に進めている。この研究により成熟誘起ホルモンの生合成過程

の教科書記載を書き換える画期的な研究結果を得ることができたと考えている。国内で正

職を得られるかどうかは今後の研究の展開を待たねばならないが、このプロジェクトでの

経験を通じて、国際的な研究環境で自らの研究を進めることの重要性を十分に自覚したこ

とが見てとれる。  

派遣者③はエストロジェン合成の鍵酵素である卵巣型アロマターゼ変異体では雌から雄

への性転換が起こることを明らかにしている。この研究から魚類の生殖幹細胞が雌から雄

（また雌から雄へも）にその機能を転換することできることが明らかとなった。この研究

を進めることで非常に興味深い生殖幹細胞の性的可塑性という今までにない研究が進むと

期待している。本年度末には日本学術振興会特別研究員の職が終了するため、次のポジシ

ョンを見つける必要がある。今回のプロジェクトの経験を生かすことでポジションを探す

際にも、国内外の研究室を広く選択肢とすることができると期待している。  

派遣者④は、博士号を取得して間もないことから、プロの研究者のとして経験を積んで

いく段階になったばかりと言えよう。テキサス州立大学で学んだバイオインフォマティク

スは派遣者④にとって新たな研究手法として、重要な知見をもたらすと期待している。日

本学術振興会特別研究員として採用されれば、あらためて基礎生物学研究所（成瀬研）で

の研究生活が始まる。私自身も派遣者④が新たな研究環境で､自らが作ったミツボシキュウ

センの性転換系を用いて独自に研究が展開できるよう、サポートしていきたいと考えてい

る。 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

今回のプロジェクトの基盤機関である基礎生物学研究所は国内トップクラスの研究機

関であり、多くの研究者は既に国際的に認知されたポジションにあるため、このプロジ

ェクトによって特段に機関の国際化が進んだとはいえない。機関の研究者の評価では既

に国際的な共同研究や国際的な学会活動をふくめた評価を行っている。一方で外国人学

生の数、外国人ＰＩ数などでは国際的評価が高い海外の研究機関に比べれば､依然その

割合は少なく必ずしも国際化が進んでいるとは言えない。しかしこのような指標は頭脳

循環の自己評価の枠に収まらないことでもあり、今後の国立大学・研究所のあり方とい

う視点で再評価することが必要であろう。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

 

 派遣者①：  特別協力研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

相同組換えと ZFN 遺伝子改変法を用いた個体レベルでの遺伝子改変技術の開発 

（具体的な成果） 

Gsdf 遺伝子領域を切断する Zinc Finger Nuclease を作成し、Gsdf 遺伝子に相同性のあ

るアームをもつジーンターゲッティングフラグメント（HR フラグメント）とともに

co-injection 行い、Gsdf 遺伝子に欠損をもつ個体を得ることができた。また HR フラグ

メントが相同組換えによって Gsdf 遺伝子座に挿入された個体を得ることもできた。相同

組換えによって Gsdf 遺伝子座を改変した個体ではその変異が次世代に伝わることも確

認した。これらの結果から特定領域を切断する Zinc Finger Nuclease と HR フラグメン

トによって比較的高い頻度で in vivo 相同組換えをおこすことが可能であることをメダ

カで初めて示すことができた。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ・ ｱｼ ﾞ ｱ ,  National University of 

Singapore, Department of Biology, Yunhan 

Hong 

 

85 日

 

287 日

 

319 日 691 日

 

 派遣者②：  特別協力研究員   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

トランスクリプトーム解析、マイクロアレイ解析、生化学的解析法などを用いた、配

偶子形成（卵成熟、排卵）メカニズムの研究  

（具体的な成果） 

メダカ卵濾胞の経時的マイクロアレイ解析結果から卵成熟期に新規のステロイド代謝

酵素である 17HSD3-like の遺伝子発現量が急激に上昇することが見いだされた。後期卵

黄形成期から排卵期までの 47 時間のタイムコースにおける 17HSD3-like の発現量をリ

アルタイム PCR 法で測定すると、卵成熟誘起ステロイド（DHP）が合成される直前に高

い発現のピークが見られた。 in situ ハイブリダイゼーション法によって卵巣内の発現細

胞を観察したところ、排卵 11 時間前の卵巣中で一番大きなサイズの卵母細胞を取り囲ん

でいる濾胞細胞層の顆粒膜細胞にシグナルがみられた。国際基督教大学の小林牧人教授

と帝京科学大学の平井俊朗准教授より提供されたメダカ組み換え生殖腺刺激ホルモン

（FSH および LH）を用いて、体外での卵成熟過程を調べたところ、組み換え LH では体

外で卵成熟、排卵が誘導され、DHP の合成と同調して新規ステロイド代謝酵素遺伝子の

発現が観察された。一方、FSH ではこれらの現象は見られなかった。これらの結果から、

この遺伝子は LH に応答して卵成熟期の顆粒膜細胞で強く発現することが示唆された。

さらに北海道大学の足立伸次教授・井尻成保准教授との共同研究によりステロイド代謝

活性を検証した。ORF 部分を発現ベクターpSI に組み込み、哺乳類培養細胞 HEK293T 細

胞で発現させ、前駆体である 17-hydroxyprogesterone とともにインキュベートした後に

ステロイドを抽出して DHP の量を定量した。その結果、約 52%の高効率で 17 
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-hydroxyprogesterone から DHP へ変換することが示されたことから、この新規ステロイ

ド代謝酵素が卵成熟誘起ステロイドの 終生成にかかわる 20-HSD である可能性が強く

示された。  

 その他に、マイクロアレイ解析結果から卵形成期から卵成熟期への移行に伴い古典的

な性ステロイド合成経路にかかわる 17 HSD1, 3 HSD の遺伝子発現量が低下する一方

で、ステロールの合成に関与する酵素群の遺伝子、新規の 3b HSD family である

SDR42E2, 昆虫の性ステロイド（エクダイソン）合成酵素である Neverland、StAR のパ

ラログである StAR2 の遺伝子発現が顆粒膜細胞で急激に上昇することが分かった。これ

まで DHP の合成経路は哺乳類におけるステロイド代謝酵素の知見をもとに考えられて

きたが、昆虫から脊椎動物まで非常に保存された遺伝子である Neverland が哺乳類には

欠損しているという事実から、DHP の合成経路を今回のトランスクリプトーム解析の結

果に基づいてもう一度調べなおす必要があると考えられた。そのためにはこれら新規の

遺伝子の機能を解析する必要がある。今回、細胞内導入のための修飾基の付いた一種の

アンチセンスオリゴである Vivo Morpholino による抑制が有効かどうかを検討した。試験

として卵成熟期に顆粒膜細胞で遺伝子発現の上昇するプロゲステロン核受容体に対する

vivo Morpholino を作成し、40 マイクログラム /ml、4 マイクログラム /ml、0.4 マイクログ

ラム /ml の量でメダカ LH による in vitro での卵成熟の系に加えた。その結果、40 マイク

ログラム /ml の投与量では LH でのインキュベーションによって卵の成熟は起きたが排卵

が起きなかった。この結果は、プロゲステロン核受容体のブロッカー存在下での状況と

同じであった。また、コントロールの vivo Morpholino では同投与量で排卵は阻害されな

かった。今後、Vivo Morpholino を使用して新規ステロイド代謝酵素の卵成熟誘起ステロ

イド合成への関与を調べることができると期待される。  

また、卵形成期につくられる卵膜について以下のことを明らかにした。我々はメダカ

の卵膜の強靭化を開始させる因子としてアルベオリンを同定しており、今回、アルベオ

リンが卵母細胞に特異的に発現し、卵表層胞中に蓄積されるアスタシン族プロテアーゼ

であり、受精とともに活性化されて外分泌されることを見出した。 近になり哺乳類の

卵膜変化を引き起こす物質も同様に卵表層胞特異的なアスタシン族プロテアーゼである

ことが明らかになったが、哺乳類の表層胞アスタシン族プロテアーゼは魚類の孵化酵素

に近い分子系統関係にあり、魚類の卵表層胞アスタシン族プロテアーゼは魚類で独自に

獲得した因子であることが分かった。この研究成果については、発生生物学分野の国際

専門誌 Developmental Biology に発表した。  

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ア メ リ カ 合 衆 国 ・ 北 米 ,  University of 

Washington, SAFA, Graham Young 

 

28 日

 

361 日

 

 362 日 751 日
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 派遣者③：   特別研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

トランスクリプトーム解析、遺伝子ノックダウン・ノックアウト・過剰発現法を用い

た、メダカの性決定 /分化、性転換、性的可塑性の分子メカニズムの研究  

（具体的な成果） 

性分化の大きな特徴の一つは可塑性を有することである。これまでの研究において卵

巣中のエストロゲン量の低下が成体生殖腺の卵巣から精巣への機能的性転換を誘起する

ことからエストロゲンが性の可塑性の発現・保持に重要であることが示唆されている。

しかし、このエストロゲン量の低下による性転換の分子メカニズムについてはまったく

わかっていない。本研究ではエストロゲンの合成に必須のステロイド代謝酵素アロマタ

ーゼの機能欠損変異メダカを用いてエストロゲン量の低下によって誘起される成体生殖

腺の卵巣から精巣への機能的性転換の分子メカニズムを明らかにすることを目的とす

る。  

これまでの解析から、卵巣型アロマターゼ変異メダカでは初期性分化は正常に進行し

遺伝的性に従って XY 個体は精巣を XX 個体は卵巣を形成すること、遺伝的雌（XX）個

体の卵巣では Eosin Y 好染の卵黄の蓄積が見られないこと、成魚の卵巣内の一部で精子

形成が起こることが明らかになった。  

平成 24 年度はワシントン大学 Young 研究室に滞在し、卵巣型アロマターゼ変異メダ

カの生殖腺の表現型の形態学的／生化学的解析を行った。まず Radioimmunoassay 法によ

り卵巣型アロマターゼ変異メダカの生殖腺内のエストロゲン量を測定した。卵巣型アロ

マターゼ変異メダカの卵巣内のエストロゲン量は Radioimmunoassay 法の測定限界レベ

ルまで減少しており、変異メダカでは卵巣型アロマターゼの活性が欠損していることが

示された。  

次に発生段階にそって経時的に組織切片を作成し、卵巣型アロマターゼ変異メダカの

生殖腺の形成・発達過程および成魚卵巣での性転換過程を観察した。卵巣型アロマター

ゼ変異メダカの卵巣では濾胞形成は卵黄形成期初期までは正常に進行していた。しかし

正常個体において卵黄の蓄積を開始するステージに達すると顆粒膜細胞が異常増殖し厚

い顆粒膜細胞層の形成がみられた。その後、濾胞は崩壊した。一方、孵化後 100 日ごろ

から卵巣背側の卵巣腔の周辺において精子形成が観察された。また、雄分化に必須の遺

伝子である gsdf の発現を in situ hybridization 法により解析した結果、濾胞の崩壊が進ん

だ卵巣型アロマターゼ変異メダカの卵巣では卵巣腔周辺の生殖幹細胞を取り囲む体細胞

で gsdf の強い発現がみられた。これらの結果から卵巣型アロマターゼ変異メダカにおい

て観察された成体卵巣の精巣への性転換は卵巣内に存在する生殖幹細胞とそれを取り囲

む未分化支持細胞が雄分化して起きること、卵巣内のエストロゲン量がこれらの幹細胞

の雌分化（あるいは雄分化の阻害）に必須であることが示唆された。  

次にエストロゲン量の減少による卵巣の崩壊・性転換過程に関わる遺伝子群を同定す

ることを目的として、RNA-seq 法による遺伝子発現の網羅的解析を行った。卵巣崩壊の

初期の事象である顆粒膜細胞層の異常増殖に着目し、顆粒膜細胞層の異常増殖が始まる

前の正常な形態の卵巣型アロマターゼ変異メダカの卵巣および多数の厚い顆粒膜細胞層

を持つ卵巣の RNA の網羅的なシークエンスを行い卵巣の崩壊が始まる前後の遺伝子発

現の比較を試みた。現在、シークエンスデータの解析中である。  
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なお、研究成果の一部（高温処理によるメダカ生殖腺の雄化について）を 10th International 

Conference on Zebrafish Development and Genetics （平成 24 年 6 月、米国 Madison）で

発表した。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ア メ リ カ 合 衆 国 ・ 北 米 ,  Texas State 

University. Department of Chemistry and 

Biochemistry, Ronald B. Walter 

 

5 日 

 

0 日

 

0 日 5 日

ア メ リ カ 合 衆 国 ・ 北 米 ,  University of 

Washington, SAFA, Graham Young 

 

7 日 

 

15 日 

 

 300 日 322 日

ｼﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ・ ｱｼ ﾞ ｱ ,  National University of 

Singapore, Department of Biology, Yunhan 

Hong 

0 日 106 日

 

0 日 106 日

  

 

派遣者の氏名・職名：  特別協力研究員   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

ミツボシキュウセンの各性転換時期の生殖腺をトランスクリプトーム解析することに

より、それぞれの性転換時期に関わる遺伝子群を特定する。  

（具体的な成果） 

バイオインフォマティクスを駆使しミツボシキュウセンの生殖腺性転換におけるトラン

スクリプトーム解析を行った。雌、雄およびアロマターゼ阻害剤投与により作出した性

転換個体の生殖腺から total RNA を抽出し Illumina Hiseq 2000 に供した。またリファレン

ス配列の基盤を強化する目的で雌雄の他の組織（脳、心臓、肝臓、小腸）からも total RNA

を抽出しシーケンスを行った。シーケンスの結果、各サンプルから 2500 万〜2700 万の

リードを得ることができた。得られたリードを用いミツボシキュウセン de novo トラン

スクリプトームアセンブリを行った。その結果 246021 本のコンティグ（Ｎ50, 2573; 平

均配列長 , 1031 bases）が得られた。Ensembl データベースに登録されているプロテイン

配列（ヒト、ゼブラフィッシュ、メダカ、ティラピア、フグ、ミドリフグ、イトヨ）を

参照配列として BLASTX を行った結果、246021 本のうち 84679 本のコンティグが注釈付

けられた。さらに、相互ベスヒットにより重複のない 17816 本のコンティグ（N50, 3215; 

平均配列長 , 2556 bases）を抽出した。この配列セットをミツボシキュウセンのリファレ

ンストランスクリプトーム配列とした。統計値から判断して極めて高品質なリファレン

ス配列の作成に成功したと考えられる。性転換過程における発現変動遺伝子を推定する

ためリファレンス配列に各サンプルのリードをマッピングし、リードカウントデータテ

ーブルを作成した。R パッケージである DEseq を用いリードカウントデータから性転換

ステージ間における発現変動遺伝子を推定した。その結果、各ステージ間において数百

〜数千の発現変動遺伝子が推定された。今後はサンプル数を増やし、より信頼性の高い
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データを取得することに加え、発現変動遺伝子の詳細な発現プロファイルの解析および

遺伝子の機能解析が課題となる。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ア メ リ カ 合 衆 国 ・ 北 米 ,  Texas State 

University. Department of Chemistry and 

Biochemistry, Ronald B. Walter 

 

5 日 

 

12 日 

 

304 日 321 日

ア メ リ カ 合 衆 国 ・ 北 米 ,  University of 

Washington, SAFA, Graham Young 

 

7 日  

 

0 日

 

0 日 

 

7 日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

○計画概要 

本国際共同研究では、新たな研究手法（トランスクリプトーム、遺伝子ノックダウン・

ノックアウト法など）を導入することによって、メダカなどの魚類を対象とした生殖（特

に、生殖サイクル、性決定 /分化、配偶子形成、性の可塑性など）の分子メカニズムの研究

をさらに進展させることを目的とする。具体的には、以下の研究課題について派遣若手研

究者を中心として緊密に協力しながら国際共同研究を実施する。  

 

１）メダカ遺伝子の機能解析のための遺伝子ノックダウン、遺伝子ノックアウト法の開発

（成瀬、長濱、Hong、派遣若手研究者）  

 

２）トランスクリプトーム解析を用いた、メダカの生殖サイクルの形成メカニズムの研究

（成瀬、Walter、派遣若手研究者）  

 

３）トランスクリプトーム解析を用いた、配偶子形成（卵成熟、排卵）メカニズムの研究

（長濱、Walter、Young、派遣若手研究者）  

 

４）トランスクリプトーム解析及び遺伝子ノックダウン・ノックアウト法を用いた、性決

定 /分化、性転換、性的可塑性の分子メカニズムの研究（長濱、中村、Hong、Walter、派遣

若手研究者）  

 

○当該課題を設定した理由 

１）メダカ遺伝子の機能解析のための遺伝子ノックダウン、遺伝子ノックアウト法の開発

：  これまで小型魚類（メダカ、ゼブラフィッシュなど）の遺伝子機能を解析する方法

としては遺伝子ノックダウン（グリップ NA、モルフォリノ）法が用いられてきたが、

その効果が受精後の数日に限定されることが大きな問題となっていた。そこで本国際

共同研究では、これまでマウスでのみ可能であった遺伝子ノックアウト法を、シンガ

ポール大学との共同研究によりメダカで開発することを試みる。派遣者①（現博士研

究員）はすでにメダカの ES 細胞で相同組替えによるジーンターゲッティングに成功し

ているので、核移植などの顕微操作を得意とする Hong 准教授の協力を得て、メダカ

遺伝子を対象としたノックアウト法を世界に先駆け開発することを目指す。 

 

２）トランスクリプトーム解析を用いた、メダカの生殖サイクルの形成メカニズムの研究

： メダカの 24 時間の産卵周期に伴う生殖腺の遺伝子発現パターンの変化を RNA-Seq

法（Walter 教授）により網羅的に解析することにより生殖腺の周期性に関わる未知の

遺伝子群を単離、同定する。この解析に必要な Bioinformatics は Xiphophorus 用にすで

に整備されている。  

 

３）トランスクリプトーム解析を用いた、配偶子形成（卵成熟、排卵）メカニズムの研究

：  1985 年に同定された魚類共通の卵成熟誘起ホルモン DHP は現在でも脊椎動物で唯

一単離・同定された卵成熟誘起ホルモンである。本国際共同研究では、これまでの多



様式１                                      (資料３) 

14 

くの生化学的研究にもかかわらず依然として不明な卵成熟誘起ホルモンの生成機構、

特にその合成に関わる主酵素の単離、同定をトランスクリプトーム解析により行う。  

 

４）トランスクリプトーム解析及び遺伝子ノックダウン・ノックアウト法を用いた、性決

定 /分化、性転換、性的可塑性の分子メカニズムの研究：  近、担当研究者らは、成

熟した雌雄異体魚（メダカとティラピア）の卵巣でエストロゲン合成が停止すると精

巣へと性転換することを発見した。本国際共同研究では、トランスクリプトームによ

る解析から、雌雄異体魚における卵巣から精巣への性転換誘起、及び性転換魚におけ

る性転換に関わる遺伝子群を単離する。さらにそれらの遺伝子機能を遺伝子ノックダ

ウン法やノックアウト法などを駆使して明らかにすることにより、魚類における性転

換メカニズムが脊椎動物ではじめて解明される。 

 

（２）成果の概要 

１）メダカ遺伝子の機能解析のための遺伝子ノックダウン、遺伝子ノックアウト法の開発 

： ジーンターゲッティングは遺伝子の機能解析に欠かせない遺伝子操作手法で、マ

ウスとラットでよく使われた。我々は胚性幹細胞（ES 細胞）を経由する従来型の遺伝

子ノックアウト方法と人工制限酵素（Zinc Finger Nucleases)により標的ゲノム DNA

を切断し、その修復過程を利用して相同組換えをおこすことで特定の遺伝子配列を挿

入することにより遺伝子機能を欠損させる方法を用い、標的遺伝子欠損メダカを作製

した。メダカ ES 細胞で p53(Yan et al. PLOS One in press)、nanos3 など標的遺伝

子欠損させ、欠損細胞株を単離できた。人工制限酵素（Zinc Finger Nucleases)より

メダカ生殖腺発達と性分化に関与する gsdf 遺伝子欠損メダカも開発作製した。また

ZFN による切断とゲノム配列との相同性をもつジーンターゲッティングフラグメント

（HR フラグメント）共注入することで DNA 相同組換えにより、gsdf 遺伝子座を欠失

した（Deletion or/and Intergratioin)個体を単離できた。またこの変異が次世代に

伝わることも確認できた。 

 

２）トランスクリプトーム解析を用いた、メダカの生殖サイクルの形成メカニズムの研究

： メダカを対象にした研究に先立ち、バイオインフォマティクスを駆使しミツボシ

キュウセンの生殖腺性転換におけるトランスクリプトーム解析を行った。その結果、

各ステージ間において数百〜数千の発現変動遺伝子が推定された。  

 

３）トランスクリプトーム解析を用いた、配偶子形成（卵成熟、排卵）メカニズムの研究

：  本研究により、メダカの卵成熟誘起ホルモンの生成機構の大筋（DHP の合成酵素

遺伝子の同定、生殖腺刺激ホルモンによる DHP 合成機構）を明らかにすることができ

た。また、卵形成期から卵成熟期への移行に伴い、古典的な性ステロイド合成経路に

かかわる 17 HSD1, 3HSD の遺伝子発現量が低下する一方で、ステロールの合成に

関与する酵素群の遺伝子、新規の 3b HSD family である SDR42E2, 昆虫の性ステロイ

ド（エクダイソン）合成酵素である Neverland、StAR のパラログである StAR2 の遺伝

子発現が顆粒膜細胞で急激に上昇することが分かった。  

 

４）トランスクリプトーム解析及び遺伝子ノックダウン・ノックアウト法を用いた、性決
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定 /分化、性転換、性的可塑性の分子メカニズムの研究： 本研究により、卵巣型アロ

マターゼ変異メダカにおいて観察される成体卵巣の精巣への性転換は卵巣内に存在す

る生殖幹細胞とそれを取り囲む未分化体細胞が雄分化して起こること、さらに卵巣内

のエストロゲン量がこれらの幹細胞の雌化（或いは雄化の阻害）に不可欠であること

がわかった。また、エストロゲン減少後に誘導される卵巣崩壊時における遺伝子発現

の変動についてトランスクリプトーム解析を行なっている。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

２ １ 
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