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EXPERIMENTAL RESEARCH CENTER FOR INFECTIOUS DISEASES 
LABORATORY OF MOUSE MODEL 
 

 
Our research objective is to understand the molecular mechanisms that control chromatin 

function and genome diversity & stability in mammals. To address this question, we are currently 
analyzing functional molecules which are expressed in the nucleus. 
 
1) Biochemical and Genetic Analysis of Euchromatic Histone H3 Lysine 9 

Methylatransferases: M. TACHIBANA, J. UEDA, M. FUKUDA and Y. SHINKAI 
a. Biochemical and Genetic analysis of a G9a/GLP histone methyltransferase complex. 

Histone H3 lysine 9 (H3K9) methylation is a crucial epigenetic mark for transcriptional 
silencing.  Targeted deletion of G9a loci leads drastic loss of euchromatic H3K9 dimethylation, 
suggesting that G9a is a dominant H3K9 methyltransferase in mammal.  However, there is one 
G9a-related protein, named GLP/Eu-HMTase, in mammal.  Our genetic and biochemical analysis 
indicated that G9a and GLP form a tight complex in many cell types in mouse and human and the 
complex formation is essential for exerting enzymatic activity in vivo (Tachibana et al. 2005).  To 
assess the enzymatic character of G9a/GLP more detail, we introduced amino acid point mutations 
of a catalytic SET-domain of G9a or GLP, which domain is also essential for G9a/GLP 
heterodimerization. The resultant mutant of G9a or GLP molecule was re-introduced into G9a or 
GLP-KO ES cells respectively and analyzed in vivo H3K9 methylation status. These serial rescue 
experiments indicated that G9a catalytic activity is responsible for in vivo H3K9 methylation, 
while the activity of GLP is dispensable. (M. TACHIBANA) 
 
b. Genetic analysis of G9a for germ cell development 

Genetic study described above had also shown that G9a or GLP is essential for proper 
embryogenesis, that is, each mutant embryo dies around E9.5.  To address the potential roles of 
G9a HMTase in the post-term animals, we have established mice carrying the floxed G9a-allele 
（G9aF

）, which can be deleted by the Cre-recombinase treatment. Then, we crossed G9aF/F mice 
with TNAP-Cre mice which express Cre-recombinase in a germ cell specific manner. Male of 
germ cell specific G9a-KO mice were infertile, accompanied with the absence of mature sperm. 
Female of those were also mostly sterile. Although one of such females (1/3) was fertile, the 
numbers of offspring was severely reduced compared to WT-mice. Our current data show that 
G9a-HMTase plays crucial roles for both of male and female germ cell development. (M. 
TACHIBANA)  
 
c. Functions of novel G9a/GLP associating zinc-finger molecule, Wiz 



We identified another G9a associating molecule named Wiz (Widely-interspaced zinc finger 
motifs) which contains six zinc-finger motifs. Like G9a and GLP, Wiz is a nuclear protein and 
ubiquitously expressed in mouse tissues. Wiz can interact with G9a and GLP independently but 
Wiz association is more stable in the G9a/GLP heteromeric complexes. Interestingly, Wiz siRNA 
knocks down not only Wiz but also G9a. We have reported that GLP-deficiency also induces 
reduction of G9a contents. These data suggest that G9a is protected from degradation in the 
Wiz/G9a/GLP triple-complexes and Wiz may contribute to dominate the G9a/GLP heterodimer 
formation. Furthermore, amino-acid sequence analysis predicts that Wiz possesses two potential 
CtBP binding sites, and we find CtBP binding to Wiz and the association of CtBP with the 
Wiz/G9a/GLP triple-complexes. These data indicate that Wiz not only contributes to the G9a’s 
stability but also links the G9a/GLP heteromeric complex to the CtBP co-repressor machineries. (J. 
UEDA) 
 
d. Functions of novel G9a binding zinc-finger molecule, Znf462 

In addition to Wiz, we have identified another G9a binding zinc-finger molecule named 
Znf462 by the G9a-complex analysis. We detected the Znf462 association with the G9a/GLP 
complex in human and mouse cell lines. Using various truncated G9a molecules, we mapped the 
Znf462 binding region in G9a. When we introduced the G9a truncated molecule without a Znf462 
potential binding-domain (G9adelta418-449) into the G9a-deficient ES cells, G9adelta418-449 still 
formed a complex with GLP and Wiz. However, G9adelta418-449 very poorly rescued H3K9 
methylation and suppressed one of G9a target genes, Mage-a. These data suggest that Znf462 is a 
key molecule for the G9a recruitment to the G9a-target chromatin loci. (M. FUKUDA AND Y. 
SHINKAI) 

 
2)  Functional Analysis of Mouse Telomere Binding Protein, TRF1: K. OKAMOTO, T. 

IWANO and Y. SHINKAI 
 

Telomeres are comprised of telomeric DNA sequences and associated-binding molecules. 
Their structure functions to protect the ends of linear chromosomes and ensure chromosomal 
stability. One of the mammalian telomere binding factors, TRF1, localizes telomeres by binding to 
double-stranded telomeric DNA arrays. Since the over-expression of wild-type and 
dominant-negative TRF1 induces progressive telomere shortening and elongation in human cells, 
respectively, a proposed major role of TRF1 was that of a negative regulator of telomere length. 
However, we have described another crucial function of TRF1 on telomeres. In conditional mouse 
TRF1 null mutant ES cells, mTRF1 deletion induced growth defect and chromosomal instability. 
Although no clear telomere shortening or elongation was observed in short-term cultured 
TRF1-deficient ES cells, abnormal telomere signals were observed and TRF1-interacting 



telomere-binding factor, TIN2, lost telomeric association.  Furthermore, another double-stranded 
telomeric DNA binding factor, TRF2, also showed decreased telomeric association. Importantly, 
end-to-end fusions with detectable telomere signals at fusion points accumulated in TRF1-deficient 
ES cells (Iwano et al. 2004).  To address how TRF1 integrates into these telomere functions, we 
examined roles of TIN2 and TRF2 on the TRF1-deficient phenotypes.  When we introduced 
chicken TRF1 (chTRF1) into the TRF1-deficient ES cells, we detected chTRF1 binding to 
telomeres but no chTRF1-mTIN2 association. None of TRF1-deficient phenotypes was rescued by 
ckTRF1. We also introduced a chicken and mouse TRF1 fusion molecule containing a chicken 
TRF1 dimerization domain and a mouse Myb telomere-binding domain (cmTRF1), but cmTRF1 
again could not rescue any TRF1-deficient phenotypes. However, if TIN2-cmTRF1 fusion 
molecules were introduced, the TRF1-deficient phenotypes of growth defect and accumulation of 
γH2AX and reduction of TRF2 on telomeres were recovered. Interestingly, over-production of 
TRF2 also rescued these TRF1-deficient phenotypes, but endogenous TIN2 accumulation on 
telomeres was absent in this case. Recent studies showed that TIN2 can bind to not only TRF1 but 
also TRF2.  Therefore, our new findings suggested that TRF1 can stabilize the TRF2-telomere 
association through TIN2 recruitment to telomeres and the TRF1/TIN2-mediated TRF2 loading to 
telomeres is crucial for the telomere-end protection. However, neither of mTIN2-chTRF1 fusion 
molecules nor over-production TRF2 rescued abnormal telomere signals observed in the 
TRF1-deficient ES cells.  This data also suggests that TRF2-independent TRF1 telomere function 
could exist. (K. OKAMOTO AND T. IWANO) 
 
3)  Function of linker histone H1 in DNA repair: H. HASHIMOTO and Y. SHINKAI 

Linker histone H1 has been thought to play a central role in the packaging of chromatin into 
higher-order structures. In higher eukaryote, multiple H1 subtypes exist. There are six and eight H1 
subtypes in chicken and mice respectively. Previous studies in those species showed that each H1 
subtypes were mostly dispensable and deletion of any one of them had no clear effect on cell 
growth or mice development. However, more recent studies described that some H1 subtypes 
possess unique function(s).  

To elucidate the role of linker histone H1 in DNA double strand break (DSB) repair, we 
examined genotoxic sensitivities of each H1 subtype mutants in chicken B cell line, DT40. 
Although any single or multiple H1 subtype mutants showed UV or IR sensitivities, only H1R 
deficient (H1R-/-) DT40 cells were more sensitive to the DNA-damaging agents, Vp-16 and 
methyl methanesulphonate (MMS). Furthermore, H1R-/- DT40 cells showed accumulation of 
spontaneous RAD51 foci, genomic instability and reduced gene targeting frequencies. These 
results suggest that linker histone H1-mediated chromatin dynamics is involved in some 
homologous recombination repair pathway(s). Interestingly, the spontaneous RAD51 and genomic 
instability phenotypes in H1R-/- DT40 cells were rescued successfully with not only chicken H1R 



but also specific mouse H1 subtype. This data further suggest that subtype specific H1 function on 
DNA repair is maintained in higher vertebrates. 
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感染症モデル研究センター      Experimental Research Center for Infectious Diseases 
ゲノム改変マウス研究領域                Laboratory of Mouse Model 
 

 ２００５年度、当研究室では新たなメンバーとして４名の大学院生（大学院生命科学研

究科修士課程１年）駒井妙、松井稔幸、宮下広樹、村上万里絵を迎え入れた。一方、５年

間当研究室に在籍していた岩野智彦が２００５年３月に大学院生命科学研究科を修了・

Ph.D.を取得し、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターのポスドクとなった。そ

の結果、研究室はスタッフ２名、大学院９名、技術補佐員１名の総勢１２名からなる所帯

となった。 

引き続き、当研究室では哺乳類における染色体機能の調節、遺伝情報の普遍性および多

様性をコントロールしている分子機構を明らかにすることを目指して研究を行っている。

特に「細胞記憶」「エピジェネティック制御」「核構造の機能」などをキーワードに研究を

展開しており、新たな発見に遭遇すべく日々研究に励んでいる。 

 

１）哺乳類ヒストンリジンメチル化酵素 G9a の機能解析 

ア．G9a/GLP ヒストンメチル化酵素複合体の生化学的、遺伝学的解析 

ヒストン H3 の 9 番目のリジン残基 (H3K9) のメチル化修飾は、転写の抑制とリンクし

た重要なエピジェネティックマークの 1 つである。遺伝学的、生化学的な解析によって、

哺乳類の G9a というタンパク質が生体内で H3K9 のメチル化酵素として重要な機能を担っ

ていることを明らかにしてきた。すなわち、G9a 遺伝子破壊マウス細胞においてジメチル

H3K9 が殆どなくなることから、生体内では G9a がドミナントな H3K9 メチル化酵素である

ことが示唆されている。しかし反面、哺乳類にはG9aとそのドメイン構造がよく似た分子、

GLP が存在する。 In vitro の活性測定系では GLP は G9a 同様に H3K9 のメチル化活性を示

す。我々は、in vivo での GLP の機能を解析すべく GLP 遺伝子破壊マウスを作成し解析を

行い、さらに生化学的な解析と合わせ、G9a は常に GLP とヘテロ二量体として存在し、そ

の二量体構造が酵素活性の発揮に必須であることを突き止めた(Tachibana et al. 2005)。 

現在、G9a 及び GLP の活性触媒部位にアミノ酸置換を施した変異遺伝子をそれぞれの遺

伝子破壊細胞に再導入し、G9a/GLP ヘテロ二量体の生体内活性のモニタリングを行ってい

る。その結果、メチル化活性の無い G9a を導入した細胞では生体内 H3K9 メチル化レベル

は回復しないのに対して、不活性化 GLP 導入株ではメチル化レベルが回復することが分っ

た。この事実は、生体内で G9a/GLP 二量体がヒストンメチル化酵素として機能するには G9a

の活性が重要であることを意味している。（立花、眞貝） 

 

イ．生殖細胞の分化に G9a が果たす機能の解析 

G9a及びGLPはその遺伝子破壊マウスが胎生致死（E9.5 付近）であることから、様々な組

織や器官の発生とG9a/GLPとの関わりはいまだ未知のままである。我々はG9a遺伝子がCre

組み換え酵素によってのみ欠損するマウスを作成した。次に生殖細胞特異的にCreを発現



するマウスとの交配によって、生殖細胞特異的G9a欠損マウス（Germ cell conditional KO, 

GcKOマウス）を樹立した。GcKOマウス雄 8匹を自然交配したところ、すべての個体が不妊

であった。以上のことは雄の生殖細胞の発生にG9aが必須であることを示した。さらに 3

ヶ月令のGcKOマウスの精巣切片では、成熟した精子が全く検出できなかった。特に減数分

裂以降の細胞が全く認められないことから、減数分裂による半数体化のプロセスにG9aが

関わっていることが強く示唆された。一方、GcKOマウス雌を複数の野生型の雄と交配しと

ころ、80%の個体が不妊であった。ごく一部の妊娠可能なマウスにおいても、生まれてく

る仔の数は1回の平均でおよそ3匹程度と少なく、出産回数も生涯で1-3回程度であった。

以上のことから、雌の生殖細胞の発生･分化にもG9aは重要な機能を有することが示唆され

た。（立花、眞貝） 

 

ウ．G9a/GLP と結合するジンクフィンガータンパク質 Wiz の機能解析 

G9a 複合体の解析から、zinc-finger ドメインを６つ持つ Wiz という分子がヒト及びマ

ウスの G9a/GLP 複合体に含まれていることを見出した。一過性発現の実験より、Wiz は G9a

あるいは GLP の SET ドメインと結合することが示された。さらに、G9a 欠損或は GLP 欠損

マウスES細胞を用いた解析から、WizはG9a/GLPヘテロ複合体に最も安定に会合すること、

ダイマー形成が出来ない G9a, GLP には結合しないことから、Wiz は SET ドメインのダイマ

ー形成により形成される構造を認識して G9a, GLP と会合すること、特に G9a/GLP ダイマ

ーにより形成される構造に最も親和性が高いこと、その結果 G9a/GLP ヘテロ複合体を選択

的に蓄積できることが推察された。Wiz siRNA による Wiz のノックダウンが G9a を（転写

後に）ノックダウンすることからも、Wiz が G9a/GLP ヘテロ複合体形成の安定化に重要な

役割を持つことが支持された。 

さらに、Wiz は転写抑制共役因子 CtBP と物理的に会合できるモチーフを持っていること、

実際に G9a/GLP/Wiz 複合体に CtBP の一部が結合していることがヒト、マウスの細胞株で

示された。この結果より、Wiz は G9a/GLP 複合体の安定化因子としてだけ機能しているの

ではなく、G9a/GLP ヒストンメチル化酵素と CtBP 転写抑制複合体をつなぎ合わせる会合因

子としても働いていることが推察された。（上田、立花、眞貝） 

 

エ．G9a と会合するジンクフィンガータンパク質 Znf462 の機能解析 

 G9a の複合体解析から、さらに新たな G9a 結合ジンクフィンガータンパク質 Znf462 が

同定された。この分子も Wiz と同様に、ヒト、マウスの細胞において G9a/GLP 複合対中

に存在することが確認された。さらに、G9a と Znf462 の会合ドメインを検討したところ、

G9a の Ring-like ドメインが G9a-Znf462 の会合に重要であることが示された。そこで、

G9a の Ring-like ドメインを欠いた G9a(G9adelta418-449)を G9a 欠損 ES 細胞に導入した

ところ、G9adelta418-449 は wild-type の G9a と遜色なく GLP, Wiz との複合体を形成す

ることが確認されたが、H3K9 のメチル化はほとんど回復せず、G9a の標的候補遺伝子の

１つ Mage-a の発現も余り抑制されなかった。以上の結果より、Znf462 は G9a の標的クロ



マチンへのターゲティングに重要な役割を果たしていることが示唆された。（福田、上田、

立花、眞貝） 

 

 

 

２）哺乳類における機能的テロメア高次構造の実体の解明 

ア．マウステロメア結合タンパク質 TRF1 の機能解析 

染色体末端構造テロメアは真核細胞染色体が安定に存在するために重要な役割を果た

している。TRF1 タンパク質は、テロメア DNA-タンパク質高次構造を構成する哺乳類テロ

メア結合タンパク質の一つで、野生型 TRF1 タンパク質を過剰発現させたヒト細胞のテロ

メア長が短くなり、一方ドミナントネガティブ型 TRF1 を発現させたヒト細胞のテロメア

長は伸長することから、テロメア長の負の制御に関わる分子と考えられていた。しかし、

我々は、TRF1 の機能をより厳密に調べる目的で、4-hydroxytamoxifen (OHT)依存的に mTRF1

をノックアウトできる ES 細胞を樹立し、OHT 処理した mTRF1 ノックアウト細胞において細

胞増殖やテロメアの解析を行った結果、mTRF1 ノックアウト細胞では細胞増殖の遅延、テ

ロメア構造の異常が確認され、さらに分裂を重ねると染色体末端同士の融合が高頻度で観

察されることを見出した。また、TRF1 に結合してテロメア局在を果たす TIN2 タンパク質

の局在が TRF1 欠損によって消失した。それだけでなく、TRF1 とは独立にテロメア結合す

るタンパク質TRF2のテロメア局在がTRF1の局在と間接的に影響していることも示された。

これらのことから、TRF1 はこれまで考えられてきたようなテロメア長の調節機能以外にも、

テロメア高次構造の維持や細胞増殖に関しても重要な役割を持つことが示された(Iwano 



et al. 2004)。さらに観察を進めると、TRF1 欠損細胞の分裂期での染色体末端において

DNA 損傷部位特異的に検出されるヒストン H2AX のリン酸化(γH2AX)が強く検出された。こ
の結果により、TRF1 欠損によって導かれるテロメア構造の変化が DNA 損傷反応経路によっ

て認識されていることが予想された。 

これらの mTRF1 欠損細胞の表現型が TRF1 のどのような機能欠損によって誘導されたの

かを明らかにする目的で、以下の実験を行なった。ニワトリの TRF1 (chTRF1)遺伝子をク

ローニングし、mTRF1 欠損細胞に導入した。その結果、chTRF1 はテロメア局在は示すもの

の、mTIN2 とは結合しないこと、mTRF1 欠損細胞の表現型を全く相補しなかった。さらに、

chTRF1 と mTRF1 のキメラ分子(cmTRF1)(N 末から dimerization ドメインまでが chTRF1)を

mTRF1 欠損細胞に発現させたところ、chTRF1 と同様の結果を得、mTRF1 欠損細胞の表現型

は全く相補されなかった。そこで、mTIN2-cmTRF1 キメラ分子を mTRF1 欠損細胞に発現させ

たところ、細胞増殖抑制の回避、TRF2 のテロメア局在の回復、γH2AX のテロメア蓄積の消
失が観察された。興味あることに、mTRF1 欠損細胞に TRF2 を過剰発現させても、細胞増殖

能の回復とγH2AX のテロメア蓄積の消失が観察された。以上の結果より、mTRF1 欠損細胞
で観察される表現型のうち、細胞増殖の低下とγH2AX のテロメア蓄積は、mTRF1 欠損によ
り誘導される TRF2 のテロメア局在低下によって誘導されていることが示唆された。つま

り、TRF1 の機能的テロメア構造維持における役割の１つは、TIN2 をテロメア領域にリク

ルートすることで TRF2 のテロメア局在を安定化させること、その結果テロメア末端保護

が保証されるというものであることが考えられた。しかし、mTIN2-cmTRF1 キメラ分子或は

TRF2 の過剰発現によっては、mTRF1 欠損細胞で観察される異常なテロメアシグナルを消失

させることはなかった。このことから、TRF1 の機能には、少なくとも TRF2 に依存したも

のと TRF2 に依存しないものがあることが示唆された。（岡本、岩野、真貝） 

 

３）DNA損傷時におけるリンカーヒストンの機能解析 

リンカーヒストンH1はクロマチンの高次構造変換に重要な役割を持つことが示唆されている。高等
脊椎動物においては複数のH1サブタイプが存在しているが、これまでの解析では、H1はお互いに重複
した機能を持っており、一つのサブタイプを欠損させても表現型が現れないことから、個々のH1サブ
タイプに特異的な機能が存在するのかは不明な点が多い。我々はDNA損傷修復時におけるH1サブタイ
プの機能を明らかにするためにニワトリDT40細胞株を用いた遺伝学的解析を試みている。その結果、
６種類存在するサブタイプのうち１種類(H1R)の欠損株においてMMSおよびVP-16高感受性を観察し、
さらにエピスタシス解析により、MMS、VP-16などの薬剤感受性はRad54依存的相同組換え修復の異
常によるものであることが推測された。またH1R欠損細胞株においてはゲノムが不安定であり、ゲノ
ムの不安定性はニワトリH1RのみならずマウスH1の特定のサブタイプにおいても回復させることが
判明した。このことから、高等真核生物において、染色体の安定性に寄与する特異的H1サブタイプが
種を超えて保存されている可能性が示唆された。(橋本・眞貝) 




