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要 約 

 近年，蛍光顕微鏡による解析により生きた細胞において

転写のダイナミクスをとらえることが可能になってきた．

MS2 系などを用いた RNA の可視化により特定の RNA の

転写が定量的に解析され，エンハンサーを介した転写の活

性化は断続的に起こることが示された．また，RNA ポリ

メラーゼ IIの 1分子解析により多数のRNAポリメラーゼ

II が一時的に 1 箇所に集積するようすが観察された．一方，

転写の断続性が必ずしも明確な遺伝子発現のオンとオフ

の状態に分かれるとはかぎらず，転写の活性化について普

遍的な機構の解明にはいたっていない．ヒストンの修飾は

遺伝子発現の制御に重要な役割をはたすと考えられるが，

最近，ヒストン修飾に特異的な抗体に由来する蛍光プロー

ブを用いた解析により，ヒストンH3のアセチル化がRNA
ポリメラーゼ II による転写の開始から伸長への移行を促

進することが示された．今後，ゲノムを可視化する技術，

転写産物を可視化する技術，翻訳後修飾を可視化する技術

などを組み合わせることにより，発生や分化にともなうク

ロマチンの構造の変化および転写の活性化の機構をとら

えることができるようになることが期待される． 

はじめに 

 遺伝子発現の制御は発生や分化，環境応答などの生命現

象の鍵になる．すなわち，遺伝子の発現が，いつ，どこで，

どのように起こるのかを明らかにすることは，生命現象の

理解にとり非常に重要な課題のひとつである．特定の細胞

における遺伝子発現の状態，すなわち，細胞に存在する転

写産物やタンパク質の種類および量は，これまで，細胞の

集団を用いて解析されていた．しかし，近年のめざましい

技術開発により，単一の細胞を対象としたトランスクリプ

トーム解析なども可能になってきた 1,2)．また，ゲノムに

おけるヒストンの修飾などクロマチンの状態や高次構造

も ChIP-seq 法や Hi-C 法などの技術により解析が可能に

なり，核の構造および機能を 1 細胞のレベルで理解しよう

という気運も高まっている 3)．ただし，一般にエピゲノム

解析やトランスクリプトーム解析は定常な状態における

クロマチンの修飾や RNA の存在量の評価であり，また，

同一の細胞におけるクロマチン構造や遺伝子発現の経時

的な変化は追跡できない．そのため，遺伝子発現のダイナ

ミクスの解析において核という場での物理化学的な性質

を含めた転写制御の実体を解明するには，顕微鏡を用いた

生細胞の解析が必須である．現在，顕微鏡による解析はゲ

ノムの解析と比べ解像度やスループットの低いことは否

めないが，近年，顕微鏡装置，プローブ，画像解析などの

技術が着実かつ加速度的に進歩しており 3)，転写制御の機

構の解明も進んでいる．このレビューにおいては，生細胞

における遺伝子発現の活性化の解析から明らかにされて

きたことを，翻訳後修飾のイメージングによる結果を中心

に解説する． 

1． RNA の可視化による生細胞における転写制御

の解析 

 遺伝子発現のダイナミクスは，転写産物である RNA の

検出や転写装置であるRNAポリメラーゼ IIなどのタンパ

ク質の動態の追跡により解析されている（図 1）．通常，

特定の RNA の検出には，タンパク質と結合するタグを付

加した RNA を発現する配列をゲノムに組み込み，その

RNA と結合するタンパク質と蛍光タンパク質との融合タ

ンパク質を発現させる．もっともよく用いられているのは，

MS2 ファージのコートタンパク質である MCP とそれが

結合するステムループの組合せである 4)．ステムループを

くり返し配列として多コピーもたせることにより，転写さ
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れた RNA が蛍光の輝点として検出される．近年，蛍光タ

ンパク質と融合した TALE（transcription activator-like 
effector）やヌクレアーゼ活性をもたない dCas9 とガイド

RNA を用いて特定の DNA 配列を生細胞において検出す

る系も開発され，DNA と RNA を同時に可視化すること

もできるようになった 5,6)． 
 この MS2 系を用いた転写産物の検出により，エンハン

サーを介した転写の活性化は断続的に起こることが明ら

かにされた 7)（新着論文レビュー でも掲載）．つまり，活

性化された遺伝子の転写は持続的に起こるのではなく，

RNA ポリメラーゼ II がつぎつぎと活性化される状態がパ

ルス状に起こる．このような現象は“転写バースト”とよ

ばれており，動物細胞やショウジョウバエに共通してみら

れる 8)．ただし，細胞性粘菌においてアクチン遺伝子の転

写を理論モデルとあわせて詳細に解析した結果，転写は明

確な転写バーストのオンとオフの 2 つの状態により説明

されるのではなく，転写開始の頻度の連続的な変化をとも

なうことが示唆されている 9)．また，プロモーターにおけ

る TATA ボックスの変異は転写開始の頻度を低下させる

がオンとオフのスイッチにはそれほど影響しないことも

示された．したがって，転写の量はエンハンサーの強度に

よる転写バーストの発生頻度のみならず，プロモーターの

配列などに依存して連続的に制御されるとも考えられる．

MS2 系による転写の活性化のキネティクスの解析の例は

限られていることもあり，転写制御の一般性と多様性につ

いての理解は今後の課題である．また，転写の活性化のキ

ネティクスを制御する因子の実体については明らかにさ

れていない． 

2． RNAポリメラーゼ IIの可視化による生細胞にお

ける転写制御の解析 

 一方，転写を担う RNA ポリメラーゼ II の可視化によっ

ても転写のダイナミクスは解析されている．GFP と RNA
ポリメラーゼ II との融合タンパク質は細胞において機能

的であることは，温度感受性変異株の相補や RNA ポリメ

ラーゼ II の阻害剤であるαアマニチンに対する耐性変異

体による相補などにより確認されているため，GFP と

RNA ポリメラーゼ II との融合タンパク質の動態は内在性

の RNA ポリメラーゼ II と類似すると考えられる 10)．し

かし，多くの培養細胞において複数の RNA ポリメラーゼ

II が集積する転写部位は数千箇所もあり，しかも，転写反

応している RNA ポリメラーゼ II はすべての RNA ポリメ

ラーゼ II のうち約 30％にすぎないことから，バルクの

GFP と RNA ポリメラーゼ II との融合タンパク質の観察

では転写部位の同定や詳細なダイナミクスを解析するこ

とは困難であった 11)．しかし，近年，1 分子イメージング

により転写開始の際に多数のRNAポリメラーゼ IIが一過

性に集積するようすが観察された 12,13)．これは，転写バー

ストとも一致する観察であり，複数の RNA ポリメラーゼ

II が遺伝子に一過性にロードされることが示唆される．最

近，タンパク質や RNA の集合した構造がまわりの環境と

相分離を起こし，このことが細胞機能の制御にはたらく可

 

図 1 生細胞における転写の検出 

生細胞において転写の活性化を測定するためには，イメージングが用いられる．MS2 系により MCP と結合する RNA を，GFP と

の融合タンパク質を用いることにより RNA ポリメラーゼ II を，Fab など抗体に由来する蛍光標識プローブによりリン酸化などの翻

訳後修飾を可視化することが可能である． 
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能性が注目されているが 14)，この局所的な分子の集合も

一種の相分離である可能性が示唆されている．このような

相分離がタンパク質複合体の形成を促進し転写の活性化

にはたらくとすれば，非常に興味深い． 

3． RNA ポリメラーゼ II の翻訳後修飾 

 遺伝子の転写を担うRNAポリメラーゼ IIは多くのサブ

ユニットから構成されるタンパク質複合体である．その最

大のサブユニットである RPB1 は，N 末端側のポリメラ

ー ゼ 触 媒 ド メ イ ン に く わ え ， 7 ア ミ ノ 酸 残 基

Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser のくり返し配列から構成さ

れる C 末端ドメインをもつ．このくり返し配列の Ser は

RNA ポリメラーゼ II の活性化の状態に応じてリン酸化さ

れることが知られており，転写開始前複合体の RNA ポリ

メラーゼ II は非リン酸化型であるが，転写開始のときに

は TFIIH により Ser5 が，転写伸長のときには P-TEFb
により Ser2 が，それぞれリン酸化される 15)．そのため，

Ser のリン酸化に特異的な抗体を用いることにより特定

の状態の RNA ポリメラーゼ II を検出できる．最近，これ

らの特異的な抗体を用いて，生細胞において特定の状態の

RNA ポリメラーゼ II のみを検出することが可能になった．

この翻訳後修飾に特異的な抗体を用いた生細胞イメージ

ングの技術は，ヒストンの修飾に対し開発されたものであ

り，ヒストンの修飾と RNA ポリメラーゼ II の修飾を同時

に可視化することにより，生細胞における遺伝子発現の活

性化におけるヒストン修飾の役割が明らかにされた 16)． 

4． 生細胞における翻訳後修飾の可視化 

 転写の制御においては，DNA に直接に結合する転写因

子にくわえ，クロマチンの構造が重要な役割をはたす．ク

ロマチン構造の標識としては，シトシンのメチル化やヒド

ロキシメチル化などの DNA の修飾，ヌクレオソームを形

成するヒストンの種類（バリアント）および修飾，クロマ

チンと結合する RNA，などが知られている．また，クロ

マチンの高次構造の構築には，DNA をつなぐコヒーシン

などのタンパク質，また，転写そのものが関与する．クロ

マチンの高次構造は近接するゲノムの領域を同定する

Hi-C 法などにより解析されているが，この解析には細胞

の固定が必要なため，顕微鏡レベルでのダイナミクスの解

析にはいたっていない．一方，生細胞におけるヒストン修

飾のダイナミクスの解析はプローブの開発とともに進ん

でいる． 
 生細胞におけるヒストン修飾の動態を解析するため，い

くつかのプローブが開発されている 17,18)．ひとつは，

FRET（fluorescence resonance energy transfer，蛍光共

鳴エネルギー移動）やルシフェラーゼの相補性を利用した

センサーであり，センサー自体の修飾の状態に依存した

FRET やルシフェラーゼ活性の変化を検出する．すなわち，

センサーに修飾部位およびその修飾に依存的なタンパク

質結合ドメインをもたせることにより，分子構造の変化に

ともない 2 つの蛍光分子の位置が変化することによる

FRET やルシフェラーゼ活性を検出する．したがって，こ

れらのセンサーを用いることにより，ヒストン修飾酵素と

脱ヒストン修飾酵素のバランスを生細胞において核の全

体あるいはクロマチンにて追跡することが可能である．し

かしながら，これらのセンサーは内在性のヒストン修飾は

検出できないため，転写の活性化あるいは抑制にともなう

局所的なクロマチンの動態の追跡にはむかない．それに対

して，翻訳後修飾に特異的な抗体をもとに作製されたプロ

ーブは内在性のヒストン修飾の検出に適している（図 2）． 
 翻訳後修飾に特異的な抗体から開発されたプローブと

して，抗原結合断片（Fab）および修飾に特異的な細胞内

抗体（ modification-specific intracellular antibody ：

mintbody）がある．Fab はほとんどのモノクローナル抗

 

図 2 抗体に由来するプローブによる生細胞における翻訳後修飾のイメージング 

翻訳後修飾に特異的な抗体に由来するプローブとして Fab や mintbody が用いられる． 
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体から調製することができ，かつ，任意の蛍光色素により

標識できるという利点があるが，マイクロインジェクショ

ンなど物理的な方法により細胞に導入する必要がある．一

方，mintbody は遺伝子にコードされているため DNA ト

ランスフェクションにより簡便に発現させることができ

る．しかし，細胞において機能的な抗体を発現させること

は容易ではなく，ほとんどの場合，タンパク質の折りたた

みや安定性に問題が生じ細胞質において凝集体を形成し

たり分解をうけたりする．これは，抗体はもともと酸化環

境の小胞体において合成され，分子内および分子間の S-S
結合を形成して細胞外に分泌されるのに対し，mintbody
は還元状態の細胞質において抗体の一部分のみが合成さ

れるものであり，構造の高い安定性がもとめられる．

mintbody の安定性はわずか 1 アミノ酸残基の置換により

大きく影響されることがわかっており，安定な抗体の探索

や既存の抗体の改変が検討されている 19)． 
 生細胞に対する抗体の使用については，抗原への結合に

よる機能の阻害が懸念される．しかしながら，2 価の結合

部位をもち抗原に対する結合親和性の高い通常の免疫グ

ロブリン G とは異なり，Fab や mintbody は 1 価の結合

部位しかもたないため結合親和性が低く，また，細胞にお

いてはほかのタンパク質とも競合する．光による蛍光退色

による解析から，これらのプローブが抗原と結合している

時間は 1 秒以下から数十秒であり，適度の量であれば阻害

は限定的であると考えられる．実際，Fab や mintbody が

存在しても培養細胞の増殖は影響されず，また，胚の発生

や分化にも影響しないことが示されており，これらのプロ

ーブを用いることにより生細胞においてヒストン修飾や

RNA ポリメラーゼの翻訳後修飾を追跡することが可能に

なっている 20)． 

5． 生細胞におけるヒストン修飾による RNA ポリ

メラーゼ II の制御の解析 

 遺伝子発現の活性化におけるRNAポリメラーゼ IIのダ

イナミクスとヒストン修飾との関係について，生細胞にお

けるグルココルチコイドによる転写の誘導系を用いて解

析された 16)．グルココルチコイドによる転写の誘導の鍵

となる転写因子はグルココルチコイド受容体である．グル

ココルチコイド受容体は，グルココルチコイドの非存在下

においては細胞質に局在するが，グルココルチコイドと結

合するとすみやかに核に移行し，標的となる DNA 配列と

結合して転写を活性化する．モデル細胞として，グルココ

ルチコイド誘導性のマウス乳がんウイルスのプロモータ

ーにより制御される遺伝子をゲノムの 1 箇所にタンデム

に約 200 コピー挿入した MMTV アレイをもち，かつ，

GFP とグルココルチコイド受容体との融合タンパク質を

発現するマウスの繊維芽細胞を用いた．グルココルチコイ

ド受容体の標的となる遺伝子はゲノムに多く存在するた

め，蛍光顕微鏡による通常の観察では単一遺伝子座におい

て転写因子およびRNAポリメラーゼ IIの活性化を検出す

ることは困難であるが，MMTV アレイにはグルココルチ

コイド受容体の顕著な集積がみられるため，ダイナミクス

の解析が比較的容易である．このモデル細胞に，転写開始

型である Ser5 のリン酸化した RNA ポリメラーゼ II，転

写伸長型である Ser2 のリン酸化した RNA ポリメラーゼ

II，非リン酸化型の RNA ポリメラーゼ II をそれぞれ認識

する蛍光標識 Fab を導入し，グルココルチコイドを添加

して MMTV アレイにおけるグルココルチコイド受容体お

 

図 3 ヒストンのアセチル化と転写の活性化の制御 

ヒストンのアセチル化は RNA ポリメラーゼ II による転写の開始から伸長への移行を促進する． 

H3K4me3：ヒストン H3 の Lys4 のトリメチル化，H3K9me2：ヒストン H3 の Lys9 のジメチル化，H3K9me3：ヒストン H3 の

Lys9 のトリメチル化，H3K27me3：ヒストン H3 の Lys27 のトリメチル化，H3K27ac：ヒストン H3 の Lys27 のアセチル化． 
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よび RNA ポリメラーゼ II の集積を測定した．この結果を

キネティックモデルにフィッティングしたところ，転写因

子であるグルココルチコイド受容体が集積したのち，約 1
分で RNA ポリメラーゼ II が集積し，さらに 1 分後には転

写が開始し，その 2 分後に転写の伸長にいたることが明ら

かにされた． 
 MMTV アレイにおけるヒストン修飾をみたところ，転

写開始点の付近にみられるヒストン H3 の Lys4 のジメチ

ル化およびトリメチル化は，グルココルチコイドの添加の

まえからすでに存在した．それに対し，ヒストン H3 の

Lys27 のアセチル化については細胞により大きな差がみ

られた．そこで，MMTV アレイにおいてヒストン H3 の

Lys27 のアセチル化のレベルが高い細胞と低い細胞につ

いてRNAポリメラーゼ IIのキネティクスを解析したとこ

ろ，ヒストン H3 の Lys27 のアセチル化のレベルが高い細

胞においては，転写因子であるグルココルチコイド受容体

の結合の促進にくわえ，転写の開始から伸長への移行も促

進されていることが明らかにされた（図 3）． 
 細胞膜に受容体が存在するペプチド型のホルモンとは

異なり，ステロイドホルモンのひとつであるグルココルチ

コイドは細胞に浸透し転写因子であるグルココルチコイ

ド受容体と直接に結合してすみやかに転写を誘導する．実

際，培養細胞のモデル系においては，グルココルチコイド

を培地に添加したのち 10 分程度で転写にまでいたる．し

かしながら，転写因子が結合してから，RNA ポリメラー

ゼ II の結合，転写開始，転写伸長のおのおのの過程にお

いて，1 分～2 分の時間を要していた．とくに，転写の開

始から伸長にいたる過程は比較的長かったことから，ヒス

トンのアセチル化により転写の開始から伸長への移行が

促進されることは迅速な転写の誘導において意義がある

ことと思われた．その分子機構としては，ブロモドメイン

をもちアセチル化したヒストンH3のLys27と直接に結合

する Brd4 や p300 が，転写伸長にはたらく複合体 SEC と

結合することが考えられた． 

おわりに 

 グルココルチコイドにより転写の誘導される遺伝子は

転写の活性化にはたらくヒストン修飾を保持しており，グ

ルココルチコイドのはたらきによりすみやかに転写が誘

導される．しかし，発生や分化，ストレス応答の際に発現

が活性化される遺伝子は，必ずしも転写の活性化が準備さ

れているわけではなく，抑制型のヒストン修飾を保持して

いることも多い．今後，これらの遺伝子の転写の活性化の

際にヒストン修飾やクロマチン構造がどのように変化し，

その変化がどのように転写にはたらくのかを明らかにす

る必要がある．その際，MMTV アレイのような人工的か

つ多コピーの遺伝子ではなく，内在性の単一遺伝子座にお

ける転写の活性化を調べることが重要であると考えられ

る．MS2系においてはRNAのくり返し配列に複数のGFP
と MS2 の融合タンパク質が結合するため単一の転写産物

の検出が可能であるが，単一遺伝子座の可視化やタンパク

質の動態の解析にはさらなる技術の開発が必要になる．単

一遺伝子座の可視化には，TALE や CRISPR-dCas9 を利

用した手法のほか，parB 遺伝子とその結合配列を用いた

系なども開発されており 21)，MS2 系や翻訳後修飾のイメ

ージングと組み合わせることにより，遺伝子発現の活性化

におけるクロマチン構造の役割や動態を明らかにするこ

とが可能になると思われる． 
 また，将来的には生細胞イメージングとエピゲノムの統

合的な解析，および，遺伝学的な手法を用いた転写制御に

はたらくおのおののタンパク質の役割の解明が必要だと

思われる．理想的には，生細胞イメージングを実施した細

胞においてエピゲノム解析や Hi-C 法による解析を実施す

ることにより，時間的な変化や核における局在をふまえた

うえでのゲノム情報を取得することでイメージングとゲ

ノム解析の融合が可能になると考えられ，その手法の開発

が待たれる．また，クロマチンの高次構造が転写におよぼ

す影響の解析には，人工的に制御の可能なゲノム配列の利

用やコヒーシンなどクロマチン構造の構築にはたらくタ

ンパク質の除去が有効である．ノックアウトやノックダウ

ンは RNA レベルでの制御であるため，タンパク質の除去

は必ずしも迅速ではない．そのため，遺伝子の発現に影響

がみられた場合においても，タンパク質の除去による直接

の効果なのか 2 次的な影響なのかを区別できないことが

ある．最近，オーキシン誘導デグロンを用いたタンパク質

の分解系が普及しはじめ，迅速なタンパク質の除去が可能

になりつつある 22)．オーキシン誘導デグロン法とイメー

ジングによる解析とを組み合わせることにより，遺伝子発

現の活性化の分子機構の解明に近づくことができると考

えられる． 
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