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１） 専門領域：発生生物学，分子生物学 

２） 研究課題： 

ａ） 脊椎動物の形態形成を司る細胞間シグナルの空間制御に関する研究 

ｂ） 反復構造形成に着目した脊椎動物の形態形成の時空間的制御に関する研究 

３） 研究活動の概略と主な成果： 

ａ） 脊椎動物の組織や器官は特有の形や大きさを有する。そのような構造が秩序正しくできあがる上では，

細胞間シグナルによる協調的な細胞間コミュニケーションが重要であると考えられる。組織の発生過程にお

いては，細胞間シグナルが産生細胞から分泌され，周囲の細胞に対して働きかけるが，シグナルの拡散が如

何にコントロールされるのか，またその制御機構の特性が組織や器官の形態形成にどのように反映されてい

るのかといったことは興味深い問題であるが，未だに十分な理解が得られていない。 

  我々は，脊椎動物の形態形成に関わる代表的なシグナルの一つである Wnt に着目し，Wnt タンパク質の

空間動態の解析と，それを制御する分子的要因について研究を進めている。Wnt には構造的によく似た特徴

を持つ数多くのメンバーが存在しており，その多くは形態形成や細胞分化の様々な局面において重要な働き

をする。形態形成過程における各 Wnt タンパク質の空間分布を明らかにするためには，免疫組織染色が有

効な手段であるが，このような目的に用いることが可能な抗 Wnt 抗体がほとんど存在しないため，まずそ

の作製を試み，複数の Wnt に対して免疫組織染色可能な抗体の作製に成功した。それらを用いて形態形成

過程における Wnt の空間分布を調べた結果，アフリカツメガエル初期胚の上皮細胞層においては，Wnt タ

ンパク質が細胞表面に不均一に局在化することを突き止め，この局在化が硫酸化されたヘパラン硫酸鎖によ

り制御されることを明らかにした。一方，マウスの脊髄神経管においては，Wnt の空間分布が細胞形態のダ

イナミックな変化により大きく変化することを発見した。これらの結果から，Wnt タンパク質の空間分布は

細胞膜上の分子局在や細胞そのものの構造変化といった複数の要因によって規定されるものと考えられた。 

  このような Wnt タンパク質の空間動態には，Wnt タンパク質側の要因，特にその高次構造の多様性，が

寄与すると考え，細胞外に分泌された Wnt タンパク質の高次構造についての研究も平行して進めている。

これまでに，極性化した上皮細胞からは複数の高次構造を取る Wnt が細胞極性特異的に分泌されることを

明らかにするとともに，細胞外に分泌された Wnt タンパク質の構造についての解析も進めている。 

ｂ） 脊椎動物の発生過程の初期においては，特徴的な反復構造が複数出現し，それらの持つ反復性はその後

の器官形成に大きな影響を与えることが知られている。体節，咽頭弓，脳の反復構造が代表的なものであ



り，これらのうち，体節と咽頭弓の反復構造は頭部側から尾部側にかけて逐次，周期的に形成されることか

ら，この２つの構造の形成機構の相似性に着目して研究を進めている。 

  体節の発生においては，体節形成の時間周期が体節前駆体である未分節中胚葉の後端で働く分子時計によ

り決められることが明らかになっている。それに対して，体節が括れ切れる位置がいかに決められるかとい

う問題は，体節の分節機構を理解する上で残されている大きな問題の一つであるものの，その詳細な分子機

構は未だに十分には解明されていない。我々は小型魚類やマウスをモデルにこの分子機構について研究を進

めている。本年度は，体節が括れ切れる位置の決定にこれまで関わると考えられて来た転写制御因子 Mesp 

の機能について，ゼブラフィッシュの変異体を作製しその解析を行った。ゼブラフィッシュには４つの 

Mesp 遺伝子が存在することから，ゲノム編集技術を用いてそのすべてを破壊した４重変異体を作製したと

ころ，予想に反して体節が括れ切れる位置は正常であった。マウスにおいてはこの位置の決定は Mesp とと

もに Ripply というアダプター因子を介して行われることから，ゼブラフィッシュにおいて Ripply の変異

体を作成してみたところ，分節位置の形成には Ripply のみが必要であることが明らかになり，体節の位置

決定機構が種間で異なることが初めて明らかになった。 

  一方，咽頭弓の繰り返し構造が生まれる機構については，反復性を生み出す鍵因子の一つが転写制御因子 

pax1 であることをメダカの変異体の解析から明らかにした。 

４） 学術論文 

Kawamura A, Ovara H, Ooka Y, Kinoshita H, Hoshikawa M, Nakajo K, Yokota D, Fujino Y, Higashijima SI, 

Takada S, Yamasu K. “Posterior-anterior gradient of zebrafish hes6 expression in the presomitic mesoderm is 

established by the combinatorial functions of the downstream enhancer and 3'UTR.” Dev Biol. in press 

Okubo T, Takada S. “Pharyngeal arch deficiencies affect taste bud development in the circumvallate papilla with 

aberrant glossopharyngeal nerve formation” Dev Dyn 244, 874-887, 2015 

Kametani Y, Chi N. C., Stainier DYR, Takada S. “Notch signaling regulates venous arterialization during fin 

regeneration” Genes Cells 20, 427-438, 2015 

５） 著書，総説 

Yabe T, Takada S. Molecular mechanism for cyclic generation of somites: Lessons from mice and zebrafish. Dev 

Growth  

Differ. in press 

Kawahara, A., Yabe, T., Ansai, S., Takada S., Kinoshita M., “Genome editing in zebrafish and medaka” in “Targeted 

Genome Editing Using Site-Specific Nuclease” ed. T. Yamamoto, pp119-131, Springer 2015 

６） 国際会議発表リスト 

Yusuke Mii, Takayoshi Yamamoto, Ritsuko Takada, Shinji Takada, Masanori Taira「Differential modification 

defines discrete nano-scale clusters of heparan sulfate and coordinates gradient formation and signal reception of Wnt 

in  

Xenopus embryo.」：CDB Symposium 2016 （神戸市，2016 年 3 月 28 日―3 月 30 日） 



７） 招待講演高田慎治「ヘパラン硫酸鎖修飾による Wnt の分布と機能の制御」：第 13 回日本糖鎖科学コンソー

シアムシンポジウム（愛知県名古屋市，2015 年 10 月 19 日） 

三井優輔「ヘパラン硫酸ナノ構造による Wnt の局在化と細胞極性」：次世代両生類研究会 第一回会合（岡

崎市，2015 年 8 月 24 日―8 月 25 日）… 

８） 学会および社会的活動日本発生生物学会・運営委員（高田），ナショナルバイオリソースプロジェクト「ゼ

ブラフィッシュ」運営委員（高田），ナショナルバイオリソースプロジェクト「メダカ」運営委員（高田），

非常勤講師：横浜市立大学大学院生命医科学研究科（高田）など 


