
      

生殖細胞のゲノムを守る小さな RNA が成熟するしくみを解明 
～小さな RNA を成熟させる RNA 分解酵素「Trimmer」の同定～ 
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発表のポイント： 

◆生殖細胞には、ゲノム上を自由に移動して遺伝子情報を破壊する可能性のあるゲノム配列

「トランスポゾン」の働きを抑える小さな RNA（piRNA、注１）が存在します。 

◆小さな RNA （piRNA）の末端を削り込み、成熟させるタンパク質「Trimmer （トリマー）」

を同定しました。 

◆存在が予想されていたものの未同定であった「Trimmer」を発見したことにより、今後、生

殖細胞のゲノムを守る piRNA の生成メカニズムの理解がさらに進展すると期待されます。 

 

発表概要：  

 ヒトを含む生物には、ゲノム上を自由に移動できるトランスポゾンとよばれるゲノム配列が

存在します。トランスポゾンが無秩序に移動すると、生物の遺伝情報を破壊する可能性があり、

特に次世代の種となる生殖細胞では、その移動を抑えることは極めて重要です。近年、piRNA 

（PIWI-interacting RNA）と呼ばれる小さな RNA が動物の生殖細胞に発現し、生殖細胞での

トランスポゾンの活性抑制に中心的な役割を担っていることが明らかになってきました。

piRNA は、前駆体 RNA が PIWI と呼ばれるタンパク質に取り込まれた後、その末端が

「Trimmer（トリマー）」と呼ばれるタンパク質に削り込まれることで成熟型になると考えら

れています（図１）。「Trimmer（トリマー）」の存在は長い間予想され、世界中で探索され

てきましたが、未だに見つかっていませんでした。 

 今回、東京大学分子細胞生物学研究所の泉 奈津子助教と泊 幸秀教授らの研究グループは、

piRNA を発現するカイコの卵巣に由来する細胞を用いた生化学的な解析から、カイコの

Trimmer を同定することに成功しました。興味深いことに Trimmer は単独では機能できず、

別のタンパク質（Papi）と協力して、piRNA 前駆体の末端を削り込んでいることがわかりま

した。さらに Trimmer と Papi により piRNA が成熟化することが、piRNA が機能を発揮する

上で重要であることを見出しました。 

本研究結果は、piRNA が前駆体から成熟するしくみとその重要性を明らかにしたものであり、

生殖細胞ゲノムを守る piRNA の生成メカニズムの理解を大きく前進させる成果といえます。 

 

発表内容：  

 ヒトを含む生物のゲノムには、トランスポゾンとよばれる転移性の配列が存在します。トラ

ンスポゾンはゲノム上を自由に転移することができ、生物の遺伝情報を破壊する可能性があり

ます。そのため、特に次世代に引き継がれる生殖細胞では、トランスポゾンの活性を抑制する

ことが極めて重要です。近年、piRNA（PIWI-interacting RNA）と呼ばれる 24–30 塩基長の

小さな RNA が生殖細胞でのトランスポゾンの活性抑制に重要な役割を果たしていることが明

らかになってきました。この小さな RNA は、RNA 切断活性を有する PIWI タンパク質と結合

し、その配列に基づいて標的となるトランスポゾンRNAへとPIWIタンパク質を誘導します。

PIWI タンパク質は piRNA を介して、標的となるトランスポゾンの転写を抑えたり、転写され

てしまったトランスポゾン RNA を切断したりすることで、トランスポゾンのはたらきを封じ



込めます（図２）。piRNA が生成できないハエやマウスでは、トランスポゾンの活性化がみら

れるだけでなく、卵や精子形成が異常となり不妊になることが知られています。このように生

殖細胞における piRNA の重要性が明らかになっている一方で、どのように piRNA がつくられ

ているのか、その詳細は未だ不明な点が多く残されています。これまでの研究から、piRNA は

トランスポゾンの残骸が含まれるゲノム領域からの転写産物や、トランスポゾン RNA 自体に

由来することがわかってきています。これら piRNA のもととなる転写産物は、さまざまな因

子のはたらきにより成熟型より少し長い piRNA 前駆体となります。そしてこの piRNA 前駆体

が PIWI タンパク質に取り込まれ、最終的にその末端が削られることで成熟型 piRNA になる

と考えられています（図１）。 

 これまでに分子細胞生物学研究所の泊 幸秀教授らは、大学院農学生命科学研究科の勝間 進

准教授や河岡 慎平大学院生（研究当時、現 国際電気通信基礎技術研究所 主任研究員）らと共

同で、内在的に piRNA を発現するカイコ卵巣由来の BmN4 細胞を用いて、piRNA の生成過

程の一部を試験管内で再現する方法を確立してきました。そしてこの実験系での解析から、

piRNA 前駆体の末端を成熟型の長さまで削り込む活性（以降トリミング活性と呼ぶ）が細胞の

不溶性画分に存在していることを見出し、その活性を担うと考えられる仮想上の酵素を

「Trimmer（トリマー）」と名付けました（Molecular Cell 誌に 2011 年に発表）。その後、

この酵素の探索は世界中で試みられてきましたが、長い間その分子実体は不明のままでした。 

 今回、分子細胞生物学研究所の泉 奈津子助教と泊教授らの研究グループは、細胞の不溶性画

分のうちミトコンドリア（注 2）を含む画分に強いトリミング活性があることを見出し、ミト

コンドリア画分を材料にすることで、これまで困難であったトリミング活性の可溶化に成功し

ました。そして可溶化したトリミング活性をさらに細かく分画して調べたところ、トリミング

活性がみられる部分には、PIWI タンパク質結合因子として知られる Papi が多く含まれている

ことを発見しました。Papi はミトコンドリア外膜タンパク質で、最近の研究から、Papi の機

能阻害により piRNA が伸長することから、piRNA 末端形成への関与が示唆されていました。

しかし、Papi 自体には RNA を分解する活性は無いと考えられるため、どのようにして Papi

が piRNA 末端形成にはたらくのか不明でした。本研究グループは、Trimmer は Papi と複合

体を形成して piRNA 前駆体を削り込んでいるのではないかと考え、可溶化ミトコンドリア画

分から精製した Papi 複合体を調べたところ、Papi 複合体にトリミング活性が検出されること

を見出しました。そして大学院工学系研究科の鈴木 勉教授らの協力で、この Papi 複合体中に

含まれるタンパク質の質量分析解析（注 3）を行い、Trimmer を同定することに成功しました。 

 Trimmer は PARN（poly(A)-specific ribonuclease）とよばれる RNA 分解酵素と相同性の高

い活性ドメイン（注 4）を有する機能未知のタンパク質でしたが、膜貫通ドメインが予測され、

Papi と同様にミトコンドリア画分に多く含まれることから、ミトコンドリア外膜に存在してい

ると考えられました。興味深いことに、Trimmer は単独では piRNA 前駆体を削り込むことが

できず、その機能を発揮するには Papi の助けを必要とすることがわかりました。Papi は PIWI

タンパク質結合活性のほかに RNA 結合活性を有しています。そこで Papi のこれらの活性とト

リミングとの関係を調べたところ、Papi の PIWI タンパク質結合能、RNA 結合能のいずれも

が Trimmer による piRNA 前駆体のトリミングに必要であることがわかりました。これらの結

果から、piRNA 前駆体トリミングの分子メカニズムとして、まず piRNA 前駆体を取り込んだ

PIWI タンパク質が Papi によってミトコンドリア膜上に呼び込まれ、Papi が piRNA 前駆体に

結合することで、TrimmerがpiRNA前駆体の末端にアクセスしやすい状態をつくり、Trimmer

が末端を削り込むというモデルが考えられます（図 3、4）。 



 さらに、piRNA 前駆体を結合した PIWI タンパク質と、トリミング後の成熟型 piRNA を結

合した PIWI タンパク質を比較したところ、成熟型 piRNA を結合した PIWI タンパク質の方

が、標的 RNA を効率よく切断することがわかりました。この結果は、Trimmer-Papi 複合体

によって piRNA 前駆体から成熟型になることが、piRNA がはたらく上で重要であることを示

しています。 

 本研究は、モデル系であるカイコ卵巣由来の BmN4 細胞を用いて行われましたが、マサチュ

ーセッツ州立大学 Craig Mello 博士らによる解析から、線虫においても PARN のホモログ（注

5）が線虫 piRNA 前駆体の末端のトリミングにはたらいていることが明らかになりました（同

号の Cell 誌に掲載予定）。また、カイコ Trimmer のホモログはマウスやヒトにも保存されて

いることから、そのはたらきは種を超えた普遍的なものであると予測されます。本研究成果は、

piRNA が成熟するしくみを解明したものであり、これをもとに生殖細胞のゲノムを守る

piRNA の生成メカニズムの理解がさらに進展することが期待されます。 
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用語解説： 

（注 1）RNA：リボ核酸。一般的に知られる mRNA は、DNA（デオキシリボ核酸）がコード

するタンパク質の設計図として働く。一方、小さな RNA はタンパク質の設計図にはならず、

RNA として機能する。 

 

（注 2）ミトコンドリア：二重の生体膜からなる細胞小器官。エネルギー産生やアポトーシス

等多彩な生命現象に関わる。 

 

（注 3）質量分析解析：タンパク質をペプチドに分解後、イオン化してその質量を正確に測定

し、その情報をもとに既知の配列データベースに照会することでタンパク質を同定する方法。 

 

（注 4）ドメイン：タンパク質の構造や機能上の一つのまとまりをもつ領域。 

 

（注 5）ホモログ：同一祖先から派生したと考えられる類似性の高い遺伝子等の一群。 
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