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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 

 

 

博士の専攻分野の名称 博士（生命科学）   氏 名   堤 元佐 

 

学 位 論 文 題 名 

 

Studies of transcription factor FMBP-1 derived from silkworm Bombyx mori by 

using fluorescence correlation spectroscopy 

(蛍光相関分光法を用いたカイコ Bombyx mori 由来転写因子 FMBP-1 の研究) 

 

 カイコ Bombyx mori の絹糸腺から見出された fibroin modulator binding protein 1 (FMBP-

1)はフィブロイン H 鎖遺伝子の転写促進エレメントに結合する因子である。FMBP-1 は 218

個のアミノ酸から成り、その配列上の特性からいくつかの部位に区分される。C 末端側に含

まれる相同性の高い 4 つの 23 アミノ酸残基から成るタンデムリピート構造は、one score and 

three amino acid peptide repeat (STPR)と名付けられ、FMBP-1 の DNA 結合ドメインとして働

くことが先行研究で明らかにされている。STPR は真核生物で広く保存された配列モチーフ

であることが知られるが、その機能の詳細は殆ど判っていない。その中で、FMBP-1 の STPR

ドメインは生化学的、構造生物学的な研究が行われ、いくつかの興味深い特性が明らかに

なっている。しかしながら、蛋白質サンプル調製の難しさや天然変性蛋白質ゆえの構造の

不安定さのために、FMBP-1 全長での解析は殆ど為されていなかった。また、FMBP-1 の in 

situ、in vivo での DNA 認識機構の詳細は不明であった。そこで本研究では生細胞内にお

いて FMBP-1 の拡散動態を調べることで、FMBP-1 の DNA 結合機序の特徴づけを行い、さ

らに FMBP-1 内の各ドメインの機能を検討することを目的として、蛍光相関分光法（FCS）を

用いた解析を行った。FCS は単一分子感度を持つ蛍光顕微鏡技術で、直径数百 nm の微

小空間をマイクロ秒程度の速さで通過する分子の拡散動態を多成分同時に解析可能であり、

さらに、細胞や組織中など様々な条件下で測定可能という特徴を持つ。 

本研究では、最初に緑色蛍光蛋白質（EGFP）で標識されたFMBP-1（EGFP-FMBP-1）の

カイコ後部絹糸腺（PSG）細胞における拡散動態の解析を行った。天然での FMBP-1 発現と

同じ時期の PSG 細胞に、パーティクル・ガン法によって EGFP-FMBP-1 を一過的に発現さ

せたところ、明らかな核局在性が見られた。FCS 解析の結果、観察領域中で不動な成分を

反映すると考えられる蛍光褪色と、３つの拡散成分が同時に検出された。in vitro での先行

研究の知見をもとに、FMBP-1 の特異的な DNA 結合能が抑制された R9A(rep3)変異体

（STPR ドメインの３つ目のリピートの９番目のアルギニン残基をアラニンに置換）を作製した。

この変異によって、不動成分とともに最も遅い拡散成分が完全に見られなくなることが分かっ



た。この結果から、これら２つの成分は特異的な DNA 認識に関係することが示唆された。 

さらに詳細な検討を行うため、よりシンプルな実験系である HeLa 細胞において野生型と

10 種類の変異型 EGFP-FMBP-1 を発現させ、動態を観察した。野生型 EGFP-FMBP-1 の

動態は PSG 細胞内と同様、不動成分と３つの拡散成分を示し、それらの拡散時間は PSG 細

胞での観察結果と一致していた。R9A(rep3)変異体は HeLa 細胞においても不動成分と最も

遅い拡散成分を失っており、PSG 細胞内と同様の FMBP-1 の動態変化を HeLa 細胞にお

いて検討することが可能であることが確かめられた。続いて、N 末端側や C 末端側から

FMBP-1 内の各領域を削った欠損変異体についても、FCS による解析を行った。STPR ドメ

インのうち、最後の１つのリピートを欠損させた変異体では R9A(rep3)変異体と同様、不動成

分と最も遅い拡散成分が見られなくなった。また、STPR ドメインを全て欠損させた変異体で

は、ほぼ１成分の拡散しか見られなくなり、さらに隣接する領域まで削ると、完全に単成分化

した。一方、FMBP-1 の STPR ドメインより N 末端側を全て欠損させた変異体では、野生型と

同様の不動成分と３つの拡散成分が観察された。興味深いことに、本研究で観察した全て

の変異体において、不動成分と最も遅い拡散成分の出現は連動していた。その一方で、両

者が観察された測定データを精査した結果、最も遅い拡散成分は不動成分とは時定数の

異なる、独立した動態であることが示唆された。 

続いて、FCS 解析で観察された不動成分について評価するため、光褪色後蛍光回復測

定（FRAP）による解析を行った。その結果、FCS 解析で不動成分が観察された全ての変異

体において、明らかな蛍光回復の遅延が観察された。さらに、EGFP-FMBP-1 の結合対象

を検討するため、赤色蛍光蛋白質 mCherry で標識されたヒストン蛋白質 H2B（H2B-

mCherry）との共発現実験を行った。超解像顕微鏡による観察の結果、EGFP-FMBP-1 と

H2B-mCherry の共局在が確認されたことから、FMBP-1 の結合対象はクロモソーマル DNA

である可能性が高いと推定された。 

これらの結果にもとづき、拡散時間と変異体解析の結果を踏まえて詳細に検討した結果、

本研究で検出された４つの成分は FMBP-1 の DNA 認識過程での異なる状態を反映すると

解釈された。最も速く拡散する成分はフリーな FMBP-1 の自由拡散であり、２つ目の拡散成

分は静電相互作用による一過的なクロモソーマル DNA との相互作用、３つ目の拡散成分は

DNA の特異的な認識と強く関連した DNA 上での探索挙動、そして不動成分は FMBP-1 と

クロモソーマル DNA との特異的認識による安定的な結合に対応すると推定される。 

本研究は、FCS解析によるカイコ絹糸腺内における蛋白質拡散動態の初めての研究であ

る。さらに、本研究では生細胞内において並存する多成分の転写因子の DNA 相互作用動

態を高い精度で分離することに成功した。 


