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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
タンパク質をコードしない小分子 RNA が標的認識分子として介在する遺伝子発現抑制機構は「RNA サイレンシング」と
総称され、動物や植物、ウイルスなど種を超えて広く存在している。近年 Piwi-interacting RNA (piRNA)という 24～
31 塩基長の小分子 RNA が生殖細胞特異的に発現し、生殖細胞の形成と維持に必須であることが明らかになった。
piRNAは Piwi タンパク質と結合することで piRNP とよばれる複合体を形成しているが、その生合成機構および生殖細
胞形成と維持における分子機能は未解明である。 
本研究提案では、piRNAの標的配列を網羅的に同定することを目的とし、研究材料として piRNA を発現していることが
報告されているカイコ卵巣由来のBmN4細胞を用いた。このBmN4細胞を用いた解析により、私達はBmPAPIというpiRNA
生合成因子を新規に発見した。BmPAPIはアルギニン修飾特異的な結合能をもつ TUDORドメインおよび RNA結合能をも
つ KH ドメインを持ち、ミトコンドリアの外膜上で Piwi タンパク質と結合する。BmPAPI をノックダウンすると piRNAの 3’
末端が 1-2塩基伸長することから、BmPAPIはミトコンドリアにおいて piRNAの 3’末端のプロセッシングに寄与するこ
とが示された。piRNAの 3’末端は Piwiタンパク質に取り込まれた前駆体が未知の exonucleaseによって削られて形
成されることがわかっているため、BmPAPI はその未同定の nuclease と複合体を形成していることが示唆され、 
BmPAPIの免疫沈降物の同定等により、今後の更なる新規 piRNA生合成関連因子の同定が期待される。 
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欧文概要 ＥＺ 
 
In animal gonads, Piwi proteins and their bound Piwi-interacting RNAs (piRNAs) silence transposons and 
other targets to maintain genome integrity, and this genome defense system is highly conserved across 
a wide range of species. The molecular mechanisms and components involved in piRNA biogenesis remain 
elusive. 
In this study, we utilized Bombyx mori ovary-derived BmN4 cell system to analyze piRNA biogenesis. BmN4 
is a uniformly cultured germ cell system that expresses the Bombyx PIWI proteins and their bound piRNAs 
via fully functional primary and secondary piRNA biogenesis mechanisms. Using BmN4 cells, we identified 
BmPAPI, a Bombyx homolog of Drosophila PAPI, as the factor influencing piRNA length. Mitochondrial outer 
surface was the place where BmPAPI interacts with PIWI proteins, suggesting the presence of a 
BmPAPI-involved piRNA precursor processing mechanism on mitochondrial outer membrane scaffolds. 
 

 


