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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 体軸形成は多細胞生物の発生過程において最も早く起こるイベントのひとつである。これまでの報告で
背腹軸や左右軸といった単一の軸形成に関する情報は蓄積されてきたが、実際に三次元の体を構築するた
めに各細胞が複数の体軸情報を統合して分化に反映させる正確なメカニズムとタイミングに関する知見は
乏しい。そこで本研究では各体軸形成を担う分子同士の相互作用（誘導や抑制）を解析することで、その
結果生じる予定神経外胚葉のサイズ決定メカニズムを時間軸に即して明らかにすることを目的とした。 
 ウニ胚の外胚葉領域の運命はもともと全てが神経外胚葉である。この運命は胚後方からの Wnt シグナル
により抑制されるが、胚前端部において神経外胚葉は決まったサイズで維持される。今回、この前後軸パ
ターニングと直行する背腹軸パターニングに関与する Nodal の機能を阻害したところ、神経外胚葉が極端
に縮小することを発見した。反対に Nodal の阻害因子である Lefty を阻害し、Nodal の過剰発現状態を作
製すると神経外胚葉が正常胚のものよりも拡大していることが明らかになった。これは、一見前後軸形成
に無関係である Nodal が前後軸形成を担う Wnt シグナルと作用していることを示唆している。ウニ前後軸
形成を担う Wnt シグナルは、Wnt/ß-catenin、Wnt/JNK、Wnt/PKC 経路の３つが報告されているが、JNK を阻
害した胚において、さらに Nodal、Lefty の阻害を試みたところそれぞれ神経外胚葉の縮小および拡大が見
られた。これは Nodal が作用している経路は JNK 非依存であることを示している。また、過去の研究成果
より Wnt/ß-catenin は無関係であることが示されているため、現在、PKC 経路と Nodal の関係を調べてい
る。 
 
※本研究の成果の一部は現在論文執筆中であり近日中に投稿予定である。 
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欧文概要 ＥＺ 
 
        Axis specification/formation is one of the earliest events during embryogenesis. The 
information about the mechanism controlling the formation of a single body axis like anterior-posterior 
or left-right has been accumulated so far, but it is not clear how the embryos coordinate the several 
information from multiple body axes to built 3D body. In this study, I focused on the molecular 
interaction between the primary and secondary axis formation and especially on how the size of neurogenic 
ectoderm is determined during embryogenesis.  
       In normal sea urchin embryos, almost all of the ectoderm cell fate will be specified as neurons 
in pre-signaling condition, and this region is restricted to the anterior end by Wnt signals during 
anterior-posterior (primary) axis formation. In Nodal morphants, in which the dorsovental 
(secondary) axis formation is inhibited, the size of neurogenic ectoderm becomes smaller than that 
of normal embryos. In contrast, in Lefty morphants, in which Nodal signaling is enhanced, the 
restriction of neurogenic ectoderm from hatching blastula does not occur and thus the region remains 
bigger than that of normal embryos. These data together with Nodal diffusion pattern in normal 
embryos indicate that Nodal signaling functions in maintaining the size of neurogenic ectoderm. 
Among the three Wnt pathways, Wnt/ß-catenin, Wnt/JNK, Wnt/PKC, JNK and Wnt/ß-catenin are not 
involved in this step. Thus the relationship between Nodal and Wnt/PKC pathway is now investigated.  

 


