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In eukaryotes, chromosomal DNA is wrapped around core histones, consisting of H2A, H2B, H3 and H4. Each 

core histone, except for H4, has several isoforms called histone variants. The each histone variant plays important 

roles in various cellular processes by incorporating into the specific genomic locations to regulate the accurate gene 

expression, damage repair, and maintenance of chromosomal structure. In the silkworm, Bombyx mori, two histone 

H3 variants, H3.2 and H3.3, were conserved. Also unique holocentric chromosomes of silkworm are known to lack 

centromere-specific histone H3 variants, Cenp-A. These circumstances lead us to study the mechanism of chromatin 

assembly and clarify the function of each histone variant. 

In this study, we knocked-down the mRNAs forH3.2 or H3.3 and analyze its effect on cell cycle progression. The 

H3.2 mRNA depletion causes more severe effect than that of H3.3, suggesting that H3.2 is canonical histone variant 

in silkworm. In addition, the H3.2 and H3.3 double knockdown did not show a synergistic effect on cell cycle 

progression. 
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緒   言 

 

 真核生物は, ヒストンと呼ばれる塩基性のタン

パク質に146 bpのDNAが巻き付いたヌクレオソー

ム構造をとることで，自身の染色体 DNAを細胞の

中に収納している（LUGER et al., 1997）。ヒストンは

H2A，H2B，H3，H4の 4つのコアヒストンがそれ

ぞれ 2 分子ずつ集まった 8 量体を形成しており，

個々のコアヒストンは進化的によく保存されてい

る。 

 コアヒストンには，互いに類似しているものの，

アミノ酸配列がわずかに違う，ヒストンバリアン

トと呼ばれる変異体が存在している（PUSARLA and 

BHARGAVA et al., 2005）。例えば，カイコのヒストン

H3 には，H3.2 と H3.3 というバリアントがあるが

（MITSUNOBU et al., 2010），これらのタンパク質の間

には，4 アミノ酸の違いしか存在していない（Fig. 

1）。それぞれのバリアントは，適切な組織や時期

にヌクレオソームに取り込まれることで，遺伝子

の転写やDNAの複製など多くの現象に関与してい

ると考えられているが，カイコにおいては，その

詳細な機能は解明されていない。加えて，カイコ

は分散型動原体染色体構造と呼ばれる特徴的な染

色体構造を有しているため（MURAKAMI and IMAI, 

1974），カイコにおけるヒストンバリアントの研究

は，染色体の構築やクロマチンの構造に関する新

たな知見を与える可能性がある。そこで今回，我々

はカイコのヒストン H3 のバリアントである H3.2

と H3.3の発現を抑制した際に，細胞が受ける影響

を詳細に解析した。まず，カイコ培養細胞 BmN4

由来の cDNA を鋳型に，H3.2 と H3.3 に対する

dsRNAを作製した。次いで，その dsRNAを RNAi

感受性が高いBmN4 SID-1細胞に添加し（MON et al., 

2012），H3.2 と H3.3 のノックダウンを行った。  

ノックダウンが行われていることを RT-PCR で確

認した後，フローサイトメーターを用いて，ノッ

クダウン細胞の細胞周期を解析した。 

 

材料と方法 

 

 細胞培養：カイコ培養細胞 BmN4（九州大学農学

研究院の青木智佐准教授より分与頂いた）及び

BmN4 SID-1 細胞は，27˚C で，10%の fetal bovine 

serum （Gibco）を加えた IPL-41（Sigma）を用い

て培養した。 

 Double-strand RNA（dsRNA）の作製：H3.2及び

H3.3に対する dsRNAの作製手順は以下の通りであ

る。まず，BmN4 の cDNA を鋳型に，T7 ポリメ   

ラーゼのプロモーター配列を付加したプライマー

を用いて PCRを行い，H3.2，H3.3 の特異的な部分

配列を増幅した。PCR に用いたプライマーの塩基

配列を Table 1 に示した。増幅した PCR 産物を精

製し，これを鋳型として TATSUKE et al. (2009) の方

法で dsRNAを作製した。ルシフェラーゼ遺伝子に

対する dsRNA（dsluc）も同様の方法で作製し ,   

コントロールとして用いた。作製した dsRNA は

Nano Drop（Thermo Scientific）を用いて濃度測定を

行った。 
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 RNAi：濃度 1.0×105 cell/ml の BmN4 SID-1細胞

を 12-well プレートで培養し，luc，H3.2，H3.3 に

対する dsRNA を，終濃度が 200 ng/ml になるよう

培地に添加した。4日後，well内の細胞を，それぞ

れ RT-PCR 用と細胞周期解析用のサンプルに分け

てチューブに回収した。 

 RT-PCR：RNA抽出は ISOGEN（ニッポンジーン）

を用いて行った。抽出した RNA は ReverTra Ace

（TOYOBO）を用いて逆転写を行い，PCR の鋳型

とした。PCR に使用したプライマーの塩基配列を

Table 1 に示した。 

 細胞周期の解析：フローサイトメトリーは，

Guava PCA-96 Flow Cytometer（MILLIPORE）を用

いて行った。サンプルは，PBS で希釈した 70%エ

タノールで固定し，使用するまで－20˚C で保存し

た。固定したサンプルは PBSで洗浄し，PBSで 0.25 

mg/ml に希釈した RNaseA を，37˚C で 1 時間処理

した。細胞の標識は propidium iodide（PI, SIGMA 

#P4170）で行い，冷暗所で 30分静置した後，解析

に使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果と考察 

 

 ヒストン H3 バリアントのノックダウンを行う

ために，それぞれの遺伝子に対する dsRNAを調製

し，BmN4 SID-1細胞に添加した。その後，ノック

ダウン細胞から cDNA を合成し，目的遺伝子の発

現が抑制されているかを RT-PCR 法を用いて確認

した（Fig. 2）。PCRの結果，H3.3については期待

通り，ほとんど検出できないレベルまで発現が低

下していたが，H3.2 については有意に発現が低下

しているものの，残存するバンドが認められた。

これは，H3.2 が細胞の生存に必須の遺伝子である

ために，発現が低下した細胞集団が有利に生き残

る傾向を示唆していると考えられる。他方の遺伝

子も RNAi の影響を受けていたが，発現量に差異が

あるため，細胞内では片方のヒストンバリアント

が主に存在している状況だとみなした。 

 次いで，これらのノックダウン細胞の細胞周期

を，フローサイトメーターを用いて解析した（Fig. 

3）。コントロール区の細胞周期は，黒線のグラフ

が示す通りである（Fig. 3A, B）。DNA複製前後で

細胞数に対する DNA含量に違いがあるので，細胞

数の多いピークが DNA複製前の G1期を，DNA含

量の多いピークが G2/M期を，それぞれ示している。

H3.2をノックダウンした時の細胞周期には，G2/M

期で細胞周期を止めている集団のピークと，

sub-G1 期と呼ばれるアポトーシスを起こした集団

のピークが検出された（Fig. 3A）。一方，H3.3 を  

ノックダウンした区では，G2/M期で細胞周期が止

まった細胞が多く存在しており，僅かながら G1期

のピークが検出された（Fig. 3B）。この結果から，

H3.2のノックダウンは，H3.3のノックダウンより

も重篤なダメージを細胞に与えており，カイコの

培養細胞では H3.2が基準のヒストンであることが

示唆された（Fig. 3C）。さらに，H3.2と H3.3を同

時に発現抑制した場合，sub-G1 期のピークは増大

せず，細胞へのダメージは H3.2 のみをノックダ 

ウンした時と同等であった（Fig. 3D）。このことか

ら，カイコにおいて H3.2 と H3.3 は別々の機能を

有している可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabale 1. Primers used in this study 

  

  
 

Fig. 2. Semi-quantitative RT-PCR after RNAi for H3.2/H3.3. 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Effects of RNAi-mediated silencing of H3.2/H3.3 on cell cycle 

progression. 
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摘   要 

 

RNAi による遺伝子ノックダウン技術を用いて，

カイコのヒストン H3 バリアントである H3.2 と

H3.3 の発現抑制を行った。ノックダウン細胞の細

胞周期を解析したところ，両ヒストンバリアント

のノックダウンは，細胞に深刻な損傷を与えるこ

とが分かった。特に，H3.2 のノックダウンにおい

ては，細胞死を引き起こした。ノックダウンによ

る影響力の差から，カイコにおいては，H3.2 の方

が主要なヒストンバリアントである可能性が示唆

された。また，H3.2と H3.3 を同時にノックダウン

しても，細胞へ更なる負荷はかからなかったこと

から，カイコも他の生物と同様に，H3.2と H3.3で

異なった機能を有していることが示唆された。 
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