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「形質転換活性を欠損した Myc によるリプログラミング促進効果」 

― L-Myc を用いた効率的な iPS 細胞の樹立 ― 

Promotion of Direct Reprogramming by Transformation-deficient Myc 

 

 

ポイント                                                              

 L-Myc 遺伝子はヒトおよびマウス iPS 細胞の作製効率の向上に有用である 

 L-Myc 遺伝子の利用により、ｃ-Myc 遺伝子で示された腫瘍形成がほとんど見られなくなる 

 Oct3/4, Klf4, L-Myc の３因子で、マウス iPS 細胞の作製が可能である 

 線維芽細胞などで高発現している遺伝子の Myc による発現抑制が初期化に重要である 

 

１．要旨                                                              

iPS 細胞（人工多能性幹細胞）注１は、マウスやヒトの線維芽細胞に Oct3/4、Sox2、Klf4 といった三つの

転写因子注２を導入することで作製できることが示されています。がんの原因遺伝子として知られるｃ-Myc

は、iPS 細胞の樹立効率の促進に寄与するだけでなく、腫瘍形成に働くことが iPS 細胞由来のキメラマウ

スの実験結果から示されています。 

中川誠人講師（京都大学 iPS 細胞研究所）と山中伸弥教授（京都大学 物質‐細胞統合システム拠点

／iPS 細胞研究所 所長）らの研究グループは、Myc ファミリー注３による iPS 細胞誘導のメカニズムを詳細

に解析し、Mycファミリーのひとつである L-Mycが、ｃ-Mycよりも効率よく iPS細胞を誘導することを見出し

ました。また、キメラマウスを用いた実験において、L-Myc を用いて作製した iPS 細胞由来のキメラマウス

ではほとんど腫瘍形成が起こらないことを見いだしました。また、L-Myc を用いて作製した iPS 細胞の生

殖系列への寄与率は、c-Myc を用いて作製した iPS 細胞と同様に良いことも明らかにしました。 

この研究成果により、Myc ファミリーは形質転換注４や初期化注５に関して異なる機能を持っていることが

示唆されました。また、効率の良い iPS細胞の誘導および低い腫瘍原性から、iPS細胞技術を臨床応用に

用いる際に L-Myc の使用が有用であると考えます。 
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２．研究の背景                                                         

iPS 細胞は、山中伸弥教授らの研究グループがマウスの線維芽細胞注６に 4 因子（Oct3/4, Sox2, Klf4, 

c-Myc）をレトロウイルスベクター注７で導入することにより、世界で初めて樹立され、2006年に発表されまし

た。iPS 細胞は、ES 細胞（胚性幹細胞）注８に似た形態、遺伝子発現様式をもち、また、高い増殖能と様々

な組織の細胞に分化できる多能性を併せ持つ細胞です。さらに、マウス iPS 細胞を胚盤胞に導入すれば、

キメラマウス注９が作製でき、生殖系列の細胞に分化することも確認されています。しかし、マウス iPS 細

胞から作製したキメラマウスやその子孫では、導入された c-Myc 遺伝子の再活性化などが原因となって

腫瘍を発症することも確認されています。またその後、iPS 細胞の作製効率が低下するものの c-Myc を

除く 3因子（Oct3/4, Sox2, Klf4 ）だけで成体マウス由来細胞やヒト成人皮膚細胞から iPS 細胞を作製でき、

このマウス iPS 細胞を用いて作製したキメラマウスでは腫瘍形成率が低下することも観察されています。

このような結果から、c-Mycは iPS細胞の作製と腫瘍形成に関わり、iPS細胞の作製において“両刃の剣”

の特性を有する遺伝子として働くことが分かってきていました。 

Mycには、c-Myc，L-Myc，N-Mycというファミリー遺伝子が知られており、L-Myc は、c-MycやN-Myc

よりも N 末端注１０のアミノ酸配列が短く、培養細胞での形質転換活性が低いといった特徴が知られていま

した。本研究では、Myc ファミリーに注目し、iPS 細胞作製に及ぼす影響について詳細に検討しています。 

 

３．研究の成果                                                         

（１）L-Myc 遺伝子はヒト iPS 細胞の作製効率の向上に有用である 

ヒト iPS 細胞の作製の際に、Oct3/4, Sox2, Klf4, の３因子と c-Myc，L-Myc，N-Mycのいずれかの組

み合わせによる４因子での遺伝子導入方法と、Oct3/4, Sox2, Klf4, だけの Myc を使わない３因子での

遺伝子導入方法を用いて作製効率を比較しました。その結果、培養開始後３週間後に作製された iPS

細胞のコロニー注１１数は、L-Myc 遺伝子を含めた４因子を用いる方法が一番多いことが示されました。

さらに詳細な解析により、N-Myc と c-Myc を用いて作製されたコロニーには、比較対象となるヒト ES

細胞のような扁平なものの割合が低く、形態的に不完全な iPS 細胞のコロニーが多いことが見出され

ました。一方、L-Myc を用いた場合や Myc 遺伝子を用いない３因子で作製した方法では、ヒト ES 細胞

のような扁平なコロニーの割合が高いことが観察されました。さらに L-Mycを用いて作製した iPS 細胞

の特性解析を行ったところ、Tra-1-60，Tra-1-81，SSEA-3，Oct3/4といった多能性を示す遺伝子の発

現が観察できました。また、一般的な ES 細胞の分化誘導研究で用いられる胚様体注１２形成による試

験管内分化誘導や免疫不全マウスへの注入を行ったところ、形成された奇形腫注１３の中に三胚葉注１４

（内胚葉、中胚葉、外胚葉）への分化が確認できました。また、染色体の核型注１５解析でも正常である

ことが見出されています。これらの結果から、L-Mycは c-Mycよりもヒト iPS 細胞の作製効率を向上す

ることが示されました。 
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（２）L-Myc 遺伝子はマウス iPS 細胞の初期化を促進する 

次に、Nanog 遺伝子の GFP 発現レポーター注１６が導入されたマウス線維芽細胞に、（１）の実験と同

様に、Oct3/4, Sox2, Klf4, の３因子と c-Myc，L-Myc，N-Myc のいずれかの組み合わせによる４因子

とMycを使わない３因子（Oct3/4, Sox2, Klf4）での遺伝子導入方法とを用いて iPS細胞を作製し、出現

した GFP 陽性の iPS 細胞コロニー数を測定しました。GFP 活性を有し緑色に光るコロニーの細胞では、

未分化細胞で働く Nanog 遺伝子が働いていることを示しており、iPS 細胞が作製できたことを示す指標

になります。一方、GFP 活性が無く緑色に光らないコロニーは初期化が不十分な細胞と言えます。 

今回の実験結果では、Oct3/4, Sox2, Klf4, の３因子に比べて c-Myc，L-Myc，N-Myc のいずれかの

組み合わせによる４因子を用いる方法において、iPS細胞のコロニーの数が増加することが示されまし

た。特に c-Myc を用いる場合に一番多くの iPS 細胞のコロニーが多く観察できました。しかしながら、

総コロニー数に対する iPS 細胞のコロニー数の割合を比較すると、Myc を用いない３因子を用いる方

法と L-Myc を用いた場合で、iPS 細胞のコロニーの割合が高いことが示されました。これらの結果から、

L-Mycはc-Myc と比較して細胞の初期化を促進する働きがあると考えられます。さらにL-Mycを用い

て作製した iPS細胞の詳細な解析を行ったところ、Nanog，Rex1，ECAT1，ESG1といった多能性を示す

遺伝子の発現が観察できました。また、一般的にマウス ES 細胞の分化誘導研究で用いられる免疫不

全マウスの皮下への細胞注入を行ったところ、内胚葉、中胚葉、外胚葉への分化が確認できました。

さらに L-Myc を用いて作製した iPS 細胞を胚盤胞に注入して、キメラマウスを作製した結果、c-Myc を

用いて作製した iPS細胞と同様に生殖細胞への寄与注１７率が高いことも示されました。これらの結果か

ら、L-Myc を用いて作製したマウス iPS 細胞はマウス ES 細胞と同等の性質を有することが示されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．L-Myc によるヒト iPS 細胞の 

樹立 

A：Myc ファミリーの有無による 

iPS 細胞のコロニー数 

B：総コロニー数に対する iPS 細胞 

の割合 

C：L-Myc を用いて作製したヒト iPS 細胞の形態 

図２．L-Myc を用いたマウス iPS 細胞の樹立 

A：Myc ファミリーの有無によるマウス iPS 細胞のコロニー数 

B：総コロニー数に対する iPS 細胞の割合 
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（３）L-Myc 遺伝子の利用により、ｃ-Myc 遺伝子で示された腫瘍形成がほとんど認められなくなる 

我々はこれまでに、c-Myc を用いて作製した iPS 細胞から作製したキメラマウスやその子孫では、

Oct3/4, Sox2, Klf4 の３因子で作製した iPS 細胞と比べて、腫瘍形成能や死亡率が高いことを示してき

ました。本研究において、L-Mycを用いて作製した iPS細胞を用いて作製したキメラマウスの生存率や

腫瘍形成率について２年間観察したところ、c-Myc を用いた場合に比べて腫瘍形成がほとんど認めら

れず、予後がよいことが分かりました。また、Mycを用いないOct3/4, Sox2, Klf4の３因子を用いた場合

と L-Myc を用いて４因子で作製した iPS 細胞を用いたキメラマウスや子孫を生後１年で比較したところ、

死亡率が少し高かったものの、腫瘍形成に違いは見られませんでした。死亡原因についての詳細な

検討が必要なものの、これらの結果は、弱いながらもL-Mycが有している形質転換活性が反映された

結果であることが推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．L-Myc iPS 細胞を用いて 

作製したキメラマウスの解析 

A：生殖細胞系列への寄与率に及 

ぼす Myc の違い 

図３．L-Myc iPS 細胞を用いて 

作製したキメラマウスの解析 

B（上）：iPS 細胞作製時の Myc の 

違いや有無による死亡率 

B（下）：死亡個体における腫瘍形成率 

B 
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（４）Oct3/4, Klf4, L-Myc の３因子で、マウス iPS 細胞の作製が可能である 

Oct3/4, Sox2, Klf4, L-Myc の４因子のうち、Sox2 を除いた３因子を用いて Nanog 遺伝子の GFP 発現

レポーターが導入されたマウス線維芽細胞からマウス iPS細胞作製を試みたところ、iPS 細胞のコロニ

ーを 16 個得ることができました。その一方、L-Myc を除いた Oct3/4 と Klf4 の２因子だけや、c-Myc, 

Oct3/4, Klf4 の 3 因子では iPS 細胞のコロニーは得られませんでした。これらの 16 個のコロニーを単

離し、１５個の iPS 細胞株が得られました。この Sox2 を用いない Oct3/4, Klf4, L-Myc の３因子で作製

した iPS 細胞を詳細に解析したところ、Nanog，Rex1，ECAT1 といったマウス ES 細胞に発現する多能

性を示す遺伝子の発現が観察できました。また、内胚葉、中胚葉、外胚葉への分化が確認できました。

さらには、キメラマウスの形成実験も行い、生殖細胞への寄与も確認されました。これらの結果から、

Sox2 マイナス L-Myc iPS 細胞も、マウス ES 細胞と同等の性質を有することが示されました。 

 

 

（５）Myc は線維芽細胞で高発現している遺伝子の発現抑制に働く 

さらに、Myc が及ぼす iPS 細胞の作製と腫瘍形成との相関について詳細な検討を進めました。Myc

ファミリーは形質転換活性を有しており、マウス NIH 3T3 細胞に発現させると細胞の形態変化や細胞

死を誘導します（＝形質転換活性）。c-Myc は強い形質転換活性を持っており、L-Myc はその活性が

弱いことを確認しました。また、c-Myc の形質転換活性を欠損するような点変異を導入した c-Myc 変

異体（W136E）は NIH 3T3 細胞において形質転換活性がほとんどないことも確認しました。これらを用

いてヒト iPS 細胞の樹立を行った結果、形質転換活性を欠損した c-Myc-W136E が L-Myc と同様に効

率よくヒト iPS 細胞を誘導することを見いだしました。つまり、c-Myc-W136E は L-Myc と同じ機能を持

つと考えられます。 

次に、Myc ファミリーによる遺伝子発現の変化を調べるために c-Myc, c-Myc-W136E, および L-Myc

を用いた DNAマイクロアレイ注１８による遺伝子発現解析を行いました。その結果から、c-MycとL-Myc

および c-Myc-W136E が共通に関わる遺伝子群とそれぞれが独自に関わる遺伝子群の存在が示唆さ

れました。また Myc の腫瘍形成との関わりが強い遺伝子群は、膀胱がんや鼻咽腔がんやヒト ES 細胞

で共通に比較的高発現している遺伝子であることが示されました。さらには、Myc が線維芽細胞に高

発現する遺伝子の発現制御に抑制的に働いていることも示唆され、L-Mycおよび c-Myc-W136Eの方

がc-Mycよりこの働きがより強いことが示されました。この抑制的作用が iPS細胞誘導に積極的に働く

のではないかと推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．形質転換を抑制した Myc 変

異体を用いた iPS 細胞の樹立 

A：NIH 3T3 細胞の形質転換に及 

ぼす Myc 変異体の影響の比較 

B：Myc 変異体を用いたヒト iPS 細 

胞の作製効率の比較 

C：N 末端を変異させた c-Myc 変 

異体を用いた NIH 3T3 細胞の 

形質転換の比較 

D：N 末端を変異させた c-Myc 変 

異体を用いたヒト iPS 細胞の作 

製効率の比較 
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４．今後の展開                                                          

本研究では、iPS 細胞の樹立に及ぼす Myc ファミリー（c-Myc，L-Myc，N-Myc）の影響について詳細

に解析しました。その結果、Myc ファミリーは細胞の形質転換や初期化に関して異なる機能を持ってい

ることが示唆されました。その中でも特に L-Myc は、ヒト iPS 細胞の樹立を促進し、さらには腫瘍原性

が低いことを見出しました。これらの結果から、臨床応用に用いる iPS 細胞を作製する際には、L-Myc

や腫瘍原性を低下させた c-Myc の変異型（W136E）の利用が有効と考えられます。 

 

 

 

図５．Myc タンパクによる遺伝子調節 

 

A：サブグループ遺伝子を用いた比較解析 

B：Myc によって調節される遺伝子の比較 

C 

図５．Myc による遺伝子発現の比較 

 

C：がん細胞、正常線維芽細胞、iPS細胞、 

ES 細胞における遺伝子発現の比較 
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５．論文名                                                             

“Promotion of Direct Reprogramming by Transformation-deficient Myc” 

「形質転換活性を欠損した Myc によるリプログラミング促進効果」 

Masato Nakagawa, Nanako Takizawa, Megumi Narita, Tomoko Ichisaka and Shinya Yamanaka. 

 

６．本研究への支援                                                       

本研究は、下記機関より資金的支援を受け実施されました。 

 独立行政法人医薬基盤研究所（NIBIO）「保健医療分野における基礎研究推進事業」 

 文部科学省（MEXT）「再生医療の実現化プロジェクト」 

 内閣府「最先端研究開発支援プログラム」 

 独立行政法人日本学術振興会「科学研究費補助金」 

 

７．用語解説                                                           

（１） iPS 細胞 

人工多能性幹細胞（iPS 細胞：induced pluripotent stem cell）のこと。体細胞に特定因子を導入するこ

とにより樹立される、ES 細胞に類似した多能性幹細胞。 

（２） 転写因子 

タンパク質合成は、DNA 上の遺伝子を鋳型にメッセンジャーRNA が転写され、このメッセンジャーRNA

が核外のリボソーム上で翻訳される過程で成り立っている。転写因子は、転写開始に関わる因子で、

DNA に結合して働くものや因子間の相互作用によって機能するものがある。 

（３） Myc ファミリー（Myc のファミリー遺伝子） 

遺伝子ファミリーは、塩基配列の相同性が高い遺伝子群の総称。進化過程で重複してできた遺伝子

と考えられている。Myc 遺伝子は、核内 DNA に結合して働く転写因子として知られ、がんを誘発する

遺伝子のひとつで、ヒトでは、c-Myc の他に L-Myc，N-Myc が知られている。 

（４） 形質転換 

遺伝的な変化によって性質を変化させること。正常な細胞が無制限に分裂を行うようになる、つまりガ

ン化すること。 

（５） 初期化 

分化した体細胞の核がリセットされ受精卵のような発生初期の細胞核の状態に戻り、多能性幹細胞

などに変化すること。 

（６） 線維芽細胞 

結合組織を構成する最も主要な細胞。多くの臓器に存在する。何らかの損傷により組織に傷が生じる

と、この細胞が増殖し修復する。 

（７） レトロウイルスベクター 

ベクターとは、細胞外から内部へ遺伝子を導入する際の「運び屋」を指す。ウイルス由来のベクターは、

遺伝子導入効率の高さから盛んに開発されてきた。目的遺伝子をウイルスに組み込み、細胞に感染

させることにより遺伝子を導入する。レトロウイルスベクターは、このウイルスベクターの 1 種類として

http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/faq/faq3.html#gl07�
http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/faq/faq3.html#gl09�
http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/faq/faq3.html#gl02�
http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/faq/faq3.html#gl04�
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確立されたもので、宿主の細胞に感染したあと、宿主の DNA のなかに入り込み、自らのウイルスを増

殖させる性質を利用するものである。 

（８） ES 細胞（胚性幹細胞） 

胚性幹細胞（ES 細胞：embryonic stem cell）のこと。ES 細胞は受精後 6、7 日目の胚盤胞から細胞を

取り出し、それを培養することによって作製される多能性幹細胞の一つで、あらゆる組織の細胞に分

化することができる。しかし、受精卵を破壊する必要があり、患者自身の細胞から作製することが困難

なため、免疫拒絶の問題が指摘されている。 

（９） キメラマウス 

二対以上の親に由来する２つ以上の胚またはその一部からできた個体をキメラという。 

（１０） N 末端 

タンパク質やポリペプチドは、アミノ基とカルボキシル基をもつアミノ酸が、隣り合うアミノ酸のアミノ基

とカルボキシル基が結合して直鎖状につながったものである。この直鎖を形成する 1 番最初のアミノ

酸は、カルボキシル基が 2番目のアミノ酸のアミノ基と結合しているが、1番目のアミノ基は遊離してい

る。この遊離したアミノ基（-NH2）にちなみ、タンパク質の最初の端を N 末端と呼ぶ。一方、最終の端は、

カルボキシル基（-COOH）にちなみ、C 末端と呼ぶ。タンパク質は N 末端から作製され、N 末端にはこ

のタンパクの標的シグナルが含まれることもあり、タンパク質の働きに重要な役割を持っている。 

（１１） コロニー 

１つの細胞から増えた細胞集団のこと。時に異なる細胞が混ざることもあるが、それらから１つの細胞

を取り出してさらにコロニー形成を繰り返すことで、同じ遺伝子をもつ細胞の集団を作製できる。 

（１２） 胚様体 

EB（embryoid body）とも言われ、ES 細胞や iPS 細胞などを浮遊培養するとボール状の細胞塊を形成

する。この状態で 2 週間程度培養すると、様々な細胞種への分化が観察される。細胞の分化多能性

を調べる一般的な方法の一つである。 

（１３） 奇形腫（テラトーマ） 

ES 細胞や iPS 細胞を免疫不全マウスに注射すると、腫瘍を形成する。この腫瘍はテラトーマと呼ばれ、

様々な種類の組織が混在している。テラトーマを観察し、様々な組織に分化していることを確認するこ

とは、細胞の分化多能性を調べる一般的な方法の一つである。 

（１４） 三胚葉 

受精後の胚からできる細胞の塊で、内胚葉、中胚葉、外胚葉に分けられる。内胚葉は、その後消化器

官や呼吸器官を形成する。中胚葉は骨、心筋、赤血球などに分化する。外胚葉は、神経や感覚器官

を形成する。 

（１５） 核型 

生物の染色体の数、大きさ、形態などによってあらわされる染色体の構成。 

（１６） GFP 発現レポーター 

GFP は、Green fluorescent protein の略で、オワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質。細胞内で目的

タンパク質の発現を検知するのに使用される。GFP 陽性ということは、GFP が発現していて蛍光色に
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光っていることを意味する。本論文では多能性幹細胞のマーカー分子である Nanog 発現を GFP 陽性

で評価できるようにしている。 

（１７） 生殖細胞への寄与（ジャームライントランスミッション） 

多能性幹細胞が生殖細胞系列へ分化し、多能性幹細胞由来の遺伝情報がキメラマウスなどを経て、

次世代へ伝承されること。ジャームライントランスミッションの結果、iPS 細胞が全身に寄与したマウス

が生まれる。 

（１８） DNA マイクロアレイ 

一度に膨大な数のＤＮＡやたんぱく質を網羅的に検査することができる解析技術。 
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