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研究計画の概要

研究の趣旨
ヒトゲノムの構造解析が完了する状況になるとともに、それぞれの遺伝子の機能を解析する有効なツールと
して必要なミュータントマウスの作成は、日々に増加している。これらのミュータントマウスを各研究機関で
飼育維持していくことは不可能であり、折角作成したミュータントマウスを失いかねない。このような遺伝子
資源のリスク回避、また、研究者間で遺伝子資源の共有を計って有効に活用するためには、ミュータントマウ
スの胚または配偶子を凍結保存し集中管理する技術を開発して、マウス胚バンクを確立することが必要である。
ゲノム機能解析の課題は、基礎研究のテーマとしてのみならず、ミュータントマウスをモデル動物として医療
や産業に応用する展望を睨んだベンチャー企業が始まりつつあることから、応用研究さらに新産業の創生発展
へと繋がりつつあると考えられる。マウス胚バンクの確立は、平成 9 年度に知的基盤整備推進制度により本試
験研究が開始されて以来、益々その必要性が急務となってきている。
マウス胚バンクを確立して保存管理体制を運用するためには、単に技術の開発のみならず、技術が標準化さ
れていることと、その技術の普及を呼びかける必要性が指摘される。また、これらの技術に熟練した技術者が
養成され、マウス胚バンクを効率的に運用できるセンターが設立されることが必要となる。本研究の課題は、
その基盤となる研究開発である。第 I 期では、安定で迅速簡便な胚凍結保存技術を開発して、技術の標準化と
その普及に努めてきた。第 II 期計画においては、これらの技術を駆使して、ミュータントマウスの系統を保
存し、試作バンクの構築を試みる。また、マウス胚バンクとしてミュータントマウスの保存をより効率的に行
うためには、これまでの技術に加えて、より画期的な新技術の開発が早急に望まれ、新規技術の開発検討にも
着手する。クローンマウスの作成技術の応用によりミュータントマウスが迅速かつ効率よく作成できる期待が
もたれているが、この技術の確立は、遺伝子資源リソースの保存について根本的概念の変革にもつながる可能
性を秘めている。また、精子の卵細胞内顕微注入法により人工的に授精・発生を行わせる技術を応用すると、
凍結乾燥精子から個体を作成することが出来る。この技術は、リソースの保存と運搬が単純化されるという、
現在の凍結保存技術の抱えている難題を格段に解決するものである。しかし、まだ、これらの技術は再現性に
乏しく改良開発の余地が残されている。
これらの状況を鑑みて、本研究の第 II 期では、
「遺伝子資源保存のための生殖工学技術の開発」および「配
偶子形成の新規な遺伝子操作技術の開発」に重点化して進める。第一の課題として、第 I 期で確立してきた胚・
配偶子凍結保存技術の普及をさらに進めて試作バンク構築とデータベース公開を目指し、胚バンクの運用に際
して生じる問題点を効率的に解決することを検討する。第二の課題として、リソースの保存、新しいミュータ
ントマウスを作成するための基本技術などを画期的に改革する新規生殖工学技術の導入と開発を図り、総合的
に胚バンク確立のための基盤的研究開発を目指す。

研究の概要
本研究の課題は第一に、多面的利用が可能な胚・配偶子バンクの確立に資するため、遺伝子操作を行ったミ
ュータントマウスの胚・配偶子を凍結保存することを中心とした生殖工学的技術の標準化と、その技術の普及
に努める。また、第 I 期で確立された技術をもとに、外部研究機関からのミュータントマウスの寄託を受け、
その胚・配偶子の凍結保存を行うバンキングを進めデータベースの公開を目指していく。第二に、マウス胚バ
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ンクに保存される新しいミュータントマウスの作成に必要な配偶子の遺伝子操作技術の開発に関する研究を
行う。これら 2 つの柱を相互に有機的に機能させることにより効率的な胚・配偶子バンクの確立に向けての基
盤を作る。
2．1．遺伝子資源保存のための生殖工学技術に関する研究
2．1．1．凍結保存技術の普及とバンキング技術に関する研究
胚・配偶子バンクの確立に資するため、胚・配偶子凍結保存技術の開発・改良とその標準化および
それらの技術を使ってバンキングを行い、データベースの構築を目指すとともに機能的な運用に必
要なノウハウに関する研究を行う。
2．1．2．生殖工学技術によるミュータントマウス生産技術システムに関する研究
ミュータントマウスの胚・配偶子バンクを設立し、その機能的な運用に資するため、遺伝子資源と
なるミュータントマウスを作成し、その胚および精子の凍結保存を行うために重要な技術基盤とな
る各種の生殖工学技術を開発し、その実用化に関する研究を行う。
2．2．配偶子形成の新規遺伝子操作技術開発に関する研究
2．2．1．精子形成の遺伝子操作技術に関する研究
初期胚の操作が困難な動物への遺伝子操作技術の応用に資するため、精子形成細胞とその前駆体で
ある生殖幹細胞を対象にして、その培養条件下における発生分化制御および遺伝子導入法の検討に
より、新たな遺伝子改変動物作成技術の開発のための基盤研究を行う。
2．2．2．配偶子操作による遺伝子改変技術に関する研究
遺伝子資源の新たな保存法の開発とミュータントマウスの作成の効率化に資するために、配偶子の
保存条件を検討し、顕微鏡下のマニピュレーションによる授精(顕微授精)技術を用いて、精子と外
来遺伝子の卵子への導入により、新たな遺伝子導入動物の作成法の開発に関する研究を行う。
2．2．3．核移植クローン技術による効率的ミュータントマウス作成に関する研究
効率的にミュータントマウスを作成する技術の確立に資するため、体細胞の細胞周期の同期化と遺
伝子導入法の条件等を検討して、体細胞核移植によるクローンマウス個体の作成技術の改良に関す
る研究を行う。
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研究の年次計画及び所要経費

!
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実施体制
研究項目

担当機関等

研究担当者

1．遺伝子資源保存のための
生殖工学技術に関する研究
1．1． 凍結保存技術の普及とバンキング
技術に関する研究

(株)三菱化学生命科学研究所
(委託)

横山 峯介
(室長)

1．2． 生殖工学技術によるミュータント
マウス生産技術システムに
関する研究

東京大学 医科学研究所
(一部委託)

12 年度
中尾 和貴
(助手)
13 年度
勝木 元也
(所長)

岡崎国立共同研究機構
基礎生物学研究所
2．配偶子形成の新規遺伝子操作技術開発に
関する研究
2．1． 精子形成の遺伝子操作技術に
関する研究

(株)三菱化学生命科学研究所
(委託)

野瀬 俊明
(主任研究員)

2．2． 配偶子操作による遺伝子改変技術に
関する研究

(株)三菱化学生命科学研究所
(委託)

東 貞宏

2．3. 核移植クローン技術による
効率的ミュータントマウス作成に
関する研究

厚生労働省 国立感染症研究所
獣医科学部実験動物開発室

小倉 淳郎
(室長)

(株)三菱化学生命科学研究所
(委託)

藤本 弘一
(部長)

3．研究運営
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研究運営委員会

氏

名

所

属

○藤本 弘一

(株)三菱化学生命科学研究所 研究総合推進部 部長

東 貞宏

(株)三菱化学生命科学研究所 生殖工学開発室 技師

小倉 淳郎

厚生労働省 国立感染症研究所 獣医科学部実験動物開発室 室長
(現：理化学研究所 バイオリソースセンター 遺伝工学基盤技術室 室長)

勝木 元也

岡崎国立共同研究機構 基礎生物学研究所 所長

野瀬 俊明

(株)三菱化学生命科学研究所 生命科学研究部 主任研究員

横山 峯介

(株)三菱化学生命科学研究所 マウスゲノム工学センター センター長

(注：○は委員長を示す)
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研究成果の概要

総 括
本研究の第 I 期は、
「遺伝子資源保存のための生殖工学技術の開発」と「遺伝子機能の選択的改変技術の開
発」の 2 本立てで進めてきたが、この間の内外の変化に応じて第 II 期では、前者に重点化して計画を組み直
した。第一の課題として、第 I 期で確立してきた胚・配偶子凍結保存技術の普及をさらに進め、国内からのリ
ソースの寄託・収集により、バンキングをすすめて試作バンクを作成し、実際の胚バンクの運用に際して生じ
る問題点を効率的に解決することを検討した。第二の課題として、リソースの保存、新しいミュータントマウ
スを作成するための基本技術などを画期的に改革する新規生殖工学技術の導入と開発を図った。
第一の課題については、十数年来、ミュータントマウスの作成に携わってきた勝木元也教授(現・基礎生物
学研究所所長)と横山峯介研究員(三菱化学生命科学研究所)とが開発してきた生殖工学技術そして胚・配偶子
の凍結保存技術をもとに発展させてきた。その技術的内容は、国内のいかなる他の研究チームも持たない経験
と実績に基づいて計画されたものである。第 I 期の計画においては、安定でスピーディーな簡易凍結保存法の
確立と比類ないバンキング効率の実績として示した。平成 10 年度以来、ゲノム関連の研究開発が国内の計画
として増加してきた中で、本計画は、ミュータントマウス作成によるゲノム機能解析を始めとする他のプロジ
ェクトに対して、遺伝子資源の保存として考えられる「胚バンク構想」の基盤として機能させられるように計
画を進めた。特に、技術の標準化と普及を念頭に置き、マニュアルビデオの作成頒布を行い、積極的に技術講
習会を開催した。また、胚の凍結保存に必要な培地類をキット化させることにも成功し、技術の標準化を行っ
た。最終的に、
「マウス胚バンク」のホームページを公開し、胚凍結保存による寄託を呼びかけて試作バンク
を立ち上げデータベースの公開を行った。この「マウス胚バンク」の運用を通じて、
「胚バンク構想」を具体
化するノウハウを蓄積した。
第二の課題については、諸外国で開発された核移植技術よりも簡便で安定な手法を開発した研究者を課題分
担者(三菱化学生命科学研究所、東 貞宏)として加え、この新規技術をさらに効率の良い技術に創意工夫する
ことを目指した。また、第 I 期の新規技術開発を担当した課題分担者(三菱化学生命科学研究所、野瀬俊明)
の成果は、これまで確立されていない雄性生殖細胞を対象とした生殖工学技術であり、簡便性・応用性に富む
新規技術として期待されたので、第 II 期では、この技術をさらに発展させ確実な技術に展開した。体細胞核
移植をはじめとした新規生殖工学技術の開発については、国際的に技術の進んでいるハワイ大学柳町博士の研
究室と交流を持って技術開発を進めている小倉淳郎博士(国立感染症研究所)を課題分担者として加え、海外の
動向をいち早く捕らえ、柔軟に対応する体制を作って進めた。これらの技術は、いずれも具体的に胚バンクの
運用へ応用するには今後の展開を必要とする段階であるが、国際的にも際だった質の高いものに達した成果を
産み出すことが出来た。

個別項目毎の概要
2．1．遺伝子資源保存のための生殖工学技術に関する研究
2．1．1．凍結保存技術の普及とバンキング技術に関する研究
マウス初期胚の凍結法については、極めて短時間で凍結操作を行える簡易ガラス化法により、極めて安定し
た高い成績が得られるようになった。胚および精子凍結保存法の標準化の一環として、アンプル封入によりキ
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ット化した体外受精・胚培養用の培地と凍結保存液等を外部機関に配布し、その有用性を示した。さらに、こ
れらの培地と保存液の作製およびキット化については、外部試薬メーカーにノウハウを供与し、市販して広く
流布することになった。キット化した培地および保存液は、3 年間保存したものでも成績に差のないことが判
明し、少なくとも 3 年間は有効保存期間のあることを明らかにした。
技術の普及の一環として、
胚バンクに関するマニュアルビデオと DVD の最終版を完成させた。
このビデオは、
マウスの胚バンク全体を紹介した入門編、凍結に供する胚を効率的に採取する技術を紹介した体外受精編、実
際的な胚と精子の凍結保存技術を紹介した凍結保存編ならびに産仔を得る一連の技術を紹介した胚移植編に
分けて、それぞれの実験技術の実際を分かりやすく示した。
マウス胚バンクホームページ構築とミュータントマウスのリソース情報データベースを公開し、平成 13 年
11 月から試験運用を開始した。これまでに約 100 系統のミュータントマウスが登録され、外部への供与にも
対応した。

2．1．2．生殖工学技術によるミュータントマウス生産技術システムに関する研究
作成したミュータントマウスから得られた 2 細胞期胚を簡易ガラス化法によって凍結保存した。これらの一
部は融解して個体を得ることで有効利用を図った。また、ミュータントマウスの作製に凍結保存した胚を用い
ることで、効率のよい遺伝子操作マウスの作成方法を開発することが出来た。凍結保存した前核期受精卵およ
び初期胚を実験材料としてミュータントマウスを作成する技術を開発し、効率のよい発生工学実験システムを
樹立して実用化を図ることが出来た。生殖工学技術を機能的に組み合わせ、従来の交配法の半分以下の約 1
年間で遺伝的背景を転換する方法を各種のミュータント系マウスに応用し、その効果を実証した。
これらの生殖工学技術を駆使して、極めて短期間で SPF 動物実験施設を構築することが出来た。さらに小規模
の人員・スペースにもかかわらず、短期間で機能的な実験システムの確立と継続的な運営が可能となった。

2．2．配偶子形成の新規遺伝子操作技術開発に関する研究
2．2．1．精子形成の遺伝子操作技術に関する研究
in vivo electroporation 法を用いることによって、造精幹細胞への遺伝子導入が可能であることを見出し
た。その導入効率の至適化を求める過程で、生後 12-18 日目の幼若期精巣を対象とすることによって停留精巣
処理した精巣よりも効率的な導入が起こることを見出した。
全能性幹細胞である ES 細胞から生殖細胞指向の分化誘導システムを開発するため、生殖細胞分化の指標と
なるマウス Vasa ホモログ遺伝子の発現を可視化指標とした ES 細胞を樹立した。この細胞培養系を用いること
によって、胚様体分化において生殖細胞の分化が起こること、セルソーターによる生殖細胞の選別精製が可能
であることを示した。また、培養条件としては、BMP4 発現細胞に比べて、BMP4+BMP8b 発現細胞の共存がさら
に強い誘導効果を持つことを明らかにした。さらに、生体移植を用いることによって、ES 細胞由来生殖細胞
が造精子能を持つことも明らかにした。ES 細胞からの生殖細胞分化系の開発は、世界に先駆けた本研究独自
の研究成果となった。
遺伝子機能の多角的解析を可能にする Cre-loxP の部位特異的組換えシステムには、様々な発現特異性を持
つ Cre 発現マウスの存在が必要とされる。生殖細胞遺伝子(Zfp40)の解析から、その上流 1.5kb プロモーター
と lacZ レポーターを用いた Tg 遺伝子は、
「位置効果」受容体となることを見出していた。この Zfp-lacZ を位
置効果ベクターとした Cre 発現 Tg マウス作成を大量作成することによって、多種多様な Cre 発現性マウスラ
イブラリーの作成が可能であることを見出した。
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2．2．2．配偶子操作による遺伝子改変技術に関する研究
新たなミュータントマウスの作製法として顕微授精を応用した遺伝子導入法の開発改良を行い、凍結融解配
偶子を用いた卵細胞質内精子注入法(ICSI)による遺伝子操作マウスの作製を検討した。ICSI の実験の材料と
して凍結融解精子と凍結融解卵子を用いることにより、労力の軽減及び実験操作を効率化出来ることを明らか
にした。また凍結融解卵子を用いることにより、新鮮卵子に比べて生存率が上昇することを示した。これらの
技術により得られた受精卵は、移植により産子へ発生することも明らかになった。これらの技術を用いること
より、配偶子で保存されたミュータントマウスの遺伝的背景を融解時に選択することが可能となった。
凍結融解精子懸濁液に EGFP 遺伝子を添加し、凍結融解卵子に ICSI を行い、60〜85%の生存卵子を得た。そ
れらの卵子の 60〜80%で授精が確認され、2 細胞期へも 60〜80%の卵子が発生した。それらを移植した結果、
産子が得られて遺伝子の導入が確認され、その一部では、遺伝子の発現も確認された。これらの結果により、
凍結融解精子と凍結融解卵子を新たな遺伝子導入の材料として ICSI を行うことで遺伝子操作動物が作出でき
ることが示された。

2．2．3．核移植クローン技術による効率的ミュータントマウス作成に関する研究
マウス核移植クローン技術を応用し、遺伝子導入培養細胞からの個体産出技術を開発し、確実かつ効率的な
遺伝子改変マウス作出法の開発を試みた。よりすぐれたドナー細胞を検討する目的で、未成熟セルトリ細胞か
らの産子作出を試みた結果、卵丘細胞よりも in vitro および in vivo の発生が良好であり、安定して産子
が得られた。また、電気融合法によるマウスクローン作出の試みも行った結果、注入法と同程度、特に線維芽
細胞など大型の細胞はより高率に産子が得られることを明らかにした。
マウス核移植クローン技術の効率をさらに改善するために、唯一近交系ドナーとしてクローン産子が得られ
ている129 系と他の系統との F1 を作出し、さらに効率が改善するかどうか検討を行った結果、129 系ゲノム
が核移植クローンの効率を改善することを確認した。
安定してクローン産子を得る技術改良は達成したが、核移植クローン技術を用いて遺伝子操作動物を得るに
は至らなかった。この原因は、遺伝子導入のためにドナー細胞を体外で長期間培養すると、ドナー細胞に
epigenetic な変異が生じるためであることが示唆された。核移植クローン技術そのものは、目標レベルに至
ったと考えられる。

波及効果、発展方向、改善点等
「マウス胚バンク」の構想 は、ゲノム科学研究の中から生まれた貴重なミュータントマウスを収集し、そ
のマウスの胚を凍結保存して情報をデータベース化し、必要に応じて個体に復元し研究者に供与できるシステ
ムを構築するものである。このシステムにより、データベースの検索を介して研究者間でバイオリソースの有
効活用を可能にし、ゲノム機能解析の発展に役立てることを目指している。本研究においては、このシステム
に必要な技術と運用のノウハウを確立することを進めてきた。また、この構想が我が国の知的基盤として実を
結んでいくためには、公的資金によるナショナルバンクセンターの設置が切望されていた。
平成 10 年、熊本大学には動物資源開発センター(CARD)が発足し、平成 12 年から遺伝子改変マウスの保存、
供給および開発を行う拠点として稼働している。平成 14 年に入ってデータベースも公開され始めている。こ
の施設における胚・精子の凍結保存技術は、本研究の第 I 期において分担課題に参画した中潟直己博士が担当
している。また、平成 13 年には、理研・筑波研究所にオールジャパンのバイオリソース支援事業の中核を目
指してバイオリソースセンター(BRC)が設置され、実験動物開発室において、マウス胚の凍結保存業務も計画
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されている。本研究において唱えてきた技術の標準化は、我が国のマウスコミュニティーの中に浸透していく
ことが期待される。
本研究の中核機関となった三菱化学生命科学研究所に開設した「マウス胚バンク」は、本研究プロジェクト
の終了後も、遺伝子改変マウスを中心とした胚の凍結保存・供給業務を継続することを決定した。マウスの特
殊系統の保存に中心を置いている理研・バイオリソースセンターと実務内容を区別して特化していく。
しかし、
本業務が公的な性格を持つ以上、継続に必要な公的資金の導入が必須である。将来的には、理研バイオリソー
スセンターのサテライト施設として、一体化した管理システムを構築して発展させていくことが望ましいと考
えられる。また、不測の事態によるリソースの喪失などを避けるためにも、我が国におけるバイオリソースの
分散型保存を確立していくことが早急に求められる課題である。
データベースの構築は、各施設によって独立の方式を整えており、共通のフォーマットに一元化していくこ
とは、時と共に困難になっていくことが予想される。この点については、国立遺伝学研究所の主導による生物
資源保存委員会のマウス小委員会において、データベースのネットワーク化が検討されている。本研究の成果
による「マウス胚バンク」データベースについても、このネットワークに組み込む計画である。さらに、国際
レベルでは、アメリカの Jackson Laboratory、イギリスの MRC、イタリアの EMMA などの機関における凍結保
存試料については、すでにデータベースの共有化を進めており、我が国のネットワークも一刻も早くマウスリ
ソースの国際化に寄与する方向で進めていく体制を整えていかなければならない。
新規生殖工学技術の導入と開発研究の成果の一つとして、ES 細胞から生殖細胞への分化系技術の確立は、
世界に先駆けた独自の成果となった。この技術により、従来の ES 細胞を用いたノックアウトマウス作製法よ
りも、効率的に遺伝子改変マウスを作製することが可能となり、今後、基礎科学の分野で新たな技術として期
待される。しかし、同時に臨床への応用については、生殖細胞を直接に操作してしまう技術として禁止されな
ければならない。近年、クローン技術の応用について、国際的に法的な規制が叫ばれ、我が国においても「ヒ
ト ES 細胞の樹立及び使用に関する指針」が出されている。この中で、ヒト ES 細胞の使用に際しては、ヒト
ES 細胞からの生殖細胞の作成を禁止した条項が盛り込まれるにいたっている。基礎研究の発展と、その波及
効果については、社会的倫理的問題をも加味した検討が遅れてはならないことが強く指摘される。
また、マウスの核移植クローン技術の効率は実用レベルまで向上できることが明らかになったが、世界的に
見て、現実にはこの技術はまだ一部の研究室でしか再現されているに過ぎない。本研究の中で、高いレベルの
再現性が確認されるに至ったことは、今後、この分野の技術展開としての可能性を吟味する上で、貴重な成果
が得られたと考える。理研・BRC には、リソースをより高度なクオリティにて維持供給するために必要な核移
植法、顕微授精法など遺伝関連技術開発を行う遺伝工学基盤技術室が設けられ、平成 14 年 2 月、本研究にお
いてこの分野の分担課題を担当した小倉敦郎博士が室長に着任した。さらに技術革新されることが期待される。
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1. 遺伝子資源保存のための生殖工学技術に関する研究

1.1. 凍結保存技術の普及とバンキング技術に関する研究

(株)三菱化学生命科学研究所マウスゲノム工学センター
横山

要

峯介

約
マウスの初期胚、配偶子および卵巣の凍結保存に関する技術の開発・改良を行うとともに、ミュータントマウ

スを対象とした胚・配偶子バンクを試作して運用に関するノウハウを蓄積した。開発・改良を行ったマウス胚バン
クに関する一連の技術は、マニュアルビデオ「ビデオで学ぶマウス胚バンクの基本技術：全 4 巻」としてまとめ、国
内外の関連研究施設に配布して広く普及をはかった。試作した胚バンクでは、遺伝資源として重要と考えられるトラ
ンスジェニックマウスやノックアウトマウス等を寄託により収集し、胚および精子の凍結保存を行った。さらに、寄
託された各種ミュータント系統の情報をデータベース化して「マウス胚バンク」のホームページで公開した。

研究目的
ミュータントマウスを研究材料として胚・配偶子バンクに系統保存し、必要に応じて有効的に供給することに
よって共同利用できる研究基盤を整備するための研究の一環として、胚・配偶子および卵巣の凍結保存法の開発・
改良を行い、その実験システムを基本技術として広く普及させる。また、遺伝子資源として重要と考えられるミ
ュータントマウスを寄託により収集して胚・精子の凍結保存を行い、特徴あるワーキングバンクとして機能的に
運用して行くためのノウハウを蓄積する。さらに、保存された系統の情報はデータベース化して公開する。

研究方法
1)胚および精子の凍結保存に関する技術の標準化と普及
ア)キット化した培地および凍結保存溶液の量産化と長期保存の検討
第Ⅰ期において体外受精用 TYH 培地、胚培養用 mW 培地および凍結基礎培地の PB1 培地と、胚の簡易ガラス
化保存に用いる 1M DMSO 溶液、0.25M シュークロース溶液ならびに胚保存用 DAP213 溶液の合計 6 種類をガラス
アンプルに封入することによってキット化できることを明らかにしたが、このキット作成に関するノウハウを
外部の試薬メーカーに譲渡して量産化をはかり、広く市販できるかを検討した。また、作成したアンプル封入
キットの使用有効期限を確認するために、作成後の保存期間が 3 年間に達したサンプルの一部を用いて、われ
われが常法として実施している手法[1]にしたがって体外受精、胚培養、凍結保存・融解および融解胚の移植
による産仔への発生等の一連の検討を行い、これまでに得られている作成直後ならびに作成 1 年後の成績と比
較した。

イ)マウス胚バンクに関する技術の普及
第Ⅰ期の成果として確立されたマウス胚凍結保存に関する基本技術をさらに広く普及させることを目的に、
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胚バンクに関する基本技術を紹介したビデオと DVD (Digital Versatile Disc)：「ビデオで学ぶマウス胚バン
クの基本技術・全 4 巻：日本語版と英語版」ならびに「キット化した培地および凍結保存溶液」を大学や関連
研究施設等に配布して技術の普及を進めた。またこれとあわせて、大学等の外部研究施設から研修生を受け入
れて一連の技術研修を行った。

2)ミュータントマウスの胚凍結保存と供与
胚バンクの遺伝子資源となる遺伝子操作マウスを、所内ならびに外部研究施設等から寄託を受けるかたちで
収集し、胚の凍結保存を行った。凍結保存に供する胚はすべて体外受精の方法で作成し、1 系統あたり 300～
500 個の 2 細胞期胚を簡易ガラス化法で凍結した。なお、1 チューブあたりの収容胚数は、40 または 60 個とし
た。さらにこれらの凍結胚の一部は、供与依頼に応じて融解後に胚移植を行って個体に復元して、あるいは凍
結保存胚のかたちで供給した。

3)マウス卵巣の凍結保存法の開発・改良
マウスでは卵巣移植によって成熟個体のみならず胎児や性成熟前の個体から摘出した卵巣からも産仔を得
ることが可能なことから、遺伝子資源として有用な系統の新しい保存法として卵巣の凍結保存の実用化の意義
は大きいと考えられている[2, 3]。われわれは初期胚で実施されている簡易ガラス化法を修正した方法によっ
て卵巣の凍結保存を検討した。凍結保存に供する卵巣提供メスとしては、act-EGFP 遺伝子を発現しているトラ
ンスジェニックマウス(C57BL/6 TgN(act-EGFP) OsbY01: Green mouse)[4]で、導入遺伝子がヘテロ型ならびに
ホモ型の個体を使用した。このマウス系統は、大阪大学遺伝情報実験施設・岡部勝教授から供与されたもので
ある。また、卵巣の移植を受けるレシピエントメスには日本クレアから購入した C57BL/6 マウスを使用した。
凍結はマウス胚の簡易ガラス化法[2]を修正した方法(図 1)にしたがって行った。すなわち、生後 10 日齢の GFP
トランスジェニックマウスから卵巣を摘出し、0℃の 1M DMSO 溶液に浸した。これを 5 分後に 1ml クライオチ
ューブに入れ、DAP213 保存液を加えて-3℃に 5 分間置き、液体窒素中に投入した。融解は液体窒素タンクから
取り出したチューブを室温に 30～60 秒間放置することによって行った。さらに 0.25M シュークロース溶液を
加えて凍害保護剤を希釈した後、取り出した卵巣を胚培養用 mW 培地を 3 回移し替えて洗浄した。移植操作[5]
は、生後 6 週齢のレシピエントメスから卵巣嚢を傷つけないように注意深く卵巣を摘出し、空になった卵巣嚢
内に凍結・融解した卵巣を入れ込んで行った。なお、凍結保存の処置を行わない卵巣を同様に移植して対照実
験群とした。移植を行ったこれらのレシピエントメスは移植操作 3 週後に C57BL/6 オスと交配し、GFP 陽性の
産仔(Green mouse)が得られるかを調べた。なお、産仔が GFP 陽性の Green mouse であるか否かは、ハンディ
ータイプ UV 照射機を用いて判定した。
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図1 .マウス卵巣の凍結・融解操作

１M D M SO
5 m in
D A P2 １3
(9 5 ul)

5 u lのD M SO 溶液と共に胚をチューブへ

-3 ℃

5 m in

融解

LN 2 (－1 9 6 ℃)

0 .2 5 M S ucrose
(9 0 0 ul)

室温放置
3 0 ～6 0 秒以内

培地にて洗浄・移植

4)胚バンクのホームページ構築
第Ⅰ期の成果を踏まえて、胚・配偶子バンクの内容の紹介、利用法ならびに利用に際して用いる書類等に修正
を加えるとともに、ミュータントマウスのリソース情報データベースを構築し、外部に発信することを検討した。
データベースの構築は FileMakerPro5.0 unlimited(FileMaker)ソフトで行った。データベースの運用には、
サーバーの構築が必要であるが、これには当初 MacOS X Server R1.2(Apple)を検討したが FileMaker との接続
を仲介する FMWSC(File Maker Web Server Conector)の設定が現時点では不可能(FileMaker, OS X Server, CPU
のそれぞれの環境に起因する)であることが判明した。このためサーバーは MacOS9 と AppleShare IP の環境に
変更した。 FileMaker は、Macintosh (Apple 社) コンピューターで運用できる信頼の高いデータベースとし
て評価されており、なかでも FileMakerPro5.0 unlimited はインターネットでの使用環境がより充実され、Web
クライアントに対する接続が無制限となっているので少ない専門知識でデータベースの保守が可能であり、情
報公開の設定も容易であることから、これを採用することを検討した。
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研究成果
1)胚および精子の凍結保存に関する技術の標準化と普及
ア)キット化した培地および凍結保存溶液の量産化と長期保存の検討
アンプル封入によってキット化した胚培養培地および凍結保存溶液の合計 6 種類を外部試薬メーカーに依託し
て量産化するに際し、最初に作成担当者と使用する試薬類の選定法(ロットチェック等)や調整法などを詳細にわ
たって検討し、各培地および凍結保存溶液とも 1 ロットあたり 400～500 本を作成することとした。作成された
各培地と凍結保存溶液の検定は、一連の実験に用いてこれまでの実験結果と比較することによって行ったが、な
んら違いのないことを確認したので、文部科学省の成果利用承認の下で外部の試薬販売会社から市販した。
一方、アンプルに封入後 3 年間を経過した TYH 培地を用いた体外受精率は 86％(485／565)で、2 細胞期胚へ
の発生率は 92％(444／485)であった(表 1)。また mW 培地による発生成績も良好であり、胚盤胞期胚への発生
率は 78％(64／82)であった。これらの成績は、これまでに得られているアンプル封入直後、ならびに作成 1
年後の成績と比較しても遜色のない成績であった(表 2)。
胚の凍結・融解においては、正常胚の割合は 96％の高い値が得られ、保存期間による差は認められなかった
(表 3)。さらに、前述の体外受精の実験で得られた 2 細胞期胚を常法によって凍結・融解後、偽妊娠を誘起し
たレシピエントメスに移植した結果、45％(35／78)の値で産仔が得られた(表 4)。以上のことから、マウス胚
培養ならびに凍結保存に用いる各種培地と保存溶液はアンプル封入によって少なくとも 3 年間の長期保存が可
能なことが明らかとなった。

表 1. アンプル封入培地を用いた体外受精成績

供試卵数a

受精卵数b(%)

アンプル作成後

供試雌

2細胞期胚への

経過日数

匹数

0年

5

200

193（97）

187（97）

1年

7

201

183（91）

172（94）

3年

15

565

485（86）

444（92）

発生率c(%)

受精率(%)=b/a x100 , 2細胞期胚への発生率(%)=c/b x100

表 2 .アンプル封入培養液による発生成績

アンプル作成後
経過日数

供試胚数
前核期受精卵

発生胚数(%)
2細胞

4細胞期（48hr)*

桑実期（72hr)*

胚盤胞（96hr)*

（24hr)*
0年

68

68（100）

65（96）

64（94）

64（94）

1年

88

85（97）

85（97）

84（96）

81（92）

3年

82

75（92）

71（87）

64（78）

*媒精後の発生時間
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表 3. アンプル封入胚保存液を用いた凍結・融解成績表 3

アンプル作成後

凍結胚数*

融解胚数a

回収胚数b(%)

正常胚数c

経過日数

(%)

0年

107

80

80（100）

74（93）

1年

79

79

79（100）

73（92）

3年

112

112

112（100）

108（96）

*体外受精で得られた2細胞期胚を凍結・融解に用いた融解後の回収率(%)
=b/a x100 , 正常胚率(%)=c/b x100
イ)マウス胚バンクに関する技術の普及
マニュアルビデオと DVD の配布は、国内の 70 大学および 16 国公立研究施設、また、国外の 8 大学(米国、
中国、台湾、韓国、カンボジア)に対して行った。なお、これらのマニュアルビデオと DVD は、文部科学省の
成果利用承認の下に、前述のキットを扱っている試薬販売会社から市販を開始した。また、キット化培地およ
び凍結保存溶液は、国内の 34 大学等の関連研究施設に配布してその有効性を確認することができた。さらに、
第Ⅱ期の 2 年間における外部からの技術研修生の受け入れは、19 件施設 22 名であった。第Ⅰ期の実績と合計
すると延べ 42 施設の 48 名となる。

2)ミュータントマウスの胚凍結保存
第 I 期に引き続き、所内および所外から導入したミュータントマウスの胚の凍結保存を行った。第 II 期では所
外から 49 系統を導入し、14、872 個の 2 細胞期胚の凍結保存を行った。平成 14 年 3 月末現在の「マウス胚バンク」
における保存系統数は 524 系統、保存胚総数は 165、608 個である。なお、外部からの導入マウスはアイソレータ
ーに収容する方式としたので、微生物的に汚染されたものにも対応可能であり、これまで感染事故等のトラブル
はまったく生じていない。また、第 II 期における「マウス胚バンク」からのミュータントマウスの外部供与は、
個体で 18 件、凍結胚のかたちで 5 件行い、合計 28 件であった。

3)マウス卵巣の凍結保存法の開発・改良
導入された act-EGFP 遺伝子がヘテロ型およびホモ型のそれぞれの個体から摘出した卵巣を液体窒素中に 2～7
日間凍結保存した後に融解し、レシピエントメスに移植した。導入遺伝子がヘテロ型個体の卵巣を移植した 8 匹
のレシピエントメスを交配した結果、4 匹(50％)で妊娠が成立し、30 匹の産仔が得られた。このうち 6 匹(20％)が
GFP 陽性であった。また、対照実験群の無処理の新鮮卵巣を移植した 6 匹のレシピエントメスを交配した結果、4 匹
(66.7％)で妊娠が成立して 22 匹の産仔が得られた。このうちの 8 匹(36.4％)が GFP 陽性であった。
導入遺伝子がホモ型個体の卵巣を移植した 10 匹のメスを交配した結果、7 匹(70％)で妊娠が成立し、33 匹の産
仔が得られた。このうち 16 匹(48.5％)が GFP 陽性であった。また、対照実験群の無凍結処理の新鮮卵巣を移植し
た 4 匹のレシピエントメスを交配した結果、3 匹(75％)で妊娠が成立し、21 匹の産仔が得られ、さらにこのうち
16 匹(76.2％)が GFP 陽性であった。

4)ホームページ構築の検討
「マウス胚バンク」は遺伝子操作マウスを中心としたリソースの寄託および供与を仲介する公共的役割を担う
ものである。この構想に基づいてミュータントマウスのリソース情報をホームページ
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(http://www.mitils.co.jp/site/index2.htm) から発信した(図 2)。なお、胚バンク業務を円滑に遂行するために、
基本技術を普及させることが、もう一つの役割である。今回作成したホームページは「専門的な技術を望む人」ばか
りでなく「すべての興味ある人」
を対象とし、イラストを多用して胚バンクの概要を理解しやすくするように努めた。
発信する情報が有益であることは言うまでもないが、広告性を持たせる工夫も必要である。このことから、データベ
ースの呼称を MEBase(Mouse Embryo Bank database)とし、ロゴマークを作成することで、
「マウス胚バンク」のアピ
ールに努めた。現在のところ、国内向け Web サイトを構築したが、海外向けサイトについても準備中である。

図2

データベース項目は米国 Jackson 研究所の Tbase を参考にして構築した。データベースには、これまでに凍
結保存した系統の遺伝子数約 200 種類、寄託者数 70 人の既存データをもとに構築し、その一部を公開した。今
後さらにデータ数を追加して行く予定である。
「マウス胚バンク」の利用については、各項目毎に使用する書類を作成した(図 3～8)。胚バンクの遺伝子
資源である系統の収集と配布については、Web Site の「寄託について」、「供与について」のページに手順が示
されている。申込みに必要な書式 1～3 は「申込み」のページからダウンロードして利用する。寄託されたミュ
ータントマウス情報をデータベースに登録するために、ミュータントマウス系統情報調査書〔書式 3-A, B〕が
準備されている。寄託に関する作業が終了すると、書式 7 の報告書が作成される。この書式はデータの管理も
兼ね、貯金通帳的な役割を果たしている。寄託の確認が終了した段階で、系統情報が Web Site の「MEBase」か
ら発信される。供与には、書式 4～6 の供与申込書、供与承諾書、使用契約書を必要とする。これらの一連の書
式は、「申込み」のページからダウンロードできる。
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図3
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図4
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図5
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考

察
マウス胚バンクに関連する技術の確立と普及の一環として開発したキット化培地および保存液は、3 年間の長期

保存を行っても十分に使用可能なことが明らかとなった。現在、これらのキットは外部試薬メーカーによって大
量生産する体制を整えられて広く市販されるに至っている。これらのキットは、国内外の関連研究施設に配布さ
れてその有用性が示され、市販キットの売り上げ数も徐々に増加している。また、凍結保存に関する基本技術の
普及もマニュアルビデオと DVD の有効活用によってさらに普及進展している。今後さらに広く普及することによ
って、胚凍結保存に関する技術が施設間で互換性のあるものとして構築され、マウス系統の授受が現在よりも格
段に容易になることが期待される。
マウス卵巣の凍結保存法は、現在実施されている初期胚や精子では不可能であった幼若メス由来の子孫を得る
方法として画期的なばかりではなく、貴重な個体の突然の死亡時などの救急処置としても有効である。近年、マ
ウス卵巣の凍結保存に関していくつかの報告[2,3]がなされているが、それらの多くはプログラムフリーザーを用
いて凍結操作に 2～3 時間を要する緩慢凍結法によるものである。本研究で開発・改良がなされた凍結法は、胚の
凍結保存で実施されている操作が容易な簡易ガラス化法を修正した方法であり、その有用性は極めて高いと考え
られる。今回の実験に供された卵巣は生後 10 日齢の個体から摘出されたもので、今後は新生期から成熟期まで各
種日齢の個体から得られた卵巣に適応できるかを検討する必要があるが、新しい系統保存の方法として実用化で
きると期待される。
胚バンクのホームページに関しては、平成 13 年 12 月に「マウス胚バンク」のページとして公開し、データベ
ース化した情報の外部発信を開始したので、広く本胚バンクの有用性を示すことができていると考える。この結
果、外部機関からのミュータントマウスの寄託ならびに供与の依頼が徐々に増加している。今後、さらに胚・配
偶子バンクの有効利用を図るには、公的バンクとして、寄託されるミュータント系統数を増やすとともに、その
情報を速やかに発信して行くシステムの確立が必要である。また、外部のバンクとリンクさせてデータベースの
情報を共有することも極めて重要である。なお、胚バンクに寄託ならびにバンクから供与されるミュータントマ
ウスの既得権(使用契約等)についての再度の吟味も必要と考えられる。
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1．遺伝子資源保存のための生殖工学技術に関する研究

1．2．生殖工学技術によるミュータントマウス生産技術システムに関する研究

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所
所長・勝木 元也

要

約
岡崎国立共同研究機構・基礎生物学研究所(基生研)で実施されたＳＰＦ(specific pathogen free)動物飼育施

設の整備と運営を行い、大規模マウス胚バンクの樹立のための基礎データを収集・分析した。すでに、これまで
の検討により、マウス胚バンク運営に必要となる生殖工学技術の開発・改良と、多数の系統保存と繁殖用マウス
の供給については技術が確立され、実用化されている。そこで第Ⅱ期では、基生研で各利用者の希望に添ったミ
ュータントマウスの供給と、生殖工学技術を実施するための飼育施設の運営を検討した。期間として約 8 ヶ月間
ＳＰＦ施設を運営したが、システムの運営は問題なく行われた。この実施結果より、マウス胚のワーキングバン
クが実現可能なことが示唆された。

研究目的
ミュータントマウスの胚・配偶子バンクを機能的に運用して行くにあたって重要な技術基盤となる各種の生殖
工学技術を確立し、その実用化をはかるとともに、バンクの遺伝子資源となるミュータントマウスを自ら作成し
て胚および精子の凍結保存を行う。なお、研究実施期間中に研究担当者が東京大学医科学研究所から基生研に異
動となったことから、新たにＳＰＦ動物飼育施設を整備し、さらにこれまでの成果を踏まえて機能的な施設運用
システムを構築することとなった。そこで、施設の整備と運用で得られたマウス胚・配偶子の凍結実施結果を、
胚バンクを構築するための基礎データとして収集・分析することを目的とした。

研究方法
1)ＳＰＦ動物飼育施設と実験システムの整備
様々な遺伝子操作を施すことによって作成されたミュータント系をはじめとした各種系統マウスを、生理状態
を含めて適切に飼育管理するにはＳＰＦ動物飼育施設が不可欠である。平成 13 年 4 月に基生研に移って研究を行
うことになったが、ＳＰＦ動物飼育施設がなかったので急遽プレハブの飼育施設(ＳＰＦマウス飼育室：7 室、胚
操作実験室：1 室、その他に機械室と洗浄作業等のユーテリティースペース)を整備し、各種の生殖工学技術を活
用しながら実験システムを確立して機能的な運用を開始した。

2)生殖工学技術を用いた動物実験システムの運用
新たに整備した動物飼育施設内の胚操作実験室 1 部屋と動物室 2 部屋(マウスケージ換算で 1,296 個、3,888 匹
収容可能)および、施設外で胚操作室 1 部屋を使用し、生殖工学技術の熟練者 2 名が実験に従事した。一連の実験
操作は、これまでに我々が開発・改良した方法［1］を基盤として行った。マウスは、基生研の動物飼育施設を利
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用する各研究室から導入されたミュータント系統(ノックアウトマウスやトランスジェニックマウスなど)および
国内ブリーダーから購入した近交系、交雑Ｆ1、Jcl:MCH(ICR)を使用した。採卵のために頻繁に使用される
C57BL/6JJcl メスマウスは、常時 150〜250 匹を施設で飼育した。受精卵の採取は、幼若(28〜30 日齢)もしくは 8
週齢以降のメスマウスに性腺刺激ホルモン(PMSG-hCG)を腹腔内注射して排卵誘起させたのち卵管膨大部から採取
し、オスの精巣上体尾部から採取した精子と体外受精することによって行った。この体外受精法を用いることに
より効率的に 1 度に大量の受精卵を得ることができるので、これを常法とした。しかし、体外受精が不可能ある
いは体外受精成績が低い系統については、同様の排卵誘起処置を行ったメスをオスと自然交配させ、膣栓陽性の
メスから卵管を摘出し受精卵を採取した。
胚の凍結保存は、前核期受精卵もしくは 2 細胞期胚を、我々が独自に開発した簡易ガラス化法［2］を用いて行
った。胚移植は、あらかじめ精管切断オスとの不妊交尾で偽妊娠誘起したレシピエントメスマウス(Jcl:MCH(ICR))
を用い、1 実験あたり 2〜20 匹に対して行った。胚移植後、予定日に自然出産しない個体は帝王切開法で産仔を得
て、あらかじめ別に準備しておいた里親に保育させた。胚移植用のレシピエントメスマウスはいつでも供給でき
るように、メス約 200〜300 匹、精管切断したオス Jcl:MCH(ICR) 約 30〜50 匹を常時施設内に準備した。また、胚
移植したレシピエントメスマウス、保育や育成中の仔マウス、里親用の妊娠メスマウスのために飼育室一部屋を
準備した。なお、体外受精と凍結保存の実験はＳＰＦ動物飼育施設外の胚操作実験室で行い、胚移植の実験はレ
シピエントメスマウスのＳＰＦグレードを保つために移植する胚をＳＰＦ動物飼育施設内に持ち込んで実施した。

ア)マウスの微生物クリーニング(SPF 化)と系統保存
各研究室から導入されるミュータントマウスで、微生物グレードが明確でない系統や、導入元の飼育施設が微
生物に汚染されている系統の場合は、体外受精・凍結保存・胚移植の方法を用いて微生物クリーニングを行った。
胚の採取に用いるミュータントマウスは、採卵当日にコンベンショナルな飼育施設内で殺処分後、ポドピンヨー
ド(75mg/ml)に全身を浸し、そのままＳＰＦ施設外の胚操作実験室に導入した。胚移植は 1 系統当たりレシピエ
ントメスマウス 2〜3 匹、20〜30 匹の仔マウスを得ることを目標として行った。また、ＳＰＦ動物飼育施設に導
入された系統のすべてにおいて、胚を簡易ガラス化法で凍結して系統保存を行った。1 系統あたりの凍結胚は 1
凍結チューブ 40 個入りを 3 本、総数 120 個を最低限の必要数とした。

イ)効率的な各種実験材料の提供
研究者が直接実験に用いるための各種材料の供給を生殖工学技術を用いて行った。多くの場合は週齢と飼育環
境が均一なミュータントマウスを数多く必要としたため、体外受精して得た受精卵をそのままか凍結融解して胚
移植し、出産・離乳させた後に供給した。また、胎仔が必要な場合は、胚移植して妊娠したレシピエントメスマ
ウスを供給した。ＤＮＡ注入を行うための受精卵は、体外受精当日の夕方(媒精後 6 時間以上)に前核期受精卵を
選別し、簡易ガラス化法により凍結保存、必要に応じて融解して供給した。

ウ)幼若メス個体を用いたマウスの計画生産
少数のミュータントオスから短期間で週齢や飼育環境が均一な多数のミュータント個体を生産して供給する
ために、幼若メス個体を用いて体外受精により効率的な生産(図 1)を実施した。まず 8 週齢以降の近交系のメス
約 20〜30 匹とミュータントオス 1〜2 匹を用いて体外受精・胚移植を実施し、ヘテロミュータントメスを得た。
このメスが 28 日〜30 日齢になったところで性腺刺激ホルモンを注射して排卵を誘起させ、さらにミュータント
オスマウスとの体外受精で得られた 2 細胞期胚をレシピエントメスの卵管内に移植した。この方法により実験開
始より約 11 週で一度に目的の匹数(100 匹以上でも可能)のミュータントマウスを得ることができる。供給が複
数回になる場合には、1 回の体外受精で得られた 1，000 個以上の受精卵を、凍結チューブ 1 本あたりに 20〜60
個入れ凍結保存した。これらの胚を実験予定日にあわせて融解して移植し、出産後さらに育成して離乳した個体
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や胚移植したレシピエントマウスを供給した。戻し交配(図 2)も、幼若メスのミュータントヘテロ個体と、購入
した 12 週齢以降の近交系オス個体を用いて体外受精と胚移植を繰り返すことにより、自然交配よりも短期間で
遺伝的背景の変換を行うことが出来た。
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エ)生殖工学技術の研修
ＳＰＦ動物実験施設の利用者の一部を対象として、本プロジェクト研究班で作成したマニュアルビデならび
に各種マウス胚培地と凍結保存液のキット化を用いて生殖工学に関する技術研修を行った。研修は、採卵ピペ
ットのピペッティング、採卵(体外受精)、胚培養、凍結保存(簡易ガラス化法)、胚の卵管内移植および帝王切
開・里子法等について実施した。

研究成果
1)ＳＰＦ動物飼育施設と実験システムの整備
基生研の敷地内のプレハブの動物飼育施設(ＳＰＦマウス飼育室：7 室、胚操作実験室：1 室、その他に機械室
と洗浄作業等のユーティリティースペース)は、完成後直ちに施設内を滅菌消毒後、動物の受入準備を行った。す
なわち、最初に胚移植用の Jcl:MCH(ICR)マウスを購入して精管切断オスの作成し、さらに C57BL/6JJcl 等の採卵
用近交系マウスを購入して実験を開始した。その後約 9 ヶ月間で 7 研究室が実験と飼育管理のために入棟し、平
成 14 年 3 月末現在ではミュータントや近交系など 78 系統の飼育に約 1,900 ケージ、飼育面積の 42％が使用され
ている。なお、微生物モニタリングは毎月実施しているが、検査個体のすべてが陰性であり、ＳＰＦグレードの
飼育環境が維持されている。

2)生殖工学技術を用いた動物実験システムの運用
ＳＰＦ動物飼育施設整備後の 8 ヶ月間で 6 研究室よりマウス 98 系統について、微生物クリーニングや系統保存、
直接実験に用いる各種材料の供給などの依頼があったので、すべての依頼者に内容の詳細を直接インタビューし
た。適切な対処方法や供給方法を検討(図 3)したのち、総実験回数 193 回の生殖工学技術を用いた実験(図 4)を実
施(表 1)した。採卵は主に体外受精を用いて総数 21,153 個の受精卵を得た。これら受精卵より胚移植で 3，547 匹
の個体と胎児採取用の妊娠レシピエントマウス 89 匹を作出した。凍結保存した受精卵は総数 18，120 個であった
(表 2)。これらの凍結保存目的は、比較的短期間後に融解して実験に使用されるものと、系統保存のためのものに
分類されるが、すべての系統(4 系統は実施中)において目標を達成することができた。
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表 1 .目的別の実験回数
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表 2 .目的別の実験回数

ア)マウスの微生物クリーニング(ＳＰＦ化)と系統保存
基生研では、従来のマウス施設はコンベンショナルグレードだったので、所内のマウス個体をＳＰＦ動物施
設に導入する場合は全て生殖工学技術を用いてマウスの微生物クリーニングを行った。同時に胚を採取するす
べての系統についてはその一部を凍結して系統保存を行った。また、外部機関から簡易ガラス化法もしくは緩
慢凍結法で凍結保存された胚が 12 系統導入されたので、速やかに融解移植し、すべての系統で繁殖に十分な
数のマウス個体を得ることができた。

イ)効率的な実験材料の供給
ＤＮＡ注入のために用いる受精卵を供給するために、3 系統の凍結した前核期受精卵を総数 2,811 個作成し
た。これらは 1 チューブあたり 50 個ずつに分けて凍結保存しており、依頼のたびに必要数分凍結状態で供給
した。週齢や飼育環境が均一なミュータントマウスの生産は 26 系統について行い、総数 1,973 匹のマウス個
体を供給した。胎仔をサンプリングするために胚移植した妊娠レシピエントマウスは 6 系統 89 匹を、実験予
定日にあわせて体外受精・胚移植、もしくは凍結融解した胚を移植して供給した。実験材料として供給する個
体と妊娠レシピエントメスマウスの作成は、採卵に幼若メスマウスを用いる場合もあった。

ウ)幼若メスマウスを用いたマウスの計画生産
5 系統のミュータントマウスについて、実施した。体外受精率は、すべての系統で 90％以上と高く安定した
割合となったが、メスマウス 1 匹あたりの受精卵数は、毎回の排卵数にばらつきがあり 8 個〜36 個までの幅が
でた。個体を生産するため、これら受精卵の一部を胚移植して 828 匹の産仔を得た。実験用の胎仔を得るため
に胚移植して供給した妊娠レシピエントマウスは、4 系統 36 匹となった。

エ)生殖工学技術の研修
研修は、5 研究室の 9 名を対象とした。本プロジェクト研究班で作成したマニュアルビデオと各種培地のキ
ットを用いたため、研修は短期間(約 1 週間)で行うことができた。体外受精については、1〜2 回程度の練習で、
C57BL/6 系統を用いても受精率 80％以上の成績を得ることができた。凍結保存も 1〜3 回の練習で生存率平均
90％以上の成績を得ることができたが、融解時の回収操作で胚を失うことがあった。卵管内移植は技術の取得
に個人差があり、早い者では 5 回前後、遅い者では 10 回以上の練習が必要であった。
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3)生殖工学技術を用いて得られた 5 年間の成果
本研究プロジェクト開始年度から最終年度までの 5 年間に、勝木研究室で自ら作成したトランスジェニックマ
ウスやノックアウトマウス等を中心として 261,273 個の胚を簡易ガラス化法で凍結(図 5)した。作業は生殖工学技
術を修得している技術者 1 名とこれを 1 名が補佐する体制(常時 2 名)で実施した。なお、研究期間を通した実質
的な担当者 1 名が、約 2.9 年間(35 ヶ月間)で凍結保存した胚の個数は 153,804 個であり、この結果より 1 名で年
間 5 万個以上の胚を凍結保存できることが分かる。また、前年度までの結果(図 6)では、1 名が短期間(約 10 ヶ月)
で生殖工学技術を用いることにより、327 系統のマウスより 80,790 個の受精卵を得て、270 系統 66,625 個の胚を
凍結保存した。また、胚移植によって 144 系統、5,863 匹のマウス個体の生産を行うことができた。
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考

察
胚バンクの規模が大きくなれば、導入・供給するマウス個体の飼育施設、飼育管理を行う人員の技術レベルと

人数の検討を行わなければならない。今回、基生研で行った 8 ヶ月間で 98 系統の受け入れ実績をみると、年間 150
系統程度のマウスの導入・系統保存・個体の供給は、2 部屋の飼育室と胚操作室・1〜2 名の生殖工学技術を習得
した者と、飼育管理従事者 1 名で十分に稼働が可能なことが分かる。さらにこの規模で、1 部屋の検疫室と検疫室
の飼育管理従事者 1 名が付加されれば、微生物統御がさらに容易になることが想定される。
導入されるすべてのミュータント系統において、依頼者に系統の特性と現在までの飼育環境および実験材料と
しての供給の有無をインタビューした。その結果、交配しても妊娠しない、出産しても喰殺してしまい繁殖が困
難などの原因で実験計画に支障をきたすケース(図 3)が聞かれた。また、飼育スペースに限りがあるため、各利用
者が大規模な自然交配コロニーを構築すると、実験群を飼育するスペースが足らなくなってしまうことも明らか
になった。これらの問題を解決するために、生殖工学技術を応用して各利用者の実験にみあった材料の供給を行
った。供給の結果、各利用者の実験が短期間に行われたことや、飼育環境や日齢の揃った個体が必要数提供され、
再現性のある実験が行えたことなどの優れた点が生じた。また、現在 78 系統を施設内で繁殖・実験しているにも
かかわらず飼育スペースは全体の 42％にとどめることができた。反面、生殖工学の技術者と飼育管理従事者の作
業量が増えた。そのため、実験材料の提供を大規模におこなう場合には、飼育施設・技術者の増加が必要になる
ことが考えられる。
前年度までに、多数の系統保存と繁殖用マウスの供給を行うための基礎データがまとめられ、実現可能なこと
は証明されている。しかしながら“ワーキング”バンクを目指すには、依頼者の実験に即したミュータントマウ
スの供給まで可能なシステムの運営が必要になると考えられた。本年度の実施結果により、実験材料の供給まで
可能なシステム構築から運営に関する基礎データが収集され、ワーキングバンクは実現可能なことが示された。
今後大規模にワーキングバンクの運営を行うためには、作業の簡便化と合理化を行わなければならない。その
ため、体外受精率が極めて低い凍結保存 C57BL/6 系統マウスの精子の受精率向上の検討、本研究で開発されたホ
ームページを含む情報管理システムの検討が今後の課題である。
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2．配偶子形成の新規な遺伝子操作技術に関する研究

2．1．精子形成の遺伝子操作に関する研究

(株)三菱化学生命科学研究所生命科学研究部
野瀬

要

俊明

約
生殖細胞の発生過程を介した遺伝子改変技術と遺伝子機能解析のための新規技術を開発することを目的として、

未分化胚性幹(ES)細胞から精子形成担当細胞を分化誘導するシステムを開発した。これは既存の胚性幹細胞への
遺伝子改変技術および本研究で開発した精子形成細胞への直接的遺伝子導入系と組み合わせることによって、現
行の遺伝子機能解析技術の効率化を可能にし、さらには生殖細胞の人為操作による新たな生殖工学技術の開発基
盤を提供するものである。

研究目的
ゲノム機能解析に必須の役割を果たす遺伝子改変動物の作出や保存技術は、受精卵を含む生殖系列細胞が遺伝
子改変の対象材料とされる。取り分け、雄性配偶子である精子の形成は精原細胞の増殖と周期的分化によって維
持される自己再生系としての特質を持つことから、外来遺伝子を持つ配偶子を形成するうえで、卵子形成に比べ
て数的および期間的制限を受けないという優れた利点を持つ。しかしながら、殆どの動物でこれまで精子形成細
胞が遺伝子改変個体作成の担体として利用されることはなかった。その主な理由は精子形成細胞への有効な遺伝
子導入系がなかったこと或いは精子形成細胞の正常性を保つ培養分化系がなかったことに由来する。よって、こ
の両者もしくはどちらか一方の問題を克服することができれば、受精卵を用いる既存技術に代わる新たな遺伝子
改変技術開発につながることが予測できる。
本研究はこのような雄性生殖細胞の発生分化系に人為的操作を加えることによって、より効率的で汎用性を持
つ新たな生殖工学技術の開発を行うことを目的とした。具体的に第Ⅱ期においては、第Ⅰ期の研究成果である ES
細胞からの in vitro 培養における生殖細胞分化系を中心にして精子形成への新たな遺伝子操作技術基盤の開発を
進めた。これは第Ⅰ期でも試みた精巣組織に存在する精子形成細胞の培養系の困難さを克服する手段として、培
養および遺伝子改変操作が容易な未分化胚性細胞から精子形成担当細胞を作製することを目標とし、得られる細
胞をもとに生体移植法によって遺伝子改変精子の作製を図るものである。

研究方法
1)in vitro 培養系において胚性幹(ES)細胞から生殖細胞の分化を知るため、生殖細胞特異的発現性を持つマウス
Vasa 遺伝子に可視化指標(GFP および lacZ)遺伝子を相同組換え法で導入した ES 細胞株を樹立した。この ES 細胞
は LIF 存在下の未分化培養では Vasa 発現、即ち可視化指標の発現はない。生殖細胞を誘導するには、LIF を除去
した培地(10%FCS, GMEM)に ES 細胞を移し、浮遊培養用プレートで培養する方法をとる。これによって ES 細胞は
数千個の細胞からなる凝集塊を形成し、約 3 日目から胚葉体と呼ばれる内腔を持つ球状体となる。生殖細胞誘導
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の促進作用を持つ BMP 発現細胞は、生殖隆起間質細胞から樹立された M15 細胞をもとに作成した。この細胞に対
して CMV-BMP4-iresNeo(Puro), CMV-BMP8b-iresNeo(Puro), CMV-BMP4-iresBMP8b-iresPuro の遺伝子 DNA を導入し、
各々の薬剤耐性で選別クローン化した細胞株を用いた。通常、これらの細胞は ES 細胞と等量混合して上記の培養
条件で混合凝集塊を形成させ、培養 1 日後に生殖細胞分化効率の検討を行った。
分化誘導系から得られた生殖細胞の定量及び移植に用いる生殖細胞の純化はセルソーターを用いて行なう。凝
集塊をコラゲナーゼ酵素処理によって分散した数百万個の細胞を一回のセルソーター処理に用い、生殖細胞分化
を示す GFP 蛍光陽性の細胞もしくは lacZ 生体蛍光染色による陽性細胞を選別する。移植に用いる場合は、1 回目
の選別分画(全体の 1-3％)をさらにセルソーターに掛けた精製分画(純度 95％以上)を用い、一度の移植操作に少
なくとも十万個の生殖細胞を準備する。ES 細胞由来生殖細胞は 12.5-13.5 日の雄胎児生殖腺(約 30-40 個)を摘出・
分散した細胞と混合し、さらに 1 日間培養によって 1 つの凝集塊を成したものをヌードマウスの精巣被膜下に移
植した。移植後、約 6 週目に移植片は精細管構造を再構築し、その組織化学的解析及び摘出精子の分子遺伝学的
解析を行った。

2)精子形成細胞への直接的遺伝子導入に用いた in vivo エレクトロポレーションは、基本的に第Ⅰ期成果報告に
記載した方法に準じた。精細管へのプラスミド DNA の顕微注入の後、電気パルス(CUY20)を与えることによって精
子形成細胞への遺伝子導入が生じることは、指標遺伝子(GFP)の発現によって検出される。殆どの精子形成細胞が
減数分裂中期の段階にある生後 2 週目の精巣に遺伝子導入した場合、その 2 週後の生後 4 週目には部分的ながら
遺伝子導入を受けた精子の成熟が見られる。

3)先期開発した Zfp-lacZ 位置効果ベクターを用いて外来遺伝子 Cre を任意の発現特異性を持って発現する Zfc ト
ランスジェニックマウスは試験的に十数系統を樹立し、胚および精子凍結法によって保存した。これらは lacZ 染
色によってモニターされる発現性において各々異なる特異性を示し、同様の特異性を持って Cre 遺伝子の発現が
期待されるものである。このうちの 1 種の Zfc02 は行動異常が見られ、挿入部位遺伝子に変異が生じるトラップ事象
が起こったと考えられた。本作成法の有意性を検討するため、挿入部位遺伝子と行動異常表現型の解析を進めた。

研究成果
1)全能性幹(ES)細胞から精子形成生殖細胞への分化誘導システム
生殖細胞の分化指標となるマウス Vasa ホモログ遺伝子の発現を可視化指標とすることから、全能性幹細胞であ
る ES 細胞から生殖細胞指向の分化誘導の開発が可能となった。例えば、GFP をノックインした ES 細胞を胚葉体培
養することによって、一部の胚葉体に GFP 陽性となった vasa 発現生殖細胞の出現が検出される(図 1)。この培養
分化系を用いた解析からこれまでに、生殖細胞の分化には細胞凝集塊の形成が不可欠であること、胚体外外胚葉
細胞や BMP-4 発現細胞の共培養によって生殖細胞の分化頻度が顕著に増加・促進すること、GFP/lacZ 発現を基に
したセルソーター選別によって分化誘導された生殖細胞の精製が可能であることなどを明らかにしてきた。今期
は、以下に示すような生殖細胞分化をさらに高効率に進めるための培養条件の検索と分化誘導した生殖細胞の発
生能の検討を行った。
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図 1：ES 細胞の分化誘導によって生じた生殖細胞の検出
vasa-GFP knock in ES 細胞を浮遊培養した 5 日目の胚葉体には、GFP 陽性、即ち vasa 発
現性の生殖細胞が出現していることが観察される。右は蛍光顕微鏡像、左は同一視野の明
視野に蛍光像を二重露光した像であり、GFP 陽性細胞が胚葉体内に点在することが判る。

BMP4 は生殖細胞の起源となるエピブラストに隣接する胚体外外胚葉(将来の胎盤)から生産され、その遺伝的欠
損は生殖細胞の消失を引き起こすことが判っている。同族因子である BMP8b もまた同様の解析結果が得られてい
る。そこで、この BMP8b についてもその産生細胞を ES 細胞と共存させる条件で in vitro 分化系での効果を検定
した。しかし、その効果は皆無ではないものの BMP4 細胞の場合に比べると遥かに低いものであり、BMP4 細胞と
BMP8b 細胞をともに共培養した場合にも両者の相乗効果は検出されなかった(図 2)。次に BMP4 と BMP8b を同時に
産生する BMP4/BMP8b 細胞を作製し、生殖細胞分化への効果を比較した。その結果、BMP4/BMP8b 細胞は BMP4 細胞
よりも約 2 倍ほど高い促進能を持つことが判明した(図 3)。これは BMP4 と BMP8b 因子がヘテロ 2 量体を形成する
ことによってより効果的な誘導刺激を与えることを示唆している。
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図 2：混合凝集塊培養による分化誘導効果
vasa-GFP knock in ES 細胞を胚体外外胚葉細胞(7.5 日目胚由来：a, e)、BMP4 発現細胞(b, f)及び BMP8ｂ発現
細胞(c, g)と混合培養した 1 日後の GFP 陽性 vasa 発現性生殖細胞の出現を示す。d, h は ES 細胞単独の 1 日後
の像であり、この場合、GFP 陽性細胞はない。a - d は蛍光像、e - h はそれぞれの明視野像。下図は ES 細胞
単独の胚葉体(5 日目)；i 、BMP4 発現細胞との混合培養(1 日目); j 、BMP8ｂ発現細胞との混合培養(1 日目);
k をフローサイトメター解析をした結果を示し、それぞれ枠で囲った GFP 陽性の分画の比率(％)を求めた。
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図 3：BMP4 と BMP8ｂ因子を共発現した場合の相乗効果
上図に示す BMP4 発現ベクター、
BMP8ｂ発現ベクターおよび BMP4 と BMP8ｂを同時に発現するベクターを作成し、
これらを形質導入した細胞(M15)を樹立した。下のグラフは BMP4 発現細胞との 1 日間共培養によって生じた生殖
細胞と BMP4 と BMP8ｂを同時に発現する細胞との 1 日間共培養によって生じた生殖細胞の比率を示す。数値は 4
回の実験結果の平均値を示した。

一方、BMP4 は組換え体蛋白質として添加(〜100ng/ml)しても ES 細胞の生殖細胞分化に対して効果を示すことは
なく、BMP4 産生細胞として提供することが必要であった。したがって、BMP4 供与量の変動による効果を知るため
には、細胞当たりの生産量を変化させるか、もしくは ES 細胞に混合する BMP 生産細胞の比率を変化させることが
考えられた。前者については BMP4 発現プロモーターを CMV よりも強力な CAG プロモーターを用いた BMP4 発現細
胞を作成して、その効果を見たが顕著な変化は検出されなかった。
混合 BMP 生産細胞の比率を変化させた場合の結果を図 4 に示す。培養中の全細胞密度を一定にした場合、及び
BMP4 発現細胞密度のみを一定にした場合のどちらにおいても、全細胞中の生殖細胞分化頻度に顕著な変動はない。
しかし、これを ES 細胞のみの割合に換算した場合、BMP 発現細胞の相対比率の増加は ES 細胞中の生殖細胞分化頻
度を大きく増加させていることになる。例えば 1：16 の割合では ES 細胞のうち少なくとも 50％以上を生殖細胞に
分化させたことを示している。このことから、BMP 生産細胞に適切な分別指標を持たせた上で大過剰の混合培養を
行い、誘導後に BMP 生産細胞を除去することによって、ES 細胞の過半数が生殖細胞へ誘導された分画を得る可能
性が示される。
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図 4：混合比率の変化による分化誘導への効果
ES 細胞対 BMP4 発現細胞の混合比率を 1：8 から 8：1(上図)及び 16：1 から 1：16(下図)に変化した場合、
培養 1 日後に出現する生殖細胞の割合をグラフで示す。上図は全体の細胞密度を一定にした場合、下図は
BMP4 発現細胞の密度を一定にした場合の結果を示す。さらに左図はそれぞれの実験結果をもとに ES 細胞
の中における生殖細胞の出現頻度を算定した結果を示す。

ES 由来生殖細胞は内在性 Vasa 蛋白質のほか幾つかの胎児生殖腺生殖細胞の分化形質の発現を示した。しかし、
この細胞が発生能においても正常な生殖細胞となっているか否かは、生体内への移植による検討が必要である。
このため、セルソーターで選別精製した ES 由来生殖細胞(ここでは Vasa-lacZ ノックイン ES 細胞を用いている)
を胎児生殖腺細胞と混合して一つの凝集塊とした上で成体精巣に移植した。胎児生殖腺細胞は精巣内移植によっ
て精細管の再構築を行うことが知られ、その再構築精細管における ES 由来生殖細胞の挙動を知ることができる。
その結果、再構築した精細管は Vasa 発現 lacZ 陽性の ES 由来細胞で満たされていることが観察された(図 5)。さ
らにその組織切片像から、ES 由来細胞が精細管内の生殖細胞層に分布し、その内腔には成熟精子が存在した。対
照実験として、ES 由来細胞を混合しない場合には精細管構造は構築されるものの、その内部に精子形成を観察す
ることは殆どない。また、未分化の ES 細胞を移植に用いた場合には移植片は ES 細胞由来の腫瘍を形成し、ここ
に Vasa-lacZ の発現は見られない(図 5)。したがって、これらの結果は ES 由来生殖細胞が精子形成能を持つこと
を示唆するものとなった(平成 12 年度特許出願)。このことは、再構築精細管の最内層に位置する ES 由来細胞が
減数分裂を経た半数体細胞の分化形質を発現していること、さらにこの精細管から採取した精子の DNA 試料には
ES 細胞由来の指標遺伝子(lacZ、Neo)が存在することからも証明することができた(図 6)。
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図 5：ES 細胞由来生殖細胞を用いた成体精巣への移植実験
ES 細胞由来生殖細胞を用いた移植片は、成体精巣内で独自の精細管を形成し、X-gal 染色法によって青く呈色
する。これは移植精細管内に vasa 陽性を維持した ES 細胞由来細胞が生着していることを示す。その組織切片(中
央)は青く染色される ES 細胞由来細胞が精細管内の精子形成過程の生殖細胞層に位置することを示し、その内
部には成熟した精子が観察された(左図)。下の 2 つの写真は胎児生殖腺細胞のみで移植を行った場合、及び未
分化 ES 細胞を用いて移植を行った場合の 2 ヶ月後の組織像を示す。前者には精子形成像は見られず、後者の場
合は ES 細胞に起源する奇形腫が観察され、これらの細胞には vasa 発現を示す X-gal 染色は見られない。
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図 6：移植片に見られる精子形成の検定
A) 野生型精細管(上)および移植片に構成された精細管(下)の組織切片に対して核染色、β-gal 抗体および
HSC70t 抗体染色を行った。β-gal 抗体染色は ES 細胞に組み込んだ lacZ 発現を認識することから ES 細胞の存在
様式を示す。但し、間質域に見られる陽性細胞は野生型精巣にも見られ、用いた抗体の交差反応によるものと考
えられる。HSC70t 抗体は後期精子細胞を特異的に識別する。移植精細管の 2 重露光像においてβ-gal 抗体と
HSC70t 抗体染色が重複することは、ES 細胞由来生殖細胞が減数分裂を越えて精子成熟過程まで達する能力がある
ことを示している。
B) 移植片精細管より摘出した成熟精子からゲノム DNA を抽出し、ES 細胞に導入した lacZ と Neo 遺伝子が含ま
れることを PCR 反応で検出した。対照として、起源となった ES 細胞 DNA および野生型精細管から抽出した精子
DNA についても同一条件で PCR 反応を行った(左)。ES 細胞と移植片由来精子に検出されたバンドは lacZ と Neo
遺伝子によって交雑反応を示す(右)ことから、これらの産物は各々の遺伝子の存在を示す特異的な反応産物であ
ることが判り、移植片由来の精子には少なくとも ES 由来の精子が含まれることを示す。
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2)精子形成細胞への遺伝子導入操作
先期までの本研究において、マウス精巣精細管内へ DNA を顕微注入した後に in

vivo electroporation を施す

ことによって精子形成細胞へ高効率の遺伝子導入が起こることを明らかにした。また、その導入効率の至適化を
求める過程で生後 12-18 日目の幼若期精巣を対象とすることによって効率的導入が起こることを見出している。
今期は本法によって生じる遺伝子導入精子を用いて ICSI 授精法を介したトランスジェニック(tg)マウス作成を試
みた。しかし、極く微量に得られる遺伝子導入精子を ICSI 法に適用するには、その純度を高めることが実用上の
障害として浮上した。その問題点は、他の研究グループ(京大、中辻教授)がミトコンドリア局在性の GFP 発現遺
伝子を導入することによって組換え体精子を可視化できることを利用して克服し、ICSI 操作によって組換え体精
子由来の産仔が得られることを報告した。本研究で開発した遺伝子導入手法が、新たなトランスジェニック技術
として有効であることが実証されたことは喜ばしい。
一方、本法には精子形成過程の遺伝子機能解析の手段となる可能性がある。生殖細胞特異的発現性を持つ vasa
遺伝子のプロモーター領域を用いた vasa-GFP-ires Cre

tg マウスは減数分裂期生殖細胞特異的に Cre 蛋白質を

生産する。この精巣に対して floxed-lacZ 遺伝子を electroporation 法で導入した場合、生殖細胞特異的な lacZ
遺伝子の発現が検出された(図 7)。これは Cre-loxP 組み換えを利用した条件付け遺伝子発現の一つであるが、lacZ
の代わりに複数の標的遺伝子を組み込むことによって、簡便に精子形成過程における複数の遺伝子機能検定を行
う可能性が示された。

図 7：vasa-GFP-Cre マウス精巣への in vivo electropolation 遺伝子導入
マウス vasa 遺伝子の上流 5.0kb プロモーター域を GFP-iresCre に連結した融合遺伝子を用いて作成したトラ
ンスジェニックマウスは、精巣生殖細胞の減数分裂期特異的な GFP-iresCre 遺伝子発現を示す。このトラン
スジェニック精巣に対して in vivo electropolation による CMV-floxed-lacZ (Cre が作用することによって
flox 配列がはずれて lacZ 遺伝子の発現が誘導される)遺伝子導入を施したところ、一部精細管の生殖細胞に
lacZ 遺伝子の発現が検出された(右図)。
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3)Cre 発現マウス系統のライブラリー作成
発生段階特異的あるいは細胞種特異的な遺伝子ノックアウトを行うためには、様々な発現特異性の制御下に CRE
組換え酵素を発現するマウス系統が必要とされる。そのため、本研究で見出した Zfp-lacZ 遺伝子ベクターの位置
効果発現を利用した多種多様な Cre 発現 Tg マウス系統を作成した。そのうちの 1 系統 Zfc02 は自家交配の産仔の
なかにサークル運動を行う行動変異と体格の萎縮という顕著な変異を示した。Zfc02 における lacZ および Cre の
発現は胎児期の中枢神経系および肢芽後端部に限定され、成体では脳神経系に局在することが判明しており(図 8)、
この発現性を持つ挿入部位遺伝子に変異が生じたことが示唆される。サークル運動の原因となる可能性が考えら
れる聴覚を検定した結果、Zfc02 変異マウスは極度の難聴障害を持つこと、また、その組織検査において内耳のコ
ルチー器に形態異常が検出された(図 8)。挿入部位を特定するため、Zfc02 ゲノムライブラリーから挿入部位近傍
の DNA クローンを単離して構造解析を進めているが、この領域に既知の遺伝子配列は検出されていない。このこ
とから、位置効果 Cre 発現ベクターを用いた遺伝子トラップ法は tg マウス作出による Cre 発現マウスのカタログ
化をもたらす一方、機能未同定の組織特異的遺伝子の探索手段としても有効であることが示された。

図 8：Zfc02 に見られる挿入突然変異の解析
位置効果ベクター、Zfp-lacZ-Cre(Zfc)遺伝子を導入したトランスジェニックマウスの 1 系統である Zfc02 は、そ
の自家交配による産仔に激しいサークル運動を起こす個体が見られた。この変異個体は顔面が扁平であり、生後
直後から成熟後に至るまで体格が小さいという変異が伴っている。内耳の組織解析から、この変異にはコルチー
器の形態異常があり、また極めて重度の聴覚障害が検出されたことから、これがサークル運動の原因と判断され
る。挿入変異を受けた責任遺伝子を探索するため、Zfc02 変異個体からコスミドライブラリーを作成し、挿入部
近傍の DNA クローンを単離した(サザンブロット像において野生型とは異なるバンドが検出される)。この領域に
はノーザンブロット解析で特異的産物の存在が見られることから、特定の転写単位が含まれることが判る。しか
しながら、その配列には既知の遺伝子配列は認められず、未だ同定されていない遺伝子であると考えられる。
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考

察
本研究が開発した ES 細胞から生殖細胞を分化誘導する培養系は、独自の生殖細胞分化指標を可視化することを

基盤としたものであり、in vitro 系での生殖細胞分化の検出および ES 由来生殖細胞からの成熟精子の作出は国際
的にも初めての成功例となった。この系の特質を遺伝子機能解析に活かす上では、幾つかのポイントが想定でき
る。先ず、既存技術となっている ES 細胞を用いた遺伝子改変操作においては、従来 ES 細胞からキメラ個体を作
成し、その雄個体の精子形成を経て ES 細胞染色体が次世代に伝達されるステップが大きな律速段階となっていた。
例えば ES 細胞の生殖細胞への貢献度が低い場合、ES 由来の産仔を取ることは極めて困難とされてきた。しかし、
in vitro 生殖細胞分化系を用いることによって、極めて僅かの頻度であっても生殖細胞を分取することが可能と
なる。また、生殖細胞系譜の発生分化に関わる遺伝子は胚性致死や不妊を引き起こす可能性が高く、突然変異個
体を用いる解析は困難とされてきたが、in vitro 分化系は生体に代替する遺伝子機能解析の場を提供すると考え
られる。しかしながら一方では、現時点のシステムには未だ克服・改良すべき点も残されている。最も重要な課
題の一つは、ES 由来精子の産仔形成能を検証することである。これについては ES 由来精子を用いた ICSI による
授精・産仔形成の確認を継続遂行している。第 2 は現行の方法ではノックイン ES 細胞の利用に依存している点で
ある。如何なる ES 細胞或いは動物種を越えて普遍的な技法にするには野生型の ES 細胞から生殖細胞分画を精製
する技術の開発が望まれる。この点においては、i) ノックインではなくモニター遺伝子(例えば vasa-GFP)の一過
的導入による選別、ii) 現在の可視化指標 ES 細胞をモデル系として複数の表面抗原による選別から生殖細胞の分
画を特定すること、もしくは iii) 限りなく 100％に近い高効率の分化誘導条件を求めるという 3 つの方向性があ
り、このうち(i)が最も実現可能性が高いものと考えられる。第 3 の課題は、精子形成だけでなく ES 由来の卵形
成のシステムを開発することが上げられる。これは現行の XY 型 ES 細胞に代わって XX 型 ES 細胞を用いることに
よって、基本的には同様の手技を用いることから比較的容易に達成することが可能と思われる。卵形成の場合、
ES 由来細胞は卵巣内に移植されることになるが、既に卵巣移植は確立された技術となっている。また、精巣とは
異なり卵巣には隔壁を持つ構造がなく、移植片由来の成熟卵子の排卵が起こることから、自然交配による ES 由来
産仔の作成も可能という利点がある。
一方、この in vitro 生殖細胞分化誘導系を発生学的研究対象とした場合、そこには極めて根本的な事象への
アプローチの方策が見えてくる。個体発生上、生殖細胞の分化は単に一つの細胞系譜の分化を意味するのではな
く、全能性幹細胞がその全能性を次世代まで引き継ぐ系譜(生殖細胞)と全能性を失って機能分化する系譜(体細
胞)の 2 つに分岐することを意味している。したがって、in vitro 分化系を用いて生殖細胞の選別・決定の分子
基盤を解明することは、全能性の維持に関わる制御機構を知ることにつながり、その延長上には全能性の人為的
操作、例えば体細胞から全能性幹細胞を作成する技術の開発につながる可能性を持つものである。これは近未来
の再生医療を考えた場合、個人の細胞からその個人が必要とする組織細胞を再生する上で最も有効な手段となる
ことが期待される。

引用文献
なし

成果の発表
1)原著論文による発表
Y. Toyooka, N. Tsunekawa, Y. Takahashi, Y. Matsui, M. Satoh and T. Noce.：Expression and intracellular
localization of mouse Vasa-homolog protein during germ cell development. Mechanism of Development,
93, 139-149, 2000.

48

ゲノム機能解析に資する遺伝子操作マウスの胚・配偶子バンク確立のための基盤的研究開発

2)原著論文以外による発表(レビュー等)
ア)国内誌(国内英文誌を含む)
T. Noce, S. Okamoto, and N. Tsunekawa.：Vasa homolog genes in mammalian germ cell development. Cell
Struc. & Func. 26, 131-136, 2001.

4)特許出願等
出願年月日：平成 12 年 8 月 30 日
出 願 名 称：「生殖細胞の取得法」
出願者氏名：野瀬俊明
特許等番号：2000− 260449

49

ゲノム機能解析に資する遺伝子操作マウスの胚・配偶子バンク確立のための基盤的研究開発

2. 配偶子形成の新規な遺伝子操作技術に関する研究

2.2. 配偶子操作による遺伝子改変技術

(株)三菱化学生命科学研究所生殖工学開発室
東

貞宏

要

約
顕微授精技術を応用してミュータントマウス作成の効率化を図るため、配偶子の凍結保存条件を検討した。卵

子の超急速凍結において保存液からアセトアミドの除去が可能であり、また超急速凍結において保存液のガラス
化が必須の条件ではないことを明らかにした。さらに凍結配偶子間で卵細胞質内精子注入(ICSI)が可能であり、
ICSI の効率化を図ることができた。凍結配偶子を使うことで任意の時間に実験が可能となる等、ICSI の効率化を
図ることができた。
ミュータントマウスの作成においては EGFP 遺伝子を用い、遺伝子を希釈した溶液中に凍結融解精子を縣濁し、
ICSI 操作によって凍結融解未受精卵へ導入した。同時に対照区として前核への遺伝子の注入も行った。結果、ICSI
では約 20%の産仔に遺伝子の組み込みが観察され、対照区においても約 20%と遺伝子の導入効率は変わらなかった。
しかし、対照区において導入遺伝子の発現が観られた個体は存在しないのに対し、ICSI により得られた個体全て
において遺伝子発現が観察された。また、ICSI で遺伝子導入の観られた遺伝子添加濃度は通常前核期に導入する
遺伝子濃度の約 1/5 から 1/10 であった。この結果、凍結融解配偶子を用いた ICSI においてミュータントマウス
が作成できること、しかも前核注入による遺伝子の濃度に比べ明らかに低い遺伝子濃度でミュータントマウスが
作成できることが明らかとなった。

研究目的
人為的に作成されるミュータントマウスは、概ね二つの方法により作成されている。一つは受精直後の 1 細胞
期受精卵の前核に直接、外来遺伝子を導入して外来遺伝子を持ったミュータントマウスを得る方法であり、二つ
目の方法は胚性幹(ES)細胞を介したミュータントマウスの作成である。現在、この二つの方法により、ほとんど
全ての人為的ミュータントマウスが作成されている。しかしこれら二つの方法だけで、ヒトゲノム中のそれぞれ
の遺伝子、あるいは遺伝子間相互作用を解析するミュータントマウスを作成する技術としては十分とは言えず、
より画期的な新技術の開発が望まれている。本研究では新たなミュータントマウスの作成法として顕微授精、特
に卵細胞質内精子注入(Intracytoplasmic sperm injection , ICSI)を応用した遺伝子導入法の開発改良を行った。
また、より効率的に ICSI を行うために、凍結配偶子が ICSI の材料として有効であることを検討し、凍結配偶子
を材料とした ICSI によるミュータントマウスの作成法の開発に関する研究を目的とした。

研究方法
1)卵子の凍結
未受精卵を使って ICSI を行うに当たっては、卵細胞質に口径の大きな(約 7μm)ピペットを挿入して高濃度のポ
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リビニールピロリドン(PVP)溶液に浮遊させた精子を導入するなど、卵子に対する外科的および物理的なストレス
を与える手技が多く含まれる。さらに受精卵の凍結には凍結保存培地として DAP213 が使われており、凍結保存培
地の成分から極力ストレスになる物質を排除する事が望まれた。そこで凍結保存培地中で最も毒性が大きいと考
えられるアセトアミド(ヒトに対して皮膚への発赤あるいは痛み、および発ガン性の可能性がある)を排除して凍
結が可能か否かについて、未受精卵から桑実期の卵子について検討した。

2)精子の凍結
精子の凍結は、体外受精に使用可能な運動性を有するかたち(細胞膜と核が損傷しない)で凍結融解が出来るラ
フィノース・スキムミルク(R18S3)キットによる凍結と、運動性は失われてしまうものの精子核に対する損傷を抑
制するために柳町らが開発した Nucleus isolation medium (NIM)および 0.9% NaCl 生理食塩水を使い、保存は-196
度の液体窒素液中に浸漬することで行った。融解後、ICSI およびその後の偽妊娠マウスへの移植により精子凍結
培地の優劣を判定した。

3)超音波による精子頭部と尾部の分離
マウスの場合は、精子頭部のみの ICSI で正常な受精が起こり産仔へも発生することが示されており、精子への
若干の損傷は避けられないが、ICSI の迅速化を図るため超音波による精子頭部と尾部の分離を試み、ICSI および
受精卵の移植により有効性を判定した。

4)凍結精子と凍結卵子による顕微授精
ICSI の効率化を図るため、術者の選択する任意の時間で実験を可能にすることができる凍結配偶子間の ICSI を
行い、未凍結配偶子を使用した場合の生存率、胚発生率および産仔への発生率と比較して、凍結配偶子が ICSI の
材料として使用可能か否かについて検討した。

5)精巣への遺伝子導入を行った精子細胞を用いた顕微授精
課題項目 2．1．のグループによってマウス幼若期精巣へ EGFP 遺伝子を電気的に導入した精巣より、未成熟精子
細胞あるいは成熟精子を分離し、ICSI を行った。その後一部の胚については蛍光顕微鏡で EGFP の発現を観察、そ
れ以外の胚については移植に供した。

6)凍結融解配偶子を用いた ICSI による遺伝子操作マウスの作成
凍結融解精子を 0.4、0.8、4、および 8ng/μl の濃度に調整した EGFP 遺伝子溶液に縣濁し、その後その精子を
ICSI 操作することにより遺伝子操作マウスの作成が可能であるか、また作成効率は従来の前核注入操作による遺
伝子操作マウスの作成法に比べ改善がみられるか否かについて検討した。

研究成果
1)卵子の凍結
アセトアミドを除いた凍結保存液(DP23)では液体窒素に浸漬してもガラス化現象は起きなかった。
図 1 に 0.25ml ストロー中に封入して液体窒素中に浸漬した状態で撮影した写真を示す。DAP213 を充填した写真上
から 2 本のストローは白濁がなくガラス化状態を示しているが、DP23 を充填した写真下のストローは白濁し氷晶
を形成している。しかし、DP23 を凍結保存溶液として使った実験結果(表 1-1)に示すごとく DAP213 を使った凍結
成績と有意差のない胚の回収率、形態的正常胚の率、および培養による胚盤胞への発生率を示した。さらに卵子
の各発生段階において DP23 により凍結を行った成績を表 1-3 に示すが、全ての卵子に発生段階による有意差はな
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く、100%の回収率と 86.7～97.6%の形態的正常胚が得られ、前核期から桑実期までの各発生段階の卵子において、
培養により胚盤胞に達した胚の割合は 87.4～93.8%と非常に高い発生率が得られた。凍結融解 2 細胞期卵の移植に
おいても DP23 により凍結された卵子の産仔への発生率は DAP213 により凍結された卵子の産仔への発生率と有意
さのない値を示した(表 1-4)。なおこれらの実験に用いた受精卵は体外受精由来卵子であり、一部の体外受精成績
を表 1-2 に示した。
表 1-1. 卵子凍結保存液の比較

表 1-2. 卵子凍結溶液の比較実験に供した卵子の体外受精成績

表 1-3. 凍結保存液 DP23 を用いた各発生ステージ卵子の凍結融解成績.
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表 1-4. 凍結保存液 DP23 を用いて凍結した 2 細胞期卵の融解後の移植成績

2)精子の凍結
R18S3 保存液で凍結した精子の 10%前後が運動性を有していたが、NIM と 0.9%生理食塩水で凍結した精子には運
動性を有するものは観察されなかった。また、NIM により凍結された精子においては頭部と尾部が分離されたもの
が約 6 割前後回収され、ICSI 操作が容易であった。それぞれによる ICSI では生存率、前核形成率および 2 細胞期
への発生率において有意差のない結果が観察された (表 2-1)。しかし、移植実験において R18S3 で凍結した精子
を用いたものでは 30%の着床率を示したが、他の 2 種類の溶液で保存した精子を用いた実験では 0 と 7%とほとん
ど着床が観察されず、産仔への発生も認められなかった (表 2-2)。
表 2-1. 3 種類の溶液で凍結保存した精子による ICSI 後の受精成績
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表 2-2. 各溶液で保存した精子由来 2 細胞期卵の移植成績

3)超音波による精子頭部と尾部の分離
凍結精子を融解後に頭部と尾部を分離して ICSI 実験に供した結果を表 3-1 に示す。卵子の凍結、精子の凍結、
超音波処理に関係なく ICSI による生存率は約 75 ～84%と有意差のない安定した成績を示した。前核形成率も全ての
処理を行った実験において 82%とその他の実験が全て 90%を越えているため若干低く感じられるが有意差のない数値
であった。2 細胞期への発生率も全ての実験区で有意差は認められず 64～71%の安定した発生率を示した(表 3-1)。
それらの移植実験では着床率に差は認められなかったが、産仔への発生率において、超音波処理を施した実験では有
意に他の実験区に対して低い値を示し、着床後の発生停止が多く存在したことを示す結果であった(表 3-2)。
表 3-1. 凍結融解後超音波により尾部を分離した精子による ICSI の受精成績

表 3-2. 超音波処理精子に由来する 2 細胞期卵の移植
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4)凍結卵子と凍結精子による ICSI
未凍結の卵子と精子を使った実験と未凍結卵子と凍結精子を使った実験区には有意差が存在したが、その他の
実験区は前述の 2 実験区との間に有意差は存在せず、凍結卵子と凍結精子を用いても未凍結の卵子と精子を用い
ても実験結果には有意な差が生じず、十分 ICSI の実用に耐えうることが示された。また、前核形成率と 2 細胞期
への発生率においても有意差は認められず、これらの結果においても凍結卵子と凍結精子を用いる実験が他に比
べて低い傾向を示すことはなかった(表 4-1)。移植実験においては全ての実験区において着床率が 30%代で有意な
差はなく、また産仔への発生率においても有意な差は認められず、凍結卵子と凍結精子の使用が発生率の低下を
起こさせることはなかった(表 4-2)。作業効率の点ではむしろ非常に有効に機能していた。
表 4-1. 凍結卵子と凍結精子を用いた ICSI 後の受精成績

表 4-2. 凍結卵子と凍結精子を用いた ICSI 後の 2 細胞期卵子の移植成績

5)精巣へ遺伝子導入を図った精巣内精子細胞を使った ICSI
精巣への遺伝子導入実験では、まだ操作が不安定で精巣への遺伝子導入の成功率は 40％程度であった。また精
巣内精子細胞の回収では少数の精子細胞を検索しなければならず ICSI 操作に長時間を費やすこととなり、生存率
の低下を招いた。あらかじめ精子細胞を回収して凍結した場合には、ICSI 操作が迅速に進むため生存率が高くな
った(表 5-1)。しかし、それらの移植によって産仔を得ることはできなかった(表 5-2)。これらを解決するために
は、先ず、精巣内の精子の回収を迅速にできる手法の開発を計ることが重要であろう。
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表 5-1. 遺伝子導入精巣から採取した精子細胞による ICSI 後の受精成績

表 5-2. 遺伝子導入精巣由来の 2 細胞期胚の移植

6)ICSI 操作を応用した遺伝子改変マウスの作成
遺伝子を添加した溶液内に凍結精子を縣濁し、直ぐに ICSI 操作を行うことにより、遺伝子が吸着したと思われ
る精子頭部を卵細胞質内に導入した。DNA の濃度による生存率への影響は濃度が上昇するに従い若干低下する傾向
がみられたが、有意な差は認められなかった。前核形成率は全ての実験区において約 90% と差はなく、2 細胞期
への発生率においても生存率同様 DNA 濃度上昇に伴って発生率の低下傾向が認められた(表 6-1)。それらの移植に
おける産仔への発生率も、やはり濃度上昇に依存して低下する傾向がみられた。
外来遺伝子の導入が確認された DNA 濃度については、0.4 と 0.8ng/μl の実験区で導入効率はそれぞれ 17%と 20%
であった。対照区として従来行われている 5ng/μl の DNA を前核へ導入する方法では、約 20%の効率で遺伝子導入
個体が得られており、今回行った ICSI を応用した遺伝子導入個体の作成と同様の結果であった(表 6-2)。しかし、
導入遺伝子の発現を観察した場合、従来法で得られた遺伝子導入個体は全てに遺伝子発現が観察されることはな
かったが、ICSI に由来する個体の全てに全身での外来遺伝子の発現が認められた(表 6-3)。
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表 6-1. 凍結卵子と精子を用いた ICSI における DNA 添加の影響

表 6-2. 遺伝子導入動物の作成成績
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表 6-3. 遺伝子導入確認個体における遺伝子発現の有無

考

察
新たな遺伝子改変マウス作成法を開発し、またその方法をより効率的に実施できる条件を見出すことを目的に、

卵細胞質内精子注入法(ICSI)を効率的に、また時間的制約なく実施出来るよう凍結配偶子が実験材料として使用
可能であるかを検討した結果、有効に実験材料として機能することが証明された。また、卵子凍結保存溶液から
発ガン性が疑われるアセトアミドを除去した DP23 で、未受精卵子から桑実期胚にいたるまで凍結可能であること
を明らかにした。この DP23 保存液は直接液体窒素中に投入してもガラス化現象を起こさず、氷晶の形成が観察さ
れたが卵子の損傷はほとんどみられず DAP213 同様の高い生存率を示した。この結果は、従来、超急速凍結におい
て、氷の結晶が細胞障害を起こし、卵子を破壊してしまうためにガラス化状態にして氷晶形成を抑制することに
より、卵子を損傷から守ることができると考えられていた超急速凍結におけるガラス化法の概念を変えるもので
ある。寧ろ、従来行われてきた-30℃～-40℃で液体窒素中に浸漬して凍結した急速凍結法の概念である氷の結晶
が形成されても、極小さな結晶であれば細胞障害を引き起こさず、卵子の生存性に影響しないとの考えを当ては
めることが出来る。さらに、非常に速い速度で冷却することにより氷の結晶が運動と成長を抑制されるために、
細胞障害が引き起こされないことも卵子に対する傷害がなかった要因である。これらのことは超急速凍結技術に
おける新たな発見であり、超急速凍結にはガラス化が必要条件であるとされる今までの卵子凍結技術の考え方を
覆す結果である。
精子の凍結、特に ICSI に使用する凍結精子の条件は、運動性は持たなくても良いが精子の遺伝物質には傷害を
与えない、さらにより簡易に凍結保存ができ、ICSI 操作を容易に行える条件が望まれる。この条件を見出すべく、
体外受精に使用できる運動性を保持した精子が得られるラフィノースとスキムミルクを使った保存液 R18S3 と精
子の遺伝物質の損傷を防ぐために開発された Nucleus isolation medium (NIM)および対照として生理食塩水(9%

58

ゲノム機能解析に資する遺伝子操作マウスの胚・配偶子バンク確立のための基盤的研究開発

NaCl)を使用して液体窒素中に精子を保存し、ICSI 実験に供した。ICSI 操作による卵子の生存率、受精率および 2
細胞期への発生率には有意な差はみられなかったが、それらの移植実験における差は明らかで、R18S3 で凍結され
た精子を使った実験では約 30%の移植卵が着床したのに対し NIM が 7％、生理食塩水では着床も観察されなかった。
これは R18S3 以外の保存液では凍結融解後速やかに精子核の損傷を引き起こしてしまい受精刺激は与えることは
出来るが、卵子の発生において重要な精子由来の遺伝物質に傷害を与えてしまい、卵子の着床前までの発生が障
害を受けたことに起因していると思われる。これを回避するには融解後精子が損傷を受ける以前に卵子細胞質に
精子核を導入して損傷を防ぐことが最善であると考えられ、操作の習熟度が増せば解消できるものと思われる。
また、続いて行った凍結精子の超音波処理による頭部と尾部の分離では、精子の尾部を分離して、精子頭部のみ
を卵細胞質に導入できれば ICSI 操作を容易にし、また時間的な短縮が望めると考え超音波処理を行った。しかし、
2 細胞期までの発生率には差がみられなかったものの、移植後の成績では超音波処理を行った精子を用いた実験区
において精子の凍結の有無に関係なく産仔への発生率が低かった。これは凍結保存液の検討で述べたと同様に、
精子核に傷害を与えたしまったために産仔への発生率が低下したと思われる。精子の頭部と尾部を分離する方法
として超音波が適当か、あるいは頭部と尾部を分離でき、かつ精子核に対する傷害がきわめて少ない超音波処理
条件の検索を進めることも含めて今後の課題である。
ICSI を効率化し、時間的制約をなくすために凍結精子と凍結卵子を ICSI の実験材料として実験を行った場合、
2 細胞期への発生、それに続く移植による産仔への発生率は、未凍結精子あるいは卵子を使った実験結果と遜色の
ない発生率を示した。この結果から、凍結精子と凍結卵子を ICSI に使用することが可能であり、また効率的な実
験動物使用および時間的制約を無くすことが可能であることが解った。
精巣へ遺伝子導入を行った精巣精子細胞の ICSI では、精巣内の精子細胞の採取ができるものが少なく、また採
取に長時間を要したため、他の ICSI 実験における 2 細胞期への発生率に比べて低く、さらに移植により産卵子は
得られなかった。また、卵子の段階での外来遺伝子発現の観察においても、遺伝子発現は見受けられなかった。
精巣への外来遺伝子導入法の再検討、その後の成熟精子が得られる時期の検討および遺伝子については外来遺伝
子が導入された精子を判別できるようなマーカーなどを含めて再検討が必要である。
ICSI を応用した遺伝子改変マウスの作成実験では、凍結融解精子を遺伝子浮遊液に縣濁し、その後凍結融解卵
子に ICSI 操作により導入することによって遺伝子導入マウスが得られることが確認された。また、浮遊液での遺
伝子の濃度は、前核期に直接遺伝子を導入している現在のトランスジェニック動物作成法の 1/5～1/10 が適当で
あること、また対照実験として行った前核への遺伝子導入により得られるトランスジェニックマウス作成法と遜
色なく約 20%のマウスに遺伝子の導入が確認された。しかし、前核への直接注入法で得られたトランスジェニック
マウスでは遺伝子発現が認められた個体が存在しないのに対し、凍結精子と卵子を使って ICSI 操作を応用した方
法では、得られた遺伝子導入個体全てにおいて遺伝子発現が確認された。まだ例数が少ないことによる可能性も
あるが、凍結精子と卵子あるいは ICSI 操作により、発現しやすい形での外来遺伝子の組み込みが起こっている可
能性が考えられる。今後、これらの問題点を詳細に検討することにより、外来遺伝子の導入において発現しやす
い条件が見いだせる可能性があると思われる。
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2. 配偶子形成の新規な遺伝子操作技術に関する研究

2.3. 核移植クローン技術によるミュータントマウス作成に関する研究

厚生労働省国立感染症研究所獣医科学部実験動物開発室
小倉

要

淳郎

約
マウス核移植クローン技術の応用により、遺伝子導入培養細胞からの個体産出技術を開発し、確実かつ効率的

な遺伝子改変マウス作出法の開発を試みた。最初にクローンマウス作出の効率の向上のためにマウス核移植クロ
ーン技術の改良を行い、電気融合法の応用および安定した産子作出技術(胚移植あたり 2－15%)を確立に成功した。
しかし遺伝子導入の目的で 2－3 週間培養した細胞からのクローン胚および個体の作出は低く、得られた遺伝子導
入胎児は妊娠途中で脱落した。以上のように、中心となる核移植技術は確立できたものの、エピジェネティクな
変異を生じさせない細胞培養技術の開発が課題として残された。

研究目的
遺伝子改変マウスは、医学生物学の発展に大きく貢献してきており、また今後もその役割は大きくなると予想
される。現在実施されている遺伝子改変マウスの作成は主に、DNA を受精卵前核に注入する方法と、遺伝子改変し
た胚性幹細胞を用いてキメラ動物作成を経る方法とがあるが、これらの方法には確実性あるいは効率性に欠点が
ある。本研究では、従来の遺伝子改変マウス作出技術の欠点を補うために、マウス核移植クローン技術を応用し、
遺伝子を導入した培養細胞から確実かつ短期間で遺伝子改変クローンマウスを産出する技術を開発する。

研究方法
現在世界中でクローンマウス作出技術の開発が精力的に進められているが、その現状を顧みると、マウス核移
植クローンの再現性の困難さが最大の障害であることが理解できる。そこで、1)マウス核移植クローンの効率を
向上させ、一回の実験でほぼ確実に産子を得られる実用レベルの技術(> 5% 産子/胚移植)を達成する。そして 2)
培養細胞への遺伝子導入を行い、クローン技術による遺伝子改変マウスの作出をめざす。
体細胞核移植クローン法は、Wakayama らの細胞質内注入法 [1]を基礎に改善を行った。レシピエント卵子は、
過排卵誘起を施した B6D2F1 マウスから採取し、ピエゾマイクロドライブマイクロマニピュレーター(ピエゾ)装置
を用いてノマルスキー装置で染色体の位置を視認しながら除核を行った。ドナー細胞には、卵丘細胞、新生仔セ
ルトリ細胞、胎仔線維芽細胞、成体尾部線維芽細胞を用いた。卵丘細胞および新生仔セルトリ細胞は、ピエゾ装
置を用いて卵子細胞質内注入法による核移植を行った。一方、注入が困難である胎仔および成体線維芽細胞につ
いては、電気融合法の応用を検討した。核移植後、卵子を 1－2 時間培養してドナー核の凝集を誘起した後にサイ
トカラシン存在下で 3 mM ストロンチウム 6 時間処理を行って活性化した。胚の培養には CZB[2] あるいは KSOM[3]
培養液を用いた。卵子の体外操作は、それぞれの培養液の HEPES 液を用いた。発生したクローン胚は、48 時間培
養後に 偽妊娠 1 日目の ICR マウスの卵管へ、あるいは 72 時間培養後に偽妊娠 3 日目の子宮へ移植し、途中回復
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あるいは末期(20 日)にて帝王切開により生存胎仔を確認した。
得られたクローンマウスの一部は、長期飼育を行い、核移植クローンによる長期的影響がないかどうか臨床学
的パラメーターをもとに検討を行った。
ドナー細胞への遺伝子導入は、リポフェクチン法により実施した。導入する遺伝子には、サイトメガロウイル
ス(CMV)プロモーターに結合した enhanced green fluorescent protein (EGFP)を用いた。neo 耐性遺伝子を含む
場合は、G418 による選抜培養を行った。新生仔セルトリ細胞は FSH および BSA を含む DMEM、胎仔および成体線
維芽細胞は 10% ウシ胎児血清を含む DMEM 中で培養した。

研究成果
1) 未成熟セルトリ細胞からの産子作出
マウス体細胞クローンの最初の報告によると、ドナー細胞として B6D2F1 由来の卵丘細胞が使われたが、胚移植
に対し、産子まで発生するのはわずか 1%以下である。そこで更に効率の良い細胞を検索する目的で、最初に卵丘
細胞と相同の雄特異細胞であるセルトリ細胞からのクローン作出を試みた。成熟雄のセルトリ細胞は大型で注入
法には不向きであり、かつ貪食能のために細胞遺残物を含み、ドナー細胞には向かない。そこで小型の未成熟セ
ルトリ細胞を新生仔精巣より取り出し、そのクローン作出効率を検討した。その結果、卵丘細胞よりも in vitro
および in vivo の発生が良好であり、安定して胚移植あたり 2-5% の産子が得られたことから、クローン作出に
適している細胞であることが明らかになった。安定して胚移植あたり 2-5% の産子が得られた。すなわち、1 度の
実験でほぼ確実に産子が得られた。さらに培養および凍結保存後も正常産子を得た(表 1)。
表 1. 未成熟セルトリ細胞を用いた核移植クローンの結果

2) 電気融合法によるマウスクローン作出の試み
Wakayama らのマウス体細胞クローン技術が一般化しない第一の原因は、ドナー細胞のレシピエント卵子への注
入の困難さが第一に挙げられる。そこで、家畜で一般に用いられている電気融合法を試みた。ドナー細胞には、
細胞膜が強固で注入法の応用が困難な尾部由来細胞を用いた。卵子とドナー細胞の融合効率は融合装置や実験日
により左右されるが、60-80% とほぼ安定しており、ほぼすべてが核を再形成した。72 時間後の桑実期胚/胚盤胞
期胚 への発生率は 44.5% (326/733)であった。総計 346 個の胚を移植し，3 系統から計 8 匹 (2.3%) の正常胎児
(胎齢 17.5-21.5 日)を得た。一方、注入法では，核形成率が低かったが (24.1%，47/195)，M/B 率 は 44.7% (21/47)，
産子への発生率は 4.8% (1/21) であり、両者に有意差は無かった。以上より，マウス核移植クローンにおいても
電気融合法が有効であることが示された(図 1)。

3) 線維芽細胞からのクローンマウス作出およびその胎盤の遺伝学的解析
家畜などでは、核移植技術を用いて遺伝子改変動物を作製する場合、線維芽細胞をドナー細胞として用いるの
が一般的である。これは体外での長期培養が可能であるからである。しかし、卵丘細胞や顆粒層細胞を用いる場
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合に比べて、異常出産の例が多いと言われている。そしてその多くは胎盤の異常を伴う。マウスでも同様の現象
が見られるかどうか検討するため、胎仔線維芽細胞および尾由来成体線維芽細胞を用いてクローンを行い、異常
仔が生まれるか、そしてその胎盤の遺伝子発現に異常があるか、検討した。その結果、胎仔線維芽細胞からは 3
匹(雌 2，雄 1)、成体線維芽細胞からは 14 匹(雌 2、雄 12 匹)が生まれた。これらはすべて外見上正常であり、離
乳後、fertility も確認した。分娩末期胎盤で発現している遺伝子である Igf2、Igf2r、Peg3、H19 の 4 つの刷
込み遺伝子の量的発現を測定した結果、コントロールと差は見られなかった。また、多型解析の結果、遺伝子刷込
みの状態(Igf2、Peg3 - 父方、Igf2r、H19 - 母方)も維持されていることが明らかにされた。以上から、マウスにお
いては胎仔および成体の線維芽細胞からクローン正常仔が生まれ、また胎盤の遺伝子発現も正常であると言える。

4) クローンマウスの正常性に関する検討
体細胞クローンマウスは、家畜のクローンに比べて、正常に生まれてくることが多い。本研究の間に 159 頭の
クローン産子を得て、そのうち 147 頭が少なくとも外貌が正常で、呼吸も回復した(表 2)。また約 40 頭について
は繁殖能力も調べたが、すべて正常であった。しかし、成体に生育してからの正常性について、特に臨床値や寿
命についてのデータは少ない。また遺伝子改変マウスをクローン技術により作出する場合、クローンに特有の発
現型は無いことが望ましい。そこで、1999 年代に生まれた未成熟セルトリクローンマウス(B6D2F1) 12 匹を長期
飼育し、その体重変化、臨床生化学値、および寿命について検討した。対照として、同じ遺伝子型の雄マウスを
用いた。生まれてから 1 歳齢までの体重変化には有意な差は見られなかった。臨床生化学値を 3 ヶ月齢で測定し
た結果、クレアチニン、乳酸脱水素酵素、アンモニア、総ビリルビンがクローンで有意に高かった(表 3)。1 年 6
ヶ月齢にてこれらの 4 項目を再測定した結果、乳酸脱水素酵素(LDH)とアンモニアが高値を維持していた。LDH は
肝臓型アイソザイムの上昇が顕著であった。12 匹すべてについて繁殖力は確認できた。800 日までにクローン群
は 10/12

が死亡し、これは対照(自然交配群 1/7、顕微授精群 2/6)に比べ、有意に早期の死亡であった(図 2)。

死亡したクローン個体の病理学的観察から、肺炎および肝細胞壊死が多数例認められた。これらの病変は、死亡
した対照群には認められなかった。別のセルトリクローン個体群の免役能を測定した結果、抗体産生能が有意に
低下していることが明らかになった。以上のように、体細胞核移植クローン技術により、長期的に予想困難な表
現形が現れる可能性が示唆された。
表 2. 様々なドナー細胞種からのクローン産子の作出
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表 3. クローンマウスの血清乳酸脱水素酵素 (LDH) およびアンモニア (NH3) 濃度

5)クローン作出に適切な遺伝子型および細胞種の検討
マウス核移植クローン技術の効率をさらに改善するために、唯一近交系ドナーとしてクローン産子が得られて
いる 129 系と他の系統との F1 を作出し、さらに効率が改善するかどうか検討を行った。その結果、DBA/2 x
129/Sv-ter の遺伝子型による未成熟セルトリ細胞を用いた核移植クローンの効率が最も高く、胚移植あたり 10%
の効率で出生することが明らかになった。また下に述べるように、実験用マウスと野生マウス(JF1 など)の F1 を
作製することにより、発現アリルを特定することができるが、C57BL/6 と JF1 マウスの F1 ではクローン作出効
率は著しく低いという問題がある。そこで、129 系と JF1 の F1 をドナーとして用いたところ、卵丘細胞、セル
トリ細胞、成体線維芽細胞のいずれからも体細胞クローンを作出することができ、129 系ゲノムが核移植クロー
ンの効率を改善することが確認できた。
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6)核移植クローン技術による遺伝子導入マウス作出の試み
以上の結果をもとに、in vitro で新生仔セルトリ細胞、胎児線維芽細胞に EGFP を導入し、核移植クローンに
用いたが、in vitro および in vivo の発生は明らかに低下しており、産子を得るには至らなかった(表 4)。体外
で薬剤耐性の選抜をした結果、得られた胚のすべてが特異蛍光を発していた。一部のレシピエントは妊娠中期(12
－13 日)での出血により、着床後の尿膜絨毛膜胎盤の形成が進行していたことが明らかであった。これらの胎盤に
は、EGFP の特異蛍光が観察された(図 3)。

表 4. 遺伝子導入をしたドナー細胞からのクローン胚の発生
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考

察
本研究期間(平成 13－14 年)の成果により、安定してマウスクローン産子を得る技術を確立した。特に、新生仔

セルトリ細胞および 129 系マウスのゲノムがクローン産子作出の効率を高めることが明らかになり、本研究にお
ける多数のクローンマウス個体の解析を可能にした。最近核移植クローンマウスが比較的効率よく作出できるド
ナー細胞として、胎仔の発生中の脳内神経細胞が報告された[4]。我々のセルトリ細胞も出生直後の精巣から得た
ものであり、まだ小型の比較的未分化の状態であることからゲノムの初期化がされやすかったと考えられるが、
胎仔線維芽細胞からを用いたクローンが困難であることを考えると、必ずしもそれだけで説明できるわけではな
い。129 系がクローンの効率改善に貢献したのは、129 系のゲノムが epigenetic に変化をしやすい、すなわち初
期化が容易であるのかもしれない。たとえば 129 系は ES 細胞が高率に樹立できる、あるいは導入遺伝子がメチ
ル化を受けやすいことが知られている。
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しかしながら、核移植クローン技術を用いて遺伝子操作動物を得るには至らなかった。この原因は、遺伝子導
入のためにドナー細胞を体外で長期間培養すると、クローン胚が in vitro および in vivo とも有意に発生能が
低下することにあった。マウスでは倍数性の変化は少なくとも in vitro の発生を大きく阻害するものではない
ことから、ドナー細胞に epigenetic な変異が生じるためである可能性が高い。マウス胚性幹(ES)細胞では、長
期培養により刷込み遺伝子の記憶に乱れが生じることが知られており[5]、同様の異常が体細胞の培養中にも生じ
るのかもしれない。核移植クローン胚はキメラ胚と異なり、1 個のドナー細胞に由来するため、そのドナー細胞の
epigenetic な変異は直ちにクローン胚の発生能の異常につながる。家畜では、体外で遺伝子を導入したドナー細
胞由来の遺伝子改変家畜が次々と生まれている。マウス細胞でなぜこのように培養による異常が生じるのか原因
の究明が必要であろう。
このように、核移植クローン技術そのものは目標レベルを達成したといえる。しかし、産子が得られても、そ
の後の発育や繁殖能力に異常がなければ、この技術の実用的な応用の意義が損なわれる。本研究では核移植クロ
ーン技術の長期的影響を調査したが、調べた範囲ではクローン個体すべて繁殖能力は正常であり、この技術を用
いて系統マウスを作出しても問題点が生じることは少ないと思われる。免疫能の低下および寿命の短縮が観察さ
れたが、これは一部の遺伝子型とドナー細胞種の組み合わせにより生じるクローンの表現形であろう。たとえば、
B6C3HF1 や B6D2F1 遺伝子型と卵丘細胞の組み合わせは、肥満になることが知られており、これは我々のクローン
マウスでも同様であった。
今後、核移植クローン技術を用いて遺伝子改変マウスを効率的に作出するためには、1) ドナー細胞の培養中の
epigenetic 変異を避けながら遺伝子導入をする技術の開発あるいは 2)これらの変異の少ない ES 細胞の開発が
有力な解決法になると思われる。マウスの核移植クローン技術の効率は実用レベルまで向上できることが明らか
になったが、現実にはこの技術はまだ一部の研究室でしか再現されているに過ぎない。よって今後のもう一つの
問題点として、マウス核移植技術の有用性を高め、遺伝子改変マウス作出法として一般化させていく目的のため
に、より簡便で安定した技術の開発ということも挙げられるであろう。いわゆる Honolulu method により 1998 年
に初めて体細胞クローンマウスの成功が発表されてから既に 4 年が経過した[1]。しかし彼らとは独立にその方法
を再現している研究室は非常にまれである。これは細胞質内注入法という高度な技術を必要とするだけでなく、
再構築胚が正常受精卵に比べて、さまざまな要因により発生停止に陥りやすいことが原因である。その発生停止
パターンから、原因を判読し、実験系の改善を実施することはきわめて重要である。これまでの経験から、以下
のことが明らかになった。(1)培養 24 時間後に前核期で発生停止：ドナー細胞の細胞周期が S 期あるいはドナー
細胞を浮遊させる polyvinylpyrrolidone の毒性の影響。(2)培養 24 時間後に割球の細分化(fragmentation)：注
入時に卵子細胞膜あるいはドナー細胞膜が破れていない、または除核時のサイトカラシンの影響。(3)培養 48 時
間後に 2 細胞期で発生停止：ドナー細胞ゲノムが初期化されていない。安定してクローン産子を得るには、これ
らの条件を良好に保つことが肝要である。
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