
  
  家畜育種の理論とその応用(93)

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 美川,智
発行元 養賢堂
巻/号 61巻6号
掲載ページ p. 695-700
発行年月 2007年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



695

家畜育種の理論とその応用（93）

一QTL単離研究の実際一

美川　智＊

はじめに

　前回に引き続き，実際に単離されたQTLについ

て解説を行いたい。まずは乳用牛に関するQTL解

析であるが，乳用牛においては後代検定の方法の一

つとして，グランドドーターデザインという特徴的

な形質データの収集システムがある。これまでに解

説してきた多くでは，ある個体のQTLのヘテロ性

を子孫に伝達した相同染色体領域による形質値の

分離によって検出しようというものであった。これ

に対してグランドドーターデザインは，たとえば乳

用牛の揚合について言えば，1頭の種雄牛，それか

ら作出された約50頭の種雄牛（息牛），そして各

息牛由来の100頭程度（計5，000頭以上）の泌乳牛

群（グランドドーター）からなり，種雄牛のヘテロ

性のある領域を，各息牛由来の泌乳牛群間の能力差

をもとに求めるのである。実際には1頭の種雄牛の

各染色体領域にっいて，マイクロサテライトマー

カーを用いて息牛へ伝わった相同染色体領域をモ

ニターし，また息牛から生産された泌乳牛の成績を

もって息牛の能力とする。そして息牛間で分離した

能力と相関して息牛間へ分離して伝達したゲノム

領域を探索するのである。このようにして乳用牛に

おいてQTL解析が進んでいる形質としては乳量お

よび乳質（乳タンパク質量・率，乳脂量・率）に関

連したものがあり，QTLとしては第6，14，および

20染色体の3っが代表的なものである。

5－5．ウシ第6染色体上の泌乳形質
　　　に関するQTL
　第6染色体上には1995年以降，アメリカ，カナ

ダ，オランダ，ドイツ，イギリス，ノルウェー，フィ

ンランドなど多くの乳用牛集団において，乳量，乳

脂量（率），乳タンパク質量（率）についてQTL

が検出されている。さらなる第6染色体についての

詳細な連鎖解析の結果，QTLは染色体中央部の約
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4．0～7．5cMの範囲に位置付けられている。2005年

にはOlsenらによってさらに約420kbという距離ま

でに絞り込まれた。この際に用いたデータは35頭

のエリート種雄牛とその1，「098頭（各14～71頭）

の息牛，さらには息牛当たり平均619頭，計68万

頭の泌乳牛からなるグランドドーターデザインに

よるものである。またDNAマーカーとしてはマイ

クロサテライトマーカーだけでなく，遺伝子内に

SNPを開発している。これらを用いて連鎖解析をす

るとともに，エリート種雄牛のQTL領域について

SNP等の連鎖不平衡を考慮することによって，つま

り同じQTLタイプを持つ染色体の同祖性というも

のを考慮しながら解析した結果l　ABCG2遺伝子と

LAP3遺伝子に挟まれた領域にたどり着いたのであ

る。またこの領域に関しては組み換えが認められず

ハプロタイプブロックとなっていた。ゲノム構造の

解析の結果，この約420kbの領域に位置している遺

伝子は，ABCG2（ATP－binding　casse総sub一£amily　G

member2），PKD2（polycystic　kidney　disease2），

SPP1（secretedphosphoprotein1，0steopontin），MEPE

（matrix，　extracellular　phosphoglycoprotein　with

ASARM　motif（bone）），IBSP　（integ血一binding

sialoprotein），LAP3（leucineaminopeptidase3）の

6つであった。

　Schnabelらも同年（2005年）に同じ領域にたどり

着いており，SPP1（オステオポンチン）を候補遺伝

子として解析している。SPP1は，骨組織のマトリッ

クスを構成する主要な非コラーゲン性タンパク質

として同定された分泌型酸性リン酸化糖タンパク

質であり，乳汁，尿，腎尿細管，破骨細胞，骨芽細

胞，マクロファージ，活性化丁細胞などで発現が認

められる。マウス乳腺での発現は発達ステージにお

いて変化し，またSPP1のアンチセン・スRNAを乳

腺に発現するトランスジェニックマウスはβ一カゼ

インの産生能が低下し，泌乳に異常が見られる。ウ

シSPP1遺伝子の12．3kbについて多型検索を行い，

0009－3874／07／￥500／1論文／JCLS



696 畜産の研究　第61巻　第6号　　（2007年）

さらに乳タンパク質率に関するQTLがヘテロ型で

ある4頭の種雄牛についてそれらの多型の分離を解

析した。検出された9つの多型のうち1つのみが

QTLタイプと完全に一致しており，この多型はチミ

ジン（T）が9回または10回繰り返すというもので，

転写開始点の上流1240塩基に位置していた。

　Cohen－Zinderらも同時期にファイン〆マッピング

を行い，同祖性（IBD）解析により同一の領域に到

達している。彼らは，SPP1とともにABCG2に関し

てもウシの泌乳期において乳腺での発現が増大す

ることから多型解析を行っている。彼らはタンパク

質をコードする領域について解析を行っており，そ

の結果，ABCG2のみにQTLタイプと一致するアミ

ノ酸置換を見出している。

　第6染色体のQTLの場合，複数のグループから

約420kbのハプロタイプブロックに到達しており，

ファインマッピングは成功していると考えられる。

しかしながらその中には6つの遺伝子が位置してお

り，まだその内部での組み換えがほとんど期待され

ないことから，さらなる解析が困難になっている。

この領域のSNPは基本的にはハプロタイプブロッ

クとして保存されているのであるから遺伝子間の

領域やイントロン領域にはさらにQTLタイプと一

致したものが検出される可能性もある。また2つの

グループが異なった遺伝子について，それぞれの集

団においてQTLタイプを一致した多型を報告して

いるが，現時点ではどちらが責任遺伝子であるのか，

また両方とも責任遺伝子であるのかはわからない。

今後，多型による遺伝子機能の変化について詳細な

解析が必要であると思われる。

5－6．ウシ第14染色体上の泌乳形質
　　　に関するQTL
　1998年に連鎖解析により乳量，乳質に関して第

14染色体にQTLがマップされ（CoPPietersら）・，

さらに翌年の1999年に磁quetらによってファイン

マッピングが行われた。この場合には，まずこの

QTLがヘテロ型である種雄牛を検索し，そのような

7頭の種雄牛について，マイクロサテライトマー

カー，SNPを用いて同祖性（IBD）解析を行ってい

る。その結果，絞り込まれた領域は約5cMの範囲

であった。この時点で特定の集団においてはQTL

タイプを判定できるマイクロサテライトマーカー

のハプロタイプが明らかとなったが，さらに詳細な

連鎖不平衡解析が行われるにはゲノム構造の解明

が待たれていた。

　2000年にSmithらがDGAT1（ジアシルグリセロー

ルアシルトランスフェラーゼ）のノックアウトマウ

スを作製したのだが，その表現型において泌乳の異

常があった。その原因は乳腺でのトリアシルグリセ

ロール合成が不全であることであった。この

DGAT1はウシ第14染色体のQTLの候補領域に位

置しており，2002年になって2っのグループからと

もにDGAT1を候補遺伝子とした解析についての報

告がなされている。Winterらは乳量に関する育種価

の大小による2グループについて，それらに属する

個体のDNAをそれぞれプールしたサンプルを用い

て塩基配列の解読を行い，それらのグループ問で頻

度の異なる多型を検索している。その中で232番目

のリジン（K）がアラニン（A）となるアミノ酸置

換に乳脂率と非常に高い相関が認められた。また

GrinsartらもこのQTLについて研究を進めており，

DGATlを解析したが，到達した多型は同じK232A

というものであった。この多型に関しては他のグ

ループにおいても多くの集団で形質との相関が確

認されており，確からしいものではある。しかしな

がらDGAT1を含むハプロタイプブロック内の別の

多型が真の原因であること否定できない。っまり

DGAT1のK232Aのアミノ酸置換と連鎖不平衡にあ

る未知の多型が原因である可能性が残っていると

いうことである6

　GrinsartらはこのQTL領域についてさらに研究を

進め，2004年に詳細な連鎖不平衡解析とDGAT1の

K232Aの機能解析についての結果を報告した。QTL

近傍の3．8cMの領域に43個のSNPを開発し，それ

らの間の連鎖不平衡について，ドイツとニュージー

ランドの2つの乳用牛集団において解析を行ってい

る。その結果，ドイツの集団の方が連鎖不平衡の度

合いは少し大きく，DGAT1の極近傍とそれに続く

領域，トータルで解析範囲の3分の1に相当する領

域にハプロタイプブロックが認められた。SNPと乳

脂率との関連性はこのハプロタイプロックにおい

て一様に高かった。一方，ニュージーランドの集団

においては，この領域がさらに2つのハプロタイプ

ブロックに分かれており，乳脂率との関連性は

DGAT1の極近傍にのみ検出されている。この結果

は遺伝的にDGAT1の極近傍にQTLが位置すること
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を示している。

　また機能的な解析であるが，DGAT1の酵素活性

がK232Aのアミノ酸置換でどのように変化するか

を調べている。その結果は酵素の最大活性（Vmax）

において，乳脂率を上げるリジン型の方がアラニン

型より大きいという結果が得られている。つまりリ

ジン型はトリグリセリド合成に関して活性が高く，

また形質的には乳脂率を高くするのである。これら

の結果を総合して，DGAT1がこのQTLの責任遺伝

子であることはほぼ間違いないと考えられており，

その原因となる多型もおそらくK232Aであろう。

5－7．ウシ第20染色体上の泌乳形質
　　　に関するQTL
　第20染色体に乳量および乳質のQTLがマップさ

れたのは1998年である（A皿anzら）。それからか

なりの時間が経過しているが，2003年にファイン

マッピングと候補遺伝子としてのGHR（成長ホル

モン受容体）の解析が行われた（Blottら）。インター

バルマッピングにおいては，このQTLに対してき

れいなピークは形成されず，染色体のq腕下部にお

いてなだらかな複数のピークが検出されている。そ

のためQTLが存在すると予想される領域は染色体

のほぼ半分を占めていたのである。そのためにこの

QTLのファインマッピングにはハプロタイプ解析

や連鎖不平衡解析が必要であり，それらが開発され

るまで解析が遅れたと思われる。実際の解析に用い

られたサンプルであるが，グランドドーターデザイ

ンに基づく計987頭の息牛を持つ22頭のオランダ

のホルスタイン種種雄牛，後代検定を行った276頭

のオランダのホルスタイン種種雄牛，後代検定を

行った1，550頭のニュージーラン〆ドのホルスタイン

種種雄牛，後代検定を行った959頭のニュージーラ

ンドのジャージー種種雄牛，485頭のニュージーラ

ンドのホルスタイン種泌乳牛，387頭のニュージー

ランドのジャージー種泌乳牛と非常に大きなもの

である。これらを用いて連鎖解析とともに，種雄牛

のハプロタイプを考慮しながらの解析を行ってい

る。連鎖解析だけでは95％信頼領域は約50cMにも

およんでいたが，ハプロタイプを考慮した解析では

GHRの近傍にシャープな単一のピークが得られた。

　成長ホルモン・は古くから泌乳の開始，維持に重要

であることはよく知られており，その受容体を候補

遺伝子として考えることは誰も疑問は持たないで

あろう。多型解析では2個所にアミノ酸置換が認め

られたが，1つは279番目のフェニルアラニン（F）

のチロシン（T〉への置換であり，このフェニルア

ラニンは種を越えて保存されているアミノ酸であ

る。もう1つは528番目のアスパラギンのスレオニ

ンヘの置換であるが，このアミノ酸は種間での保存

は認められない。F279Tによる補正をモデルに加え

て解析を行った場合，連鎖不平衡を考慮してもこの

領域のQTLのピークは完全に消失した。また先述

したさまざまなデータセットにおいてとくに乳タ

ンパク質率においてこのアミノ酸置換は非常に高

い相関を有していた。

　しかしながら第20染色体上のQTLの解析が難し

いところは，QTLそのものが1つではなさそうなと

ころにある6QTL解析ではGHR．よりも下部に統計

量が大きな領域が広く続き，そのために信頼区間も

50cM以上になっている。実際にQTLタイプがヘテ

ロ型でありながら，F279Tがヘテロ型ではない種雄

牛も確認されている。メジャーな効果を持つGHR

の多型がまず単離されたので，その情報をモデルに

加えることで第20染色体において新たなQTLが

ファインマッピングされると期待される。

5－8．犬の大きさを決めるIGF1遺伝子
　家畜ではないが，最近になってイヌの体の大きさ

に関与する遺伝子の1つが単離されたのでそれにっ

いて簡単に紹介したい。Portuguese　Water　Dogs

（PWD種）は比較的新しい品種で，わずか31頭の祖

先から作出されている。また体の大きさにバリエー

ションがあり，QTL解析には適した集団である。ま

ずこの集団の330頭を用いて，さまざまな骨格に関

する測定値について主成分解析を行い，・得られた主

成分と約500個のマイクロサテライトマーカーとの

関連性が解析されている。幾つかの領域がQTLと

して位置づけられたが，その1つに第15染色体が

あり，成長に関わることが知られているIGF1遺伝

子の近傍であった（Chaseら2002）。

　このQTLのファインマツピ著グであるが，ゲノ

ムシーケンスが行われたこともあり，基本的には

SNPを用いて行われている。15Mbという領域に300

個以上のSNPを開発し，その中から有用な116個

について463頭の骨格サイズとの関連性を解析して

おり，約300kbの範囲において関連性が認められて

いる。その中にはIGF1遺伝子が位置しており，近
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傍のSNPを解析した結果，PWD種におけるメ
ジャーなハプロタイプは2つであり，それらは体の

大きさと関連していた。またこれらのハプロタイプ

はPWD種以外の体の小さな品種と体の大きな品種

においても分離して存在していた。つまりイヌの

IGF1遺伝子には2つのアリルがあり，体を小さく，

または大きく育種選抜した際に分離したのである

（Su賃erら2007）　。

　IGF1遺伝子の原因となる多型であるが，これら

のハプロタイプが見られる範囲において連鎖不平

衡が非常に高いため，さらなる遺伝的解析は困難で

ある。アミノ酸置換が検出されないことから，発現

制御に関わるものであると考えられるが，現在その

詳細はまだ公表されていない。

5－9．ブタ第1染色体の椎骨数に関
　　　するQTL
　これまでは他のグループで単離されたQTLにっ

いて解説してきたが，最後にわれわれ，農業生物資

源研究所と農林水産先端研究所のグループにおい

て単離することに成功したブタの椎骨数に関与す

るQTLについて紹介したい。ブタは体が大きくな

るように選抜育種されてきたことにより椎骨数が

増大し，今目では19個から23個とばらついている。

連鎖解析により2つのQTLが単離されており，第1

染色体と第7染色体に位置していた。またそれらの

椎骨数増大効果はほぼ等しく，アリルあたり約O．5

個であって，2つのQTLの4つのアリルにより約2

個の椎骨数の増大が認められている。

　われわれはこれら2つのQTLの内，第1染色体

においてファインマッピングに成功し，その責任遺

伝子を単離した。インターバルマッピングでは，F2

個体数がそれぞれ528頭および360頭という2つの

極めて大きな家系を用いることによって，約4cM

にまで絞り込むことができた。さらにこの領域内に

組み換えがある個体を検索し，そのQTLタイプを

判定することにより，さらに半分の約2cMの領域

にまで絞り込むことができた。この約2cMの領域

にっいてはBAC整列地図を作成し，多数の新規マ

イクロサテライトマーカーを開発した。

　次に行った解析は椎骨数が多いブタに特徴的な

ゲノム領域の探索である。新規マイクロサテライト

マーカーについて，椎骨数が増大している西洋系の

複数品種由来の194頭のサンプルを用いて多型解析

を行った。その結果，多様性が認められないマー

カーが連続して6つ存在した。その領域を含む約

600kbについては塩基配列を解読し，すべての多型

を有するDNAマーカーを用いて再度解析した。そ

の結果，約300kbの範囲の10個のマーカーに多様

性が認められなかった（図1）。一方，目本イノシ

シや選抜が行われていないアジア在来の梅山豚，金

華豚などではこれらのマーカーの多様性は維持さ

れていた。つまりQTLを300kbにまで絞り込むこ

とに成功したのである。

　幸運にもこの約300kbの範囲には2つの遺伝子し

か位置していなかった（図1）。ともに核内受容体

をコードしており，NR5A1とNR6A1である。NR5A1

は性分化や性腺の発達，またステロイド合成系の誘

導に関わっており，またブタNR5A1遺伝子の多型

検索においてはQTLと一致するアミノ酸置換は検

出されなかった。NR6A1についてはその機能に不

明な部分が多いが，成体の精巣，卵巣，および初期

胚において発現が認められる。ノックアウトマウス

は胚性致死なのであるが，その際には通常25であ

る体節が13しかできていない。またNR6A1には

QTLと一致するアミノ酸置換があり，192番目のア

ミノ酸がマウス，ヒト，野生型のブタではプロリン
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美川：家畜育種の理論とその応用（93） 699

（P）に保存されており，椎骨数増大型のブタにお

いてのみロイシン（L）に置換していた。

　NR6A1が責任遺伝子であることを示すためは発

現および機能解析が必要であり，われわれはNR6A1

に対する抗体を作製し，マウス胚を用いてその発現

を解析した。その結果，免疫染色によりNR6A1タ

ンパク實が椎骨のもととなる体節内に発現してい

ることを確認した。一方，P192Lのアミノ酸置換で

あるが，これはNR6A1と相互作用する因子（RAP80

およびNCOR1）との結合領域に位置し，TwoHybhd

系の実験により，このアミノ酸置換によってその結

合能に変化が生じることも確認することができた。

われわれは，これらの結果よりNR6A1がQTLの責

任遺伝子あると結論付けた（Mik＆waら2007）。

終わりに

　私がQTL単離の研究を始めて約10年が過ぎた。

とは言っても当初はマイクロサテライトマーカー

の連鎖地図を作ることから始まり，次にF2家系に

おいてQTLというものが本当に検出できるかどう

かの検証であった。そのために異なるブタ品種を用

いてF2家系を作出したのであるが，この場合には

検出されたQTLについてその責任遺伝子を同定す

る手段がなかった。異なる品種においては形質が分

離しているとともに，遺伝的な背景が異なるため，

それぞれの品種において分離するSNPがゲノム全

体にあるのである。このような状況では相関解析は

不可能で，候補遺伝子を選択してその機能を解析す

ることしかできない。このようなジレンマに世界中

が陥り，数年問は研究の進展が無かったと思われる。

最近になって同一種内において，形質を分離させ，

また同祖性解析や連鎖不平衡という考え方で，ファ

インマッピングを行うようになり新たな展開が起

こっている。そのためには高密度なマーカーが必要

であり，現在行われている全ゲノム解読が非常に有

効である。ゲノム配列が解読されたならば遺伝子の

位置がわかるのだが，それはQTLの単離にとって

は侯補遺伝子の選択が容易になる程度でしかない。

それよりもすべてのマイクロサテライトマーカー

が明らかになることにより，インターバルマッピン

グや同祖性解析が容易になることの方が重要であ

る。われわれが次に欲しているものは相関解析や連

鎖不平衡解析のためのSNPである。これはゲノム

配列を見てもどこにあるかはわからず，開発には少

し時間がかかるであろう。しかしながらウシにおい

てはかなりの数のSNPがすでに登録されているよ

うに，それほど遠くない時期にブタ等においても開

発されると期待している。こうなれぱQTLの解析

は急速に進むと予想される。しかしながらここで忘

れてならないのは解析対象となる集団であり，そこ

から得られる形質データである。ゲノム情報がいく

らあっても，正確かつ大規模な形質データがなけれ

ばQTLは絶対に単離できない。これからはどのよ

うなQTLを研究するべきであるか，またそのため

の形質データを持つ集団をいかに確保するかが大

きな課題である。

　8回にわたり連載を続けてきたが，あらためて自

分なりに再考しながらの執筆であった。このことは

QTLに関して一度じっくりと考えなおし，また新た

な考えを持っこともできたので私にとっては非常

によい機会であった。しかしながら読者の皆様には

読みづらく，また理解しがたいことも多かったと思

われ，深くお詫びしたい。今回の連載によってQTL

単離の研究に興味を持たれた方が少しでもいれば，

うれしいかぎりである。
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おしらせ

ZENOAQ酪農セミナー開催のご案内
　春暖の候，皆様におかれましては益々ご健勝のこ

ととお喜び申し上げます。

　私どもZENOAQは，経営理念「動物が人間にもた

らす恵みを豊かにすること　その動物のためにな

ること　私たちは，動物の価値を高め，社会の幸せ

に貢献します」を掲げ，その実現を目指しています。

酪農分野でのそれは，乳牛の価値を損なう阻害要因

となっていることを探り，それらはどのようにした

ら取り除くことができるのかというチャレンジの

連続に他なりません。

　昨年は「移行期から泌乳初期にかけての飼養管理

が酪農経営に大きく影響する」という視点からr乳

牛の代謝性疾患の予防」として移行期マネージメン

トをテーマにウィスコンシン大学からDLOetzelを

招聴して本セミナーを開催致しました。

　本年はワシントン州の開業獣医師／乳房炎コンサ

ルタントのDr．Allan　Brittenを招璃し，　「乳房炎コ

ントロールの新しい考え方」をテーマにZENOAQ

酪農セミナーを企画致しました。

　本セミナーが酪農経営の永遠のテーマといわれ

ています「乳戻炎」の予防にお役に立てれば幸いに

存じます。是非，この機会をご活用下さいますよう，

下記の通りZENOAQ酪農セミナー開催をご案内申

し上げます。

　【日　時】

　□2007年5月28日（月）＝熊本会場

　　（9＝45受付開始，10＝30～15：30，昼食付き）

　　場所＝グランメッセ熊本

　熊本県上益城郡益城町福富1010

　TEL　O96－286－8000・

□2007年5月29日（火）＝那須会場

　（9145受付開始，10：30～15＝30，昼食付き）

　場所：乃木魚楽

　栃木県那須郡西那須野町石林765－1

　TEL　O287－36ア4122

口3007年5月31日（木）＝帯広会場

　（9：45受付開始，10：30～15：30，昼食付き）

　場所：幕別町百年記念ホール

　北海道中川郡幕別町千住180番1

　TEL　Ol55－56－8600

　【演題／講師】

演題：「乳房炎コントロールの新しい考え方」

～バルク乳スクリーニング・環境の評価・初産牛の

　乳房炎コントロールにっいて～

講師：1）M伽nB7∫舵〃（UdderHealthSystems，lnc．）

通訳）三好志朗　先生

（㈲アニマルプロダクションマネージメント代表）

　詳しいことのお問い合わせは以下までお願いし

ます。

事務局：ZENOAQ目本全薬工業（株）PA事業本部

PA事業部
〒963－Ol96　福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1－1

　ホームページ：www．zenoaqjp

　TEL＝024－945－2319　　FAX：024－946－5630
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