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哺乳類の胚操作と畜産への利用と将来（72）

一XX皿　手動方式によるクローン個体の作出法一

菅原七郎＊

ix）発生の状況
　トリプレットの発生能は他の動物種の揚合と同

様，24時間毎に検査し，記録する。培養7目までの

胚盤胞形成率を調ぺる。

x）ブタHMOの成果
　ブタ卵子は活性化処理をすると単為発生する割

合が高いことが知られている51）。

　HMCの成果を胚盤胞形成率でみる場合，単為発

生胚と比較してみることは胚クローン胚の移植と

の関係で極めて重要なことである。

イ）単為発生のための活性化法

　IVM卵子はHMC用サイトプラストの調整と全く

同様に卵胞細胞から裸化する。透明帯はプロネース

処理を長くして完全に融解して除去する。透明帯除

去卵子（ZF卵子）は活性化溶液に10秒問浸してか

ら，融合液を満たした融合室に入れる。次いで，DC

O．85kV／cm，80μsecのパルスで通電する。

　一方，正常卵子（透明帯をもつもの・：ZI卵子）は

ZF卵子の場合と同様にして，DC1。25kV／cm，80μ

secのパルスを通電して活性化させる。

　単為発生刺激卵子はHMCトリプレットと同様の

発生培養を行ない胚盤胞までの発生能を比較する。

ロ）トリプレット卵子の発生能

　HMCトリプレット卵子の発生能を透明帯除去単

為発生刺激卵子と体外受精卵子のそれらを胚盤胞

形成率で比較している。

　結果は表23－20に示した如く，ZFPA卵子の発生

率が最も高く，ついでIVF卵子で30±6％であり，

HMCトリプレットは17±4と有意に低かった。

　しかし，この結果はこれまでのブタでのHMCの

報告と比べ発生率が倍以上も良い52）。トリプレット

の発生率が高くなったことはET後の発生能にも関

係する。現在，ET試験を行なっているとのことで

正常産子の作出が待たれる53・54）。

　なお，発生胚盤胞の細胞数にっいても表示した如

く，IVF由来，胚盤胞は74．6±6個に対して透明帯

除去単為発生胚は53±6個と有意に少ない。さらに，

トリプレットの細胞数は46±5であり，前2者と比

べ有意に少ないが，産子までの発生能については

ETの成果を確認する以外にはない。

表23－20 ブタトリプレット卵子の発生率
　　　　　（Duら’05改写）

培養　胚盤　　胚盤
卵子数　胞数　胞形成率

　　　　（M±SEM）

胚盤胞の
細胞数

（M±SEM）

トリプレット
（HMC）

透明帯除去単為
発生（ZFPA）

体外受精卵子
（IVF）

243　　　　41　　　　　17ゴニ4　　　　　　46±5

97　　　　　46　　　　　47±4　　　　　　53±6

170　　　　52　　　　　30±6　　　　　　74±6

ハ）トリプレットの由来と発生能

　これまでのIVP（IVMFC胚）やSCNT（体細胞核

移植卵子）の発生能についての報告55・56）にみられる

ようにHMCのトリプレットの発生能は，これまで

の成果と同じく，経産豚由来の卵胞内卵子の方が未

経産豚由来のものと比べ有意に高いことが明らか

になった。すなわち，SCNTの胚盤胞形成率は1～

11％であり57），これと比べ明らかにHMCトリプ

レットの発生率が高いことが判る。

xi）ブタHMCの課題
　ブタHMCトリプレットの胚盤胞形成率は明らか

にIVMFC，ZFPA卵子と比べ低く，細胞数も少ない。

このことは卵細胞質量の少ないことと除核操作と

融合までの時間および発生培養に起因すると考え

られる。

イ）透明帯除去の問題

　プロネース処理に対する感受性から完全な透明

帯融解までの培養ができない。酸性溶液での完全融

解との比較が必要である。

ロ）培養系の改善

　HMCトリプレットの発生培養の改善工夫が必要

である。集団培養との比較も必要である。

＊Ecos研究所（Shichiro　Sugawara） 0009－3874／07／￥500／1論文／JCLS
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ハ）ET試験

　HMC由来胚のETによる正常産子を得ることで
ある。

9）マウスのHMC法
　マウスでのHMC法は表23－21に示したタイム
スケジュールで行なわれる。

　マウスのクローン作出のためのレシピェント卵

表23－2！マウスのHMCタイムスケジュール（原著）

目 程 処理操作手順 処　理　方　法

一3目

1目目

採卵処理

↓

採卵

↓

過排卵処理18～10週齢B6D2F1に51U　eCG

hCG処理後13～13．5時間後（卵管膨大部）

48時間後51UhCG

（13～13．5E寺間）

3．0～4．0時間

（17～18時問目）

23～24時間

卵丘細胞除去

↓

選別

↓

透明帯除去

↓

↓

6時間後確認
（活性化の有無）

↓

除核

↓　吸引除核

↓

↓

↓　確認

↓

融合

↓　PHA液

↓

↓　電気的

↓

↓

確認

↓

活性化

↓

↓

発生培養

↓

300即／mJヒアルロシダーゼヘペスCZB液で数分問処理

極体と均一な細胞質のもの

a）酸タイロード液（pH；2，5±0．3）3～5分間処理

b）5mg／mJプロネェースhCZB液＋0．1mg／mJ　PVAで3～5分間処理

　hCZB液※で洗浄

透明帯除去処理で活性化が起こらないことを確認

1）5μg／mJサイトカラシンB－hCZB中で行う

2）染色せず、MHの位置は容易に見分けられる

3）吸引除去（内径0．78、外径1．Omm、長さ×150mmピペット）

1）吸引した断片を染色してUVで確認

1）10μg／ml　PHA－hCZB液滴にドナー細胞を入れる

2）サイトプラストをドナー細胞のPHA液滴に入れ、接着させる

1）ペアを5～10個融合液に滴した融合室に入れる30℃

2）AC2．OKV／cm、一列に並べる

3〉DC2．OKV／cm、2×16μsec通電　30℃

1）Ca一齢e　hCZB液で洗浄、30～60分後に確認

2）CZB液で、37℃、5％CO2で1～2時間培養

1）10mM塩化ストロレチューム＋5μg／m1サイトカラシンB添加

CZB

2）またCa飴e　CZB　5～6時間培養

培養液で洗浄

5μ」液滴培養液（CZB）5％CO2空気37℃、4目間

2目

4日

発生検査
（24時間毎）

↓

胚移植

↓

桑実胚胚盤胞

2．5日齢偽妊娠レシピェント（C57BL／65×CBA／2」）子宮に移植

19．5日 帝王切開

↓

胎子取り出し、保育箱に入れ育てる

里親哺乳 泌乳中里親（Balb〆c）につける

※CZB液：Chatot，C．Lθ如」（1989）J．R。eprod，Fert，，86：679～688

　hCZB液：Hepes　CZB液l　Gas，Sε！α」（2003）Cloning　Stem　Cells5＝ 287～294
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子（サイトプラスト）は成雌での過排卵処理卵子を

用いている。マウス独自の処理法などが工夫されて
いる58〉。

i）サイトプラストの採取
イ）過排卵処理

　8～10週齢のB6D2F1（C57BL／6J×DBA／2）成雌

に51UのeCGを皮下または腹腔に投与し，その48

時間後に51UのhCGを同様に注射し過排卵を誘起
する。

ロ）採卵

　hCG投与後，13．0～13．5時間目に放血屠殺マウ

スから卵管を切り取り，卵管膨大部を切開して

COCsを取り出す。

ハ）卵丘細胞の除去

　COCsは3001U／mJヒアルロニダーゼhCZB液で
処理して裸化する。

h）透明帯除去
　透明帯の除去は以下の二っの方法があり，実施さ

れているが，プロネース処理がより効率が良い。

イ）酸性タイロード液処理

　裸化卵子を塩酸タイロード液（pH：2．5±0．3）に

入れ，1～2分間放置すると透明帯が融解する。ただ

ちに，取り出し，hCZB液に移し，洗浄する。

　次の操作に移るまでの間hCZB液で保持する。

ロ）プロネース液処理

　透明帯除去には酸性タイロードの代わりに，プロ

ネース処理が行なわれる。

　①透明帯除去

　裸化卵子を5mg／mJプロネース＋Q．！mgPVA

（MW：10，000～30，000）添加のhCZB液で3～5

分処理して透明帯を融解させる。透明帯が融解し始

めたものから順次取り上げ，hCZB液に移し換えて，

数回洗浄して透明帯を完全に除去する。

　②活性化の防止

　マウス卵子は薬物処理で単為発生を起こし易い

性質をもっていることからプロネース処理のみで

は活性化が誘起されない処理条件を吟味してから

透明帯除去を行なう。

血）除核操作
　次の手順で透明帯除去卵子から除核する。

イ）サイトカラシンB液での平衡

　まず透明帯除去卵子を5μg／mlサイトカラシンB

－hCZB液に移し，数分問保持し，平衡させる。

　ロ）除核操作はサイトカラシン液中で図23－7に

示した如く，まず，吸引ピペットと支持ピペットの

問に透明帯除去卵子をMHのある部位を吸引ピ

ペット側にして平行にしてハサミ込む（a）。次い

で，吸引ピペットを押し込みながら吸引する。吸引

部位を切り落とすために支持ピペットに対して幾

分上方に押し上げながら吸引してMH部分を切り

取る。

盆） M亘
支持ピペット

吸引ピペット　　　　　　　、、＝〆≧　．．

　　　　魑筆≦
b）

3薙？簿黛・い試、

屡』駕二

　　図23－7　マウス透明帯除去卵子からの
　　　　　　除核操作の模式図（原著）
a．卵子を支持棒に対し，Mnの位置を吸引ピペット側にし
て吸引ピペットで平行に押さえる。

b．吸引ピペットをMIIに向けて圧しつっ，吸引しながら上
方にずらしていき除核する。

この操作は約2分で終了することが可能で，反復操

作して効率よく除核できる便利さがある。熟達する

と除核は数秒間で終了するといわれている竜

ハ）除核は染色せずに実施する。これはマウスでは

干渉顕微鏡を用いることでウシ，ブタ，ヒツジ卵子

と比べMHの位置が判り易いためである。

二）除核の確認

　吸引した断片を染色して確認する。

iv）ドナー細胞の融合操作
　以下の手順で行なう。

イ）PHA液滴へのドナー細胞の導入

　10μg／mJPHA－hCZB液滴（20μ1）に5～10個の

ドナー細胞を分散させて入れる。

　次いで，サイトプラストをそれぞれのドナー細胞

の上におき，ピペットで接着させる。

ロ）サイトプラストとドナー細胞を接着させた，い

わゆるペアを5～10個，融合液（表23－22）を満た

した融合室に移して電気的に融合させる。



712 畜産の研究　第61巻　第6号　　（2007年）

表23－22マウス融合液組成

組成 濃度

マニトール　　　、0。2M　）

MgSO2　　　　0。1mM

Hepes　　　O。5mM
BSA　　　　　　　O。05％

pH　　　　　　　　7。3

mOsm　　　　　200～210

ハ）通電

　①AC2．OkV／cmを通電し，ペアを一列に並べる。

　②DC2．OkV／cm，16μsecで2回通電してドナー

核とサイトプラストを融合させる。

二）融合の確認

　通電後，Ca一挽e　hCZBで洗浄して，CZB液に移

し，37℃，5％CO2下で1～2時間培養する。その問

30～60分のところで融合したことを確認する。

v）活性化処理
　融合したことを確認したペアは10mM塩化スト

ロンチューム＋5μg／m1サイトカラシンBのCZB

液またはCa一丘eehCZB液に移し，5～6時間培養し

て活性化する。

vi）発生培養
　活性化処理が終了したら培養液でペアを洗浄し

て，5μ1CZB培地に入れ，5％CO2，空気下37℃で4

目間培養し発生させる。

頑）発生状況
　24時間毎に観察し，卵割状況を記録する。

顧）胚移植試験
　偽妊娠2。5目齢のレシピェントの子宮に胚盤胞を

移植し，妊娠19．5目齢で帝王切開により娩出させ，

哺育する。

並）マウスHMCの成果
　マウス卵子はヒアルロニダーゼ，プロネース処理

によって活性化され単為発生する確率が高いこと

から単為発生と加V’VO受精透明帯除去卵子および

活性化卵子の発生能と比較して再構築卵子の発生

を確認する。

イ）単為発生活性化

　hCG投与後13～13．5時間目で採取したCOCsを

透明帯除去除核サイトプラストが活性化処理され

る時間帯（hCG投与から17～18時間目）まで培養

しておき，活性化溶液（10mM塩化ストロンチュー

ム＋5μg／m1サイトカラシンBCZB液）で5～6時

間培養して活性化させる。

ロ）1n　vivo受精透明帯除去卵子とその発生能

　サイトプラスト採取と同様，過排卵処理してhCG

投与時にB6D2F1の雄と一緒にし，交配させて，hCG

投与後16時問目に採卵する。

　採取したCOCsは裸化し，透明帯を除去して4目

間培養して，レシピェントに移植し，産子を哺育．し，

ZFドナー細胞融合由来胚のET結果と比較し個体

までの発生能を確認する。

ハ）NT胚の発生能

　上記各操作卵子の発生能を比較した結果は表23

－23に示した。

　NT卵子からの胚盤胞形成率は他の操作卵子のそ

れと比べて有意に低かった。

　ドナー核として卵胞細胞とES細胞を用いた場合，

融合率は前者が58．1±4．0％（573）に対し後者では

表23－23マウスzF，zlとNT再構築卵子の活性化処理caの存在と胚盤胞形成率（Ribasら’05改写）

核移植　活性化　核移　活性化後NI卵　培養

卵子　　Ca　植数　子数（％）　　数
卵割数（％）

胚盤胞数　　胚盤胞数（活性
（全卵子比）　化卵子との比）
　（％）　　　（％）

ZF

ZI

NT

十　　　205

217

十　　　114

105

十　　　397

129

　193
（96．1±L6）

　100（47．1±6，5）

　114（100±0．2）

　103（98．1±1．4）

　396（99．7±0．3）

　　80
65．9±14．9

196

100

114

103

282

66

　　164
（80．2±4L6）

　　96
（45．2±6．6）

　　74
（64．3±7．6）

　　100
（95，3±2．4）

　　118
（29．2±3．2）

　　20
16．5一ト3．9

　　97
（47．5±5．8）

　　55
（25．8±4．6）

　　38
（32．9±6，3）

　　85
（80．8±5．0）

　　33
（9．3±2．12）

　　7
5．8＋2．4

49．1±6。1

56。5±7．0

32．5±6．4

82．0±4．9

13．2±3，3

12．7±5．4

ZF；（透明帯除去）　ZI（正常）の卵子，MはES細胞との融合胚
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42．9±2．2％（2064）と有意に低かった。卵割率も

前者は後者と比べ明らかに高いが胚盤胞形成率で

は逆に，後者が前者より有意に高い。

二）産子への発生率

ES細胞融合卵子由来胚の移植で移植胚数の約

3％（1／33）が正常産子として生まれた。

最近，裸化1時問後にプロネースで1分間培養し，

FCSを添加してプロネース活性を阻止して透明帯

を除去し，ドナー細胞との融合を30℃の代わりに室

温（21℃）で行ない，次いで，Ca一飴eで活性化す

る。WOW方式で12～15グループ培養することで

胚盤胞形成率がこれまでより2．4倍も高く30％に

達することが報告された59）。

ホ）マウスHMCの課題

　現状でドナー細胞として卵胞細胞を用いた場合，

HMCでは2細胞期で発生を中止し，桑実期，胚盤

胞までも達していない。それゆえ，少なくとも胚盤

胞期までの発生が得られる操作法の改善が必要で

ある。

　なお，マウス卵子は透明帯除去によって著しくこ

われ易いので操作するうえでより注意して対処す

る必要がある。

　一方，マウス卵子のMH核は干渉顕微鏡下ですぐ

に見分けられるのでヘキスト染色をしないで除核

できる利点がある。

　現在，マウスのHMCで産子が得られており近い

将来，核移植技術の一つとして利用されることは疑

いない。

h）その他動・物種でのHMC法
　ウマの体細胞クローン作出で透明帯除去卵母細

胞を用いた例60）があるが，従来法との比較で実施さ

れていないのでウマではどちらの手法がより良い

のかについては，今後の成果を待つ以外にない。

　なお，いろいろな動物種でのHMCが試みられる

ことが望まれる。とくに野生種と家畜間でのHMC

は将来的に有効な手法であり研究が待たれる。

E．HMCの課題と応用
　これまで述べてきたHMC法について現在実施さ

れている手順を動物毎に比ベー覧表にした（表23

－24）

　この表でこれまでの各動物の手法が比較でき，そ

れぞれの特性も理解できる。

a〉手動式クローニングの技術的課題
HMC法は従来法でマイクロマニプレーターで操

作されてきたものを，全く手動式にした点で技術的

に非常に難しいと考えられがちであるが，これまで

の報告でみる限り技術的に決して特殊で名人芸的

なものでないことが理解できる。すなわち，練習に

よって容易に会得できる技術であり，まず，試みる

ことから始めるものであるといえる。

　しかし，より一層の効率を高めるための個々の操

作段階での改善と工夫が必要であることはいうま

でもない。

b）マイクロ技術との関係
HMCの開発と工夫は哺乳動物卵子研究手法のよ

りマイクロ技術化の発展によることが大きい。既述

のように，操作液量，培養系，代謝系などがよりマ

イクロ化されたいろいろな分野の発展によって支

えられていることは明らかである。

　したがって，将来的にHMCの確立と利用にはよ

りナノマイクロ技術との関わりでの発展が非常に

重要であるといえる。

c）HMCの利用
HMC法の割断による除核の際，とくに三つの割

断片にした場合，ドナー核との融合には最少2個の

サイトプラスト片を必要とする。

i）遺伝子の相乗効果
　いわゆるトリプレットでの再構築卵子にするこ

とであり，主要核遺伝子はドナー細胞由来であるが

ミトコンドリア遺伝子（MtDNA）は2個のサイト

プラスト由来の三つから構成されており，これらの

相乗効果が期待できる。

五）遺伝子発現の解析
　ドナー核のリプログラミングが完了し，卵割を開

始し，正常発生していく過程での遺伝子のエピジニ

ネティックな発現との関係を∫n　vlvo，∫n　v∫かo受精

発生卵子や1個のサイトプラスト核移植卵子からの

発生胚との比較で解析することによって核移植胚，

胎子や産子での異常性の要因遺伝子を解明できる。

血）遺伝的疾患の回避
　とくに，MtDNAに起因する遺伝的疾患を正常な

MtDNAのサイトプラストをレシピェントサイトプ

ラストと』して用いることにより正常個体として作

出することも可能である。

短）発生機構の解析手法としての利用
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表23－24各種動物におけるHMCの操作手順と実施法の比較

ウシ ヒツジ※ ブタ マウス

由来
（生産供給）

WM（屠場、生体）

重炭酸塩TCM199十15％CS　PMSG十hCG

21～22hr

星VM（生体）

重炭酸塩TCM199＋グルタミンFSH＋
、IHIE2

19～23hr

IVM

重炭酸TCMI99＋10％CS＋10％PFF＋101U

PMSG十51U　hCG

42～43hr

多排卵処理（卵管）

5豆U　PMSG十51U　hCG

13．0～13．5hr（hCG後）

サ　　　　　　　1）0．5mglmノヒアルロダーゼ（500μ1のTO）
イ
ト　　　　　　2）L5mg／m1プネェース（6D％T10〉で

プ透明帯除去法　　10～15分処理

フ
　　　　　3）3m’のT20に移し、洗浄
ス

ト

の

調

整

1）ヒアルロニダーゼSOF液数分処理

2）5μglm’プロネェース　3～5分

3〉20mglml　BSASOF

1）1mg’m1ヒアルロニダーゼ処理とヒ。ペッティング1）3001Ulm1ヒアルロニダーゼCZB（ヘピス）

2）3．3mg／mノプロネェースT33（33％CS）で5秒

3）洗浄丁2とT20（変型前に）

2〉酸タイロード液　3～5分

22）5mg〆m’プロネェース　3～5分hCZB＋

　0．lmgPVA

3）透明帯処理活性化を6時間後でおき確認

除核操作法

前処理1）5．Dμg’m1サイトカラシン液

　　（TG液）数分処理

　　2）割断（3認のT20）

　　3）10μg〆m’ヘキスト染色5分

　　4〉除核確認

前処理1〉5μglm1サイトカラシンB（SOF）

　　2）5μg’認ヘキスト染色　数分

　　3）割断or吸引

　　4）除核確認

1）3m創m1PVA＋2．5μg／m’サイトカラシンB

39℃で操作

2）害I断（三っ1こ害∫断〉

3）5μg〆m1ヘキスト溶（TPVA）　5分

4）1μ1／血のTPVAに移す

5）UVで判定、選別

1）5μglm’サイトカラシンB処理

2）吸引除核（微分干渉顕微鏡下）

体

細

胞

核

の

移

植

融合操作

1．、『サイト　ラストPHAで3少　理
　（500μg’400■T2）

2）ドナー核ウエルに入れ付着させる

3）サイトプラストとドナーベア2～3m’

融合液

4）DC65V、20μs、10．1sec

5）2個のサイトプラスト融合

1）20μglm’PHA数秒

2）ドナー核ウエルに除サイトプラストを
入れる

23～25hr［VM後

3）電気融合（電極から02mmはずす）

4）150V！cm、76隅、0．1s

1）1m砂m’PHA　3秒　　1段階

2）ドナー核ウエルにすばや入れる

3）電気融合液中に移し10秒間

4）0．6KV／cm、700kHzAC

5）DC2．OKWcm、9秒融合

1）10μglml　PHA　CbCZB液処理でサイトプラスト

をウエルに入れ

2）そのウエルに1個のドナー核をピペット押し
つける

3）低浸透化融合液

4）電気融合　2．00KV〆cm、2×16μse、パルス通電

5）Ca　CZB液で洗浄

6）CZB液で主～2時問　37℃、5％CO2で培養

活性化処理

1）融合4時間後（IVM28時間後）

2）2μMCaイオノファーで5分処理

3）2mM6DMAPで6hr培養

1）10μg加1シクロヘキサミド液中で10～

15分間

2〉10μM　Caイオノホアー5分処理

3）シクロヘサミド2hr培養

2段階。）、時間後、別のサイトプラストにAC、DCで齢活性化1）融合1～2時間後（17～18hr・hCG後）

DトリプレットをTloに移す　　　　　　　　　2）5～6時間培養

2）5μglm’サイトカラシン十10μglm’　　　　　　10mM塩化ストロンチューム＋5陪〆m1サイトカ

シクロヘキサミド　4hr培養　　　　　　　　ラシンB

再

構

築発生培養
胚

の

1〉WOWr

　SOF陥ci十5％CS

1）寒天ウエル中 WOW
1〉NCSU37十4mgBSA十〇．17mMピルビン酸十

2．7mM乳酸　O～2目間

2）5．5mMグルコース　2～7目間
発
生移植 子宮移植　19．5目齢　帝王切開

※ヒツジのHMCはドナー細胞を融合した後に第二極体を放出した再構築卵子で除核する手法が胚盤胞の形成率が倍以上に高い

　割球の分化と個体発生におけるその役割の解析

のために卵割期の割球集合によるキメラ個体が用

いられてきた61〉。

　家畜卵子での研究にHMC法によるキメラ胚の作

出による割球の個体形成における役割などの解析

に利用できると考えられる。

　これまで実験小動物で行なわれてきた発生機構

の研究が家畜においてもHMCを用いることで解析

が可能になったと考えられる。

d）HMCの将来
　HMC法は現状の体細胞核クローン作出法として

小数派であり，従来法にとって代わるには手動的操

作法のより簡便化と容易さが工夫される必要があ
る。

　HMC法はクローン個体作出法への実用と普及化

に視点をおいた技術として，より単純化，特技性を

無くす方向への改善が求められるが，この手法は生

物現象の新しい解析法として利用すべきものと考

えられる。

　すなわち，上述のように，哺乳類の発生過程にお

ける割球や細胞の分化とその機構の解析やキメラ，

細胞の融合・集合における各種細胞の機能・役割と

分担および分化と仕組を解明するための手法とし

ての利用すぺきものと考える。
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農業畜産情報

「胴長」遺伝子を特定優良豚の大型化に道

農業生物資源研究所など
　豚の背骨の長さを決める遺伝子が，世界で初めて

特定された。背骨の長い豚の方が高級部位である

ロース肉の重量が多いため，今後の品種改良に利用

できる画期的な成果として注目される。　「金華豚j

r梅山豚」のように肉質は優れているが体長の短い

豚を，大型化することも可能になる。遺伝子を判別

する技術は特許出願中だ。

　農業生物資源研究所と，農林水産先端技術産業振

興センター農林水産先端技術研究所の研究グルー

プが4月20日までに明らかにした。

　豚の背骨を作る椎骨（ついこつ）の数は品種で異

なる。背骨の一部である胸椎と腰椎を合わせた数は，

西洋品種では21～23個。東洋品種では原種のイノ

シシと同じ！9個が標準とされる。椎骨の数が多い

ほど胴体が長くなり，背骨の両脇にあるロースの肉

の量が増えることが分かっている。このため，豚の

品種改良では体長を伸ばすことが重要課題の一つ

とされる。

　研究グループは椎骨の多い品種と少ない品種を

交配した豚を調べ，椎骨をコントロールする遺伝子

が，染色体上の二つの領域にあることを突き止めた

さらに，このうち一つの遺伝子が，領域内のどこに

あるかを特定した。調査では，椎骨が2，3個多い

場合，胸椎・腰椎の部分にあたる背骨の長さは平均

3．5センチ長かった。ロース肉とバラ肉を合わせた

重量は約800グラム増加し，肉質は同等だった。

　研究成果を品種改良に利用すれば，背骨の長い系

統を簡単に選抜でき，品種改良のスピードが大幅に

アップする。

　遺伝子を利用した豚の系統選抜は，すでに遺伝病

を取り除く目的で行われている。農業生物資源研究

所の美川智主任研究員はロース肉の増量について

「技術的には難しくない」とみている。
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