
  
  哺乳類の胚操作と畜産への利用と将来(81)

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 菅原,七郎
発行元 養賢堂
巻/号 62巻4号
掲載ページ p. 497-504
発行年月 2008年4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)



497 

日甫乳類の庇操作と畜産への利用と将来(8 1 ) 

XXVlI 単為発生

菅原七郎*

生物界では子孫を作り，それを継代し種を保存し

ていくための生殖(増殖)様式の一つに単為発生(生

殖)がある。単為発生は有性生殖をする生物種のみ

で起こるもので雌性配偶子である卵子の特異的な

発生パターンである。

本来，有性生殖をする無脊椎動物のうちでミジン

コ，アリマキ(アブラムシ).ワム、ン，ハチ類など

では種特有で有性と単為発生を仕分けして生殖し

ており，環境や種内のバランスで両者の生殖率が変

わる。

脊椎動物では自然に単為発生する動物種はほと

んどないが人工的に誘起することができる。

七面鳥(ベルツビ、ル・スモールホワイト種)では

ウイルスの感染で約 20~40%が発生する。解化した

個体は 2倍体であり，その全てが雄である。

他方，晴乳類ではこれまでのところ，特殊なマウ

スの例以外，自然の単為発生現象は確認されていな

いが，多くの動物種で人為的に単為発生を誘起させ

ることができる。

マウスでの単為発生と雌性，雄性発生の研究成果

から正常発生に必須な遺伝子としてインプリント

遺伝子の存在が明らかになった。

家 畜における単為発 生の研究は体外受精

(rVMF) ・精子や各種細胞核移植による受精やク

ローン個体作出の効率化に関連して活性化処理法

との関係で広く単為発生の誘起が行なわれている。

晴乳類における単為発生による生殖法は細胞核

移植法と同様に最終的にはクローン個体の作出で

あり，必然的な性支配法でもある。

他方，単為発生の研究は個体発生における遺伝子

支配や調節機構の解明手法としても極めて重要な

人為的生物現象であり，種の継続性を解明する重要

な手段の一つでもある。

本稿では晴乳類における人為的単為発生の誘起

法や発生効率について家畜を中心に最近の研究成

果を述べると共に人為的操作による発生核と操作

'Ecos研究所 (ShichiroSugawara) 

任の発生能とについて考えてみたい。

A. 単 為 発 生 と 単 為 生 殖

単為発生は雌性配偶子である卵子(第2卵母細胞)

が一方の雄性配偶子の精子と接合または受精する

ことなく発生することである。いい換えれば排卵し

た卵子(第 2成熟分裂中期)が活性化されて卵劃を

開始して匹盤胞期に至り，匹発生を経て，個体発生

をすることである。

単為発生した旺が最終的に新個体まで発生し，子

孫を増やしていく生殖パターンを単為生殖といっ

ている。

なお，単為生殖(発生)は精子が全く関与しない

ことから処女生殖ともいわれている。

B.日甫乳類における単為発生の研究史

哨乳類では卵胞内の卵子(第 1卵母細胞)が卵割

(分割)していることが組織学的研究によって古く

から多くの種で観察されている 1)。

他方，排卵した未受精卵子が卵割やフラグメント

をすることも良く知られている現象である。ウサギ

の未受精卵子を培養して脹盤胞まで発生させたの

はピンカス (Pincus)らが最初である。

彼(1939) 2) と彼ら(1939~' 40)は未受精卵子を

高張液や 45~46"Cでの温度処理などによって単為

発生させることに成功した。彼らは単為発生させた

615個の卵子を移植して 3羽が妊娠し.17羽の子ウ

サギを得たと報告した 3.4)。

これが 20世紀前半における晴乳類でも単為発生

することを示した生物学的イベントの最大の一つ

であった。 しかし，後年，チボー(Thibault1949) 5) 

やチャン (Chang1954) 6)らの追試の結果，ウサギ

未受精卵子は人為的処理で脹盤胞期までは発生す

るが産子には至らないことが明らかにされた。

1960年代には卵胞内卵子を 10"Cで24時間保存後，

移植すると匪盤胞まで発生する例も報告され 7-9)

0009-3874/08/￥500/1論文/JCLS
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晴乳類の単為発生は種々の処理で誘起可能なこと

が確認された。

なかでも， 1970年からマウスを用いた人為的な単

為発生の研究成果は目ざましく，発生における父方

ゲノムの関与を解析する大きな研究テーマへと発

展させた 10-ω 。

すなわち，マウス単為発生脹は睦移植後，どんな

に良く発生しても妊娠9~ 10 日齢まででそれ以後は

死滅してしまうことやゆ，雌，雄性核置換卵子から

の発生研究によって父方ゲノム由来遺伝子の発現

関与が必須なことが明らかになった。受精卵子の正

常発生には母方と父方由来の対立遺伝子のうちの

幾つかは，どちらか一方の遺伝子だけ発現して働く

ように運命づけられている。つまり ，役劃分担をし

ていることが明らかになった。この対立遺伝子の運

命づけの機構を遺伝子の刷込み(ゲノミックインプ

リンテイング)という概念により ，論理的にも具体

的な遺伝子の発現機構を明らかにすることで確認

された。

C. 卵 母 細 胞 の特性と活性化

卵子が単為発生を開始するには活性化される必

要がある。卵子の活性化 (activation)は全く精子の

関与なしに正常受精過程と同様に起こさせること

である。

a)排卵時卵母細胞の細胞学的特性

i )第 2核分裂の途中休止

一部(イヌ，キツネ)の晴乳類を除き大多数の晴

乳類では卵子は第 2成熟分裂の中期 (M-II : 2価染

色体が紡錘体と結合 したまま赤道面に整列 した状

態)で排卵されて，精子の侵入または人為的刺激(単

為発生化のための活性化処理)などがない限り M-

E状態のままで核分裂を休止 している。

この状態は第2卵母細胞にみられる第2成熟の核

分裂中での特有な現象である。したがって，一般の

体細胞での分裂増殖では核分裂中期で休止するこ

とはなく姉妹染色分体は細胞質と共に両極に分か

れて後期へと進む，そして染色体は脱凝縮(ほどけ

た状態)して， 2等分された細胞質内(娘細胞)で

核膜を形成して細胞分裂を終了する。

証)M-n期の維持

排卵直後の M-II期卵母細胞は蛋白質のリン酸化

酵素で細胞分裂の制御因子である成熟促進因子

(MPF: maturation promorting factor) ， MPFの活

性を制御するヘテロ 2量体の p34cdc2キナーゼ，と

サイクリン B やサイクリンの分解を阻止するプロ

トオンコジーン(原始癌遺伝子)の Cモス (C-mos)

とそれらの産物である細胞分裂増殖抑制因子

(CSF: cytostatic factor)および細胞の生理化学的

働きをさせるための細胞内での信号伝達などのい

ろいろな役割をしている細胞分裂活性化因子

(MAPK or MAP: mitogen-activated protein kinase) 

群などを多量に蓄積しているのも特徴である 17)。

M-II期の維持は上記各種因子や遺伝子の相互作

用によることが知られているが，なかでも MAP活

性がとくに重要な働きをしている。

MAPは分裂細胞では CSFとして働き，染色体の

分離抑制因子であるセキュリン (securin)，サイク

リン B (cyclin B)の分解を促進(ユビキチン化:

ubiquitin76のアミノ酸構成のポリペプチドで蛋白質

中リンのアミノ基にカルボキシル基を介して共有

結合させて，その蛋白質を ATP加水分解させる)

する細胞分裂後期促進複合体/サイクロソーム

(APC/C: anaphase promoting complex/cychrome) 

の活性化を抑制している。その結果，セキュリンが

姉妹染色分体をつなぎとめておく因子，コヘシン

(cohesin)の活性を高めて， M-II期を維持してい

る。なお M-II期卵子では MAP活性は C-mosで制

御されており， MAPキナーゼ活性が高く維持され

ることで CSF活性も高いレベルに保たれる。M-II

期の卵子では上記の如く各種因子や酵素群の相E

相同 ・措抗作用で M-II期の維持と解除が行なわれ

る。 (図 27-1B)

b)卵子の活性化

i )活性化とは

排卵卵子が正常発生を開始するには精子の卵細

胞内への侵入(精子原形質膜が卵細胞膜レセプター

と結合し，精子頭部の卵細胞膜通過)時の膜電位変

化によるシグナルの伝達が不可欠である。精子の侵

入は卵細胞内 Ca2+を増加させ，表層頼粒の分泌を起

こし，多精子侵入を阻止して，成熟分裂を再会させ

て，第 2極体の放出と両性前核形成を促し，父方と

母方遺伝子を対合(接合)させ受精を完了してすぐ

に卵割期に入る 18)。

M-II期卵子の成熟分裂を再開させ，上記の一連

の反応を誘導させることを卵子の活性化
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A.排卵(M・11)卵子 B.活性化卵子(成熟分裂再開)

a)精子の侵入
ーーーーーーーーー争
b) 

i活性化処理 i

DC. 
Caイオノホア
エヲノール

+ 
6-DMAPor 
clα 

+ 
CB 

図27-1 排卵第二卵母細胞の M-ll期維持機構と卵母細胞の活性化の関係(原図)

MPF:成熟促進因子 MAPK 細胞分裂活性化因子 APC/C 分裂後期促進複合体/サイクロソーム イノシトール P3RJ:イノ

シトーノレ 1.4. 5三リン酸レセプター CSF 細胞分裂増殖抑制因子 C-Mos: MAPKの抑制因子 p34CDC2 : MPF活性制御遺

伝子 CG:表層頼粒 ZP 透明体 PVS:囲卵腔 PBl ・第 I極体 PB2 :第 2極体

(activation)と呼んで、いる。

u)活性化の生理化学的反応

精子の侵入により卵細胞内では以下の一連の生

化学的連鎖反応が起こり，その結果として成熟分裂

が再開し，第 2極体の放出，両性前核の形成，両核

の融合(受精)へとつながる。

活性化の生化学的変化は基本的には第2成熟分裂

中期 (M-ll)の休止機構の解除であるが現在，以

下のように考えられている。

精子が卵細胞膜レセプターと結合し，卵細胞内に

達する過程で起こる物理化学的反応シグ、ナノレがま

ずレセプターと結合する G-プロティンを活性化す

る。この変化が卵子のホスホリバーゼ、を活性化させ

て，卵細胞膜のイノシトーノレリン脂質をジアシルグ

リセロール (DG)とイノシトール3リン酸 (IP3)

に分解する。IP3は細胞内小器官で‘ある小胞体中の

Caイオンをある一定のパターンで放出(これをカ

ルシウムオシレーションという)19-21)させる。これ

に反応して Ca2+依存のカルモジュリキナーゼEを

活性化する。一方 DGは蛋白質キナーゼ (PKC:

protein kinase C)を活性化して成熟分裂の再開と表

層頼粒の分泌を起こさせる。これらの反応は C-mos

の発現を阻止し， MAPK活性を低下させるため，

CSF活性は不活化(抑制)する。そして， APC/C 

(分裂後期促進複合体)の抑制作用を解除する。そ

の結果，ユビキチン化作用が活性化されるために

MPFの制御サブユニットのサイクリン B と染色体

分離抑制因子(セキュリン)がユピキチン複合体(ユ

ピキチン化)とされて，プロテアソーム (proteasome)

によって分解されるため，分裂抑制因子が上位から

順次不活化されていき，染色体をつなぎ止めている

因子(コへシン)が最終的に不活化されることで，

姉妹染色分体は両極に引き離されていき，雌性核

(卵細胞核)と第 2極体(核)に分かれる 22-26)。

(図 27-1B)

上記一連の生化学反応は高エネルギーを必要と

するのでミ トコンドリアでの必要エネルギー基質

の酸化還元反応と ATP供給が不可欠であるがその

詳細は良く判っていない。

iu)卵母細胞の自然活性化

晴乳類では排卵された卵子は自然に活性化され

て自然発生的単為発生を開始することはほとんど

ないとされている。

これまでイタチ 27) ハムスター28) ウ'?29)で排卵

後の卵管内卵子で 2~4 細胞期に卵割していた例が

報告されている。このような活性化は恐らく排卵後
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ある時間を経過してから起こるものでとくに卵子

の受精能が失われる時間帯で活性化されたものと

考えられている。すなわち，排卵後の卵子では排卵

後の時間経過に従って MPF，MAPK活性などが低

下してきて第2成熟分裂中期での休止維持機構が崩

れてきた結果とされている。

しかし，1974年スティーブンとワーナム (Stvens

& Vamum) はスイス系アルビノマウスで LT/SVの

近交系では排卵卵子の 10%が自然に活性化されて

卵割を開始して，その大部分が 5~6 日齢まで発生

して卵円筒期にまでになり，あるものは原腸溝匹に

達するが，その後は発生を停止してしまい死滅する

ことを発見した 30)。

さらに， LT/SVと C57BL!6Jと交配で得られた

LTXBJの近交系では排卵卵子の 30%が自然活性化

されて上記発生時期まで単為発生すること，また，

LTXBJをLT/SVに戻し交配で得られた雌個体の卵

子も高い割合で単為発生することが確認された 31)

マウスで自然活性化単為発生は上述の交配実験

の成果から遺伝的に制御されていることが明らか

である。発生した単為発生匹は大部分が 2倍体であ

るが半数体と倍数体のものがあったことが明らか

にされている。

D.人為的活性化処理と単為発生

晴乳類の正常発生には第2卵母細胞は精子によっ

て活性化されるが，単為発生を起こさせるためには

精子以外の人為的な活性化処理をしなければなら

ない。

人為的活性化処理は精子によって活性化された

状態と全く同様に起こさせる処理法であることが

最も望ましいものであることはいうまでもない。

a)単為発生のための活性化処理法

日甫乳類の単為発生を誘導するために，これまで行

なわれてきた人為的活性化処理法は表 27-1に示し

た。

活性化処理法はその主要因から物理的，化学的，

物理化学的およびそれらの組合法とに分けること

ができる。

物理的と化学的処理の浸透圧，イオン処理は実験

発生学の祖であるロイブ (Loeb1913) 32)が練皮動

物の単為発生誘起法として用いたものであるが晴

乳類でも 1970年代まで広く利用された処理法であ

る。

他方，麻酔剤は 1950年代，マウスやラットで用

いられたもので活性化率はそこそこであり，発生率

も低いものであるが半数体匹が多いのが特徴であ

る33)。

局所麻酔剤やへノチアジン，トランキライザーな

どは細胞膜リン脂質の脱分極化を起こさせイオン

チャンネルを変えることで，細胞融合などを誘起す

る作用をしていると考えられている。

1970年頃から各種蛋白質分解酵素が用いられ始

まった。とくに，ヒアルロニダ一セがマウスでで、広く

利用されてきた。 マウスでで、は活性化率も 7刊0~9卯0%で

睦盤胞への発生率も約 6ω0%であつた 3ω4叫)

現在も良く用いられているアルコ一ル(エ夕ノ一

/レ)処理は l凶980年マウスでで、用いられたのが最初と

されている。1983年，マウスで 8.6%のエチルアル

コールと 0.32%ベンジンアルコールの 8分処理(炭

酸ソーダー緩衝液 No16，37"C)後，サイトカラシ

ンD (0.5μ g/mt) で 5~7hr 培養することで処理卵

子の 85%以上が 2倍体の桑実期一匹盤胞期まで発

生する。2倍体粧の移植で 50%が着床して， 14%が

卵円筒， 8%が前肢形成に至る体節期まで発生する

ことが報告された 35)。

その後，各動物種で、アルコール処理法が検討され

て， 7%エターノレ濃度が最適とされた。今も，多く

の動物種で広く利用されている 36-3九

1985年代，ウシIVMFCの開発研究が盛んになり，

精子の受精能獲得や卵子の活性化処理にCa-イオノ

ホア (CA23187)が使われ始めた。その後，卵子の

活性化処理法として広く利用されるようになつた4拍0.4刈4引刊lリ)

l凹99卯O年代になり，エタノーノレやCa-イオノホアお

よび電気的刺激に化学的物質を組合わせた活性化

処理法が最も広く利用されている。

上記組合法での活性化処理により単為発生率が

良くなることが知られている。

また， 1980年代，マウスでストロンチウム (Sr)

が卵細胞内 Ca2+を上昇させることが報告 42)され，

1992年には Sr処理によりマウス卵子は活性化され

発生を開始することが報告された ω。

その後， Srはマウス 44)を初めウシ 45) ブタ 46)

ラット 47)卵子の活性化法として利用され始めた。

さらに，エタノールとの組合わせ処理法なども行

なわれている 48)。
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表 27-1 p甫乳類の単為発生誘起に用いられている物理 ・化学的活性化処理法(原著)

物理的

活性化処理法

化学的
組合せ法

ス

ゼ

ト

ダ

か

液

ン

'

張
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1.電気的+化学的

DC 1.4kV /cm， 40μsec 2ノ勺レス

+Ca-イオノホア+6-DMAP

2イオノホア+蛋白質合成阻害剤

または酵素活性阻害剤

イ)Ca-イオノホア+CHX

ロ)Caーイオノホア+6-DMAP

3.化学的+化学的

イ)エタノール+ストロンチウム (SrCI2)

ロ)イオノホア+サイトカラシンBor D 

ノ、)イオノホア+CHXor 6-DMAP 

+サイトカラシン

ニ)エタノール+サイトカラシン

ホ)SrCI2+エタノーノレ+6-DMAPor CHX 

a)二価の陽イオン(Mg，Ca，Sr)

4.イオノホア

心Caイオノホア，イオノマイシン

5.蛋白合成酵素阻害剤

シクロヘキシミド(CHX) .6-DMAP 

6.アルコール

(エタノール，ベンジノレアノレコーノレ)

7.麻酔剤

a)エーテル，ネンブrターノレ，クロロホルム

b)プロカイン，リグノカイン，テトラカイン

8 トランキライザー

トリプロペラジン，フノレフェナジン，

クロロプロマジン

9.サイトカラシン類 (B.D)

10.インテグリン

11. RGD+ペプチド

12.酸， シクロピアゾン酸

13.チロメサール(消毒薬，メルカプト基剤)

6-DMAP:6-dimethyl amino purine RGD:Arginine-glycine-asparatic acids CHXシクロヘキシミド

b)高温

3電気的操作

a)直流パルス

最近，核移植などの活性化処理法として利用され

ている制。

b)活性化処理法の作用機作

上述の如く，これまで単為発生を誘導するための

活性化処理法として各種手法が行なわれてきて，そ

れぞれの条件下での報告では数%から 50%位の割

合で匹綾胞期までの単為発生を誘起し得ることが

明確にされている。

各種人為的活性化処理は正常受精時における活

性化の過程と全く閉じ過程で起こさせて単為発生

を誘導しているのであろうか。

この点について，精子侵入によって起こる Ca2+

オシレーション (Ca2+OciI) との関係が解析されて

いる。

精子侵入により起こる卵細胞内 Ca2+イオン増量

変化は動物種によつて異なるが大きく 2つの型に分

けられる 50ト-5悶2幻)

一つはハムスタ一卵子でのCaぷ2+0cilは精子の卵細

胞膜への接着部位から始まり，そこから波状に卵細

胞全体に伝播していくが，短い間隔での Ca2+の放出

が繰返される 53)。一方，マウス 19，43) ウシ 24) ブ

タ 54) ヒト 55)で、は数時間にわたって一定間隔での

Ca2+放出が起こる。ブタ受精卵子では 15.5~18 ， 5 

分間隔で Ca2+の放出が 3時間以上続く 56)。

少なくとも卵母細胞の活性化には，まず卵細胞内

Ca2+の増量変化がその引き金として作用しているこ

とは疑いない。

各活性化処理法は表示のように，多種多様なもの

であるが，これまで幾つかの処理法が精子侵入によ

る活性化反応と同様のCa2+Ocil反応を起こさせてい
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ることが報告されている。

すなわち， Caイオノホア，ストロンチウム，エ

タノール，チロサールなどはマウス，ウサギ，ブタ

卵子で細胞内 Caを Ca2+としての放出を促すし，電

気刺激， Caイオノホア，エタノールなどは培養液

中からの Ca2+を卵細胞内への流入を促して卵細胞

内Ca2+を高めていることが明らかにされている 57)。

上記薬物は単独処理ではなく，サイクリン合成を

阻害するシクロヘキシメド (CHX)や MPFの活性

化を阻上するリン酸化酵素の阻害剤であるかメチ

ルアミノプリン (6-DMAP)などとの併用 58.59)と第

2極体の放出を阻止する CB (サイトカラシン Bor 

D)処理で卵子を活性化し，正常 2倍体の匹として

単為発生効率を高めている。

各種活性化処理法はそれぞれ物理化学的性質や

生化学的作用も全く異なるものであり，真の活性化

の作用機作については現在の解析手法だけでは明

確化することはほとんど不可能といえる。

しかし，これまでの研究報告で用いられてきた各

活性化処理法は脹盤胞期までの単為発生をある割

A)InV川(卵巣) ふM("fI心ノ
LH放出

B)In Vi回 (t音養)

合で誘起していることは確かであるが，2倍体とし

て正常発生率を高め，胎子さらに産子までの発生を

誘導する処理法の開発が望まれる。実際に，人為的

活性化処理により単為発生産子がある割合で得ら

れる生物現象として確立されることが先決である。

c)単為発生卵子の核型

単為発生卵子はどんな核型かについてはマウス

活性化卵子の核型分析などから図 27-2に示した如

く分類されている 6ヘ
図は正常受精卵子での活性化と両性配偶子核の

融合による核型は異型接合2倍体として発生し正常

個体に至る。産子は雄雌でその性比は遺伝学的(性

染色体)には 1: 1である。

人為的活性化処理卵子では核型は図の I~IVの

タイプでの発生核として卵割して単為発生をする。

i) 1型 :この核型は活性化処理で減数分裂を再

開させて，第 2極体を放出して，半数体の発生核と

して卵割を開始する。このタイプは精子侵入(受精)

卵子と全く同じに第 2極体を放出しており，精子の

中心体の関与なしに正常な染色体の分裂を起こし

怪の染色体 妊の性

℃勺ハャァ ¥¥aNl6N)) 
異型後合体の 雄と雌
2倍体 1 : 1 

成熱
lZ珊 t珊 T)| l一一→IIlNJlIlNJ))一→llvlu ll 同型半数体 雌のみ

モザイク半数体 雌のみ

異型接合体の 雌のみ
2倍体

モザイウ半数体 雌のみ

図 27-2 n甫乳動物卵子の単為発生経路と染色体数および発生妊の性(原著)
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たものと考えられる。

ii) II型 :活性化処理で成熟分裂が再開して，第

2極体を放出すると同時に卵細胞質が均等分裂をし

た結果，それぞれの割球には半数体の染色体が分配

されて，以後の卵割を繰返して発生すると考えられ

ているb このタイプは即時分裂型単為発生と呼び，

匹は半数体である。

このタイプはマウス卵子の活性化処理後，4時間

目からみられるが染色体は半数になっている。この

タイプで成熟分裂中に染色体の再構成があったと

すれば 2つの核はそれぞれ異なった遺伝子構成に

なっており，発生匹はモザイクになる。当然，匪の

性は雌のみである。

即時分裂型の発生は正常受精卵子でも，しばしば

みられる卵割現象である。

iii) III型 :これは第 2極体放出抑制型であり第 2

成熟分裂の中期に減数すべき雄雌由来の姉妹染色

分体が分離せずにそのまま l個の前核として残った

ものであり， 2倍体である。このタイプも第 2極体

放出抑制型であり，異型接合体の発生核であり，発

生匹は 2倍体である。妊の性は雌のみである。

iv) N型 :この型も第 2極体放出抑制型で卵細胞

質の分裂もしなかった例である。これは 2個の半数

体核をもっ卵子であるが細胞質分裂との関係で2つ

の卵割(発生)方式があり，発生匹は半数体と 2倍

体のものが生ずる。

すなわち，半数体匹では 2個の半数体核は卵細胞

質が 2等分 (2細胞期)される時に半数体核のまま

1個ずつ割球に分配されて生ずる。

一方，2倍体腔は 2個の半数体核(1つは雌性前

核，他は第 2極体核)のセ ットがそのまま核分裂と

卵細胞質分裂をして 2倍体の任として 2細胞期に発

生する。2倍体匹は排卵直後に卵細胞分裂が起こり

発生すると考えられている。

半数体脹は排卵後時間を経過した卵子 (aging

egg)を活性化処理すると良く発生する。

マウス卵子では活性化後 17時間位まで 2つの前

核(半数体)がみられ，その 7時間後位になると卵

割して，それぞれの割球に半数体核が同定される。

半数体匹はモザイクであり，雌匹のみである。

d)活性化 処 理 法 と 単為発生旺の核型

人為的活性化処理は正常受精卵子の発生脹と同

じ，正常 2倍体の匪発生を誘導するために行なわれ

るものであり，いろいろな処理法が試みられ実行さ

れている。 (表 27-1)

とくに，核移植(クローン作出)，顕微受精 (ICsO
にとっては活性化処理は必須操作の一つであり ，そ

れら技術の効率を左右する重要な要因である。

それゆえ，実際問題と して正常 2倍体の単為発生

粧を効率よく誘起する活性化処理法が良いことは

いうまでもない。

i )活性化処理単為発生旺の核型分布

マウス以外で、単為発生匹の核型はハムスター，ウ

シ，ヒツジ，ブタなどで調べられている。

単為発生脹では前記に分類された核型に占める

割合は自然に活性化 された場合と人為的活性化処

理法によって異なるし，同じ処理法でも処理時間や

処理手順を変える ことによって核型の分布割合が

変わってくる。さらに，異常な核型の割合も多くな

ることが知られている。

ハムスター卵子は自然に活性化され単為発生を

開始する割合が高い。その活性化率は排卵後の時間

帯で変わってくるが，卵子の 86~92%が活性化され

る。そのうち，第 2極体と l個の前核をもっ卵子が

80~88%を占める。 極体と前核をそれぞれ l 個もつ

卵子が 4~5%で， 他はその他の割合で、あった。 この

核型分布はハムスターでは自然単為発生匹の I型

が圧倒的に多く，半数体腔と E型とその他の核型匹

が 10%内外であることを示している。

他方，Ca2 

を先にするか，後にするかによって，活性化された

卵子の核型の分布割合が変わってくる。

すなわち，(イ)Ca吋夜で、 2時間培養後，Ca2+無添

加液で 4時間培養， (ロ)Ca2+無添加液で 6時間培

養後， Ca2+液で 6時間培養， (ハ)Ca2+無添加液で、

12時間培養した。 (イ)~ (ハ)のそれぞれの試験

区での核型として， 1型の出現率は(イ) (ロ) (ハ)

の各区で 9%，69%， 13%であった。E型は上記各

区でそれぞれ 0%，10%と4%であり， N型が(ロ)

区のみでみられ，13%の卵子が睦盤胞に発生した。

E型は全くみられなかった 61)。

ウシ卵子は自然または活性化処理後の単為発生

する割合は低いが，発生妊の核型を解析した報告で

は自然単為発生陸の大部分が正常 2倍体で、あった 62)。

他方，エタノーノレとサイ トカラシン Bの処理で活

性化した単為発生匹では 68%が正常 2倍体であり，
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他の 32%は異常核型の匹であった 63.64)。

イオノホアと 6一DMAP+サイトカラシン D処理

で単為発生させたウシ睦では 45~65%が正常 2 倍

体であったが，他の睦は異数倍数体と多倍数体で

あった。

イオノホアと CHX処理した体外成熟ウシ卵子で

は3.1~5. 0%が匪盤胞まで発生する。そのうちの約

28~37%が正常 2 倍体であり， 9. 3~10. 4%が第 2

極体と 1個の前核をもった庇であった。3個の前核

をもっ卵子は 2.7~9. 4%であり，核型の同定できな

かったものが 5.3~10. 9%で、あった。

ヒツジ卵子は電気刺激，エタノールやイオノホア

と阻害剤などでの処理で単為発生する。

イオノホアと 6-DMAPまたはCHX処理で活性化

した卵子の前核形成を調べた成績では 6-DMAPと

CHX処理の両者における 2倍体 (2N)は 71.1%と

81. 8%であり， 4倍体が 18.6%と12.2%を占めてお

り，次いで 4.2%と 5.0%が 3倍体， 5倍体は1.7

と1.0%の分布割合であった。なお， 6-DMAP処理

区のみで約 4.2%が 5倍体以上の核型であった。

イオノホアとかDMAPまたはCHX処理で活性化

され脹盤胞期まで発生した睦の全割球を核分析し

た結果，正常 (xx)2倍体は両活性化処理卵子のそ

れぞれ 72.4%と 76.2%であった。その他の割球で

は4倍体が最も多くみられた。

この核型分布の割合は単為発生ウシ脹の核型

65.66)とほぼ同様なものであり，ヒツジ匹に特有のも

ので、はなかった。

註)活性化処理の時間帯と異常核の

出現割合

全く同じ手法での活性化処理で単為発生を誘導

した場合でもその処理時間を変えたことによって

核型の分布が変わってくる。すなわち，活性化率，

匪盤胞形成率，異常核の出現割合が多くなる。

マウスの卵子では通常のエタノーノレ処理時間

(4"'-'5分)を長くすると，長くした時間に比例して

異数倍数体が増加する 63)。

ウシ卵子では通常のイオノホア (5分)とかDMAP

(3.5hr)または CHX(3.5hr)処理時間を 6.0hrに

することによって異数倍数体は通常処理時間帯の 2

倍 (70%)以上にも増加する。

閉じ活性化処理法でその処理時聞を変えること

で核型の異常だけでなく発生率，発生速度，細胞数

などに広く影響を与えることが明らかにされている。

腔の核型の異常は生体内発生脹でもみられるが，

とくに IVM卵子， IVMFCや NT匹などでその異常

割合が増加することも広く知られている。

いわば，生体外で取扱われた卵子では生体内発生

匹と比べ上記の如き異常は常に多くなるが，その増

加割合は操作の手数やその手法によることが明ら

かであり，それらのリスクをより少なくする処理操

作法の工夫が重要である。

農業畜産情報

酪農家を独自支援宮崎経済連

妊娠牛 導 入に 6万円

以宮崎経済連は酪農家への支援策として，需要

期(6"'-'10月)に生乳を増産して収入を糟やせるよう，

妊娠牛導入促進対策を講じることを決めた。今年 1

月"'-'5月に導入された牛 I頭当たり通常助成の 2万

円に加え， 6万円を支援する。600頭を目標とし，

財源として総額 4000万円を見込んでいる。JAに

よっては上乗せがある。

酪農家が生産する生乳は， 4月からは今年度より

も若干の値上げが予想される。牛乳向けやバター向

けなど用途によって生乳価格が異なるため，平均の

乳価は 1キロ当たり 85円"'-'90円になりそうだ。こ

の価格から諸経費を差し引くと，手取り乳価はさら

に低くなる。九州、|の酪農家の平均的なコストは 1キ

ロ当たり 95円(労働費込み)程度。飼料高や原油高

が続けば，これまで以上に厳しい環境になることが

心配される。

経済連の長友和美畜産担当参事は「酪農家の経営

が安定するための対策を講じていくので，踏ん張っ

てほしし、」と話す。
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