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晴乳類の腔操作と畜産への応用と将来(11 5) 

XXXIV 生殖機能のゲノミックス

菅原七部*

V SCNT経の遺伝子発現，

調節機能

体細胞核を除核成熟卵子へ移値して正常産子を

得る手法は{本線胞核移植法または技術 (SCNT:

Somatic cell nuclear transfer) と呼ばれており，特有

の遺伝型をもっ家畜や動物の場(繁)殖，絶滅危倶

種の繁殖と保全や形質転換および家蒼や動物での

遺伝子機能解析のための遺伝子のノックインや

ノックアウトの手法として注目され，実用化されて

きている。

これまでの総説 1，2)でも明らかにされているよう

に家畜(ウシ，ヒツジ，ヤギ，ブタ，ウマ，ラパ)， 

ネコ，イヌや実験ノj、動物(マウス，ラット，ウサギ)

でクローン個体が得られている。

しかし， SCNTの最終効率(正常藤子の生産率)が

非常に低い (0.1~0. 5%)。これは妊娠初期での流

産が掻めて高いことや，妊娠末期(周産期)での死

亡率が多いことによることが明らかにされている

SCNT卵子は他の操作卵子と比べ経盤飽期までの

発生率ではほぼ同じであるが ET(限移植)後の発

生能が著しく低下し，悪いことである。

この主要因として，一つはドナー核の初期化(再

プログラミング)が不完全でAあること，他は SCNT

邦子を作出する操作過程の影響である。

すなわち，後者(換作過程)は他の怪操作と比べ

最も複雑で多くの処理段階が必要である。それはド

ナー核締抱の培養と調節，レ、ンピェント卵母細砲の

成熟培養と除核処理， ドナー核の移彼，と融合およ

び活性化， SCNT卵子(再構築脹)の発生培養と経

移植などの各操作過程を順次全く支績なく達成し

たとしても上記それぞれの操作処理は以後の SCNT

眼の発生能に何んらかの影響(ストレス要因)を与

えていることは明白である。

一方，除核レシピェント卵母細胞に移譲融合され

た体締胞核は受精核と同様な正常な発生能

歌Ecos研究所 CShichiroSugawaral 

調節する核iこ再編成(初期化)される必要がある。

しかし，これまでの SCNT卵子の発生能や遺伝子発

現などから受精卵子核と全く問じ核に完全に変身

していなく，正常発生を継続させ，それを完了させ

るための遺伝子の発現と調節機能が正常に作動し

ていないことも確かである。

本項では SCNT卵子の初期化に関連して， DNA 

のメチル化，ゲノムインプリント，クロマチン再編，

ヒストン修飾， X染色体の不活化，テロメア，

発現のエヒ。ジェネティク修飾機能との関連について

述べる。

A 体細胞核移植卵子での拐期化

体組組核移植卵子 (SCNT)が正常に卵割(発生)

を開始し，初期発生を経て着床し，給子形成をして

に玉三るには受精邦子核と全く同じ全能性

核に変身しなければならないことは自明の理では

ある。しかし上述の如くそれは至極難しいことである

が，より如何に受精核に近づけることができるかが

SCNTにおいて解決しなければならない最も重要な

課題でもある。

a)移植体締結核の初期化主要因と改善

移構体細胞接が受精卵子核と全く同じ機能(全能

性)をもっ核に変化(初期イりするためには表 34-4

に示したゲノムの修飾と発現が正常に作動する必要

がある。

一個の受精卵子から発生した僻体ではリンパ球

以外の他のすべての体締胞は全く悶じ

(genotype)であるがそれぞれ形態的や機能的に全

く異なった状態で存夜する。この違いは各分北した

細胞，組織，器官ではそれらの機能に応じて遺伝子

の発現と機能パターンが特有のエピジェネティク

な調節機構の働きによって起こっていることを明

白に物語っている。

各体細胞の生理化学的機能を発揮させるために

発現する遺伝子は約 8， 000~10 ， 000 であり，これら

036臼-5247/11/干500/1~議文/JCOPY
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表 34-'1 ドナー籾JJ包核の待編成(初期化)における主主主因子と初期化の状況(原苓)

ゲノム初場化の主要l翠子 i

!受精核
(ドナー核)

ドナー核

割球 I ES細胞

1 DNAiチノレ化 完全|不完全|不完全 j 不完全 l不完全;不完全!不完全

1
 

1
 

1
 

1
 

I
 

f
 

f
 

y
 

注

不完全の度合は{也の細胞と比べ高しなとが示されている。 ib'ljJ)j(やES絢胞は他の紛i胞と比べよりよい初期化を

することが示されているが動物種で、去をがある。一方、マウスで、はセルトジー締JJelが初期化の効率と産子塁手が高い

ことが示されている。

遺伝子のうち，体線路のそれぞれの分化機能に応じ

て特呉的な遺伝子の発現パターンを持っているこ

とを示している。

したがって，レシピェント卵母締結に移植された

ドナー核締胞は初期化されるためには上記遺伝子

群の発現機能から臨発生プログラムの遺伝子(<

10，000)発現機能に変ることが必須条件となる。

すなわち，移櫛体細胞核の初期化は体細胞として

の遺伝子の発現パターンな消去して，前核期と融合、

核の元の状態に完全に戻して，日歪発生を誘導調節す

る発現パターンに変ることである。

b)遺伝子の発現と機能の誤節機構

真核細胞の生理化学機能をiWJかせ，制御誠節する

基本的な遺話予の発現にはひNA，とヒストンのメ

チノレ化機構が必須な役害IJを果たしている。

メチル化機構にはメチル化とJI兄メチノレ北があり，

これらの皮応は一連の特異的酵素である DNAメチ

ノレ基転移酵素 (DNAmethyl transferase: Dnmts)の仰j

きで、起こる。

Dnmtsとして Dnmtl， 10， 2， 3a， b， 3Lなどが同

定されており，それぞれ特典的な働きをしている。

。nmt1は DNA複製持やその後にメチル化された

一本鎖の DNAの保存や細胞分裂中でのメチル北パ

ターンの維持に直接関与している 5)。すなわち，

DNAの複製時に殺DNAのメチルイヒパターン通りに

メチル{むをして，その後もそれを維持する働きをし

ている。

Dnmt10は卵母締約にのみに特異的に存在するも

ので母方 DNAのメチル化反応に関わり母方遺伝子

のインプリントに関与している。

ゐ方， Dnmt3aと3bは新たなメチルイヒ反応を触媒

するものでメチノレ北されていない 2本鎖 DNAをメ

チル化する鏑きをしている。それで新たなメチル基

転移酵素 (denovmethyl transfer丘S巴)とも呼ばれている。

この欝素は発生期を通してエピジェネティクな

遺伝子の発現と調節機能における DNAのメチルイヒ

反応では決定的な役訴を果たしている引)。

この DNAの新たなメチル化はとストンの)1見メチ

ノレ化以外にヒストン日3のメチノレイヒと H3の 9{立の

りジンのメチルイヒをさせることでヒストンの一連

の修飾を起こさせて遺伝子の発現と作用機能の調

節をしているとされている。

Dnmt3Lは Dnmt3a，3bと共に存在しており雌性

生殖締)j缶系列のインプリン遺伝子のメチノレ化に作

用している的。

c) メチル化と脱メチル化の領域

DNAのメチノレ化と脱メチル化は CpGジヌクレオ

チド領域で起こる。すなわち， CpGの 5/-CG-3 

配列のシトシン残基にメチル基が転位されること

で、あり，このメチル化反応には s-アデニーノレメチ

オニン (SAM)，アセチノレ CoA，ニコチンアミド・

アデニン・ジヌクレオチド (NAD)などとや間代謝

産物からメチル基が結合することである。

ヒストン(塩基性機蛍自費)のメチノレ化は

リジンとアノレギニンでのメチル基の転位結合反応

である。



菅l双:11m乳類の!J壬操作と密主主への応用と将来(115) 841 

CpGはシトシン(C)とグアニン(G)の対(相補結合)

が連続配列した領域で O.5~4 kbで構成されている。

噛乳類の遺伝子は~25 ， 000 と推定されているが

約 30，000~40 ， 000の CpGを持っており， 200~ 

2，000ジヌクレオチド間に CpGは約>50%も存在

することになり CpGジヌクレオチドは 70.6と

されている。

ヒトの遺信子は 30， 000~40， 000 と算定されており，

そのうちの約 29，000がCpG域をもっているとされ

ている。

CpGにはハウスキーピングジーンが多く存在し

ているが組織特呉的遺伝子なども多いことが明ら

かにされている 9)。

一般にすべての組織では CpGはメチル化されて

いないし，多くの遺話予のプロモーター，翻訳され

ない領域やエクソンlなどもメチル化されてし、なし、 10)。

通常メチル化されている CpGはインプリント

伝子，維で X染邑体上;の遺信子，生磁系列の特異遺

伝子と組織特異遺伝子の 4つとされている。

DNAのメチル化は締胞の運命や細目包のタイプ特

異遺信子の転写発現にとって不可欠な役割を泉た

している O

メチル化のパターンとメチル化された CpGの数

は種によって特異的であり，各組織でもそれらの機

能に応じて特異的数とされている。

d) メチル化反応と遺伝子発現

DNAとヒストンのメチル化反応は遺伝子の発現

に直接関与している。すなわち， DNA (遺伝子)の

制待i瀬域(フ。ロモーター)がメチノレイとされると発現

しなくなり，遺伝子は不活fじされる。また， DNAの

Hi日僻領域からメチル基の結合がとれる(脱メチル化)

と遺伝子はJ湾:び発現することができるようになり，

連結子が活性化されたと言う。

ヒストンのメチル化茂応も遺信子の発現と

しており， H3の 4，36， 79位のリヂンがメチ

ル化されているゲノムは転写活性をもっているが

H3の 9，27位および H4の 20位のリヂンがメチル

化されているゲノムは転写活性はない 11)。

遺伝子命の転写活性(発現)は DNAのメチルイヒと

ヒストンのメチルイヒ反応との一連の連鎖修部に

よって誘起されている。

なお，ゲノムの特異的領域での DNAのメチル化

とヒストンの脱メチル化は遺伝子の恒久的な不活化

であり，メチル化された DNA領域は凝縮したクロ

マチン構造となり，ヘテロクロマチンとして存在し

ている。

なお， DNAのメチル化は選結子の不活化や寄生的

プロモーターの不活化にのみ働くと考えられていた

がメチルイヒされることで活性化される遺伝子も見つ

かっている。それはガン抑制遺伝子の分化に関与する

遺伝子などである 12)。

e)メチル化反応と初期発生

初期発生期ではゲノム DNA修飾の再編成が受精前

と後ですぐに始まっている。雄性(精子)DNAは受

精後急速に脱メチル化されて活性的になる。 -jj，

i位性DNAは受動的に脱メチル化されることがウシベ

ヒツジ川，ブタ 15) マウス ω，ラット lil ヒト 18)

などの受精卵子で暁らかにされている。

発生粧の DNAは 2細胞期から臨盤胞期の間で脱

メチノレ化が多くなって行くがその増加程震や持間

的関係は臨ゲノムの活性化時期との関係で種に

よってそれぞれ特異的である。

このメチル化反応機構の特異的な経時変化が卵割

の開始時期，卵割速疫，コンパクション，限殻胞形成，

拡張，ハチングなどの各発生段階を正確に移行させ

その後の正常な経， JJ台子形成と個体発生につなげる

遺伝子の発現調節機能にとって必須な鵡程である。

メチル化反応に関与するメチルトランプエラーゼ、

活性を障害するとを2々 な発生障害が起こる。たとえば，

マウスで Dnmtlの発現を阻害すると多くの遺伝子

で脱メチル化が起こり，胎子は妊娠中期で致死する。

Dnmt3a， 3bを鐙害すると Dnmtlの活性は全く影響さ

れないにもかかわらず始予は死滅してしまう 19)。

また，ラット生殖細胞を DNAメチル化の題等斉IJ

である 5ーアザシチジンで処理すると娃娠 2日目の

発生知子の異常が多くなる 20)。この発生異常はアザ

シチン濃度に応じて起こり，阻害剤の諜度;増加に比

例して異常率が高くなる。

B ク口一ン妊の DNAメチル化

自然受精卵子では DNAのメチル化茂応は各発生

段階毎に特異的な経時変化をして，エピジェネティク

な遺信子の発現と調節機能を{動かせて正常発生安

経続させ，最終的な個体発生を完了させている。

前述の如く，自然受精卵子では受精後，すぐに脱

メチル{じが組こると開時に受動的な脱メチルイヒを
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して発生開始とその進行を継続させる遺伝子発現

をしていることは明らかである。

， ウシ SCNT卵子では最初の脱メチノレ化は

1細胞期で起こる。すなわち，体細胞核を除核成熟

卵母細胞に移植し，融合後すぐに著しい脱メチル化

が起こるが自然受精卵子で起こる受動的脱メチル

化の様相は確認されていない。

さらに，卵割期初期での DNAのメチル化も SCNT旺

では異なる。受精臨では 8"'16締胞期で起こるのに

対して， SCNT目安ではメチノレ化は平く， 4"'8細胞期

で超こっている 15)。

SCNT卵子では移様体細胞接の融合後すぐに

脱メチノレ化が超こらず，体細胞核のメチル北パターン

を維持していることも報告されている。そして， 8 

締施期になってから，ようやく脱メチノレ化が始まり，

桑実期，臨盤胞期になってもメチル化された状態で

あり，動原体ヘテロクロマチンも受精卵子と比べて

強くメチノレ化されており，特異的である 2ヘ
この事は SCNTgs子(脹)では第一弗割期中におけ

る脱メチル化反応が遅れていると同時に十分では

ない状態にあることを示している。

5足踏，脱メチル化のパターンをメチルシトシンの

抗体を用いて検索した結果， SCNT臨の脱メチノレ化

パターンは受精臨のそれと比べて明らかに異なり，

むしろ，移植体細胞核の脱メチル化パターンに近い

ことが暁らかにされている。

それ故， SCNT経で移植体細胞核の初期化は不完全

であり，分化細胞としてのエピジェネティクな修飾

パターンが治去されずに，リプログラミングされた

状態で発生を開始したもので異常発生の誘導婆因

である。

これは体細砲接は全体として強く広くメチル化

されている遺伝子をコードしない DNA領域をもって

いる結果として限発生を誘導調節する DNAの脱メチ

ル化状態になっていないためと思われる。

移植体細胞核の遺伝子発現パターンと SCNT距

盤胞の遺伝子発現パターンの差主要から明らかな如く

受精卵子核とは異なる極めて重要な初期化を起こ

していることを示している 22)。

たとえば，ケラニン遺倍予のメチノレ化について，

ウシ SCNT睦とれ1F経とで比較した結果， SCNT知子

では SCNT後すぐに脱メチル化されて，再メチノレ化

はIVF隠と全く同じ方式でされる 23)。

また，サイトケラチンプロモーターとサチライト

lDNAのメチル化の程度は SCNTと対照の肝臓間で

は葉はなかったが両紙毛膜間では少し異なり制御

障筈が認められている。

異常な SCNT胎子や産子および死んだSCNT胎子

や子牛ではメチル化のレベルや変呉が SCNT正常

産子と対照誌のそれらと比べ少し異なっており，変異

パターンも観祭されている 23)。

なお， SCNT膝のメチノレ化で、は正常粧のそれと

比べて一層強度かまたは低度のメチル化が起こって

いることも報告されている 24，25)。

以上のことから， SCNT卵子や腔でのメチノレ化炭応

は受精卵子や SCNT卵子から発生した正常産子の

場合と比べて正常に作動する確率(都合)が{尽く，

その程度やメチル化反応が何時どこで，どの遺伝子

で起こったかによって肢の早期死亡，流麗，奇型，

産子の死などの異常の発症にかかわっており，これら

異常の程度や発症率に影響しているに違いない。
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