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日菌乳類の腔操作と斎産への応用と将来(11 6) 

XXXIV 生殖機能のゲノミックス

菅 原 七 郎 本

C ク ロ ー ン 腔 の ゲ ノ ム

インプリンテイング

日感乳類では正常な限発生，個体形成，出生後の発育

成長，そして生理機能の作動維持にとって母方，父方

の両遺伝子の発現とその調節と協調作用が必要不可

欠である。

補乳類の発生には父，母方自来遺伝子の発現調節が

不可欠で，どちらか一方だけでは正常な発生が進行

しないことが雄性発生と雑性発生の研究成果から

明らかにされた 26)。

父方遺信子は主として腔体外組織(栄養鰻の増殖，

胎盤)などの分化，形成に重要な基本的役割を来たし

ている。

母方由来遺信子は主に距体，胎チ，似体形成

に最も重要で強く関与して正常発生を進行させている。

この事は両親から受継いだ一対のそれぞれの遺

伝子が同時に発現して作用することはなく，両殺の

どちらか一方の遺信子のみが発現して機能する仕組

からくるものである。

同一の機能をもっ一対の遺伝子は常に等価発現

していないことであり，選イ云子の不等価発現

(おnctionalnon-equivalence or non-equivalance expr宅ssion)

と呼んでいる。不等価発現する遺伝子は色々あると

思われるが現在インプリンティング遺信子が最も良く

知られている。

a) ゲノムインプリンティング

その一つは，ゲノムのインプリンテイング機構で

ある 27)。それは父母由来の一対の対立遺伝子が役誤

分担をしてどちらか一方の続遺伝子のみが発現し

て機能する仕組である。

すなわち， Igf2遺伝子は父方自来のものが発現し

機能するようになっており，母方由来のものは発現

しないようマーク付(メチル化)されている。

Igf2の作用を上流域で制御するHl9は母:方由来のも

のが発現して父方のものは発現しないようマークイ寸

定cos研究所 CShichiroSugawaral 

されている。

現在，マウスとヒトで!弓定されているインプリント

遺伝子は 50~80 であるがlOO~200位の遺信子がイン

プリンテイングされていると推定されている。

卵子と精子ゲノムのインプリンティングは精子や

卵子形成過程の一定の時期にインプリント(制り込

み:メチルイりされ伝達されるが一代限りで終り，

次の代ではまた配偶子形成期の一定の時期にイン

プリントされて次世代で機能する。

受精卵子が発生を開始すると両親のゲノムとイン

プリント遺伝子の発現と調節により，経発生胎子，

個体，形成そして成長し分娩に至るが生殖締飽系列

ではインプリントは一旦解徐(消去)されて記偶子

形成過穏で胎子の性に従って，生殖締胞は再びイン

プリントされる。

体細胞系列ではインプリントのプログラムは

そのまま維持されており，個体が死に至るまで維持

されて機能している。

b)卵子のインプ1)ンティング

向性配偶子のインプリント遺伝子は何時，どの時期

で解除され，インプリンテイングされるのだろうか。

この点について，マウスで最も良く研究されている。

インプリンティングは生殖細胞系でのみで起こる。

すなわち，間性生殖細胞の形成過稜の限定された時

で消去またはインプリンティングされている。

マウスでは PGCsの移動期中もインプリントは解

除冬れていないとされていたが妊娠8.5日齢で分化

前の PGCsはインプリントは解除されており，肉親

の遺信子発現が確認されている 28)。

妊娠 1 1. 5~12.5 日齢で PGCs が生殖隆起に達する

時期になると雌雄の PGCsではゲノムの急速な脱メチ

ル化が起こると同時に一担，インプリンティングが

解除される 2へその後，配偶子形成過程で湾びイン

プリンティングが確立される。

卵子では成長，成熟の過程で母方遺伝子のインプ

リンテイングが確立されると考えられている。
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一方，精子は有系分裂後の第一騎母細胞の時期にイ

ンプリンティングが完成されると考えられている却)。

跨性配偶子のゲノムインプリントの消去とリセッ

ト(再インプリンティング)は先代やそれ以前の代で

の邑々なエヒ。ジェネティックな修飾を減少させるた

めや，さらに元に戻すのに極めて重要生物学的仕組で

あり穏や系統の維持につながっていると考えられる。

インプリント遺伝子は成熟卵母細胞ではインプ

リンティングも消去もされないことが以下の事実

から明らかである。

半数{本の初期目安(l~16 細胞期)から父方，または

母方の核を l個の前核を除いた受精卵子に移植すると

核移植された卵子は産子にまで発生する。この場合，

移植される核は残った核に対して父方前核でなけれ

ばE王子にまで発生しないことから暁自である。

配偶子形成過稜で両親の染色体にインプリント

された印(マーク付)は卵締胞質に単に移植するだけ

では逆転(脱メチノレイヒ)や消去することはできない。

受精卵子(細胞質)は単為発生，雌雄発生，雌性 3

倍体などの母方ゲノムの脱メチノレ化はできないし，雄

性発生や雄性 3倍体などの父方ゲノム(すでに脱メチ

ルイとされている)の再メチル化能をもっていない 31)。

これらのことから受精卵子の細胞質は移緩核の

メチル化パターンを容易に変化させることはでき

ないことを示している。

受精卵子での父，母方由来ゲノムの差動的な脱メ

チノレ化パターンは受精時における父，母方のクロマ

チンの再縞成化における違いによって起こっている

と思われるが明白ではない。

また，父，母方のゲノムは強いエヒ。ジェネティクな

マーク付のためにストレス信号に対して多様に反応

することができると考えられる。

マウスでインプリントされていない PGCを除核

成熟卵子へ移植すると 9.5S齢臨まで発生するが腔は

小さく異常胎盤になっている。

この PGC移植卵子を 4倍体目安盤胞に移植しでも

9. 5日齢臨で死滅してしまう。

この原因は配偶子 (PGC)のインプリンティング

が欠除しているために発生を中止したものである。

PGC移植卵子の発生能は PGCのインプリントの

時期と深く関係していること示している。

インプリントされていない妊擁立.5~13. 5臼齢

給予の PGCを移様した卵子では距の成長が遅れて

妊娠 9.5日齢で死滅してしまう。

この事は父方由来のインプリント遺伝子は完全に

発現パターンを消失してしまっており，等価発現を

しているかまたは全く不活化していた結果，起こった

現象と考えられる。

インプリンティングが解除されていない 11.5日

齢のPGCを移植した卵子は妊娠 11.5日齢臨まで発

生する 32)。また，成熟直前の卵子や 12.5日齢まで

in vitroインプリンティングをした PGCは核移様後や

IVFで産うこまで発生することが確認されている 33)。

ウシでも PGC移植が行なわれており，マウスの

結果と向様の成果が得られている。

妊娠 50~70 日齢時の卵視細抱をドナー核として移

植された卵子は 9~13%の割合で腔醐包に発生するが

それらを腔移植した試験では産予は得られていない 31)。

その後，妊娠 50~57 ， 65~76 ， 95~105 日齢の卵

視や那母細胞をドナー核として核移構された邦子

のうちから腔盤胞期まで発生した割合はそれぞれ

38%， 23%， 20%で、あった。脹移植後，着床後まで

発生した割合は 50~57 日齢の雌性生殖細胞をド

ナー核とした場合に 65~76 日齢核を用いたものと

比べて有意に高かった。

そして，妊娠 90 日闘の妊娠率は 50~57 日齢核で

は 36%で、あったのに対して 65~76 日齢較では 17%

で、あって，唯一の産子が 50~57 日齢核(卵視細胞)

をドナー核とした実験区で得られている 35)。

ウシでの PGCのインプリンティングが何時解除

されるかは明確ではない。上記の成果では妊娠 50~

57 日齢の両性PGC は分裂増殖が盛んであるが， 65~

76日齢になると雌性PGCは第一成熟分裂を開始して

いる。一方，雄性 PGCはこの時期では相対的に休止

期に入っている時である。

上記から，ウシでは蹴性 PGCのインプリンテイン

グが再び開始される時期として妊娠 50日齢位がちょ

うど最も眼界段齢であると算定される。

マウス PGCでは再インプリンティングは

妊娠 12.5~13. 5日齢位から第一成熟分裂が起こる

ことからこの日齢を境に起こっている。

PGCの移績による発生能はウサギでも行なわれ

ており，路盤組期までの発生が確認されているが着床

までは進まなかった 36)。

妊娠 18~20 日齢のウサギ始予から分離採取した

間性 PGCを除核成熟卵子に移模して発生能を調べ
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ている。

雄性 PGC移植卵子のうち 16%が腔盤胞期に発生

したのに対してt険性 PGCを移補した卵子ではわずか

に4%が経盤砲期までに発生したに過ぎなかった。

また，産子も得られていない。

これら PGCの移摘実験から臨盤胞期までの発生は

インプリンティングが大方または完全に解除されて

いてもかなりの割合で起こるが経盤胞期以降への

発生はインプリンテイング機構が解諒されない状態，

すなわち，インプリント遺信子が維持されていること

が最小必要で必須条件で、あることを示している。

それでインプリンティングが維持されている体

細胞核を移横された卵子でも 40~50%が路盤胞に

発生するが ET後の産子率は多くても数%である。

このことは最終的に移植体細胞核のインプリン

ティング機構が荷性配偶子のそれとは微妙にずれ

こんでおり，初期化時にインプリントが部分的に解除

されてしまうために幾つかのインプリント遺伝子の

発現と機能を正常に働かなくしているためと考え

られる。

c) インプリント遺伝子のエピジェネシス

これまでの研究からインプリント

ルイヒ機構は培養条件によって著しく

ことが明らかにされている 37)。

実際，クローン経以外の操作目安(IVMFC)でもイン

プリント遺話予は培養条件によって影響されること

も知られており，クローン臨との明確な差について

は現時点では明らかではない。

しかし，腔翻包期以後の発生，月台盤形成，正常度予

率などは明らかにクローン月五は低いのでこの原屈は

少なくとも初期経後期から胎盤形成期にかけての

インプリント遺信子のメチル化機構が正常に作動

していないこともその一因と考えられる。

IVCでの脹盤胞形成事については SCNT卵子と

IVMFC， In vivo由来邦子とでほとんど差がないのに

対し ET後の正常発生，産子率では上記三者間で明

らかな差を生ずるのは何故かの解暁には培養環境

など ET前の処理取扱い条件を全く同一にしてイン

プリント遺伝子や他の遺伝子群の発現と機能との

関係を知る上にはそれら遺伝子の共発現 (coexpress

of genes)情報を集穣し解析して明らかiこすることが

不可欠である。その姿思が明らかになれば改善策を講

ずることができるので正常クローン個体の生産率を

あげることができる。

d)胎盤形成，治子成長とインプリント遺伝子

着床開始から胎盤，胎子形成とそれらの発育成長

にはインプリント遺伝子が深く関わっていること

が明らかにされている。

なかでも， IGF2， IGF2R， H19などの発現制御機

能が正常に作動することが不可欠で日ある。

ヒトや多くの霊長類では IGF2Rは約 750万年前

にインプリンテイングは完全に解除されているが

ウシ，ヒツジ，ブタ，ネズミ類ではインプリント機構

が保存されており不活化された状態にあるお)。

父方由来のインプリント遺信子は粧や胎子の栄養

要求や供給を促進する儲きをするのに対して，母方

由来の対立遺伝子は母体の維持に働きむしろ，始子

への栄養素の移動を抑える作広!をしていると考え

られている 39)。

この役割を荷っているのが胎盤であるが給盤の

形態や形成過程は動物穏によって特異的である。

ウシ，ヒツジ，ブタとヒト，ネズミ類との胎盤は

しく異なっており，前者では散在性胎燥であるの

に対して後者では円盤状胎盤である。

反*3l3獣の胎盤形成はマウスやヒトと比べ非常に

遅く形成されて， )j主体外!撲の分化を伴った幅広い形

成と発達が必要である。

胎盤形成の開始時には子宮内JJ莫上皮への臨の接

(付)着が起こっており ，J治子器官形成と心臓の脚1sIJ

と血流形成を伴っている。

ウシ，ヒツジなどでの援尿膜胎盤の形成には尿膜が

中心的役割をもっており，胎盤や給子への脈管系の

発達にも密接に関与している。

その際，あるインプリント遺信号乙が関与しており，

腔体外膜では者床開始のほんの少し前に発現して

機能していると考えられている。

それは PEG1/MestとGrblO遺伝子であり， )民盤胞

の伸長期から発現していることが確認されている

ことから暁らかである。

，胎盤形成に重要な IGF2やH19は上記伸長期

では発現しておらず，翁:床開始期，栄養膜細胞が子宮

内膜上皮に接著した時点から発現が確認される。

IGF2， H19， PEGl/Mestな出羽13ti劉包の{中長期での

中路業由来細胞で発現するがそれら遺伝子の発現

時期はそれぞれ異なっている。

IGF2とH19は互いに父方，母方とでインプリント
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されており，着床の時期とに密接に関係して発現を

強めて互に脹と母体との栄養要求のバランスをとる

伎組の融調に係わっていると考えられる。

IGF2R (IGF2レセプター)は臨捌包では伸長

期前から発現している。これは距自身が IGF2を産生

しない前は母由来のIGF2の発現とその作F誌を制御

している機構のーっと考えられている。

上記各遺伝子の着床界函での発現は初期卵割期

での脱メチノレ化後にエピジェネティックな修飾の確

立や転写悶子の部位的発現またはこの因子がイン

プリント遺伝子のコ二ンハンサーや制調域と相互に作

用した特に呼芯して開始していると考えられる。

どの穏でも給盤形成とその発達にはインプリント

遺伝子が主要因子として働くが胎盤でのインプリン

ト遺伍予の保存のされかたが異なる。

例えば，単始と多胎動物に眼らず，また，ヒト，

マウスのように胎盤の型や者床時の経盤胞の分化

度が非常によく館通っていたとしても，それぞれの

各動物種では胎盤のインプリント遺伝子子は進化学的

に保存されており，動物毎に特有の発現パターンを

していると思われる 40)。

その一つに KCNQl領域があり，ヒト胎盤では多く

の遺伝子が妊娠3ヶ月間から分娩時まで間対立遺伝子

が発現しているがマウス胎盤では母方自来のみが

もっぱら発現する。

これら関連遺伝子のあるものはヒトではインプ

リントされていないがプロモーターの CpGのメチル

化とは関係なく，むしろ，この遺伝子のヒストン修飾

と関係しているとされている。

前述の如く， IGF2R はウシ，ヒツジ，ブタ，マウス

では母方の対立遺伝子が発現するがとト胎盤では

多型であり，インプリントされており，分娩期にだけ

弱い発現をするのみである。

なお， IGF2R遺伝子と陪じ領域にある SLC22A3

遺伝子は多控でインプリントされている。

また，インプリント遺伝子の発現は閉じ動物稀で

あっても一時的に変化したり，組織や{樹木によっても

変わることが知られており単純でiまない。

ウシ，ヒツジなどの胎盤のインプリント遺信子の

情報はマウス，ヒトと比べ少なく，あまりよく判って

いないことが多く，これからの解析が必婆である。

これまで述べてきた如く， ET後の SCNT経では

胎子胎盤形成やそれらの発育時にInvivo， In viかo膝と

上ヒベインプリント遺伝子の発現がより正常でない

ことは明らかである。しかし， SCNT 肢にだけ特異

的なことでないことも invitro経でも割合が低いが

問様な現象が起こっていることからも疑いない。

e) SCNT旺での IGF族の発現変臭

SCNT胎子や度予の色々な異常はインプリント遺伝

子の欠損，突然変呉や発現過多などによって起こって

いることが報じられている。

兵常胎子や産子の出現とインプリント遺伝子と

の関係では IGF2族の発現について調査されている。

SCNTや IVFC由来の胎子や度予では過大子がみら

れる 4))が，胎盤形成が非常に差があってとくに胎盤の

形態と大きさはばらつきが大きいことが知られて

いる必)。

マウスで胎子や胎盤の過大成長や発達は IGF2の

過剰発現によることが認められており 4:3)， SCNTや

IVPの過大子出現の最大の原闘と考えられていた。

しかし，ウシやヒツジでの胎子，康子の過大成長と

IGF2の発現増加とは明確な相関がみられない。

ヒツジでは IGF2Rの発現変化が過大子に関係して

いるとされている 44)。

マウスでは IGF2Rの発現欠除が過大給子の

成長と妊娠後半での胎盤成長を阻害し，心臓疾患死を

起こす要因とされているお)。

SCNTs台子や1宝子で、も胎盤の過大成長や心臓疾患が

みられるが IGF2Rの発現量との関係はみつかって

いない。

IVFで血清添加培地で発生させたヒツジ臨は過大子

になるがこれに関与する他の遺伝子として IGF結合

蛋白質 2(IGFBP2)がある。この遺伝子はインプリ

ントされていないが IGF2に照合して組織/持異的に

作用して IGF2活性を市u榔している 46，47)。

過大子ヒツジでの IGF2R発現の変化は ICRの

DNAメチル化を減少させる。ウシでは ICR2と問じ

でエクソン 3の上流域があり，ヒツジ ICR2と非常に

高い相向性をもっている制。

2穣類の{本綿胞クローン個体 5頭と対照、草 l頭に

ついて ICR2の>2kbの 347bp中のメチルイ七割合を

比較した結果，メチノレ化の割合は SCNT個体で抵い

傾向が認められた 48)。

IGF2R発現レベノレに対するメチノレ化の惹がウシ

過大子の発症にどんな影響を与えているのかは

今のところ明確ではない。
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