


はじめに

農林水産生物は食料の糧あるいは生活資材として，人類に多大な貢献をしてき

ており，その果たす役割は今後とも不変であることは言を待ちません．また，農林

水産生物に係わる科学研究は，これまではもっぱら生産性向上を目指して行われて

きましたが，ゲノム解読や体細胞クローン技術などにより，単に生産性向上に寄与

するばかりでなく，新たな切り口を見いだそうとしています．その具体例の一つと

して，遺伝子組換えなどの技術を用いて動植物昆虫に新たな機能を付加し，人類の

福祉に役立つ有用物質生産を行わせることが現実となりつつあることなどがあげら

れます．

そのため，農林水産省ではこの技術研究を加速化させるべく，平成11年度から

６年間，21世紀グリーンフロンティア研究，「植物・動物・昆虫を用いた有用物質

生産系の確立」のプロジェクト研究を実施してきました．本プロジェクトでは，遺

伝子組換えを用いた有用物質生産に関わる基礎的研究のみならず，ゲノムデザイン，

分子デザイン，体細胞クローン技術の応用などについての広範囲にわたる課題につ

いて，植物，動物，昆虫の特性を活かしたそれぞれの技術研究の展開を図ってきま

した．

しかし，これらの技術は決して完成されたものではなく，これからも具体的な

取り組みが必要です．また，遺伝子組換え作物などの社会的受容をはかることが，

今後とも大きな命題となっています．

本プロジェクトの成果がより多くの方々の目にとまり，応用面での発展や基礎研

究の深化につながることを期待して，主要な成果をできるだけ平易に記述したNIAS

アグリバイオサイエンスシリーズNo.2として，ここに本書をとりまとめました．ま

た，主要成果に加えて，植物・動物・昆虫の遺伝子組換え技術や遺伝子組換え生物

の利用の現状などについての理解を深めるために，それらの簡単な解説も掲載しま

した．

本書を刊行するに当たり，ご協力を頂いた皆様方に感謝するとともに，この中

に取り上げられた内容が広く活用されることを願う次第です．

平成17年11月

居在家義昭

岡成美

町井博明



も　　く　　じ
【植物】

遺伝子組換え植物を作るには 　小川泰一……４

遺伝子組換え植物の規制システム 　岡成美……６

遺伝子組換え作物栽培の世界の状況 　岡成美……８

卵白由来ペプチドOvokininを基にして設計した血圧降下・育毛促進ペプチドNovokinin 　吉川正明……10

イネ種子中に有用ペプチドを大量に蓄積する方法 　高岩文雄……12

植物で医療用糖タンパク質を作るには―糖鎖付加機構の改変― 　藤山和仁……14

植物ウイルスを有用物質生産に役立てる 　渡辺雄一郎……16

【家畜】

遺伝子組換え家畜はどう作る？ 徳永智之……20

精子を利用して遺伝子組換え家畜を作る　－精子は遺伝子の運び屋になれる－ 長嶋比呂志……22

染色体の秘める謎に挑む　－染色体ベクターの開発－ 池野正史……24

組換え家畜は勝手に作れません，使えません 徳永智之……26

遺伝子組換え家畜生産の世界的動向　－どのような遺伝子組換え家畜が作られているか－ 高橋清也……28

ブタとヒトとの関わり合いの未来像 大西彰……30

「動物工場」－新しいヤギの利用法－ 大越勝弘……32

【昆虫】

カイコで薬を作る　－バキュロウイルスの利用－ 三橋渡……36

「昆虫工場」－有用物質の大量生産に向けて 羽賀篤信，大浦正伸，早坂昭二……38

カイコ体液からの有用物質の抽出と精製 宮澤光博……42

カイコで作ったブタインターロイキン18の免疫増強効果 宗田吉広……44

ゲノムデザインで遺伝子組換え型タンパク質の分泌生産量を増やす 土屋佳紀……46

ウイルスを利用した遺伝子組換えカイコの作製とその応用 森　肇……48

昆虫を用いた有用物質生産の世界的動向と未来の昆虫工場 小林淳……50



植　物

遺伝子組換え植物を作るには

小川泰一

遺伝子組換え植物の規制システム

岡成美

遺伝子組換え作物栽培の世界の状況

岡成美

卵白由来ペプチドOvokininを基にし

て設計した血圧降下・育毛促進ペプチ

ドNovokinin

吉川正明

イネ種子中に有用ペプチドを

　大量に蓄積する方法

高岩文雄

植物で医療用糖タンパク質を作るには
　―糖鎖付加機構の改変―

藤山和仁

植物ウイルスを有用物質生産に役立てる

渡辺雄一郎



4

はじめに

　1983年に，タバコで高等植物での遺伝子組換え

が初めて成功した．現在では，イネ，トウモロコシ，

ダイズ，ワタ，ジャガイモ，トマトなどの主要な栽

培植物のみならず，果樹，花卉においても遺伝子組

換え植物の作出に成功している．遺伝子組換え技術

は基本的には，目的とする遺伝子を取り出し，必要

に応じてそれに改変を加え，受け手となる生物に導

入する技術である．実際に遺伝子組換え植物を作出

するには，①遺伝子の単離・操作・設計，②遺伝子

の導入と植物体の育成，の2つのステップが必要と

なる（図1）．

遺伝子組換え植物を作るには

農業生物資源研究所　小川泰一　

　植物分野では，遺伝子組換え技術が，生命現象の仕組みの解明などの基礎研究のためだけでなく，

性質の改良や有用物質生産などの応用研究のために利用されている．遺伝子組換え植物を作り出すに

は，まず，利用目的に適した遺伝子を生物から取り出し，作物の種類に応じた方法でその遺伝子を植

物細胞へ導入する．選抜の過程を経て，導入遺伝子が本来の遺伝子と同様の様式で染色体に組み込ま

れると遺伝子組換え植物となる．

連絡先：　農業生物資源研究所　新生物資源創出研究グループ　小川泰一（Tel: 029-838-8374; e-mail: togawa@affrc.go.jp)

遺伝子の単離

導入したい遺伝子

薬剤耐性遺伝子 プロモーター配列 ターミネーター配列

遺伝子の操作・設計

導入したい遺伝子

核

アグロバクテリウム細胞

植物の細胞

核

　植物に導入したい遺伝子を生物から取り出し，別の遺
伝子が混入しないよう純化する．

遺伝子の導入
　アグロバクテリウムが感染し，植物細胞の核内へと遺
伝子が送り込まれる．

細胞の選抜
　薬剤耐性遺伝子が働き出し，薬剤に抵抗性となった植
物細胞が増殖する．

植物体の再生
　培養を続け，増殖した細胞塊から芽や根を出させて植
物体を再生させる．

遺伝子組換え植物
　DNA分析などによって目的の遺伝子が植物の染色体
に組み込まれていることを確認する．

　植物体内で遺伝子を働かせるためのDNA配列を目的
遺伝子に結合させたり，遺伝子導入後の細胞の選抜のた
めの薬剤耐性遺伝子を結合させる．そして，細菌中に遺伝
子を移す．

図1．アグロバクテリウム法による遺伝子の導入と植物体の育成
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1．遺伝子の単離・操作・設計

　遺伝子組換え技術により植物に導入された遺伝子

のうちよく知られたものとしては，除草剤耐性の

ための除草剤の成分を分解できる遺伝子や，耐虫

性のための害虫の成長を阻害する毒素遺伝子などが

ある．これらはバクテリアから単離されたものであ

り，このように従来は，作物の改良等を目的とする

遺伝子組換え植物の作出では，ウイルスやバクテリ

アなど植物以外の生物の遺伝子が用いられることが

多かった．しかし，最近では，イネ・ゲノム研究の

進展などにより，植物自体が持っている遺伝子を効

率的に単離する手法が開発されてきており，これら

の遺伝子を単離し導入する事例が増えてきている．

　単離された遺伝子は，この遺伝子以外の別の遺伝

子が混入しないよう処置されるとともに，必要に応

じて操作や設計がなされる．また，遺伝子導入後の

細胞の選抜のため，薬剤耐性遺伝子を目的遺伝子と

結合させる操作も必要となる．

2．遺伝子の導入と植物体の育成

　次に，設計の済んだ遺伝子を植物細胞に導入する．

植物細胞への遺伝子導入法に関しては様々な方法が

試みられてきたが，現在までのところ，以下の２つ

の方法が実用的な方法として採用されている．

①　アグロバクテリウム法（写真1）

　アグロバクテリウムという微生物が植物細胞に自

身の遺伝子を移入させる性質を利用し，アグロバク

テリウムの遺伝子に目的の遺伝子を結合させ，微生

物の力（感染）で遺伝子を植物細胞へ導入する方法．

②　パーティクルガン法（写真2）

　金やタングステンの微粒子に遺伝子を付着させ，

この微粒子を高圧ガスなどの力で植物の細胞・組織

に打ち込んで遺伝子を移入する方法．

　遺伝子を導入した直後の段階では，目的通りに遺

伝子が導入されているかわからないため，多数の細

胞を培養し，その中から薬剤耐性を手がかりとして

目的の遺伝子が導入されているものだけを選抜す

る．選抜後，増殖した細胞塊から芽や根を出させて

植物体を再生させ，遺伝子組換え植物を獲得する．

　獲得した遺伝子組換え植物を用いて，導入した遺

伝子の働きを解析し基礎的な研究のための知見を得

たり，また，その植物個体が農作物として価値があ

ると判断される場合には実用化に向けて，次の段階

である遺伝子組換え植物の安全性評価へと進むこと

となる．

写真1．アグロバクテリウムがエンドウマメに感染し
てできたクラウンゴール

（写真提供：農業生物資源研究所　湯川　聖士氏）
　アグロバクテリウム・ツメファシエンスは，多くの
植物の根や茎にクラウンゴール（こぶ，写真矢印）を
作る根頭癌腫病の原因となる細菌である．この細菌
は，植物細胞に感染するとき，自身の遺伝子（正確に
はT-DNAと呼ばれる部分）を植物の染色体内に組み込
むことが知られている．

写真2．パーティクルガンの装置
　パーティクルガンは，散弾銃の方式を利用し遺伝子
を植物細胞に送り込む．金やタングステンの微粒子（直
径約1マイクロメートル）に遺伝子をまぶし，これを
散弾銃のように植物の細胞塊や組織に向かって発射
し，微粒子とともに細胞内に遺伝子を導入する．
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　遺伝子組換え植物を作ったり，それを栽培したり

するときは，法律に定められた手続きに従わなけれ

ばならない．2004年2月から，微生物，動物，植物

のすべての遺伝子組換え体は，「遺伝子組換え生物

等の規制による生物の多様性確保に関する法律」（カ

ルタヘナ法）のもとで扱われることになった（図1）．

第2種使用

　カルタヘナ法では，遺伝子組換え生物の使用を大

きく二つに区分している．その一つは第2種使用と

よばれ，遺伝子組換え生物が外部にもれださないよ

うな設備をもつ場所で使用する場合（組換え体を環

境中に拡散させない）である．これは主として研究

開発段階での使用であり，実験室や温室の中で組換

え植物を取り扱う場合が該当する（図2,3,4）．遺伝

子組換え植物を，まず閉鎖系温室とよばれる密閉さ

れた温室（図3）で，次には花粉が昆虫によって持

ち出されないように窓に網を張った温室（特定網室）

遺伝子組換え植物の規制システム

農業生物資源研究所　岡成美　

　遺伝子組換え植物の使用は法律（カルタヘナ法）で規制され，実験室，温室等一定の設備をもつ

施設内での第2種使用と，隔離圃場，一般圃場のような開放された屋外での第1種使用に大別される．

第1種使用は，遺伝子組換え植物が野生生物に対して及ぼす影響の評価にもとづく国の承認を受けて

から行われる．その他，同種作物との交雑を防止するための農林水産省指針がある．

連絡先：農業生物資源研究所　新生物資源創出研究グループ　岡成美（Tel: 029-838-8360; e-mail: seibi@affrc.go.jp）

図2．実験室での組換え植物の栽培（第2種使用）

で栽培して，この間に様々な性質を調べる．組込ん

だ遺伝子の効果をみるのはもちろんであるが，その

他に，他の生物に影響を与える変化が起きていない

かも調査する．このような調査のことを遺伝子組換

え植物の環境安全性評価と呼んでいる．

図1.

実験室

↓

閉鎖系温室

↓

特定網室

隔離圃場

↓

一般圃場

ど）

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物
の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）

非食品（花など）

食品衛生法に基
づく安全性確認

飼料安全法に基
づく安全性確認

食品

飼料

�

�

�

第２種使用 第１種使用

遺伝子組換え植物の栽培利用の規制システム
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図3．閉鎖系温室（花粉漏出を防止できる構造の温室）

図5．隔離圃場での組換え植物の栽培（第1種使用） 図6．一般試験圃場での組換え植物の栽培（第1種使用）

第1種使用

　カルタヘナ法でのもう一つの区分である第1種使

用は，開放された屋外の場所で行う組換え体の使用

（組換え体の環境中への拡散を防止しない）使用で

あり，植物の場合は圃場での栽培，収穫物の運搬，

農作物としての一般流通等が該当する．第1種使用

は必ず国の承認を受けてから行うことになってい

る．遺伝子組換え作物の第1種使用では，まず一般

の圃場とは明確に区分された圃場（隔離圃場）（図5）

で栽培を行い，その後一般圃場（図6）での栽培に

移る．第1種使用の段階での審査の基準は，組換え

体が野生生物に影響を及ぼして，その多様性を損な

うことがないか（生物多様性影響評価という）であ

る．第2種使用の段階で収集した環境安全性データ

が，生物多様性影響評価の判断材料の一つとなる．

同種作物との交雑防止

　カルタヘナ法の生物多様性影響評価は野生生物と

の関係に重点があるが，組換え体の野外栽培では，

近くで同一種類の一般作物が栽培される可能性もあ

る．花粉を通じて組換え体の遺伝子が非組換え体に

拡散することを防止するため，農林水産省はカルタ

ヘナ法とは別に指針を定め，作物毎に，最低限相互

に離して栽培すべき距離や，花粉飛散を防止する措

置を決めている．

食品安全性と飼料安全性

　食品または飼料として商品化する組換え体は，市

場化の前に食品衛生法または飼料安全法にもとづく

国の審査が必要である（図1）．ただし，鑑賞用の

花のような食品でない組換え体はこの審査を必要と

しない．

図4．温室内での組換え植物の栽培（第2種使用）
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世界の状況

　GM作物の商業栽培は1996年にアメリカで始まっ

たが，2004年には，世界 17カ国で 8,000万 ha を超

えたとされる（図1）．国別では，アメリカ，アル

ゼンチン，カナダ，ブラジル，中国が上位を占め，

作物別では，ダイズ，トウモロコシ，ナタネ，ワタ

が4大GM作物である．栽培面積の多いGM作物は

除草剤耐性と害虫抵抗性であり，その作付けは，雑

草防除や害虫防除の労力・費用を大幅に軽減し，最

終的に農家の収益増加をもたらす利点をもつ．最近

では，医薬品等有用物質をGM植物で生産する第2

世代GM作物の研究も行われている（図3）．

遺伝子組換え作物栽培の世界の状況

農業生物資源研究所　岡成美　

　世界の遺伝子組換え（GM）作物の栽培面積は年々増加を続けている．現在普及している除草剤耐性，

害虫抵抗性のダイズ，ナタネ，トウモロコシ，ワタ等の農家収益性の高い作物に加え，栄養成分の改

良等消費者に利益のある第2世代のGM作物開発も進みつつある．最近注目されるのはインド，中国等

アジアでのGM栽培の拡大である．

連絡先：農業生物資源研究所　新生物資源創出研究グループ　岡成美（Tel: 029-838-8360; e-mail: seibi@affrc.go.jp）

図1．世界のGM作物栽培状況（1996-2004）（James, 2004）　単位：100万ha

米欧の状況

　GM作物栽培の最も盛んなアメリカでは，2005年

に5,000万ha近いGM作物栽培面積があり，ダイズ

の87%，トウモロコシの52%がGM作物になってい

る (図2)．アメリカでGM作物が急激に増加した背

景には，収益性向上に対する農家の強い支持があ

る．カナダはGMナタネの主産地となっている（図

4）．南米ではアルゼンチンが早くからGMダイズの

生産を始め，すでにGMダイズが100％近くを占め

る．ブラジル，メキシコでも近年，政府の認可のも

とにGMダイズの商業栽培が始まった．

　欧州では，スペインとルーマニアでGMトウモロ
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図2．米国におけるGMトウモロコシの収穫
（写真提供：食品総合研究所　日野明寛氏）

図3．ほ乳類の糖鎖を付加したタンパク質を生産する
GMタバコ（オランダ）

（写真提供：農業生物資源研究所　宮原研三氏）

図4．カナダにおけるGMナタネの栽培
（写真提供：農業環境技術研究所　吉村泰幸氏）

図5．急増するインドのGMワタ栽培
（写真提供：農業生物資源研究所　山口富子氏）

コシとGMダイズがそれぞれ約5万ha 生産されてい

る．日本同様，国民のGMへの抵抗感が根強い欧州

であるが，特徴的なこととしてGM作物と非GM作

物の共存方法の議論が進んでいることがある．

アジアの状況

　アジアでは，最近3つのGM作物が注目されてい

る．第1は，中国でのGMイネの商業栽培の動きで，

これが実現すると主食用のGM穀物では世界で最初

となる．第2はインドのGMワタ栽培で，2004年は

前年の4倍に急増した（図5）．なお，GMワタは中

国でも増加している．第3に，途上国に多いビタミ

ンA不足を解決できるイネとして2000年に開発さ

れたゴールデンライスは，フィリピンにある国際

イネ研究所で，βカロテンの含量をさらに20倍に

高めた改良型が最近作られ実用化に一歩近づいた．

ゴールデンライスのように新たな栄養成分をもつ

GM作物は，消費者にとって利点のあるタイプのも

ので第2世代のGM作物と呼ばれる．

日本の状況

　日本ではGM作物の商業的栽培は行われていない

が，輸入された遺伝子組換え作物が家畜飼料や，加

工食品の原料として使われているので，私たちもす

でに何らかの形で食品として利用している．食品

安全性の承認を得た国内開発のGM作物はまだない

が，日本企業の開発した花色を変化させた切り花用

GMカーネーションが市場で販売されている．
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Novokininの動脈弛緩および血圧降下機構

　卵白アルブミンの酵素消化によって派生する動

脈弛緩・血圧降下ペプチドOvokinin III （Arg-Ala-

Asp-His-Pro-Phe）は10mg/kgの経口投与で高血圧自

然発症ラット（SHR）に対して血圧降下作用を示す

が，Ovokinin IIIのアミノ酸を4残基置換して得られ

たNovokinin （Arg-Pro-Leu-Lys-Pro-Trp : RPLKPW）は

Ovokinin IIIの1/100に相当する0.1mg/kgで血圧降下

作用を示した．

　Novokininはヒトクローン化アンジオテンシンAT2

受容体に対して親和性を示し（Ki = 0.3μM），その

動脈弛緩作用および血圧降下作用はアンジオテンシ

ンAT2受容体拮抗剤であるPD123319によってブロッ

クされる点で，従来にない全く新しいメカニズムに

基づく血圧降下物質であることがわかった．また，

その作用はシクロオキシゲナーゼ阻害剤であるイン

ドメタシンによってブロックされ，プロスタグラン

ジン受容体の各種サブタイプに対する選択的な拮抗

剤のうち，EP3レセプターに対する拮抗剤によって

ブロックされた．以上の結果より，アンジオテンシ

ンAT2受容体に対するNovokininの結合により放出

されたプロスタグランジンE2がEP3受容体に結合す

ることによって，動脈弛緩および血圧降下作用を誘

起するという作用機構が判明した．また，本ペプチ

ドを4分子導入した大豆β-conglycinin α'サブユニッ

トは2.5mg/kgの経口投与で血圧降下作用を示した

（図1）．なお，本改変タンパク質を大豆で生産する

試みが進行中である．

卵白由来ペプチドOvokininを基にして設計した
血圧降下・育毛促進ペプチドNovokinin

京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻　吉川正明　

　卵白アルブミンから派生するOvokinin IIIのアミノ酸を置換することによって得られたNovokinin

は，もとの100倍に相当する強力な動脈弛緩と血圧降下作用を示した．Novokininのこれらの作用は，

アンジオテンシンAT2受容体と，プロスタグランジンE2を介するという，全く新しい作用機構による

ものである．Novokininを導入した改変大豆β-conglycinin α'サブユニットも血圧降下作用を示し

た．さらに，Novokininは剃毛マウスに対して育毛促進作用を示した．

連絡先：京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻　吉川正明　（Tel: 0774-38-3725; e-mail: yosikawa@kais.kyoto-u.ac.jp）

図1．Novokinn 4分子導入β－コングリシンα 'サブユニットを高血圧自然発症ラットに経口投与した際の血圧変化
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図2．マウスにおけるNovokininの育毛促進作用

Novokininの育毛促進作用

　動脈弛緩・血圧降下物質の中には育毛促進作用を

示すものがある．そこで，Novokininが育毛促進作

用を有すかどうかを検討したところ，剃毛マウスに

対する1日当たり1mg/kg，2週間の経口投与により，

有意な育毛促進作用を示した （図2）． 
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機能性をもつ食品由来の有用ペプチドの利用

　食品成分の中には胃や腸で消化酵素により切断さ

れ，小腸で吸収される10アミノ酸残基以下のペプ

チドになったとき，機能性を示す数多くの生理活性

ペプチドが報告されている．こうした機能性ペプチ

ドは，血圧降下機能，血清コレステロール値低下作

用，抗菌や抗酸化作用等多様な機能をもっている．

そこでこうした有用な機能性ペプチドをイネ種子中

で発現・蓄積させることができれば，生活習慣病の

予防効果を示す医食同源の機能を有する米の開発が

できると考えた．そこで，こうした機能性ペプチド

を可食部である胚乳に高度・蓄積させる手法の開発

を進めた．

機能性ペプチドのイネ貯蔵タンパク質への導入

　米中に貯蔵タンパク質との融合タンパク質として

蓄積させた機能性ペプチドが，消化管中で貯蔵タン

パク質から効率良く切り出され，吸収されるように

するため，小腸の消化酵素であるトリプシンやキモ

トリプシンの認識配列をペプチドのNおよびC末端

に配置した．またこうした機能性ペプチドの種子中

への蓄積レベルを高めるため，2連結の機能性ペプ

チドを酸性サブユニットのC末端の可変領域に2箇

所，塩基性サブユニットのC末端可変領域に導入を

行った．

イネ種子中に有用ペプチドを大量に蓄積する方法

農業生物資源研究所　高岩文雄　

　食品から派生する機能性ペプチドは一般に10アミノ酸以下と短い．こうした短い機能性ペプチド

を直接，細胞中に蓄積させることは困難であることから，貯蔵タンパク質の可変領域にこれらのペプ

チドを挿入し，融合タンパク質という形で貯蔵タンパク質の一部として，胚乳特異的プロモーター制

御下で特異的に種子中に発現させる手法を開発した．この結果，機能性ペプチドを安定的かつ大量に

可食部である胚乳に蓄積させることができた．

連絡先：農業生物資源研究所　新生物資源創出研究グループ　高岩文雄　(Tel: 029-838-8373; e-mail: takaiwa@nias.affrc.go.jp)

1．機能性ペプチドをイネ種子胚乳中に高度に集積させ，毎日の食事を通じて摂取することに
より健康維持・増進を図る
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2．イネの主要な貯蔵タンパク質グルテリン群 (Glu　cDNA)可変領域に機能
性ペプチドを挿入し，グルテリンの一部としてグルテリンプロモーター
(GluB Pro)やグロブリン（Glb　Pro）で種子胚乳特異的に蓄積させることで，
機能性ペプチドを高度に蓄積させることが可能になる．

50kDa
37

25
20

機能性ペプチドを導入した貯蔵タンパク質の発現

　機能性ペプチドの導入には，ダイズやイネの主要

な貯蔵タンパク質であるグリシニンやグルテリンの

進化過程で可変する領域に塩基置換や挿入により

行った．機能性ペプチドを導入した改変貯蔵タンパ

ク質の発現には，胚乳特異的プロモーターであるグ

ルテリンのGluB群に属するプロモーターやグロブ

リンプロモーターに連結してイネ種子胚乳中で発現

させた．

機能性ペプチドの発現したイネ種子の選抜

　機能性ペプチドに対するペプチド抗体を用いて，

発現レベル，種子での発現特異性について調査を

行った．異種のダイズグリシニンに機能性ペプチド

を挿入して発現させるより，イネ内在のグルテリン

に挿入して発現させる方が，格段に蓄積レベルが高

まることが明らかになった．これらの結果から，異

種のダイズグリシニンに機能性ペプチド配列を導

入した場合，安定性が低下し，分解を受ける可能性

が示唆された．一方，内在のグルテリンに挿入した

改変グルテリン遺伝子をイネ種子中で発現させた場

合，内在のグルテリンと会合することで安定的に蓄

積することが示された．また改変したグルテリンの

発現により，内在のグルテリンの発現が低下するサ

イレンシングがおきることはなかった．改変グルテ

リンを大腸菌中で発現させ，このタンパク量を指標

に種子中の発現量を測定したところ，機能性ペプチ

ドを含む改変グルテリンの蓄積レベルは10%程度

であった．

　低分子量の機能性ペプチドを可食部であるイネ種

子胚乳中に特異的に蓄積させる手法の開発に成功し

た．こうした手法を用いて，多様な機能性を付与さ

せた食品開発が可能になると期待される．
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植物による医療用タンパク質の生産

　これまで，インターフェロン，グルコセレブロシ

ダーゼなど医療用タンパク質が，組換えタンパク質

として大腸菌，酵母，動物細胞などを用いて生産さ

れてきた．

　近年医療用タンパク質の生産工場として植物を用

いることに注目が集まっている．植物生産システム

は，最大限に太陽エネルギーを利用したもので，コ

ストが安い．また，哺乳類が感染するウイルスやプ

リオンなどに汚染されずに組換えタンパク質を生産

できる．

タンパク質生合成後の修飾機構

　通常，欲しいと思う医療用タンパク質の遺伝子

（DNA）を生産細胞に導入すると，「DNA→mRNA

→タンパク質」とステップを踏み，目的タンパク質

が生産できる．しかし，このタンパク質が生体内で

生物学的機能を発揮するためにはさらに，「タンパ

ク質→翻訳後修飾」のステップが必要であることが

多い（図1）．多くの医療用タンパク質は，細胞内

で糖鎖修飾などの翻訳後修飾を受ける．植物糖タン

パク質の糖鎖はα1,3-フコース残基と，β1,2-キシ

ロース残基が存在するなど我々ヒトを含む哺乳類由

来のものと異なる．植物細胞で生産された組換えヒ

ト由来医療用糖タンパク質が，本来の生物学的活性

を示さない場合があり，また植物特有の糖鎖が抗原

性を有する可能性がある．ここに，糖鎖構造付加シ

ステムをヒト型に改変する技術の必要がある．

植物糖鎖構造のヒト型化

　植物でヒトと同じ糖鎖構造を持つ活性型医療用糖

タンパク質を生産するためには2つの技術開発が必

要である（図2）．まず，第1ステップとして遺伝子

工学的手法を用いてヒト型の付加機構を植物に“移

植”し，植物糖鎖付加機構を改変することを試み

た．植物糖鎖には存在しない動物型糖鎖β1,4-ガラ

クトース残基を付加する酵素（β1,4-ガラクトース

転移酵素）を導入すれば，ガラクトース残基が付加

した糖鎖構造をもつ糖タンパク質の生産が期待でき

る．タバコやトマトにこの遺伝子を導入し，得られ

たタバコ植物体やトマト果実の糖タンパク質糖鎖の

構造解析を行った．その組換え植物体内には，これ

植物で医療用糖タンパク質を作るには
―糖鎖付加機構の改変―

大阪大学生物工学国際交流センター　藤山和仁　

　植物により医療用タンパク質を生産することはコスト面などから有望なシステムである．医療用タ

ンパク質の多くは，細胞内で糖鎖修飾などの翻訳後修飾を受ける．植物細胞で生産された組換えヒト

由来医療用糖タンパク質はヒトと異なる糖鎖構造を持つため，期待した生物学的機能を発揮できない

など問題がある．よりヒト型に近い組換えタンパク質を植物で生産するため，植物の糖鎖構造付加シ

ステムをヒト型に改変する技術の開発を行った．

連絡先：大阪大学生物工学国際交流センター　藤山和仁　（Tel: 06-6879-7238; e-mail: fujiyama@icb.osaka-u.ac.jp）

機能を発揮

タンパク質

アスパラギン(Asn)

�
�

DNA　　　mRNA　　　タンパク質　　　�成熟�タンパク質

セントラルドグマ

翻訳後修飾
例えば、糖鎖修飾

図1．
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まで植物ではみられなかったガラクトース残基を

もつヒト型に近づいた糖鎖を確認できた（図3）．

このことより，ヒトに適応した糖鎖構造付加経路

を創設できたことを示している．

　今後第2ステップとして，植物特有の糖が付加

しないような技術開発が実現すれば，よりヒト型

に近づいた糖鎖構造をもつ組換え医療用タンパク

質の植物での生産が期待できる．植物で，ヒトと

同じ医療用タンパク質を生産できる日も間近であ

る．

植物型からヒト型化へ

NeuAc；シアル酸、Gal；ガラクトース、Man；マンノース、GlcNAc；N�アセチルグルコサミン、Asn；アスパラギン

Fucα1

Manβ1�4GlcNAcβ1�4GlcNAc�Asn
3

6 6

NeuAcα2�6Galβ1�4GlcNAcβ1�2Manα1

NeuAcα2�6Galβ1�4GlcNAcβ1�2Manα1

第２ステップ
植物型特有の糖残基
を付加しないように！

3
6 Manβ1�4GlcNAcβ1�4GlcNAc�Asn

第１ステップ
ヒトの遺伝子
を植物へ�移植�

GlcNAcβ1�2Manα1

GlcNAcβ1�2Manα1

Fucα1

3

Xylβ1

2
植物に特徴的な糖鎖

ヒトにガラクトースGalを
付ける酵素（遺伝子）がある

植物にガラクトースGalを
付ける酵素（遺伝子）はない

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

哺乳類型（ヒトを含む）

植物型

Manβ1�4GlcNAcβ1�4GlcNAc�
3

6
Manα1

3Manα1

6
Manα1

Galβ1�4GlcNAcβ1�2Manα1

Manβ1�4GlcNAcβ1�4GlcNAc�3
6

Fucα1

3

Xylβ1

2Galβ1�4GlcNAcβ1�2Manα1

GlcNAcβ1�2Manα1

－ヒトのガラクトースを付ける遺伝子を植物へ移植した結果－

図2．植物及び動物におけるN結合型糖鎖構造の違い

図3．遺伝子組換えタバコやトマトで得られたヒト型に近づいた糖鎖構造



16

　植物ウイルスは感染植物において著しい増殖力を

示し，そのゲノム上にのっている情報をもとに，多

くのウイルスタンパク質を合成する．その合成能力

を生かし，タンパク質などの有用物質を合成するよ

うな人工ウイルスをデザインすることを行った．実

際に行うと，ウイルス遺伝子に外から異なる遺伝子

断片を加えたのちに，安定なウイルスを得ることは

想像以上に困難であった．試行錯誤ののち，本来ウ

イルスがもっている情報を犠牲にすることなく，外

来遺伝子をいれられるウイルスベクター TogJを完

成することができた．

タバコモザイクウイルスベクター TogJ

　TogJはウイルス固有の遺伝子産物をいずれも発現

しながら，外来遺伝子（有用物質遺伝子など）を発

現することができる（図1）．しかもゲノムから外

来遺伝子配列が脱落することなく保持したまま，安

定に植物体内で増殖することができる．緑色蛍光タ

ンパク質遺伝子断片をTogJに挿入したベクターウ

イルスTogJ/GFPを作成したところ，植物体全身に

感染が広がることが，発現した蛍光から確認された

（図2）．さらにこうした感染が確認された葉をすり

つぶして，別の植物にその抽出液を接種すると感染

がおこり，やはり緑色蛍光タンパク質（GFP）が発

現された．このことからTogJに外来遺伝子が入っ

た場合でもウイルス粒子を形成することが確認され

た．これによってTogJが保存性，利便性にすぐれ

た利用しやすいウイルスベクターであることが確認

された．

TogJの応用

　TogJ/GFPを種々の植物に感染させたところ，タ

バコ ,トマト ,ピーマンにおいてGFPやワクチン抗

原を発現しながら全身感染することが確認された．

ナス科植物に広く応用できる可能性が示された（図

3）．こうして発現した抗原タンパク質を動物などに

食べさせて，抗体が産出されるかについて現在検討

を加えている．

植物ウイルスを有用物質生産に役立てる

東京大学大学院総合文化研究科　渡辺雄一郎

　植物ウイルスは，大きな損害を農作物に与える．その一つ，タバコモザイクウイルス(TMV)の遺伝

情報の発現・機能解析について蓄積した研究結果，情報を活かして，植物で有用物質の生産を可能と

するTMVを母体としたベクターの開発を行った．

連絡先：東京大学総合文化研究科　渡辺雄一郎　(Tel: 03-5454-6776; e-mail: solan@bio.c.u-tokyo.ac.jp)

図1．ウイルスベクター TogJの構造

Togj

ToMV TMGMV�J

Gateway�system�cloning�site

126kD(183kD)protein 30kD�protein Coat�proteinattR1 ccdB CmR attR2
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地上部

TogJ/GFP TogJ/RFP非感染

TogJ/GFP TogJ/RFP非感染

TogJ/GFP TogJ/RFP非感染

TogJ/GFP TogJ/RFP非感染

地下部

蛍光観察 明視野観察

図 2．TogJによって緑色蛍光タンパク質 (GFP)および赤色蛍光タンパク質（RFP）を発現させたタバコ属の植物
Nicotiana benthamiana

図 3． TogJによるトマト，ピーマンでの外来
遺伝子の発現

左上：TogJによってGFPを発現させたトマト
の葉

左下：TogJによってGFPと融合したワクチン
抗原を発現させたピーマンの葉

右上：その拡大写真
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家　畜

遺伝子組換え家畜はどう作る？

徳永智之

精子を利用して遺伝子組換え家畜を作る
　－精子は遺伝子の運び屋になれる－

長嶋比呂志

染色体の秘める謎に挑む
　－染色体ベクターの開発－

池野正史

組換え家畜は勝手に作れません，使え

ません

徳永智之

遺伝子組換え家畜生産の世界的動向
　－どのような遺伝子組換え家畜が

作られているか－

高橋清也

ブタとヒトとの関わり合いの未来像　

大西彰

「動物工場」
　－新しいヤギの利用法－

大越勝広
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1．組換え家畜とは

　家畜の形，大きさなど様々な形質を規定している

遺伝子は家畜の基本設計図とたとえられ，遺伝子組

換えとは，この基本設計図を書き換えることであ

る．遺伝子組換え動物とは，動物の染色体に外来の

DNA断片が人為的に挿入された動物で，導入され

たDNA断片が後代に伝達され，新たに付与された

形質が遺伝するものである．しかし，遺伝子導入技

術の発展が著しい今日では，生体の組織・臓器に対

して局所的に遺伝子を導入・発現させることや，ま

た，染色体遺伝子に挿入されず，導入されたDNA

自体複製する人工染色体などの開発が進んでおり，

組換え動物を一括りで定義することは難しくなって

いる．

2．組換え家畜の作り方

　哺乳動物に遺伝子を導入する手法としては，前核

注入法が動物種に関わらず広く利用されている．マ

ウスでは，主にノックアウト動物（特定の遺伝子を

破壊した動物）を作出するために胚性幹 (ES)細胞法

が利用されている．最近では，体細胞クローン技術

を利用した遺伝子導入法が注目されているところで

ある．また，精子を介した遺伝子導入により，効率

的に組換え家畜を作出する技術も開発されている．

（1）前核注入法：DNA断片を受精卵に注入する

（2）体細胞核移植技術を利用した遺伝子導入法（ブ

タ：大西，ヤギ：大越の稿）

（3）新しい遺伝子導入技術

1）精子を介した遺伝子導入法（長嶋の稿）

2）人工染色体の開発（石野の稿）

3．組換え家畜の利用

　組換え家畜作出の目的は，肉，乳など食糧や羊毛

などの畜産物の生産性の向上，家畜の抗病性の付与

等，従来の畜産をベースとしたものと，有用物質の

生産，病態モデル，異種移植用ドナーなど医学領域

や新しい動物産業に区分されるものに大別される

（高橋の稿）．

（1）畜産分野への応用

1）生産物の量，質の向上，改変

2）抗病性の付与

（2）新しい動物産業の創出

1）有用物質生産動物

2）疾患モデル動物

3）異種移植用ドナー動物

　

4．今後の問題点

　今後，組換え家畜作出が“使える技術”に成熟

するためには，組換え家畜の作出システムをブラッ

シュアップして生産効率を高めること，導入遺伝子

の発現調節技術の高度化が求められる．最近の研究

では，塩基配列に依存しない，いわゆる“エピジェ

ネティックな”発現調節が生物の形質に大きく影

響していることが分かってきた．また，新しい動物

産業分野では，医学，薬学研究分野との緊密な連携

を築く必要がある．さらに，組換え家畜の有用性と

安全性に関する一般市民の理解を得ることも研究者

の説明責任として重要になっている．

遺伝子組換え家畜はどう作る？

農業生物資源研究所　徳永智之　

　従来，家畜の生産能力は，偶然的に出現した良い形質の動物を選び出し，その交配を重ねることに

よって新しい遺伝子を導入・固定することで改良が進められている．これに対して，遺伝子組換え技

術は，あらかじめ目的とする形質を担う遺伝子を単離・改変し，その遺伝子断片を家畜の染色体に挿

入して，家畜の形質を転換する手法である．この技術は，交配に依らず遺伝子を個体に導入出来るため，

生物種の壁を越えて遺伝子を自在に入れ換えることができる．これにより，家畜本来の生産能力を飛

躍的に高めるだけでなく，動物工場など全く新しい能力を持った家畜を作り出すことが可能となる．

連絡先：農業生物資源研究所　発生分化研究グループ　徳永智之 (Tel: 029-838-7384; e-mail: tom@affrc.go.jp )
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組換え家畜作出技術

前核注入法
受精した精子の核と卵子
の核が融合する前の段階
の核（前核）にDNAを
注入する．

遺伝子
導　入

遺伝子導入
細 胞 選 別

産子を得るには，体外で
操作した胚を仮の母親の
子宮などに移植する必要
がある．

精子ベクター法
動物の精子にDNAを
まぶして吸着させる．

DNA吸着精子の頭部
を顕微授精法により受
精させる．

＋

体細胞核移植法

胚移植

組換え家畜の利用

利用分野 目　的 対象家畜等 実施例

畜　産

増体・肉質改善
ウシ，ブタ ，

ヒツジ，ウサギ

成長ホルモン関連遺伝子など

ほうれん草FAD2遺伝子（リノール酸含有豚）

乳成分改変 ウシ
カゼイン遺伝子導入（チーズ加工性向上）

ラクトグロブリン除去（抗原性低減） 

抗病性
ウシ，ブタ ，

ヒツジ，ウサギ

ウイルスエンベロープタンパク質

プリオン遺伝子除去（BSEに罹らないウシ）

羊毛量増加 ヒツジ システイン合成遺伝子

環境安全性 ブタ フィターゼ遺伝子（糞尿へのリン排出を削減）

新動物 

産　業

有用物質生産
ウシ，ヒツジ ，

ヤギ，ニワトリ

血液凝固因子．ヒトアルブミンなどの血清タンパク質，

クモの糸タンパク質の生産

疾患モデル ブタ，ウサギ ハンチントン舞踏病，循環器病など

異種移植ドナー ブタ
ヒト補体抑制因子遺伝子導入，ガラクトシルトランス

フェラーゼ遺伝子除去（超急性拒絶防止）
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研究の背景

　従来，遺伝子組換え動物は，微量の遺伝子DNA

を受精卵の前核にマイクロインジェクションする方

法によって作られてきた（図1）．この方法は「前

核注入法」と呼ばれ，実験動物の遺伝子組換えに，

現在でも実用的に用いられているが，ウシやブタな

どの家畜にはあまり効果的でない．頭部にDNAを

付着させた精子を卵にマイクロインジェクションす

る「精子ベクター」法を，家畜を対象として開発す

ることは，遺伝子組換え家畜の実用化を大きく前進

させるために重要である．そこで本研究では，ブタ

の精子ベクター法の開発を行った．

精子を利用して遺伝子組換え家畜を作る
－精子は遺伝子の運び屋になれる－

明治大学農学部生命科学科　長嶋比呂志　

　受精によって父親の遺伝子を卵に運び込むことは，精子の重要な役割である．この役割に加えて，

精子を遺伝子組換えの主役として利用することができる．導入したい遺伝子を頭部に付着させた精子

を卵にマイクロインジェクションすることによって，卵の遺伝子組換えを誘導することができる．こ

のように，精子を遺伝子の運び屋として使う「精子ベクター法」は，遺伝子組換え家畜生産の有望な

手段として期待される．

連絡先：明治大学農学部生命科学科発生工学研究室　長嶋比呂志　（Tel/Fax: 044-934-7824; e-mail: hnagas@isc.meiji.ac.jp）

図1．前核注入法と精子ベクター法の比較
　受精直後の卵には精子由来の雄性前核と卵由来の雌
性前核があり，前核注入法（左）では，一方（通常は
雄性前核）の前核にDNAを注入する．精子ベクター法

（右）では，第二減数分裂中期の成熟未受精卵の細胞質
内に，DNAの付着した精子をマイクロインジェクショ
ンする．卵の受精と遺伝子導入とを同時に行うことが，
精子ベクター法の特徴であり，利点でもある．

研究内容

1．卵の調製

　食肉処理場で回収したブタ卵巣から未成熟卵を採

取し，それらを培養して，卵の成熟（減数分裂）を

誘導した．この方法で，一日に数百個の成熟・未受

精卵を準備することができる．

2．精子への遺伝子の付着とマイクロインジェクション

（1）雄ブタから採取した精子を，約10万個（10μl中）

ずつ小試験管に分けて凍結保存した．

（2）精子を融解した後，導入したい遺伝子のDNA

（25ng）を加えて約5分間置き，頭部の細胞膜

にDNAを付着させた．

（3）本研究では，結果の判定を容易にするために，

クラゲ由来の緑色蛍光遺伝子（EGFP）を用いた．

（4）DNAの付着した精子を，マイクロマニピュレー

ターを用いて，一匹ずつ卵の細胞質内に注入し

た．

（5）精子を注入した卵を1～ 2日間培養した後，借

り腹雌の卵管内に移植した（図2）．

（6）受胎した雌から得られた胎仔や新生仔には，導

入したEGFP遺伝子の発現が認められ（図3），

精子ベクター法による遺伝子組換えブタの生産

が実証された． 
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図2．精子ベクター法で緑色蛍光遺伝子を導入されたブタ胚（左）．
　精子の注入によって受精が成立し，胚発生が起こるのと並行して，遺伝子の組み込みと発現が誘導される．こ
のような胚を借り腹雌に移植すると，右図のように全身的に緑色蛍光遺伝子を発現するブタ胎仔が得られる．

図3．精子ベクター法で誕生した遺伝子組換えブタ．口腔粘膜に緑色蛍光遺伝子が強く発現している．
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1．染色体とは

　動植物の細胞は染色体をもっている（ヒトでは

46本）．この染色体の中に生命現象を作り出す遺伝

子が整然と格納されている．動植物は，一個の受精

卵から始まり，細胞複製と様々な組織への分化を経

て，個体形成に至る．その結果，個体のすべての細

胞は，同じ染色体セット，すなわち同じ遺伝子セッ

トを持つ一方で，異なる性質の細胞に分化すること

になる（図1）．この複雑な過程を可能にする役割

を担うのが染色体である．染色体とはいったいどの

ような仕組みになっているのだろうか？染色体は物

質的にはDNAとタンパク質 (主にヒストン )からな

る構造体である．そして精密機械のようにゲノム

DNAを様々な状況に応じて調整する．染色体に格

納されたDNAの中で遺伝子として機能する割合は

染色体の秘める謎に挑む
－染色体ベクターの開発－

藤田保健衛生大学　池野正史　

　動植物細胞の形質が遺伝子により決定されることはよく知られているが，遺伝子のON/OFF制御や，

遺伝子の次世代への伝達のために，「染色体」が活躍していることはあまり知られていない．染色体

は顕微鏡で容易に観察することができる一方で，様々なタンパク質を用いて全ゲノムDNAを調整する

精密かつ柔軟な構造体である．私たちはヒト培養細胞を用いて染色体の研究を進める中で，染色体骨

格を新たに構築する技術を開発し，動物細胞中で天然の染色体と同様に遺伝子を制御できる「染色体

ベクター」に発展させた．

連絡先： 藤田保健衛生大学　総合医科学研究所　池野正史　（Tel: 0562-93-9376; e-mail: mikeno@fujita-hu.ac.jp） 

図1．細胞と染色体
　同一個体内の細胞は，同一の染色体 (遺伝子 )セット
を持つ．多くの遺伝子はスイッチOFFであるが，細胞
の種類 (A，B)により特定の遺伝子 (A，B)がONである．
遺伝子のON/OFF制御に染色体が大きく関わっている．

わずか数パーセントであり，残り大部分は遺伝子の

制御や染色体自身の構成に使われるか，またはジャ

ンクDNAと呼ばれ現在も機能未知のDNAである．

このように染色体は小さいが，非常に精密にできた

構造体であるために，組換え動植物やクローン動植

物の作成など分子生物学や生命工学が目覚ましく発

展した現代においても染色体を対象に研究をするこ

とは非常に困難である．

2．人工染色体の作成

　私たちは，約十年前に染色体自身を構成する

DNAとして「ヒト -アルファサテライトDNA」を

見いだした．このDNAを組換えDNA操作により試

験管内で加工した後に，ヒトの培養細胞「HT1080」

の核内に導入すると，不思議なことに，ヒト46本

の染色体とは独立に，47本目の染色体を構築でき

ることを見いだした（図2）．詳細な分子機構は未

解決であるが，この新規染色体を天然に存在する染

色体に対し，「人工染色体」と呼ぶ．

3．染色体ベクターの開発

　異なる動物種の中でも，人工染色体はベクター（運

び屋）として細胞核に潜伏し，遺伝子を提供するこ

とが可能である．ヒト細胞で構築したヒト型の人工

染色体を特殊な方法 (微小核融合法 )によりマウス

やブタなどの動物細胞に人工的に移すことに成功し

たからである．現在主流の運び屋であるウイルスベ

クターと比較すると，人工染色体は安全かつ安定で，

無限の能力を秘めている．その一例として，ヒト型

globin遺伝子（赤血球グロビンを生産する）を付加

された人工染色体をもつマウスは，ヒト型グロビン

細胞Ａ

細胞Ｂ

遺伝子

染色体

遺伝子Ａ
遺伝子Ｂ
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ヒト－アルファサテライトDNA

人工染色体

HT1080細胞

図2．人工染色体の構築
　ヒト細胞HT1080の核にヒト -アルファサテライト
DNAを導入すると，細胞核内に人工染色体が形成され
る．人工染色体は，HT1080細胞がもつ染色体と同様に
安定に次世代に受け継がれる．

図3．人工染色体をもつマウス
　人工染色体（矢印）はマウス個体中で，マウス自身
の染色体と同様にふるまう．ヒト型のglobin遺伝子を
付加された人口染色体をもつマウスの赤血球ではマウ
ス型globinに加えて，ヒト型のグロビンを生産する．

マウス染色体（青）と人工染色体（緑）

すべての細胞に人工染色体を持つマウス

野生型マウス 一部の細胞に人工染
色体を持つマウス

野生型　人工染色体保有

ヒト型globin　　　×　　　　　○　　　

マウス型globin　　　○　　　　　○　　　

を生産しつつ，健全であることが証明された（図3）．

このように，人工染色体は細胞や個体に悪影響を与

えることなく，遺伝子を付加していく理想的利用に

近づいたといえよう．近年，遺伝子治療や再生医療

など先端医療の分野では，遺伝子や細胞の本来の能

力を利用する研究が進められている．人工染色体研

究により得られた知見や技術が，これまでの研究や

治療において新たな方向性を開拓することを期待し

ている． 
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1．法律上の生物とは

　動物に関しては，動物個体，精子，卵子および胚

を生物と規定して法規制の対象とする．培養細胞

（ES細胞も含む）や組織・臓器など，自然条件で個

体に成育しないものは生物でないとされる．家畜の

場合，受精卵が自然状態で個体に成育するわけでは

ないが，昆虫や魚類などとともに“動物界に属す

る生物”と括られているため，法律上，精子，卵

子や胚も生物とされる．なお，ヒトに関しては，卵

子の取扱などについて別に法律があるため対象から

除かれている．

2．組換え動物の環境に対する安全性

　カルタへナ法の目的は，組換え生物の環境に対す

る安全性（環境に拡散しない）の確保である．昆虫

や魚類と異なり，家畜は個体管理が容易で，“野生”

での繁殖の機会はほとんど考えられないので，環境

への影響は極めて小さいといえる．想定される組換

え家畜の環境影響は逃亡を防止することで阻止でき

る．

3．組換え家畜作出実験の区分と分類

　組換え生物の使用には，環境中への拡散を防止し

ないで使用する「第一種使用」と環境中への拡散を

防止しつつ使用する「第二種使用」がある．現在行

われている組換え家畜作出のほとんどは後者に区分

される．また，宿主（遺伝子が導入される生物）と

核酸供与体（導入する遺伝子を供与する生物）につ

いて「実験分類」が定められ，この分類に従って拡

散防止措置が決められる．

4．P1Aレベルの要点

　宿主が家畜などの哺乳動物の場合，導入遺伝子が

病原性に関係しない限り，“P1A”と呼ばれる拡散

防止措置を執る必要がある．P1Aとは，通常の動物

飼育室で，逃亡防止設備，ふん尿を回収するための

設備等が整備されるほか，耳標などで個体識別をす

ること，「組換え動物等飼育中」表示が求められる．

5．特定飼育区画とは

　組換え家畜などで，次の要件を満たす場合，習性

に応じた逃走防止設備を二重に設置した区画で飼養

することが可能となる．これにより，二重柵の設置

により欧米並に屋外で組換え家畜を飼育することが

できる．

　要件：導入する遺伝子が同定済みで，病原性や伝

達性に関与しない．また，転移因子を含まない．導

入遺伝子が宿主の染色体に組み込まれている．組換

え動物の逃亡に関係する運動能力（跳躍力など）が

非組換え動物に比べて増大していない．遺伝子導入

に利用した組換え微生物等を保有しない．

6．様々なレベルでの安全確保

　以上のように，組換え家畜の作出は法の規制に基

づく安全確保を行った上で実施されている．カルタ

ヘナ法は，周辺環境（生態系）に対する組換え生物

の影響を防止するための法律であって組換え生物の

食品や飼料としての安全性を確保するものではな

い．それらについては，食品安全基本法，飼料安全

法など組換え動物の利用の仕方に応じて厳密に規制

されている．

組換え家畜は勝手に作れません，使えません

農業生物資源研究所　徳永智之　

　組換え生物は，研究者や事業者が勝手に作出したり使用したりすることはできない．これらは，

2004年2月に施行された「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性確保に関する法律」（カル

タヘナ法）により規制されている．それまでは「組換えDNA実験指針」（ガイドライン）によって自

主規制されていたが，家畜レベルの遺伝子組換えは想定されておらず，施設面の問題等から，我が国

では，遺伝子組換え家畜の研究開発は順調とはいえなかった．新しい法制下では，家畜などの大型動

物の扱いも明確になったため，組換え家畜の実用化に向けた開発研究が急速に進展するものと期待さ

れる．

連絡先：農業生物資源研究所　発生分化研究グループ　徳永智之 (Tel: 029-838-7384; e-mail: tom@affrc.go.jp) 
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クラス１ ・微生物，きのこおよび寄生虫のう
ち，哺乳動物や鳥類に病原性がな
いもの．

・ヒトを含み，寄生虫を除く動物及
び植物．

クラス２ ・微生物，きのこおよび寄生虫のう
ち，病原性が低いもの．

クラス３ ・微生物，きのこおよび寄生虫のう
ち，病原性が高く，伝播性が低いもの．

クラス４ ・微生物，きのこおよび寄生虫のう
ち，病原性，伝播性が高いもの．

実験分類

窓閉鎖

手洗器

開放厳禁
入室制限

組換え動物等
飼育中

表示

P1A飼育室

＊家畜の実験はクラス1に分類されるの

で，拡散防止措置はPA1となる．

特定飼育区画（二重柵）
※要件を満たした組換え家畜の実験

は，より緩やかな拡散防止措置で
実施することができる．

組換え動物等

飼育中

逃亡に関係する運動能力が，
元の動物と比較して増大し
た組換え動物は・・・特定
飼育区画で飼うことはでき
ません！！

（PPL社，ニュージーランド，2000年）

組換えヒツジが飼養されている右側の草地

は，低い柵と左側の高い柵で二重に囲われ

ている．柵の間は２メートルほど間隔が

取られている．

組換えヒツジ飼育用二重柵の実例
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　遺伝子組換え家畜の作出は，我が国だけでなく

世界各国で取り組まれており，その主な国々（企

業等）は，米国（農務省，国立アレルギー感染症研

究所，グラナダ社，Genzyme，Infigen，AviGenics，

GeneWorks，Xenogen，赤十字社，イリノイ大学，

タフツ大学，ペンシルヴァニア大学他），カナダ（ゲ

ルフ大学，Nexia社），英国（Roslin研究所，PPL），

オーストラリア（アデレード大学，BresaGen）ニュー

ジーランド（Agリサーチ），オランダ（Pharming），

フランス（INRA），フィンランド（ヘルシンキ大学），

スウェーデン（Astra Hessle），ドイツ（ミュンヘン

大学），ハンガリー（国立獣医科大学），スイス（技

術基礎研究所），キューバ（遺伝バイオテクノロジー

研究センター），中国（国立科学技術院），韓国（農

業振興省畜産技術研究所ほか）などがある．

　遺伝子組換え家畜は，その目的によって1）畜産

分野への応用と2）動物工場・医療分野など新しい

動物産業の創出を目指したものに大別される．

1）畜産分野への応用

　食用畜産物の効率的生産を目的としたもの．動物

の成長を促進させたり，生産量を増加させる試みが

なされている．また，乳汁中の栄養価の高い成分を

増加させる（高タンパク質乳）ことによって，栄養

失調や乳幼児に適した牛乳を作り出す研究が行われ

ている．また，アレルゲンを減らすことによって，

畜産物由来のアレルギー患者への親和性を高めよう

とする試みもある．

　食用畜産物生産以外では，羊毛の生産量を増加さ

せる試みや，リンの利用効率を高め，排泄物へのリ

ンの残留を減らすことによって，環境への負荷を低

減した「EnviroPig」や，強靱な繊維原料として近年

注目されているクモの糸の構成タンパク質を乳汁中

に分泌する「BioSteelヤギ」も作出されている．

　また，病気による生産性の低下を防止したり，安

全な畜産物の供給を目的として乳房炎などにかかり

にくい家畜や，近年大きな問題となっているプリオ

ン病（BSEなど）を対象とした研究が活発になって

きている．

2）新しい動物産業の創出

　従来の畜産業の枠を越えて，製薬や医療分野への

応用を目指して盛んに研究が行われている．特に，

すぐれたタンパク質合成器官である乳腺などを利用

した有用生理活性物質の生産は，遺伝子組換え家畜

研究の中でも最も進んでおり，複数の組換え生理活

性物質を利用した製剤が前臨床試験あるいは臨床試

験段階にある．難治性疾患の研究用としての疾患モ

デル家畜は遺伝子組換えマウスなどでは再現されな

い病態や治療法の研究に極めて有用である．また，

家畜の臓器をヒトへの臓器移植に用いる異種臓器移

植は，ドナー不足を解消するための有効な手段と考

えられている．

　近年，ヒトや家畜のゲノム解析が急速に進展して

おり，それらの成果は直ちに遺伝子組換え家畜研究

の進展や深化につながっていくため，遺伝子組換え

家畜の研究はより重要になっていくと考えられる． 

遺伝子組換え家畜生産の世界的動向
－どのような遺伝子組換え家畜が作られているのか－

畜産草地研究所　高橋清也　

　遺伝子組換え家畜は，本来その動物がもっていない性質や能力を，遺伝子操作技術によってあらた

に付与された家畜である．国内外で作成されている遺伝子組換え家畜の種類は，大きく1）従来の畜

産分野への応用を目指すものと，2）新しい動物産業の創出を目指すものに分けることができる．従

来の畜産分野への応用では，生産物（肉，乳，毛など）の量や質を向上させたり，病気に対する抵抗

性（抗病性）を高めた遺伝子組換え家畜がある．新しい動物産業への応用としては，主として製薬や

疾患モデル，臓器移植など主に医療分野での新産業の創出が盛んである．

連絡先：畜産草地研究所　家畜育種繁殖部　高橋清也 (Tel: 029-838-7382; e-mail: seiya@affrc.go.jp) 
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1）畜産分野への応用

2）新しい動物産業の創出

目　　的 家畜の種類 遺伝子／由来動物

生
産
物
の
量
・
質
の
改
善

成長の促進，産肉量の増加

ウシ
ブタ
ウサギ
ヒツジ

成長ホルモン遺伝子，成長因子遺伝子／ヒト，ウシ，
ブタ，ラット，ニワトリなど

乳組成の改変（乳タンパク量の増加，アレルゲン
の除去）

ウシ
カゼイン遺伝子／ウシ
ラクトグロブリン遺伝子の除去／ウシ

糞中のリン排泄量の減少 ブタ フィターゼ遺伝子／細菌

毛生産量の増加 ヒツジ
システイン合成酵素遺伝子／細菌
成長因子／ヒツジ

“ バイオスチール ”の乳汁への分泌 ヤギ クモ糸構成タンパク質／クモ

抗
病
性
の
付
与

感染抵抗性

ウシ
ブタ
ヒツジ
ウサギ

単クローナル抗体遺伝子／マウス
エンベロープ遺伝子／ウィルス

プリオン病抵抗性
ウシ
ヒツジ

改変 PrP 遺伝子＊／ウシ
PrP 遺伝子＊の除去／ウシ，ヒツジ

目　　　的 家畜の種類 遺伝子／由来動物

有
用
物
質
の
生
産
・
動
物
工
場

多発性硬化症，血液疾患の治療薬 ウシ
ミエリン酸性タンパク質遺伝子／ヒト
血清アルブミン遺伝子／ヒト

乳幼児栄養の改善 ウシ ラクトフェリン遺伝子／ヒト

嚢胞性線維症，血友病の治療薬 ヒツジ
α 1－抗トリプシン遺伝子／ヒト
第 8，9血液凝固因子遺伝子／ヒト
フィブリノーゲン遺伝子／ヒト

遺伝性疾患（嚢胞性線維症，血栓症，血友病）の
治療薬

ヤギ
α－抗ピロテアーゼ遺伝子／ヒト
抗トロンビン III 遺伝子／ヒト
組織プラスミノーゲン遺伝子／ヒト

血液疾患，創傷，成長阻害の治療薬 ブタ

第 8血液凝固因子遺伝子／ヒト
ヘモグロビン遺伝子／ヒト
プロテイン C 遺伝子／ヒト
フィブリノーゲン遺伝子／ヒト
成長ホルモン遺伝子／ヒト

ポンペ病，骨粗鬆症，ベージェット病，貧血，ガ
ン，血液疾患等の治療薬

ウサギ

α－グルコシダーゼ遺伝子／ヒト
カルシトニン遺伝子／サケ
エリスロポイエチン遺伝子／ヒト
細胞外 SOD 遺伝子／ヒト
インスリン様成長因子遺伝子／ヒト
インターロイキン II 遺伝子／ヒト
組織プラスミノーゲン遺伝子／ヒト

肝炎やガンなどの治療薬 ニワトリ 抗体遺伝子，成長因子／ヒト

臓
器
移
植

異種臓器移植用ドナー家畜（免疫拒絶反応の軽減）ブタ
CD55（DAF）遺伝子／ヒト
CD59遺伝子／ヒト
糖転移酵素遺伝子／ヒト

疾
患
モ
デ
ル

AIDS，網膜色素変性症，動脈硬化症，肥満症等
の病態モデル

ブタ
ウサギ

疾患原因遺伝子等／ヒト，ブタ，ウシ

＊PrP遺伝子：プリオンタンパク遺伝子
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1．ブタの新たな利用

　ブタは，食肉用の家畜として，古来よりヒトと密

接な関係にあった．しかし，近年，食用と異なるブ

タの利用が注目されている．ブタは，解剖学的にも

生理学的にもヒトに近いとされている．そのため，

慢性的に不足している移植用ヒト臓器の代替えに，

ブタ臓器の利用が考えられている．また，再生医療

の分野においては，ヒト幹細胞の移植が可能な免疫

不全ブタの開発が期待されている．この場合，ブタ

体内においてヒト型組織を形成させ，たとえば，ヒ

ト型抗体を産生する工場としてブタを利用する．こ

れらの新たな医療分野へブタを利用するには，遺伝

子改変が必要となる．我々は，2000年，世界に先

駆けて体細胞クローンブタの作出に成功した．今回，

体細胞クローン技術を活用した遺伝子改変ブタの作

出に取り組んだ．

2．緑色蛍光タンパク質(EGFP)を発現するブタ

　EGFP(Enhanced Green Fluorescent Protein) は， オ

ワンクラゲ由来の蛍光タンパク質で，再生医療の

分野において，移植した幹細胞の生体内での挙動

を観察する際のマーカーとして有効である．我々

は，EGFPを発現する細胞を効率よく選択するため，

EGFPの遺伝子にピューロマイシン薬剤抵抗性遺伝

子を連結した．その結果，従来よりも約1週間，薬

剤選択を短縮することができた．得られた組換え細

胞を基に核移植を行った結果，9頭のクローン豚が

誕生した．誕生した全てにおいてEGFPの発現が認

められた（図1）．

ブタとヒトとの関わり合いの未来像

農業生物資源研究所　大西彰　

　ブタは解剖学的にも生理学的にもヒトに近いとされ，慢性的に不足している移植用臓器の代替え利

用が考えられている．ブタを，移植医療などのバイオメディカルの領域で利用するには，遺伝子組換

えが欠かせない．そこで，体細胞クローン技術を活用した遺伝子組換えブタの開発に取り組んだ．そ

の結果，緑色蛍光タンパク質(EGFP)を発現するクローンブタの作出に成功した．次に，補体制御因

子(hDAF)を，ヒトの30倍以上に高発現するクローンブタの作出に，初めて成功した．

連絡先：農業生物資源研究所　発生分化研究グループ　大西彰（Tel: 029-838-8635; e-mail: onishi@affrc.go.jp）

図1．EGFPの遺伝子を導入したブタ胎児由来細胞（a），それらの細胞を用いて作出したクローン胚（b）およびクロー
ンブタ（c）．全てにおいて緑色蛍光が認められた．クローンブタでは，全身で緑色蛍光が発せられたが，特に鼻
と蹄において強い蛍光が観察された．

ａ

ｃ

ｂ
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3．ヒト補体制御因子(DAF)を高発現するブタ

　ブタ臓器のヒトへの移植に際し，ヒトが有する自

然抗体と補体の働きにより超拒絶反応が生じる．DAF 

(Decay Accelerating Factor)は，補体の働きを制御し，

超拒絶反応の抑制に一定の効果をもつ．さらなる拒

絶反応の抑制を目的に，DAFを高発現するブタの

作出を試みた．DAFの遺伝子を導入した細胞より，

DAFを高発現している細胞のみをセルソータを用

いて選択し，細胞株を樹立した．これらの細胞を用

いて核移植を行った結果，2頭のブタが誕生した．

いずれもヒトの30倍以上のDAFを発現しているこ

とが確認された（図2）．

図2．遺伝子導入後，DAFを高発現している細胞を用いて作出した2頭のクローンブタ（a）およびFACS解析による
DAFの発現様相（b）．誕生したクローンブタの内皮細胞（赤線）は，ヒト大動脈内皮細胞（黄色）およびヒト
臍帯血管内皮細胞（緑）よりも30倍以上のDAFを発現していた．黒線は，対照となる非組換えブタ由来細胞を
示す．

ａ

ｂ



32

1．はじめに

　世界で初めての体細胞クローンヒツジ（ドリー）

が作出された同じ年（1997年）に，体細胞核移植

技術を応用した遺伝子組換えヒツジが作出されて以

来，遺伝子組換え動物を作出する方法として体細胞

核移植技術の研究が進んできている．

2．乳汁中に分泌させる利点

　哺乳動物の乳腺細胞の持つタンパク質合成能力を

利用して，医薬品の原料となるような有用な生理

活性物質を大量に生産させることができる．ヤギ

乳汁中のタンパク質含量は一般的に牛乳よりも多い

といわれておりヤギを使用する利点の一つと考えら

れる．実際には，乳汁中の乳タンパク質のほとんど

を占めるカゼインを合成する仕組みを利用し，カゼ

インの換わりに有用生理活性タンパク質を合成さ

せる．すなわち，β－カゼインを産生させるため

のDNAの機構の内でカゼインをコードしている部

分を，目的とする生理活性物質をコードしている

DNAに置き換える（遺伝子組換え，図1）．これに

より，本来ならばβ－カゼインが合成されてくると

ころが，組換えヤギの乳汁には目的とする生理活性

物質が合成されてくるのである．培養細胞などで生

産するよりも多量に，しかも哺乳動物に特有な物質

でも作出が可能となると考えられる．

3．なぜヤギの体細胞核移植なのか？

　ヤギは乳用家畜としてはウシと比べて小型で扱い

やすく，また妊娠期間が150日とウシの280日に比

べ短い・1腹産子数が2～ 3頭など飼養・繁殖面で

の利点を持つ．乳量的にはウシに劣るものの，個体

数を増やすことは容易であろう．そのため，消費者

農業生物資源研究所　大越勝広　

　著者らは，体細胞核移植技術を応用して，乳汁中に有用生理活性物質を分泌させる「動物工場」型

の遺伝子組換えシバヤギの作出に成功した．「動物工場」型遺伝子組換え家畜の作出は，医薬品の原

料となるような有用な生理活性物質を大量（それにより安価）に生産する技術として注目され研究さ

れてきている．遺伝子組換え家畜を作出するために体細胞核移植技術を応用することの利点と問題点

を，著者らの成果を交えて紹介する．

連絡先：農業生物資源研究所　発生分化研究グループ　大越勝広　(Tel: 029-838-7384; e-mail: koshisan@affrc.go.jp)

の多様な要望に応え，それぞれの物質を分泌させる

遺伝子組換えヤギを少量多品種的に作出することも

可能になると思われる．

　従来の遺伝子組換え動物作出方法である，受精卵

の前核へ遺伝子の断片を注入する方法（前核注入

法）と，体細胞核移植技術を応用する方法を比べて

みると，仮に遺伝子組換えの効率が1％（実際には

もっと低いが）であるとする．計算上は，100個の

卵子に注入すれば1個の卵子が遺伝子組換えヤギと

なる可能性がある．一方で，体細胞核移植を使用し

たの場合は，たとえ組換えの効率が1％であっても，

100個の核移植卵子全部が，遺伝子組換えヤギにな

る可能性がある．それは遺伝子組換えに成功した1

個の体細胞を体外で選択培養することにより遺伝子

図1．β―カゼインの分泌機構を利用する
　β―カゼインを乳中に分泌させる機構を利用して，
β―カゼイン遺伝子部分を目的とする有用生理活性物
質遺伝子に組換える．これにより，本来分泌されてく
るはずのβ―カゼインに換わり目的の物質が乳中に分
泌されてくる．

「動物工場」
－新しいヤギの利用法－

β

β



33

が組み込まれた細胞のみを大量に増やすことができ

るからである（ここが重要である）．この増えた体

細胞から核移植技術によって100個の核移植卵子を

作出すると，理論上は生まれてくる100頭の子ヤギ

が全て遺伝子組換えヤギになるはずである．これが

体細胞核移植を遺伝子組換え動物に応用する利点で

ある．とはいえ，体細胞核移植技術自体の成功率が

まだまだ低いため，実際にはこう上手くはいかない．

今回の我々の成績では，最終的に，作出した体細胞

核移植卵236個に対して生存している組換えヤギは

2頭であるため，効率は0.8％であった（図2,3）．

　体細胞核移植技術のもう一つの利点は，細胞提供

個体と同じ遺伝子を持つ個体を複製することができ

るため，すでになんらかの方法で作出された貴重な

遺伝子組換え家畜から体細胞を採取した後，体外培

養して細胞を増殖させ，この細胞を体細胞核移植す

ることにより貴重な遺伝子組換え家畜の集団を増や

すことも可能である点である．

4．おわりに

　遺伝子組換えヤギの作出には成功したが，日本に

おいて家畜の大規模飼育は難しいため，少数の母集

団から効率よく作出していかなければ実用技術とし

ては利用できないだろう．そのために，体細胞核移

植技術に関する各段階の成功率を高めていくための

研究を続けていく必要があると考えられる．

図2．体細胞核移植に使用するヤギ卵子と発生の進んだ核移植胚
左：採取直後の第二減数分裂中期の卵母細胞．この後，染色体を除去して，体細胞核移植に使用する．
右：胚盤胞期の体細胞核移植胚．この時期の胚を仮親の子宮へ胚移植する．

図3．遺伝子組換えヤギと組換え遺伝子の有無
左：国内初の，体細胞核移植を利用して作出された遺伝子組換えヤギ．
右：作出された遺伝子組換えヤギの血液から採取した遺伝子に，目的とする有用生理活性物質の遺伝子が確認され

た（PCR法による）． 
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昆　虫
カイコで薬を作る
　－バキュロウイルスの利用－

三橋渡

「昆虫工場」
　－有用物質の大量生産に向けて－

羽賀篤信

大浦正伸

早坂昭二

カイコ体液からの有用物質の抽出と精製

宮澤光博

カイコで作ったブタインターロイキン

18の免疫増強効果

宗田吉広

ゲノムデザインで遺伝子組換え型タン

パク質の分泌生産量を増やす

土屋佳紀

ウイルスを利用した遺伝子組換えカイ

コの作製とその応用

森　肇

昆虫を用いた有用物質生産の世界的動

向と未来の昆虫工場

小林淳
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バキュロウイルス発現ベクター系とは

　医薬など人間にとって有益なタンパク質の中には

インターフェロンのように大量生産，大量入手が困

難である場合や，そのために莫大なコストがかかる

ものが多い．この問題を解決するために，タンパク

質の遺伝子を取り扱いの容易な別の生物に組み込み

大量に発現させる方法が研究されてきている．その

中のひとつが，バキュロウイルスに属する核多角体

病ウイルスを利用するバキュロウイルス発現ベク

ター系である．

農業生物資源研究所　三橋渡　

　微量にしか入手できず高価な有用タンパク質の遺伝子を昆虫に寄生するバキュロウイルスに組み込

み，このウイルスをカイコに感染させてカイコ体内にタンパク質を生産させるシステムが，カイコを

利用したバキュロウイルス発現ベクター系である．この方法は，タンパク質の発現量も多く，大腸菌

等原核生物に生産させる場合と比較して発現タンパク質の活性が高い場合が多い等の長所があるが，

ときどき起こる哺乳動物の血中からの投与タンパク質の短時間での消失やタンパク質の精製の複雑さ

等の問題を克服する必要がまだある．

連絡先：農業生物資源研究所　昆虫適応遺伝研究グループ　三橋渡（Tel: 029-838-6081; e-mail: mitsuhas@affrc.go.jp）

図1．多角体に包埋された核多角体病ウイルス
　多角体病ウイルスは自身のもつ遺伝子から多角体タンパク質（ポリヘドリン）を合成し，このタンパク質は昆虫
細胞の核内で多角形の結晶体（これを多角体という）となる．その際，ウイルス粒子はこの多角体に包埋される．
図は，ガの一種，ヤマダカレハに寄生する核多角体病ウイルス多角体断面の電子顕微鏡写真で，ウイルス粒子は角
の丸い長方形型で，膜（エンベロープ）内に細長い棒状のヌクレオキャプシド1～ 7個を包んでいるが（矢印），こ
れが水平に切断されると，断面は円形に近くなる（頭だけの矢印）．なお，他種の核多角体病ウイルスの多角体は一
般にもっと多くのウイルス粒子を包埋している．バーは0.5．

　核多角体病ウイルスはゲノムサイズが90-160kbの

環状二本鎖DNAを有するひとつの属に含まれるウ

イルスの総称である（図1）．昆虫等の節足動物の

みを宿主としているために哺乳類に対して安全とい

う利点がまずある．このベクター系は，外来遺伝子

発現用として通常使用するプロモーターが強力なた

め，高いタンパク質生産能力を有すること，大腸菌

等の原核生物を発現ベクター系に使用した場合は，

発現タンパク質の翻訳後の修飾がないためにしばし

ば人間，家畜に対して生物活性を示さなくなったり，

カイコで薬を作る
－バキュロウイルスの利用－
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プラスミドDNA

外来遺伝子

核多角体病ウイルスDNA

多角体タンパク質遺伝子

5'上流域

トランスファーベクター

コトランスフェクション

カイコ培養細胞

組換えウイルスクローン

プラーク純化外来遺伝子の発現

カイコ幼虫

細胞内で相同組換えが起こる

3'下流域

1

2

3

4

5

6

図2．バキュロウイルス発現ベクター系の伝統
的な構築方法

1：トランスファーベクターの構築；プロモー
ター活性が強く，かつウイルスの生存に必須で
ないバキュロウイルス遺伝子（例えば多角体タ
ンパク質遺伝子）の翻訳部位を削除した遺伝子
を含めた大腸菌のプラスミドを構築する．2：
削除した遺伝子部位に発現させたい遺伝子（外
来遺伝子）を挿入する．3：大腸菌で増やした
上記プラスミドとバキュロウイルス（または
そのゲノム）を同時にバキュロウイルスに感染
するカイコ培養細胞に取り込ませる．4：カイ
コ培養細胞中でプラスミドとバキュロウイルス
DNAが遺伝子の交換（相同組換え）を起こし，
外来遺伝子を取り込んだ組換えバキュロウイル
スができる．このウイルスと組換えの起こらな
かったウイルスは別の細胞に次々感染して増殖
するとともに培養液に貯まる．5：希釈した培
養液中のバキュロウイルスを寒天で固めた培養
細胞中で増殖させ，組換えバキュロウイルスク
ローンを選抜する（プラーク法という選抜法）．
6：外来遺伝子発現産物（タンパク質）を大量
に得るために，組換えバキュロウイルスを大量
のカイコ幼虫に注射または経口で感染させ増殖
させた後，カイコの体液中や細胞内に貯まった
タンパク質を精製する．なお，現在では，上記
の方法より簡便な作製方法や，ウイルスDNA
とトランスファーベクターの相同組換えを用
いない方法（例えば ｢Bac to Bac Baculovirus 
Expression Systems｣法）も開発されている．

産物が可溶化しなくなったりするのに対し，本ベク

ター系では高等真核生物型であるために生物活性を

保持していることが多い等の利点があるため，昆虫

培養細胞や昆虫に有用タンパク質の遺伝子を組み込

んだバキュロウイルスを感染させ，増殖の過程で発

現したタンパク質を回収する研究が盛んに行われて

きた．

カイコ利用のタンパク質生産

　昆虫生体は現在の培養細胞を利用する技術と比較

してタンパク質の発現量が多い，生産コストが低い

等の利点がある．なかでもカイコは養蚕業の長い伝

統もあり大量飼育法が確立している，逃亡しないこ

と等から，カイコに寄生する核多角体病ウイルスに

タンパク質遺伝子を組み込んだウイルスとカイコを

組み合わせて有用物質生産が行われることが多い

（図2）．

バキュロウイルス発現ベクター系を改善するための

本プロジェクト研究

　本プロジェクト研究の一つの目的であるバキュロ

ウイルス発現ベクター系の効率の改善のために，遺

伝子をカイコに導入して哺乳動物の複合型糖鎖機能

を付加させたり，体液中に多量の目的外たんぱく質

が産生されないように遺伝子機能を抑えた組換えカ

イコの作製を目指した．
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はじめに

　バイオテクノロジー技術の進歩にともない，昆虫

の病原であるウイルスを遺伝子発現ベクターとして

活用しネコインターフェロンなどの有用物質をカイ

コで産生させ利用する技術が進展した．

  そこで，カイコを活用し生体内に微量にしか存在

しない有用タンパク質を大量生産することへの期待

が高まった．すなわち「昆虫工場」である．それを

実現するには，これまでの繭生産を中心とする技術

とは異なる視点での新たな技術開発が必要となっ

た．そこで，カイコの品種育成から生産物の抽出，

および廃棄物の利用に至るまでの一連の個別開発を

行うとともに，確立された技術を組立て有用物質の

大量生産を実施した．* 

基本技術の確立

　昆虫工場用のカイコは，健康でそろって発育をす

ること，ウイルスベクターによる発現に適している

ことが必要である．一方，カイコの飼料は，これま

での人工飼料のように繭生産のための栄養は必要な

く，目的とする品種の特性を十分に発揮させる飼料

であればよい．こうした観点から開発されたカイコ

として「NLS1×CLS1」が育成された（図1）．また，

この育成品種に適合した人工飼料として「開発飼料A」

が作出された（表1）．

　カイコ幼虫にウイルスを感染させるには，ウイル

スを注射する経皮接種法とウイルスを食下させて感

染させる経口接種法があるが，組換え体ウイルスは

カイコ幼虫に経口接種してもほとんど感染しない．

「昆虫工場」
－有用物質の大量生産に向けて－

農業生物資源研究所　羽賀篤信，大浦正伸，早坂昭二　

　昆虫の生体を用いた医薬品の生産は多くの可能性を持ち，効率的な生産プラントの開発が期待され

ている．このためには蚕品種の選定，飼料，飼育法，ウイルス接種法，血液採取法，有用タンパク質

の回収法，組換えウイルスの不活化と封じ込め，および廃棄物の処理・利用などの諸技術の開発やシ

ステム化が緊要である．そこで，これら基本技術の開発を行うとともに得られた実用技術を組立てブ

タインターロイキン18の生産を行ったところ，目的タンパク質がカイコで生産できる可能性が実証

された．

連絡先：農業生物資源研究所　昆虫新素材開発研究グループ 羽賀篤信（Tel: 029-838-6172; e-mail: haga@affrc.go.jp)

＊実施担当者：農業生物資源研究所　大浦正信・早坂昭二・永易健一・羽賀篤信・小林亨，動物衛生研究所　宗田吉広，茨

城県農業総合センター　中西宏・西宮智美　＊＊日本農産工業㈱

図1．新たに育成されたカイコ品種名は
｢NLS1×CLS1｣

表1．開発飼料の組成 **

原材料名 開発飼料 通常飼料※

桑粉末   8.000%  25.000%

脱脂大豆粉末 34.000 36.000

とうもろこし粉末 － －

大豆蛋白抽出残渣  6.000 －

デキストリン  8.000 －

コーンスターチ  2.000  7.500

セルロース粉末  8.500 20.800

脱脂米糠  6.000 －

菜種油粕  6.000 －

砂糖  2.000  8.000

無機塩混合物  4.000  3.000

ビタミン混合物  2.000 添加

ビタミン C  1.000  2.000

クエン酸  3.000  4.000

大豆油  1.140  1.500

フィトステロール  0.040  0.200

カラギーナン  5.500  7.500

ローカストビーンガム  2.000 －

防腐剤  0.820 添加

※ 稚蚕用飼料
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また，大量のカイコ幼虫に組換え体ウイルスを接種

する場合には，発現時期を揃えるために短時間に効

率的に接種する技術が要求される．

　そこで，開発された技術として経皮接種では簡便

な簡易微量注射装置（図2,図3）が考案された．一

方，経口接種では，ウイルス感染を促進する薬剤チ

ノパールおよびポリオキシンが検索され，本剤を含

む人工飼料をカイコに与えることによりウイルスの

経口接種が極めて容易となり，短時間で効率的に接

種することが可能となった．

　また，カイコ幼虫から血液を採取する方法として

は，従来はカイコ一頭ごとに尾角または腹脚を切っ

て血液を採取する方法がとられていたが，効率化を

図るため，凍結したカイコ幼虫を融解する過程にお

いて収縮する現象を応用した凍結融解法が確立され

た．またレーザーによるカイコ表皮の切開装置が考

案されるなど従来の手作業と比べ，血液採取に要す

る時間を大幅に短縮できる技術が開発された．その

他の技術としては，カイコ自動飼育装置 (図4)，組

換えウイルスの消毒法と飼育施設への封じ込め技

術，昆虫工場の製造工程で発生する廃棄物の処理技

術 (図5～図7)とその利用法が開発された．

生産システムの構築

　生産システムの効率化を図るうえで重要なポイン

トになる基本技術が開発されたことから，その成果

を実用技術として組立て大量飼育を実施した．主な

作業行程は表2のとおりである．

　オオサシガメ由来プロリキシン -Sを発現する組

換えカイコバキュロウイルスを用いてシステム構築

を行った．カイコへのウイルス接種は，カイコで増

殖した組換えウイルスを人工飼料で飼育した5齢幼

虫に経皮接種あるいは経口接種した．

図2．簡易微量注射装置

図3．簡易微量注射装置を用いたウイルスの接種作業

図4．カイコ自動飼育装置

図5．カイコ幼虫死骸
を乾燥する装置

図6．カイコ死骸乾燥物を
自動選別する装置

カイコ5齢起蚕
　↓
感染促進剤添加飼料（ポリオキシン0.5％含む）
を24時間給餌
　↓
ウイルス添加飼料を6時間給餌
　↓
飼育用飼料給餌（4日分）
　↓
血液採取

表2．幹線促進用人工飼料を用いたウイルスの経口接
種方法

図7．選別回収したカイコの表皮
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　経皮接種は簡易微量注射装置を用いて実施したと

ころ (図8)，カイコ一頭あたり5μlの注射量で100％

感染し，100頭当たりの接種時間が2分程度で処理

することが可能であった．一方，ウイルスの経口接

種 (図9)は表2の手順に従い実施し，100％の感染が

得られることを確認した．なお，ウイルス接種か

ら採血までの間に使用した人工飼料はつぎのとおり

である．5齢のカイコ1,000頭にウイルスを接種す

る場合の給餌量は，ポリオキシンを添加した感染

促進用人工飼料1,400ｇ，ウイルスを経口接種する

ための飼料600ｇ，ウイルス接種後から採血までの

飼育用の人工飼料8,700ｇであった．10,000頭の飼

育では，感染促進用飼料は14kg，ウイルス希釈液

1,000ml（1,000倍希釈液を用いる場合にはウイルス

原液1ml），5齢飼育飼料は70kg必要であった．飼育

に係わる作業人数は最大で4人であった（表3）．また，

ウイルス接種から採血までの給餌回数は，ウイルス

感染促進用飼料（1日分），ウイルス接種用飼料（6

時間分），飼育用飼料（4日分）の3回である．

　ウイルス接種後のカイコの飼育は，バイオハザー

ド環境が整った施設で自動飼育装置を用いて行い

（図10），ウイルス接種後4日目の発病期に採血した

（図11）．採血後のカイコ幼虫死骸（図12）を有効

活用するために乾燥装置（図5）と選別装置 (図6)

が開発され，効率よく表皮 (図7)，絹糸腺と残渣粉

末の3形態に分別回収された．開発した乾燥装置を

用いると，カイコ幼虫死骸は重量比で5分の1に減

らすことができた．試算によると，10,000頭規模の

有用物質生産において，表皮1.65kgを回収できる．

図8．簡易微量注射装置を用いてカイコ１頭ずつにウイ
ルス液を接種する．経皮接種

図9．ウイルス液を塗布した人工飼料はカイコに経口投
与される

図 10．ウイルス接種後
のカイコは自動飼
育装置で行う

図 11．カイコの腹脚
を切開して血液
を回収する

作業項目 作業内容 人数（人） 時間（分）
稚蚕飼育 1～ 4齢までの飼育作業 2 240
ウイルス接種準備 5齢飼育室準備・カイコ運搬等 2 140
感染促進用飼料給餌 飼料準備・給餌等 2 60
ウイルス接種 飼料準備・ウイルス添加・給餌等 2 50
接種後の飼育 飼料準備・給餌 4 90
4日後の作業 接種蚕の回収・蚕沙の始末 4 60

表3．1万頭飼育における作業時間

図12．体液回収後に回収したカイコ幼虫死骸．死骸は
オートクレーブで滅菌される
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　つぎに，オートグラファおよびカイコ系の両者に

感染するブタインターロイキン18（IL-18）を発現

するハイブリット組換えバキュロウイルスを用いて

生産試験を実施した．接種に用いたウイルスは，培

養細胞で増殖したウイルスよりもカイコで増殖した

ウイルスに高い感染力が示されたことから，カイコ

で増殖したウイルスを用いて実施した．その結果，

IL-18発現系は経皮接種で100％感染し，ポリオキシ

ンを用いた経口接種では感染が極めて悪く，原液か

ら2倍希釈程度のウイルス量でかろうじて感染する

程度であった．また，発病までの日数はプロリキシ

ン発現系に比較して1日伸びる傾向がみられた．す

なわち，本ウイルスが経口接種で感染が成立するた

めには経皮接種のウイルス量（104pfu/ml）に比べ，

100～ 1,000倍のウイルス（106pfu/ml ～ 107pfu/ml）

が必要であった．また，経口接種の場合は細菌感染

による死亡蚕が多発した．この原因は，カイコでウ

イルスを増殖する場合には細菌が混入する危険性が

高いこと，ポリオキシンを添加した飼料を食下した

カイコは病原菌に対する抵抗力が低下すること，さ

らに経口接種に用いたウイルス液は原液濃度に近い

ために細菌感染の機会が高くなったものと考えられ

る．

　こうした状況のなかで，本生産試験全体で2,340

頭のカイコから1,010mlの血液が得られ，精製 IL-18

（濃度36μm/ml）が545ml得られた．この精製物は

数千倍希釈でも十分な生物活性が保持されているこ

とを確認した．このように本ウイルスによる IL-18

の生産は可能であったが，さらに効率化を図るため

には接種用のウイルス調整が重要である．すなわち，

1）経口接種に適合したバキュロウイルスベクター

の作出，2）培養細胞で増殖したウイルスの使用，3）

ウイルスをカイコで増殖する場合には経皮接種を行

い清浄環境下で飼育することが望ましい．

　採血は一頭ずつ回収する手作業 (図11)に比べて

凍結融解法 (図13)では作業効率は2倍に向上した．

なお，凍結融解法はカイコを凍結保存することが可

能なので，採血作業の日程を自由に設定できる利点

があり，労力の調整に適している．

　採血後のカイコは121℃でオートクレーブ処理し，

温風乾燥後に表皮，絹糸腺，および残渣粉末を選別

した．表皮100gからはキチン17gが抽出できた．精

製したキチンを用いてミクロスフェアを調製した

(図14)．この微粒子は薬物徐放性を有する高分子担

体としての利用が期待されている．さらに，乾燥後

に分別回収された残渣粉末と滅菌抽出液はα -グル

コシダーゼ活性を阻害することを見出した．いずれ

の検体からは桑葉に由来するデオキシノジリマイシ

ン (DNJ)が検出されたので，残渣粉末と滅菌抽出液

は，DNJに起因する糖尿病予防薬としての利用可能

性が示唆された．

　このように，カイコの品種育成から廃棄物のゼロ

エミッションに至るまでの，「昆虫工場」を構成す

る一連の基幹技術の有機的連携が図られた．

図13．凍結融解法で回収した血液．手作業と比べ作業
効率は2倍に向上した

図14．カイコ幼虫表皮から抽出したキチンを原料に作
出したミクロスフェア
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　バキュロウイルス発現系は，外来遺伝子を効率的

に発現することが知られている．なかでもカイコを

宿主に用いた場合，カイコの体液（血液）などに発

現産物が分泌されるため，目的タンパク質の抽出が

比較的容易に行える．

　この発現系を用いて目的タンパク質を生産するに

は，最初にバキュロウイルスの遺伝子組換えを行い，

目的遺伝子を組み込んだウイルス液をカイコに接種

する．このとき消化管を傷付けると組織の分解など

が起こるため，針先の短い注射器などを用いてカイ

コ表皮の内側にウイルスを接種することが必要であ

る．ウイルスを接種したカイコ体内では，ウイルス

の増殖とともに目的産物が発現され，カイコ体液な

どに組換えタンパク質が分泌される．カイコの腹部

には腹脚と呼ばれる4対の脚があり，この腹脚を切

除することで体液のみを効率的に採取することがで

きる．通常1頭のカイコからは0.5ml前後の体液が

採取できる．体液の採取時期は早すぎると目的産

物の発現量が少なく，遅すぎるとウイルスの増殖に

よってカイコ組織の溶解やタンパク質の分解が生じ

る．このため接種ウイルスの濃度やタンパク質の性

質に応じて体液抽出の適切なタイミングを決定する

ことが必要である．採取したカイコ体液は，そのま

ま長時間放置するとメラニン化が起こるため，メラ

ニン化抑制剤を加えた緩衝溶液に保存する（図1）．

カイコ体液からの有用物質の抽出と精製

農業生物資源研究所　宮澤光博　

　近年，大量のエネルギーを必要とするバイオリアクターに替わり，外来遺伝子の発現効率の高い動

植物や微生物を用いて，有用物質を生産する試みが世界的に行われている．これにより，医薬品に利

用できる幾つかのタンパク質を効率的に生産できるようになったが，あらゆるタンパク質の大量生産

が可能になったわけではない．本稿は，カイコとバキュロウイルスを活用し，有用タンパク質を大量

に生産する方法とその利点について解説を行う．

連絡先：農業生物資源研究所　新素材開発研究グループ　宮澤光博（Tel: 029-838-6213; e-mail: miyazawa@affrc.go.jp）

図１．採取したカイコ体液
（メラニン化抑制剤を添加した緩衝溶液に希釈している．）

図 2．カイコ体液の電気泳
動像

1，2；野生型ウイルスに感
染したカイコ体液．

3，4；遺伝子組換えウイル
スに感染したカイコ体
液

（1と 3は感染 3日後，2と 4
は感染4日後の体液）
矢印は発現した組換えタン
パク質

 １ ２ ３ ４
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　組換えタンパク質が分泌されたカイコ体液は，硫

安沈殿や様々なカラムを組み合わせながら，目的タ

ンパク質を単離・精製する．特にカイコ体液中には

20KDaより小さなタンパク質は少ないため，分子量

の比較的小さい蛋白質を発現させた場合，発現・精

製状況が電気泳動法によって容易に確認できる．本

研究ではブタのサイトカインであるインターロイキ

ン -2（poIL-2；分子量18.5 KDa）の発現を試み（図2），

ウイルス接種後4日目にカイコ体液を採取し，目的

産物の精製を行った．その結果，ゲル濾過と疎水

クロマトクラフィーを用いると比較的容易に発現産

物を精製することができた（図3）．抗体を用いて

poIL-2の同定を行ったところ，発現産物に該当する

バンドが確認され，活性のある状態でpoIL-2が発現

していることが示された．大量のカイコ体液から目

的産物が多く含まれている分画を集め，濃縮によっ

て目的タンパク質の粗結晶を得ることができた（図

4）．

　有用タンパク質を大量に発現させる場合，タンパ

ク質の性質に応じて生産効率の高い発現系を選択す

ることが重要である．カイコの成長期間は動物や植

物の生長期間と較べ格段に短く，年間を通して様々

な組換えタンパク質の発現が行える．このためカイ

コとバキュロウイルスを組み合わせた物質生産で

は，検査薬や家畜の治療薬などが有用と思われる．

日本で長年にわたって培われてきた養蚕がバイオテ

クノロジーの技術と融合し，製薬産業を兼ねた新し

い農業形態の1つとして育つことを期待したい．

　なおブタインターロイキン -2の実験は，動物衛

生研究所と共同で行った．

図3．高速クロマトグラフィー装置を用いてタンパク質
の精製を行う

図4．カイコを宿主としてバキュロウイルス発現系を用
いて生産した組換えタンパク質の粗結晶．



44

連絡先：動物衛生研究所　免疫研究部　宗田吉広（Tel: 029-838-7857; e-mail: ymuneta@affrc.go.jp）

1．はじめに

　近年，消費者の食の安全や人獣共通感染症に対す

る関心の高まりから，健康な家畜から安全な畜産物

を供給する必要性がますます求められている．一方，

抗生物質の乱用に伴う耐性菌の出現が問題となり，

家畜における抗生物質の使用は縮小される傾向にあ

る．このような背景から，動物の本来もつ免疫機構

を解明し，免疫機能の増強や制御を通じて，抗生物

質に依存しない，感染症に対する新しい免疫学的な

診断・予防・治療技術を開発することが要望されて

おり，その1つの柱がサイトカイン研究である．中

でも IL-18は，宿主の細胞性免疫や液性免疫を高め

るサイトカインとして注目される．そこで本研究で

は，家畜における本サイトカインの利用を目指して，

ブタ IL-18のカイコでの生産系の確立とブタにおけ

る免疫増強効果について検討した．

カイコで作ったブタインターロイキン18
の免疫増強効果

動物衛生研究所　宗田吉広　

　カイコは様々な有用物質の生産における昆虫工場としても期待されている．本研究では，病原体に

対する感染防御において中心的役割を果たすサイトカインであるインターフェロンγ（IFN-γ）の

誘導因子であるインターロイキン18（IL-18）をカイコを用いて大量に生産する系を確立した．この

ようにして作製したブタIL-18はブタ末梢血単核球からのIFN-γの産生を強く誘導するなど，ブタに

おける免疫増強効果があることが明らかとなった．

2．昆虫細胞およびカイコにおけるブタIL-18の生

産方法の確立

　IL-18は IFN-γ誘導活性のない前駆体として作ら

れ，Caspase-1という変換酵素により IFN-γ誘導活性

をもつ活性型へと変換される．通常の哺乳動物細胞

はこのCaspase-1活性をもつが，昆虫細胞やカイコ

はこの内在性のCaspase-1活性をもたないため，前

駆体型 IL-18を発現する組換えバキュロウィルスと

変換酵素Caspase-1を発現する組換えバキュロウィ

ルスを昆虫細胞やカイコに共感染させることによ

り，非常に効率よく活性型 IL-18の生産が可能であっ

た（図1，特許取得済み）．また，この手法を1,000

頭規模のカイコに適用して，カイコ体液中に大量の

ブタ活性型 IL-18を発現・精製することができた（図

2）．通常サイトカインはpg（10-12g）からng（10-9g）

という非常に微量で効果を発揮するため，動物でも

十分使用できる量のブタ IL-18が確保され，カイコ

の有用物質生産における有効性が示された．

図1．カイコにおけるブタ IL-18の発現

M:分子量マーカー

1:コントロールカイコ体液

2:前駆体型 IL-18を発現する組換えバキュロウィルスを
感染させたカイコ体液

3:前駆体型 IL-18を発現する組換えバキュロウィルスと
変換酵素を発現する組換えバキュロウィルスを共感染
させたカイコ体液

Ｍ １ ２ ３

←　ブタ前駆体型 IL-18
←　ブタ活性型 IL-18
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図2．カイコで生産・精製したブタ活性型 IL-18
　カイコ5齢幼虫2,000頭を用いて上記のブタ活性型 IL-18の発現試験を行い，精製ブタ
IL-18（濃度36μg/ml）を545ml（総生産量19.62mg）得ることができた．
　この精製ブタ IL-18は数千倍希釈でもブタ末梢血単核球からの IFN-γ誘導能を示し，
十分な生物活性を保持していた．

3．カイコで生産したブタIL-18のブタにおける免

疫増強効果

　カイコで生産・精製されたブタ IL-18はブタ末梢

血単核球からの IFN-γの発現を強く誘導し，IL-18の

生物活性を保持していた．また，ブタ末梢血単核球

の細胞傷害活性を増強することも明らかとなった．

さらに，Mycoplasma hyopneumoniae というブタの呼

吸器病原体に対する抗体応答を高める効果があるこ

とも確認された．このようにカイコで生産されたブ

タ IL-18は様々にブタの免疫機能を増強することが

示され（図3），今後ブタをはじめとする動物にお

ける免疫増強剤やワクチンの効果を高めるアジュバ

ントなどとして利用されることが期待される．

カイコで生産した
ブタ活性型IL‑18

有用物質生産
昆虫工場として
のカイコの利用

養蚕業への貢献

IFN‑gammaの誘導

細胞傷害活性の増強

抗体応答の増強

細胞性免疫応答の増強
・細胞内寄生菌やウィルス
　感染症に対する新たな
　診断・予防・治療技術

液性免疫応答の増強
・ワクチン効果の増強

獣医学・畜産業への貢献

健康かつ安全な畜産物の供給

図3．カイコで生産・精製したブタ活性型 IL-18のブタにおける免疫増強効果
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連絡先：動物衛生研究所　海外病研究部　土屋佳紀（Tel:  042-321-1441; e-mail: tsuchiyayoshi24@yahoo.co.jp）

研究のねらい

　遺伝子組換え型タンパク質を細胞外へ分泌させる

と精製が容易であり，細胞成分の混入も少なく，安

全性が高い．タンパク質を細胞外へ分泌させるため

の装置がシグナル配列である．シグナル配列はタン

パク質の前部に付属し，細胞内の小胞体膜を通して

タンパク質を透過させる働きを有している（図１）．

この配列をコードする遺伝子をゲノムデザインし，

アミノ酸配列を改変することで，タンパク質が膜を

通過する効率が高まり，培養液中への組換え型タン

パク質の分泌生産量を大幅に増大させることが可能

となる．そこで我々は昆虫細胞におけるシグナル配

列の構造条件を調べ，それを基に理想的なシグナル

配列をゲノムデザインして，昆虫細胞におけるリゾ

チームの分泌生産量を増やすことを試みた．

ゲノムデザインで遺伝子組換え型
タンパク質の分泌生産量を増やす

動物衛生研究所　土屋佳紀　

　タンパク質を細胞外へ分泌させる装置がシグナル配列である．この配列をコードする遺伝子をゲノ

ムデザインし，アミノ酸配列を改変することで組換え型タンパク質の分泌生産量を大幅に増大させる

ことが可能となる．我々は昆虫細胞におけるシグナル配列の構造条件を調べ，それを基に理想的なシ

グナル配列をゲノムデザインして，リゾチームの分泌生産量に及ぼす影響を解析した．シグナル配列

の中央部分を疎水性残基（ロイシン）に改変することにより，リゾチームの分泌生産量を大幅に増加

させることに成功した．

mRNAリボソーム

酵素

蛋白質

切断

シグナル配列

図1．タンパク質の小胞体膜透過のメカニズム
　mRNAの遺伝情報が翻訳されてリボソームでタンパク質の合成が始まると，まずシグナル配列の部分がリボソー
ムから出てくる．シグナル配列の末端には塩基性アミノ酸残基があり，膜表面の負荷電と自らの正荷電とでイオン
結合する．これを足掛かりにしてシグナル配列は膜の中に入っていく．内部に達すると酵素によってシグナル配列
は切断されて，タンパク質部分だけが膜内へ完全移行する．膜内へ移行したタンパク質はさらにゴルジ体などへ移
行し，様々な修飾を受けた後，細胞外へ分泌される．
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研究の方法

　ニワトリリゾチームシグナル配列遺伝子とヒトリ

ゾチーム遺伝子が連結されたハイブリッド遺伝子

を短鎖DNAからSPR法で人工合成した．これをバ

キュロウイルス発現系を用いて，カイコ由来細胞

（BmN4）で発現し，組換え型ヒトリゾチーム（HLY）

を培養液中へ分泌生産させた．培養液は細菌細胞壁

に対して高い溶菌活性を示した．ニワトリリゾチー

ムシグナル配列遺伝子を遺伝子操作によって変換

し，コードするアミノ酸配列を改変して，各々にお

けるBmN4細胞でのHLY分泌量を解析した．さら

には分泌量の比較から明らかとなったシグナル配列

の構造条件を基にして理想的な人工シグナル配列を

ゲノムデザインし，HLY分泌量の増強を図った．

研究の成果

①シグナル配列の2番アルギニン（R）を除去ある

いはロイシン（L），アスパラギン酸（D）に改変

するとHLY分泌量が減少したが，リシン（K）で

は変化しなかったことから，アルギニンのよう

な塩基性残基の存在が必須であることを示唆し

た（表1）．

②アルギニンを数個挿入して正電荷を増強したが，

逆にHLY分泌量は減少した（表1）．

③シグナル配列の10番システイン（C）を，親水性

のリシン（K），アスパラギン（N），ターンストッ

パーのセリン（S），プロリン（P）に改変したと

ころ，HLY分泌量は減少し，この領域における

疎水性の重要性およびへリックス構造の形成を

示唆した（表1）．

④中央領域を全てロイシンに変換した理想型では

HLY分泌量は大幅に増強された（表1）．

今後の発展方向

シグナル配列のみならず，タンパク質部分の遺伝子

についても，昆虫細胞で利用頻度の高い遺伝子コド

ンへの適合や安定性も考慮してゲノムデザインする

ことで，さらなる生産性の増大が期待される．

表1．昆虫細胞で発現した組換え型ヒトリゾチームの分泌量

 2 10

　天然型 ＭＲＳＬＬＩＬＶＬＣＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ ２１　ｍｇ／Ｌ

　2Ｒ除去型 ＭＳＬＬＩＬＶＬＣＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ １２

　2Ｒ→ 2Ｌ ＭＬＳＬＬＩＬＶＬＣＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ 　７

　2Ｒ→ 2Ｄ ＭＤＳＬＬＩＬＶＬＣＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ 　５

　2Ｒ→ 2Ｋ ＭＫＳＬＬＩＬＶＬＣＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ ２０

　Ｒ増強型１ ＭＲＲＲＳＬＬＩＬＶＬＣＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ 　９

　Ｒ増強型２ ＭＲＲＲＲＳＬＬＩＬＶＬＣＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ 　８

　10Ｃ→ 10Ｋ ＭＲＳＬＬＩＬＶＬＫＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ 　５

　10Ｃ→ 10Ｅ ＭＲＳＬＬＩＬＶＬＥＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ 　４

　10Ｃ→ 10Ｓ ＭＲＳＬＬＩＬＶＬＳＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ １５

　10Ｃ→ 10Ｐ ＭＲＳＬＬＩＬＶＬＰＦＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ 　８

　理想型 ＭＲＳＬＬＬＬＬＬＬＬＬＰＬＡＡＬＧ－ＫＶＦＥＲ……Ｖ ３８　ｍｇ／Ｌ

シグナル配列　　　←　→　ヒトリゾチーム　　　　　　　分泌量　　　

　シグナル配列のアミノ酸配列はそれぞれ一文字表記で記載している．R：アルギニン，L：ロイシン，D：アス
パラギン酸，K：リシン，C：システイン，E：グルタミン酸，S：セリン，P：プロリン，を各々示している．青
字で示す天然型の配列に比べ，赤字で示す理想型は中央部分を全てロイシンに置き換えて，疎水性とαへリック
ス形成能を高めることによってシグナル配列としての機能を向上させ，ヒトリゾチーム（HLY）分泌量を2倍近く
に増強している．
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連絡先：京都工芸繊維大学　森　肇　（Tel: 075-724-7776; e-mail: hmori@kit.ac.jp）

　ショウジョウバエで遺伝子組換え（形質転換）を

行う場合，トランスポゾンが利用される．このトラ

ンスポゾンとは，染色体上を動き回る因子であり，

遺伝子の発現に様々な影響を与え，多くの突然変異

の原因として考えられている．トランスポゾンを用

いて昆虫で最初に行われた形質転換の実験は1982

年トランスポゾンPエレメントの性質を利用したキ

イロショウジョウバエの実験である．一方，鱗翅目

昆虫Trichoplusia ni 由来の培養細胞TN-368培養細胞

株より新たなトランスポゾンpiggyBac が発見され，

ようやく鱗翅目昆虫などでも形質転換が行えるよう

になった．カイコの形質転換はこのトランスポゾン

を使う系と，これまで私が試みてきた昆虫ウイルス

であるバキュロウイルスAutographa californica  NPV

（AcNPV）をベクターに用いる系が報告されてきた

が，より簡便かつ高効率な形質転換法の確立が必要

であった．そこで最近，この2つの形質転換法の長

所を取り入れ，AcNPVとpiggyBac を併用した新た

な形質転換法を作製した．これによって，より効率

的で簡便にカイコの形質転換が行えるようになっ

た．たとえば，piggyBac の両末端の配列の間に緑色

蛍光タンパク質（EGFP）遺伝子を挿入し，これを

AcNPVに組み込み，また別のAcNPVにはpiggyBac

の転移酵素である transposase遺伝子を組み込みそれ

ぞれがカイコの細胞の中で発現するようにした（図

1）．これら2つの組換えウイルスをカイコの産卵

直後の卵に注入し感染させると，非常に効率よく

EGFP遺伝子を組み込んだ遺伝子組換えカイコを作

ることができるようになった．

　そこで，次にカイコで合成する糖タンパク質の

糖鎖構造の改変を目的としたカイコの遺伝子組換

えを行った．現在，バキュロウイルスベクターを用

いてカイコで有用タンパク質を大量に生産されつつ

ある．しかし，唯一問題となっているのが，ヒトを

含めた哺乳動物で合成される糖タンパク質と昆虫で

合成される糖タンパク質の糖鎖構造には大きな違い

が存在することである．タンパク質のN型糖鎖プロ

セッシングの過程は，図2に示す通り昆虫型も哺乳

ウイルスを利用した遺伝子組換え
カイコの作製とその応用

京都工芸繊維大学昆虫バイオメディカル研究センター　森　肇　

　地球上に生息する昆虫は同定されているものだけで100万種以上で，実際は200万種を超えるとみ

られ，無脊椎動物では最も進化した生物であるといわれている．昆虫と人との関係は，昆虫による病

原体の媒介，農作物に対する害虫として扱われるが，養蚕業や，養蜂業など昆虫を利用することも多

い．昆虫にはこのように膨大な種があるにもかかわらず，最近までショウジョウバエ以外の昆虫での

遺伝子組換えは報告されていなかったが，ようやくカイコでも遺伝子組換えが可能となった．ここで

はカイコの遺伝子組換えとその応用について解説する．

　　AcpigTrans
(ヘルパーウイルス) AcpigEGFP

ITR アクチン ITRSV40polyA
付加シグナル

ヒートショック
タンパク質プロモーター

転移酵素
プロモーター

EGFP

TTAAゲノムDNA

TTAATTAA

図1　AcNPVとpiggyBac を併用したカイコゲノムへの外来遺伝子の導入方法
　(a)piggyBac の両末端に存在する逆方向反復配列 (Inverted terminal repeat,ITR)の間にECFP遺伝子を挿入したウイルス
AcpigEGFP（右）．この組換えウイルスは形質転換カイコの選抜マーカーとしてカイコアクチンジョウバエのヒート
ショックタンパク質プロモーターの制御下でpiggyBac の転移酵素遺伝子を発現するAcpig Trans（左）．(b)これら2種
類の組換えウイルスを産下直後の卵に接種すると，EGFP遺伝子は染色体 (c)EGFP遺伝子をもつカイコは紫外線の下
では緑色蛍光を発するようになる．上のカイコは普通のカイコ，下の2頭のカイコはEGFP遺伝子を組み込んだもの．

(a) (b) (c)
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類型も最初の過程は同じであり，アスパラギン側鎖

へのGlc3Man9GlcNAc2-ASNの付加に始まり，これ

がMan9GlcNAc2-ASNを経て，GlcNAcMan3GlcNAc2-

ASNに変換される．しかし，ここから昆虫と哺

乳動物では糖鎖のプロセシッングに違いがみられ

る．この原因は糖転移酵素の活性の有無によるも

のである．そこで，哺乳動物の複合型糖鎖付加に

おいて重要であるガラクトースの付加を行うβ-1,4-

galactosyltransferaseの遺伝子をカイコに組み込むこ

とにより，カイコでも複合型糖鎖に近いものが合成

されるのではないかと考え，同遺伝子のカイコへの

導入を試みた（図3）．その結果，この複合型糖鎖

合成の第一歩となる結果を得ることができた（図4）．

これによって，将来的にはカイコを用いてインフル

エンザウイルスの膜タンパク質のような複合型糖鎖

をもつタンパク質をカイコで大量に合成し，それを

ワクチンとして利用できるようになり，製薬メー

カーの出現や養蚕業を再び繁栄させることになるか

もしれない．

N-glycosylation pathways

Insect Mammalian

GlcNAc
Mannose

Fucose
Galactose
GalNAc
Sialic acid

Glucose

ASN

ASN

1,3-glucosidase
1,2-glucosidase

ASN

-mannosidase (Rough Endoplasmic Reticulum)
-mannosidase (Golgi)

ASN

N-acetylglucosaminyltransferase

-mannosidase
Fucosyltransferases

ASN

N-acetylglucosaminyl-
transferase

ASN

N-acetylglucosaminidase

Trimannosyl core

ASN

Sialytransferases

1,4-galactosyltransferases

N-Acetylglactosyltransferase
Sialytransferase

Complex N-linked glycans

ASNASN

AcpigTrans

(ヘルパーウイルス)
AcpigGalT

β1,4-galactosyltransferase

TTAATTAA

TTAAGenomic DNA

プロモーター

SV40polyA
付加シグナル

ITR アクチン EGFP ITR転移酵素ヒートショック
タンパク質
プロモーター

SDS-PAGE RCA120

1 2 1 2

135 kDa

図2．昆虫（左）と哺乳動物（右）における糖タンパク質の糖鎖の合成経路

図3　ウシ由来のβ1,4-galactosyltransferase遺伝子の導入方法
　(a)piggyBac の両末端に存在する逆方向反復配列（Inverted terminal repeat,ITR）の間に EGFP 遺伝子とβ 1,4-
galactosyltransferas遺伝子を挿入したウイルスAcpigGalt（右）．この2つの遺伝子は共にカイコアクチンプロモーター
の制御下で発現する．ショウジョウバエのヒートショックタンパク質プロモーターの制御下でpiggyBac の転移酵素
遺伝子を発現するAcpigTrans（左）．これら2種類の組換えウイルスを図1と同様に産下直後の卵に接種し，組換えカ
イコを選抜する．(b)カイコ血液タンパク質のレクチンブロットの結果．左はSDS-PAGE，右はRCA120によるレクチ
ンブロットレーン1はコントロールのカイコの血球細胞，レーン2はトランスジェニックカイコの血球細胞

(a) (b)
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連絡先：山口大学農学部　小林淳　（Tel: 083-933-5844; e-mail: koba-jun@yamaguchi-u.ac.jp）

　遺伝子操作技術が開発される以前の昆虫を用いた有

用物質生産といえば，世界的に絹糸とハチミツが主体

であり，それ以外に植物にできた虫こぶのタンニン，

カイガラムシが分泌するラックや色素などがある．こ

れらは，今でも天然素材としての価値を失っていない

が，人工的に化学合成された安価な代替素材に押され

て市場規模は縮小しているのが現状である．

　1980年代以降になると，このような古典的昆虫

産物の利用とは別に，組換えDNA 技術を応用した

新たな有用物質生産技術が昆虫において開発され

るようになった．その先駆けとなったのがバキュロ

ウイルス遺伝子発現ベクターシステム（Baculovirus 

Expression Vector System, BEVS）である．BEVS で

は，天然にはごく微量しか存在しない有用タンパク

質の遺伝子を昆虫病原ウイルスのバキュロウイルス

に導入して遺伝子組換えウイルスを作製し，これを

宿主昆虫の培養細胞や昆虫生体に感染させることに

より，天然のものと同等な活性を有する有用タンパ

ク質を大量生産することができる．このような利点

により，BEVS の利用は開発当初から現在まで増加

の一途をたどっており，基礎および応用生物学研究

において欠くことにできない有用なツールとなって

いる．

　BEVS の成功は，昆虫分野の研究のみならず関連

産業に大きな推進力とビジネスチャンスをもたらし

た．その結果，昆虫および昆虫ウイルスのゲノム解

析，昆虫培養細胞の無血清高密度培養技術開発，全

自動昆虫飼育施設による昆虫工場化などが着々と進

展し，国際的な試薬メーカーのカタログには数多く

のBEVS 製タンパク質試薬が並び，日本の企業によ

りカイコの昆虫工場で生産されたネコのインター

フェロンは獣医薬の市場で大きなシェアを占めるに

至っている．

　このような成功とは裏腹に，以下のような能力の

限界が明らかになってきた．第一に，ウイルス感染

の影響で機能が劣化した昆虫細胞あるいは昆虫生体

を用いるために，生産されたタンパク質の構造が不

均一化するなどの異常がおこる．第二に，昆虫固有

の特性に起因する限界として，たとえば，N 型糖鎖

付加修飾に関しては，ほとんどの昆虫細胞では哺乳

類型の複合型糖鎖を形成できないため，医薬用糖タ

ンパク質をBEVS で生産して人体に投与すると，糖

鎖の違いにより異物として認識され，クリアランス

されたり，アレルギー反応が起こる恐れがある．

　現在，これらの限界を克服するための対策が急

ピッチで進んでいる．第一の限界に関しては，有用

タンパク質遺伝子を昆虫培養細胞や昆虫生体の染色

体に効率よく導入するトランスジェニック技術が開

発されたので，近い将来，均一な有用タンパク質を

大量生産可能なウイルスを用いないシステムが確立

されると期待されている．また第二の限界に関して

は，新たな特性を有する細胞の探索や代謝工学によ

る昆虫細胞の特性改変などが精力的に推進されてお

り，すでに哺乳類型の糖鎖修飾を行う昆虫培養細胞

が発見あるいは作出されている（図1）．また，も

はや昆虫利用といえないが，バキュロウイルスによ

る哺乳類細胞でのタンパク質生産や遺伝子治療さえ

可能となっている．

　このように，当初昆虫ウイルスの遺伝子操作から

始まった昆虫による有用物質生産であるが，今では

昆虫（細胞）の遺伝子改変による飛躍的改善が研究開

発の中心的課題となっている．したがって，未来の

昆虫工場として，昆虫機能と遺伝子操作をうまく融

合させたシステムがいずれ創出されるであろう（図2）．

昆虫を用いた有用物質生産の
世界的動向と未来の昆虫工場 

山口大学農学部　小林淳　

　遺伝子操作技術を用いて開発された昆虫の有用物質生産系は，1980年代のバキュロウイルス遺伝

子発現ベクターシステムに端を発し，学術研究およびバイオ関連産業においてその有効性が認められ，

今や世界的に有用タンパク質生産の定番的ツールとなっている．現在，さらに，昆虫生産系の短所を

克服するために，トランスジェニックなど新しい遺伝子操作技術を駆使した研究が進展しており，昆

虫機能と遺伝子操作の調和的融合による新たなシステムの登場が期待されている． 
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図1．有用糖タンパク質遺伝子を導入したバキュロウイルスに感染した昆虫細胞におけるN型糖鎖修飾に関する模式図
　左図は昆虫細胞の核内でウイルスゲノムから有機糖タンパク質遺伝子がmRNAに転写され，そのmRNAが翻訳さ
れてできたタンパク質が小胞体からゴルジ体を経て細胞外にいたる分泌経路を示す．また，右図は，小胞体からゴ
ルジ体にかけて段階的に生じるN型糖鎖修飾反応の概略を示す．ほとんどの昆虫細胞ではゴルジ体での分岐を左側
に反応が進むため，末端マンノースとフコースの枝分かれをもつ昆虫特有のN型糖鎖の付加された糖タンパク質が
分泌される．一部の昆虫細胞ではフコースの枝分かれが2つになる場合もある．哺乳類の場合は，マンノースの外側
にガラクトースやシアル酸が付加された複合型糖鎖が形成される．このような昆虫と哺乳類におけるN型糖鎖構造
の違いは，医薬用糖タンパク質生産において問題となる．最近，探索や哺乳類の糖鎖修飾酵素遺伝子を導入する遺
伝子改変 (代謝工学 )により，複合型糖鎖付加能力を有する昆虫細胞が発見あるいは作出されており，それらを利用
すれば，哺乳類と類似のN型糖鎖が付加された有用糖タンパク質生産が可能になっている．

図2．未来の昆虫工場？－昆虫の休眠機構と形質転換昆虫細胞の融合－
　大型絹糸昆虫の休眠蛹は理想的なタンパク質生産用バイオリアクターとしての特性を備えており，一方，昆虫培
養細胞は昆虫生体よりも形質転換による遺伝子改変が容易である．したがって，高密度に培養したトランスジェニッ
ク昆虫細胞を休眠させることができれば，長期保存可能な優れた生産効率と修飾能力を有する画期的な昆虫工場に
なると期待される．
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休眠蛹は天然の優れたバイオリアクター

・長期保存可能（１年以上）

・昆虫飼育施設不要

・容易なウイルス感染とタンパク質回収

　（機械化可能）

・カイコ幼虫と同等（サクサン蛹）もしくは大きく

　上回る（シンジュサン蛹）タンパク質生産効率

形質転換による昆虫培養細胞の代謝改変

・昆虫生体よりも容易な遺伝子改変

piggybag トランスホゾンによる遺伝子導入

RNAIによる遺伝子発現抑制

・比較的均質なタンパク質を生産

・無血清培地を用いた高密度培養とスケールアップ

による大量生産

新しい昆虫工場

昆虫細胞の翻訳後修飾特性の代謝光学

的改変と，昆虫細胞の休眠機構を融合

させたタンパク質生産システムの構築

↓

長期冷蔵保存可能かつ優れた生産特性

＋ ＝
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