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Hi, class. Good afternoon. I am Hidenobu Tsujimura. 
 

I am in charge of this course together with Professor Oikawa. In this course, we talk 
about biotechnology and its application for agriculture and the impact on the society. I will 
talk about principles and basic techniques of biotechnology. Prof. Oikawa will talk about its 
application to agriculture and the impact on the society. I hope our lectures will inspire 
your interest in biotechnology and its use for agriculture. 
 

As this is the first time I meet you, I will introduce myself. I am an associate professor 
of this university and specialize in Developmental Biology. Belonging to Department of 
Applied Bioscience and Biotechnology, I have a Developmental biology class and a 
Molecular biology class for undergraduate students. 

I am working on the fruit fly, Drosophila melanogaster and am investigating cell death 
in the developing nervous system. Do you know Drosophila? They are tiny flies often seen 
on ripe fruits. They live in every country in the world. They have been used in Genetics and 
are used at present in Molecular biology as a model organism. Using this fly, I am 
investigating molecular mechanisms for cell death in the nervous system.  

Do you know cell death? Animal cells including our human's have a mechanism to 
suicide. When cells in the animal body are killed by this mechanism, we call it cell death. 
The cell death occurs through out the human body, including the brain. I am investigating 
what genes work for the cell death in the brain. And what factors enhance or suppress the 
cell-death?  

I hope the research will contribute to understand our brain and help to understand 
nerve-cell-death-associated human diseases, such as Alzheimer's disease, and to develop 
medical treatment in the future. 
  

Then, please introduce yourself? First, please write your name, nationality, and 
specialized field in this graduate course on this attendance card. Please return me them. 
Then, please stand and introduce your self. 
 

Next, I will talk about this course.  
The target of this course is to lead you to basic and important concepts of present 

biotechnology and to inspire your interest in its application for agriculture and human 
welfare.  



The plan will be the followings. 
by Tsujimura 
Oct. 18  Introduction  
Oct. 25  Chapter 1. Gene cloning 
Nov. 1  Chapter 2. Genetically modified organisms 
Nov. 15   Chapter 3. Gene testing 
Nov. 22  Cancelled 
Nov. 29  Chapter 4. Cloned animals 
Dec. 6   Chapter 5. Stem cells 
 
by Oikawa 
Dec. 8   Chapter 6. Potentials of genetically modified crops and social impacts  

Chapter 7. Developing new biological functions for agricultural production  
Chapter 8. Applying traditional ecological knowledge for sustainable resource 

management  
Chapter 9. Using new biological functions for environmental conservation  

 
Briefly I will introduce my lectures. 
 In Chapter 1, I will talk about gene cloning. Gene cloning is the most basic and essential 
technique among the present gene technologies.  I will talk about what is gene cloning? 
What principles the gene cloning is based on? What is needed for the gene cloning as 
materials and techniques? 
  In Chapter 2, I will talk about genetically manipulated organisms. I will explain how we 
introduce foreign genes into a given organism and how the foreign gene behaves in the new 
host. So far, scientists have made many genetically modified organisms. I will introduce 
some examples of them and explain how useful they are for human lives.  
  In Chapter 3, I will talk about gene testing. Gene testing is the technology to identify 
individuals based on the information of their own genes. Now, this technique is used for 
criminal investigation, for example. Using this technology, we can see relationship among 
individuals, too. Then, this technique is used for paternity testing and relationship 
examination. This technique is generally used for animal and plant breeding now. 
  In Chapter 4, I will talk about cloned animals. The technique of nuclear transplantation 
enabled us to produce cloned animals. Do you know that a scientist that performed this 
kind of research got Nobel Prize in Physiology and Medicine this year. His name was Dr. 
Gurdon. Though this technique was invented in the study of developmental biology, a pure 
basic science, it is now possible to make different cloned animals for application. In the 
lecture I will talk about the growing expectation to apply this technique to breeding and 



medicine, and growing ethical worries about the possibility to produce cloned human 
beings.  
  In Chapter 5, I will talk about stem cells. A Japanese scientist, Dr. Yamanaka in Kyoto 
University, won the Nobel Prize in Physiology and Medicine this year on the study of stem 
cells. The human body is composed of about six billion cells. Most of them are 
differentiated cells with specialized structure and function to support our body. But there 
are another type of cells called stem cells. They exceptionally proliferate and produce new 
cells that will later differentiate. Technology on these stem cells is now getting strong 
attention as this technology has a possibility to open a new era in medicine. 
 

I will hand out a sheet of figures and transcripts of speech in English and Japanese at 
every lecture. You can see the transcript on my home page, too. My homepage address: 
http://www.tuat.ac.jp/~flylab/ 
 
Assignment 
A short paper on a topic you get interested in from my lectures. Any topic is all right. You 
will be able to study materials using the Internet or at the University library. If you have 
something to ask me about the assignment, please mail me. 
Total number of words: about 500 words. A4 size sheet, 1 pages. 
Form: Title, Introduction, Main Contents, Conclusion, References. 
Deadline: December 22. 
Submission: Box in front of the office for Student support center 
 
Grading: I will grade you by the attendance and the assignment.  At every lecture I will 
check your attendance. If you have something that makes you not be able to attend the 
class, please e-mail me. My mail address is tsujmr@cc.tuat.ac.jp. 
 
References 

"Molecular biology of the genes" by Watson et al. 
"DNA"  by Watson et al. 
"Molecular biology of the cell"  by Alberts et al. 

 



Ｈ２４生物新機能開発学 第１回                             2012年１０月１８日 
 
こんにちは、みなさん。わたしは、辻村秀信といいます。 
 
この講義は、新生物機能開発学です。私と及川先生とで担当します。 
わたしが前半にバイオテクノロジーの基礎技術について話し、後半は及川先生がバイオテ

クノロジーの農業への利用について話されます。よろしくお願いします。 
 
さて、きょうは初めての講義なので、自己紹介を最初に行います。まず、最初に私の紹介

をします。専門は発生生物学です。この大学の応用生物科学科で学部学生に発生生物学と

分子生物学を教えています。 
私の研究について紹介します。 
研究では、ショウジョウバエを用いて、神経系の発生過程に起こる細胞死の研究を行っ

ています。ショウジョバエを知っていますか。熟れた果物などにたかる小さなハエで、世

界中の地域に住んでいます。このハエは、古くから遺伝学の研究によくもちいられ、現在

では分子生物学の研究のためのモデル生物となっています。わたしは、この生物を用いて、

神経系で起こる細胞死の研究をしています。 
細胞死という言葉を知っていますか。これは、私たち動物の体の細胞が必要に応じて自

殺することです。細胞はこのための特別なしくみをもっています。この細胞死は脳でも起

こります。わたしは、この脳で起こる細胞死がどのような遺伝子のはたらきで起きるのか、

あるいは、どのような因子が細胞死を活性化したり、抑制したりしているのかを調べてい

ます。 
こうした研究はヒトの脳で起こる神経細胞死に関係する疾患、たとえば、アルツハイマ

ー病などの理解と治療法の開発に役立つものと期待しています。 
 
 
つぎに、みなさんの自己紹介をおねがいします。まず、カードを配布しますから、これに、

名前、国、大学院での研究分野を記入して下さい。提出して下さい。では自己紹介をお願

いします。 
 
さて、授業の目的と計画を紹介します。 
授業の目的は、現代のバイオテクノロジーの基本概念を紹介し、農業と人間福祉への応用

への興味をかき立てることです。 
 
授業計画は以下の通りです。 
辻村秀信 



１０月１８日 はじめに 
１０月２５日 第１章 遺伝子クローニング 
１１月１日  第２章 遺伝子改変生物 
１１月１５日 第３章 遺伝子検査 
１１月２２日 休講 
１１月２９日 第４章 クローン動物 
１２月６日  第５章 幹細胞と再生医療 
 
 
及川洋征 
１２月１３日 第６章 遺伝子改変作物の可能性と社会的影響 

第７章 農業生産のための新生物機能の開発 
第８章 持続的資源管理のための生態学の応用 
第９章 環境保護のための新生物機能の利用 
第１０章 自然農業と菌類 

 
 
簡単に私の担当する各講義の内容を説明します。 

第１章では、遺伝子クローニングについて話します。現代のバイオテクノロジーは遺伝

子の操作が特徴です。遺伝子クローニングは現代の遺伝子技術のなかで最も基本的な技術

です。講義では、遺伝子クローニングとは何か。それはどのような原理に基づいた技術な

のか。遺伝子クローニングに必要とされる材料と、基本的な技術は何か。などの話をしま

す。 
第２章では、遺伝子改変生物について話します。どのようにして外来遺伝子を生物に導

入するのか、導入された遺伝子は生物のなかでどのように振る舞うのかを説明します。ま

た、これまでにどのような種類のものが作製されてきたか。それがどのように人間生活に

応用されているのかについて話します。 
第３章では、遺伝子検査について話します。遺伝子検査とは、犯罪捜査や親子鑑定に利

用される遺伝子技術です。講義では、遺伝子検査の原理と基本的な技術。それはどのよう

に人間生活に応用されているのかを話します。 
第４章では、クローン動物の話です。今年のノーベル医学生理学賞の受賞者の 1 人、ガ

ードンはこの研究でノーベル賞を受賞しました。核移植という技術によりクローン動物の

作製が可能となりました。この技術は人間生活へのさまざまな応用の可能性を秘めるとと

もに、倫理上の危惧が社会問題ともなっている技術です。講義ではクローン動物の歴史と、

原理と基本的な技術、応用の可能性と倫理問題について話します。 
最後の第５章では、幹細胞の話しです。今年のノーベル医学生理学賞のもう 1 人の受賞



者である山中博士の研究に関係する話です。大人の人の体は多くの細胞からなっています。

これらの細胞は分化し、多様な形と機能を持ち、体のさまざまな働きをになっています。

体にはこの他に、まだ分化していない、すなわち、もっぱら増殖をして細胞を生産する細

胞が存在し、これを幹細胞といいます。あたらしい医療技術として現在大きな注目を浴び

ているこの幹細胞技術について話します。 
 
講義では、毎回、英語と日本語の講義録と図の資料を配布します。また、英語と日本語の

講義録は、インテーネットで見ることもできます。私のホームページアドレスは、次の通

りです。ここに、講義録を載せます。 
homepage address     http://www.tuat.ac.jp/~flylab/  
 
課題：講義内容に関係するテーマを１つ設定し、それについて小論文を書いてください。

インターネットや図書館で調べてください。レポートの内容で質問等があれば、メールを

下さい。 
字数：約５００英単語、Ａ４版１ページ。 
書式：テーマ、はじめに、本論（数段落）、結論、引用文献 
〆切：１２月２２日。 
提出場所：教務係レポートボックス 
 
成績 授業への出席と小論文で行います。授業への出席は毎回調べます。もし、何かの事

情で出席できないときには、私にメールを下さい。 
メールアドレス：tsujmr@cc.tuat.ac.jp 
 
参考書 
 遺伝学・分子生物学関係 

「遺伝子の分子生物学」 ワトソン他  
「ＤＮＡ」 ワトソン他 

  「細胞の分子生物学」 アルバート他 
 



Chapter 1  Gene cloning 
 
Today, I will talk about the method and principle of gene cloning. 
 
1. What is gene cloning?  

Gene cloning is, briefly, a technique to amplify a certain segment of ectopic 
DNA in E. coli cells. 

Gene cloning is the most basic technique in the present gene science. This 
technique is used to study gene, create genetically modified organisms and 
produce large quantity of proteins using genetically modified organisms. 
Most of the gene technology needs large amount of DNA amplified by gene 
cloning. Using a large amount of DNA, scientists can determine the 
nucleotide sequence of DNA, analyze the function of a certain segment of 
DNA and produce genetically modified organisms. Therefore, gene cloning is 
the most basic and essential technique in the present gene technology. 
 
2. Bacteria E. coli 

First, I will talk about E. coli, a bacterium used for gene cloning. E. coli is a 
bacterium one micrometer in length. They live in the human large intestine 
and environment. 

To grow E.coli in vitro, culture medium is the most important. Culture 
medium is the food for bacteria. The medium is made with pepton, east 
extract, NaCl and water. Pepton is partially dialyzed casein protein. It is the 
source of carbon and energy for the bacteria. Yeast extract is pound yeast. It 
supplies vitamins and minerals to the bacteria. NaCl works to adjust the 
osmotic pressure. After mixing these materials and boiling, the media is 
used to grow bacteria.  

There are two methods of culture, plate culture and liquid culture. Liquid 
culture is a method to grow E. coli in liquid medium. Medium in which E. coli 
is inoculated is kept at 37 degree in a flask and shaken to supply oxygen. 
Plate culture is a method to grow bacteria on an agar plate with the medium 
in laboratory dishes. The medium was boiled with agar and cooled to fix. 
When E. coli is inoculated on the agar plate, the bacteria grow on the surface 
of the plate.  

We can detect bacteria and count the number of bacteria by plate culture. 
Samples dissolved in water are extended on the plate and the plate is kept at 



37 degree. The next day, colonies of E. coli appear on the plate. Colonies are 
aggregates of cells multiplied from one cells. In many cases, colonies become 
1 millimeters in diameter by one night. E. coli generally divides once in 20 
minutes. Therefore, in 10 hours, it divides 30 times. That is, 2 to the power of 
30= 10 to the power of 9= one billion. In one night, it increases one billion 
times. Each colony consists of several hundreds million to one billion of 
bacteria. 

Bacteriological examination is the examination of the number and kinds of 
bacteria by plate culture. Bacteria in food and water can be examined. 
Samples of water from rivers, ponds, and swimming pools and tap water, 
foods, house dust, and soil are examined for bacteria by graded dilution and 
extension of samples on culture plates. Next day, the number of colonies and 
kinds of bacteria are examined.  

 
3. Plasmids 

E. coli has a large circular DNA as its own chromosome. In addition, the 
bacteria often have small circular DNAs. These small circular DNAs are 
called plasmids.  

The chromosome DNA of E. coli consists of 4640k base pairs. In this DNA, 
bacteria have 4289 genes and the origin of replication. The DNA connects to 
the bacterial membrane at a point.  

In contrast, plasmids have a small circular DNA with several thousands of 
nucleotide base pairs. In this DNA, it has several to dozens of genes and the 
origin of replication. The size of the DNA is varied. pBR322, for example, has 
4.4k base pairs, and pUC has 2.7k base pairs. The number of plasmids in an 
E. coli cell is different. There are dozens of pBR322 in a cell, while there are 
about 800 copies of pUC. 

One of the genes in the plasmid, for example, is an antibiotic-resistant 
gene. When a cell has plasmids with this gene, the cell becomes antibiotic- 
resistant and is able to grow in the medium with the antibiotic. Therefore, 
we can select the bacteria by culturing them in the medium with the 
antibiotic. When bacteria are inoculated in the medium with the antibiotic, 
only bacteria with the antibiotic resistant gene grow and form colonies. But 
bacteria that has no such genes would die and do not form colonies. Now, 
various antibiotic genes have been found, such as ampicillin resistant gene 
and kanamycin resistant gene.  



One of the recent topics is antibiotic resistant bacteria in hospitals. In 
hospitals they use lots of antibiotics for treatment. These antibiotics are 
drained from hospitals. Therefore, antibiotic resistant bacteria are selected 
in the drain. When weak patients are infected with these bacteria, they can 
fall into serious condition because no antibiotics are effective to the bacteria.  

 
4. Transformation 

Transformation is to introduce plasmid DNA into bacteria and produce 
bacteria with plasmids from bacteria with no plasmids. 

The procedure for transformation is simple. Apply DNA of a plasmid with 
an antibiotic resistant gene to E. coli with no plasmids in a test tube, leave 
the test tube for a few minutes, and inoculate the bacteria in the plate 
medium with the antibiotic. Then, only bacteria that have taken the DNA in 
will make a colony. Bacteria from the colony have plasmids in the cell. 
Culturing the bacteria in a liquid medium, we can get a large amount of 
plasmids DNA in comparison to the amount we have used for transformation. 
The bacteria divide once in each 20 minutes. Then, we will get one billion 
times larger amount of plasmid DNA after 10 hour culture. 

Using this method, we can increase a given DNA fragment to a large 
amount of them. First, link the DNA to a plasmid, transform bacteria with 
the recombinant plasmid and get antibiotic-resistant bacteria. Growing the 
bacteria in liquid media, we can get a large amount of the DNA.  

Here, we can redefine ‘gene cloning’ based on the above knowledge. ‘Gene 
cloning’ is a technology to amplify a given DNA fragment by linking it to a 
plasmid with a antibiotic-resistant gene and transforming it to E.coli.  

Small DNA such as plasmids that is used to transport a given DNA into 
cells is called ’a vector’.  

 
5. Restriction enzyme, ligase and electrophoresis 

The procedure for gene cloning includes cutting DNA, linking DNA and 
separating a certain fragment of DNA. Next, I will talk about techniques 
used for these processes. 

The first is restriction enzyme. Restriction enzyme is the enzyme that cuts 
DNA. This enzyme cuts DNA at only the sites with special nucleotide 
sequence. For example, a restriction enzyme, EcoRI, cuts DNA at the 
nucleotide sequence of GAATTC. If a DNA has three sites of the sequence, it 



cuts only at the sites. If there is one site, it only cut at the site. Assuming 
DNA has a random nucleotide sequence, sites of GAATTC appear once in the 
average of each half of four to the power of six, about 2000, nucleotides. 
Therefore, cutting DNA with this enzyme produces DNA segments with the 
average of 2000 nucleotides. In addition, the enzyme only cuts the sites of 
GAATTC, not at random. Another restriction enzyme, HindIII, cuts the sites 
of AAGCTT. Now, several dozens of restriction enzymes have been found. 
Using these enzymes, we can cut DNA at sites we want.  

Meanwhile, general DNase degrades DNA by cutting off a nucleotide from 
the ends or cuts the DNA at random. Using these DNase, we can’t cut DNA 
at certain sites.  

The next is electrophoresis. Electrophoresis is a technique to separate a 
DNA fragment from others on the basis of molecular weight, or the number 
of nucleotides of the fragment. DNA is negatively charged in the phosphate 
residue. Then, when it is placed in an electric field of solution, it moves from 
the negative pole towards the positive pole. In agarose gel, short DNA 
segments move fast and long segments move slow. Then, DNA segments of 
varied length are separated on the basis of the number of nucleotide. When 
plasmid DNA is cut by some restriction enzyme and electrophoresed, it 
separates to several bands of DNA segment with different number of 
nucleotides. Cutting out a band from the gel, we can get a particular DNA 
segment.  

The last is ligase. Ligase is the enzyme to connect DNA segments. We can 
link two DNA segments with this enzyme to make a new DNA segment, 
recombinant DNA.  

 
6. Actual procedure 

Finally, I will explain whole sequence of steps.  
1. Cut the target DNA with a restriction enzyme or mechanically. 
2. Electrophorese the DNA and separate a band of DNA with a certain 

number of nucleotides.  
3. Cut plasmid DNA with a restriction enzyme to linearize. This plasmid 

has an antibiotic-resistant gene. There is only one site in the plasmid 
DNA that is cut by the restriction enzyme. 



4. Mix the target DNA fragment with the linearized plasmid DNA. 
Connect the DNAs with ligase to produce a recombinant plasmid with 
the target DNA. 

5. Transform E.coli with this recombinant plasmid. 
6. Select antibiotic-resistant E.coli by inoculating the transformed 

bacteria in plate media with the antibiotic. Separate colonies. 
7. Culture and grow the bacteria taken from the colony in a large 

amount of liquid media. 
8. Extract plasmid DNA. The DNA includes the ectopic target DNA 

segment. 
*We can check whether the ectopic DNA segment is included in the 
plasmid DNA by cutting the plasmid DNA with restriction enzyme and 
electrophoresing the DNA. 
*In general, DNA segments smaller than 10k base pairs can be easily 
cloned. 

  



第 1章 遺伝子クローニング 
今日は遺伝子クローニングの方法と原理について話します。 
１．遺伝子クローニング技術とは何か 

遺伝子クローニングとは、一言で定義すれば、大腸菌の中で特定の外来ＤＮＡ断片を増

やすことです。 
遺伝子クローニングは現代の遺伝子科学のなかで、最も基礎的な技術です。この技術は、

遺伝子研究のため、遺伝子組換え生物の作製のため、さらに、組換え生物を用いたタンパ

ク質の大量生産のために頻繁に利用されます。おおくの遺伝子技術は、遺伝子クローニン

グにより大量に増やした DNA を用いた技術です。遺伝子クローニングにより増やした

DNA を用いて、塩基配列の決定、DNA の機能の解析、遺伝子組換え生物の作製、特定の

タンパク質の大量生産などが可能となります。したがって、遺伝子クローニングは遺伝子

技術の最初の、最も基礎的な技術であるといえます。 
 
２．大腸菌 

遺伝子クローニングの原理を理解するための基本的な事柄を述べます。 
まず、大腸菌です。大腸菌は、大きさ１ミクロン程度の細菌で、人の大腸中に普通にすん

でいます。 
大腸菌を人工的に増やすには、２つの方法があります。平板培養と液体培養です。 

まず、培地が重要です。これは大腸菌のエサだと考えて下さい。培地はペプトン、粉末酵

母エキス、NaClよりなります。ペプトンは、脱脂粉乳の主成分であるカゼインタンパク質

を部分的に加水分解したものです。大腸菌のエネルギー源と炭素源になります。粉末酵母

エキスは酵母をすりつぶしたものです。大腸菌の増殖に必要なビタミン類とミネラルを供

給します。NaClは浸透圧調節です。これらを水に溶かして、使用前に１２０度の高温殺菌

をして使用します。 
培養法には二種類があります。液体培養と平板培養です。液体培養は、培地の溶液の中

で大腸菌を殖やす方法です。大腸菌を接種した培地を、容器を振って撹拌しながら３７度

の温度で培養します。振るのは細菌の成長に必要な空気を供給するためです。平板培養は、

培地液を寒天で固めたもので、シャーレにいれます。寒天の表面に細菌を接種すると、寒

天の表面で周囲から栄養をとりながら大腸菌は増えます。 
次は平板培養による細菌の検出と計数方法について述べます。寒天の上に、水で溶いた

細菌サンプルを広げて、３７度で培養します。１日後には、大腸菌のコロニーが寒天の表

面に出現します。コロニーとは、１個の細菌が増えて作った細菌集団のことです。通常、

一晩で、直径２－３ミリメータの円形のコロニーが出現します。大腸菌は培養条件がよい

と２０分間に一回の速度で分裂します。その結果、１０時間の培養では、２の３０乗個＝

１０の９乗個、すなわち１０億個に増えます。一晩で、１０億倍の数になります。したが

って、各コロニーは数億から１０億個の大腸菌からなります。 



細菌検査とは、平板法をもちいて自然界の細菌の数と種類を調べる検査のことです。食

品や水中の細菌をこの方法を用いて検査することができます。河川、池、プール、水道水、

食べ物、部屋のほこり、土壌などにいる細菌の試料を、様々な濃度に希釈して平板培地に

まきます。翌日、出現したコロニーの数やコロニーを形成している細菌の種類を調べます。 
 
３．プラスミッド 

大腸菌は自身の染色体として、大きな環状のＤＮＡを持っています。この他に、大腸菌

は複数の小さい環状ＤＮＡを持つことがあります。この小さい環状ＤＮＡのことをプラス

ミッドといいます。 
大腸菌の染色体ＤＮＡは、４６４０ｋ塩基対で、この中に４２８９個の遺伝子が存在し

ています。この染色体ＤＮＡは１個の複製開始点を持っています。また、大腸菌の細胞膜

に一点で結合しています。 
これに対して、プラスミッドは小さい環状ＤＮＡで、数千塩基対です。この中に１個の

複製開始点と数個から数十個の遺伝子を持ちます。プラスミッドの大きさは様々で、例え

ば、pBR322というプラスミッドは DNAが 4.4千塩基対で、pUCというプラスミッドは、

2.7千塩基対です。１個の大腸菌に存在するプラスミッドの数はプラスミッドの種類により

異なり、pBR322の場合、数十個。pUCの場合、約 800個です。 
 プラスミッドに存在する遺伝子としては、たとえば、抗生物質耐性遺伝子があります。

この遺伝子が存在するプラスミッドを大腸菌が持つと、大腸菌は抗生物質耐性菌となりま

す。抗生物質耐性遺伝子の存在するプラスミッドをもつ大腸菌は、抗生物質入りの培地で

培養することにより他の大腸菌から選別することができます。抗生物質を含む平板培地に

大腸菌を植えると、抗生物質耐性遺伝子の存在するプラスミッドを持つ大腸菌だけが増え

てコロニーを作ります。しかし、これを持たない大腸菌は死に絶えて、コロニーを作りま

せん。抗生物質耐性遺伝子としては、アンピシリン耐性遺伝子やカナマイシン耐性遺伝子

などさまざまな抗生物質に対する耐性遺伝子が見つかっています。 
最近問題になっている、病院における薬剤耐性大腸菌は、プラスミッドにさまざまな抗

生物質耐性遺伝子をもつ大腸菌です。病院では治療におおくの抗生物質を使用します。こ

の抗生物質が病院から下水道などを通じて放出されますが、この下水道などでは、抗生物

質耐性遺伝子を持つ大腸菌が選別されて増加します。この大腸菌が抵抗力の弱った患者に

感染すると、抗生物質が効かないために患者の体内で増殖し、重体となったり、ときには

死に至ることがあるわけです。 
 
４．形質転換 
 プラスミッドをもたない大腸菌にプラスミッドのＤＮＡを与えて大腸菌の細胞内に入れ、

細胞内にプラスミッドをもつ大腸菌を得ることを形質転換といいます。 
形質転換の方法は簡単です。抗生物質耐性遺伝子をもつプラスミッドＤＮＡを大腸菌を



入れた試験管に添加し、１－２分おき、この大腸菌を抗生物質を入れた平板培地にまきま

す。すると、プラスミッドを取り込んだ大腸菌だけが増えてコロニーを作ります。このコ

ロニーから得られる大腸菌は、プラスミッドを細胞内にもつ大腸菌です。この大腸菌を液

体培地で増やすと、最初に用いたプラスミッドＤＮＡよりはるかに大量のプラスミッドＤ

ＮＡを得ることができます。大腸菌は２０分間に一回分裂しますから、プラスミッド DNA
も２０分間に２倍になります。したがって、１０時間の培養で１０億倍のプラスミッドＤ

ＮＡを得ることが可能です。 
この方法を用いると、外来ＤＮＡの断片を大量に増やすことが可能です。すなわち、外

来ＤＮＡを抗生物質耐性遺伝子をもつプラスミッドにつなぎ、このプラスミッドを大腸菌

に形質転換し、抗生物質耐性の大腸菌を得ます。この大腸菌を大量に増やすと、プラスミ

ッドも同時に増えます。このプラスミッドには外来ＤＮＡが含まれているので、結果とし

て、外来ＤＮＡを大量に得ることができます。 
ここで「遺伝子クローニング」を以上の知識をもとに再定義すると、次のようになりま

す。すなわち、「遺伝子クローニングとは、抗生物質耐性遺伝子を持つプラスミッドに外来

ＤＮＡをつなぎ、そのプラスミッドを大腸菌に形質転換して、外来ＤＮＡ増やすこと」で

す。 
 プラスミッドのように、細胞の中に外来ＤＮＡを運ぶために使用することのできるＤＮ

Ａをベクターと呼びます。プラスミッドは外来ＤＮＡを大腸菌に入れるためのベクターで

す。 
 
５．制限酵素、連結酵素、電気泳動 
 遺伝子クローニングにはＤＮＡを切断したり、連結したりする操作が含まれます。また、

切断したＤＮＡを他のＤＮＡから分離する必要があります。ここでは、そのための方法を

述べます。 
 まず、制限酵素です。制限酵素とはＤＮＡを切断する酵素のことです。この酵素はＤＮ

Ａを特定の塩基配列のところでだけ切断します。たとえば、EcoRIという酵素は、GAATTC
という塩基配列のところでだけ DNAを切断します。ある DNA内に、この配列が３カ所あ

れば、その３カ所だけで DNAを切断します。１カ所しかなければ、その１カ所だけで切断

します。DNA 内に塩基がランダムに配列しているとすると、GAATTC という配列は平均

的には、４の６乗÷２個=2の 11乗＝2000で約 2000塩基対に１回しか出てきません。し

たがって、この制限酵素で切断すると平均2000塩基のＤＮＡ断片が生じることになります。

しかも、ランダムに切断されるのではなく、GAATTCという決まった塩基配列の位置だけ

て切断されます。別の制限酵素の HindIIIを用いると、AAGCTTという塩基配列のところ

だけが切断されます。このような制限酵素が数十種類発見されています。これらの酵素を

用いると DNAを決まった部位だけで切断することが可能になります。 
 ちなみに、一般的なＤＮＡ分解酵素はＤＮＡを端から分解したり、あるいは、内部でと



ころかまわずランダムに切断します。また、酵素処理を十分に行うと１塩基にまで DNAは

分解されます。このような酵素ではＤＮＡを特定の位置で切断することはできません。 
 つぎに、電気泳動です。電気泳動は、制限酵素で切断した DNA断片の特定の断片だけを

分離して取り出すために使います。電気泳動は、DNA断片をその大きさ、すなわち塩基数

で分離します。DNAはリン酸基により、電気的には負に帯電しています。そこで、電解液

の中で電圧をかけると、DNAは負極側から正極側に移動します。アガロースゲル中で DNA
を電気的に移動させると、DNAがアガロースの網目に引っかかりながら移動します。その

結果、分子量の小さい DNAほど早く移動し、分子量の大きいものはゆっくりと移動します。

こうして、DNA断片を塩基数の大きさの違いで分離することができます。たとえば、プラ

スミッド DNAを制限酵素で切断して電気泳動をおこなうと、数個の DNA断片に分離しま

す。それぞれの DNA断片がバンドとして観察されるので、そのバンドを切り出せば、とく

ていの DNA断片だけを取り出すことができます。 
 最後が、連結酵素です。この酵素は DNA断片をつなぐ働きがあります。制限酵素処理と

電気泳動により分離された特定の DNA断片同士を連結酵素によりつなぎ、あたらしい配列

の DNAを人為的に作ることができます。 
  
６．実際の手順 
さいごに、遺伝子クローニングの実際の手順を説明します。 
①制限酵素により、あるいは機械的に、対象 DNAを切断します。 
②電気泳動により DNA断片を長さの違いで分離します。目的の DNA断片のバンドを切り

出します。 
③プラスミッド DNAを制限酵素で切断し、直鎖状とします。このプラスミッドは抗生物質

耐性遺伝子をもつプラスミッドです。制限酵素による切断部位は１カ所です。 
④目的の DNA断片と直鎖状の DNA断片を混合し、連結酵素でつなぎます。これで、特定

の外来 DNAを含むプラスミッド DNAができます。 
⑤このプラスミッドを大腸菌にふりかけ、形質転換します。 
⑥プラスミッドを取り込んだ大腸菌を抗生物質を含む平板培地にまいて選抜します。コロ

ニーを分離します。 
⑦コロニーをつくった大腸菌を大量に液体培養します。 
⑧プラスミッド DNAを抽出します。これで外来 DNAを大量に増やすことができました。 

＊外来 DNAが本当に増えたか否かは制限酵素処理をして電気泳動をすれば分かります。 
 ＊一般の技術では 10k 塩基対以下の長さの DNA断片なら容易にクローニングできます。 



Chapter 3 Genetically modified organisms 
 
Good afternoon. Today, I will talk about genetically modified organisms. 
 
1. Genetically modified organisms 

Genetically modified organisms are organisms to which foreign genes are 
introduced. The organisms include microorganisms, plants and animals. 
  There are two types of them. 
  The first type is the organism where foreign genes that are introduced 
behave as one of the genes of the host. The foreign genes are transmitted to 
the offspring through reproduction as the host genes. There are a lot of 
genetically modified plants and animals of this type. But, in bacteria, as I 
told in the last lecture, foreign genes are located in the plasmids and 
transmitted to the next generation of cells. 
  The second type of genetically modified organism is the organism where 
only a part of the cell population is cells foreign genes are introduced into. In 
this case, the foreign genes work only in the organisms of that generation. 
Gene therapy where genetically modified cells are implanted in the patients 
is of this case. In addition, organisms that are infected genetically modified 
virus are of this case, too. Using this type of plants, we can produce useful 
molecules. And we can cure patients by infecting genetically modified viruses 
to the affected parts. 
  What we must discuss the next is the purpose to make genetically modified 
organisms. There are two types of them. .  

One is to make the host produce functional proteins. The nature of the host 
is altered is in this case. Developing rice tolerant to infection or genetically 
modified cells for gene therapy is of this case. Another example is mass 
production of human growth hormone using plants and animals. 

The second one is to cause mutation in host organisms by introducing 
foreign genes. Most genetically modified organisms of this type are for 
research. Breaking a host gene by introducing foreign genes is called gene 
knockout. Foreign genes are inserted in a host gene to break it. Another case 
of this type is that specifically designed foreign genes are forced to express in 
the host and made to suppress the function of a host gene. This is called gene 
knockdown. This method is used for research and gene therapy.  

 



2. Methods to make genetically modified organisms 
Next, we talk about methods to make genetically modified organisms.  
First, we design the foreign gene to express in the host cells and produce 

proteins. For this purpose, foreign DNA introduced must includes the coding 
region, the promoter sequence, the terminator sequence and the enhancer 
sequence. The coding region is the region that determines the amino-acid 
sequence of the protein. There are a start codon at the top to the region and a 
stop codon at the end. The promoter sequence determines the start site of the 
mRNA transcribed. The terminator sequence determines the site where the 
mRNA transcription stops. The region between the promoter sequence and 
terminator sequence is transcribed into mRNA. The enhancer sequence 
regulate gene expression. That is, where, when and how much the gene is 
expressed. This whole foreign DNA is constructed by several cycles of DNA 
cloning. 

The next step is to introduce the foreign DNA into the host organism with 
a vector. The vector is ‘a vehicle’ to carry a foreign DNA into the chromosome 
of host cells. Some small DNA that has the nature to get into chromosomes is 
used. In animals and plants, transposons and retroviruses are used. These 
have a mechanism to insert a small DNA into the chromosomes. Vectors are 
different in different organisms. Connecting a foreign DNA to the vector, we 
can introduce the DNA into the chromosome. 

Actual methods to introduce DNA into organisms depend on the host and 
vector. For example, for E. coli, the vectors are plasmids. We introduce a 
plasmid carrying foreign DNA by mixing the DNA with E. coli cells. As I told 
in the last class, the plasmids replicate in the cells. 

For insects, the vectors are transposons. We inject DNA of a transposon 
carrying foreign DNA into the egg. The transposon is a small segment of the 
DNA that translocates between the chromosomes at a low rate. It has 
inverted repeats at both ends of the segment and a gene to code for an 
enzyme, transposase, to catalyze the translocation. This enzyme works on 
the inverted repeats and the chromosome DNA, and catalyzes the insertion 
and the excision of the transposon.  

For mammals, the vectors are retroviruses. We inject DNA of a retrovirus 
carrying foreign DNA into the egg. The retrovirus is a virus with a single 
stranded RNA for the genetic material. After infecting the cell, DNA is 
synthesized from the RNA with a reverse transcriptase. This DNA gets into 



the chromosome by the action of integrase coded in the virus RNA. From the 
virus DNA integrated in the chromosome, virus genes starts transcription. 
The transcribed RNA works for the synthesis of the virus protein. The RNA 
also becomes the genetic material for the next generation of this virus.  

For plants, the vector is Ti plasmids. Ti plasmid is a plasmid of 
agrobacteria, a bacterium that lives on the plant roots. Introducing Ti 
plasmids carrying foreign DNA into agrobacteria, we infect plant flower buds 
and shoots with the bacteria. Then, Ti plasmid gets into plant cells and 
inserts a part of its DNA (T-DNA) into the chromosome.  

To make recombinant viruses, we don’t use vectors. Virus DNA carrying 
foreign DNA is directly applied to cultured cells. Then, the DNA is 
incorporated into the cells and multiplies. The virus proteins are synthesized 
and genetically modified viruses burst out from the cells.  

These genetically modified viruses are used for introducing foreign genes 
into animals and plans only at the generation, and cultured plant and 
animal cells. Adenovirus is used for mammals and mammalian cells. 
Baculovirus is used for insects and insect cells. Tobacco mosaic virus is used 
for plants. These are useful for gene therapy and mass-production of 
proteins.  
 
3. Gene knockdown 

Recently a new method was developed to suppress the function of a certain 
gene by introducing a short DNA into organisms. This method was found 
very effective and useful and is used for gene therapy and crop breeding as 
well as research. 

The principle is called RNAi, RNA interference. It was found that when 
double stranded RNA was introduced in the cells, the cells degraded RNAs 
that have the same sequence. This function is supposed to be for the 
protection against RNA viruses. Therefore, when we introduce double 
stranded RNA with a corresponding sequence to a certain gene into the cells, 
the cells degrade mRNA of the gene to suppress the function of the gene. 
This is the method of RNAi. 

Using this method, we can suppress the function of a given gene. That is, 
when we introduce and force to express a foreign DNA designed to carry an 
inverted repeat sequence for a certain gene, this DNA is transcribed into 



RNA to form double stranded RNA of the gene and suppress the function of 
the gene. 
4. Application of genetically modified organisms 

1) mass production of protein pharmaceuticals.  E. coli, silk moth 
Bombyx mori, goat and tobacco. 

Enzymes, Antibodies, antihypertensive peptide, hemoglobin, interferon, 
insulin (diabetes), growth hormone, leptin (satiety factor), 
follicle-stimulating hormone, antithrombin 

2) vaccine production. Tobacco 
Hepatitis B virus, rabies virus, West Nile virus, Avian influenza, canarypox 
virus 

3) genetically modified crops. Potato, beans, sugar beet, corn, rapeseed, 
cotton plant, alfalfa, rice, papaya  

Increasing harvest: insect resistance, virus resistance, rice blast 
resistance, bacterial leaf blight resistance, herbicide resistance, cold 
resistance, drought resistance, erect leafy stem 

Increasing value as a food: lysine rich, tryptophan rich, vitamin rich, oleic 
acid rich, oil rich 

4) bioreactor   microorganisms 
Debris decomposition, water purification, fermentation 

5) others  blue rose, bluish purple carnation, spider silk spinning silk 
moth 
 

5. Gene therapy   transplanting genetically modified cells, infecting 
genetically modified viruses 

Adenosine deaminase deficiency:  transplanting cells with normal gene 
Huntington’s chorea:   transplanting cells with a gene for inactivating 
factor 
Parkinson’s disease:   transplanting cells or infecting virus with the 
gene for dopamine synthetase 
Cancer:  infecting virus with the gene for the antibody or tumor 
suppressor 



第３章 遺伝子組換え生物 

１．遺伝子組換え生物  外来の遺伝子を導入された生物体 

  ２つのタイプ 

    ①宿主生物の染色体に挿入され、その生物の遺伝子の一部として行動する 

      －－＞新生物  遺伝子組換え生物 

      ＊微生物の場合 宿主細胞にプラスミッドとして組み込まれ、子孫細胞につたわる 

    ②その世代に限り、外来遺伝子を導入された細胞を持つ個体  植物、動物 

      遺伝子組換えをした細胞を移植する   遺伝子治療 

      遺伝子組換えウイルスを感染させる   有用物質生産、遺伝子治療 

  ２つの目的  

    ①外来遺伝子を宿主中で発現させる  機能的なタンパク質を作らせる 

遺伝子の強制発現により宿主を改変する  病気耐性のイネ、遺伝子治療 

有用物質（タンパク質）を生産する    ヒト成長ホルモンの生産 

    ②突然変異を引き起こす 主に研究用 タンパク質を合成する必要はない 

宿主遺伝子を破壊する      遺伝子ノックアウト 

       宿主遺伝子のはたらきを弱める  遺伝子ノックダウン 遺伝子治療 

２．遺伝子組換え生物の作製  タンパク質を合成させる場合 

    ①宿主細胞の中で遺伝子発現してタンパク質を合成するように外来ＤＮＡを設計する 

     コード領域 タンパク質のアミノ酸配列を指定。開始コドン、終止コドン。 

     転写領域 mRNA へ転写される部分を指定。プロモータ配列、ターミネータ配列。 

     エンハンサー領域 発現の調節。発現場所、発現時期、発現量 

    ②ベクターを用いて外来ＤＮＡを生物に導入 

     ベクター 外来ＤＮＡを細胞内あるいは染色体に運ぶための乗り物 

        本来、染色体 DNA に入り込む性質を持つ小 DNA を利用  転位因子、ウイルス 

      ＊または、細胞内で自己複製する小 DNA を利用 プラスミッド、ウイルス 

ベクターは生物により異なる。ベクターに外来ＤＮＡを結合する。 

③生物に導入する。宿主とベクターにより方法が異なる。 

 （例） 宿主    ベクター           導入法 

大腸菌  プラスミッド             ＤＮＡを細菌と混ぜる 

昆虫   トランスポゾン（転位因子）   卵にＤＮＡを注射する 

ほ乳類  レトロウイルス      卵にＤＮＡを注射する、組換えウイルス感染 

植物     Ti プラスミッド（アグロバクテリウム） 

              外来 DNA をもつ Ti プラスミッドをアグロバクテリウムにいれる。 

             このバクテリアを植物の花芽、成長点などに感染させる 

ウイルス  外来ＤＮＡを含むウイルスＤＮＡを作成する 

このＤＮＡを直接培養細胞（植物または動物）に感染させる 



＊この組換えウイルス等を感染させることにより動物・植物細胞で外来遺伝子の 

発現を引き起こすことができる。染色体に入らない。 

ほ乳類細胞 アデノウイルス、 昆虫細胞 バキュロウイルス 

植物    タバコモザイクウイルス 

３．遺伝子組換え生物の利用 

   ①組換え大腸菌、組換えカイコ、組換えヤギ、組換えタバコなどによる薬品生産 

     各種酵素、各種抗体、血圧降下ペプチド、ヘモグロビン、インターフェロン 

     インシュリン（糖尿病）、成長ホルモン、レプチン（満腹因子）、卵胞刺激ホルモン、 

     アンチトロンビン（血液凝固を防ぐ因子） 

②組換え植物を利用したヒト・家畜用生ワクチンの生産 

     Ｂ型肝炎ワクチン、トリインフルエンザ・ワクチン、カナリヤ痘ウイルスワクチン、 

     マレック病ウイルスワクチン、狂犬病ウイルスワクチン、西ナイルウイルス病ワクチン 

   ③組換え農作物  ジャガイモ、大豆、てんさい、とうもろこし、なたね、大豆、わた、 

  アルファルファ、イネ、パパイヤ 

作物の収量を上げる  害虫抵抗性、ウイルス抵抗性、除草剤耐性、いもち病耐性、 

白葉枯れ病耐性、耐寒性、耐乾燥性、鉄欠乏耐性（耐塩耐乾燥性）、直立葉 

作物の食物としての価値を上げる 高リシン（アミノ酸）、高トリプトファン（アミノ酸）、 

高ビタミン、高オレイン酸（血中コレステロールを下げる）、高オイル、 

スギ花粉予防ペプチド 

④組換え微生物の代謝作用を利用した化学反応（バイオリアクター） 

     汚染物質の分解、水質浄化、発酵（バイオエタノール、抗生物質生産など） 

⑤その他組換え動植物 青色バラ、青紫色カーネーション、クモ糸を吐くカイコ 

４．難病の遺伝子治療  組換え細胞の移植、組換えウイルスの感染による 

    アデノシンデアミナーゼ（ＡＤＡ）治療 組換え細胞移植 

    ハンチントン舞踏病の治療 原因物質不活化遺伝子の導入   組換えウイルス感染 

    パーキンソン病の治療   ドーパミン合成遺伝子導入    組換えウイルス感染 

    がん治療  免疫遺伝子治療、がん抑制遺伝子療法  組換えウイルス感染？ 

５．遺伝子ノックダウン 

ウイルス感染による RNAi の誘導により遺伝子機能を抑制すること 

RNAi  二本鎖 RNA により特定の配列を持った mRNA を分解する 

   RNAi は RNA ウイルスに対する細胞の防御作用 

二本鎖 RNA を合成する遺伝子を設計して、遺伝子導入し、強制発現する。 

   逆向き繰り返し配列 

 



Chapter 4 Genetic testing 
 
1. Genetic testing 

Today, I will talk about genetic testing. Genetic testing is a method to 
identify living things or blood relationships of living things based on their 
DNA sequence. It is used in a lot of fields for research and application. For 
example, examination of microorganisms responsible for food poisoning and 
infection disease, testing for genetic disease, cancers and physical 
constitution of adult disease, testing of genetically modified foods, 
examination of producing centers of fish, meat and crops, parentage test, and 
DNA fingerprint. 
 
2. PCR (polymerase chain reaction) 

PCR is the central technique for genetic testing. This technique is a 
method for selectively amplifying a certain DNA segment enzymatically in 
the test tube. It enables us to increase DNA very fast and cheaply. I will 
explain an outline of the technique. 

 
*Materials required: 

Template DNA    DNA extracted from living things or products of them 
to be examined.  
   Primer DNA   A pair of short DNA artificially synthesized on basis of 
the information of the DNA segment to be tested. They include about 18 to 
24 nucleotide sequence at both ends of the segment. 
   DNA polymerase  An heat resistant enzyme to amplify DNA that is  
prepared from thermophilic bacteria.  
   Deoxynucleotide triphosphates  Materials to synthesize DNA. dATP, 
dTTP, dCTP, dGTP. 
 
*Principles of PCR 
   The temperature of the solution including the materials is cyclically 
altered. The cycle consists of dissociation of double stranded DNA into single 
stranded, association of the template DNA with the primer DNA s and 
synthesis and extension of DNA. At high temperature of 95 degree, the 
double stranded DNA is dissociated. At low temperature of about 55 degree, 
the template and primers associate together. At middle temperature, DNA is 



synthesized. It takes only two minutes for one cycle. DNA is amplified to 
twofold in a cycle. There are 30 cycles in an hour. Thus DNA is amplified to 
two to the power of 30. That is, three billion times. 
  
*PCR equipment 
   The equipment for PCR is a small machine that controls the temperature 
of small solution in tubes.  
 
*The products of PCR are analyzed by electrophoresis. There are two 
methods with different precision. We can know molecular weight of bands, or 
the length of nucleotide sequence, by the place of the bands in 
electrophoresis. If needed, we analyze the nucleotide sequence of the band. 
This enables us to identify the band more exactly.  
 
*For research, we can clone the segment of DNA excised from the bands.  
 
*The important point of the methods is that we need to know DNA sequence 
of the gene before PCR examination. We can only design the primers’ 
sequence based on the information of the DNA to be examined and analyze 
the bands on the electrophoresis.  
 
3. Application of genetic testing.  

The application of PCR covers a lot of fields. 
(1) Identification of pathogenic bacteria and viruses 

Identification of food poisoning bacteria, antibiotic-resistant bacteria. 
Extracting DNA from foods, environments, and affected parts of patients, we 
perform PCR with specific primers for the microorganisms. 

Identification of pathogenic microorganisms. Infectious disease of the 
respiratory organs, sexually transmitted disease, infectious disease of 
digestive organs, infection by blood, and viral hepatitis. 
(2) Gene testing for genetic diseases 

Among human genetic disease, there are about 5000 diseases due to a 
single gene mutation. In these diseases, 500 responsible genes are identified 
now and the sequences of them are known. For gene testing, PCR is 
performed using primers specific for the mutated gene. 
(3) Examination of cancers and physical constitution of adult diseases. 



For examination of cancers, PCR is performed using primers of respective 
cancer genes. For examination of physical constitution of adult diseases, 
PCR is performed using primers of genes associated with respective adult 
diseases. 
(4) Food testing 

Identification of meats, crops, and fishes mixed in the food. Examination 
of producing centers of foods. Testing for genetically modified foods. 
 
4. Microsatellite DNA 

Microsatellite DNAs are sequences of 10 to 100 tandem repeats of two to 
four nucleotides in the chromosomes. The microsatellite DNAs are 
genetically transmitted as the genes. There are many microsateliites in the 
chromosomes. The number of repeats is varied among individuals in contrast 
to the sequence of the genes, which is the same among almost all individuals 
in the species. They are located out of genes in the chromosomes. The 
difference in the number of repeats usually has no physiological effects. Thus, 
their difference is conserved among the population of the species.  

The varied number is thought to be caused by nonhomologous 
recombination of the chromosomes during meiosis. Homologous 
chromosomes perform pairing during meiosis to cross over. At that time, 
sites of repeated sequence in the chromosome can fail to pair exactly, shifting 
a little and crossing over. This would result in chromosomes with varied 
number of repeats.  

The length of microsatellite DNA can be measured by PCR.  We can 
know the length of a microsatellite DNA by performing PCR with primer 
pairs that are located just outside the microsatellite DNA and 
electrophoresing the products. The molecular weight of bands reflects the 
number of repeats in the microsatellite DNA. 

As the length of each microsatellite DNA is different among individuals, 
we can identify each individual by a specific pattern of microsatellite DNA 
with different length. Therefore, the examination of microsatellite DNAs is 
useful to examine blood relationship and identify the criminal among 
suspects. 

Another important application of microsatellite DNAs is the usage as 
molecular markers for genetics and breeding. There are only a few available 
mutations in crops and domestic animals. This makes some difficulty in the 



genetic research and breeding. We can use microsatellite DNAs as molecular 
markers of certain locations in the chromosomes. Using these markers, we 
can genetically identify chromosomes where certain traits are located and 
the location of the gene in the chromosome.  

  
5. Mitochondrial genes 

In addition, mitochondrial genes are used in the research for phylogenetic 
classification and analysis of evolution. Mitochondrial genes are transmitted 
only through mothers. At fertilization, the sperm mitochondria degenerate 
after entering the egg. Therefore, offsprings take over mitochondria only 
from the mother. We can analyze lineage relationship from nucleotide 
sequence of mitochondrial genes amplified using PCR. 
 



 

 

第４章 遺伝子検査 

１．遺伝子検査 

今日は遺伝子検査について話します。遺伝子検査は、DNA の塩基配列に基づき、生物

またはその生産物を調べる方法で、非常に広範な応用分野があります。たとえば、食中毒

や感染症の原因微生物の特定、遺伝病の診断、ガン家系の診断、成人病の体質の診断、

遺伝子組み換え食品の検出、魚・肉・作物の産地の検査、親子鑑定、DNA 指紋などです。 

 

２．PCR（ホリメラーゼ・チェイン・リアクション） 

  遺伝子検査の技術の中心は PCR 法です。この方法は、試験管中で特定の DNA を選択

的に増やす方法で、非常に迅速に、しかも安価に DNA を増やすことができます。方法の概

要を説明します。 

＊必要材料： 

鋳型 DNA  これは検査対象となる生物あるいはその生産物から抽出された DNA です。 

  プライマーDNA  増やす DNA 領域の両端部分の配列です。 人工的に合成された

DNA で、約 18 から 24 塩基からなります。 

  DNA ポリメラーゼ  高温耐性の酵素です。高温細菌のもつ DNA ポリメラーゼを用いま

す。 

  デオキシヌクレオチド３リン酸  DNA 合成の材料です。dATP, dTTP, dCTP, dGTP で

す。 

＊PCR の原理： 

材料を含む溶液の温度を繰り返し変更します。 

DNA の２本鎖のかい離、プライマーと鋳型 DNA の結合、DNA 合成反応のサイクルを繰り

返します。 高温は 94 度で二本鎖のDNA をかい離させます。つぎが低温で55 度―65 度で

す。プライマーと鋳型 DNA を結合させます。最後が中温の 72 度で DNA 合成反応の温度

です。 

１サイクル２分間です。１サイクルで２倍に増えます。1 時間で 30 回のサイクルです。30 回

で２の 30 乗＝１０億倍になります。 

＊PCR 反応の装置： 非常に簡単な装置で、温度を調節することのできる装置を用います。 

＊DNA 産物の分析は電気泳動で行います。２段階の精度で分析できます。 

  電気泳動のバンド位置から産物の分子量（塩基数）を知ります。より精密な検査の場合は

増えた DNA の塩基配列を解析します。 

＊研究用には増えたＤＮＡを取り出し、遺伝子クローニングに用いることがあります。 

＊特徴：この方法では、プライマーの設計と産物の分析に、まえもって遺伝子の塩基配列と

大きさが分かっている必要があります。 

 

３．遺伝子検査への応用   



 

 

非常に多様な応用範囲があります。 

 

（１）まず、病原微生物の同定です。 

  食中毒菌の同定、薬剤耐性菌の有無、ウイルスの検出などです。食物、環境中、患者の

患部、排泄物などから DNA を抽出し、特定のプライマーでＰＣＲします。 

  呼吸器感染症では、結核菌、クラジミア、黄色ブドウ球菌、マイコプラズマ、トキソプラズマ、

カリニの検査が行われます。 

性感染症では、クラミジア、パピローマウイルス、緑膿菌、黄色ブドウ球菌の検査がありま

す。 

消化器感染症では、O-157、赤痢、サルモネラ、黄色ブドウ球菌の検査があります。 

血液感染では、HIV（エイズ）、マラリア、CMV(サイトメガロウイルス）、HTLV（成人Ｔ細胞

白血病）の検査があります。 

肝炎では、HCV（Ｃ型肝炎）、HBV（Ｂ型肝炎）、HGV（Ｇ型肝炎）の検査があります。 

（２）遺伝病の検査もこの方法で行います。 

  ヒトの遺伝病のなかで、単一遺伝子によるものが約５０００種知られています。この内、約５

００種の原因遺伝子が同定され、その塩基配列が明らかにされています。各遺伝病の原因

遺伝子に対するプライマーを用いてＰＣＲします。 

  α－、β－サラセミア（貧血症）: ヘモグロビン遺伝子の異常を調べます。 

  家族性アミロイドポリニューロパチー: 自律神経障害、感覚障害、運動障害の症状が起

こります。 トランスサイレチン遺伝子（肝臓で発現）の異常を調べます。 

  筋ジストロフィー: ジストロフィン遺伝子の異常を調べます。 

  ミトコンドリア脳筋症: 網膜色素変性、外眼筋麻痺、てんかんの症状があります。 

 

（３）ガンや成人病の体質の検査に用います。 

  ガンの検査では、それぞれのガンに関係する遺伝子に対するプライマーでＰＣＲします。

白血病、乳がん、胃がん、神経芽細胞腫、肺小細胞ガン、子宮頸ガン、大腸ガン、膀胱ガン、

網膜芽細胞腫などで行われます。 

  成人病の体質検査では、成人病に関係する遺伝子に対するプライマーを用いてＰＣＲし

ます。肥満、心疾患、高血圧、糖尿病、骨粗鬆症、神経変性疾患、老年性認知症などに 

関係する遺伝子の検査が行われます。 

 

（４）食品検査にも用いられます。 

食肉、穀物、魚の混合の検査、産地偽装の検査、遺伝子組換え食品の検査、微生物混

入の検査に用いられます。 

  食品の混合や産地偽装の検査では、それぞれの食肉、穀物、魚に特異的なＤＮＡ配列

に対するプライマーをもちいてＰＣＲをします。うるち米、坂米、もち米 コシヒカリ、ひとめぼ



 

 

れ、ヒノヒカリなど ３１７品種以上の米。大豆、小麦、大麦の品種。肉 牛、ブタ、羊、ヤギ、ニ

ワトリ、ウマ、マグロ、マイワシ、マダイ、サケ、マダラ、ウナギの検査が行われています。 

  微生物の混入・汚染の検査では、各微生物に特異的な配列のプライマーでＰＣＲをしま

す。ウイルス、細菌、真菌、虫類などの検査です。 

  遺伝子組換え食品の検査では、組み込まれている外来遺伝子に対するプライマーでＰＣ

Ｒを行います。害虫抵抗性遺伝子、除草剤耐性遺伝子、ウイルス抵抗性遺伝子などの検査

です。 

 

４．マイクロサテライト DNA  

マイクロサテライト DNA とは、生物のＤＮＡ中に存在する２個から４個の塩基が１０回から１

００回程度繰り返して並ぶ配列のことです。染色体上に多数あります。 

くり返しの数は個人差があり、遺伝します。 

くり返しの数の違いは遺伝子機能には影響しません。ほとんどが遺伝子以外の領域にあ

るからです。その結果、人類の集団のなかで消失しにくく、個体差が保存されます。 

減数分裂時の非相同組み換えにより生じると考えられています。減数分裂で相同染色体

が対合して、染色体の交差が起こります。このとき、本来の位置とはずれて組み換えが起こ

ると、ことなる数の繰り返し配列をもつ染色体が生じます。こうして人類の集団の中に異なる

長さの繰り返し配列が存在することになります。 

  くり返し配列の長さをＰＣＲで測定することができます。くり返し配列の外側に接する配列

をプライマーにしてＰＣＲし、電気泳動でバンドの分子量をはかります。繰り返し数が大きい

ほど検出されるバンドの分子量が大きくなります。 

いくつかの異なるくり返し配列の長さを測れば、その個人特有のパターンが分かります。こ

のパターンから特定の個人を同定することができます。親子鑑定、犯人と容疑者の鑑定にも

ちいられす。 

さらに、農業技術上は、染色体上の分子マーカーとして利用できます。一般に、作物や家

畜では既知の突然変異があまり多くありません。そのために、マイクロサテライト DNA の長さ

の違いを染色体上のマーカーとして利用し、変異遺伝子の存在する染色体を遺伝学的に

明らかにしたり、変異遺伝子の染色体中での位置を組換え価で求めることができます。育種

に用いられます。 

 

５．ミトコンドリア遺伝子 

  このほか、ミトコンドリアの遺伝子が生物の分類や進化の研究のために用いられます。ミト

コンドリアの遺伝子は母親（女性）を通じて子孫に伝わり、父親経由では伝わりません。受精

の際に精子のミトコンドリアは退化し、子孫のミトコンドリアは卵のものが伝わるからです。

PCR で特定の遺伝子を増やし、その塩基配列の比較から何万年前に分かれたか、系統関

係を解析することができます。 



Chapter 4  Nuclear transplantation and cloned animals 
 
  First, what is cloned animals?  The word "cloned" is used in the following cases. A single 
cell, nucleus, or gene multiply to become a mass of cells, nuclei, or copies of the gene, the cells, 
nuclei, or genes are called "cloned" ones. Thus, when you culture cells and find a single cell 
grows into a mass of cells after multiple cell divisions, the mass of cells are called cloned cells. 
But, when you culture cells but you only see a small number of cells grow to a greater number 
of cells, you do not call the cells cloned. In another case, if you make a gene get into E. coli 
cells using a plasmid as a vector, and let the gene multiply as the cells grow, resulting copies 
of the gene is called cloned. As the cells of an animal body develop from a single egg, the 
animal body consists of cloned cells. In the same view, animals that have the same cloned 
nuclei, or animals with the cells derived from the same egg are called cloned animals. 
 
1. First generation of cloned animals 
 
  The first cloned animal was a byproduct of study to examine whether each cell of early 
embryos has already specified to develop into a special part of the body or not.  
 
  Please see Figure 1. When you divide a sea urchin embryo into two separated cells on 
2-cell stage, and let them develop, they develop into two sea urchin larvae. These two larvae 
are called cloned animals. It is because the original two cells are derived from the same cell, 
the fertilized egg. Thus, the two larvae are derived from the same egg. When you divide a sea 
urchin into four cells at 4-cell stage, you can get four cloned sea urchins. Thus, sea urchins are 
the first cloned animal made by artificial manipulation in developmental biology. By similar 
methods, cloned cows, sheep, and mice have been made so far. See Figure 2. And we know that 
identical twins of humans are also this kind of cloned animals made by natural manipulation. 
See Figure 3. All these examples showed that cells of the early embryo are not specified but 
have a potency to develop almost all types of adult cells. 
 
  Another cloned animal of this type is a regenerated flatworm. Look at Figure 4. Planarian 
flatworms are among primitively organized animals. If their body is divided into two parts, 
each part regenerates the lost part to become a whole flatworm. Thus, they become two 
flatworms. These are cloned animals. In this case, flatworms have special cells all over the 
body that can differentiate any type of cells. These cells are called neoblasts. 
 
2. Second generation of cloned animals 
 



  Cloned animals of the second generation were produced by nuclear transplantation 
experiment using frogs. See Figure 5. The nuclear transplantation experiment was done like 
this. First, you take eggs just before fertilization from female animals, and remove the nuclei 
from them. In addition, you take out nuclei from somatic cells of other animals with a glass 
micro-capillary. Then, you transplant the nuclei into the enucleated eggs. These eggs are let to 
develop in an appropriate condition. In some cases, some of the eggs develop abnormally, but 
in other cases, they develop until they become larvae or adults. 
 
  In this experiment, animals produced by nuclear transplantation have the same nuclei as 
those of an animal from which the nucleus for transplantation was taken out. Thus, they were 
derived from the nucleus of the same egg. In this respect, the animals are called cloned 
animals. Cloned animals of this type have the same nuclei. 
 
  The purpose of this experiment was to determine whether nuclei of differentiated cells 
kept all the genes animals had inherited from their parents or not. Logically there were two 
possibilities about the behavior of the genes during development. One possibility is unequal 
gene division. Genes may be unequally delivered to daughter cells at cell divisions during 
development. Thus, cells in different parts of the body may receive different subsets of genes 
and these genes instruct cells to differentiate into specialized cells. The other possibility is 
differential gene expression. All genes that are inherited from the parents might be 
duplicated and delivered equally to daughter cells at cell divisions during development. 
However, different sets of genes are expressed in each cell during development, so that 
different types of cell are differentiated. 
 
  In nuclear transplantation experiments, nuclei for transplantation were taken from 
embryos on different developmental stages. Scientists wanted to know what changes occurred 
in the nuclei of cells when development proceeded. Nuclei from fertilized eggs would be able to 
support development of nuclear-transplanted eggs until they become adults, because they 
have all the genes needed for development. But what about nuclei from differentiated cells? 
Do they support development of nuclear-transplanted eggs until they become adults? 
Scientists considered like this, for example. If the nuclei keep all the genes needed for 
development intact, nuclear-transplanted eggs would be able to develop into adults. But, if 
the nuclei lose some genes during development, the eggs would not develop normally or stop 
development at some stage. 
 
  In 1975, Gurdon and his colleagues performed nuclear-transplanting experiment on a 
frog, Xenopus laevis. After nuclear transplantation, they let the eggs develop and examined 



the percentage of the eggs that developed normally until larvae, or tadpoles.  
 
  Figure 6 shows the results. The horizontal axis shows developmental stages of embryos 
from which nuclei were taken out for nuclear transplantation. The vertical axis shows the 
percentage of nuclear transplanted eggs that developed into tadpoles. As shown in Figure 6, 
nuclei from embryos at stages from fertilized egg to blastula show almost complete potency to 
support development. This shows that nuclei do not alter until the blastula stage. Figure 7 
showed many frogs that were produced by nuclear transplantation. These frogs were the 
second generation of cloned animals. Let return to Figure 6. After the start of gastrulation, 
the percentage decreases as the development proceeds. The percentage is about 40% when the 
nuclei from tail-bud stage embryos are transplanted. That is the stage when many cells of the 
embryo start cell differentiation. Thereafter, the percentage still gradually decreases and is 
20% for nuclei from the intestine of tadpoles. This shows something occurs in the nuclei to 
make the nuclei lose potency to support development. The loss of the potency may involve the 
loss of some genes in the nuclei. However, on the other hand, that 20% of eggs developed into 
tadpoles show that some nuclei had significant potency to support development until the 
tadpole stage. 
 
  Then Gurdon and his colleague tested nuclei from adult differentiated cells. Before taking 
out nuclei, they cultured epidermal cells of adult frogs in vitro and checked that the cells 
surely differentiated into epidermis by accumulating keratin, a specific protein for the 
epidermis. Eggs transplanted with epidermal nucleus could develop into tadpoles, but they 
never developed into adults through metamorphosis. In these tadpoles, various kinds of cells  
differentiated normally. Thus, the nuclei must have had genes that were needed for 
differentiation of different tadpole cells. But, so far, there were no evidence that the nuclei of 
differentiated cells were completely intact. 
 
  Based on these results, they concluded that cell differentiation is not the result of 
unequal division of genes at cell divisions during development. Cells can differentiate into a 
certain type of cells even when they have genes for other types of cells. Thus, differential gene 
expression is the major mechanisms for differentiation. So, thereafter, many scientists 
devoted themselves to understand how gene expression was controlled during development.  
 
3. Third generation of cloned animals 
 
  Cloned animals of the third generation were produced by nuclear transplantation using 
adult mammals as nuclear donors.  



 
  After the frog's experiments, nobody performed nuclear transplantation experiments to 
answer questions in Developmental biology. But, some people were interested in a different 
aspect of the experiment, making cloned animals. They wanted to use this technique 
practically for breeding useful animals, such as cows, oxen, and horses. If we can produce, for 
example, cloned horses that run fast in horse racing, cloned cows that produce a lot of milk, 
and cloned oxen that produce good meat, it would bring us great benefit. They developed and 
improved the technique for mammalian nuclear transplantation. Finally, they produced 
cloned sheep, cows, as well as mice by transplanting nuclei from early embryos.  
 
  Look at Figure 8. Experiments are done as this. First, you take out unfertilized eggs from 
female oviducts, and remove their nuclei with glass capillaries. In addition, you take out 
somatic cells from other embryos. Then you place the egg and the cell close to each other and 
give an electric current to fuse them. The fused cell starts development. When the embryo 
develops to blastcysts, or blastulae, in vitro, you transfer the embryo into the uterus of a 
surrogate mother. Then, several days or months after, the mother bears a baby. This baby is a 
mammalian cloned animal. 
 
  Soon, it was found that nuclei from early embryos had great potency to support 
development in mammals as well as in frogs. The eggs with a transplanted nucleus developed 
into completely normal adults. Actually, cloned Japanese oxen, Wagyues, were bred and the 
meat was produced.  
 
  Then, that great day came. See figure 9. It was in 1997. The news went around the world. 
An English scientist, Ian Wilmut, succeeded in producing a cloned sheep by transplanting a 
nucleus from mammal gland cells of 6 year old adult sheep. This cloned sheep was named 
"Dolly". This is the third generation of cloned animals. The cloned sheep was born with no 
apparent defects and it grew into an adult to have an offspring its-self. Wilmut cultured 
mammal gland cells in vitro in a special medium before nuclear transplantation. It was 
important for giving nuclei the potency to support development. This process is called 
initialization. 
 
  This experiment was more than that in frogs. In this case, nuclei were taken from adult 
differentiated cells and a normal cloned animal was produced. This was greatly different from 
the frog's experiment. In frogs they never got normal cloned adults using nuclei from 
differentiated adult cells. This result first demonstrated that differentiated adult cells have a 
complete set of genes, and finally showed that the principal mechanisms for cell 



differentiation is differential gene expression, but not unequal division of genes. One of the 
great questions in biology was solved at last. 
 
4. Social impact of cloned animals 
 
  The success in cloned animal "Dolly" had a great impact on other fields than basic science, 
too. First, some people expect that this technique will be useful for improving human life. This 
will be used to breed useful animals. We can produce cloned animals using nuclei from adults 
which we know have good genetic traits in advance. By this method, we can reliably breed 
animals with useful traits. And some pharmaceutical companies expect using this technique 
they can breed useful genetic engineered animals, sheep and cows, that efficiently produce 
human protein pharmaceuticals.  
 
  The other usage of this technique is for regenerative medicine. There are many diseases 
that doctors can treat only by transplanting cells or organs from another person. For example, 
some heart disease, kidney disease, some leukemia, and cornea disease. And there are many 
other diseases doctors might be able to cure by this treatment, diseases of the liver, 
Parkinson's disease and so on. But, immunological compatibility is absolutely important 
between patients and organ-donors in this type of treatment. If we can produce cloned 
embryos by transplanting nuclei from patients and get cells from the embryos to implant, 
there would be no difficulty in immunological compatibility.  
 
  On the other hand, many warnings and oppositions were declared against this technique. 
This technique would make it possible to produce cloned humans. Someone says that this 
technique is the most evil technique humans ever have. Pope of Roman Catholic and several 
presidents or prime ministers of European countries opposed using this technique in humans. 
After great controversies, producing cloned human embryos and related experiments are 
strictly controlled now and allowed only to develop new medical treatments. Among them, to 
transfer cloned human embryos into the human uterus is strictly prohibited as this would 
lead the birth of cloned humans. 
 
  Now, many cloned animals are being produced in animals other than humans, and some 
of them were used for business. Figure 10 shows a cloned cat. There are now cloned horses, 
cows, dogs, mice, rats, rabbits, and pigs. 



第４章 核移植とクローン動物  

 
  まず、クローンとは何かです。一般にクローンとは次のようなことを言います。ある細胞、核、

遺伝子が増殖して多くの細胞、核、遺伝子を作ったとき、そこにできた細胞、核、遺伝子をクローン

といいます。したがって、ある細胞１個をシャーレの中で殖やして、多数の細胞を得るとその細胞は

クローンです。しかし、少数の細胞を培養して多数の細胞に増殖させただけでは、その細胞群はクロ

ーンとはよびません。別の例では、プラスミッドをベクターにしてある遺伝子を大腸菌に入れてこれ

を多量に殖やすと、その結果得られた大量の遺伝子はクローンです。さらに、ある動物個体を構成す

る細胞はクローンです。なぜなら、これらは１つの受精卵という細胞から細胞分裂により発生したも

のだからです。同様に考えて、同じクローンの核からできた複数の動物個体、あるいは、同じ受精卵

から生じた複数の動物個体はクローン動物とよばれます。 

 
１．第 1 世代のクローン動物 

最初のクローン動物は初期胚の細胞がそれぞれ特定の体の部分をつくるようにすでに特殊化して

いるか否かを調べるための研究の副産物としてつくられました。 
  図１を見てください。たとえば、ウニの卵を発生初期に２つに分けて２つのウニを作れば、その

２つのウニはクローン動物です。なぜなら、同じ受精卵から生じた２個体であるからです。４細胞期

に分けて４つのウニをつくると、これもクローン動物です。このような意味では、ウニは実は最初の

クローン動物です。これと同じ方法、すなわち、初期胚の分割により牛、羊、ネズミのクローン動物

も作られました。図２は、ウニと同様の方法でつくられたクローン牛です。さらに、ヒトの１卵性双

生児はクローン動物です（図３）。こららすべての例は、初期胚の細胞は特殊化しておらず、成体のす

べての種類の細胞に発生する能力を持つことを示しています。 

 
また、別のタイプのクローン動物がいます。図４を見てください。プラナリヤはプラナリアを分

割して再生させて２個体にした時、この２個体はクローン動物です（図４）。 

 
つぎに、核移植実験とは何かです。核移植実験とは、次のような実験を言います。動物の雌から

受精前の卵細胞を取り出し、ここから核を取り除きます。これに、別の動物の体の細胞からとった核

を移植します。そして、この核移植卵を発生させ、幼生や成体に発生させます。これを核移植実験と

いいます。核移植実験により形成された動物はクローン動物でしょうか。そうです。これはクローン

動物です。核移植実験により作られた動物の体の細胞の核は、移植に使われた核の供与動物の細胞の

核と全く同じです。したがって、核移植実験により作られた個体とその核の供与動物は、同じ受精卵

から発生により形成された個体です。したがって、これら２つはクローン動物といえます。また、核

移植実験によりつくられた兄弟の個体もクローン動物です。 

 
２．第 2 世代のクローン動物 
  第２世代のクローン動物はカエルを用いた核移植実験の中で生まれました。発生生物学研究の中

で核移植実験がおこなわれ、その副産物としてクローン動物が作製されました。どのような目的で、

発生生物学研究の中で核移植実験は行われたのか。それは、1800 年代に生きたワイズマン（August  



Weismann）にさかのぼります。彼は、germ plasm theory をとなえました。その中で、遺伝と発生の

関係について重要な議論を行いました。 

 
  ワイズマンによると、遺伝は、親から子に子の性質を決める遺伝子（彼は決定因子とよんだ）が

生殖細胞を通じてつたわる現象である。したがって、受精卵中には子の形質をきめる遺伝子が含まれ

ている。一方、発生は、受精卵のなかにあるこの遺伝子にもとづいて体が形成される過程である。ど

のようなしくみで、遺伝子にもとづきからだが発生するのか。ワイズマンは以下の２つの仮説が可能

であるとしました。 

 
  １つは、遺伝子不等分配の仮説です。体の各部分をつくる遺伝情報は、発生中の細胞分裂におい

て、娘細胞に異なって分配される。発生はこうした不等分裂の連続である。その結果、胚の体の各細

胞がそれぞれ異なる遺伝子を受け取ることになる。各細胞はこの遺伝子の指令に基づきそれぞれ異な

る体の部分をつくる。たとえば、顔の細胞は受精卵の含む多くの遺伝子の中から顔を作る遺伝子だけ

をうけとる。したがって、子の顔はこの遺伝子の指令により形成されるので、親に似た顔となる。こ

の説に従えば、体の各細胞はその細胞に必要な一部の遺伝子しか含まない。生殖細胞のみが親から受

け継いだすべての遺伝子を含むことになるわけです。そして、ワイズマンはこの考えがもっともあり

そうだとしました。 

 
  しかし、ワイズマンは、論理的にはもう１つの考えが存在するとして、別の可能性をも議論しま

した。これが第２の仮説で、遺伝子の差次的発現の仮説です。発生中の細胞分裂において、親から受

け継いだ遺伝子はすべての細胞に等しく受け継がれる。しかし、各細胞ではその中の一部の遺伝子の

みが働き、その結果、体のさまざまな異なる部分が作られる。遺伝子の働きの違い、今日の言葉では

発現の違いは、卵細胞の細胞質の局所的な違いや、細胞外からの影響により引き起こされる。たとえ

ば、顔の細胞は、受精卵に含まれるすべての遺伝子を含むが、この中から顔を作るために必要な遺伝

子だけが選択的に発現し、その結果、顔が形成されると考えるわけです。 

 
  この２つの仮説のどちらが正しいのかを明らかにすることは、発生生物学にとっては、根本的な

課題です。すなわち、もし、第１の仮説が正しいのなら、発生を理解するとは、細胞分裂に際して起

こる遺伝子の不等分配のしくみを明らかにすることとなります。他方、第２の仮説が正しいのなら、

発生を理解するとは、遺伝子の選択的発現を調節するしくみを明らかにすることとなるからです。 

 
  このワイズマンの問いに直接応えようとする研究が発生学の歴史の中で繰り返し行われました。

その研究のために核移植実験は行われました。 

 
  実験はカエルを用いて行われました。図５を見てください。まず、卵母細胞の核を除きます。こ

の後に、発生中の様々な時期の胚の細胞核を移植します。そして、この受精卵がその後どのように発

生するのかを調べます。もし、正常な個体に発生すれば、移植核には体を作るために必要なすべての

遺伝子がそろっていたといえます。また、もし発生が異常となれば、それは核に不可逆的な変化が起

きたことを意味し、発生の途上で体を作るための遺伝子のいくつかが失われた可能性が考えられます。



この実験では、核の性質を「核の発生支持能力」として調べます。この言葉は、核が卵細胞に移植さ

れたとき、どの段階にまで発生を正常に進めることができるのか、その程度を示すことばで、核の性

質をあらわす言葉です。発生支持能力が低下すれば、核に不可逆的変化が起こっていると考えるわけ

です。 

 
  カエルを用いた研究は２回時期を分けて行われました。ここでは、２回目のものについて詳細に

紹介します。 

 
  １９７５年 Gurdon らは、アフリカツメガエル X. laevis を用いて、核移植実験を行いました。核

を除いた卵母細胞に、様々な発生段階の胚からとった核をガラス毛細管をもちいて移植し、その後の

発生を追跡しました。その結果を示したのが図６です。このグラフは核移植をされた胚のうち、オタ

マジャクシの段階まで発生した胚の比率を表したものです。卵割が終了する胞胚の時期までは、核の

発生支持能力は受精卵と変わりません。図７を見てください。胞胚期の時期の核の移植により作られ

た多数のクローンカエルです。すなわち、この時期に核に不可逆的変化はおこっていません。ところ

が、原腸陥入が始まる時期から発生支持能力の低下が進み、細胞の分化が始まる尾芽期になると、発

生支持能力は約 50%に減少しました。その後、次第に減少し、オタマジャクシの時期の腸管の核では

20%となります。この腸管の核を移植したものでは、オタマジャクシの時期をこえて、おとなのカエ

ルにまで発生するものがありました。その結果から、すくなくとも、オタマジャクシの腸管の細胞の

なかには完全な発生支持能力をもつ核が存在することが分かりました。すなわち、これらの核の遺伝

子は無傷ですべてそろっていると考えられました。 

 
  ところが、この研究には重大な疑問が提出されました。すなわち、腸管の細胞の中には将来生殖

細胞に分化する始原生殖細胞が含まれています。この細胞の核を移植したのではないかという、疑い

です。これに応えるため、大人のカエルの分化した皮膚の細胞や血球細胞から核をとりだし、移植す

る実験が行われました。その結果、これらの胚はオタマジャクシまでの発生支持能力はもつが、成体

のカエルにまでなるものはありませんでした。こうして、結局、成体の体の分化した細胞の核が無傷

で全く遺伝子が失われていないという証明は失敗に終わりました。しかし、分化した細胞でもさまざ

まな組織や器官をつくるための遺伝子を保持しており、核移植によりオタマジャクシの体を作ること

ができることは明らかです。 

 
  この実験により、ワイズマンの問いに対する答えとしては、発生過程で核の発生支持能力は減少

する。すなわち、核の性質は変化する。しかし、発生のかなり後期まで細胞は多くの遺伝子を保持し

ており、遺伝子の不等分配は細胞分化の主要な原因ではない。したがって、遺伝子の選択的発現調節

こそが細胞分化の主要なしくみであるということになりました。また、このカエルを用いた核移植実

験の副産物として、同じ核の遺伝子をもつ多くのクローンカエルが作られましたが、これが人間が核

移植により作り出した最初のクローン動物です。 

 
３．第３世代のクローン動物 

第３世代のクローン動物はほ乳類をもちいた核移植実験により作製されました。カエルの実験後、



発生の基本問題にこたえることを目的とした核移植実験は行われませんでした。ところが、核移植実

験で副産物として作られたクローン動物については一部の人々の興味を引きつけつづけ、技術的改善

がほ乳類を用いて行われました。すなわち、彼らは実用目的のためにクローン動物を作りたいと考え

たわけです。ミルクを多く出す乳牛、上質の肉を生産する和牛、よい毛をつくる羊など、優良な遺伝

形質を持つ動物をこの技術で殖やすことができないかと考えたわけです。そして、実際、実験動物で

あるマウスだけでなく、家畜である羊や牛の初期胚の細胞から取り出した核の移植によるクローン動

物の作製技術が発展しました。 

 
  ほ乳類の核移植は次のように行います。図８を見てください。まず、排卵後の未受精卵を雌の体

内から取り出し、この卵からガラス毛細管を用いて核を除きます。つぎに、ほ乳類の個体から細胞を

とりだし、１つの細胞を除核した卵にくっつけます。これに電気パルスを流すと細胞融合が起き、核

が卵内に入ります。こうして作った核移植胚を胚盤胞期まで試験管内で発生させ、その後、仮親の子

宮に移植してやるとその胚は子宮壁に着床します。胚はこの仮親の子宮中で発生し、誕生します。こ

れが、ほ乳類のクローン動物です。 

 
  まず、カエルの場合と同様に、ほ乳類でも初期胚の細胞からとった核の移植により完全な動物が

発生することが明らかになりました。例えば和牛ではクローン牛がつくられ、肉が生産されるまでに

なりました。そして、あの１９９７年を迎えました。この年、イギリスの研究者、Ian Wilmut は６歳

の大人の羊の乳腺の細胞核の移植により完全な羊を誕生させることに成功しました。図９を見てくだ

さい。これがあの有名なクローン羊「ドリー」の誕生です。Wilmut は、まず、羊の乳腺を取り出し、

その細胞を試験管内である特殊な条件で培養した後、この細胞核を卵に移植するとクローン動物を作

製することができることを示しました。 

 
  この実験は、以前のカエルを用いた核移植実験の結果を超えるものでした。なぜなら、この場合

は、大人の分化した細胞の核を用いて完全な動物をつくることに成功したからです。クローン動物「ド

リー」は正常に妊娠し、子「ポニー」を産むこともできました。こうして、分化した大人の細胞核の

中には、完全な発生支持能力を持つ、すなわち、体を作るための完全な遺伝子セットをもつものが存

在することがはじめて明らかになりました。多くの生物学者がカエルの研究から予想したとおり、や

はり、細胞の分化は遺伝子発現の調節により起こるもので、選択的な遺伝子の欠失によるものではな

いことが明らかになったわけです。 

 
  このクローン動物「ドリー」の成功は、基礎生物学とは異なる分野に重大なインパクトを与えま

した。まず、この技術を人間生活の改善に利用しようとするものです。１つは、この技術を家畜の生

産に利用しようとするものです。遺伝形質が優良であることが分かっている大人の個体から採った核

を用いてクローン動物を作製することにより、確実に優良な遺伝子を持つ家畜を生産することができ

るはずです。速く走ることのできる競走馬の核を用いたクローン馬、良質の肉を生産する和牛の核を

用いたクローン牛、たくさんのミルクを生産する乳牛の核を用いたクローン牛です。 

 
  もう１つは、この技術を医療に利用しようとするものです。臓器や細胞の移植はある種の病気の



治療法として不可欠のものです。心臓や腎臓の移植、角膜の移植、骨髄細胞の移植などです。この治

療法での問題は、移植臓器・細胞を提供する人と移植を受ける人の血液型の一致が必要なことです。

なぜなら、これがないと移植臓器・細胞は拒否反応により排除されてしまうからです。しかし、血液

型が完全に一致する臓器提供者を見つけることはかなり困難で、多くの人が順番待ちをしている状況

です。そこで、クローン動物の技術が注目されました。もし、患者自身の細胞から取り出した核を用

いてクローン胚を作ることができたなら、この胚は患者と同じ遺伝子を持つので、この胚からつくっ

た細胞や臓器を移植医療に用いると拒否反応のない治療をすることができるからです。こうして、ヒ

トのクローン胚を利用した新しい医療技術の発展が期待されたわけです。 

 
  一方、これらとは別の反応は、この技術に対する強い警戒感や批判の表明があったことです。こ

の技術はクローン人間の作製につながる。これは、生命の倫理に反する悪魔の技術であるというもの

です。ローマ教皇や多くの宗教者、主として欧米の国家元首から反対の意見の表明がなされました。

そして、ヒトを用いたクローン胚の作製は、真に医療技術の発展のためだけに利用されるように、厳

しい規制下で行われるようになりました。その中でも、ヒトのクローン胚を子宮に戻す行為は、クロ

ーン人間の誕生につながる行為として特に厳しく禁止されています。 

 
  現在では、ヒト以外の動物ではクローン動物の作製は生物学研究だけでなく応用技術の発展に重

要であるとして盛んに研究されています。クローン動物はビジネスとしても作製されるようになり、

クローン牛やクローン猫がつくられています。図１０を見てください。クローン猫です。それまでか

わいがっていたペットの猫が突然事故死した時、飼い主はクローン猫をつくって、ふたたびその猫を

かわいがりたいと望むのではないでしょうか。 
 



Chapter 5. Stem cells and regenerative medicine 
 
Today I will talk about stem cells and regenerative medicine. 
 
  During development, cell proliferation and differentiation take place at the same time. 
But the relationship between them changes during development. Cells in the early 
development have diverse developmental fates. But as development proceeds, the 
diversity of developmental fates becomes narrower, and in the late development they 
have only one fate. Finally, the cells cease division and differentiate into a certain kind 
of specialized cell. Cells that differentiate into diverse kinds of specialized cell, or have 
diverse fates, are called toti-potent or pluri-potent cells. In contrast, cells that develop 
into a kind of specialized cell, or have only one developmental fate, are called 
determined or specialized cells.  
 
  Let's see examples. The fertilized egg divides repeatedly and differentiates into all 
kinds of specialized cell in the animal body. The fertilized egg never develops into many 
fertilized eggs after cell division. Thus, the egg is toti-potent. Next, in the early embryo 
a cell in the ectoderm can develop into many kinds of epidermal cell. A cell differentiates 
into hair, another into nail, and a third into a keratinocyte. And a cell in the mesoderm 
can develop into the spine, dorsal muscles, and fibroblasts in the dermis. Thereafter, 
most cells of the early embryo are pluri-potent. Whereas, many cells in the embryo just 
before birth quit cell division and differentiate into specialized cells. There are also 
many cells that are still proliferating, but they differentiate into a single or few kinds of 
specialized cell. Myoblasts only differentiate into muscles. Epidremis cells only 
differentiate into keratinocytes. Liver cells only differentiate into liver cells. Thus, these 
cells are specialized. 
 
1. Cell culture 
 
  Generally animal cells are cultured as the followings. First, some tissue blocks are 
taken out. They are cut into small pieces and treated with a protease such as trypsin to 
dissociate the pieces into single cells. Then the cells are placed in plastic dishes with 
some medium. The medium contains salts, amino acids, sugars and vitamins. But 
almost no cells proliferate in this simple medium. In addition to these chemicals, fetal 
calf serum must be added to make cells to proliferate. The serum contains some protein 
factors that are needed for proliferation, survival and differentiation of the cells in vitro. 



The factors have been called "growth factors" and they are now known as signaling 
molecules. 
 
  The first cells to be cultured in vitro was human cancer cells. From the cells, a cell 
line was established. Cell lines are a group of cultured cells that proliferate keeping 
their natures stably. They are kept by sub-culture and used for various studies 
including life science and medicine. They can be kept frozen for years in liquid Nitrate. 
Most cell lines established in early studies were from cancer cells, such as skin cancer, 
liver cancer, bone tumor, and intestine cancer. Although some lines were established 
from normal cells, cells of the lines had been transformed into cancer cells in the process 
of establishing the lines. These line cells proliferate well in vitro, but often have 
abnormal number of chromosomes and accumulated mutations. Basically they do not 
differentiate into any kinds of specialized cell.  
 
2. Tissue stem cells 
 
  As development proceeds, cells in animal embryos cease proliferation and start 
differentiation. Therefore, the number of cells that proliferate decreases as development 
proceeds. But, a few cells are proliferating even in the adult body. In the adult mammal 
body, there are proliferating cells in places. They are called tissue stem cells. They are 
cells that proliferate and differentiate into a single or a few kinds of specialized cell. 
That is, they are already specialized to differentiate into a certain type of cell. Look at 
Figure 1-4. These are blood stem cells (Figure 4), epidermal stem cells (Figure 2), 
intestine endothelial stem cells (Figure 3), hair stem cells, and bone stem cells (Figure 
1). These cells are dividing continuously and serve for the renewal of adult cells. In 
addition to these cells, there are cells that do not proliferate normally, but they do when 
tissues are injured. Liver cells, fibroblasts, and myoblasts are among those cells. These 
cells are also tissue stem cells. The role and importance of the stem cells are shown 
when animals are exposed to strong radiation. For example, when people suffered an 
atomic bomb in Hiroshima or people suffered a serious accident of the nuclear power 
plant, for example, at Chernobyl, they had severe bloody stool, lost hair, decreased 
number of blood cells. All these symptoms known as radiation disorders are due to the 
stop of proliferation or death of the tissue stem cells in their body.  
 
  As studies proceed, it becomes possible to culture these tissue stem cells from 
prenatal embryos and even from adults without letting them transformed into cancer. 



The important nature of these cells is to proliferate in vitro without loosing the capacity 
to differentiate into proper specialized cells. The keys are adjusting serum 
concentration and addition of some signaling molecules in the medium. Using an 
appropriate medium, we found to be able to keep stem cells in vitro. Now scientists are 
searching for new signaling molecules or new combination of signaling molecules to 
culture various stem cells in vitro. 
 
  Cultured stem cells have been used for basic studies for biology, but now, they are 
being regarded as an important tool for regenerative medicine. If we can take out stem 
cells and proliferate them in vitro, we can use them for implantation treatment for some 
diseases. For example, for leukemia, an only effective treatment is the implantation of 
other people's bone marrow. But compatibility of the blood type is essential for the 
treatment. Then, patients sometimes must wait for long time when they cannot find a 
donor that willingly gives his/her bone marrow to the patients. In this case, if doctors 
could take out healthy bone marrow cells from the patient him/herself and make them 
proliferate in vitro, the implantation treatment would be possible without waiting 
donors. This kind of treatment would be also useful for many diseases such as knee pain, 
heart stroke, and spinal cord injury. Crucial problem in the therapy for these diseases is 
difficulty to get enough number of stem cells from adult. 
 
3. Embryonic stem cells (ES cells) 
 
  Cells in early development always get specialized to some extent, and their 
descendant cells are diversified when they divide repeatedly. Therefore, when cells are 
taken out from early embryos and cultured in vitro to proliferate, their nature is usually 
not kept but changes during the culture. The cells would become more specialized and 
diverse. However, a scientist found that some mammal cells from the early embryo do 
not change their nature when they are cultured and proliferated in vitro. He succeeded 
in establishing cell lines from cells in early mammal embryos. 
 
  Mammal embryos become blastocysts after cleavage. The blastocyst corresponds to 
the blastula in frog's development. They consist of two types of cell, inner cell mass and 
trophoblast. Inner cell mass is a mass of the cells that develop into the whole embryo. 
The cells of inner cell mass are not specialized at this stage, but are toti-potent. In 
contrast, trophoblast develops into the placenta together with mother's uterus wall cells. 
Look at Figure 8. When blastocysts are cultured in vitro, only the cells of inner cell mass 



divide and proliferate. In a certain culture condition including a signaling molecule, a 
cell line was established from these cells and was named embryonic stem cells (ES cells). 
The cells of this line keep the nature of toti-potency of the cells of the inner cell mass. 
They can differentiate into any kind of cell in the adult body. When some of these cells 
are implanted in a blastocyst and the blastocyst is implanted in the uterus of a female 
mouse, they mix with the cells of the inner cell mass of the embryo. A chimera mouse 
develops from the embryo. In the mouse, descendant cells of the implanted cells 
differentiate into almost every kind of cell. Moreover, when some cells of the cell line are 
implanted under the skin, they differentiate into several kinds of cell such as hair, 
muscle, and bone. These cells can be kept in liquid Nitrogen for long time. 
 
  The most important use of the embryonic stem cells is to produce knockout mice to 
study the function of genes in mammals. The scientists who invented methods to make 
the embryonic stem cells and knockout mice won the Nobel prize in 2007. Please look at 
Figure 5. The knockout mice are produced as the followings. First, DNA to knockout a 
relevant gene is added to cultured embryonic stem cells. Cells are selected in which the 
gene is replaced to the added DNA (knockouted). They are proliferated and implanted 
into a blastocyst and the blastocyst is implanted into the uterus of a female. After the 
birth of a chimera, it is grown and crossed to another mouse. The descendants would be 
mice with a knockout gene. Now, there is no other way to produce knockout mice. 
 
  The second important use of the embryonic stem cells is for the regenerative medicine. 
Look at Figure 7. Nuclei taken from cells of patients are transplanted into eggs and the 
eggs are developed to blastocysts. From the blastocysts, embryonic stem cells are 
established. Then, they are induced to be a relevant kind of specialized cell and used for 
medical treatment (Figure 6). By this method, lots of almost every kind of cell can be 
produced. But, as this method includes nuclear transplantation and use of human 
embryos, there is an ethical problem and a risk to produce a cloned human. 
 
4. Induced pluri-potent stem cells (iPS cells) 
 
  Recently, a Japanese scientist, Dr. Yamanaka,  invented a way to produce 
pluri-potent stem cells from proliferating adult cells. Fibroblasts were taken out from 
adult skin and cultured in vitro. This culture is very easy. Fibroblasts are the easiest 
cells to culture among adult cells. Into these cells, four genes that are specifically 
expressed in the embryonic stem cells were introduced and forced to express. Then a few 



cells were transformed into embryonic-stem-cell-like cells. After selecting and 
proliferating these cells, their nature was tested. They were pluri-potent. When they 
were implanted under the skin, they differentiated into several kinds of cell. And when 
they were implanted into a blastocyst, the blastocyst developed to a chimera. In the 
chimera, the implanted cells differentiated into many kinds of cell. Moreover, with some 
signaling molecule, they could be differentiated into some specialized cells in vitro. 
These cells are called induced pluri-potent stem cells (iPS cells) (Figure 8). 
 
  As this method did not include nuclear transplantation into eggs and scientists could 
avoid the ethical problem, people that have disapproved the use of embryonic stem cells 
for medicine approved to this method and declared their expectation for its medical 
application. Doctors could use these cells for regenerative medicine. Taking out 
fibroblasts from patient's skin, they produce induced pluri-potent cells. Next, they 
induce the cells to be relevant specialized cells with specific signaling molecules. Then, 
they can make the cells differentiated into specialized cells with relevant diseases. 
Using these cells doctors can study how they can treat it. In the future, doctors would 
implant treated cells to the patient. There would be no immunological problem as the 
implanted cells originate from patients themselves. There is intense competition in the 
research of these cells and their usage all over the world. 
 
 Now all my lectures have finished. Until recently, developmental biology had been 
studied only for basic science. But recently the situation has changed very much, and 
many scientists are joining in the research aiming to use it for application. One of the 
hottest fields of the application is regenerative medicine. In my lectures, I introduced 
some important concepts and experiments in developmental biology. I hope these 
lectures would help you to understand recent progress in life science and its application 
for human life. Thank you. 



第５章 幹細胞と再生医療  

 
今日は幹細胞と再生医療について話します。 

 
 動物の発生においては、細胞分裂により細胞が増殖すると同時に、細胞分化により細胞の多様

化が起こります。ところが、この２つの関係は発生段階により異なります。発生初期の細胞は、

細胞分化のスペクトルが広く多種類の細胞が分化しますが、発生が進むにつれて、このスペクト

ルが狭くなり、発生後期には１種類の細胞にしか分化しなくなります。そして、ついには細胞は

分裂をやめ分化を完了します。発生初期の細胞に見られるような、多くの種類の細胞に分化する

性質をもつ細胞を分化全能性細胞あるいは多分化能細胞と呼びます。一方、細胞の分化の方向の

決まった細胞を特殊化細胞、あうりは決定細胞を呼びます。 

 
 具体的に見てみましょう。発生初期の細胞は、細胞分裂により細胞が増殖すると、同時に必ず

細胞分化が起こります。たとえば、受精卵を考えましょう。これが分裂を繰り返し発生すると、

その子孫細胞は、最終的に動物体のすべての種類の細胞を作ります。受精卵が細胞分裂により、

多数の受精卵になるということは決してありません。つぎに、たとえば嚢胚期の細胞を考えます。

ある外胚葉細胞の分裂により生じた多数の子孫細胞は、さまざまな異なる種類の表皮細胞となり

ます。あるものは、毛の細胞をとなり、他のものは爪となり、さらに他のものは一般の角質細胞

となります。また、中胚葉細胞の場合でも、ある細胞の子孫のあるものは背骨に分化し、別のも

のは背筋になり、多のものは真皮の平滑筋あるいは繊維細胞に分化します。最後に、誕生直後の

胚の細胞を調べると、かなり多くの細胞がすでに細胞分裂を停止し、分化しています。まだ分裂

する細胞も多くありますが、増殖しても、一種類の細胞にしか分化しません。筋細胞は増殖して

も筋細胞のみに分化します。角質細胞は増殖しても角質細胞にしか分化しません。肝臓細胞は分

裂してもやはり肝臓細胞のみになります。 

 
１．ガン細胞 

 
 一般に動物細胞の培養は、次のようにして行われます。まず、動物の体から一定の組織片を取

り出します。これを切り刻み、酵素処理を行い細胞をバラバラに分散します。この酵素にはトリ

プシンなどのタンパク質分解酵素が用いられます。この細胞を培養液とともに、シャーレに入れ、

一定の温度で維持します。培養液は、塩類、アミノ酸類、糖類、ビタミン類を含みます。しかし、

この培養液で増える細胞はほとんどありません。このほかに、牛胎児血清をいれます。その理由

は、タンパク質性の微量因子が必要であるからとされています。 

 
 最初にシャーレの中で培養され増殖した細胞はヒトのガン細胞でした。培養により増殖させる

ことができ、しかもその性質が安定している細胞を株細胞と呼びます。株細胞は継代培養により



維持され、研究に用いることができます。最初に樹立された株細胞は様々なガン細胞からとった

細胞でした。皮膚ガン、肝臓ガン、骨ガン、大腸ガンなどの細胞です。通常の生体の組織からと

った細胞を培養して得られた株細胞もありますが、それらは、培養中にガン化した細胞でした。

これらの株細胞は増殖はするが、正しく分化することはありません。この意味でガン細胞として

の性質を持つ細胞です。また、これらの細胞には染色体数の異常などがよく見られます。 

 
 株細胞は、液体窒素中で、超低温で凍結保存することができます。これを取り出し、解凍する

と再び増殖する細胞を得ることができます。今日では非常に多数の株細胞が細胞銀行に保存され、

必要に応じて研究に供給されています。 

 
２．組織幹細胞 

 
 発生が進むにつれて、動物体の細胞は、細胞分裂をやめ、細胞分化します。したがって、発生

が進むにつれ、次第に分裂細胞の数は減少していきます。しかし、発生が完了し成体が完成して

も、分裂細胞が全くなくなることはありません。ほ乳類の成体には、特定の場所に分裂細胞が存

在します。これらの細胞は組織幹細胞と呼ばれ、特定の種類の細胞にしか分化しない、分化の方

向の決定した細胞です。図１を見てください。血球幹細胞、表皮幹細胞、消化管内皮幹細胞、毛

根幹細胞、骨幹細胞、神経芽細胞です。これらの細胞は、日々分裂し、成体の細胞の更新を行っ

ています。また、通常は分裂しないが、組織に傷害を受けたときにだけ分裂し再生に働く細胞も

知られています。肝細胞、繊維細胞、筋芽細胞です。これら細胞の重要さは、その働きが阻害さ

れた時に起こる重大な障害により分かります。たとえば、原子爆弾の爆発や原子力発電所の事故

で大量の放射線を被曝するとこれらの細胞分裂がとまり、さらにこれら細胞が死にます。すると、

血便がでたり、髪の毛が抜けたりします。また、血液中の血球数が減少して、酸欠症状を示した

り、体の免疫機能がなくなるなどがおこります。これはよく知られた放射線障害ですが、放射線

により幹細胞が死に、組織の更新ができなくなったために起こる症状です。 

 
 研究がすすむにつれ、誕生前後の胚の細胞や成体に存在する幹細胞を生体外で増殖させ、ガン

化させずに株細胞化することが可能となりました。培養液に入れる血清の濃度を工夫したり、特

殊なタンパク質性の因子を入れることにより、それは可能になりました。繊維細胞、肝細胞、骨

細胞、血球細胞、筋細胞、色素細胞などです。これらの細胞の特徴は、生体外で増殖するととも

に、特定の組織に分化することです。多くの場合、１種類の細胞のみに分化します。ここで用い

られるタンパク質性の因子は増殖因子とも呼ばれ、前に述べたシグナル分子のことです。現在、

盛んに増殖因子の探索が行われ、次第に多くの種類の細胞が培養可能となりつつあります。 

 
 これら細胞はこれまでは研究のために用いられてきましたが、現在は、再生医療の材料として

強い注目を浴びています。たとえば、白血病の治療です。現在は、同じ血液型の人を捜し、その



人から血球の幹細胞である骨髄細胞の移植を受ける治療が行われています。しかし、同じ血液型

の人を見つけるのは困難で長期間待たねばならないことがあります。このような場合、本人の健

康な骨髄細胞を取り出し、生体外で増やし、これを移植に用いれば、血液型のことを気にせずに

より早く治療することが可能となります。この他、年寄りには膝関節に痛みを持つ人が多いが、

これには、患者から取り出した軟骨細胞を生体外で培養して増やし、これを膝に移植することに

より軟骨を増やすという治療が考えられます。また、心臓麻痺の危険のある患者には心筋細胞の

移植により治療する、事故で神経損傷した患者に神経芽細胞を注入し再生を促進するなどです。 

 
３．胚性幹細胞 

 
 発生初期の細胞は一般に分裂により増殖すると、同時に細胞分化がおこり、子孫細胞の多様性

が生じます。このため、発生初期の細胞を生体から取り出し、培養して増殖させても、その細胞

の性質が維持されることはほとんどありません。さまざまな分化した細胞が生じるだけです。と

ころが、ほ乳類の発生初期の細胞には生体外で増殖しても多様な細胞に分化しない細胞が存在す

ることが発見されました。この発見はガンの研究からヒントを得たものでした。ほ乳類には奇形

腫と呼ばれる卵巣や精巣にできる奇妙なガンが知られていました。このガンは、生体の中でガン

の細胞塊の中に分化したさまざまな組織が生じることが他のガンと異なります。このガンの細胞

塊を調べると、分化した骨、毛、筋肉などが内部に分化しています。また、このガン細胞をネズ

ミの皮下に注射すると、そこに、いくつかの分化した細胞が生じます。ガンの研究者は、このガ

ン細胞は、発生初期の細胞が発生から取り残されて成体の一部に残ったためと考えました。これ

からヒントを得て、ネズミの初期胚の細胞を培養して株細胞化することにある科学者が成功しま

した。 

 
 ほ乳類の胚は、卵割を終えると胚盤胞になります。これはカエルの発生の胞胚にあたります。

この時期の胚は２種類の細胞から成り立ちます。周囲の栄養芽層と内部細胞塊です。内部細胞塊

から胚のすべての細胞が生じます。内部細胞塊の細胞はまだ分化していない細胞だと考えられて

います。一方、栄養芽層からは胎盤が形成されます。胚盤胞をシャーレに入れて培養すると内部

細胞塊の細胞だけが分裂し増殖をします。このときある増殖因子をいれて培養すると、内部細胞

塊の細胞から株細胞を樹立することができました。この株細胞は胚性幹細胞と名付けられました。

この胚性幹細胞からは、成体のほとんどの細胞を分化させることができます。たとえば、一部の

細胞を胚盤胞に注入し、この胚を雌の子宮に移植すると、この細胞は宿主の細胞と一体となり、

キメラの子が生まれます。移植された細胞からは体のあらゆる種類の細胞が分化します。また、

また、胚性幹細胞をネズミの皮下に注射するとそこに様々な組織が分化します。株細胞ですから、

液体窒素で凍結保存できます。 

 
 この胚性幹細胞は、ノックアウト・マウスの作製に用いられ、さまざまなほ乳類の遺伝子の研



究に用いられています。まず、胚性幹細胞を培養し、これに遺伝子ノックアウトするための DNA
を与えます。この細胞の中から実際にねらった遺伝子がノックアウトされた細胞を選別します。

そしてこの細胞を増やし、これを別に用意した胚盤胞に移植します。この胚盤胞を雌の子宮に移

植すると、遺伝子をノックアウトされた細胞と、宿主の細胞のキメラが生まれます。このキメラ

ネズミの生殖巣には遺伝子ノックアウトされた細胞から分化した生殖細胞が含まれているはず

です。したがって、このネズミと他のネズミを交尾させると、遺伝子ノックアウトされた生殖細

胞に由来するネズミが生まれます。このネズミを殖やして、遺伝子ノックアウトネズミの実験に

用います。現在のところ、この方法が唯一の遺伝子ノックアウト動物を作るための方法です。 

 
 胚性幹細胞は最近では、再生医療の道具として特に期待されています。患者からとった核を卵

に核移植し、これが発生した胚盤胞から胚性幹細胞を確立します。この胚性幹細胞を培養し、こ

れに適当なシグナル分子を与え、特定の細胞に分化させ、これを増やして患者に細胞移植すると

いう治療方法が考えられています。胚性幹細胞は分化全能性をもつので、ヒトの体のほとんどす

べての種類の細胞を作り出すことが可能だと考えられています。この方法だと、組織幹細胞を得

るのが難しい組織についても、容易に多量の移植細胞を得ることができるので期待されているわ

けです。しかし、この方法はヒトの卵を用いた核移植を行うので、ヒト卵の取り扱いやクローン

人間の危険性など倫理的な面で問題が指摘されています。 

 
４．人工多能性細胞 

 
 最近、日本の研究者により卵への核移植なしに、胚性幹細胞様の多分化能を持つ細胞を作り出

す方法が考案されました。成体の組織から培養の容易な皮膚の繊維芽細胞を培養し、これに胚性

幹細胞で特異的に発現の高い４つの遺伝子を遺伝子導入し、強制的に発現させます。すると、ご

くわずかな確率で、繊維芽細胞の一部が胚性幹細胞様の細胞に変化しました。この細胞は、胚性

幹細胞と同様に多分化能を持ちます。たとえば、胚盤胞に移植するとキメラの子が生まれます。

また、皮下に移植すると様々な組織に分化します。さらに、シャーレの中で適当なシグナル分子

を与えるとさまざまな組織に分化しました。 

 
 人工多能性細胞は、卵への核移植なしに分化多能性細胞を得ることができるので、倫理的な問

題をへずに再生医療に用いることができます。患者の皮膚から繊維芽細胞を取り出して培養し、

これに４つの遺伝子を導入して強制発現し、人工多能性細胞をつくります。この細胞に適切なシ

グナル分子を与え、必要な細胞を分化させ、これを患者に移植しようというものです。この研究

が発表されると、核移植に反対したローマカトリックの教皇やアメリカのブッシュ大統領もこの

研究に期待するとコメントを発表しました。現在、世界的な研究競争が行われています。 

 
 以上でわたしの講義を終わります。動物の細胞と遺伝子を扱う研究は、これまで長い間、



基礎科学としての研究だけが行われていました。しかし、現在では医療への応用という点

ではもっともホットな生命科学の一つになっています。この講義が皆さんの生物とその応

用分野の理解の手助けになったことを期待します。 


