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はじめに 

 これは、東京農工大学応用生物学科の２年生向けに開講されている専門科目「発生生物学」（辻村秀

信 担当）の講義ノートです。授業中に講義内容をノートできなかった部分や、聞き取れなかった部分

を確認するために、利用して頂ければ幸いです。また、授業では時間の関係で詳しく触れられなかった

ことも、ここには含まれています。 

 学生のみなさんが、これを有効に利用して、勉強に成果をあげることを期待します。 

                                    ２０１３年４月 

                                       辻村秀信 

 

教科書 「新しい発生生物学」 木下圭・浅島誠 講談社ブルーバックス 

    「分子発生生物学」   浅島誠・駒崎伸二 共著 裳華房  

参考書 「ホメオボックス・ストーリー 形づくりの遺伝子と発生・進化」 

                    ワルター・Ｊ・ゲーリング 浅島誠監修 東大出版会 

   「ウィルト 発生生物学」赤坂甲治他訳 東京化学同人 

   「発生生物学キーノート」八杉貞雄他訳 シュプリンガー・フェアラーク 

   「Developmental Biology 8th edition」, by Scott F. Gilbert, Sinauer Associations, Inc. 

   「Principles of Devlepment 4th edition」, by Lewis Wolpert, Oxford University Press 

 

成績   試験 70(10x5+7x3)点、 レポート １６点、 出席 １4点 

レポート 「シグナル伝達系に関係するヒトの病気の１つについて、病気の症状、関係するシグナル伝

達系のしくみ、病気の原因と発症の分子的なしくみについて、小論文を書け。」 

   書式 テーマ はじめに 本論 おわりに 参考文献 の順に書く。表紙不要。 

   長さ ワープロ 縦 ４０行 横 ４５文字 ２ページ（約３６００文字） 
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第１章 はじめに  発生生物学とは何か 

  第１節 発生生物学  Developmental Biology 

    受精から生物の誕生までと、誕生以後、死ぬまでの成長過程と、生殖細胞形成 

    主要な段階 生殖細胞形成、受精、胚発生、後胚子発生、老化 

    発生生物学 他の生物学分野との関連 細胞生物学、分子生物学、進化学、遺伝学、内分泌学 

          応用分野との関連     ガン研究、クローン動物、再生医療、生殖医療、 

                       遺伝病研究と遺伝子治療 

 

  第２節 動物の胚発生の主要な段階 

    受精 卵と精子の細胞融合    ２配偶子の遺伝物質の融合、発生の開始 

    卵割 連続した急速な細胞分裂 卵細胞質の分割 割球、胞胚、卵割腔、胞胚腔 

    原腸陥入 広範な細胞の配置換え ３胚葉構造 外胚葉、内胚葉、中胚葉 

    器官形成 ３胚葉の細胞が相互作用し配置換えをして、器官の形態をつくる。細胞分化を行う。 

      外胚葉 外層で表皮と神経系をつくる 

      内胚葉 内層で消化管とその付属器官（膵臓、肝臓、唾液腺、肺、胸腺）をつくる 

      中胚葉 中層で器官（心臓、血管、腎臓、生殖腺）、結合組織（骨、筋肉、腱）、血球 

    誕生 

    （後胚子発生 変態 性成熟） 

 

  第３節 発生の主要な特徴 

    発生は生物進化の途中で、多細胞体制が生じたときの不可欠のしくみ 

      性生殖    減数分裂と受精  卵と精子  

      生殖細胞と体細胞の分離  

        生殖細胞  配偶子（精子と卵）となり次世代をつくる  生殖質（卵細胞質の一部） 

        体細胞   当代の個体の体をつくる 寿命 

      遺伝子のはたらきの調節 

        形態形成遺伝子の存在  形態形成にはたらく遺伝子はどのような遺伝子か 

        遺伝子発現の調節    遺伝子の発現はどのように調節されるのか 

      発生中の細胞の３つのはたらき 

        成長   細胞の増殖と死 

        分化   細胞多様性の出現、特殊化 

        形態形成 細胞の配列と形の変化 

        （老化  細胞の不可逆的変化） 

 

第２章 受精のしくみ 

    応用分野  生殖医療、動物育種 

  第１節 受精研究 

    受精：２つの配偶子（精子と卵）の細胞融合、新個体（接合体）の形成 

    ４つの重要事項 １．精子と卵の接触と認識 同種の認識 

          ２．卵と精子の融合 多精拒否 



          ３．卵と精子の遺伝物質の融合  核融合 

          ４．卵細胞質の賦活 発生の開始 

    その他：生殖細胞形成 

 

  第２節 配偶子の構造 

    精子 頭部、中片、尾部よりなる。 

      頭部 核 ｎ個の染色体 ＤＮＡは固く凝縮される。 

        先体胞 タンパク質分解酵素と多糖類分解酵素 

        顆粒状アクチン分子 

      中片 ミトコンドリア、中心体 

      尾部 鞭毛構造 微小管 ９＋２構造、チューブリン分子とダイニン ATPase からなる。 

      精子形成 

    卵 細胞質、核、細胞膜、卵黄膜、ゼリー層からなる 

      細胞質 卵黄タンパク質 エネルギーと材料、ヒストン 

        リボソームと tRNA タンパク質合成装置 

        mRNA 初期発生に必要なものを前もってためている 数万種類 

        形態形成因子 決定因子とも言う。細胞分化の方向を決める分子。タンパク質、mRNA 

      核 受精時は、減数分裂の前、途中、後と様々。 

      細胞膜 この下には表層顆粒 

      卵黄膜 糖タンパク質の膜。哺乳類では透明帯という。 

      ゼリー層 糖タンパク質  哺乳類では放射冠 

      卵形成 

 

  第３節 精子の誘引と先体反応 

    精子の誘引 誘引作用の証明 スライドグラス上の精子のなかに卵を１個入れると精子 

が集まる。化学走性。他種は集まらず。ほぼ種特異的。 

       ウニ Speract １０アミノ酸 Strongylocentrotus purpuratus.  

       Resact １４アミノ酸 Arbacia punctulata 

       刺胞動物、軟体動物、棘皮動物、尾索類、哺乳類 

    先体反応 卵ジェリー層に精子が達した時に起こる反応 

       ３つの変化  先体胞の破裂    タンパク質分解酵素、多糖類分解酵素を放出  

              先体突起の伸長   先体内膜の露出 

              鞭毛運動の活発化  推進力 

                 ――――＞ジェリー層の分解、卵への接近 

       しくみ   ジェリー層のコンドロイチン硫酸が先体反応を誘起する 

             精子の細胞膜をイオンが透過 Ca2+と Na+が流入、K+と H+が流出 

             細胞内 Ca2+の上昇――＞エクソサイトーシス――＞先体胞の崩壊 

             細胞内 H+の減少（pHの上昇）――＞アクチンの重合を阻害するタンパク 

                質の働きを阻害――＞アクチン繊維の形成 

              細胞内 pHの上昇――＞ダイニン ATPase の活性化 



 

  第４節 卵と精子の結合と細胞融合 

    精子は卵ジェリー中を侵入し、先体突起が卵の卵黄膜の外層に結合する  

      先体反応後の精子先端と卵黄膜の結合   種特異性が高い――種の隔離 

      Bindin 結合を介在する分子 精子の先体膜に存在する。 

        30500 ドルトンのタンパク質。不溶性。除ジェリー卵や分離した卵黄膜にくっつく。 

        Bindin による除ジェリー卵の集合の実験 

        酵素抗体法  Bindin は先体反応後はじめて精子の表面に出現する  

      Bindin のリセプターが卵黄膜上に存在する 

        競合実験 卵黄膜と除ジェリー卵は精子をめぐって競合する 

        リセプター  糖タンパク複合体 

    卵黄膜は精子の結合により分解されて、穴が開く 

 

    精子の細胞膜と卵の細胞膜の接着により、細胞膜の融合が起こる 

      膜融合タンパク質 他 インフルエンザウイルスの HAタンパク質 

                センダイウイルスのＦタンパク質 

      ウニの場合は Bindin が膜融合を引き起こす 疎水性アミノ酸の長鎖をＮ末に持つ 

      アワビでは、卵黄膜を分解する lysin が膜融合を引き起こす 

    

  第５節 哺乳類における受精 

    受精能獲得 

      体内受精 卵管が重要な役割を果たす。 

      受精能獲得  射精された精子は受精しない。卵管中の精子は受精する。 

                ――＞射精されてから卵管中で変化 

      卵管液のなかに精子を浸すと受精能が獲得される。 

      精子の細胞膜の性質の変化と考えられている。 

    先体反応 種によって異なる。放射冠の密度が種によって違うためか。 

      ウサギ 卵由来の可溶性の物質により起こる 

      マウス 精子が透明帯に結合してから起こる 放射冠が疎で分解不要のため。 

    透明帯への精子の結合 ゆるく種特異的 

      透明帯中に結合タンパクがある  マウス ８３ｋダルトンの糖タンパク質（ＺＰ３） 

         精子はこのタンパク質に結合する。また、このタンパク質は先体反応を起こす。 

      先体胞中にあった分解酵素が透明帯を分解し穴を開ける。  Acrosin とよぶ。 

      精子上のリセプターは、酵素 N-アセチルグルコサミン・ガラクトシルトランスフェラーゼ 

      抗体でこの分子を阻害すると精子は結合しなくなる。 

 

第３章 胚発生の概略 

  第１節 主要な動物の胚発生の概略 

    ウニ 動物極 植物極 

      卵割 卵割の順序が決まっている。 



         第４卵割で大きさの異なる割球ができる。中割球、大割球、小割球、胞胚腔 

      原腸陥入 第１次間充織の形成 小割球が内部にこぼれ落ちる 骨片形成 

        原腸陥入 原腸―――＞消化管 

        第２次間充織形成  筋肉・結合組織など 

        口の形成 

        ３胚葉の形成（３胚葉体制） 外胚葉、中胚葉、内胚葉 

      細胞分化  ウニ幼生 

      変態    ウニ成体 

      予定運命 その細胞が将来どの器官・組織になるかという発生運命のこと 

        ６４細胞期 an1, an2, veg1 外胚葉 

              veg2 内胚葉と中胚葉（筋肉、結合組織） 

              小割球     骨片（中胚葉） 

 

    カエル 動植物軸 背腹軸 

      受精卵  灰色三日月環 

      卵割   卵割腔 

      胞胚   胞胚腔 

      原腸陥入 灰色三日月環の位置から  ３胚葉体制 

          外胚葉  中胚葉  内胚葉 

      神経胚期 外胚葉から神経管形成    表皮、神経管、神経冠の３部分となる 

          中胚葉は     脊索、体節、側板の３部分となる 

          内胚葉は閉じて  消化管をつくる 

      カエルとイモリの予定運命図（胞胚地図） 発生運命を胚表面に描いた図 

          原腸陥入する側が将来の背側、 反対側が将来の腹側となる 

          動物極は前（口）側、 植物極は尾（肛門）側 

 

    鳥類 ニワトリ 

      受精  体内 黄身の部分 卵白と殻は産卵管を移動中につく 

      卵割  産卵管を移動中にすすむ  盤割 一部だけが割れる 

      胞胚期 産卵時 ２層 胚盤葉上層と胚盤葉下層 

           胚盤葉上層は将来の胚をつくる  胚盤葉下層は卵黄嚢など 

      原条形成期 上層が陥入し、３つの部分に分かれる。３胚葉体制 

           外胚葉、中胚葉、内胚葉 

      神経胚期  カエルと同じ体制 

      鳥類の予定運命図 

 

    哺乳類 ネズミ 

      受精 卵管膨大部 

      卵割 卵管内を子宮へ向かって移動する間 

        ８細胞期 コンパクション 細胞が密着（密着結合による）し内部環境が成立。 



        ３２細胞期 内部細胞塊 胚の体をつくる  ギャップ結合 

              栄養芽層  胎盤の絨毛膜をつくる 

      胚盤胞期  胞胚腔 内部細胞塊と栄養芽層 

        透明帯から脱出  着床  子宮壁に穴を掘り定着 

        胎盤の形成 

      原腸胚期 

        内部細胞塊が胚盤葉下層と胚盤葉上層に分かれる 

        胚盤葉下層は卵黄嚢内胚葉となる 

        胚盤葉上層は羊膜と胚上層(Embyonic epiblast)となる 

        原条形成運動 胚上層が陥入し３つに分かれる  ３胚葉体制の完成 

           外胚葉    中胚葉    内胚葉 

      神経胚期 カエルと同じ 

      ＊人工授精と試験管べービー 

  

  第２節 ３胚葉による器官形成と細胞分化 

     外胚葉 神経管 神経板から形成 脳、脊髄 

         神経冠 細胞の移動   色素細胞、感覚神経節、交感神経系、頭蓋骨 

         表皮の分化       皮膚（表皮）、乳腺、汗腺、涙腺、感覚器官 

     中胚葉 脊索 胚にだけ存在する。 

         体節 脊椎骨、背筋、真皮、体壁筋、足の筋肉 

         側板 足の骨、消化管壁の平滑筋と結合組織、心臓、血管、体腔壁、腸管膜 

         腎臓、卵巣、精巣 

     内胚葉 消化管（口腔、食道、胃、腸） 

         唾腺、肺、胸腺、甲状腺、肝臓、膵臓 

 

  第３節 成体を構成する細胞（分化した細胞）の特徴 

    分化した細胞 

      表皮の角質細胞 上皮の細胞層。細胞間結合。幹細胞の分裂。ケラチンを細胞内にためる。 

        扁平になり死ぬ。 

      結合組織の繊維（芽）細胞 細胞外にコラーゲン繊維を分泌する。分散細胞。 

      レンズ繊維細胞 クリスタリンを細胞内に蓄積。細く伸びて繊維状となり死ぬ。透明。 

      網膜の光受容細胞 光受容のための重層膜。ロドプシン。電位の発生とシナプス伝達。 

      小腸の刷子縁細胞 栄養吸収のための多数の微絨毛。 

      胃の主細胞 消化酵素の合成と分泌。分泌小胞の形成。 

    発生過程に調節される細胞の性質 

      物質の合成 タンパク質合成の特異性。 

      細胞形態 細胞骨格の働きによる。 

      膜の性質と運動 電位の発生。分泌小胞。 

      細胞の配列と細胞間結合 細胞接着タンパク質 

      細胞分裂と細胞死 



 

第４章 形態を調節する遺伝子――ホメオティック遺伝子 

  第１節 動物の形をプログラムする遺伝子 

    動物の形は受精卵の核にある遺伝子にプログラムされている 

        細胞、組織、器官、体全体の形を調節する―――＞結果的に親に似る 

        頭、眼、鼻、手、足、肝臓、神経系などとつくる遺伝子は何か？ 

    発生過程に動物を形づくる遺伝子が発現する 

        受精卵――――＞遺伝子発現―――――＞成体 

    従来の発生学は、この遺伝情報の発現の調節を研究してきた。遺伝子自身の研究はどのように 

       するのか。 

    ホメオテック遺伝子の研究 突然変異をもちいて、遺伝子自身の研究が可能。タンパク質から 

       は研究できない。 

 

  第２節 ホメオテック遺伝子のクローニング 

     ウルトラバイソラックス遺伝子とアンテナペディア遺伝子がクローニングされる。  

     １９８３年 ウルトラバイソラックス（Ubx）遺伝子  突然変異４枚はね 

           1915 年 ブリジェス      後胸が中胸に変わる 

     １９８４年 アンテナペディア(Antp)遺伝子    頭の触角が足に変化  

     1948 年 ラ・カルベス     頭部の一部が胸部に変わる 

 

     Antp 遺伝子のクローニング  ゲーリング、黒岩、ガーバー 

       染色体異常の突然変異 逆位 染色体バンド ８４Ａ   

       位置クローニング 染色体上の位置情報のみで遺伝子クローニングする。 

         染色体歩行      250kbp+220kbp 3 年半 

         逆位の切断点    電気泳動で突然変異遺伝子を区別する 50kbp 内にある。  

       cDNA ライブラリーからつる。  約 200aa  

       RNA合成部位を決める。  100kb を超える RNAが転写される 

       in situ ハイブリで、胚の胸部で発現。幼虫では胸部成虫盤と胸部神経節 

       Antp 変異では頭部の触覚複眼原基で異所発現し、頭部に足ができるのだろう？ 

         ――――＞hs-Antp をつくる。３令初期の発現で頭に足をもつハエができた。 

       hs-Antp  hsp70 遺伝子のプロモータに Antp 遺伝子を結合しハエに入れる。 

           ヒートショックで Antp 遺伝子が全身に発現。 

       Antp-/Antp-のホモクローンでは足が触角に変化する。 

 

     Ubxのクローニング  ホグネス、ベンダー、スピエール 

       90kbp を超える遺伝子  胚の後胸で発現する 

 

  第３節 ホメオボックスの発見 

     Antp 遺伝子とハイブリダイズする DNA配列がハエゲノムの中に１０個以上発見された。 

     Ubx遺伝子との間にハイブリする。 



     ホメオボックス  180bp の領域  Antp, Ubx で 75%--77%の類似性 

       類似したアミノ酸配列  60aa Ｃ末側 ホメオドメイン 

       ―――＞体節構造をつくる遺伝子で体節の特異性を決めるものに特異的か？ 

     脊椎動物その他にもある 

       コガネムシ、ミミズ、カエル、マウス、ヒト、ウニ、ウマカイチュウ 

       1995 年までに 346個がクローニングされた 

       「体の形づくりに働く遺伝子」 

       ホメオドメインのアミノ酸配列は非常によく保存されている 

 

  第４節 HOX 遺伝子複合体  染色体上での配列もよく保存されていた 

     ショウジョウバエ ２カ所にかたまってある。 ホメオティック遺伝子複合体(HOM-C) 

       アンテナペディア遺伝子複合体(ANT-C)   lab, pb, Dfd, Scr, Antp 

       バイソラックス遺伝子複合体(BX-C)      Ubx, abd-A, Abd-B 

      「同じ向きに転写される、並び順が同じで３'側が前、早く発現する」並行関係則 

     脊椎動物 １カ所にかたまってある  ４組  Hox遺伝子複合体(HOX-C) 

       これらの遺伝子は胚発生中に動物の前後軸に沿って異なるレベルで発現する 

       脊椎動物の Hox遺伝子がホメオティック遺伝子である証拠 

         Hox B4 のノックアウト  首の第２椎骨が第１椎骨になる。 

         Hox C8 のノックアウト  腹部第１の椎骨から肋骨が生える。 

         Hox B6 を hsでハエに入れると触角を足に転換する 

         ―――＞Hox遺伝子は動物に根元的な遺伝子。体の前後軸方向の特異性を決める。 

 

  第５節 HOX 遺伝子は腕の形成にも働く 

     肢芽がのびていく。中胚葉性の間充織細胞が密集して軟骨をつくる。これから骨ができる。 

     腕の各骨には発生中に異なる Hox遺伝子が発現する。 

      肢帯 Hox9、 上腕骨 Hox10、（尺骨、とう骨）Hox11、掌骨 Hox12、指骨 Hox13 

     HoxA11, HoxD11 のダブルノックアウトで尺骨、とう骨が欠ける 

     HoxA13, HoxD13 のダブルノックアウトで指骨が欠ける 

 

 

第５章 マスター制御遺伝子と発生 

     応用分野 遺伝病、遺伝子治療、再生医療 

  第１節 転写因子とマスター（制御）遺伝子 

    ホメオテック遺伝子は転写因子である。分子機能。 

        転写因子 DNA の特異的配列に結合し多数の遺伝子の発現の調節をするタンパク質 

    遺伝子の機能的単位と遺伝子発現の調節のしくみ 

       転写領域（遺伝子） コード領域 プロモータ ターミネータ エンハンサー 

       エンハンサーには遺伝子発現の場所、時期、量に関する情報がのっている。 

       エンハンサーに特異的な転写調節因子が結合し、基本的転写因子と RNAポリメラーゼに 

       より転写が行われる。 



    ホメオティック遺伝子のホメオドメインは転写因子の機能を担う。 

    ホメオドメイン部の３つのへリックス構造  DNA結合部位と転写活性化作用をもつ 

    その他の転写因子の構造  ロイシンジッパー、 ｂＨＬＨ、 Ｚｎフィンガー など 

 

    ホメオティック遺伝子は特定の体節をつくる。Antp 中胸  Ubx 後胸 

      転写因子のカスケードにより多数の遺伝子発現を調節し、形態がつくられる。 

     ――＞頭、眼、鼻、手、足、肝臓、神経系など特定の形態や組織をつくる遺伝子が存在し、 

    遺伝子発現の連鎖反応の上位に立ち多数の遺伝発現を調節することにより動物の特定の形態 

や組織を形づくる―――「マスター遺伝子仮説」 

 

  第２節 eyeless 遺伝子 眼形成のマスター遺伝子 

    ハエの eyeless 変異の原因遺伝子  ホメオドメインとペアードドメインをもつ 

       突然変異で遺伝子が壊れると 眼なしのハエ 

       正常発生では眼の原基で発現する 突然変異では発現がない 

    この配列が脊椎動物のマウス、ヒトの Pax６遺伝子とほとんど同じ 

       Pax6 遺伝子 マウスの小眼変異、ヒトの無虹彩症の原因遺伝子 

         マウスとヒトの遺伝子のアミノ酸配列は完全に一致  保存性が高い 

       眼の発生では、眼杯、網膜、レンズ、角膜、鼻で発現 

    進化的に初期にでき、保存性が高い――＞眼の発生の根本に関わる、すなわち、眼の発生のカ 

       スケードの上位――＞眼の発生のマスター制御遺伝子か 

    ハエの翅、脚で異所発現を行う。そこに小さな複眼ができた。マウスの遺伝子でも、ハエに眼 

      をつくることができた。 

    イカ、プラナリア、カタツムリ、カエル、他に存在。 

    カエルで２細胞期に mRNA を注射し、異所発現させると頭部の他の位置に眼ができた。 

    プラナリアの再生で、dsRNA を与えると眼の再生が阻害された。 

    「eyeless (Pax6)は眼の形成のマスター制御遺伝子で、動物進化の初期にできた遺伝子」 

 

  第３節 MyoD 遺伝子 bHLH  筋肉形成のマスター遺伝子 

    繊維様細胞 C3H10T1/2 細胞  培養条件により 脂肪、筋肉、軟骨に分化可能 

     筋肉に分化中の細胞（筋芽細胞）から mRNAの cDNA をとる。これをウィルスベクターに 

     組み込んで、繊維様細胞にトランスフェクトすると、筋肉へ分化。有効遺伝子 MyoD 遺伝子 

     繊維芽細胞、脂肪細胞の cDNA からでは、起こらない。筋芽細胞特異的 mRNA をつくる遺伝子。 

    この遺伝子は、色素細胞、神経細胞、脂肪、繊維細胞、肝細胞から、筋肉芽細胞を分化させる。 

    転写因子 DNA結合能をもつ bHLH 型 

     体節分化の過程で、腹側の筋肉、手足の筋肉に分化する部位で発現。 

    筋肉分化の過程で発現するクレアチンキナーゼ、アセチルコリンリセプターの転写を調節する。 

    自己活性化する。分化の安定性。 

    MyoD ファミリー MyoD , myogenin, Myf5, FRF4,  

 

  第４節 Pit-1 遺伝子  POU ドメイン転写因子 脳下垂体前葉の脳ホルモン分泌細胞 



    成長ホルモン遺伝子の転写調節因子として発見される。試験管内実験。 

    脳下垂体の発生初期から発現する。成長ホルモン産生細胞、プロラクチン産生細胞、 

    甲状腺ホルモン刺激ホルモン産生細胞で発現。 

    この遺伝子の突然変異体は小人症。脳下垂体前葉で、成長ホルモン、プロラクチン、 

    甲状腺刺激ホルモン産生細胞を欠く。 

 

  第５節 ショウジョウバエでは多数の遺伝子が見つかっている。 

     グリアセルミッシング(gcm)遺伝子    グリア細胞の分化に働く 

     ベスティジアル(vg)遺伝子        翅の分化に働く 

     ディスタルレス(dll)遺伝子        脚の分化に働く 

     カット(cut)遺伝子           感覚毛の分化に働く 

     ティンマン（tinman)          心臓と血管（マウス、カエルの心臓 

 

 

第６章 核移植とクローン動物 

     応用分野 クローン動物、（再生医療） 

  第１節 遺伝と発生に関するワイズマンの仮説 

     遺伝 親から子に子の性質を決める遺伝子が生殖細胞を通じて伝わる。 

        体の形は遺伝する。―――＞受精卵には体の形をつくる遺伝情報が含まれる。 

     発生 受精卵にある遺伝情報にもとづいて体が形成される。どんなしくみか。 

     ワイズマンの２つの仮説 

      遺伝子の不等分配の仮説 体の各部分をつくる遺伝情報は、発生の過程で細胞の不等分裂 

     を通じて各細胞に分配され、それが働き体の各部分をつくる。したがって、各細胞はその細 

     胞に必要な一部の遺伝情報しか含まない。生殖細胞のみ、親から受け継いだすべての遺伝情 

     報を持つ。 

      遺伝子発現の差の仮説 親から受け継いだ遺伝情報はすべての細胞に等しく受け継がれ 

     る。各細胞では遺伝情報の一部のみが発現し体の各部がつくられる。遺伝情報の発現の調節 

     は、細胞質や細胞外からの影響により行われる。 

 

  第２節 カエルを用いた核移植実験 

      核移植実験 上の発生と遺伝子に関する２つの仮説のどちらが正しいかを決める実験と 

     して企画された。受精卵の核を取り除き、これに様々な細胞の核を移植する。この細胞がそ 

     の後どのように発生するのかを調べる。もし、正常な個体に発生すれば移植核には体をつく 

     るために必要なすべての遺伝子がそろっていたと言える。発生が異常となれば核に不可逆的 

     な変化が起きたことを意味し、遺伝子が発生の途上で失われた可能性がある。 

      核の発生支持能力 卵細胞に移植された時、どこまで発生を正常にすすめることができる 

     のか、その程度を示す核の性質 核の不可逆的変化を調べることができる。 

 

    1950 年代 Briggs & King Rana pipiens (ヒョウガエル) 

      卵母細胞をガラス針で刺して賦活し、成熟分裂を完了させる。この時に細胞膜に穴を開け 



     紡錘体と染色体を流出させる。移植核を細胞からガラス管で吸い取り、移植する。 

      結果 胞胚の核は完全なオタマジャクシまで発生した(80%)。カエルにまで発生するもの 

     有り。それ以後は、急速に発生支持能力は減少。尾芽期胚の体細胞からはオタマジャクシま 

     で発生するものなし。尾芽期の始原生殖細胞の核は 40%が発生。 

      結論 体細胞は発生の過程で発生支持能力を失う。分化した細胞の核は発生支持能力なし。 

         ――＞発生の途上で遺伝子が変化した可能性が高い。 

        ＊初めてのクローン動物 胞胚からとった核の移植によりクローンカエルが誕生 

 

    1975 年 Gurdon Xenopus laevis (アフリカツメガエル) 

      卵母細胞の核を紫外線で殺す。移植核は核小体１個の変異体カエルを用いる。細胞を個々 

     に区別できる。 

      結果 発生支持能力の低下はゆっくりとなる。尾芽期胚で、50%が持つ。オタマジャクシ 

     の腸から採った核は 20%が発生支持能力を持つ。２個の胚から採った核から発生した７匹の 

     オタマジャクシは変態してカエルとなり生殖能力を持った。本格的なクローン動物。 

      結論――＞発生により核の発生支持能力は低下するので、核の性質の変化は発生中にある。 

     しかし、分化した細胞には完全な発生支持能力を持つものがあり、遺伝情報の選択的除去が 

     細胞分化や発生の原因とは考えられない。 

      批判 始原生殖細胞が含まれていないか。オタマジャクシの腸はそれほど分化していない。 

 

     成体の表皮細胞 培養 この核を移植  神経管形成までしか発生しない。連続移植でオ 

        タマジャクシまで発生。しかし、エサを捕るまでに死ぬ。 

     成体の赤血球核 オタマジャクシにまで発生。 

     ――＞オタマジャクシのすべての器官をつくることができる。 

     ――＞発生過程で遺伝子の欠失はない。「遺伝子の発現の違い」が細胞分化の原因で発生過 

       程は遺伝子発現の調節過程である。遺伝子発現調節のしくみの研究が課題となる。 

 

  第３節 哺乳類における核移植実験 

     クローン動物は、有用動物の生産に利用できる。遺伝子組成が同じすぐれた動物を生産でき 

       る。哺乳動物を用いたクローン動物作りの研究が始まる。 

     ヒツジ 1986 年 ８細胞期胚の核から完全なヒツジの子が誕生。３頭のクローンヒツジ。 

     牛、豚、ウサギ(1987-89) 着床前の胚の核から完全な子を誕生させた。 

     ヒツジ、牛 胚盤胞期の内部細胞塊の培養細胞の核から子羊を誕生 

 

     ヒツジ「ドリー」 1997 年 Ian Wilmut 

       分化した乳腺細胞の核から子羊を誕生させた。１頭。子を産むこともできた。 

       ６歳の雌羊。妊娠中。乳腺を取り出し、培養。培養液は G1期にそろうような条件（貧 

       栄養）。別の系統の羊の卵母細胞（減数分裂第２分裂中期）を取り出し、正常で受精す 

       る時期に除核。卵母細胞と培養細胞をくっつけて電気パルスにより細胞融合をおこす。 

       ――＞初めて分化した成体の細胞核が完全な発生支持能力を持つことを証明。分化した 

       細胞は個体をつくるための完全な遺伝子セットを保持している。 



       分化した成体の細胞からのクローンなので、遺伝形質の明らかな個体からクローン動物 

       をつくることができる。――＞畜産、医療上重要な意義がある。優良動物のクローン。 

       遺伝子組み換え動物の作製。臓器移植用のクローン細胞の作製。クローン人間の危険。 

 

     その後 牛、マウス、ネコなどで成功。 

 

  第４節 クローン動物の応用と法的規制 

     クローン動物の作製 哺乳類一般に可能となりつつある。 

     利用目的 

        有用動物のクローン 牛、馬、ペット 

        遺伝子組み換え動物の作製 培養細胞中で遺伝子組み換えし、この核を移植する。 

          遺伝子組み換え動物の繁殖につかう。 

        臓器移植用のクローン細胞、組織、器官の作製 免疫の拒否反応を回避できる。 

     現在の問題点 １．成熟後 衰弱・虚弱な個体となる。 

       ２．表現型が親と異なる場合がある。遺伝子だけでは決まらない形質がある。 

         ネコの模様。ヒツジの気質。 

     ――＞ゲノム刷り込み ＤＮＡのメチル化による不活性化 これの調節が重要課題。 

         エピジェネティックな変化の調節が課題。 

        テロメアの変化 クローン動物の寿命 

       ＊クローン動物の食品としての安全性 

    

     クローン人間の法的規制   生命倫理 

       クローン人間の作製の法的禁止 クローン人間禁止国際条約をめぐる動き 

       ヒトクローン胚の研究を含む全面的禁止か、クローン人間の禁止か 

       日本 ヒトクローン胚を子宮に移す行為 懲役１０年または罰金１０００万円 

          ヒトクローン胚の研究 意見の対立 

          ヒトクローン胚につながる研究 厳重な管理の元にある。 

 

 

第７章 モザイク卵と決定因子 

  第１節 決定因子と細胞分化の調節 

    細胞分化がどのようにして起こるか 卵細胞質に原因がある   

    仮説――受精卵の細胞質に体の各部に細胞を分化させる因子が局在し、この因子が遺伝子発現 

       を調節することにより細胞分化が起こる。 

    決定因子（determinant） 卵細胞質に局在し、卵割によりその細胞質を含むことになった細 

     胞の発生運命を調節する因子。直接あるいは間接的に核に働きかけて遺伝子発現の調節 

     を行う。 

    タンパク質、mRNA   転写因子、転写因子の活性調節因子、mRNA の活性調節や分解 

 

  第２節 ホヤ胚における卵細胞質の特異化 



    ホヤ 脊索動物門 尾索類 脊索を持つが脊椎を持たない。幼生はオタマジャクシ様。脊索が 

       体を支える。成体は固着生活をおくる。 

    モザイク卵 卵細胞質が色の違ういくつかの領域からできている。卵割によりこれら細胞質は 

       異なる細胞に分配され、ことなる発生運命をたどる。細胞質の色の違いと発生運命の違 

       いが一致する。 

           黄色：筋肉、灰色：脊索と神経、透明：表皮、卵黄：腸 

       ――＞細胞質の違いが細胞分化を調節しているのではないか？ 

    胚の分割実験 

      左右に分割すると、半胚に発生する。脊索、体節の数が半分となる。眼と平衡器の数 

      は約半数となる。 

    割球の分離実験 

       ８細胞期に同じ発生運命を持つ２個ずつの割球に分けて発生させる。分離した割球は予 

      定運命どおりに分化する。黄色は筋肉、透明は表皮、卵黄は消化管、灰色は脊索。神経組 

      織だけが分化しない。 

        ―――＞各部位の細胞質には細胞の発生を決める異なる因子が含まれている。 

       このような卵をモザイク卵という。割球に分離して発生させた時、予定運命と一致した 

      発生を行うような卵。卵細胞質の各部の発生運命が最初から決まっている。 

       例外：神経組織は、背側動物極の細胞と背側植物極の細胞を組み合わせた時初めて分化。 

        神経は異なる部位の細胞の相互作用により分化する。 

    黄色細胞質の移動実験 

       ８細胞期への卵割時にガラス針で黄色細胞質を動物極側の割球に押し込む。この割球を 

      分離し発生させる。動物極側の細胞から筋肉が分化。 

       ８細胞期の黄色細胞質を背側にガラス管で移植し、分離発生させる。背側割球から筋肉 

      が分化。 

       ――＞黄色細胞質は筋肉決定因子を含む。 

    （結論） 卵細胞質に異なる様々な決定因子が局在し、細胞分化が起こる。 

 

    決定因子の作用のしくみ 

       アセチルコリンエステラーゼ 筋肉に特異的に存在する。神経筋の伝達作用に働く。こ 

      の遺伝子は、どのようにして発現調節されるのか。mRNA の量を発生を追って測定。 

      mRNA を抽出しカエルの卵母細胞に注射しタンパク合成させ、コリンエステラーゼの活 

      性を測る。結果：この酵素の mRNA は受精卵には存在せず、発生中の筋肉分化の直前に 

      合成される。 

       アクチノマイシンＤ（RNA合成阻害剤）中で発生させても筋肉は分化しない。 

      （結論）黄色細胞質は、遺伝子の転写過程を調節し、筋肉分化を引き起こす。 

 

  第３節 軟体動物と袋形動物 

    ツノガイ(Ilyanassa obsoleta) 極葉が卵割過程で割球の１つにでき、植物極側細胞質が１つ 

の細胞（Ｄ細胞）に必ず分配される。卵割初期の極葉除去、または、Ｄ細胞除去で中胚葉が形 



成されない。――＞中胚葉決定因子が極葉にある。 

 

     ウマカイチュウ(A.megalocephala) 染色体が２本。植物極側の１割球以外では卵割時に染 

    色体の分割と削減が起こる。植物極の割球では起こらず。１６細胞期では完全な染色体を持つ 

    １個が生殖細胞に、他が体細胞に分化する。 

     第１卵割の直前に遠心により分裂軸を移動させても、植物極細胞質を含む細胞では染色体削 

    減が起こらない。――＞植物極細胞質に生殖細胞決定因子（生殖質）がある。 

 

  第４節 ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の生殖質 

     ショウジョウバエの初期発生 

      卵黄内核分裂期 細胞質分割しない 多核細胞となる。 

      胞胚期 多核性胚盤葉。核が周辺に移動。細胞質分割し、細胞ができ、細胞性胚盤葉。 

      この後、原腸陥入が起こる。 

 

     極細胞の形成 

      受精卵 後極に極顆粒を含む細胞質がある。極細胞質。 

      多核性胞胚の後期 後極の核が周辺に移動し、最初に大きな細胞をつくる。極細胞。極顆 

        粒を含む。最初５個。後に４０個に増える。 

      極細胞は、その後の発生で生殖巣に移動し、生殖細胞に分化する。始原生殖細胞。 

      ――＞極顆粒（極細胞質）が生殖細胞決定因子（生殖質）ではないか？ 

 

     受精卵の後極を紫外線照射すると、極細胞が形成されない。生殖細胞を持たない不妊のハエ 

      となる。これに、正常卵の極細胞質を移植すると極細胞形成と生殖細胞形成が回復する。 

      他の部位の細胞質ではだめ。極細胞質を他の部位に移植しても生殖細胞となる。 

      ――＞極細胞質には生殖細胞決定因子（生殖質）が存在する。 

 

     卵細胞からの抽出物で紫外線照射卵に極細胞形成を誘導するものを探す。 

      ミドコンドリアの large rRNA。これは極細胞形成のみを回復。生殖細胞形成には他の因 

      子が必要。 

 

     現在の知見 

       後極に oskar mRNA が運ばれる。ここでタンパク質に翻訳される。これに Vasa タン 

      パク質, Tudor タンパク質、nanos mRNA、ミトコンドリア large rRNA がくっつき、極 

      顆粒となる。 

       oskar mRNA に bicoid mRNA の３'配列をつけると前極に局在する。この時、極細 

      胞は前極にもできる。 

 

 

第８章 ショウジョウバエの胚発生－母性因子の分子遺伝学 

  第１節 決定因子の本格的な探索 



    ショウジョウバエ卵 前後軸 背腹軸   卵の形態、胞胚地図、幼虫形態の一致 

    軸（極性）形成に関与する決定因子の探索。決定因子は、母親の卵巣中で卵形成の過程で母親 

     の遺伝子によりつくられ卵細胞に持ち込まれる。あるいは、卵母細胞自身が合成する。母親 

     から受け継ぐ因子で、受精後の接合体が合成するものではない。母性因子ともいう。 

     野生型卵の前極に穴を開け細胞質を少量捨てると頭胸部の欠けた胚が発生する。 

        ――＞前方構造決定因子が前極細胞質にある？ 

    遺伝学的方法による探索。母性因子をこわす突然変異を探す。――＞母性効果遺伝子 

    母性効果遺伝子 母親の遺伝子型が子の発生に影響する（表現型として現れる） 

     変異遺伝子についてホモの遺伝子型の母親が生む卵が発生異常を示し、前後軸や背腹軸につ 

     いて異常となる。 

    突然変異系統の樹立 突然変異誘起剤を飲ませた雄と正常雌を交尾させ、ここから生まれる子 

     の染色体をもつ突然変異系統を多数確立する。この中から、雌親と野生型の雄を交尾させた 

     時に生まれる子の身体に異常が現れるものを探す。 

    結果 ショウジョウバエは３種類の決定因子をもつ。生殖質、前後軸、背腹軸 

 

  第２節 前後軸形成に関する決定因子（母性因子） 

    ３種類の決定因子により前後軸は確立する。 

      前方構造決定遺伝子、後方構造決定遺伝子、両端構造決定遺伝子 

 

    前方構造決定遺伝子 bicoid 遺伝子 

      bicoid 変異のホモの母親が生む卵（bicoid-卵）では、頭胸部が欠けた胚が発生。 

       これに野生型の前極の細胞質を移植すると回復する。――＞決定因子の証明 

      bicoid mRNA は卵前極部に局在。受精後翻訳がはじまり、Bicoid タンパク質は前極から 

       後方への濃度勾配をつくる。 

      bicoid-胚の前極に mRNA をうつと回復する。 

      bicoid-胚の中央に mRNA をうつとそこに頭部ができ、両脇に胸部ができる。 

        ――＞高濃度で頭部。低濃度で胸部ができる。 

      野生型の後極に mRNA をうつと双頭の胚となる。 

      Bicoid タンパク質の機能 頭部形成遺伝子の転写活性化と尾部形成遺伝子の翻訳抑制。 

 

    後方構造決定遺伝子 nanos 遺伝子 

      nanos-胚は、腹部の欠けた胚に発生する。 

      nanos mRNA は後極に局在。受精とともに翻訳が始まり、Nanos タンパク質は後極から 

       前方への濃度勾配をつくる。 

      遺伝子工学的に nanos mRNA を前極にも局在するようにすると、双腹胚が形成される。 

      Nanos タンパク質の機能 頭部形成遺伝子の翻訳抑制。 

 

    両端構造形成遺伝子 torso 遺伝子 

      torso-胚は、両端の欠けた胚となる。口や肛門がない。頭部、胸部、腹部で一杯となる。 

      torso mRNA は胚全体に分布。受精後翻訳され、タンパク質は卵細胞膜全体に分布。 



      分子機能はリセプターチロシンキナーゼ。――＞シグナル伝達系のリセプター？ 

      リガンドは torso-like タンパク質は後極の卵殻に局在する。 

      RAS/MAPK シグナル伝達系がはたらく 後極シグナルが細胞内に伝わり遺伝子発現を 

      調節。 

 

 

第９章 調節卵と母性因子 

  第１節 調節卵 

     割球を分割すると発生運命が予定運命とは異なる経過をとる卵。すなわち、発生初期に卵細 

    胞質の発生運命が決まっていない卵。 

     割球間の相互作用や外部からの影響により割球の発生運命が決まる。相互作用や外部からの 

    影響が核の遺伝子発現を調節する。――＞シグナル伝達系？ 

     ２つの方法。指令による分化、競合による分化。 

 

  第２節 ウニ卵 

    ドリーシュ ２細胞期 ２つに分割（Ca2+ free 海水）――＞２個の完全な胚 

          ４細胞期 ４つに分割        ――＞４個の完全な胚 

     「初期割球は分化能が予定運命より大きい。完全な胚をつくる細胞を全能性を持つという。」 

     「細胞間の相互作用により分化能が限定されて、１個の胚が発生する。」 

  

    ヘルスタディウス  

       ８細胞期に２つに分割  経線方向に分割――＞小さいが完全な胚 

                   赤道方向に分割――＞動物極側 繊毛胞胚 

                             植物極側 大きな腸を持つ異常胚 

       １細胞期（受精前）に卵を分割 これを受精させる 同じ結果 

     「動植物方向には卵細胞質は不均一性がある。モザイク的。」 

 

       １６細胞期 小割球を分離――＞試験管内で骨形成（中胚葉） 

       ３２細胞期 １６細胞期の小割球を移植する――＞２つの原腸陥入。 

     「植物極側細胞質に中胚葉分化と原腸陥入を起こす因子がある。」 

 

    分子機構 

      ２つの分子 β カテニン 転写因子 

             ＊DNA の特定の配列に結合し、遺伝子の転写を調節するタンパク質 

          GSK-3β グリコーゲンシンターゼキナーゼ 

             βカテニンをリン酸化し分解させる。 

      発生中、胚の中でβ－カテニンは植物極側の核に蓄積する。 

         βカテニン活性化型 mRNA の注射――＞胚の植物極化（中・内胚葉の肥大） 

         カドヘリン（βカテニンに結合し、核への移行を阻害する）の mRNA 注射 

              ――＞中胚葉と内胚葉の分化が阻害。 



         「β カテニンが植物極側に局在し、植物極化（中胚葉、内胚葉）する。」 

      GSK-3β m-RNA 注射による過剰発現――＞中胚葉、内胚葉の分化の阻害。 

         ドミナントネガティブ型の注射による発現――＞植物極化胚 

         「動物極側では GSK-3β によるβ カテニンの分解が起こっている。」 

 

  第３節 イモリ・カエル卵 

    イモリ 受精卵 灰色三日月により背側（原腸陥入側）を区別できる。 

            精子の侵入位置の反対側に灰色三日月は受精後できる。 

        ２細胞期 左右に分離 ――＞２つの完全な胚 

             背腹に分離 ――＞背側は完全な胚、腹側は未分化な細胞塊 

       「灰色三日月に背側をつくる何かがある？」 

    カエル Xenopus laevis 分子機構 

       胞胚期における自律的分化能 細胞塊を外植し発生させる－＞２軸の存在 

         動植物軸 動物極側  表皮 

              赤道域   脊索、体節、間充織、血球 

              植物極側  消化管 

         背腹軸  赤道域（帯域）背側 脊索、体節 

              赤道域（帯域）腹側 間充織、血球 

       動植物軸 未受精卵にすでにある。 

         VegT 転写因子と Vg1シグナル分子（TGF-β） 

         これら２つの mRNA が植物極側表層細胞質に局在 

         VegT・アンチセンス RNAの注射――＞動物極化する。内胚葉ができず。 

               動物極側 表皮・神経――＞表皮 

               赤道域  中胚葉・神経――＞表皮・神経 

               植物極側 内胚葉――＞表皮・中胚葉・神経 

           「VegT mRNA は植物極化因子」 

       背腹軸 

         βカテニン 転写因子 

         GSK-3（ｸﾞリコーゲンシンターゼキナーゼ） β－カテニンの分解 

         Dsh(ジシェブルド) GSK-3 の阻害 

         βカテニン 

           分布 卵割初期  mRNA は全体にある。 

              中期卵割期 タンパク質は背側の核中に濃くなる。 

              後期卵割期 ニューコープセンターの核に集中する。 

           βカテニン・アンチセンス RNA注射  背側構造が欠ける 

           βカテニン mRNA を腹側に注射    第２の背側構造をつくる 

           「β カテニンは背側構造をつくる転写因子」 

         GSK-3 

           活性型 GSK-3 mRNA を背側にうつと背側ができず。 

           ドミナントネガティブ GSK-3 mRNA を腹側にうつと第２の軸をつくる。 



           「GSK-3 は背側化を抑制する」 

         受精卵の植物極表層に Dshが存在する。受精時の表層細胞質の回転で背側に移動。 

         背側で、GSK-3 を抑制する。背側ではβ カテニンが核にはいり、背側化が起こる。  

         腹側では GSK-3 がβ カテニンを分解し、腹側となる。 

 

  第４節 哺乳類卵 

     マウス ４－８細胞期の２つの胚を融合させて胚盤葉まで発生させて、子宮に移植。 

         キメラの子  「アロフェニックマウス」 

       「哺乳類は調節卵？」 

     ヒツジ ２細胞期に分割 卵管中で胚盤葉まで発生させて、子宮に移植  双子の子 

     牛   ８細胞期に ２個ずつに分割 同上  ３つ子 １頭流産 

     牛   胚盤胞を２分割 内部細胞塊を含む場合は子となる 

                 含まない場合は無心無形体 

       「哺乳類は胚盤胞期までは調節的 内部細胞塊が重要」 

     ヒト 一卵性双生児 0.25% 

       この内 33% 完全に分離した絨毛膜   栄養芽層形成までに分離 

        67% 同一の絨毛膜 分離した羊膜  羊膜形成までに分離 

        ごく少数 同一の絨毛膜 同一の羊膜 羊膜形成後に分離 

 

     奇形がん腫 テラトカルシノーマ 卵巣と精巣に発生 

        腹腔への移植で継代移植できる。皮下移植で分化する。毛、神経、骨、筋肉、消化管。 

        発生途上で分化せずに残った細胞ではないか？ 

        培養細胞 EＣ細胞  これを胚盤胞に移植――＞正常なキメラマウスが誕生 

          ほとんどの細胞種に分化－－多分化能をもつ 

     胚性幹細胞 ES細胞 

        胚盤胞の培養 内部細胞塊の細胞のみが増殖 株細胞となる。 

        腹腔移植で継代、がん化（奇形癌腫）。皮下移植で分化。 

        胚盤胞移植でキメラマウスができる。このマウスを交尾させて子をとると ES細胞由 

        来のマウスができる。染色体の半数が ES細胞の染色体。 

       「内部細胞塊の細胞は完全な分化全能性を持つ」 

     ES細胞の利用 

        １．遺伝子組み換え動物の作製 ES細胞に遺伝子組み換えを行いこれから組み換え 

          遺伝子を持つ個体をつくる。遺伝子導入動物 

遺伝子ノックアウト動物 ネオマイシン耐性遺伝子を相同組換えで挿入する。 

        ２．再生医療 細胞を試験管の中でさまざまな組織に分化させこれを医療に使う。 

          クローン胚から ES細胞をつくり、これを用いる。 

          試験管中での細胞分化の研究 シグナル分子・誘導物質など 

 

 

第１０章 誘導－形成体の発見 



    外部（他の細胞）からの影響で細胞の発生運命が変更される 

         Ａ――――――――――＞ＡＡ 

         Ａ＋誘導 ――――――＞ＢＢ 

    シグナル伝達系  シグナル分子（リガンド）、リセプター、細胞内情報伝達系、転写因子 

    応用分野 再生医療、遺伝病・遺伝子治療 

  第１節 神経誘導の発見 第１次胚誘導 

    イモリ H.Spemann  予定表皮と予定神経の交換移植実験 

       初期嚢胚では分化の方向が決定していない。 

          予定神経域に移植された予定表皮から神経が発生する。 

          予定表皮域に移植された予定神経から表皮が発生する。 

              「場所依存的分化」 

       後期嚢胚では分化の方向は決定している。 

          予定神経域に移植された予定表皮は表皮に分化する。 

          予定表皮域に移植された予定神経は神経に分化する。 

              「自律的分化」 

       ――＞原腸陥入の過程で、分化の方向が決まる。  「決定」という。 

    イモリ H.spemann & H.Mangold ２種のイモリを用いた移植実験 

       初期嚢胚 原口上唇部の組織だけは、自律的に分化する、特別な性質をもつ。 

         移植により 新しい原腸陥入が起こる。脊索や体節に分化。宿主の細胞も加わり、 

         もう１つの胚、２次胚をつくる。 

         ――＞この部分を形成体（organaizer）と呼ぶ。 

         鳥類では原条の先端部 ヘンゼン結節 

    イモリ、カエル 形成体の正常発生における役割 

       正常発生では、形成体は原腸陥入により予定神経域を裏打ちする。 

          予定神経の分化に形成体が関係するか。 

       外腸胚 初期嚢胚を、卵黄膜を除去してホールトフレーター液または LiCl 中に浸すと 

          原腸陥入せず、外に伸びる。神経組織が分化せず。 

       ――＞神経組織は形成体（脊索中胚葉）の裏打ちによって初めてできる。 

         「誘導」と呼ぶ。ある組織の発生運命が他の組織からの影響により決定されること。 

         神経誘導、第１次誘導と呼ばれる。 

       培養による証明 

         サンドイッチ培養により、神経組織が予定表皮から分化する。 

         モデル Ａ――＞ＡＡ   Ａ＋誘導――＞ＢＢ 

    神経誘導の部域性 

      神経系の部域差 前脳（鼻、眼）、後脳（耳）、脊髄のパターンは中胚葉の部域特異的誘 

      導による。 

 

第１１章 誘導の分子機構とシグナル伝達系 

  第１節 シグナル伝達系  

    細胞の外から来る情報に反応して細胞の状態を変化させるためのシステム 



       リガンド（シグナル分子） リセプター膜タンパク質  細胞内情報伝達系 

         転写因子――＞遺伝子発現、抑制 

         細胞骨格の調節――＞細胞形態の変化 

    細胞は様々なシグナル伝達系を持つ（代表的なもの 全て覚えること） 

                          リガンド      リセプター 

    １．RAS/MAPK シグナル伝達系  FGF, EGF     リセプターチロシンキナーゼ 

    ２．TGF-β シグナル伝達系     BMP-4, dpp    type1 リセプター,type2 リセプター 

    ３．hedgehog シグナル伝達系    hh, shh       patched 

    ４．Wntシグナル伝達系        Wnt, wingless   frizzled 

    ５．Notch シグナル伝達系      Delta        Notch 

 

  第２節 中胚葉誘導の発見と分子機構 （誘導はシグナル伝達である） 

    胞胚期の自律分化能  中胚葉が外胚葉と内胚葉の中間にある。 

    卵割期 予定外胚葉（アニマルキャップ）＋予定内胚葉 

             ――＞予定外胚葉から中胚葉（脊索、筋肉）ができる。 

                内胚葉と外胚葉（神経、表皮）の他に。 

      「中胚葉は外胚葉から内胚葉の誘導によってできる」＝中胚葉誘導 

    内胚葉には誘導能力で部域差。 

背側内胚葉が脊索、体節を誘導する。「ニューコープセンター」 

腹側内胚葉が血球、間充織を誘導する。 

    予定中胚葉は発生中に誘導により形成される  

      予定脊索域を３分割して自律分化能を調べると、初期嚢胚では動物極側は脊索への自律分 

      化能をもたず。後期嚢胚では持つ。背側内胚葉が誘導する。 

 

    中胚葉誘導物質は何か  アニマルキャップアッセイ 中胚葉分化を起こす因子を探す。 

      アクチビン ヒトの培養細胞から分離される。 

        高濃度(50-100ng/ml) 脊索、筋肉     中濃度(5-10ng/ml) 筋肉 

        低濃度(0.3-1ng/ml) 血球、間充織     なし  表皮 

      濃度により異なる組織を誘導する。中胚葉の背側から腹側への自律分化能に一致 

      多くの中胚葉誘導物質中に含まれる。アフリカツメガエル胚にも含まれる。 

      ＊アクチビン 卵巣でつくられる濾胞刺激ホルモン分泌促進タンパク質 25ｋダルトン 

        としてすでに知られていた。 

 

    アクチビンは中胚葉誘導物質か？ 

      肯定的証拠    アクチビンは TGF-β シグナル伝達系に属する 

         １．リセプターの阻害で中胚葉誘導が阻害される。 

          ドミナントネガティブ（ＤＮ）type2 リセプターの mRNA を２細胞期に注射 

            中胚葉（脊索など）が分化しない。原腸陥入せず。 

        ２．大量の正常 type2 リセプターの mRNA を注射  ２次胚が出来る 

        ３．smad を卵に注射するとアニマルキャップだけで中胚葉形成する。 



      否定的証拠 

         ４．アクチビン mRNA の転写は胞胚後期から 中胚葉誘導には遅すぎる。 

        ５．背腹の濃度勾配がない。卵割期では卵黄タンパクに一様に存在。 

          ――＞アクチビンではないが他の TGF-β ファミリーの分子が中胚葉誘導物質 

  

    現在の知見 

      誘導物質 ノーダルリレイテッド（Xnr）（TGF-βファミリーのメンバー）だろう。 

        １．背腹に濃度勾配で合成される。濃度により異なる中胚葉組織を誘導する。 

        ２．卵割期に合成される。 

        ３．VegT とβ－カテニンにより合成が調節される。この２つが重なるところで多い。 

      標的遺伝子（予定中胚葉で合成される転写因子とシグナル分子） 

        中胚葉全体   ブラキュリー             転写因子 

        背側中胚葉   グースコイド、Ｘリム－１、Ｘノット  転写因子 

                ノギン、コーディン、フォリスタチン  シグナル分子 

        腹側中胚葉   BMP-4, XWnt-8             シグナル分子 

 

  第３節 神経誘導の分子機構 

外胚葉細胞だけを分散培養  ――＞神経分化する 

中胚葉で発現するシグナル分子 

        全体  BMP-4             外胚葉細胞を表皮化する 

        背側  ノギン、コーディン、フォリスタチン   BMP-4 を阻害する 

      

 

     神経誘導のしくみ   

         外胚葉細胞―――――――――――＞神経(neurogenin 発現) 

         外胚葉細胞 ＋ BMP-4 ―――――＞表皮（LEF1 発現） 

         外胚葉細胞 ＋ BMP-4 ＋ ノギン、コーディン、フォリスタチン――＞神経 

     「神経誘導は、表皮誘導因子である BMP-4 を阻害することにより、外胚葉を自律的に神経 

      に分化させるしくみ」 

 

  第４節 様々な誘導とシグナル分子 

    １．足の誘導  間充織からでる物質で肢芽形成 

肢芽の間充織の移植で新しい肢ができる 

        FGF-10 強制発現細胞の移植で２次肢ができる。 「だ足」 

           Ras/MAPK シグナル伝達系 

    ２．足の指パターン ZPA からでる物質の濃度勾配によりパターン形成 

         ZPA 移植で鏡像複製が起こる。 

        shh 強制発現細胞の移植は、同じ効果。 

           hedgehog シグナル伝達系 

    ３．神経管のパターン 脊索からでる物質で腹側に運動神経形成 



        脊索移植でその近くに運動神経分化  shh 

           hedgehog シグナル伝達系 

    ４．体節の分化  脊索、神経管、表皮からでる物質で体節が分化 

        脊索、神経管腹側  脊椎骨の分化   shh 

           hedgehog シグナル伝達系 

        神経管背側     背側筋肉分化 Wnt 

           Wntシグナル伝達系 

    ５．神経細胞分化 側抑制 

ショウジョウバエ 

        神経外胚葉中の神経芽細胞からの抑制シグナル  表皮分化を促進  Delata 

脊椎動物 

        神経管中で神経芽細胞からの抑制シグナル    神経分化抑制 

           Notch シグナル伝達系 

    その他の誘導  水晶体・角膜の誘導 

      皮膚の特徴 表皮（外胚葉）＋真皮（中胚葉）  上皮・間充織相互作用 

        翼羽毛、腿羽毛、鱗片・爪 は間充織の違いによる。 

          その他、毛、歯、鱗、汗腺、乳腺の誘導。 

      消化管 上皮（内胚葉）＋間充織（中胚葉） 

        口腔、食道、胃、腸、唾腺、肝臓、膵臓、肺、胸腺、甲状腺 

        間充織の部域差と内胚葉の部域差の相互作用による 

      腎臓 上皮（中胚葉）＋間充織（中胚葉） 

 

第１２章 細胞分化の安定性と分化転換  

     器官形成の最終段階では、細胞分裂と細胞分化の関係が発生初期の細胞とは異なる。 

      （発生初期）分化全能性、多分化能をもつ  分裂とともに多様化する  

      （発生後期）分化の方向が決定した細胞   分裂しても変わらない 

      （発生最終）分化             分裂せず 

     応用分野 再生医療、医薬品開発 

  第１節 ニワトリの足の筋肉  コニスバーグ 

     ニワトリの 12日目胚 小さい体の形態  皮膚で羽毛や鱗が分化しつつある 

          筋肉は、多核の筋管細胞や、増殖中の未分化の筋芽細胞を含む 

     この筋肉のクローン培養（低密度 50-100 個/ml） トリプシン処理  細胞をバラす 

     （初代培養） 

       培養翌日  扁平細胞と双極細胞との２つのタイプ 増殖 

       ４日目   扁平細胞ばかりの細胞集団と、双極細胞ばかりの細胞集団 

              その後、両細胞集団は分化を始め 

       １０日目  扁平細胞集団には分化した繊維芽細胞   繊維芽細胞クローン、 

              双極細胞集団には分化した筋繊維     筋芽細胞クローン 

     再度クローン培養（２次培養） 

             筋芽細胞クローンからはすべて筋芽細胞クローン 



             繊維芽細胞クローンからはすべて繊維芽細胞クローン 

 

    この結果は、１）１２日目ニワトリ胚の脚に筋肉は２種類の細胞クローン、すなわち、筋芽細 

          胞クローンと繊維芽細胞クローンからなっていることを示す。 

       ２）分化の方向（決定型という）が決まっていて、細胞分裂によってもそれを変えない。 

          筋芽細胞は筋芽細胞から。繊維芽細胞は繊維芽細胞から。 

       ーー＞発生後期の細胞は細胞分裂をしても決定型を安定的に維持するしくみを持つ 

 

    「多くの組織で、分裂しても、決定型が維持される」現在までに試験管内でのクローン培養に 

     よって決定型の維持が証明されているものは、グリア細胞、水晶体上皮細胞、色素上皮細胞、 

      脂肪細胞、血管内皮細胞、軟骨細胞、心臓細胞、肝臓実質細胞、甲状腺上皮細胞など。 

 

     器官形成の後期段階は、決定型の決まった細胞が増殖する段階。このあと、細胞は増殖をや 

     めて分化する。 

 

  第２節 哺乳類の成体の幹細胞 組織幹細胞  

    成体には、分化した分裂停止細胞だけでなく、分化の方向の決まった分裂細胞が存在している。 

    この細胞により各組織の細胞は更新、維持されている。また、緊急時には再生や傷の治癒に働 

     いている。――「組織幹細胞」 

    ゆっくり分裂する幹細胞が最も基部に存在し、それに分裂細胞層がつづき、その後、分化細胞 

    が存在する。 

     例 血球  骨髄多能性幹細胞、造血幹細胞、リンパ球幹細胞 

       皮膚  上皮幹細胞、毛根幹細胞、爪 

       消化管 内胚葉上皮幹細胞 

       骨    骨幹細胞 

       脳    神経芽細胞 

       ＊繊維芽細胞、肝細胞、筋肉の衛星細胞は刺激があれば分裂する 

放射線の効果と幹細胞 

 

  第３節 ショウジョウバエ成虫盤細胞の決定転換 ハドロン 

     決定転換 Transdetermination  分化の方向の決定した細胞が分化の方向を変更すること 

     ショウジョウバエの後胚子発生 卵から孵化－＞幼虫－＞蛹－＞成虫 

     幼虫の体は２種類の細胞からなる。 

       幼虫細胞 約 10000 個（孵化時） 幼虫組織を作る。多糸染色体を持つ。幼虫期に 

１５０倍の体積となる。変態期に退化。 

       成虫盤（成虫芽）細胞 約 1000 個（孵化時）２倍体細胞。幼虫期に増殖。変態期に 

分化し成虫の体をつくる。羽、足、複眼、外部生殖器、触覚などの成虫盤がある。 

         

     ３令幼虫（蛹の直前の幼虫）の成虫盤を他の幼虫の腹部に移植する。宿主の変態により、 



分化する。予定運命に一致した分化。－＞成虫盤細胞は何に分化するか決定している。 

     成虫盤を半分に切断し成虫の腹部に移植。増殖するが分化せず。 

     成虫から成虫へ移植をくり返す。一部は、幼虫へ移植し変態後分化を調べる。 

      ３０回以上移植しても、多くは元の決定型に分化した。－＞決定型は分裂によっても安定。 

       一部は他の決定型に変化した。決定転換したものは再び安定に増殖した。 

     決定転換の起こりやすさには一定の傾向があった。高頻度で起こる方向とそうでない方向。 

 

  第４節 イモリのレンズの再生と分化転換 

       分化転換（メタプラジア）  分化した細胞が分化の方向を変えること 

    イモリのレンズの再生（ウォルフ再生）  成体のイモリの眼の水晶体（レンズ）を取り除く 

      と、約４０日でもととほぼ同じ大きさのレンズが再生する。再生してくるレンズは、虹彩 

      の上縁部の色素上皮細胞から形成される。 

      レンズを除去―＞細胞分裂－＞虹彩色素上皮細胞は色素を失って脱分化―＞水晶体タン 

      パク質を合成して水晶体繊維に分化 

    培養における証明  

      ニワトリ８日目胚の網膜色素上皮細胞の培養―＞分裂―＞２ヶ月後水晶体様細胞へ分化 

    この結果は、すでに分化した細胞であっても、適切な環境におかれると異なった細胞に分化し 

       直すことがあることを示す。 

    眼のレンズをつくる水晶体上皮細胞と、虹彩の色素上皮細胞、神経性網膜細胞、網膜色素上皮 

      細胞は、分化した細胞でありながら、広範な分化転換の能力があり、しかも、その能力が 

レンズの除去という処理によって確実に発現される。 

    この分化転換はヒト老人の網膜色素細胞でも証明された。分化転換は若い細胞だけではない。 

 

第１３章 細胞分化の人為的転換 

第１節 哺乳類の成体の組織幹細胞には多分化能をもつものがある 

     ネズミ 骨髄間葉性幹細胞  通常   血管の上皮細胞に分化 

             脳へ移植すると神経様細胞に分化 

             胚盤胞へ移植すると肝臓、肺、神経、血球、皮膚に分化 

     骨髄造血幹細胞 ｘ線照射したマウスの血液中に移植 

           肝臓細胞に分化、肺の呼吸上皮細胞に分化 

     ヒトでも起こる 白血病患者に移植された骨髄細胞から肝臓細胞が分化 

           骨髄幹細胞移植は、すでに治療法となっている。 肝硬変、心筋梗塞 

     成体の神経幹細胞 ｘ線照射したマウスの血液中に移植  血球細胞に分化 

           筋肉中に移植 骨格筋細胞に分化 

     マウス精巣から採った幹細胞  血球、心筋、血管に分化。 

     その他 臍帯血（へその緒）、乳歯、心筋、口腔粘膜上皮から採った細胞が検討されている。 

第２節 細胞分化のリプログラミング 

   細胞に組織特異的な転写因子を強制発現すると分化転換が起こる 

繊維細胞 レンズではたらく遺伝子を入れるとレンズ細胞になる 

     骨格筋ではたらく遺伝子をいれると骨格筋になる 



     心筋ではたらく３つの遺伝子を入れると心筋になり拍動する 

神経ではたらく３つの遺伝子を入れると神経になる。 

肝細胞ではたらく遺伝子をいれると肝細胞になる。 

  第３節 多能性幹細胞への転換 

核移植による多能性細胞への核の転換 Gurdon によるカエルの実験 

     iPS 細胞（人工多能性幹細胞）を成体の細胞からつくる。山中（京都大学） 2006-7 年 

       組織幹細胞は、ES細胞とどこがちがうのか。多分化能細胞にできるのではないか。 

       組織幹細胞を ES細胞と細胞融合させると ES細胞様性質を持つ細胞ができる。 

          －－＞ES細胞に特異的な因子が存在し、それが、「多能性」をつくりだしている。 

       マウス ES細胞に特異的に発現する約１０００個の遺伝子から選んだ２４個を 

        成体皮膚繊維細胞に入れ、レトロウイスルで強制発現し、ＥＳ細胞の培養条件で培養 

         すると多能性細胞ができた。 

       ２４個の中から有効な４遺伝子を同定。Oct3/4, Sox2, c-Myc, Klf4 山中ファクター 

         この細胞はＥＳ細胞様の性質をもつ。 遺伝子発現パターンがES細胞とほぼ同じ。 

         皮下移植で他組織へ分化  神経、皮膚、筋肉、軟骨、腸管様組織、脂肪組織 

            胚盤胞への移植でキメラ個体ができる。多分化能 

            シャーレの中で心筋、神経に分化する。 

         しかし、癌化リスク有り。胚盤胞への移植で、6/37 がガン。c-Myc 遺伝子が原因？ 

            ３個の遺伝子を入れて同じ細胞をつくる。（Oct3/4, Sox2, Klf4）  

癌リスクなし 0/26。 

       ヒトでも成功。成人皮膚繊維芽細胞から。マウス、胃の粘膜からも成功。 

        ＊ヒト胚を用いず倫理問題がない。ヒト卵が不要。 

          遺伝的に同一の細胞を用いるので拒否反応がない。－＞再生医療への応用。 

       疑問点 ４つの遺伝子を強制発現すると多分化能を持つ細胞になるのなら、この４遺伝 

子を強制発現したままの細胞を分化させたとき、安定した分化細胞にすることがで 

きるのか。 

    ＊その後の発展 

Oct3/4, Sox2, Klf4, Glis1 ではより高率に iPS細胞ができる。ヒト 10%-->50% 

P52 ガン抑制遺伝子を入れる 10-100 倍の効率化。 

muse 細胞 東北大学 出沢教授 

皮膚の繊維細胞  タンパク質分解酵素を加え数日間おく。生き残った細胞を培養。 

培養液中の浮遊する細胞を固めゼラチン上で培養－－＞神経、筋肉、肝細胞に分化 

         奇形種をつくらない。 

       ウイルスを使用せず mRNA を入れることによりリプログラミングする。 

 

 



発生生物学練習問題 2013 

Ａ．10 行程度（約 400 字）の長さで解答せよ 

1．卵による精子の誘引作用について説明せよ。 

２．先体反応について説明せよ。 

３．卵黄膜と精子の結合について説明せよ。 

4．脊椎動物の外胚葉、中胚葉、内胚葉がどのような組織に発生するのか説明せよ。 

５．ホメオテック遺伝子とは何か、どんな遺伝子があるか、それはどんな働きをするか、説明せよ。 

６．脊椎動物の Hox 遺伝子とは何か。また、それがハエのホメオティック遺伝子と同様の働きをもつと考える根拠を

述べよ。 

７．.マスター制御遺伝子とは何か、どのようなものがあるか、いくつかの具体例を引きながら説明せよ。 

 

８． 遺伝子と発生に関するワイズマンの仮説と議論を説明せよ。 

９． カエルと羊を用いた核移植実験について、目的、方法、結果、この実験の結論について説明せよ。 

１０．ホヤの卵細胞質中の筋肉形成因子について実験例を引きながら説明せよ。 

１１．生殖質とは何か、複数の実験例をひきつつ説明せよ。 

１２．母性因子によるショウジョウバエ胚の基本構造の決定について説明せよ。 

１３． ヒトの一卵性双生児にはどのようなものがあるか、それはヒト卵の発生のしくみについて何を意味しているの

か説明せよ。 

１４．カエル卵とウニ卵のもつ母性因子について説明せよ。 

１５．ＥＳ細胞（胚性幹細胞）は、どのような細胞か。また、それが示す３つの特徴は何か。 

 

１６．誘導とは何か、形成体の研究史を例にとって説明せよ。また、それはシグナル伝達系とどのような関係にある

か説明せよ。 

１７．上皮―間充織相互作用とは何か説明せよ。いくつかの実験例を示して説明せよ。 

１８．中胚葉誘導とは何か研究史に触れながら説明せよ。また、今日までに明らかにされている分子機構について説

明せよ。 

１９．神経誘導とは何か研究史に触れながら説明せよ。また、今日までに明らかにされている分子機構について説明

せよ。 

２０．体節はどのような中胚葉組織に分化するか、また、それはどのようなしくみによるか説明せよ。 

２１．脊索の胚発生における働きについて説明せよ。 

２２．脊椎動物の足・腕の形成、および、指パターンは、どのようなシグナル伝達系の働きによるか説明せよ。 

 

２３．細胞分化の安定性とは何か、実験例用いて説明せよ。 

２４． 「決定転換」とは何か説明せよ。また、それは分化のしくみの理解にどんな意味を持つか説明せよ。 

２５．「分化転換(メタプラジア)」とは何か、実験例をあげて説明せよ。また、それは分化のしくみの理解にどんな意味

を持つか説明せよ。。 

２７．iPS 細胞について説明せよ。 

 

２８．.Ras/MAPK シグナル伝達系のしくみとを説明せよ。また、それがどのように働いているか、事例をあげて説明せ

よ。 



２９．Wnt シグナル伝達系のしくみとを説明せよ。また、それがどのように働いているか、事例をあげて説明せよ。 

３０．HeadgehogK シグナル伝達系のしくみとを説明せよ。また、それがどのように働いているか、事例をあげて説明

せよ。 

３１．TGF-β（dpp)シグナル伝達系のしくみとを説明せよ。また、それがどのように働いているか、事例をあげて説明

せよ。 

３２．Notch シグナル伝達系のしくみとを説明せよ。また、それがどのように働いているか、事例をあげて説明せよ。 

 

Ｂ．次の語句を説明せよ。（約 120 字） 

受精能獲得、スペラクト(Speract)、先体胞、バインディン(Bindin)、酵素抗体法、原条、神経冠、体節、脊索、胚盤胞、

コンパクション、内部細胞塊（ICM）、核の発生支持能力、ドリー、決定因子、bicoid 遺伝子、nanos 遺伝子、torso 遺伝

子、、shh(ソニックヘッジホック)、Wnt(ウィント）、Delta 遺伝子、Notch 遺伝子、FGF-10、VegT 遺伝子、β－カテニン、

GSK-3、DSH（ジシェベルド）、アクチビン、灰色三日月（新月環）、BMP-4（骨形成因子４）、グースコイド、Ｘブラキュリ

ー、ノギン、コーディン、フォリスタチン、Antp(アンテナペディア)遺伝子、Ubx（ウルトラバイソラックス）遺伝子、ホメオ

ボックス、ホメオドメイン、転写因子、エンハンサー配列、熱誘導プロモーター、myoD 遺伝子、ey(アイレス)遺伝子、

Pit-1 遺伝子、山中ファクター、ウォルフ再生、成虫盤、 

 


