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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
異種レシピエント魚に移植したマグロ由来の始原生殖細胞、精原細胞又は卵原細胞の検出
方法であって、
配列番号１に示される塩基配列からなるクロマグロＶａｓａ遺伝子において、第１６６９
番目～第１６７４番目に位置する制限酵素ＨｐａＩの認識配列を含む領域を増幅するよう
設計されたプライマーセットを使用したＰＣＲにより増幅されたＤＮＡ断片をＨｐａＩで
処理し、消化された場合に、該増幅されたＤＮＡ断片がクロマグロ由来であると判定する
ことを特徴とする検出方法。
【請求項２】
ＰＣＲが、配列番号１９及び２０に示す塩基配列からなるファーストプライマーセットと
、配列番号２１及び２２に示す塩基配列からなるｎｅｓｔｅｄプライマーセットとを用い
たｎｅｓｔｅｄＰＣＲであることを特徴とする請求項１に記載の検出方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マグロ等のスズキ目魚類のＶａｓａタンパク質や、マグロ等のスズキ目魚類
のＶａｓａ遺伝子や、それを標的としたマグロ等のスズキ目魚類の生殖細胞の検出方法や
、この検出方法を利用した異種レシピエント魚に移植したマグロ等のスズキ目ドナー魚の



(2) JP 5509417 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

生殖細胞の増殖及び／又は成熟を評価する方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ショウジョウバエを用いた遺伝子解析により、Ｏｓｋａｒ，Ｖａｓａ，Ｔｕｄｏｒ，Ｎ
ａｎｏｓの遺伝子が生殖細胞の決定機構における中核的機能を持つことが明らかとされて
いる（例えば、非特許文献１参照） 。これらの遺伝子はいずれも卵細胞形成において極
顆粒に蓄積され、この母性決定因子を持つ割球が生殖細胞運命を決定される。Ｖａｓａ遺
伝子は、ＡＴＰ依存性ＲＮＡヘリカーゼをコードし、その機能はｍＲＮＡからタンパク質
への翻訳制御に関わると考えられている（例えば、非特許文献２参照）。また、その酵素
機能を担う構造が進化的に強く保存されていることから、扁形動物（プラナリア）からヒ
トまで多くの多細胞動物種でＶａｓａホモログ遺伝子が同定されている。
【０００３】
　上記知見に基づき、相同組み換えなどの煩雑な操作を行うことなく簡便に、マーカー遺
伝子の発現を指標として生殖細胞分化能を有する細胞を選別する方法として、哺乳動物由
来のＶａｓａホモログ遺伝子のプロモーター配列の制御下に置かれるようにマーカー遺伝
子が組み込まれている組み換え発現ベクターを導入したトランスジェニック非ヒト哺乳動
物から、該マーカー遺伝子の発現を指標として生殖細胞分化能を有する細胞を回収する生
殖細胞の取得方法が報告されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　他方、始原生殖細胞は、卵と精子の起源細胞であり、成熟・受精の過程を経て個体へと
改変されるが、魚類由来の分離始原生殖細胞を、異種のレシピエント魚類の初期胚への移
植、特に、初期発生段階の異種のレシピエント魚類の腹腔内腸管膜裏側への移植により、
分離始原生殖細胞を生殖細胞系列へ分化誘導する方法も知られている（例えば、特許文献
１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３３３７６２号公報
【特許文献２】特開２００３－２３５５５８号公報
【非特許文献１】Rongo, C., et al, Development, 121, 2737-2746, 1995
【非特許文献２】Liang, L., et al, Development, 120, 1201-1211, 1994
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在のところ、マグロの養殖は、天然の幼魚（通常数十～数百グラム）を漁師が捕獲し
てそれを大きく育てる方法が主流である。近年、マグロの資源量が減少し、成魚の漁獲枠
が厳しく設定されている。幼魚の供給を天然に頼る方法では、将来にわたって安定した種
苗の供給が保障されず、また、サケやマダイのように人工種苗生産の技術が確立すれば、
優秀な素質を持った親を選びながら世代交換させていくことによる育種が行われ、より養
殖効率の良い、安定した品質の種苗が供給できるようになることが期待される。しかし、
マグロ成熟生理はまだ十分に明らかにされていないが、初成熟を迎えるのは数十キログラ
ムを超えてからと考えられる。マグロは魚体が大きいため、他の魚種と異なり、生簀や仕
切られた湾の中で自然に産卵した受精卵を目合いの細かい網で掬い取る方法で種苗生産が
行われている。マダイ等では水槽内で産卵するので、表面の海水をオーバーフローさせて
それを網でとる装置を簡単に作ることができるが、海上では大変な作業になる。
【０００７】
　また、育種などの目的で特定の個体を交配させたい場合は、腹部を絞って採卵する人工
採卵を行い、精子も同様に採取して人工授精させるが、マグロのように親が大型になると
容易でない。さらに、産業的には、出荷時期、魚の育成期間の調整などの目的で、種苗を
作る時期をずらすことで収益性を高める可能性がある。そのためには、親を環境コントロ
ール可能な場所で水温や光周期を調整して季節をずらすことで産卵させる時期をコントロ
ールすることが求められるが、マグロのように親が大きいときには大変な労力とコストが
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必要となる。
【０００８】
　代理親魚技術は、このような種苗生産が難しい魚種の配偶子を種苗生産が簡単な魚種に
作らせ、あるいは産卵、授精させることにより低コストで簡便に種苗生産することを目的
としており、例えば、上記特許文献２記載の代理親魚技法をマグロに適応し、小型の魚類
をレシピエントとしてマグロ由来生殖細胞を成熟させることができれば、種苗生産完全養
殖が小型水槽でも可能となり、大幅な省力化、省コストにつながることが期待される。分
離始原生殖細胞の移植に際しては、レシピエント生殖巣に取り込まれたマグロ由来始原生
殖細胞の増殖や、レシピエント由来の生殖細胞とドナー由来の生殖細胞の割合を検出する
ことが必要となる。本発明の課題は、マグロ等のスズキ目ドナー魚由来の始原生殖細胞を
異種のレシピエント魚類の初期胚に移植する始原生殖細胞の生殖細胞系列への分化誘導方
法において、ドナー魚由来の卵子及び／又は精子を特異的に検出し、レシピエント由来の
生殖細胞と識別する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、サケ科魚類において、異種間生殖細胞移植を行うことで、ヤマメからニ
ジマス個体を作出することに成功している。これには、ニジマス生殖細胞が緑色蛍光タン
パク質で可視化された、遺伝子組換え系統を用いることで移植の成否を容易に解析するこ
とが可能となっている。また、天然の絶滅危惧魚種や養殖魚種に異種間生殖細胞移植を適
用するため、遺伝子組換え系統を用いずに、移植の成否を確認する方法もすでに開発し、
この方法により、イワナ宿主の生殖腺に生着した野生型ニジマス生殖細胞を検出すること
に成功している。本発明者らは、異種間生殖細胞移植法を、さらに他の海産魚へ応用する
ことを目標としているが、この実現には、移植されたマグロ等のスズキ目ドナー魚の生殖
細胞が、宿主の生殖腺に取り込まれ、生着しているか否かを解析する手法が必須である。
【００１０】
　そのため、始原生殖細胞に特異的に発現する遺伝子として知られているＮａｎｏｓ遺伝
子や、Ｄｅａｄｅｎｄ遺伝子、Ｖａｓａ遺伝子等の中からＶａｓａ遺伝子を選択し、マグ
ロ、マサバ、ゴマサバ、スマ、及びニベのＶａｓａ遺伝子の塩基配列をはじめて決定した
。さらに発明者らは、これらの遺伝子のうち、スズキ目ドナー魚となる可能性の最も高い
マグロＶａｓａ遺伝子に注目し、マグロの始原生殖細胞および精原／卵原細胞にマグロＶ
ａｓａ遺伝子が特異的に発現することを確認するとともに、マグロＶａｓａ遺伝子と非常
に相同性の高いニベＶａｓａ遺伝子とを誤って検出することを回避するため、マグロＶａ
ｓａ遺伝子に特有の領域を特定し、マグロ始原生殖細胞由来の精原／卵原細胞の識別マー
カーとして使用できることを見い出した。また、宿主の生殖腺に移植されたマグロ生殖細
胞を解析するためには、マグロと宿主のＶａｓａ遺伝子とを区別し、マグロ遺伝子のみを
検出する方法を確立することが必須であるが、魚類のＶａｓａ遺伝子の塩基配列は非常に
相同性が高く、マグロＶａｓａ遺伝子発現を特異的に検出するようなＰＣＲプライマーセ
ットを設計することは非常に困難であった。このため、本願発明者らは、微量なＤＮＡか
らでも特異性の高い増幅が可能なｎｅｓｔｅｄＰＣＲを行い、マグロＶａｓａ遺伝子を特
異的に検出した。また、マグロＶａｓａ遺伝子配列と他のスズキ目のＶａｓａ遺伝子配列
とを比較検討し、マグロＶａｓａ遺伝子にのみ内在する制限酵素配列を特定した。これら
ｎｅｓｔｅｄＰＣＲと制限酵素処理を組み合わせることにより、マグロＶａｓａ遺伝子を
より確実に検出する方法を確立し、本発明を完成するに至った。
【００１４】
　本発明は、（１）異種レシピエント魚に移植したマグロ由来の始原生殖細胞、精原細胞
又は卵原細胞の検出方法であって、配列番号１に示される塩基配列からなるクロマグロＶ
ａｓａ遺伝子において、第１６６９番目～第１６７４番目に位置する制限酵素ＨｐａＩの
認識配列を含む領域を増幅するよう設計されたプライマーセットを使用したＰＣＲにより
増幅されたＤＮＡ断片をＨｐａＩで処理し、消化された場合に、該増幅されたＤＮＡ断片
がクロマグロ由来であると判定することを特徴とする検出方法や、（２）ＰＣＲが、配列
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番号１９及び２０に示す塩基配列からなるファーストプライマーセットと、配列番号２１
及び２２に示す塩基配列からなるｎｅｓｔｅｄプライマーセットとを用いたｎｅｓｔｅｄ
ＰＣＲであることを特徴とする上記（１）に記載の検出方法に関する。
 
【発明の効果】
【００１６】
　代理親魚技法により移植したドナー魚由来の生殖細胞が異種レシピエント魚生殖巣内で
増殖・成熟しているかを調べるためには、生殖細胞に特異的に発現しており、なおかつ、
レシピエント魚とドナー魚を判別できる形質を指標にする必要がある。生殖細胞特異的遺
伝子であるＶａｓａ遺伝子は、始原生殖細胞および精原／卵原細胞に特異的であり、体細
胞には発現が認められない。本発明では、マグロ、マサバ、ゴマサバ、スマ、及びニベの
Ｖａｓａ遺伝子配列を決定し、その遺伝子発現を生殖細胞のマーカーとして用いることと
した。さらに、本発明によると、魚類で高度に保存されたＶａｓａ遺伝子配列の中から、
シークエンス解析をすることなく、マグロＶａｓａ遺伝子のみを特異的に検出することが
可能であるため、レシピエント魚生殖腺中のマグロ由来生殖細胞を確実かつ簡便に識別す
ることができる結果、マグロの増殖や育種を効率よく行うことが可能となる。また、上記
の知見を応用することにより、マグロのみならず、他のスズキ目魚類をドナーとして用い
た場合にも、ドナー魚由来の生殖細胞を異種レシピエント魚の生殖腺内から効率よく検出
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明のタンパク質としては、配列表の配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタ
ンパク質（マグロＶａｓａタンパク質）や、配列番号２に示されるアミノ酸配列において
、１若しくは数個のアミノ酸の置換、欠失、挿入、又は付加されたアミノ酸配列からなり
、かつ、マグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質や、配列表の配列番号２に示され
るアミノ酸配列と少なくとも８５％以上の相同性を有するアミノ酸配列からなり、かつ、
マグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質であれば特に制限されず、また、本発明に
おいて「マグロ」とは、スズキ目 サバ亜目 サバ科 マグロ属の魚の総称であり、クロマ
グロ、メバチマグロ、ミナミマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロ、タイセイヨウマグ
ロ、コシナガを具体的に例示することができ、中でもクロマグロを好適に例示することが
できる。本発明において、「マグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質」とは、マグ
ロの生殖細胞である始原生殖細胞、精原細胞及び／又は卵原細胞においてのみ発現し、マ
グロ以外の魚類の生殖細胞である始原生殖細胞、精原細胞及び／又は卵原細胞において発
現しないタンパク質をいう。
【００１８】
　また、本発明のタンパク質としては、配列表の配列番号４（マサバＶａｓａタンパク質
）、６（ゴマサバＶａｓａタンパク質）、８（スマ（Euthynnus affinis）Ｖａｓａタン
パク質）又は１０（ニベ（Nibea mitsukurii）Ｖａｓａタンパク質）に示されるアミノ酸
配列からなるタンパク質や、配列番号４、６、８又は１０に示されるアミノ酸配列におい
て、１若しくは数個のアミノ酸の置換、欠失、挿入、又は付加されたアミノ酸配列からな
り、かつ、スズキ目魚類の生殖細胞に特異的に発現するタンパク質や、配列表の配列番号
４、６、８又は１０に示されるアミノ酸配列と少なくとも８５％以上の相同性を有するア
ミノ酸配列からなり、かつ、スズキ目魚類の生殖細胞に特異的に発現するタンパク質であ
れば特に制限されず、ここで、スズキ目（Perciformes）とは、スズキ亜目（Percoidei）
、ベラ亜目（Labroidei）、ゲンゲ亜目（Zoarcoidei ）、ノトテニア亜目（Notothenioid
ei）、ワニギス亜目（Trachinoidei）、ギンポ亜目（Blennoidei）、ウバウオ亜目（Gobi
esocoidei）、ネズッポ亜目（Callionymoidei）、ハゼ亜目（Gobioidei）、ニザダイ亜目
（Acanthuridae）、サバ亜目（Scombroidei）、イボダイ亜目（Stromateoidei）、キノボ
リウオ亜目（Anabantoidei）、タイワンドジョウ亜目 （Channoidei）等を含むものであ
る。また上記マサバ及びゴマサバは、スズキ目 サバ亜目 サバ科、サバ属の魚類であり、
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上記スマとは、スズキ目 サバ亜目 サバ科 スマ属の魚の総称であり、スマ（学名Euthynn
us affinis）、ヒラソウダ、マルソウダ、ハガツオ等を含むものであり、本明細書におい
て集合名詞であるスマと特定の魚種を示すスマ（Euthynnus affinis）とは学名表記の有
無により区別する。上記ニベとは、スズキ目 スズキ亜目 ニベ科 ニベ属の魚の総称であ
り、ニベ（学名Nibea mitsukurii）、コイチ、ソルジャークローカー、オオニベ、イシモ
チ、グチ等を含むものであり、本発明において集合名詞であるニベと特定の魚種を示すニ
ベ（Nibea mitsukurii）とは学名表記の有無により区別する。また、マグロ、マサバ、ゴ
マサバ及びスマは全てスズキ目の中でもサバ亜目に含まれ、異種間の移植をする上で特に
好ましい。
【００１９】
　上記「１若しくは数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、又は付加されたアミノ酸配列」
とは、例えば１～２０個、好ましくは１～１５個、より好ましくは１～１０個、さらに好
ましくは１～５個の任意の数のアミノ酸が置換、欠失、挿入、又は付加されたアミノ酸配
列を意味する。また、上記「配列番号２、４、６、８、又は１０に示されるアミノ酸配列
と少なくとも８５％以上の相同性を有するアミノ酸配列」とは、配列番号２、４、６、８
、又は１０に示されるアミノ酸配列との相同性が８５％以上であれば特に制限されるもの
ではなく、例えば、８５％以上、好ましくは９０％以上、より好ましくは９５％以上、特
に好ましくは９８％以上であることを意味する。
【００２０】
　本発明のタンパク質の取得・調製方法は特に限定されず、単離した天然由来のタンパク
質でも、化学合成したタンパク質でも、遺伝子組換え技術により作製した組換えタンパク
質の何れでもよい。天然由来のタンパク質を取得する場合には、かかるタンパク質を発現
している細胞からタンパク質の単離・精製方法を適宜組み合わせて本発明のタンパク質を
取得することができる。
【００２１】
　化学合成により本発明のタンパク質を調製する場合には、例えば、Ｆｍｏｃ法(フルオ
レニルメチルオキシカルボニル法)、ｔＢｏｃ法(t－ブチルオキシカルボニル法)等の化学
合成法に従って本発明のタンパク質を合成することができる。また、各種の市販のペプチ
ド合成機を利用して本発明のタンパク質をそのアミノ酸配列情報に基づいて合成すること
もできる。
【００２２】
　また、遺伝子組換え技術により本発明のタンパク質を調製する場合には、該タンパク質
をコードするＤＮＡを好適な発現系に導入することにより本発明のタンパク質を調製する
ことができる。これらの中でも、比較的容易な操作でかつ大量に調製することが可能な遺
伝子組換え技術による調製が好ましい。
【００２３】
　なお、遺伝子組換え技術によって本発明のタンパク質を調製する場合に、かかるタンパ
ク質を細胞培養物から回収し精製するには、硫酸アンモニウム又はエタノール沈殿、酸抽
出を行った後、アニオン又はカチオン交換クロマトグラフィー、ホスホセルロースクロマ
トグラフィー、疎水性相互作用クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー
、ハイドロキシアパタイトクロマトグラフィー及びレクチンクロマトグラフィーを含めた
公知の方法が用いられ、好ましくは、高速液体クロマトグラフィーが用いられる。
【００２４】
　特に、アフィニティークロマトグラフィーに用いるカラムとしては、例えば、本発明の
タンパク質に対するモノクローナル抗体等の抗体を結合させたカラムや、上記本発明のタ
ンパク質に通常のペプチドタグを付加した場合は、このペプチドタグに親和性のある物質
を結合したカラムを用いることにより、これらのタンパク質の精製物を得ることができる
。また、上記のような方法により作製された本発明のタンパク質は、スズキ目由来の始原
生殖細胞、精原細胞及び／又は卵原細胞を特異的に検出する方法に用いることができる。
【００２５】
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　さらに、配列番号２、４、６、８又は１０に示されるアミノ酸配列において１若しくは
数個のアミノ酸の置換、欠失、挿入、又は付加とされたアミノ酸配列からなるタンパク質
、又は、配列表の配列番号２、４、６、８又は１０に示されるアミノ酸配列とそれぞれ８
５％以上の相同性を有するアミノ酸配列からなるタンパク質は、配列番号２、４、６、８
又は１０に示されるアミノ酸配列をコードする塩基配列の一例をそれぞれ示した配列表の
配列番号１、３、５、７又は９に示される塩基配列の情報に基づいて当業者であれば適宜
調製又は取得することができる。例えば、配列番号１、３、５、７又は９に示される塩基
配列に基づいて合成したオリゴヌクレオチドをプライマーに用いるポリメラーゼ・チェー
ン・リアクション（ＰＣＲ反応）によって、あるいは該塩基配列に基づいて合成したオリ
ゴヌクレオチドをプローブとして用いるハイブリダイゼーションによって、クロマグロ以
外のマグロより、該ＤＮＡのホモログを適当な条件下でスクリーニングすることにより単
離することができる。このホモログＤＮＡの全長ＤＮＡをクローニング後、発現ベクター
に組み込み適当な宿主で発現させることにより、該ホモログＤＮＡによりコードされるタ
ンパク質を製造することができる。
【００２６】
　オリゴヌクレオチドの合成は、例えば、市販されている種々のＤＮＡ合成機を用いて定
法に従って合成できる。また、ＰＣＲ反応は、アプライドバイオシステムズ社（Applied 
Biosystems）製のサーマルサイクラーＧｅｎｅ　Ａｍｐ　ＰＣＲ　Ｓｙｓｔｅｍ　２４０
０を用い、ＴａｑＤＮＡポリメラーゼ（タカラバイオ社製）やＫＯＤ－Ｐｌｕｓ－（東洋
紡績社製）などを使用して、定法に従って行うことができる。
【００２７】
　さらに、上記本発明のタンパク質とマーカータンパク質及び／又はペプチドタグとを結
合させて融合タンパク質とすることもできる。マーカータンパク質としては、従来知られ
ているマーカータンパク質であれば特に制限されるものではなく、例えば、ルシフェラー
ゼ、アルカリフォスファターゼ、ＨＲＰ等の酵素、抗体のＦｃ領域、ＧＦＰ、ＹＦＰ、Ｃ
ＦＰ、ＤｓＲｅｄ、エクオリン等の蛍光物質などを具体的に挙げることができ、またペプ
チドタグとしては、ＨＡ、ＦＬＡＧ、Ｍｙｃ等のエピトープタグや、ＧＳＴ、マルトース
結合タンパク質、ビオチン化ペプチド、オリゴヒスチジン等の親和性タグなどの従来知ら
れているペプチドタグを具体的に例示することができる。かかる融合タンパク質は、常法
により作製することができ、Ｎｉ－ＮＴＡとＨｉｓタグの親和性を利用した本発明のタン
パク質の精製や、本発明のタンパク質の検出や、本発明のタンパク質に対する抗体の定量
や、その他当該分野の研究用試薬としても有用である。
【００２８】
　次に、本発明のＤＮＡとしては、配列番号２に示されるアミノ酸配列からなるタンパク
質をコードするＤＮＡや、配列番号２に示されるアミノ酸配列において、１若しくは数個
のアミノ酸の置換、欠失、挿入、又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつ、マグロ生
殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号２に示されるアミ
ノ酸配列と少なくとも８５％以上の相同性を有するアミノ酸配列からなり、かつ、マグロ
生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号１に示される塩
基配列からなるＤＮＡ（クロマグロＶａｓａ遺伝子）や、配列番号１に示される塩基配列
に相補的な配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、
マグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号１に示さ
れる塩基配列の一部から作製したプライマー又はプローブとしての機能を有する塩基配列
からなるＤＮＡと、ストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、マグロ生殖細
胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号１に示される塩基配列
において、１若しくは数個のアミノ酸の置換、欠失、挿入、又は付加された塩基配列から
なり、かつ、マグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡであれば
特に制限されず、上記「１若しくは数個の塩基が置換、欠失、挿入、又は付加された塩基
配列」とは、例えば１～２０個、好ましくは１～１５個、より好ましくは１～１０個、さ
らに好ましくは１～５個の任意の数の塩基が置換、欠失、挿入、又は付加された塩基配列
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を意味する。
【００２９】
　このように、マグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードする本発明のＤＮ
Ａは、マグロＶａｓａタンパク質の機能が損なわれない限り、１又は複数の位置で１又は
数個のアミノ酸が欠失、置換、挿入、又は付加されたタンパク質をコードするものであっ
てもよい。このようなマグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡ
は、例えば部位特異的変異法によって、特定の部位の塩基を欠失、置換、挿入又は付加し
て塩基配列を改変することによっても取得することができる。また、上記のような改変さ
れたＤＮＡは、従来知られている突然変異処理によっても取得することができる。さらに
、一般的にタンパク質のアミノ酸配列及びそれをコードする塩基配列は、種間でわずかに
異なることが知られているので、クロマグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコ
ードするＤＮＡは、クロマグロ以外のマグロから得ることが可能である。
【００３０】
　また、本発明のＤＮＡとしては、配列番号４、６、８、又は１０に示されるアミノ酸配
列からなるタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号４、６、８、又は１０に示される
アミノ酸配列において、１若しくは数個のアミノ酸の置換、欠失、挿入、又は付加された
アミノ酸配列からなり、かつ、スズキ目魚類の生殖細胞に特異的に発現するタンパク質を
コードするＤＮＡや、配列番号４、６、８、又は１０に示されるアミノ酸配列と少なくと
も８５％以上の相同性を有するアミノ酸配列からなり、かつ、スズキ目魚類の生殖細胞に
特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号３（マサバＶａｓａ遺伝子
）、５（ゴマサバＶａｓａ遺伝子）、７（スマ（Euthynnus affinis）Ｖａｓａ遺伝子）
、又は９（ニベ（Nibea mitsukurii）Ｖａｓａ遺伝子）に示される塩基配列からなるＤＮ
Ａや、配列番号３、５、７、又は１０に示される塩基配列に相補的な配列からなるＤＮＡ
とストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、スズキ目魚類の生殖細胞に特異
的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号３、５、７、又は９に示される
塩基配列の一部から作製したプライマー又はプローブとしての機能を有する塩基配列から
なるＤＮＡと、ストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ、スズキ目魚類の生
殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡや、配列番号３、５、７、又は
９に示される塩基配列において、１若しくは数個のアミノ酸の置換、欠失、挿入、又は付
加された塩基配列からなり、かつ、スズキ目魚類の生殖細胞に特異的に発現するタンパク
質をコードするＤＮＡであれば特に制限されず、上記「１若しくは数個の塩基が置換、欠
失、挿入、又は付加された塩基配列」とは、例えば１～２０個、好ましくは１～１５個、
より好ましくは１～１０個、さらに好ましくは１～５個の任意の数の塩基が置換、欠失、
挿入、又は付加された塩基配列を意味する。
【００３１】
　スズキ目魚類の生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードする本発明のＤＮＡは
、Ｖａｓａタンパク質の機能が損なわれない限り、１又は複数の位置で１又は数個のアミ
ノ酸が欠失、置換、挿入、又は付加されたタンパク質をコードするものであってもよい。
このようなスズキ目魚類の生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡは
、例えば部位特異的変異法によって、特定の部位の塩基を欠失、置換、挿入又は付加して
塩基配列を改変することによっても取得することができる。また、上記のような改変され
たＤＮＡは、従来知られている突然変異処理によっても取得することができる。
【００３２】
　例えば、これら１若しくは数個の塩基が置換、欠失、挿入、又は付加された塩基配列か
らなるＤＮＡ（変異ＤＮＡ）は、上記のように、化学合成、遺伝子工学的手法、突然変異
誘発などの当業者に既知の任意の方法により作製することもできる。具体的には、配列番
号１に示される塩基配列からなるＤＮＡに対し、変異原となる薬剤を接触作用させる方法
、紫外線を照射する方法、遺伝子工学的な手法等を用いて、これらＤＮＡに変異を導入す
ることにより、変異ＤＮＡを取得することができる。遺伝子工学的手法の一つである部位
特異的変異誘発法は特定の位置に特定の変異を導入できる手法であることから有用であり
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、モレキュラークローニング第２版（Molecular Cloning: A laboratory Mannual, 2nd E
d., Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY.,1989）やカレントプロ
トコールズ・イン・モレキュラーバイオロジー（Current Protocols in Molecular Biolo
gy, Supplement 1～38,John Wiley & Sons (1987-1997)）等に記載の方法に準じて行うこ
とができる。この変異ＤＮＡを適切な発現系を用いて発現させることにより、１若しくは
数個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、又は付加されたアミノ酸配列からなるタンパク質を
得ることができる。
【００３３】
　上記「ストリジェントな条件下」とは、いわゆる特異的なハイブリッドが形成され、非
特異的なハイブリッドが形成されない条件をいい、具体的には、５０％以上、好ましくは
７０％以上の相同性を有するＤＮＡ同士がハイブリダイズし、それより相同性が低いＤＮ
Ａ同士がハイブリダイズしない条件あるいは通常のサザンハイブリダイゼーションの洗い
の条件である６５℃、１×ＳＳＣ溶液（１倍濃度のＳＳＣ溶液の組成は、１５０ｍＭ塩化
ナトリウム、１５ｍＭクエン酸ナトリウム）、０．１％ＳＤＳ、又は０．１×ＳＳＣ、０
．１％ＳＤＳに相当する塩濃度でハイブリダイズする条件を挙げることができる。
【００３４】
　また、上記「ストリンジェントな条件下でハイブリダイズするＤＮＡ」とは、ＤＮＡ又
はＲＮＡなどの核酸をプローブとして使用し、コロニー・ハイブリダイゼーション法、プ
ラークハイブリダイゼーション法、あるいはサザンブロットハイブリダイゼーション法等
を用いることにより得られるＤＮＡを意味し、具体的には、コロニーあるいはプラーク由
来のＤＮＡまたは該ＤＮＡの断片を固定化したフィルターを用いて、０．７～１．０Ｍの
ＮａＣｌ存在下、６５℃でハイブリダイゼーションを行った後、０．１～２倍程度のＳＳ
Ｃ溶液を用い、６５℃条件下でフィルターを洗浄することにより同定できるＤＮＡを挙げ
ることができる。
【００３５】
　ハイブリダイゼーションは、モレキュラークローニング第２版等に記載されている方法
に準じて行うことができる。例えば、ストリンジェントな条件下でハイブリダイズするこ
とができるＤＮＡとしては、プローブとして使用するＤＮＡの塩基配列と一定以上の相同
性を有するＤＮＡが挙げることができ、例えば６０％以上、好ましくは７０％以上、より
好ましくは８０％以上、さらに好ましくは９０％以上、特に好ましくは９５％以上、最も
好ましくは９８％以上の相同性を有するＤＮＡを好適に例示することができる。
【００３６】
　本発明のＤＮＡの取得方法や調製方法は特に限定されるものでなく、本明細書中に開示
した配列番号１に示される塩基配列情報又は配列番号２に示されるアミノ酸配列情報に基
づいて適当なブローブやプライマーを調製し、それらを用いて当該ＤＮＡが存在すること
が予測されるｃＤＮＡライブラリーをスクリーニングすることにより目的のＤＮＡを単離
したり、常法に従って化学合成により調製することができる。　
【００３７】
　例えば、マグロから、常法に従ってｃＤＮＡライブラリーを調製し、次いで、このライ
ブラリーから、本発明の遺伝子ＤＮＡに特有の適当なプローブを用いて所望クローンを選
抜することにより、本発明の遺伝子ＤＮＡを取得することができる。また、マグロからの
全ＲＮＡの分離、ｍＲＮＡの分離や精製、ｃＤＮＡの取得とそのクローニングなどはいず
れも常法に従って実施することができる。本発明の遺伝子ＤＮＡをｃＤＮＡライブラリー
からスクリーニングする方法は、例えば、モレキュラークローニング第２版に記載の方法
等、当業者により常用される方法を挙げることができる。
【００３８】
　本発明の組換えベクターとしては、前記本発明の遺伝子を含み、スズキ目魚類の生殖細
胞に特異的なタンパク質を発現することができる組換えベクターであれば特に制限されず
、本発明の組換えベクターは、本発明のＤＮＡを動物細胞用の発現ベクターや、微生物用
の発現ベクターに適切にインテグレイトすることにより構築することができる。かかる発
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現ベクターとしては、宿主細胞において自立複製可能であるものや、あるいは宿主細胞の
染色体中へ組込み可能であるものが好ましく、また、本発明のＤＮＡを発現できる位置に
プロモーター、エンハンサー、ターミネーター等の制御配列を含有しているものを好適に
使用することができる。　また、上記のような方法により作製された本発明のＤＮＡは、
スズキ目由来の始原生殖細胞、精原細胞及び／又は卵原細胞を特異的に検出する方法に用
いることができる。　
【００３９】
　また、本発明の組換えベクターを用いて形質転換された形質転換体を作出することもで
きる。形質転換には、一般的に行われているいずれの形質転換方法も利用することができ
る。例えばベクターをレトロウイルス粒子、ラムダウイルス粒子にパッケージして、これ
を細胞中に移入することができる。また、マイクロインジェクション、エレクトロポレー
ション、リン酸カルシウム沈降、バイオリスティック法（例えばタングステンボンバード
メント）により、あるいは裸の核酸ベクターもしくは構築物を溶液中の細胞と接触させる
ことにより導入することができる。このうち、マイクロインジェクションによる導入が特
に好ましい。マイクロインジェクションは受精の前、受精後、卵割後の二細胞、四細胞、
もしくは八細胞期に行うことができる。得られた細胞は通常の方法で飼育することで生殖
細胞を持つ発生個体、仔魚、稚魚、幼魚、成魚へと成育させることができる。
【００４０】
　また、本発明の抗体としては、モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、一本鎖抗体
、ヒト化抗体、キメラ抗体、２つのエピトープを同時に認識することができる二機能性抗
体等を例示することができる。これら抗体は、慣用のプロトコールを用いて、動物（好ま
しくはヒト以外）に本発明のタンパク質又はエピトープを含む断片、類似体等を投与する
ことにより産生され、例えばモノクローナル抗体の調製には、連続細胞系の培養物により
産生される抗体をもたらす、ハイブリドーマ法（Nature 256, 495-497, 1975）、トリオ
ーマ法、ヒトＢ細胞ハイブリドーマ法（Immunology Today 4, 72, 1983）及びＥＢＶ－ハ
イブリドーマ法（MONOCLONAL ANTIBODIES AND CANCER THERAPY, pp.77-96, Alan R.Liss,
 Inc.,1985）など任意の方法を用いることができる。また、上記抗体のＦａｂ断片やＦ（
ａｂ’）２断片等も、上記抗体と同様に用いることができる。抗原としては本発明のＶａ
ｓａ遺伝子によりコードされる４個以上、好ましくは６個以上、より好ましくは１０個以
上のアミノ酸からなるペプチドを合成して用いてもよいし、ファージ、大腸菌、放線菌、
乳酸菌、酵母、培養細胞などの細胞に本発明のＶａｓａ遺伝子の一部又は全部を発現させ
ることによって得られるものを用いてもよいし、魚類の個体又は細胞からＶａｓａ遺伝子
産物の全部又は一部を精製して用いてもよいが、上記抗原の作製にあたっては、標的とす
るスズキ目魚類のＶａｓａ遺伝子産物を特異的に認識する抗体を作製するために、Ｖａｓ
ａタンパク質のアミノ酸配列のうち、標的のスズキ目魚種に特有のアミノ酸配列をコード
する遺伝子領域を選択することが好ましい。また、上記抗原による免疫の際には、抗原を
そのまま用いることも、ハプテンなどのような免疫増強剤、補助剤に混濁し又は結合させ
て用いてもよい。
【００４１】
　これら抗体に、例えば、ＦＩＴＣ（フルオレセインイソシアネート）又はテトラメチル
ローダミンイソシアネート等の蛍光物質や、１２５Ｉ、３２Ｐ、１４Ｃ、３５Ｓ又は３Ｈ
等のラジオアイソトープや、アルカリホスファターゼ、ペルオキシダーゼ、β－ガラクト
シダーゼ又はフィコエリトリン等の酵素で標識したものや、グリーン蛍光タンパク質（Ｇ
ＦＰ）等の蛍光発光タンパク質などを融合させた融合タンパク質を用いることによって、
本発明のタンパク質を免疫学的方法により検出・測定することができる。かかる免疫学的
方法としては、ＲＩＡ法、ＥＬＩＳＡ法、蛍光抗体法、プラーク法、スポット法、血球凝
集反応法、オクタロニー法等の方法を挙げることができる。
【００４２】
　また本発明は、本発明の生殖細胞に特異的に発現するＶａｓａタンパク質をコードする
ＤＮＡ及び／又はｍＲＮＡの存在を検出するためのプライマーセットに関する。例えば、
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マグロ生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡ又はｍＲＮＡの存在を
検出するためのプライマーセットとしては、これらタンパク質のＤＮＡ、ｍＲＮＡ又はｃ
ＤＮＡのうち、上流及び下流の配列の一部とハイブリダイズしうる相補的なプライマーセ
ットであれば、プライマー配列の長さ及び核酸塩基配列のどの部位と相補的であるかなど
は特に制限されず、例えば、これらのプライマーは、５′側又は３′側、又はその両方に
、上記ペプチドのＤＮＡ、ｍＲＮＡ又はｃＤＮＡ配列と一部に相補的ではない配列を含ん
でも、これらとハイブリダイズできる限り、プライマーとして用いることができる。また
、非特異的な増幅を防ぐためや、適当な制限酵素認識部位を導入するために、これらのＤ
ＮＡ、ｍＲＮＡ又はｃＤＮＡと相補的でないミスマッチ配列を持つプライマーを使用する
ことができる。
【００４３】
　本発明はまた、本発明の生殖細胞に特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡ及
び／又はｍＲＮＡの存在を検出するためのプローブに関する。例えば、マグロ生殖細胞に
特異的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡ又はｍＲＮＡの存在を検出するためのプ
ローブとしては、これらペプチドをコードするＤＮＡ（ｃＤＮＡ）又はＲＮＡ（ｃＲＮＡ
）とハイブリダイズしうるアンチセンス鎖の全部又は一部であり、プローブとして成立す
る程度の長さ（少なくとも２０ベース以上）を有するものが好ましく、例えば、これらの
プローブは、５′側又は３′側、又はその両方に、上記ペプチドのＤＮＡ、ｍＲＮＡ又は
ｃＤＮＡ配列と一部に相補的ではない配列を含んでも、これらとハイブリダイズできる限
り、プローブとして用いることができ、また、検出しやすいように、任意の配列を付加し
たものを用いることができる他、検出しやすいように５′末端を標識したものを用いるこ
ともでき、そのような標識としては、ビオチン、蛍光、又は３２Ｐなどを例示することが
できる。
【００４４】
　本発明のドナー魚由来の始原生殖細胞、精原細胞又は卵原細胞の同定方法としては、上
記本発明のプライマーセットや標識化プローブを用いて、試料中のマグロ生殖細胞に特異
的に発現するタンパク質をコードするＤＮＡ及び／又はｍＲＮＡの存在をｉｎ　Ｓｉｔｕ
ハイブリダイゼーション法等により検出し、検出した場合に、試料中にマグロ由来の始原
生殖細胞、精原細胞又は卵原細胞が存在していたと評価する方法であれば特に制限されな
いが、特に簡便で精度の高い同定方法として、上記本発明のプライマーセットを用いたＰ
ＣＲにより増幅されたＤＮＡ断片を、少なくとも１種類以上の制限酵素で処理し、処理後
のＤＮＡ断片の長さを指標とする方法を挙げることができる。上記方法において用いる制
限酵素としては、制限酵素認識配列が増幅されるドナー魚Ｖａｓａ遺伝子領域には存在す
るが、異種レシピエント魚Ｖａｓａ遺伝子領域には存在しない制限酵素や、制限酵素認識
配列が増幅されるドナーＶａｓａ遺伝子領域には存在しないが、異種レシピエント魚Ｖａ
ｓａ遺伝子領域には存在する制限酵素や、制限酵素認識配列が増幅されるドナー及び異種
レシピエント魚Ｖａｓａ遺伝子領域の両方に存在するが、存在する認識配列の数が異なる
制限酵素など、ＰＣＲ産物の制限酵素処理により、ドナー由来と異種レシピエント魚由来
とでは異なる長さのＤＮＡ断片を得ることができるものであれば特に制限されず、好例と
して、ドナーとしてマグロを選び、異種レシピエント魚としてニベ、サバ、スマを選んだ
ときはＨａｐＩを挙げることが出来る。上記ＨａｐＩを用いた同定方法としては、例えば
、配列番号１９及び２０に示す塩基配列からなるファーストプライマーセットと、配列番
号２１及び２２に示す塩基配列からなるｎｅｓｔｅｄプライマーセットとを用いたｎｅｓ
ｔｅｄＰＣＲを行い、得られたＰＣＲ産物を制限酵素ＨａｐＩで処理し、１４６ｂｐ及び
３３ｂｐのＤＮＡ断片に消化された場合に、上記ＰＣＲ産物がマグロＶａｓａ遺伝子であ
ると判定する方法を挙げることができる。
【００４５】
　この本発明の同定方法は、異種レシピエント魚に移植したドナー魚由来の生殖細胞の増
殖及び／又は成熟を評価する方法として有用である。例えば、マグロから分離した始原生
殖細胞を、ニベ、サバ、スマ、マダイ等のマグロに比べて種苗生産が簡単で効率が良い異
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種レシピエント魚の初期胚への移植、好ましくは初期発生段階の異種レシピエント魚の腹
腔内への移植により、前記始原生殖細胞を生殖細胞系列への分化誘導を行うことができ、
異種レシピエント魚個体中において、マグロ由来の始原生殖細胞が卵母細胞或いは精原細
胞に分化誘導され、更に卵子或いは精子に分化誘導されることにより、マグロの増殖や育
種を行うことが可能となる。
【００４６】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
【実施例１】
【００４７】
（クロマグロ精巣組織からのＲＮＡ抽出とｃＤＮＡ合成）
　５個体の養殖雄クロマグロ（３歳齢、体重約５０ｋｇ）から精巣を摘出し、ドライアイ
ス上で急速凍結した。得られた精巣組織からＩＳＯＧＥＮ（ニッポンジーン社製）を用い
て全ＲＮＡを抽出し、ＤＮＡを分解するために２．２Ｕ／ｍｌのＲＱ１　ＲＮａｓａ－Ｆ
ｒｅｅ　ＤＮａｓｅ（Ｐｒｏｍｅｇａ社製）、ＲＮａｓｅ　ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ（東洋紡
株式会社製）、１０ｍＭ　ＮａＣｌ、６ｍＭ　ＭｇＣｌ２、１０ｍＭ　Ｄｉｔｈｉｏｔｈ
ｒｅｉｔｏｌ（ＤＴＴ）を含む４０ｍＭ　Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ（ｐＨ７．８）溶液を加え、
３７℃で６０分間インキュベートした。その後、フェノール／クロロホルム抽出及びエタ
ノール沈殿を行い、全ＲＮＡを精製し、濃度および純度を測定した。このようにして抽出
した全ＲＮＡ　２μｇを鋳型として、一本鎖ｃＤＮＡ合成キットであるＲｅａｄｙ－Ｔｏ
－Ｇｏ　Ｙｏｕ－Ｐｒｉｍｅ　Ｆｉｒｓｔ－Ｓｔｒａｎｄ　Ｂｅａｄｓ（ＧＥ　ヘルスケ
アバイオサイエンス株式会社製）を用いてｃＤＮＡを合成した。
【実施例２】
【００４８】
（クロマグロＶａｓａ遺伝子配列の決定）
　次に、これまでに報告のある各魚種（ニジマス、ゼブラフィッシュ、メダカ、ヨーロッ
パヘダイ、ペヘレイ、ティラピア、キンギョ、コイ）のＶａｓａタンパク質におけるアミ
ノ酸配列を比較した。これら配列中から、相同性が高くクロマグロＶａｓａタンパク質に
おいても保存されていると期待される領域を選び、配列番号１１及び１２に示されるｄｅ
ｇｅｎｅｒａｔｅ　ｐｒｉｍｅｒを作製した。これらプライマーを用い、実施例１で合成
したｃＤＮＡを鋳型としてＰＣＲ反応を行い、クロマグロＶａｓａ遺伝子に由来すると予
想されるＤＮＡ断片を増幅した。得られたＤＮＡ断片の塩基配列をＡＢＩ　Ｐｒｉｓｍ　
３１００－Ａｖａｎｔジェネティックアナライザ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍ
ｓ社製）により決定した。
【００４９】
　決定された塩基配列を基に、配列番号１３に示される５′ＲＡＣＥプライマーＡ及び配
列番号１４に示される３′ＲＡＣＥプライマーを設計し、ＧｅｎｅＲａｃｅｒＴＭ　Ｋｉ
ｔ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を用いてＲＡＣＥ－ＰＣＲ反応を行い、クロマグロＶａｓａ
遺伝子の５′側配列及び３′側配列を増幅した。５′及び３′側の塩基配列を決定し、上
記の塩基配列と繋ぎ合わせて、全長クロマグロＶａｓａ遺伝子の塩基配列を得た。なお、
５′末端については、鋳型であるクロマグロＶａｓａのｃＤＮＡがヘアピン構造をとり、
５′ＲＡＣＥプライマーＡのみでは５′末端まで配列を増幅できなかった。そのため、５
′ＲＡＣＥプライマーＡを用いたＲＡＣＥ－ＰＣＲ反応で決定された塩基配列から配列番
号１５に示される５′ＲＡＣＥプライマーＢを新たに設計し、再度ＲＡＣＥ－ＰＣＲ反応
を行うことで、５′末端のＤＮＡ断片を増幅し配列番号１に示される全長クロマグロＶａ
ｓａ塩基配列ならびに配列番号２に示されるクロマグロＶａｓａアミノ酸配列を決定した
。同様の手法を用いて、マサバのＶａｓａ遺伝子（配列番号３）、ゴマサバのＶａｓａ遺
伝子（配列番号５）、スマ（Euthynnus affinis）のＶａｓａ遺伝子（配列番号７）、及
び、ニベ（Nibea mitsukurii）Ｖａｓａ遺伝子（配列番号９）配列を決定し、さらにそれ
ぞれの遺伝子配列に対応するアミノ酸配列（配列番号４、６、８、１０）を決定した。
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【実施例３】
【００５０】
（ＲＮＡプローブの作製）
　まず、実施例１で合成したｃＤＮＡを鋳型として、配列番号１５に示されるプライマー
及び配列番号１６に示されるプライマーを用いたＰＣＲ反応により配列番号１７に示され
る１０９０ｂｐのクロマグロＶａｓａ断片を増幅した。得られたＤＮＡ断片をｐＧＥＭ－
Ｔ　ｅａｓｙベクター（Ｐｒｏｍｅｇａ社製）に挿入しサブクローニングした。作製した
ベクターを鋳型として、ジゴキシゲニン（Ｄｉｇｏｘｉｇｅｎｉｎ：ＤＩＧ）標識ウリジ
ン３リン酸（ＤＩＧ－１１－ＵＴＰ；Ｒｏｃｈｅ社製）及びＲＮＡポリメラーゼ（ＳＰ６
又はＴ７ＲＮＡポリメラーゼ；Ｐｒｏｍｅｇａ社製）を使用したインビトロ転写反応より
、センス鎖およびアンチセンス鎖のＲＮＡプローブを合成した。
【実施例４】
【００５１】
（ｉｎ　Ｓｉｔｕハイブリダイゼーション）
　ブアン液で固定されたクロマグロ精巣組織から５μｍの切片を調製し、スライドグラス
上に伸展し、組織切片標本を作製した。実施例３で作製したＲＮＡプローブを１μｇ／ｍ
ｌ含むハイブリダイゼーション反応液（５０μｇ／ｍｌのｔＲＮＡ、５０％ホルムアミド
、５０μｇ／ｍｌのヘパリン、１％ＳＤＳを含む５ｘＳＳＣ溶液（ｐＨ４．５））を切片
に乗せ、６５℃で１８時間反応させた。その後、５０％ホルムアミドを含む１ｘＳＣＣ溶
液でリンスし、１ｘＴＢＳＴ溶液へ置換した後、ハイブリダイゼーション用ブロッキング
溶液（Ｒｏｃｈｅ社製）で1時間インキュベートした。
【００５２】
　続いて、ＴＳＡＴＭ　ＰｌｕｓＤＮＰ　ＡＰ　Ｓｙｓｔｅｍ(パーキンエルマージャパ
ン)を用いてシグナルの増幅を行った。工程としては、ブロッキング後の切片標本を、西
洋ワサビペルオキシダーゼ標識－抗ＤＩＧ、Ｆａｂフラグメント（Ａｎｔｉ－ＤＩＧ－Ｐ
ＯＤ、Ｆａｂ　ｆｒａｇｍｅｎｔｓ：Ｒｏｃｈｅ社製）で３０分間インキュベートし、ｄ
ｉｎｉｔｒｏｐｈｅｎｙｌ（ＤＮＰ）標識チラミドをスライドグラスに滴下することから
なる。その後、アルカリフォスファターゼ（ＡＰ）標識－抗ＤＮＰ抗体で３０分間インキ
ュベートした。抗体溶液を洗浄した後、ＡＰの発色基質であるＮＢＴ／ＢＣＩＰ溶液（４
-ニトロブルーテトラゾリウム／５－ブロモ－４－クロロ－３－インドリ－リン酸溶液；
Ｒｏｃｈｅ社製）を用い発色反応を行った。最後に、Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｆｓａｔ　Ｒｅｄ
（Ｖｅｃｔｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ社製）でカウンター染色を行い、封入剤とし
てＥｎｔｅｌｌａｎ　Ｎｅｗ（Ｍｅｒｃｋ社製）を用いて封入した。
【００５３】
　さらに、本実験では、ニベ（Nibea mitsukurii）Ｖａｓａ遺伝子に特異的にハイブリダ
イズするＲＮＡプローブならびにニベ（Nibea mitsukurii）精巣組組織切片を作製し、ネ
ガティブコントロールとして用いた。ＲＮＡプローブは、配列番号１８に示すニベ（Nibe
a mitsukurii）に特異的なＶａｓａ遺伝子配列をｐＧＥＭ－Ｔ　ｅａｓｙベクター（Ｐｒ
ｏｍｅｇａ社製）に挿入し、それを鋳型として実施例３と同様の方法でインビトロ転写反
応を行い作製した。また、実施例４の方法に従ってニベ（Nibea mitsukurii）精巣組織切
片標本を作製し、ｉｎ　Ｓｉｔｕハイブリダイゼーションを行った。
【００５４】
　ｉｎ　Ｓｉｔｕハイブリダイゼーションの結果、図１に示すように、２歳齢クロマグロ
の精巣において精原細胞に特異的なシグナルが検出された。また、図２に示すように、ネ
ガティブコントロールとして用いたニベ（Nibea mitsukurii）精巣組織ではクロマグロＶ
ａｓａＲＮＡプローブの顕著なシグナルは認められなかったことから、本実験で作製され
たＲＮＡプローブはクロマグロＶａｓａに特異的にハイブリダイスすると考えられる。さ
らに、ニベ（Nibea mitsukurii）ＶａｓａのＲＮＡプローブを用いた実験の結果、ニベ（
Nibea mitsukurii）精巣組織では強いシグナルが検出されたのに対し、クロマグロ精巣で
は顕著なシグナルは認められなかった（図２）。以上のことから、クロマグロＶａｓａ配
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列をもとに設計されたＲＮＡプローブは、クロマグロ生殖細胞の特異的な検出に有用であ
る可能性が強く示唆された。同様にニベ（Nibea mitsukurii）Ｖａｓａ配列をもとに設計
されたＲＮＡプローブは、ニベ（Nibea mitsukurii）生殖細胞の特異的な検出に有用であ
る可能性が強く示唆された。
【実施例５】
【００５５】
（クロマグロ生殖細胞由来Ｖａｓａ遺伝子の検出方法の確立）
　ニベ（Nibea mitsukurii）生殖腺内に移植したクロマグロ生殖細胞の存在を検出するた
めに、微量なＤＮＡからでも特異性の高い増幅が可能なｎｅｓｔｅｄＰＣＲと、制限酵素
による処理とを組み合わせた、簡便かつ精度の高いクロマグロＶａｓａ遺伝子検出方法を
確立した。図３にクロマグロＶａｓａ遺伝子配列とホモロジーの高いニベ（Nibea mitsuk
urii）のＶａｓａ遺伝子領域を示すとともに、実験に使用したプライマー及び制限酵素Ｈ
ｐａＩ認識サイトの位置を示す。
【００５６】
（１）サンプル調製
　クロマグロまたはニベ（Nibea mitsukurii）の未成熟卵巣から２ミリ角の卵巣片を採取
し、解剖用ハサミにより細切した後、トリプシン処理により細胞を分散させた。得られた
両種の細胞懸濁液の細胞密度を血球算定盤を用いて測定した後、それぞれの懸濁液を目的
の細胞数になるよう調整し混合した。また、ニベ（Nibea mitsukurii）卵巣細胞を１０６

個に対して、マグロ卵巣細胞を１０１個混合するサンプルを調整する際には、クロマグロ
卵巣細胞を正確な数量採取するため、ガラス製マイクロキャピラリーを装着したマイクロ
インジェクターを用いて、実体顕微鏡下での細胞分取を行った。
【００５７】
（２）ｎｅｓｔｅｄＰＣＲ
　調整した混合液中の細胞から、QuickPrep Total RNA Extraction Kit (GE healthcare
社製)を用いてｔＲＮＡを抽出し、SuperScriptIII RNaseH Reverse Transcriptase (Invi
trogen社製)を用いてｃＤＮＡを合成した。ｎｅｓｔｅｄＰＣＲは、配列番号１９及び２
０に示す塩基配列からなるファーストプライマーセットと、配列番号２１及び２２に示す
塩基配列からなるｎｅｓｔｅｄプライマーセットを用いて行った。ＰＣＲ反応液は、Ｔａ
ｋａｒａＥｘｔａq（Ｔａｋａｒａ社製）を使用し、試薬に添付されたプロトコールに従
って調整した。ＰＣＲ反応条件は、９４℃、２分間の熱変性；９４℃、３０秒の熱変性、
６０℃、３０秒のアニーリング、７２℃、３０秒の伸長反応を３０サイクル；７２℃、３
分間伸長反応であった。図４－１に示すように、ｎｅｓｔｅｄＰＣＲにより、１０３～１
０６ｃｅｌｌｓのマグロ卵巣由来ｃＤＮＡを含むサンプルでは、強いシグナルが検出され
た。一方、ニベ（Nibea mitsukurii）卵巣由来ｃＤＮＡのみ、又は含まれる１０２ｃｅｌ
ｌｓのクロマグロ卵巣由来ｃＤＮＡの場合には、ｎｅｓｔｅｄＰＣＲによるシグナルを検
出することができなかった。以上のことから、本実施例のｎｅｓｔｅｄＰＣＲにより、ク
ロマグロＶａｓａ遺伝子が特異的に増幅されることが示唆された。
【００５８】
　(３）制限酵素ＨｐａＩ処理
　次に、増幅された遺伝子断片が、宿主であるニベ（Nibea mitsukurii）のものではなく
、クロマグロ由来であるかどうかを確認するために、制限酵素を用いてＰＣＲ産物を消化
した。クロマグロとニベ（Nibea mitsukurii）Ｖａｓａ遺伝子配列は非常にホモロジーが
高いため、ｎｅｓｔｅｄＰＣＲにより両方の遺伝子がともに増幅されてしまう可能性が高
い。しかし、図３に示すように、クロマグロの配列には存在するＨｐａＩ認識配列が、ニ
ベ（Nibea mitsukurii）には存在しない。そこで、制限酵素ＨｐａＩによる消化を検出す
ることにより、増幅されたＰＣＲ産物がクロマグロ由来であるかニベ（Nibea mitsukurii
）由来であるかを判定することが可能である。実際に実験を行った結果、ｎｅｓｔｅｄＰ
ＣＲにより増幅されるＶａｓａ遺伝子配列（１７９ｂｐ）はＨｐａＩにより消化すること
で、１４６ｂｐと３３ｂｐの断片が得られた（図４－２）。
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【実施例６】
【００５９】
　この消化されたサンプルのＰＣＲ産物のシークエンスを確認した結果、クロマグロの配
列と一致することが明らかとなった。以上のことから、このｎｅｓｔｅｄＰＣＲとＨｐａ
Ｉ処理を組み合わせた検出方法は、シークエンス解析をする必要がなく、クロマグロＶａ
ｓａ遺伝子を特異的に検出できる優れた方法であり、この検出方法を用いることによりニ
ベ（Nibea mitsukurii）生殖腺と混在するクロマグロ生殖細胞の検出が簡便に行えること
が示された。
【実施例７】
【００６０】
　さらに、クロマグロの代理親としての使用の可能性が考えられるサバ及びスマに関して
も同様の検討を行った。図６に示すように、クロマグロ、ニベ（Nibea mitsukurii）、サ
バ、及びスマ（Euthynnus affinis）のＶａｓａ遺伝子配列はいずれも高いホモロジーを
示すが、ＨｐａＩ認識配列が存在するのはクロマグロのみである。実施例５と同様にｎｅ
ｓｔｅｄＰＣＲを行った結果、サバとスマ（Euthynnus affinis）ではいずれも強いシグ
ナルが得られた。このＰＣＲ産物をＨｐａＩで処理した結果、サバとスマの遺伝子断片は
消化されず、クロマグロの遺伝子断片のみが消化された（図７）。これらの結果は、この
ｎｅｓｔｅｄＰＣＲとＨｐａＩを組み合わせた検出方法が、ニベ（Nibea mitsukurii）だ
けでなくサバやスマ（Euthynnus affinis）を代理親として用いた場合にも、クロマグロ
生殖細胞の検出方法として応用できることを示唆している。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】クロマグロＶａｓａ遺伝子に特異的なＲＮＡプローブを用いたｉｎ　Ｓｉｔｕハ
イブリダイゼーションにより、クロマグロ精巣組織を染色した結果を示す。
【図２】クロマグロ及びニベ（Nibea mitsukurii）精巣組織を各々のＶａｓａ遺伝子に特
異的なＲＮＡプローブを用いたｉｎ　Ｓｉｔｕハイブリダイゼーションにより染色した結
果を示す。
【図３】クロマグロＶａｓａのｃＤＮＡ検出用プライマーと制限酵素認識サイトを示す図
である。
【図４－１】ニベ（Nibea mitsukurii）卵巣由来のｃＤＮＡに、異なる量のクロマグロ卵
巣由来のｃＤＮＡを加えたサンプルを鋳型としてＰＣＲを行った結果を示す図である。
【図４－２】ＰＣＲにより増幅されたクロマグロＶａｓａ配列（１７９ｂｐ）が、Ｈｐａ
Ｉにより１４６ｂｐと３３ｂｐの断片に切断されることを示す図である。
【図５】ニベ（Nibea mitsukurii）生殖腺から採取したサンプルの解析結果を示す図であ
る。
【図６】実施例５のｎｅｓｔｅｄＰＣＲにより増幅されるクロマグロＶａｓａ遺伝子領域
と相同性の高いニベ（Nibea mitsukurii）、サバ及びスマ（Euthynnus affinis）のＶａ
ｓａ遺伝子領域を比較した図である。
【図７】サバ及びスマ（Euthynnus affinis）卵巣由来のサンプルを鋳型にｎｅｓｔｅｄ
ＰＣＲを行い、そのＰＣＲ産物をＨｐａＩで処理した結果を示す図である。
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