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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１１９とＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１２０に示されるジンクフィンガ
ーヌクレアーゼ配列を、Ｔ７：５'－ｔａａｔａｃｇａｃｔｃａｃｔａｔａｇｇｇ－３'ま
たはＳＰ６：５'－ａｔｔｔａｇｇｔｇａｃａｃｔａｔａｇ－３'プロモーターを含む原核
細胞発現ベクターに挿入して組換えベクターを取得し、組換えベクターについてインビト
ロ転写反応を行うことでジンクフィンガーヌクレアーゼ配列をコードするｍＲＮＡを取得
し、更にジンクフィンガーヌクレアーゼ配列をコードするｍＲＮＡを、ｃｔｇｔｔｇｃｔ
ｃａａａｇｔｔａｔｇｔｔｇｃｔｇｃｔｇａｔｇｃｇｇｇａｇｃａであるジンクフィンガ
ーヌクレアーゼによって識別される標的サイトに作用させ、セリシン蚕になる突然変異遺
伝子及び外因性タンパク質の含有量が高い表現型の突然変異遺伝子の少なくともいずれか
一方を選別し、カイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子を取得することを特徴とするカイ
コフィブロイン重鎖遺伝子の突然変異誘発方法。
【請求項２】
　前記カイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子は、ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１１に示される
配列を有することを特徴とする請求項１に記載のカイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子
の突然変異誘発方法。
【請求項３】
　カイコ突然変異体の前記カイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子はＳＥＱ．ＩＤ ＮＯ
：１１に示される配列を有することを特徴とする請求項１に記載のカイコフィブロイン重
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鎖突然変異遺伝子の突然変異誘発方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カイコ育種と遺伝子工学分野に属し、既存の異なるカイコ品種に基づいたカ
イコフィブロイン重鎖遺伝子の突然変異体、及びその製造方法、突然変異配列と応用に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　カイコはその強い繭糸吐出・分泌能力で古から世界中に広く知られ、数千年に亘る飼育
と馴化の過程で世界経済と文化交流に多大な貢献を果たしており、未だに中国やインド等
において国家産業の重要な構成要素となっている。ところで、従来より人間によるカイコ
品種の選択と飼育は、何れも繭層量、繭層率、解舒性、及び耐病性を高めることを育種で
目指す目標としており、その一方、繭糸強度、伸展性、染色性、肌親和性等の重要な指標
への配慮が少なかった。これが繭糸がクモ糸等の高強度繊維のように医学、軍事等の最先
端分野に広く用いることが難しく、純粋な紡織用材料として限定されてきた主な理由にな
っている。したがって、高い繭糸強度、強い伸展性、染色しやすさ、高い肌親和性等の品
質に優れた繭糸を如何にして快速に育成するのが特に課題となっている。
【０００３】
　数千年に亘って品種の選択や飼育が行われたことで、現在、カイコ品種の資源が比較的
に豊かになっているが、繭糸強度、伸展性、染色性、肌親和性等の特性からする場合、各
品種の間でほとんど差がないのが問題となり、伝統的な育種方法で繭糸のかかる特性を改
良するのが不可能に近いのが既知の事実でもある。一方、カイコゲノム計画が全面的に完
了されたことを受け、分子マーカーを利用した育種、遺伝子改変技術を利用した育種等と
いった現代農業の新規手段が次々とカイコ品種の分子改良において主力手段として導入さ
れつつある。カイコフィブロインは、主にフィブロイン重鎖、フィブロイン軽鎖、Ｐ２５
タンパク質、及び最外層を覆うセリシンにより構成され、そのうち、繭糸の性能を決める
フィブロイン重鎖タンパク質は高度反複配列からなる大きさが約３９０ｋＤａのタンパク
質である。しかし、フィブロイン重鎖タンパク質については、高発現量、高度反複配列、
及び高分子量が原因となって通常の遺伝子改変技術を用いて研究や改良するのが思うほど
に容易ではなかった。
【０００４】
　一方、体重が約６ｇのカイコは、約２５ｇの桑葉を食べるだけで０．５ｇの純粋なタン
パク質からなる繭糸を吐出することができる。これは人を驚かせるほどの奇妙な生物学現
象であり、そこに更に計り知れない応用価値が潜んでいるに間違いない。また、カイコの
絹糸腺は、更に高等生物でよく見られるタンパク質翻訳後の修飾加工能力を備えると同時
に、量産コストが低く、並びに人畜に対する安全性等の面でも優勢があるので、次世代の
生物反応器として基本要求を満たし、開発や応用に際して潜在力が極めて高いことが考え
られる。こういったことで、該分野の研究がもはや伝統的な繭糸産業から非絹糸産業へ移
行する際の基本内容になっている。また、基礎研究だけではなく、医薬、化粧品等の開発
においても抽出或いは発現・精製されたタンパク質が何れも極めて重要な役割を果たして
いるが、余程高価な値段（例えば、最もよく使われている緑色蛍光タンパク質は１ｇ当た
りの値段が約５百万元である）が原因で、商品化されたタンパク質純品が多くの研究者か
ら敬遠されている。タンパク質を大規模に発現または抽出するプロセスが不足しているた
め、タンパク質関連の研究や製品開発の進展も大きく制限されていることも実情である。
一匹のカイコを飼育するコストが０．１元未満であるが、０．５ｇのフィブロインを吐出
することができるので、遺伝子工学の手段でカイコに０．５ｇの純粋なタンパク質を吐出
させることができれば、繭糸産業だけではなく、引いてはバイオ産業の発展に革命的な推
進効果を奏すると想定できる。こう言った奇妙な生物学現象や応用への期待から多くの生
物学者が引きつけられ、分子生物学が確立された時点から長期に渡ってカイコフィブロイ
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ンの発現制御とカイコ生物反応器の開発に取り組むようになった。しかし、簡単であろう
と期待されていたにも関わらず、上記目標の達成は実に容易ではなく、数十年かけて模索
と研究がなされたものの、カイコフィブロイン遺伝子の発現制御機構については完全に解
明できず、絹糸腺生物反応器の開発に苦労をかけてもほとんど進展がなかった。研究者ら
がカイコフィブロイン遺伝子のプロモーターを利用してカイコ絹糸腺の異なる部位におい
て、例えば、緑色蛍光タンパク質、赤色蛍光タンパク質、コラーゲン、ヒト塩基性繊維芽
細胞増殖因子、猫インターフェロン、フィターゼ、ヒト血清アルブミン、マウスモノクロ
ーナル抗体、クモドラグラインシルク、及びヒト脳由来神経栄養因子等、研究や応用価値
の高いタンパク質の発現に相次いで成功を遂げているが、現在、カイコ絹糸腺において遺
伝子改変技術によって発現された外来活性タンパク質は、最も高くてカイコ繭総重量の８
．０％に止まり、発現量があまりにも低く、繭層から少量のタンパク質を抽出するのにコ
ストも掛かり過ぎ、研究者とメーカーが更に一歩進んでカイコ絹糸腺の生物反応器を開発
する試みに躊躇を見せている。
【０００５】
　カイコフィブロイン自体の改造だけではなく、実用可能で且つ効率の良いカイコ絹糸腺
の生物反応器を開発するため、効果的にカイコフィブロイン遺伝子を部位特異的に改造す
る方法を捜し出し、或いはフィブロイン突然変異体の資源を迅速に育成するのが何れも重
要且つ緊迫な課題になっている。ところで、研究者らがカイコ遺伝子のターゲッティング
について一連の模索を行ったが、カイコゲノムを方向指定的に改造する技術が未だに確立
されていない。
【０００６】
　ジンクフィンガーヌクレアーゼは、人工的に設計された制限酵素であり、ＤＮＡ配列を
特異的に認識するジンクフィンガータンパク質ドメインと、ＤＮＡを切断するヌクレアー
ゼドメインとにより構成される。ジンクフィンガーヌクレアーゼは、複雑なゲノムの特定
サイトで二本鎖を切断することができ、よって、非相同末端結合（Ｎｏｎ－Ｈｏｍｏｌｏ
ｇｏｕｓ　Ｅｎｄ　Ｊｏｉｎｉｎｇ、ＮＨＥＪ）、相同組換え（Ｈｏｍｏｌｏｇｏｕｓ　
ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ、ＨＲ）等といった体内のＤＮＡ修復システムを刺激するこ
とができる。ＮＨＥＪは、ＤＮＡ二本鎖の断裂を修復する修復機構のうちの特別な１種で
あって、ＤＮＡで配列相同性がなくても快速且つ高効率で断裂状態のＤＮＡ末端を強行に
一体に結合させることができるが、精度の低い修復機構であるため、修復箇所において一
部塩基の欠失、挿入または突然変異を誘発しやすい。そこで、同一のＤＮＡフラグメント
に二組のジンクフィンガーヌクレアーゼの標的サイトを導入した場合、二つの識別サイト
の間にあるフラグメントの欠失を誘発する可能性がある。なお、断裂末端と同様の粘着末
端を有する外来ＤＮＡが存在する場合、ＮＨＥＪによって特定断片の挿入を実現すること
もできる。ＨＲは体内でよく見られるＤＮＡ断裂の修復機構であり、その原理が前世紀の
８０年代頃から既に遺伝子ノックアウト等に広く利用されている。したがって、様々な種
類の異なるドナープラスミドを人工的に設計するとともに、ジンクフィンガーヌクレアー
ゼによる二本鎖の切断現象を利用することで標的遺伝子に対し部位特異的置換、修復、削
除、挿入等の任意な操作を効率的に実施することができる。現在、このような技術が広く
動植物遺伝子のノックアウトと部位特異的な改造に利用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、フィブロイン重鎖遺伝子の突然変異誘発方法、及び該突然変異誘発方法によ
って得られる遺伝子配列を提供することをその目的とし、該方法によれば、突然変異のフ
ィブロイン重鎖遺伝子を取得するために斬新なアイデアを提供することができる。
【０００８】
　本発明の他の一つの目的は、カイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子の２種類の新規応
用を提供するものであって、該応用によれば、セリシンと外来タンパク質を製造するため
に有効な解決手段を提供することができる。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成すべく、本発明により提供される技術案は、以下のとおりである。
【００１０】
　ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１１９とＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１２０に示されるジンクフィンガ
ーヌクレアーゼ配列を、Ｔ７：５'－ｔａａｔａｃｇａｃｔｃａｃｔａｔａｇｇｇ－３'ま
たはＳＰ６：５'－ａｔｔｔａｇｇｔｇａｃａｃｔａｔａｇ－３'プロモーターを含む原核
細胞発現ベクターに挿入して組換えベクターを取得し、組換えベクターについてインビト
ロ転写反応を行うことでジンクフィンガーヌクレアーゼ配列をコードするｍＲＮＡを取得
し、更にジンクフィンガーヌクレアーゼ配列をコードするｍＲＮＡを、ｃｔｇｔｔｇｃｔ
ｃａａａｇｔｔａｔｇｔｔｇｃｔｇｃｔｇａｔｇｃｇｇｇａｇｃａであるジンクフィンガ
ーヌクレアーゼによって識別される標的サイトに作用させ、セリシン蚕になる突然変異遺
伝子及び外因性タンパク質の含有量が高い表現型の突然変異遺伝子の少なくともいずれか
一方を選別し、カイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子を取得する。
【００１１】
　また、本発明に係るカイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子は、ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：
１１に示される配列を有するカイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子である。
【００１２】
　また、本発明に係るカイコ突然変異体のカイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子は、Ｓ
ＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１１に示される配列を有するカイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子
である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、新たに開発されたジンクフィンガーヌクレアーゼ技術を利用してフィブロイ
ン重鎖遺伝子に対し効果的にノックアウトを行い、フィブロイン重鎖遺伝子Ｎ末端の非反
複領域の一部欠損、一部塩基の突然変異または短い断片の挿入を含む一連の突然変異カイ
コ品種を始めて取得することに至った。本発明により提供されるこれらの突然変異体は、
以下の特徴と長所がある。即ち、１）本発明により提供されるフィブロイン重鎖遺伝子突
然変異体は、後部絹糸腺がひどく退化し、その繭層に中部絹糸腺で合成・分泌されるセリ
シンのみが含まれているので、これらの突然変異品種を用いてカイコの後部絹糸腺におい
て外来タンパク質（例えば、クモ糸、生物活性タンパク質等）を遺伝子改変によって発現
させた場合、カイコ絹糸腺における外来タンパク質の発現量と純度が大幅に高まり、カイ
コ絹糸腺の生物反応器の開発に斬新で且つ有用な遺伝工学材料を提供することができる。
２）本発明により提供される突然変異品種の繭層にセリシンのみが含まれているが、現在
、純セリシンが化粧品に広く用いられているため、本発明はセリシンの大規模製造に新た
な手段を提供することにもなっている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】フィブロイン重鎖遺伝子の構造を示す図である。そのうち、ボックスはエクソン
を表し、灰色の実線は制御領域またはイントロン配列を表し、数字は転写開始サイトに対
する相対位置を示し、下線部分で示されるのはシグナルペプチド配列に対応するヌクレオ
チドまたはアミノ酸配列であり、矢印で示されるのはシグナルペプチド配列の切断サイト
である。
【図２】フィブロイン重鎖遺伝子の一部配列の、４０個のカイコ品種における一塩基多型
（ＳＮＰ）分布を示す。そのうち、上部のボックスと実線は、かかる解析領域のフィブロ
イン重鎖遺伝子における位置と構造を表し、その下にある４１個の実線は、３０個のカイ
コ品種と１１個のクワコ品種のヌクレオチド配列を表し、実線中の菱形は、かかる品種が
該当箇所において参考配列と比較して変異があることを表し、数字はＳＮＰサイトが転写
開始サイトに対する相対位置を示し、実線右側の番号は異なるカイコ品種の番号を表す。
【図３】突然変異体フィブロイン重鎖遺伝子の突然変異サイトのヌクレオチド配列を示す
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。そのうち、左側の番号は、かかる個体の番号を表し、「＞Ｒｅｆ」は、野生型品種大造
の配列を表し、ボックスで囲まれた配列は、ジンクフィンガーヌクレアーゼの識別サイト
であり、太字で示される塩基は、突然変異が起きた塩基であり、「－」は、欠失を表し、
下線で示される塩基は、挿入された塩基である。
【図４】野生型カイコと突然変異体カイコの絹糸腺の解剖図である。そのうち、左側が野
生型品種大造の５齢６日目の絹糸腺であり、右側が突然変異体カイコの５齢６日目の絹糸
腺である。
【図５】突然変異体カイコの繭の観察図である。そのうち、上側が野生型品種Ｎ４の繭で
あり、下側が突然変異体カイコの繭である。
【図６】野生型カイコと突然変異体カイコの蛹と繭の重量に対する生物学統計結果を示す
。
【図７】それぞれ野生型カイコ、ヘテロ突然変異体カイコ、及びホモ突然変異体カイコを
母体とする遺伝子改変カイコの絹糸腺の蛍光信号レベルを示す。そのうち、「＋／＋」、
「＋／－」と「－／－」は、それぞれ野生型カイコ、ヘテロ突然変異体カイコ、及びホモ
突然変異体カイコを表す。
【図８】それぞれ野生型カイコ、ヘテロ突然変異体カイコ、及びホモ突然変異体カイコを
母体とする遺伝子改変カイコの繭層タンパク質の解析結果を示す。そのうち、「遺伝子改
変１」、「遺伝子改変２」と「非遺伝子改変」は、それぞれ二つの遺伝子改変品種と一つ
の非遺伝子改変品種を表し、「＋／＋」、「＋／－」と「－／－」は、それぞれ野生型カ
イコ、ヘテロ突然変異体カイコ、及びホモ突然変異体カイコを表し、最下部の数字は、レ
ーン番号を示し、矢印で示されるのは外来緑色蛍光タンパク質融合タンパク質の特異バン
ドである。
【００２０】
　ここで敢えて説明するが、生物学において染色体はペアとなって存在し、即ち、同一の
遺伝子は二つのコピーがあり、任意なる一つの突然変異体に対し、二つの遺伝子が全て正
常の場合は野性型、一つが正常で且つ他の一つに突然変異がある場合はヘテロ突然変異体
、両者に全て突然変異がある場合はホモ突然変異体となる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明の範囲がこれらの実施例によって制
限されるものでない。以下の実施例において、具体的な条件が示されていない実験方法は
、何れも当分野の研究者が熟知する方法、或いは製造メーカーが推奨する条件である。な
お、以下の記載事項と類似、または同じ効果を奏する方法及び材料を全て本発明に応用で
き、本明細書に記載の実施方法と材料は、例示に過ぎないことにも留意されたい。
【００２２】
　本発明は、カイコフィブロイン遺伝子を方向指定的に改造することを効果的に実現する
方法を提供し、更にフィブロイン重鎖遺伝子の突然変異の遺伝学資源を提供することをそ
の目的としている。即ち、本発明は、フィブロイン重鎖遺伝子について方向指定的ノック
アウトを施し、よって、一連のカイコフィブロイン重鎖遺伝子の欠失、突然変異または挿
入の突然変異体を取得することを図るものである。
【００２３】
　上述の技術課題を解決するため、本発明者は、カイコ絹糸腺における外来タンパク質の
発現量、後のタンパク質精製プロセスに対する内因性フィブロインの影響等の、現在進行
中のカイコ絹糸腺の生物反応器の開発過程で直面する基本問題を総合的に考慮した上、近
年新たに開発された遺伝子ノックアウト技術であるジンクフィンガーヌクレアーゼ技術を
利用してカイコフィブロイン遺伝子についてノックアウトを行い、更に得られた突然変異
体に対しゲノムシーケンシングと機能検証を行うことで本発明を完成するに至った。
【００２４】
　本発明に係るフィブロイン重鎖遺伝子の突然変異体、及びその製造方法と応用は、以下
のステップを経て順次に実現される。
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【００２５】
　（１）フィブロイン重鎖遺伝子配列をダウンロードし、その中のジンクフィンガーヌク
レアーゼの標的サイトを解析する。
【００２６】
　（２）ステップ（１）で解析されたサイトに対し、特定のジンクフィンガーヌクレアー
ゼ配列を設計する。
【００２７】
　（３）人工的に合成するか、または既存のジンクフィンガータンパク質ライブラリーか
ら増幅してステップ（２）で設計されたジンクフィンガーヌクレアーゼをコードする核酸
配列を取得する。
【００２８】
　（４）ステップ（３）の核酸配列をＴ７またはＳＰ６プロモーターを含む原核細胞発現
ベクターに挿入し、組換えベクターを取得する。
【００２９】
　（５）ステップ（４）で得られた組換えベクターを利用してインビトロ転写を行い、ス
テップ（２）で設計されたジンクフィンガーヌクレアーゼをコードするｍＲＮＡを取得す
る。
【００３０】
　（６）休眠性カイコ品種のカイコ卵について人工孵化処理を施した後、１５℃の定温、
相対湿度が７５％、完全遮光の環境において孵化するまで催青し、非休眠性カイコ品種の
カイコ卵について２５℃の定温、相対湿度が７５％、自然光のある環境において孵化する
まで催青する。
【００３１】
　（７）孵化後の幼虫を日ごとに掃き集め、２５℃の定温、相対湿度が７５％、自然光の
ある環境において桑葉または人工エサで上蔟できるところまで飼育する。
【００３２】
　（８）上蔟済みのカイコを２５℃の定温、相対湿度が７５％、自然光のある環境に移り
、種繭の保護を行う。
【００３３】
　（９）羽化後に一斉で発蛾したオスとメスのカイコガを２５℃、弱光の条件下で４時間
かけて交配させてから割愛し、メスの蛾を糊付けなされた蚕卵紙に撒いて暗い環境下で産
卵させ、０．５時間ごとにカイコ卵を一回掃き集め、集めたカイコ卵を２５℃の環境に移
って保護する。
【００３４】
　（１０）カイコ卵を蚕卵紙一同で水道水で洗った後、蒸留水に糊が膨らむところまで（
約２分間）浸し、その後、ピンセットでカイコ卵を７５％のアルコールで消毒したガラス
スライドに移し、更にカイコ卵を腹面が右に向かうように一列に整列させた後、整列され
たカイコ卵を３５～３７％のホルムアルデヒド蒸気中で５分間かけて消毒する。
【００３５】
　（１１）収集開始時点からタイムカウントを行い、収集作業が終了した後の２時間～４
時間において、マイクロインジェクターを用いてステップ（５）で得られたｍＲＮＡをモ
ル比が１：１の比率で混ぜ合わせてカイコ卵の腹面中央から消毒済みのカイコ卵に注入し
、無毒の粘着剤で卵殻に注射で残された小さな穴を封じ込む。
【００３６】
　（１２）注射完了後のカイコ卵について、３５～３７％のホルムアルデヒド蒸気中にお
いて５分間の消毒を行い、温度が２５℃、相対湿度が８５％以上の湿度条件下で孵化する
まで催青し、孵化された幼虫を飼育し、現世代（Ｇ０）のカイコガ同士で交配または戻し
交配させて休眠性Ｇ１世代のカイコ卵を取得する。
【００３７】
　（１３）ステップ（１２）で得られたＧ１世代のカイコ卵について、即時に浸酸処理を
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施した後、２５℃の定温、相対湿度が７５％、自然光のある環境において孵化するまで催
青する。
【００３８】
　（１４）ステップ（１３）で得られたＧ１世代の幼虫を、２５℃の定温、相対湿度が７
５％、自然光のある環境において桑葉を餌として上蔟できるところまで飼育し、その吐糸
と営繭の状況について観察を行い、吐糸または営繭で異常を示す突然変異個体を選別する
。
【００３９】
　（１５）ステップ（１４）で得られた突然変異個体同士で交配または戻し交配すること
で採種し、更に採種後のカイコガのゲノムを抽出し、フィブロイン重鎖遺伝子の特異的プ
ライマーでＰＣＲ増幅、並びシーケンシングを行い、よって、突然変異体について更に特
定と確認を行う。
【００４０】
　（１６）ステップ（１５）で特定された突然変異体を継体・保存する。
【００４１】
　（１７）カイコ絹糸腺で発現しようとするタンパク質のアミノ酸配列に基づき、インビ
トロ合成または増幅にてそのコーディング配列を取得し、更にコーディング配列を用いて
遺伝子改変ベクターまたはフィブロイン重鎖遺伝子を標的とする相同組換え用ベクターを
構築する。
【００４２】
　（１８）ステップ（１６）で保存したカイコ卵を母体とし、ステップ（６）～ステップ
（１３）に記載の方法を用いてステップ（１７）の遺伝子改変ベクターまたは相同組換え
用ベクターをステップ（１６）で保存したカイコ胚に注入した後、孵化された幼虫を飼育
し、現世代（Ｇ０）のカイコガ同士で交配または戻し交配させて休眠性Ｇ１世代のカイコ
卵を取得し、更にＧ１世代のカイコ卵を即時に浸酸処理した後、胚発生の６日目で蛍光顕
微鏡でスキャンして遺伝子改変個体を取得し、得られた遺伝子改変個体を通常のとおりに
飼育、継体させて相応した遺伝子改変カイコを取得する。
【００４３】
　（１９）ステップ（１８）で得られた遺伝子改変カイコの絹糸腺と繭層について観察と
解析を行い、更にその中の標的タンパク質を抽出して精製する。
【００４４】
　実施例１：カイコフィブロイン重鎖遺伝子の配列解析
　ＮＣＢＩデータベースからカイコフィブロイン重鎖遺伝子の配列（登録番号：ＡＦ２２
６６８８）をダウンロードし、その配列構造を図１に示す。カイコフィブロイン重鎖遺伝
子（＋１～＋１６７８８、そのうち、＋１は転写開始サイトを表す）は、二つの長さがそ
れぞれ６７ｂｐと１５７５０ｂｐのエクソン、及び一つの長さが９７１ｂｐのイントロン
により構成され、第１エクソンは、２５ｂｐの非翻訳領域（＋１～＋２５）と４２ｂｐの
コード領域（＋２６～＋６７）を含み、第２エクソンは、Ｎ末端の非反複領域（＋１０３
９～＋１４４９）、Ｃ末端の非反複領域（＋１６３９６～＋１６７８８）、及び高度反複
領域（＋１４５０～＋１６３９５、図１において灰色のボックスで示される）を含む。カ
イコフィブロイン重鎖遺伝子によってコーディングされるアミノ酸配列のＮ末端に、一つ
の長さが２１アミノ酸残基のシグナルペプチド（図１で、下線の部分）を含んでいる。
【００４５】
　各カイコ品種において全て機能し得るジンクフィンガーヌクレアーゼの標的サイトを選
出するため、カイコフィブロイン重鎖遺伝子のＮ末端部分の配列（＋１～＋１４４８）に
ついて一塩基多型解析（ＳＮＰ解析）を行い、その結果を図２に示す。カイコフィブロイ
ン重鎖遺伝子のＮ末端部分の配列（＋２８９～＋１４４８）は、２９個のカイコ品種と１
１個のクワコ品種で１０個のＳＮＰサイトが存在し、それぞれ＋３９３、＋４６５、＋５
５５、＋５５６、＋８６１、＋８６２、＋９９９、＋１２７０、及び＋１３９０である。
【００４６】
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　実施例２：カイコフィブロイン重鎖遺伝子に対する特異的ジンクフィンガーヌクレアー
ゼ配列の設計と合成
　カイコフィブロイン重鎖遺伝子の配列特徴、及びその異なるカイコ品種におけるＳＮＰ
分布に基づき、更にジンクフィンガータンパク質がＤＮＡ配列を識別する際の特性を考慮
した上で、ＣＴＧＴＴＧＣＴＣＡＡＡＧＴＴＡＴＧＴＴＧＣＴＧＣＴＧＡＴＧＣＧＧＧＡ
ＧＣＡをジンクフィンガーヌクレアーゼによって識別される標的サイトとして選出した。
該標的サイトは、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で示される配列の＋１３２５～＋１３６２サイ
トに位置し、これに基づきジンクフィンガーヌクレアーゼを設計して合成した。したがっ
て、カイコフィブロイン重鎖遺伝子の１３２５～１３６２サイトがジンクフィンガーヌク
レアーゼによって識別される標的サイトである。
【００４７】
　実施例３：ジンクフィンガーヌクレアーゼｍＲＮＡの製造
　人工合成或いは既存のジンクフィンガータンパク質ライブラリーから増幅して得られた
ジンクフィンガーヌクレアーゼの核酸配列（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１９、及びＳＥＱ　
ＩＤ　ＮＯ：１２０で示される）を、制限酵素ＥｃｏＲＩとＸｈｏＩ（ＴＡＫＡＲＡ社か
ら購入）で消化した後、同じ酵素で消化した原核細胞発現ベクターｐＥＴ２８ａとライゲ
ーションし、大腸菌に導入して陽性クローンを選別し、組換えベクターを取得した。酵素
で消化する際の具体的な反応系は、以下のとおりである
【００４８】
　[表１]

【００４９】
　組換えベクターをＸｈｏI酵素で消化した後、ＭｅｓｓａｇｅＭａｘ　Ｔ７　ｍＲＮＡ
インビトロ転写キット（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ社から購入）を使ってインビトロ転写を行っ
た。その反応系は、以下のとおりである。
【００５０】
　[表２]

【００５１】
　上記反応系を３７℃、３０分間恒温放置した後、１μｌのＤＮＡ分解酵素を加え、更に
１５分間恒温放置した。上記反応系について、ＥｐｉｃｅｎｔｒｅＡ－ｐｌｕｓテール付
加キット（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ社から購入）を用いてテール付加反応を行った。その反応
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系は、以下のとおりである。
【００５２】
　[表３]

【００５３】
　上記反応系を３７℃、３０分間恒温放置した後、ＭＥＧＡＣｌｅａｒキット（Ａｍｂｉ
ｏｎ社から購入）で精製し、－８０℃で保存して後の処理に備える。
【００５４】
　実施例４：微量注射用カイコ胚の製造
　多化性カイコ品種「Ｎ４」の処理方法：２５℃の定温、相対湿度が７５％の環境におい
て孵化するまで催青し、桑葉で飼育して産んだカイコ卵を直接に微量注射に用いた。
【００５５】
　休眠性カイコ品種「大造」の処理方法：正常に飼育して得られたカイコ卵に対し通常の
人工孵化処理を施した後、１５℃の定温、相対湿度が７５％、自然光のある環境において
孵化するまで催青した。孵化後のカイコを２５℃の定温、相対湿度が７５％、自然光のあ
る環境において飼育し、産んだカイコ卵を注射に用いた。羽化後に一斉で発蛾したオスと
メスのカイコガを２５℃、弱光の条件下で４時間かけて交配させてから割愛し、メスの蛾
を糊付けなされた蚕卵紙に撒いて産卵させた。
【００５６】
　実施例５：ジンクフィンガーヌクレアーゼｍＲＮＡの微量注射
　羽化後に一斉で発蛾したオスとメスのカイコガを２５℃、弱光の条件下で４時間かけて
交配させてから割愛し、メスの蛾を糊付けなされた蚕卵紙に撒いて産卵させた。産卵後、
すぐに総濃度が４００ｎｇ／ｕＬの、カイコ重鎖遺伝子を標的とするジンクフィンガーヌ
クレアーゼｍＲＮＡをマイクロインジェクター（ＦｅｍｔｏＪｅｔ　５２４７マイクロイ
ンジェクター、Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ社から購入）で数個のカイコ卵に注入し、各カイコ卵
への注射量は、約１０ｎＬである。注射後のカイコ卵に対し、無毒の接着剤で注射口を封
じ込み、更に３５％のホルムアルデヒド蒸気中において５分間かけて消毒した後、温度が
２５℃、相対湿度が８５％の高湿度環境において孵化するまで催青し、孵化されたＧ０世
代の幼虫を集めて人工エサで発蛾するまで飼育した。
【００５７】
　実施例６：微量注射後の突然変異個体の選別
　多化性品種「Ｎ４」と休眠性品種「大造」を原始材料とし、それぞれのカイコ卵１９５
個と２４７個に微量注射を行い、孵化された９３匹と１２４匹のＧ０世代の幼虫を集めて
人工エサで発蛾するまで飼育した。それぞれ得られた８１匹と１０６匹のＧ０世代のカイ
コガ同士で交配または戻し交配させ、３８と５１蛾輪のＧ１世代のカイコ卵を得た。３８
と５１蛾輪を催青させ、更に単独でＧ１世代にまで飼育して上蔟したものを観察した。そ
のうち、２９個と３８個の蛾輪においてそれぞれ２５０匹と１０５匹の裸蛹または繭層の
薄い「セリシン蚕」を得た。実験の具体的な統計結果を表４に示す。
【００５８】
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　[表４]
　表１：微量注射と突然変異の選別結果

【００５９】
　実施例７：遺伝可能な突然変異個体のシーケンシング解析
　実施例６から１１７個の表現型が全て裸蛹または「セリシン蚕」である突然変異個体を
選出してゲノムを抽出し、カイコフィブロイン重鎖遺伝子の突然変異サイト付近の配列に
基づきＰＣＲプライマーとシーケンシングプライマーを設計した。そのうち、ＰＣＲプラ
イマーは、Ｆｉｂ－Ｈ－Ｆ：５'－ｔｇａｔｇａｇｇａｃｔａｔｔｔｔｇｇｇａｇ－３'、
Ｆｉｂ－Ｈ－Ｒ：５'－ｔａｇｔｇｃｔｇａａａｔｃｇｃｔｃｇｔ－３'であり、シーケン
シングプライマーは、Ｆｉｂ－Ｈ－Ｆ：５'－ｔｇａｔｇａｇｇａｃｔａｔｔｔｔｇｇｇ
ａｇ－３'である。ＰＣＲ反応系の組成は、下記のようなものである。
【００６０】
　ゲノムＤＮＡ：１．０μｌ
　ＥＸ　Ｔａｑ緩衝液：２．５μｌ
　Ｍｇ２+：２．０μｌ
　ｄＮＴＰ：２．０μｌ
　Ｅｘ　Ｔａｑ：０．１５μｌ
　プライマーＦｉｂ－Ｈ－Ｆ：０．５μｌ
　プライマーＦｉｂ－Ｈ－Ｆ：０．５μｌ
　脱イオン水：総量が２５μｌになるまで補充
【００６１】
　ＰＣＲ産物を電気泳動で検出し、精製した後にシーケンシング反応を行った。シーケン
シング結果から、選出した１１７個の突然変異個体がジンクフィンガーヌクレアーゼの標
的サイトにおいて全て突然変異があることを確認でき、具体的な配列をＳＥＱ　ＩＤ　Ｎ
Ｏ：２～１１８に示す。これらの突然変異は、変異、欠失、及び小さな断片の挿入を含み
、一部の結果を図３に示す。
【００６２】
　実施例８：遺伝可能な突然変異個体のフェノタイプ観察と解剖学観察
　野生型カイコ品種の大造、及び１１７個の突然変異体カイコ品種について、各品種ごと
に３匹取って通常の解剖手法でその絹糸腺を取り出して顕微鏡下で観察を行った。結果は
、図４に示されたとおりで、突然変異個体の絹糸腺が明らかに野生型個体より小さく、更
に突然変異個体の後部絹糸腺で発生奇形の現象が観察された。
【００６３】
　野生型カイコ品種の大造、及び１１７個の突然変異体のカイコ品種について、各品種ご
とに５０個の繭を取って観察を行った。結果は、図５に示されたとおりで、突然変異体の
カイコ繭層が野生型個体に比べて薄くなっているのが確認された。更に、各品種ごとに２
５匹の繭と蛹体を取ってその重量を測定し、生物学統計解析を行った。結果は、図６に示
されたとおりで、突然変異個体の蛹体が野生型個体よりやや重くなっており、その繭層重
量が野生型個体に比べてやや軽くなっているのが確認された。野生型カイコ品種と突然変
異体カイコ品種の繭についてタンパク質の電気泳動解析を行い、その結果から、突然変異
体カイコ品種の場合にフィブロイン重鎖タンパク質が含まれておらず、大量のセリシンだ
けで構成されているのが確認された。詳細は、図８のレーン１０に示されたとおりである
。以上のことは、上述のカイコフィブロイン重鎖突然変異遺伝子が内因性タンパク質の製
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造に適用することのできることを実証したものでもある。
【００６４】
　実施例９：突然変異体カイコの絹糸腺における外因性緑色蛍光タンパク質融合タンパク
質の発現
　緑色蛍光タンパク質遺伝子を含有するプラスミドを鋳型とし、緑色蛍光タンパク質のコ
ーディング配列を増幅し、更にカイコフィブロイン重鎖遺伝子の非反複領域と融合させて
遺伝子改変ベクター（構築に係わる方法と操作は、Ａｉｃｈｕｎ　Ｚｈａｏ等、Ｔｒａｎ
ｓｇｅｎｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ、ＤＯＩ１０．１００７／ｓ１１２４８～００９～９２
９５～７を参照することができる）を構築した。保存されていた突然変異体カイコ品種（
突然変異の配列は、ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１１に示される）を用いて母体材料とし、正常
な飼育条件で得られたカイコ卵に対し通常のとおりにして人工による孵化処理を施した後
、１５℃の定温、相対湿度が７５％、完全遮光の環境において孵化するまで催青させた。
その後、２５℃の定温、相対湿度が７５％の環境において飼育し、更に種繭の保護を行っ
た。羽化後に一斉で発蛾したオスとメスのカイコを、温度が２５℃、弱光の条件下で４時
間交配させてから割愛し、更にメスの蛾を糊付けなされた蚕卵紙に撒き、暗い環境におい
て産卵させた。０．５時間ごとにカイコ卵を一回掃き集め、集めたカイコ卵を２５℃の環
境において保護した。産卵後に３時間経てからＥｐｐｅｎｄｏｒｆ製マイクロインジェク
ターを用いて１０～１５ｎＬの、総濃度が４００ｎｇ／ｕＬの構築済みの遺伝子改変ベク
ターを１５０個のカイコ卵に注入し、更に無毒の接着剤で注射口を封じ込み、３５％のホ
ルムアルデヒド蒸気中において５分間かけて消毒を行った。その後、温度が２５℃、相対
湿度が８５％の高湿度環境において孵化するまで催青し、孵化された６９匹のＧ０世代の
幼虫を集めて発蛾するまで桑葉で飼育し、更に同士で交配または戻し交配させることで併
せて１１蛾輪のＧ１世代のカイコ卵を得た。Ｏｌｙｍｐｕｓ?電動式のマクロ撮影モード
付き蛍光顕微鏡で４１蛾輪のＧ１世代のカイコ卵について観察と選別を行い、１個の陽性
蛾輪で併せて１１匹の遺伝子改変カイコを得た。遺伝子改変カイコの絹糸腺と繭層につい
て観察と解析を行った結果、図７と図８に示されたように、緑色蛍光タンパク質融合タン
パク質の含有量が、ヘテロ突然変異体カイコとホモ突然変異体カイコを母体材料とする遺
伝子改変カイコの絹糸腺と繭層において野生型カイコを母体材料とする遺伝子改変カイコ
に比べて顕著に高まっているのが確認できた。同様に、他の１１６個の突然変異体カイコ
品種（突然変異の配列は、ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：２～１０、ＳＥＱ．ＩＤ　ＮＯ：１２～
１１８に示される）を母体材料とする遺伝子改変カイコの絹糸腺と繭層においても、緑色
蛍光タンパク質融合タンパク質の含有量が野生型カイコを母体材料とする遺伝子改変カイ
コに比べて顕著に高まっているのが確認できた。以上のことは、上述のカイコフィブロイ
ン重鎖突然変異遺伝子が外来タンパク質の製造に適用することのできることを実証したも
のでもある。
【００６５】
　上述の実施例が本発明に係る技術案を説明するものであって、本発明を制限するもので
はない。以上において本発明の最適の実施例を参照しながら本発明を説明したが、当分野
の普通の技術者であれば、特許請求の範囲で限定される本発明の趣旨と範疇から逸脱しな
い限り、本発明に対し形式上や細部において種種の変更を加えることのできることを理解
すべきである。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
【配列表フリーテキスト】
【００６７】
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