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表紙写真：卵へのインジェクションの様子。カイコの卵をスライドカラスに等間
隔で並べ、接着剤で固定する（左写真）。カイコの卵殻は硬いため、タングステ
ン針（右写真の右上）で卵に穴を開け、キャピラリー（右写真の右中央）を穴に
挿入し、Crispr/Cas9のmRNAを注入する（東京大学　近藤勇介）。	 
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第４回遺伝子機能解析技術ワークショップ報告 
 

新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」では、有用な情報・知識・技

術などを共有して、進化研究の新たなパラダイムを創成することを目標としてい

ます。当領域は、複雑な適応形質やその進化プロセスを、次世代シーケンサーに

よる網羅的な遺伝子解析などを利用して解明しようと考えていますが、大きな問

題として立ちはだかるのが個々の遺伝子の「機能解析」です。遺伝子機能解析技

術支援班の役割は、遺伝子機能の解析に有用な技術や情報をなるべく多くの班員

に伝えるべく、技術講習会や情報交換会などを開催するものです。 

 

そこで、本年度は「Crispr/Cas9システムを利用したカイコのゲノム編集」と題

して、12月11日の午後に「第4回遺伝子機能解析技術ワークショップ」を開催しま

した。東大・新領域の藤原研究室を開催場所として、全国の大学・研究所より多

数の研究者・大学院生・学部学生が参加しました。今回は、近年盛んに行われて

いるゲノム編集手法Crispr/Cas9システムについて東京大学新領域創成科学研究

科・先端生命科学専攻の鈴木雅京准教授を講師としてお招きし、講義をしていた

だきました。講義のあとには、カイコの卵・幼虫へのインジェクションの様子を

間近で見学できる講習会（今回は時間の都合でデモンストレーションのみとなり

ました）を開催しました。講習会には7名の方にご参加いただきました。これから

ゲノム編集手法を試そうと考えている参加者から活発に質問や相談が寄せられ、

有意義な講義・講習会となりました。 

 

次ページ以降には、ワークショップの概要と講習会で配布したマニュアル、ワー

クショップ参加者の感想を掲載いたします。なお今回のワークショップ開催にあ

たり、鈴木雅京准教授にはご多忙の中、長時間の講義を引き受けていただき、深

く感謝いたします。また藤原研究室の近藤勇介研究員、茶木京子、依田真一氏（博

士3年）らには多大な協力を仰ぎました。深く感謝いたします。参加後の感想を執

筆いただいた稲田垂穂、矢口甫両氏にも御礼申し上げます。 

平成26年12月24日 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

遺伝子機能解析技術支援担当 

藤原晴彦 
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新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」 

第４回遺伝子機能解析技術ワークショップ 
 
（1） Crispr/Cas9システムを利用したカイコのゲノム編集 
・開催日時：2014年12月11日（月）13：00〜14：00 
・開催場所：東京大学柏キャンパス生命棟地階会議室 
・講師：鈴木雅京博士（東大院・新領域・先端生命） 

 
2） カイコ幼虫・卵へのインジェクション講習会 
・開催日時：2014年12月11日（月）14：00〜15：00 
・開催場所：東京大学柏キャンパス生命棟5階藤原研究室 
・講師：近藤勇介、茶木京子、清水紘子、依田真一、上村望、波平真実（東大院・

新領域・先端生命） 
・ワークショップ参加者（敬称略、あいうえお順）： 
稲田垂穂 （東北大学理学部）、川本宗孝 （東京大学大学院）、斉木亮太 （富山大

学大学院）、重信秀治 （基礎生物学研究所）、大門高明 （農業生物資源研究所）、

増岡裕大 （富山大学大学院）、矢口甫 （富山大学大学院） 
 
 

ワークショップの講義概要 
 
 鈴木講師による講義では、ゲノム編集手法の分野におけるトピックスを交えて、

ご自身の研究成果、試行錯誤の結果などをご教授いただきました。Crispr/Cas法の

メカニズムはsingle guide RNA（sgRNA）が標的配列を認識、結合し、Cas9 nuclease
によってPAM配列部位（NGG）で切断し、自己修復機能のエラーによるindelが入

ることで遺伝子の機能を欠損させます。この手法は2013年に登場した新しい技術

ですが、既にマウスやゼブラフィッシュ、ショウジョウバエなど広範な生物に適

用可能なことが実証されています。鈴木講師は鱗翅目昆虫であるカイコを用いて、

Crispr/Cas法がどの程度適用できるのかを検討しました。 
 
 Crispr/Cas法を行う上で、最初に行うのがsgRNAの設計です。設計はZiFiT
（http://zifit.partners.org/ZiFiT/Disclaimer.aspx）に標的遺伝子の塩基配列を入力する

だけで、簡便に標的配列が得られます。一般的に、1遺伝子に対して4‒5カ所程度、

標的配列を設計することを推奨しています。実際に鈴木講師は5カ所設計し、その

うち2カ所でindelが起こっていることを確認しました。導入効率は3‒6割と設計し

た場所によって大きく異なっていました。とくに導入効率の高かった標的配列の

周辺にはmicro-homology（5‒25塩基の相同配列）が存在し、DNA2本鎖が切断され

た際に誘発される修復系MMEJ（Micro-Homology End Joining）によって欠損変異が

起こったと思われます。このMMEJを利用した欠損変異は高い再現性を示すことか
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ら、標的配列を設計する時点で周辺にmicro-homologyの存在する場所にしておくと

ノックアウト系統の創出の省力化に繋がると考えられます。 
 
 さらにCrispr/Cas法の最新の研究を紹介していただきました。マウスでは、

single-stranded DNAオリゴ（ssDNA）とsgRNA、Cas9 mRNAをcoinjectionすること

で標的配列を別の配列に置換すること（1塩基～置換可能）が可能となっています。

また、ノックアウトしたい遺伝子を挟むように2カ所のCas9切断部位（遺伝子の5'
側を切断部位1、3'側を切断部位2）を設計し、切断部位1の5'側隣接配列60塩基と切

断部位2の3'側隣接配列60塩基を繋げたssDNAをcoinjectionすることで7kbの欠失を

作り出すことに成功しています。このようなテクニックは、近い将来、自在にゲ

ノム編集が可能となり、遺伝子の機能解析に大きく貢献すると期待されます。 
（文責：東京大学・特任研究員、近藤勇介） 
 
 

ワークショップ参加者の感想 
 
稲田 垂穂 （東北大学 理学部） 
私は非モデル生物の遺伝子改変個体の作成方法について勉強するために、参加さ

せていただきました。論文では省かれるような細かいテクニックを含め、実際に

どれくらい手間や時間がかかるのかが体験できてとても参考になりました。あり

がとうございました。 
 
矢口 甫（富山大学大学院 理工学教育部） 
 Crispr/Cas9システムによるゲノム編集は，TALENと比較して簡便に行えること

に驚嘆しました．また，カイコガを対象とした実習により，インジェクション法

の検討および卵の維持法の確立の難しさを痛感しました．今後，Crispr/Cas9システ

ムをシロアリに適用しようと思います． 
 
次ページ以降に、当日配布した簡易マニュアルを掲載いたします。 
 



 4 

インジェクション⽤ 簡易マニュアル 
 

1．⽤意 

・siRNA の場合・・・in Injection Buffer(100 mM KOAc, 2 mM Mg(OAc)2, 30 mM Hepes-KOH, 
pH 7.4)。 
・プラスミドの場合・・・キアゲン Midi キットで精製し、注射⽤緩衝液 (0.5mM リン酸バッ
ファーpH7.0、5mM KCl) に薄めてターゲット、ヘルパーそれぞれ final 200 ng/ul になるよう
に薄めて Injection する。mRNA の場合は final で 100 ng/ul (⽣物研)。 
・ Microinjector (Eppendorf, FemtoJet) 
・タングステン針 
 先端を鋭く研いだもの。使⽤前に７０％エタノールで殺菌する。 
・ガラス針 
 ガラスキャピラリー(Narishige,GD-1、1x90mm) を Narishige、PP-830 でひいて作成する
(60℃)。両⾯テープをつけたシャーレに保存しておくと便利。 
・Microloader チップ（Eppendorf、5242 956.003、キャピラリーへサンプルを充填するため
の特殊なもの） 
・Universal capillary holder (Eppendorf, cat. no. 5176 190.002)  
・スライドガラス 
・接着剤（アロンアルファなど) 
・筆 or ピンセット (卵をスライドへ固定するため) 
・ホルマリン溶液 
・シャーレ 
・タッパー 
・siRNA・・・ファスマック dna@fasmac.co.jp で合成を依頼。配列を送ると dsRNA の粉末
の状態で納品してくれる。⼀組 2 万円以内で購⼊できる。 
 

2．⼿順 

 (1) 卵を産ませる 
 卵へのインジェクションは、産下直後の卵に⾏う必要がある。産下 24hr 以降の卵は、
効率が著しく悪くなる。通常、前⽇に雄雌を交配させた状態で４度保存しておき、当⽇室
温に戻す。雄雌を離すと、数時間のうちに⽣み始める。5 時間以内にインジェクションを
終えるようにする。 
 

 (2) 卵の固定 
 インジェクションの作業を簡単にするために、スライドガラスに卵を固定する。このと
きに卵の向きを合わせることで、胚の同じ位置にインジェクションできるようになる。最
後にホルマリンで消毒することで孵化までの 10 ⽇間にカビが⽣えてくるのを防⽌する。 
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 使⽤する卵を産卵台紙ごと⽔につけ、流⽔(⽔道⽔)で洗う（10 分程度） 
  ↓ カビ発⽣の防⽌、卵を台紙からはがしやすくする 
 筆などを使いスライドガラスに卵を並べる 
  ↓ 卵の裏表と向きを⼀定にする。6 ⾏ 8 列がちょうど良い。 
 接着剤で固定 
  ↓ 卵の⾼さに⾼低差が出ないよう注意 
 （消毒作業） 

ホルマリン（原液）を⼗分にしみ込ませたペーパータオルなどを 50 ml チューブにい
れる 

  ↓ 
密閉できる容器（タッパーなど）に、卵を貼り付けたスライドガラスを⼊れたシャー
レを、蓋を空けた状態で⼊れる（シャーレごと消毒する為） 

  ↓ 
ホルマリン⼊り 50 ml チューブの蓋を開けたまま容器に⼊れ、密閉し３〜10 分程放置 

 
 (3) インジェクション 

 カイコは卵殻が堅いので、タングステン針で⽳を空けてから、その⽳へ細いガラス針で
試薬をインジェクションする。タングステン針は鋭く研ぎ、卵に空ける⽳は極⼒⼩さくす
る。 

 
 ・電動マニュピュレーター、マイクロインジェクターの電源をいれる。 
  ↓ 
 ・ガラス針に試薬を充填する。 
  ↓ 
 ・タングステン針と試薬を⼊れたガラス針をセットする。 
  ↓ 
 ・卵を固定したスライドガラスを顕微鏡にセットする。 
  ↓ 
 （針の位置合わせ） 
 ・マニュピレーターを操作し、タングステン針とガラス針の位置を決める。 

①はじめにタングステン針の位置を記憶させる。⽬標物をきめそこに移動させ、記憶ボタ
ン１を押す。 
②つぎにガラス針の位置をタングステン針と同じ位置に設定する。同じ⽬標物に移動させ
記憶ボタン２を押す。（キャンセルするときは⾚ランプが消えるまで⻑押し） 
 

 （インジェクション） 
 ・タングステン針をセットした記憶ボタン１を押す。 
  ↓ 
 ・顕微鏡のステージを動かしてタングステン針で卵に⽳を開ける。 
  ↓（なるべく⼩さい⽳。針を刺したときに⾳がするときは良くない） 
 ・ステージを少し⼿動で戻す 
  ↓ 
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 ・ガラス針をセットした記憶ボタン２を押し、ガラス針を同じ位置に移動させる。 
  ↓ 
 ・ゆっくりとステージを動かし、⽳へガラス針を⼊れる。（卵の横幅の 1/4〜1/5 程度） 
          ↓ 
 ・試薬を注⼊ 

マウスクリック。⽳の外側に出てくる濁った液滴の⼤きさで、インジェクションした量を
確認する。素早くステージを動かしてガラス針を卵の中から引き抜く。 

  ↓ 
 ・（繰り返す） 
  

ガラス針の交換 ︓ ガラス針がつまって clean ボタンを押してもだめなとき、または、
針が折れてしまったときなどは、新しいものと交換する。本体の MENU ボタンを押して
からガラス針を取り外す。 
 

 （⽳をふさぐ） 
・チップ等で少量の接着剤をとり、使い古しのガラス針や細いチップで、卵の⽳に塗って
ふさぐ。 

  ↓ 
・卵のスライドガラスはシャーレで保存する。保湿のために、タッパーなどに湿らせたペ
ーパータオルを敷き、その中にシャーレごと⼊れて 25℃ぐらいの場所に保管する。注射
後 2，3 ⽇は特に湿度を保つよう注意する。 
 

● 今回、テストのために使⽤した siRNA（参考︓Yamaguchi et al. (2011) PLoS One, 6, e25469）  

 

 ターゲットの tyrosine hydroxylase (TH) は、メラ

ニン合成系の最初の遺伝⼦で tyrosine を dopa に変

換する酵素。クチクラのメラニン沈着、硬化に関与す

る。 

 ストックは 500 uM なので、等量を混ぜて(例えば

TH_A_s 4ul, TH_B_s 4ul) final 250uM として使⽤

することにする。うまくいくと結果は、右図のように、

着⾊しない⽩い幼⾍になる。ただし、この場合、殻を⾷い破れないので(多分THのノックダウン

で顎が弱くなっている)、放置しておくと卵の中で死んでしまう。殻をピンセットで破ってあげ

れば⽣存できる。  

名前 ターゲット sense 鎖 anti-sense 鎖 
TH_A_s カイコ TH GAAGAAGUGAUCUUGCAAAUU UUUGCAAGAUCACUUCUUCUU  

TH_B_s カイコ TH GUCAGCAUGACUCGUAUUAUU UAAUACGAGUCAUGCUGACUU 
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in vivo エレクトロポレーションによる遺伝⼦導⼊法（参考︓Ando & Fujiwara 

(2013) Development, 140, 454-458） 

前準備 
1.  幼⾍を氷で眠らせる（５〜10 分くらい） 
2.  キャピラリに⽬盛りをつける（2 mm 間隔で 1 ⽬盛り 0.5 μL が⽬安） 
3.  幼⾍を貼り付ける台の⽤意 
4.  ペーパータオルを⼩さく切ったものと粘着⼒を弱めたテープの⽤意 
 
装置の準備 
1.  コード類を本体につなげ、電源を⼊れる 
2.  電圧やパルスを設定する 
3.  装置と⽩⾦電極をつなげる 

（導⼊領域である＋極を⼿前にする） 
 
操作⽅法 
1.  幼⾍をはがしやすくしたテープで固定（頭部、尾部の順に留める） 
2.  マイクロインジェクターのスイッチを⼊れる 
3.  キャピラリに試薬を⼊れ、キャピラリの先をピンセットで折る 
4.  幼⾍の体に合わせて⽩⾦電極の幅と⾼さを調整 
5.  幼⾍に⽬盛りを⾒ながらインジェクションする（2-3 齢は 1 μL, 4-5 齢は 2 μL） 
6.  ⽩⾦電極は幼⾍を挟むように配置（幼⾍に触れないように） 
7.  PBS（緩衝液の役割）のしずくを⽬的の場所に置く （左下図） 
8.  顕微鏡で確認しながらエレポのスイッチを⼊れる 
（電極から気泡が出ている、幼⾍の体が痙攣） 
9.  体についた PBS を拭き取り、餌と⼀緒にシャーレなどに⼊れる 

設定例：  on time 280m/s  
       off time 720m/s 
      電圧    20Ｖ 
     Repeat       5   
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遺伝⼦のノックダウン・強制発現 

強制発現プラスミドをエレクトロポレーション法で導⼊すると PBS を置いた領域だけで発現が⾒られる（図
1）。 
同様に、siRNA によるノックダウンを⾏う場合も局所的に siRNA を効かせることが可能である（図 2）。 

 

 

 
 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

COMPLEX ADAPTIVE TRAITS Newsletter Vol. 5 No. 2 
発	 行：2014年12月25日	 

発行者：新学術研究領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」（領域代表者	 長谷部光泰）	 

編	 集：COMPLEX ADAPTIVE TRAITS Newsletter 編集委員会（編集責任者	 深津武馬）	 
領域URL：http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/SGJHome.html 




