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表紙写真：EGFPとDsRedの両方を含むプラスミドとPiggyBacを含むヘルパープ
ラスミドを共注入した後、エレクトロポレーションを行ったカイコ幼虫（左）
において、EGFP（中）とDsRed（右）の遺伝子が安定に染色体に導入されて共
発現している（東京大学　安藤俊哉）。	 
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第 2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について、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

た解明をめざしますが、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、「エレクトロポレーションを用いた遺伝子機能解析」と題して、10月 25日
と 26日の 2日にわたって「第 2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 9 名の研究者が参加し、研究
室の実験設備や機器を用いて実験を行い、技術講習会として有意義な時間を過ごしてもらえたの

ではないかと思います。今回の技術は当研究室の安藤俊哉研究員が中心となり新たに開発したも

ので、論文の公開（Ando, T. & Fujiwara, H. (2012) Electroporation-mediated somatic 
transgenesis for rapid functional analysis in insects, Development, in press）に先立って、で
きるだけ多くの利用希望者に試してもらい、各自の研究に役立ててもらおうと計画したものです。 
 
	 参加者全員が、カイコ幼虫を使って外来遺伝子 EGFP と DsRed を組み込んだプラスミドと
PiggyBacのヘルパープラスミドを共導入し、翌日に遺伝子発現がモザイク的に観察できるかど
うかを実験してもらいました。幸いなことに全員がシグナルの検出に成功し、この技術が広範な

研究者に容易に利用されうることが「実証」されました。さらに、参加者が持参したテントウム

シ、カブトムシ、アブラムシなど様々な昆虫でこの方法を試してみるというチャレンジングな実

験も行いました。残念ながら、技術的な習熟度やプロモーターの適合性などの問題のせいか、多

くの昆虫ではカイコで見られたようなはっきりとしたシグナルは見られませんでした。ところが

参加者の一人の大島さんが、柏キャンパスで見つけた「ホソガ」で試したところ、見事に蛍光シ

グナルが検出されました。このことは、その辺にいる非モデル的な昆虫でもこの技術が容易に応

用できることが示したもので、開催した我々も大いに盛り上がりました。この機能解析技術は昆

虫に限らず多くの生物で利用できるのではないかと思われます。今回は昆虫以外を扱う研究者は

参加されませんでしたが、今後そういった方々の研究にも役立つのではないかと期待しています。 
 
次ページ以降には、ワークショップの概要とワークショップ参加者の一人である杉本貴史氏

（富山大学）のレポートを掲載いたします。なお、実験手法の詳細については、近々に公開され

る上記の論文を参照ください。今回のワークショップ開催にあたり、藤原研究室の安藤俊哉研究

員、山口淳一研究員、茶木京子、有田和美両技術補佐員には多大な協力を仰ぎました。深く感謝

いたします。また、参加後のレポートを執筆いただいた杉本貴史氏に御礼申し上げます。 
 

平成 24年 11月 30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 2回遺伝子機能解析技術ワークショップ	 

 
・開催日時：2011年 10月 25日（木）13：30から 10月 26日（金）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：藤原晴彦、安藤俊哉、山口淳一（東大・新領域・先端生命） 
 
・ワークショップ参加者： 
新美輝幸（名古屋大学・大学院生命農学研究科） 
大島一正（京都府立大学・大学院生命環境科学研究科） 
コルネット・リシャー（農業生物資源研究所・昆虫機能研究開発ユニット・乾燥耐性研究グルー

プ） 
木内隆史（東京大学・大学院農学生命科学研究科・昆虫遺伝研究室） 
土`田 努（富山大学 先端ライフサイエンス拠点） 
杉本貴史（富山大学 先端ライフサイエンス拠点） 
藤原亜希子（富山大学 先端ライフサイエンス拠点） 
重信秀治（基礎生物学研究所） 
坪田拓也（農業生物資源研究所。遺伝子組換えカイコ研究開発ユニット） 
 
・ワークショップの実習概要： 
（１）原理の説明： 
	 PiggyBac などを用いた従来のトランスジェネシスは、卵へのインジェクションを必要とし、
現時点では少数のモデル生物（昆虫）にのみ適用可能な技術と考えられる。また、広範な生物で

用いられている RNAi 法も、カイコやショウジョウバエ（幼虫期等）などでは極端に導入効率
が低く、dsRNAの注入による遺伝子機能のノックダウンは事実上難しい。進化研究では多様な
非モデル的な生物を対象とすることが多いが、このような生物で遺伝子機能を確実に調べる手法

が求められていた。 
最近、安藤・藤原はエレクトロポレーションによりプラスミドを個体の細胞内に効率よく導入

し、さらに PiggyBacトランスポゼースによって安定的にプラスミド内の遺伝子を染色体に組み
込む技術を開発した（Ando & Fujiwara, in press）。この手法の利点は、①発生の各ステージで
様々な組織に遺伝子導入が可能で、従来のトランスジェネシスに比べると圧倒的に短時間で解析

できる。②モザイク的に遺伝子が導入されるために、発生上重要な遺伝子を強制発現させること

や、導入細胞と周りの細胞の相互作用を調べることが可能である。③カイコだけでなく、アゲハ

やコクヌストモドキでも成功しており、広範な非モデル的な昆虫（生物）においても応用可能と

思われる。④遺伝子の強制発現だけでなく、shRNA のコンストラクトを発現させるか siRNA
を直接導入することにより、遺伝子のノックダウンを効率的に行うことが可能である。 
（２）導入プラスミド： 
今回は時間的な制約もあり、EGFPと DsRed2を含むプラスミド（両端に piggyBacの認識部
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位を持つ：pPIGA3-GR）と piggyBac のトランスポゼースを含むプラスミド（ヘルパープラス
ミド：pHA3PIG）をカイコ幼虫に注入し、エレクトロポレーションによって個体内の細胞に導
入して、EGFPと DsRedの蛍光シグナルが共局在しているかどうかを調べようとした。 
（３）カイコ幼虫へのインジェクション 
	 カイコ（N4系統）２齢幼虫をスライドグラス上に粘着テープで固定し、ガラス管を引いた注
射針にプラスミド DNAをアプライして、標的皮膚の後方から DNAを注入した。 
（４）エレクトロポレーション 
	 固定したカイコ幼虫に白金電極の幅を調節しながらあて、電極とカイコの間に PBSを垂らし、
DNA注入後に安全を確認して、素早く電圧を印加した。 
（５）安全確認（注意事項） 
	 常に電極の位置を意識して作業する。ゴム手袋を着用し、決して濡れた手で作業しない。ガラ

ス針は折れやすく体内に入ると危険なので針先を意識して作業する。DNA注入時にはガラス管
が詰まりかけると高圧がかかることがある。ゆるんだ針の脱落や発射に気をつける。 
（６）蛍光シグナルの観察 
	 実体顕微鏡により、注射後翌日（20時間ほど）のカイコ幼虫の皮膚での蛍光シグナル（EGFP
と DsRed）を観察した。DsRed のシグナルは 40 時間ほど必要なので、今回は各自が注射した
サンプルについては EGFP の蛍光観察のみを行った。各自数匹ずつのサンプルを観察したとこ
ろ、９名全員のカイコにおいて蛍光シグナルを検出することができた。一方、事前に遺伝子導入

していたカイコを用いて、EGFPと DsRedのシグナルが共局在している様子も参加者各自に観
察してもらった。 
（７）その他の昆虫での試み 
	 カイコ以外にどれくらい汎用性があるかを、大島氏が柏で捕まえたホソガの一種、富山大グル

ープの持ち込んだアブラムシ等、新美氏が持ち込んだテントウムシ等で試してみた。技術的な問

題か、プロモーターの適合性の問題かは分からないが、今回ほほとんどのもので明確なシグナル

は見られなかった。しかし、ホソガでは明らかな EGFPのシグナルが観察された。 

 
実習の様子
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第３回遺伝子機能解析技術ワークショップに参加して	 

富山大学先端ライフサイエンス拠点	 杉本貴史 
 
【概要】	 

	 本ワークショップは、非モデル昆虫への応用を視野に入れた新規実験手法としての、エレクト

ロポレーションを用いた遺伝子機能解析手法の技術講習会として、2012年 10月 25-26日に東京
大学柏キャンパス（新領域生命棟 501:藤原班）にて開催された。 
 
【実験内容】	 

1日目：インジェクション／エレクトロポレーションの実習 
	 最初に、安藤さんと山口さんのご指導のもと、カイコガの 2
齢幼虫を用いて行った。まず、導入したい遺伝子を組み込んだプ

ラスミド DNA を供試昆虫の導入したい部位にインジェクショ
ンした。ガラスキャピラリーで虫体に大穴を空けてしまい、体液

を逆流させてしまうなど手間取ったが、安藤さんのご指導のもと、

体節の間にキャピラリーをほぼ平行に差し込むことで上手くで

きるようになった（図１）。次に、エレクトロポレーターの電極

を、導入したい部位が陽極となり、かつ、２つの電極で虫を挟む

ように配置し、虫と電極の間を PBSでブリッジさせ、電気パル
スを与えることでプラスミド DNA を細胞内へ打ち込んだ（図
２）。このとき、陽極と陰極にたらした PBS が繋がってしまっ
たり、虫が動いて通電前に PBS と電極が離れてしまったりと、
苦戦したが、またも安藤さんに助け舟を出して頂き、虫の配置を

工夫することで、無事にエレクトロポレーションを行うことが出

来た。ずいぶん苦戦してしまったこともあり、電気パルスを与え

ている時に PBS中に発生する泡と、刺激に伴って『ピクッピク
ッ』と動く虫を見た瞬間、感動にも似た達成感を感じてしまった

ものである。 
	 私の手際の悪さで困難な印象を与えてしまっているかもしれないが、操作そのものはシンプル

かつ容易で、コンスタントに数をこなすことも難しくない印象だった。カイコガに遺伝子導入す

る際には市販のエレクトロポレーターを用いたが、その後、持参したエンドウヒゲナガアブラム

シに同様の操作によるエレクトロポレーションを行ったときは、安藤さん自作のエレクトロポレ

ーター（図３）を用いた。私の印象では、後者のほうが電極の調整が楽で、かつ操作もシンプル

で使いやすかった。安価にエレクトロポレーターを自作してしまうのみならず、より操作性の高

い機械へと改良してしまう、安藤さんのチャレンジ精神と創意工夫に驚嘆した。 
	 プラスミド DNAをインジェクションし、エレクトロポレーションを行ったカイコガおよびエ
ンドウヒゲナガアブラムシは、エサの入った容器に移し、翌日の観察まで静置した。 
2日目：インジェクション／エレクトロポレーションしたサンプルのチェック 
	 まず、あらかじめ用意して頂いたサンプルを実体蛍光顕微鏡下で観察し、エレクトロポレーシ

ョンの成功例を示して頂いた。今回導入したプラスミド DNAには EGFPおよび DsRedが挿入

図１：インジェクション用のガラ

スキャピラリー（右）とエレクト

ロポレーション用の電極（左） 

図２：カイコガ幼虫を電極で挟ん

で PBSでブリッジした状態 
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されているため、成功していれば、それぞれの蛍光が観察できる（DsRed はタンパク質の成熟
に 40 時間程度必要であるため、この日の観察では検出できない）。私は前日のインジェクショ
ン／エレクトロポレーションで４頭のカイコガの幼虫を用いたが、その結果たるや惨憺たるあり

さまで、３頭目まではこれっぽっちの蛍光も観察できなかった。しかし、４頭目では、なんと、

綺麗な緑色の点々が・・・。この瞬間は、感動よりも、安堵のほうが先に立って、脱力感にも似

た安心感を覚えたものである（レポートを頼まれていたので、完全に失敗だったらどうしようと

思っていた）。観察された蛍光は非常にクリアかつ、陽極側の PBS に触れていた部分に局所的
に見られるため、偽陽性を検出してしまうリスクも低いと感じた。また、遺伝子導入からわずか

24 時間で目的となる遺伝子が供試昆虫に無事定着したのみならず、その観察までも行えてしま
うという、これまでの常識から考えると、画期的な手軽さで、迅速に結果が得られる優れた実験

系であることをあらためて実感した。 
 
【参加しての感想】	 

	 これまで、遺伝子機能解析と言えば、モデル生物でやる難しいものと考えしまい、RNAiや遺
伝子導入そのものに二の足を踏んでしまっている部分があった。しかし、教えて頂いた手法は、

広範囲の生物への応用が期待でき、かつ、遺伝子導入だけでなく siRNA発現を誘導することに
よって、これまで RNAi が効かないとされてきた生物においても遺伝子ノックダウンが可能に
なる、素晴らしい新規実験系であることが実感できた。大島さんが鱗翅目昆虫の中ではカイコガ

と比較的遠縁にあたるホソガで実験を成功させていたことは、それを裏付けるに十分なインパク

トがあった。 
	 私が持ち込んだエンドウヒゲナガアブラムシでは、はっきりと成功したと言えるレベルには至

らなかったが、プロモーターの検討やエレクトロポレーション時の条件設定など、ちょっとした

工夫で成功に漕ぎ着けられるのではという手応えを感じた。 
	 今回、最新技術に生で触れることで、遺伝子機能解析に対するイメージの壁を乗り越え、さら

に、その技術を自分でも活用してみたくなった。新規技術を肌で感じられる体験は、次の一歩を

踏み出すにあたって、大きな勇気と力を与えてくれる。このたび、有意義な場を提供してくださ

った皆様に深く感謝するとともに、自分自身が、このような場を提供できる立場に立たなければ

と強く感じた。今後ともこういった新規技術の講習会を開催して頂けたらと強く願わずにはいら

れない。 

 

図３：（左）実験指導の風景	 （中）蛍光確認作業	 （右）安藤さん自作の電極と

エレクトロポレーター 
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