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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚類の分離生殖細胞
をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うことを含む代理親魚を用
いた魚類の配偶子の生産方法において、
（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
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を作出すること、
（Ｅ）（Ｄ）で作出されたハイブリッド魚種をレシピエントとして、ドナー魚種の分離生
殖細胞を移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うこと、
を含む代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
【請求項２】
魚類の配偶子が、ドナー魚種の精子又は卵であることを特徴とする請求項１に記載の代
理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
【請求項３】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、移植したドナー魚種の分離
生殖細胞の生殖腺への生着能を有する魚種の魚であり、ドナー魚種に対して代理親魚にな
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り得ない第二の魚種の魚が、移植したドナー魚種の分離生殖細胞の生殖腺への生着能を有
さない魚種の魚であることを特徴とする請求項１又は２に記載の代理親魚を用いた魚類の
配偶子の生産方法。
【請求項４】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、ドナー魚種と同属であるこ
とを特徴とする、請求項１〜３のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産
方法。
【請求項５】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚が、ドナー魚種と異属である
ことを特徴とする、請求項１〜４のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生
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産方法。
【請求項６】
ドナー魚種が、イワナ属、ブリ属又はマグロ属であることを特徴とする請求項１〜５の
いずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
【請求項７】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー魚種に
対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり半分以下で有することを特徴
とする請求項１〜６のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
【請求項８】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー魚種に
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対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり１／３以下で有することを特
徴とする請求項７に記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
【請求項９】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍数体で
あり、ハイブリッド魚種由来の配偶子が生産されない不妊のハイブリッド魚種であること
を特徴とする請求項１〜８のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法
。
【請求項１０】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍数体で
あり、ハイブリッド魚種由来の精子及び卵が生産されない不妊のハイブリッド魚種が、３
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倍体であることを特徴とする請求項９に記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法
。
【請求項１１】
レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚類のドナー魚種の
分離生殖細胞をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行う、代理親魚
を用いた魚類の分離生殖細胞の生殖細胞系列への分化誘導方法において、以下の（Ａ）〜
（Ｄ）により、レシピエントとしてのハイブリッド魚類を作出し、作出されたハイブリッ
ド魚種をレシピエント魚類として用いて、ドナー魚種の分離生殖細胞を移植、分化誘導す
ることを特徴とする代理親魚を用いた魚類の分離生殖細胞の生殖細胞系列への分化誘導方
法：
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（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択する、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択する、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択する、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
を作出する。
【請求項１２】
レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚類の分離生殖細胞
をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うことを含む代理親魚を用
いた魚類の移植魚の生産方法において、
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（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
を作出すること、
（Ｅ）（Ｄ）で作出されたハイブリッド魚種をレシピエントとして、ドナー魚種の分離生
殖細胞を移植すること、を含む代理親魚を用いた移植魚の生産方法。
【請求項１３】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、移植したドナー魚種の分離
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生殖細胞の生殖腺への生着能を有する魚種の魚であり、ドナー魚種に対して代理親魚にな
り得ない第二の魚種の魚が、移植したドナー魚種の分離生殖細胞の生殖腺への生着能を有
さない魚種の魚であることを特徴とする請求項１２に記載の代理親魚を用いた移植魚の生
産方法。
【請求項１４】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、ドナー魚種と同属であるこ
とを特徴とする、請求項１２又は１３に記載の代理親魚を用いた移植魚の生産方法。
【請求項１５】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚が、ドナー魚種と異属である
ことを特徴とする、請求項１２〜１４のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚の生産
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方法。
【請求項１６】
ドナー魚種が、イワナ属、ブリ属又はマグロ属であることを特徴とする請求項１２〜１
５のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚の生産方法。
【請求項１７】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー魚種に
対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり半分以下で有することを特徴
とする請求項１２〜１６のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚の生産方法。
【請求項１８】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー魚種に
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対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり１／３以下で有することを特
徴とする請求項１７に記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
【請求項１９】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍数体で
あり、ハイブリッド魚種由来の配偶子が生産されない不妊のハイブリッド魚種であること
を特徴とする請求項１２〜１８のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚の生産方法。
【請求項２０】
ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍数体で
あり、ハイブリッド魚種由来の精子及び卵が生産されない不妊のハイブリッド魚種が、３
倍体であることを特徴とする請求項１９に記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方
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法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、他属魚種の代理親魚への適用が可能な、代理親魚を用いた養殖魚生産のため
の魚類配偶子（精子及び卵）の生産方法に関し、特に、該養殖魚生産のための魚類配偶子
の生産方法において、目的とする魚類配偶子の生産のための分離生殖細胞を供給するドナ
ー魚種に対して、該ドナー魚種の代理親になり得ない魚種をドナー魚種の代理親になり得
る魚種とのハイブリッドとすることにより、本来ドナー魚種の代理親になり得ない他属魚
種に対しても代理親魚として適用することを可能とし、代理親魚として用いる魚種の適用
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範囲を拡大することによって、飼育等に適合した実用上有利な特性を有する代理親魚の選
択を可能として、養殖魚生産のための魚類配偶子の生産方法として実用化を可能とする魚
類配偶子の生産方法を提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、天然漁業資源の漁獲量が漸減傾向を続け、これに伴い総漁獲量に占める養殖生産
量の割合が大きく増加してきている。一方、海産魚類の養殖においては、いまだに天然の
種苗を商品サイズまで養成する場合も多い。このため、資源管理の重要性の高まりととも
に、完全養殖の導入がより強く求められている。
【０００３】
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完全養殖とは、対象魚種の受精卵から人工的に種苗を生産し、得られた人工種苗を、商
品として流通させ、また、得られた人工種苗の一部の個体を親魚まで養成し、配偶子（精
子及び卵）を生産し、得られた配偶子を養殖に利用するという、天然資源に依存せずに完
結される養殖スタイルを指す。完全養殖を実現するためにはまず、目的の魚類の親魚から
、質及び量ともに種苗生産に十分な配偶子を得なくてはならない。種苗生産に十分な配偶
子を得るには、親魚の維持に十分な飼育施設と、適切な飼料による育成及び産卵誘導とが
不可欠であり、多くのスペース及び労力を必要とする。そのため、少なくとも多くの養殖
業者が容易に導入しうるほど、種苗生産への利用が確立している魚種は少ないと言える。
【０００４】
この問題点を解決しうる技術として、代理親魚を用いた種苗生産に必要な魚類配偶子の

20

生産技法、すなわち、代理親魚技法が注目されている。本技法は、配偶子を得ようとする
目的の魚種をドナーとし、配偶子を生産させようとする魚種をレシピエントとし、ドナー
の始原生殖細胞、精原細胞又は卵原細胞に例示される未分化な生殖細胞をレシピエントに
移植して、レシピエントを代理親魚として利用する方法である。本代理親魚技法は、言い
換えれば、ドナーの生殖細胞をレシピエントの生殖腺内で増殖又は分化させることによっ
て、ドナーの配偶子を生産し、ドナーの次世代個体集団を作出する技法である。魚類の場
合、雄の配偶子には運動性があり、精子と呼ばれるのに対し、雌の配偶子には運動性がな
く、卵と呼ばれる。代理親魚技法において、精子を得ようとする場合には、雄のレシピエ
ントにドナーの生殖細胞を移植し、一方、卵を得ようとする場合には、雌のレシピエント
にドナーの生殖細胞を移植する。
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【０００５】
代理親魚技法は、先に、本発明者らによって、宿主（レシピエント）魚類とは異系統又
は異種の魚類由来の生殖細胞である、ドナー分離生殖細胞を、孵化前後の宿主魚類の腹腔
内への移植によって、宿主魚類個体に移植することにより、生殖細胞を、生殖細胞系列へ
分化誘導することができること、即ち、魚類のような脊椎動物由来の分離生殖細胞を、宿
主脊椎動物の孵化前後の魚類個体へ移植することにより、該生殖細胞を生殖細胞系列へ分
化誘導することが可能であることが見出され、異系統又は異種の宿主魚類による分離生殖
細胞の生殖細胞系列への分化誘導方法として構築され、開示されている（特許第４３００
２８７号公報）。また、非特許文献Fisheries for Global Welfare and Environment, 5t
h World Fisheries Congress 2008 (2008) p209−219、には、ドナーであるヤマメ（masu
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salmon, Oncorhynchus masaou）の精原細胞を、レシピエントである雌雄のニジマス（ra
inbouw traut, Oncorhynchus mykiss）に移植することでヤマメの卵と精子を得て、ニジ
マスを代理親魚とするヤマメの次世代個体の作出を行う方法が報告されている。
【０００６】
上記開示の方法では、宿主（レシピエント）魚類は、ドナー由来の配偶子（精子及び／
又は卵）を作るとともに、宿主（レシピエント）由来の自らの配偶子（精子及び／又は卵
）も作ることから、ドナー由来の配偶子（精子及び／又は卵）を特異的に形成、分離する
には、両者を選別する操作が必要になり、実用上問題であった。例えば、ドナー魚種とし
て、ヤマメの精原細胞或いは卵原細胞を，ニジマスをレシピエントとして、生殖細胞系列
へ分化誘導を行う場合に、数多くのニジマスの精子の中からヤマメの精子を選び取ること
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、及び数多くのニジマスの卵の中からヤマメの卵を選び取ることが困難であり、ドナー魚
種のみを大量生産する必要がある産業上の利用技術としては、課題を残していた。
【０００７】
そこで、この課題を解決するために、本発明者らは、宿主となる魚種の３倍体の魚種を
作製し、該魚種を不妊化し、該３倍体魚種を代理親魚技法の宿主（レシピエント）とする
ことにより、宿主（レシピエント）自体の生殖細胞の形成を抑える方法を構築し、開示し
た（特許第４５８１０８３号公報）。非特許文献Science Vol.317 (2007) p1517には、３
倍体のニジマスを作出してニジマス由来の精子及び卵が生産されない不妊の代理親魚を得
て、この不妊の代理親魚にヤマメの生殖細胞を移植することで効率的にヤマメの精子と卵
を得て、ヤマメの次世代個体を生産する方法が報告されている。
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【０００８】
しかし、これまでの代理親魚技術では、代理親魚として利用可能な魚種は、ドナーに近
縁な魚種に限られており、代理親魚技術を適用可能な魚種が制限されていた。例えば、非
特許文献Fishories Science Vol.317(2011)p.60‑77には、ブリの精原細胞をニベに移植し
た場合、ニベ生殖腺には取り込まれるものの、配偶子の生産には至らなかったことが記載
されている。また、非特許文献Biology of Reproduction Vol. 82(2010)p.896‑904には、
ニベの精原細胞をマサバに移植した場合に、マサバ生殖腺にニベ生殖細胞を取り込まれ、
増殖していることも確認されたが、配偶子の生産には至らなかったことが記載されている
。
【０００９】
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代理親魚技術によるドナー由来の配偶子（精子及び／又は卵）の形成においては、例え
ば、実用的観点からは、大型魚類の配偶子（精子及び／又は卵）を、飼育の容易な小型魚
類等を代理親魚として形成させるような必要性が生じ、そのような場合の多くは、魚種の
属する属を超えての代理親魚の選択が要求される。しかしながら、多くの場合に、ドナー
魚種に対して、属を超えての代理親魚は、ドナー魚種の分離生殖細胞が、代理親魚の生殖
線に生着しない等の理由で、代理親魚になりえないという問題がある。したがって、代理
親魚技術の利用の実用上の要請に答えるためには、ドナー魚種に対して、属等の範囲を超
えての代理親魚の利用を可能とする代理親魚技術の開発が課題となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１０】
【特許文献１】特許第４３００２８７号公報
【特許文献２】特許第４５８１０８３号公報
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Fisheries for Global Welfare and Environment, 5th World Fisherie
s Congress 2008 (2008) p209−219
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
本発明の課題は、代理親魚を用いた養殖魚生産のための魚類配偶子（精子及び卵）の生
産方法の技術において、他属魚種等の代理親魚への適用を可能とし、本来ドナー魚種の代
理親になり得ない魚種をドナー魚種の代理親として用いることを可能として、代理親にな
り得る魚種の範囲を拡大し、この技術の実用化のために、飼育等の観点から、適用性の良
い代理親を選択し、適用できる、代理親魚を用いた養殖魚生産のための魚類配偶子（精子
及び卵）の生産方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
本発明らは、上記課題を解決すべく、代理親魚を用いた養殖魚生産のための魚類配偶子
（精子及び卵）の生産方法において、該代理親魚として用いる魚種について、分離生殖細
胞のドナー魚種に対して、代理親になり得る能力（未分化生殖細胞の生着が可能な魚種）
と、代理親魚として、飼育等の容易な魚種であることの両方の性質を兼ね備えた代理親の
選択について鋭意検討する中で、他属魚種等のドナー魚種に対して、該ドナー魚種の代理
親になり得ない魚種をドナー魚種の代理親になり得る魚種とのハイブリッドとすることに
より、ドナー魚種の代理親になり得ない他属魚種に対しても代理親魚としてなり得る能力
を付与することができることを見出した。該ハイブリッドの形成により、代理親魚の選択
の範囲を、本来ドナー魚種の代理親魚になり得ない他属の魚種にも広げることができ、飼
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育のし易い他属の魚種の代理親魚の利用を可能とすることができることを見出し、本発明
をなすに至った。本発明の方法により、例えば、マグロのような大型魚類のドナー魚種の
代理親として、飼育のし易い他属小型魚種を選択することが可能となり、代理親魚を用い
た養殖魚生産のための魚類配偶子（精子及び卵）の生産方法としての実用化方法を提供す
るに至った。
【００１４】
すなわち本発明は、レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の
魚類の分離生殖細胞をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うこと
を含む代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、
（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
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（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
を作出すること、
（Ｅ）（Ｄ）で作出されたハイブリッド魚種をレシピエントとして、ドナー魚種の分離生
殖細胞を移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うこと、
を含む代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法を包含する。
【００１５】
本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、他属魚種等の、本来ドナ
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ー魚種の代理親になり得ない魚種をドナー魚種の代理親として用いることを可能とし、魚
種の適用範囲を拡大することによって、代理親魚として飼育等の容易な代理親魚の選択範
囲を拡大することができ、養殖魚生産のための魚類配偶子の生産方法として、実用に適合
した魚類配偶子の生産方法を提供することが可能となる。
【００１６】
本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、魚類の配偶子としては、
ドナー魚種の精子又は卵を挙げることができる。本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子
の生産方法において、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚としては、
移植したドナー魚種の分離生殖細胞の生殖腺への生着能を有する魚種の魚を挙げることが
でき、ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚としては、移植したドナ
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ー魚種の分離生殖細胞の生殖腺への生着能を有さない魚種の魚を挙げることができる。
【００１７】
本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、ドナー魚種に対して代理
親魚になり得る第一の魚種の魚としては、ドナー魚種と同属である魚種の魚を挙げること
ができ、ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚としては、ドナー魚種
と異属である魚種の魚を挙げることができる。本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の
生産方法において、ドナー魚種の属としては、イワナ属、ブリ属又はマグロ属を挙げるこ
とができる。
【００１８】
本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、ドナー魚種に対して代理
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親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る
第一の魚種のゲノムを細胞あたり半分以下で有することが好ましく、より好ましくは、ド
ナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり１／３以下で有す
ることが好ましい。ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あ
たり上記範囲とすることにより、第二の魚種の魚の飼育特性を保存したまま、ドナー魚種
に対して代理親魚になり得る第一の魚種の代理親魚になり得る能力を導入して、ドナー魚
種に対して代理親魚になり得る能力を付与することができる。
【００１９】
本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、ドナー魚種に対して代理
親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種は、異質倍数体として、ハイブリッド魚種由
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来の配偶子が生産されない不妊のハイブリッド魚種として作出することができる。該ドナ
ー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種の異質倍数体としては、
ハイブリッド魚種由来の精子及び卵が生産されない不妊のハイブリッド魚種が、３倍体の
ハイブリッド魚種を挙げることができる。
【００２０】
本発明は、レシピエントとしてのハイブリッド魚類の作出方法において、
（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
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イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
を作出すること、
を含むハイブリッド魚類の作出方法を包含する。
【００２１】
また、本発明は、レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚
類のドナー魚種の分離生殖細胞をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導
を行う、代理親魚を用いた魚類の分離生殖細胞の生殖細胞系列への分化誘導方法において
、上記作出されたハイブリッド魚種をレシピエント魚類として用いて、ドナー魚種の分離
生殖細胞を移植、分化誘導することを特徴とする代理親魚を用いた魚類の分離生殖細胞の
生殖細胞系列への分化誘導方法の発明を包含する。
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【００２２】
すなわち、本発明は以下のとおりである。
［１］レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚類の分離生殖
細胞をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うことを含む代理親魚
を用いた魚類の配偶子の生産方法において、
（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
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を作出すること、
（Ｅ）（Ｄ）で作出されたハイブリッド魚種をレシピエントとして、ドナー魚種の分離生
殖細胞を移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うこと、
を含む代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
［２]魚類の配偶子がドナー魚種の精子又は卵であることを特徴とする上記［１］に記載
の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
［３］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、移植したドナー魚種の
分離生殖細胞の生殖腺への生着能を有する魚種の魚であり、ドナー魚種に対して代理親魚
になり得ない第二の魚種の魚が、移植したドナー魚種の分離生殖細胞の生殖腺への生着能
を有さない魚種の魚であることを特徴とする上記［１］又は［２］に記載の代理親魚を用
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いた魚類の配偶子の生産方法。
［４］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、ドナー魚種と同属であ
ることを特徴とする、上記［１］〜［３］のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配
偶子の生産方法。
［５］ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚が、ドナー魚種と異属で
あることを特徴とする、上記［１］〜［４］のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の
配偶子の生産方法。
［６］ドナー魚種が、イワナ属、ブリ属又はマグロ属であることを特徴とする上記［１］
〜［５］のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法。
［７］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー魚
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種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり半分以下で有することを
特徴とする上記［１］〜［６］のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産
方法。
［８］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー魚
種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり１／３以下で有すること
を特徴とする上記［１］〜［７］のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生
産方法。
［９］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍数
体であり、ハイブリッド魚種由来の配偶子が生産されない不妊のハイブリッド魚種である
ことを特徴とする上記［１］〜［８］のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子
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の生産方法。
［１０］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍
数体であり、ハイブリッド魚種由来の精子及び卵が生産されない不妊のハイブリッド魚種
が、３倍体であることを特徴とする上記［１］〜［９］のいずれかに記載の代理親魚を用
いた魚類の配偶子の生産方法。
［１１］レシピエントとしてのハイブリッド魚類の作出方法において、
（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
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イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
を作出すること、
を含むハイブリッド魚類の作出方法。
［１２］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、移植したドナー魚種
の分離生殖細胞の生殖腺への生着能を有する魚種の魚であり、ドナー魚種に対して代理親
魚になり得ない第二の魚種の魚が、移植したドナー魚種の分離生殖細胞の生殖腺への生着
能を有さない魚種の魚であることを特徴とする上記［１１］に記載のハイブリッド魚類の
作出方法。
［１３］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、ドナー魚種と同属で
あることを特徴とする、上記［１１］又は［１２］に記載のハイブリッド魚類の作出方法
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。
［１４］ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚が、ドナー魚種と異属
であることを特徴とする、上記［１１］〜［１３］のいずれかに記載のハイブリッド魚類
の作出方法。
［１５］ドナー魚種が、イワナ属、ブリ属又はマグロ属であることを特徴とする上記［１
１］〜［１４］のいずれかに記載のハイブリッド魚類の作出方法。
［１６］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー
魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり半分以下で有すること
を特徴とする上記［１１］〜［１５］のいずれかに記載のハイブリッド魚類の作出方法。
［１７］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー
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魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり１／３以下で有するこ
とを特徴とする上記［１１］〜［１６］のいずれかに記載のハイブリッド魚類の作出方法
。
［１８］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍
数体であり、ハイブリッド魚種由来の配偶子が生産されない不妊のハイブリッド魚種であ
ることを特徴とする上記［１１］〜［１７］のいずれかに記載の代理親魚を用いたハイブ
リッド魚類の作出方法。
［１９］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍
数体であり、ハイブリッド魚種由来の精子及び卵が生産されない不妊のハイブリッド魚種
が、３倍体であることを特徴とする上記［１１］〜［１８］のいずれかに記載のハイブリ
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ッド魚類の作出方法。
［２０］レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚類のドナー
魚種の分離生殖細胞をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行う、代
理親魚を用いた魚類の分離生殖細胞の生殖細胞系列への分化誘導方法において、上記［１
１］〜［１９］のいずれかで作出されたハイブリッド魚種をレシピエント魚類として用い
て、ドナー魚種の分離生殖細胞を移植、分化誘導することを特徴とする代理親魚を用いた
魚類の分離生殖細胞の生殖細胞系列への分化誘導方法。
［２１］上記［１１］〜［１９］のいずれかに記載の方法により作出されるハイブリッド
魚類。
［２２］上記［１］〜［１０］のいずれかに記載の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産
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方法によって生産されるドナー魚種の卵又は精子。
［２３］上記［２２］に記載のドナー魚種の卵又は精子から生産されるドナー魚種の養殖
用種苗。
［２４］上記［２３］に記載のドナー魚種の養殖用種苗を養殖して得られるドナー魚種の
成魚。
［２５］レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚類の分離生
殖細胞をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うことを含む代理親
魚を用いた魚類の移植魚の生産方法において、
（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
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（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
を作出すること、
（Ｅ）（Ｄ）で作出されたハイブリッド魚種をレシピエントとして、ドナー魚種の分離生
殖細胞を移植すること、
を含む代理親魚を用いた移植魚の生産方法。
［２６］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、移植したドナー魚種
の分離生殖細胞の生殖腺への生着能を有する魚種の魚であり、ドナー魚種に対して代理親
魚になり得ない第二の魚種の魚が、移植したドナー魚種の分離生殖細胞の生殖腺への生着
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能を有さない魚種の魚であることを特徴とする上記［２５］に記載の代理親魚を用いた移
植魚の生産方法。
［２７］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚が、ドナー魚種と同属で
あることを特徴とする、上記［２５］又は［２６］に記載の代理親魚を用いた移植魚の生
産方法。
［２８］ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚が、ドナー魚種と異属
であることを特徴とする、上記［２５］〜［２７］のいずれかに記載の代理親魚を用いた
移植魚の生産方法。
［２９］ドナー魚種が、イワナ属、ブリ属又はマグロ属であることを特徴とする上記［２
５］〜［２８］のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚の生産方法。
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［３０］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー
魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり半分以下で有すること
を特徴とする上記［２５］〜［２９］のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚の生産
方法。
［３１］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、ドナー
魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種のゲノムを細胞あたり１／３以下で有するこ
とを特徴とする上記［２５］〜［３０］のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚の生
産方法。
［３２］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍
数体であり、ハイブリッド魚種由来の配偶子が生産されない不妊のハイブリッド魚種であ
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ることを特徴とする上記［２５］〜［３１］のいずれかに記載の代理親魚を用いた移植魚
の生産方法。
［３３］ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種が、異質倍
数体であり、ハイブリッド魚種由来の精子及び卵が生産されない不妊のハイブリッド魚種
が、３倍体であることを特徴とする上記［２５］〜［３２］のいずれかに記載の代理親魚
を用いた移植魚の生産方法。
［３４］上記［２５］〜［３３］のいずれかに記載の方法により得られる、移植魚。
［３５］上記［２５］〜［３３］のいずれかに記載の方法により得られる移植魚から得ら
れる、配偶子。
［３６］上記［３５］に記載の配偶子から生産される、養殖用種苗。
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［３７］上記［３６］に記載の養殖用種苗を養殖して得られる、ドナー魚種の成魚。
【発明の効果】
【００２３】
これまでの代理親魚技術では、代理親魚として利用可能な魚種は、ドナーに近縁な魚種
に限られており、代理親魚技術を適用可能な魚種が制限されていたため、実用的には飼育
等の容易な他属魚種等の代理親魚の利用が必要とされるものの他属魚種等の代理親魚への
利用が困難であった。本発明は、他属魚種等の代理親魚への利用を可能とし、他属の飼育
等の容易な魚種を代理親魚技術におけるレシピエントとして用いることを可能としたこと
から、広い範囲からレシピエントとして適合する魚種を選択することが可能となり、代理
親魚を用いた養殖魚生産のための魚類配偶子（精子及び卵）の生産方法として、実用化に
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向けての技術の提供を可能とした。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
本発明は、レシピエント魚類を用い、レシピエント魚類とは異系統又は異種の魚類の分
離生殖細胞をレシピエント魚類に移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うことを含む代
理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、
（Ａ）分離生殖細胞を供給するドナー魚種を選択すること、
（Ｂ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得る第一の魚種の魚を選択すること、
（Ｃ）該ドナー魚種に対して代理親魚になり得ない第二の魚種の魚を選択すること、
（Ｄ）（Ｂ）で選択された第一の魚種の魚と、（Ｃ）で選択された第二の魚種の魚とをハ
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イブリダイズして、ドナー魚種に対して代理親魚になり得る能力をもつハイブリッド魚種
を作出すること、
（Ｅ）（Ｄ）で作出されたハイブリッド魚種をレシピエントとして、ドナー魚種の分離生
殖細胞を移植して生殖細胞系列への分化誘導を行うこと、を含む代理親魚を用いた魚類の
配偶子の生産方法を包含する。
【００２５】
本発明における代理親魚技法は、配偶子（精子及び卵）を得ようとする目的の魚種をド
ナーとし、配偶子を生産させようとする魚種をレシピエントとし、ドナーの始原生殖細胞
、精原細胞又は卵原細胞に例示される未分化な生殖細胞をレシピエントに移植して、該未
分化な生殖細胞が移植された移植魚を作出し、該移植魚（レシピエント）の生殖腺内で、
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ドナーの未分化生殖細胞を生着、増殖及び分化させることにより、移植魚（レシピエント
）の体内でドナーに由来する配偶子を得て、ドナーの子孫となる種苗を得ることを含む。
【００２６】
本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法においては、配偶子として、精子或
いは卵を生産する。精子を得ようとする場合には、雄のレシピエントにドナーの生殖細胞
を移植し、卵を得ようとする場合には、雌のレシピエントにドナーの生殖細胞を移植する
。生殖腺として、精子を得たいときには精巣を用いることができ、卵を得たいときには卵
巣を用いることができる。雄のレシピエントに移植されたドナーの生殖細胞は、レシピエ
ントの精巣内で増殖及び分化することで、ドナーの精子を産み出すことができる。雌のレ
シピエントに移植されたドナーの生殖細胞は、レシピエントの卵巣内で増殖及び分化する
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ことで、ドナーの卵を産み出すことができる。このようにして得られた精子又は卵は、互
いに掛け合わせることによって、又は別途得られた卵と精子とを掛け合わせることによっ
て、受精卵を得ることができる。得られた受精卵を発生させることで、目的の魚種の種苗
を得ることができる。
【００２７】
ドナーとしては、養殖を目的とする魚を適宜選択することができる。養殖する目的であ
れば、ドナーには、食用魚種、材料採取用魚種、観賞用の魚種等、種々の養殖目的の魚種
を選択することができる。養殖目的の食用魚種としては、イワナ属等のサケ科、ブリ属等
のアジ科、マグロ属等のサバ科などを挙げることができ、なかでも、ドナー魚種としては
、イワナ属、ブリ属又はマグロ属の食用魚を挙げることができる。
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【００２８】
本発明の代理親魚を用いた魚類の配偶子の生産方法において、代理親魚技術に用いられ
るドナーの未分化な生殖細胞には、性分化前の生殖腺から得られる始原生殖細胞、精巣か
ら得られる精原細胞、卵巣から得られる卵原細胞等が含まれる。これらの未分化な生殖細
胞は、異なる分化段階の細胞と組み合わせて、又は同一の分化段階の細胞を単独で使用す
ることができる。
【００２９】
ドナーから未分化な生殖細胞を得るには、目的とする未分化な生殖細胞の分化段階に応
じたドナーの組織から、通常の方法で採取することができる。例えば、ドナーから性分化
前の生殖腺、又は性分化後の組織、例えば精巣若しくは卵巣を摘出し、物理的な剥離又は
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タンパク質分解酵素での処理等により、組織から個々の細胞へ分散させることによって、
未分化な生殖細胞を得ることができる。分散された個々の細胞は、例えば、マーカーとな
る抗体を用いて、又はセルソーターを用いて単離することができる。
【００３０】
未分化な生殖細胞は、冷凍体又は生きた個体から得ることができる。代理親魚技術の成
功率を高めるには、未分化な生殖細胞は生きた個体から得る方が好ましい。冷凍体として
は、個体、臓器、及び細胞のいずれの単位を冷凍して得られたものも使用し得る。細胞を
冷凍する場合は、適切な凍結保護剤を用いて行うことが好ましい。適切な凍結保護剤とし
ては、０．１重量％から１０重量％のグルコース若しくはトレハロース、又は０．１モル
／リットルから２０モル／リットルのジメチルスルフォキシド（ＤＭＳＯ）、エチレング
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リコール若しくはプロピレングリコールが挙げられ、これらの凍結保護剤は、単独で、又
は２種以上を組み合わせて使用することもできる。
【００３１】
始原生殖細胞の採取工程は、好ましくは、始原生殖細胞のマーカーを用いて、得られた
細胞が始原生殖細胞であることを確認することを含む。始原生殖細胞であることを確認す
ることに適用可能なマーカーには、Vasa遺伝子、CD205遺伝子等が含まれる。確認は、遺
伝子又は遺伝子産物の発現、修飾、局在又はこれらの２つ以上の組み合わせを確認するこ
とで行うことができる。
【００３２】
遺伝子の発現を確認するには、特定の遺伝子から転写されたｍＲＮＡをＰＣＲ（ポリメ
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ラーゼ連鎖反応）にて確認するのが簡便である。遺伝子の発現及び局在は、特定の遺伝子
から転写されたＲＮＡを In situ hybridization を用いて確認するのが簡便である。遺
伝子産物の発現、修飾及び発現は、特定の遺伝子から発現され、翻訳されて得られた遺伝
子産物を、その遺伝子産物に特異的な抗体を用いることで確認するのが簡便である。
【００３３】
ドナーの細胞をレシピエントに導入する場合は、レシピエントの免疫系が十分に働く前
の胚又は仔魚期の個体に導入することが好ましい。導入は、マイクロマニュピュレータ、
電気メス、レーザーメス等のマニュピュレータを用いて行うことができる。導入は、レシ
ピエントのいずれの組織又は部位に行ってもよく、導入対象となる組織又は部位としては
、例えば、表皮又は腹腔が挙げられる。胚又は仔魚期の個体に導入する際の細胞数として
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は、特に制限はなく、例えば、１細胞から１００，０００細胞を導入することができる。
【００３４】
ドナー生殖細胞のレシピエント生殖腺における生着の確認は、ドナーの細胞とレシピエ
ントの細胞を区別し得る指標を用いて行うことができる。使用可能な指標としては、遺伝
子、抗体、蛍光色素等を挙げることができ、これらの指標は単独で、又は２種以上を組み
合わせて用いることができる。指標となる遺伝子としては、未分化な生殖細胞で発現して
いる遺伝子を挙げることができ、例えば、vasa遺伝子、dead‑end遺伝子等を挙げることが
できる。指標となる蛍光色素としては、ＰＫＨ２６、ＣＦＳＥ等を挙げることができる。
【００３５】
遺伝子を用いる場合は、指標となる遺伝子の配列のうち、ドナーとレシピエントとで配
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列が異なる部位を用いてプライマーを設計してＰＣＲを行う、又は、ドナーとレシピエン
トで配列が異なる部位を用いて In situ hybridization を用いて確認するのが簡便であ
る。導入前にドナーの生殖細胞を蛍光色素で標識することによって、蛍光顕微鏡下で生着
を確認することができる。生着の確認は、導入の直後から行うことができ、好ましくは、
レシピエントに生着し、細胞として機能しているかどうかを確認するためには、導入から
７日以上経ってから行うことができる。導入から７日後にレシピエントの生殖腺に生着が
観察された個体からは、ドナーの精子又は卵が得られることが期待される。
【００３６】
本発明においてハイブリッドとは、細胞内に異なる品種、系統又は生物種に由来するゲ
ノムを併せ持つ個体を意味し、該ハイブリッドは、交雑、細胞融合若しくは遺伝子導入、
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又はこれらの２つ以上の組み合わせにより作製された個体を含む。魚類では、生息地等に
より生物学的に隔離された異なる生殖集団が異なる品種、系統、又は生物種として認識さ
れるが、異なる生殖集団の分布の近接地域では生殖集団間の交雑が生じ、ハイブリッドが
生じる場合がある。しかし、自然環境で、どのような場合に交雑が生じ、ハイブリッドが
得られるかは、よく分かっておらず、ハイブリッドはもっぱら人工的に作製される。人為
的に品種、系統を作出し、維持している場合も、同様に、人工的にハイブリッドを作製す
ることができる。
【００３７】
交雑によってハイブリッドとしての個体を作製する場合は、異なる品種、系統又は生物
種の個体を掛け合わせて雑種を得ることができる。
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【００３８】
特に、異種間雑種を異種間の交雑によってハイブリッドを作製する場合、人工飼育下又
は天然採取で得られた一方の種の卵に、他方の種の精子を接触させることで受精卵を作製
し、得られた受精卵を孵化させることで、異種間雑種を作製することができる。このとき
、受精する卵を人工的に倍数化しておき、他方の種の精子と接触させると、得られた異種
間雑種は異質倍数体となる。異質倍数体の個体は、自らの卵又は精子を作りにくく、レシ
ピエントとして用いるのに特に好ましい。倍数体としては、２倍体、３倍体、４倍体等を
挙げることができ、これらの倍数体は、いずれも使用することができる。
【００３９】
受精する卵を人工的に倍数化する方法としては、受精時に細胞分裂阻害剤、電気刺激、
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光刺激若しくは温度刺激、圧力刺激、又はこれらの２つ以上の組み合わせを用いて、極体
放出を抑える方法を用いることができる。細胞分裂阻害剤には、例えば、コルヒチンを用
いることができる。また、倍数体として４倍体を作出し、これを２倍体の個体と掛け合わ
せることで３倍体の作出をすることもできる。
【００４０】
細胞融合によってハイブリッドを作製する場合は、異なる種の卵又は分離胚細胞を融合
する方法を用いることができる。細胞融合には、細胞膜融合剤、電気刺激、光刺激若しく
は熱刺激、又はこれらの組み合わせを用いて細胞同士を直接融合する方法を用いることが
できる。細胞膜融合剤には、例えばポリエチレングリコールを用いることができる。細胞
融合によって得られたハイブリッドの細胞は、全ての染色体を保持する場合もあれば、一
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部の染色体のみを保持する場合もある。本発明に用いるにあたっては、ドナーの未分化な
生殖細胞を移植した際に、移植後の生殖細胞が卵又は精子として機能するために必要なゲ
ノムが揃っていればよい。
【００４１】
遺伝子導入によってハイブリッドとしての個体を作製する場合は、一方の種の卵に、他
方の種の染色体又は遺伝子を導入することによって作製することができる。導入する染色
体は、レシピエントとなるハイブリッドにドナーの未分化な生殖細胞を移植した際に、移
植後の生殖細胞が卵又は精子として機能するために必要な量であればどのような量を入れ
てもよい。例えば、導入する染色体として、１本若しくは複数本、又は、これらの一部の
断片を用いてもよい。また、異なる染色体の組み合わせを導入して、移植後に機能する適
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切な染色体を見出すことができる。
【００４２】
導入する遺伝子は、レシピエントとなるハイブリッドにドナーの始原生殖細胞を移植し
た際に、移植後の生殖細胞が卵又は精子として機能するために必要な遺伝子であればどの
ような遺伝子を入れても構わず、１又は２以上の遺伝子を導入してもよい。このような遺
伝子として、gsdf遺伝子を例示できる。
【００４３】
本発明において、レシピエントに用いるハイブリッドは、レシピエントとして適した性
質を持つ品種、系統又は生物種を用いることが好ましい。レシピエントとして適した性質
とは、人工飼育環境下における生残率の高さ、必要とされる飼育設備の小ささ、必要とさ

30

れる温度調節のための設備のコスト、餌のコスト、卵又は精子の採取の容易さ、などに例
示される。本発明において、用いるレシピエントは、作製されたハイブリッドが、レシピ
エントとして適した性質を受け継いでいることが好ましい。作製されたハイブリッドが、
レシピエントとして適した性質を受け継ぐためには、ハイブリッドのゲノムの中に、レシ
ピエントとして適した性質を持つ品種、系統又は生物種のゲノムをより多く含ませること
で得ることができる。レシピエントとして適した性質を持つ品種、系統又は生物種のゲノ
ムをより多く含ませるためには、レシピテントとして適した性質を持つ品種、系統又は生
物種から得られた卵を人工的に倍数化することで、より多くのゲノムを持たせることがで
きる。
【００４４】

40

ハイブリッドは、代理親魚として不利な性質をより少なくする点で、ドナーに対して代
理親魚になり得る（第一）魚種のゲノムを、細胞あたり半分以下で有することが好ましい
。より好ましくは、ドナーに対して代理親魚になり得る（第一）魚種のゲノムを細胞あた
り１／３以下で有することが好ましい。ハイブリッドにおけるゲノムの量は、細胞として
体細胞又は血球を選択し、定法により採取された細胞を用いて、ＤＮＡフローサイトメト
リーにより算出した量とすることができる。例えば、代理親魚になり得る（第一）魚種の
ゲノムと、代理親魚になり得る（第一）魚種以外の魚種のゲノムを１セットずつ持ったハ
イブリッド細胞の場合には、ハイブリッドの細胞における代理親魚になり得る（第一）魚
種のゲノムの量は、半分となる。このとき代理親魚になり得る（第一）魚種の染色体が欠
落する又は該ＤＮＡが欠損していた場合又は代理親魚になり得る（第一）魚種のゲノムの
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一部の染色体又はＤＮＡを、代理親魚になり得る（第一）魚種以外の魚種のゲノムに導入
して作製したハイブリッド細胞の場合には、ドナーのゲノムの量の半分以下となる。代理
親魚になり得る（第一）魚種のゲノムと、代理親魚になり得る（第一）魚種以外の魚種の
倍数化したゲノムを１セットずつ持ったハイブリッドの細胞の場合には、ハイブリッドの
細胞における代理親魚になり得る（第一）魚種のゲノムの量は１／３となる。このときド
ナー由来の染色体が欠落する又はドナー由来のＤＮＡが欠損していた場合又は代理親魚に
なり得る（第一）魚種のゲノムの一部の染色体又はＤＮＡを、代理親魚になり得る（第一
）魚種以外の魚種のゲノムに導入して作製したハイブリッド細胞の場合には、代理親魚に
なり得る（第一）魚種のゲノムの量の１／３以下であると確認できる。
【００４５】

10

本発明において、ハイブリッドを得るために選択される第一の魚類は、ドナーに対して
代理親魚となり得る魚種である。ドナーに対して代理親魚となり得る魚種とは、該魚種に
属する魚をレシピエントとしてドナーの生殖細胞を移植した場合に、該ドナーの生殖細胞
を生着させ、ドナーの配偶子を得ることができる魚種のことをいう。第一のドナーに対し
て代理親魚となり得る魚種は、ドナー又はドナーと近縁な魚種であることが好ましい。ド
ナー又はドナーと近縁な魚種は、ドナーの生殖細胞を移植された場合に、ドナーの生殖細
胞を定着しやすく、ドナーの配偶子が得られやすい。ハイブリッドの中で、ドナー又はド
ナーと近縁な魚種が持つ１つ又は複数の遺伝子が、レシピエントに移植されたドナーの生
殖細胞の働きを補助することで、ドナー由来の卵又は精子を得ることができると考えられ
ている。レシピエントに移植されたドナーの生殖細胞の働きを補助する１つ又は複数の遺

20

伝子は、ドナー又はドナーと近縁な魚種のゲノムの中の１本又は複数本の染色体上にある
と考えられている。
【００４６】
ドナーと近縁な魚種とは、ドナーの同属から選ばれるものであれば好ましく、ドナーと
同属同種から選ばれるものであればより好ましい。具体的には、ドナーがイワナ属である
場合、第一の魚種としては、ドナーと同種又は異種の魚種が挙げられ、例えば、イワナ属
のアメマス、オショロコマ、ミヤベイワナ、ブルックトラウト、イワナ等が挙げられる。
ドナーがブリ属である場合、第一の魚種としては、ドナーと同種又は異種の魚種が挙げら
れ、例えば、ブリ属のブリ、ヒラマサ、カンパチ等が挙げられる。ドナーがマグロ属であ
る場合には、第一の魚種としては、ドナーと同種又は異種の魚種が挙げられ、マグロ属の
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キハダ、ビンナガ、ミナミマグロ、タイセイヨウマグロ、コシナガ等が挙げられる。
【００４７】
本発明において、ドナーに対して代理親魚となり得ない（第二の）魚種とは、該魚種に
属する魚をレシピエントとしてドナーの生殖細胞を移植した場合に、該ドナーの生殖細胞
を生着させ、ドナーの配偶子を得ることが困難な魚種をいう。ドナーに対して代理親魚と
なり得ない第二の魚種は、ドナーと異属の魚種を挙げることができる。代理親魚技術にお
けるレシピエントとしては、一般的には、近縁な魚種が適した性質を持つ魚種として選択
されるが、しかし、例えば、大型魚類のようなドナーの場合に、飼育のし易さ等から、レ
シピエントとして適した性質を持つ品種、系統又は生物種を、ドナー又はドナーと同属の
魚種から選ぶことができない場合がある。すなわち、人工飼育環境下における生残率の低

40

さ、必要とされる飼育設備の大きさ、必要とされる温度調節のための設備のコスト、餌の
コスト、卵又は精子の採取の難しさ、などの理由から、レシピエントとして適した性質を
持つ品種、系統又は生物種を選ぶことができない場合がある。そのような場合に、ドナー
と異属の魚種をレシピエントとして選択する必要性が生じる。しかし、ドナーと異属の魚
種は、一般に、ドナーの生殖細胞を移植された場合に、ドナーの生殖細胞を定着しにくく
、ドナーの配偶子が得られにくい。
【００４８】
本発明においては、このような第二の魚種を選択して、レシピエントとして利用する場
合に際し、該第二の魚種と第一の魚種とのハイブリッドを作製することにより、第二の魚
種にドナーに対して代理親魚となり得る能力を付与して、レシピエントとして用いること
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を可能とし、第二の魚種の飼育特性等を利用して、ドナーの配偶子を効率よく得ることが
できる。本発明の代理親魚を用いたドナーの配偶子の生産方法は、天然においてハイブリ
ッドの形成があまり見られない海産魚において、人工的にハイブリッドを作出可能とする
ための方法として特に効果的であり、特に養殖魚の分野において、必要な魚類の種苗の供
給を確保する上で、経済的な利用価値を有する。
【００４９】
属の範囲を越えての場合を、例示すれば、ドナーがイワナ属である場合、第二の魚種と
しては、サケ科サケ属のサクラマス（ヤマメ）、ニジマス、マスノスケ等を挙げることが
でき、ドナーがブリ属である場合には、第二の魚種としては、アジ科メアジ属のメアジ等
、アジ科マアジ属のマアジ等、アジ科シマアジ属のシマアジ等、アジ科ムロアジ属のムロ

10

アジ、アオアジ等の、アジ科又はアジ亜科のドナーと同科異属の魚種、ドナーと異科の魚
種などを挙げることができる。ドナーがマグロ属である場合には、第二の魚種としては、
サバ科スマ属のスマ、タイセイヨウヤイト等、サバ科サバ属のマサバ、ゴマサバ等、サバ
科ソウダガツオ属のヒラソウダ、マルソウダ等の、ドナーと同科異属の魚種、及び、ドナ
ーと異科の魚種などが挙げられる。
【００５０】
更に、具体的に例示すれば、サケ科イワナ属イワナの場合は、人工飼育下で飼料の摂餌
が悪いので生残率が低く、卵又は精子を採取するための方法も十分に確立されていないの
で、代理親魚としては適していない。イワナと同属のオショロコマも飼育方法が確立され
ていない。イワナと同属のカワマスは、飼育方法は見出されているものの、外来種であり
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、急な入手が難しい。しかし、イワナと同じサケ科には、ニジマス、ヤマメのように飼育
が簡単で、卵及び精子を採取しやすく、代理親魚技術をよく研究されている魚種が存在し
、代理親魚として適した性質を有するものが知られている。従って、イワナの卵又は精子
を、代理親魚技術を用いて生産するには、イワナ又はイワナと近縁なカワマス、オショロ
コマのいずれかのゲノム又は遺伝子と、ニジマス、ヤマメのゲノム又は遺伝子を併せ持つ
ハイブリッドを作製して、当該ハイブリッドをレシピエントとして用いることが好ましい
。
【００５１】
また、例えば、アジ科ブリ属ブリの場合は、飼育に広大な設備が必要で、卵又は精子を
採取するための温度調節には多大なコストが発生することが多いので、代理親魚としては
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適していない。ブリと同属のカンパチ及びヒラマサも同様の理由により代理親魚としては
適していない。しかし、ブリと同じアジ科には、マアジ、アオアジ、メアジ等のブリと比
較すれば飼育施設が著しく小さく済み、かつ配偶子が採取しやすい魚種が存在し、代理親
魚として適した性質を有する。従って、ブリの配偶子を、代理親魚を用いて得るためには
、ブリ、又は、ブリと近縁なカンパチ及びヒラマサのいずれかのゲノム又は遺伝子と、マ
アジ、アオアジ、メアジに例示される小型のアジ科魚類のいずれかのゲノム又は遺伝子を
併せ持つハイブリッドを作製して、当該ハイブリッドをレシピエントとして用いることが
好ましい。このようにして得られるハイブリッドは、ブリ属の他の魚種、例えばカンパチ
及びヒラマサの代理親魚としても利用できる。
【００５２】

40

例えば、サバ科マグロ属クロマグロの場合は、飼育に広大な設備が必要で、卵又は精子
を採取するためには少なくとも３年以上の飼育が必要なことから、代理親魚としては適し
ていない。また、クロマグロと近縁な魚種であるマグロ属の魚種である、ミナミマグロ、
メバチ、ビンナガ、コシナガ、キハダも飼育に広大な設備が必要で、卵又は精子を採取す
る方法は確立されていない。しかし、クロマグロと同じサバ科には、マサバ、ゴマサバ、
スマ、ヒラソウダ、マルソウダに例示される、飼育施設が小さく、卵及び精子を採取しや
すい魚種が存在し、代理親魚として適した性質を有する。従って、クロマグロの卵又は精
子を、代理親魚技術を用いて得るためには、クロマグロ又はクロマグロと近縁なミナミマ
グロ、メバチ、ビンナガ、コシナガ、及びキハダのいずれかのゲノム又は遺伝子と、マサ
バ、ゴマサバ、及びスマのいずれかのゲノム又は遺伝子を併せ持つハイブリッドを作製し
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て、当該ハイブリッドをレシピエントとして用いることが好ましい。このようにして得ら
れるハイブリッドはマグロ属の他の魚種、例えばミナミマグロ、メバチ、ビンナガ、コシ
ナガ及びキハダのレシピエントとして利用できる。
【００５３】
本発明の代理親魚技術を用いて、卵又は精子を生産するには、ハイブリッドを作出し、
作出されたハイブリッドをレシピエントとして、ドナーの始原生殖細胞を移植し、移植魚
を作出することで得ることができる。移植されたドナーの始原生殖細胞は、レシピエント
の生殖腺に入り、ドナー由来の卵又は精子を産み出す。したがって、本発明において、ド
ナーの始原生殖細胞を移植した移植魚の作出は、該移植魚によって、ドナー由来の卵又は
精子を得ることを包含するものである。

10

【００５４】
移植魚から、ドナーの由来の卵又は精子を得るには、魚種に応じた従来の方法（特許第
４３００２８７号公報）により、成熟を誘導し、採取することで得ることができる。特に
、ハイブリッドを異質倍数体として調製することにより（特許第４５８１０８３号公報）
、異質倍数体であるハイブリッドのレシピエントを用いることができ、かかる場合には、
レシピエント由来の卵又は精子が生成されていないため、移植魚におけるドナー由来の卵
又は精子を容易に得ることができる。
【００５５】
本発明において、養殖に用いられる魚類の種苗は、作出されたハイブリッドを育成し、
当該ハイブリッドをレシピエントとしてドナーの始原生殖細胞を移植することで得た移植
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魚からの卵又は精子を、他の個体から得た精子又は卵と掛け合わせて受精卵を得て、該受
精卵を育成することにより得ることができる。養殖に用いられる魚類の種苗は、作出され
たハイブリッドを育成し、当該ハイブリッドをレシピエントとしてドナーの始原生殖細胞
を移植することで得た卵又は精子を、ドナーの卵又は精子と掛け合わせることでも得るこ
とができる。また、作出されたハイブリッドを育成し、当該ハイブリッドをレシピエント
としてドナーの始原生殖細胞を移植することで得た卵又は精子どうしとを掛け合わせるこ
とでも得ることもできる。当該種苗を養殖により更に育成して成魚を得ることができる。
【００５６】
本発明の代理親魚を用いた養殖魚生産のための魚類配偶子（精子及び卵）の生産方法に
より、種苗生産がこれまで難しかったドナー魚種の養殖のための種苗の確保が可能となり
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、この結果、目的とするドナー魚種の養殖等が容易となる。得られた成魚は、養殖魚とし
て広く利用することが可能である。このように、上述した本発明における移植魚及び代理
親魚技法用ハイブリッド、移植魚から得られた精子又は卵、移植魚から得られる種苗、移
植魚から得られる種苗を成育して得られる成魚は、各種魚類の人工養殖に適用することが
でき、該魚類の人工養殖の実用化技術の構築に寄与することができる。
【実施例】
【００５７】
以下、本発明を実施例にて詳細に説明する。しかしながら、本発明はそれらに何ら限定
されるものではない。なお下記実施例において、特記しない場合、「％」は「重量％」を
意味する。
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【００５８】
［実施例１］
＜（１）イワナ精原細胞の異質３倍体宿主への移植と次世代の作出＞
ドナーとしては１３か月齢の未熟なオスのイワナ（体重約４３ｇ、体長約１５ｃｍ）を用
いた。ドナーとなるイワナより精巣を摘出し、凍結保護液（塩化ナトリウム１３２ｍＭ、
塩化カリウム２．５６ｍＭ、リン酸二水素カリウム８．１３ｍＭ、リン酸水素二ナトリウ
ム１．３４ｍＭ、塩化カルシウム０．９ｍＭ、塩化マグネシウム０．５ｍＭ、ピルビン酸
ナトリウム１．２８ｍＭ、Ｈｅｐｅｓ １９．５ｍＭ、ジメチルスルフォキシド１．３Ｍ
、鶏卵卵黄１０％、トレハロース０．１Ｍ）に浸漬し、液体窒素中で凍結した。凍結は、
−１℃／分の速度で−８０℃まで緩慢に凍結した。凍結保存から１週間後、解凍を行った
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。解凍したイワナの精巣をトリプシン（０．９Ｕ／ｍｌ）、ウシ胎児血清（５％）、ＤＮ
ａｓｅ（１００Ｕ／ｍｌ）を含むＰＢＳ中で反応させることによって分散し、細胞懸濁液
を得た。得られた細胞懸濁液を、５０００細胞ずつ宿主の腹腔内にインジェクターを用い
て移植した。
【００５９】
レシピエントとしては、受精後４３日が経過した３倍体カワマス胚、受精後３８日の異
質３倍体ニジマス−カワマスハイブリッド胚、受精後３０日の３倍体ニジマス胚を用いた
。移植は、３倍体カワマス胚５８個、異質３倍体ニジマス−カワマスハイブリッド胚６０
個、３倍体ニジマス胚６１個に対し実施した。なお、ニジマス−カワマスハイブリッド胚
は、排卵したメスのニジマスより搾出した未授精卵とカワマスの精子を人工授精すること

10

で得た。またカワマス、ニジマス−カワマスハイブリッド、ニジマスの各卵は、それぞれ
の卵を受精５分後に３８℃で３分間処理することによって倍加処理を行った。
【００６０】
移植１年後には、ドナーイワナの精巣細胞を移植された３倍体カワマス、異質３倍体ニ
ジマス−カワマスハイブリッド、３倍体ニジマスの各宿主はそれぞれ、５２尾（移植尾数
中８９．７％）、５３尾（同８０．０％）、５５尾（同９０．２％）が生残し、それぞれ
５尾（生残尾数中１９．２％）、４尾（同１６．０％）、２尾（同６．５％）が成熟し、
配偶子を生産した。成熟個体はいずれもオスであり、得られた精子を野生型イワナ卵と受
精した結果、ドナー由来のイワナ次世代個体が得られた。得られた次世代は、鰭の模様、
体の模様、脊椎骨数、及び制限酵素断片長多型を検出するＰＣＲ法によって、イワナであ
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ることが確認された。結果を表１に示す。
【００６１】
移植２年後には、３倍体カワマス、異質３倍体ニジマス−カワマスハイブリッド、３倍
体ニジマスの各宿主はそれぞれ、４８尾（移植尾数中８２．７％）、４５尾（同７５．０
％）、４８尾（同７８．７％）が生残し、それぞれ１４尾（生残尾数中２９．２％）、９
尾（同２０．０％）、３尾（同６．３％）が成熟した。成熟した雌雄の内訳（メス個体数
：オス個体数）は、３倍体カワマス宿主が５：９、異質３倍体ニジマス−カワマスハイブ
リッド宿主が３：６であった。３倍体ニジマスの成熟個体はいずれオスであった。各宿主
より得られた精子及び卵を用いた人工授精を行った結果、ドナーイワナに由来するイワナ
次世代個体が得られた。結果を表１に示す。
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【００６２】
移植３年後には、３倍体カワマス、異質３倍体ニジマス−カワマスハイブリッド、３倍
体ニジマスの各宿主はそれぞれ、４５尾（移植尾数中７７．６％）、３９尾（同６５．０
％）、４１尾（同６７．２％）が生残し、それぞれ１９尾（生残尾数中４２．２％）、９
尾（同２３．１％）、４尾（同９．８％）が成熟した。成熟した雌雄の内訳（メス個体数
：オス個体数）は、３倍体カワマス宿主が７：１２、異質３倍体ニジマス−カワマスハイ
ブリッド宿主が３：６であった。３倍体ニジマスの成熟個体はいずれオスであった。各宿
主より得られた精子及び卵を用いた人工授精を行った結果、移植魚は３年以上生残するこ
とができ、ドナーイワナに由来するイワナ次世代個体が得られることがわかった。結果を
表１に示す。
【００６３】
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【表１】

10

【００６４】
以上の結果から、イワナをドナーとした場合、３倍体カワマスを宿主に用いた場合に、
最も効率よくドナー由来の配偶子が生産された。また、宿主が遠縁のニジマスの場合はイ
ワナの精子は生産するものの、イワナの卵は生産されず、ドナー由来の卵を生産するため
には、より近縁の宿主を利用することが有利であることが示された。一方で、遠縁のニジ
マスに近縁のカワマスをかけたハイブリッドを宿主とすることで、ドナー由来の卵が生産
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されるようになった。このことから、一部でも近縁の遺伝子を有するレシピエントを用い
ることで、ドナー由来配偶子の生産効率を著しく高めることができると考えられた。
【００６５】
＜（２）３倍体レシピエントの配偶子の性状＞
上記で得られた３倍体カワマス、３倍体ニジマス、異質３倍体ニジマス−カワマスハイ
ブリッドのうち、それぞれのメス（２年齢及び３年齢）での卵を、搾出法により採取して
、個数を数えた。結果を表２に示す。
【００６６】
【表２】
30
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【００６７】
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上記で得られた３倍体カワマス、３倍体ニジマス、異質３倍体ニジマス−カワマスハイ
ブリッドのうち、それぞれのオス（２年齢及び３年齢）での精子を、搾出法により採取し
て、血球算定盤を用いて個数を確認した。結果を表３に示す。比較対象として、３倍体化
処理を行っていない２倍体ニジマス、２倍体カワマス、２倍体イワナの２年齢及び３年齢
のメスにおける卵の個数と、オスにおける精子の個数を、同様に確認し、それぞれ表３に
示す。
【００６８】
【表３】
10

20

【００６９】
各レシピエントから得られた配偶子の機能を確認した。上記で得られた卵と精子を乾導
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法により受精した配偶子の機能は、発眼率と孵化率で確認した。発眼率は、受精後３週間
で網膜に黒色素が沈着している卵数を数えることで評価した。孵化率は、受精後３５日に
孵化を完了している個体を数えることで評価した。結果を表４に示す。なお、＊は、３倍
体メス個体のすべてが不妊であったことを示す。
【００７０】
【表４】

40

【００７１】
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表３に示されるように、凍結精巣細胞を移植した３倍体宿主の配偶子はいずれも、ドナ
ー由来の機能的な配偶子を作出できることがわかった。また、ドナーイワシと、カワマス
とは同属の関係にある。３倍体カワマス及び３倍体ニジ−カワマスハイブリッドでは、卵
と精子の双方を生産できることから、ドナーと近縁種のゲノムを１セット宿主に導入する
ことは、不妊宿主の配偶子生産効率が高くなることが示された。
【００７２】
［実施例２］
＜ブリ精原細胞の異質３倍体宿主への移植＞
ドナーとしては１０か月齢の未熟なオスのブリ（体重約１ｋｇ、体長約４０ｃｍ）を用い
た。ドナーブリより精巣を摘出し、酵素処理によって分散して得られた細胞懸濁液を、２
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０，０００細胞ずつ宿主の腹腔内に移植した。宿主としては、孵化後１０日が経過した異
質３倍体ブリ−マアジハイブリッド仔魚９２尾を用いた。なお、異質３倍体ブリ−マアジ
ハイブリッド仔魚は、マアジの未授精卵とブリの精子を人工授精し、受精５分後に１分間
、フレンチプレスで６５０ｋｇ／ｃｍ２まで加圧することで得た。移植１か月後には、１
８尾（移植尾数中１９．５％）が生残した。得られた異質３倍体ブリ−マアジハイブリッ
ドは、ブリ属ドナーの生殖細胞のレシピエントとして好適である。
【００７３】
［実施例３］
＜マグロ生殖細胞移植用宿主用の異質３倍体魚作出＞
サバ科の比較的小型な魚類であるスマ卵とクロマグロ精子を人工交配（人口交雑）させ、
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スマ−マグロハイブリッドの作出を行った。スマの卵にクロマグロの精子を掛けることで
、スマ−クロマグロハイブリッドの受精卵を得た。スマ−クロマグロハイブリッドの受精
卵は、孵化をしたが、仔魚は餌を摂餌せずに斃死した。そこで、スマ−クロマグロハイブ
リッドの受精卵に３倍体化の処理を施した。３倍体化処理は、スマ−クロマグロハイブリ
ッドの受精卵を、受精３分後に５分間、４℃に冷却した海水に浸漬することで行った。こ
うして得られたハイブリッド３倍体の受精卵は、スマの染色体を２セット、クロマグロの
染色体を１セット保有する。
【００７４】
孵化したスマ−クロマグロハイブリッド仔魚は、スマ及びクロマグロ、それぞれの種で
増幅サイズの異なるプライマーセット（TGC AGA ACG AAC AGG ATG AG及びCCC ATT GAG GA

30

G ATT GGA GA）及びクロマグロのみで増幅が確認されるプライマーセット（ACA TGG TCC
ATC CAT CCA TT及びTGG CTT AGC TCT ACC CCA AA）を用いたＰＣＲ法により、それぞれの
遺伝情報を保有することが示された。また、体細胞を用いたＤＮＡフローサイトメトリー
により、染色体を３セット保持する３倍体であることが確認された。これにより、スマ−
クロマグロハイブリッド異質３倍体が作出できたことが示された。この異質３倍体は孵化
後５日まで生残し、摂餌も観察された。得られたスマ−クロマグロハイブリッド異質３倍
体は、マグロ属ドナーの生殖細胞のレシピエントとして好適である。
【００７５】
２０１４年３月２６日に出願された日本国特許出願第２０１４−０６４６３９号の開示
は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。本明細書に記載された全ての文献、
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特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願、及び技術規格が参照により取り込ま
れることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に援用されて取り込ま
れる。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
本発明は、他属魚種等の代理親魚への利用を可能とし、他属の飼育等の容易な魚種を代
理親魚技術におけるレシピエントとして用いることを可能としたことから、広い範囲から
レシピエントとして適合する魚種を選択することが可能となり、代理親魚を用いた養殖魚
生産のための魚類配偶子（精子及び卵）の生産方法として、実用化に向けての技術の提供
を可能とした。
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