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ゼブラフィッシュ（Danio rerio）はインド原産の小型魚

（体長 4cm くらい）であり，分類学的にはコイ目コイ科ダ

ニオ属に属す．飼育が容易・価格が安い等の理由で熱

帯魚飼育の入門的な魚として古くから親しまれてきた． 

 

 

なぜゼブラフィッシュか 

 

このゼブラフィッシュが現在，実験動物として非常に

注目されている．その理由を以下にあげる． 

① 発生学向き：ゼブラフィッシュは体外受精・発生を

おこない，発生は極めて早い（通常受精後24時間

で器官形成がほぼ終了し，3～4日 で孵化する）．

また，発生期間を通して胚が透明である（発生の全

期間にわたり器官形成だけでなく細胞一つ一つを

顕微鏡下で追跡できる） 

② 遺伝学向き：多産（1週間に１回，50～200個産卵す

る）であり，世代交代が早い（2～3ヶ月で成熟する）．

狭いスペースで大量に飼育できる．  

③ ゲノム情報が整備されている（1）． 

• 全ゲノム塩基配列がほぼ決定されており，同様

にゲノム配列が決定されている，トラフグ・ミドリ

フグ・ヒト・マウス・イヌ等と比較ゲノム学的アプロ

ーチが可能． 

• 全転写産物の網羅的な解析が行われ，ESTデー

ターベースが整備されている． 

④  脊椎動物である：ヒトを含む哺乳類と同等の遺伝

子組成，器官・組織を備えている→ヒトのモデルと

なりうる 

 

これらの特徴からゼブラフィッシュは，発生・遺伝学の

研究に広く用いられるようになってきた． 

 

 

ゼブラフィッシュ胚は，遺伝子注入や胚操作が容易 

 

遺伝子移入魚の作製：ゼブラフィッシュは卵径が約

0.5mm と大きく（ヒトの卵径は 0.1mm），胚への遺伝子注

入が容易である．”適当なプロモーター”と”外来遺伝

子”を組み合わせた“DNA コンストラクト” （図 1）を受精

直後の胚（1 細胞期）に注入し，成体まで育てると，5～

20%の魚が移入遺伝子を染色体に組み込んだ生殖細

胞を持つ親魚が得られる（germ line chimera）．これらを

交配させ，子孫の中から全細胞に移入遺伝子を持つト

ランスジェニック魚が得られる．このようにゼブラフィッ

シュの胚は遺伝子注入や胚操作が容易である．以下に

に具体的な応用例を示す． 

 

• 目的遺伝子の発現観察：観察したい遺伝子のプロモ

ーターにクラゲ蛍光タンパク質（GFP）を結合して胚に

移入し，トランスジェニックゼブラフィッシュを作製す

れば、その遺伝子の発現する時期や場所などを生き

た胚や個体で調べることができる． 

• ネコ用トキソプラズマ経口ワクチンの作製：当研究室

では，ミオシン（筋肉タンパク）遺伝子のプロモーター

にトキソプラズマ抗原遺伝子を結合させたコンストラ

クトを作製し，これを移入することで，筋肉中にトキソ

プラズマ抗原タンパクを持ったゼブラフィッシュを作製

中である． 

• モルフォリノオリゴによる遺伝子ノックダウン： mRNA

がリボゾームで翻訳されることでタンパク質はつくら

れる．モルフォリノオリゴは特定の mRNA に結合する

ことでタンパクの翻訳を阻害する．モルフォリノオリゴ

を受精卵に移入することにより，特定の遺伝子を阻



害し，発生の影響を調べることができる． 
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図 1：プラスミド中にサイトメガロウイルスの転写制御領域（プロモータ

ー）とクラゲ蛍光タンパク（GFP）遺伝子を結合させたコンストラクトを

構築した．このプラスミドは大腸菌中で増え，なおかつほぼすべての

脊椎動物の細胞中で GFP 遺伝子を発現できる． 

 

 

器官形成・疾患モデルとしてのゼブラフィッシュ  

 

ショウジョウバエからゼブラフィッシュへ（突然変異体

の大規模スクリーニング）：遺伝子をランダムに壊して

たくさんの変異体の中から目的とする変異を拾い出す

方法（遺伝学的解析，フォワードジェネティクス）は，ショ

ウジョウバエや線虫では広く行われてきた．しかし，無

脊椎動物での成果は直接ヒトに結び付かないものも多

かった．そのため，ヒトと同じ脊椎動物であり，遺伝学

的解析に向いたゼブラフィッシュが注目され，初期発生

の異常に関する突然変異体の大規模スクリーニングが

脊椎動物で初めて行われた（2）． 

方法は，変異原として化学物質、ethylnitrosouera 

(ENU) を加えた水槽中でオスのゼブラフィッシュを飼育

し（精子 DNA に突然変異を入れる），このオスと健全な

メスを交配し，子孫の表現型を調べて変異体を選別し，

系統として確立する．このような表現型スクリーニング

（発生過程で異常を示す変異体を顕微鏡下で観察し，

選別する）に，ゼブラフィッシュ胚の発生の早さや透明

さが極めて有利に働く（母胎内で胚発生が進行するほ

乳類では不可能）． 

 

豊富な変異体系統の確立と原因遺伝子の特定：突

然変異体の系統を確立できれば，異常を引き起こす原

因遺伝子を突き止めることができる．原因遺伝子の特

定法（ポジショナルクローニングなど）に関しては，以下

の文献を参照していただきたい（3）．  

現在までに多くの変異体系統が確立されており，そ

の中にはヒトの遺伝病のモデルになるものも多数含ま

れる． 

 

 

新たな実験魚－クローンギンブナ－ 

 

ゼブラフィッシュにはできないこと：ゼブラフィッシュは

実験動物としての地位が確立している． しかし，ゼブラ

フィッシュにも弱点がある．まず，体のサイズが小さいこ

と，そして，近交系又はクローン系統が存在しないこと

である．このような欠点は，特に細胞レベルの研究にお

いては，致命的である（細胞数を多く集める必要がある

場合など）．また，細胞性免疫や再生医療モデルを目

的とした移植実験を行う場合，主要組織適合抗原

（MHC）が一致した，近交・クローン系統が必要である． 

 

ギンブナは天然クローン魚：ギンブナ（Carassius 

auratus langsdorfii）は日本に広く生息する魚であるが，

実はこのギンブナの中にクローン生殖を行う系統が存

在する．この系統には3倍体のメスしか存在せず，雌性

生殖で子孫を残す．そのため，ある母親から生まれた

魚はすべて母親とまったく同じ遺伝形質を持ち，クロー

ンギンブナと呼ばれている． 

日本には多くのクローンギンブナ系統が存在するが，

その中には，卵を近縁のキンギョ(Carassius auratus)精

子で受精させると，4 倍体雑種をつくるものもある．この

4 倍体雑種は 3 対のギンブナ染色体と 1 対のキンギョ

染色体を持つため、クローンギンブナ （ドナー）の細胞



を 4 倍体雑種 （レシピエント）に移植した場合，拒絶反

応は起こらず，生着する．さらに，染色体数の違い

（DNA 含量の違い）を利用して移植後の細胞を容易に

追跡・調査することも可能である（図 2）． 

 

再生医療モデルとしてのクローンギンブナ：我々の研

究室では，この“クローンギンブナ（ドナー）-4 倍体雑種

（レシピエント）移植実験系”を用いて，再生医療モデル

の構築を目指している．魚は，ヒトに比べ再生力が非常

に強い．ヒトでは再生が難しい心筋・神経なども魚は容

易に再生することが知られている．また，「再生は発生

過程を繰り返す」と言われているが、発生時の情報が

多いゼブラフィッシュと近縁のフナを用いることは、再生

医療研究にとって極めて好都合である．  
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図 2：クローンギンブナ （ドナー）-4 倍体雑種（レシピエント）移植実験

系． 

 

とりあえず造血系の再生から：現在までに我々は，

造血系の再生を目的とした移植実験系を構築すること

から行っている．すなわち，クローンギンブナの造血細

胞（ヒトの骨髄細胞に相当する）を分離し，これを 4 倍体

雑種に移植したところ，クローンギンブナ由来の造血系

が再構築されることがわかった（4）．次に我々は，造血

幹細胞（すべての血球の基となる細胞）の分離法を検

討した．すなわち，幹細胞の持つ色素排出能を利用し、

フローサイトメーターという装置でクローンギンブナから

幹細胞（SP 細胞分画）のみを分離した．この幹細胞分

画を4倍体雑種に移植したところ，非常に少ない数で造

血が再生され，自己複製能と多分化能を持った造血幹

細胞が SP 細胞分画中に存在することがわかった. 

 

今後の課題：現在，移植実験をさらに進めるため，ク

ローンギンブナにクラゲの蛍光蛋白質（GFP）遺伝子を

組込みこみ，体のすべての細胞が光る“発光クローン

ギンブナ”を作製中である．これにより，造血幹細胞が

血液細胞のみならず，他細胞に分化するか等の情報

がより容易に得られるものと考えられる．また，体の中

には様々な幹細胞が存在することが知られているが，

クローンであり且つ再生力の強いギンブナを用いること

により，新たな知見が期待できる． 
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