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はじめに
　ヒトと同じ霊長類に属するカニクイザルは狭鼻類のマ
カク属に分類され、ニホンザルやアカゲザルと同じ仲間
である（図１）。マカク属は長寿であること、単胎妊娠
であること、月経があることなど他の実験動物が持たな
いヒトに非常に近い特徴を持つ。さらに、ニホンザルや
アカゲザルは季節繁殖であるが、カニクイザルはヒトと
同じように通年繁殖である。また、やや小型で扱いやす
い点も特徴の一つである。霊長類医科学研究センター（以
下、霊長類センター）のカニクイザルの中には、最長で
43 才 7 ヶ月まで生存した個体（およそ 3 倍がヒトの年
齢に相当する）がいたことが示すように、非常に長寿な
動物種である。なお霊長類センターにおける、雌におけ
る出産の最高齢は 25 才、雄における雌を妊娠させた最
高齢は 25 才である。
　実験に用いられるカニクイザルは繁殖により生産さ
れ、供給される必要がある。しかし、交尾の不成立や排
卵時期の不一致などの場合、妊娠は成立しない。加えて、

配偶子形成や受精などに何らかの問題がある場合も自然
繁殖できない。そこで例えば、ホルモン投与により卵を
採取し、精子をその卵細胞質中に直接注入する顕微授精
を行うことで作出した受精卵を胚移植し、個体を作出す
る必要がある。また、近年の疾患モデル研究には遺伝子
改変された実験動物が多く利用されているが、この遺伝
子改変には上述したように作出した受精卵への遺伝子改
変操作が必須となる。カニクイザルの作出には人為的な
生殖技術である発生・生殖工学技術が必要であり、その
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図１．霊長類の系統樹
写真は霊長類医科学研究センターで飼育されて
いるオスのカニクイザル
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効率化のためにこれら技術のレベルを高める必要があ
る。

霊長類医科学研究センターのカニクイザル
　霊長類センターは 1978 年に国立予防衛生研究所（現
在の国立感染症研究所）の筑波支所として設立された。
主な目的は、カニクイザルを輸入に頼ることなく高品質
な実験動物として生産し、ワクチンの国家検定や感染症
研究用に供給することであった。これらカニクイザルは、
当センターの設立時にマレーシア、インドネシアおよび
フィリピンから導入された個体を起源にし、産地毎に区
別された家系管理が行われ、40 年近くに渡り大規模室
内繁殖を続けている。遺伝的統御としての家系管理は、
遺伝性疾患の遺伝子解析や一部の病原体に対する感受性
を示す遺伝子保有率の違いの解明などに貢献している

［1,2,3］。さらに微生物統御として、ヒトや各種研究など
に害を及ぼす複数のウイルス、細菌、寄生虫などを排除
した SPF コロニーの構築が進められている［4,5］。
　このようなカニクイザルにおいては自然発生的な疾患
を持つ個体が存在し、それらの中には遺伝性疾患も確認
されている。例として、黄斑変性疾患［1］、拡張型心筋
症［6］	、糖尿病［7］、子宮内膜症、高脂血症などが挙
げられ、疾患の解析や治療などの研究に利用されている。
また、排卵時期に行われる雌雄 1 対 1 の同居方式による
室内繁殖の特徴を生かして、胎齢が明確な妊娠個体ある
いは胎児も研究に用いられている。このような自然発生
疾患だけで無く、個々の研究に適した疾患モデルも人為
的な処置を施すことで積極的に作出し、研究に利用され
ている。カニクイザルはヒトに近く、長寿な実験動物で
あるという特徴を利用した長寿科学研究や脳神経疾患研
究などにおいては、認知・行動解析を行う場合に報酬と
して餌が得られる指迷路学習装置や食物回収試験などが
霊長類センターで考案され、利用されている。

カニクイザルを用いた老化研究
　長寿であるカニクイザルでは、アルツハイマー病の二
大病変である老人斑と神経原線維変化が確認されてい
る。老人斑に見られるアミロイドβタンパク質（Aβ）に
おいて、カニクイザルとヒトでは 100％同一のアミノ酸
配列である［8］。老人斑が確認されるカニクイザルの脳
組織では、Aβやアミロイド前駆体タンパク質が蓄積す
ることや肥大化したエンドソームにそれらの蓄積など
が報告されている［9-11］。また、老齢カニクイザルで
は、主に嗅内皮質や近傍の側頭葉領域において Gallyas
染色陽性の神経原線維変化が生じている。しかし、典型
的な神経原線維変化は非常に少なく、多くが 4 リピート
Tau からなる pretangle（繊維性の凝集に至っていない
状態）であることやアストロサイトやオリゴデンドロサ
イトに Tau 病変が確認されたことから、進行性核上性
麻痺に近いことが最近報告された［12］。
　当センターのカニクイザルは繁殖していることから、
高齢になるまで単に同居を経験するだけで無く、子育て
などの経験を経た状況でも維持され、ヒトの自然な老化

に沿った状況にあるとも考えられる。また、全飼育個体
は体調管理を目的に血液検査や体重測定などの定期的な
検査を受けており、長期の成長過程に伴う変化を調べる
ことが可能である。このような検査にて糖尿病が発覚す
る個体もおり、このような個体では正常な個体と比較し
て、老人斑形成が加速していることも確認されている

［7］。このようなカニクイザルでは、ヒトの老化に伴う
疾患に関連した研究への貢献が今後増すものと考えられ
る。

カニクイザルの発生工学技術
　自然発生疾患あるいは疾患誘発モデルを確実に作り出
す手段として遺伝子改変技術の応用を挙げることができ
る。この遺伝子改変を行うためには、卵子が必要となる。
マウスにおいては、精子が無くても卵子があれば、体細
胞あるいは多能性幹細胞を用いた核移植技術を利用する
ことでクローン個体が作出可能であり、このような細胞
が遺伝子改変されていれば、遺伝子改変個体が作出でき
る［13］。しかしマウスでもその成功率は数〜 10％程で
あることから、効率の悪さをカバーするために多数の卵
子を使用することで、より多くのクローンを作出できる。
また、体外受精などの発生工学技術を単に個体の増産に
応用する際にも、多数の卵子を使用することで多くの個
体を作出できる。このような場合、卵子、特に成熟卵を
準備するために、ホルモン投与により卵巣内に存在する
多くの未成熟卵の発育を促進し、成熟を誘導する必要が
ある。
　発生工学技術が確立されているマウスにおいては、体
外受精で作出された受精卵を仮親に移植することで産仔
が得られることは広く知られている。一般的に、精子は
安楽殺した雄の精巣上体から大量に採取可能である。一
方卵子においては、eCG およびｈCG の性腺刺激ホルモ
ンを投与することで、卵巣内にある多量の未成熟卵の発
育および排卵を刺激し、安楽殺後に成熟卵を採取するこ
ととなる。これらのことをカニクイザルに当てはめた場
合、安楽殺や成熟卵の誘導に違いがある。精子の採取に
ついては、非侵襲的に電気刺激により射出された精液か
ら回収する。卵子の採取を目的に安楽殺することは、育
成年月や貴重な実験動物であることを考慮するとカニク
イザルにおいてはそぐわない。基本的に単胎妊娠動物で
あるカニクイザルは、通常の排卵が１個であることも影
響しているのか、多数の良質な成熟卵を得ることは容易
ではない。
　そこで筆者は、カニクイザルの発生工学を始めるに当
たって、成熟卵の採取に関する研究に着手した。一般的
にカニクイザルでは、月経出血確認時に内在性の性腺刺
激ホルモンの放出を抑制するために GnRH アゴニスト
を投与してから FSH を 8-9 日間に一日 2 回の投与を行
い、卵子の発育を刺激する。そして、卵子の成熟を誘導
するために hCG を投与し、その 27-38 時間後に卵胞液
を吸引し、卵子を採取する［14,15］。また卵管に成熟卵
が排卵されるマウスと異なり、カニクイザルでは卵胞か
ら卵を採取するが、その中には巨大な核を持つ未性熟な
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卵核胞期から減数分裂が再開して卵核胞の崩壊を経て、
第一極体を持つ成熟卵である第 2 減数分裂中（M-II）期
までのものが含まれる（図２）。筆者らは成熟卵の効果
的な採取を目的に、性腺刺激ホルモンの種類およびその
投与方法について図３A のような比較を行った。使用
した FSH および eCG はそれぞれヒト尿および妊馬血清
に由来するホルモン製剤であり、これらは卵子の発育
を刺激する。特に FSH については、半減期が短いこと
から FSH について徐放的な感作を期待して、グリセリ
ンを含む溶媒に溶解し、a 法および b 法のように投与日
に１回のみ投与した。c 法の eCG は半減期が長いため、
生理食塩水に溶解し、2 日間隔で投与した。その結果、
得られた平均採取卵子数（それぞれ 31 個、21 個および
18 個）および成熟卵である M-II 期卵の平均数（それぞ
れ 12 個、10 個および 7 個）に関して投与方法間に有意
差は見られなかった［16］。現在は、採卵数および成熟
卵数が最も優れていた a 法を基本とし、FSH にリコン
ビナント製剤を利用するに至っている。

　上記のような処置により採取した成熟卵から個体を形
成させるためには、精子と受精させる必要がある。体外
受精によって、多くのサル類で受精卵が作出されている

［17,18］が、得られる成熟卵が決して多くないことや未
成熟卵も多く含まれることがある。そのため、筆者はカ
ニクイザルの受精卵を作出する手段として顕微授精法を
採用している（図４）。また、未受精卵も体外培養後に
第一極体を放出した成熟卵となり、それに対して随時顕
微授精が可能である。顕微授精を行うことで、胚盤胞へ
発生することを確認しているが、その培養方法について
も検討を行っている。胚の基礎培地として、10％牛血清
を含む Connaught	Medical	Research	Laboratories-1066
溶液を基礎培地として、バッファローラット肝臓（BRL）
細胞やマウス胎児線維芽（MEF）細胞の単層上にて培

養した。前核期の受精卵から胚盤胞への発生率は、基礎
培地のみで 16.7％（5/30）、BRL 細胞で 37.5％（6/16）
および MEF 細胞で 24.1％（13/54）と有意差は見られ
なかったが、BRL 細胞を用いた時に発生率について高
い傾向が見られた。
　顕微授精卵の胚盤胞への発生が確認できたことから、
さらにその先への発生能を調べる必要がある。そこで、
まず ES 細胞が樹立できるか否かを調べた。ES 細胞は
将来胎児本体を形成する胚盤胞の内部細胞塊に由来す
る。ES 細胞が樹立できれば、体外で作出し、培養し
た受精卵はより質のよいものと考えられる。先に述べ
たように、BRL 細胞の単層上で培養した受精卵の胚盤

図２．カニクイザルにおける卵胞から採取された卵子
A. 採卵時の卵巣。多くの発達した卵胞が確認で
きる。
B. 採卵直後の卵丘細胞に囲まれた卵子。
C-E．C は大きな核（卵核胞、矢印）を持つ未
成熟な卵核胞期卵で、成熟が再開すると核膜が
崩壊し（卵核胞崩壊期、D）、第一極体（矢頭）
を放出し成熟卵（E）となる。これらの卵子が
混在して採卵されることが多い。
Bar=100µm

図４．顕微授精法による受精卵の作出
A.	顕微授精。成熟卵に精子を注入していると
ころ。
B.	 前核期受精卵。精子および卵子に由来する
前核（矢印）が形成される。
C.	 胚盤胞。細胞が集まって濃く見えるところ
が、内部細胞塊と言われ、胎児になる部分。
Bar=100µm
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図３．卵胞発育刺激法の検討
A.	卵胞発育刺激法
全てにおいて、月経確認時に GnRH	agonist を
投与し、その２〜３週間後から FSH（a および
b 法）あるいは eCG（c 法）を投与し、卵胞発
育を刺激した。卵胞発育刺激後に hCG の投与
により卵の成熟を誘導し、その 36-38 時間後に
卵を回収した。a 法は FSH を 24 時間毎に計 9
回投与した。ｂ法はより簡便にできないかを調
べるために、3 回分の投与量を１回にまとめて
投与した。c 法は eCG を 48 時間毎に計 5 回投
与し、さらにその 24 時間に 1 回投与した。
B．卵胞発育刺激法の結果
a 法、b 法および c 法はそれぞれ 7 頭、5 頭およ
び 8 頭のカニクイザルを使用した平均の卵子数
の結果を示す。各投与間に有意差は認められな
かったが、採取された平均の卵子数および成熟
卵数において a 法が比較的に多かった。
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胞への発生率は最も高かったが、ES 細胞は樹立できな
かった。しかしながら、MEF 細胞を用いた培養の場合
は、13 個の胚盤胞から 4 個（30.8％）の ES 細胞の樹立
に成功した。BRL 細胞を用いるよりも MEF 細胞を利
用した場合に ES 細胞の樹立が可能であったことから、
MEF 細胞は受精卵の発生能を支持するものと考えられ
た。ES 細胞の樹立、さらに個体への発生能を考えた時、
単に胚盤胞への高い発生率のみでは、用いた培養系がそ
の先への発生能を保証することができないことを示唆す
る。ES細胞の樹立については、カニクイザルだけでなく、
Vero 細胞（腎臓上皮細胞）で有名なアフリカミドリザ
ルにおいても MEF 細胞を用いた場合に ES 細胞の樹立
に成功している［19,20］。次のステップが産仔の作出と
なる。しかし、産仔を得るためには借り腹となる雌個体
を準備し、胚移植をする必要がある。このため、霊長類
センターで室内繁殖しているカニクイザルの繁殖・生殖
生理学的な側面からの理解を深める必要があった。

カニクイザルの繁殖特性
　発生工学技術の基礎となる良質且つ多くの成熟卵を採
取する方法に対する取り組みについて紹介した。個体を
作出するためには、借り腹となる母体のより良い選別方
法について調べる必要があったことと、当センターにお
ける妊娠率が決して高いものでは無かったことから、排
卵時期と年齢に関して調べた。その結果、10 才以下の
雌では、15 才以上の雌と比べ、月経出血が確認された
日から排卵までの日数の幅が短いこと、および妊娠率も
高いことが判明した。排卵は血中エストラジオールおよ
びプロゲステロンの濃度を測定することで判定している

（図５）。このことは、借り腹となる雌の候補として、10
才以下の雌を利用した方がよいことを示唆する。
　以上の検討の積み重ねにより、顕微授精によって得ら
れた受精卵を雌の卵管内に移植することで産仔を得るこ
とに成功した。単に配偶子や受精卵を人為的に操作して
カニクイザルを作出するだけでなく、今後はこのような
技術を遺伝子改変やその維持に応用する必要があると考
えている。カニクイザルやアカゲザルなどのマカク属サ

ル類において、外来遺伝子が導入されたトランスジェ
ニックザルの作出が報告され［21-23］、さらにゲノム編
集技術により特定の遺伝子を壊した遺伝子改変ザルの作
出が報告されている［24-26］。このようにサル類に対す
る遺伝子改変は、ヒト疾患モデルの作出を可能にするこ
とから、遺伝子改変個体を使用した生物・医科学研究が
活発になることが予想される。遺伝子改変個体の作出も
重要であるが、その維持も重要となる。マウスにおいて
も遺伝子改変により自然繁殖が難しいことも散見され、
その維持が問題となる例もある。そこで、カニクイザル
においてもそのような時に何らかの対処が必要となる。
　カニクイザルにおいては、雌雄の同居により必ずしも
産仔が得られるとは限らない。同居後、雌から採取した
膣拭い液の中に精子が確認できず、交尾が成立していな
いことがある。これは遺伝子改変個体が作出できた時に、
自然交配での維持ができないといった大きな障害とな
る。また、交尾できないような疾患や微生物感染のため
に同居不可ということも想定される。これらの問題を解
決するために、配偶子や受精卵の体外操作などの発生工
学技術だけでなく、生殖工学技術も必要となる。上述の
ように発生工学技術はホルモン投与、採卵、採精、受精
卵の作出、胚移植など多くの過程を経るため煩雑で、個
体への負荷や手間がかかる技術である。そこで、それら
負荷や手間を減らす手段の一つとして、人工授精の利用
が考えられる。これはウシなどの家畜などで広く利用さ
れている一例である。カニクイザルにおける人工授精は
技術的に確立されたものになっておらず、人工繁殖には
利用されていない。これをカニクイザルの自然交配に代
わる繁殖技術として取り入れる価値は非常に高い。しか
し、カニクイザルやアカゲザルなどの子宮頸管は蛇行し
た構造になっていることから、子宮内にカテーテル等を
挿入することが難しい［27-29］。貴重な遺伝子改変個体
が作出された際に、その増産や維持にも人工授精を利用
するために、カニクイザルにおける人工授精技術の確立
に向けた検討を現在行っている。

おわりに
　マウスにおける ES 細胞は、受精卵と組み合わせて作
出されるキメラ個体においては生殖細胞を含めた全ての
細胞へ分化する能力を持つ。このような能力を持つ ES
細胞はマウス・ラットでしか樹立されていない。ES 細
胞とは、①自己複製能、②無限増殖能、③生殖細胞への
寄与を含めたキメラ形成能を持つものと定義されてい
る。このような 3 つの定義を全て持つマウスと同じ性質
を持つ ES 細胞はヒトを含めた全ての霊長類で樹立され
ていない。ただし、③の生殖細胞を除く三胚葉の細胞へ
の分化が確認され、再生医療への応用も期待されたこと
から、ヒトやサル類の霊長類においては、ES 細胞と一
般的に言われている。上述した著者らが樹立したカニク
イザルの ES 細胞も生殖細胞への分化が確認できていな
いことから、今後はこの点について明らかにしたいと考
えている。しかし、カニクイザルの性成熟は３〜５年と
長いことから、キメラ形成能の確認に代わり得る方法を

図５．排卵直後の卵巣
血中のエストラジオールおよびプロゲステロ
ンを測定し、それぞれ急激な減少および上昇
すると排卵が生じる。矢印は排卵箇所を示す。
Bar=1cm
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開発することが現実的かもしれない。
　霊長類センターのカニクイザルは、外部研究者が利用
可能なバイオリソースとして開放されている。カニクイ
ザルを含めた実験用サル類に最適化した共同利用施設と
して、霊長類医科学実験施設および霊長類感染症実験施
設が霊長類センターには付設されている。前者では遺伝
子治療、高次脳神経、長寿科学研究などの医科学研究、
後者ではインフルエンザ、結核、エイズ、プリオンなど
の BSL2 および BSL3 感染実験などが行われている。齧
歯類では寿命が 2-3 年と非常に短いことから、ヒトのモ
デルとしては限界のある研究分野、特に老化研究におい
て老人斑と神経原線維変化が確認されるカニクイザルの
利用は今後ますます重要なものになると考えられ、繁殖
による個体の生産およびサル類研究に特化された施設の
整備は、各種研究に無くてはならないものである。
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Reproductive technologies for artificial production of cynomolgus monkeys

	Nobuhiro	Shimozawa
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Abstract…
　The	cynomolgus	monkey	（Macaca	fascicularis）,	which,	like	humans,	belongs	to	the	order	
Primates,	is	a	long-lived	laboratory	animal.	Cynomolgus	monkeys	have	been	used	for	testing	
of	vaccines	 for	official	approval	and	 infectious	disease	research	 for	a	 long	time	and	came	
to	be	used	 for	various	medical	 research	studies.	 In	aged	cynomolgus	monkeys	 that	are	
also	used	for	research	on	aging,	senile	plaques	and	neurofibrillary	tangles	were	confirmed.	
Large-scale	 indoor	 breeding	has	 been	 conducted	 in	 the	Tsukuba	Primate	Research	
Center.	However,	the	species	may	not	propagate	because	of	copulative	failure	or	microbial	
infection.	Therefore,	use	of	reproductive	technologies	is	expected.	On	the	other	hand,	many	
animal	species,	 including	domestic	animals,	have	been	produced	recently	through	genetic	
modification	with	a	genome-editing	technology.	In	cynomolgus	monkeys,	effective	production	
of	a	disease	model	by	applying	the	technology	to	the	reproductive	technologies	 is	greatly	
expected.	This	review	discusses	reproductive	technologies	 for	production	of	cynomolgus	
monkeys.
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