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iPS細胞研究を支援する脊椎動物 
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魚類を活用したバイオテクノロ
ジー 

研究開発の戦略 
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コスト低減（代替動物・胚操作） 
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Method for Chemical Screens 
(S. Ding & P.G. Schultz, Nat. Biotech. Vol.22, 833, 2004) 
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魚類バイオの産業革命 

マニュファクチャー（工場制手工業） 

機械制大工業（HTPタンパク質生産システム） 

革命
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従来技術とその問題点 

ゼブラフィッシュ受精卵におけるインジェクション
操作には熟練した手技が必要であり、 
  ・手動ではインジェクション容量が不均一 
  ・受精後30-40分（１-2細胞期）の間にインジ 
   ェクションしないと遺伝子導入効率が低下 
等の問題があり、インジェクションによる大量の
生物情報が広く利用されるまでには至っていな
い。 



6 

産学連携の経歴 

• 2002年-2006年 （株）東海工業所社（茨城県ひたちなか市） 
               と共同研究実施 
• 2007年-      橋本電子工業（株）社（三重県松阪市）と               
               共同研究実施 
• 2007年-2008年 JST A-Step顕在化ステージ事業に採択 
• 2009年-2012年 JST研究成果展開（機器開発プログラム） 
               事業に採択 
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魚類による蛋白質の製造方法 
（特許番号4937570号：平成24年3月2日登録） 
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ハイスループットタンパク質生産システム 

発現タンパク質の回収 

平成21年度JST先端計測分析技術・機器開発事業採択課題 
プロジェクトリーダー 田丸 浩 
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ゼブラフィッシュ専用受精卵回収装置 

A：システム全体（３段６室），B：特注水槽，C：１室10水槽並ぶ 
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ゼブラフィッシュ受精卵整列装置 

A：受精卵整列プレート（３08穴），B：受精卵整列装置 
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卵整列固定＆インジェクション装置 
平成21年度JST先端計測分析技術・機器開発事業採択課題 プロジェクトリーダー 田丸 浩 
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マルチプル・インジェクション装置によるGFP発現 
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エンブリオアレイとフィッシュ・プロテインバンクの創製 

エンブリオアレイ 蛍光プレートリーダー 自動マイクロインジェクション
専用プレート 

“フィッシュ・プロテイ
ンバンク” 

http://www.tecan.co.jp/nanoquant.htm


14 

新技術の特徴・従来技術との比較 
• 従来の手作業によるマイクロインジェクション
操作をほぼ全自動にすることに成功した。 

• 手作業によるマイクロインジェクションでは一人
で200-300個の受精卵にインジェクションする
のが限界であったが、1時間に10,000個以上

のインジェクションが可能になっため、大量生
物学への応用が可能となった。 

• 本技術の適用により、大幅な省力化が実現で
きるため、組換えタンパク質の生産コストが1/2
～1/3程度まで削減されることが期待される。 
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想定される用途 
• 本技術の特徴を生かすためには、膜タンパク
質などの発現困難な組換えタンパク質の製造
に適用することで、付加価値の高いメリットが
大きいと考えられる。 

• 上記以外に、創薬標的となるGPCRなどの抗
原タンパク質生産としても期待される。 

• また、達成された大量インジェクション技術に
着目すると、遺伝子ノックダウンや低分子化
合物スクリーニングといった分野や用途に展
開することも可能と思われる。 
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実用化に向けた課題 
• 現在、簡便で高速なインジェクション装置については、
約90％の精度でインジェクションが可能なところまで

開発済み。しかし、プレートおよびキャピラリーの精度
を挙げる点が未解決である。 

• 今後、ゼブラフィッシュの発生・分化過程において新
規分化誘導因子の探索について実験データを取得し、
iPS細胞の再生医療の実用化に向けた条件設定を
行っていく。 

• 実用化に向けて、ヒトで予測された約2,600個の転写

因子のゼブラフィッシュにおける相同性遺伝子プロ
モーターでレポーター遺伝子をドライブし、生体内で
可視化する技術を確立する必要もあり。 
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幹細胞から臓器形成

ES cells

？？
組織や臓器形成の
分子メカニズム
の解明が必要

ES細胞などの幹細胞から

作り出せるのは、分化した
細胞集団である。

ES/iPS細胞の医療への応用

ESES細胞細胞
iPSiPS細胞細胞

細胞分化や移植後の拒否反応などのメカニズムは？

透明魚類による幹細胞生物学 
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魚類による未分化細胞からのシングルセル解析 

膜小胞
（ADM/アディポソーム）

脂肪細胞脂肪細胞

・膜小胞の同定

・局在タンパク質の同定と
cDNAクローニング

・機能解析

アディポサイトカイン

始原生殖細胞 
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企業への期待 
• 未解決の発現困難なGPCRなどの組換えタン

パク質の生産については、魚類によるタンパ
ク質生産技術により克服できると考えている。 

• バイオや医薬品の開発技術を持つ、企業との
共同研究を希望。 

• また、バイオインフォマティクス関連の企業、
創薬支援分野への展開を考えている企業に
は、本技術の導入が有効と思われる。 
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本技術に関する知的財産権 
• 発明の名称 ：魚類による蛋白質の製造法 
• 特許番号   ：4937570号 
• 出願人 ：田丸 浩 
• 発明者 ：田丸 浩、黒川純司 
 
• 発明の名称 ：遺伝子注入用魚卵採取装置 
• 出願番号 ：特願2008-312335 
• 出願人 ：橋本電子工業株式会社 
• 発明者 ：田丸 浩、三宅英雄、秋山真一、小幡 勝、上田恒章 
 
• 発明の名称 ：遺伝子注入用細胞整列保持装置 
• 出願番号 ：特願2008-312342 
• 出願人 ：橋本電子工業株式会社 
• 発明者 ：田丸 浩、三宅英雄、秋山真一、小幡 勝、上田恒章 
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お問い合わせ先 
三重大学 大学院生物資源学研究科 

     水圏生物利用学教育研究分野 

   田丸 浩（たまる ゆたか） 
 

ＴＥＬ ０５９－２３１－９５６０ 

ＦＡＸ ０５９－２３１－９５６０ 

e-mail ytamaru＠bio.mie-u.ac.jp 
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