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研究成果の概要（和文）：本研究では、植物における胚珠培養に相当する、「致死性雑種からの配偶子誘導」が魚類で
可能であるかを明らかにすることを目標として研究を行った。ラスボラ亜科、コイ亜科の魚種を材料とし、２種間の雑
種二倍体、雑種三倍体、および複二倍体を誘導し、それらの生残性や始原生殖細胞（PGCs）の分化を明らかにするとと
もに、不妊化宿主へ移植して生殖系列キメラを作成してPGCsの分化の解析を行った。また、雑種両種の生殖細胞質を有
するPGCsを誘導するために、生殖細胞質の分離を試みた。誘導した様々なゲノム構成をもつ雑種は、PGCsを分化させる
ことが明らかとなった。作成したキメラ個体での配偶子形成の確認には至らなかった。

研究成果の概要（英文）：In plant breeding, viable individuals have been established by ovule culture from 
sterile hybridization. In this study, in vivo cultivation has been examined in order to elucidate gamete 
differentiation from primordial germ cells (PGCs) with several genomic combinations between two different 
species. Nine teleost species belonging Cyprinidae were used as the materials. Development, ploidy and 
differentiation of PGCs were investigated in 11 inter-specific or inter-subfamilial hybrids. Allo-diploid 
(diploid hybrid), allo-triploid (triploid hybrid) and amphidiploid (tetraploid hybrid) individuals were 
induced by hybridization and subsequent duplication of genomic combination, 2nd polar body retention or 
1st cleavage inhibition. PGCs differentiated in almost all hybrids examined. When isolated and 
transplanted to the host goldfish blastulae, PGCs from hybrids migrated to the host genital ridge. 
Proliferation and differentiation of PGCs have not been clarified in the chimeric fish.

研究分野： 魚類発生工学

キーワード： 始原生殖細胞　生殖系列キメラ　生殖細胞質　雑種　魚類　ラスボラ亜科
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

(1) 植物においては、種間・属間を含む様々
な雑種を、品種の樹立に利用している。受
粉と結果が可能な種間雑種は、様々な経済
的形質に関わる遺伝子の取り込みに用いら
れる。受粉は可能だが「雄性不稔（花粉形
成の不全）」の見いだされた雑種では、その
原因となる「雄性不稔因子（CMS）」を、自
家受粉型の植物（米など）のハイブリッド
（F1）種子生産に利用している。また、遠
縁種の雑種で種子が発芽しない雑種であっ
ても、受精卵を体外で培養（胚珠培養）す
ることにより、新しい品種の誘導（ユリ、
ボタンなど）が行われている。このように
雑種とは、様々に応用可能なゲノム構成、
細胞質構成を持つ細胞なのである。 

(2) 体外受精の魚類では、様々な組合せで
雑種が作られている。正常に発生する近縁
種の雑種の場合、その不妊性や、耐病性の
向上を利用して品種の育成が行われている。
しかし、不妊化機構の解析は進んでいない。
また一方で、雑種の多くは奇形で致死的と
なり、育種学的な価値はないと考えられて
きた。個体が生き残らないので、配偶子が
得られず、それを利用する育種が不可能だ
ったからである。 

(3)研究代表者らは、致死の半数体が生殖細
胞の元となる始原生殖細胞 PGC を持ち、こ
れを生残性の個体の生殖腺で培養すること
で、半数体に由来する配偶子を誘導するこ
とにゼブラフィッシュなど数種で成功して
いる（特許：PCT/JP2011/052772）。このこ
とは、対合する相同染色体が無くても、配
偶子形成以前にゲノムの倍加が起こり、減
数分裂が正常に進む場合があることを示し
ている。この結果は、動物でも「花粉培養」
に相当する育種が可能であることを示して
いる。PGC は、卵割の過程で母系の細胞質を
受け継いだ割球から生じるので、致死性の
雑種であっても PGC を有することとなる。
したがって、雑種の両親種のどちらかに移
植することで、致死性雑種の PGC を in vivo
で培養可能と考えられる。さらに、半数体
PGC と同様に、対合する相同染色体が無くて
も配偶子を分化させうる可能性がある。す
なわち、動物で「葯培養」に相当する育種
ができる可能性がある。 

(4) 一 方 、 近 縁 種 間 の 生 残 性 の 雑 種
（Peciliopsis monacha と lucida など）で
は、父方のゲノムの排除が起こり母方のゲ
ノ ム だ け で 卵 が で き る 雑 種 発 生
（hybridogenesis）が知られている。この
卵は母方のゲノムをそのまま持つため、次
の世代は母方のゲノムが共通したヘミクロ
ーン集団を形成する。さらに、研究分担者
は、遺伝的に系統の異なる criptic なドジ
ョウ２集団間の「雑種」がクローン子孫を
生み出すことを示した(Yamada et al., 

2015)。これらのことは、近縁な２種の雑種
の PGC を in vivo で培養した場合、雑種発
生によるヘミクローンやクローン集団を誘
導できる可能性がある。さらに、この雑種
発生現象そのものも、この系を利用して解
析できる可能性もある。その他、複数の PGC
を移植することも可能なので、配偶子へ分
化するゲノムを持つ PGC のみを in vivo で
選別することも可能と考えられる。すなわ
ち、この実験系は、植物における胚珠培養
を、動物で可能とする手法で、致死となる
組合せのゲノム構成を持つ生殖系列細胞の
配偶子形成を解析しうるツールである。 

(5)コイ目内では様々な組合せの雑種が報
告され、ほとんどが致死性雑種であるが、
それらの雑種の胚で PGC が分化するか否か
については調べられていない。雑種胚で分
化した PGC が、両親種へ移植された時に配
偶子に分化するかも不明である。申請者の
予備的な研究では、科の異なるキンギョと
ドジョウの間の正逆交雑では、どちらも致
死となるものの、PGC は形成されることが明
らかになっている。この PGC を両親種の胚
に移植すると、生殖腺へ移動するものの増
殖は出来ずに消失する。その原因は不明で
あるし、これらより近縁の致死性雑種で同
様な現象が起こるかどうかも明らかではな
い。一方、キンギョとコイの雑種は生残性
であるものの、雄は不妊となることが報告
されている。不妊を誘導する細胞質因子の
存在が推定されるが、解析はされていない。
このように、雑種での PGC の分化、雑種 PGC
の生体内での培養による配偶子分化の可否
とその原因、不妊雑種 PGC の不妊化の原因
などの、育種の素材としての可能性を秘め
た現象が全く研究されていないのである。 

(6)この理由として、雑種でおこる様々な原
因を解析する手段がなかったことがあげら
れる。現在の申請者らが持つ手法を用いる
ならば、雑種の PGC が増殖し配偶子へ分化
するかどうかは、雑種 PGC をその両親種の
どちらかの胚へ移植して生体内で培養する
ことで確かめることが可能である。もし、
雑種 PGC が宿主生体内で増殖をおこなうの
であれば、ゲノム間、核細胞質間の相互作
用の生殖細胞形成への関与を調べる重要な
ツールとなりうる。 

２．研究の目的 

(1) 近縁、遠縁種間の雑種を誘導し、それ
らの PGC の分化を明らかにするとともに in 
vivo で培養し、配偶子分化が起こるかを明
らかにすること。 

(2) 致死性であるゼブラフィッシュとキン
ギョの種間雑種 PGC を用い、そのゲノム構
成・細胞質構成を実験的に変更した後、親
種の生殖腺内で in vivoで培養することで、
配偶子分化におけるゲノム間、核細胞質間
の相互作用を明らかにすること。 



(3) 生残性であるが不妊のコイとキンギョ
の種間雑種 PGC を用い、(2)と同様の手法を
用い、その配偶子分化におけるゲノム間、
核細胞質間の相互作用を明らかにすること。 

３．研究の方法 

(1) コイ目魚類の種間雑種における PGC の
分化と宿主体内での動態の検討 

コイ目魚類に属する様々な魚種を用い、そ
れぞれの雑種における形態形成を確認し、
雑種内での PGC の分化と宿主胚内での動態
を明らかにする。 

 宿主としてゼブラフィッシュとキンギョ
を用いる。ドナー雑種は、ゼブラフィッシ
ュ（ラスボラ亜科）あるいはキンギョ（コ
イ亜科）を雌親魚とし、ラスボラ亜科のパ
ールダニオ、アカヒレ、カワムツ、ヌマム
ツ、ヒナモロコなどを雄親魚として、人工
受精で誘導する。対照として、それぞれの
雌親・雄親魚種の人工受精卵を用いる。 

① 誘導した雑種の受精卵へ GFP-nos mRNA
を注入した後に培養し、雑種のPGC形成と、
その移動動態について両親種との比較を行
う。 

② 誘導した雑種の受精卵へ GFP-nos mRNA 
と GFP-BUCKY  mRNA を共注入し、胞胚期ま
で培養する。雑種の胞胚から GFP の蛍光を
指標として PGC を吸引し、同時に受精・不
妊化した雌親魚の受精卵へ PGC の移植を行
う。 

③ 移植胚を観察し、蛍光を指標として、雑
種 PGC の宿主生殖腺での維持、増殖の有無
を確かめる。PGC の状態に応じて組織切片を
作製し生殖腺での様態を明らかにする。 

④ 増殖が確認された雑種については、生殖
系列キメラを飼育しその配偶子形成を確認
した後、（雄由来のゲノムが排除される可能
性があるため）種特異的マーカーにより配
偶子の遺伝的背景を明らかにする。 

⑤ 最終的に、雌親魚と雄親魚の系統的な類
縁性と配偶子形成との関わりを明らかにす
る。 

(2) ゲノム・細胞質構成を変更したゼブラ
フィッシュ×キンギョ雑種 PGC の解析 

① ゼブラフィッシュ(Z)未受精卵に、2n キ
ンギョ(G)の精子を受精した ZG のゲノムを
持った雑種と、4n フナ(G)の 2n 精子を受精
し極体放出を阻害したZZGGのゲノムを持つ
雑種を作製し、その発生および PGC の分化
を明らかにする。ドナーの倍数性は、残っ
た胚を FCM で調べることによる。 

② ゼブラフィッシュの受精卵に GFP-Bucky 
Ball mRNA を顕微注入し、生殖細胞質を可視
化した後、これを分離する技術を開発する。 

③ 上述の ZGと ZZGGの雑種卵に GFP- Bucky 

Ball mRNA と GFP-nos mRNA を共注入し、PGC
の可視化を図る。雑種の胞胚より、PGC を
GFP の蛍光を指標として選別し、不妊化した
ゼブラフィッシュ胞胚へ移植した生殖系列
キメラを作出する。 

④ GFP-Bucky Ball mRNA を注入したキンギ
ョの受精卵より生殖細胞質を、上述の ZG と
ZZGG の雑種胚の生殖細胞質分布領域へ移植
し、ゼブラフィッシュとキンギョの両種の
生殖細胞質（ミトコンドリアを含む）核と
細胞質が共に雑種になった胚を作製する。
この雑種の胞胚より、PGC を GFP の蛍光を指
標として選別し、不妊化したゼブラフィッ
シュ胞胚へ移植した生殖系列キメラを作出
する。 

⑤ 核ゲノムのみの雑種、核と細胞質が共に
雑種になった PGC を移植した胚を観察し、
蛍光を指標として、雑種 PGC の宿主生殖腺
での維持、増殖の有無を確かめる。PGC の状
態に応じて組織切片を作製し生殖腺での様
態を明らかにする。 

⑥ ドナーPGC の増殖が確認された雑種につ
いては、生殖系列キメラを飼育しその配偶
子形成を確認した後、種特異的マーカーに
より配偶子の遺伝的背景を明らかにする 

⑦ 最終的に、雌親魚と雄親魚のゲノムと細
胞質が雑種の配偶子形成にどのように関わ
っているかを明らかにする。 

(3) ゲノム・細胞質構成を変更したコイ×
キンギョ雑種 PGC の解析 

 雄が不妊であるコイ(C)とキンギョ(G)の
種間雑種を用い、そのゲノム構成・細胞質
構成を実験的に変更した後、in vivoで培養
することで、配偶子分化におけるゲノム間、
核細胞質間の相互作用を明らかにする。 

① コイの未受精卵(核 C 生殖細胞質 c)に、
2n キンギョの精子（核 G）を受精した CGc
のゲノムと細胞質を持った雑種と、4n フナ
の 2n 精子（核 GG）を受精しコイ極体放出を
阻害した CCGGc のゲノムとミトコンドリア
を持つ雑種、さらに GFP- Bucky Ball mRNA
を注入したキンギョの受精卵より生殖細胞
質(細胞質 g)を、上述の CGc と CCGGc の雑種
胚の生殖細胞質分布領域へ移植し、ゼブラ
フィッシュとキンギョの両種の核と細胞質
が共に雑種になった胚 CGcg と CCGGcg の作
製を試みる。 

② 上述の雑種卵に GFP- Bucky Ball mRNA
と GFP-nos mRNA を共注入し、PGC の可視化
を図る。雑種の胞胚より、PGC を GFP の蛍光
を指標として選別し、不妊化したゼブラフ
ィッシュ胞胚へ移植した生殖系列キメラを
作出する。ドナー細胞のゲノム量は、移植
後のドナー胚を FCM にかけて推定する。 

③ 核ゲノムのみの雑種、核と細胞質が共に
雑種になった PGC を移植した胚を観察し、



蛍光を指標として、雑種 PGC の宿主生殖腺
での維持、増殖の有無を確かめる。増殖が
確認された雑種については、生殖系列キメ
ラを飼育しその配偶子形成を確認した後、
種特異的マーカーにより配偶子の遺伝的背
景を明らかにする。 

４．研究成果 

(1) コイ目魚類の種間雑種 PGC の宿主体内
での動態、分化の検討 

① ゼブラダニオの一細胞（2C）当りの DNA
量を 3.58 pg/cell とし、FCM によりダニオ
亜科魚種７種の相対 DNA 量を測定し、一細
胞当りのゲノム量の推定を行った。その結
果、パールダニオは 3.38 pg、アカヒレは
2.91 pg、ヒナモロコは 1.98 pg、カワバタ
モロコは 1.95 pg、オイカワは 1.89 pg、カ
ワムツは 1.89 pg、ヌマムツは 1.93 pg と推
定された。外来種のダニオ亜科魚類と在来
種のダニオ亜科魚類では DNA 量に差が認め
られた。 

② 上記８魚種を遺伝的に判別することを
目的とし RAPD-PCR 解析を行った。プライマ
ーに OPA-2、OPA-7、OPA-11、OPA-12、OPA-14、
Wako-1、Wako-14 の 7 組を用いて解析した結
果、カワムツとヌマムツ以外は、1つのプラ
イマーで魚種間の差が明確であった。また、
使用したサンプル数が少ないにも関わらず、
ゼブラダニオ、パールダニオ、アカヒレ、
カワバタモロコでは多くのプライマーで多
型性がみられ、種内での遺伝的ばらつきが
大きいことが示唆された。 

③ ゼブラダニオ×アカヒレ、ゼブラダニオ
×ヒナモロコ、ゼブラダニオ×オイカワ、
アカヒレ×ゼブラダニオの組み合わせで人
工的に交雑を行った結果、受精率・生残率
ともに対照群よりも悪く、奇形で致死であ
った。孵化仔魚の相対的 DNA 量は両親種の
中間を示した。これらは、致死性の雑種と
考えられた。 

④ アカヒレ×ヒナモロコでは受精率は極
めて低いものの、生残率は対照群とほとん
ど変わらず、外部形態も正常で、正常個体
は生存性を示した。この交雑では、両親種
の中間のゲノム量を示す雑種個体の他、両
親種の和に近いゲノム量を示す個体が認め
られ、四倍体（複二倍体）と考えられた。
また、パールダニオ×ヒナモロコでは受精
率、生残率共に対照群より低いものの、正
常個体は生存性を示した。正常個体は
RAPD-PCR 解析では両親種のバンドが認めら
れ雑種と考えられたが、パールダニオとほ
ぼ同じゲノム量を示す個体が現れ、雌性発
生の可能性が示唆された。 

⑤ キンギョ×ヒナモロコ雑種においては
キンギョ精子による対照群と比較し、種間
交雑群の受精率と生残率は非常に低く、形
態的な異常が認められた。また、受精後 120

日以上生残したのは数個体であった。長期
生残個体は同一水槽で飼育しているにもか
かわらず、個体間で体長に大きな差がみら
れた。FCM で倍数性を測定した結果、体長が
大きい個体は異質三倍体 (キンギョゲノム
2、ヒナモロコゲノム 1) 、小さい個体は異
質二倍体であった。異質三倍体は異質二倍
体よりキンギョゲノムを 1 セット多く持つ
ことで、生残性が向上したと考えられた。 

⑥キンギョ×ヒナモロコ受精卵への人工
mRNA の注入により GFP 蛍光細胞が体節形成
期の胚に観察された。FCM によりこれらの胚
は異質二倍体、または異質三倍体であった。
交雑胚の蛍光細胞をキンギョ胞胚に移植し
たところ、生殖隆起で蛍光細胞が観察され
た。FCM によりドナー胚の倍数性を測定した
ところ、異質二倍体、または異質三倍体で
あった。キメラ個体での配偶子形成は明ら
かにならなかった。 

⑦ キンギョ×カワバタモロコの受精卵は
胞胚期まではキンギョ対照胚と同等に発生
した。しかし、50%エピボリー以降、対照胚
に比べてエピボリーが遅れる個体が多く見
られそのほとんどは 100%エピボリー前後に
死亡した。生残個体は、その後の発生過程
で水腫を呈し受精後 10 日までに 85%以上の
個体が死亡した。FCM により生残個体の倍数
性を確認したところ、ほとんどの奇形個体
は両親の倍数性の中間である雑種二倍体の
倍数性を示した。一方、対照胚と同等な発
生をした胚も存在し、FCM の結果より、キン
ギョ２・カワバタモロコ１のゲノム構成を
有すると考えられる異質三倍体が確認され
た。この結果から、本交雑でゲノム構成の
異なる複数の致死性の雑種が誘導されたと
考えられた。 

⑧ キンギョ×カワバタモロコ雑種におけ
る PGC の顕在化を行った結果、胚体形成期
以降 GFP 蛍光により PGC の存在が確認され
た。 

⑨ 胚盤移植法によりキンギョ×カワバタ
モロコの割球をキンギョ宿主へ移植したキ
メラ胚は、受精後１日目でもほとんどは生
残（96.2％）し、56.6% (30/53) で PGC と
考えられる GFP 蛍光が確認された。キンギ
ョ×カワバタモロコ胚に由来する PGC がキ
メ ラ 胚 の 生 殖 隆 起 へ 移 動 し た 胚 は
11.3%(6/53) であった。生殖隆起へ移動し
た PGC は受精後一週間で消滅した。以上の
結果から、本雑種の PGC は生殖隆起へ移動
する能力を持つものの、細胞自体が致死あ
るいは宿主内で排除される可能性が高いと
考えられた。 

(2)ゲノム・細胞質構成を変更したゼブラフ
ィッシュ×キンギョ雑種 PGC の解析 

① ゼブラフィッシュ×キンギョの雑種胚
は正常な形態は示さず、尾、あご、眼等に



異常がみられた。また雑種胚の死亡率は受
精後 0～1day の間が最も高かった。本雑種
では、GFP-nos 3`UTR mRNA の注入により蛍
光をもつ細胞が観察され、雄親であるキン
ギョの PGC の移動経路に似た移動パターン
により、両親種の生殖隆起に相当する位置
に移動した。トランスジェニック系統を母
親とする雑種においても GFP-nos 3`UTR 
mRNA と同様な細胞が観察された。このこと
から、本致死性雑種においても PGC が分化
すると考えられた。 

② ゼブラフィッシュ×キンギョの雑種 PGC
を移植したゼブラフィッシュ胚 561 個体の
うち、24 時間後に生残していたものは 212
個体、そのうち PGC が生殖隆起に局在した
ものは 16 個体であった。これらの個体での
配偶子形成は明らかにならなかった。 

③ 二倍体の精子を産生する四倍体フナの
精子をゼブラフィッシュ卵に授精したとこ
ろ、発生が確認された（n=67）。この個体は
ゼブラフィッシュ１フナ２のゲノム構成を
持つ。また、この受精卵に圧力処理を加え
ゼブラフィッシュ２フナ２のゲノム構成を
持つ複二倍体を誘導した(n=88)。前者は受
精後２日目まで、後者は３日目まで生残し
た。 

④ ゼブラフィッシュの受精卵に GFP-Bucky 
Ball のキメラ mRNA を注入し、４細胞期で
の卵割溝での生殖細胞質の顕在化が確認さ
れた。この胚を低温保存した結果、卵割が
停止した卵割面での生殖細胞質の量の増加
が認められた。低温保存した胚をホモジナ
イズし、GFP 蛍光を指標に生殖細胞質の分離
を試みた。その結果、生殖細胞質は繊維状
の構造に接着していることが明らかとなっ
た。密度勾配遠心による分離は困難であっ
た。 

 (3) ゲノム・細胞質構成を変更したコイ×
キンギョ雑種 PGC の解析 

① 染色体操作による四倍体PGCの誘導のた
めに、キンギョおよび２倍性精子を産生す
る四倍体フナを用い第２成熟分裂阻害およ
び第一卵割阻害実験を再検討した。 

② キンギョ×4n フナ受精卵の第２成熟分
裂阻害では，受精後５分（5 mpf）に 40℃で
1.5 分間処理を行った高温処理群で高い生
残性が観察され，四倍体が高頻度で誘起さ
れた。 

③ キンギョ×キンギョ受精卵の第一卵割
阻害では，40 mpf 付近の高温処理で、最も
低い生残率だが，最も高頻度で四倍体が出
現した。受精卵の組織学的解析により，40 
mpf は第一卵割中期であることを明らかに
した。 

④ キンギョ×キンギョ受精卵の第一卵割
阻止処理を行った胚では，胞胚期以降から

体節形成期にかけて生残率の顕著な低下が
観察された。この時期の処理胚を組織学的
に調べた結果，卵黄多核層（YSL）が肥厚し
て深層細胞が減少，または消滅した胚盤を
持つ胚が多く観察され，その出現率は 40 
mpf の群で最も高かった。また，エピボリー
を停止し胚盤が崩壊する胚も多数認められ，
胞胚期から体節形成期における YSL の肥厚
あるいは胚盤の崩壊が，同時期の急激な死
亡の主な要因であったと考えられた。 

⑤ キンギョ×キンギョ受精卵の第二成熟
分裂阻止，あるいは第一卵割阻止を行った
胚から，孵化する四倍体個体がわずかに得
られたが、全て体軸湾曲，口部欠損，単眼，
水腫などの重度の奇形を呈し，摂餌期前後
に全て死亡した。このことから，染色体操
作により誘導された四倍体から成熟する個
体は得られないと考えられた。 

⑥ キンギョ×キンギョ受精卵の第二成熟
分裂阻止または第一卵割阻止で誘導した四
倍体個体をドナーとし，顕在化させた生殖
細胞質をもつ割球を移植したキメラ胚では，
ドナーに由来する四倍体 PGC がホスト胚の
生殖隆起へ移動した。このことから，四倍
体は機能的なPGCを分化すると考えられた。
生殖系列キメラに移植された四倍体由来の
PGC は，168 hpf まで生殖隆起位置に存在す
ることが確認できた。しかし，キメラが死
亡したためその後の解析はできなかった。 

⑦ コイ×４倍体フナ交配群の受精５分後
に 40℃の高温処理を行い、異質四倍体を誘
起した。このうち、異質四倍体を誘起した 3
群において生残性のある個体群が得られた。
対照群である異質三倍体群も生残性を示し
た。これらの相対DNA量を測定したところ、
異質三倍群では3Nにピークを示す個体のみ
が、一方、高温処理群では 3N あるいは 4N
にピークを示す個体が見られた。また 2 分
間の熱処理群では四倍体のみが確認された。 

⑧ コイ×４倍体フナ交配において異質四
倍体を誘起した個体では、受精 10 日後の熱
処理 2 分群に、生殖細胞の存在が確認され
た。受精 55、107 および 158 日後のコイ 1
フナ２三倍体とコイ２フナ２のゲノム構成
を持つ四倍体の生殖腺の組織学的な解析を
行ったところ、明瞭な生殖細胞が認められ
るものと認められない個体が見いだされた。
これらの個体はすべて全長 70mm 以下で、性
分化は明らかにならなかった。 

（4）まとめ 

 本研究において、コイ目魚類の種間雑種
を誘導した。種間雑種は生残・致死にかか
わらず GFP-nos 3’UTR mRNA で可視化され
る PGC が分化することが明らかとなった。
いくつかの雑種のPGCsを生残性の宿主へ移
植し、生殖系列キメラを誘導した。ドナー
の PGC は宿主の生殖隆起へ移動することが



明らかになった。しかしながら、誘導され
たキメラ内での増殖は確認されなかった。
この結果は、雑種 PGCs の増殖能力が無いこ
とを意味するものではない。なぜなら、ド
ナーの PGC は胞胚期に分離されたものであ
り、個体レベルで生残性か致死性なのかが
明らかでないからである。今後、胞胚期よ
り様々な雑種ゲノム構成を持つPGCsを集め、
宿主内で培養することで、増殖能力を持つ
雑種 PGCs を分離できるものと考える。 
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