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総合科学技術会議 

第６７回生命倫理専門調査会議事概要（案） 

 

日 時：平成２４年６月２２日（金）１３：００～１４：４４ 

場 所：中央合同庁舎第４号館 第３特別会議室 

 

出席者：（総合科学技術会議議員） 

     相澤益男、奥村直樹、青木玲子、今榮東洋子 

    （専門委員） 

     阿久津英憲、高木美也子、田辺功、樋口範雄、 

     町野朔、水野紀子、森崎隆幸、吉村泰典 

    （招聘研究者） 

     若山照彦 山梨大学生命環境学部生命工学科教授 

     佐々木えりか （財）実験動物中央研究所忚用発生学研究部部長 

事務局：倉持隆雄政策統括官、吉川晃審議官、山本順二参事官 

 

議 事：１．開 会 

    ２．議 題 

     （１）前回議事録の確認 

     （２）胚作成の研究動向と生命倫理上の課題について専門家からヒ 

        アリング 

        ・動物クローン技術の現状 

         若山照彦 山梨大学生命環境部教授 

        ・ヒトおよび非ヒト霊長類における胚作成技術の研究動向 

         佐々木えりか 実験動物中央研究所忚用発生学研究部部長 

    ３．閉 会 

 

（配布資料） 

 資料１   第66回生命倫理専門調査会議事概要（案） 

 資料２   「動物クローン技術の現状」 

 資料３   「ヒトおよび非ヒト霊長類における胚作成技術の研究動向」 
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議事概要： 

（相澤会長）それでは、定刻になりましたので、第67回の生命倫理専門調査会

を開催させていただきます。 

 大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 まず最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 

（山本参事官）それでは、お手元の資料をご確認ください。 

 議事次第、それから座席表の後、資料としては３種類ございます。１つが前

回の議事概要（案）でございます。それから、資料の２というのが「動物クロ

ーン技術の現状」という資料でありまして、それから資料の３が佐々木先生か

らの発表の資料と、この３種類がございます。過不足等ございましたら、お知

らせください。 

（相澤会長）よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入りますが、最初に、前回、66回目の生命倫理専門調査会

の議事録でございます。 

 既にご発言の部分については各委員のチェックをいただいているところでご

ざいますので、全体を見ていただいて、お気づきの点がありましたらお申し出

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、承認とさせていただきます。 

 本日は、２件のヒアリングを予定しております。これまでと同じような進め

方で、各専門分野の最新情報をお伺いするというところでございます。 

 本日の最初のヒアリングは、山梨大学の若山照彦生命環境学部教授から、動

物クローン技術の現状と今後の課題についてということでお話をいただきたい

と思います。 

 若山先生、よろしくお願い申し上げます。 

（若山教授）若山照彦と申します。よろしくお願いします。 

 ４月から所属は移っているんですけれども、環境が整っていないということ

で、この１年間は神戸の理研のままで実験を続けています。 

 では、早速始めさせていただきます。 

 大体こんな感じの話をざっとしていきたいと思います。クローン動物につい

てという話と、それからクローン技術を使ってつくられるES細胞、それからク

ローン技術の将来の話です。 

 まず、異常について簡単に、本当に簡単に紹介していきます。 

 クローンマウスで、僕のメーンは動物といっても本当にマウスしか使ってい

ませんので、マウスの話がほとんどになります。 

 これはクローンマウスで、特に異常のひどかったもので、こんなのがしょっ

ちゅう生まれてくるわけじゃないんですけれども、これは例えば胎盤が巨大、
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それから腸がはみ出て、それから頭蓋骨がなくて脳みそが露出している、生き

て生まれてきています。 

 胎盤の話ですけれども、これはクローンマウスの胎盤、こちら側が同じ条件

でつくられた自然なマウス。胎盤というのは自然な条件で、絶対にこれ以上大

きくはなりませんが、逆にクローンマウスは例外なく、必ず２倍から３倍の大

きさになります。 

 それから太りやすくなるという、こちら側がクローンマウスで、こっちが同

じ条件、同時につくられた、コントロールしてつくられたマウスで、同じ飼育

環境で、えさと水の量も同じにしているんですけれども、クローンマウスは太

りやすくなるというようなことがわかっています。 

 これはその異常をまとめたものなんですが、例えば胎盤の巨大化は100％、

すべての個体で起こります。それから、例えばエピジェネティックな異常DNA 

Methylationとか、それからマイクロアレイを使った遺伝子の発現に関しては、

この「？」がついているのは、調べた個体に関してはすべてが異常ということ

で、調べていない個体のほうが多いんですけれども、調べた限り異常。それか

ら、早く死にやすいとか、太りやすい、こういったのは個体差があって、早く

死にやすいといっても死なない個体もいます。太らないのもいます。 

 ちょっと前のレビューなんですけれども、例えばエピジェネティックな異常

というのがわかってきました。受精卵の核を見ると、この赤いのと青いのが受

精卵のほうの卵子とか精子の由来の核を示している、エピジェネティックな状

態を示していますけれども、クローン胚というのはその中間みたいな感じで、

エピジェネティックの観点から見ても異常であるということがわかってきまし

た。 

 じゃ、そのエピジェネティックな異常がわかっているならば、それを薬で無

理やり修正してやればいいんじゃないかということで、そうすれば成績が改善

できるのではないかということで、成績の改善ということが、いろいろな実験

をやっているんですけれども、その中で成功した例として、エピジェネティッ

クな異常を薬で改善するという方法があります。 

 例えば、TSAというのはトリコスタチンＡという薬ですけれども、これは

Histone Deacetylase Inhibitorで、簡単に言うと、このTSAという薬を加える

と、ヒストンのアセチル化が高まって、結果的にクローンで特異的に見られる

メチル化の異常をなくす、TSAという薬を加えるとエピジェネティック異常を

なくすという薬です。 

 加えなかった場合、コントロールとしてゼロ、加えなかった場合はクローン

の成績は１％ぐらいだったんですけれども、このTSAという薬をわずか５ナノ

モーラー、ものすごい薄い濃度、５から50ナノモーラーというすごい薄い濃度
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を加えると、成績が６倍ぐらいに上がるということがわかりました。 

 ナノモーラーというのはものすごい薄い濃度で、僕らがやる以前からTSAは

クローンで試みた人たちもいるんですけれども、常識的な範囲、マイクロモル

とかの範囲で使うと逆に毒になってしまって、この実験でも500ナノモーラー

ではもう既に成績が下がっていますから、ナノよりも大きいマイクロの単位で

やると毒になるということがわかってあきらめていたんですけれども、薄い濃

度だと成績が上がるということがわかりました。 

 結果的に、これ全部一度の実験で生まれたクローンマウスなんですが、実は

クローン、イメージ的にはこんなのをイメージしていると思いますけれども、

実はこれ以前の実験では、１日にどれだけ実験しても１匹か２匹しか生まれな

いというのがクローンの現状だったんですが、この薬、エピジェネティックな

異常を直すという薬を加えることによって、何となくSF的なイメージの同じ同

一個体をたくさんつくるということがちょっとずつ可能になってきました。 

 また、TSAという薬は、このようにTSAという薬を加えるとハイブリッドとい

う雑種のマウスやICRというマウスには効果があるんですが、最も有名な近交

系、世界で使われている大部分のマウスはこの辺のマウスが使われているんで

すけれども、それは同じ働きをする別の薬を加える、スクリプタイドという別

の薬ですけれども、を加えるとつくることができるようになりました。 

 なので、エピジェネティックな異常を直すにしても、薬の種類によって効き

目が、マウスの種類のよって効き目が違うと、そういうことがわかります。 

 その結果、それまでつくることのできなかった、数が増えただけじゃなくて、

つくることができなかったマウスの種類からでも何とかつくることができるよ

うになってきました。 

 それから、これはその後の話なんですけれども、このエピジェネティック異

常を直す薬は、逆に卵の中にあるHistone Deacetylase、HDACというものを阻

害するんですが、これは卵にとって必要だからあるわけです。HDACを阻害する

とクローンの成績は上がりますけれども、これは卵にとって必要です。 

 なので、自然な発生ではTSAを使うと子供が生まれません。なのにクローン

の場合、それがあると生まれてくるということから、もしかしたら、これは仮

説ですけれども、従来、成績が悪い原因というのは初期化が不完全とか、不完

全という言葉がよく使われていましたけれども、実は卵というのは初期化をし

過ぎるのかもしれない。卵の初期化因子かもしれないHDACを阻害することで何

とか成績が上がったのかなと、そんなふうに考えてちょっと実験をしています。 

 次に、今のはエピジェネティックな異常に関する成績改善の方法の話だった

んですが、最近の研究者はだれもが、エピジェネティック異常を直せば成績が

上がるんだというふうに考えているんですが、僕のところはどちらかというと
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モレキュラーよりかはテクニック、テクニシャンという感じで研究しています

ので、そんなエピジェネティックな異常よりもテクニックの改善で成績が上が

るんじゃないかということを考えています。 

 というのも、クローンマウスをつくるためには、マイクロマニピュレーター

を使って卵にかなりのストレスを与えます。そのストレスというのは、本当に

物理的なものとか、いろいろなものがあると思うんですけれども、それだけス

トレスを与えれば、エピジェネティックな異常とかそんなの以前に質が下がっ

て生まれなくなるかもしれません。なので、テクニックの改善とかについても

いろいろ実験をしています。 

 ちょっと細かいのを省略して、どんな実験を、いろいろな実験をやっている

んですけれども、その中で当たりの実験を１つ紹介します。 

 クローン胚をつくるためには、必ずCBと言われている薬、サイトカラシンと

いう薬を使います。これは世界中すべてのクローン胚で作業上必要だから使っ

ています。細胞をやわらかくしたりして核移植がしやすくするための薬です。

だれもがサイトカラシンを使っていて、これは標準なので、これ以外の薬の報

告はそんなないんですけれども、それよりも同じ働きをする、尐し違うメカニ

ズムの薬、LatAというのを使ってみました。クローンをつくるときに必ずこの

薬が必要なんですけれども、似たような働きの違う薬、LatAというのを使った

実験です。 

 この図は、エピジェネティックな異常がどうなったかというのを示したもの

で、例えば白いバーは受精卵です。白いバーが受精卵、これをエピジェネティ

ックな異常、異常というか、エピジェネティックなレベルで見ると、１としま

す、これを１とします。受精卵を１として、クローン胚、赤いのがサイトカラ

シンを使ったもので、青いのがLatAを使ったものですが、受精卵と近ければエ

ピジェネティックな異常がないということになります。 

 それに対して、こちらのヒストンに関してはエピジェネティックな異常があ

る、クローン胚にはエピジェネティックな異常がある。CBを使ってもLatAを使

っても異常はある。こちらも、CBを使ってもLatAを使っても異常がある。こち

らは１よりも下がっていますので、これも異常。ですから、サイトカラシンを

使ってもLatAを使っても、エピジェネティックというのに関しては修正できま

せん。 

 ところが、エピジェネティックではなくて物理的な内部構造、アクチンフィ

ラメントに関して調べてみたところ、受精卵には細胞膜の表にあるアクチンフ

ィラメント、これが正しい受精卵、正しい形態です。それに対して、サイトカ

ラシン処理した卵は、アクチンフィラメントが異常に細胞質の中に蓄積してい

ったりします。LatAは尐し蓄積しているんですけれども、かなりサイトカラシ
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ンよりかは受精卵に近い、つまりエピジェネティックな異常とかじゃなくて、

構造的に、物理的に大分受精卵に近づく。 

 その結果、異常がなくなる、アクチンというエピジェネティックじゃないと

ころの異常がなくなる。 

 そして、出産率を調べてみたところ、サイトカラシンを使った場合、従来の

方法です、これが普通の方法。従来の方法ではクローンマウスの出産率は

5.9％ぐらい、これが今の平均的な出産率です。 

 それに対して、LatAという同じ働きの違う薬を加えると13％まで上がるとい

うふうになっています。これは何度も言っていますように、エピジェネティッ

クの改変ではなくて、テクニックの改変ということで、最近ではエピジェネテ

ィックがどうこうという、必ず皆さん、研究者たちが集中していますけれども、

まだまだ技術的にも、核移植技術は技術的にももっともっと改善しなければい

けないことがわかると思います。 

 次に、今度は初期化を促進するというのが今までのお話だったんですけれど

も、というか成績を上げるというような話だったんですけれども、今度は、も

う成績を上げるというのはあきらめて、あきらめてというか現状のままで、そ

の中からいい胚だけを選び出すという、そういうテクニックです。 

 ただ、問題点として、いい胚を選ぼうと思っても、胚盤胞という初期発生の

段階まで培養しても、いい胚はもちろん、悪い胚もきれいな胚盤胞まで発生し

てしまいます。移植した後でそれが流産するということでだめなのはわかるん

ですけれども、胚盤胞までの段階ではいいかどうか区別できません。肉眼とい

うか、明視野では区別できません。 

 何かいい手法はないかということで、うちの部屋で新しい顕微鏡をちょっと

お金をかけて開発しました。クローン胚を蛍光観察して、そして長期間培養す

るということです。 

 こんなのよくありふれた話だと思いますけれども、実は蛍光観察、長期間培

養した細胞というのは、その後どうなっているか、だれも知りません。その時

点で生きていても、もうダメージが蓄積して死んでいるかもしれませんが、と

いうのも、蛍光観察はUVライトを当てるために毒性が強くなります。 

 僕のところでは超高感度カメラとかいろいろなものを組み合わせて、長期間

UV蛍光観察をしながら長期間観察しても子供が生まれるという機械を初めてつ

くっています。それを使ってクローン胚を１細胞期から桑実期胚までイメージ

ング、蛍光観察しながら桑実期胚まで培養します。そして、移植前にコンピュ

ーター解析を行って、そしてこれらの胚にどんな違いがあったかというのを見

ています。 

 蛍光観察の利点は、肉眼では見られないところまで見られるという、そうい
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うので実験を行う。これがそのモデル、一般的な、これは単に見ているだけの

映像ですけれども、こんなふうに蛍光観察をしながら長時間培養することが可

能になりました。赤いのが核、ヒストンを染めているので、RFPで赤く染めて

いるのが核。緑色はチューブリンで、細胞質とか分裂の状態を示します。 

 この利点。これはもう一つ利点がありまして、マウスなんかではトランスジ

ェニックとかを使ってこういう観察はよく行いますが、このシステムは普通の

マウス、遺伝子組み換えとか使っていない普通のマウスで核を赤くしたり、チ

ューブリンを緑にしたりとかというので、言ってみればトランスジェニックは

マウスしかいませんけれども、ヒトの卵でも、僕はヒトのことは一切やりませ

んけれども、ヒトでも核を光らせて細胞膜を緑にするなんていうことが可能に

なるという、そういう方法です。 

 ここまで培養した後で、コンピューターにかけて、それぞれ１個１個の胚が

どんなふうに発生していったかというのを後から見ることができます。それを

見ることによって遡及解析、レトロスペクティブというのがありますけれども、

選別をします。 

 どんなふうな選別をしたかというと、胚盤胞まで、桑実期まで培養した段階

で振り返ってみて、スピードの速かったものとか、同時に２細胞から４細胞に

なるときに、それぞれの割球が同時にぱかっと割れる胚とか、核の大きさや核

の数など、それから今回初めてわかったこと、一番最後の染色体に関してだけ

紹介しますけれども、実はこの実験によって初めて染色体が結構おかしくなる

ということがわかりました。染色体異常について紹介しますが、この解析によ

って初めてわかったことです。 

 これが１細胞期の状況で、雄と雌の核みたいな感じで２個ありますけれども、

これは１細胞期です。１細胞期の核が融合してメタフェーズになって、アナフ

ェーズ、テロフェーズになって、これは２細胞期です。こういう映像です。 

 その際に、普通だったらこういうふうにきれいに分離するんですが、

Abnormal Chromosome Segregationという名前をつけていますけれども、ACSと

いう卵は分離する際に、ここに見えていますように小さな染色体が１個はぐれ

てしまいます。こんなことはよく見つかってきました。よくあるということが

わかってきました。これをACS、Abnormal Chromosome Segregationというふう

に呼んでいます。 

 それはいつ起こるかというと、いろいろな時期で起こるということがわかり

ました。１から２細胞期になるときにも起こりますし、２から４細胞期になる

ときにも起こりますし、４から８になるときにも起こります。 

 ただ、このような染色体異常が起こっても、それぞれみんなきれいな桑実期

胚になります。なので、染色体異常が起こっていても外見では区別できません。 
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 こんな感じでちょっと紹介しますと、今ここに染色体異常が起こっているの

が見えていると思いますけれども、１から２細胞期になるときにこういう異常

が起こります。ここに小さな点がある。それから、今度は２細胞期から４細胞

期になるときに、ここに赤いのありますね、こんなふうに起こります。それか

ら、４から８になるときにも、たしかこの辺なんですけれども、もう終わっち

ゃいましたけれども、こんなふうにいろいろな時期で染色体異常が起こるとい

うことがわかってきました。 

 今度は、これ遡及解析できますから、異常が起こったというのがわかった段

階でさかのぼって、顕微鏡の中で起こっているのと起こっていないのを分ける

ことができます、移植する前に。なので、解析した後でいつ起こったかという

のを調べて、起こっていないもの、それから起こったものとで分けて、それぞ

れを子宮に戻します。 

 その結果、予測されるのが、染色体異常が起こっていなければ子供になるし、

染色体異常が起こっていれば子供にならないという予測だったんですが、大体

そんな感じなんですけれども、染色体異常が起こっていなければ、そういうの

だけ選べば７％ぐらい子供になります。 

 ところが、染色体異常が１から２細胞期に起こったものとか、２から４に起

こったものは子供になりません。でも８から16細胞期で染色体異常が起こって

いても、それは子供になるということがわかりました。胎盤のほうにこの異常

のやつがいってしまえば、子供は異常じゃないということになりますが、こん

なことがわかりました。 

 それから、今度はこの方法を使って、一個一個移植と言っていますけれども、

一個の卵を１匹のレシピエントマウスに移植することで、１細胞期から出産ま

でを全部追うという実験をしました。 

 こんな感じでライブセルイメージングをいた後で、一度に100個ぐらいイメ

ージングするんですが、その中でその卵をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというふうに分けて

いきます。１個を子宮に移植します。１個では子供になりにくいので受精卵を

混ぜてあげますが、１個のクローン胚を子宮に戻す。生まれてくるのを確認し

ます。生まれてきた後で、これが生まれてきた、じゃこの卵は、このマウスの

卵はどんなものだったかというのを後から遡及解析をして、Ａというのはこん

なふうに胚が発生したのか、そうすると子供になるのかということがわかりま

す。 

 実際にその実験をした結果、このクローンマウスは、卵はこんなふうに発生

をしていったということがわかりました。これちょっと変ですけれども、こん

なふうになる。このマウスはこんなふうに発生する。これがわかったことで、

こういう発生パターンに共通する発生パターン、成長スピードとか分裂パター



資料１ 

－9－ 

ンとか、そういうのを見つけ出すことができれば、そういう発生をすればそれ

は必ず子供になるということがわかると思います。 

 なので、まだ、これは確実に選別方法を見つけ出すところまでいっていませ

んけれども、幾つか指標が見つかりつつあるので、いずれ確実に子供になると

いう胚を移植する前に見つけることができるようになるかもしれません。そう

なると、確実に子供になる胚と子供にならない胚というのを胚盤胞の段階で知

ることができて、それぞれを比較、アレイをかけたり比較することで、なぜな

らないのかということの原因とかがわかってくると思います。 

 もう一つ、今度は正反対の実験です。今のは僕のところで開発した高い蛍光

顕微鏡を使った実験なんですが、蛍光顕微鏡には弱点があります。その弱点を

なくしたのが実験なんですけれども、何であれ、UVライトを使うということで

光毒性が出ます。そして色が退色してしまうとか、高くて、これはクローンと

は違う話ですけれども、後進国などでは蛍光顕微鏡が使えないので、そういう

観察はできません。 

 どういうことをしたかというと、僕のところで新しい蛍光顕微鏡じゃなくて

普通の顕微鏡で蛍光観察をするという実験をしました。 

 例えば、蛍光顕微鏡は水銀ランプを使います、UVランプを使います。そうす

ると、UVランプのエネルギーのパワーというのはこんなにものすごく高いんで

すが、ハロゲンランプ、普通のランプはエネルギーがこんなに低いので、蛍光

色素を発色させるためのエネルギーとしては、ハロゲンランプは余りにも低過

ぎて使えない、そう信じられていました。 

 ところが、オリンパスと共同で新しいアダプターみたいなのを開発して写真

をとってみました。これは胚盤胞の写真なんですが、僕らが開発した新しいア

ダプターを使った普通の顕微鏡で見た映像と、高価な蛍光顕微鏡を使ったもの

とでほとんど遜色のない写真がとれるということがわかってきました。 

 こんなふうに、これも普通の顕微鏡で蛍光観察したもの、今まで普通の顕微

鏡では蛍光観察なんかだれもできなかったんですけれども、簡単なアダプター

をつけることでできるようになりました。 

 その技術をクローンに忚用したものがこれなんですが、今まで核を、クロー

ンをつくるときには卵から核を抜かなければいけないんですけれども、核を抜

くためには核を見えるようにしなければいけない。見えるようにするためには、

このように蛍光色素を入れてUV観察しなければ見えなかったんですが、この技

術を使うと、核を染色することは必要ですけれども、UVランプを使わずに核を

染色することができます。 

 しかも、これ５分後、今インジェクションしてこんなふうにボーっとしてい

ますけれども、色素がだんだん、５分もたてばこんなふうに見えてきて、簡単
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に抜くことができるようになります。５分も待っていられないので、先行きま

すが。 

 UVライトを使っていないので退色がありません。UVランプを使うと核がこん

なふうによく光るんですけれども、30秒もすると、もう核は全く、蛍光色素が

退色して見えなくなります。ところが、ハロゲンランプという弱い光を使うの

で退色しません。10分間連続観察していても色素が残っています。 

 なので、こういう安い普通の顕微鏡が蛍光観察可能になってきたという技術

です。この技術を使うと、例えばヒトの卵はUVランプを当ててはいけないとい

うふうになっていますけれども、ヒトの卵でも蛍光観察が可能になる、UVラン

プを使いませんからできるなんていうこともありますし、発展途上国なども普

通の顕微鏡を使って蛍光観察できるので、クローン技術がどんどん普及するの

かなと思っています。余談ですけれども、中学、高校でも蛍光観察が可能にな

る、そういう顕微鏡がつくられるようになると思います。 

 次、クローンのES細胞について簡単に。 

 クローン技術というのは、最初に何度も言っていますように、成功率が非常

に低くて一、二％だったんですが、クローン胚からES細胞をつくるというのは

成功率が10倍以上高くて、簡単につくれます。クローンマウスをつくるのは難

しいんですけれども、クローンES細胞をつくるのは簡単です。僕らnuclear 

transfer ES、ntESと呼んでいますけれども、クローンES細胞のことです。 

 クローンES細胞は、受精卵、言ってみれば卵子からつくられていますから、

受精卵ESと比較しました。いろいろな実験で比較をしています。DNAマイクロ

アレイとか、いろんな解析結果、いろいろしたんですけれども、僕らがつくっ

たクローンES細胞と受精卵からできた普通のES細胞との間には違いがないとい

う結論になっています。 

 それに対して、僕はiPSの仕事を全くしていませんから、これは僕の意見と

いうか、聞いた話ですけれども、iPS細胞というのはエピジェネティック異常

がたくさんあるために、つい最近、新聞にも出ていましたけれども、何十ライ

ンか調べていいのを選ばなきゃいけないとなっていますけれども、クローンES

細胞というのはどのラインも受精卵と同じようなES細胞ですから、クローンES

細胞のほうがiPSよりもESに近いかもしれません。 

 倫理問題、ここら辺もざっと飛ばしますが、問題点として、核移植が難しい

ということ、習得に半年以上かかるという技術、iPSに比べてかなり難しいで

すし、半年かかってできるというのはやる気のある人であって、やる気のない

人は一生かかってもできません。 

 また、卵子の提供、これはこの会議ではご存じのとおりだと思います。 

 僕らがそれに対する回答として一つ報告しているのは、不妊治療で失敗した
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卵、体外受精に失敗した卵が、失敗した段階でもう古くなっているので捨てら

れてしまいます。再利用はしません。その捨てられてしまう体外受精に失敗し

た卵子を使った実験です。 

 古い卵子を使うと、これは新しい卵子を使った場合のクローン胚、クローン

胚はきれいな２細胞期になります。それに対して、古い卵を使うと、２細胞期

にはなるんですけれども、何か小さな粒がいっぱいついて変な卵になります。 

 だからこの実験は失敗だろうと思ったんですが、その卵を使ってクローン胚

をつくって、胚盤胞をつくって、そこからクローンES細胞ができるかとやった

ところ、フレッシュな卵を使った場合、16％でクローンES細胞ができました。

それに対して、これAged Fertilization-Failure Oocyte、つまり体外受精に

失敗して古くなった卵、６時間たった卵とか、24時間室温に放置しておいた卵

を使ってもクローンES細胞はできる。 

 ですから、卵の提供という倫理問題は一つ回避できそうなこと。もう一つは、

この古くなった卵を使うとクローンマウスは生まれません。新鮮卵子を使うと、

このときの実験では２％ぐらいがクローンマウスになるんですが、この古い卵

子を使ってクローン胚をつくると、クローンES細胞は樹立できますけれども、

子供にはなりません。ただ、797個使ってできなかったからといって、1,000個

やれば１匹生まれるかもしれませんから、絶対につくれないとは言えませんけ

れども、生命の萌芽にはちょっとならないかもしれません。 

 忚用の話を尐ししますと、例えばこれは共同研究でニューヨークのグループ

とやったんですけれども、パーキンソンマウスのしっぽからクローンES細胞を

つくって、それを自分自身に戻すということに、この実験が世界で初めて自分

自身に、自分のしっぽから自分に戻したという実験の初めての報告例です。 

 それから、僕の部屋の専門では、不妊マウスから子供をつくるというような

ことなんですけれども、ntES細胞、クローンES細胞の技術を使って、こんなふ

うにミュータントマウスとか年寄りマウス、もう自然では子供をつくれないん

ですけれども、クローン技術がなかなか成功率が悪いので、クローンをつくろ

うとしても失敗する例のほうが多いです。 

 ところが、クローンES細胞というのは簡単に樹立できるので、失敗するよう

な実験系ではクローンES細胞もつくります。このクローンES細胞をドナーとし

て、もう一回核移植します。そうすると成功する場合もあるということで、ク

ローンES細胞というのは、再生医学に使われるiPSの前の時代の再生医学に使

うものだというふうに考えている人が多いと思いますけれども、クローンES細

胞というのは僕の分野にとっては、クローンマウスをつくる、クローン動物を

つくるための材料をよくするための手段というふうに考えています。 

 最後、将来に関してなんですが、これに関しては僕のところは再生医学に関
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して一切関係なく、動物をつくるということですから、そっちのほうをやって

いますが、その中で絶滅動物の話、余りこの倫理委員会に関係ないかもしれな

いんですけれども、絶滅動物の復活などの実験をしています。 

 よくマンモスの復活とかという話が出ますけれども、凍結死体は完全に細胞

も死んでいます。これまで死んだ細胞からはクローン技術を使ってもつくれな

かったんですが、ですから、クローンに成功した後でも絶滅動物の復活という

のはSFの世界かなと思われていたんですけれども、別の実験、精子というのは

凍結や凍結乾燥して細胞、精子が完全に壊れて死んでいても、顕微授精すると

子供になるということがそれ以前の実験でわかっています。 

 例えば、精子をフリーズドライにするとこんなふうに粉状になってしまって、

室温で保存できるんですけれども、その電子顕微鏡で見ると、フリーズドライ

精子はもう細胞膜が壊れていて、完全にぼろぼろで、細胞としては死んでいま

す。ところが、その死んだ精子を使っても、顕微授精して卵に入れてあげれば、

死んだ精子であったとしても子供が生まれる。精子ならば細胞が死んでいても、

核が壊れていなければ子供になる。 

 では、体細胞ではどうかということでやってみました。 

 これは、16年間冷凍庫の中で凍らされていたマウスで、これをもらって、こ

の中から体細胞を取り出します。ここが実は１年間以上かかって一番難しかっ

たところなんですけれども、死体から核を取り出すという技術を開発して、こ

の核を使って、こんなふうに核を、従来は細胞を、体細胞から細胞をとるんで

すけれども、この実験ではもうダイレクトに核だけをとってしまいます。その

核を卵の中にこういうふうに入れます。ダイレクトのクローンはつくれなかっ

たんですが、この死体からntES細胞、クローンES細胞を、凍結死体の脳細胞な

んですけれども、クローンES細胞をつくってみました。そうすると、16年間凍

結されていた凍結死体からでも、10ライン、2.4％ですけれども、樹立するこ

とができました。 

 16年たっても、これはクローンES細胞の樹立成績です。凍結する前はこれだ

けなんですけれども、なぜか１週間ぐらい凍結すると成績が上がって、また下

がっていきますけれども、16年たってもそんなに下がりません。ですから、も

しかしたら１万年たってもそんなに下がらないかもしれませんが、16年間凍結

されていても、クローンES細胞の樹立は可能であるということがわかりました。 

 このクローンES細胞を使ってもう１回、クローンES細胞を使ってクローンマ

ウスをつくるのは失敗したんですけれども、クローン胚からクローンES細胞を

つくるのには成功しました。このクローンES細胞を使って２回目の核移植をし

ます。そして、クローンをつくろうとしたところ、この16年間凍結されていた

死体からでも、このntES細胞、クローンES細胞を使うことでクローンマウスを
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つくることに成功しました。 

 これがこのクローンマウスで、もともとはこんな凍結、かちんかちんに凍っ

た凍結死体なんですけれども、クローンES細胞という技術を真ん中に挟むこと

でドナー細胞がよくなって、クローンマウスをつくることに成功しております。 

 マンモスの復活なんてあるのかどうかですけれども、例えばこれは予備実験

なんですけれども、このクローン胚、どこからつくったかというと、スーパー

で買ってきた肉を使って核移植をしても、染色体が異常になっているのもある

んですが、まともなのもあります。ですから、凍結されている組織がよければ、

これはマウスの卵なんですけれども、他の動物でもできるだろうと。 

 問題点としては、マンモスはもう絶滅しているので、マンモスの卵子もマン

モスの子宮も、手に入りませんけれども、ゾウを使うとかということができる

と思います。実際に、ウシや水牛間では異種間胚移植で成功していますし、本

当かどうかわからないですけれども、イヌとオオカミの間でも成功していると

いうのもあります。 

 また、クローンES細胞をつくるだけならば、卵子があればいいだけで子宮は

いりませんから、樹立成績も高いので、例えばマンモスのクローンES細胞とい

うのが最初に成功するかもしれません。 

 次に、永久凍土というのは、実は凍結だけじゃなくて自然に乾燥してしまっ

ているので、ドライ状態になっています。そこで僕のところでは、体細胞をフ

リーズドライにして、１週間ぐらいしかやっていませんけれども、室温保存し

てどうなるかという実験をしましたけれども、体細胞であっても、フリーズド

ライになってしまった体細胞であってもクローンES細胞をつくることができる。 

 なので、永久凍土の中で乾燥してしまっている組織であっても、DNAが壊れ

ていなければの話だと思いますけれども、クローンES細胞はつくれるというこ

とがわかりました。 

 こんな感じです。どうもご清聴ありがとうございました。 

（相澤会長）どうもありがとうございました。 

 それでは、これから質疑をさせていただきますが、ちょっとその前に私から

簡単な言葉の説明をお願いしたいと思います。 

 先ほど、初期化を促進させるというところで、初期化をし過ぎてしまったと

いう表現があったのではないかと思うんですね。ちょっとその言葉の意味を。 

（若山教授）これはもう全くアイデアだけで、今は実験をいろいろやっている

ところなんですけれども、初期化というのはDNAのいろいろな修飾されている

ものが体細胞から受精卵の状態に戻る、それをつまりいろいろなものが外れた

りしてゼロに戻る、これを初期化で完成されたものだとすると、例えば修飾さ

れているものをとり過ぎてもだめなわけなんです。つまり、言ってみれば、ゼ
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ロじゃなくてマイナスになってしまったものを、僕らは「し過ぎた」という考

え方をしています。 

（相澤会長）ありがとうございました。 

 それでは、どうぞご質問、ご意見。どうぞ。 

（高木専門委員）マウスではntES細胞が比較的よくできるということなんです

けれども、ヒトではなぜこれがそんなに難しいことなんでしょうか。 

（若山教授）僕、ヒトの実験はしていませんけれども、クローン技術はテクニ

ックの技術みたいなもので、動物種によって全然、似ているんですけれども、

微細なところが違います。 

 なので、例えばマウスとラットというのは外見が似ていて、ちょっと大きさ

が違うだけですけれども、マウスはできるけれども、ラットはほぼ不可能とい

うぐらい、実際に再現できないので不可能だと思われていますけれども、似て

いる動物種でもできません。 

 そのできない理由というのが、ラットはクローンが不可能ではなくて、ラッ

トのクローン技術がわかっていないだけなんです。ラットの卵に対して一番い

い培養液は何か、一番いい核移植の方法は何かということがわかっていないか

らラットはできない。僕はそう信じています。 

 同じことで、マウスができてヒトはできない。ヒトでなぜできないかといっ

たら、ヒトでのヒトの卵を使った本格的な実験が行われていないからじゃない

かなと思います。マウスの場合、マウスにはかわいそうなんですけれども、１

日何百個も卵を使って細かい実験ができます。そういうことをして最適な条件

というのを見つけ出しますけれども、ヒトではそれができないからかなという

ふうに思います。 

（森崎専門委員）最近の進歩について、いろいろありがとうございました。 

 ちょっと２つ確認というか、お尋ねしたいんですけれども、前半でお示しい

ただいた初期化の条件の改善によってクローンの効率がよくなったということ

と、従前から、あるいは現在も言われているクローン動物の異常というものは、

率が改善されることによって質的な改善というのがどれぐらい現在やられてい

るのかということを、一つお伺いしたいと思います。 

（若山教授）そこは残念ながら、成績が五、六倍まで上がってきている現状な

んですが、クローンの異常は全く改善できていません。 

（森崎専門委員）もう１点は、後半でお話いただいた核移植をしたES細胞を作

成して、その次にクローンというお話なんですけれども、間にntES細胞という

ステップを入れることによって効率が上がるというか、実際にクローンの生物

が得られるということは、その間でステップをかませることによって、いいも

のだけが数多くの中から選ばれることで異常なものが淘汰されるというか、減
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るということで、実際にはセーブ、要するに正常に近いものが得られてくると

いう理解でよろしいんでしょうか。 

（若山教授）そこに関しては解釈があると思うんですけれども、僕らテクニッ

クの側の立場からすると、間に挟むことによって成績が上がっているのではな

くて、例えば凍結死体の核移植はテクニックそのものが難しくて、例えば100

個の核移植するのはもう限界ぐらいな難しさがあります。それに対して、一遍

クローンES細胞にしてしまうと、これはもう生きている細胞になるので、普通

の核移植ができるので、テクニック的にやりやすくなります。そうすると

1,000個でも核移植ができます。 

 結果的に、クローンES細胞を間に挟むことで生まれてくるんですけれども、

使った卵から計算すると成績は変わりません。ですから、クローンES細胞にす

ることで初期化がしやすくなるとか、そういうことはなくて、マニピュレータ

ーが、核移植がやりやすくなる、それだけの違いだと僕らは思っています。 

（吉村専門委員）先生にもう10年近く前だと思いましたけれども、クローンの

マウス、マウスのクローンは、要するにいろんな異常が、胎盤が大きいとか早

く死ぬとか、ニューモニエになるとか、いろんなことをお聞きしたんですけれ

ども、クローンマウスの雌とクローンマウスの雄をかけ合わせると、これは異

常が尐ないという話を僕は先生から聞いたことがあるんですけれども、それは

どうしてなんでしょうか。 

（若山教授）僕らの仕事ではないんですけれども、初期化という言葉が何か出

ていると思いますけれども、僕らはマイクロマニピュレーターを使って体細胞

を卵側に戻すという初期化を行います。 

 ところが初期化というのはもう１種類あるということになっています。もう

１種類というのは、胎児が卵子とか精子をつくるときに、胎児が体内で自然の

力で卵子や精子をつくるという初期化、この２種類が初期化にはあるらしいん

ですけれども、僕らがやっているマニピュレーターでやる人工的な初期化は不

完全なんですが、不完全ながらも生まれてきた胎児は、胎児の体内で胎児自身

が本当の初期化をするので、次世代は正常になる。 

 ですから、逆に言うと、僕らのマイクロマニピュレーターはいまだに不完全

な初期化しか起こせない不完全な技術ということだと思います。 

（相澤会長）どうぞ。 

（青木議員）大変勉強になる話、どうもありがとうございました。 

 私全く専門外なんですけれども、この薬品を使う、TSAとかスクリプタイド

とか先生おっしゃいましたが、こういう薬品があるというのは私、初めて知っ

たんですけれども、２つ質問があって、一つは、こういう薬品というのは市販

されているわけですか。 
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（若山教授）エピジェネ異常とかとよく言われていますけれども、それを直す

薬として、よく抗がん剤なんかで使われている薬で、がんを治すけれども、逆

にがん細胞を殺すという点で、抗がん剤の副作用と同じで、毒性も強いという、

そういう薬です。ですから、普通に市販で売っているものです。 

（青木議員）すると、こういう薬を使うと成功率が上がりますというのは、も

うやっている人の中ではみんな知っていて、知られてみんな使う薬品なわけで

すね。 

（若山教授）そうですね、僕らが最初に報告していて、その後、追試がされて

いて、何度も言った動物種によって最適な条件が違うので、TSAはウシには効

かないけれども、スクリプタイドはブタに効くとか、そういうふうに違いはあ

るんですけれども、このTSAとかそういう薬は、多分クローン動物共通して成

績を上げていくだろうというふうに考えられています。 

（青木議員）そうなんですか。それで、こういう薬品というのは幾つぐらいあ

るんですか。例えばこのマウスのクローンには大体幾つぐらい薬品を使うもの

なんですか。 

（若山教授）今回のは全部、核のヒストンに作用する薬だけを報告しているん

ですが、ヒストンじゃなくてDNAのほうに作用する薬とかも含めると、本当に

もう試し切れない量がたくさんあります。 

 ただ、今のところ明確に効果があったのは、そのヒストンに作用する、今回

紹介した薬は６倍まで上げるという明確な差が出たんですけれども、DNAとか

に作用する薬とか、あるいは間接的に作用する薬とかいろんな薬を試していて、

多過ぎて試し切れていないんですけれども、それから１個の薬でも、濃度と、

いつ投与するかというのと、どのくらい期間投与するかという３つを見つけ出

さないと毒になるので、なかなか見つけられないんですけれども、ちょっとず

つ違う薬も効果があるというのはわかってきています。 

（青木議員）どうもありがとうございます。 

（田辺専門委員）16年間凍結保存されていたマウスのクローンというのは、こ

のマウスは性質とか、さまざまなことを調べられたんだと思いますが、特に異

常というか、能力的な問題とか、あるいは行動的な問題というのはないんでし

ょうか。 

（若山教授）16年間、つくられたクローンマウスに関しては、僕らが調べられ

るのは限られているんですけれども、マイクロアレイとか、それから繁殖能力、

それから体重とかを調べているだけなんですけれども、異常がないというより

か、クローン動物特有の異常しかない。ですから、ちょっと太りやすくなった

というのもありますし、アレイに関してもばらつきが出るんですけれども、16

年間置いておいたからといって異常が増えたとか減ったとか、そんなのはなか
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ったです。見つけていません。 

（阿久津専門委員）質問ではないのですけれども、意見というか、ここでの考

えなんですけれど、世界一上手なクローンの研究者の研究室が頑張ってやって、

１％から７％になった、７倍の成功率が上がった。しかし、逆の意味言うと、

99%異常だったのが93%の異常になった、胎盤の異常は100％出るということで、

これはもう当然ヒトには生殖目的を禁じる法律がありますけれども、それのさ

らに強い一つの科学的エビデンスであると思います。胎盤の100％異常という

のは、ヒトでの妊娠にもし当てはめるとすると、胎盤の異常というのは母体側

にとっても致死的なことになりますので、そういったサイエンティフィックな

エビデンスからも、当然こういうことは行っていけないというふうな科学的な

論拠になるのかなというふうに思いました。 

（相澤会長）これについては、若山先生、いかがでしょう。 

（若山教授）僕はヒトには手を出しませんし、僕は畜産出身ですから、僕は家

畜を増やすという方向が頭に常にあります。 

 家畜でも、例えば胎盤が大きくてお母さんが死んでしまうなんていうことは

あるかもしれませんけれども、ですから、そういうのがなくなるように、僕ら

は正常なクローン動物をつくるというのを考えているんですが、それ言うと、

じゃ正常になったらヒトのクローンやっていいのかとかと言われちゃうので、

余りそういう話したくないんですけれども、とにかく家畜に忚用できるような

いい品質のクローン動物をつくるというのが僕らの仕事です。ヒトに関しての

忚用は考えていません。 

（樋口専門委員）ちょっと本当は私は、余計なこと言わないで、全く今のお話

との関係で、前に一度北海道のほうへ行ったことがあって、そのときに北海道、

ちょっともう本当、昔のことで覚えていないんですが、北海道の酪農関係の酪

農大学というのがありましたっけか。 

（若山教授）ありますね。 

（樋口専門委員）そこの先生の話を聞いて、そういう酪農の関係者にとっては、

クローニングというのはすばらしいことなんだというところから始まって、高

知県か何かの何とかという立派なウシがまず写真が出てきて、やっぱりこれ以

上のものをもちろん望んでいるけれども、もうこれで十分なんですと、肉質か

ら何から。だから、これと同じものをつくりたいと思っていて、そういう形で

ずっとやっていてという話で、それは相当成功もしているという話が、今日だ

と何かマウスでもなかなか大変だなという話ですね。 

 だから、そういうほかのいわゆる家畜類なんかでは、クローニングというの

はすごく進んでいてということなのかというのがまず１点ですよね。 

 それから、そのときには、やっぱり酪農の人の感覚と、こっちのほうのここ
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の人も含めてでしょうけれども、そういう、それこそクローニングを規制する

ほうからするとすごく感覚が、でも同じように生物を相手にしているわけです

から、すごく違うんだなと思って、それとの関係で言うと、結局もうお話しに

なったのかもしれないんだけれども、ここで動物のクローニングについて、先

生は何でも自分はテクニシャンであると、だからテクニック上の何とかという、

テクニシャンというのはテクニシャンなりの倫理があって、それから喜びも当

然あると思うんですね。私は一生かけても多分習得できないというか、さっき

のだめなほうの例に自分はなっちゃうと思いますけれども、やっぱり一つ一つ

丹念にやっていくと、何かの形で技術が習得していくというところにあれがあ

ると思いますけれども、でもやっぱりそれにプラスした何かの目的があります

よね、多分、これの。 

 それはやっぱり一番最後に言われた、やっぱり実際のマンモスを何とかとい

う話ではなくて、極めて実用的かもしれないけれども、家畜類であれ何であれ、

そういうようなものの話なのか、それともやっぱり、そもそももっと、ちょっ

と言い方がうまく言えないけれども、やっぱり純粋に、人間はやらないかもし

れないけれども、生命は生命ですからね、動物であれ何であれ。その動物の生

命の根源のあり方みたいなところに、こういう実用的な話とは別に、家畜が増

えるかどうかはともかく、そういう興味というほうが強いのかという、何か漠

然とした質問で恐縮なんですけれども、最終的な自分の関心、目的みたいなも

のはどういうものなんだろうというのをちょっとお聞かせ願えるとありがたい

と思いますが。 

（若山教授）まず、ちょっと質問が多かったので忘れちゃったかもしれないん

ですけれども、酪農家がこれを実用化できるかどうかなんですけれども、僕は

マウスしかやっていないんですけれども、大学の畜産関係の先生たちと話をす

ると、もう実用化レベルになっています。 

 ただ、問題は実用化というか、コストの問題、成績が五、六％、家畜では

10％を超していますけれども、だとコストが高くなります。つまり、移植して

もお母さんが生まなければ、その分飼育費とか高くなるので、コストが高くな

るんですけれども、でもクローンですから、おいしいとわかっているウシのク

ローンはおいしいんです。そこはもうわかっています。 

 なので、生まれてくる子供がおいしいというのはわかっているので、しかも

ブランド牛というか、ですから、コストは高くなるんですけれども、Ａ５級の

ものすごく高いおいしい肉ができるので、つくるコストは高いんですけれども、

販売価格も高くなるけれども、味に見合った値段になるところまで来ているん

です、今は。 

 ただ、これは近畿大の例なんですけれども、近畿大があそこまでいったので、
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販売というか、そういう方向に向けて進もうとしたら、この政府からの許可と

か以前に、大学側でクローン牛を販売するのは大学の名前を傷つけるとか、そ

んな理由で禁止になってしまったとか、そういう理由もあります。 

 ですから、まず、もう尐し成績が改善すれば、本当にもう実用化レベルに容

易に達するということ。 

 ２つ目は、農家、先ほどの大学の例もありますけれども、農家も一部の農家

は、おいしいのはわかっているんだからつくって売りたいと思う農家もあるん

です。でも逆に、風評被害じゃないですけれども、クローン牛なんていうのを

どこかでつくり出されてしまったら、まともにつくっているところもクローン

牛だと思われてしまう、うちのが売れなくなるからやめてくれ、そういうふう

に言う農家も結構あります。 

 なので、まだ今のところ、逆にクローン牛というブランドみたいなのをつく

ってしまって、クローンだったら必ずおいしいとかというふうにやって、だれ

もが買うようになってくる時代に来ればそういうのはなくなると思うんですけ

れども、今のところ農家のほうは半々ぐらいな感じです。 

 次は僕の考え方なんですけれども、僕は畜産出身というので、ウシ、マウス

しかやっていませんけれども、農家に役立てる、それが結局は成功率を上げる

ということにつながるわけなので、テクニックをとにかくよくして、あと普及

するためには簡単にしなければいけないので、僕らは難しいテクニックをどん

どん採用していますけれども、成績が上がったらそれをさらに簡略化してだれ

もができる技術に改善するという、とにかくテクニックを利用して成功率を上

げる、同時に奇形、異常も減らせるなんていうのもできたらいいんですけれど

も、それがメーンのテーマになっています。 

 そこから派生することとして、このテクニックを使うと不可能だったものも

つくれるようになる。不可能というのはつまりマンモスとかそういう、同じテ

クニックなので両方同時にやっている。 

 あと、結局クローンの成功率を上げる、かなり地味な仕事で、長いことやっ

ていても失敗ばっかりでなかなか改善できません。それに対して、このマンモ

スじゃないですけれども、変わったことをすると、変わったことをすれば必ず

変わった結果が出るので、それは発表できるので、あとマンモスみたいな話だ

とちょっと夢もあるみたいなことで、グラントもとりやすくなる。 

 そういうことで、生き残るために、研究者として研究費がなければ生きてい

けませんから、地味なことばかりしているわけにもいかないので、そういうの

を同時にやっています。それが現状です。 

（吉村専門委員）そこまで僕、世界の若山先生がそんなことをおっしゃる必要

はなくて、要するに世界の第一人者であることはだれもが認めている、私は研
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究者ですばらしいと思うんですけれども、もう一つ、先生はリプロダクティ

ブ・クローニングがご専門だと僕は思うんですけれども、先生も途中でおっし

ゃっていたんだけれども、動物をつくるとか人間をつくるとか、つくることで

はなくて、やはりこのセラピューティックというか、もう一遍原点に返って、

このESをつくることによって、クローン胚からESをつくることによって、この

ESの要するに利用方法というのをもう一回再検討というか、その辺にやっぱり

私はまだ道は残されているし、iPSはここまでいっちゃったんですけれども、

やっぱりクオリティーの点から非常に务るということを考えると、クローンES

の私は利用方法というのはもう一回、先生みたいな人が考えていただけるとあ

りがたいなと思います。 

 先生みたいな、やっぱり世界の一流の第一人者がそこまで言われることは私

はないんじゃないかなと。 

（相澤会長）それでは、よろしいでしょうか。若山先生、どうもありがとうご

ざいました。 

（若山教授）どうもありがとうございました。 

（相澤会長）それでは、佐々木先生は準備のほうはよろしいでしょうか。 

（佐々木部長）はい。 

（相澤会長）次のヒアリングは、佐々木えりか実験動物中央研究所忚用発生学

研究部部長にお願い申し上げます。 

 タイトルは「ヒトおよび非ヒト霊長類における胚作成技術の研究動向」です。 

 どうぞよろしくお願いします。 

（佐々木部長）公益財団法人実験動物中央研究所の佐々木でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 ちょっと失礼して座って。 

 私のほうは、ヒトおよび非ヒト霊長類における胚作成技術の研究動向という

ことで、今日は私自身、実験動物中央研究所というところで、コモンマーモセ

ットという小型の霊長類を使って、ヒト疾患モデル動物をつくる研究をしてお

ります。なので、霊長類の仕事を中心にお話しさせていただきます。 

 今回、水野さんのほうから、アメリカでクローン技術を使ってヒトの卵子で

核移植を、除核していない未受精卵に核移植をして多能性幹細胞をつくるとい

うことが成功したということで、新聞にも載っておりますけれども、この研究

も含めて、霊長類や動物でどういった研究動向になっているか紹介してほしい

ということだったので、霊長類を中心にお話を今日は持ってまいりました。 

 もう若山先生のお話がありましたので、余りこの辺、話す必要もないと思う

んですけれども、クローンってまず何でしょうということで、生物学辞典を引

くと、無性的な生殖によって生じた遺伝子型を同じくする生物集団。あとウィ
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キペディアを調べますと、インターネットで調べますと、もともとはギリシャ

語で小枝の集まりを意味するもので、無性生殖によって増殖した個体集団を指

す生物学用語として定義されているということで、無性生殖って何でしょうと

いうことなんですが、分裂とか出芽、胞子形成、栄養生殖などで増殖するもの

で、動物で有名なのはヒドラとかプラナリアでして、ヒドラは出芽でここに、

これがヒドラの個体なんですが、ここから小さいヒドラが出てきて、こうやっ

て増えていきますし、プラナリアは切っても切っても、またプラナリアができ

てきて、いわゆる精子と卵子の結合を必要としない生殖方式です。 

 一方、哺乳類はすべて精子と卵子の受精が必要な生殖様式を持っております

けれども、今回はこの哺乳類において遺伝子型が同じ個体を、この無性生殖に

よってつくり出すものとして提起させてもらいたいと思います。 

 先ほど若山先生がずっとお話しなさっていましたけれども、クローン研究、

実際1952年にカエルで始まっておりますけれども、体細胞由来、体細胞の核由

来の移植によるクローン動物というのは、1997年にヒツジでドリーがつくられ

ておりまして、翌年に若山先生がマウスで個体を作出されております。 

 その後、ウシ、ブタ、ウサギなどさまざまな動物種で行われておりますけれ

ども、先ほど若山先生がおっしゃったように、動物種によって全く成功率、作

出効率が違います。特に、ブタなどはもう研究レベルではかなり実用化、この

核移植を使った個体を使って、実験動物として使っていくというような実用化

レベルになっておりますが、マウスはやはりいまだに結構難しいというような

状況です。 

 こちらがそのドリーと、あとCumulinaちゃんですけれども、このように15年

たっても、動物によってかなり状況が異なっております。 

 それで、なぜ私たちがクローンの研究をしているかということなんですけれ

ども、これは動物を使ったクローンの研究についてですけれども、やはり遺伝

的に同一な個体をつくることができるということで、先ほどお話にも出ていま

した優良な家畜の個体を安定的に生産することができたりとか、繁殖が困難な

系統動物の維持、生産、それから絶滅、若山先生はもう絶滅したものを復活さ

せようとされていますけれども、そういった希尐動物を増やすこととか、あと

特に、マウスは近交系といって、遺伝子の遺伝的背景が一定な動物がおります

が、ほかの動物ではほとんどありません。ブタは（近交系が）ありますが、サ

ルなんかはそういう遺伝的背景が一定の動物がいないので、実験動物として使

う上で結構ばらつきがありますが、クローンで遺伝的背景が一定の動物をつく

ることができると、その実験のばらつきが減るといったようなメリットがある

ということです。 

 あと、ペット産業で、ペットロスで非常に悲しい思いをされた飼い主さんが
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クローンをつくるというようなこともあるかと思います。 

 これもちょっと動物倫理問題の面でいろいろと考えなきゃいけないことがあ

りますが、技術としては可能であると。 

 それから、もう一つ、この技術をさらに、新たに遺伝子組み換え技術を使っ

て、例えばマウスとラットではES細胞、iPS細胞でキメラ動物というものがつ

くれまして、標的の遺伝子を破壊することによって、その遺伝子がどういう機

能をしているのかということを調べていくことができますけれども、実はこの

キメラができるES細胞というのはマウスとラットしか、今、おりませんで、ほ

かの動物でそういった遺伝子の機能を解析していく上でこのES細胞が使えませ

んので、体細胞にこの標的遺伝子の破壊を行ってノックアウト動物をつくると

いうことが、この技術を忚用することによってできるようになります。 

 特に近年ですと、霊長類で、霊長類の脳だけでしか発現していない遺伝子が

わかってきまして、それがどういう役割をしているのか。脳の高次機能をつか

さどっているだろうとは思われていますけれども、全く機能がわかっていない

という、そういった遺伝子が幾つもありまして、そういった機能を解析する上

でもこういった技術が重要になってきます。 

 それから、やっぱり疾患モデルをつくるとか、あと組み換えたんぱく製剤な

どの医薬品の製造などにも忚用できるといった利点があります。 

 そのクローンの作成の種類なんですが、一卵性多子、それから受精卵分割、

受精卵核移植、体細胞核移植と、大きくこの４つに分かれます。 

 一卵性多子というのは、いわゆる双子、三つ子でして、これは自然に子宮の

中で受精卵が分割してつくられるものですが、受精卵分割、受精卵核移植、そ

れから体細胞核移植などは人工的につくられて、一般にクローンというとこの

３つを指します。 

 それぞれどうやってつくるか、簡単にご説明させていただきますけれども、

受精卵分割クローンというのは、いわゆる、これは普通に自然交配で得られた

受精卵でも構わないんですが、この受精卵が２割球、４割球と分裂していると

きに、この割球をばらばらにして、その割球からそれぞれ個体をつくるという

方法です。マウスでは２細胞期のものをばらすとクローン個体ができますし、

ヒツジ、ブタ、ウサギでは８細胞期になるまでにばらせば、それぞれの個体が

得られます。ただ、もちろんその作出効率の問題で、８細胞期でばらしたから

８匹生まれるかというと、なかなかそうもいかないんですが、こういった技術

がございます。 

 それから、受精卵クローンに関してですが、こちらは受精卵の割球をやはり

同様に分離しまして、それぞれの割球を除核した未受精卵に移植して、この核

を移植したクローン胚をつくって、その個体を得るという方法です。 
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 こちらの方法は、先ほどにもお話に出ていました、ゲノムのインプリンティ

ングの異常が比較的尐ないと考えられる。もともと受精卵ですので、かなり発

生能を持っている核ということで、比較的尐ないために個体の作出効率が高い

というふうに考えられております。実際、ここに写真がありますけれども、ウ

シでこのように受精卵をばらしたクローン個体ができております。 

 そして、体細胞核移植ですが、もう余りご説明する必要もないかもしれませ

んが、除核した未受精卵にこの体細胞由来の核を移植して、それからクローン

胚を作出して個体をつくるということで、これが本当に効率よく、そして正常

な個体ができるようになれば、無尽蔵に同じ性質を持っている動物をつくるこ

とができるという夢の技術で、研究者はみんなこれを何とかしたいと思って研

究を進めているわけです。 

 それで、まず今回ご依頼のあったヒトのESのクローンについて内容をまずご

説明した上で、霊長類で今どういった研究が行われているか、ご説明させてい

ただこうと思います。 

 まず、このNoggleという方なんですが、もともと一番最初は情報に従いまし

て、除核をした未受精卵に皮膚からとった体細胞の核を移植して、それを融合

させてクローン胚をつくりましたけれども、この方法ですと、大体培養３日目

ぐらいで発生が停止してしまって、それ以上は一切発生が認められておりませ

んでした。 

 その理由として、受精卵が発生していく間に、その胚が持っている、最初は

母性遺伝子が動いているんですが、途中から胚が、自身が持っているゲノムが

活性化していろんな遺伝子が発現していくんですが、この活性化が不十分であ

るから発生が停止したものと考えられております。 

 そこで、彼らは何でこれを思いついたのか、私にもちょっとよくわからない

んですけれども、未受精卵を除核せずに、そこに核を移植して、ちょうどこの

真ん中の部分ですか、それを培養したところ、非常に効率いい20％ものクロー

ン胚が胚盤胞まで発生したということです。 

 この胚盤胞の内部細胞塊を取り出して培養しますと、いわゆるヒトES細胞、

それから霊長類のES細胞のマーカーと言われているSSEA-3、4とかTra-1-60、

Tra-1-81、Oct4、Nanog、Sox2、それからアルカリフォスファターゼといった、

こういったマーカーに陽性で、さらに三胚葉に分化する多能性を持つES細胞が

できたということです。 

 しかしながら、その核型、通常は２倍体、普通の受精卵からESをつくれば２

倍体のはずなのが、これが３倍体となっていたということです。 

 実は、先週、ちょうど国際幹細胞学会が横浜で開催されまして、私そちらに

出席していたんですが、ちょうどこの方が講演されておりまして、私、何で３
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倍体になるか。実はもともと未受精卵、除核しないと２Ｎ、そして体細胞を入

れると２Ｎ、本当は４Ｎになるはずなのになぜ３Ｎなのかというのが全くわか

らなくて、本人に聞いたんですが、わからないということでした。 

 それで、実はその後、彼らは実験を続けておりまして、その後にとれた５ラ

インのESは４倍体だとおっしゃっていましたので、恐らくこれは多過ぎる染色

体を何とか減らそうと染色体を放出した結果、このような３倍体ができてしま

ったんだと考えられます。 

 それから、彼らは次にいったん体細胞の核を入れるんですが、その後またこ

の核を除いて、未受精卵由来の核だけで発生させた胚を作出しておりまして、

これはいわゆる単為発生になるんですけれども、こちらはもうさらに胚盤胞ま

での発生率が高く、60％近い率で胚盤胞まで発生しております。こちらでもES

細胞が樹立されておりまして、これは一度移植した核を除いていますので、２

倍体のES細胞ができておりまして、未分化状態を維持しつつ多能性を持つとい

うものができております。 

 こういった、この技術が今後どれぐらいこのES細胞、iPS細胞の研究に役に

立っていくのか、本当に必要なのかということを考えていきたいと思うんです

けれども、まず最初に私たちの研究をちょっとご紹介させていただきます。 

 実は、私たちも2009年に同様の現象をコモンマーモセットという小型のサル

で認めております。これはたまたま我々が核移植をしていて、胚盤胞に時々な

るものがあって、最後に核型解析をしたら核を抜くのが失敗していたというこ

とがわかって、それで明らかになったことなんですけれども、除核をしなかっ

た未受精卵に、これはマーモセットの未受精卵にマーモセットの体細胞の核を

入れますと、こういった胚だけが非常に効率よく胚盤胞まで発生いたします。 

 この移植した核はGFP、緑色の蛍光遺伝子を持っているんですけれども、こ

ちらの移植した体細胞由来のゲノムが活性化していることがわかっております。 

 ただ、これが個体になるかということに関しては、まだ余り明らかになって

おりません。 

 これらの結果から、ヒト、霊長類ではもしかすると４倍体でしか胚盤胞にい

かないのではないかというふうに、ちょっと考えてしまいたくなるんですが、

実は2007年にアカゲザルというサルで２倍体の核移植胚のES細胞が既に樹立さ

れております。ですので、恐らく霊長類でもその技術を磨くというか、技術を

さらにいろいろと確立していけば、ヒトでもこの通常の２倍体胚の体細胞核移

植ES細胞は樹立する、できる可能性は非常に高いのではないかと考えておりま

す。 

 そこで、ただ本当にこういった細胞、先ほど若山先生もおっしゃっていまし

たけれども、核移植をした受精卵を使ってES細胞をつくるのは非常に簡単、簡
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単と言っては言い過ぎですけれども、割と効率よくできる。でも、これが個体

になるのかどうか。すなわちこうやってつくられた胚が生命の萌芽であるかど

うかということがやっぱり重要ではないかと思っております。 

 我々は、私たちの目的は、このマーモセットという小型のサルを使って実験

動物として、よりヒトに近い疾患を研究するためのモデルをつくっていくとい

うことが目的で、クローンマーモセットをつくる研究をしておりますが、やは

りマウスやブタよりも、よりヒトに近い発生学的な特徴を持っている、卵子や

精子の発生に関する特徴を持っているものだと考えられますので、こういった

霊長類を使ったクローン個体の作出の研究がヒトの倫理問題を考える上である

程度の指標になっていくんじゃないかとは思っております。 

 我々はこのマーモセットを使ってクローン動物を作出することを目指してお

りますけれども、まず、マーモセットの体細胞、もしくはマウスでは比較的ク

ローン作出効率が高いと言われているES細胞を使って核移植を行いました。で

すが、もう全く８細胞期以降は発生しない。先ほどのNoggleと同じような状況

でございます。 

 現在のところ、ヒトのクローン胚で得られている胚というのは、単為発生の

胚、もしくは３倍体、４倍体の胚ということで、いわゆる正常な２倍体胚とは

かなり違うということで、じゃこれが本当に個体発生能があるのかというのは、

もちろんヒトでは実験ができませんが、現在のいろいろな研究の状況から考え

ますと、単為発生胚はやはりゲノムのインプリンティングの状態が正常ではな

いので、恐らく個体発生能の可能性は低いであろうと。それから、３倍体、４

倍体胚に関しても、染色体数が正常ではないので、恐らく個体の発生能は低い

とは考えられます。 

 ただし、ヒトでは自然妊娠でも３倍体ということがありまして、まれに出生

するケースもあるようですので、やはりこういった胚が個体になるかどうかと

いうことについては、霊長類を用いた動物実験が重要なのではないかと考えて

おります。 

 それから、またこういった体細胞核移植によって得られたES細胞は、そのド

ナーの体細胞核と全く同じ、同一の遺伝的背景を持っているかということなん

ですが、３倍体、４倍体胚、それから単為発生に関しましては、恐らく違うだ

ろうというふうに考えられます。単為発生の胚の場合は、卵子ができる時点で

染色体の相同組み換えなども起きておりますので、恐らくドナーと全く一緒と

いうことはないと思われます。 

 それから、現在はできておりませんが、将来的に体細胞の核移植が可能にな

った場合ですが、それに関しましても、卵子が持っているミトコンドリアDNA

が異なりますので、100％一緒というふうにはならないかと思います。 
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 なので、こういった、このクローン胚を用いてつくられたES細胞、今後どう

いう研究に使っていくかということをまさに考えていかなければいけないんで

すが、ドナーと全く一緒なのかということに関してはよくよく考える必要があ

るのではないかと考えております。 

 ただし、こういったクローン技術が全く医療に忚用不可能なのかということ

に関してなんですが、2009年に、これはもしかすると医療に有用な技術じゃな

いかと思われる論文が発表されております。それがミトコンドリア置換なんで

すが、先ほど言いましたように、ミトコンドリアDNAはお母さんの卵子に含ま

れているものが受け継がれてまいりますけれども、例えばミトコンドリア病な

どの患者さんの卵子の核だけを取り出して、健常なドナーのお母さんの卵子に

この核を移植することによって、ミトコンドリア病を発症してしまうような赤

ちゃんをあらかじめ治療というか、発症の予防をするということが可能である。

この卵子にお父さんの精子を顕微授精してやることによって個体が生まれると。

アカゲザルではこの方法によって、もともとこれは別にミトコンドリア病では

ありませんが、正常な赤ちゃんが生まれております。ですので、こういった技

術の使い方はもしかするとあるのかもしれないと思います。 

 それから、最近、iPS細胞を使った胚盤胞補完法による臓器の作出の研究が

ありまして、これはちょっとクローン技術とは違うんですけれども、こういっ

た技術を確立する上でも、動物実験を使った発生工学の研究は重要であるとい

うことでご紹介させていただきたいと思います。 

 こちらは、ヒトのiPS細胞を臓器がヒトと比較的大きさが似ているブタの胚

盤胞に注入してやって、もともと臓器欠損モデルのブタの胚盤胞に入れてやる

と、その欠損した臓器の部分はヒトのiPS由来のものができるということで、

前回の倫理委員会で上野先生がお話しになられていると思いますので、詳細は

割愛いたしますけれども、ただ、この技術を今後ヒトに忚用する上で、やはり

霊長類のiPSなどを使った実験は必要だと思うんですが、技術的な問題がござ

いまして、ヒトも霊長類もキメラができるようなiPS細胞は樹立されていない

ということです。ここの技術的な問題を克服していかなければいけませんで、

こういった上でも動物の実験は非常に重要であるというふうに考えております。 

 それから、このケースではブタを使いますけれども、例えば非ヒト霊長類で

この実験を行う上で、実は霊長類の胚盤胞にES細胞を入れてもキメラにならな

い理由として、そのES細胞、iPS細胞だけの問題ではなく、この胚盤胞の問題

もあるのではないかというふうに言われております。 

 それがこちらの研究報告なんですが、今年の３月に報告されておりまして、

もともと彼らはサルの胚盤胞にサルのES細胞を入れて、キメラができませんで

した。そもそもは、彼らはこのES細胞がキメラ作出能力がないからできないん
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だろうと考えておりましたので、それならば個体になる能力のある、この内部

細胞塊をサルの胚盤胞に入れてやればどうかということで行ってみましたら、

キメラにはならず双子になってしまったという報告をしております。すなわち、

そもそもこの胚盤胞が、内部細胞塊にしろiPS細胞にしろ、そういった異種の

細胞を受け入れる能力がないのではないかということを報告しております。 

 最終的に彼らは、このもっと早い段階、４細胞期胚ぐらいの細胞の透明体を

除去して、その割球を混ぜることによってキメラはできるというふうに言って

おりますので、全くサルでキメラができないわけではないんですが、この胚盤

胞補完法に使えるような技術のためのキメラ作出という技術確立が、今後、必

要になっていくというふうに考えられます。 

 こういった、ヒトのクローン胚を使った研究をしていく上で、私はやはり動

物実験が非常に重要だと思っておりますが、ヒトのクローン胚を使って今後ど

ういった研究が必要なのかということをちょっと考えてみました。 

 これ、もう倫理的な問題で、もちろんあれなんですが、可能性としては、免

疫拒絶のない多能性幹細胞の作成ですとか、免疫拒絶のない臓器の作成、それ

から不妊治療ということがあるかもしれませんが、いずれももう既にiPS細胞

の作成技術が非常に進んでいて、iPS細胞、質がよくないとは言われておりま

すが、数で勝負ができるという上では、私は非常に大変よい技術で、ここをも

っとファインにしていくほうが、私個人の意見でありますけれども、重要なの

ではないかと思っております。 

 また、免疫拒絶のない臓器の作成に関しましても、やはりiPS細胞の胚盤胞

補完法の技術をもう尐し検討していくほうが、よりいいのではないかと思って

います。 

 それから、不妊治療に関してですけれども、そもそも体細胞核移植で得られ

るクローン個体って、そういう個体をつくるということ自体はもう禁止されて

おりますが、それを万が一考えたとしても、これはもう遺伝的には夫婦間の子

供ではありません。ですので、不妊治療としてこれが成り立つのかということ

もあります。 

 それから、もし本当にそういうことを考えていく上であれば、もちろん倫理

的なことはあるにしても、iPS細胞から配偶子をつくって夫婦間の子供をつく

るというほうがまだ、私は、不妊治療を受けたい患者さんに対して、最もその

要望にこたえられるものなのではないかというふうに考えております。 

 ただ、一方で、先ほどもご紹介いたしましたが、ミトコンドリア病などを予

防、治療する上では、この核移植技術はある程度有効な手段なのではないかと

いうふうに考えておりまして、最終的には卵子の提供、倫理的な問題という高

いコストを払ってまで行う必要があるかどうか、コストアンドベネフィットを
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十分に考えて、そのベネフィットが上回るときにはそういったゴーサインを出

すのもあるのかというふうに考えておりますが、現時点ではそのような、コス

トを上回るベネフィットがあるものはなかなか難しいのではないかと考えてお

ります。 

 まとめになりますが、最終的には私自身はそういった考えを持っております。 

 最後になりますけれども、このマーモセットの核移植の実験は、広島大学と

慶應義塾大学と、あと実中研の共同研究でありますことをつけ加えさせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

（相澤会長）どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見いかがでしょうか。どうぞ。 

（阿久津専門委員）ご発表ありがとうございます。 

 先生のところでは、マーモセットの受精卵のES細胞の樹立はもうされている

と思うのですけれども、今回、そのマーモセットの体細胞核移植をして、七、

八％胚盤胞にいったけれども、ES細胞が樹立できなかったというのは、どの辺

が問題点なんでしょうか。 

（佐々木部長）ちょっと理由がよくわからないんですけれども、ICMの取り出

しの部分が余りうまくいかないですね。取り出して培養しましても、ES細胞と

いうか、ICMがエクスパンドしないというのが問題点となっています。 

（阿久津専門委員）個数的なところがちょっとわからないのですが、通常の受

精卵だと十分にES細胞ができる個数があったんだけれども、ntESではできなか

ったということでしょうか。 

（佐々木部長）そうですね。今通常、普通の受精卵ですと大体３個に１個ぐら

いできるんですけれども、多分数十個やったんですけれども全く。１回ぐらい

パッセージまでいったこともあるんですけれども、十分にエクスパンドしなか

ったというのが理由です。 

（阿久津専門委員）もう一つよろしいでしょうか。ニューヨークのエグリらの

グループだと、ヒトの場合、胚性ゲノムの活性化が４から８細胞期にあって、

それが全くクローンの場合は起こっていなかったというのが指摘されていたの

ですが、このマーモセットの場合はその辺どうなんでしょうか。 

（佐々木部長）その辺、十分な解析をしておりませんで、もう大体８細胞期を

超えることはほとんどなくて、大体ゲノムのアクティベーションがマーモセッ

トでは８細胞期ぐらいなんですが、そこでとまってしまっていますので、恐ら

く同様じゃないかというふうに考えております。ただ、まだちゃんとした解析

はしておりません。 

（相澤会長）いかがでしょうか。特段のご質問等はございませんでしょうか。 
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（阿久津専門委員）もう一つ質問です。コモンマーモセットではiPSも樹立は

されていますよね。 

（佐々木部長）はい。 

（阿久津専門委員）その際、受精卵でつくったES細胞とコモンマーモセットの

iPS細胞の質的な評価で、何か違いとかあるのでしょうか。 

（佐々木部長）グローバルなエクスプレッション、ジーンエクスプレッション

は、マイクロアレイで見る限り比較的近いと思いますが、そのマイクロアレイ

を行ったiPSはレトロウイルスを使ったもので、ベストなものではないという

ところなんですけれども、基本的には非常に似ているという程度ですね。 

（阿久津専門委員）コモンマーモセットでは、疾患モデルというのは幾つかあ

るものなのでしょうか。 

（佐々木部長）疾患モデルでは、外科手術による脳梗塞モデルとか、心筋梗塞

モデル、脊髄損傷モデル、それから薬剤誘導によるパーキンソン病モデルがご

ざいます。 

 それから、我々トランスジェニックマーモセットの作出技術を持っておりま

す。 

（阿久津専門委員）免疫不全マーモセットというのはないんですか。 

（佐々木部長）現在つくっています。 

（森崎専門委員）今日のお話の本筋からちょっと外れるのかもしれませんが、

先生のこれまでの生殖細胞、あるいはES、iPS細胞とコモンマーモセットを使

った検討で、もちろんヒトに近いというところが最大の利点で、なおかつ実験

に使うことが、容易でないにしろ、比較的容易であるということだと思うんで

すが、とはいえヒトではないということで、何かこれはやっぱり違うんだとい

うようなことは、この領域でございますでしょうか。 

（佐々木部長）恐らくiPS細胞ができてしまってからはそれほど違いがないん

ですが、実はiPS細胞をつくるところで非常に苦労しました。ヒトは山中４因

子を入れれば、比較的簡単に割とどなたでもすぐにできるんですが、マーモセ

ットの細胞はなかなかリプログラムしにくくて、かなり苦労して、最終的には

山中４因子では足りずに、６因子を入れることによってできるというのを見出

しておりました。そういった若干の違いがありまして、それが実際に治療効果

をある程度予測する上で、マーモセットがヒトと違うからというふうに考えな

ければいけないかというところはちょっとわからないんですが、今後よく考え

ていきたいと考えております。 

（吉村専門委員）ミトコンドリア置換のことですけれども、人間に忚用すると

すると、初めはやっぱり高齢者の卵子を核置換して、ミトコンドリア、要する

に細胞種置換と言ってもいいと思うんですけれども、そういったことに使う場
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合と、あるいはまたミトコンドリア病の治療に使うということも可能性として

考えられると思うんですけれども、やはりどうしてもこういったときにヘテロ

プラスミーが問題になってくると思うんですよね。その点については先生、ど

ういうようなお考えをお持ちでしょうか。 

（佐々木部長）ちょっと私自身はこの核移植の研究は動物だけと思って考えて

おりまして、今回、ご依頼があって、私なりの考えを述べさせていただいたこ

とでありますので、あれなんですが、やはりある程度はまず、やっぱり動物実

験でそういったところもクリアにしてから、最終的にどうするかということを

考えていかなきゃいけないというのが私の意見です。それはある程度のＮ数が

稼げないと何ともいえないかというふうに考えております。 

（相澤会長）よろしいでしょうか。 

 それでは、佐々木先生のお話は以上とさせていただきます。どうもありがと

うございました。 

 本日の議事は以上で終了でございます。 

 次回の予定等について事務局から説明をお願いいたします。 

（山本参事官）今回の議事録につきましても、いつもと同じですけれども、皆

様にご確認をいただいた後に公開させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 それから、次回の会合は、既に予告をしておりますとおり、７月12日水曜日、

午後２時から、14時からということで予定をしておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

（相澤会長）それでは、これで本日の会議を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 


