CRDS-FY2014-RR-06

調査報告書

ゲノム編集技術

調査報告書
ゲノム編集技術

i

Executive Summary
独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）
（以下「CRDS」と
表記）は、科学技術に関する網羅的な動向把握（俯瞰調査）
、分析、提案を実施する公的シンク
タンクの 1 つである。平成 26 年度、CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニットが、ライフ
サイエンス・臨床医学分野の俯瞰的視野からの調査を実施したところ、同分野の基礎研究～応
用研究～社会実装に大きな変革をもたらしうる技術として、
「ゲノム編集技術」の重要性が強く
認識された。本報告書は、俯瞰調査活動の一環として、
「ゲノム編集技術」について重点的な情
報収集を実施した結果を取りまとめたものである。
＜ゲノム編集分野の概観＞・・・
【詳細は第 1 章参照】
2000 年代前半の ZFN 登場以降、TALEN、そして CRISPR と次々とゲノム編集技術が開発
されている。中でも、2013 年に登場した CRISPR は、その簡便さや効率の良さなどから様々
な分野の研究者がゲノム編集技術を活用するきっかけともなり、例えば 2013 年以降のゲノム
編集関連論文数の伸びは目覚ましい。
知財・ライセンスについては、複雑な状況になっているものの、現状は概ね米国が主導権を
握っていると言える。ZFN は商業ベースで高額なライセンス料を要求されたとの情報もあり、
TALEN、CRISPR の商業ベースでの取り扱いについては注視が必要である。
ZFN、TALEN、CRISPR ともに技術としては一長一短がある。例えば、CRISPR は先述の
通り極めて簡便であるが、オフターゲット（目的以外の部位で誤ってゲノム編集がなされるこ
と）による影響が未解明である。ゲノム編集技術自体の更なる改良・改善はこれからの課題で
ある。
ゲノム編集技術は、基礎生命科学研究、健康医療研究、グリーンバイオ研究など、様々な分
野へ急速に展開されており、更なる加速が今後の課題であろう。ただし、それら取組みと並行
して、ゲノム編集技術によって作出された生物の取り扱いについては、十分な議論とルール作
りが必要である（カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物として取り扱うかどうか、など）
。
＜ゲノム編集技術俯瞰ワークショップを通じた俯瞰情報の収集＞【詳細は第 2 章参照】
ゲノム編集に関する国内外の最先端の研究開発動向、取組みなどを俯瞰的に把握することを
主な目的とし、平成 26 年 11 月 1 日（土）
、ゲノム編集技術俯瞰ワークショップ（以下「WS」
）
を開催した。WS では、基盤技術開発、実用化支援、実用化研究開発、法的・倫理的側面につ
いて、34 名の有識者を交えた発表・議論を実施した。WS の結果、米国が本分野では先行して
いることが改めて認識される一方、わが国においても競争力のある要素研究、技術が存在する
ことが明らかになった。
＜今後重要と考えられる研究開発戦略の方向性（イメージ）＞【詳細は第 3 章参照】
本報告書は、ゲノム編集技術に関する俯瞰情報の取りまとめを主とするものであるが、俯瞰
情報の収集、技術俯瞰図の作成、WS を通じて見出された要素研究、技術の整理などを進める
中で、今後重要と考えられる研究開発戦略のおよその方向性が見出された。今後重要と考えら
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れる研究開発テーマとしては、
（１）新しいゲノム編集ツールの開発、
（２）実用化に向けた周
辺技術開発、
（３）実用化研究の 3 つが挙げられた。また、それら研究全体をスピード感を持っ
て戦略的に推進可能な運営体制の構築、そして得られた成果を取りまとめ、欧米に対抗する為
の知財戦略の推進が重要である。
技術が先行し、研究開発が進められてしまっている為、現状ゲノム編集技術により作製され
た生物に関する安全性の担保とその取り扱いについてのルールは、未だ統一化されていない。
そのため、現時点では、ゲノム編集で作製された生物の情報を研究機関が収集しておくことが
必要である。拡散防止措置などを参考に機関で適切な取り扱いを検討しながら進める必要があ
る。ルール作りに関しても、一元的な規制ではなく、どの程度のレベルのリスクなら規制の対
象とし、どの程度なら許容できるかを、段階的なリスク評価のレベル設定で検討し、その中で、
対象ごとに、プロダクトベースか、プロセスベースでリスク評価を実施すべきかを決定するべ
きである。
一方で、ゲノム編集技術の進展はめざましく、今後国民にとって健康、食料、エネルギー等、
様々な分野で多大なる利益をもたらすものと考えられる。ゲノム編集技術は、単一遺伝子疾患
等の治療法として期待される一方で、生殖系への介入に関しては、生命倫理上、ヒトのデザイ
ンにつながるため、取り組むべきではない。このように産官学のステークホルダーを巻き込み、
ゲノム編集技術のリスクとベネフィットをエビデンスベースで議論することが重要である。
なお、ゲノム編集技術に限定しないが、近年のテクノロジーの進展は目覚しく、人間の尊厳
に関わりうるものも多い。技術開発のみならず、その社会的影響についてもエビデンスベース
で十分な議論が必要であろう。

図 「ゲノム編集」推進方策のイメージ（本文第 3 章参照）
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はじめに
独立行政法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）
（以下「CRDS」と
表記）は、わが国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を、科学的エビデ
ンスに基づいて実施することを主たるミッションとする、公的シンクタンクの１つである。科
学的エビデンスの構築にあたっては、国内外の研究開発動向や注目動向などの俯瞰的な調査、
社会的期待の分析、様々な分野の専門家や政策立案者との対話、ワークショップにおける議論
などを実施している。
平成 26 年度、CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニットは、ライフサイエンス・臨床医
学分野の俯瞰的な調査を実施した。調査を進める中で、ライフサイエンス・臨床医学分野の基
礎研究～応用研究～社会実装に大きな変革をもたらしうる技術として、
「ゲノム編集」の重要性
が強く認識された。そこで、ゲノム編集に関する文献調査（論文、特許、各種 HP 情報など）
、
学会参加、60 名を越える産学官の有識者との意見交換、34 名の有識者の参加を得たゲノム編
集俯瞰ワークショップの開催、などを通じて俯瞰的な情報収集を進めた。
本報告書は、それら俯瞰情報を取りまとめたものである。なお、ゲノム編集を含む、ライフ
サイエンス・臨床医学分野全体に関する俯瞰報告書は別途刊行予定である1 。

1

「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野（2015 年）
（仮称）
」
、2015 年度前半に CRDS ホームページ
上（http://www.jst.go.jp/crds/）にて公開予定
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第１章

第 1 章 ゲノム編集技術研究動向、知財動向、技術・政策課題など
近年、塩基配列を自由に選んで設計できる部位特異的ヌクレアーゼが開発され、標的遺伝子
に様々なタイプの改変（欠失や挿入、染色体レベルの欠失、SNP 改変、レポーター遺伝子の挿
入など）を加えることが可能となってきた。この技術は“ゲノム編集（genome editing）”と
呼ばれ、これまで標的とする遺伝子の改変が困難であった培養細胞や生物において遺伝子改変
が次々と成功しており、ライフサイエンスのあらゆるフェーズ（基礎生命科学研究～創薬、食
料生産）に革新的な展開をもたらす、次世代のバイオテクノロジーとして世界中で大きく注目
されている2。本章では、同技術に関する歴史的変遷、論文動向、知財動向、技術の取り扱い、
国内外の動向等についてまとめる。

１．技術の変遷（遺伝子改変技術～ゲノム編集技術）
（図 1-1）
生物のゲノムを改変する手法は 1970 年代にさかのぼる。Paul Berg が細菌に感染するウイ
ルスの DNA をサルに感染するウイルスの DNA に挿入することに成功し、Herbert W. Boyer
と Stanley N. Cohen は導入した遺伝子が何世代にも引き継がれて働き続ける生命体を作り出
した。1970 年代後半には、Boyer らが設立した Genentech 社が合成ヒト遺伝子を組み込んだ
大腸菌を使用し、糖尿病治療用のインスリンを量産するに至った。そして米国の研究所で、疾
患の研究に遺伝子組換えマウスが使われるようになった。こうした成功は医学の潮流を変えた
が、改変技術としての正確性、拡張性の面で多くの課題が残されていた。
そのような中、DNA を特定の位置で切断できる部位特異的ヌクレアーゼタンパク質
zinc-finger nuclease（ZFN）が 1996 年に初めて報告され、正確性に関する課題は大きく改善
された。狙った DNA 配列を認識する難しさ、特異性の問題を大きく改善する技術として、2010
年に DNA 認識能が向上した Transcription activator effector-like nuclease（TALEN）が報告
された。この段階では、標的とする DNA 配列ごとに対応したタンパク質を新たに作成する必
要があり、時間とノウハウ、労力を要した。
2013 年、それら課題を克服し、世界中でゲノム編集技術が爆発的に活用されるきっかけと
なった Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat（CRISPR）/Cas9 が開発
された。まず、Umeå 大学（スウェーデン）の Emmanuelle Charpentier と California 大学
Berkeley 校（米国）の Jennifer Doudona の研究チームが、ゲノムを迅速かつ容易に編集でき
る遺伝的メカニズムを細胞内に発見した（2013 年）
。その後まもなく、Feng Zhang らの研究
チームが所属する Harvard 大学と Massachusetts Institute of Technology（MIT）がゲノムに
複数の変異を高精度に加えられる技術として CRISPR/Cas9 を報告した3。CRISPR/Cas9 はき
わめて簡便かつ効率が高く、多くの研究者に瞬く間に採用された（図 1-2）
。
なお、1987 年、石野良純教授（九州大学）らによって、大腸菌の DNA に見られる CRISPR
と呼ばれる反復クラスターに細菌を攻撃してきたウイルスの情報が記憶されていることが初め

2

3

ゲノム編集技術は Nature Methods 誌の 2010 年の Methods of the year に選定された。また、Science 誌が選定する
Breakthrough となる成果として TALEN（2012 年）
、CRISPR（2013 年）が挙げられた。
ゲノム科学を変える CRISPR 日経サイエンス 2015 年 3 月号
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て見出されて以来、長年にわたって研究されてきたが、Jennifer Doudona と Emmanuelle
Charpentier のチームが Cas9 と呼ばれるタンパク質を使う方法を発見するまで CRISPR がゲ
ノム編集ツールとして有用であることは見い出されなかった。
最後に、各ゲノム編集技術（ZFN、TALEN、CRISPR、新規技術）の開発において重要な
ポイントになったと思われる発見などを、図 1-2 にまとめる。わが国の研究者も、各ゲノム編
集技術の開発、改良において一定の貢献をしていると言える。

図 1-1 組換え技術の歴史と科学イノベーション
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図 1-2 ゲノム編集技術の変遷
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２．各ゲノム編集技術の概説（図 1-3）
部位特異的ヌクレア―ゼは、デザイン可能な DNA 結合ドメインに制限酵素 FokI の DNA 切
断ドメインを連結させた人工ヌクレアーゼや、RNA をガイドとする RNA 誘導型ヌクレアーゼ
などを指す。人工ヌクレアーゼは、標的遺伝子を特異的に切断し、非相同末端連結修復
（non-homologous end joining: NHEJ）過程での挿入・欠失変異の導入あるいは相同組換え修
復（homology-directed repair: HDR）での外来遺伝子の挿入が可能である。人工ヌクレアーゼ
には、DNA 結合ドメインとして Zinc フィンガーを持つ ZFN と、植物の非病原性細菌キサン
トモナス由来の転写因子 TALE タンパク質由来の結合ドメインを持つ TALEN の２種類があ
り、細胞内に導入すると近接する標的配列に結合して二量体を形成し、２本鎖 DNA を切断す
る。また、RNA 誘導型ヌクレアーゼは細菌や古細菌の獲得免疫システムをもとに開発された
システムで、ガイダンス分子となる CRISPR 領域由来の短鎖 RNA と Cas ヌクレアーゼによっ
て標的遺伝子へ DNA 切断を導入する。

図 1-3 様々なゲノム編集技術
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３．論文動向、知財・ライセンス動向
①論文動向（図 1-4）
（Web of Science 調べ）
2000 年代前半からゲノム編集に関する論文が報告され始め、特に CRISPR 登場後の論文数
の伸びは著しい。
わが国のゲノム編集の原著論文は、
2010 年の ZFN の論文を皮切りに着実に増加している
（合
計 68 報、2010 年４報、2011 年０報、2012 年５報、2013 年 22 報、2014 年 37 報）
。中でも、
培養細胞の改変に関する論文が 14 報、動物の改変に関わる論文が 46 報発表されており、国際
的に一定の存在感を示している（ブタなど家畜における遺伝子破壊についても複数のグループ
で成功）
。一方で、植物のゲノム編集研究は、海外に比べ大きく遅れており、論文はわずか２報
である。CRISPR/Cas9 が開発された 2013 年以降、海外の論文数は大きく増加（44 報の報告）
しているにもかかわらず、わが国では、CRISPR/Cas9 を用いたコケの改変に関する論文が 1
報出されたのみである。
論文数では米国のシェア率が高いが、被引用論文シェア率の観点からは、わが国も一定の存
在感を示している。例えば、東京大学の濡木理教授らのグループが CRISPR/Cas9 の立体構造
を解析し（Nishimasu et al., 2014）
、新規のツール開発につながることが期待される。また、
広島大学の山本卓らのグループは、様々なモデル生物における TALEN のアプリケーションの
開発を行なっている（Sakuma et al..2013）
。

図 1-4 論文動向
②主な知財・ライセンスに関する俯瞰図（図 1-5）
ゲノム編集技術の特許を巡って、現在、激しい争いが繰り広げられている。主なゲノム編集
技術である ZFN、TALEN、CRISPR の知財・ライセンス動向を以下に示す（図 1-5）
。
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図 1-5 主な知財・ライセンス状況
【ZFN】
ZFN は、
米国の Zinc finger Consortium
（代表：Massachusetts General Hospital & Harvard
Medical School の Joung 博士）を中心に展開された。しかしながら、研究室での作製が煩雑で
あり、受託作製を実施する場合は高額な経費（～300 万円）を必要としたことから、ZFN の利
用は限られた研究にとどまった。
2009 年 10 月に、Sigma Aldrich 社と Sangamo Bioscience 社との間でクロスライセンス契
約が締結された。その結果、研究用は Sigma Aldrich 社、臨床研究～製品化は Sangamo
Bioscience 社が独占している。商業ベースで利用した際のロイヤリティが予想以上に高かった
との情報もある4 。また、ZFN を用いた臨床試験（PhaseII）が進行中である5 。
【TALEN】
2014 年 6 月に、Thermo Fisher SCIENTIFIC 社と Cellectis 社の間でクロスライセンスが
締結された。研究用およびサブライセンス権に関しては Thermo Fisher SCIENTIFIC 社、治
療応用に関しては Cellectis 社が独占している。（参考：Life Technologies 社は 2014 年に
Thermo Fisher SCIENTIFIC 社に買収され、現在グループ会社となっている。
）
【CRISPR/Cas9】
2014 年に基本特許（US8697359）を獲得した Broad Institute の Feng Zhang は、Jennifer
4
5

本報 2 章 2－12－2 山本卓教授発表を参照
Sangamo BioSciences: Product Pipuline
http://www.sangamo.com/pipeline/sb-728.html
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Doudna やゲノム解析などの指導的研究者である George Church 等と共に、ゲノム編集技術の
医療への応用を目指す Editas Medicine 社を設立している。同社は治療応用に関するライセン
ス販売を行なっている（現在 Jennifer Doudna は Editas Medicine 社を辞めている）
。研究用
として、タカラバイオ社は Broad Institute とライセンスを締結し、製品、サービス提供といっ
た形で展開
（ToolGen 社と受託作製サービスで提携）
、
Horizon Discovery 社も Broad Institute、
英 国 ベ ン チ ャ ー 企 業 の ERS Genomics と ラ イ セ ン ス を 締 結 し 、 遺 伝 子 改 変 サ ー ビ ス
「GENASSIST」を提供するなど、展開が加速している。
Caribou Biosciences 社では、CRISPR/Cas9 のメカニズム発見者の 1 人である、カリフォル
ニア大学バークレー校の Jennifer Doudna が中心となり、ヒト疾患治療を目指している。同氏
の知的財産は子会社である Intellia Therapeutics にライセンスされている。
CRISPR Therapeutics 社では、同じくメカニズム発見者の Emmanuelle Charpentier と、
RNAi の発見で 2006 年ノーベル生理学医学賞を受賞した Craig Mello 等が、ゲノム編集技術の
医療応用を目指している。
なお、CRISPR の特許については、主に米国内で特許論争が行なわれているとの情報もあり6、
今後注視が必要である。
（補足）Addgene について
研究者にプラスミドを分配する非営利組織であり、数百の研究室と共同で、論文発表で用い
た高品質なプラスミドのライブラリを収集し、プラスミドレポジトリを構築している。 プラス
ミドと文献をリンクさせることにより、研究者はいつでも必要とするプラスミドとそれに関連
するデータを入手することができる。
③主な知財に関するマッピング
Patent Scope®を用い、Zinc Finger Nuclease、TAL effector nuclease、CRISPR のキーワー
ド検索結果もとに、知財マップを作成した7 。なお、知財マップのデータは公開特許情報であ
り、出願状況は含まない。

6

7

「Who Owns the Biggest Biotech Discovery of the Century?」
（MIT Technology Review）
（Antonio Regalado, December 4, 2014
参照：Patent Scope（R）
、http://www.wipo.int/patentscope/en
検索条件：フロントページ（発明の名称、要約）のキーワード検索結果）
検索日：2015 年２月 2 日
キーワード：Zinc Finger Nuclease 、TAL effector nuclease、CRISPR
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【ZFN】
（図 1-6）

図 1-6 知財マップ（ZFN）
 米国が各国に特許を出願。わずかではあるが、中国、韓国が国内向けにのみ特許を出願。
 米国、韓国、中国を中心に各企業、アカデミアが要素技術特許を出願。
 Sigma-Aldrich 社、The Dow Chemical 社などが産業応用特許を出願。

【TALEN】
（図 1-7）

図 1-7 知財マップ（TALEN）
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 米国が各国に特許を出願。
 日本からの特許出願があるとの情報を得ているが、公開特許となっていないため、本デー
タベースではヒットしなかった。
 ミネソタ大学が多くの TALEN 要素技術関連特許を出願。Cellectis、ToolGen なども要素
技術特許を中心に出願。
【CRISPR/Cas9】
（図 1-8）

図 1-8 知財マップ（CRISPR）

 米国が各国に特許を出願。わずかであるが、中国は国内向けにのみ特許を出願。
 日本からの特許出願があるとの情報を得ているが、公開特許となっていないため、本デー
タベースではヒットしなかった
 Broad Institute が多くの CRISPR 要素技術関連特許を出願。Danisco 社、Dupont 社など
も要素技術特許を中心に出願。
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４．技術的課題
主なゲノム編集技術（ZFN、TALEN、CRISPR/Cas9）に関する、技術的な課題を本項で述
べたい。
（図 1-9 参照）

図 1-9 主なゲノム編集技術の概要と課題
【ZFN】
 クロマチン構造に対する感受性が高いため、組換え効率が低くなる傾向がある。
 Off-target の影響が大きく、目的以外の部位で意図しないゲノム編集が起こる可能性があ
る。
 培養細胞について、SNP 改変や tag 挿入等のノックイン効率は非常に悪い。動物個体につ
いて、長鎖 DNA 配列（2-3kb）のノックイン技術は未確立。
 ベクターの構築に多大な時間を要し、技術的にも難易度が高い。
 細胞内に ZFN を効率良く導入する方法が必要。
【TALEN】
 クロマチン構造に対して、感受性が高い。
 ZFN や CRISPR と比較すると off-target の影響は小さいが、非相同末端再結合（NHEJ）
による off-target の影響が起こりうるため、その改善が必要。
 培養細胞について、SNP 改変や tag 挿入等のノックイン効率は非常に悪い。動物個体につ
いて、長鎖 DNA 配列（2-3kb）のノックイン技術は未確立。
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 ベクターの構築に時間を要し、技術的な難易度も高いが、わが国には TALEN の取扱いに
関するノウハウが存在する。
 細胞内に TALEN を効率良く導入する方法が必要。
【CRISPR/Cas9】
 標的二本鎖 DNA の切断には、ガイド配列と標的 DNA との間の相補性に加え、非相補鎖
DNA の切断部位の近傍に PAM（protospacer adjacent motif）と呼ばれる数塩基の配列
（NGG）が必要。
 ZFN や TALEN に比べノックアウト効率が高いものの off-target の影響も大きいといわれ
ていたが、標的の選択法、ダブルニッキング法、短いターゲットを sgRNA に用いる方法
など改善策が報告されている。
 培養細胞について、SNP 改変や tag 挿入等のノックイン効率は非常に悪い。動物個体につ
いて、長鎖 DNA 配列（2-3kb）のノックイン技術は未確立。
 細胞内に CRISPR/Cas9 を効率良く導入する方法が必要。巨大なタンパク質である
S.pyogenes 由来の Cas9（1368 アミノ酸残基）の小型化も必要。
 ガイド RNA と Cas9 ヌクレアーゼが結合する際に相互作用する認識モチーフは共通であ
ることからガイド RNA への選択性（直行性）を持たせることは難しい

５．ゲノム編集技術を活用した研究動向、方向性
＜基礎研究＞
基礎生命科学においては、
変異体の効率的な作製にゲノム編集技術の利用が期待されている。
これまで目的の遺伝子破壊が難しく、変異体作製が困難であった微生物（藻類、糸状菌など）
から動物（ウニ、ホヤ、ゼブラフィッシュ、カエル、マウス、ラット、サルなど）や植物（コ
ケ、タバコ、イネなど）において既に多くの成功例が報告されている。マウスでは ES 細胞を
利用した遺伝子ターゲティングが可能であるが、ES 細胞を介した作製法に比べて短時間で複
数の遺伝子破壊が可能であることから、哺乳類を用いた研究も大きく加速すると考えられる。
また、遺伝子破壊のみならず、レポーター遺伝子の挿入も可能であるため、遺伝子発現のライ
ブイメージングにも今後広く利用されると予想される。更に、部位特異的ヌクレアーゼで特定
の部位を 2 か所同時に切断することで、従来は困難であった染色体レベルでの欠失も可能とな
る。
＜応用研究（創薬）＞
近年、新薬の開発成功率の低下が大きな問題となっている。その解決のためには、疾患のター
ゲットを分子レベルでしっかりとバリデートすることが重要であり、そのためにもヒトの病態
を反映したモデル細胞、モデル動物の作製が求められる。これまでの技術では、それらモデル
系の構築に長い年月を要し、複数遺伝子の同時改変はきわめて困難であった。ゲノム編集技術
を用いることで、短時間で多くのモデル系を構築することが可能となり、また複数の遺伝子を
同時に改変可能となるなど、創薬加速へのインパクトは極めて大きい。
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＜応用研究（再生医療）＞
ゲノム編集技術は、iPS 細胞のゲノム配列を迅速かつ正確に改変できる革新的な技術である。
特に、疾患モデル細胞の作製や、患者由来の細胞から作製した iPS 細胞に対する遺伝子修復法
については、ゲノム編集技術への期待は大きいと考えられる。
＜応用研究（農水畜産）＞
ゲノム編集技術は、従来の手法では標的遺伝子の改変が困難であった農水畜産物においても
有効である。ただし、ゲノム編集技術を農水畜産へ活用していく場合は、十分な議論とルール
作りが必要である。まず、将来的にはゲノム編集技術によって作出された作物が海外から入っ
てくる可能性があることから、ゲノム編集技術を用いて作出した品種と、既存の品種改良法（化
学変異原や放射線、重イオンビームを用いた変異誘発）により作出した品種との違いなどを科
学的に検証し、安全性に関するエビデンスの蓄積が課題である。また、それら科学的エビデン
スに基づいて、国民へリスクとベネフィットについて正しく伝えていく取組みが非常に重要で
ある。

６．ゲノム編集技術によって作出された生物の取り扱いについて
 ゲノム編集生物の規制
現在、ゲノム編集技術によって様々なタイプの遺伝子改変（遺伝子ノックインや遺伝子ノッ
クアウト）が可能となってきた。ターゲティングベクターを利用した個体レベルでのゲノム編
集技術は、外来遺伝子の挿入を伴うため、カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え生物としての規
制が必要となる。一方、部位特異的ヌクレアーゼのみを動物個体に導入した場合、自然突然変
異や化学変異原を用いた突然変異との見分けが付かない。すなわち、ゲノム編集技術を用いた
場合、カルタヘナ法では必ずしも規制できない生物が作成される可能性があり、その扱いをど
うするかが大きな課題となっている。
 ゲノム編集技術により作成された生物の推定される取り扱いについて
（引用：石井哲也 特任准教授 PRESS RELEASE（北海道大学）8 ）
ゲノム編集技術による遺伝子改変は，外来 DNA を用いない ZFN-1 と呼ばれる使い方（数
bp の欠失や挿入）
、外来 DNA を用いた，ZFN-2（特定遺伝子における変異導入ないし変異修
復）および ZFN-3（外来遺伝子等の導入ないし置換）がある（図 1-10）
。指向的遺伝子改変の
多様性と，その結果生まれる改変体の中に，化学剤による変異体，ひいては自然条件で生じう
る変異体が含まれる状況が，規制的位置づけを困難としている。ZFN-3 は，従来の GMO 規
制で対応可能と見込まれる。しかし，ZFN-1 は，プロダクトベースでは規制対象外となり得る
が，プロセスベースでは規制対象の線引きが困難である。ZFN-2 は、いずれの規制体系でも位
置づけが不明瞭である。

8

石井 哲也：PRESS RELEASE （2014/4/19）
痕跡残らぬ遺伝子改変技術をどのように扱うか：ゲノム編集の規制問題
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図 1-10 ゲノム編集技術により作成された生物の推定される取り扱い
 諸外国での取り扱い
（引用：難波栄二 教授 （鳥取大学）
）
（脚注9 ）
（米国）
・カルタヘナ法には批准しておらず、農務省（USDA）の植物保護法（PPA）のもとで、
「遺
伝子組換え」かつ「植物病害」に関連しているものを規制している。
・ゲノム編集技術を含む NBT（New plant bleeding techniques）に対しケースバイケース
で判断されており、特定技術に対する規制除外の判断はされておらず、判断のポイントは、
植物病害が関係しているかである。ZFN 技術により欠失を誘導した植物に関しては規制対
象外、アグロバクテリウム（植物病害に関係）をベクターに使うと規制対象となる。
・GM 食品は、事前認可は不要（連邦食品医薬品化粧品法）であり、製品の安全性を確保す
る最終的な責任は企業にあるという立場。
・Null segregant（育種が終了した後に導入遺伝子を取り除いた個体）に関して、特定の技
術を指定して遺伝子の有無の確認を求めることはなく、現時点で、次世代シークエンサで
の検証を求めることはない。
・植物病害由来の遺伝子やベクターを使用したものに対しては規制権限を有する。
・TALE は Xanthomonas 属細菌由来で、植物病害リストに記載されている。
・米国での農務省（USDA）以外の関連規制として、NIH の「組換え及び合成核酸分子を含
む研究の NIH ガイドライン」
、環境保護庁（EPA）の、
「有害物質規制法（TSCA）
」や「連
邦殺虫殺菌殺鼠剤法（FIFRA）
」
、食品医薬品局（FDA）による「連邦食品・医薬品・化粧
9

参照：本報２章（2-11）法的倫理的側面
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品法（FFDCA）
」等が存在する。TSCA では、既存化学物質（微生物含む）の膨大なリス
ト（inventory）に収載されていない”新微生物”の産業目的での製造・輸入等は事前に申
請または届け出を行う必要がある。TSCA は他の法律で規制されない化合物や生物の環境
保全やヒト等動植物への安全性を確保するための法律とされる（包括条項）。TSCA は
EPA;米国環境保護庁（United States Environmental Protection Agency）のもとで規制
を受ける。この中で微生物農薬等は TSCA だけでなく FIFRA でも規制される。また生
ワクチン等の医薬・動物薬は FFDCA で規制される10。
（欧州）
・GMO（遺伝子組換え生物）を巡っては、加盟国間に温度差があり、NBT も同様の状況。
・NBT が規制から免除されるかどうか議論されているが、有機農業団体や批判団体から懸念
の声が上がっている。
・2012 年の欧州委員会新技術検討ワーキンググループのレポート（NTWG）を各加盟国が
評価している状況（ドイツなどはこのレポートへの position を表明）
。
・環境放出指令との関係から、EU レベルでの判断に基づく NBT の規制が行われる必要が
あるが、2014 年 6 月時点では判断は行われていない（規制上曖昧）
。
・ドイツでは、ZFN-1、ZFN-2 は GMO であるが規制対象外、ZFN-3 は GMO 規制となる。
・ドイツ、イギリス、オランダでは政府関連機関が見解を発表。NTWG を支持。
・Null segregant（育種が終了した後に導入遺伝子を取り除いた個体）に対して外来遺伝子
の残存の確認方法は各国で見解が異なる。ドイツでは全ゲノムのシークエンスを確認する
ことを推奨、オランダではサザンや PCR による確認が現実的との意見があり、現行規制
上は、GM とみなされるという意見も存在。
・食品は、
「GM であるかどうかの判断」
と新規食品規制による規制対象になる可能性もある。

７．国内外動向（研究体制、施策など）
（国内の動向）
わが国では、ZFN を用いたブタの細胞、ラット、ウニ、シロイヌナズナでの遺伝子破壊に関
する論文が 2010 年頃に発表されて以降、次々とゲノム編集技術に関する論文が発表されてい
る。国内のゲノム編集研究は、ゲノム編集コンソーシアム（2012 年設立、代表：広島大学･山
本卓教授）らが中心となって展開し、ZFN や TALEN の研究会と作製講習会の開催などを通じ
て、国内の技術レベルは着実に向上している。2013 年以後、TALEN を用いた様々な動物（無
脊椎動物から哺乳動物）や iPS 細胞での遺伝子改変の成功例が報告されている。更に 2013 年
以降、CRISPR/Cas9 を用いた培養細胞と哺乳類を用いたゲノム編集研究が国内の複数の研究
グループから報告されている。大阪大学の伊川正人教授は CRISPR/Cas9 を用いたマウスでの
効率的な遺伝子破壊法を確立し、京都大学の真下知士特命准教授はラットでのゲノム編集研究
に実績を持ち、哺乳類での同研究を牽引している。
ゲノム編集技術に関するファンディング、拠点整備も始まりつつある。例えば、国立大学法
人運営費交付金特別経費「人工ヌクレアーゼ研究拠点の形成」
（広島大学、2012 年～）では独
自のゲノム編集技術の開発（Platinum TALEN や CRISPR/Cas9 のマルチガイドシステム）が
10

経済産業省委託事業 平成 25 年度環境対応技術開発等（バイオインダストリー安全対策事業）報告書
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第１章

展開され、同大学は 2014 年に広島大学研究拠点 「ゲノム編集研究拠点」として認定された。
また、2014 年には、熊本大学では学内研究拠点として「ゲノム編集を用いたリソース研究拠点」
（代表：中潟直己教授）
、鳥取大学では染色体工学研究センター（センター長：押村光雄特任教
授）にゲノム編集技術開発部門が設置された。
なお、CRISPR/Cas9 を活用した次世代の遺伝子改変動物を用いて先進的な医学研究を推進
するプロジェクト（fMENA）が、東京大学の吉田進昭センター長らによって提案されている。
国内では、平成 26 年から開始される戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の「次世
代農水産創造技術」
としてゲノム編集技術を利用した研究開発が開始された。
海外に遅れをとっ
ている農水畜産物での品種改良を目指す重要なプロジェクトとなる。
（海外の動向）
ZFN、TALEN、CRISPR/Cas9 に至るゲノム編集技術は、米国を中心に開発が進められてき
た。ZFN は、米国の Zinc finger Consortium（代表：Massachusetts General Hospital &
Harvard Medical School の Joung 博士）を中心に展開された。しかしながら、研究室での作
製が煩雑であり、受託作製を実施する場合は高額な経費（～300 万円）を必要としたことから、
ZFN の利用は限られた研究にとどまった。また、Sangamo Bioscience 社と Sigma Aldrich 社
によって、基礎研究と応用研究における ZFN の利用が制限されたことも、技術が広がらなかっ
た大きな原因の一つであった。
2010 年、ミネソタ大学の Voytas 博士らによって第二世代の TALEN が開発されると、ゲノ
ム編集技術は TALEN を利用する方向へ転換した。米国の複数の研究グループが TALEN の作
製に関わるプラスミドやキットを開発し、非営利機関である Addgene に積極的に寄託し、世
界中へ供給された。このようにして、2011 年～2013 年にかけて TALEN 技術が世界的に普及
し、TALEN を用いた微生物や様々な動植物での遺伝子破壊や、遺伝子ノックインについての
論文が米国、欧州、韓国から発表された。TALEN の特許については、2013 年、仏 Cellectis
Bioresearch 社と米 Life Technologies 社の 2 社の基本特許が成立し、TALEN の産業利用につ
いての道筋も見えつつある。
2013 年始めに、CRISPR/Cas9 を利用したゲノム編集技術が米国や韓国の複数の研究者から
発表され、その後世界中で CRISPR/Cas9 を利用した遺伝子改変が爆発的に進んでいる。2014
年 5 月には、CRISPR/Cas9 を用いて ES 細胞や iPS 細胞、マウス個体で同時に複数遺伝子を
破壊できることが証明され、世界中の哺乳類研究者を驚かせた。中国は、CRISPR/Cas9 を用
いた様々な穀物やオレンジ、神経疾患モデル作製を目指した霊長類（カニクイザル）でのゲノ
ム編集技術開発が成功している。CRISPR/Cas9 に関連する特許としては、Broad Institute of
MIT and Harvard の Zhang 博士らの基本特許が 2014 年に成立した。更に、心配されていた
類似配列への変異導入（off-target の影響）は iPS 細胞では低いことが複数の研究グループの
次世代シーケンスの解析から明らかにされ、再生医療において大いに活用されるものと予想さ
れる。
（注目動向）
・CRISPR/Cas9 を用いて ES 細胞、iPS 細胞、マウス個体において複数の遺伝子の同時破壊
に成功した。これまでマウスの遺伝子改変は ES 細胞での改変に頼っていたが、受精卵を

CRDS-FY2014-RR-06

独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

16

調査報告書
ゲノム編集技術

用いたゲノム編集技術が主流になる可能性がある（Wang et al., 2013）
。
・CRISPR/Cas シ ス テ ム を 用 い た ゲ ノ ム ワ イ ド の 遺 伝 子 機 能 解 析 法 の 確 立 。 誘 導 型
CRISPR/Cas9 を用いたノックアウト細胞の網羅的作製により、遺伝学的スクリーニング
を効率化（Sanjana et al., 2014）
。
・Zinc finger とクロマチン調節因子と融合タンパク質による網羅的解析（Keung et al.,
2014）。この成果は、細胞内でのクロマチンレベルの制御を可能にする技術開発につなが
り非常に重要。
・TALEN および CRISPR/Cas システムの iPS 細胞での安全性確認（Smith et al., 2014）
。
クローン化した iPS 細胞で off-target 変異導入率は非常に低いことが示され、iPS 細胞で
の遺伝子改変は今後ゲノム編集技術が中心となることを実感させた研究。
・Broad Institute of MIT and Harvard の Zhang 博士の CRISPR/Cas9 の特許が登録・公開。
Zhang 博士や Harvard Medical School の Church 博士らの立ち上げた Editas medicine
社がライバルの CRISPR Therapeutics を出し抜く（Sheridan, 2014）
。

図 3－11 国内外の主な研究開発動向

CRDS-FY2014-RR-06

独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

調査報告書
ゲノム編集技術

17

第 2 章 『ゲノム編集』俯瞰ワークショップ
2－1．ワークショップ概要

動向や規制動向の俯瞰的な把握を目的とし、34 名の有識者にご参加をいただき、
「ゲノム編集」
における有識者の発表および議論の概要を中心に取りまとめるものである。
＜WS プログラムなど＞
会合名：
「ゲノム編集」俯瞰ワークショップ
日 時：2014 年 11 月 1 日（土）10:00～17:00
場 所：JST-CRDS 2 階セミナー室
出席者：有識者（34 名）
、府省等傍聴者（9 名）
プログラム（敬称略、所属･役職はワークショップ開催時点）
：
【開会挨拶】
・永井良三（CRDS 上席フェロー）
【趣旨説明】
・飛田浩之、辻真博（CRDS フェロー）
【第 1 部：ゲノム編集技術総論】
・山本卓（広島大学大学院理学研究科 教授）
【第 2 部：基盤技術開発】
＜①ゲノム編集ツール開発 新規/改良＞
・佐久間哲史（広島大学大学院理学研究科 特任助教）
・西田敬二（神戸大学自然科学系先端融合研究環重点研究部 特命准教授）
・中村崇裕（九州大学大学院農学研究院 准教授）
＜②生命情報解析技術＞
・濡木理（東京大学大学院理学系研究科 生物科学専攻 教授）
・堀田秋津（京都大学 iPS 細胞研究所 助教授）
＜③ゲノム編集を応用した新規技術開発＞
・畑田出穂（群馬大学生体調節研究所 教授）
・谷内江望（東京大学先端科学技術研究センター 准教授）
・間世田英明（徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 准教授）
【第 3 部：実用化支援、実用化研究開発】
＜④遺伝子組換え技術開発＞
・太田邦史（東京大学大学院総合分化研究科・教養学部 教授）
・落合博（広島大学クロマチン動態数理研究拠点 特任講師）
＜⑤デリバリー技術＞
・押村光雄（鳥取大学染色体工学研究センター センター長）
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・村田昌之（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
・中西真人（
（独）産業技術総合研究所幹細胞工学研究センター 副センター長）
・加藤義雄（
（独）産業技術総合研究所 主任研究員）
＜⑥モデル動物/細胞開発＞
・相田知海（東京医科歯科大学難治疾患研究所 助教授）
・真下知士（京都大学大学院医学研究科・医学部 特定准教授）
・北畠康司（大阪大学医学系研究科小児科学講座 助教授）
＜⑦表現型解析技術＞
・小幡裕一（
（独）理化学研究所バイオリソースセンター センター長）
・上田泰己（
（独）理化学研究所生命システム研究センター グループディレクター
/東京大学大学院医学系研究科 教授）
＜⑧革新的治療技術＞
・花園豊（自治医科大学分子病態治療研究センター再生医学研究部 教授）
・谷憲三朗（九州大学生体防御医学研究所 教授）
・堀田秋津（京都大学 iPS 細胞研究所 助教授）
【第 4 部：法的倫理的側面】
＜⑨ゲノム編集と生命倫理＞
・難波栄二（鳥取大学生命機能研究支援センター 教授・センター長/鳥取大学医学部附属
病院 次世代高度医療推進センター長、遺伝子診療科長）
【総合討論】
・話題提供：山本卓（広島大学大学院理学研究科 教授）
・話題提供：坂田恒昭（CRDS 特任フェロー）
【閉会挨拶】
・浅島誠（CRDS 上席フェロー）
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2－2 ゲノム編集技術総論
山本卓 教授（広島大学大学院理学研究科）
本日のワークショップの場において、できる限りゲノム編集技術の色々な可能性、問題点が
洗い出され、国内のレベル向上につながることを期待している。また、これまで本技術につい
2014 年 9 月 24 日、JST-CRDS の俯瞰調査活動の一環として次世代基盤技術俯瞰ワーク
幡先生が参加させていただき、議論を行なった。その中で私が発表したスライドを使い、ゲノ
ム編集技術の概要説明をさせていただきたい（図 2-2-1）
。
ゲノム編集はご存じの通り、DNA を狙って切るというゲノム編集ツールを使って、様々な
生物でのゲノム改変を可能にするものである。インパクトがあるのは、全ての生物で利用可能
であるという点である。植物もここに示しているが、細胞ももちろん改変可能である。遺伝子
改変を狙って実施することが難しかった微生物でも、共同研究ベースで本技術を色々と試して
みると、企業が扱われているような、これまで遺伝子改変を狙って実施することが全くできな
かった微生物での実際に改変に、いくつか成功している。ゲノム編集ツールを細胞や微生物に
入れることさえできれば、基本的には狙って遺伝子改変をすることができる。
ゲノム編集ツールとしては、第 1 世代の Zinc Finger Nuclease、第 2 世代の TALEN、これ
らは人工ヌクレアーゼタイプで、標的配列を狙って、結合する DNA 結合ドメインに制限酵素
FokⅠのヌクレアーゼドメインを連結させた人工的なタンパク質になる。制限酵素はペアでダ
イマーを作って狙ったサイトに結合すると、切断を入れることができるので、自分でこの Zinc
Finger アレイを狙った配列に特異的に結合するようにデザインできれば、細胞に導入されたこ
のペアの人工制限酵素によって狙ったところだけを切ることが可能になる。
Zinc Finger Nuclease は 1996 年に報告されて以来、長年使われてきたが、この酵素の難し
さは Zinc Finger と標的配列 3 塩基の結合の特異性が、前後に位置する Zinc Finger によって
影響を受けてしまうことである。そのため、特異的な Zinc Finger を作ることが難しく、なか
なか研究室ベースでの人工ヌクレアーゼ Zinc Finger を使った研究が進まなかった。これに対
して 2010 年に発表されたのが、植物病原細菌のキサントモナスから単離された TAL Effector
を利用した TALEN である。N 末端側に TAL Effector、C 末端側に FokⅠ、構造的には Zinc
Finger Nuclease と同じである。TALEN は 1 つのモジュールが 34 アミノ酸からなり、これが
1 塩基を認識する。モジュールを連結しても、隣に来た塩基を認識するモジュールに干渉しな
いため、
非常に特異性の高いものを簡単に作ることができので、
2011 年以降に爆発的に TALEN
を使った研究が進んできた。
更に衝撃的だったのは、2013 年の初頭に RNA、細菌、古細菌が持つ獲得免疫システムを利
用した、CRISPR/Cas というシステムが出てきた。これはガイド RNA という小分子で標的を
ターゲットし、ヌクレアーゼと複合体を形成して切断する。切って改変をすることは、人工ヌ
クレアーゼタイプと同じだが、何よりも簡単なのは、ガイド RNA を人工 DNA で作って発現
ベクターに入れ発現させれば、Cas9 と共発現するだけで狙って切ることが簡単にできる。な
おかつ、同時に複数改変することがとても簡単にできるため、爆発的にこの方法が取り入れら
れている（図 2-2-2）
。
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切断をされた DNA は、細胞内では非相同末端結合（NHEJ）や、姉妹染色分体を利用した
相同組換え（HR）によって修復される。積極的に切断を入れることを繰り返すので、正しく
修復されても切断されていく過程でエラーを誘発するのがこの方法である。これまでは NHEJ
や HR を中心とした経路をゲノム編集に使ってきていたのだが、最近我々のグループはマイク
ロホモロジー媒介末端結合（MMEJ）に注目している。MMEJ やシングルストランドアニー
リング（SSA）という別の修復経路をうまく利用することによって、派生技術も開発されつつ
ある（図 2-2-3）
。
多くの場合、ゲノム編集ツールを細胞・個体に導入することによって、標的遺伝子への変異
導入が可能である。この場合、手本となる DNA なしに切断を入れるので、積極的に切ること
によって切断と修復を繰り返して、エラーが起こりやすい NHEJ によって小さな欠失や挿入が
起こる。欠失や挿入によってフレームがシフトすることで遺伝子が破壊される。ある種の微生
物は NHEJ の経路をもっていないケースもあるが、基本的にはこの NHEJ によって欠失を起
こして遺伝子破壊をするということは全ての生物で可能である。
一方、遺伝子ターゲティング、遺伝子挿入に関しては、狙って切ったところに相同領域をもっ
たターゲティングベクターの共導入によって、狙って GFP 遺伝子を挿入したり、薬剤耐性遺
伝子を挿入したりするということで可能だが、相同組換え修復活性が細胞周期に依存していた
り、それぞれの生物によって相同組換え活性にかなり違いがあるので、必ずしもうまくいくと
は限らない。特に、モデルで一番使われる個体であるマウスに関して簡単にこれができるかと
いうと、今かなり効率は上がっているが小さなラボベースで効率的になっているかというと、
そうでもないというのも現状かと思う（図 2-2-3）
。
ゲノム編集技術は、世界的に非常に注目されており、2011 年の『Nature Methods』誌の
Method of the year に、2013 年、13 年には『Science』のブレイクスルー技術の一つとして注
目をされてきている。これは皆さん、ご存じのことかと思う（図 2-2-4）
。
遺伝子の破壊と遺伝子のノックイン以外にも、様々な使い方が可能になってきた。一つの染
色体上を 2 カ所同時に切ることによって、大きな欠失を導入することもできるし、逆位も可能
である。あるいは、ある種のがん細胞であると、異なる染色体を同時に切断することによって
つなぎ替えが起きる転座も、実際に報告されている。まさに遺伝子を狙って改変するところか
ら、染色体を改変する技術にまで今発展しつつある（図 2-2-5）
。
ゲノム編集には、DNA を切断する機能ドメインとしてヌクレアーゼを主に使ってきたが、
今は更に発展し転写因子など、あるいは DNA の修飾レベルを変えるような酵素のドメインを
連結させた新しい技術開発も進んでいる。この図は、Zinc Finger のプラットフォーム技術と
して提唱されてきたものだが、最近では TALE で転写活性化因子や抑制因子、CRISPR に関し
ても CRISPRi で抑制をかけたり、CRISPRa でアクティベーションをかけたりすることが、か
なり簡単にできるようになっている。最近の『Cell』の論文で、今まで CRISPR はアクティベー
ターが弱かった部分もあったが、CRISPR の活性をなくした dead Cas にタグのようなものを
付けて、そこに VP16 を集積させて、非常に効率よく活性化するというような技術も出ている。
遺伝子を狙って活性化することは、実用レベルになってきている。
今、エピゲノム改変も注目されるところである。狙った遺伝子のクロマチン環境を、TALE
や CRISPR を使ったエピゲノム編集によって改変することが、今後展開していくことは恐らく
間違いないのではないかと考えている（図 2-2-6）
。
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ゲノム編集技術が、次世代の基盤技術として支援されるべきものかどうかということに関し
て考えた。ワークショップで指示された視点（健康増進、食糧問題、エネルギー問題など）に
対応して作成した資料である。特に今回のワークショップでは健康増進に関連して、創薬スク
リーニングのためのモデル細胞、
動物の作製にゲノム編集技術は必須であることは間違いない。
そして遺伝子治療、再生医療である。今回、遺伝子治療の話題もあるが、遺伝子治療に使える
もう臨床治験で Zinc Finger Nuclease を導入によって、血友病の治療が試されている。あるい
うことも動物実験では成功しているので、日本も遅れずに進めていく必要があるかと思う。食
糧問題、エネルギー問題に関しては、今回はどちらかというと創薬に向けたところに視点があ
ると思うので、あまり詳しくは触れない。食糧問題に関しては、農水畜産物の改変を本年度か
ら、内閣府の戦略的創造イノベーション創造プログラムの中で、ゲノム編集を使った有用品種
の作出ということがテーマに上がっているので、
そちらのほうが中心で進められていくと思う。
エネルギー問題に関しては、ゲノム編集によって石油を効率良く作る藻類を作るなどという論
文も出ているので、こちらのほうでも積極的に国内としては使っていく必要があるだろうと考
えている（図 2-2-7）
。
これは、ゲノム編集の再生医療での可能性として、よく私が使っているスライドである。堀
田先生から本日発表があるが、患者さんの iPS 細胞を樹立して、遺伝性疾患であれば疾患の原
因となっている変異をゲノム編集によって修復できる。更にゲノム編集ツールを人工転写因子
に利用して正常細胞を効率良く作製し、治療に使うということが、恐らく究極の医療になると
思う。もちろん、クオリティの問題があるので、ものすごく道のりは長いが、こういうことを
日本の中でどんどん研究レベルを上げて進めておかないと、実用化につながらない（図 2-2-8）
。
農水畜産物に関しては、具体的にある遺伝子を破壊すれば筋肉隆々なウシ、ブタを作れるし、
腐りにくいような野菜を作ったりすることも可能である。しかし実際のゲノム編集では、先ほ
どの左側の経路でいくと、本当に欠失変異しか残らない。従ってプロセスで評価ができない。
作製したものが安全かどうかという評価をきっちり研究者がやって、安全だというデータを出
していかなくてはいけないと思う（図 2-2-9）
。
本日はあまり中心ではないが、中国でゲノム編集の論文がパブリッシュされるスピードはも
のすごく速い。最近はオレンジでもゲノム編集したとか、色々な論文が出ているので、日本国
内にそういう物が入ってくるのは、もう目の前である。入ってきたときにそれが安全かどうか
を研究者が評価できないということは、非常によくない。安全面も含めた研究というものを、
スタートさせないと間に合わない。3 年前ぐらいから「早くしないと全く勝負になりませんよ」
と言い続けてきたが、なかなか新規ゲノム編集ツールに支援をいただくのが難しい現状もあっ
た。
ゲノム編集研究の動向ということで少し述べると、海外は米国を中心にゲノム編集研究の中
心であり、開発力は世界一である。CRISPR/Cas に関しては Broad Institute of MIT and
Harvard の Feng Zhang のグループが全てを掌握しているといっても過言ではないぐらいの力
を持っている。ヨーロッパのほうは研究レベルだと、非常にセンスの良い研究を進められてい
て、開発力も高いし、応用に関しても着実に行っているという気がする。中国は農作物が中心
なのだが、医療関係の例えばウイルス破壊のゲノム編集ツールを使うというようなところも頑
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張っている。韓国は Jin-Soo Kim を中心にして、ゲノム編集の世界的なコミュニティの中にう
まく連携して、新しい技術をどんどん入れている。ソウル国際大学では Jin-Soo Kim がヒトの
遺伝子をターゲットにする TALEN のコレクションを、既にライブラリとして持っているとい
うような状況である。
日本のゲノム編集ツール開発は、濡木先生による Cas の立体構造解析をはじめとして、我々
の改良、新規ノックイン技術なども結構進んではきている。先ほどの論文で、日本も頑張って
いるという雰囲気もあったが、それは引用率だけの問題で、基礎技術開発という面では、ほと
んど負けている状態だと私は思う。
一方、細胞や動物を中心としたゲノム編集による改変研究は、意外と日本が勝っていると私
は思っている。海外の開発者というのは、とにかく開発をするところに視点があるので、使え
ようが使えまいが新しいものをどんどん作ったら論文にしていく。それが実際に使えるものか
といったときに、そこをつなぐ部分が弱いと思う。日本はその部分では、開発者とユーザーの
ほうとの連携が比較的うまくいっていることによって、論文はそれなりのレベルまで上がって
いると私は思っている。
植物の研究というのは、先ほど述べたように戦略的イノベーションの SIP で進められる予定
になっている（図 2-2-10）
。
一つ、日本の中でゲノム編集を支援していた団体として、これは私が代表させてもらってい
るゲノム編集コンソーシアムというものを立ち上げて、2 年前から研究会や講習会で支援を
行ってきた。第 4 回のゲノム編集研究会が先月の初めにあったが、230 名ほどの参加をいただ
いた。企業からもかなり注目をされているということで、企業から 40 名ほど参加をいただい
ている。使わなくてはいけない技術だということは、基礎研究分野のほう、産業界のほうも認
めているところだというのは間違いないと思う（図 2-2-11）
。
わが国の問題点として、国産ゲノム編集ツーの開発と、それを使ったような改変技術の開発
の遅れというのは、これは否定できない。今の TALEN にしても CRISPR にしても、全て海外
の特許のものなので、基盤部分でのツールの国産特許を持っていないということは、今後大き
く響いてくる。ここは必ず、こういう研究費が立ち上がったときには、もちろん基盤技術で改
変技術を並行に作りながら、国産の技術をつくっておかなければならない（図 2-2-12）。
「CRISPR を使った改変には多額の使用料を払わなければいけない」ということは目に見えて
いる。たとえ効率が悪くとも国産技術で並行してゲノム編集できるようにしておくことが、今
のところ良いのではないかと私は思う。
国内の支援体制の構築ということころも、やはりしっかりしていかなくてはいけない。特に
ゲノム編集技術の開発者が、国内に異常に少ないと思っている。使っていただいているほうは
多いので、ユーザーのほうは非常に多いが、開発者といわれたときに「誰かな」と思い浮かべ
ると、あまり数が浮かんでこない。
ゲノム編集における重要研究テーマとすると、国産ゲノム編集ツールの開発は必須だと思う
（図 2-2-13）
。時間がかかろうとも今から作らないと、もう間に合わない。もうあと 1 年、2 年
遅れたらアウトだと思う。より精密な遺伝子改変技術の開発。これも周辺特許を取っていくと
いうところでは、非常に重要になってくると思う。特に私が今、効率良くやらなければいけな
いと思っているのは、疾患モデル作製するときに、色々な遺伝情報の解析から複数の SNP に
関して、特定の SNP だけを改変する技術というのはあまりできていない。本日落合君の発表
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では、2 段階の一塩基置換法を紹介するが、恐らく正確にできる技術は今それしかない。別の
手法もあるが、それらは職人芸的なところがあるので汎用技術しては不十分だと思う。そのあ
たりを確立していくことが重要である。これは世界的にまだ安定したシステムはできていない
と思う。
ノックインも、大きな断片を自由自在に個体レベルに入れるという技術も、今のところはま
ろまではいっていないので、
そういう技術開発で特許を取っていくということも重要かと思う。
ゼというものをつくることによって、エピゲノム編集をする技術というのを積極的に進めるべ
きかと思う。
ゲノム編集研究の実施のための時間軸について説明する。ゲノム編集ツール開発は、今から
3 年、集中的にやる必要がある。一塩基置換などの技術開発も、継続して続けていく必要があ
る。ツールという意味での派生技術の開発は、やはり 3 年ぐらいが非常に重要である。安全性
評価に関しては、早急に集中してやる必要があるというようなタイムスケジュールを考えて、
提案させていただいた（図 2-2-14）
。
今回のゲノム編集の議論では、国内に具体的にはどのような技術があって、どれくらい研究
が進んでいて、今後はこういう発展性が見込まれる具体例を、たくさん出していただきたい。
先生方の立派なご研究に加え、それからいかにして海外に勝てるような技術になるのかという
熱い気持ちをお聞かせいただくことが、多分今回のワークショップで一番大事ではないかと
思っている。
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ゲノム編集技術開発の必要性

ゲノム編集で利用される様々な部位特異的ヌクレアーゼ
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部位特異的ヌクレアーゼを基盤とするゲノム編集
（Genome Editing)

二本鎖DNAの切断 (DSB) は速やかに修復される
相同染⾊体

遺伝子ターゲティング

標的遺伝子への変異導入

Homologous
chromosomes

マイクロホモロジー
末端結合
（MMEJ)

DSB

DNA修復

シングルストランド
アニーリング
（SSA)

修復ミス
を誘導

遺伝子破壊
Non-homologous End Joining

⾮相同末端結合(NHEJ)

Homologous Recombination

相同組換え(HR)

Department of Mathematical and Life Sciences, Graduate School of Science, Hiroshima University.

Hiroshi Ochiai

3

・Genome editingがNature Methods誌のMethod of the year 2011
・TALENがScience誌の2012年のBreakthroughのひとつに
・CRISPR/Cas9がScience誌の2013年のBreakthroughのひとつに

図 2-2-3

ヌクレアーゼを用いた様々なタイプのゲノム編集

図 2-2-4

ゲノム編集のプラットフォーム技術
CRISPRa

CRISPR/Cas9
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Modified from Joung & Sander, 2012

図 2-2-5

ゲノム編集技術と社会との関係

図 2-2-6

人工ヌクレアーゼの利用例（２）遺伝子疾患の治療
ゲノム編集技術の利用例：遺伝性疾患の治療

１．健康増進
・創薬スクリーニングのためのモデル細胞・動物の作製
・遺伝子治療・再生医療
→ 例：病態解明、効率的な薬の開発、病気の治療
２．食糧問題
・農水畜産物の品種改良
→ 例：腐りにくい作物、成長の早い品種
３．エネルギー問題
・微生物のゲノム編集による有用微生物作製
→ 例：エネルギー産生藻類

図 2-2-7
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ゲノム編集の農水畜産物の品種改良での利用

ゲノム編集研究の動向
【海外】
米国…ゲノム編集研究の中心、開発力は世界一
例：MITを中心にCRISPR/Casの開発を進めている

欧州…基礎技術開発力が高い
中国…農作物の改変、医療応用も積極的
韓国…高い技術力

例：Casの立体構造解析、TALENの改良、新規ノックイン技術
例：魚、マウス、ラット、ブタなど広い種での研究実績

・植物研究
SIPにおいてゲノム編集を利用した品種改良が本年開始予定

図 2-2-9

図 2-2-10

我が国の問題点
運営メンバー：山本 卓、野地澄晴、芹川忠夫、真下知士、刑部敬史
川原敦雄、笹倉靖徳、阿形清和
活動目的
・人工ヌクレアーゼの作製・開発およびゲノム編集
・ゲノム編集に関する情報交換および共同研究の推進
・ゲノム編集を核とした産学官の連携
活動状況
・第１回人工ヌクレアーゼ(ZFN)作製講習会(2011. 1. 20-21, 東広島）
・第２回人工ヌクレアーゼ(TALEN)作製講習会(2012. 1. 23-26, 東広島）
・第１回ゲノム編集研究会(2012. 2. 28-29, 東広島）
・第３回人工ヌクレアーゼ(TALEN)作製講習会(2012. 1. 23-26, 東広島）
・第２回ゲノム編集研究会(2012. 9. 20, 岡崎）
・第４回人工ヌクレアーゼ(TALEN)作製講習会(2012. 10. 23-25, 東広島）
・第５回人工ヌクレアーゼ(TALEN)作製講習会(2013. 1. 29-31, 東広島）
・第６回人工ヌクレアーゼ(TALEN)作製講習会(2013. 4. 23-25, 東広島）
Takashi
・第３回ゲノム編集研究会(2013.
10.YAMAMOTO
26-27, 東広島）
・日本分子生物学会・ゲノム編集のワークショップ(2013.12..3, 神戸)
Dept. of Mathematical and Life Sciences, 徳島)
・RNAi及びゲノム編集に関する国際シンポジウム(2014.3.14-16,
Grad School of Sciences,
Hiroshima
University
・第４回ゲノム編集研究会(2014.
10. 6-7,
広島）
・第８回人工ヌクレアーゼ(TALEN)作製講習会(2014.10. 21-23, 東広島）

１．国産ゲノム編集ツールと改変技術の開発の遅れ
・ゲノム編集研究の大型プロジェクトは採択されておらず、独自の
ツール開発は進んでいない。
・幹細胞研究や品種改良においても不可欠な技術であるが、これら
の分野でのゲノム編集技術の開発は海外に大きく遅れている。

２．研究支援体制の構築の遅れ
・組織的な技術提供と情報提供の必要性

３．ゲノム編集技術の開発研究者の人材育成の遅れ
・ゲノム編集のツールや改変技術の国内開発者は限られている

４．産業化へ向けたベンチャー企業の不在
・ゲノム編集の産業利用にはベンチャーでのトライアルが必要
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図 2-2-12

ゲノム編集における重要研究テーマ

必要な研究期間
１年

１．国産ゲノム編集ツールの開発（知財の確保）
・PPRモチーフなど新規DNA結合ドメインを利用したツール開発
・立体構造解析をベースとした新規ツールの開発
・既存ツールの改良

２．より精密な遺伝子改変技術の開発
・一塩基置換の効率的導入方法の確立（疾患モデル作製に不可欠）
・様々な生物種に利用可能な遺伝子ノックイン技術の確立

３．派生技術開発（ゲノム修飾や人工酵素）
・標的遺伝子クロマチン修飾レベルの改変技術の確立
（エピゲノム編集）
・人工転写因子作製技術の確立

４．安全性評価法の確立
・次世代シークエンサーを用いた細胞・個体での評価法の確立

図 2-2-13
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2年

3年

4年

5年

１．国産ゲノム編集
ツール開発
２．精密な遺伝子改
変技術の開発
３．派生技術開発
４．安全性評価法
の確立
＊開発スピードが非常に速く国際競争が激しいため、早急な重点支援が
必要な分野と考えられる
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2－3 ゲノム編集ツール開発 新規/改良
2－3－1 佐久間哲史 特任助教 （広島大学大学院理学研究科）
我々は TALEN を中心として、ゲノム編集のシステム開発をこれまで行ってきた。このスラ
イドでは、これまでに我々が開発してきたシステムを簡単に一覧にしている（図 2-3-1-1、図
2-3-1-2）
。
これ以外にも Zinc Finger Nuclease の構築システムや、変異が入った細胞を効率的に濃縮す
るシステムなどの開発も行っている。主には TALEN の作製システムとして、従来の Golden
Gate TALEN を効率的に作製・評価するシステムとして TALEN Accessory Pack を確立して
いる。
また、
高活性型の Platinum TALEN を効率的に作製するシステムとして、
Platinum Gate
TALEN Kit を確立している。これらのキットは Addgene にプラスミドキットとして寄託をし
ており、国内外で広く使用されている。
更に CRISPR/Cas9 に関しては、最大で 7 個までのガイド RNA と Cas9 タンパク質の発現
カセットを単一のベクター上に搭載し、オールインワンの複数改変用 CRISPR/Cas9 ベクター
を構築するシステムも確立している。こちらもプラスミドキットとして Addgene に寄託し、
供給が開始されている。
それから新しいノックイン法として、マイクロホモロジー媒介末端結合、MMEJ と呼ばれる
修復経路を利用したノックイン法も確立しており、論文発表および特許出願を行っている。ゲ
ノム編集ツールに関しては海外技術の改良なので、国産の新規技術としては九大の中村先生と
共同開発で、DNA 結合型の PPR を用いたゲノム編集ツールを今後進めていきたいと考えてい
る。ただ、PPR も DNA 結合型タンパク質なので、やはり我々としては確立された DNA 結合
型タンパク質である TALE を用いて、基盤技術を整備していきつつ、その知見を PPR に応用
していくという方向で考えている（図 2-3-1-2）
。
まず自己紹介がてらに Platinum TALEN の開発の経緯をご説明させていただきたい。こち
らに示しているのが、TALE タンパク質の基本構造である。DNA 結合ドメイン中の一つのモ
ジュールは、34 アミノ酸からなっている。この 34 アミノ酸はほぼ同じ配列なのだが、このう
ちの 12 番目と 13 番目のアミノ酸が RVD と言われている。この二つのアミノ酸の違いによっ
て、DNA のどの塩基を認識するかを定義している（図 2-3-1-3）
。
ただ、それ以外に、実は天然に存在する TALE タンパク質には、もう 2 カ所ほどバリエーショ
ンが存在している。矢印で示している 4 番目と 32 番目のところにバリエーションが存在して
いる。これまで一般的に用いられてきた Golden Gate の TALEN というのは、この 2 つのバリ
エーションの位置に関しては、自然界で最も頻度が高い D-アスパラギン酸のみを用いた
Constant Repeat というものを採用していた。しかしながら、このバリエーションが TALE の
活性に意味があるのではないかということで、自然界に存在するバリエーションを反映した形
の Variable Repeat で構築した TALEN と、Constant Repeat の TALEN との活性の違いを比
較した。
その結果がこちらである。CR と示しているのが従来型の Constant Repeat で、VR が可変
型の Variable Repeat である。CR と VR で比較すると、必ず VR のほうが高い活性であるとい
うことが分かってきた。こちらに数字で示しているのは、TALE の N 末と C 末のスキャフォー
ルドの長さである。それぞれのスキャフォールドで CR と VR で比較すると、やはり VR のほ
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うが高い活性を示しているということになる（図 2-3-1-4）
。
このことから、我々は Variable Repeat を有する TALEN を効率的に作製できる Platinum
Gate System を確立した。このシステムは 2 段階の Golden Gate 法によって TALEN を作製
するシステムである。我々は 1 段階目の 4 モジュールを連結したライブラリを既に作製してい
るので、我々のところで TALEN を構築する際には 1 段階のアセンブリで、3 日間ほどで構築
新しいノックイン法に関しては、我々は PITCh system と名付けている。従来の HR を用い
が、MMEJ の場合は基本的にどのような細胞でも、あるいはどのような動物個体でも効率的に
動く。ドナーベクターとゲノム上の配列を同時に切断して、ドナーベクターの末端にゲノム上
の切断末端と相同な短いマイクロホモロジーと呼ばれる領域を付加しておくことで、MMEJ
による正確で高効率なノックインができるシステムを確立した。
こちらは TALEN を用いた例である。CRISPR/Cas9 を用いても可能であり、その場合には
2 カ所を同時に切断して、カセットだけをノックインするという形でやっている。この方法を
用いると、高効率かつ正確にあらかじめ定義したつなぎ目のノックインが可能となる（図
2-3-1-6、図 2-3-1-7）
。
今後の方針として、多機能型のゲノム編集ツールの開発を考えている。最初の山本先生から
のイントロダクションにもあったように、ゲノム編集はヌクレアーゼだけではなく、遺伝子の
活性化やエピゲノム編集などにも応用可能である。例えば一つのケースとしては、VP64 活性
化ドメインによる転写の活性化をしつつ、その転写の活性に関わる DNA のメチル化状態も同
時に変えてやるということで、より増強された転写の活性化ができる。また、転写活性化の持
続性の向上にも役立つだろうと考えている。
また、ヌクレアーゼと同時に、周辺のクロマチン環境を緩めるようなものを入れてやること
で、ヘテロクロマチン領域におけるゲノム編集なども可能になるのではないかと考えている。
これらの技術基盤を TALE や CRISPR を用いて築いた後に、
それを PPR に置き換えることで、
高機能性の国産技術の確立を目指したいと考えている。
＜質疑応答＞
○永井 これによってノックインの効率はどれくらい上がったのか。また細胞の種類によって
効率がどのように違うのか。
○佐久間 ノックインの効率は、HeLa 細胞で検討した結果、従来の方法に比べて 2 倍から 3
倍ぐらいの効率の上昇が見られる。他に培養細胞だけではなくて、動物個体でも検討してい
る。動物個体の場合は、これまでノックインが全くできていなかったアフリカツメガエルや
カイコなどでも、この方法を用いればノックインができるようになったことを確認してい
る。
〇谷内江 自然界の Variable を入れたバージョンの Off-Target Effect はどうか。
○佐久間 まず Off-Target に関して、例えばホールゲノムなどを用いて包括的な評価はできて
いない。レポーターベースでモジュールをスワップした際に、どのくらい活性が落ちるかを
見ているが、Variable repeat の TALEN はやはり活性が高い。あまり詳しく述べなかったが、
TALE の C 末が 63 アミノ酸のものは、C 末端のドメインが長いものになり、フレキシビリ
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ティがかなり高いので、比較的ミスマッチがあっても許容してしまうという傾向はあった。
ただ、C 末を短くした 47 アミノ酸のほうであると、活性は上がるが、それほど特異性は落
ちないということも確認している。
○谷内江

ホールゲノムで評価しなくても、ミューテーションをわざと入れたターゲットを

作って、それを切ってみたら良いと思う。
○佐久間 レポーターベースでは、一応確かめている。
○谷内江 もう 1 点、TALEN の方が CRISPR よりも有利な点は何か。
○山本 私からコメントさせて頂く。CRISPR/Cas は、特にがん細胞に対して、オリジナル技
術では使わないほうが良い。論文上で、がん細胞を CRISPR/Cas でノックアウトすると、色々
なところにニックを入れたり、切断を入れたりして、変異導入が非常に高い。CRISPR を使
うのであれば、Nickase 型や dCas9-FokⅠなどの新しい技術を使わないと、何をやっている
か分からない。TALEN の場合は特異性が高いので、使い勝手がまだ良い良い。ただしガイ
ド RNA で、連鎖球菌の Cas だと GG が必ず必要である。この周辺で特異的なガイドを設計
したいといったときには、意外と自由度が低いのが問題になる。現状では TALEN のほうが、
その点はコントロールが利くと認識している。
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2－3－2 西田敬二 特命准教授（神戸大学自然科学系先端融合研究環重点研究部）
既にご紹介にあったように、人工ヌクレアーゼ技術というものは、非常に素晴らしい革命的
な技術である。これまでの技術、Zinc Finger、TALEN、CRISPR に共通するのは、基本的に
ヌクレアーゼ活性を用いて二重鎖切断を引き起こし、その結果として宿主の修復機構に依存し
て変異が入ることを期待するものである。
ヌクレアーゼに関わる部分の共通の問題として、それによって強い毒性であるとか、大きな
ゲノム再編、クロマチンの再編なども起こり得るということが挙げられる。そして材料によっ
ては、それがかなり大きな問題になる場合もある。私どもが注目している 1 つめの点としては、
ヌクレアーゼ以外の活性でこの点を解決できないかということである。
そして、知財的な問題として、既に紹介があったように、基本的にこれは基幹技術が海外の
ものであるので、
知財戦略という観点から国産の技術で対抗できるものはないかということで、
開発を進めてきた（図 2-3-2-1、図 2-3-2-2）
。
我々でうまくいっているのは、Taget-AID と名付けているが、ヌクレアーゼではなくデアミ
ナーゼという脱アミノ化反応を引き起こすことで、塩基置換を引き起こして点変異を導入する
というシステムを開発した。DNA を切らずに直接変異を入れて、最終的にその変異が固定さ
れるというシステムである。これによって二重鎖切断による問題を回避できるということと、
ピンポイントにゲノムの塩基置換を行うことができる（図 2-3-2-3）
。
例えば配列認識としては、従来型のものを取りあえず用いているが、CRISPR/Cas を使った
場合である。こちらに示すように、配列認識に対してこの狭い領域のシトシンに変異を入れる
ことができる。出芽酵母で実証実験を行っているが、この場合であると終止コドンを入れると
いうふうにデザインしており、良いところで 50 パーセント、悪くても 15 パーセントの確率で
終止コドンを狙ったように入れることができている（図 2-3-2-4）
。
その毒性の評価について、微生物系はかなりヌクレアーゼ型に感受性が高いが、我々の技術
であるとその毒性はなく、増殖を続けることができる（図 2-3-2-5）
。
また、複数同時編集も重要な課題である。この二つの遺伝子を標的とした場合、基本的に変
異は狙った箇所、ほぼ全てに入る。ただ、変異の結果としてのバリエーションがあるので、望
みの変異という観点では大体 50 パーセントである。こちらも大体 50 パーセントで、両方に望
みの変異が入るという観点からすると、およそ 3 割の確率で二重変異を獲得できている（図
2-3-2-6）
。
そしてまた多くの生物は倍数性があるので、両アリルに対してどのように変異が入るかとい
うこともやっている。実際のところ変異が入る確率というのは、期待値よりも高いという結果
が得られた。つまり、50 パーセントと 50 パーセントで 25 パーセントになるのかというと、
それよりもかなり高い値が出てきている。それは恐らく相補鎖の相同修復によって、アリルが
両方とも同じ変異になるという現象が関わっているのではないかと考えている（図 2-3-2-7）
。
我々が持っている技術は、CRISPR/Cas にも共通するが、遺伝子配列の挿入がないというこ
と、それに加えて染色体の切断がないというところで、毒性を回避できる。またそれが今後の
議論であるが、組換え規制というものからも、より受け入れやすいものになってくると考えて
いる。
また、少なくともクロスライセンス等で、海外の技術との取引も可能になると考えている。
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この技術を応用すると、メチル化塩基を特異的に狙うこともできるので、エピジェネティック
操作も可能になると考えている。また、この後紹介するが、反応様式を変えることによって、
むしろ周辺にランダムな変異を入れるというような操作法も可能であり、全くこれまでなかっ
た進化工学的なアプローチも可能になる。材料のほうも、既に微生物系ではうまくいくという
ことが、我々の一つの大きな強みである。より高等な生き物に対しても適用していくことを計
先ほどはピンポイントで変異を入れるという形式であったが、反応様式を少し変えると、あ
に遺伝子の機能解析という部分でも使えるし、進化工学的に新しいタンパク質機能遺伝子を生
み出したいというようなアプローチにも非常に有用であると考えている。こういった技術に
よって、新たな学術的なアプローチ、我々は合成進化生物学と呼んでいるが、こういった部分
の開拓も目指したいと思っている（図 2-3-2-9）
。
そして核酸 DNA 配列認識の部分においては、これも重要な課題と考えており、これまでい
ずれも自然界に存在するものベースに作られていた。それに対して、より人工的な構成によっ
て全く新しい DNA 配列認識というものを作れるのではないかということで、こういったモ
チーフを組み合わせていって、きわめて人工的なもので望みの形質、例えば高いデザイン性と
Off-Target 性の低減というものを目指せるのではないかと思う。これから展開していくもので
はあるが、ぜひこういうこともやっていきたいと考えている（図 2-3-2-10）
。
既に我々としては、例えば植物の育種に持っていって、より社会に受け入れられやすい、な
おかつ非常に高い効率で有用な作物が生み出せるのではないか考えている。また、わが国の重
要な技術である iPS 技術とも組み合わせることによって、疾患モデル等々のところからの産業
化、また医療への貢献も可能だと考えている（図 2-3-2-11、図 2-3-2-12）
。
＜質疑応答＞
○谷内江 ランダムにミューテーションが入っていくものは、sgRNA をタイリングしてペタ
ペタ貼るという話ではないか。
○西田 そうではなく、酵素反応の違いである。
○落合 2 点ある。1 つ目は、多分アメリカのことだと思うが、かなり前に Zinc Finger とデア
ミナーゼを付けて開発するというパテントの申請を見たことがあるが、それとのバッティン
グについて。2 つ目は、デアミナーゼを使うと C から T、または A から G の変換だけだと思
うが、それを別の塩基から塩基に変えることができるかについて教えて頂きたい。
○西田 この以前にあった Zinc Finger と AID をぶつけるシステムだが、まず効率という点で
桁が全く違うことと、狙った場所に入るかどうかということが違う。これは、単純にこの酵
素を DNA 配列にぶつけるだけでは、実は作用しない。もう一つ工夫が必要で、そこがない
と例えば狙ったところに高い効率では入らない。実用性という段階で全然違うと思う。また、
今回はシチジンデアミナーゼを用いているが、アデノシンデアミナーゼ等々もあるので、そ
ちらも同様の機構でやると、例えば A から G であるとか、その裏の T から C という変異も
恐らく可能かと思う。
○落合 アミナーゼを付けていると、CRISPR/Cas9 を発現していても、色々なところに変異
が入るような気がするが、その辺はどうか。
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○西田 最初に申し上げた点と少し絡むが、ただ AID があるだけでは変異の入る確率というの
は実は非常に低い。DNA に対して構造的な変化を引き起こして、AID がアクセスできる環
境を作る必要がある。そこが、我々の技術が持っている一つの大きなポイントになっている。
○堀田 哺乳類由来のデアミナーゼならば、メチル化シトシンの親和性が高く、それを T に変
換する反応が高いと思うが、酵母の場合ではメチル化はほとんどない。シトシンがメチル化
されていなくても効率良く変換できるということだったと思うが、メチル化しているともっ
と効率が良くいくとお考えか。
○西田 恐らくメチル化しているほうが、効率は高いと思う。しかし、我々が使っているもの
は哺乳類由来のデアミナーゼではない。
○上田 ポイントミューテーションを入れていくと、どうしてもサーチする範囲が狭くなって
しまうような気がするが、そちらの方向でいったほうが筋は良いのか。それとも DNA 合成
のようなものと組み合わせて、アミノ酸ベースでサーチしていくような、ポイントミュー
テーションでは起こらないようなサーチも実現する方向が筋は良いような気がしたが、そこ
ら辺のお考えは。
○西田 サーチというのは、どういったような。
○上田 何か新しいタンパクの機能を調べていくときに、今は「塩基を変えていきましょう」
という話でしたよね。そうではなくてアミノ酸ベースで、せっかく DNA 合成のようなもの
が今進んできているので、そういう方向でいったほうが進化に、より新しいものが出てくる
と思った。
○西田 恐らく単純に遺伝子を破壊したいというニーズに対しては、従来のヌクレアーゼ型で
対応できる部分が多いかと思う。例えばタンパク質もそうであるし、あるいは非コード領域
のマイクロ RNA などをターゲットとする際、一塩基だけを置換したいといったときに、恐
らくこちらのほうが有利となる。
○上田 そうではなくて、あるタンパク、あるいはある RNA に対するランダムライブラリの
ようなものを入れてしまう方が、筋が良さそうな気がした。
○西田 この辺の技術でできることとしては、常に変異をかけ続けることができるという点が
ある。そうするとライブラリのサイズが無限大になる。恐らく PCR ベースで入れると、一
回そこで変異ライブラリを作って、それを導入する。
○上田 PCR ではなくて、DNA 合成で入れたらどうか。
○西田 まず形質転換効率というところでライブラリのサイズが規定されると思う。
○上田 でもそこが今、上がってきているではないか。
○西田 我々の場合は、ゲノムの上に直接ランダムに変異を入れることができる。例えば直接
ゲノムを書き換えたいというニーズがあるときに有効だと考えている。
○山本 dCas を使われている限りは、先生の特殊技術があったとしても、どうしても既存の
特許を避けることができないと思う。デアミナーゼ自身は、すでに総説でも出ているので、
多分恐らく海外の人たちはもうやっていると思う。安全性を確保しているということで、デ
アミナーゼの技術はものすごく良いと思う。
○西田 おっしゃる通りで、配列因子の部分と組み合わせて完全にオリジナルのものを作ると
いうのが、我々の究極のゴールである。だが、非常にリスクも高い部分なので、良いサポー
トがあると助かると考えている。
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“ゲノムを切らずに書き換える技術”
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複数遺伝子同時編集

ヌクレアーゼ人工酵素に比して大幅に毒性が低いことを確認
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倍数体ゲノム編集

次世代ゲノム編集技術の優位性・将来性
• 染色体の切断、マーカー遺伝子や置換配列の
挿入が無い

劣性変異表現型

出芽酵母二倍体株（YPH501)

ade1 変異（赤コロニー）率

WT‐Ade1

SD‐LU
Ade1‐T1
Can1‐T8
Ade1‐T5
Can1‐T8

ACGATAATGTCAATTACGAAG

ヘテロ変異
（白コロニー）

ホモ変異
（赤コロニー）

Ade1‐T1
Can1‐T8
Ade1‐T5
Can1‐T8

適用材料の拡大
• 原核生物（大腸菌）で実証

• 海外技術依存からの脱却、クロスライセンス

can1変異（canavanine耐性）率

+Canavanine

⇒ 従来では困難な材料（大多数の微生物）にも適用可能
⇒ 複数同時編集による迅速・大規模なゲノム操作
⇒ 遺伝子組み換え規制外？

• 高等植物で進行中

⇒ 応用・産業化への障害を回避

• 動物細胞（ゼブラフィッシュ・ウニで予定）
• iPS細胞で計画中

• 反応機構・認識塩基の多様化
⇒ メチル化塩基の編集 → エピジェネティック操作の実現

両アリルがホモ変異となる率は期待値よりも高い（相補鎖修復による?)

• 領域特異的ランダム変異
⇒ 人工的な超変異を実現 → 合成進化生物学へ

図 2-3-2-7

“領域特異的超進化”を誘導する人工酵素の開発に成功
（特許出願準備中）

図 2-3-2-8

新しい核酸配列特異的作用機構の人工的構築
• 従来のゲノム編集技術は自然界に存在する機構をベースにしていた
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• 種々の制限を回避した高デザイン性と低オフターゲット性の両立
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• 人工的な構成でDNA配列認識人工酵素をデザインする

1200
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配列特異的核酸共有結合部位

異なる反応様式で
ターゲット領域周辺部への
ランダムな変異導入を高効率で実現

a1011c

t851g

ターゲット配列＋ヘアピン核酸

ニック挿入酵素

a832t

→ 領域特異的な高速進化誘導
ミスマッチ導入および修復酵素による正確な編集

CRISPRを凌駕する高デザイン性

これまでにない進化工学ツールを提供
国産技術を基盤とした
新たな領域“合成進化生物学”を開拓

二重鎖切断なしにDNA配列の置き換え・挿入

図 2-3-2-9

日本発の技術を基盤とした安全で高効率な標的化ゲノム育種
ピンポイント塩基置換による
遺伝子機能解析・改変／ＳＮＰ操作

標的ランダム変異による合成進化手法 発現・代謝制御ネットワークの大規模改変
特定遺伝子領域の進化誘導

図 2-3-2-10

次世代ゲノム編集技術とiPS細胞技術の融合による
我が国発“ in vitro iPS Forward Genetics”の基盤形成
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in vitroで
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VS
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図 2-3-2-11
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2－3－3 中村崇裕 准教授（九州大学大学院農学研究院）
我々は PPR という、今までの核酸認識モジュールとは異なる素材を用いてゲノム編集の新
しいツールを作っていることが強みである。この PPR というタンパク質は、植物に多く含ま
れており、共生オルガネラの制御因子として働く。古細菌にはなく、ミトコンドリアを持つ真
このタンパク質は 35 アミノ酸からなる PPR モチーフの連続で構成している。アミノ酸配列
DNA 結合種はマイナーな分子種である。核酸との結合においては、モチーフと塩基が 1 対 1
で対応して、3 つのアミノ酸、この図の中の 1 番と 4 番と後ろから 2 つ目のマイナス 2 という、
構造上ここのところで結合ポケットを形成することで結合塩基を指定する。当然アミノ酸配列
から結合配列をプログラムできる。
PPR モチーフ自身は二つのαヘリックスという単純な構造で構成されているので、これをレ
ゴブロックのようにつなげることでカスタムの核酸結合タンパク質ができる。このルールは、
RNA 結合型の PPR 分子と DNA 結合型の PPR 分子で、ほぼルールを共有しているので、同じ
ような理論体系でカスタムの DNA 結合タンパク質、RNA 結合蛋白質を作ることができる。
RNA に結合するタンパク質の設計と利用、DNA に結合するタンパク質の設計と利用、両方に
対して基盤技術の特許化を行っている（図 2-3-3-1）
。
今まで第 1 世代の Zinc Finger から第 3 世代の CRISPR まで、三つのゲノム操作ツールが確
立している。その前にはメガヌクレアーゼがあった。DNA/RNA 操作ツールというものは、標
的の RNA の長さをどれだけ自由に変えるか、どのような配列でも選べるか、理論的な構築が
できるか、この三つでスペックが決定すると私たちは考えている。そう考えていくと、設計自
由度が高いものは TALEN だと思う。CRISPR の場合は、いくつかの制限があるが、ガイド
RNA でターゲットの配列が選択できるので、非常に安価で簡便にできるというのが大きな強
みになってくると思う。
DNA 操作ツールの下に RNA 操作ツールを並べたが、CRISPR は非常に RNAi に良く似て
いる。産業化での器用な使い方を考えると、CRISPR の利用では、デリバリーシステムとオフ
ターゲットに将来的に問題が出てくる可能性が高い。従って私たちの中では、TALEN と
CRISPR を用途によって使い分けていかなければいけないのではないかと思っている。
私たちの技術である DNA-PPR は、まだ開発は進んでいないが、現状明らかになっている性
能としては TALEN とほぼ同等の位置づけである。RNA 操作ができる RNA-PPR であるが、
タンパク性の因子で高いスペックをもつ RNA 操作技術は確立されておらず、ここに該当する
技術を開発できれば、おいしい。DNA-PPR は純国産のゲノム編集が可能である。RNA-PPR
に関しては、RNA 操作のところで世界と戦える技術シーズであろうと私たちは思っている（図
2-3-3-2）
。
特に RNA 操作ということに関しては、以下のような場面での利用を考えている。ゲノムプ
ロジェクトがある程度目処が付いたが、ゲノムのサイズやタンパク質の数では、生物の複雑さ
や生物の独自性というものは全く説明できない。その代わりに、すごく複雑な選択的なスプラ
イシングであったり、原核生物からヒトまでの進化によって増えていく「転写はされるが翻訳
はされない非コード RNA」が見つかってきて、この辺が多分、生物の生物らしさを決めてい
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ると予想されている。しかし、汎用性の高い RNA 操作ツールが今までなかったので、解析が
進んでいない。ここに RNA-PPR を突っ込むことで、新しい生命現象の解明と、それに伴う産
業化や応用に向けた新しいシーズの獲得が可能ではないかと思って進めている（図 2-3-3-3）
。
開発の状況であるが、私たちは RNA 操作ツールの開発を先行させている。理論的には、
TALEN と同じように、核酸結合部分とエフェクター部分をつなぎ合わせることで、標的 RNA
に様々な効果を与えることが可能である。現在私たちは、PPR モチーフを集積させる方法、
TALE と同様の方法、で、カスタム RNA 結合蛋白質を作るという手法を取っている（図
2-3-3-4）
。
構築したカスタム RNA 結合タンパク質の一例だが、21 個の PPR モチーフで構成される〇
〇という RNA ウイルスに対応するカスタム PPR タンパク質を作り、実際にウイルスとの結合
を生体内で見てみると、ウイルス RNA を選択的に落とすことができる。このカスタム PPR に
RNA 切断活性をもつ〇〇ドメインを C 末端側に融合すると、標的配列に依存したレポーター
遺伝子の選択的な阻害ということが見える。この研究は、京都大学の小柳先生、蝦名先生と一
緒にすすめている。おそらくこの結果は、RNA ウイルスゲノムを直接認識するタンパク質を
デザインしたという、初めてのケースになると思う（図 2-3-3-5）
。
もう一例紹介する。翻訳の制御に用いるツールだが、同じように RNA 結合部分には PPR を
使っている。翻訳の活性化を促進する〇〇ドメインを C 末端側に融合すると、本来翻訳が起こ
らない場所に位置する ORF からの翻訳を起こすことができる。その逆として、翻訳抑制ドメ
インを付加すると、当該 ORF の翻訳が抑制される。翻訳抑制のツールに関しては、少しオフ
ターゲットがあって、ここのリプレッサードメインの選定をしなければいけない。以上のよう
に、PPR ベースにした RNA 操作ツールに関しては、proof-of-concept（概念証明）はほぼ終了
したと思っている（図 2-3-3-6）
。
次に問題になってくるのは、産業化に向けての課題。実際に組み上げたものが何パーセント
正常に動くのか、その確率を算定して改良を加えていく必要があると思っている。もう一つ、
様々なアプリケーションを作っていくということ。ユーザーに合わせた形で開発を進めている
が、可視化、局在調節、スプライシングなどのニーズがあるので、こちらに向けてツールの拡
大をしている。
現状、PPR にエフェクターをドンドンと単純につなぎ合わせただけの活性なので、つなぎ目
のリンカー部分などを含めてファインチューンをすることでより効果的なものを作っていくこ
とができると考えている。もう一つは低いオフターゲット、すなわち S/N 比の高いシステムを
構築しなければいけないと思っている（図 2-3-3-7）
。
話は変わって DNA 操作ツールだが、こちらの場合は、当然 DNA 結合型の PPR モチーフを
使う。現状としてはカスタムの DNA 結合モジュールの構築に手を付けられていない状況であ
る。天然型の PPR を使い、後ろに転写の活性化ドメインを付けるとターゲット特異的に転写
の活性化が見られているが、TALEN と比べると非常に活性が低い。また DNA 結合 PPR 自身
は、最初に述べた通り、もともと数が少ないので解析があまり行われていない。ある程度、基
礎データの収集をしていかなければいけないと思っている。この仕事は DNA 結合 PPR の特許
を含めて、広大の山本先生、佐久間先生と一緒にやらせていただいている（図 2-3-3-8）
。
さて、私たちは PPR を材料にやっているのだが、こういう工学的な利用ができるモジュー
ルというのは生物と生物が接するところ、せめぎ合うところに見出すことができる。PPR とい
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うのは共生オルガネラという細胞内異物を制御するもの、TALEN は植物病原菌が植物をア
タックするもの、CRISPR は原核生物の免疫システムである。こういうところを対象に、特徴
的なリピート配列のものを見ていくと、ゲノム編集に潜在的に使えそうなものがまだまだ出て
くる。まだ積極的に探索していないが、多分ガイド RNA ベースのものも、見つけられると考
えている（図 2-3-3-9）
。
る。見てみると、進化の初期段階の原始的な植物である藻類にはこのタンパク質はあまり要ら
オルガネラに高度な動きをさせているように見える。進化の過程で生物はオルガネラゲノムを
操作しやすいように改変していって、制御システムを構築している。これを人の手でやること
で、細胞の操作というものが多分できるようになる。
今、ゲノム編集では、単一遺伝子や 2,3 個の遺伝子の改変、発現制御が主に行われているが、
近い将来には、欲しい形質を出させるためにゲノムを最適化していくとか、ゲノム自身をデザ
インする、更にデザインしたゲノムを正しく発現するためのプログラムを載せていくというよ
うな、Genome design/programming といったある種の工学的な仕事ができるのではないかと
考えている。私たちの中ではゲノム編集というものを、ゲノムスケールで DNA/RNA 操作を可
能にする技術という、もう少し広義な意味を含めて開発を行っている（図 2-3-3-10）
。

ゲノム編集の新しいDNA/RNA結合モジュール、PPRモ
チーフ
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あともう一つ、PPR のシステムというのは核が構築した共生オルガネラの制御システムであ

RNA操作ツールの開発

RNA結合型PPRを⽤いた新技術、トランスクリプトーム編集
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ポスト・ゲノム編集

DNA/RNA操作ツールの潜在的な素材

1
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12

⽣物と⽣物が接するところ（せめぎあうところ）に、ゲノム編集の素材がある。
guide RNAベースのシステムも発⾒できる可能有り。

図 2-3-3-9

ゲノム編集= ゲノムスケール
でDNA/RNA操作を⾏う
技術

図 2-3-3-10
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2－4 生命情報解析技術
2－4－1 濡木理 教授（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻）
我々は立体構造解析に基づいて、Cas9 のゲノム編集機構を解明して、更にそのツールの改
善を行っている。Cas9 はガイド RNA でターゲット DNA を認識して、これによって Cas9 が
二つのドメインで DNA を切るが、これにはいくつかの問題点がある（図 2-4-1-1、図 2-4-1-2）
。
一つは、DNA 切断に PAM 配列という 3～5 塩基からなる配列が必要であり、任意の DNA
配列を標的にできないという点がある。もう一つは、先ほどから問題になっている Off-Target
である。こういたことは Cas9、それからガイド RNA、DNA 複合体の立体構造がまだ解明さ
れていなかったということに原因がある（図 2-4-1-3）
。
我々は Cas9 とガイド RNA と DNA の複合体の結晶化に成功し、構造解析に成功した。Cas9
は大きな二つのローブを持っており、これによって DNA-RNA デュプレックスとガイド RNA
の部分を非常に深く認識している。充填モデルにすると、かなり深くこの核酸が埋め込まれて
認識されているのが分かると思う。これらの DNA、RNA はタンパク質のプラスの電荷を持っ
た表面で非常に強く認識されている（図 2-4-1-4）
。
このムービーを見ていただくと良く分かるのだが、DNA-RNA デュプレックスの部分である
とかガイド RNA の部分は、表から裏側に回るぐらいに深くタンパク質に認識されている（図
2-4-1-5）
。
我々は 2 種類の Cas9 のキメラを作ることにより、C 末端のドメインが PAM 配列を認識す
るというこことを同定した。更に最近になり、米国のグループが、ノンコンプリメンタリーな
DNA を含む 4 者複合体の構造解析に成功し、PAM 配列の GG が二つのアルギニンによって認
識されるということが分かって来た。こういったことに基づくと、PAM 配列を改変した変異
体の Cas9 を作ることが可能になると考えられる
（図 2-4-1-6、
図 2-4-1-7、
図 2-4-1-8、
図 2-4-1-9）
。
我々の構造解析の結果、これが DNA-RNA デュプレックス、これがリピート配列、ここが人
工的な Tetra loop であり、Anti-repeat、Stem loop 1、Stem loop 2、Stem loop 3 という、非
常に特徴的な T 字型の構造をガイド RNA は作っているが、この核酸は非常に広範囲に、たく
さんの Cas9 のアミノ酸残基によって認識されている。ところが少しこの部分は手薄であり、
ターゲット DNA の後半の認識が、
ガイド RNA に関しても DNA に関しても認識が手薄である。
これが 1 つの注目すべきポイントである。
DNA の 5’末端の 10 残基から 15 残基は、シード配列というガイド RNA の領域で、非常に
厳密に認識しており、それをアルギニンのクラスターがガイド RNA のリン酸骨格を認識する
ことによってサポートしている。従って、そこは非常に厳密に DNA 配列を認識できるという
ことになっている（図 2-4-1-10、図 2-4-1-11、図 2-4-1-12）
。
また、ガイド RNA の認識に関しては、こういった主鎖の認識もあるが、このように塩基特
異的な認識がリピート配列には見られ、更にこの Anti-repeat 配列においても、このように塩
基配列特異的な認識を Cas9 はしている（図 2-4-1-13、図 2-4-1-14、図 2-4-1-15、図 2-4-1-16）
。
また Stem loop 1 に関しても、こういったところに塩基特異的な認識が見られる。Stem loop
2、Stem loop 3 に関しても、このように塩基特異的な認識がある。このようにガイド RNA は、
Cas9 タンパク質によって塩基特異的に非常に厳密に認識されているということである（図
2-4-1-17、図 2-4-1-18）
。
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我々は Cas9 の活性ドメインである RuvC ドメインと HNH ドメインが、それぞれ 1 本鎖の
DNA を切るわけであるが、その触媒残基に変異を導入し、例えばこの D10A であると、RuvC
ドメインに変異が入っているので、こちらの鎖が切れないということになる。そうすると、例
えば一つのガイド RNA を使うとここにニックが入るのであるが、二つのガイド RNA を使う
とこことここにニックが入って、
結局 2 本鎖の切断が起こるということになる。
今までターゲッ
を起こすことができるというダブル Nickase が最近注目されているが、我々は複数の新しいダ
我々が Cas9 複合体の構造解析をした直前に、米国のグループが単体の構造解析を行い、こ
れはかなり潰れた構造をしている。実はそのドメインの構造を比較してみると、これが HNH
ドメイン、これが RuvC ドメインであるが、例えばこの PAM 配列を認識する PI ドメインとい
うのが、ここに動いている。RNA を認識するドメインは REC2 ドメインというが、これがこ
こに動いている。かなり大きくドメインがリアレンジして、DNA-RNA デュプレックス、ある
いはガイド RNA を認識している。かなり大きな構造変化が起きているということである（図
2-4-1-20、図 2-4-1-21、図 2-4-1-22）
。
最近になり、PAM 配列というのは単なる Cas9 のマーカーでなく、Cas9 を活性化して、HNH
ドメインあるいは RuvC ドメインといった DNase ドメインを活性化するという報告が出され
た。我々の構造でも、実は HNH ドメインがここにある不活性型と、こちらに動いた活性型が
あり、恐らく PAM 配列を認識すると活性型になって DNA を切るようになるというメカニズ
ムが明らかになった（図 2-4-1-23）
。
このように Cas9 は、ガイド RNA を塩基特異的に認識し、DNA-RNA デュプレックスに関
しては DNA の最初の 10～15 塩基は非常に厳密に認識している。それを HNH ドメインと
RuvC ドメインが、それぞれ切断するということで DNA 切断を行っている（図 2-4-1-24）
。
現在のゲノム編集ツールの問題点と解決策についてお示しする。基本的には DNA 配列が制
限されてしまうという点。これに関しては、様々な PAM 配列を認識する Cas9 の 4 者複合体
の構造解析で構造を決定して、PAM 配列の認識機構を理解して、各 PAM 配列を認識できる
Cas9 変異体のセットを作ることが必要である。これに関しは、複数の 4 者複合体の結晶化に
現在ほぼ成功している。近々、PAM 配列の認識特異性が明らかになると思う。
また Off-Target の問題に関して、ダブル Nickase を作るということと、先ほどの手薄であっ
た部分にアルギニンを導入して、更に厳密に DNA の 15 残基ではなく 20 塩基をきちんと認識
できるような Cas9 変異体を作ることも考えている。それから Cas9 は分子量が大きいため、
真核細胞への導入効率が低いのである。これに関しては、先ほどの Cas9 は 1,380 残基あるの
だが、1,000 残基以下の分子量が最小の Cas9 について構造解析を進めて、現在データの収集
に成功している。この Cas9 を用いたゲノム編集ツールを作製していきたいと考えている（図
2-4-1-25、図 2-4-1-26）
。
＜質疑応答＞
○真下 構造学上で教えてほしいのだが、ガイド RNA と Cas9 が切るときに、ガイドが先に
ゲノムを認識して Cas9 とコンテキストを作っているのか、最初からコンテキストを作って
切るのかということが 1 点。もう 1 点は、切れる場所。それは 3、4 の部分で切るという認
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識で良いか。
○濡木 後半はそれで結構である。活性型の Cas9 複合型の構造がまだ得られていないので、
どうして正確にそう切れるかということは分からないが、多分我々の活性型の構造で分かる
と思う。前半は、Cas9 は RNA と最初に複合体を作って、その状態でゲノムを認識して切る。
段階的には RNA と複合体を作るのが先であると思う。
〇落合：PAM 配を二つのアルギニンが認識しているということだと思う。そこの PAM 配列を
認識して構造が大きく変わる、活性型になるということだと思う。そのアルギニンが非常に
重要だと思うのだが、それを変えることで PAM 配列の認識は変えることができても、アク
ティベーションに何か影響が出たりすることは構造学的に推測できるか。
○濡木 恐らく PAM を認識するドメインは DNase ドメインの近くに存在するので、PAM を
認識すると恐らくドメインの構造変化、動きがあって、それで活性化に至ると思う。その機
構はまだ活性型構造が得られていないので分からないが、恐らく残基レベルでアルギニンを
変えても、認識は変えられても活性化には影響ないと思っている。ただ、認識を変えるとい
うことは、それほど簡単ではない。あれをグルタミンに変えるとアデニンを認識するのでは
ないかと実験をしたのだが、認識しない。それは少し鎖が短いからである。我々は今、それ
に関して新しい実験を行っており、恐らくアデニンを認識できるようなものができるのでは
ないかと思っている。
○谷内江 構造学的な情報がたまってくると分子動力学などを利用して、フルスクラッチでシ
ンセティックに新しい Cas9 を作るというような構想も考えられる。そういうことを考えた
ときに、これまでの Cas9 の特許の枠を飛び越えて、そういうものを作るといったら、国産
技術が必要だという話が先ほど出たが、そういう戦略というのは考えられそうなものなの
か。それとも Cas9 の特許があるから難しいのか。
○濡木 一つは、Cas9 のタイプは 1、2、3 とあるし、それの中に A、B、C と、色々なクラス
があり、それぞれほとんど配列相同性がない。ガイド RNA の認識も違う、われわれはその
データも全部集めているが、そういった構造情報を集めた上で、例えば HNH ドメインや
RuvC ドメインを別の DNase ドメインに置き換えたものを作ると、これは Cas9 ではない訳
となる。そうすると特許の枠を越えることができると思う。かなり大きなドラスティックな
構造変換を起こして、新しいツールを作ることもできるのではないかと考えている。
○山本 今のことに少し関連するが、PAM の配列を自由に選べるようなところまで可能かも
しれないというイメージなのか。
○濡木 恐らく、単なる変異ではできないと思っている。今、構造解析がほぼ成功しているも
のに関しては、
GG と GA と AG を全部認識する Cas9 である。
それだと少し認識が甘い Cas9
の構造解析は今成功しているが、それの立体構造を見るとよりメカニズムが分かってくるの
ではないかと思う。それに基づいて変異体を作るとか、あるいはもしかすると天然型アミノ
酸だけでは済まないかもしれないが、そういうことを考えている。
○山本 分かりました。
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Cas9

Genome editing by CRISPR
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2014/7/18
Osamu Nureki
Streptococcus pyogenes Cas9 ‐> NGG
Streptococcus thermophilus Cas9 ‐> NGNGG

図 2-4-1-1

図 2-4-1-2

Cas9‐sgRNAシステムの問題点
Cas9

Crystal of the Cas9–sgRNA–DNA complex

 DNA切断には標的配列近傍のPAM（3‐5塩基）が必須
例）S. pyogenes Cas9 ‐> NGG
S. thermophilus Cas9 ‐> NGNGG
‐> 任意のDNA配列を標的とすることができない
 ガイド配列の配列特異性は不明な点が多い

sgRNA

‐> オフターゲット切断の可能性がある
300 m

 Cas9単体、sgRNA/DNA複合体の構造情報は未知
‐> Cas9のRNA依存性DNA切断機構は不明
PAM; protospacer adjacent motif

図 2-4-1-3

図 2-4-1-4
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Structure of the Cas9–RNA–DNA complex
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Nishimasu et al. Cell 2014

図 2-4-1-7

図 2-4-1-8
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図 2-4-1-9

PAM‐interacting domain
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sgRNA:DNA recognition

Guide RNA:Target DNA recognition

第２章

Anti‐repeat recognition

Repeat recognition

図 2-4-1-15

Stem loop 1 recognition

図 2-4-1-17
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図 2-4-1-16

Stem loops 2 & 3 recognition

図 2-4-1-18
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Apo vs Complex

New nickase

Nishimasu et al. Cell (2014)

RuvC domain

HNH domain

Jinek et al. Science (2014)

図 2-4-1-19

図 2-4-1-20

Apo vs Complex

The HNH domain is flexible
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図 2-4-1-21

図 2-4-1-22

PAM‐dependent Cas9 activation

PAM‐dependent Cas9 activation
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Problem as a genome editing tool

• Cas9 has a bilobed architecture consisting of the recognition
lobe and nuclease lobe
• Cas9 extensively interacts with the sgRNA
• The C‐terminal region of Cas9 participates in PAM recognition
• The present structure paves the way for rational design of new,
versatile genome‐editing tools

図 2-4-1-26
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• Crystal structure of S. pyogenes Cas9 in complex with sgRNA
and target DNA

第２章

1. Limitation of target genome sequence
due to the PAM recognition
‐ Solve the quaternary structure
2. Off‐target
‐ Double nickase
3. Low transduction efficiency
due to the large Mr of Cas9
‐ Minimal Cas9
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2－4－2 堀田秋津 特定拠点助教（京都大学 iPS 細胞研究所）
我々は、iPS 細胞を使った遺伝子治療というものを将来的な目標として研究を進めている。
昔はレトロウイルスベクターなどを使っていたが、TALEN や CRISPR といったものを用いて
ゲノムを自由に書き換える技術というものに早くから興味を持った。病気のほうは後半のセッ
ションでお話しさせていただくが、Duchenne 型筋ジストロフィーの遺伝子治療というものを
研究している。その一環として、いかに TALEN や CRISPR でヒトゲノム上の特異的な領域を
ターゲットにするかという部分と、実際に Off-Target はどうなのか、実際に検証として、検査
としてどうなのかというところを解析した。今の時間ではその 2 点についてお話しさせていた
だく（図 2-4-2-1、図 2-4-2-2）
。
Cas9、TALEN、どちらも DNA は認識する。濡木先生のご研究をはじめ、色々な研究で、
恐らくタンパク質、あるいはヌクレアーゼの部分の性能というものは、今後どんどん上がって
いくというふうに考えられる。ただ、どんなヌクレアーゼであっても 100 パーセント各塩基を
認識するというのは、やはり生物のように柔らかいシステムでは難しい。数ベースのミスマッ
チはある程度許容されて作動すると考えたほうが無難である。たとえあっても、狙ったところ
しか切らない部位というものをターゲットできる、逆に配列の側となる。そういう特異的な配
列を見つけ出すことができれば、かなりその安全性が担保できるのではないかというのが、そ
もそものアイデアである（図 2-4-2-3）
。
TALEN や CRISPR、あるいは Zinc Finger Nuclease、ターゲットするときに既存のウェブ
ツールがたくさんある。ここにあるのは、そのごく一部であるが、基本的に自分がターゲット
したい遺伝子の領域を、
「ここで何かできないですか」とウェブに投げると、ウェブプログラム
が「ここに作ると Off-Target が何カ所ぐらいあるよ」ということで、Off-Target が少なそうな
ところをリストアップしてくれる。
ただ、これは要するに、自分がターゲットしたい 1 カ所を投げて探すということを繰り返さ
なければならないので、例えば大きな遺伝子の頭とかお尻とか、各エクソン、ざっと全体を見
渡したいということはできない。そういったことを、もっと直感的にゲノムの特異性を可視化
できないかというのが、モチベーションであった（図 2-4-2-4）
。
やったことは単純であり、コンピュータによる力技である。特に 16-mer、15-mer、14-mer、
あるいはそれ以下の短い DNA 配列をプログラムで生成して、それをヒトゲノムに当ててきた。
1 回しかヒットしない配列というものを集めて、それのデータベースを作製した。なぜ、わざ
わざ短い配列に着目したかというと、要するに 16 ベースでゲノムに 1 カ所しかなかったら、
そこからプラス 5 ベース伸ばしても必ずその配列は一意で決まる。Cas9-gRNA は 23 ベース認
識するが、
16 ベースで認識特異性が高ければ、
そこの部位を含むように Cas9、
あるいは TALEN
を設計すれば、それ以外の似た配列が存在する確率は下がるだろうというのが基本的な考え方
である。更に短い配列が蓄積するような場所を、このように山を描かせると、こういう山が高
いところはゲノム上でここにしかその配列がない、特異性が高い部位だというのが直感的に認
識できる（図 2-4-2-5）
。
私自身はそれほどバイオインフォの専門家というわけではないが、一応 UCSC のゲノムブラ
ウザでこのデータを見ることができるように実装している。ウェブのほうは既に公開されてい
るので、どなたでも閲覧できる。これを見て頂くと、山が高いところというのは特異性が高い
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部位となる。SINE とかリッピートエレメントがあるところというのは特異性がないので、山
は出てこない。エクソンが何カ所かあったときに、
「こちらが良いか、こちらが良いか」と考え
たら、
「ここに大きなピークがあるから、こちらを狙ってみよう」とか、あるいは「このエクソ
ンの中でも真ん中は特異性が低い」と目で見て分かるのが特徴である。
仮にリピートを狙いたとなった時にも、
「こちらの SINE とこちらの SINE で、こちらだけ
算できるのが、我々のシステムの特徴である（図 2-4-2-6）
。
ど右に数字が大きくなる。それに従って縦軸のポテンシャル Off-Target の数が下がっていくと
いうことで、理論上も Off-Target を下げるという意味で、ピークが高いところを狙うというの
は効果があると確認できる（図 2-4-2-7）
。
2 番目のトピック、実際に Off-Target はどうなのかという部分に関して。我々がゲノムを解
析する技術はたくさんある。最近は次世代シーケンサーの発展が著しく、特にがんの領域では
非常に様々な解析手法というものが開発されている。ただ、クラシックな核型解析も、細胞 1
個 1 個を目で見るという意味で、まだ捨てたものではない。網羅的に見る方法も確かに強力な
のだが、
大きな染色体レベルでの逆位やコピー数の原因ロスといったものは、
核型解析やコピー
数解析を組み合わせていく必要があるというのが、我々の感触である（図 2-4-2-8）
。
我々は iPS 細胞を用いている。iPS 細胞を用いて変異解析をするメリットの一つとして、ク
ローナルアイソレーションができる。元は 1 個の iPS 細胞由来のクローンを使って、それを
TALEN や CRISPR で処理など、様々な方法で遺伝子修復したときに、どれぐらい変異が入る
のかということを解析している。こういう解析をするときに大事なことは、コントロールであ
る。実際にエレクトロポレーションを行い、TALEN、CRISPR でゲノム編集を行ったクロー
ンと同じぐらいの期間シングルセルにして培養したときに、どれぐらい変異が入るのかという
ことをコントロールに置くことで、それと比較してリスクが高いのか低いのかという議論がで
きることになる（図 2-4-2-9）
。
これが核型解析である。結論から述べると、大きな変化、核型異常は見られなかった。ごく
一部、マイナーポピュレーションで染色体数の異常が見られた程度であった。こちらは CNV、
Copy Number Variation もいくつかアレイにかければ出てくるが、Copy Number Variation
の切断部位から TALEN や CRISPR のターゲット部位というのは有意に離れているということ
で、必ずしもポテンシャル Off-Target がこの CNV を起こしているのではないだろうというふ
うに結論している（図 2-4-2-10、図 2-4-2-11）
。
あとはエキソームシーケンスを読むと、もちろん塩基置換というのは起こっているし、ある
いは小さなデリーションなども検出される。ただ、TALEN や CRISPR で処理していない株で
も、普通に 1 カ月ぐらい培養しているだけであるが、塩基置換やデリーションというものは観
察される（図 2-4-2-12）
。
すなわち、皆さん Off-Target を非常に気にされると思うが、Off-Target が入る確率というの
は、少なくとも我々がやった範囲では、普通に iPS 細胞を 1 カ月培養するのと、さほど変わら
ないということである。要するに下手な人が iPS 細胞を培養して染色体がおかしくなるリスク
のほうが、よほど高いと考えられるので、それほど恐れて使わないということはナンセンスだ
と考えている（図 2-4-2-13、図 2-4-2-14）
。
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＜質疑応答＞
○山本 先生のご研究は正常な DNA 修復メカニズムを持っている iPS 細胞なので、off-target
変異は少ないと思う。一方、先ほど私はがん細胞の話をしたが、がん細胞では変異を蓄積し
てしまう点は、皆さんにもうまく伝えていただきたいと思う。個体レベルも実際には、聞い
ている限りでは、それほど大きな Off-Target 変異導入というのはないと聞いている。
○谷内江 それはちなみに、がん細胞が通常蓄積するミューテーションに加えて何パーセント
ぐらいの頻度で生じるのか。
○堀田 いや、それは恐らく論文上で、例えばいくつかのがん細胞で HEC や U2OS でやった
ときの On-Target と Off-Target の変異導入効率は、ある On-Target に対しての Off-Target
で 2 塩基か 3 塩基違いのところは、同程度。同程度の変異導入を入れている。
○谷内江 しかし、ポイントはがん細胞が普段得ているミューテーションで、無視できる量な
のか。
○堀田 それは無視できないと思う。
Off-Target の場所によって全然変異導入効率も違うので、
積極的にその Off-Target に関してアタックをかけていることだと思うので、多分無視できな
いレベルだと思う。

本日の話題

2014, 11/1 (土)
@JST東京本部別館

「ゲノム編集研究開発戦略」に関する俯瞰ワークショップ
＜②生命情報解析技術＞

特異性の高いターゲット領域の可視化
およびオフターゲット変異解析
京都⼤学 iPS細胞研究所
初期化機構研究部⾨

1. 特異性の高いターゲット配列を
如何にデザインするか？
1. オフターゲット変異は大丈夫
か？

堀⽥ 秋津
Akitsu Hotta

2
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Engineered Nuclease Design Tools

非特異配列切断の危険性

• ZiFiT Targeter (ZFNs, TALENs, CRISPR)

No off‐target search

– http://zifit.partners.org/ZiFiT/

• TALEN Targeter (TALENs)

Up to 5 kb sequence

– https://tale‐nt.cac.cornell.edu/

• CRISPR Design Tools (CRISPR)

Up to 0.5 kb sequence

• E‐CRISP (CRISPR)

第２章

– http://crispr.mit.edu/
Slow calculation...

– http://www.e‐crisp.org/E‐CRISP/
数bpのミスマッチでも結合・切断を引き起こす
⇒特異性の高い配列部位をターゲットする必要がある
[Mali P, et al., Nat Biotechnol. 2013 Sep;31(9):833–8.]

Up to 10 kb sequence

– http://crispr.dbcls.jp/

• Blast, Blat, GGGenome, Bowtie, etc...
3

図 2-4-2-3

図 2-4-2-4

ユニーク配列情報によるターゲット部位決定

配列特異性の高い部位を可視化

https://apps.cira.kyoto‐u.ac.jp/iGEATs/

DMD Exon 45

ユニー
クk‐mer
データ

16-mer
15-mer
14-mer

ヒトゲノム上で一カ所にしかない短いk‐mer配列(10‐16 bp)の集合

SINE

SINE

LINE

SINE
Simple Repeats

https://apps.cira.kyoto‐u.ac.jp/iGEATs/
5

図 2-4-2-5

図 2-4-2-6

Risk assessment of off-targets

ゲノム変異解析の守備範囲
核型解析
(G‐band)

(3 bpミスマッチを許容した場合)

オフターゲット配列候補数

84,947 randomly selected gRNA sequences

コピー数解析
(SNP, CGHアレイ)
次世代シーケンサー
(Exome, WGS)
1 Gbp
ヒト
ゲノム
“Unique k‐mer sequence” のピーク高さ

図 2-4-2-7
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1 Mbp

染色体

1 kbp
遺伝子

1 bp
一塩基
9

7
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• CRISPRdirect (CRISPR)

ゲノム変異解析実験デザイン

核型解析

初期化
Samples

Chromosome number

Cell type

44

DMD‐iPS細胞

DMD線維芽細胞

DMDFibroblast

Original
fibroblast

45

46

47

3

46

1

DMD-iPSC #1 Original iPSC

48

G-banding
Normal

50

Abnormal

Examined

20

20

20

20

エレクトロポレーション、サブクローニング
IFH13
TALEN
In-frame

IFH30

薬剤選択

IFD28
TKII15
TKI

TALEN
knock-in

I17
C2

CKI

非改変

TALEN
In‐frame

TALEN
Exon Skipping

TALEN
Knock‐in

1

CRISPR
knock-in

CKIC4

CRISPR
Knock‐in

Sub-total

1

50

18

5

23

50

18

2

20

50

20

50

20

50

28

2

46

2

48

1

4

344

0

1

20
20
2

30

20

20

20

20

144

9

153
11

10

図 2-4-2-9

図 2-4-2-10

Exome-seqによる変異解析

CNVとターゲットサイトの距離
Random

Number of detected mutations

sgRNA1

10

Golden-TALEN

8
Distance from the CNVs [log bp]l
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Platinum-TALEN
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Number of potential target sites
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図 2-4-2-11

図 2-4-2-12
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2－5 ゲノム編集を応用した新規技術開発
2－5－1 畑田出穂 教授（群馬大学生体調節研究所）
私は CRISPR を使った様々な応用的検討について発表させていただく。先ほどからも発表が
あったように、CRISPR は RNA のガイドを使ったターゲットを編集する方法であり、ノック
ここには、CRISPR の最近の動向をまとめているが、現在様々な動物に使われている。ある
インを付けて、いろんな応用技術ができ、医学、産業に応用可能である。私はノックアウトマ
ウス、あるいは半数体 ES 細胞を使った非常に効率の良いノックアウト、あるいはエピゲノム
編集というところについて、少しお話する（図 2-5-2-3）
。
ご存じのように CRISPR は簡便に速くできる技術で、実際に私どものノックアウトマウスも
大体作りたいと思ってから 1 カ月後にできるので、スクリーニング技術としても非常に有用で
ある。この CRISPR という技術は非常に効率が良いのだが、やはり 2 倍体の細胞を使うと二つ
ノックアウトするということで、効率がそれほど上げられない（図 2-5-2-4）
。
遺伝学をやっている皆さんの夢というのは、酵母のように半数体アレルで哺乳類を扱うこと
だったのだが、それが最近できるようになり、半数体の ES 細胞を作ることができるようになっ
た。半数体の ES 細胞は受精卵ではなく、未授精卵を活性化して発生して、通常のように ES
細胞を作る。そのときにポイントがあり、2i という Kinase Inhibitors を入れることによって、
こういう半数体の ES 細胞が非常に効率良く樹立できるようになった（図 5、図 2-5-2-6、図
2-5-2-7）
。
このように 2 倍体の場合と比べて 1 ヒットだけで遺伝子をつぶせるということで、こういう
CRISPR のような技術を組み合わせて使うと非常に良いのではないかと思う。しかも単に一つ
の遺伝子をノックアウトするだけではなく、
高等生物では複数のファミリー遺伝子があるので、
そういうものをつぶすのにも良いのではないかと思う。例えば、ファミリーに三つの遺伝子が
あったとすると、通常あれば 6 ヒット必要なところを、1 倍体を使えば 3 ヒットでいける（図
2-5-2-8）
。
我々はターゲットとして、エピジェネティクスの研究を行っている。TET という脱メチル化
酵素の関連遺伝子である。三つあり、それをデザインして、半数体で行うと、50 パーセントの
コロニーがトリプルのノックアウトになっていた。通常の Diploid の ES 細胞で行うと 10 パー
セント強であったので、恐らく 4 倍以上は効率を上げることができるのではないか（図
2-5-2-9）
。
半数体 ES 細胞を使うと、今のトリプルノックアウトというか複数の遺伝子のノックアウト
だけではなく、ターゲットを 2 カ所デザインして、2 カ所を切ることによってデリーション、
あるいはインバージョンを行うことができる。
それも非常に効率的に起こっており、
デリーショ
ンも 30 パーセント、インバージョンも 10 パーセントぐらい起こすことができる。半数体 ES
細胞を使った系は遺伝子のスクリーニング、あるいはマルチヒットでライブラリと作って、非
常に複雑なタイプのものもスクリーニングしていくということも可能ではないかと考えている
（図 2-5-2-10）
。
次に、マウスの発生工学的なことの検討について述べる。CRISPR はノックアウトマウスの
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アウト、ノックインができる方法である（図 2-5-1-1、図 2-5-2-2）
。
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作製に使われているが、
それをもっと効率的に作っていくために改良を加える必要がある。
我々
は、まず確認した仕事として、インジェクション法の検討を行なった（図 2-5-2-11、図 2-5-2-12、
図 2-5-2-13）
。
CRISPR の場合、入れるコンポーネントは二つある。一つはガイドである。ターゲット DNA
を打つガイドと、
Cas9 というタンパクを作るための RNA を入れる。
それが働く場所として別々
なので、どちらに打てば良いのかという問題があった。ガイドは核で働いて、Cas9 の RNA は
細胞質で働く。それぞれ別々に打てば良いのだが、技術的に大変なので、どちらかにまとめて
打つということを検討した（図 2-5-2-14）
。
打ち方は、DNA のプラスミドで核に打つ方法、RNA を核に、あるいは RNA を細胞質にと
いうふうに 3 通り検討すると、細胞質に打つというのが、一番効率が良いということが分かっ
た。実際、他の場合と比べて RNA を細胞質に打つというのが、一番ノックアウトが取れ、し
かもほとんどホモのものが取れてきた。ちなみに DNA を打った場合は、ホモのものが非常に
少ないようである。実際の実験のシーンだが、このような感じでインジェクションを行ってい
る（図 2-5-2-15、図 2-5-2-16、図 2-5-2-17、図 2-5-2-18、図 2-5-2-19、図 2-5-2-20）
。
最近、Off-Target の問題が言われているので、Double Nicking 法というものが出てきている。
二つのガイドを使って、ニックとニックで切るということによって精度を上げている。このよ
うな方法でマウスを作った場合、実際、ノックアウトマウスを作っているが、これは Double
Nicking 法と両方比べて作った場合。この遺伝子に関しては変わらない。実際、これは全部他
の遺伝子は Double Nicking 法で作っているが、大体バイアレリックに潰れるのが数十パーセ
ントという感じなので、問題なく使っていくことができる（図 2-5-2-21、図 2-5-2-22）
。
最後に、Cas9 の活性がない dCas9 を使って、それに活性ドメインを付けることによって、
様々な応用ができるということが言われている。例えば、活性化度面で転写、活性化を行う。
あるいは EGFP で可視化、ライブイメージング。タグに付けて、ある DNA の領域を取ってく
るというようなことがある。私どもはエピジェネティクスの研究を行っているので、エピジェ
ネティクス因子を付けて何かできないかということで、先ほど出てきた脱メチル化の最初の反
応を担う、
TET の活性ドメインというのがあるので、
それを dCas9 に付けることによって DNA
を外すことができないか、ということを行っている（図 2-5-2-23、図 2-5-2-24、図 2-5-2-25、
図 2-5-2-26、図 2-5-2-27、図 2-5-2-28、図 2-5-2-29、図 2-5-2-30）
。
実際にこれがデータだが、COBRA 法という方法でメチル化を見ている。このように出てお
り、コントロールと比べてメチル化を下げることができる（図 31）
。
＜質疑応答＞
○上田 個体でトリプルの効率、全身でトリプルノックアウトが本当に実現しているのか。
○畑田 あれは半数体 ES 細胞である。
○上田 もちろん。その向こう側には多分、個体で評価をして、半数体ゲノムに ES を使った
場合もあり得るかもしれないし、直接トリプルを作るようなもので効率を上げていく評価系
が一番大事だと思う。三つのノックアウトが起こったときに、初めて出てくるような個体レ
ベルの表現型というのが何かあれば、今後開発を進めていく上での良い指針になるような気
がする。
○畑田 我々がエピジェネティクスの TET1、2、3 をつぶしても、ゲノムワイドに見ると、単
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独ではそれほど下がっていない。三つつぶすと、それが 0 に落ちるので、そういう意味では
DNA のメチル化が完全に落ちる。
○上田 個体はバイアブルなのか。
○畑田 ES 細胞ではバイアブルだが、個体ではバイアブルではない。
○上田 個体レベルでの効率を上げていって、ダブルでもトリプルでも「一度に個体レベルで、
○畑田 半数体 ES 細胞はキメラできるので、それからノックアウトマウスを作ることはでき
で作ったほうが、そういう意味では良いかもしれない。
○上田 むしろ個体レベルで、三つで初めて表現型が出てくるような何か良い例があれば良い
と思った。

CRISPR/Cas法の概略
「ゲノム編集研究開発戦略」に関する俯瞰ワークショップ
<3 ゲノム編集を応用した新規技術開発>

標的20bp

PAM配列

認識に重要な12bp

CRISPR/Casゲノム編集法とその応用

gRNA
Cas9

2014年11月1日(土)10:00-17:00
JST東京本部別館2階セミナー室

ドナーDNA

ゲノムの特異的切断

非相同的末端結合（NHEJ)
(挿入・欠失）

群馬大学生体調節研究所
畑田出穂

相同組換え修復（HDR)

遺伝子改変部位

遺伝子ノックイン

遺伝子ノックアウト

Cas9タンパク質は標的配列を含むgRNAと複合体を形成し、標的を切断する。このときPAM配列（NGG)が必要である。また複合体
による標的に認識に重要なのは3’側の12bpである。切断された標的は非相同末端結合(NHEJ)により修復されるが、この過程で高
頻度に偶発的に塩基の挿入・欠失がおこりフレームシフト変異により遺伝子が破壊される。またドナーに標的の相同配列を両端にも
つDNAを導入すれば、それを鋳型に相同組換え修復(HDR)がおこり塩基改変や遺伝子挿入ができる。

図 2-5-1-1

図 2-5-1-2

CRISPR/Cas法の最新動向と今後の展開
Cas9
構造解析
改良型Cas9の開発

ターゲット
標的の選択、
オフターゲット効果の低減
Double Nicking法

CRISPR/Cas法は迅速かつ簡便な技術である（KOマウス)
Day1

オフターゲットの選択
オリゴの注文

Day2-3

オリゴをベクターに挿入

インジェクション用
RNA in vitro合成

Day4

オリゴ挿入
gRNA

Target

U6
U6

Target

gRNA
Sf

gRNAベクター

多能性幹細胞への適用

基礎的応用技術

医学、産業応用

マウス

ES細胞、半数体ES細胞

デザイン型転写制御
(CRISPRa, CRISPRi)

遺伝子治療

ラット、ブタ、サル
iPS細胞

ゲノムワイドスクリーニング

ゼブラフィッシュ

TTTTT

gRNAベクター

CAG

様々なモデル生物への適用

gRNA
Sf

TTTTT

hCas9

NLS

pA

hCas9ベクター

品種改良

Day6

受精卵への
インジェクション

KOマウス産まれる

Day26

クロマチン解析技術(enChIP)
センチュウ
ショウジョウバエ

ライブイメージング

+/+

mut/mut mut/mut

+/+

植物
RNA編集、イメージング
エピゲノム編集
+/+

図 2-5-1-3
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mut/+

mut/mut
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酵母
半数体と２倍体が存在

半数体ES細胞を用
いたCRISPR/Cas
ゲノム編集

半数体は１アレルを潰しただけで
遺伝子を破壊できる

哺乳類でも半数体細胞があればKO細胞作製
やKO細胞ライブラリーの作製が容易になる！

図 2-5-1-5

図 2-5-1-6

マウス半数体ES細胞の樹立
半数体ES細胞はゲノムセットを１つしか持たないため，１アレルの破壊で完全に遺伝子の機能を消
失できるメリットを持つ．
(CHIR99021,
PD0325901)

半数体ES細胞を用いればファミリー遺伝子を
いっきにKOできるかもしれない！
正常 ES 細胞

半数体ES 細胞

2N

1N

半数体ES細胞の樹立

+2i
単為発生

活性化
未受精卵

+LIF

桑実胚

×
1n

１アレルの破壊
で完全にKO可能

××

×

××

×

××

×

1n

精子
通常ES細胞の樹立

6 ヒット必要

たった3ヒットしか必要としない！

+LIF

受精
未受精卵

桑実胚

×
2n

１アレルの破壊
ではKOできない

TET (tet methylcytosine dioxygenase)gene family
TET1, TET2, TET3

2n

図 2-5-1-7

図 2-5-1-8

CRISPR/Cas9を用いた半数体ES細胞のDNA編集
３遺伝子同時にKO

まとめ
マウス半数体ES細胞のCRISPRゲノム編集

10/20 (50%) のクローンがTet1, Tet2, Tet3同時にKOされていた！

半数体ES細胞

Triple KO Efficiency (%)

Tet1
60

トランスフェクション

A

B

50

Cas9

40
30
10

gRNA

＋

＋

20

Tet2

Cas9

gRNA

Tet1Ex4 Tet1Ex7

Tet1 Tet2 Tet3

0

Haploid ESC

Diploid ESC

Tet1
Tet1
Tet2
Tet3

Tet3

Ex4

Ex7

野生型

大規模染色体欠失（6/20, 30%）

挿入 or 欠失

図 2-5-1-9
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TKO
（10/20, 50%）

逆位（2/20, 10%）

図 2-5-1-10
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３つの方法の比較
(3)細胞質にRNAを
インジェクション

(2)前核にRNAを
インジェクション

hCas9 mRNA

hCas9 mRNA

hCas9 plasmid

AAAAA

AAAAA

gRNA

gRNA

図 2-5-1-11

図 2-5-1-12

細胞質 / RNA がKO効率が最も良い

３つの方法の比較

Genotype (%)

KO Efficiency (%)
(3)細胞質にRNAを
インジェクション

% of All Newborn Pups

(2)前核にRNAを
インジェクション

『ゲノム編集』
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gRNA plasmid

(1) 前核にDNA を
インジェクション

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+/+
-/+
-/-

DNA /
Nucleus

hCas9 mRNA

hCas9 plasmid
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CRISPR/Casゲノム編集
によるKOマウス作製

(1) 前核にDNA を
インジェクション

RNA /
Nucleus

RNA /
Cytoplasm

hCas9 mRNA
AAAAA

AAAAA

gRNA
gRNA plasmid

gRNA

Best

Best

hCas9 mRNA
AAAAA

gRNA

図 2-5-1-13

図 2-5-1-14

ホールディング
ピペット

ホールディング
ピペット

インジェクション
ピペット

インジェクション
ピペット

① 受精卵を保定する

図 2-5-1-15
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DNAの場合、前核（丸印）にインジェクション

図 2-5-1-16
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細胞質（RNA）インジェクションの場合

② インジェクションピペットを挿入

① 受精卵を保定する

図 2-5-1-17

図 2-5-1-18

④ インジェクションピペットを引き抜く

③ RNAを注入（矢印）

図 2-5-1-19

図 2-5-1-20

オフターゲット効果の軽減法
ダブルニック(Doulbe Nicking)法

Cas9(D10A)によるダブルニック法でも効率
良くKO個体を得ることができる
Table Efficiency of CRISPR/Cas-mediated gene targeting using the Cas9D10A nickase.
Target gene

gRNA a
標的 b

5’
3’

3’
5’

標的 a

Cas9D10A

gRNA b

A オリジナルの２本鎖切断酵素Cas9を使った方法とgRNAベクターの作成
法（通常法） B Cas9D10Aニッケースを用い近傍の２箇所のターゲットでは
さまれた部位を切断する方法（ニッケース法）

図 2-5-1-21

CRDS-FY2014-RR-06

Cas9

Mutant/pups

Biallelic mut/pups

+/+ : +/- : -/-

Tet2

Cas9D10A

3/6 (50%)

2/6 (33%)

3:1:2

Dnmt2

Cas9D10A

8/9 (82%)

8/9 (82%)

1:0:8

Gene A

Cas9D10A

10/16 (63%)

9/16 (56%)

6:1:9

Gene B

Cas9D10A

2/5 (40%)

2/5 (40%)

3:0:2

Cas9WT

9/15 (60%)

7/15 (47%)

6:2:7

Gene C

Cas9D10A

2/5 (40%)

2/5 (40%)

3:0:2

Gene D

Cas9D10A

18/21 (86%)

11/21 (52%)

3 : 7 : 11

Gene E

Cas9D10A

4/9 (44%)

3/9 (33%)

3:1:2

図 2-5-1-22
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dCas9という切断活性のないCas9
を用いて様々な応用が可能である
切断活性なし

dCas9

活性ドメイン

D10A

遺伝子
H840A

『ゲノム編集』
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gRNA

図 2-5-1-23

図 2-5-1-24

遺伝子特異的転写活性化

dCas9
D10A

特定遺伝子座可視化によるライブメージング

切断活性なし

切断活性なし

dCas9

転写活性化
ドメイン

EGFP

D10A

遺伝子

遺伝子
H840A

H840A

gRNA

gRNA

図 2-5-1-25

図 2-5-1-26

エピゲノム編集

特定配列のChIP
ビーズ

切断活性なし

切断活性なし

dCas9
D10A

dCas9

タグ

D10A

エピジェネティクス
因子

H840A

H840A

gRNA

図 2-5-1-27
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修飾

遺伝子

遺伝子
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の応用

gRNA

図 2-5-1-28
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メチル化編集

メチル化編集

切断活性なし

切断活性なし

dCas9

TET

D10A

dCas9
CH3

D10A

TET
遺伝子

遺伝子
H840A

H840A

gRNA

gRNA

癌抑制遺伝子の活性化などに応用可能

癌抑制遺伝子の活性化などに応用可能

図 2-5-1-29

図 2-5-1-30

群馬大学生体調節研究所

Tet1遺伝子のメチル化編集

堀居拓郎、森田純代、木村美香、田村大樹、小林遼平、山﨑美帆、家坂直子
がんセンター研究所細胞治療研究分野
高橋陵宇、落谷孝広

COBRA解析（メチル化解析）

大阪大学蛋白質研究所
木村博信、末武勲、田嶋正二
がんセンター研究所発がんシステム研究分野

もとの配列
BS処理後の配列
Target

Hpy188III

PAM

大畑広和、岡本康司

Aci I

Hpy188III

Aci I

HpyCH4IV

群馬大学大学院医学研究科産科婦人科学
峯岸敬
群馬中央総合病院
伊藤理廣

メチル化（％）
100
80
60

群馬大学大学院保健学研究科

40

HpyCH4IV

20
0
Hpy188III
gRNA-Tet

AciI
gRNA-Control

HpyCH4IV

安部由美子
国立循環器病研究センター
荒井勇二

図 2-5-1-31
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2－5－2 間世田英明 准教授（徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部）
我々はゲノムに隠された色々なメカニズムを研究している。本日はその中で見つかってきた
一つのことで、PODiR システムと我々は名付けたが、そのシステムとゲノム編集技術の融合
による新しい開発ツールについて、提案させていただく（図 2-5-2-1）
。
は、結局はゲノム DNA の改変であるから、改変生物かモデル生物を作る技術である。ではモ
よって、とにかく遺伝子をランダムに壊し続けて、フェノタイプから色々な疾患モデルを作っ
たり、あるいは薬を作ったりすることができる。これは確かに他のところでもできるし、人数
があるとできる話である。ところが、それだけではやはり海外に勝てないということで、オリ
ジナルの何かとの融合が必要となってくる。そのときには、他の方法でターゲットの遺伝子を
見つけて、独自の生物種を作り、創薬、あるいは遺伝子治療に進めなければいけない。例えば
日本人のゲノムというものとスニップで合わせれば、当然日本人用の医薬品を作ることができ
る。あるいは日本文化であれば、人の名字などが例に挙げられる。日本の場合には男性側がそ
の名字を継いでいるから、当然メジャーな名字のものは Y 染色体が強く、マイナーなものは Y
染色体が弱い。もしかすると男性の強い Y 染色体が分かるかもしれない。こういうことが、ゲ
ノムの編集をやると分かる。
新しいターゲット遺伝子の決定法が、恐らく今後ゲノム編集のときには大事になって、それ
が日本の国策にもなっていく。その中で当然ゲノムのターゲティングをやる為、コンプリート
ゲノムが絶対に必要であり、ゲノムの編集技術の構築が重要である。もう一つは、やはりター
ゲット遺伝子の探索法を新たに見つけてこなければいけないということで、我々がやっている
PODiR システムというものを今回は紹介させていただく。
PODiR システムの紹介と、その活用法についてお話する。私は微生物が専門なので、その
観点から少し述べさせていただく（図 2-5-2-2）
。
このきっかけとなったのが、多剤耐性緑膿菌である。緑膿菌というのは、院内感染の原因菌
で、抗生物質に曝露するとすぐに耐性株が出る。それはゲノムが様々な要因で変わってしまう
ためである。ミューテーションで変わってしまうのだろうと思っていたが、実は我々が見つけ
たことはそうではなく、
決まったプログラミングがその中にあったというシステムであった
（図
2-5-2-4）
。
その中で一番問題になるの耐性株に、NfxC ミュータントがある。このミュータントはエフ
ラックスシステムであるポンプが過剰発現することによって、抗生物質がほとんど効かなく
なっている。日常茶飯事的に病院では出てくる。この株はポンプが発現するだけではなくて、
46 個の遺伝子が一気に変化する。それによって病原性も変わって、見かけ上は緑膿菌ではない
ぐらい変わる（図 2-5-2-5）
。
その原因は、ただ mexT 遺伝子といわれるものがアクティベーションするだけなのだが、こ
の mexT のアクティベーションは、普通の転写や翻訳のレベルでのアクティベーションとは違
う。実は緑膿菌のゲノムは決まっているが、遺伝子としてはゲノムに存在していない。これが
ここで紹介する PODiR システムによって作られてきて、実はそれが一気に 46 の遺伝子を動か
し、耐性化する。46 の遺伝子を一気に動かすというのは、この変化は、緑膿菌では、3 番目に
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多くの遺伝子をコントロールするジェネラルレギュレーターということになる。そのようなも
のを緑膿菌は、ゲノムに隠し持っている。
では、どうやって出てくるかについてだが、実はゲノムの中にその出てきた領域を見てみる
と、重なり合ったダイレクトリピートが存在していて、そこの重なっていないものが抜け、フ
レームシフトを起こして、遺伝子として出てくる。ゲノムシーケンスをやっても、こういう配
列は遺伝子として認知されていない（図 2-5-2-6）
。
それで、これが重なり合ったダイレクトリピート、Partly Overlapping Direct Repeat、
PODiR と我々は名付け、このシステムが他にもあるのか、あるいはどういうふうなシステム
で起きるのかについて検討してきた。これは noncoding 領域から遺伝子が出現する。PODiR
領域は遺伝子を生み出している（図 2-5-2-7、 2-5-2-8）
。noncoding 領域に遺伝子が隠れてい
ることが分かったので、コンプリートゲノムに対して解析を加えた結果、以下の点が分かって
きた。まず、このような PODiR 配列というものが緑膿菌の何処にあるかを調べると、配列は
違うが同じ構造を持つがもの（PODiR）がたくさんあり、そこでも確実に抜けることを幾つか
で確認した。そして、その抜くシステムが他の菌、他の生物にあるかということで、いくつか
の菌にアッセイベクターを導入して抜けるかどうかを確認した。それも Off-Target のようなこ
とは起きずに、100 パーセント確実にそこだけが抜ける。今回の場合は 8 ベース抜けるが、7
ベースが抜けることも 9 ベースが抜けることもない。そして、これは構築するときに、9 ベー
スを抜けるようにも 10 ベースを抜けるようにも、人工的に PODiR を構築することもできる。
そして、全ての生物種が PODiR を持っているのではないかということで、自分らでプリグ
ラムを作り、その PODiR シーケンスがゲノム中にどのぐらいあるのか確認した。その結果、
検索した全ての生物で必ず PODiR といわれる配列は、含まれていた。ヒトの場合は 22 番の染
色体を測ると 1,000 個以上あった。つまり、1,000 個以上あるので、これがもしホールゲノム
に平均して存在するとすれば、6 万遺伝子、このような配列がある。つまり、我々は 2 万遺伝
子がゲノム中にあると思っているが、そうではなくてゲノム中にはもっと大きな、たくさんの
遺伝子が隠れているということを意味している。だから、我々としては、このような配列が今
のように意味のあるものとして存在しているので、それらを検索し、あるいはノックアウトす
ることで、他ではできなかったような遺伝子の機能というものを見ることができるだろうと考
えている（図 2-5-2-9、2-5-2-10）
。
では、どんなタンパクがそのようなことをやっているのかということで、大腸菌の 4,000 か
らなるライブラリに対して、その遺伝子カセットを入れてみた。そうしたところ、同定された
9 つの因子はほとんど全ての生物に存在する因子で、恐らくこのシステムがほとんどの生物に
あることが判明した（図 2-5-2-11）
。
これらの結果から、当然 PODiR システムを活用することによって、我々が知らなかったよ
うなモデル生物や、これから進化の先に出てくるような生物の構築ができるので、薬品の開発
等々がこれから進められるということで、これは日本独自のオリジナルな技術になるだろうと
いうふうに期待している（図 2-5-2-12）。そして最後にノックイン技術だけ一つ言わせていた
だくと、ノックイン技術として今非常に問題となっている点は、長い物が入れづらいというこ
とである。TALEN や CRISPR を使い、切断した後に、ある機能を持った DNA polymerase
タンパク質と一緒にすると末端が削られ、そこでリコンビネーションが起き、長い物が入ると
いうことで、恐らくこの組み合わせをすると長い物でも容易に導入することができると考えら
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れる。我々の実験系でもこれをやっていこうと考えている（図 2-5-2-13）
。
＜質疑応答＞
○谷内江 最後の点は、例えば他の細胞でヌクレアーゼとか、そういうものを発現させるとい
うことか。
それでも良いかもしれない。ただ、ある機能を持った DNA polymerase の場合に

関しては、in vitro でも in vivo でも働くことが分かっているので、恐らくこれを発現させ
れる。
○落合

PODiR システムを理解できなかったのだが、DNA の配列を変えていくということ

か。
○間世田

そうである。DNA の配列が、ある条件下における重なり合ったダイレクトリピー

トがあると、そこの重なっていないところが特異的に 100 パーセントずれることなく抜け
る。
○落合 緑膿菌でそういう変異が起こった株というのは、もう変わったままで、なんらかの原
因で戻ることは。
○間世田 戻るのかどうか試した結果、実際には、1 万分の 1 の効率では戻ってくる。ところ
が、そこに関わっているシステムは、全く異なっている。我々はそのタンパクを見つけてい
る。
○落合 変わっていない物を生かすために、変わった物が一生懸命頑張って、環境を変えて、
実は変わっていなかった物がポピュレーションとして増えてきていたのかと思った。
○間世田 バクテリアの場合にはシングルセルでできているが、社会性として全体の一部の物
が確実に変わる。そのレスポンスが PODiR システムを有すると断然早い。ただし変わった
ときに、環境が戻ったときには、やはり PODiR システムの逆の機構で元の配列に戻る。お
そらく、適応のため PODiR システムを隠し持っているのではないか。PODiR に関わるタン
パク質のホモログが全ての生物にあることもわかってきた。
○真下 そこが重要なのだが、哺乳動物でも、そういうシステムはあるということか。
○間世田 私はそう思っている。
○真下 その場合、それを利用してヒトの細胞でやろうとしたときに、問題点は。
○間世田 一番気になるのは、これによって遺伝子が生まれてきたときにがん化が進むのでは
ないかとか、あるいはキーの遺伝子の中で壊れてしまってがん化が進むのではないかという
こと。だから体の中で 1 カ所起きてしまうとがん細胞になりやすいということも、実はこの
システム自体が効率的に起きる過程、起きない過程で随分変わっているのではないかと思
う。
○真下 実際に動物などで、それが働いたという証拠は。
○間世田 今、それの構築を進めるために、それのアッセイシステムを立ち上げて、これから
導入しようとしている。
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2－6 遺伝子組換え技術開発
2－6－1 太田邦史 教授（東京大学大学院総合分化研究科・教養学部）
本日の発表を行なうにあたり、共同研究者の理化学研究所の柴田先生、豊田中央研究所と明
治大学の方々に感謝したい（図 2-6-1-1）
。
予算をなかなかつけにくいという事情があったのではないかと思う。しかし、意識されていな
人間が長い年月をかけて野生カラシナから相同組換えを使って変えてきたものであり、元の姿
とかけ離れた形になっている。トウロモコシも全然違う形になっていて、野生では維持不可能
な、人間が作り上げた全く新しい生き物になっている。その他多様な方法で人類は生物のゲノ
ム情報に介入してきたのである。
近年のゲノム編集の登場で、今後遺伝子やゲノムの改良技術が飛躍的に変わっていくことが
予想される。これは世界的な潮流であり、現時点でわが国が国家的にサポートしていくという
ことは非常に重要である（図 2-6-1-2）
。
ゲノム編集は、狙った場所を変えるという標的遺伝子組換え技術の一種であり、ピンポイン
トに、分かっているゲノム配列を変える。これはもちろん対象とする遺伝子やゲノム領域が分
かっていることが前提となる。もう一つは、従来的な育種と同じようにランダムに変えるタイ
プの遺伝子改変技術である。既存のランダム変異による育種は大体飽和状態になっているが、
原理的に新しい技術ができてくれば、これまでにない新しい形質を有する生物が開発可能にな
る。これらに加えて、最近出てきた技術が「逆育種」という方法である。これは今回に関係な
いので、あまり詳細は説明しないが、組換えはむしろやらずにホモ個体を作るという技術であ
る。アメリカなどでは、これが非常に注目されている（図 2-6-1-3）
。
組換えというものは、いずれにしても DNA が切れてつなぎ替えを起こすわけなので、DNA
二本鎖切断が最初の反応として非常に大事である。切れた後は、細胞の中で「相同組換え（HR）
」
もしくは「非相同末端結合（NHEJ）
」という 2 タイプの組換えのどちらかが起きる。基本的に
はヒトや植物などの高等な生物では、DNA 切断後に非相同末端結合が優先的に起こる（図
2-6-1-4）。狙った遺伝子の改変には相同組換えが重要であるが、それは極めてまれにしか起こ
らない。従って、相同組換えを活性化できるようになると、狙った遺伝子を自在に配列に変更
できるようになり、ゲノム改良効率や自由度が飛躍的に高まる。私は 20 年間、相同組換えの
活性化の機構と、それを使って技術的に応用する研究を携わってきた。
既に述べた通り、高等真核生物では DNA 切断後に非相同末端結合が優先的に生じる。従っ
て、CRISPR のように DNA 二本鎖切断を入れてゲノム編集をする場合も、どうしても相同組
換えが起こりにくいという欠点が出てきている。これは CRISPR の問題というわけではなく、
むしろ細胞側の問題と考えられるので、細胞の中の状態を変えてあげなければならないという
ことになる（図 2-6-1-5）
。
実際に、真核生物で例外的に相同組換え活性の高い減数分裂期の細胞で DNA 二本鎖を入れ
た場合（これは我々のグループが、2002 年に Nicoals の研究グループと一緒に出した結果）
、
狙った部位での相同組換え頻度を高めることができた。従って、細胞内で相同組換えの経路を
優先的に利用できるようになれば、ゲノム編集の効率も格段に向上する可能性が高い（図
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2-6-1-6）
。
問題はどのようにして細胞内の相同組換えを活性化するかであるが、DNA 切断後の修復経
路のバイアスを変更する方法がある。幸いなことに、非相同組換えの分子機構はかなり明らか
になってきており、これらの因子の様々な手法で介入を行うことで、相対的に相同組換え頻度
を上げるは可能である。例えば、各種 DNA 修復系に対する阻害剤が獲得されているので、こ
れを使って制御するということが可能であろう。
あるいはクロマチンやエピゲノムを改変して、
相同組換えを上げるということも可能になっている（図 2-6-1-7）
。
いくつかの事例をお話しする。これは私の仕事ではなくて、元埼玉大学教授の井上弘一先生
によるわが国発の発明で特許を取得している。通常アカパンカビではほとんど相同組換えを起
こさないが、ある種の非相同末端結合因子の機能を欠損させた株では、100 パーセントのレベ
ルで相同組換えが起こる。これは非常に画期的な技術で、特にコウジカビなどを利用している
発酵系企業で有用性が認められている。こういう日本独自の技術が存在するが、残念ながらま
だ十分に重視されていない。我々もトリ免疫細胞中のヒストン脱アセチル化酵素の活性を制御
することで、このように非常に高いレベルまで抗体遺伝子座の相同組換えを活性化できること
を見出した。こちらの発明は、抗体の自在で迅速なデザインに応用でき、抗体医薬開発のベン
チャーへ発展し、事業化も完了した。実際にこのような基礎技術が出てくれば、わが国発の新
しいテクノロジーや産業を作ることができる（図 2-6-1-8）
。
最後に、我々が近年開発した新しい日本の技術をお話しする。ゲノム編集は狙ったところだ
けを切るのだが、
これは既に述べたように対象とする遺伝子がわかっていないと利用しにくい。
一方で、従来にない新たな方法でランダムにゲノム DNA に変化を与えることができれば、多
数の遺伝子が関わる「量的形質」などの改良が効率的に進む。そこで、我々は、Taq 1 という
高度好熱菌由来の 4 塩基認識 DNA 切断酵素の発現系を細胞に導入し、一時的に温度を上げて、
その活性を一過的かつ部分的に発現させ、多くの染色体部位で相同組換えの頻度を活性化する
技術（TAQing システム）を開発した（特許取得済み）
。この方法を使うと、例えばバイオエタ
ノールを作る酵母の性能を改良できる（図 2-6-1-9）
。
ゲノムの多部位・大規模改変は、植物をはじめ様々な生物種に応用可能であり、新規有用遺
伝子の発見にもつながるため、今後非常に大きなポテンシャルを持ったバイオテクノロジーに
発展することが期待される。
CRISPR などのゲノム編集技術と相同組換えの活性化、また新世代ゲノム再編技術をうまく
組み合わせいることで、わが国独自の技術が確立できるのではないかと考えている。
＜質疑応答＞
○堀田 トリコスタチン A で IgM の生産能の上がっているというデータは非常に興味深いと
思う。要するに TALEN や CRISPR で Double Strand Break を起こしたときでも、組換え
能がトリコスタチン A で上がるかどうかという検討は。
○太田 今ちょうど、濡木先生と別のプロジェクトが始まって、そこでやろうとしている。ま
だ具体的なデータは出てきていないが、やはり相同組換えは高等な生物で抑制されているに
は、それなりの理由がある。それが高いままであると、ゲノム再編成でがんのようなことが
起こってしまうので、一時的にだけ上げるための薬剤を使った処理が大事になってくると思
う。
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○真下 TAQing 法について、Taq1 以外の酵素も利用可能か。
○太田 これは酵素を好きなように変えられる。今は色々な方法で色々なタイプの制限酵素や
DNA 切断酵素に変えられる。切断酵素を CRISPR のような部位特異的なものに置き換える
ことも可能である。ただ、その場合には非常に限られた部位でのゲノム再編の誘発が起こる
と考えられる。
第２章

○落合 TAQing 法で作った生物は、組換え生物に当たるのか。
○太田 それは我々も定義上難しいのだが、今後定まってくると思う。
い組み合わせだと思った。ES であると TSA は多分大丈夫だと思うが、エンブリオなどにさ
らしても大丈夫か。
○太田 それは難しいかもしれない。そこら辺はエピジェネティックなエスタブリッシュメン
ト、すごくクリティカルな場所なので、そこは別の方法を考えたほうが良いかもしれない。
我々が考えているのは、造血幹細胞やステムセルのようなところでやりたい。あとで村田先
生が発表されるかと思うが、細胞質を入れ替えるようなことができるので、その際にこの相
同組換えのファクターを出し入れしたり、増やしたり、抑制したり、ステムセルをターゲッ
トにする方法ができればよいと思う。
○上田 薬剤のスクリーニングのような形で、知識ベースで狙いにいくということも一つの手
だと思う。
○太田 それは非常に有望だと思う。
○上田 そういうことは試されたのか。
○太田 まだ全然、そういうことはやっていない。
○上田 良いモニター系が重要だと思う。
○太田 良いモニター系があると、全く新しいものがたくさん出てくる可能性があると考えら
れる。

遺伝子改良・組換え技術の歴史

2014年11月1日「ゲノム編集研究開発戦略」ワークショップ

ゲノム編集
組換えDNA
変異源処理

遺伝子組換え技術開発
東京大学大学院総合文化研究科
太田 邦史

伝統的育種 （減数分裂期組換え）

BC20,000

1865
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メンデル

ド・フリース モルガン、マラー

1910
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共同研究者
東京大学 久郷和人、中村隆宏、瀬尾秀宗
理化学研究所 柴田武彦
豊田中央研究所 光川典弘、村本伸彦
明治大学農学部 大里修一
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組換えDNA

ゲノム編集

キャベツ

芽キャベツ

ブロッコリ
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（「キャンベル生物学第9版」）
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非相同末端結合(NHEJ)

新遺伝子改変技術
特徴

利点

相同組換え(HR)

DNA二本鎖切断(DSB)
欠点

標的遺伝子組換え
（ゲノム編集）

・ピンポイント改変
・狙った効果が得や ・相同組換え効率が
・相同組換えを利用 すい
低い
・外来遺伝子の侵入
・単一または少数の
遺伝子の標的改変
・標的遺伝子が既知
である必要あり

ランダム改変
（ゲノム・遺伝子シャ
フリング技術、変異
導入）
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ダムな変化・組換え
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・遺伝的組換えによ
伝統的育種
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理

・量的形質など多数
の遺伝子が関与す
る形質の改良が可
・標的遺伝子未同定
でも実施可（新規遺
伝子の探索に利用
できる）

逆育種

・減数分裂期組換え
を抑制してヘテロ接
合体から一倍体を
作製し、ホモ個体を
作出する技術

戻し交配を省略して 他の改変技術と組
純系のホモ接合系 み合わせて初めて
統が迅速に確立で 有効
きる

・形質による選抜が
必須
・既存の方法では新
品種探索は飽和

非相同末端結合 相同組換え
NHEJ
HR
高等細胞では
こちらが主流

Misteli T. & Soutoglou E.
Nature Rev. Mol. Cell Biol. 10, 243‐254 (2009)

図 2-6-1-3

図 2-6-1-4

CRISPR‐Cas9に残されている技術的課題

相同組換え活性の高い細胞（減数分裂期の酵母細胞等）
では、標的DSB形成で高頻度に相同組換えが活性化

切断に必要なPAM配列の存在

CRISPR‐Cas9の細胞内送達

標的DNA

ガイドRNAのOFFターゲット結合

NHEJ優先による相同組換え効率の低さ

“Target stimulation of meiotic
recombination”
Pecina A., Smith K. N., Mezard C.,
Murakami H., Ohta K. & Nicolas A.
Cell 2002

図 2-6-1-5

図 2-6-1-6

ligase IVの活性抑制による
相同組換え効率の向上

相同組換えを活性化
することは可能か？
非相同組換え(NHEJ, altNHEJ)

WT

Ku, ligase IV

Ku80 ∆

ligase IV ∆

ligase IV ∆

相同組換え (HR)

Ku80 ∆

Rad51, MRN, etc...
WT

内在性組換え制御因子の調節
クロマチン・エピゲノム修飾の調節
・HDAC阻害剤(TSA)など

NHEJ経路による修復

図 2-6-1-7
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Fluctuation tests after 10 days
expansion from a single clone

TSA添加

Seo et al. Nature Biotech., 2005
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図 2-6-1-9
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2－6－2 落合博 特任講師（広島大学クロマチン動態数理研究拠点）
一塩基置換導入技術の導入について発表させていただく。皆さんご存じの通り、我々個人の
ゲノムの塩基配列を比較すると、約 1,000 塩基対に 1 つぐらいの割合で塩基配列が異なってお
り、そういうものを一塩基多型、SNP と呼んでいる。SNP はゲノム DNA の至るところで見
いだされており、形質や疾患発症リスクの大きさや個人差の原因となっていると考えられてい
る（図 2-6-2-1、図 2-6-2-2）
。
これまでゲノムワイド相関解析から、種々の疾患と相関の高い SNP が約 6,000 種類見いだ
されており、そのうち 95 パーセントは非コード領域中にあるといわれている。また、その多
くは疾患と相関があることは分かるが、それが疾患の原因となっているのか特定するには至っ
ていない（図 2-6-2-3）
。
そのように疾患と相関するような塩基置換がどういう効果があるのかということを調べるた
めに、別の種でそこが保存されていれば、こういったマウスなどのモデル生物を使って解析す
ることは可能かもしれない。そういう保存性がない場合には、直接ヒトの培養細胞等で遺伝子
改変をする必要がある。そういう一塩基置換を実際に導入することによって、その一塩基置換
が疾患の原因であるかどうかということが特定できて、それが治療薬や治療法の開発につな
がっていくので、非常に一塩基置換導入というものは重要な技術であることが言える（図
2-6-2-4）
。
基本的な一塩基置換導入法の考えとしては、人工ヌクレアーゼを使うとすれば、まず目的の
一塩基置換部位を認識する人工ヌクレアーゼを作製する。この人工ヌクレアーゼと ssODN な
どのドナー配列と一緒に導入することによって、最終的に一塩基置換を導入する。しかし堀田
先生が述べられたように、特に TALEN の場合の多くは、一塩基置換程度では再切断を防ぐこ
とはなかなか難しい。一塩基置換が導入できたとしても、また切断が入って、結局 NHEJ で変
異が入ってしまうということで、一塩基置換のみを導入することは難しいというのが現状であ
る（図 2-6-2-5）
。
しかし、一塩基置換導入がうまくいっている例も、今まで色々報告がある。上の二つは 2005
年、2011 年の例を示している。いずれの場合も一般的に特異性が高くて、一塩基の違いを認識
し得る Sangamo 社の Zinc Finger を使って、なおかつ結合部位に塩基置換を入れて再切断を
防いでいる。この場合は一塩基置換ではないが、そうすることによって、非常に高効率に塩基
置換を導入している。下は 2012 年の例である。Sangamo Zinc Finger Nuclease を使っている。
塩基導入部位がスペーサー部位に当たっており、再切断を受けることになるが、非常に変異導
入効率が低いという結果になっている（図 2-6-2-6）
。
これらの結果は、使っている細胞も違えば Zinc Finger も違うので、一概に比較はできない
が、原理的に考えて、一塩基置換導入法においては人工ヌクレアーゼによる再切断を抑制する
ことが重要だと考えられる。しかし、こちらで使っているような Sangamo Zinc Finger
Nuclease は Sigma-Aldrich 社から提供されているが、現状、非常に高価であり、なかなか汎
用性が高い方法であるとは言えない（図 2-6-2-7）
。
一塩基置換を導入する別の方法がある。それは 2 回薬剤セレクションをかけて行う二段階法
である。こちらでは標的一塩基置換と共にセレクションカセットを人工ヌクレアーゼで導入
し、その後 Cre Recombinase、piggyBac、人工ヌクレアーゼでターゲティングカセットを抜
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き去ることによって、最終的に目的の一塩基置換を導入する。
しかし、Cre Recombinase であると最終的に 34 塩基の loxP site が残ってしまうし、
piggyBac であると TTAA site が残ってしまう。一方、人工ヌクレアーゼを使うと、基本的に
は footprint が残らない。我々は最近、この方法を使い PCS/MVA 症候群という遺伝性疾患の
原因となるような変異を同定したので、その話を簡単に説明する。
性疾患で、発育遅延、小頭症、小児がんなどを後発する。次世代シーケンサーを使って本疾患
位はマウスで保存されていなかったので、先ほどの手法を利用して、両対立遺伝子に一塩基置
換導入細胞を樹立した。この一塩基置換細胞において BUBR1 の発現量の低下や、その他
PCS/MVA 特異的な形質が認められたことから、本置換が疾患の原因となっていることが強く
示唆された（図 2-6-2-8）
。
しかし、二段階法であると目的の細胞を樹立するのに、非常に長い時間と労力が必要となる
というデメリットがあった。特に培養細胞において、一塩基置換導入効率の増加に向けた課題
というのが二つあると、個人的には考えている。一つは核酸導入効率を上げる必要がある。一
般的に培養細胞に遺伝子導入をしたときに、細胞間によって非常に導入量のばらつきがある。
その結果として、導入効率が低いということがある。かといって、導入量を上げたとすると、
今度は Off-Target 効果によって意図しない変異導入の可能性が増大してしまうという問題が
出てくる。効率は上がるが、Off-Target が上がるという問題がある。最近では、Off－Target
が低い条件で導入し、その後にセルソーターや一過的な薬剤選抜によって、導入された細胞の
みを選抜することで高い変異導入効率を得られるという報告がある（図 2-6-2-9）
。
もう一つの課題としては、一塩基の違いを認識できる特異性の高い人工ヌクレアーゼを開発
することである。真下先生や阪大の伊川先生のグループでは、CRISPR と ssODN を利用して
高効率に一塩基置換を導入することに成功されている。これは PMA 配列の近傍へ一塩基置換
を導入することで、CRISPR によって再切断されにくくなるという性質に依存している。しか
し SP の Cas9 を使うと PAM 配列 GG あるいは CC が近傍にないといけないので、濡木先生の
お話でもあったように PMA 配列を変えたような Cas9 を開発することによって、よりフレキ
シブルな一塩基置換導入ができるのではないかと考えている。
また、FokⅠ自体に特異性を持たせることができるという報告もあるので、TALEN 等を使っ
て特定の配列を認識するような FokⅠを作ってしまって、一塩基置換が導入された後には切れ
なくなるということも原理的には可能だと考えている（図 2-6-2-10）
。
＜質疑応答＞
○谷内江 一塩基置換で、例えば Cancer Driver Mutation のようなものを入れてがん化させ
るようなデモンストレーションについては。
○落合 そういったものが見つかっていれば、導入することはできると思う。
○谷内江 Driver Mutation は分かっているから、それを人工的に入れて細胞をがん化したり
することは。
○落合 現状では、なかなか簡単に一塩基置換できるような感じではないが、原理的には可能
だと思う。
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2－7 デリバリー技術
2－7－1 押村光雄 特任教授（鳥取大学染色体工学研究センター）
私たちの専門領域は、染色体を正常な細胞から取り出して、それを様々な細胞に入れるとい
う染色体工学技術、染色体導入技術からスタートしており、私どもは 30 年近くそのことだけ
をやり続けている。最近になり、ゲノム編集というものができてから、私たちは今まで大変苦
労していたこと、困ったことが、スピーディに解決できるようになった。私たちが現在進行さ
せている研究を紹介し、それが将来どういうふうに結び付いていくかということで、私の技術
とゲノム編集がどのようにドッキングできるかという立場でお話しをさせて頂く（図
2-7-1-1）
。
ご存じのように、色々なサイズの遺伝子があるわけだが、大きなサイズといえば
Immunoglobulin の遺伝子、あるいは薬物代謝関連遺伝子 CYP3A、
、HLA、ダウン症候群原因
領域、あるいはジストロフィンといったメガベース単位の大きな遺伝子が挙げられる（図
2-7-1-2）
。我々が染色体を丸ごと、あるいはその一部をマウスに導入して最初に成功した例が、
完全ヒト型抗体遺伝子を導入した TC マウスで、キリンビール（株）と開発し、現在それが多
くの創薬開発に結び付いている（図 2-7-1-3）
。
その間に、ES を様々な形でノックアウトしてきたが、この過程が何年もかかってきている。
マウスの抗体遺伝子をノックアウトするために非常に時間がかかり、交配にさらなる時間がか
かったわけである（図 2-7-1-3）
。
これは私たちの人工染色体を使って米国でキリンビール（株）が行った仕事だが、このよう
にクローン牛もできるようになってきた（図 2-7-1-4）
。
更に、私たちの染色体の導入技術で、ダウン症のモデルマウスも作成した。ヒトの 21 番染
色体をマウス ES 細胞に入れてマウスを作り、そして行動解析等々で非常にダウン症の人の場
合と良く似たものができた。
精神遅滞等々の改善というもに対する創薬のモデルマウスとして、
現在使われている（図 2-7-1-5）
。
更に、遺伝子治療に向けたベクターの構築について、私たちは人工染色体で全ての内在遺伝
子を除去した HAC ベクターというものを作り、2.4 メガベースからなるジストロフィン遺伝子
を人工染色体に乗せることに成功した（図 2-7-1-6、図 2-7-1-7）
。
更に私たちはロンドンの大学との共同研究で、Mesoangioblast による DMD 治療モデル実験
を行っている。現在では iPS から Mesoangioblast を作り、その Mesoangioblast をマウスに
移植するというような実験を進めている。これも人工染色体という、大きな遺伝子を運ぶベク
ターの成果である（図 2-7-1-8）
。
次に、私たちは、マウスの染色体を改変して、マウス人工染色体を作成した。なぜ作ったか
というと、ヒトの染色体ではマウスの中でだんだんと染色体が抜けていく。特に増殖系の血液
細胞等では、このように非常にどんどん増殖するうちにヒトの染色体が抜けていく。マウス人
工染色体ベクターの特徴としては遺伝子に傷を付けない。また、大きな染色体を入れることが
可能であり、更に制御領域が分からないものでも、ゴソっと入れることができるということで、
生理的発現を再現できる（図 2-7-1-9、図 2-7-1-10）
。現在進んでいるのは、種差がある薬物代
謝関連遺伝子に関して、ヒト化薬物代謝マウスを作成している。実際にヒトの染色体をマウス
の中に入れると、例えば成体で発現する組織特異的な CYP3A4 はマウスの中でも成体期に、
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胎児期で発現しているものは胎児期で発現する、というふうにヒトの染色体であっても制御領
域をマウスの中に入れると人と同じような発現をする（図 2-7-1-11、図 2-7-1-12、図 2-7-1-13）
。
この場合でも、マウスの CYP3A4 をノックダウンしないので、私たちはずっとマウス ES 細
胞でやってきたが、このゲノム編集ができるようになって、これをノックアウトすることがで
きるので非常に重要である。かつ、このヒト化マウスについて、サリドマイドによる四肢の奇
薬物代謝、毒性の視点から、ラットでも実験を行っている。私たちはいったん CYP3A を
これもまだ論文化していないが、この時点で山本先生に色々と協力いただいて対応するラッ
ト遺伝子も破壊して、CYP3A ヒト化ラットの作製にも成功している（図 2-7-1-15、図 2-7-1-16、
図 2-7-1-17、図 2-7-1-18）
。
更にもう一つは、ダウン症のモデル細胞を作る上でヒト ES 細胞にヒトの 21 番染色体を入れ
た（図 2-7-1-19）
。特にダウン症が白血病になる場合は、トリソミー21 プラス GATA1 に異常
が起きるということで、GATA1 への変異導入にゲノム編集が必要であった。
人工染色体技術とゲノム編集技術とを組合わせることによって、再生医療、ヒト化モデルマ
ウスといったように、様々な研究領域に向って研究が進んでいる（図 2-7-1-20）
。
今、我々は、完全なヒト抗体産生ラット作成について研究を進めている。また、薬物代謝関
連遺伝子の完全ヒト化ラットを現在作成している。それから治療モデルとして筋ジストロ
フィーの研究、ダウン症モデルを今現在作成している（図 2-7-1-20）
。
我々の人工染色体技術は国際特許等を取得しているため、国際競争力がみこまれる。これと
ゲノム編集が融合すれば、1．ヒト抗体スクリーニングのための完全ヒト抗体産生ラット（ラッ
ト Ig 破壊、ヒト Ig 導入）
、2．薬物動態・毒性評価のための薬物代謝酵素関連遺伝子の完全ヒ
ト化ラット（ラット内在代謝遺伝子破壊、ヒト代謝遺伝子導入）
、3．治療モデル、創薬ツール
のための筋ジストロフィーモデルラット（ラット Dmd 破壊、ヒト DMD 導入ラット）
、4．染
色体異常症候群（ダウン症）モデル細胞、動物による表現型異を呈する原因遺伝子の解明と創
薬、5．DYS-HAC ベクターによる DMD 遺伝子治療、6.次世代染色体工学技術の開発のような
研究領域が創出できると考えている（図 2-7-1-21）
。
＜質疑応答＞
○谷内江

ここで切ったり貼ったりしてゲノムの編集をするということを考えていると思う

が、極端に逆の発想をすると、フルスクラッチにゲノムを合成したり、先生のように染色体
を丸ごと細胞に入れて古い物を取り除くという方法も考えられる。例えば酵母などでは、
ジョン・ホプキンス大学の研究者らが染色体を合成して丸ごと入れ替えている。先生からは
トリソミーのモデルを作るという話があったが、例えば先生が合成した染色体を細胞に入れ
た後に、古い物を除くということはできるのか。酵母であると、セントロメアにカウンター
セレクションマーカーを入れておくと除けたりするが、そういうことは哺乳動物のモデルで
はどうか。
○押村 そういう技術もある。要するに逆向きの loxP を使ってセントロメアを飛ばしてしま
うということで、これと付ければできる。それは現実にやっている。
○谷内江 切ってペタペタ編集することもよいが、フルスクラッチで作ってドーンと入れ替え
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るということも。
○押村 それも一つの方法だと思う。
○浅島 人工染色体は非常に面白いと思う。例えば、先ほどの 21 番染色体のときに、ダウン
症のものは非常にクリアに出てきたのだが、同時に心臓のほうがうまく動かないようなこと
もある。一つのことが起きたときに、いわゆる副作用というのか。
○押村 一つのことが起きたというのは、21 が入ったという意味か。
○浅島 はい。
○押村 ダウン症はそういうことのために、例えば私たちがすぐに考えるのは、21 番が入った
ら 21 番の遺伝子がずっとあって、それが 1.5 倍になるからこの症状がある。それに従って
21 の異常な染色体が 1.5 倍上がることがあると思っているが、色々と DNA などを解析する
と、それもあるが、それによって間接的に多くの遺伝子が横で動く。そういった現象が症状
につながるというようなことも起こる可能性もある。

従来技術の課題

ゲノム編集研究開発戦略ワークショップ

導⼊遺伝⼦サイズの限界
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TransChromosomic(TC)マウス作製技術：
ヒト染⾊体断⽚そのものをマウスに導⼊する技術の開発に世界で初めて成功
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TC技術により完全ヒト型抗体産⽣マウス作製に成功

TC技術がポリクローナル抗体産⽣ウシの作製に利⽤

完全ヒト型抗体産⽣マウス
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ヒト21番染⾊体を保持するマウス
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遺伝子治療に向けたHACベクターの構築

Ｂ
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loxP with TK

モデルマウスの主な表現型
• 学習能⼒・活動能の低下
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ダウン症の主な病態 VS.
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DT40(hChr.21)
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Kazuki et al, 2011 Gene Ther.

• ⼼奇形 (52%)

内在遺伝⼦をすべて除去したHACベクター
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図 2-7-1-5

図 2-7-1-6

iPSおよびMesoangioblastによるDMD治療モデル実験

ジストロフィンとは

a. DMD患者由来iPS細胞における遺伝⼦修復

b. mdxマウス由来中胚葉系⾎管芽細胞による遺伝⼦・細胞治療

X染⾊体短腕に位置する、全⻑約2.5Mb(250万塩基対）にも及ぶ巨⼤な遺伝⼦
DMD患者由来線維芽細胞
（exon 4-43⽋損）

通常の遺伝⼦は4-5万塩基対

mdxマウス由来
中胚葉系
⾎管芽細胞
（+DYS-HAC)

DMD-iPS細胞
(+DYS-HAC)

少なくとも７つのプロモーターがあり、選択的スプライシングにより多数のアイソ
フォームが産⽣される。複雑な発現制御

2.5Mbの巨⼤な遺伝⼦を運ぶベクターは存在しない→HACの利⽤

exon45
exon48
exon19
exon17
exon51
exon8
exon12
exon44

DYS-HACを保持する患者由来iPS細胞で
DMD患者の遺伝⼦⽋損を修復できた

7/21

課題：
ヒト由来のセントロメア配列を持つ⼈⼯染⾊体のマウス
における安定性が完全ではない（特に⾎球系細胞で低い）

遺伝⼦領域

マウス⼈⼯染⾊体
(MAC)
loxP

loxPを搭載

テロメア
セントロメア

CRDS-FY2014-RR-06

Plasmid
(~20 kb)

BAC/PAC
(~300
YAC
kb)
(~1 Mb)

MAC

Virus
(~150 kb)

10 kb

100 kb

1 Mb

Chromosome
10 Mb

100 Mb

Takiguchi et al, ACS Synth Biol. 2012
Kazuki et al. BBRC 2014

MAC ベクター ＋ ⽬的遺伝⼦（ゲノム）

染⾊体保持
率

プロモーター+ cDNA

調節領域を含むゲノ
ムDNA
MAC

HAC

(ヒト21番染⾊体由来）

図 2-7-1-9
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染⾊体ベクターの利点

従来型遺伝⼦導⼊ベクター + ⽬的遺伝⼦（cDNA)

テロメア

テロメア

PCT/JP2011/050490（押村らによる発明）
特許第5557217号（登録⽇2014/06/13）
JST国際特許⽀援制度により海外審査中。

モデルマウスで６ヶ⽉間
細胞治療の効果が観察された
Tedesco et al., SciTranslMed.,2011

MACベクターの特徴
１．マウスおよびラットで⼦孫伝達可能である
２．哺乳類細胞（マウス、ラット等）で安定に維持さ
れる
３．導⼊遺伝⼦の⽣理的発現かつ安定発現が可能であ
る
４．導⼊遺伝⼦のコピー数をコントロールできる
５．宿主の遺伝⼦を破壊しない
６．導⼊遺伝⼦サイズに制限がない
７．複数の遺伝⼦を同時に導⼊できる

プロモーター+ cDNA

マウス⼈⼯染⾊体(MAC)は
マウス・ラットで⼦孫伝達可能で
マウスおよびラット⾎球系細胞でも安定保
持

筋⾁繊維において
ジストロフィンが発現している

Kazuki et al., Mol Ther. , 2010

図 2-7-1-8

世界初・独⾃のMAC技術（特許技術）とは

不要な遺伝子領域を削除

移植後、6ヶ⽉における
24時間の移動距離

ジストロフィン抗体
による免疫染⾊

exon4

図 2-7-1-7

テロメア
セントロメア

移植

Tedesco et al.,
SciTranslMed.,2012
DMD iPS(+DYS-HAC)
1
2
3
4

筋ジストロフィー
モデルマウス(mdx)

筋芽細胞

分化誘導

iPS誘導
⾃殺遺伝⼦
ジストロフィン
遺伝⼦
DYS-HAC

マウス染⾊体

6/21

MAC

9/21

複数遺伝⼦間の相互作⽤や、遺伝⼦クラスターの機能解析、などに有⽤なツールであ
10/21
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• ⼼奇形 (50%)
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研究背景：

＜ヒト型薬物代謝モデル動物の意義＞

研究目的：＜ヒトに近い薬物代謝を持つマウス・ラットの作製＞

【吸収】
⼝→⾷道→胃→⼩腸→⾎液中→⾨脈
↓
【代謝】
→肝臓（分解、解毒）
・分解産物が薬効・毒性を⽰す
・未分解産物が薬効・毒性を⽰す
↓
【分布】
肝臓→⾎液によって全⾝へ送られ、薬効を⽰す。
↓
【排泄】
→腎臓
クスリとして働き終えたものは、⽔溶性となり体外に排出される（尿）
。

ヒトでの応答性を予測
薬効

薬・毒物・食品添加物・環境汚染物質・・・

催奇形性

ヒト薬物代謝
関連遺伝子搭載
MACベクター

がん原性

毒性

ヒト型薬物代謝モデルマウス・ラット

薬物代謝関連遺伝⼦は種差があり、多くが巨⼤
で複数の遺伝⼦クラスターとして存在するた
め、
従来技術では⼀部の遺伝⼦しか導⼊できないと
11/21
う問題点がある

ヒトに対する安全性予測の向上
医薬品開発のスピードアップと成功確率の向上
→新薬開発の低コスト化、国⺠医療負担減少
→国⺠の健康増進と経済活性化への貢献
（ライフイノベーションの推進に貢献）

図 2-7-1-11

CYP3Aマウス胎児におけるサリドマイド投与による奇形の観察
コントロールマウス+サリドマイド CYP3Aマウス+サリドマイド

ヒトCYP3A クラスターのゲノムサイズは ~700kb、CYP3A4, 5, 7, 43の分⼦種からなる
CYP3Aクラスターは重要な薬物代謝酵素のひとつ、市販の薬物の約50％を代謝する
CYP3A酵素には種差がある
MACベクター

CYP3A-MACベクター

CYP3A搭載

マウスCyp3a削除

CYP3A
肝臓

成体特異的
3A4
胎仔特異的
3A7

3A4
3A5

CYP3A4は肝臓と⼩腸に特異的に、
CYP3A5は肝臓と⼩腸と肺に特異的に発現している

成体型CYP3A4は成体期に、
胎仔型 CYP3A7は胎仔期に発現している

ヒトと同じ
遺伝⼦発現パターン

うっ⾎

⽋失

ヒト化CYP3Aマウス
(CYP3A-MACマウス）

マウスに導⼊

12/21

図 2-7-1-12

＜ヒトCYP3A導⼊マウスの作製に成功＞
1.
2.
3.

代謝

新薬開発上のスクリーニングに利用

四肢の奇形陽性
胎仔数

サリドマイド N数

-

-

40

0 (

0 %)

+

+

56

0 (

0 %)

-

12

0 (

+

+

21

9 (

0 %）
43 %)

Kazuki et al., 2013 Hum.Mol.Genet.
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ヒトCYP3Aがサリドマイドによる催奇形性に関与する可能性

図 2-7-1-13

14/21

図 2-7-1-14

マウス v.s. ラット

CYP3A-MAC導⼊ラットの作製

ラットは経時採⾎が可能であり、マウスよりも薬物動態研究・
毒性研究に多く⽤いられてきたため背景データも豊富である

CYP3A-MAC
Telomere
Centromere
loxP

CYP3A-MAC

Baker. Nature 2011

CYP3A
Teromere

Rat

CYP3A-MAC保持、⼦孫伝達ラットの作製に成功
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図 2-7-1-15
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MAC/HAC

ZFN/TALEN/CRISPR

ヒト化CYP3Aラット（CYP3A-MAC/Cyp3aラット）における代謝解
析

ゲノム編集技術

ヒトCYP3A-MAC

ラットCyp3aKO

1

0.75
0.5

0.25

第２章

⼈⼯染⾊体技術

(α-OH/4-OH)

融合

Metabolic ratio

1.25

0

⼈⼯制限酵素
遺伝⼦を切って破壊する技術
17/21

WT

図 2-7-1-18

染⾊体導⼊技術とゲノム編集技術の融合による
ダウン症候群関連造⾎異常(TAM)モデル細胞の作製

精⼦/卵⼦での
染⾊体不分離と受精

前がん病変
造⾎幹細胞
(TAM:
の増加
GATA1変異 ⼀過性⾻髄増殖症) 遺伝⼦変異
トリソミー21

トリソミー21
/GATA1変異

Human

18/21

図 2-7-1-17

DS-AMKLの
多段階発癌モデル

CYP3A-MAC

ヒト化CYP3Aラットにおける代謝物⽐率は正常ラットと異なり、
ヒトと同等であった。→ヒトの代謝動態予測に利⽤できる

遺伝子・細胞治療

⽣命現象の解明

細胞分化のモニタリング
および効率的誘導

DS-AMKL発症
トリソミー21
/GATA1変異
/遺伝⼦変異

遺伝子疾患の機構解明

合成生物学への応用

アップルケーション

医薬品・食品の機能性
安全性評価

ヒト疾患モデル動物

ヒト化モデル動物

ゲノム
編集技術
Kazuki et al., 2014 Sci.Rep.

19/21

図 2-7-1-19

機能性タンパク質生産性向上

化学物質の毒性評価

HAC/MAC vectors

染色体工学技術

動物生殖工
学技術
20/21

図 2-7-1-20

2つの融合技術により国際競争⼒が⾒込まれる課題

1. ヒト抗体スクリーニングのための完全ヒト抗体産⽣ラット（ラットIg破壊、ヒトIg導
⼊）
2. 薬物動態・毒性評価のための薬物代謝酵素関連遺伝⼦の完全ヒト化ラット
（ラット内在代謝遺伝⼦破壊、ヒト代謝遺伝⼦導⼊）
3. 治療モデル、創薬ツールのための筋ジストロフィーモデルラット
（ラットDmd破壊、ヒトDMD導⼊ラット）
4. 染⾊体異常症候群（ダウン症）モデル細胞、動物による表現型異を呈する
原因遺伝⼦の解明と創薬
5. DYS-HACベクターによるDMD遺伝⼦治療
6. 次世代染⾊体⼯学技術の開発
21/21

図 2-7-1-21
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2－7－2 中西真人 副センター長
（
（独）産業技術総合研究所幹細胞工学研究センター）
ステルス型 RNA ベクターの開発とヒト細胞工学への展開ということで、少しご紹介する。
本日お話しするのは遺伝子発現系だが、私はずっと遺伝子治療の研究をやってきた。先ほどの
押村先生のお話にあったように、細胞の核の中で遺伝情報を安定化するためには、染色体の中
に入れるか、人工の染色体で独立に安定化するかという方法がある。私が本日お話しするのは、
世界で唯一の RNA を使って遺伝情報を安定化するというシステムである。この場合、RNA
は細胞質で安定に持続する。しかも長期間、半年でも 1 年でも簡単に持続できる（図 2-7-2-1、
図 2-7-2-2）
。
このもとになっているのは、センダイウイルスであり、これはマイナス一本鎖の RNA ゲノ
ムを持つことを特長とする。非常に面白いことには、動物種を選ばない。カエルからヒトまで
同じように遺伝子発現ができる。それからヒトへは病原性がなく、大量生産が可能で、グラム
単位でこのウイルスを作ることができる（図 2-7-2-3）
。
これはセンダイウイルスのゲノムの構造だが、
一本鎖の RNA ゲノム上に 6 つの遺伝子が乗っ
ている。それぞれから転写、複製がおこる。それぞれの遺伝子の構造は、よく間違って「プロ
モーターは何ですか」と聞かれるのだが、これは RNA ウイルスなので自分の RNA ポリメラー
ゼを使って遺伝子発現をする。この RNA ポリメラーゼの認識配列がこの短い配列で、非常に
シンプルな構造をしている（図 2-7-2-4、図 2-7-2-5）
。
これを使って遺伝子発現系を作るのだが、普通のセンダイウイルスというのは細胞を殺して
しまって一過性に遺伝子発現する。私が研究しているこのウイルスは、非常に細胞と親和性が
強く、細胞を殺さずに安定的に遺伝子発現ができる。25 年間の仕事をたった 1 枚のスライドに
まとめると、こうなる。必要な変異を導入したウイルスのゲノムを使って、A、B、C、D とい
う四つの任意の遺伝子を発現させることができる。例えばこれは EGAP を発現したものだが、
試験管の中で 3 日、
7 日、
180 日、
ずっと同じように遺伝子発現をすることができる
（図 2-7-2-6）
。
この発現系の特徴は、ウイルスベクターで遺伝子を導入して安定に発現するわけだが、もう
1 個面白い特徴がある。このベクターは細胞質に存在するため、RNA ポリメラーゼの阻害に
よって抜くことができる。抜くと、完全に消えてなくなる。
それから、複数の遺伝子を入れるときに、一つのベクターにすべてを搭載することが重要で、
二つの遺伝子を一つの細胞の中で発現させるためには、必ずこういう構造を取らなければなら
ない（図 2-7-2-7）
。
このベクターは、iPS 細胞を作るのに、非常に良い方法として使える。これは山中 4 因子の
四つの遺伝子をこのベクター1 個に乗せ、iPS 細胞を作る。初期化が終わった後で抜くことに
よって、元の細胞と全く同じゲノムを持った iPS 細胞ができる。これは現在、日本国内でも 40
何カ所の研究室をサポートしているが、
本日聴衆の先生方にも数名ユーザーがおられるように、
非常にたくさんの方に使っていただいている（図 8）
。
この次のステップだが、更に遺伝子発現系を高度化して、もっと複雑な今のダイレクト・リ
プログラムのように対応する研究を現在進めている。そのためには、このベクターをもっと改
良して、フレキシブルにしなければならない。次の段階のステルス型 RNA ベクターというも
のがある。
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これは簡単に述べると、10 個の遺伝子をたくさん乗せて発現することができる。何ができる
かというと、例えば iPS 細胞を作ったときに、山中 4 因子の四つだけを乗せた場合、それから
更に追加の遺伝子を乗せた場合の iPS 細胞のでき方を示している。左のものは、現在皆さんを
サポートしている iPS 細胞作製用ベクターで、これは世界で現在ほぼトップレベルの初期化効
率を保っている。それに比べてこれは、はるかに効率が高い。ほぼ 20 パーセントの細胞が iPS
性質が良くなっている。この図に示す通り、CRISPR/Cas 系というものは非常に有望なユー
いるが、そのためにはヒトのマーカー遺伝子にノックインをどんどん作らなければならない。
そういうことになってくると、Cas9 の系を導入していかなければならない。Cas9 の系と組み
合わせるに当たって、非常に有利な性質がいくつかある。まず、乗る遺伝子の数が恐らく 10
個以上であろうということ。例えば Cas9 Fok の遺伝子、RNA を分解するような遺伝子、ガイ
ド RNA そのもの、それから現在やろうとしている相同組換えの効率を上昇させるような遺伝
子を複数個なしは 1 個を同時に搭載して、オールインワンのベクターを作ろうということも考
えている。
サイズ的には任意の 10 個としてあるが、トータルで 13.5kb は入ることを確認している。恐
らくもう少し大きいものは入ると思うが、十分 Cas9 の系が入る。それから元のプロトタイプ
と違うところは、遺伝子発現のレベルを高いもの、低いもの、色々なものを選ぶことができる。
この系は抗体を産生するために開発したのだが、そのためはバイオ医薬品の生産のためには非
常に遺伝子発現を上げなければならない。逆に Cas9 のときには非常に遺伝子発現を下げなく
てはならない。そういうことが、かなり自由にできるようになってきた（図 2-7-2-8）
。
現在、このシステムは文科省において START 事業で実用化を考えている。恐らく今年の末
か来年の初めには会社を作り、こういうことを実用化していこうと考えている（図 2-7-2-9）
。
＜質疑応答＞
○落合：ガイド RNA のところに Cas9 が来ると、RNA が切られると思うのだが、そうすると
RNA 全体が維持できないような気がする。
○中西 あの RNA のゲノムというのは、実はプロテインで保護されている。あれ自体は RNA
レジスタントである。
〇落合：そうするとガイド RNA としてワークしないと思う。
○中西 その辺のところは、やってみないと分からないと思っている。
○花園 話の途中でセンダイウイルスを取り除くと述べられていましたが、具体的にどういう
方法でウイルス除去されるのか。
○中西 RNA ポリメラーゼ自体は siRNA をたたくという方法がある。現在やろうとしている
のは、低分子の薬剤で、リボザイムのようなものを使って抜くというということも考えてい
る。色々な方法を検討している。
○堀田 ステルス型ベクターに 10 個の遺伝子を入れられるということなのだが、サイズ的に
はどれぐらいまでいけるのか。
○中西 13.5kb までは確認している。
○堀田 最後まで複製するかと思うが、複製時に遺伝子が落ちたりはしないか。
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○中西 もともとサイズが 16kb ぐらいあるウイルスである為、あまり関係ない。
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2－7－3 加藤義雄 主任研究員（
（独）産業技術総合研究所）
私は 2010 年にアメリカに留学して、そこで Zinc Finger Nuclease の研究をスタートした。
本日はタンパク質を用いたゲノム編集、それから最先端のナノテクノロジーを応用した新しい
デリバリー技術について紹介する（図 2-7-3-1）
。
Zinc Finger Nuclease は、Zinc Finger を DNA 結合ドメインとして、DNA 切断ドメインを
ヌクレアーゼとして持っているハイブリッド酵素で、基本的に TALEN とプラットフォームは
同様である。違う点としては 1 モジュール 28 アミノ酸の Zinc Finger が 3 塩基対の DNA を認
識するため、非常にコンパクトなサイズになっている。人工ヌクレアーゼは今現在、発現ベク
ターを細胞に導入するという方法が使用されているが、ゲノム編集でいったん DNA 配列が変
われば、その効果は細胞が分裂する限り持続するので、人工ヌクレアーゼを長時間発現し続け
る必要はない。そこで我々は、精製したタンパク質を細胞の中に入れて、それでゲノム編集を
しようと考えた（図 2-7-3-2、図 2-7-3-3）
。
標的としているのは、HIV のコレセプターである CCR5 という遺伝子。ゲノム編集で使う
Zinc Finger Nuclease は、大腸菌を使って作製している。最初はヒトの細胞にタンパク質を振
り掛けて入れるためには、何らかの工夫が必要なのではないかと考えていた。ところが、この
Zinc Finger Nuclease の性質を物理化学的に良く見ていくと、実は Zinc Finger というのは非
常にポジティブチャージを持っているということが分かった。このポジティブチャージがあれ
ば細胞膜を透過できるのではないかという考えに至り、TAT やオリゴアルギニン等のカチオ
ニックなペプチドを付けずに、そのまま細胞に振り掛けている（図 2-7-3-4）
。
実際の方法は、細胞を用意して、洗浄して、それでタンパク質溶液をポタポタと落とし、37
度、1 時間放置した後に培養培地に戻すだけ。Zinc Finger と GFP の融合タンパク質を同じよ
うにポタポタと細胞に落とすと、1 時間後には細胞内に緑色蛍光が観測されて、細胞内に入っ
て行く様子が見える（図 2-7-3-5）
。
この Zinc Finger Nuclease をタンパク質に入れてみると、色々な細胞でゲノム編集を引き起
こせることがわかった。例えば HEK293 の場合では 27 パーセントの変異導入効率。プライマ
リーの CD4+の細胞は最大で 8 パーセントということで、細胞によって結構ばらつきは見えて
いる（図 2-7-3-6）
。
次に、タンパク質を直接導入する方法と、発現ベクターを導入する方法は何が違うかという
ことを比較した。これはウエスタンブロットで細胞の中にある Zinc Finger Nuclease のタンパ
ク質の量を見たものである（図 2-7-3-7 左）
。そうするとタンパク質を添加した場合には、1 時
間後、2 時間後にはあるが、4 時間後にはすっと消えて居なくなる。一方で、プラスミド DNA
をトランスフェクションした場合には、16 時間後から発現し始めて、2 日、3 日、ダラダラと
長く発現し続ける。その場合のゲノム編集の効率を比較している。赤枠がタンパク質を添加し
た場合、ベクターの場合には右側の黒枠である。ゲノム編集の効率自体は、さほど変わらない。
違う点は、Off-Target である。類似した配列を確認すると、発現ベクターでは Off-Target 遺伝
子に変異が入ってしまう。一方、タンパク質を添加した場合には、その効果は少なくなってい
る。タンパク質導入のほうが Off-Target の影響は小さいということである。従って、
『必要な
時期に必要な量だけタンパク質を導入してあげる』ということが、非常に重要と考えている（図
2-7-3-7 右）
。
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ここまでの知見を生かして、三つ課題を考えている。一つ目は、たくさん入れれば Off-Target
も多くなる点。細胞の中のストイキオメトリーを十分に考慮した上で、ゲノム編集の効率を最
大化し、そして Off-Target を最小化することを考える必要がある。二つ目は入りやすい細胞と、
入りにくい細胞がある。従って、どんな細胞にもできれば均一にしたいし、ハイスループット
化したい。安全性も考慮すると、ウイルスベクターは回避したい。三つ目としては、新しいゲ
けだが、TALEN に置き換わった後、CRISPR が出てきたり、実は最近の論文で DNA ガイド
れたいという希望がある（図 2-7-3-8）
。
そこで現在取り組んでいるのは、産総研の中村史が長年開発に携わってきたナノニードルと
いう、非常に細い針を細胞に刺す手法である。ナノニードルは非常に細いので、核内にスムー
ズに入る。それから細胞へのダメージが少ない。これは 100 回繰り返して細胞に刺しても、細
胞の増殖にほとんど影響がない。最近、このナノニードルをアレイ化した『ナノニードルアレ
イ』を開発した。これは 3 ミリ角のシリコンウエハーの上に、1 万本の針が生えているという
状況。その針の直径は 200 ナノメートル、長さが 21 マイクロメートルなので、培養細胞では
すっと入る。イメージとしては、細胞アレイを用意して、ナノニードルアレイを上に置き、こ
れをすっと入れ、そして物質導入をしていこうという試み（図 2-7-3-9）
。
現在、人工ヌクレアーゼでもやっているが、初めに Cre リコンビナーゼでの結果が出ている
ので、紹介する。まず、赤い RFP 発現細胞を用意し、下流に緑の GFP があるのだが、ポリ A
が前にあって発現しない。ここに Cre タンパク質を入れると loxP で組換えが起きて、GFP が
出てくる。この Cre タンパク質をナノニードルアレイの針の上にまぶし、実際に細胞に入れて
みると、緑色の細胞が徐々に出始めていて、現在では 42 パーセントぐらいのゲノムの組換え
効率で見えている。まだ最適化できていない部分もあるので、最適化していき、最終的にはゲ
ノム編集の効率を最大化し、そして Off-Target を最小化するようなタンパク質の濃度を決め、
それをコントロールして細胞の中に入れたい。それは DNA や RNA やタンパク質、どんなも
物でも入れられるというところが特徴になっている（図 2-7-3-10）
。
謝辞について、前半部分は、残念ながら今年お亡くなりになった米国の Barbas 先生に感謝
申し上げる。人工リコンビナーゼの技術は、連携している東京医科歯科大学の野村渉先生が受
け継いでおり、ゲノムを切らずに DNA 断片を入れ替えるという方法を開発されている。それ
から後半部分は、中村史を代表とする科研費で進めている。国産ゲノム編集に向けて独自技術
の開発も進めていきたい（図 2-7-3-11）
。
＜質疑応答＞
○山本 ナノニードルで導入可能なものとすると、例えば今、一塩基置換などででなかなか 1
本鎖の短い DNA を入れるということが、効率が悪くて実用レベルに至っていない。そういっ
たものでも、これは可能か。
○加藤 可能と考えている。現在のところ、プラスミド DNA、例えば GFP 発現ベクターを入
れて発現するというのは既に見えているので、DNA を運ぶというのも可能である。
○山本 特に細胞の種類は問わないか。例えば iPS 細胞とかはまだやられていないのか。
○加藤 まだやっていない。植物の細胞と、非常に壁が硬い細菌をやってみたのだが、壁があ
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るのは難しい。植物の細胞も壁を少し溶かすと入るようになる。細胞壁がない細胞であれば
大丈夫だと考えている。
○花園 前半の Zinc Finger Nuclease をタンパク質で導入するところだが、特に何もしないで
Zinc Finger Nuclease のタンパク質と細胞を一緒に培養するだけで入ってしまうのか。
○加藤 信じられないかもしれないが、その通り。
○花園 どうしてそういうことが起こるのか。
○加藤 まだ仕組みは分かっていないが、Zinc Finger のところにあるポジティブチャージが
膜に最初結合し、そこから取り込まれるという様子が顕微鏡では見えている。恐らくポジ
ティブチャージが非常に重要だと考えている。
○花園 積極的に何か取り込まれている可能性があると。Zinc Finger Nuclease のいわばレセ
プターに相当するような物が細胞にあって、それを使って積極的に取り込まれていというこ
とか。
○加藤 その可能性もある。
○花園 蛋白質が効率よく細胞内にとりこまれる現象は Zinc Finger Nuclease に特異的と考
えたほうが良いかもしれないのか。
○加藤 ヒトの Zinc Finger ドメインは、繰り返しも含めると、実際モチーフとしては 7,200
種類ぐらい Zinc Finger がある。そのうちの 90 パーセントぐらいはポジティブチャージ。実
際、Zinc Finger でプルダウンして、どんなタンパクが付くか質量分析で調べてみると、結
構色々な面白いタンパクが取れてきている。もしかしたら自然界でも起きている現象なのか
もしない。
○花園 分かりました。
○間世田 後ろに付けるタンパク質を色々変えてみて、入らなかった物はあるか。Zinc Finger
の そ れ だ け の モ チ ー フ で 何 で も 取 り 込 む の だ っ た ら 、 例 え ば Zinc Finger で な く
CRISPR/Cas であっても、何でもできてしまうような気がする。
○加藤 今のところ GFP しか試していないが、可能性は高い。

ZFNは、ハイブリッド酵素

「ゲノム編集研究開発戦略」に関する俯瞰ワークショップ

141029YK

ZFNタンパク質を⽤いたゲノム編集と
ナノニードルによるデリバリー技術

ZFN

DNA結合ドメイン

DNA切断ドメイン

Zinc Finger

Nuclease (FokI CD)

１モジュールで、３塩基対を認識

ZFN-R

〜 オフターゲットを減らすためには 〜

12 塩基対
G T C A T CC TC A TCC T G A T AAAC TGC AAAAG
C AG T AGG AG T AGG AC T AT T T G ACG T T T TC

12 塩基対

加藤 義雄
産業技術総合研究所・バイオメディカル研究部⾨

１モジュール
28アミノ酸

ZFN-L
12 塩基対

5-7 塩基対

⇒ TALENと⽐較すると、
ZFNのサイズは、⼩さい。

図 2-7-3-1
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ZFNの標的・構造・特性

ZFN応⽤に向けての障壁

標的遺伝⼦：HIVコレセプター

⼀過的な導⼊でも、効果は持続する

発現ベクター

精製タンパク質

Ex1

ZFN

Ex2

ヒト３番染⾊体

Ex3

CCR5

ZFN

導⼊

タンパク質作製：pET28（T7/lacO）を使った⼤腸菌での発現ベクター

ウイルス

表⾯電荷
ZFN.CCR5.L

細胞

NLS

FokIC-term
Nuclease

4ｘ ZFs

ZF ZF ZF ZF
GAC

GAT

GAG

GAT

第２章

His6
His NLS

DNA

Zinc Fingers
⾚：（ー）

ZFN.CCR5.R

核酸（DNA・RNA）を使わない、より安全なゲノム編集

His NLS

ZF ZF ZF ZF
AAG

CAA

CTG

／ ⻘：（＋）

『ゲノム編集』
俯瞰ワークショップ

RNA

Nulcease

AAA

Zinc Fingers

図 2-7-3-3

図 2-7-3-4

ゲノム編集の効率：Surveyor Nuclease Assay

ZFNの導⼊⽅法・細胞内での挙動

様々な細胞で、ZFNタンパク質導⼊によるゲノム編集効率をテスト

48-well
ZF ZF ZF ZF
His GAC
GAT GAG GAT

細胞 105 個

GFP

HEK293

緑：ZF融合GFPタンパク質

THP-1

HDF

CD4+

⻘：核（Hoechst）

Intact DNA

洗浄（HEPES）

タンパク質
1µM ZFN-L
1µM ZFN-R

Hetero-duplex
after genome editing

100 µL

1µM ⋍ 40 ng/mL

37°C, 1時間
培地交換

⇒ 細胞種によって効果は異なる
37°C, 3⽇

⇒ ZF-GFPタンパク質は細胞内に⼊る

図 2-7-3-5

図 2-7-3-6

知⾒を活かして、これからどのように取り組むべきか？

発現ベクターとの⽐較：オフターゲット作⽤の影響
細胞内のタンパク質の存在量

ターゲット

タンパク質の添加（Pro）
-

1

2

4

ゲノム編集の効率
CCR5

8

16

32

48 72

Ctrl Pro Vec

オフターゲット
CCR2

PGC

Ctrl Pro Vec

Ctrl Pro Vec

ZFN

① たくさん⼊れれば、オフターゲットも多くなる
➔ 量を厳密にコントロールして、デリバリーしたい！
どれぐらいの分⼦数が必要なのか？
② ⼊りやすい細胞と、⼊りにくい細胞がある
➔ どんな細胞にも、均⼀にデリバリーしたい！
細胞ダメージは低く！ウデに依らない、⾃動化できれば。

actin

発現ベクターによる導⼊（Vec）
-

1

2

4

8

ZFN
actin

16

32

48 72

⇒ タンパク質の導⼊の⽅が、
オフターゲット作⽤は⼩さい。

③ 新しいゲノム編集プラットフォームが出てくる
➔ どのようなプラットフォームにも対応したい！
RNAも、タンパク質も、ドナーDNAも、核に⼊れた
い！

Gaj, Kato et al., Nature Methods (2012)

図 2-7-3-7
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現在の取り組み＜１＞：ナノニードルの紹介
産総研・中村史による開発
ナノニードル

核内へのスムーズな挿⼊が可能
Obataya et al., Nano Lett. (2005)

細胞への挿⼊像

細胞ダメージが少ない
Mieda et al., Biosens. Bioelectronics (2012)

現在の取り組み＜２＞：ナノニードルを使ったゲノム組み換え
Creリコンビナーゼの導⼊
loxP

loxP

細胞株

293.RxG

CMV

RFP

pA

GFP

GFP

pA

pA

ナノニードルアレイ
Creタンパク質

ナノニードルアレイ

SEM像

ナノニードルアレイ

293.G

CMV

タンパク質のみ添加

< 200 nm

ナノニードルアレイ

ゲノム組換え効率

3.5 %

42 %

細胞死率

0.20 %

0.23 ％

⇒ ⾼効率導⼊が期待できる。

21 μm

細胞アレイ

30 µm
100本×100本で10,000本のナノニードルが並んでいる

⇒ ゲノム編集に適した濃度を
制御導⼊していきたい。
⇒ DNA・RNA・タンパク質を
細胞核へ導⼊可能。

10 μm

図 2-7-3-9

図 2-7-3-10
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2－8 モデル動物/細胞開発
2－8－1 相田知海 助教（東京医科歯科大学難治疾患研究所）
ゲノム編集によって遺伝子改変マウス作製が大きく変わってきた。ES 細胞が不要で、最短 1
カ月でノックアウト、ノックインができる。ここが概要である。その準備に大体、最短で 1 週
えによるノックインを行う。そうすると 3 週間後には、もうマウスができ上ってくる。課題、
ガイドをベクターにクローニングし、それを培養細胞で使えるかどうかチェックし、更に RNA
を合成することが必要であるし、また受精卵内としては相同組換えの効率がまだ悪い点、それ
からできてきたマウスをどうやって解析する点が課題となっている（図 2-8-1-1、図 2-8-1-2）
。
これは現在主流になっている CRISPR/Cas のマウス作製の現状をまとめたスライドである。
目的によって大きく状況は異なる。ノックアウトは非常にたくさん論文が出ており、効率もき
わめて高い。それから一塩基のノックインも最近結構出てきており、効率は実際のところ大体
20 パーセント程度である。
一方、数キロベースの長いノックインは非常に難しく、論文としては去年の夏に一つ MIT
から出ているが、その後全く追試もなく、私が知っている限り、色々な先生がトライされてい
るが、非常に苦労されている。また、効率も 30 パーセント程度ということもあるのだが、実
際のところエンブリオも入っており、
大体 10 から 20 パーセント程度ということで、
数キロベー
スの長い配列を高効率にノックインしていくということが課題となっている（図 2-8-1-3）
。
次に思い付くのは、Cas9 タンパク質を直接打てば良いのではないかということ。そうする
と、CRISPR/Cas のシステムで残る要素は、配列を規定するガイド RNA となる。これは核酸
であるから、わざわざ転写で作らなくても化学合成すれば良い。ただ問題は、100 塩基以上あ
るので、技術的に大変で、お金もかかる。
これは人工的なキメラ RNA で、CRISPR/Cas のベーシックな部分に戻ると、もともとは標
的を規定する CRISPR RNA、crRNA と、それを活性化する tracrRNA によって構成されてい
る。これらはそれぞれ短いので化学的な合成が容易であり、tracr は共通のコンポーネントな
ので、crRNA さえ合成すれば良い。この合成 RNA と Cas9 タンパク質を組み合わせることで、
クローニング、RNA 転写、細胞アッセイが一切要らなくなり、混ぜるだけでゲノム編集が可
能となる（図 2-8-1-4）
。
これは私が考えるこれからのノックアウトマウス、
ノックインマウス作製方法である。
クロー
ニングフリーのゲノム編集をベースにすると、われわれ研究者がやるのはウェブ上で標的遺伝
子を選ぶだけで、クリックすると、サービスを提供する受託企業が色々と出てくると思うので、
crRNA のコレクションの中からセルフリーアッセイで最適なものを取る。ドナーももちろん合
成できる。後は届いたものを混ぜて、技官さんに渡す、あるいは受託企業さんに渡すというこ
とでマウスができてくる。ほとんどウェット実験がフリーで、クリックするだけでノックアウ
ト、ノックインが可能となる。
これはわれわれ研究者の立場としては、機能解析に注力ができる。企業としては、合成だけ
であると非常に価格競争になるのだが、高付加価値のソリューションを提供するということで
利益率が上がる。それから作るところは、今は依頼する人によってかなり変わってくるのだが、
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こういうプレメイドのものを使うことで安定して高効率にできることは便利だと思われる（図
2-8-1-5）
。
我々のところでの疾患モデルの応用を、紹介する。一つはゲノム。色々なゲノム解析からコ
モンバリアント、レアバリアントが出てきている。落合先生が述べられた通り、コモンバリア
ントの問題は、ほとんどエクソン外にある。オッズ比が低いので、本当に関係があるのか良く
分からない。レアの場合は、レア過ぎてその変異を持つ患者さんが世界に 1 人しかいないとい
うことも頻繁にある。これらの疾患のコーザリティを調べるために、ヒトのバリアントをマウ
スに挿入して、それがフェノタイプを出すかどうかということが良いのではないかと考えてい
る。
他の応用としては、エクソンのヒト化のモデルがあげられる。あるいは非コード領域という
ものは全然マウスで保存されていないので、こういうことを丸ごとヒト化すること。あるいは
薬剤代謝、免疫グロブリン、ウイルス受容体などをヒト化することが考えられる。更には正確
なノックイン技術によって、遺伝子治療の安全性を上げるということにもつながるかと思う。
ここまで受精卵ベースの話をしてきたが、これは基本的には時間がかかる。そこで最近急速
に発展しているのが、成体でウイルスベースで in vivo ゲノム編集を行なう手法である。ほと
んど MIT から出ている仕事だが、非分裂細胞の神経細胞でも、ノックアウトして機能解析が
できるし、増殖細胞系では低効率ながらノックインも可能である。
更には、ノックインを利用した治療例として筋ジスモデルが挙げられる。効率が低くても結
構機能的な分子が出てきて、生理的な機能も回復してくるということで、もう少し効率を上げ
れば遺伝子治療につながる。それから霊長類もやはり時間がかかるので、ウイルスベースで迅
速に改変していくということが、今後大事なのではないかと考えている（図 2-8-1-6）
。
＜質疑応答＞
○畑田 インジェクションのタイミングということも結構重要だと思うが、先生がやられてい
る場合はどの辺でインジェクションをされているのか。
○相田 我々は結構簡単な方法を使っている。普通、体外受精されてその日に調整されると思
うのだが、我々は 1 回体外受精したものをまとめて凍結しておいて、やりたいときにやると
いう方法を取っている。発生から厳密にどれぐらいかというのは、アバウトである。あまり
気にしなくてもできる。
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2－8－2 真下知士 特定准教授（京都大学大学院医学研究科）
先ほど相田先生からマウスの話をして頂いたので、私からはラットの話を行なう。色々なモ
デル動物種を代表してラットが先行しているので、そういった考えで本日はお話する（図
2-8-2-1）
。
マウスとラットの違いについて、大体住み分けのようなものがあって、マウスは遺伝子研究
等の分野でよく使われている。ラットは創薬や安全性試験などの分野で非常に使われる。過去
30 年における論文数の比較をしてみると、マウスに関する論文数が急激に増えている。この理
由は、ES 細胞を使った遺伝子改変動物ができるようになったことに起因している。今、ゲノ
ム編集技術ができてきて、マウス以外の生物でも変わっていくのではないかというような状況
になっている（図 2-8-2-2）
。
遺伝子改変ラットは、マウスができてから色々な研究者が取り組んできた。ようやく ES 細
胞もでき、2010 年に報告されているが、その前はランダムミュータジェネシスのような方法を
使ってやっていた。ただ、この ES 細胞はできてきたのだが、ゲノム編集技術が出てきたこと
により、現状では使われなくなってきている（図 2-8-2-3）
。
やはり CRISPR という技術が非常に簡単だという感触を得ている。メリットは何かという
と、このようにトランスジェニックの技術で、普通にインジェクションしたらすぐにできてし
まうというところがある。そのおかげで、非常に短期間で簡単にノックアウト動物を作ること
が可能である。先ほどのマウスは 1 カ月、2 カ月という話でしたが、ES よりもはるかに早くで
きる。あらゆるバックグラウンドの系統にできるし、ダブル、トリプル、複数の遺伝子を同時
に破壊することもできる。
ノックインもできて、
色々な動物にできるということは最大のメリッ
トだと考えている（図 2-8-2-4）
。
我々は、このようなラットでずっと、バイオリソースプロジェクト、支援事業をやっていて、
これまで ENU から始めていたが、50 系統以上、もう 60 系統に迫るぐらいのラット系統、色々
な病気のモデルを作成してきた。それぞれメリット、デメリットがあるのだが、やはり最近は
CRISPR/Cas の技術が非常にもてはやされている。
一つ言い忘れたが、アメリカでは既に NIH のリソースグラントというものがあり、5 年で
200 系統のラットを作るというプロジェクトが動いている。我々はお金がなくて細々とやって
きたというのが現状である。それでも 32 機関と共同研究をして 55 系統を作ってきたというこ
とである。随時、バイオリソースプロジェクトからこういう動物を提供していって、日本の研
究を活発化しようという形でやっている（図 2-8-2-5）
。
ノックアウトをたくさんやってきたが、本日は、我々が特異的にやったようなもので、まず
一つ目がアレル特異的なゲノム編集ということをお話する。CRISPR/Cas は特異性が低いと言
われているが、我々は非常に特異性は高いと感じている。それは一塩基だけの違うガイド RNA
を 2 種類準備しておき、それを一塩基しか違わない二つの F1 動物に入れてみると、こちらの
アルビノタイプのガイド RNA を入れるとアルビノのアレルだけを切断してくれる。こちらの
アグーチ有色タイプのガイド RNA を入れると有色タイプのアレルだけを切断して、こういう
白いアルビノが生まれてくる。要するにお父さんだけのアレルを編集する、あるいはお母さん
だけのアレルを編集するというようなことができるようになっている（図 2-8-2-6）
。
もう一つは、1 本鎖オリゴの ssODN によるノックインラットの作製である。先ほど、細胞

CRDS-FY2014-RR-06

独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

調査報告書
ゲノム編集技術

95

ではなかなか難しいと述べたが、動物では非常に簡単に、しかも効率的にできるようになって
いる。このアルビノの変異は、実は一塩基のアミノ酸置換で起きているということが分かって
おり、この一塩基に対して 80 ベースの ssODN を一緒にインジェクションしてやると、このよ
うに一塩基が修復される。
全身が有色の野生型ラットではなくて、頭だけが黒色のブラックフーディット（黒頭巾班）
遺伝子の 19 ベースの遺伝子欠失である。CRISPR/Cas を使って、ssODN で 19 ベースを入れ
挿入変異である。レトロトランスポゾンを挟むように二つのガイド RNA をデザインしておい
て、ショートオリゴで切断点をくっつけると、きれいに全身が野生色になって、野生型のラッ
トを作ることができた。このように、非常に自由なゲノム編集ができるようになっている（図
2-8-2-7）
。
つまり、CRISPR/Cas は非常に簡単で迅速で低コストででき、しかも受精卵で入れてできる
ということがポイントだと思う。入れてやるだけでノックアウトができる。それから複数の遺
伝子の破壊、私たちは三つの遺伝を同時に破壊もやっており、かなりの効率で三つとも潰れた
ものが取れてきている。また、先ほどレトロトランスポゾを除いたように、大規模なデリーショ
ンなどもできるし、
ssODN を使って一塩基置換を直したり、
こういう loxP のようなタグも入っ
ている。更にカセットの挿入、先ほど相田先生が述べられたが、こういった GFP のカセット
も成功している（図 2-8-2-8）
。
このように、ラットの Rosa 遺伝子のところに GFP の CAG を付けたものを一緒に入れてや
ると、このようにベタっと。これはファウンダーのラットなのだが、きれいに緑色に光るもの
が出てきて、この個体の全身を見るとさすがに Rosa に入っているので、全身に GFP がとても
発現したものが取れてきた。こういう動物もどんどんバイオリソースから提供していきたいと
考えている（図 2-8-2-9）
。
たくさん作っていると面白いことが見えてくる。要は、今までヒトの遺伝病などをマウスの
モデルで作っていたのだが、マウス以外の他の動物とも比較できる。このようにラットがマウ
スよりも人に近い病態を示すこともある。一つの生物種だけではなく、色々な生物種で比較す
ることで、ヒトの病態というものが見えてくるのではないかと考えている（図 2-8-2-10）
。
我々の展望としては、ゲノム編集技術を使って SNP や挿入欠失、コピー数、レトロウイル
スなどを変えていくような形で、色々な病気の病態モデルを作ることを目指している。それだ
けではなく、ゲノム編集はラットの特性を生かした薬理薬効試験などにも有用であるし、押村
先生の話にあったヒト型の代謝遺伝子への置換を利用し色々なモデルのヒト化ラットができて
くるようになる。また、ラットはマウスより賢いのではないかという話で、脳機能解析、行動
解析などに非常に有利であるため、バイオイメージング、オプトジェネティスクなどに非常に
有用である。更に、我々はゲノム編集技術を使って重症免疫不全 SCID ラットを世界で初めて
作成した。そういったものに対して iPS 細胞を移植したりする研究もできる。実際にゲノム編
集技術で臓器作製や細胞移植のこういったモデルにもなっていくのではないかと考えている
（図 2-8-2-11、図 2-8-2-12）
。
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＜質疑応答＞
○山本

まず CRISPR の特異性について、CRISPR は特異性は高いのだが、類似配列の

Off-Target 効果が出やすいという判断なのか。
○真下 はい。
○山本 PAM に近いほうの一塩基を変えたら、その一塩基の違いだけで切り分けをすること
はできると思う。私も特異性は高いと思うのだが、CRISPR 自身のもともとの配列があまり
長くないから、類似配列が出やすい。逆に TALEN は一塩基の違いまでは多分識別できない
だが、もともとの長さが長いので類似配列の Off-Target は出にくいという意味での違いがあ
るということを、一応共通認識にしておいたほうが良いと思った。
それと、ラットがマウスよりも本当に重要な点について。最後に述べられた点は確かに
ラットのアピールにはなるが、それは逆にゲノム編集ができると「ウサギでやったら良い
のではないですか」と言われた場合に、先生はどういうアピールをされるのか。
○真下 それぞれの生物種にそれぞれの特徴があるので、その生物種の特徴を生かした研究が
あるという大前提がそこにあると思う。それで、マウス、ラットの特徴は期間が短くてすぐ
繁殖できて、非常にたくさんの個体が取れて、非常にたくさんのデータが取れるという点が、
やはりウサギよりもあるということはある。だからといってマウス、ラットが良いとは言わ
ないが、それぞれの生物種で特徴を生かした研究というものがあるのではないかと思う。
○山本 ラットでの研究は絶対重要なのだということで、よろしいか。
○真下 はい。

ラット vs マウス
• 学名：Rattusnorvegicus 和名：ドブネズミ

• 学名：Musmusculus 和名：ハツカネズミ

• 体重 250 – 400 ｇ、体長 20 – 25 cm

• 体重 25 – 35 ｇ、体長 8 – 10 cm

• 創薬、安全性試験、毒性試験、生理学、

• 遺伝学、遺伝子改変、発生、感染免疫、

ヒト疾患モデル、脳機能研究

ヒト疾患モデル、幹細胞研究
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遺伝子改変ラットの歴史
ラットES細胞

ES由来ノックアウト

Buehr Cell 2008
Li Cell 2008

Tong Nature 2010

ゲノム編集技術による遺伝子改変動物の作製
ZFN/TALEN/CRISPRによる遺伝子改変動物の作製法
ZFN mRNA

トランスポゾン

ラットiPS細胞

Kitada Nat Meth 2007
Izsvák Nat Meth 2010

Liao Cell Stem Cell 2009
Li Cell Stem Cell 2009

CAP

2010

2008

AAA
AAA

CAP
CAP

雄性前核

2012

2014

AAA
CAP

AAA

(5 ng/μl)

胚移植

マイクロインジェクション

出産
ファウンダｰラット

偽妊娠雌ラット

CRISPR/Cas
Li Nat Biotech 2013
Yoshimi Nat Commun 2014

TALEN

Zan Nat Biotech 2003
Mashimo Nat Genet 2008

Tesson Nat Biotech 2011
Mashimo Sci Rep 2012

3. ダブル、トリプルノックアウト、染色体転座、領域欠損等ができる。
4.相同遺伝子組換え（ノックイン）も可能。
5.胚操作可能なさまざまな実験動物（ブタ、牛、サルなど）に利用できる。
3

（Mashimo Dev Growth Differ 2013 review)

図 2-8-2-3

図 2-8-2-4

遺伝子改変ラットの作製（京大：200８-2014）

アレル特異的なゲノム編集

X
系統

特徴

ENU
ミュータジェネシス

○ENUアーカイブ
×点突然変異

遺伝子変異

16系統

てんかん、がん、肥満、
10機関
高脂血症、など

ZFN

○簡単、KO
×特許、特異性

ノックアウト

12系統

9機関

免疫不全、アトピー、
動脈硬化、筋ジスなど

TALEN

○簡単、効率的
×デザイン

ノックアウト

11系統

6機関

免疫不全、てんかん、
脱髄、代謝、発生など

10系統
6系統

7機関

毛色、パーキンソン、
動脈硬化、免疫不全、
酸化ストレスなど

55系統

32機関

ノックアウト
ノックイン

◎簡単、短期間、
費用、自由な編集

合計

機関

DA/Slc

TTTCCAGGATTATGTAATAGTGG

TTTCCAGGATTACGTAATAGTGG

F1(F344XDA) hybrid embryos

遺伝子改変法

CRISPR/Cas9

種 類

F344/Stm
モデル

NBRP-Ratから随時、遺伝子改変動物を提供！
http://www.anim.med.kyoto-u.ac.jp/gma

TTTCCAGGATTATGTAATAGTGG
TTTCCAGGATTACGTAATAGTGG

片側のアリルだけをゲノム編集することが可能！
#1-2

#1-4
#1-9
#2-1

5

F344
DA
F344
DA
F344
DA
F344
DA

CATGGTTTCCAGGATTATGTAAAATAGTGGTCCCT
#1-1 F344
CATGGTTTCCAGGATTACGTAATTAGTGGTCCCT
DA
CATGGTTTCCAGGATTATGTAATTAGTGGTCCCT #1-8 F344
CATGGTTTCCAGGATTACGTAATAGTGGTCCCT
DA
F344
CATGGTTTCCAGGATTATGTA---GTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTATGTAAATAGTGGTCCCT #2-1
DA
CATGGTTTCCAGGATTACGTAATAGTGGTCCCT
F344
CATGGTTTCCAGGATTATGTAATAGCCAGGGATTTGGTCCCT
#2-2
DA
CATGGTTTCCAGGATTACGTAATAGTGGTCCCT

（Yoshimi Nat Commun 2014)

図 2-8-2-5

図 2-8-2-6

一本鎖オリゴssODNによるノックインラットの作製
F344/Stm

DA/Slc
CRISPR/Cas9

ssODNs:TyrC (80-bp)
TACGT
2

3

2

ssODNs:AsipA (119-bp)
..TCT..
CT
AA

3

exon 1

GeneZ

非相同末端結合修復

3

標的遺伝子
Asip (A)

2

AA../..CT

コンディショナル (flox)

毛色遺伝子の自由なゲノム編集！
Kit (H)

DSB

3’

迅速
簡単
低コスト
で作製！

(120-bp)
GTT..

2

exon 1

..TGGT..

3’
5’

3’
5’
ssODN (80‐120bp)

3
A..TCT..C

5’

相同組換え修復

カセットの挿入
GFP

- hooded (h): ~7k-bp insertion in Kit gene
ssODNs:KitH
exon 1 ..TTG

大規模欠失

GeneX

TACGT

- non-agouti (a): 19-bp deletion in Asip gene
2

ノックアウト

多重遺伝子ノックアウト

GeneY

Tyr (C)
exon 1

TATGT

exon 1

実験用ラットにおけるゲノム編集基盤技術

GeneX

- albino (c): 1-bp SNP in Tyr gene
exon 1

CATGGTTTCCAGGATTATGTAATAGTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTATGTAATTACGG(143bp)GTAATAG
C
CATGGTTTCCAGGATTATGTAATAGTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTACGTAAAATAGTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTATGTAATAGTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTAC---TTAGTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTACGTAAAATAGTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTATGTAATAGTGGTCCCT
CATGGTTTCCAGGATTATGTAATAGTGGTCCCT

LoxP

2

ssODNs

ノックイン

ERV
LTR

LTR

LoxP

（Yoshimi Nat Commun 2014)

図 2-8-2-7
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1. 通常、2－4ヶ月の短期間でノックアウトラットを作製することができる
（ES細胞によるノックアウト動物作製は、約12ヶ月）。
2. あらゆる系統（バックグランド）に遺伝子改変することができる。

第２章

ZFN/TALEN/CRISPRによるメリット
ZFN
Geurts Science 2009
Mashimo PLoS One 2010
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ラットはマウスよりヒトに近い？
レポーターＧＦＰ遺伝子ノックインラット
Tgモデル

gRNA:Rosa26

exon1

2

CGTGATCTGCAACTGGAGTC

F1

rat Rosa26

比較

比較

ヒト

マウス

ラット

アルツハイマー

ヒト症状と異なる

ヒト類似（タウオパチー、神経消失等）

Cohen, J Neurosci 2013

文献

パーキンソン

ヒト症状と異なる

ヒト類似（ドーパミン変性等）

Nuber, Brain 2013

ハンチントン病

ヒト症状と異なる

ヒト類似（神経原線維変化、不随意運動）

Yu, Neurobiol Dis 2012

R1

gRNA:CAGGS
CAGGGTTATTGTCTCATGAG

CAG GFP

F3

pCAG-GFP

pA

R3

: double strand break (DSB)

KOモデル
rat Rosa26
1

ヒト

em(CAG-GFP)

マウス

ラット

文献

2

F2

F1

F3

CAG GFP

pA

大腸がん（APC）

小腸に腫瘍

ヒト類似（大腸に腫瘍）

Amos, PNAS 2007

免疫不全（SCID）

Leaky（一部Ig生産）

Leakyなし（T、B細胞欠失、体重減少）

Mashimo, Cell
Rep2012

R1
R3

R2

: homology-directed repair (HDR)

W-Rosa26em1(CAG-GFP)Kyo (NBRP-Rat No.0770) NBRP-Ratから利用可能！
（Mashimo unpublished）

図 2-8-2-9

• SNP、挿入欠失、コピー数、レトロウイルス等
• 病態解明、創薬、治療法開発

unpublished

謝 辞

• 薬理薬効試験、安全性試験、ＧＬＰ等
• ヒト型の薬物代謝遺伝子へ置換
• 免疫、肝、胆、膵臓等のヒト化モデル

• トランスレーショナルリサーチ

ゲノム編集
技術

ZFN

脳機能
行動解析

TALEN

再生医療
移植モデル

• 脳生理学、行動、記憶、精神、心理学研究等

• iPS細胞、幹細胞、再生医療研究

• バイオイメージング、オプトジェネティクス等

• 臓器作成、細胞移植、ウィルス治療等

• 脳機能解析モデルラットの開発

• 患者由来疾患iPS細胞の移植モデル

図 2-8-2-11
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ヒト類似（免疫不全、小脳失調）

創薬・毒性
ヒト代謝

• がん、高血圧、糖尿病、うつ、アルツハイマー等

CRISPR

小脳失調症（AT） 小脳失調なし

Aizawa‐Abe, Physiol
Genomics 2013

図 2-8-2-10

ゲノム編集による（ラット）研究の展望！
ヒト疾患
モデル

肥満症（OB）

TZD薬投与による TZD薬投与による脂肪肝増悪
脂肪肝増悪
遺伝子発現変化がヒト類似

ご清聴ありがとうございました!!!

図 2-8-2-12
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2－8－3 北畠康司 助教（大阪大学医学系研究科小児科学講座）
当研究室ではゲノム編集技術とヒト iPS 細胞を組み合わせたヒト疾患研究を行っている。
従って新規の技術開発というよりは、最新のゲノム編集技術をいかに早く組み入れて研究を進
めていくかという立場から意見を述べたい（図 2-8-3-1）
。
胞を用いることで神経系のような非増殖性細胞を継続的に作製・解析することが可能になり、
成を再構成することが可能になった。ここにもう一つゲノム編集技術によって「遺伝子改変が
自由にできる」という利点が加わったことになる（図 2-8-3-2）
。
私たちはゲノム編集技術と疾患特異的ヒト iPS 細胞を用いて「ダウン症候群における病態研
究」を行っている。ダウン症候群は 600 人に 1 人と高い頻度で発症し多様な合併症を呈するが、
特に血液腫瘍の発生率がきわめて高い。ダウン症新生児の約 10 パーセントが一過性骨髄異常
増殖症（Transient Abnormal Myelopoiesis;TAM）と呼ばれる前白血病状態を示す。重要なこ
とに TAM を発症した症例の芽球では GATA1 遺伝子に短縮型突然変異が見られ、TAM は 21
トリソミーと短縮型 GATA1 の二つのファクターで発症すると考えられている（図 2-8-3-3）
。
TAM の病態を詳細に調べるためには、21 番染色体の核型（ダイソミー／トリソミー）と
GATA1 の遺伝子型（正常型／短縮型／欠失型）による 6 種類の細胞モデルが必要である。我々
はまず健常児および TAM を発症したダウン症児の臍帯血をもとに、センダイウイルスベク
ターを用いて iPS 細胞を樹立し、これらにゲノム編集技術を用いて GATA1 欠失型を作製した。
更に trisomy 21-GATA1s の iPS 細胞から染色体をひとつ除去するという染色体工学技術を応
用することによって、disomy 21-GATA1s iPS 細胞の樹立にも成功した（図 2-8-3-4）
。
これら iPS 細胞を血球分化誘導し解析を進める過程において、21 番染色体上に病態発現に強
い影響をもつ領域があることに気付いた。この 4Mb の領域が病態責任領域であるかどうかを
検証するためには、
当該領域が欠失した部分トリソミー細胞の解析が重要であろう。
そこで我々
はゲノム編集技術を駆使することで 4Mb 領域を欠失した部分トリソミーiPS 細胞の作製に取
組み、広島大学山本卓先生らが開発された Platinum TALEN と Cre-loxP システム、SNP や
STR によるアレル同定解析を組み合わせることで、目的の部分トリソミーiPS 細胞の樹立に成
功した（図 2-8-3-5）
。
これらを血球誘導解析してみることで、21 トリソミーそのものに増殖亢進作用があり、また
短縮型 GATA1 には特に巨核芽球系での分化異常を引き起こす作用があることが分かってき
た。TAM はこれら両者の相互作用により発症することが明らかとなった。特に 4Mb の領域が
責任領域であることも明らかとなり、今後、具体的な原因遺伝子の同定を行いたいと考えてい
る。しかしながらいまから振り返ってみると、もしゲノム編集技術に関する情報をもっと早く
手に入れることができたならば、これらの結果は 1－2 年ほど早く出せたのではないかと思っ
ている。そこでこれまでのゲノム編集と iPS の研究について、少し振り返ってみたい。ゲノム
編集技術の開発とヒト iPS 細胞への応用には、
「技術の開発」
「iPS 細胞への初めての応用と病
態の再現」「新しい知見を見出した」という 3 つのステップに分かれるだろう。Zinc Finger
Nuclease は 1996 年に開発され、2011 年に最初の利用、2013 年に新たな知見が発表されてい
る。た」という経過を経ており、その間に約 6 年要している。ところが TALEN の場合、2010
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年に開発されて、翌年には最初の応用が行われ、その間ほんの 1～2 年である。CRISPR にい
たってはいきなり応用から始まり、これらの技術革新と利用はどんどんスピードが上がってい
ると言えよう。つまりいまや新しい技術が開発されてヒト iPS 細胞へ応用されるのにほぼ時間
差がない（図 2-8-3-6）
。
問題は、私たちがこのような新技術を論文で見た時点では海外ではすでに病態解析が始まっ
ており、最初から数年の遅れが生じている点にある。疾患研究を推し進めるべき臨床医にはテ
クノロジーを開発するような余裕はなく、
最初からビハインドを背負っているように思われる。
iPS 細胞をもちいた疾患研究を世界の最先端のレベルと競り合うためには、国内で開発された
新しいゲノム編集技術をリアルタイムで使っていけるようなシステムの構築が必要なのではな
いだろうか（図 2-8-3-7、2-8-3-8）
。
臨床学会ではまだまだゲノム編集は周知されておらず、かろうじてゲノム編集を使っていた
としても‘ゲノム編集を使った病態再現’のレベルで終始しているのが現状である。それは論
文や学会ですこし聞きかじった程度の技術をおそるおそる試すという姿勢で始まってしまうか
らだろう。MIT やハーバードのように、あるラボで開発された新しい技術が論文での発表を待
つことなくまわりの研究室でも利用していけるような体制を、革新的な技術のよさを肌で感じ
ながら、生の意見を聞きながら使っていけるようなシステムを構築してもらえたならば、疾患
研究はもっと早く進んでいくのではないだろうか。
＜質疑応答＞
○谷内江 最後のお話は、例えば CRISPR が見つかったのは 2009 年ぐらいだが、技術開発と
同時に当然応用研究も全て内々でつながっていたし、臨床にもつながるところもボストンな
どではあった。
○北畠 海外ではみんなよく連携している。すると、例えば「新しい技術を iPS で試してみま
した、病態再現もできました」というステップまでをすぐに発表されてしまう。すると次の
論文はかなり新しい知見と、それを支持する豊富なデータがないとトップジャーナルは通ら
なくなり、supplementary data ばかり膨大に増えていく。
○谷内江 日本でお医者さんや臨床につながっている人たちと、秘密保持契約を結びながら、
うまくやるというのは、どうやったら良いのか。
○難波 臨床研究の支援体制が脆弱だということがあると思う。私もセンター長をやっている
が、お医者さんだけではできないし、基礎の研究者だけでもできない。その間を支える人が、
まだまだ足りない。知財もあるし、企業との交渉も、お医者さんではなかなかできないとこ
ろを支える体制は、今非常に大きな問題になっている。非常に頭を悩ませていらっしゃると
思うのだが、その辺のバックアップがないとパッケージとしてなかなか出せないというと
は、私も凄く感じる。
○北畠 そもそもゲノム編集と疾患研究の分かる臨床医というものが必要となってくる。ただ
でさえ臨床医は、研究に適した患者を選択し、入念な説明を行い、同意書を取得する、とい
う作業だけで疲弊してしまい、ついつい検体採取におろそかになりがちである。これらの医
師を取り込み、意欲を持ってもらうためには、なんらかの支援が必要ではないかと思う。
○坂田 阪大のような大きな大学でも、臨床と基礎とのコミュニケーションはなかなか取りに
くいのか。
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○北畠 研究室規模の大きいところほどコミュニケーションは取りにくい。私の所属する小児
科はそれほど大きくないため、私個人が自由に動きまわり、基礎の研究室へも勝手に出入り
して話を取ってくることが可能である。例えば「ゲノム編集で山本先生という方が頑張って
いる」という話は、自分が個人的に出入りしている基礎研究室の先生からお聞きしました。
そのおかげで研究を飛躍的に進めることもできました。このような重要な情報は、よりたく
バックグラウンドとなる情報をより豊富にするためには、やや極論となるのかもしれないが
う技術はまちがいなく役に立つ、すばらしい技術だと思う。だからきっかけはなんであれ、
「研究費が取れるから」でも良いから手にとって実際に使ってもらうべきだ、そうしている
うちに全体に流れる情報量も指数関数的に増えていくのではないか、と思う。
将来的にヒト iPS 細胞研究を進めようという方向性があると思う。今後、再生医療に向う
ときに、ナイーブな iPS をそのまま入れるということだけでは発展性がないと思う。遺伝子
を戻して治すか、東大の中内研でやっているような、余分な iPS を殺すように自殺遺伝子を
入れておく、というような技術は今後必ず出てくると思う。そのときにゲノム編集は必須で
はないか。そのときになって「ゲノム編集をやりたいけど、うちでは使ったことがないから、
あなたのところでやってください」という状態では困るのではないか。だれもが使える技術
として周知されている必要があると思う。
○上田 リアルタイムで新しい流れが起こるというのは、ゲノム編集の次世代か。ゲノム編集
であると DNA しかできないので、後天的な病因をどうやってやるかとか、もう少し新しい
流れが湧き上がっているときに、そういうリアルタイムな応用が起こると思う。そういうこ
とを考えると、お金をサポートするからそれを行う研究者が増える、というロジックについ
てはそれでよいか。
○北畠 研究費をつけると、玉石混淆というか、有象無象というか、いろんな研究者が寄って
くると思う。そういう中からでも本当に大切なものは出てくると思うし、ちゃんとセンサー
を張っている者は、混沌とした中からもちゃんと重要な情報を得ることができると思う。
○上田 その通りである。今、医学部で教え始めているが、やはり最初の段階で臨床医のほう
も「技術は作るのだよ」という形でイニシエーションが多分大事なのではないか。量の勝負
になっていくと、恐らく中国やアメリカに絶対勝てないので、量つまりお金の勝負にしない
ほうが良いように思うがいかがか。
○北畠 先生のおっしゃる通りだと思う。本当に優秀な一部の研究者はそういうことがなくて
も自分で育ってくる。また逆に研究費だけで釣ってしまうとレベルが下がる危険性も高くな
る。しかしながら臨床医の中でも非常に意欲的で熱心な先生、しかしまだ研究に関する情報
から遠い先生方が存在しており、これからはそういう臨床医をピックアップし積極的に集め
ていかないと本当の疾患研究というものは先に進まないように思う。「ゲノム編集というも
のが何か」というものを大きく前面に押し出すことが必要だと思う。本当に賢い人はそんな
ことをしなくてもちゃんと見つけてやってくるとは思うが、それだけに頼っていたのではい
つまでもトランスレーショナルリサーチの部分が抜け、iPS 細胞研究と基礎研究が大きく分
かれてしまうと思う。
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さんの研究室で共有されるべきだし、そういう背景がないとよりよい知識は入ってこない。
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2014-11-1
JST-CRDS
「ゲノム編集研究開発戦略」に関する俯瞰ワークショップ

⑥ モデル動物/細胞開発

難治性疾患研究に
iPS細胞とゲノム編集技術を⽤いる意味
ヒト難治性疾患

ヒトiPS細胞とゲノム編集技術をもちいた
疾患モデルの作製

細胞を増やし続けることが
できる

マウス・初代培養系
疾患特異的ヒトiPS細胞
ゲノム編集

⼤阪⼤学⼤学院医学系研究科 ⼩児科学教室
新⽣児グループ

ヒトの遺伝⼦構成を正確に
再現することができる
遺伝⼦を⾃由に改変する
ことができる

病態解析

北 畠 康 司

図 2-8-3-1

図 2-8-3-2

ヒトiPS細胞とゲノム編集により難病解析が可能になった

ダウン症候群のTAMの解析

－ ダウン症候群の病態解析を例に －

ダウン症候群と⽩⾎病
• ダウン症候群では⾎液腫瘍の発症率が⾼い（ ↔ 固形腫瘍）
• ダウン症新⽣児の10%で⼀過性⾻髄異常増殖症（TAM）を発症
• TAM症例では芽球のGATA1に短縮型突然変異を認める
（⽋失ではない）

TAMは
21トリソミー と GATA-1短縮型変異
のふたつのファクターにより発症

図 2-8-3-3

GATA1
21番染⾊体

正常型

短縮型

欠失型

ダイソミー

健常児からの
A群
iPS細胞樹⽴

TAM-iPS細胞からの
B群
21番染⾊体除去

健常児 iPSへの
C群
GATA1ノックアウト

トリソミー

ダウン症(TAMー)
D群
からのiPS細胞樹⽴

ダウン症(TAM＋)
E群
からのiPS細胞樹⽴

ダウン症 iPSへの
F群
GATA1ノックアウト

部分トリソミー
（4Mb⽋失）

ダウン症iPSへの
4Mb領域⽋失

4Mb⽋失iPSへの
GATA1変異導⼊

図 2-8-3-4

21番染⾊体上には
⾎球誘導により発現変化する領域がある
⾎球誘導で
顕著な発現増加が⾒られる
4Mbの領域

21番染⾊体
部分トリソミー
トリソミー iPS細胞
3アレル

2アレル 3アレル

ヒトiPS細胞による
TAMの疾患モデルの解析
・TAMは 「21トリソミーによる造⾎亢進」
「GATA1短縮型による異常な分化誘導」の相互作⽤による
・21番染⾊体の4Mb領域にTAM責任領域がある
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2－9 表現型解析技術
2－9－1 小幡裕一 センター長（
（独）理化学研究所バイオリソースセンター）
我々機関では、バイオリソースを収集して提供している。ゲノム編集で作られたマウス系統
等が寄託されて、さてどうやって品質管理をしようかという大変難しい問題が出てきている。
その中で表現型解析は、品質検査の最たるもので、とても難しいものであるが、本日のキーワー
ドは標準化ということでお話しさせていただきたいと思う（図 2-9-1-1）
。
Funding Agencies は、研究開発、技術開発、リソース開発・整備、医療・産業など、入口か
ら出口までを見据えた、中長期的な目標と戦略を策定して、重複を避けて、最も費用対効果の
高い研究開発制度、
個人研究とトップダウンの研究のベストミックスを作っていただきたいと、
考えている。優れた技術、データ、リソースは共有されるべきであるし、また、共有されるた
めには標準化ということが、実験の再現性を確保するためには非常に大事だと考えている。残
念ながらわが国においては、技術開発やリソース開発に対する認識が低く、結果として高い評
価が得られていない。従って Funding Agencies も資金がなかなか困難であるという状況だと
思うが、この辺をぜひ打開して頂きたいと考えている（図 2-9-1-2）
。
ゲノム編集技術による次世代リソースの戦略的開発・整備テーマは、ここに示すように、画
期的な方法で iPS 細胞、またマウス、動物、様々なリソースで作られようしている。作製され
たリソースの最大活用のためには、基本特性については標準化された表現型解析が必要である
し、表現型データベースについても標準化が必要だと考えている。そのことによって研究を促
進、推進できると考えていている（図 2-9-1-3）
。
具体的にお話しする前に、ゲノム情報がたくさん整備されてきて、ヒトとマウス、ラットで
も良いが、ヒトと実験動物を行ったり来たりしながら、ゲノム編集技術を用いてノックアウト、
ノックイン、コンディショナルノックアウト、Cre マウスなども使って研究を進めている。ま
た、疾患 iPS に分化マーカーを入れた細胞、標準的 iPS に標的遺伝子を操作した細胞、またマー
カーを入れた細胞等を、多能性解析や分化能解析を行う。また後ほど述べるが、マウスで標準
的な解析をして、それらを標準表現型解析データベースとして、リソースと共に研究コミュニ
ティに提供することによって、創薬、治療法の開発、また評価系に役立てる必要があるのでは
ないかと考えている（図 2-9-1-4）
。
我々は、iPS 細胞の標準表現型パイプラインが必要だと考えている。やはり品質検査として、
微生物検査、細胞誤認などの検査をして、核型を解析し、多能性を解析する。テラトーマ形成
能や遺伝子発現、エピゲノム、分化能などのデータを統合して iPS 細胞の標準化が必要である。
iPS 細胞と情報をリソースセンターは整備して渡す必要がある。また、分化能の解析というこ
とでも、神経、骨、骨格筋などに分化誘導をするわけだが、遺伝子の発現パターンと共に Flow
Cytometry や免疫染色等によって、目的とする分化細胞が確実に誘導されたということを確実
にしてから提供していきたいと考えている。
また、細胞組織に特異的に発現するプロモーターの下流にマーカー遺伝子を入れて、確かに
それが標的とする細胞に分化したことが確実になった、遺伝子改変された細胞も提供する必要
があるのではないか、このようなスキームを作る必要があるのではないかと考えている。これ
もゲノム編集技術が可能にしたところだと思う（図 2-9-1-5）
。
最後の数枚のスライドで、マウスについて標準化がどこまで進んでいるかということをお伝
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えしたいと思う。これは、International Mouse Phenotyping Resource of Standardised
Screens という、リソース開発、表現型解析の国際標準化というものである。これはヨーロッ
パ、アメリカ、それから日本も合意して、色々作戦を練りながら作ったもので、マウスでは 2
万の単一遺伝子を 10 年間で全てノックアウトする。この 5 年間では 5,000 系統ノックアウト
を行う。既に 3,000 に近いものがノックアウトされている。そういったマウスを標準表現型解
までに、ここに書いてあるように、Grip Strength、Calorimetry、X-ray、Body Composition、
Chemistry から Heart Weight、Gross Pathology and Tissue Collection 等を行う。これが基
本的なフェノタイプである。これ以上は専門分野としてはあまりに広すぎる為、どのセンター
も全ての専門家はいない。これ以上は研究コミュニティと連携しながら、深掘りのパイプライ
ンを作る必要がある。どのセンターもそう思っているし、我々もそう考えている（図 2-9-1-6、
図 2-9-1-7）
。
我々の考えているところは、例えばヒトの 5 大疾患をターゲットとしたモデルマウスの詳細
解析、深掘り解析は、やはり研究コミュニティと連携して標準化データの上に、各疾患の詳細
データを付記して、情報公開とマウスの提供を行うことが必要であると考えている。がんにお
いては病理詳細解析によるバーチャルスライドの作製、共焦点顕微鏡、IVIS In Vivo イメージ
ングシステム等の解析結果を組み合わせて、研究コミュニティでプラットフォームを作って
いって解析することによって、様々なゲノム編集で作られた研究材料がより良く使われる。ま
た、これが創薬、医療の進展に役に立つのではないかということを考えているところである（図
2-9-1-8）
。
＜質疑応答＞
○山本 ゲノム編集であれば、今後疾患モデルといったときに、マウスよりもラット、例えば
神経疾患だったらラットよりもマーモセットというふうな流れに恐らくなると思う。逆にそ
ちらのほうは、多因子遺伝子病のようなものは中型の哺乳類に任せて、ゲノム編集を使って
マウスの良さが生かせる研究といったときに、どういったことが考えられるか。
○小幡 まず、マウスが他の動物に比べて有用なところは、圧倒的にコストが安いことである。
ラットはマウスの 10 倍大きいので、10 倍お金が掛かる。それは皆さんも認めると思う。あ
と、マウスは 20 日で次の子どもが生まれる。せいぜい 2 カ月から 3 カ月で次のジェネレー
ションになる。Off-Target は 1 回戻し交配すれば消える。我々の経験では、F0 でモザイク
が多過ぎて、ほとんど使いものにならない。サルで戻し交配ができるかについては、無理だ
と思う。3 年たって、
「あれはモザイクでした」というのは、ほとんど難しい話であり、そう
いうトライアルができるのはマウスだと思う。あと、このゲノム編集技術で私が有用だと思
うのは、複数の遺伝子を 1 回で壊すことができる点である。もちろん、マウスで全てができ
るとは言わない。ラットのほうが CRISPR/Cas はうまくいくという話は沢山聞いているし、
それなりに上手にモデル化していけば、非常に有用だと思う。その辺はバランスを取りなが
ら、適切に選択し、マウスでやれば良いと思っている。
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平成26年11月1日

科学技術振興機構 研究開発戦略センター
「ゲノム編集研究開発戦略」に関する俯瞰ワークショップ
表現型解析技術

生物系の大型の研究開発費が必要
 国(Funding Agencies)は、研究開発、技術開発、リソース開発・整備、医療・産業
振興、入口から出口までを見据えた、中長期的な目標と研究開発戦略を策定し、重
複を避け、最も費用対効果の高い研究開発制度（個別開発と集約的開発のベスト
ミックス）、研究基盤・解析基盤の共有制度を導入すべき
 研究開発は基本ボトムアップ、個々の研究者の興味と能力に依存
 一方、優れた研究開発の成果、特に技術、データ、リソースは、開発者の研究室に
止まらず、共有されるべき
 大型の研究施設、研究基盤（解析パイプライン等）も共有されるべき
 共有する技術、データ、リソース、パイプライン等の「標準化」が、実験結果の再現
性確保のために必要
技術開発・リソース開発への支援が必要
 我が国においては、技術開発・リソース開発に関する認識が低く、結果として高い
評価が得られない
 技術開発・リソース開発だけでは競争的資金の獲得は困難
 海外に依存

理化学研究所バイオリソースセンター
小幡 裕一

2

図 2-9-1-1

図 2-9-1-2

ヒト
細胞レベル

ゲノム編集技術による次世代リソースの戦略的開発・整備テーマ（例）
 希少難病疾患の原因遺伝子を操作したヒトiPS細胞：病因解明、創薬・診断治療法
開発のリソースとして
ヒトiPS細胞は我が国の強み
標準ヒトiPS細胞株をゲノム編集
倫理問題を回避
均一の遺伝的背景で研究開発を実施、再現性の確保
 多重変異を導入したヒトiPS細胞・マウス系統
CRISPR/Cas9は多重変異を同時に容易に導入できる
がんやCommon Diseasesのモデル細胞、モデル動物
 同一染色体上の複数の遺伝子を改変したマウス系統
 霊長類を含めた様々な生物種でゲノム編集

疾患ゲノム情報
KEGG Disease Pathway
OMIM, GWAS, WES
COSMIC (Sanger)
ClinVar (NIH)

マウス
個体レベル

ゲノム編集技術
リソース開発

KO, cKO, KI
+
Cre

疾患iPS細胞w/分化
マーカー
標準iPS細胞w/標的
遺伝子編集＋分化
マーカー

作製されたリソースの最大活用のために
 基本的特性については、「標準化」された表現型解析が必要
 表現型解析データベースについても、語彙等の「標準化」が必要

3

C57BL/6N

（品質検査）

多能性解析
分化能解析

「標準」表現型解析
表現型解析データベース

COSMIC: Catalogue of somatic
mutations in cancer
ClinVar: Public archive of reports of the
relationships among human variations
and phenotypes

リソース

IMPReSS
+
2次解析

創薬・治療法開発の評価系

図 2-9-1-3
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図 2-9-1-4

International Mouse Phenotyping Resource of Standardised Screens

iPS細胞「標準」表現型解析パイプライン

国際標準マウス表現型解析パイプライン

品質検査：微生物汚染検査（細菌、真菌、マイコプラズマ）、細胞誤認検査
KEY:

核型解析

Line

HOM Viable line
Fertility

HOM Lethal line

HET Viable line

Mandatory
tests

Viability

Histopathology
Embryo
Gross Morphology
Embryo

多能性解析
テラトーマ形成実験
遺伝子発現解析、エピゲノム解析：分化能解析結果と統合して、iPS細胞の「標準化」

OPT

分化能解析
神経、骨、骨格筋、心筋、血液、肝臓、膵臓、腎臓、消化管等への分化誘導
解析法：RT-PCR, Western blot, Flow cytometry, 免疫組織染色等により、目的とする分
化細胞が誘導されることを確認
骨格筋
神経系
血液
特異的抗体が存在しない場合
には、組織特異的に発現する
遺伝子のプロモーター下流に
マーカー（GFP等）を発現する
細胞の樹立を行い解析
分化細胞の二次解析
誘導した分化細胞をフローサイトメーター等で分取し、二次解析を実施
心筋：電気伝達系の解析 肝臓：薬物代謝能 膵β細胞：糖濃度依存性インスリン産生能

図 2-9-1-5
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7M + 7F Mutant Adult Mice
In life

2次解析：ヒト5大疾患をターゲットとしたマウスモデル詳細表現型
Weight Curve – 4 weeks to 16 weeks

Open
Field
CSD
Grip
Strength

9

Echo
Acoustic
Startle/PPI

X-ray

Challenge
Whole Body
Plethysmography

Auditory Brain
Stem
Response
Body
Composition
(lean/fat)

Eye
Morphology

14

15

Calorimetry

ECG

Intraperitoneal
Glucose
Tolerance Test

11

12

13

10

実験動物開発室でES細胞からマウス個体化

医学・創薬研究コミュニティと連携
標準化されたデータの上に各疾患詳細解析データを付記し、
情報公開とマウスの提供を実施
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2－10 革新的治療技術
2－10－1 花園豊 教授（自治医科大学分子病態治療研究センター再生医学研究部）
ポストゲノムと言われて既に 10 年以上たつが、実際に薬事当局で承認された新薬の数が増
えたという証拠は日本でも、アメリカでもない。この点に関して、足りないのは、もしかした
らブタかもしれない。冗談ではなくて、マウスからヒトへの橋渡しという部分が少し弱いので
はないかということである。それは日本でもアメリカでも同じ話である（図 2-10-1-1）
。
自治医大では、ピッグセンター（正式名称は先端医療技術開発センター）を運営している。
このピッグセンターは、これだけで 1 個の建物になっており、ブタ用の手術室、ブタ専用の
MRI、CT、それからブタ用の「ダ・ヴィンチ」という手術支援ロボットも入れている。無菌室
もあって、セルプロセッシングセンターもある。人の病院並みか、それ以上のものを作ってい
る。ある意味、こういうことができるというのは、日本の国力の反映ではないかと思う（図
2-10-1-2）
。
こういった施設で行なっている研究について、一例だけお示しする。京都大学 CiRA の江藤
浩之教授が人工血小板をヒト iPS 細胞から作製した。これを試験しようとする話である。ヒト
iPS 細胞から人工血小板を作成し、その血小板が機能することは、マウスで確認している。こ
の仕事は自治医科大学の西村教授が行なった。この動画は、生きたマウスそのままの観察を示
す。1 個 1 個の赤血球が血管内を流れるようすが見えるが、ときどき見えるこの赤い流体物が、
江藤教授が作った人工血小板である。実際、この人工血小板が血栓の形成に貢献する様子がリ
アルタイムで映し出されている。すなわち、この人工血小板は機能しているということを、マ
ウス in vivo で証明したわけである。しかし、このデータをもって日本の薬事当局に行くと、
「そ
れでは不十分である、ウサギを使った実験をしなさい」となる。現在、ウサギでこうやって 1
個 1 個の流れる赤血球や血小板を見ることができる。この赤い流体物は、江藤先生の人工血小
板ではなく日赤の血小板だが今やウサギでも流れる赤血球や血小板を 1 個 1 個観察してその機
能をウサギ in vivo で検証することは可能である。しかし、アメリカの FDA に相談すると、
「ウ
サギでも不十分である、ブタでやりなさい」となる。我々はブタを使い、生きたブタの血管の
中を流れる赤血球や血小板を 1 個 1 個見られるようにした。これがまさに我々が考えるところ
の、マウスからヒトへの橋渡しの一例である（図 2-10-1-3）
。
私たち自治医科大学ではブタの分野でゲノム編集にずっと関わってきた。自治医科大学では
当時、農業生物資源研究所にいらした大西彰教授（現日本大学教授）と共同で世界で最初に血
友病ブタを作製したが、これを作製したときはまだゲノム編集技術というものはなかった。通
常のターゲッティングベクターで第 8 因子遺伝子をノックアウトし、体細胞核移植でクローン
ブタを作製した。これを作っている最中に、ゲノム編集技術 Zinc Finger Nuclease 法が出て、
「次に作るときには Zinc Finger を使おうね」と言って、実際に我々は明治大学長嶋比呂志教授
と共同で SCID ブタを Zinc Finger Nuclease で作製した。そのときに多少工夫したのは、プラ
スミドでなくてメッセンジャーRNA で Zinc Finger Nuclease を導入したことだ。これによっ
て操作が簡単になり、効率が上がり、時間が短縮し、外来遺伝子のゲノムへの挿入がなくなり、
ゲノムを傷付けていない SCID ブタが作製できた。ところがこの SCID ブタを作っている最中
に TALEN が出て、更に CRISPR が出て、すごい勢いとなっている。いずれにせよ、この Zinc
Finger Nuclease で作った SCID ブタを今度は CRISPR で治そうというのが、我々の今後の目
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標である（図 2-10-1-3）
。
X 染色体連鎖の重症複合型免疫不全症のことを X-SCID と呼んでいる。
ヒトでもブタでも IL2
受容体γ鎖遺伝子を欠損する遺伝性疾患で、ヒトの場合 2 歳までに骨髄移植をしないと 100
パーセント死亡する。骨髄移植をすれば約半数の患者が生存する。しかし多くのケースではド
ナーが見つからずに、生き残るためには遺伝子治療しかない。
クターで欠損遺伝子を導入して、その造血幹細胞を患者さんに戻すという方法であるが、これ
ロウイルスを使っているから、導入遺伝子の挿入はほぼランダムであり、できれば変異箇所を
狙って修復する治療が望まれる。まさに CRISPR などゲノム編集技術によって、こういうこと
が実現可能になっており、これをブタで検証したいと考えている（図 2-10-1-4）
。
なぜ、SCID を治療対象に選ぶかということであるが、こういった遺伝子治療研究を進めて
いく上で大事なことは、ゲノムを修復した細胞に生存優位性があるかどうかである。今まで成
功した例は、ほぼ例外なくゲノム修復細胞が生存優位性を持つ。例えば、CRISPR を使った遺
伝子治療の例が今年『Nature Biotechnology』に発表されたが、それは肝臓の病気である遺伝
性チロシン血症のマウスモデルを CRISPR で治したものである。しかし、その論文を良く見る
と、当初 Cas9 が入って病気の遺伝子が修復されたのは肝細胞全体の 0.4 パーセントしかない。
それが 1 カ月たったら 33 パーセントに増えて病気は治った。
つまり、遺伝子修復した細胞が生存優位性を持つものだから、わずかなゲノム修復細胞でも
勝手に増えて病気が治ったということになる。この『Nature Biotechnology』を見て、
「CRISPR
で遺伝子治療が実現したのだ、もうこれで終わったのだ」と思ったら大間違いで、これは自然
に治ったと考えたほうがむしろ近い。実際、SCID では、たった 1 個のリバータントで自然治
癒の例さえ報告されている（図 2-10-1-5）
。
今後、遺伝子治療を考える上で重要なことは、遺伝疾患を二つのクラスに分けてみる必要が
ある点である。クラス 1 は、修復した細胞が強い生存優位性を持つ疾患である。例えば SCID
は少数の細胞が修復できれば治ってしまう。もう一つは修復細胞に生存優位性が弱い血友病の
ような場合である。血友病で欠損する第 8 因子があってもなくても細胞の増殖には何も影響し
ない。こういった病気は治すのが難しい。どういうわけか日本のお医者さんは、このクラス 2
の病気ばかり治したがるので、たいてい失敗する。アメリカは、患者数は少ないがクラス 1 の
病気を治して『Nature』の表紙を飾る。今後は、患者数は少ないかもしれないが、CRISPR で
クラス 1 の病気を治し、初戦を飾るということが Politically Correct の戦略だろうと、私は思っ
ている（図 2-10-1-6）
。
今後の課題としては、ゲノム編集技術による治療の実現のためには、やはりゲノム修復細胞
に生存優位性がないような一般の病気も治せるようにしたいので、Cas9 の初期導入効率をい
かに高めるかということが、最大の問題だと思う。生存優位性を付与しないような遺伝子修復、
例えば血友病である。大ざっぱに言って、あの治療のためには、今の 10 倍以上の導入効率は
必須である。これを達成しようとすれば、例えば村田先生のように細胞質を丸ごと入れ替えて
しまうのもの良い方法かもしれない。それから相同組換えの効率を上げなければ、実用化に繋
がらない。そうすると、太田先生の言われた方法が良いかもしれない。Cas 9 を in vivo で患者
さんに導入するときは、免疫拒絶を避けるために Cas9 の導入は可逆的でなければいけない。
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そのためには、例えば中西先生のご発表にあったセンダイウイルスベクターは Cas9 導入後に
取り除けるから使えるかもしれない（図 2-10-1-7）
。
本日の話をずっと朝から聞いている中で、私はこの SCID ブタを CRISPR で治療するという
ことは、
今の日本の技術を上手に組み合わせてやれば決して実現不可能ではないということを、
ほぼ確信した。皆さんの技術を使わせていただいて、自治医大のピッグセンターで SCID ブタ
を治してみたいと思っている。
＜質疑応答＞
○太田 2 のタイプの修復細胞の増殖優位性が弱い場合のケースは、大体どのぐらいの効率で
組換えができたらクリアできそうなのか。
○花園 恐らく血友病の場合であると、最低で 1 パーセントはないといけないだろうと思って
いる。できれば 10 パーセントぐらいの遺伝子導入効率は目指したいと考えている。
○堀田 血友病ブタの場合先生はどのようなアプローチを考えているのか。
○花園 ブタの場合は、まずは SCID で我々は成功を狙うので、ブタから造血幹細胞を取って
きて、ex vivo で CRISPR を使って遺伝子修復をし、それを戻すという、自家の造血幹細胞
遺伝子治療を考えている。
○堀田 ex-vivo であると、遺伝子修復効率はそれほど気にしなくて良いのか。修復されたも
のだけを選んできて、それを戻すということができれば十分治療効果が期待できるのではな
いかと思う。
○花園 それがまた難しい。修復細胞を選んで戻すより、SCID の場合は、たった 1 個のリバー
タントでも治るという『ニューイングランド・ジャーナル』の報告もあるから、修復細胞を
選ばないで戻しても意外にうまくいってしまうかもしれない。いずれにしても、どうなるか
やってみないと分からない。
○堀田 純粋に幹細胞マーカーを出しているものだけを FACS で集めてくるようなアプローチ
は。
○花園 ヒトの場合、造血幹細胞そのものをアイソレートするマーカーがない。CD34 で取っ
てくれば良いではないかといっても、CD34 の中のほんのわずかな細胞が造血幹細胞だろう。
実際にプロスペクティブにヒト造血幹細胞をきちっと選別する技術がないということが、一
つ大きな問題ではある。先生が仰ることは、実はヒトやブタでは難しい。
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2－10－2 谷憲三朗 教授（九州大学生体防御医学研究所）
我々はこれまで、がんに対する遺伝子治療や免疫療法等の基礎および臨床研究を行ってきて
おり、その立場からゲノム編集への我々の期待と取組みについてご紹介させて頂く。遺伝子治
療には直接法と間接法があり、ベクターを用いた iPS 細胞の樹立は間接法に分類できる。一方、
2-10-2-1）
。
あった人工染色体法や HVJ-エンブロープベクター法はメイドインジャパンの遺伝子導入法と
して知られている。ウイルスベクターに関しては、この白塗りのところがゲノム DNA への遺
伝子挿入が起こるベクターである。遺伝子挿入が起こらないウイルスベクターとしては先ほど
ご報告があったセンダイウイルスベクターが世界をリードしている。我々も約 7 年前から国立
感染研の竹田誠先生らとの共同研究で麻疹ウイルスベクターの作成に取組み、JST の再生実現
化プロジェクトのご支援もあり、ようやく完成することができた（図 2-10-2-2）
。
ご承知のように遺伝子治療臨床試験は欧米を中心に 1989 年から開始されたが、1999 年に
OTC 欠損症患者が多臓器不全により死亡したことを受け、全ての米国のプロジェクトがレ
ビューされ、2 年間米国の遺伝子治療が停止された過去を持っている。しかし世界規模では、
その後も年間約 100 件の臨床プロトコールが承認されて実施されている状況である（図
2-10-2-3）
。
ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療は HIV に対して既に実施されており、CCR5 遺伝子を
ノックアウトした自家 CD4 T 細胞輸注療法として臨床試験が行われており、顕著な成績が報
告されている。ここでは Zinc Finger Nuclease 法によるゲノム編集が用いられており、第 II
相臨床試験として実施されている。興味深いことに、ナイーブ T 細胞でも CCR5 がノックアウ
トされており、HIV が感染しないといった結果も報告されている（図 2-10-2-4）
。
今後解決すべき点として、ex vivo 遺伝子治療の場合は、Off-Target 効果としてのゲノムへ
のランダムな遺伝子挿入に伴う発がん性の問題を解決しなければならないと思う。In vivo 遺伝
子治療の場合は、標的腫瘍への高効率での遺伝子挿入技術の開発、導入効率の増強が重要であ
ると考えられる（図 2-10-2-5）
。
我々は、独自開発のウイルスベクターを用いた T 細胞受容体遺伝子改変治療への応用と、小
型霊長類コモンマーモセットにおける悪性腫瘍モデル作出について今後も検討を重ねて行く予
定である。T-cell レセプター（TCR）を標的とした遺伝子治療は現在、免疫チェックポイント
阻害抗体療法と共に遺伝子治療および細胞療法、免疫療法の分野で、高い抗腫瘍効果が期待で
きる方法だと考えられている。T-cell レセプターをクローニングしてリンパ球に入れる方法と、
キメラアンチゲンレセプター（CAR）を作製してリンパ球に入れる方法があるが、いずれも腫
瘍を標的化する方法として期待される。表面抗原を標的にする場合には CAR 法が、HLA クラ
ス I に提示された細胞内の分子を標的化する場合には TCR 法が適切であると考えられている
（図 2-10-2-6）
。
現在我々は、リンパ球の抗腫瘍効果を増強させるために、例えばリンパ球におけるチェック
ポイント分子のノックアウトなどができれば良いと考え、
ゲノム編集技術の応用を進めている。
更にマーモセットに関しては、実験動物中央研究所と共同研究を行ってきており、マーモセッ
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ト ES 細胞の樹立に成功している。例えば分子標的薬、遺伝子治療、免疫療法薬に関しては、
マウスでは種差のため効果評価ができにくいため、マーモセットでの検討を行ってきた。例え
ば成人 T 細胞性白血病モデルに関しては、現在キャリア化はできたものの、発症には至ってい
ない。本動物はゲノム編集技術を用いて悪性腫瘍を作出する上での有益なモデルとなるものと
考えている（図 2-10-2-7）
。
以上の様に、今後ゲノム編集技術を用いて悪性腫瘍に対する新規薬剤の開発を促進して行き
たいと考えている。
＜質疑応答＞
○堀田 最後の HTLV のマーモセットモデルのところだが、ウイルス自体は出てきているの
か。
○谷 プロゲノムはディテクトされている。発現に関しても PCR レベルでは検出されている。
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2－10－3 堀田秋津 特定拠点助教（京都大学 iPS 細胞研究所）
私の一番の目標は iPS 細胞を使った遺伝子治療である。その対象疾患としては Duchenne 型
筋ジスロトフィーというものをターゲットにして研究を行っている（図 2-10-3-1）
。
このような遺伝子改変技術、ゲノム編集技術が実際に治療に使えるのかどうかというのが、
Zinc Finger や TALEN が出てきたときの私の疑問であった。iPS 細胞を増殖させて分化させれ
ば、それが病態再現や細胞移植に使えるというのは、iPS 細胞が出てきたころからの大きな流
れである。そこに新しく出てきた遺伝子改変技術というのは、ただ単にゲノムを切るだけなの
だが、切ったことによって色々なことができる。更にはハサミも使い手次第と言うが、紙をザ
クザク切るだけに使う人もいれば、うまくそれで切り紙をする人もいるという形で、遺伝子の
修復にうまく使えないかということを検討している（図 2-10-3-2）
。
Duchenne 型を簡単にご説明させていただく。原因遺伝子は、Dystrophin という遺伝子の変
異によって起こる。日本では大体 4,000 人強の患者さんがおり、筋ジストロフィーの中では最
もメジャーなタイプである。かなりシビアな筋疾患であり、小児のころから立ち方がおかしい
とか、そういうことで発見され、10 代では車いすになって、20 代、30 代では人工呼吸器が必
要になってくる根本的な治療法がない遺伝性疾患である。この Dystrophin 遺伝子は X 染色体
上にあるので、主に男性に発症する。押村先生のお話でもあったが、Dystrophin は遺伝子レベ
ルで 2 メガベース以上あって、cDNA にしても 14 キロベースあるという非常に大きな遺伝子
である。そのため、これまで遺伝子治療をすれば治るということは分かっていたが、いわゆる
ウイルスベクターなどでは全くデリバリーができなくて、押村先生の HAC ベクターのような
ものを使わないと、とてもデリバリーができないというような巨大な遺伝子であった（図
2-10-3-3）
。
ゲノム編集技術を使った治療方法として、大きく三つのアプローチを考えた。我々が樹立し
た iPS 細胞は、京大病院の患者由来であったのだが大きな領域が欠損していて、エクソンが 79
個あるうちの 44 番目がなくなっている状態であった。エクソン 44 の長さは 3 の倍数ではない
ので、エクソン 44 がない状態で 43 と 45 がつながると、フレームシフトが起こってストップ
コドンが入り、タンパクが途中欠損して病気になるという状態である。このフレームシフト変
異を何とか治そうということで、エクソン 45 にターゲッティングする TALEN、CRISPR を
作って、3 通りの方法で修復を行なった。Dystrophin というタンパク質は特殊で、非常に長い
鎖状の構造タンパク質である。真ん中の部分にはリピートドメインがあり、そのリピートの数
というのは多少ずれてもシビアな筋ジストロフィーにはならない。従って、途中ずれても、取
りあえずフレームが戻れば良いということで、すぐ後ろの 45 もヌクレアーゼで削って、スプ
ライシングが起こらないようにすると、43 と 46 がつながるとインフレームに戻る。そうする
とタンパクの読み枠が最後まで行って、タンパク質としては全長が出てくるというのが一つ目
のアプローチである（図 2-10-3-4）
。
二つ目は、TALEN を作用すると数ベースから数十ベース、あるいは時によったら 100 ベー
スぐらいの挿入欠損がランダムに起こるが、その中でちょうどフレームが元に戻った長さのデ
リーションだけを選んでくれば、インフレームクローンが取れるといった、フレームシフトを
起こすという方法である（図 2-10-3-5）
。
三つ目は、ホモロジーアームを持ったドナーを共導入して、なくなっているエクソン 44 を

CRDS-FY2014-RR-06

独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

調査報告書
ゲノム編集技術

117

45 の直前にノックインするという方法である。技術的な詳細は省くが、実際に数パーセントの
レベルでインフレームクローンが取れて、4 パーセントぐらいの確率でエクソンキッピングの
クローンが TALEN を使っても CRISPR を使っても、iPS 細胞のクローンで取れたことを確認
した（図 2-10-3-6、図 2-10-3-7）
。
エクソン 44 のノックインも、我々が始めた当時はエクソンスキッピングで抜く方法が出て
れているクラシックなノックインベクターであるが、これを TALEN、CRISPR でノックイン
セントから 90 パーセントの確率でノックインができた。非常に効率良くノックインもできる
ということを確認した（図 2-10-3-8）
。
きちんと Dystrophin タンパク質が修復しているのかということを試すために、iPS 細胞を
骨格筋へと分化させた。残念ながら iPS 細胞から骨格筋へ分化させる方法は、まだ遅れている。
通常 iPS 細胞の分化は、培地中にサイトカインなどを加え、ゲノムをいじることなく目的細胞
へ分化させるのが理想的で、一般的である。ヒトの iPS 細胞の骨格筋分化というのは、まだま
だそこまでいっていない。我々は取りあえずデモンストレーションとして、MyoD という筋分
化を誘導するマスター転写因子を強制発現することによって、骨格筋誘導を行なった（図
2-10-3-9）
。
Dystrophin 遺伝子を PCR レベルで確認すると、未分化の状態の iPS 細胞では Dystrophin
遺伝子は出ていない。しかし、患者由来骨格筋細胞ではエクソン 44 がない、43、45、46 がつ
ながった転写産物が PCR で確認できた。健常人はちゃんと 44 も含まれた 43 から 46 までがつ
ながっている。1 ベース削っただけのクローンは、長さでは変化が見えない。ノックインした
クローンでは、ちゃんとエクソン 44 が取り込まれて健常人と同じ高さで cDNA ができている。
エクソンスキッピングしたものに関しては、44 と 45 がなくなっているので、低いところに出
てくるというのも期待どおりいっていることを確認できた。cDNA、一塩基の挿入もシーケン
スレベルで確認している（図 2-10-3-10、図 2-10-3-11）
。
タンパク質レベルでちゃんと出ているか確認する為、免疫染色を行い、Dystrophin が膜局在
していることも確認した。更にタンパクのサイズについて調べる為、Western blot を行い、目
的サイズとほぼ同じところにタンパク質が回復しているということを確認した（図 2-10-3-12、
図 2-10-3-13）
。
今までお示ししたのは、あくまで iPS 細胞の細胞レベルでの治療の話である。これが実際に
どう将来的に患者さんに届く治療になるのか、まだ先は長いと思う。実際に、途中でも述べた
が、まだ骨格筋、あるいは筋前駆細胞への分化というのが、まだまだ発展途上である。それを
技術的に確立する必要がある。理想としては、骨格筋を移植するよりも筋前駆細胞を移植した
ほうが、ターンオーバーで筋肉細胞を体の中で作り続けていくことができれば、より治療効果
や治療範囲も高まるというふうに考えられる。今はゲノム編集技術を iPS 細胞の段階で行って
いる。これは、いわゆる ex vivo 遺伝子治療ということになるかと思うが、iPS 細胞レベルで
ちゃんと治療ができているクローンだけを選ぶということができるのが一つ目のメリットであ
る。あと、ゲノム規模の解析が事前にできる、移植する前に、まずここでちゃんとがん関連遺
伝子に変異がないかということを調べた上で、それをリソースとして細胞にするということが
できるというのが、iPS 細胞を介する最大のメリットだと思っている。それを踏まえた上で、
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それでもやはりアメリカなどではどんどん論文を出してきているが、直接生体内でこういうゲ
ノム編集技術を使って遺伝子を治すという流れも、もちろん大きく進んでいる。これはやはり
Off-Target の制御なども含めて考えていかなければいけないし、どうやってデリバリーするか
ということも議論していかなければいけない。まだ課題は山積みだと思うが、ゲノム編集技術
を使えば、数年前までは恐らく全く誰もできると思っていなかったことが、できるようになっ
て来ているというのが、大きな時代の変化だと感じている（図 2-10-3-14、図 2-10-3-15）
。
＜質疑応答＞
○谷内江 細胞を移植するというほうが現実的に聞こえるのだが、実際に患者さんに対してデ
リバリーしてゲノム編集というのは、どういう方法論なのか。
○堀田 細胞移植の場合ということか。
○谷内江 細胞移植ではなくて、実際にアメリカで直接デリバリーして編集するとおっしゃっ
ていたので、具体的にどういうものか。
○堀田 今、ペーパーが出ているのは、Duchenne モデルマウスの受精卵に CRISPR/Cas9 を
入れて治すというもの。もちろんヒトでは許されない行為だと思っている。筋肉へのデリバ
リーということを考えると、例えばアデノウイルスベクターやアデノ随伴ウイルスベクター
など、ウイルスベクターで結構良いのができている。そういうもので CRISPR をデリバリー
するというのは、現実的に考えられると思う。
○谷内江 実際に患者さんを目にして治すということを考えたときに、細胞移植というのはか
なり有効な方法なのか。具体的にどうやるのかイメージがわかない。
○堀田 筋肉は全身になるし、疾患自体も全身性である。細胞移植だと、ターゲットできる部
位は非常に限られてくので、そこら辺はどこを狙うかということを注意して選ばなければい
けない。Duchenne の患者さんは、組織自体がかなりダメージを受けている。筋組織にスペー
スがあるような状態なので、そこに筋の前駆細胞を打てばある程度作っていくということ
は、他の研究で示されている。そういうアプローチと組み合わせてということになると思う。

図 2-10-3-1
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2－11 法的倫理的側面 ゲノム編集と生命倫理
2－11－1 難波栄二 教授/センター長/科長（鳥取大学生命機能研究支援セン
ター/鳥取大学医学部附属病院次世代高度医療推進/遺伝子診療科）
私の専門は難病の診断治療だが、本日はそれ以外の面としてこの問題についてお話しをさせ
ていただく。バックグラウンドとして、私はこの生命機能研究支援センター長をやっているが、
遺伝子組換え、動物実験、全ての安全委員会を支えているセンターである。それと、次世代高
度医療推進センター、これが先ほど議論にあったトランスレーショナル、鳥取大学の臨床研究
の拠点で、こちらのセンター長も努めさせていただいている。それと助教の足立が、現在ライ
フサイエンス課の生命倫理・安全対策室の遺伝子組換え実験の調査官というのをやっており、
その辺のパイプがある。最後に、本日の発表の中にアンケート等の紹介があるが、遺伝子実験
施設連絡会議の発展版なのだが、我々のソサエティはここ 6 年間、毎年遺伝子組換え実験の全
国安全研修会を、もう 6 回目を迎えて、唯一やっている。現在、このゲノム編集と遺伝子組換
え実験の関係は、大変注目されており、今年の大きな話題として全国で議論した。そういう内
容を踏まえまして、先ほども色々出ましたが生命倫理の問題まで捉えると、本日は時間的に足
らない内容なので、最初の取り扱いをどうするかという問題に関して発表させていただく（図
2-11-1）
。
取り扱いについてのペーパーは少ないが、北海道大学のプレスリリースに出ていたものがあ
る。ポイントは痕跡を残さないという問題が挙げられる。ZFN-1 という、Zinc Finger Nuclease
で 1、2 は自然にでも起きる。1 は痕跡がない。2 は修飾遺伝子はあるが自然で起きる。3 は外
来遺伝子がある。この三つで分けてどうしようかということが、世界的に議論されている（図
2-11-2）
。
最初に、カルタヘナ法について、少しだけお話しをさせていただく。この正式名称は長いの
で略称でである。平成 16 年に日本も批准した法律で、これが遺伝子組換え生物を規制する法
律である。この法律は、定義の中に、細胞外において細胞を加工する技術によってできた生物
ということが規定されている。この部分が、今回のゲノム編集では非常に逸脱するものがある。
もう一つが、この規制対象外のところに、同一の分類学上の種に属する生物の核酸。すなわち、
同じようなものを自分で本来持っているもの、あるいは「自然界でも起こるようなことは外し
ますよ」というのがこの対象外である。この辺において、色々な扱いにおいて問題になってい
る。最近の論点として、私自身で三つ挙げた。一つ目は、ゲノム編集を用いた場合には、カル
タヘナ法で必ずしも規制できない生物が作成される可能性。恐らくここはとても重要なことだ
と思う。二つ目はこの生物の取り扱いや譲渡などをどうするかについて。三つ目は国民の理解
を得ながら研究・開発を進めるためにはどうするかについてである（図 2-11-3）
。
これに対する資料として、我々のソサエティが中心となり、全国に一昨年の末にかけてアン
ケートを行っている。この調査結果をご紹介する。36 機関、そう多くはないが全国に幅広く、
民間企業も一つ参加していただきまして、独法、私立も入っている。今回は、研究者と安全管
理部門、両方についてのアンケートを行なった。実際の取り扱いだが、やはり皆さんは大変慎
重だということが分かり、ほっとしている。拡散防止措置が遺伝子組換え実験に準じていると
いうところと一致するが、これが 9 割以上やっている。通常の研究レベルでは、現在は常識的
に考えても、拡散防止措置をきちんと取っていれば、まず問題を起こすことはないという判断
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が、ある程度成り立つ。一方、特段の扱いがないところもある。安全委員会への申請について
も届け出が多いが、特に申請していないというものもある。全国的にある程度、迷ってばらつ
きもあるというところもある。特殊なものとしては、ヒトゲノムに出しているところもある。
どのような取扱いが望ましいと考えるかということでは、やはり研究者自身がある程度、どう
いうふうに注意していこうかということを考えているというのが多く見える。ただ一方で、法
色々と悩んでいる施設も多いが、やはり遺伝子組換え実験として申請を義務付けることが、あ
比較的多いのが、見解、基準を示してほしい、やはり迷っているので、どうしたら良いか教え
てほしいというのが大きく出てきている。個別にも色々と意見があるが、その中で主なものは
Off-Target がちゃんと解決するのか。Natural occurrence は外しても良いのではないかという
ことがある。それと、世界的な標準に合わせたルール、最低限の規制、簡素化。それから国に
方針を示してほしい、あるいは我々のサイトにも何か出してほしいと。最後に自主的なルール。
このあたりで、皆さん「どうかな」と思いながらやっているということがある（図 2-11-4、図
2-11-5）
。
一方、諸外国のことも少しだけお話ししておく。これは茨城の立川先生からいただいたもの
である。アメリカはカルタヘナ法に批准していないので、少し特殊である。基本的には植物病
害のほうが重要で、Zinc Finger の技術は規制対象外でかなり緩やかであることが分かる。一
方、TALEN は植物病害リストにあるので、これ自体が規制に当てはまる。そして最終的な責
任は企業が取れということで、あまり国は縛らないが、問題を起こしたら「自分たちで頑張り
なさいよ」というのが、アメリカの基本的な体制である（図 2-11-6）
。
一方、ヨーロッパは違う。かなり色々な検討をされており、加盟国間に温度差がある。典型
的な例で、ドイツでは自然界でも起こり得る ZFN-1、2 について GMO とは認めているが、規
制の対象外である。外来遺伝子はきちんとした規制にするという方向である。ただし、判断基
準では Off-Target の問題、安定化、最終生物にどれぐらい残るかということが問題になってい
る。色々な議論があり、批判的な NGO 等は「hidden GM」として批判している（図 2-11-7）
。
色々な判断基準があるが、最近、ニュージーランドでは国が ZFN-1 等は対象外とした決定に
対して NGO が提訴したところ、裁判所は国の決定を棄却した。すなわち国が負けたという事
例がある。国民の理解をどう取っていくかということがきわめて重要であることを示した一つ
の事例だと思う（図 2-11-8）
。
我々は声明として、最終的な方針としては、今の段階で決定はできないが、やはり注意して
ゲノム編集で作った物を機関としての情報を取得する。世界的な情報を収集して提供する。支
援を行うための窓口。そういうことを今後も検討していく（図 2-11-9、図 2-11-10）
。
最後にまとめを。重要なポイントとして、現時点では、ゲノム編集で作成された生物の情報
を機関が収集しておくことが必要と考える。現時点では、拡散防止措置などを参考に機関で適
切な取り扱いを検討しながら進める必要がある。アカデミアが自主的な体制を構築し、国民に
広く周知しながら、研究の推進を図ることが必要である（図 2-11-11）
。
＜質疑応答＞
○谷 今、私は遺伝子治療の審査委員をやらせていただいている。もしサンガモ社の遺伝子治
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療が入ってきた場合は、カルタヘナで規制されるのか。
○難波 今回、そこまで議論されていないと思う。外来遺伝子のものはカルタヘナの規制に当
てはまると理解して良いのが、問題は 1 塩基置換や変異が入ったもの。これに関しての議論
はない。遺伝子治療では 1 種使用という非常に厳格な申請が同時に伴うというのが、研究者
の方が頭を悩まされるところだと思う。今後検討が必要だと思う。現段階で外して良いとも
言えない。それに関して省庁は、的確に定義に当てはめてきちんとすれば、当然受け入れる
と。ただしアカデミアでちゃんとした評価が下っていれば、国では大きな問題にしないとい
う意見も言っているので、本当に問題を起こしていないかという評価をどうするかが最大の
論点になると思う。まだ結論は出ていないと思う。
○浅島 アカデミアが実質的に対策を構築して、国民に広く周知をしながら進めるということ
が重要だと思う。
○難波 おっしゃる通りだと思う。これは総論的に書いた理想形である。日本の場合、なかな
か臨床医ですらゲノム編集を知らないという言葉が出たように、これはやはり国民に向って
なんらかの情報発信をホームページ等できちんとしながら、最初の段階からやっておくのが
私は非常に重要だと、つくづく考えている。
先ほどから予算がないという話が出ているが、一番ないのがこの分野である。安全管理の
ところにはなかなかお金が落ちてこない。少しそこら辺の体制にはテコ入れが要ると思う。
ただし、予算だけでは進まないと思う。ネットワーク作りがとても重要だと思う。共通のコ
ンセンサスの下に、各機関がある程度情報発信を均一にやっていくとが必要であり、これは
この問題に限らないと思う。すべての先端的研究においては、体制作りとして改めて考える
必要がある。要するに、研究者が一生懸命やるには時間的な制限があるので、その周りを支
える人も非常に重要ではないかと、私自身は考えている。そういう体制の中で、ネットワー
クを作りながらそれぞれでやっていく仕組みが必要である。
大学遺伝子協はそのモデルとして今やっている。各機関の安全委員会の人はかなり入って
いただき、コンセンサスができつつある。そういうことを前に進めていきたいと思っている。

図 2-11-1-1
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図 2-11-1-10
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2－12 話題提供
2－12－1 坂田恒昭 特任フェロー/シニアフェロー（JST-CRDS/塩野義製薬（株）
）
本日は製薬企業の立場から、ゲノム編集にどう期待しているかということを 5 分ばかりで述
べさせていただきたいと思う。製薬企業は研究、開発、販売といった色々なステップがある。
に協力していただいて安全性、有効性を担保していく。多くの薬は、ヒトでの治験、臨床試験
リーニングにかけていくことがファーストステップになる。日本の企業のほとんどが化学メー
カーであり、化合物をスクリーニングしていく。どんどん病気に関係していると思われるター
ゲットをスクリーニングしていくというところから始める。ところが病気に関係しているター
ゲットというのは、非常にあやふやで、しっかりバリテーションされていないターゲットでも
論文から引っ張ってきて、製薬企業はやってしまう。研究所は物を出すということが使命なの
で、それを開発に回してしまう。開発部隊は、それをヒトでやるため、動物で効いてもヒトで
は効かないという現象がどんどん起こってくる。製薬企業では、ネズミの薬は作ったことがあ
るがヒトの薬は作ったことがないという人が多くいる。ここを何とか解決したい。これは業界
用語でフェーズ 2 アトリュションといわれている。このような原因から、薬の値段は非常に高
くなる。開発費用に 1,000 億かかる、開発期間が 15 年も 20 年もかかるということが言われて
いる。製薬企業の一番の命題は、開発費用をいかに圧縮して、開発期間を短くしていくかとい
うことが大きな課題になる。そのためには、きちっとバリデートされた病気に関係する分子を
持ってきて、それをスクリーニングすることが必要である。そこはアカデミアの皆さんと一緒
にやっていきたいということが、
大きな命題としてある
（図 2-12-1-1、
図 2-12-1-2、
図 2-12-1-3）
。
ポイントは三つある。まず、きちっとした病気のターゲットを分子レベルでバリデートして
いくこと。それと iPS を改変した評価細胞をきちっと作っていって、ヒトの病態を反映したモ
デルを作っていくこと。最後に、ヒトの病気を反映したモデル動物を作製していくこと。これ
は今の技術であると、単一遺伝子でしかできなかったものについて、複数の遺伝子でやってい
けるというのが、このゲノム編集技術の大きな強みだと思う（図 2-12-1-4）
。
最近、流行の iPS というヒトの細胞を使って、色々な改変遺伝子、変異遺伝子を導入してや
る、細胞を作ってやる、もしくは iPS にレスポンシブルな遺伝子を戻してやると正常細胞に戻
るということで、きちっとレスポンシブルな分子をバリデートしていく操作が必要となる（図
2-12-1-5、図 2-12-1-6、図 2-12-1-7）
。
先ほども何回も話があったように、このゲノム編集技術というものは、例えばサルでも ES
細胞がなくてもできる可能性がある。例えば、今後の製薬企業が望んでいるような神経性の疾
患であるとか、免疫系の疾患というものをターゲットにできる可能性がある。モデル動物をき
ちっと作っていくと。きちっとバリデートした分子を作ってモデル動物を取っていくというこ
とが、このゲノム編集技術に製薬企業が期待する大きな二つのことである（図 2-12-1-8、図
2-12-1-9）
。
最後に、今から 20 年ぐらい前に製薬企業は一丸となって「遺伝子治療をやりましょう」と
いうプロジェクトもあった。それがどんどん下火になってきた。そういうことをもう一度再検
討して、ゲノム編集技術を使って倫理的ハードルを越えれば、何とかなるかもしれない。もう
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一度、昔の遺伝治療に製薬企業が熱心だった時代に戻れるかもしれないという期待がある（図
2-12-1-10、図 2-12-1-11）
。
それと、間世田先生の話などにあったように、バクテリアとかウイルスの感染症で特異的に、
こういったゲノム編集技術が応用できるかもしれないということが期待される。やはり一番の
期待は、モデル動物。きちっとしたバリデートされた分子をいかに同定していくかということ。
二つの大きな命題に関わってくると思う（図 2-12-1-12）
。
ところが CRISPR/Cas の特許は、Broad Institute が 2014 年、今年の 3 月に成立させてい
る。Broad Institute というのは、タカラバイオと Clontech にライセンスアウトしている。一
番の懸念は、アメリカや欧米でこのような特許を取られてしまうと、日本の企業が排除されて
しまわないかという危惧が、我々にはある。できれば、日本でなんらかの技術に対する特許を
取って展開していただきたい（図 2-12-1-13）
。
もしこういうことが起こってしまえば、とにかく同じような技術であれば絶対先行した技術
のほうが優位になるため、革新的な技術を持って新しい特許を取っていくということが必要な
のではないかと感じている。

図 2-12-1-1
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2－12－2 山本卓 教授（広島大学大学院理学研究科）
Zinc Finger は Sangamo BioSciences が開発、Sigma-Aldrich と知財をしっかり押さえてき
たという経緯がある。ただ、Sigma-Aldrich は受託作製についても非常に高額であったり、商
業ベースで利用した際にロイヤリティも予想以上に高かったといった話を聞いている。臨床試
Finger 自身は良いものであり、使えるものができれば本当に有効利用ができるかと思う。かと
（図 2-12-2-1、図 2-12-2-2、図 2-12-2-3）
。
TALEN の知財に関して、複雑だったのだが、最近状況が変わってきた。ドイツのマルティ
ン・ルター大学が Two Brades Foundation に付与した TALEN の特許は、Life Technologies
が受けている。これに対して、アイオワ大学とミネソタ大学の TALEN については、フランス
の Cellectis 社に独占実施権が付与された。この二つの特許が並列にあったので、大企業はどう
しても「こちらを使うと、こちらから何か言われるのではないか」といったことがあり、なか
なか使うことに一歩足が踏み出せない状況が続いていた。しかし、つい先日、クロスライセン
スが成立した。Life Technologies と Cellectis 社がクロスライセンスをした結果、多くの研究
に使うライセンスに関しては Life Technologies に相談すると実際に利用、産業的に利用できる
可能性がある。一方で Cellectis 社は、治療用に関して権利を有したようである。TALEN に関
しては、利用の道筋が明確になっており、産業で利用する、基礎研究を企業の人が行う際は、
Life Technologies に相談して、そこからまずは基礎研究をする権利を獲得することで研究がで
きると考えられる（図 2-12-2-4）
。
CRISPR/Cas に関しては George Church だが、ちょうどパテントに関する情報が『Nature
Biotechnology』に出ている。これは読まれた方も多いと思う。MIT とハーバードの Broad
Institute の特許とカリフォルニア大学の特許の関係が今後複雑になっていくと予想される（図
2-12-2-5）
。
そういう意味では TALEN は今だいぶ分かりやすくなってきた。CRISPR/Cas に関しても、
試薬として確かにタカラから買うということは可能になっているので、企業が試験研究的に使
うということは十分可能なレベルになってきているのかと思う（図 2-12-2-6）
。

JST-CRDS 「ゲノム編集」における研究開発戦略について 01 November 2014

ゲノム編集技術の特許について

ゲノム編集で利用される様々な部位特異的ヌクレアーゼ

１９９６～

２０１３～

広島大学・大学院理学研究科・数理分子生命理学専攻

山本 卓

２０１０～
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ZFNに関する特許

TALENに関する知財
サーモフィッシャー

セレクティス社（仏）

ライフテクノロジーズ社（米国）
マルチンルター大（独）

アイオワ大（米国）
ミネソタ大（米国）

独占実施権
の付与

独占実施権
の付与

Two Blades Foundation
植物を除くライ
センスの付与

セレクティス社

ライフテクノロジーズ社
US特許8,420,782
US特許8,470,973

クロスライセンス
(2014年6月5日)

研究用および植物、付随する
サブライセンス権（独占）
Nature Biotechnology Vol.23, 2005

図 2-12-2-3

CRISPR/Casの特許

US特許8,420,471
US特許8,470,431
US特許8,470,432

治療用（独占）分野
（研究用、植物にも一部権利は持っている？
ようであるが詳しい状況は不明）

図 2-12-2-4

知財戦略の方向性
１．国産ゲノム編集ツールの開発
・PPRモチーフなど新規DNA結合ドメインを利用したツール開発
・立体構造解析をベースとした新規ツールの開発
・既存ツールの改良

２．より精密な遺伝子改変技術の開発
・一塩基置換の効率的導入方法の確立（疾患モデル作製に不可欠）
・様々な生物種に利用可能な遺伝子ノックイン技術の確立

３．派生技術開発（ゲノム修飾や人工酵素）
・標的遺伝子クロマチン修飾レベルの改変技術の確立
（エピゲノム編集）
・人工転写因子作製技術の確立

４．デリバリー技術
Nature Biotechnology Vol32, 7, 2014

図 2-12-2-5
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第３章 今後重要と考えられる研究開発戦略の方向性
第 1 章で示した様々な観点からの情報、第 2 章で示した最先端の要素研究・技術情報など、
ゲノム編集に関する俯瞰的な情報収集を通じて、ゲノム編集技術が様々な分野に対してもたら
すインパクトの大きさ、そしてわが国が危機的に遅れてしまっている現状が強く認識された。
本報告書は、ゲノム編集に関する俯瞰的な情報の取りまとめを主目的とするものではあるが、
得られた情報の整理を進める中で、今後重要と考えられる研究開発戦略のおよその方向性が見
出されたため本章で述べたい。
総論としては、主に米国主導で展開されているゲノム編集技術に対抗するため、既存技術の
改良、そして国産の技術開発を推進する。それら技術開発は単発の研究成果だけでは為し得ず、
アカデミアにおける技術シーズの発掘、それら要素技術や知見の組み合わせによるゲノム編集
至る、複合的な観点からの研究開発が必須である。研究開発と同時に、得られた成果群につい
て知的財産権を適切に確保し、既に多くの知財を保有する米国等とのクロスライセンスを実施
するなどの知財戦略がきわめて重要と考えられる。また、ゲノム編集技術で作出された生物の
取り扱い（遺伝子組換え生物とするかどうか）や、生命倫理の観点、食の安全の観点などにつ
いて、科学的エビデンスに基づく議論とルール作りが必要である。
これらについて、本章では研究シーズを戦略的に融合しインパクトを最大化するための「１．
今後重要と考えられる研究開発テーマ」
、わが国の技術シーズを把握するための「２．ゲノム編
集技術の俯瞰図」
、
「３．プロジェクト推進体制（運営体制、知財戦略、規制・倫理的側面から
の検討等）
」について述べる。

１．今後重要と考えられる研究開発テーマ
わが国において今後重要と考えられる研究の方向性として、
（１）国産ゲノム編集ツールの開
発（新規の技術開発、既存技術の改良）
、
（２）実用化に向けた周辺技術開発、
（３）実用化研究
が挙げられる（図 3-1）
。
なお、
本項に登場する具体的な技術などはあくまで例であり、
実際のファンディングにあたっ
ては、公募形式の公正かつ戦略的な評価によって最適なテーマ、研究者が決定されるべきであ
る。
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図 3-1 重要研究開発テーマ
（１）国産ゲノム編集ツールの開発
 新規国産ツールの開発（①新規の技術開発、②既存技術の改良）
（5 年以内）
：新たなコン
セプトの核酸結合モジュールおよび編集ツールを技術基盤とし、それらを統合し技術とし
て改良を重ねる。日本独自のコンセプトの確立、或いは既存のゲノム編集技術とは一線を
画した性能を有するコンセプト（特許回避可能であること）を確立する。
＜国内の研究シーズの例示＞（図 3-2）
（認識）
 例えば、国産の核酸（DNA/RNA）結合モジュールとして、PPR（pentatricopeptide
repeat）の開発が進められている。DNA のみならず、RNA も含めた編集操作ツール
として、様々なアプリケーションでの適用・改良 （可視化、局在調節、スプライシン
グ、ゲノムデザイン、ゲノムプログラミングなど）も期待される。
（編集）
 例えば、塩基置換酵素にデアミナーゼを用いる事で、DNA の切断・挿入に伴う毒性
を回避できる国産のゲノム編集ツールの開発が進められている。ピンポイントでの塩
基置換（１塩基置換）が可能である。またメチル化塩基の置換も可能であるためエピ
ゲノム編集も可能となる。
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 例えば、Zinc finger recombinase（ZFR）を基盤とした国産の新規人工酵素の開発も
進められている。ZFN、TALEN、CRISPR 等のゲノム編集ツールに利用されている
FokⅠと比較し、精密な遺伝子配列の組換えが可能となる。recombinase による反応
は配列の切除だけでなく、遺伝子配列の交換反応なども可能である。そのため、ヌク
レアーゼの利用と比較しても修飾した核酸配列の導入やプラスミドの部位特異的な導
入など幅広い応用が可能である。
（改良）
 例えば、CRISPR/Cas9 の構造解析を世界で最初に行なわれ、構造解析をベースとし
たゲノム編集技術の改良が進められている。具体的には、オフターゲットの低減（PAM
配列認識特異性の改善）
、細胞導入効率向上（コンパクトな Cas9 の構築）などの研究
が挙げられる。
 例えば、一塩基置換の導入効率向上に関する技術開発も進められている。現在は複数
一塩基置換は応用範囲が広い重要な基盤技術である。
 例えば、MMEJ（microhomology-mediated end joining）修復経路を活用した、あら
ゆる細胞で機能する新しいノックイン法を開発された（PITCh 法：TAL-PITCh
system、CRIS-PITCh system）
。これまで主に利用されていた HR（homologous
recombination）修復経路よりも、正確かつ高効率なノックインが期待される。
（多機能型・高機能性ゲノム編集ツールの開発）
 例えば、既存のゲノム編集ツールより効率が良い Platinum TALEN kit（Platinum
Gate TALEN Kit）が開発された。
 例えば、最大で７つのガイド RNA を単一ベクターに入れることができる
CRISPR/Cas9 Kit が開発された。
 なお、ヘテロクロマチン領域におけるゲノム編集、転写活性化・抑制の増強、転写活
性化、抑制の持続性の向上などのニーズは高い。
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図 3-2 新規国産ツールの開発
（２）実用化に向けた周辺技術開発
 周辺技術の開発（5 年以内）
：
（１）で見出されたゲノム編集ツールの新たなコンセプトに
ついて、実用化研究にも耐えうる技術として確立させるために、オフターゲットによる影
響の予測、デリバリー技術の開発などを行なう。
＜国内の研究シーズの例示＞（図 3-3）
（オフターゲットによる影響の予測）
 例えば、CRISPR/Cas9 において、オフターゲットによる影響の少ないガイド RNA を
効率よく設計可能なソフトウエアが開発された。本技術を活用することで、様々な生
物種で利用可能な特異性の高いガイド RNA を設計するための新規アルゴリズムの開
発を行なう。
（デリバリー技術）
 例えば、導入ゲノムサイズに制限なく、哺乳類細胞（マウス、ラット等）で安定に維
持される人工染色体ベクター（MAC ベクター）が開発された。本技術は複数遺伝子
間の相互作用や、遺伝子クラスターの機能解析に利用可能である。また、完全ヒト化
ラット（ラット内在代謝遺伝子破壊、ヒト代謝遺伝子導入）の開発も期待され、より
多くの生物種に対応可能な次世代染色体工学技術の開発も期待される。
 例えば、ZFN タンパクを直接細胞内へ導入する技術が開発された。更に、細胞アレイ
とナノニードルアレイを用いて定量的に細胞へ導入できる系も開発された。他のゲノ
ム編集技術へ展開することにより、ゲノム編集の効率化、オフターゲットの低減が期
待される。
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（３）実用化研究
 実用化研究の推進（5 年以内）
：
（１）
（２）を通じて創出されたゲノム編集技術を用いて、
モデル動物・細胞作製（創薬加速）
、革新的治療技術の開発、育種、物質生産を推進する。
また、基礎生命科学研究の革新につながる技術開発（標的遺伝子座特異的なゲノムレベル
での調節技術、可視化技術、エピゲノム編集ほか）も行なう。
＜国内の研究シーズの例示＞（図 3-4）
（モデル動物・細胞作製（創薬加速）
）
 例えば、CRISPR/Cas9 などのゲノム編集技術により、ヒト疾患の原因とされる遺伝
子変異を導入した遺伝子マウスを作成し、病因の解明や予防・治療法の開発につなが
る疾患モデルの開発が行われた。本研究基盤によって、創薬の加速が期待される。
 例えば、モデルマウス作成において、数 kb の長い配列を効率的にノックインするク
ローニングフリーゲノム編集技術が開発された。本技術によって、ヒト化ノックイン
マウスを用いたヒトの遺伝的異型の疾患原性が迅速に解析できると期待される。
また、
マウス以外の高等生物への展開も期待される。
 マウスよりもヒト病態をより反映するとされる疾患モデルラット
（アルツハイマー病、
パーキンソン病、ハンチントン病、大腸がん、免疫不全、肥満症、小脳失調症等）の
作製技術が開発された。より多くの疾患モデルの開発（がん、高血圧、うつ、アルツ
ハイマー等）
、創薬・毒性ヒト代謝モデル（安全性試験、ヒト型薬物代謝モデル）
、脳
機能行動解析（脳生理学、行動、記憶、精神）
、再生医療移殖モデル（患者由来疾患
iPS 細胞移植モデル）など、幅広い展開が期待される。
 ゲノム編集技術を用いたヒト iPS 細胞疾患モデル（ダウン症）も開発された。
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（革新的治療技術）
 例えば、世界最高水準のピッグセンターが国内に存在し、同センターでは遺伝子ノッ
クアウトした疾患モデルブタが作製されてきた。ゲノム編集技術を活用することで、
X-SCID 等の修復細胞が強い増殖優位性を持つ疾患をターゲットとした病態の解明と
治療戦略への展開が期待される。
 例えば、ゲノム編集技術を活用し、麻疹ウイルスのベクターを用いた標的腫瘍細胞へ
の高効率での遺伝子導入を目指している。
（育種、物質生産）
 例えば、ゲノム情報を駆使した有用遺伝子を探索し、作物における医薬品等の原料生
産制御技術が開発された。植物のゲノム配列・代謝経路を自由自在に改変する技術の
開発が期待される
 例えば、モデル植物におけるゲノム編集技術（ZFN、TALEN）を用いた部位特異的
変異導入法が確立された。本研究基盤によって、有用品種の育種が加速することが期
待される。
 例えば、遺伝工学技術を用いた微細藻類による軽油生産の確立を目的とし、
Pseudochoricystis. ellipsoidea の基盤的研究および実用的研究の方向から研究を推進。
ゲノム編集技術を活用することで、商業生産に利用可能なバイオマス生産能の高い株
の育種が行なわれている。
（生命科学の革新につながる技術）
 例えば、dCas9 という切断活性のない Cas9 を用いたエピゲノム編集技術が開発され
た。エピジェネティクス因子（メチル化、脱メチル化酵素：TET）と dCas9 の融合に
より様々な疾患遺伝子の活性化に応用が期待される。
 例えば、薬剤耐性菌の新規薬剤耐性メカニズムがが解明された。本メカニズムとゲノ
ム編集技術を組み合わせる事により、将来出現する可能性のある感染菌、耐性菌への
薬剤開発、疾病の原因遺伝子の同定（ターゲットの同定）が期待される。
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２．ゲノム編集技術の俯瞰図
ゲノム編集に関わる基礎から実用化に至る技術領域について、これまでに得られた俯瞰情報
をもとに俯瞰図を作成した（図 3-5）
。

図 3-5 ゲノム編集の技術俯瞰
ゲノム編集技術の開発には、ゲノム編集ツールのコンセプト開発（新規技術開発、生命情報
解析技術、遺伝子改変技術）
、ゲノム編集周辺技術（オフターゲット予測技術、デリバリー技術）
、
生命科学の新たな展開につながる研究開発（派生技術開発）など、多岐にわたる技術領域が関
係する。そして、確立された技術に基づき、実際の細胞、動物、植物、微生物を対象としたゲ
ノム編集が実施され、新たなバイオロジーの展開、創薬の加速、新規治療技術の創出、育種、
物質生産などの社会実装へ直結する研究が考えられる。そして、これら研究開発全体と関係す
るものとしては、倫理的・社会的観点からゲノム編集技術の検討が挙げられる。
これらのゲノム編集関連技術について、米国等では研究が強力に進められているが、わが国
においても質の高い要素技術は次の通り多く存在する。
（１）ゲノム編集ツールのコンセプト開発領域
 新規技術開発（ゲノム編集ツール技術開発）
・新規ツール開発
【例】
「デアミナーゼ型酵素利用したゲノム編集技術」
（参考：本報告書 30 頁）
【例】
「新しい DNA/RNA 結合モジュール開発」
（参考：本報告書 35 頁）
・既存技術の改良
【例】
「ゲノム編集プラットフォームの開発」
（参考：本報告書 19 頁）
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 遺伝子改変技術開発
・相同組換え向上技術
【例】
「相同組換え活性化技術」
（参考：本報告書 67 頁）
・一塩基導入技術
【例】
「一塩基導入技術」
（参考：本報告書 72 頁）
・組換え効率向上技術
【例】
「高効率の新規ノックイン技術の開発」
（参考：本報告書 26 頁）
 生命情報解析技術開発（複合体構造解析、ゲノム配列解析 等）
・ツール改良のための構造解析技術
【例】
「CRISPR/Cas9 の構造解析による改変」
（参考：本報告書 40 頁）

第３章

（２）ゲノム編集周辺技術の開発領域
 オフターゲット予測技術開発
・ゲノム配列解析
【例】
「ターゲット領域の可視化、オフターゲット変異解析」
（参考：本報告書 48 頁）
 デリバリー技術開発（ウイルスベクター、人工染色体、タンパク質導入）
・持続発現型センダイウイルスベクター
【例】
「ステルス型 RNA ベクターの開発」
（参考：本報告書 82 頁）
・改良型アデノウイルスベクター
【例】
「新規ウイルスベクターの開発」
（参考：本報告書 113 頁）
・HAC/MAC ベクター開発
【例】
「人工染色体技術」
（参考：本報告書 76 頁）
・ナノニードル導入技術
【例】
「ナノニードルによるデリバリー技術」
（参考：本報告書 86 頁）
（３）実用化”関連“領域
 モデル動物・植物・細胞開発（モデル動物、iPS/ES、表現型解析）
・モデルマウス
【例】
「簡便・高効率の疾患モデルマウス作製技術」
（参考：本報告書 91 頁）
・モデルラット
【例】
「疾患モデルラットの作製技術」
（参考：本報告書 94 頁）
・モデルブタ
【例】
「疾患モデルブタ作製技術」
（参考：本報告書 118 頁）
・疾患 iPS 細胞
【例】
「ヒト iPS 細胞とゲノム編集技術を用いた疾患モデルの作製」
（参考：本報告書
99 頁）
・一般表現型解析
【例】
「一般表現型解析技術」
（参考：本報告書 104 頁）
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 革新的治療技術の創出
・先天性免疫不全症（Ｘ－ＳＣＩＤ）
【例】
「遺伝子治療技術への展開」
（参考：本報告書 118 頁）
・筋ジストロフィー治療
【例】
「Duchenne 型筋ジストロフィー患者由来 iPS 細胞の遺伝子修復」
（参考：本報告書 116 頁）
・抗悪性腫瘍遺伝子治療
【例】
「癌に対する遺伝子治療」
（参考：本報告書 113 頁）
 創薬の加速
・系統的なモデルマウス提供
【例】
「系統的モデルマウスの提供」
（参考：本報告書 104 頁）
 食糧・環境問題の解決
・植物代謝工学の開発ならびに実用作物の開発
・微細藻類を用いたバイオマス生産
 生命科学の革新につながる技術開発
・ゲノムデザイン
・統合的ゲノム解析、制御
【例】
「CRISPR/Cas ゲノム編集法とその応用」
（参考：本報告書 53 頁）
【例】
「薬剤耐性菌の耐性、制御システムの利用」
（参考：本報告書 61 頁）
（４）倫理的社会的観点からの検討
 遺伝子組換え規制
・カルタヘナ関連
【例】
「ゲノム編集の安全管理」
（参考：本報告書 122 頁）
 安全性評価技術の確立
・有害性を示す外来の DNA やタンパク（天然/非天然）を自動で検出できる技術の開発

３．プロジェクト推進体制（運営体制、知財戦略、規制・倫理的側面からの検討等）
（運営体制）
ゲノム編集技術が様々な分野に対してもたらしうる大きなインパクトと、一方でわが国が米
国に比して研究が大きく遅れている現状を鑑みると、わが国においてゲノム編集関連研究を戦
略的に推進することは急務である。
ゲノム編集技術の開発に当たっては、コンセプトの確立から実用に耐えうる技術へのブラッ
シュアップまでが求められ、単発の研究シーズの創出だけでは為し得ない。例えば前項で述べ
たような要素技術群を適切に組み合わせることで、既存のゲノム編集技術と比した高い性能、
あるいは特許回避などを実現させなければならない。また、こうして開発されたゲノム編集技
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術の活用研究（モデル生物の作製、健康医療研究、グリーンバイオ研究など）も合わせて進め
ることで、様々な分野の研究も大きく進展しうる。
これらを達成させるためには、
「１．今後重要と考えられる研究開発テーマ」などに挙げた研
究シーズ群、あるいはこれから発掘されるであろう研究シーズ群などをベースとした大型プロ
ジェクトの推進が必要である。同プロジェクトは、研究全体の指導的役割を担う研究総括と、
研究総括を補佐するスタッフからなる、ヘッドオフィスの機能を有することが望ましい。ゲノ
ム編集技術を巡る状況はめまぐるしく変わり続けているため、ヘッドオフィス機能のミッショ
ンは、研究テーマの採択・評価のみならず、海外動向の最新動向の収集、国内の研究進捗状況
の把握、そしてわが国が取るべき知財戦略の検討、クロスライセンス等の実践（後述）などが
挙げられる。
研究グループの構成について、ゲノム編集技術自体の開発段階において、例えばコンセプト
がある程度確立している場合は複数のラボで協働し、実用に耐えうる技術へのブラッシュアッ
プを実施する。要素技術の探索段階にあるテーマについては、小規模なグループで実施する。
する企業などの参入を促し、成果の迅速な展開・普及へつなげる。こうして開発されたゲノム
編集技術を活用し、モデル生物の作製、そして社会実装へつながる研究（創薬加速、治療技術、
育種、物質生産など）を推進する。その際は、例えば製薬企業、食品関連企業、化成品関連企
業 試薬関連企業などの参画も強く期待される。これら研究テーマは、ヘッドオフィス機能に
よって定期的に中間評価、適切な知財管理がなされ、進捗に応じて柔軟に見直し（課題の中止、
新規課題の追加、研究チームの再構築、研究費の増減など）が行なわれる。

図 3-6 プロジェクト推進体制
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（知財戦略）
現状、ゲノム編集技術は欧米などがその多くを取得しており、基本特許を軸に周辺特許を固
めるなど、戦略的な対応を進めている。過去、ゲノム編集技術の商用利用にあたって、予想以
上に高額なロイヤリティを請求されたとの情報もあり、わが国がゲノム編集を活用した実用化
研究を適切に進めるためには、欧米等の特許戦略への対応を常に意識する必要がある。そのた
めにも、先述の「運営体制」で述べたヘッドオフィス機能の 1 つとして、知財戦略の立案と実
践はきわめて重要である。
知財戦略として、新たに開発されたゲノム編集技術の知財の確保と、既存のゲノム編集技術
の改良特許を集約し、欧米の知財保有者とのクロスライセンスを実施する、2 つの方向性を推
進することで、国内企業の産業利用が促されるものと考えられる。
前述の運営体制に参加する研究チームは、ヘッドオフィスの適切な管理の下、拠点内の
Background IP（研究者が既に保有している特許）
、Foreground IP（新たに生み出された特許）
を、ゲノム編集技術の開発、或いは活用研究への利用のために利用可能とする。Background IP
については、可能な限り研究目的に無償で提供するが、所有権は保有者に帰属し、拠点や別の
機関に移ることはない。Foreground IP については、拠点が保有し、拠点参加者への無償での
実施権の付与、プロジェクト終了後のビジネス展開の際に相当の実施料を対価とした実施権の
付与などのようなビジネスモデルを提案することで、拠点への積極的な参画を推進促進する。
（規制等）
運営体制において、現状の規制や社会的観点を踏まえた上で、国民に広く周知しながら、研
究の推進を図ることが求められる。特に、研究機関（アカデミア、企業）が自主的な体制を構
築し、国民に広く周知しながら、研究の推進を図ることが必要である。
技術が先行し、研究開発が進められてしまっている為、現状ゲノム編集技術により作製され
た生物に関する安全性の担保とその取り扱いについてのルールは、未だ統一化されていない。
一方で、ゲノム編集技術の進展はめざましく、今後国民にとって健康、食料、エネルギー等、
様々な分野で多大なる利益をもたらすものと考えられる。産官学のステークホルダーを巻き込
み、
ゲノム編集技術のリスクとベネフィットをエビデンスベースで議論することが重要である。
ゲノム編集を用いた場合には、カルタヘナ法で必ずしも規制できない生物が作製される可能
性があり、その扱いをどうするかが課題となっている。諸外国での取り扱いは国によって異な
り、統一的な見解は無い状況である。世界的な動向として、NGO など本技術に批判的、ある
いは慎重な意見もある。そのため、現時点では、ゲノム編集で作製された生物の情報を研究機
関が収集しておくことが必要である。拡散防止措置などを参考に機関で適切な取り扱いを検討
しながら進める必要がある。
ゲノム編集技術により作製された生物に対する課題として、オフターゲットの影響による
様々な問題が想定される。将来的に、科学的エビデンスをもとに、プロダクトベースでのリス
ク評価の議論が求められる。現状の規制から外れてしまったプロダクトに関して、一元的な規
制ではなく、どの程度のレベルのリスクなら規制の対象とし、どの程度なら許容できるかを、
段階的なリスク評価のレベル設定で検討し、その中で、対象ごとに、プロダクトベースか、プ
ロセスベースでリスク評価を実施すべきかを決定するべきである。
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ゲノム編集技術を用いた遺伝子治療に関する規制に関しては、遺伝子治療臨床研究に関する
指針で対応する事が可能と考えられる。ゲノム編集技術は、単一遺伝子疾患等の治療法として
期待される一方で、生殖系への介入に関しては、生命倫理上、ヒトのデザインにつながるため、
取り組むべきではない。
なお、ゲノム編集技術に限定しないが、近年のテクノロジーの進展は目覚しく、人間の尊厳
に関わりうるものも多い。技術開発のみならず、その社会的影響についてもエビデンスベース
で十分な議論が必要であろう。

第３章
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