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はじめに
人類最古の農耕は 23,000 年前に遡り，紀元前約 1 万～ 7,000 年くらいから世界の各地
で農耕が開始されたとされている。現代の効率的な農業生産の実現には，肥料や農薬の
利用，灌漑施設の整備や機械化，そして優れた品種育成が不可欠であった。栽培作物の
改良は，有用な形質を持つ個体を選抜することから始まったと思われるが，20 世紀に
なると交雑育種が普及し，優れた形質を積極的に集積することが試みられた。更に，目
的とする形質を有する育種素材の確保のため，放射線等を用いた人為突然変異や培養変
異，細胞融合，遺伝子組換え技術などによる変異の拡大が試みられてきた。その流れの
中で新たに誕生した重要な技術として，標的とするゲノム配列のみを改変するゲノム編
集技術がある。
ゲノム編集技術は，1996 年に発表された ZFN（Zinc-Finger Nuclease）に端を発し，
2010 年に TALEN（Transcription Activator-Like Effector Nuclease）
，2012 年に CRISPR/
Cas9（clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR associated
proteins 9）が発表された。CRISPR/Cas9 は取扱いの簡便さとゲノム編集効率の高さか
ら急速に普及し，2020 年にはノーベル化学賞を受賞した。これらのゲノム編集ツール
は，生物が有する数百万から数十億 bp の塩基配列の中から特定の配列を見いだして正
確に切断することで，標的遺伝子配列の欠損，挿入，置換等の改変を可能にした。近年
ではバイオエコノミー戦略（バイオファースト発想）に基づき，あらゆる生物の改変と
その利用が期待されている。ゲノム編集技術は医療分野，農作物や家畜等の品種改良，
有用物質生産，環境問題に貢献できる有望な技術として注目が集まっている。
2014 年より開始された SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）の「次世代農林
水産業創造技術」において，トマトやジャガイモ等において画期的な品種開発が試みら
れた。その成果として，健康機能性成分である GABA（γ- アミノ酪酸）を高蓄積する
ゲノム編集トマトが 2020 年 12 月に監督官庁への届出など所定の手続きを終了し，社会
実装する段階に来た。
2015 年にエヌ・ティー・エスより発刊された書籍『進化するゲノム編集技術』では，
最先端のゲノム編集ツールの紹介や開発の可能性，ゲノム編集技術の動物や植物への応
用例等が取りまとめられている。前書『進化するゲノム編集技術』を発刊してから 6 年
が経過し，数多くの研究成果とともにゲノム編集生物の取扱方針の策定など，ゲノム編
集生物を取り巻く状況が大きく変化した。そこで，新たなゲノム編集ツールなどの技術
開発とともに，農林水産分野等におけるゲノム編集技術の利用やゲノム編集生物の取扱
方針，最新の特許情報，国民理解の醸成への新たな取組などを紹介することで，ゲノム
編集生物の社会実装にいたる道筋を示すことを目的として本書を企画した。
本書の作成にあたって，第一線の研究者や行政機関等の諸先生方に執筆の労を執って
いただいたことに感謝し，本書がゲノム編集技術の社会実装と社会貢献の一助になれば
幸いである。
2021 年 1 月
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第 1 章

総説

持続可能な社会の実現における
ゲノム編集技術に対する期待
1. はじめに

成が簡便で安価なこと，更に切断効率のよさに
よってたちまち ZFN や TALEN に取って代わっ

20 世紀後半は生命科学の時代といわれ，21 世

て 主 要 な ゲ ノ ム 編 集 技 術 と な っ た。CRISPR/

紀になり生命現象に対する理解は更に加速してい

Cas9 はわずかな期間に爆発的に広がり，基礎研

る。その発展を支えるのは 10 年単位くらいで生

究だけでなく医療や農林水産業，工業など様々な

じる大きな発見や技術革新である。主なもので

分野での利用が期待される。CRISPR/Cas9 を開

も，DNA 二重螺旋構造の解明に始まり，制限酵

発した米国カリフォルニア大学のジェニファー・

素の発見，塩基配列の決定法，遺伝子組換え技

ダウドナ教授と，ドイツ，マックス・プランク感

術，クローン技術，ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）

染生物学研究所のエマニュエル・シャルパンティ

など枚挙に遑がない。そして，近年最大の技術革

エ所長に，2020 年のノーベル化学賞が授与され

新はゲノム編集技術といえるであろう。

た。

ゲノム編集技術は，細胞内で目的の遺伝子を切
断することで変異等を導入する画期的な技術であ

2. 持続可能な開発とゲノム編集技術

り（詳細は後述）
，その起源は 1996 年に報告され
た第 1 世代のゲノム編集技術である ZFN（Zinc-

地球環境は，CO2 排出量の増加による温暖化や

Finger Nuclease）まで遡る 。2010 年には第 2

異常気象，自然災害の増加，森林の砂漠化など数

世 代 の ゲ ノ ム 編 集 技 術 で あ る TALEN（Tran-

多くの深刻な課題を顕在化している。2030 年ま

scription Activator-Like Effector Nuclease） が

でに持続可能でよりよい世界を目指すため，①貧

報 告 さ れ た 。TALEN は ZFN に 比 べ て 高 い

困や飢餓，教育など社会面の開発，②エネルギー

DNA 切断活性があり，標的配列を選びやすいこ

や資源の有効活用や働き方の改善，③不平等の解

となどから広く使われた。ZFN と TALEN は，い

消など持続可能な形で経済成長を目指す経済的な

ずれも DNA 結合ドメインと Fok Ⅰといわれる制

問題，④気候変動など地球規模で取り組むべき環

限 酵 素 の DNA 切 断 ド メ イ ン の 複 合 体 で あ り，

境問題，など，世界が直面する課題を網羅した

1）

2）

DNA 結合ドメインが目的とする配列に結合する

17 の国際目標と各目標を実現するための 169 の

ことで目的の DNA 配列を切断する。その後，第

ターゲットが示された。そして「持続可能な開発

3 世代のゲノム編集ツールとして CRISPR/Cas9

のための 2030 アジェンダ」として持続可能な開発

（clustered regularly interspaced short palin-

目標（SDGs）に掲げられ，2015 年 9 月の国連サ

dromic repeats /CRISPR associated protein9）

ミットにおいて採択された 4）。SDGs は発展途上

が 2012 年に報告された 3）。これは真正細菌や古

国のみならず，先進国自身が取り組むものとされ

細菌のファージなどに対する獲得免疫機構を利用

ている。

したもので，ガイド RNA と DNA 切断酵素を組

日本政府は，第 5 期科学技術基本計画（平成

み合わせたものである。ZFN や TALEN とは異

28 年度〜 32 年度）5） において，サイバー空間と

なり，RNA 誘導型ヌクレアーゼと呼ばれている。

フィジカル空間（現実社会）が高度に融合した世

CRISPR/Cas9 の特徴は，人工ヌクレアーゼの作

界に先駆けた「超スマート社会」の実現（Society

2
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5.0）に向けた取組を進めることを決定した。第 5
期科学技術基本計画の「経済・社会的課題への対
応」では，エネルギーの安定的確保と利用の効率
化や食料の安定的な確保，世界最先端の医療技術
の実現による健康長寿社会の形成，地球規模の気
候変動への対応などが挙げられている．Society
5.0 が目指す社会は，日本のみならず世界規模の
様々な課題の解決にも通じるもので，SDGs の達
成にもつながる。Society5.0 に貢献していくため
に，我が国の強みを活かしたバイオテクノロジー
によるイノベーションの実現に向けた道筋を示す
ことと，
「バイオとデジタルの融合」を基本的な

図 1 ゲノム編集技術 CRISPR/Cas9 の経済効果予測

（ARK Investment Management LLC 2018 より作図）

方針としてバイオ戦略が検討された。
バイオ戦略 2019 6）において，2030 年までにバ
イオエコノミー社会の実現（バイオファーストの

分野が 1,130 億ドル（約 12.1 兆円），水産物分野
が 350 億ドル（約 3.8 兆円）となっている（図 1）
。

実現）が謳われており，その中のゲノム編集技術
に関する取扱に興味深いものがある。バイオ戦略
2019 策定の背景として，世界の動向における合

3. 品
 種育成におけるゲノム編集技術の
分類と取扱

成生物学やゲノム編集技術等のバイオテクノロ
ジーの発展に伴い，健康・医療・介護や農林水産

ゲノム編集技術にはその利用形態によって，

業，工業においても大きな変革が起こりつつある

SDN（Site Directed-Nuclease）
-1 と SDN-2，

ことに言及するものの，国内の開発に関してゲノ

SDN-3 の 3 種類に分類される（図 2）。SDN-1 は，

ム編集技術の具体的な利用場面について言及され

CRISPR/Cas9 などのゲノム編集ツールにより，目

ていない。その一方で，ゲノム編集技術の利用に

的とする DNA 配列を切断するものの修復は自然

より得られた生物の「遺伝子組換え生物等の使用

任せで，その結果として DNA の欠失，挿入，塩

等の規制による生物の多様性の確保に関する法

基置換が生じるものである。この場合は，DNA

律」
（以下「カルタヘナ法」という）や「食品衛

が切断される手法は異なるものの，自然界で生じ

生法」上の取扱について，2020 年度を目途に対

て い る 突 然 変 異 と 同 様 の こ と が 生 じ て い る。

応を具体化することが示された。更に，ゲノム編

SDN-2 及び SDN-3 は標的配列を切断する際に，

集技術等を応用した生物の社会実装に不可欠な倫

細胞外で作製した DNA 断片（以下，
「外来 DNA

理的・法的・社会的問題（ELSI）に対する研究

断片」という）を導入するものである。SDN-2

について示されている。これらの記述から，バイ

は宿主の標的とする DNA 配列と基本的には同じ

オ戦略において，ゲノム編集は既に大きな可能性

塩基配列に，1 から数塩基の変異（欠失・挿入・

を持った利用すべき不可欠な技術であり，それゆ

置換）を含んだ DNA 断片を細胞内に導入して鋳

え，ゲノム編集生物の社会実装のために必要な条

型として用いることにより，人為的に塩基置換を

件整備に言及されていると理解できる。

導入するものである。SDN-3 は標的とする DNA

農林水産分野におけるゲノム編集技術の経済的
効果は非常に大きいものとして，CRISPR/Cas9

配列の間に，数十～数千塩基を有する鋳型を用い
て導入する技術である。

により世界農業市場は 2025 年までに約 1,690 億

動植物の育種において，新たな特性を有する品

ドル（約 18.1 兆円，1 ドル 107.3 円で換算，以下

種育成のためには，目的の特性を有する育種素材

同様）に拡大すると予測されている。その内訳と

を遺伝資源から探してきて交配等により導入する

して，畜産分野が 210 億ドル（約 2.3 兆円）
，作物

のが通常の方法となるが，適切な育種素材がない
3
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図2

カルタヘナ法（上）と食品衛生法（下）上の取扱の比較

場合は，育種素材の作出（変異の拡大）が必要と

成でアミロペクチンがほぼ 100% になったトウモ

なる。その手法として突然変異や培養変異の誘

ロコシ（ワキシーコーン）等の社会実装が続きそ

導，遺伝子組換え技術などがあり，変異拡大の新

うであり，今後の利用が期待される。

たな手法としてゲノム編集技術がある。この技術
の特徴は，基本的には目的とする特定の塩基配列

4. ゲノム編集生物の社会実装に向けて

を切断して変異を導入するものであり，標的とし
た配列と同じ配列がゲノム中にあれば同時に複数

ゲノム編集生物の社会実装のためには，利用す

箇所に変異を導入できることである。この特徴に

る価値のある優れた形質が付与されたゲノム編集

より，従来，育種が難しかったバレイショやコム

生物の開発が大前提であるが，それに加えて 3 つ

ギ，イチゴなどの高次倍数性作物や果樹等の栄養

の課題，すなわち，1）ゲノム編集生物の取扱

繁殖性作物の育種の効率化が期待される。

ルール，2）知的財産権，3）国民理解の醸成，が

ゲノム編集技術は日進月歩であり，様々な新し

あると考える。

い手法が開発され，単純に 図 2 の分類に当ては
まらない場合も出てくるかと思われるが，ゲノム
編集技術の分類の概要としてご理解いただければ

4.1

ゲノム編集生物の取扱ルール

ゲノム編集技術の規制については国際的に様々
な場面で検討されている。アルゼンチンがいち早

幸いである。
2020 年時点で，米国において TALEN により

く，外来遺伝子のないことを確認できれば規制対

改変された米国 Calyxt 社の Calyno 高オレイン

象外となることを示した 10）。経済開発協力機構

酸ダイズの商業利用が開始されており 7），日本に

（OECD）では各国の規制状況等の意見交換を進

おいては，2020 年 12 月に高 GABA トマトの届

め，規制の調和を模索している 11）。日本では，

出が，厚生労働省と農林水産省に提出された

前述したバイオ戦略 2019 の中で取扱に関する方

。

8, 9）

国内においてはゲノム編集魚の開発も進んでお

針の策定が求められ，2019 年 2 月にカルタヘナ

り，海外では，トウモロコシの子実のデンプン組

法における取扱が示され 12），次いで 2019 年 3 月

4
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図3

遺伝子組換え食品に対する意識調査

（食品安全モニター

4.3

には厚生労働省より食品衛生法における取扱方

総説

15）

の結果より作図）

国民理解の醸成

，2020 年 2 月には農林水産省により飼料安

先端技術の普及には国民の理解が不可欠であ

全法における方針 14）が示された。これらに共通

る。スマートフォンなどを含めて電化製品などへ

する基本的な考え方として，まず CRISPR/Cas9

の新たな技術の導入に対してはあまり反対はない

や TALEN などを作るための外来 DNA 断片（人

が，
「食」となると難しいものがある。1970 年代

工制限酵素遺伝子等）を含まないことで規制対象

に実施された石油タンパク質の動物飼料製造の承

外になる可能性が示された。カルタヘナ法上の各

認や 2000 年代のクローン技術に対して反対運動

省の取扱ルールは第 1 編第 4 章で解説している。

があり，有用な技術でありながら実用化できな

なお，生物多様性への影響に基づくゲノム編集生

かった。遺伝子組換え作物については，除草剤耐

物の取扱について，アルゼンチンや豪州なども日

性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの輸入が

本とほぼ同様の考え方となっている。日本はゲノ

開始された 1996 年以降，サイエンスコミュニ

ム編集生物の生物多様性への影響や，食品・飼料

ケーションが連綿と続けられているが，未だに十

としての安全性を考慮した取扱ルールを世界に先

分な理解が得られてないとされ，国内において遺

駆けて整備した。

伝子組換え作物の商業栽培は行われていない。し

針

13）

かし，食品安全委員会が継続して行っている食品
4.2

知的財産権

安全モニターによるアンケート調査では，平成

ゲノム編集生物の社会実装は開発コストやロイ

16 年に遺伝子組換え食品に不安を感じないとい

ヤリティーにより影響を受ける。CRISPR/Cas9

う回答が 20％程度であったが，平成 31 年には

や TALEN の特許は数多くの申請がなされてお

15）
60％に増加しており（図 3）
，また，2018 年に

り，大変複雑になっている。ロイヤリティーの設

は組換えダイズおよび組換えトウモロコシだけで

定は最終的には個別の協議になるものの，ゲノム

も年間約 2,000 万 t が日本に輸入され消費されて

編集技術の知的財産については第 1 編第 5 章で詳

おり 16），組換えナタネを加えると輸入量は更に

説されているので参考にしていただきたい。

大きくなる。これらを鑑みると，国民理解という
5
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新たなゲノム編集の時代を迎えて

ものの実態がわかりにくく，どのような状況に至
ればよいのか，その判断の難しさを感じる。その
うえで，ゲノム編集技術も先端技術として，動植
物の品種育成や食品製造に利用されるものであ
り，国民への情報発信と理解の醸成は不可欠であ
り熟慮する必要がある。そこで，第 3 編では，遺
伝子組換え作物やゲノム編集作物等のサイエンス
コミュニケーションとして，行政または開発側の
社会実装に向けた取組と課題を紹介する。

5. まとめ
ゲノム編集技術は，形質に関連する遺伝情報が
明らかになっていなければ利用できないという欠
点があった。しかし，次世代シークエンサーによ
る解読費用はムーアの法則 17）を遙かに超えて低
価格化を達成し，各種生物の遺伝情報は急速に蓄
積している。更に「バイオとデジタルの融合」の
促進により，ゲノム情報と形質との関連情報が蓄
積されることや，バイオファーストのバイオエコ
ノミー社会の実現が強く求められる社会的要請に
より，ゲノム編集技術による生物改変はますます
重要性を増していくものと期待される。
2015 年に『進化するゲノム編集技術』
（エヌ・
ティー・エス）が出版され，ゲノム編集技術の概
要や動植物への応用，更にリスクマネジメントと
環境整備が解説されている。それから本書の出版
までの約 6 年間に，1 文字 PAM 改変型 SpCas9
の開発やデアミナーゼの利用などゲノム編集技術
や，iPB 法やアグロバクテリウムの一過的発現な
どのゲノム編集ツールのデリバリー技術について
大きな進展が見られ，社会実装が期待されるゲノ
ム編集動植物の開発も続いている。更に，ゲノム
編集生物等の社会実装の実現に向けて，研究開発
に留まらずゲノム編集生物の取扱に関するルール
や知的財産権，国民理解の取組などの環境につい
ても大きく進展した。本書ではできる限り新しい
情報を網羅して取りまとめたつもりである。
本書が新たなゲノム編集生物の研究開発や社会
実装に向けて，読者の参考になれば，著者一同，
執筆した目的を達せられたと思われる。
〈田部井
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