
一線を越えた生命操作――新たな世界とその危険性 

新型コロナワクチン・ゲノム編集・RNA操作 

2021 年 6 月 13 日 江戸東京博物館 

DNA 問題研究会、ゲノム問題検討会議 シンポジウムにて 

報告・天笠啓祐 

1、新型コロナワクチンに見る遺伝子操作の新たな展開 

  新型遺伝子ワクチンはなぜ可能になったのか？ 

    バイオテクノロジーの展開とゲノム編集技術の登場 

    AI、ビッグデータの応用 

    遺伝子治療で規制が外された 

遺伝子を体内に入れ、体内で抗原を作らせるワクチンの登場 

mRNAワクチン ファイザー、モデルナ 

抗原蛋白質を作る遺伝子のmRNAを人工合成、脂質ナノ粒子などに閉じ込めて

接種する。 

ウイルスベクター・ワクチン アストラ・ゼネカ、J&J 

   ウイルスに抗原蛋白質を作る遺伝子を組み込んで接種する。アデノウイルスが

用いられる。アストラゼネカはサルアデノウイルス使用。J&J はヒトアデノウ

イルスを使用 

ファイザーのワクチンの成分 

有効成分 mRNA（偽ウリジンが用いられている） 

脂質   ポリエチレングリコール、コレステロールなど（細胞に侵入するのを助け

る） 

塩    塩化カリウム、塩化ナトリウムなど（ｐHを人体に近いものにする） 

精製白糖 凍結防止目的 

食塩水  注射する場合に必要 

 

注  

１、ウリジンは、塩基ウラシルが RNA として構造をもつ際の構造（DNA はアデニン、グ

アニン、チミン、シトシンの 4種類の塩基で構成されているが、RNAではチミンがウラシ

ルに置き換わる） 

２、偽ウリジンはすぐ分解されるのを防ぐ役割を果たしており、たんぱく質を作る機能も

ある。これにmRNAにキャップがつけられ、簡単に分解されるのを防いでいるおり、これ

がアジュバントの役割を果たすが、これが問題を起こす可能性がある。RNAはもともと分

解しやすくないと問題を起こす危険性あり。 

３、短時間での承認のため、基礎研究、動物実験、臨床試験のすべてが手抜きされている



また、遺伝毒性試験と発がん性試験といった長期にわたる影響の試験は行われていない 

４、1度に何億～何十億という遺伝物質が注入される。アストラゼネカのウイルスは、1000

億にのぼる 

 

遺伝子を体内に入れ、体内で抗原を作らせるワクチンの問題点 

１、開発が優先され、安全性が軽視されている。臨床実験は、段階を踏んでおらず、人体

実験そのものである。 

２、ウイルスベクター・ワクチンの場合、弱毒ウイルスを用いても毒性を復活させること

がある。副反応も大きい可能性。 

３、ワクチンの有効性そのものにも疑問がある。新型コロナウイルスの実像は分かってお

らず、感染者でも急速に免疫反応が衰えるなどの問題が指摘されている。また変異株が広

がっており、新たな変異株出現の可能性もあり、どこまで有効か分からない。 

４、mRNA ワクチンは、使われる mRNA が不安定な物質であり、それをカヴァーするた

め RNAの構造に変化を与えており、それが安全性に問題を起こす可能性がある。 

５、いずれも人間の遺伝子操作であり、遺伝物質が生殖細胞に移行すれば、人間の遺伝子

改造につながりかねない。 

6、人間の複雑な免疫システムに介入するため、このような無理な人体実験が、アレルギー

や過敏症、自己免疫疾患などをもたらす危険性がある。 

７、SARSのワクチン開発がとん挫した原因である、ウイルスの感染や増殖が強まる抗体依

存性感染増強(ADE)や、ワクチン関連呼吸器疾患増強(ERD)が起きる可能性がある。 

８、免疫系への介入が、脳神経系や内分泌系に影響をもたらす危険性がある。。 

9、RNA ウイルスの持つ特徴である変化の起こしやすさが、変異株を広げ、さらにそのた

めにワクチンが必要になる、屋上屋を重ねるワクチン漬け社会がやってくる可能性がある。 

 

2、ゲノム編集技術が生命操作を大きく変えた 

  遺伝子ワクチンと遺伝子治療 

    ゲノム編集が規制を緩和した遺伝子治療の指針 

2019年 2月 28日に、ゲノム編集技術の登場に合わせ全部を改正 

      規制しなくなってしまった 

      これが新型ワクチンの使用を容易にした 

  なぜゲノム編集なのか？ 

    遺伝子組み換えと異なり、遺伝子を「切断する」だけ、という論理 

    後から検証できないことを主張、しかし安全性は別の問題のはず 

  ゲノム編集技術とは？ 

    特定の遺伝子の働きを壊す技術 

      生命体はバランスや調和で成り立っている 



      その一方を壊すことで、さまざまな操作が可能に 

    成長を抑制する遺伝子を壊すと「大きなマッチョ豚」が誕生 

    成長を促進する遺伝子を壊すと小さな「マイクロ豚」が誕生 

    マッチョ豚 

      筋肉量の多い豚(筋肉量を制御する遺伝子を壊す) 

        テキサス A&M大学(チャールス・ロング)が豚を開発 

    マイクロ豚 

      成長ホルモン受容体を壊す 

通常の豚 100kg超、ミニ豚 30～50kg前後、マイクロ豚 15kg前後 

      中国 BGI(北京ゲノム研究所)がペット用に開発 

    活発な巨大動物・巨大魚 

     家畜や魚で世界的に開発が進んでいる 

      成長が早く肉の多いマダイとトラフグ(京都大学、近畿大学) 

  なぜゲノム編集技術が生命操作を大きく変えた理由 

    遺伝子組み換え技術でぶつかっていた壁を越えた 

    正確な組み換えができるようになった（？） 

    イノベーション戦略の柱に 

 

3、安倍政権・菅政権によるイノベーション戦略 

  ゲノム編集技術推進・規制緩和の主役としてのイノベーション 

AI、ビッグデータ、５G、そしてバイオテクノロジー 

  ゲノム編集が iPS細胞や ES細胞の応用を加速する役割を果たす 

 iPS細胞への多額の予算、ES細胞利用活性化への転換 

      再生医療促進のための 2つの法律施行 

        医薬品医療機器法(再生医療製品の申請・承認) 

        再生医療安全性確保法(企業参入を促す) 

AIとビッグデータ利用による活性化 

    画像処理技術に加えて、AIとビッグデータ利用が遺伝子操作を飛躍させた 

      ゲノム解析のスピードアップ 

      遺伝子診断のスピードアップ化 

      遺伝子治療の容易化 

  マイナンバーによる監視社会へ 

    病気や障害、病院での診療実績、ワクチン接種などが管理される社会に 

    新型コロナでは接触アプリの登場 

 

 



4、生命誕生の領域で起きている一線越え 

iPS細胞を用いた研究 

生殖や妊娠・出産に係る細胞の作製 

京都大学大学院医学研究科の斎藤通紀研究チーム 

ヒトの iPS細胞から卵子の基となる卵原細胞を作成 

京都大学 iPS細胞研究所の高島康弘研究チーム 

iPS細胞から胎盤の細胞を作成 

米国とオーストラリアの研究チーム 

iPS細胞や ES細胞から、受精卵の初期段階に当たる初期胚盤胞を作成 

（『ネイチャー(2021年 3月 18日号)』） 

「神」に代わり人間が生命自体を誕生させる行為が広がっている 

 

5、生命誕生での操作とルール変更 

 着床前診断、新型出生前診断など出生前診断の普及 

受精卵の遺伝子検査、遺伝性疾患などの有無の調査 

2021年夏から、この新型出生前診断を行う認証施設が拡大する仕組みに 

旧優生保護法の新たな形での復活（利光恵子さん） 

最終目標としてのパーフェクトベイビー、あるいはデザイナーベイビー 

ゲノム編集技術と「理想的な赤ちゃん」づくり 

   中国でのゲノム編集赤ちゃん誕生の衝撃 

人間の核移植の容認 

受精卵から核を取り出し、他の受精卵の核を取り除き、そこに入れる行為 

母親が 3人、倫理的な問題を提起 

国際幹細胞学会が「ヒト胚研究での 14日ルール見直し」 

14日ルールは、試験管ベイビーが誕生した時に定められる 

胚の分岐点・身体の形成が始まろうとするタイミングが 14日目 

ゲノム編集技術や動物性集合胚作りの動き 

現在は、基礎研究に限定としているが、いつかは歯止めがなくなることが前提 

政府の生命倫理調査会 

2018年 3月 29日 生殖補助医療についてゲノム編集技術の応用を認める 

2021 年 4 月 15 日 遺伝性の疾患の原因を調べる基礎研究にもゲノム編集技術の使

用拡大を容認 

   2019年 3月 1日 文科省「特定胚の取り扱いに関する指針」を改定 

     動物の胚と人間の生殖細胞などを混ぜて作り出す動物性集合胚の作製容認 

動物性集合胚を動物の子宮に戻し、子どもを誕生させることを正式に認める 

主目的は、人間の臓器を動物に作らせることにある 



 

6、合成生物学へ向けた動き 

  新型コロナワクチンで弾み 

    人工合成した DNA、RNAを接種 

  バイオテクノロジーの新たな段階 

解析的手法から合成的手法へ 

  人工合成生命 

    J.クレイグ・ベンター研究所による人工生命誕生(2010年 5月) 

  自在な合成細胞、組織・臓器、生命体作成が目標に 

 

7、ゲノム編集作物開発 

  ゲノム操作食品の新たな状況 

  高 GABAトマトの無償配布 

    2020年 12月 11日に届け出が受理される 

   筑波大学教授・江面浩が開発、GABAを多く含むトマト 

同教授が立ち上げたベンチャー企業サナテックシード社が種苗の販売 

「シシリアンルージュハイギャバ」 

      5月から苗の無償配布始まる 

  肉厚マダイの承認まぢかに 

    京都大学(木下政人助教授)と近畿大学(家戸敬太郎教授)が開発 

京大内にベンチャー企業リージョナルフィッシュ社を立ち上げる 

    厚労省がゲノム編集魚の扱いを進める 

  外国で栽培されている作物は高オレイン酸大豆のみ(米国) 

    米国カリクスト社が開発し種苗を販売 

    すでに 2018年から栽培が始まる 

ゲノム編集技術による作物の開発 

    米国では高オレイン酸大豆が国内で市場化 

カリクスト社が開発、種苗を販売 

      2018年から栽培始まる 

米国中西部で食用油としてファーストフード店で使用拡大 

        飼料用としても販売 

    多国籍企業と、主食穀物、除草剤耐性作物が本命 

      除草剤耐性大豆 バイエル社（ジカンバ、グリホサート、グルホシネート） 

      除草剤耐性小麦 華中農業大学（スルホニルウレア系、イミダゾリノン、ア

リルオキシフェノキシ・プロピオン酸系） 

      除草剤耐性・殺虫性トウモロコシ コルテバ・アグリサイエンス（グルホシ



ネート） 

      収量増小麦 コルテバ・アグリサイエンス 

高食物繊維小麦、うどん粉病抵抗性小麦 カリクスト社 

シンク能改変稲 農研機構（2017年から試験栽培） 

    日本で試験栽培が始まった 

      アルカロイド(ソラニンなど)を含まないジャガイモ 理化学研究所 

 

8、多様な動物の開発 

    呼吸器障害症候群ウイルス(PRRSV)耐性ブタ 

      ミズーリ大学の研究者(ランダル・プレイザーらの研究チーム)が開発 

      ウイルスの侵入口にあたる蛋白質(受容体 CD163遺伝子を破壊）を欠いた豚 

    卵アレルギーを引き起こさない鶏 

    角のない乳牛(ブラジルで大規模な導入計画が) 

      抗生物質耐性遺伝子が 3種類見つかり計画は中止に 

    夢を見ないネズミ 

  日本でも 

    成長が早く肉の多いマダイやトラフグ(リージョナルフィッシュ社) 

養殖しやすいマサバ（九州大学農学研究院附属アクアバイオリソース創出センタ

ー、大賀浩史助教授、ベンチャー企業グリラス） 

成長の早いコオロギ（徳島大学、三戸太郎准教授が、成長の早いコオロギを開発 

  ゲノム編集動物の問題点の特徴 

魚などが養殖場などから逃げ出した際の環境への影響 

オフターゲット、モザイク、エピジェネティックな異常などの影響は取り返しが

つかない 

 

9、ゲノム編集(Genome Editing)とは？ 

目的とした遺伝子をピンポイントで壊す技術 

目的とする遺伝子の位置に誘導する技術と 

DNAを切断するハサミの役割の制限酵素の組み合わせ 

CRISPR/Cas9の開発 

  ゲノム編集技術自体は 1996年に登場 

  CRISPR/Cas9(クリスパー・キャスナイン)法(2012年)で容易に 

制限酵素を用いて DNAを切断して、遺伝子の働きを止める(ノックアウト) 

    制限酵素とは DNAを切断するハサミの役割を持つ酵素 

切断後、修復までの過程で遺伝子の導入も可能(ノックイン) 

    修復の際に、その部分に遺伝子を挿入することもできる 



   新たな遺伝子組み換え技術 

      ピンポイントで遺伝子組み換えができる 

10、ゲノム編集には、どのような問題点があるのか？ 

遺伝子を壊すことによる問題点 

壊してよい遺伝子などない 

     生命をもてあそぶものである 

複雑な生命ネットワークをかき乱す 

     オフターゲット(さまざまな遺伝子を壊す)をもたらす 

       米国コロンビア大学など、多くの研究機関が多数のオフターゲットを指摘 

     オンターゲット(切断近辺での大規模な変化) 

エピジェネティックな異常が起きる 

モザイク(操作した細胞としない細胞が入り乱れる)をもたらす 

 

11、RNA農薬の登場 

 RNA干渉法とは、容易にできるノックアウト技術 

  これまでの RNA 干渉利用(DNA操作による) 

    日持ちトマト(世界で最初の遺伝子組み換え食品) 

      1994年に販売が始まるが 2年で中止 

      アンチセンス法という遺伝子組み換え技術を用いた 

 RNAそのものの操作の登場 

   dsRNA(二本鎖 RNA)を用いて遺伝子の発現を止める技術 

RNA農薬の登場 

  農水省「みどりの食料システム戦略」提起される 

  RNAそのものの操作の登場 

   dsRNA(二本鎖 RNA)を用いて遺伝子の発現を止める技術 

   dsRNAが昆虫の細胞内に入ると、siRNA(一本鎖ＲＮＡ)に変わり、 

   その siRNA が、相補的なmRNAの働きを阻害する 

   siRNAの働きは、アンチセンス法の 100～1000倍の効力を持つ 

  2種類の方法 

   外から農薬として散布する方法 

   遺伝子組み換え技術で dsRNAを植物内に作らせる方法 

 外から撒く方法 

   dsRNAを外から撒いて植物体内で siRNA に転換させ 

   アポトーシス阻害因子の働きを壊して虫を殺す 

 遺伝子組み換えで植物体内に作らせる 

   ジャガイモの害虫のハムシを殺す dsRNAを作物内に作らせる 



このような作物はすでに開発されている 

     作物を食べた昆虫の細胞中内に侵入すると siRNAになり、 

アポトーシス阻害因子の働きを壊して昆虫を殺す 

 日本での動き 

   基礎生物学研究所の新美輝幸教授らの研究チームがナス科植物の害虫 

   ニジュウヤホシテントウで研究 アポトーシス阻害因子遺伝子の dsRNAを 

経口投与して効果を確認 

 


