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島薗：私はゲノム問題検討会議という様々な分野の研究者と市民が集まって勉強してい

る会の代表をしています。私自身は、専門は宗教学です。医学あるいは生命倫理学の倫

理、宗教という関係について長らく関心を持っています。 

1997 年当時、橋本内閣の科学技術会議の下に生命倫理委員会というのが国会レベルで

ありました。その時に委員になりましてクローン羊が生まれたのでクローン人間もでき

るのではないかということから国家規模で、そのような問題に取り組みました。哲学者

や法律家そして医学、生命科学の方々が集まって討議するということがありました。そ

の後、科学技術会議は統合科学技術となり、今は、総合科学技術・イノベーション会議

となりまして、そのもとで生命倫理専門調査会があります。その調査会でもヒト胚の ES

細胞の許容範囲とか、キメラ動物と人間の初期の細胞を混ぜることがよいかどうかなど

を議論しています。 

そういう関係で今も、そのような問題に関心を持っています。 

 ゲノム編集技術は、今年のノーベル化学賞を受賞しました。これは生命科学の一大躍

進であるということで、新しいことが見出されてから数年にしてノーベル賞をもらうと

いうことは非常に早いわけで、そのくらい重要な領域だということでしょう。 

 今日はゲノム編集の分野で、最先端の研究を進めておられるお二人の研究者にお出で

いただきまして「ゲノム編集技術開発の現状と今後」ということで、大変関心の強いお

話をしていただけるということです。まず、最初に筑波大学の江面浩先生から品種改良

レベルでのゲノム編集技術の現状についてお話いただきまして、後半は東京大学医科学

研究所の真下知士先生にクリスパー／キャス９（CRISPR/Cas9）とは違ったキャス 3 を含め

てゲノム編集技術の全般の現状をお話しいただきます。4 時 30 分までを予定しまして、

途中休憩を 2 回ほど入れてまいります。 

 

１．ゲノム編集によるトマトの品種改良 江面浩 筑波大学生命環境系教授 

私は筑波大学の生命環境系つくば機能植物イノベーション研究センターで、新しい品種改良の

技術開発やそれを使った品種改良などに取り組んでいます。ゲノム編集技術といっても動物で使

うか植物で使うかでだいぶ違います。遺伝子を編集する、改変するような技術で、植物では突然

変異といいますが、使ってきたバックグランドが動物と植物とでは全く違う。動物はどちらかと

いうと編集での異変を起こさないようにすることを主眼にやってきたことが大きな違いだと思い

ます。植物の品種改良というのは変異をいかに利用するかでありまして、かなり動物とか人に比

べて長い歴史があり使われてきているので、その辺のバックグランドが全く違います。おそらく

同じに考えてしまうと結論が出なくなってしまうのではないでしょうか。 

 今日は植物のゲノム編集についてお話します。私たちはトマトの品種改良を研究していますの

で、トマトを事例に挙げてゲノム編集の説明であったり、どうしてゲノム編集技術を使うのかに

ついてお話します。 

 話の構成は 4 つです。まず、品種改良の話をします。トマトの育種とゲノム編集技術がどうし

て必要と考えているかをお話しします。次に農作物の品種改良の中でゲノム編集技術をどう活用

しているのか、活用に当たっては農作物の作物としてのバランスを崩さないように活用すること



が大切で、それにはどの遺伝子をどのようなチューニングしていくかということが重要です、さ

らに私たちが行っている GABA というアミノ酸を高めた高 GABA トマトの開発について紹介したい

と思います。最後にゲノム編集作物の社会実装に向けての課題について私の整理した視点でお話

していきたいと思います。 

 

 今年 2020 年のノーベル化学賞にゲノム編集技術が選ばれました。この技術は 2017 年に日本国

際賞し、その授賞式でエマニュエル・シャンパンティエ教授とジェニファー・ダウドナ教授とお

話しする機会があり、「ライフサイエンスのいろいろな分野に対して、この技術が役に立ってい

くでしょう。農作物というのは突然変異を利用する歴史は非常に長いので、そういう中でうまく

利用されていくのを期待します」というようなことおっしゃってました。最近のノーベル賞の動

向としては人の未来に役に立つような技術に対して授与されるようなことが顕著になってきてい

ます。ゲノム編集技術が人間の未来に役に立つ技術として認知されたのではないでしょうか。 

 

１）農作物の品種改良の中でのゲノム編集技術 

 ゲノム編集技術とは遺伝子に狙った所に変異を入れる技術です。実際には遺伝子に変異を入れ

るには、CRISPR/Cas9 のような酵素を使う方法。それ以外に化学薬剤を使って遺伝子に突然変異

を入れるとか、放射線などを使って物理的に突然変異を入れるとかはよく行われていることです。 

生き物は遺伝子に切れ目が入っていたりするとその部分を治そうとする働きがあります。ほと

んどがきちんと治るのですが、修復の過程で一部が削られ塩基が置き換わったり、他の配列が挿

入されたりすることがあります。このようなことが起こると、これが突然変異ということです。

ここで現れた突然変異が人間にとって役に立つものであれば利用していこうということで、農作

物の品種改良などに使われていきます。突然変異を使って品種改良すること自体は、既に 100 年

以上の歴史がありますので、その中で様々な品種が作られます。ミルキークウィーンというお米

の品種も MNU(ニトロソウレア)という化学薬剤を使って、こしひかりに突然変異処理をして、その

中から出てきた変異体です。それが今は、ミルキークウィーンという名前で販売されていて、ス

ーパーなどで買うことができます。 

農作物に突然変異を起こさせて品種改良するということは普通に行われています。ただ今まで

の方法ですと、突然変異がランダムに入ってきてしまうので、いらない遺伝子変異を戻し交配で

のぞいていくというやり方をしています。今回のゲノム編集は狙った遺伝子に入るので、戻し交

配が非常に楽になってくる、効率的に同じようなものができるということで注目されています。

では、実際にこの技術を使ってみようということで今やっています。 

 

２）多様なニーズがあるトマト（品種改良のニーズ） 

 トマトというのは世界中 175 か国で生産され、野菜の中では世界で最も生産されている農作物

です。量からすると 2011 年において一位が中国で 4850 万トン、2 位インド 1680 万トン、3 位が

アメリカで、日本は 70 万トン 29 位です。金額にすると日本はもっと上がります。日本でも野菜

の中では一番多い農作物です。 

トマトの起源は南米のペルーで、メキシコに運ばれて、そこで 1 回目の品種改良がなされ、今、

我々が食べているような大きなトマトになりました。それが新大陸の発見に伴ってヨーロッパに

運ばれて、そこで様々な品種改良が行われていて世界中で品種が広がっています。ヨーロッパで

農作物として食べ始めたのは、歴史を見ると 200 年ほど前で、日本では観葉植物として江戸時代

に入り、明治初めころに洋食としてトマトケチャップが輸入され、日本でもトマトケチャップを

つくろうと栽培が始まりました。食料としては約 100 年前からです。農作物としては非常に新し

い農作物です。大根とかカブはおとぎ話にも出てくるように 1000 年以上前に栽培されています。

トマトは冷たいところ、暖かいところ、乾いたところ、湿ったところ、いろいろなところでトマ

トが生産されています。また、嗜好品的なところもあります。好き嫌いが非常に多いので品種改

良を一生懸命やる必要があります。栽培面からも消費者の嗜好の面からいっても多様な品種を作

らなければいけないというニーズがあります。 

 ヨーロッパの諺に「トマトが赤くなると医者が青くなる」というくらい体にいい成分をトマト

はたくさん含んでいます。課題としては、短期間に世界中に広がったので、非常に栽培上、流通



上いろいろな問題があります。好みも多様化しています。これらのことから、多様な品種を迅速

に開発する必要があります。世界中で品種改良でしのぎを削っているのが今の状況です。我々が

スーパーに行くと日本だけ見れば実に様々な種類のトマトがあり、同じ種のトマトでも栽培方法

を工夫することでとても甘くなることがあり、ニーズも高くなっています。 

 

３）ゲノム編集技術の有効性 

 私たちの研究室では、ゲノム編集を最初からやるつもりではなく、農作物、特にトマトの重要

な品種、育種改良にどういう遺伝子が関わっているのかを明らかにして、その知見をもとに効率

的に品種改良を行う技術開発を 20 年ほど行っています。そういう中で 20 年間に様々なゲノム編

集技術が登場し、その技術を使って品種改良を行ってみようということでゲノム編集技術による

トマトの品種改良をはじめました。私たちの研究の目標は、理想のトマトを作ることです。（図

１）理想のトマトのデ

ザインには重要な育種

形質の発現に関わる分

子機構の解明が必要で

す。 

 例えば、日持ち性を

よくすることです。こ

れは果実の日持ちが悪

い場合、完熟する前に

早めに収穫し、そのた

め味があまりよくない

とか、そういうことが起こります。 

（図２）           図 1 理想のトマト       図 2 遺伝子変異で日持ち性向上 

そこで完熟しても日持ちがよくできないかを調べています。今、フードロスが叫ばれているが、

実際には農家の人が生産したものが消費者に届く間に 3 割とか 4 割が日持ちが悪いためにロスす

るということがあります。その辺を少しでも減らすことができれば、同じ食料の生産量でも食べ

る量が増えます。日持ちの研究は重要です。日本は良い流通システムがありますが、途上国では、

流通システムが発達していなくて、ロスしてしまう量が多くなります。 

 トマトは気温が 35℃を超えると受粉がだめになってしまいます。普通には実がつきません。と

ころが９月、10 月にトマトを食べたいとなると、トマトが実を着けるのは暑い夏なんです。普通

に育てると実が付きません。９月、10 月にどうしてもトマトを食べたいとなるとオーキシンとか

ジベレリンという植物ホルモンを使うと花粉がなくても実を着けることができます。このような

ことを「単為結果」といいます。トマトを切って中に種が入っていない場合があると思いますが、

これは単為結果によるものだと思います。私たちが食べているキュウリなどは、ほとんどが単為

結果です。これは品種として花粉がなくても実が付くという性質をキュウリは持っています。ト

マトなどに単為結果の性質を導入できれば農家の人は暑い朝、温室に入ってトマトに受粉させて

実を付ける作業をしなくてもすみます。キュウリと同じように実を付けるようにできないかと研

究しています。あるいは糖の蓄積、これは甘さですが、甘いトマト、フルーツトマトといいます。

だいたい栽培方法を工夫して甘くしています。これはトマトを育てるときに水を与えないという

水分ストレスを与えると甘くなります。それをやると何が起こるかというと日本の場合、平均 10

ａあたい 20 トンくらいのトマトが取れるが、これを水分制限すると 10a 当たり６トンとか７トン

しか収穫できなくなってしまいます。本来トマトが持っている生産性を７割位捨てて甘くしてい

るということを今はやっています。そういうことをせずに品種改良して甘くなったらいいなとか

研究しています。トマトには機能成分としては GABA、リコペン、ベーターカロチン、ナリンゲニ

ンカルコンとか人の健康維持する成分が含まれています。ただし、量がたくさん含まれていない

ので、機能性を期待するとすれば、例えばトマトジュース 300CC を毎日飲みましょうとかになっ

てしまう。毎日飲むにはきつい量です。それでもう少し濃度を濃くしてやれば普通にトマトを食

べれば健康維持ができるのではないかと研究を進めてきました。 

そこでわかってきたことを１つ例を示します。私たち筑波大学は EMS(エチルメチルスルホン

酸)という化学薬剤で処理したトマトの大規模突然変異集団、今、２万系統はあると思いますが、



これは世界最大規模です。それを暑いときに栽培してみると収穫して 60 日くらい放置しておくと

普通の栽培したトマトは腐ってしまうが、変異体の中にはは腐らないトマト、つまり日持ちがい

い系統が見つかりました。従来の方法でやって日持ちの良いものができるが、この変異体を品種

改良の材料にして遺伝子改変して日持ちのよいトマトを作ろうと研究しています。我々はなぜ、

このようなことが起こったのかを調べています。トマトの中にエチレンという果実を腐らせるの

に必要なホルモンを感じるエチレン受容体というタンパク質を作る遺伝子の塩基が T から A に変

わるとアミノ酸が１個変わります。このようにピンポイントに小さな変異が入ると品種改良に有

効な形質が現れてくることがわかってきました。この知見を利用すれば日持ちを良くすることが

できます。このように日持ち性だけでなく甘さであったり単為結果であったり機能性であったり

様々な変異体を持っているのでそれを解析してみると小さな突然変異が入ってくるとその性質が

我々の望む方向に変わっていくことがわかりました。狙った遺伝子にこのようにチューニングし

てあげればいいという情報があれば、ゲノム編集技術を使って狙った遺伝子に変異を導入するこ

とで、迅速な品種改良ができます。 

 

４）実例：ゲノム編集による品種改良（高 GABA トマト） 

今日は事例として高 GABA トマトについてお話します。 

 我々は、なぜこのようなことをやっているのか。日本は超高齢化先進国です。1975 年位までは

年齢別、男女別の人口構成図はきれいなピラミッド型でしたが医療医術の発達、栄養状態の改善

などで長生きできるようになってきて、2050 年には 65 歳以上が 40％くらいになるといわれてい

ます。少子高齢化が進行してくると生活習慣病が急速に増加してきます。食事を通して健康維持

することが大事で、日本の社会保障予算が巨額になっており、そこを圧縮しないと次の世代の人

たちが新しいことをやっていくことが困難な状況になってきています。社会保障の部分を圧縮す

る必要性もあり、そのためには日ごろの食事を通して健康維持が大切になってきます。このよう

な状況はベトナムとかインドネシアでも起きています。生活習慣病の人もかなり多い。日本で少

子高齢化社会を幸せに暮らせるようにしたいと思い、食を通じた健康ということで、トマトを対

象、機能性をあげられないかと取り組んできました。  

 今回は GABA に注目しました。GABA は γ―アミノ酪酸というもので、全ての生き物に必要なア

ミノ酸で全ての植物には作る能力を持っています。動物あるいは人では、良く研究されていて血

圧上昇抑制作用やストレス緩和でリラックス効果や睡眠改善効果があり、GABA は健康機能成分と

して注目されていて、300 種類の健康食品としてすでに売られています。トマトはもともと GABA

を持っていますが、通常トマトの GABA の含有量は少なく、このような効果を期待するには１日

100ｇ～300ｇ食べないといけない。もう少し少ない量で GABA が摂取できるといいなと思い、GABA

の量を増やしたいという研究をしています。 

GABA がどのように合成されて分解されていくかは非常によく研究されています。私たちも今回

のプロジェクトを始める前、10 年以上前から、トマトの機能性の研究をしてきました。その中で、

GABA の合成、分解の研究もたくさんしてきました。その結果から GABA の合成酵素の遺伝子をチ

ューニングしてやると GABA の蓄積量が増えることがわかってきました。（図 3） 

 
 図 3 GABA を増やすには GAD を活性化       図 4 ゲノム編集で GAD を活性化 

 

GABA という合成酵素は、この酵素のしっぽの方に GABA の本体の活性を抑制するような短いしっ



ぽが付いていて、このしっぽは細胞がストレスを受けたり、あるいは細胞が酸性状態になったり

すると短いしっぽが開き、活性部位が露出され、酵素活性が上がることがわかってきました。こ

の短いしっぽの部分を切ってしまえば酵素の活性が上がるだろうということが我々の先行研究か

ら証明されていました。それを今回はゲノム編集技術であるクリスパー/キャス９の技術を使って

ターゲット遺伝子の SIGAD3 という遺伝子の付け根のところを狙って突然変異を入れて、しっぽの

部分を削除しました。（図４）しっぽがなくなっているようにしたいので酵素ができると、酵素

活性がすぐ上がる。実験でも 10 倍とか 15 倍もとのトマトの GABA よりも増えることが確かめられ

ました。だいたい 100ｍｇ／100ｇＦＷになる。生のトマト１g に１ｍｇほど GABA を含有したこと

を示しています。トマトは F1 品種で使いますので純系ではそのままトマトにはしません。我々が

実験で作った高 GABA トマトと別の純系のトマトとで F1 のトマトを作って、子供の拳骨くらいの

大きさのトマトになります。F1 になって GABA が増えているかを確かめた実験では、もとのトマ

トが完熟してくると 90mg／100gＷＴ、Ｆ１になったトマトが 180～200ｍｇ／100Gwt となり、分

解酵素が活発となり GABA は減少していくが我々がトマトを収穫するような時期（赤熟期）にはも

とのトマトは 30 ㎎/100gWT であるが高 GABA のトマトは 100ｍｇ／100gWT 程度であります。だい

たい 4 倍くらいに増えています。高 GABA にしたトマトは F1 品種を作るときの親になることがこ

れからの実験からわかりました。１日当たり 10～20 ㎎の GABA を２週間続けて摂取すると軽症高

血圧者や通常の高血圧者の血圧を抑制できるという報告があります。この高 GABA ミニトマトであ

れば１日２～３粒くらい食べれば効果が期待できる量になります。また、大玉/中玉トマトであれ

ば１/8 切れ程度食べれば効果が期待できる量になります。この程度であればたくさんのトマトの

量ではないので食を介した高血圧予備軍の対策に向けて大きな一歩となると期待できます。 

 

５）ゲノム編集作物の上市に向けての課題 

 それでは次にこの高 GABA トマトをどのように世の中に出していくかということで、私なりに課

題を整理してみますと、４つぐらいあると考えました。これは他の作物についてもいえることだ

と思います。 

 2014 年、高 GABA トマトのプロジェクトを始めた頃は、まだゲノム編集作物についての国の取

り扱いルールがありませんでした。2014 年頃からルールづくりの検討はしていましたが、2019

年 10月 9日環境省／農水省、2019年 9月 18日厚労省で取り扱いルールが明確化されました。今、

ゲノム編集作物を上市するには、環境省／農水省への届出、実際に遺伝子組み換え作物に当たる

かどうかの判断を受ける必要があります。厚労省に提出して食品として食べていいかどうかの判

断を受ける必要があります。ルール化が明確になったので問題はなくなったかと思います。２点

目は、機能性の科学的エビデンスがあるか。３点目はゲノム編集技術に関わる知財の取り扱いを

どうするか。農作物についてはワンストップ化が進んでいるようで、のちに真下先生がお話され

ると思います。最後に社会受容の向上についてです。情報発信をしっかりやっていくということ

が必要だと思います。 

① ゲノム編集技術は３つに分類されています。（図５）突然変異をどう入れるか。遺伝子の機

能をどうやって調整するかということ。環境省ではタイプ１、タイプ２、タイプ３の３つに

分けられている。同じものですが農水省は SDM－１,SDM－２,SDM-３といって世界的にはこの

ような呼び方にしてます。 

 
 



  図 5 ゲノム編集の分類           図 6 日本のゲノム編集作物の届出制度 

 SDM－１（タイプ１）というのは、狙った遺伝子に変異を入れて、変異の修復は自分の自然のシ

ステムに任せる方法です。SDN-2 は直すときに鋳型になるような遺伝子の断片を入れてそれに従

って直していく。SDN-3 というのは１個以上の遺伝子を切ったところに挿入してしまう。 

 こういうふうにして作ったものをどのように扱うかを決めている。SDN-１は、遺伝子組み換え

にあたりません。SDN-2 はまだクリアになっていない部分がありますが、自然の突然変異でも起

こりえるのかが重要な判断基準になっています。SDN-3 はこれは新しい遺伝子が１つ入っていま

すので遺伝子組み換えとして考えるというようになっています。従って、SDN-3 で作られた場合、

遺伝子組み換えの審査に従ってきちんと安全かどうかの確認をします。 

 実際に昨年「日本におけるゲノム編集作物の届出で制度」というのができました。（図６）届

出時に開発者が所管官庁に提供する情報が定められています。生物多様性影響に関しては、所管

官庁は農作物であれば農水省に a)～ｈ）に当たる情報を添えて届け出る。届出を行う前に事前に

相談を行うという仕組みになっています。この段階で、かなり指摘を受けながら安全確保してい

くということで、きちんと届け出したものは、役所にこのような情報があり、事前に安全かどう

かの確認はされていますので、大丈夫だろうと考えています。 

② 「機能性を科学的エビデンスで」というのは GABA について言うならば発酵乳に含まれる 10

～12ｍｇの GABA を 12 週間摂取することにより、血圧抑制効果が得られた（人での試験）が

既にあります。トマトの GABA については交配育種で開発された GABA 高蓄積トマトから作っ

たトマトジュース投入後の血圧抑制のデータもあります。今、市場では GABA を謳った機能性

食品は 300 品目程度あるといわれています。そういう意味では人に対するエビデンスは十分

にあると思います。 

③ ゲノム編集技術に関わる知財の取り扱いですが、植物についてはワンストップ化が進行して

います。ゲノム編集技術については３つくらいの基本特許が関わってきます。ブロード研と

カルフォルニア大／ウィーン大 ダウドナ／シャンパンティエとビリマエス大です。まだ裁

判して訴訟中です。ところが、作物の利用に関しては、コルテバという会社が３つの知財を

ワンストップ化してまして、ここが作物のライセンスを行っています。ここに相談すればこ

の技術は商業的に使っていける。知財についてもかなりクリアーになりつつあります。 

④ 最後に社会受容についてですが、「農作物とはどのような植物か」ということで、トマトに

ついて説明します。植物と農作物を一緒だと思っている方が多いと思いますが、実はそんな

ことはありません。農作物というのは自然に起こった様々な突然変異を蓄積して人が利用し

やすいように改良してきたものです。トマトの野生種は、実が小さい。栽培トマトの全遺伝

子は約３万４千個あるといわれていて野生種も同じくらいの遺伝子があるといわれています。

どうしてこんなに形などが違うかと調べてみると、１個、２個、数個の塩基の違いがあり、

これは突然変異によるものなんです。農作物はそういう突然変異の塊なんです。すべての農

作物について突然変異を有効活用してきたといえます。当然、育種の過程でいらない突然変

異は、捨ててきたわけです。新しい技術についても、そういうことをしっかりやっていけば

問題ないのではないかと考えています。よく言われるのが「遺伝子組み換えとゲノム編集技

術は同じなんですね」と聞かれます。トマトの遺伝子は３万４千個あってゲノム編集ではタ

ーゲットの遺伝子を１回入れますが、遺伝子がチューニングできたら、最後に入れた遺伝子

はとってしまいます。実は編集の前後では遺伝子の数は変わっていません。遺伝子組換えで

は、例えば病害虫に強いトマトをつくりたいというと病害虫耐性遺伝子を１個入れます。結

果は 34001 個になり、１個増えます。特にこの１個が他の生き物からきた遺伝子だとそれか

らできたタンパク質が安全かどうか、アレルギーなどを引き起こすか、あるいはきちんと分

解されるか、タンパク質としての安全性をしっかり調べる必要があります。この辺が大きな

違いだと思います。このゲノム編集技術による農作物のピンポイントの形質改良が、高速で

できる時代が来たと思います。この技術を上手に使って食料の安定供給できるようになれば

と思っています。 

 

 

 

 



２．ゲノム編集について 真下知士 東京大学医科学研究所教授 
 

私は東京大学医科科学研究所にいます。その前は大阪大学に５年ほどいました。さらにその前

は京都大学で 20 年位研究してきました。 

 2020 年ノーベル化学賞としてゲノム編集を開発したエマニュエル・シャルパンティエさんは、

フランス生まれで今はドイツにおられます。それからアメリカのジェニファー・ダウドナさんで

お二人が共同研究された中でクリスパー/キャス９を使ってゲノム編集ができるということを初

めて 2012 年に発表されました。私たちは 2015 年にゲノム編集の国際会議でエマニュエル先生を

お招きしてお話しいただきました。とても気さくな先生で、私はフランスのパスツール研究所に

留学していた時があり、エマニュエル先生もパスツール研究所で学位を取られたということで同

じ知人、友人の話で盛り上がったのを記憶しております。優しく聡明な先生でした。 

 

１）ゲノム編集技術の歴史としくみ 

 今回どうしてゲノム編集技術がノーベル賞に選ばれたかを歴史を振り返りながら説明できれば

と思います。 

1973 年大腸菌を使って遺伝子組み換えＤＮＡ技術が開発されました。今から 50 年ほど前にな

ります。この技術は皆が普通に使う技術となります。ゲノム編集技術も 50 年たてば皆が普通に使

う技術になるのではないかと思います。 

私の専門は動物になります。実験動物としてよく使われるノックアウトマウス、今は高校の教

科書にも出てきますが、最初に作製されたのが 1989 年ＥＳ細胞による遺伝子改変マウスとして作

られました。これも 2007 年ノーベル賞として評価された技術です。ゲノム編集はいつ頃から出始

められたかというと実は今から 30 年ほど前から、その走りとしてメガヌクレアーゼという技術が

ありまして、メガヌクレアーゼはそれほど使われていませんが、1996 年ジンクフィンガーヌクレ

アーゼ（ＺＦＮ）の技術が開発されました。当時は人工制限酵素とかいわれて制限酵素として使

われていた技術です。今みたいに植物とか人の細胞でゲノム編集できるとわかっていなかったの

で、あまり注目されていませんでした。アメリカで開発された技術です。2003 年にジンクフィン

ガーヌクレアーゼを使ってヒト細胞におけるゲノム編集ができるということで一部の人がすごい

技術だと言われ始めました。 

 2009 年には哺乳動物を使ってゲノム編集による遺伝子改変ラットが初めて製作されました。第

２世代といわれる TAL エフェクターヌクレアーゼ（ターレン）が出たのは 2010 年です。その２年

ほどした 2012 年、クリスパー/キャス９の技術が登場しました。今、クリスパー/キャス９の技術

が広まっていますが、ジンクフィンガーヌクレアーゼやターレンといった技術が築いてきた中で

クリスパー/キャス９がその上に乗っかって今の広がりになったということです。 

 ゲノム編集技術としてメガヌクレアーゼ、ＺＦＮ,ターレン、クリスパー/キャス９があります。

クリスパー/キャス９がなぜ広がったのか。非常に簡単に言うと準備がしやすい、しかも安価に安

く準備ができる、短期間で試薬をつくれる。従来の方法に比べて誰にでも使える、使いやすい技

術になっている。そういうところがクリスパー／キャス９の特徴で、それが今回ノーベル賞とし

て評価された点かなと思います。 

 クリスパーは 1987 年日本の当時大阪大学生物学研究所の中田先生、現在大阪大学名誉教授と石

野先生、現在九州大学教授らによって最初に発見されました。ゲノム編集に使われるということ

ではなく、大腸菌あるいは古細菌など微生物がもっている繰り返し配列であるクリスパーを見つ

けたものです。その当時何をしているのか全く分かりませんでした。それが何をしているかを発

見したのが、スペインのモジカとかアメリカのバランゴーという人たちで 2005 年、クリスパーが

最近・古細菌がもつ獲得性免疫ということを発見しました。簡単に言いますと細菌よりもっと小

さなファージというウイルスがいますが、このファージが感染した時にファージの一部のＤＮＡ

をクリスパー配列に取り込んで２回目に感染した時にそのファージのウイルスのＤＮＡ配列をク

リスパー／キャスのシステムを使って分解する。これが実はクリスパー/キャスシステムの本質で

す。微生物をやっている人は良く言うのですが、この発見の方がノーベル賞ものではないかとい

うくらいです。微生物が、人間が持っているような免疫システムとは全く違うのですが、自分の

感染するウイルスに対してやっつけるシステムを持っている、これがクリスパー/キャスシステム



です。これを見つけたのが 2005 年です。2012 年エマニュエル・シャルパンティエ博士およびジ

ェニファー・ダウドナ博士がゲノム編集技術としてクリスパー／キャス９を活用されました。2013

年細胞や動物の遺伝子改変技術として利用されるようになりました。 

 それではゲノム編集は何をするのか。単純にゲノムＤＮＡを切るハサミととらえていただけれ

ばいいと思います。ＤＮＡ，ＲＮＡ，タンパク質という言葉を聞かれたことがあると思いますが、

実は人の細胞の中のＤＮＡは、設計図といわれる 30 億の文字で書かれています。Ａ，Ｔ，Ｃ，Ｇ

の４つの文字を使った設計図の中に書かれたゲノムＤＮＡ、ＤＮＡが一番安定していますが、こ

れを一生持つことになります。このＤＮＡの中からＲＮＡという物質を作り出してＲＮＡから体

の部品となるタンパク質、あるいは食べたものを消化するとか筋肉を動かすかとタンパク質が働

いて、人は活動しています。決して逆向きになったりすることはない。ＤＮＡの設計図からＲＮ

Ａの注文書ができて、体の部品としてタンパク質が働く。今回、ゲノム編集というのはＤＮＡを

書き換えるとタンパク質の働きを変えることができます。例えば医療の分野では、タンパク質が

ＤＮＡに傷がついて壊れてしまっている場合、タンパク質自体が働かなくなってしまいます。そ

れをゲノム編集でＤＮＡを治してやればタンパク質も正常なタンパク質ができて、体が元気にな

る。これがゲノム編集が遺伝子治療として使われる理由です。今、期待されている一番のポイン

トになります。ゲノム編集でハサミのように傷ついた個所のＤＮＡを切る。悪い遺伝子だったら

なくしてしまう、働かなくさせてしまう。悪い遺伝子だけれども少し壊して別の遺伝子を入れた

り、書き換えたりして遺伝子を治してしまう。遺伝子治療でいうと病気の遺伝子を切って取り除

く、あるいは治そうと思えば、悪い部分を切り出して、いい部だけを取り入れる。こういったこ

とをすることで、正常なタンパク質を体の中に戻したり、体に元気にしてやることができます。

これがゲノム編集が遺伝子治療として期待されている理由です。ゲノム編集技術は我々が応用し

ている医療応用だけでなく、モノづくり産業のところでの利用、農林水産物など農業分野での利

用、大きく３つの分野での利用が期待されていて将来の市場を切り開く中心となる技術という風

に言われています。11 年後には 170 兆円産業の基幹技術ともいわれ、今回のノーベル化学賞で医

療応用はまだ始まったばかりで評価がされている段階で、ただ、農業や産業では既に使われてい

るので、その基礎となる技術について今回、化学賞として評価されました。 

 ゲノム編集技術についてまとめますと、狙った個所、30 億の中のたった 1 箇所、ヒトの遺伝子

の数はだいたい 2 万２千あるといわれていますが、その中のたった１つの遺伝子をこのようにハ

ナミで切ってくれるのが、大変すばらしい技術です。今までの遺伝子組み換え技術では、効率的

に難しくて、正確性も低くて難しかった。ＺＦＮ，ターレン、クリスパー/キャス９含めて狙った

個所を切ってくれることが素晴らしい技術です。 

 その改良の方法は元の遺伝子を破壊することも、この遺伝子を一部書き換えることもできるし、

遺伝子丸ごと挿入することもできます。こういったことでトマト、ジャガイモあるいは食料の改

良として得られようとしています。産業利用として油を作る藻を改良してバイオ燃料、カイコの

体内で医薬品や化粧品の原料を作る生物工場として使われたり、医療分野では疾患動物の研究に

使われたり、遺伝子治療といった研究が進められています。 

 

２）日本におけるクリスパー/キャス３の開発について  

我々はクリスパー/キャス９ではなくクリスパー/キャス３の開発を行っています。今回のノー

ベル賞の受賞はクリスパー／キャス９です。細菌とか古細菌など小さい生物が持っている免疫シ

ステムです。これをゲノム編集に使ったわけです。クリスパー／キャスは、キャス１からキャス

13あるいはキャス14までできている。アメリカで開発されたジェニファーさんたちはキャス 12、

あるいは別のグループのファンさんは、キャス 13、キャス 13 はＲＮＡを編集するタンパク質で

す。9，12，13 これらはクラス２の物です。クリスパー／キャスシステムはクラス 1、クラス 2

という 2 つのクラスに分類されており、クラス 2 として 9，12、13 がゲノム編集としてアメリカ

では利用されているが、我々は日本でクラス１に属するキャス３を使ってゲノム編集に成功しま

した。キャス３はキャス９と違っていくつかのキャス５，６とかを使わないといけない。そうい

う意味でちょっと不便です。それ以外の特徴があります。キャス９とキャス３が違うのは、認識

する配列がキャス３はキャス９より長い。長いということは特異性が高い。配列が長いため、オ

フターゲット効果がキャス９よりもキャス３は発生しにくくなります。間違って他の遺伝子を切

ることが少ないというふうに言われています。 



クラス２のキャス９は認識塩基が 20塩基に対してキャス３は 27塩基ということで特異性が高い。

キャス９はハサミのように切って小さくて切れるのが得意なところですが、一方でキャス３は大

きく遺伝子を破壊したり置き換えたりするのが得意な技術です。知財の関係でいうとキャス９は

アメリカで２つのグループによって争われています。キャス３は大阪大学から知財の申請をして

いて、日本ではこの知財は成立しています。キャス９の知財とは独立して知財として成立してい

ます。非常に安く安心して使ってもらうことも含めてこのキャス３の知財を皆さんに使ってほし

いと大学ベンチャーC４Ｕ株式会社を立ち上げました。ホームページなどもありまして、いろいろ

な企業と連携しながら産業、農業、医療の分野の基盤技術となり、これからの社会をよりよくし

ていこうということで頑張っています。 

 

３）ゲノム編集治療について 

これからゲノム編集治療のお話をします。 

 C4U 株式会社も医療分野について頑張っていこうと思っています。ゲノム編集の技術をできる

だけ早く、できるだけ安全に届けたいというのが我々の願いです。そんな中でゲノム編集治療と

いうことがよく誤解されてしまうことが多いので少し説明します。 

 受精卵の治療は今のところ禁止されています。ゲノム編集治療あるいは遺伝子治療を受精卵と

して治療している人はいません。今進められているのは、ここで示す２つの方法です。エクスビ

ボ（体外）とインビボ（体内）治療です。まず、エクスビボの治療ですが、これは患者さんの体

外で遺伝子を改変するケースです。現在、患者さんの遺伝子解析が進み、例えばガンになると、

こういった遺伝子が傷ついているとか、難病といわれている病気の中でこういう遺伝子の変異で

起こっているのがわかってきています。しかし、理由がわかっても治療法がない、まだわかって

いない。もちろん薬がたくさんできてきて昔は治らなかった病気が治るようになってきました。

それでもまだ、悪い遺伝子がわかっても、それでも治せない病気がたくさんあります。あるいは

治そうとしても大変高額な治療費がかかったりする。そういったものと、より効率的に治そうと

いうことで、遺伝子治療が研究レベルでたくさん進められています。 

 エクスビボ(対外)治療は、患者さんの遺伝子が傷ついた細胞を取り出して、この遺伝子をゲノ

ム編集で治してやって細胞を活性化して患者さんの体内に戻す。子供であったり大人であったり

患者さん本人の細胞を取り出して治す場合と、あるいは別の人の細胞を取り出してそれを分化さ

せて治す方法があいます。体外でゲノム編集して治す。ですのでｉＰＳ細胞というのはエクスビ

ボの方の治療に分類されます。患者さんの細胞を使えば免疫拒絶がない。一方で細胞を取り出せ

ないような場合、例えば肝臓とか神経の細胞などはなかなか取り出すのが難しい、あるいは増え

てくれない。そこでウイルスを使って薬にするケースがあります。遺伝子の運び屋としてウイル

スに遺伝子を挿入する。最近ではナノパーテックルとか微粒子、小さいカプセルのようなものに

入れてクリスパーゲノム編集を製剤化して患者さんに投与する。入れて局所的に働らかせたいと

いう場合には、他の所にいってしまう、あるいはオフターゲットの影響がどれくらいあるかとい

うことで心配される方もたくさんいます。しかし、どうしてもエクスビボがうまくいかない場合、

あるいはすぐ命の危険にある方の場合は、インビボでないと治らない患者さんがおられます。そ

ういう方をクリスパーを狙った遺伝子だけを改変できることを分子レベルで調べて、細胞レベル

で調べて、動物レベルで十分に調べて患者さんに治療を行う。こういった研究が実際進められて

いて、この体内、体外どちらもアメリカで治験として、実際、人の患者さんに行われています。 

 今、一番進んでいるエクスビボの研究の一つがガンに対する治療法です。ＣＡＲ－Ｔ細胞療法

というのは、免疫細胞であるＴ細胞ががんを特異的に見つけてくれて体の中のガンをやっつけて

くれるという治療法になります。例えば患者さんのＴ細胞を取り出してゲノム編集でＴ細胞の遺

伝子を編集してガンに効くように変えてあげることで、ガンに特異的にくっつくようになったＴ

細胞が体の中のがんをやっつけるという治療が今進められています。 

 ＣＡＲ－Ｔ細胞は血液のガンにはすごくよく効きます。ただ固形ガンとか例えば肝臓ガンとか

にはなかなか効きが悪い。そういった所をゲノム編集でよく効くようにしてあげる研究が進めら

れています。あるいはもう一つはガンに対して毎回患者さんのＴ細胞を取り出してゲノム編集し

て治して、戻すというのは絵として描くのは簡単ですが実際作業は大変です。患者さんのＴ細胞

を取ってきて入れるというのは品質の問題とか、市場に出ているＣＡＲ－Ｔ細胞治療は３千万円

とか５千万円といわれて高額な費用が掛かります。これを他の人のＴ細胞でできないか。非常に



元気なＴ細胞あるいはｉＰＳ細胞からできないかという研究も進められています。実際アメリカ

では白血病の赤ん坊に対していろいろな治療をしたが治らなかったので、世界ではじめてゲノム

編集（クリスパーではなくターレン）してＴ細胞を元気にして治して今でも生存されておられま

す。 

 

４）ゲノム編集技術の安全性について 

 オンターゲットというのは２万２千のうちの１個の遺伝子を、あるいは１つの塩基配列を狙っ

てハサミで切って治してやることができます。一方で狙ったところ以外で遺伝子を傷つけてしま

うのがオフターゲットです。この研究も、ものすごく進んでまして、キャス３はオフターゲット

がしにくいわけですが、キャス９もオフターゲット研究がどんどん進んでいます。今、全部のゲ

ノムを読むことができるようになっており、全部のゲノムを読んで変異が入っていないというこ

とを確認して治療することができるとか、あるいは AI を使ってオフターゲットが入りにくいクリ

スパー/キャス９の開発をしていく事などもされています。そういう意味では、このオフターゲッ

ト変異というのはゼロにするのは本当に難しいのですが、より少ない、ほとんど入らないような

クリスパー/キャス 9 というのが研究されています。動物では交配などを使えばオフターゲット変

異は除くことができますので、それほど問題にはなっていないと思います。 

 私は 2008 年にＺＦＮで動物のゲノム編集をしました。実は人でもできるのではないかと頭によ

ぎりましたが、まさかそれをする人が現れるとは思ってもいませんでした。2015 年にヒト受精卵

で、この場合は病気の受精卵で人にならない受精卵でしたが、実際には 2019 年中国の人が正常な

受精卵でゲノム編集を行ってその赤ん坊が誕生したということが報告されました。もちろん中国

では禁止さていました。先進国では禁止されていますので、この人も捕まり、牢獄に入れられた

と聞いています。ヒトの受精卵でやるとオフターゲットなど遺伝子異常がいっぱい起きてしまう

という報告がたくさん出ています。安全性という意味では、保障が取れていない状況です。先ほ

どの遺伝子治療の方がよっぽど安全で、遺伝子治療の安全性というのが確認されつつあります。

その流れとは全く逆で、受精卵でのゲノム編集というのは安全性が全く取れていない技術ですし、

禁止されている技術です。しかし、受精卵でないと治せない病気というのがなくはないというの

は事実です。 

受精卵ゲノム編集技術による治療は自分自身の細胞とか自分自身の体を治すのではなくて自分

の子供の全身ゲノムが改変され、遺伝子を治す。本質的に体細胞による治療とは違う。よっぽど

安全でないと受精卵によるゲノム編集は行うべきではないというのが各国のルールとして取り決

められている。しかしながらこの治療を必要とする患者、母親、両親もおられるわけで、それを

考えると安全性が早く保障されるような時代がくればいいと思います。 

今、ゲノム編集治療は体細胞のゲノム編集による治療で、その安全性もしっかり確かめようと研

究者が日々頑張っていることころです。体細胞ゲノム編集治療を待っている患者さんもたくさん

いて治験というのも始まっている状況です。 

 

５）ゲノム編集によるクリスパー診断（新型コロナウイルスの話） 

最後に新型コロナウイルスの話を少ししたいと思います。クリスパーはゲノム編集だけではな

いということをジェファニー・ダウドナさんらは言っています。診断にも大変有効であるという

ことを言っています。ジェファニーさんたちはゲノム編集だけでなく DETECTR という技術も開発

されました。もう一人ゲノム編集技術を開発したファンさんらは SHERLOCK という技術を開発しま

した。ゲノム編集というよりは診断薬です。クリスパー診断とかクリスパー検査といっています。 

我々も国産のキャス３を使って新型コロナの迅速診断法の開発をしました。クリスパー検査は

PCR 検査、抗原検査と同様に今感染しているかどうかを調べる検査です。一方、抗体検査は今感

染しているかどうかよりも昔（２週間前以上）感染したかを血液から調べます。非常に簡便なん

ですが、今感染して人にうつすかもしれない、それを見るためには PCR 検査か抗原検査が必要で

す。PCR 検査は感度が高く正確ですが、増やそうとしても増えないのは、特殊な機械が必要で、

技術も必要で、お医者さんがきっちり見て、時間をかけて検査して、結果は翌日か検査した日の

夜、結果が出てくる。一方、インフルエンザに代表される抗原検査は、結果がすぐ出て簡便であ

りますが、発熱してから翌日とかで症状が出た人に対して有効な検査です。 

両方ともよいところを兼ね備えたのがクリスパー検査です。高感度で迅速、簡便に使える検査



です。これが新しいウイルス感染診断薬としてすばらしい。我々も実際これを開発しました。ウ

イルスを鼻咽頭でも唾液でも取り出してチューブの中に入れて試薬を混ぜて A 液で小さな恒温槽

という簡単な装置で 62℃20 分、次にクリスパーキャス３を入れた B 液を入れて 37℃10 分それを

その場で試験紙に垂らすと反応が陽性か陰性か検出される。30 分から 40 分くらいでその場で診

断できます。 

 ダイヤモンドプリンス号を見て、クリスパー検査は使えるのではないかと思いました。2020 年

7 月研究を開始しました。今、企業と一緒になって、キットの開発を進めています。年明け早々

には市場に出したいと思っています。これを町のクリニックで検査できるようにしたい。来年夏

場のオリンピックに向けて大量出荷できるようにしたいと考えています。これは新型コロナウイ

ルスだけでなく、インフルエンザにも使えます。液を混ぜてやると両方わかります。他のウイル

ス感染にも診断できます。 

 

 

３．質疑  

 

島薗：安全性、倫理的問題、生態系への影響に関する質問 

 お二人の話はゲノム編集とは何かで重なり合っていますが、農作物への応用というお話と全体

を見渡しながらも主に人間の治療、医療、医学的な応用、診断のお話でした。 

まず、お伺いしたいのですが、多くの人は新しい技術によって生命の秩序が変わっていくので

はないか、素晴らしい効果があるという一方で期待しながら、何か危ういのではないかと懸念を

持っています。 

真下先生のお話では医療応用では受精卵の応用は、大変問題は多いけれども生体への応用とい

うところでは進めていく方向でさほど問題はないのではないかというお話だったと思います。 

江面先生のお話では農作物の応用というのは長い蓄積がある中でそれに対する新しい展開はある

けれどもそれほどの懸念はないのではないかというお話だったと思います。 

そういう方面の質問もきていることもあり、まず、安全性ということで今、それぞれのお話い

ただいた領域で、どこまで懸念されているのか、オフターゲットあるいはモザイクがどこまで克

服できるのか。また、予期せぬ変化、何十年たってから解かるという変化があるかもしれない。

これはエピジェネティックな影響ともかかわってくると思います。安全性についてどの程度まで

研究が進んでいるのか。 

それと安全性を超えた懸念、これは倫理的といっていいのかもしれません。生命の秩序を変え

ていくということがもたらす、危うさ、これは受精卵に対して利用することは種の育種になる、

優生学で言われることですが、倫理的問題と農作物の方は生態学への影響について、お二人の先

生方にお聞きしたいと思います。 

 

江面：安全性と生命の秩序のご質問だと思います。 

まず安全性については、突然変異を上手に使うことが本質なので、今、農作物に使おうとして

いる技術は突然変異を従来の方法よりもより精度よく、効率よく使おうというものです。そのよ

うな意味では、従来の品種改良で行っている方法と同じ、例えば突然変異が世代を超えて安全か、

安定して伝わるかどうか、あるいは、その過程で不都合なものが出てきたときには、それを捨て

ていくというような品種改良でやっていることと同じことをやっているので、おそらく従来やっ

ていた品種改良と同等に安全であろうといえるのかなと思います。 

 モザイクに関しては植物では種を取り、世代を進めますのでそれでモザイクは解消されます。

農作物では心配ないと思います。 

長いこと食べたらどうなるのかということですが、これは従来の品種改良と変わらないと思っ

ています。通常の農作物と同等に安全というか、危険というかそこは皆さん上手に毒がある部分

は取り除いて食べるということを長いことやってきたわけで、それと同じようなハンドリングを

していけば大丈夫ではないかなと思います。 

 次に生態系への影響については農作物自身が他の植物と違いまして、かなり生態系の中では競

争力がなくなってきてしまっている作物なんです。人が食べる部分を最大化するために、植物に



とってはかなり辛い形にされています。なのでこれが自然界に入っていった時に雑草化すること

はまず、考えられないと思います。実際、届け出をするときに今までの性質を変えて、こういう

件もあるのではないかという考察も含めて大丈夫であるというふうになっています。生態系につ

いても野良ジャガイモとか野良イネとか野良コムギとかが、人が全く手が入っていない自然の中

で、こういう作物が雑草化するということは懸念としてはあっても皆さん見たことないと思いま

す。農作物というのは人が最大化するためにかなり植物に競争力を落としています。それを超え

て自然界の中で競争力をつけるのは、そんな大それたことをこの技術ではできないと思います。

そういう点でも生態系への影響に関しては従来の農作物と同じ考えで扱っていれば問題は出て来

ないと考えています。 

 

真下：そもそも本質的なところで人間そんな新しいものを作って皆大丈夫なのかという話になる

かと思います。これを歴史で振り返っていく中で、2012 年クリスパー／キャス９がいろいろなも

のに使われて、科学者のレベルでもオフターゲットがいっぱい入っているが、本当に大丈夫なの

かという論文もたくさん出ていました。研究者も安全性を確認すべきだとみんな言うわけです。

そこでオフターゲットを減らすという努力がいろいろな方法でなされています。学会レベルで言

いますと方向性としてはずーっと効かせ続けると狙った所を、オンターゲット編集できるけれど

もオフターゲット変異も出てくる。医療としてはぱっと現れてぱっと消えるのがいい。スイッチ

のオン／オフができればいい。研究の流れとしてはそういう方向に動いています。いろいろ工夫

しながらオフターゲットは解消されつつある。安全性、危険性いろいろ報告があります。科学者

もいろいろな心配もします。特に医療に使おうとした場合、例えば１つの例で言いますとクリス

パーでやる人に免疫応答ができるという報告もあります。予期せぬ変異ですが、大きな形質を入

れてしまうのではないか。それらもいろいろな方法で解消されつつあります。完全に治るという

ことはなかなか難しいものです。免疫応答にしろ、ずーっと効かせようとすると免疫応答が出て

しまうので、すぐになくしてしまう方向で研究されています。遺伝子のサイズが大きくなりすぎ

る場合とは、小さい変異を入れるとかして科学者はそれに対応できるような方法を考えて、より

安全に患者さんを治療したいと考えています。一方で、こういう研究をしていて本当に思うのは

困っている人がたくさんいて、治療レベルであっても遺伝子レベルで治っていく人もいる。そう

いった人の笑顔を見ると、この技術を 100％安全でないと使えないというよりは何とか助けてあ

げたいという気持ちでやっている人はたくさんいると思う。 

動物レベルでのモザイクについてですが、実験動物ですと、次の世代には伝わらない。モザイ

クにはならない。治療におけるモザイクというのは治療の仕方によります。 

 エクスビボ（体外）で言いますとモザイクが起きたとしても完全にきれいな細胞だけをより分

けることができるので、それほど問題にならない。インビボ（体内）でやるときは、全身の細胞

を治すことはそもそも無理です。それで疾患を選んでやります。一部の細胞だけをやることで全

身が治るような疾患が対象となります。そういう意味でそれほど気に懸けなくていい。これもい

ろいろな方法で対応しつつあります。 

 生態系についてはカルタヘナ法などいろいろな規制があって、細胞が外へ漏れないよう気にし

ながら治療します。管理しながらやっているというのが現状です。 

 倫理的な面では非常に難しい問題だと思います。議論してルール化して危険性を問いながら治

療に向かっていく事が当然必要ですが、一番いいたいのは、そこに困っている人がいて、それを

やれば治る可能性が高いことがあって、それを使う使わないは、患者さんの選択ですが、ほとん

どの患者さんは危険であっても治してほしいようです。 

 

島薗：簡単であるが故の危険性、時間をかけることによる安全性の担保に関する質問 

 研究所では細菌が外に出さないように管理するといわれたが、ゲノム編集技術は、試薬を取り

寄せたりすると簡単にできる。研究所とは別に自分なりにいろいろな所でできる。なかなかコン

トロールが難しいのではないか。例えば、筋肉の増強を抑制するミオスタチンを外すノックアウ

トすると筋肉が増強する。これをスポーツ選手が使えば筋肉増強ができ、これは私が耳に挟んだ

に過ぎない情報ですが、既に行われているのではないかといわれている。どこでチェックできる

のか。そういう話を聞いたことがあります。 

 もう一つ江面先生の話でいうとこれまでの品種改良の場合は、時間が掛かるわけです。いろん



な意味でよくない面が出る場合は、時間をかけて除いていくという時間の力が作用する。そして

人間がそれと付き合っていく中で選らばれていく経過があったと思います。時間が速くなること

がゲノム編集技術の一つの特徴であるとすると、これまでの遺伝子組み換えと比べると自然淘汰

に当たる時間によるチェックの機能がうまく働くのか。 

 

江面：従来の品種改良がどうして時間が掛かるかというと、違うもの同士を大きく混ぜてやるわ

けです。だから望む組み合わせを選んで性質を固定していくのに時間がかかるんです。普通です

とＡとＢという品種を交配してＡとＢの性質が混じるわけです。例えばＢの持っている遺伝子の

一部だけを移したいのであればＡとＢとを混ぜた中で戻し交配というのを何回も行って、限りな

くＡだけのものにしてＢの遺伝子の一部だけを入れるということを行うということを従来行って

いるわけです。そうするとその段階で 5～10 年かかってしまう。ゲノム編集ではＡという性質を

もう一つの遺伝子をチューニングして少し能力を上げるようなことをするので３万４千と１個を

混ぜるわけです。１個の部分がきちんと狙ったとおりに変わっていれば、そして狙ったものが２

～３世代伝わることを行えばいいので、そうするとできたものは、同じようなものができる。そ

この時間において従来の方法では長くかかるというのは、たくさん混ぜていらないものがたくさ

ん入っているのでそれを除くのに時間がかかる。できたものとしては従来に比べてゲノム編集し

たものでも同じようなものができると思います。当然ゲノム編集でも編集した当代の系統のもの

を使うことはしないので、次の世代、次の世代というふうにして行いますので変なものができて

いないかを見ておきます。そこで除くという従来と同じことをやっています。新しいということ

もあるので１個１個きちんと追っていかなければいけない。 

 

真下：ドーピングはミオスタチン遺伝子を破壊して、魚とかでは筋肉がムキムキとなる。人でも

そうなります。オリンピック前にも、人間でそういうことがあるかもしれないので研究しようと

いうこともあって、ドーピングに対して検査方法をどうすればいいのかをみんなで考えようとい

う流れはあります。ＤＮＡでやればＤＮＡに跡が残りますので判別できるのですが、それをタン

パク質でやられたときにノックアウトしてすっと消えてるからそれは残らない。ただミオスタチ

ンの遺伝子を調べればミオスタチンの変異がモザイク的に入ってくればわかるのかなというとこ

ろはありますので絶対わからないということではない。ドーピングはドーピングなので体に影響

が必ずあります。ミオスタチンを人にやるとエネルギーが非常にたくさん必要となりますので短

命になりやすいとかが起きてしまいます。人間はそれに対応する能力が必ずあるはずですから検

査方法で、あるいは基本的に禁止していくのではないかと考えます。 

 ＤＩＹですが、これは一部報道が先行しているのではないかと思っています。大変危険なイメ

ージを与えていると思います。私ら研究を長くやってきた者がどんなに悪く使おうとしてもそん

なにうまくいかない。治療するが治らない、うまくいきませんから人類を破壊するようなものを

作るのはなかなか難しい。一番危険性の高いウイルス関係は心配です。それでもすごく知識のあ

る人がすごい技術を使ってやればできるかなというレベルであって、家庭で少しさわったところ

で出てくるものはあまり危険性はないでしょう。あるいは自然界と何ら変わらないものばかりだ

と思います。しかし、報道が先走っている気がして、何でもできてしまうのではないかというと

ころはあると思いますし、今後はいろいろ規制するのかなとも思っています。議論は必要かと思

います。 

 

島薗：ミオスタチンの話はスポーツにおけるドーピングは裏の手を見つけなければいけないとい

う問題が一つありますが、もう一つはエンハンスメントということで筋肉ではなく、神経細胞を

脳の中で増やすとかして人間改造のようなことを図るということが起こりかねないという問題が

あると思います。その辺も含めてこのセミナーに参加している皆さんからの質問が幾つか来てお

りますので伺いたいと思います。 

質問 1：本当に人工の突然変異と自然の突然変異は同じなのか 

 自然の中でも突然的に変異が起こっていると考えていますが、それでも地球の生命の流れの中

では、何か一定方向に向かっていく力が働いているかもしれないが、変なものは時間をかけて外

されていく。それに比べて人工的に変異されるものは、スパンも短いし、そこで綺麗なもの、人

が計画している者だけを追うことができるのかといえば非常に不安だと思います。本当に人工の



突然変異と自然の突然変異は同じなのでしょうか。 

 

真下：人の細胞とか生物の細胞の中のＤＮＡは傷つきやすいということがあります。それに対応

する能力、傷を治すという能力が結構ある。傷もいろいろな種類があって,ＤＮＡは二本鎖であっ

て、今、科学でわかっている範囲でも片側だけで傷ついたものを治すとか、治し方もいくつかあ

ります。今回のゲノム編集の二本鎖の切断でも、切れたところをくっつけるとか、他の鎖を使っ

て治すとかいろいろ治し方が報告されています。そういう意味で何かゲノム編集をやってスパッ

と切って何かやっているようと見えますが、普通に治されるのも多いです。ゲノム編集のすごい

のは、切れて思い通りに変えるとか、遺伝子を取り除くということもありますが、切れた後は戻

れなくなってしまう。狙った遺伝子だけを変えますので、切れて変わると認識しなくなってしま

って、元の配列は認識するが、切れた後は配列が変わってしまうので認識しなくなる。切れた後

は、もう切らなくなってしまう。だから１回変われば、普遍的に変わる。それがより安全性を高

めているわけです。変異が入ってしまえば切らない。基本的には自然に起きている突然変異と変

わりませんが、ただし、ゲノムＤＮＡに遺伝子を入れるということは自然界ではない。 

 

質問 2：届け出制というのはきちんと機能するのでしょうか 

 原子力のほうでも規制は事故がおこってからきちんとした規制になったということがあって、

ゲノム編集とは同じとは思っていませんが、必ず推進が先にあって、事故が起きた後に規制とい

うことを原発事故で学んだことなので日本のやり方はどうなのかなと知りたいところです。 

 このトマトはゲノム編集したものだということが表示されるとかとも関わりますが、予期せぬ

ことが起こる、アレルギーが出てくるとか、体の中で異常が出てきた時にそれを作り手の責任と

して追及できるということがあるのか。一連のトレーサビリティのようなものでしょうか。今は

事故が起きていませんので、想像でしかありませんが、そういうことを懸念してます。 

 

江面：たぶん皆さん誤解されていうのではないでしょうか。届け出制度というのは、開発者は届

け出することになっていて日本の制度では任意です。その中ではアレルギーなどに関しては当然

日本の開発された食品については、アレルギー性があるかどうかについては日本の安全行政の中

で厚労省が行っております。このフレームの中で今回の物につても同程度の結果で少なくとも今

まで日本の食卓に上がってきたような食品と同じような視点で見られて流通していく事になると

思います。そういう意味で新しい食品が出てきていますがそれと同じプロセスで出るようになる

と思います。実際にはそのような届け出に対して必要な情報も届け出しています。それを専門家

の皆さんが判断され、チェックがかかっているはずなので、届け出がきちんとされていれば大丈

夫ではないかと思持っています。 

 

質問 3：欧米との違いはあるのでしょうか 

 遺伝子組み換えですとヨーロッパはかなり厳しいと私は思うのですが。 

 

江面：現状ではＥＵは従来の突然変異で作った作物も今回のような新しい変異で作った作物も全

て遺伝子組み換え作物として扱いになっています。ただし、例外として従来の品種改良で作った

ものに関しては、利用の実績があるので、それに関しては例外的にそこから外すという扱いにな

っています。これについてもヨーロッパとニュージーランドだけがそのような扱いになっていま

すので、国際的に考えたときにおかしいだろうということでもう一度見直そうというのが今進ん

でいます。検討が終わると新しい見解が出てくると思います。そういうことを少し違った感じに

なってくるのではないかと思います。 

 

質問 4：安全性のチェックはどのようにしているのか 

 一番大きな問題は安全性だと思います。農作物の場合、自然界の突然変異と同じであると説明

されますが、結果として、そうなったということであって、ゲノム編集のプロセスではバクテイ

アの遺伝子を使うわけです。さらにゲノム編集ができたかどうかを確認するためにマーカー遺伝

子というものを使います。マーカー遺伝子のほとんどが、バクテリアの抗生物質耐性遺伝子であ

ったり発光クラゲの遺伝子だったり、そういう遺伝子を使ってゲノム編集ができたか、できた細



胞とできない細胞を区分けするプロセスを経るわけです。これらは明らかに外来遺伝子ですから

外来遺伝子が残っていないかを確認することが必要だと思います。ＥＵはそういうゲノム編集プ

ロセスが外来遺伝子を使うので従来の遺伝子と同じように安全審査もする、表示もするといって

ます。日本も含めてアメリカは、プロセスベースではなくてできたものが従来の品種改良と同じ

であれば安全審査もいらないし、表示もいらないといっています。だから問題はプロセスの中で

使われた外来遺伝子、私は特にマーカー遺伝子の抗生物質耐性遺伝子ですが、そういうものが本

当に残っていないのかどうか、どうやって確認しているかです。戻し交配で従来の品種改良と同

じように削除するから残らないといわれるが、例えばＧＡＢＡトマトですが論文を拝見するとネ

オマイシン耐性、カナマイシン耐性とかの抗生物質耐性遺伝子を使ってます。それを削除したと

いうことをどうやって確認されたのか論文を読んだ範囲では確認できなかった。 

 

江面：外来遺伝子が削除されていることを確認しなさいということで、農水省、厚労省の届け出

の項目に入っています。確認の仕方はＰＣＲで確認するとか、サザンブロット解析で確認すると

か、次世代シーケンサーを使って確認するとかの方法で残っていないことを確認している。 

ＧＡＢＡトマトについては届け出の最中で必要なデーターを出して審議いただいています。 

 

質問 5：アメリカで抗生物質耐性遺伝子が伝わっていたことが分かった。確認の仕方が大事だ。 

 どうしてこういう質問をするかというとアメリカでゲノム編集した角のない牛がありますが、

商品化しようとしたときに、あとから抗生物質耐性遺伝子が入っていたことがわかり、今、スト

ップしている現実があったからです。これを使って角のある牛と交配してできた子供６匹の遺伝

子全部塩基配列を調べたら、やはり何匹かに抗生物質耐性遺伝子が伝わっていたことが分かった。

確認の仕方が非常に大事だと思います。私はゲノム編集したものに関しても全ゲノム決定すれば

外来遺伝子が残っているとか残っていないとかオフターゲットが起こっていないとかわかるので

義務化する必要があると思っています。 

 

江面：その点は、どういう遺伝子がないことを確認するかは届け出の必要な項目になっています。

いろいろな方法があります。生き物によっては全ゲノムを読んでいます。ただ、全ゲノムのシー

ケンスがそこまで安定かというとそんなことはなく、それに交配しただけでも配列が変わります

のでベースラインの違いなのか、操作による違いなのか分からない状況です。今一番行われてる

方法は、例えばＰＣＲだったり、サザンブロット解析だったり、あるいは次世代シーケンサー
をかけるとかの方法だったりします。作物によっては、かなりゲノムが読めているものもあり、

イネとかトマトもその部類ですが、そういうものはかなり細かい解析もおこなえますので、“無

い”ということを言うことができる。届け出されたものは、確認済と思っていますので届け出し

たものは大丈夫だと思っています。 

 

質問 6：ゲノム編集した時に他の遺伝子に与える影響を何か確認されるのでしょうか 

 

江面：厚労省の届け出の中に、似たような配列に変異が入っていないかどうか確認するというこ

とがあります。届け出されたものについては当然使った技術で変異が入っていそうな配列につい

て確認して、そのようなことが無いと確認して、先に進めるというふうになっています。届け出

がされ、受理されたものについてはその点に関する懸念はないのではないか。その点もしっかり

やっていかなければいけないと思います。 

 

質問 6：動物に関しても外来遺伝子が人間の細胞の中に入ってしまうということにならないか 

 動物に関してですが、特に人間の治療に関わるゲノム編集ですが、論文など見ますとアデノ随

伴ウイルス（AAV）を使う例、結構あるようですが、有害でないということで使われているよう

ですが、場合によっては人間の遺伝子の中に組み込まれてしまう場合が結構あるといわれてます。

そうするとゲノム編集のベクターがそのまま組み込まれるということは、外来遺伝子が人間の細

胞の中に入ってしまうということにならないか。農作物と同じようなことが懸念される。そのよ

うなことが実際に起こりえないのか。それをどうやって排除するのか。 



 

真下：遺伝子治療において過去副作用で一時かなり危険性が言われた。2000 年ころに遺伝子治療

が期待されましたが、患者さんに副作用が出て、遺伝子治療が各国で止まってしまった時代があ

りました。そんな中で安全だとして出てきたのが、ＡＡＶです。このＡＡＶがなかなか人の遺伝

子に組み込まれないというところが特徴です。ただ、細胞のなかには長期に残るといわれていて、

組み込まれることもあるのではないかということで論文が出始めている。今のウイルスベクター

では一番安全といわれていますが追記検証すべきだというのも確かです。そんな中で、ＡＡＶに

載らない技術、ウイルスだとベクターではなく、ナノパーティクル（脂質粒子）だけ使うとか、

より安全な技術が開発されようとしています。ＡＡＶの危険性はわかっていますが、以前のウイ

ルスベクターに比べればより安全だという中で、さらにそれを開発して組み込まれないことが

100％となるように持っていきたい。 

 

質問 7：動物の体内で人間の臓器移植用の臓器を作るというゲノム編集技術を倫理上どう思うか 

 倫理の問題です。モザイクの問題で、細胞分裂中の胚など決してあってはいけないということ

ですが、今日、問題にならなかった倫理上の問題で、動物の体内で人間の臓器移植用の臓器を作

るという技術がゲノム編集で開発中です。例えばブタの体内で人間の心臓を作るとかいう技術が

登場しています。これを倫理面からどのように考えているかお尋ねしたい。 

 

真下：難しい問題です。臓器のいろいろな使い方があると思います。最終的なゴールがブタに限

らず動物で作らせた臓器、細胞も含めてそれを人に戻す行為をするのと、動物に作らせて研究ベ

ースで使う、例えば薬などの効果を確かめるとか、その細胞をうまく利用して何か他に作れるな

どいろいろな利用があると思います。今のご質問は、治療に使われた時の倫理観だと思います。

まずは安全性が絶対だと思います。私は倫理観でいうと人の受精卵が重要だと思いますが、臓器

再生で考えたとき、私自身も研究しています。将来的には必要になるのではないかと考えていま

す。現状、今もそうですがブタの臓器自身を１次的に人間に移植して、そうでないと患者さんは

死んでしまうので、ブタの臓器で１次しのぐということが、今でもされている。年間３けたの例

でなされている治療になります。倫理的にも安全性でも人の命を助けるという思いでやりますの

で、変な動物を作ろうとしているわけでは無いと思います。 

 

質問 8：ゲノム編集した動物、植物が環境に飛び出したときにどういう影響があるか 

 環境への影響について何がどういう規制をするか、環境に対する安全性を保障するということ

は、どういう議論になっているのでしょうか。例えば遺伝子組み換えの場合はカルタヘナ法で規

制になっていますが、ゲノム編集の場合はどうなっているのでしょうか。 

 

江面：作物ですが、形質を変えたことによって環境に出たときの競争力があるかデータを添えて

大丈夫だということで届け出する事になっています。カルタヘナ法で審査するかどうかの前に、

環境に対しての影響が懸念されるかどうかを検討して、なさそうだということになれば、カルタ

ヘナ法からはずそうということになります。環境の影響についてはこの届け出制度の中で十分検

討されてやっているという状況です。 

 

真下：ゲノム編集した動物についてカルタヘナ法ということでいえば、遺伝子のノックアウトと

遺伝子を入れる方とでは少し次元が違う。ノックアウト、破壊する方でも、大学、研究機関など

では必ずバリアなどを設けて外に出ないような形で、遺伝子組み換えに準ずるようにみなさん届

け出して研究を行うような状況となります。それが大学から漏れるということになればそれは重

大な事故なわけで、そういう事故はないということで研究をしています。 

 

質問 9：社会ニーズ次第で使われ方が変わってくることに対してどのような歯止めが可能か 

 このような技術はそのときの社会のニーズによって使われ方が変わってくる可能性があります。

例えば今はヒト胚受精卵のゲノム編集はいけないと思っていますが、将来、社会状況が変わった

とき、実施してもいいのではないかということもありえるし、あるいは動物でも畜産のレベルで

可能だと思います。もっと極端にいえば軍事研究の手段としてもこの技術は使える。これはダウ



ドナさんが心配されて、そのようなメッセージを出しています。社会ニーズ次第で使われ方が変

わってくることに対してどのような歯止めが可能かお二人にお尋ねしたい。 

 

江面：作物に関しても情報を世の中がきちんと持っていて、そのようなことをやっていいかどう

かが議論されるような状況を作っておくことが必要だと思います。道義的な抑止力をうまく担保

するような事もやっていかないといけないと思います。それについては、しっかり情報を出して

いく、そのような仕組みを作っていくことが、間違った方向に使われていくことを抑止する力と

なり得るのではないか。 

 

真下：難しい問題です。人間の抑止力、知識を信じるのかどうかであると思います。歴史的なこ

とで１ついえることは、ゲノム編集が開発されたとき、試験管ベビーが取り上げられて、いわゆ

る体外受精と言われる技術、今では日本でも１％といわれてますが、100 人に一人は不妊治療で

子供を授からない人を助けている技術として非常に用いられています。その当時、社会を巻き込

んで大議論になってこんな危険な技術やっていいのかというふうになったのは事実です。いい、

わるいは大変難しいと思いますが議論から出てきた規制と技術開発を含めて、やはりそこで出て

きた問題が一番大切なのではないか。大丈夫なのか、みんな思いますし、そういったことが重要

だなと思います。でも 20 年、30 年、50 年たったら正しいかどうか、そのときにしか分からない

し、そのときも分からないかもしれない。やっぱりそういう議論が大事でこういう検討会議のよ

うなところでみんなが検討していく、それで何が必要なのか、どういう技術が必要なのかを考え

ていくのが絶対にいるんだなと個人的には思います。ポジティブな人間なので最終的には人間が

決めていくしかないと思っています。 

 

質問 10：全ての動植物がありのままに生きていけることに力を注いでほしいがどう思いますか 

今は、コロナ感染に見られるように太陽と月や地球という太陽系を維持しているそのシステムそ

のものを原生の土地は一つも無いほどに破壊してしまった。それがなによりも病を生んでいる原

因だと考えています。先生お二人がおっしゃったようないろいろな調整、努力というものはとて

もでないけれども太陽と月が維持している地球を手直しできるとは思えない。人間だけでなく全

ての動植物をもう少し自然、私にとっては太陽、月、地球が維持しているということですが、そ

れで調整を任せていくということを作っていかないと、こういうゲノム編集では、遺伝子操作も

そうですが、人間そのものが脆弱になって生きていけない。追いかけて医療を実現しても人間そ

のものが廃れて、例えばチューブをつけて病院で無理矢理 100 歳まで生きても価値がないという

状態が続いていると思います。私は社会の１老人ですが、専門職の先生方が総合で見ることは難

しいと思いますが、もう少し、全ての動植物がありのままに生きていけることに力を注いでほし

いと思います。 

 

島薗：太陽と月がこの世界の運行の基本を司っているというのは、日本の神道的世界でもあり、

宗教的なものにつながる直感、人間と宇宙の調和というところから見て、大丈夫なのかなという

懸念です。これは一方で今後の食糧問題もあり、難病の方の希望もあり、前に進むという事を求

めるエネルギー、願いも強くありますが、同時にいろいろな点から懸念が出てきます。今日、我々

がこのような機会を持っているのは、そのような様々な視点がつきあわせながら科学技術が進ん

でいくことが望ましい。だが中々その場が持てないということで、我々がこういうことをやって

いるのはそういう意味です。 

本日は、とてもわかりやすく説明いただき、これまで鵜呑みしていたことが、そうだと分かる

ことがたくさんございました。いろいろな質問に対して誠実にお答えいただきました。はっきり

してきたことが多数ありました。どうもありがとうございました。ここで今日の講演会を終わり

といたします。 

                                    以上 

 

 

 


