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精度が高く効率のよいゲノム編集ツールができました
～予期せぬ部位での変異が起こらず、
目的部位への効率的な変異の導入が可能な強力なゲノム編集ツールの開発～
東京理科大学
研究の要旨
・東京理科大学基礎工学部生物工学科島田浩章教授は、独自に開発した翻訳エンハン
サーdMac3 という特殊な RNA 配列を TALEN とよばれるゲノム編集ツールに導入する
ことで、より強力で精度の高い植物用のゲノム編集ツール（改良型 TALEN）を開発しま
した。TALEN は非特異的部位でのゲノム編集がほとんど起こらないことが知られていま
す。これを利用することで、予期せぬ部位での変異を起こさずに目的の遺伝子だけを効
率的にゲノム編集する技術を確立しました。
・本研究成果は 2018 年 12 月 26 日付けの PLOS ONE 誌に掲載されます。
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0208959
【研究の背景】
ゲノム編集は特定の遺伝子を狙い撃ちして変異を生じさせる技術である。植物のゲノム
編集は、2010 年にゲノム編集ツールの 1 つである ZFN を利用してシロイヌナズナの変異
導入に成功した報告以来、多数の研究例がある。現在は、CRISPR/Cas9 法と TALEN 法が
主に用いられており、ゲノム編集によって作られた変異体作物の実用化も間近いと考えら
れている。
われわれはこれまでに CRISPR/Cas9 や TALEN などのゲノム編集ツールの改良を精力
的に行ってきた。われわれが独自に開発した翻訳エンハンサーdMac3 を組み込んだ改良型
CRISPR/Cas9 ベクターでは、高効率でゲノム編集を行うことが可能になり、この技術を用
いてジャガイモをゲノム編集し、低アミロースジャガイモの創出に成功している（Kusano
et al. Scientific Reprots, 8, 13753 (2018))。CRISPR/Cas9 は標的となる DNA 配列を認識
するガイド RNA (CRISPR RNA)とこの部位を切断する Cas9 ヌクレアーゼから構成される。
CRISPR/Cas9 は遺伝子の構築が比較的容易であるが、標的となる配列の末端に PAM 配列
とよばれる塩基配列が含まれる必要で、また、標的となる配列の長さに制限がある。その
ために標的部位の選定に制約があり、かつ、標的部位以外での反応を誘発しやすく、目的
としないゲノム配列での切断（off-target 変異）が起こりやすい欠点がある。そのため
off-target 変異のないゲノム編集ツールの開発が待たれている。
TALEN は、一対の TALEN タンパク質がゲノム DNA に結合し、DNA 切断ドメインが

二量体を形成した時に標的配列を切断し、これにより変異が誘発される。TALEN は標的と
する配列の選択性に自由度が高く、かつ、対となる標的配列の両方が一致する部位のみで
ゲノム DNA の切断が起こるため、標的部位以外でのゲノム編集が起こる確率は非常に低い。
実際に、これまでに off-target 変異が起こったとの報告例はない。
しかし TALEN は大きな分子量を有する巨大タンパク質であるため、この遺伝子を構築
することは容易でない。この問題を解決するために、広島大学で Platinum TALEN が開発
されており、比較的容易に TALEN 遺伝子を構築することができるようになっている。さ
らに、植物ゲノム編集に TALEN を適用するためには、植物体内へ TALEN を導入する技
術を確立する必要がある。通常の方法で TALEN を細胞内に注入するためには TALEN 遺
伝子をバイナリベクターに組み込む必要があるが、巨大分子の遺伝子であるゆえに、組み
込みは容易ではなかった。そこでわれわれは Gateway 法とよばれる方法を適用して簡便に
TALEN をバイナリベクターに組み込む方法(Emerald Gateway TALEN system)を開発し
た（Kusano et al. Scientific Reprots, 6, 30234 (2016) doi:10.1038/serp30234)。しかしな
がら、従来型の TALEN ではゲノム編集の効率があまり高くなかったため、より高度な
TALEN の構築を目指した。
【研究成果の概要】
われわれが開発した植物用 TALEN 構築システムの Emerald Gateway TALEN system
の高度化を図った。われわれはこれまでに、イネの OsMac3 遺伝子に含まれる dMac3 配列
が植物で強力に機能する翻訳エンハンサーであることを明らかにしている(Aoki et al.

Plant Biotechnology 31,221–228 (2014))。dMac3 を装着した遺伝子では、タンパク質の生
産性が飛躍的に増大することがわかっている（図１）
。そこで、dMac3 を Emerald Gateway
TALEN system に組み込むことで、ゲノム編集効率の向上を図った。このシステムを
Emerald Gateway dx-TALEN system と名付けた。このシステムを用いることで、導入し
た TALEN が dMac3 により多く産生され、その結果、高頻度でゲノム編集による変異誘導
を起こさせることができると期待された（図２）
。
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図1 ． d M ac3 を 用いる と タ ン パク 質生産性が高まる
A : d M a c3 を 利用し てD sRED タ ン パク を 生産さ せたイ ネ培養細胞。
B: d M a c3 を 利用せずにD sR ED タ ン パク を 生産さ せたイ ネ培養細胞。
D sR ED は蛍光タ ン パク 質であり 、 励起光を 受けて赤色に光る 。 し かし 、
d M a c3 を D sR ED 遺伝子に装着する こ と で、 細胞内で のD sR ED の生産量が
飛躍的に増加し 、 大量のD sR ED が蓄積し たため、 A の細胞では励起光を 与
えな く て も 赤く 光る 細胞と なっ た。

われわれは、このシステムを用いて、イネのプロテアーゼ遺伝子を標的とする TALEN
を構築し、これをイネ細胞に導入して、変異体が作出される割合を調べた。TALEN を導入

した細胞からゲノム DNA を抽出し、CAPS（Cleaved Amplified Polymorphic Sequence）
解析により標的部位における変異の有無を調べた。その結果、従来型の TALEN を用いた
場合よりも dMac3 を組み込んだ改良型 TALEN (dx-TALEN)を用いた場合には変異体が生
じた割合が大きく増加していることがわかった（図３A と図４）
。このことから、TALEN
によるゲノム編集効率の向上に dMac3 の利用が有効であることがわかった。

次に、薬剤（グルココルチコイド）の投与で一過的に強い発現をもたらす薬剤誘導型プ
ロモーターを Emerald Gateway dx-TALEN system に組み込み、TALEN を一過的に発現
させることができるシステム（Emerald Gateway dx-TALEN premium system）を構築し
た。このシステムでは、薬剤を投与した植物細胞で TALEN が働き、これによって標的配
列での変異が誘発されることが期待された。このシステムを用いて同じ部位を標的とする
TALEN を作製し、変異の誘発に関する性能評価を行ったところ、薬剤投与を行った細胞の
みで高い割合で変異が生じることがわかった（図３B）
。
【今後の展望】
TALEN は、植物のゲノム編集によく用いられている CRISPR/Cas9 にない優れた特性を
有している。とくに off-target 変異がほとんど起こらないという TALEN の性質は、今後の
変異体育種において重要なアドバンテージとなると考えられる。われわれが開発したゲノ
ム編集ツールは、さまざまな植物種のゲノム編集に応用できる。今回は、翻訳エンハンサ
ーdMac3 を利用することで植物用の TALEN の高度化に成功した。また、誘導型プロモー
ターの導入により、必要なときだけに TALEN を機能させることが可能となったため、不
要な場面でのゲノムへのアタックを避けることができる。これらのツールを用いることで、
高効率でゲノム編集を行うことが可能になった。この成果は、今後のゲノム編集作物の実
用化に向けた作物育種に大きな威力を発揮するものと期待される。
【用語】
1･･･TALEN と CRISPR/Cas9。いずれもゲノム編集で用いられる。ゲノム中の特定の塩
基配列（DNA）を認識して切断する活性を持っている。これによって、この遺伝子だけを
狙い撃ちで変異させることが可能である。TALEN は標的配列を認識するタンパク質ドメイ
ンと近傍の部位で DNA 切断を行うヌクレアーゼドメインから構成される。TALEN 自体は
２分子で切断部位を挟むように機能するため、２分子により認識される配列が合致すると
きのみゲノム編集が起こる。そのため標的部位以外での DNA 切断はほとんど起こらず、下
記の off-target 変異が生じることがないと考えられている。
2･･･off-target 変異。CRISPR は標的部位の塩基配列を認識して結合する RNA 分子であ
る。CRISPR が認識する配列は 20 塩基に限られることや DNA 認識の甘さが原因で標的部
位以外の配列との反応が起こることがある。そのことにより、しばしば予期せぬ部位での
DNA 切断を誘発し、予期せぬ変異をもたらすことがある。このことはゲノム編集の精度を
下げる要因となる。
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Establishment of a conditional TALEN system using the translational enhancer dMac3 and an
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