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現在の農業で栽培されている作物はさまざまな品種改良を受けてい

る．品種改良は，良さそうな形質をもつ植物を交配し，その子孫の中か

ら求める形質を集積した個体を選ぶ交配育種や，放射線や薬剤を利用し

て人為的な突然変異を誘発し，生じた変異体から有用なものを選ぶ変異

体育種が広く行われている近年は，組換えDNA技術を用いて新たな形

質を導入した作物が開発され，広く流通している．ゲノム編集は2010

年頃に開発され， CRISPR/Cas9などの特定の配列を認識して切断する人

エヌクレアーゼを用いて特定の遺伝子に変異を導入する技術である．こ

れにより狙った遺伝子の変異体が得られるわれわれは翻訳エンハン

サーであるdMoc3を利用した植物用に最適化したゲノム編集：：：ノステム

を開発した．ジャガイモは4倍体ゲ／ムを有する．塊茎のデンプン中の

アミロースの産生に関わる顆粒結合型デンプン合成酵素遺伝子 (GBSS)

を標的とするCRISPR/Cas9遺伝子を刷用することで， 4つの対立遺伝子

のすべてに変異が導入された変異体が得られた変異体ジャガイモの塊

茎に含まれるデンプンは低アミロースの形質を有することが分かった

はじめに

このたび，日本マイコトキシン学会誌のプロシー

デイングヘの寄稿を依頼され光栄に思います．本稿

は2018年1月に特別講演でお話しした内容をもとに

執筆いたしました本稿ではこれまでの植物育種の

流れと新しい育種法，ゲノム編集などについて述べ

たいと思います．通常の学術論文とは趣の異なる内

容ですがご容赦ください．

1. 作物を育種するとは

野生の植物を植えて収穫することから農業は始

まった人類が農業を始めたのはおよそ1万年前で

あるといわれている．このときから人類は有用な形

質をもつ植物を選抜し，作物種を育成してきた．現

在栽培されている作物は野生のものとは大きく形

状を異にしている．これはこの品種改良によって生

じたものである

初期の品種改良では，栽培している植物の中から

良さそうなものを選び出し，意図的にその子孫を残

してきたこのような育種法では，新しい品種は原

種に生じた望ましい突然変異を見つけ出し，これを

選抜し，系統化することで達成できる．また，近代

では，良さそうな形質をもつ複数の植物を交配し，

その子孫の中から求める形質を集積した個体を選ぶ

交配育種が主に行われている放射線や薬剤を利用

して人為的な突然変異を誘発し，これによって生じ

た変異体から有用なものを選ぶ変異体育種も行われ

ている．さらに近年は，組換えDNA技術を用いて新

たな形質を導入した作物が開発されている．これら

はすでに広く流通しており，世界で栽培されている

トウモロコシの33%,ダイズの78%,ワタの64%は遣

伝子組換えによって育成された品種である (ISAAA

2016データ） 1). 

2. 従来育種

従来育種法には分離育種法，交雑育種法などがあ

る．基本的には自然にある変異を見つけ出して選抜

することによって達成される．栽培を始めた初期の

作物には様々な遺伝的多様性があったと思われる．

また，これらか自然交雑することで，優良な形質が

現れる場合がある，これらを観察し，望ましい形質
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をもつ植物体を選抜し分離することだけで目的が

達成されてきた初期の育種はもっばらこの分離育

種により行われてきた地方ごとに育種を志す篤農

家がいて，彼らの努力によってその地方ごとに特色

ある従来品種が形成されてきた．

次に，人為的に異なる形質を有する個体同士を掛

け合わせることにより，有用な形質の組み合わせを

もつ個体を生じさせ，これを選抜することで，望ま

しい形質を有する植物個体を得るようになったこ

れを交雑育種法という．このためには，野生種を含

め，さまざまな形質を有する個体が用いられるた

め，農業試験場などで系統的に交配を行うように

なったこの方法では後代の植物から望ましい形質

を有する個体を選抜する．交配によって得られた個

体は，自殖性の強い植物種では自家受粉を繰り返す

ことで遺伝的に均ーな品種となる．一方，他殖性の

強い植物種では類似の形質を示す個体を集めて集

団で栽培し，これらの交雑を繰り返すことで遺伝的

に均ーな個体群にする．

日本の代表的なイネの品種であるコシヒカリは

このようにして育成された．昭和19年に新潟県の農

業試験場で農林1号と農林22号が交配されたこれ

によって得られた後代の植物についで性能評価が

なされ，昭和31年に農林100号として品種登録され

ている．通常は従来育種法によって新しい品種を育

成するには長い年月を要する．

3. 新しい育種の流れ

20世紀末にはゲノム解析技術が格段に進歩し，

様々な植物のゲノム情報が明らかになってきたま

た，耐病性や多収性などの有用な形質に関わる遺伝

子が同定されたため，この情報を作物育種に応用し

ようとする流れが生まれてきた．一般に，このよう

な形質の遺伝子座は量的な変動を示すため，このよ

うな量的な変動を示す形質に関する遺伝子を同定

するのは容易ではない． しかしながら，染色体上に

設定された分子マーカーとの連鎖分析を行うこと

で，このような形質に係わる遺伝子座の染色体上で

の位置決め（マッピング）が可能になってきた．こ

の結果，病気に強い，収量が多いなど，漠然とした

表現型ではあるが農業上の有用な形質が染色体上

の特定の遺伝子座にマーキングされるようになっ

てきた．

染色体上に有用形質のマーキングできたことか

ら，このマーカーを利用してこの形質をもつ個体を

選抜することが試みられた特定の形質と強く連鎖

する分子マーカーは，その形質の有無を判断する遺

伝子診断のツールとして利用できるそこで，たと
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えば耐病性を持つが味が良くない品種と病気に弱

いが味が良い品種を掛け合わせ．その後代の植物を

遺伝子診断することで，この中から耐病性を持ち，

味の良い個体を選抜することが可能になる．実際

に，この方法で．コシヒカリにいもち病抵抗性品種

を掛け合わせ，その後代植物にコシヒカリを戻し交

配を繰り返し行うことで，いもち病抵抗性を持つコ

シヒカリ（コシヒカリ BL)が作られている．

ところで，遠縁の植物を交配して得られる雑種

(Fl) に優れた形質が現れることがある．これを雑

種強勢（ヘテロシス）と呼び，この現象を積極的に

利用する育種法が開発されている． トマトやトウモ

ロコシなどでは，この方法で作られた一代雑種の植

物が商品化されている．

このほかに放射線やイオンビームを照射するこ

とで染色体ゲノムに突然変異を誘発し，この中から

有用な形質を選び出す育種法（突然変異育種）も行

われている．このような変異体は望まない部位にも

変異が生じていることが多く，実用化するためには

野生型との戻し交配が必要となる．

4. 分子育種

植物細胞から誘導されたカルス（培養細胞）はホ

ルモンバランスを調整することで再分化（個体を再

構築する）ことができる．このようにして作製され

た不定胚と呼ばれる再分化個体は人工的な苗とす

ることができる．ランなど実生から個体を得ること

が難しい植物では，培養細胞から作られた苗が商品

化されており．身近な植物として鑑賞できるように

なったまた，ウイルスの感染がない培養細胞から

得られた不定胚はウイルスフリーの苗となるため，

品質の良い作物を生産するのに有用である．

ところで，長期間培養を行った培養細胞ではしば

しば突然変異を誘発することが知られている．この

ような細胞から再分化した個体は突然変異体には

有用な形質を有するものがあり，これが新たな品種

として利用できる．また，異なる種の培養細胞を人

為的に融合させる細胞融合の技術により， 2種の植

物のキメラ植物を得ることができる．これまでに，

ジャガイモとトマトの細胞融合により「ポマト」が，

オレンジとカラタチの細胞融合により「オレタチ」

が作られている．これらは細胞育種と呼ばれる．

遺伝子組換えによる新たな品種開発は上記の細

胞育種の延長線上にある．培養細胞に外来の遺伝子

を導入することで形質転換体の培養細胞を作製す

ることができる．これを再分化することで形質転換

体植物が得られるこの分子育種の手法を用いる

と，従来は不可能であった異種の遣伝子を付加する
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ことが可能であり種を超えた組み合わせで有用形

質の導入ができる．遺伝子組換えは1973年にコーエ

ンとボイヤーが行った大腸菌プラスミドに異種の

DNAを組み込んで形質転換大腸菌を作った実験が

最初である．

植物の遺伝子組換えは．多くの場合，アグロバク

テリウムを利用する方法が用いられる．アグロバク

テリウムは自身がもつT-DNAを植物のゲノムに組

み込む性質を有する．そこでT-DNAを望ましい形質

の遺伝子に改変し，これを有するアグロバクテリウ

ムを植物細胞に感染させることで，当該植物を遺伝

子組換えすることができるこのため植物の形質転

換は比較的容易である最初に実用化された組換え

体植物はカルジーン社によって作られたフレーバー

セーバー・トマトである． トマトの果実が熟すると

きに働く細胞壁分解酵素であるポリガラクチュロ

ナーゼ遺伝子に対するアンチセンス遺伝子が導入

された形質転換体である．これにより日持ちがよい

トマトができる．これは1992年にアメリカ食品医薬

局により承認され. 1994年に販売が開始された．

現在．組換え体作物には，除草剤耐性植物,BT遺

伝子を導入した害虫耐性植物．ウイルス抵抗性植物

などが栽培されている．遺伝子組換え作物はダイ

ズ， トウモロコシ，ワタ．ナタネが多く．これらの

栽培面積は世界の26カ国， 1億8千万ヘクタールを超

える面積で栽培されている (2016年現在） 1)_ また，

栽培されているダイズの73%が．ワタの70%が．ナ

タネの24%が． トウモロコシの30%が組換え体であ

る (ISAAA・FAOSTAT2011)が，これらの作物

を輸出している国々では非常に高い比率で組換え

体が栽培されている．我が国が輸入するダイズの

72%を占める米国では組換え体の栽培率は94%で

ある．また，ナタネの輸入量の88%を占めるカナダ

では遺伝子組換え体の栽培率は93%でありワタの

輸入シェアの42%を占めるオーストラリアで栽培

されるワタは，ほぽすべてが組換え体である (2016

年現在） 1)_ そのため，非組換え体を入手すること

が困難になりつつある．

我が国で組換え体を実用化するためには，まず

「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物

の多様性の確保に関する法律（通称カルタヘナ法）」

にしたがって安全性評価を行わなければならない．

さらに食品として利用する場合には食品安全基本

法および食品衛生法に基づいた評価が．飼料として

利用する場合には飼料安全法および食品安全基本

法に基づいた評価が必要である．これらの評価を受

け．安全性に問題のないものが輸入，流通使用．

栽培等が可能になるりまた，組換え農産物やその
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加工品については表示義務がある．

これまでに実用化された組換え体は生産者に

とってのメリットの大きなものが多かったしか

し，アレルギー物質を低減した作物や，スギ花粉症

に対して効果が期待されるスギ花粉米．栄養成分を

改善した作物など，消費者H線での作物の開発も行

われている．青いバラやカーネーションはすでに商

業生産されている2)_

5. New Plant Breeding Techniques (NBT) 

従来の交配や接ぎ木などの手法に分子生物学的

な手法を組み合わせた新しい品種改良技術をNBT

と総称している．これには主に以下の8つの手法が

ある.(1)人工ヌクレアーゼを利用したゲノム編集．

(2)標的とする遺伝子の塩基配列に対応するオリゴ

ヌクレオチドを添加し，これによりこの部分に特異

的な突然変異を起こさせる（オリゴヌクレオチド指

定突然変異導入技術）， (3)同種の遺伝子を導入し

た組換え体（シスジェネティクス）および同種の別

の遺伝子に由来する調節領域を導入して発現パ

ターンを変化させる（イントラジェネティクス）．

(4) DNAの塩基配列は変えずにDNAのメチル化に

より遺伝子の発現量を変化させる (RNA依存性

DNAメチル化）， (5)遣伝子組換え植物を台木ある

いは穂木にした接ぎ木， (6)外来遺伝子により染色

体間の相同組み換えを抑制した上で，交配や花粉培

養により目的遺伝子をホモに持つ個体を育成する

（逆育種法）， (7)植物体にアグロバクテリウムなど

を接種し，一過的に目的遣伝子を発現させる手法

（アグロインフィルトレーション）， (8)DNA配列を

人工的に合成する（合成生物）．

これらは従来育種の欠点を補うことができ．この

技術を育種に応用して効率よく望ましい形質を有

する作物種を育成することができる．また，これら

の技術には遺伝子組換え技術を利用するものも多

く，分子育種の手法の変法と言えるが，ゲノム編集

のように組換えDNA技術は標的とする遺伝子の変

異を誘発するために利用し，最終産物から外来の遺

伝子を除去できるものが多い．このようなプロセス

を経たものには外来遺伝子が残らず，従来の育種技

術により育成された品種と同等のものができる．

6. ゲノム編集が目指すもの

ゲノム編集はゲノム中の特定の部位を狙い撃ち

して，この部位での変異を誘発する技術である．こ

れにより効率的に新たな変異体を得ることができ

る．ゲノム編集には， TALENやCRISPR/Cas9など．

特定の配列を認識して二重鎖を切断する人工ヌク
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レアーゼが用いられる．標的となった部位の二本鎖

DNAを切断して損傷を生じさせ，この部位が修復さ

れる際に変異を誘発する（図1).

ゲノム絹集技術は非常に新しい画期的な技術で

ある．これらの人工ヌクレアーゼ遺伝子は2010年以

降に開発されたものであるこの数年，世界中の研

究者が技術開発を行っており，植物の育種にも応用

されて，さまざまな形質を有する変異体が作出され

ている．我が国では，これまでに広島大学や徳島大

学などの研究者によりこれらのゲノム編集技術の

改良が加えられている私たちは広島大学で開発さ

JSM Mycotoxins 

れたPlatinumGate TALENシステムをもとに植物

用に最適化したEmeraldGateway TALENシステ

ムを構築している．

ところで，私たちは，イネのOsMac3のmRNAの

5'非翻訳領域に由来するdMac3配列が下流のORF

の翻訳量を顕著に高める翻訳エンハンサー活性

を有することを発見したそこで，このdMac3を

CRISPR/Cas9ベクターに組み込み，これらに含ま

れるCas9タンパク質の翻訳量を高めることで，ゲノ

ム編集効率を向上させることを図った．

』‘イドRNA

一 標的となるDNA

ミ

Cas9 

~ 

亨

ガイドDNAが標的部位を認識
Cas9が結合

)-j: イドRNAが
認識したDNA二本鎖を切断

切断されたDNA二本鎖

11111111111111111111101111111111 

DNAの修復のときに

変異が生じる

塩基の脱落・挿入など

図1 CRISPR/Cas9によるゲノム編集の概要

CRISPR/Cas9はガイドRNA(CRISPR) とCas9ヌクレアーゼからなるガイドRNAが標的部位に結合する

とCas9がこのDNAを切断する．これにより生じた二本鎖DNAの切断損傷は修復されるがこのときに高

頻度で塩基の脱落や挿入変異が生じる．これにより標的部位に変異を導入することができる．
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7. 低アミロースジャガイモを作る

これらのゲノム編集ツールを用いてジャガイモ

のゲノム編集を試みた．ジャガイモは塊茎による栄

養生殖で増殖する．このため交配による育種が難し

い．また， 4倍体ゲノムを持つため，特定の遺伝子

の変異体を得ることが困難である．ジャガイモのよ

うな倍数性の高い植物のゲノム編集を行うために

は複数のアリルを一気に変異させることのできる

強力なゲノム編集ツールが必要である．

私たちは．ジャガイモデンプンに含まれるアミ

ロースの合成に関わる顆粒結合型デンプン合成酵

素遺伝子 (GESS)を標的とするCRISPR/Cas9遣伝

子を作製した．このゲノム編集用遺伝子をジャガイ

モ「さやか」に導入し，形質転換体を得た．形質転

換体ゲノムに含まれるGESS遣伝子の標的部位を解

析したところ， dMac3を組み込んだCRISPR/Cas9

を用いた場合では．得られた再分化個体のうちの8

割で変異が検出され，このうちの1/3の個体では4倍

体植物であるジャガイモの4つの対立遺伝子のすべ

てに変異が生じていることがわかった．従来型のベ

クターを用いた場合でも 7割の個体で変異が認めら

れたが， 4アリルすべてに変異が生じた個体は1個体

のみであったこのことから翻訳エンハンサーはゲ

ノム編集効率を高める効果を持っていることが明

らかになった．

ジャガイモは世界で約3億トンが生産されてお

り，そのまま食用に供するほか，ポテトチップなど

の加工食品やデンプンとしての用途がある．これに

加えて，接着剤や紙への添加物などの工業用途も多

＜．この利用は多岐にわたっている．ジャガイモの

デンプンはアミロースとアミロペクチンからなる．

デンプンのアミロース含量を決める酵素は上記

のGESSである．この遺伝子が変異したジャガイモ

デンプンはモヂ性となる． しかしながら．ジャガイ

モの変異体を取得することは難しく，実用的なモチ

性のジャガイモ品種は流通していない．これまでに

GESSに対するRNAiを導入することでモチ性デン

103 

プンを生じる組換え体ジャガイモが作出されてい

るが，ほとんど栽培されていない．アミロースが少

なく，アミロペクチンの含量が大きいデンプンは粘

り気が強く，接着剤として最適である．また，食用

に用いた場合には，従来にないテクスチャーを示

し．新たな用途が生まれるものと期待されている．

そのため，我々はゲノム編集技術を用いてモチ性デ

ンプンを生産するジャガイモ品種を育成したいと

考えた

GESS遺伝子を標的としたCRISPR/Cas9を導入

して得られた変異体ジャガイモを育て．これから得

られた塊茎に含まれるデンプンのアミロース含量

を調べたところ，これらは低アミロースの形質を有

することが分かったこのことからdMac3を用いる

ことでゲノム編集による変異導入効率を高めるこ

とができることが明らかとなった．ジャガイモのゲ

ノム編集に成功したと考えている．今後は，得られ

たゲノム編集ジャガイモの実用化に向けた研究を

進めていきたいと考えている．
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Creating valuable crop plants utilized by molecular breeding and 

genome editing techniques 

Hiroaki Shimada 1 

1Department of Biological Science and Technology, Tokyo University of Science, 6・3・1 Niijuku, 

Katsushika, Tokyo 125・8585, Japan 

Crops used for current agriculture have been largely modified from the original plants 

by various breeding techniques. Crossing between plants with good traits allows to generate 

a plant with desired characteristics. Mutants with desired properties are also established by 

choosing from the plants treated by radiation or chemicals as mutagen. Recently, crops pos・ 

sessing new traits have been developed using recombinant DNA technologies, and they are 

widely distributed in the world. Genome editing technique was developed around 2010. A 

tool for genome editing, such as CRISPR/Cas9 consisting of an artificial nuclease that recog・ 

nizes specific sequences, induces a desired mutation into a specific gene. We developed a 

novel genome-editing system using dMac3, a translation enhancer, and optimized for plants. 

This increases the efficiency of the targeted mutagenesis. We produced a CRISPR/Cas9 gene 

that targeted the granule-bound starch synthase gene (GBSS) involved in the production of 

amylose in the starch of the tubers. Using this, we created potato GBSS mutants in which 

four alleles of potato tetraploid genome contained mutant genes, resulting in a property of 

low amylose trait in their tuber starch. 

Keywords: artificial mutation; genome editing; low amylose potato; New plant breeding techniques 
(NBT) 
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