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内容
1．哺乳類培養細胞でのゲノム編集

• 哺乳類培養細胞での遺伝子ノックアウト

• 哺乳類培養細胞での遺伝子ノックイン

2．様々な生物でのゲノム編集

• 微生物でのゲノム編集

• 動物でのゲノム編集

• 植物でのゲノム編集

3．ゲノム編集の発展技術

• 人工転写調節因子技術

• エピゲノム編集技術

• ゲノム編集の光制御技術

4．ゲノム編集の農水畜産分野での利用

• 農作物でのゲノム編集による品種改良

• 養殖魚でのゲノム編集による品種改良

• 家畜でのゲノム編集による品種改良
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5．ゲノム編集の医学分野での利用

• 疾患モデル細胞・動物の作製

• ゲノム編集を用いた疾患治療

6．ゲノム編集のオフターゲット作用とモザイク現象

• オフターゲット作用

• 導入変異のモザイク現象

7．ゲノム編集生物の取扱いと、ヒト生殖細胞・受精卵・胚でのゲノム編集

• ゲノム編集と遺伝子組換え

• 遺伝子ドライブ

• ヒト生殖細胞・受精卵・胚でのゲノム編集研究

8．ゲノム編集技術の特許問題
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1．哺乳類培養細胞でのゲノム編集
（１）哺乳類培養細胞での遺伝子ノックアウト

• ゲノム編集以前の技術では、狙った遺伝子を正確に破壊することは困難で、
限られた細胞腫でのみ可能であったが、ゲノム編集技術による遺伝子改変が、
現在様々なタイプの哺乳類細胞培養（がん細胞、不死化細胞、幹細胞、初代
培養細胞など）で可能となってきた。

• 類似の遺伝子が存在する遺伝子ファミリーの機能を解析する場合、一つの遺
伝子破壊では機能破壊の効果が見られないことがある。このため、複数の遺
伝子を同時に破壊する技術（多重遺伝子ノックアウト）は、基礎研究から応用
研究においても重要な技術である（図4.2）。

（2）哺乳類培養細胞での遺伝子ノックイン

• ゲノム編集技術により、培養細胞への遺伝子ノックインが容易になったが、
ノックインされなかった細胞も混在しているので、これを除去してノックインされ
た細胞だけを培養する必要がある。このため、目的遺伝子とともに薬剤耐性
遺伝子も導入してから、薬剤処理によってノックインされた細胞だけを生き残
らせる方法が用いられる（図4.3）。
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2．様々な生物でのゲノム編集
（1）微生物でのゲノム編集

• 微生物の遺伝子改変は、基礎研究だけでなく、有用物質産生のための応用
研究においても必要不可欠である。大腸菌や酵母などのモデル微生物にお
いては、遺伝子改変技術はすでに確立しており、必ずしもゲノム編集を必要と
していない。一方、産業微生物など研究者が少ない微生物種に関しては、標
的遺伝子を改変する方法が確立されていない場合が多く、ゲノム編集が微生
物利用の新しい道を開く可能性が高い。

（2）動物でのゲノム編集

• ゲノム編集以前のX線や変異原化学物質によるランダム変異導入では、狙っ
た遺伝子改変ができるのはマウスのみであったと言ってもよい。

• 動物でのゲノム編集は、一般に受精卵へゲノム編集ツールを導入することに
よって行う（図5.4）。遺伝子ノックアウトが目的であればゲノム編集ツールの

みを導入し、遺伝子ノックインが目的であれば、ゲノム編集ツールに加えてド
ナーDNAを一緒に導入する。

（3）植物でのゲノム編集

• 植物でのゲノム編集は、基礎研究のための遺伝子改変に加えて、品種改良
のための強力な技術となる。生産性の向上、病原菌への耐性付加、農薬耐
性の付加など、有用品種の作出技術としての利用が期待されている。 7
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3．ゲノム編集の発展技術
（1）人工転写調節因子技術

• 遺伝子の発現は、プロモーターの上流や、下流のエンハンサー（活性化）や
サイレンサー（抑制）によって調節される。エンハンサーやサイレンサーには、
標的配列に結合して転写を活性化や抑制するタンパク質因子（転写調節因子
）が結合し、必要な時期や細胞での遺伝子発現調節が行われる。このような
内在の転写因子と同じ機能を備えた人工の転写因子をゲノム編集ツールで
標的遺伝子に結合させ、標的遺伝子の調節に加えて、合成生物学での遺伝
子ネットワーク構築など様々な活用法が考えられる。

（2）エピゲノム編集技術
• エピジェネティクスとは、DNAの塩基配列の変化を伴わない遺伝子発現の制

御機構であり、DNAのメチル化やヒストンの修飾（メチル化やアセチル化など
）が関与する。エピゲノム編集とは、標的配列周辺のDNAのメチル化状態や

ヒストンの修飾状態を改変することによって、エピジェネティックな発現制御を
変化させる技術である。ゲノム編集ツールのDNA結合ドメインと様々な修飾

酵素の機能ドメインを連結させた人工エピゲノム修飾酵素の働きによって、エ
ピゲノム編集が可能となる。

（3）ゲノム編集の光制御技術

• 特定の波長の光を当てることによってゲノム編集ツールを活性化する技術で
ある（図6.11）。 9
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4．ゲノム編集の農水畜産分野での利用
ゲノム編集を利用した品種改良では、遺伝子組換え技術との差別化を図るため、
遺伝子の欠失変異導入による有用形質個体の作出が主流となっている。

（1）農作物でのゲノム編集による品種改良

• 自然界で低頻度に起こる自然突然変異に頼る有用品種の作出には長い年月
が必要とされるため、放射線や紫外線の照射によるランダム変異導入法が実
用化されている。全世界では200を超える植物種から3200以上の突然変異

体が作出され、国際機関に登録されている（国内では、低アレルゲン米、低タ
ンパク質米、黒斑病抵抗性ナシなど）。

• ランダム変異導入法では目的の変異に加えて多数の変異が同時に導入され
ているが、多くの場合それらの変異は取り除かれてはいない。これに対してゲ
ノム編集による品種改良は、目的の遺伝子にのみ改変を加える有効な技術
である（図7.1）
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（2）養殖魚でのゲノム編集による品種改良

• 国内では、養殖技術が確立しているマダイやマグロを中心にゲノム編集の適
用が進められている。マダイにおいて、筋肉の増殖を抑制するミオスタチン遺
伝子を破壊し、筋肉量を増加させることに成功している（図7.2）。

• ゲノム編集によって欠失変異を導入した有用魚は、遺伝子組換え生物に当た
らない可能性があるが、現時点では稚魚・精子・卵が環境に漏出しないように、
遺伝子組換え生物と同じ管理がなされている。産業化に向けては効率的な飼
育が必要となるが、逃亡による環境への影響を考えると、現時点では陸上の
閉鎖系での養殖技術を利用した管理が必要とされる。
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（3）家畜でのゲノム編集による品種改良

• 家畜では、肉質や繁殖力を向上させるため、古くから品種改良が進められて
きた。最近では、次世代シークエンサーを用いた家畜ゲノムの解析から、経済
的に重要な形質に関わる遺伝子の同定や、それに基づく効率的な育種も可
能である。このようなゲノム情報の蓄積に加えて、ゲノム編集技術の家畜へ
の適用が可能となり、ブタやニワトリにおいて複数の標的遺伝子の改変につ
いて成功例が報告されている（図7.3、図7.4）。これら家畜のゲノム編集は、

産業利用を視野に入れ、主に欠失変異の導入によってゲノム編集個体が作
製されている。

• ウシやブタでは、ミオスタチン遺伝子を破壊して肉量を増大させることができ
る。また、ブタの特定の病原ウィルスの受容体遺伝子を破壊して感染しないよ
うにしたという例が報告されている。

• ニワトリの卵は、食材だけでなくワクチンの産生や抗体の作製にも不可欠で
あることから、ニワトリでの遺伝子改変技術の開発が進められてきたが、ゲノ
ム編集技術を用いても、他の動物に比べてニワトリでの適用は難しくて遅れ
ている。また、ゲノム編集で遺伝子改変されたニワトリが生む卵を食品として
利用するためには、成分分析や安全性の評価に加えて、消費者の受容を図
るための様々な活動が必要と考えられる。
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5．ゲノム編集の医学分野での利用
ゲノム編集は、医学分野の基礎研究から臨床研究において、不可欠な技術とな
ることが予想されている。疾患モデルの作製とそれを用いた疾患の発症メカニズ
ムの解明、創薬スクリーニング、がん研究など、様々な研究が進展している。とく
に海外では、ゲノム編集を利用した治療が特定の遺伝性疾患やがんについて臨
床試験段階に進んでいる。

（1）疾患モデル細胞・動物の作製
①遺伝性疾患モデル

• ヒトでは8000を超える遺伝性疾患が存在すると予想され、そのうち約5000の

遺伝性疾患について、現在までに原因遺伝子が明らかにされている。原因遺
伝子が明らかな疾患については、対象の遺伝子を改変したモデル細胞やモ
デル動物を作製して、発症メカニズムを解明することが可能であるが、従来技
術では効率的な作製が困難であった。ゲノム編集は、疾患モデル作製におい
て革新的な技術となり、単に遺伝子を破壊するだけでなく、疾患の原因となる
変異を正確に再現することも可能となりつつある。

• 遺伝性疾患は、単一の遺伝的変異に起因する単一遺伝子疾患（メンデル遺
伝病）と、複数の遺伝的多型（遺伝的要因および環境要因）に起因する多因
子遺伝疾患に分けられる。近年、ゲノムワイド関連解析（GWAS：genome 
wide association study：疾患患者集団と健常者集団のゲノム全体での一塩
基多型（SNP：single nucleotide polymorphism） を比較解析することにより、17



疾患患者集団に見られるSNPを同定し、SNPの頻度と疾患の関連を統計的
に調べる方法）によって、多因子遺伝疾患の原因と考えられるSNPが網羅的
に推定されている。そのため、疾患の原因と考えられるSNPを培養細胞にお

いて効率よく再現することが、疾患研究や創薬では求められる。しかし、ゲノ
ム編集を駆使しても培養細胞でのSNP改変は簡単ではない。とくに複数の
SNPを同時に改変することは、現状の技術ではハードルが高い。

• 初代培養細胞（生体から採取した組織や細胞を最初に播種して培養したも
の）や疾患患者から樹立したiPS細胞は様々な遺伝的背景を有しており、標

準細胞と単純に比較するのが困難な場合がある。そのため、疾患原因と考え
られる塩基配列の変異を標準的な細胞に導入することによって比較解析を行
うか、疾患患者由来の細胞において原因変異を修復することによって比較解
析を行うことが必要となる（図8.1）。

• ゲノム編集による正確な遺伝子改変が動物個体で利用可能になったことで、
疾患モデルは小型魚類、両生類、哺乳類など様々な動物において作製可能
となった。これらの疾患モデル動物は、疾患の発症メカニズムの解明に加え
て、新しい治療法や診断法を開発する研究での利用が期待されている。

• これまで特定の遺伝子を破壊したノックアウトマウスを作製するのに半年から
一年程度の期間を必要としていたが、CRISPR-Cas9によるゲノム編集では
一ヶ月から数ヶ月で可能となり、疾患モデルマウスの作製が容易になった。
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②がんモデル

• がんは複数の段階を経て発症する複雑な疾患であるが、発がんやがんの増
殖・浸潤・転移の機構を解明するためにはモデル動物が必要とされる。例え
ばマウスでは、各組織・臓器特異的にがんを形成させるために、条件的に遺
伝子を破壊できるマウス（コンディ
ショナルノックアウトマウス）を作製
して、目的の組織や臓器のみで遺
伝子破壊を実行する必要があるが、
ゲノム編集を利用することにより、
コンディショナルノックアウトマウスを
作製する必要がなく、がんモデル
マウスの作製が容易になった（図8.3）。



③ヒト化動物

• 創薬においては、薬の候補となる化合物を培養細胞や動物個体を用いて評
価する。とくに生体内で動態を調べ、毒性や薬効を動物において評価すること
が必要となる。しかし、モデル動物の薬剤代謝酵素とヒトの相同な酵素が同じ
活性や動態を示すとは限らない。そのため、前臨床試験の一つとして、ヒトの
細胞や相同遺伝子に置き換えたヒト化動物での化合物評価が大きく期待され
ている。

• ヒト化動物は、ヒトの細胞や組織・臓器をもつ動物と、動物本来の遺伝子をヒ
ト遺伝子に置き換える動物に大別される。例えば前者ではヒトの肝細胞をもっ
たキメラマウスが作製され、ヒト肝細胞に与える化合物の影響を個体におい
て評価することが可能となる。後者においては、ゲノム編集技術を利用するこ
とによってモデル動物の内在遺伝子を破壊し、ヒト相同遺伝子を遺伝子ノック
インによって導入することが可能である。また、対象の遺伝子をゲノム編集に
よって破壊した後、ヒト相同遺伝子を組み込んだヒト人工染色体を利用して、
対象の遺伝子産物を安定的に発現させる方法にも期待が寄せられている。

21



（2）ゲノム編集を用いた疾患治療
ゲノム編集は、様々な疾患治療（ウィルス感染、T細胞免疫疾患、血液疾患、神
経筋疾患、皮膚疾患、呼吸器疾患などへの利用可能性が示されている。

①遺伝性疾患の体細胞治療

• 遺伝性疾患のほとんどはこれまで有効な治療法が確立されておらず、対症療
法に頼ってきたが、近年、機能しない遺伝子の代わりに、機能的な遺伝子を
導入する遺伝子治療が注目されてきた。

• ゲノム編集での治療は体細胞での治療が基本となる。次世代へ改変が受け
継がれる生殖細胞や受精胚でのゲノム編集は、現時点では安全性と生命倫
理の観点から、治療目的であっても時期尚早である。

• 体細胞のゲノム編集治療は、ゲノム編集ツールを体内に導入する in vivo 治
療と、採取した細胞を生体外でゲノム編集によって改変した後に生体内に戻
す ex vivo 治療に分けられる（図8.5）。
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②がんの体細胞治療

• がん細胞は、免疫細胞からの攻撃を巧妙に抑えて増殖していくことが知られ
ている。免疫細胞であるT細胞は、T細胞受容体を介してがんを攻撃する一方
で、過剰な免疫反応を抑える機構を有しており、PD-1タンパク質などの膜タン

パク質（細胞膜に付着しているタンパク質分子）がこの機構に働く。がん細胞
は、膜タンパク質のPD-L1タンパク質を発現し、PD-L1によってPD-1の活性
化とT細胞の免疫力を抑制する（図8.7）。2018年のノーベル生理学・医学賞
を受賞した本庶佑氏らがPD-1の働きを解明し、PD-L1とPD-1の結合を阻害
する免疫治療薬（オプジ
ーボ）の開発を実現した。
一方、PD-1をゲノム編集
によって直接破壊したT細
胞を作製する治療法の開
発が中国や米国で進めら
れている。
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③ウィルスの感染や増殖の抑制

• ウィルスは、宿主細胞の膜タンパク質（受容体）を利用して細胞内へ侵入する
。侵入したウィルスは、宿主細胞内の複製システムを利用して増殖し、作製さ
れたウィルス粒子は多くの場合、宿主細胞を破壊して細胞外へ放出される。
このウィルスの感染や増殖を、ゲノム編集によって抑制する研究成果が報告
されている。

• HIVは、Tリンパ球細胞膜上のCD4受容体とCCR5共同受容体の二つの細胞
膜タンパク質を介して感染する。このうち、CCR5遺伝子は細胞の生死に影響
しないことがわかっている。さらにCCR5遺伝子の変異によってHIV抵抗性を
もつヒト集団が北欧に存在することが知られていた。そこで、HIVが感染でき
ないCCR5破壊細胞が作製され、これを移植する治療法が開発された（図8.8
）。

• ウィルスの増殖を抑制する方法として、細胞内に侵入したウィルスゲノムをゲ
ノム編集によって破壊や除去することも有効である。HIVは潜伏期にはTリン

パ細胞の染色体に組み込まれている。このようなプロウィルスの状態でゲノ
ム編集によってHIVを破壊することも可能なことが報告されている。
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④再生医療におけるゲノム編集の利用

• 再生医療では、機能不全となった器官や臓器を、生体外で増殖させた細胞を
利用して機能回復を図る。このために必要な細胞作製においても、ゲノム編
集は重要な技術となる可能性がある。とくにES細胞やiPS細胞などの幹細胞

でのゲノム編集は効率的である。幹細胞は、分化遺伝子などのエピジェネティ
ックな修飾が進んでいないため、ゲノム編集ツールが様々な遺伝子座へアク
セスしやすいことが一つの理由と考えられる。患者由来のiPS細胞でゲノム編

集によって正確に遺伝子が修復された細胞を選択し、必要な細胞腫に分化さ
せて治療に利用することができれば、倫理問題や拒絶反応の問題を解決で
きる（図8.9）。しかしながら、iPS細胞から目的の細胞に効率的に分化させる

方法の確立や、治療に必要な細胞へ増殖する技術の確立など、多くの解決
すべき課題が残っている。
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6．ゲノム編集のオフターゲット作用とモザイク現象
ゲノム編集では、人工DNA切断酵素によって、標的遺伝子とは異なる箇所へ切

断が誘導されるオフターゲット作用や、同一個体内へ異なるタイプの変異が導入
されるモザイク現象が指摘されている。

（1）オフターゲット作用

• ゲノム編集では、標的配列の類似配列が存在する場合、類似配列への切断
が誘導される現象が見られる（図9.1）。この予期せぬ切断はオフターゲット作

用と呼ばれ、それによる変異導入がゲノム編集技術を利用する際の問題とな
る。オフターゲット作用は、利用するゲノム編集ツールによって、その程度が
異なることが知られている。

（2）導入変異のモザイク現象

• ゲノム編集ツールを受精卵などに導入すると、多くの場合、初期の細胞分裂（
卵割）後にそれぞれの細胞で異なる変異が導入される。このように同じ標的
配列に対して、様々なタイプの遺伝子型が同一個体に存在する現象をモザイ
ク現象とよんでいる（図9.6）。
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7．ゲノム編集生物の取扱いと、ヒト生殖細胞・
受精卵・胚でのゲノム編集

（1）ゲノム編集と遺伝子組換え

• ゲノム編集技術を利用して作製した生物個体（ゲノム編集生物）の取扱いは、
導入された変異のタイプによって異なる。またゲノム編集実験には、多くの場
合遺伝子組換え実験が含まれ、ゲノム編集ツールの形状（DNA、RNAやタン

パク質）や導入方法、対象とする細胞・生物によって、遺伝子組換え実験に該
当するかどうかを検討する必要がある。

• 遺伝子組換え技術を含む研究は、生物多様性の維持を目的とした法律であ
るカルタヘナ法（第一回で説明）の下に実験を実施する必要がある。本来そ
の生物が有していない外来遺伝子をゲノム中へ挿入する実験は、基本的に
遺伝子組換え実験に該当する。ゲノム編集ツールによる遺伝子切断によって、
外来遺伝子の挿入（遺伝子ノックイン）と、自然突然変異でも見られる欠失変
異の導入が可能である。このことから、ゲノム編集は、遺伝子組換えに該当
する実験と、該当しない可能性のある実験の両方を含む技術であると言える。
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（2）遺伝子ドライブ

• ゲノム編集を利用した新しい技術として遺伝子ドライブが注目されている。遺
伝子ドライブは、生物集団内に目的の変異を急速に拡散させることが可能な
技術であり、マラリア原虫を媒介する蚊や、特定外来生物種の繁殖を制限す
る技術として期待されている。一方、遺伝子ドライブでは、特定の生物種を絶
滅させることに繋がる可能性や、環境への予期せぬ影響が懸念される。

• 遺伝子ドライブは、ゲノム編集を用いた相同組換えによって相同遺伝子座へ
目的遺伝子をコピーする技術である。遺伝子ドライブ用に設計された
CRISPR-Cas9の発現ベクターを細胞へ導入すると、標的遺伝子が切断され

るとともに、同じ発現ベクターが対立遺伝子をも切断して、両者が同じ内容に
なる（図10.3）。

• 生殖細胞で遺伝子ドライブを働かせると、集団内に数世代で標的遺伝子を拡
散させることが可能である（図10.4）。
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（3）ヒト生殖細胞・受精卵・胚でのゲノム編集研究

• ヒトの発生や疾患研究は、モデル動物を用いて行われてきたが、遺伝子の機
能がマウスなどの実験動物と異なる場合も多いと予想されている。そのため、
ヒト生殖細胞・受精卵・胚でのゲノム編集を利用した基礎研究は、ヒトの受精
や発生に関わる遺伝子や疾患に関わる遺伝子の機能を明らかにし、生殖医
療技術の開発や、ゲノム編集の臨床利用に向けた基礎的な研究となる可能
性がある。一方、ヒト受精卵や胚を使う研究に関しては、倫理的な問題を含ん
でおり、基礎研究から応用研究について議論が必要とされる。

• 2015年に中国中山大学の研究者から、三倍体のヒト受精卵（正常に発生しな
い）に対するCRISPR-Cas9を用いたゲノム編集研究が世界で初めて報告さ
れた。これは血液・凝固系疾患のβサラセミアの原因となるβグロビン遺伝子

を標的としたものであるが、目的の改変がヒト受精卵で低頻度に起こる一方、
オフターゲット変異の導入と変異モザイクが観察された。

• 2016年に2例目となる同様のヒト受精卵のゲノム編集研究が、中国広州医科
大学の研究グループから発表された。これはHIV感染抵抗性をもたらす
CCR5遺伝子の変異を導入するものであったが、目的の欠失変異のみを導

入する技術や、モザイク現象を抑える技術の開発など、多くの課題のあること
が示された。
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• このような中国でのヒト受精胚を用いたゲノム編集研究が進む中、2015年12
月に米国科学および医学アカデミー、中国科学院と英国王立協会主催の「ヒ
トの遺伝子編集技術に関する国際サミット」がワシントンDCで開催された。サ

ミットでは、研究者、生命倫理学者に加えて社会学者などが、基礎から応用に
関するヒトゲノム編集研究の問題について3日間の議論を行い、次の声明が

発表された（日本で正式招待を受けたのは、ゲノム編集の倫理的社会的影響
を論じてきた北大の石井哲也氏だけだった） 。

①ヒトゲノム編集研究の基礎研究・前臨床試験を推進すべきである（各国の規
制や管理の下に実施する）。

②ゲノム編集の臨床利用（臨床研究と治療）は体細胞の改変を対象とするが
、リスクとベネフィットのあることを理解する必要がある。

③ヒト生殖細胞でのゲノム編集の臨床利用は、安全性や社会的合意の問題
が解決していない現時点では無責任である。

④ヒト生殖細胞でのゲノム編集の利用について国際的な議論を継続する必要
がある。

• サミットの声明後、海外（中国・英国・米国）ではヒト生殖細胞・胚のゲノム編集
の基礎研究が進められた。中国では2017年に二倍体の正常ヒト受精胚を使
ったゲノム編集研究が報告された。
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• 日本国内では、2015年に日本遺伝子細胞治療学会が米国の関連学会と共

同声明を発表し、その中で「当面は人の胚細胞や将来個体になる生殖細胞な
どを対象とした、遺伝子が改変された受精卵が生育することにつながるゲノ
ム編集技術の応用を禁止すべきである」とされた。その後、この分野の研究
指針の見直しを含めてたびたび検討が行われてきたが、2017年12月に出さ

れた内閣府のタスク・フォースの報告書では、「生殖補助医療研究を目的とす
る基礎的研究に対する適切な制度的枠組みを策定する必要があり、速やか
にそのための指針の策定を行うことが望ましい」とする一方、「研究として行わ
れる臨床利用として、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚をヒト又は動物の
胎内へ移植することについては、いかなる目的の研究であっても、現時点で
容認することはできない」と結論されている。

• 2018年11月に、中国広東省の南方科技大学の研究者が、ゲノム編集された

受精卵から双子の女子を誕生させたというニュースが世界を驚かせ、同月に
香港で開催された「ヒトゲノム編集国際サミット」で当人から発表された。夫が
HIV感染者で妻が非感染者の二人が体外受精で子供をもうける際に、
CRISPR-Cas9で受精卵のCCR5遺伝子を変異させて、将来のHIV感染を予

防するのが目的であるとされたが、感染者に対する治療ではない上に、将来
の子孫を含めた悪影響の可能性の考慮もされていないことから、批判的に見
られている。中国政府は、国内法と倫理に反しているとしてこの研究者の処
罰を検討している。
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8．ゲノム編集技術の特許問題
①経緯

• 第一回に紹介したように、ダウドナが所属するカリフォルニア大学と、シャル
パンティエが研究室を持つウィーン大学（以下、合わせてUC）は、crRNAと
tracrRNAを連結させて１本鎖RNA（sgRNA）を合成して、このsgRNAとCas9
によりin vitro（試験管内）で標的遺伝子を特異的に切断できることを初めて実
証し、この技術に関して2012年に米国特許を出願した。

• 一方、MITやハーヴァード大学と連携している米国のブロード研究所は、
CRISPR-Cas9 システムを哺乳動物細胞（真核細胞）のゲノム編集に適用で
きることを実証し、その技術に関して2012年末に米国特許を出願した。

②論点

• ここで重要になるのが、ダウドナとシャルパンティエによるin vitroでの実施例
をもって、真核細胞におけるCRISPR-Cas9によるゲノム編集の実施可能性
が開示されているといえるかという問題である。

• 米国では両者の特許は別物であると判断されたが、その後に特許出願され
た欧州と日本ではそれぞれ米国とは異なる判断を示している。

③影響

• この分野の研究用には、特許を無料または安価に使用できることが慣例化し
ているが、商用の製品開発では手続きが複雑で、高価になるおそれがある。
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