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表紙写真：胚子期に蛹化抑制遺伝子Kr-h1をターゲットとするTALENをインジェ
クションしたカイコG0幼虫。Kr-h1がノックアウトされた細胞は蛹へと早熟変
態する。ほとんどのG0個体では、皮膚が幼虫（白）と蛹（茶色）のモザイクと
なる（農業生物資源研究所　大門高明）。	 
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第３回遺伝子機能解析技術ワークショップ報告	 
	 

	 新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」では、有用な情報・知識・

技術などを共有して、進化研究の新たなパラダイムを創成することを目標として

います。当領域は、複雑な適応形質やその進化プロセスを、次世代シーケンサー

による網羅的な遺伝子解析などを利用して解明しようと考えていますが、大きな

問題として立ちはだかるのが個々の遺伝子の「機能解析」です。遺伝子機能解析

技術支援班の役割は、遺伝子機能の解析に有用な技術や情報をなるべく多くの班

員に伝えるべく、技術講習会や情報交換会などを開催するものです。	 

	 

	 本年度は、「ゲノム編集による遺伝子機能解析」と題して、10月28日の午後に

「第３回遺伝子機能解析技術ワークショップ」を開催しました。東大・新領域の

藤原研究室を開催場所として、全国の大学・研究所より32名の研究者・大学院生・

学部学生が参加しました。ゲノム編集による実習は時間がかかるため、今回は国

内でのゲノム編集研究の第一人者である農業生物資源研究所の大門高明博士の講

義・演習という形で行いました（講義の内容は大門講師の実習概要や参加者のレ

ポートを参照ください）。現在、ゲノム編集として主に使われている、「ZFN」、

「TALEN」、「CRISPR/Cas」の3つの方法を比較し、それぞれの原理・方法、利点

や欠点などが詳細に説明され、ゲノム編集の全体像と 新の情報に触れることが

できました。また、各参加者はノートパソコンと自分が興味のある遺伝子の標的

配列を持参し、大門講師の指導によりインターネット上の解析ツールを用いて

「TALEN」と「CRISPR/Cas」による標的切断のためのプラスミド設計などを経験し

ました。密度の濃い講義・演習によって、参加者がゲノム編集を自力で行えるレ

ベルにまで達したのではなかと思います。ひとえに、大門講師の指導の賜物です。

講義の後、夕方からは会食を交えた交流会が行われ、参加者の多くは大門講師に

具体的な質問をぶつけるとともに、全員が簡単な自己紹介を行って活気あふれる

交流会となりました。今回の参加者のうち、18名が大学院生・学部生、10名以上

がPDなどの若手研究者で、今後、次世代研究者がゲノム編集を駆使して研究をよ

り深めていくことが期待されそうです。	 

	 

	 本号には大門博士によるワークショップの概要、ワークショップ参加者の宮崎

智史氏（富山大学）と栂浩平氏（名古屋大学）のレポート、そして参加者の感想

を掲載いたしました。今回のワークショップ開催にあたり、農業生物資源研の大

門高明博士には長時間に渡る講義・演習を引き受けていただき、深く感謝いたし

ます。藤原研究室の大学院生諸氏には多大な協力を仰ぎました。また、参加後の

レポートを執筆いただいた宮崎智史氏と栂浩平氏に御礼申し上げます。	 

	 

平成25年11月12日	 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

遺伝子機能解析技術支援担当	 藤原晴彦	 
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新学術領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

第３回遺伝子機能解析技術ワークショップ	 
 
・開催日時：2013年10月28日（月）13：30〜20：00 
・開催場所：東京大学柏キャンパス生命棟地階会議室・セミナー室 
・講師：大門高明（農業生物資源研） 
 
・ワークショップ参加者（敬称略、あいうえお順）： 
石塚明（東大）、飯島拓郎（東大）、上村望（東大）、枝吉美奈（東大）、大島一正

（京都府立大）、木内隆史（東大）、古賀隆一（産総研）、近藤勇介（東大）、齊木

亮太（富山大）、笹千舟（北大）、佐藤秀郎（東大）、芝典江（東大）、Jin HongYuan
（東大）、杉目 康広（北大）、杉本貴史（富山大）、関拓実（東大）、栂浩平（名古
屋大）、永山春菜（東大）、Narisu（東大）、新美輝幸（名古屋大）、平松佑介（東大）、
藤原亜希子（富山大）、藤原晴彦（東大）、増岡裕大（富山大）、松浦優（北大）、

松澤宏朗（富山大）、松波雅俊（北大）、宮崎智史（富山大）、山口淳一（東大）、

山崎美咲（東大）、矢口甫（富山大）、依田真一（東大） 
 

 
ワークショップ会場の様子 
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ワークショップの概要	 
 

大門高明（農業生物資源研） 
 
	 今回のワークショップでは、近年著しい進展を見せているゲノム編集法につい

て、演者の経験を交えながら紹介させていただきました。ワークショップでは、

1. ゲノム編集の原理と３種類のツール(ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9)について、2. 
TALENのデザイン・構築法について、3. カイコを例としたTALENを用いたノック
アウト個体作出の実際の手順について、4. large-deletionやG0でのモザイク解析につ

いて、5. ノックインについて、6. オフターゲット問題について、7. CRISPR/Cas
システムの現状と問題点についてなど、演者の知る限りの情報をお伝えしました。 
 
	 私が研究材料としているカイ

コでは、RNAiが使える場面が限
定的で、遺伝子機能解析の大きな

妨げとなっていました。しかし、

TALENが非常に効率よく機能す
ることが分かり、今ではノックア

ウト解析は当たり前の手法にな

りました。他にも、カイコゲノム

の任意の場所にlarge-deletionを誘
起させることもでき、cis配列の解
析に非常に有用であることが分

かりました。また、他の生物では

数十塩基ほどの短い配列ならば

効率よくノックインができることも示されています。まさにゲノムを「編集」す

ることができる時代が幕を開けたと言えるのではないでしょうか。 
 
	 2013年に入ってCRISPR/Casシステムが登場し、一躍ゲノム編集の主役に躍り出
た感がありますが、対象とする生物種や実験の規模によって、また、インジェク

ションした際の毒性によって、TALENとCRISPR/Casシステムのどちらを用いるべ
きか検討する必要があります。この新学術領域の班員の方のほとんどは、非モデ

ル生物を研究の対象としていますので、まずは両方を試してみて、結果が「安定」

している方を使うことをお勧めしたいと思います。私のカイコの場合ですが、

TALENは打率10割だったことと、100も200もノックアウトしないので、当分
TALENを使っていくつもりです。 
 
	 TALEN、CRISPR/Casの両者とも、効率や特異性を上げるための試みが行われて
います。例えば、広島大学の山本卓先生のグループは、新しいTALENのプラット
フォームを開発し、TALENが高い活性を発揮する生物種の範囲を大きく広げるこ
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とに成功しています（佐久間・山本. 2013. 第３回ゲノム編集研究会）。また、CRISPR 
double nickase法 (Ran et al., 2013. Cell 154: 1380-1389) では、CRISPRの深刻な問題
点であったオフターゲット活性を抑えることに成功しています。今後もTALENや
CRISPR/Casシステムの改良が進み、ほとんどの生物で効率良くゲノム編集ができ
る環境が整備されるものと期待されます。 
 
	 今回のワークショップでは、ほとんどの方が昆虫を材料にされているようでし

た。昆虫の場合、まず累代飼育できるかどうか、そして初期胚を得られるかどう

か、が鍵になります。さらに、世代時間が長かったり、卵のステージが特殊（卵

胎生・硬い卵殻・卵鞘など）だったりと、昆虫種によっては初期胚へのインジェ

クションが非常に困難かもしれません。しかし、ゲノム編集の道具はどんどん進

化して完成の域へと近づいていきますので、ぜひ累代飼育やインジェクションの

系の確立にチャレンジしていただきたいと思います。 
 
	 私の個人的な感想ですが、昔はノックアウトできたら夢のようだ、と考えてい

たのですが、今ではノックアウトしかできない、と思うようになりました。長い

遺伝子カセットのノックインなど、もっと自在にゲノムを編集したいと思ってい

ます。 
 
	 後になりましたが、発表の機会を与えてくださった藤原先生、発表を 後ま

で聞いて下さった参加者の方々に御礼申し上げます。参加者の方々には、既にゲ

ノム編集実験を開始されている方から、ゲノム編集を使うかどうか検討中の方ま

でいらっしゃったようですが、私のお話が少しでもお役に立ちましたら幸甚です。 
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第３回遺伝子機能解析技術ワークショップに参加して	 
 

名古屋大学生命農学研究科	 栂	 浩平 
 
【概要】遺伝子の改変方法はこれまで様々な方法が開発されている．本講習会で

は，TALENおよびCRISPRによるゲノム編集について，原理，デザイン方法，実用
例の紹介を含めた技術講習会が，2011年10月28日に東京大学柏キャンパスにて開
催された． 
【講習内容】ゲノム編集では狙った配列を切ることができ，切断箇所は非相同末

端結合によって修復される過程で変異が起きる（ノックアウト）．また，外来のDNA
による相同組換えによって狙った場所に挿入することも可能である（ノックイン）．

これまでにZFN，TALEN，CRISPR/Casがゲノム編集の方法として使われており，
今回はTALENとCRISPRの作用機構，設計方法，実用例を学んだ． 
	 まず，TALENの基本原理の説明を受けた後，受講者各自が持参したターゲット
遺伝子の配列を用いて，TALENの設計方法を学んだ．TALENの設計はweb上の
TALEN tergeterに配列を入れれば設計できるという簡単な方法だった．TALENの構
築法はいくつかあるが，今回の講習ではGolden Gate Assembly法を学んだ． SNPの
有無は，効率やスクリーニングに大きな影響を与えるため，構築前にはターゲッ

トとなる配列のシークエンスが推奨されるとのことだった．TALENの構築方法は，
「Golden Gate TALEN and TAL Effector Kit2.0」および「Yamamoto Lab TALEN 
Accessory Pack」を利用したプロトコール（Sakuma et al., Genes to Cells, 2013）に従
った．特に，TALENのRVDを順番に連結する原理には感動した．表現型が未知の
ターゲット遺伝子については，Cel-1/SURVEYOR assayによってmutationを検出する
必要がある． 後にノックインについての説明を受けた．ノックインはノックア

ウトに比べて効率が低くなり，報告例は少ない．しかし，非相同末端再結合に関

与するligase4などの遺伝子をノックアウトすれば，相同組替えによるノックインの
効率が上げることで対処できる．このような効率が悪いときの対処方法は非常に

参考になった．  
	 続いてCRISPR-Cas systemに関する講習を受けた．基本原理を説明して頂いた後，
Web上のZiFitでターゲットとなりうる配列の選定を行った．カイコでの
CRISPR/Casでの効率はそれほど高くないとのことだった．効率を上げるためには，
Cas9の 適化などの方法がある．ただ，CRISPR/Cas9は，ヒトの細胞ではオフター
ゲットが多いことも示唆されているため，考慮する必要がある． 
【参加しての感想】新しい手法を取り入れる過程は，多くの時間がかかる．今回

の講習でゲノム編集を盛んに用いて研究している大門先生のお話を聞けたことは，

研究をスタートする上で非常に参考になった．まず何から始めたらいいかわから

ない初心者にとっては，推奨する方法やキットの説明は，非常に有益であった．

非常にわかりやすく説明して頂いた大門先生や技術講習会の事前の準備をして頂

いた藤原先生および藤原研究室の皆様に感謝致します． 
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第３回遺伝子機能解析技術ワークショップに参加して  
 

富山大学大学院理工学研究部	 宮崎智史 
（日本学術振興会特別研究員 (PD)） 

 
	 私は社会性昆虫であるアリを材料に、性決定の分子機構に関する研究を行って

おり、アリにも適用可能な遺伝子機能解析技術を身につけたいと考えておりまし

た。そこで、ゲノム編集技術の導入・適用が現実的なのかを判断するため、ゲノ

ム編集に関する基礎知識や、実施するにあたってのコツや苦労した点などを直接

聞きたいと考え、今回のワークショップに参加致しました。 
	 ワークショップでは、ゲノム編集技術の基本原理から始まり、これまでに開発

されてきた3種類の人工ヌクレアーゼ（ZFN, TALEN, CRISPR/Cas）のそれぞれにつ
いて、特徴（長所だけでなく短所も）、コスト、非モデル生物への適用可能性、と

いった情報を基礎から分かりやすく教えて頂きました。また、TALENのDNA結合
領域や、CRSPRのguide RNAの設計について、各ステップの注意点などを教えて頂
きながら実際に演習できたことはとても有意義でした。特にWeb上でのTALENの
設計に際しては細かいパラメータの設計が必要であり、独学で行う場合にはかな

りの困難が予想されます。今回のワークショップではそれらの点についても詳細

に教えて頂くことができたため、すぐにでも自分で設計できる状態になりました。 
懇親会では、ワークショップで講師を務めて頂いた大門先生にお話を伺うことが

できました。自身の研究材料であるアリの生活史や、標的遺伝子候補について説

明した上で、ゲノム編集技術適用の可能性について議論して頂けました。これま

で実際に実験系を立ち上げるのは難しいだろうと考えていましたが、少しの工夫

で実現可能性が大幅に向上するようなアドバイスを頂くことができました。また、

所属研究室で実験系を立ち上げる際には、大門先生がいつでも相談にのって下さ

り、実験手法も教えて頂けるというサポート体制の充実も大変心強いです。 
これまでゲノム編集技術については、論文の中でのみ見ることのできる「夢の技

術」という認識しかありませんでした。実際、現在においてもゲノム編集技術は

モデル生物に対して利用される場合が多いように思います。しかしながら本ワー

クショップに参加させて頂くことで、ゲノム編集は非モデル昆虫にも十分に適用

可能な技術であることを実感できました。今後は是非ともこの技術を自身の研究

に取り入れたいと考えております。 
	 後に、大変わかりやすい講義をしてくださり、親身になって研究の相談に応

じて下さった大門先生、本ワークショップをオーガナイズして下さり、おいしい

手料理を振舞って下さいました藤原先生、そして藤原研のメンバーを中心とした、

ワークショップ運営に携わって下さったすべての皆様に、この場を借りて厚く御

礼申し上げます。 
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ワークショップ参加者の感想  
 
木内隆史（東京大学大学院農学生命科学研究科昆虫遺伝研究室（嶋田班）） 
	 「なぜカイコがクワを食べることができるのか？」について研究しています。

第1回WSではカイコ初期胚へのインジェクション法を、第2回WSではカイコ幼虫
へのエレクトロポレーション法を習得し、いずれも研究室内にシステムを構築す

ることができました。第3回WSで学んだカイコのゲノム編集技術も研究室で日常
的な手法として用いることができるようにするつもりです。遺伝子機能解析技術

WSで得た恩恵を 大限生かしていきたいと思っています。 
 
古賀隆一（産業技術総合研究所） 
	 モデル生物とはかけ離れた生物種を研究対象としているため，ゲノム編集技術

は，RNAiと並んで，機能解析にはかかせない技術であると考え，中年男の頭でど
こまで理解できるやら若干の不安を覚えながらの参加でしたが，講師である大門

先生の分かりやすいプレゼン，主催の藤原先生と研究室の皆様の心遣いゆえに，

おおむねこの技術の現状をおおむね理解することができたと感謝する次第です。 
 
松澤宏朗（富山大学） 
	 富山大学先端ライフサイエンス拠点の松澤宏朗です。今回、ワークショップに

初参加いたしました。私は、現在、内部共生細菌に誘導されるエンドウヒゲナガ

アブラムシの体色変化機構の解析を行っています。今回のお話を聞いて、TALEN
をうまく応用すれば、アブラムシだけでなく、内部共生細菌の遺伝子操作もでき

るかも、と感じました。とても有意義な時間を過ごすことができました。ありが

とうございました。 
 
松波雅俊（北海道大学地球環境科学研究院・三浦研究室） 
	 私は、現在、非モデル生物の表現型可塑性の原因を探るべくトランスクリプト

ーム解析に従事している。今回、トランスクリプトーム解析の結果から、原因と

なる候補遺伝子が同定され、今後機能解析を行う可能性があるため、第３回遺伝

子機能解析ワークショップに参加した。大門先生のプレゼンは 新の知見を織り

交ぜたとてもわかりやすいもので、非常に勉強になった。また、今までお会いし

たことのない研究者の方々とお話しすることができ非常に有意義な一日となった。 
 
平松佑介（東京大学） 
	 私もカイコを使って研究をしているので、大門先生のお話は大変参考になりま

した。TALENの作製はまだ試みた事がないですが、今回学んだ内容をもとに、ぜ
ひやってみようと思います。 
 
矢口甫（富山大学） 
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	 富山大学の前川研究室、博士課程１年の矢口です。私は、シロアリにいる巣の

防衛に特化したソルジャーを研究しています。具体的には、日本だと兵庫県川西

市にしか生息していないネバダオオシロアリを用いて、RNAiにより解き明かして
います。今回の遺伝子機能ワークショップで習ったTALENやCRISPR/Casを駆使し
て、私が明らかにしたソルジャー分化決定遺伝子の遺伝子領域やシス調節領域を

操作することで、ソルジャー分化を自由自在にコントロールしてみたいです。当

然ながら世代時間が長いシロアリに適用するにはハードルが高そうに感じました

が、RNAiに集中して取り組んでいた私にとっては世界が広がりました。 
 
杉目康弘（北海道大） 
	 私は今回，ワークショップに初めて参加しました．私はシロアリの兵隊分化の

形態形成について，遺伝子レベルでの解析を行っています．シロアリを用いた遺

伝子の機能解析は，RNAiが主要なツールではありますが，今後の研究の幅を広げ
るために勉強させていただきました．TALEN の原理や方法については，講師の大
門さんに詳しく説明して頂いたので，理解も進みました．しかし，私の材料種で

あるシロアリは，安定して卵を確保するのが難しいため，そこが大きな課題とな

りそうです． 
 
増岡裕大（富山大学院理工学教育部	 修士2年） 
	 本講義では近年，注目されつつ有るTALEN及びCrisprについて教授頂き，今後の
研究を進める上で非常に重要な情報を多数得ることができた。私が材料としてい

るシロアリなどの社会性昆虫では，応用するのは難しいが，第一世代でも効くこ

とが有るそうなので，まだ希望は持てると感じた。 
 
斉木亮太（富山大学大学院	 博士２年） 
	 富山大学の斉木といいます。現在私は、シロアリにおけるカースト分化の分子

基盤を明らかにしようと研究を行っています。非モデル生物での機能解析につい

て、有用な情報が得られるといいなと思い今回参加させていただきました。有用

な情報が多く非常に勉強になり、有意義な時間となりました。ありがとうござい

ました。 
 
笹 千舟（北海道大学大学院環境科学院	 三浦研究室D2） 
	 私はアリにおける性分化関連遺伝子の機能解析にRNAi法を用いていますが，今
回ワークショップに参加させていただき，TALENやCRISPRを用いた機能解析の実
例に触れることでこれらの有用性を実感できました．自分の材料へ応用するには

いくつかクリアすべき課題がありますが，工夫次第で遺伝子のノックアウト・ノ

ックインが可能となるのではと期待が持てました。 
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