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2020年ノーベル化学賞を受賞した
マックス・プランク感染生物学研究所 エマニュエル・シャルパンティエ所長（写真左）
カリフォルニア大学バークレー校ジェニファー・ダウドナ教授（写真右）

2020年ノーベル化学賞の受賞の決め手となったのは、
ゲノム編集の画期的な手法「CRISPR/Cas9」の開発

日刊工業新聞社 提供
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１ わが国の農業の課題等と品種改良について



我が国の農業の課題等

気温上昇により果樹等の
栽培適地が変化。高温に
よる品質低下も懸念。

地球温暖化 食のグローバル化

国内農業者数の減少

これらの課題解決に
品種改良が大きく貢献！

耕地面積の減少

国内の耕作放棄地は拡大傾
向。平成27年の耕作放棄地
面積は約42万ha。

農業者の高齢化が進行。令和
元年時点で65歳以上が約７割、
49歳以下は約１割という状況。

食料自給率の低下

カロリーベースの食料自給率は、
昭和40年の73％から大きく低
下し、近年40％前後で推移。

世界の食市場拡大や和食の海外普
及が進む中で、高品質な農林水産
物の輸出のチャンスが拡大。

・生産性（単収）向上
・農作業軽減
・高付加価値化 等
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野生の植物を栽培できるようにしたり、色々な目的に合わせた品種を作ったりする品種改
良では、遺伝子の変化によって植物の性質が変化することを利用。

農作物の品種改良

￭野生種と栽培種の違い

ダイズ

トウモロ
コシ

イネ

野生種 栽培種

遺伝子の変化 遺伝子の変化

私たちが普段食べている農作物は、
昔からそのような見た目や味であったわけではない

３



味は良いが
病気に弱い

味は悪いが
病気に強い

味が良く
病気に強い

ガンマ線照射や
薬剤浸漬

選抜・交配を
繰り返し

はさみタンパク質で
狙った遺伝子を
切断する

修復される時に、
遺伝子が
変異する

目的の作物を
効率的に作出可能

いろいろな品種改良

交雑育種 突然変異

ゲノム編集

交配

二十世紀
(ナシ黒斑病)

突然変異を誘発

ゴールド二十世紀
(黒斑病抵抗性)
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２ ゲノム編集の研究



ゲノム編集技術
〇ゲノム編集技術は、CRISPR/Cas9等の「はさみ」となる酵素（タンパク質）を用いて、
ゲノム上の狙った箇所を切断し、DNAに変異（欠失等）を導入する技術。
〇ゲノム編集で目的の遺伝子を働かなくする等により、効率的に農林水産物の特定の形質を
変えることが可能。

Ａ

Ｔ Ｃ

Ｇ Ｃ

Ｇ

①ＤＮＡ配列の中から目的の
遺伝子を探す

②ＤＮＡを切断する
（はさみ）ゲノム（数億～数十億塩基から

なるDNA配列）

約20塩基の配列を
認識するため正確性
が非常に高い

-------

例）DNAの一部が無くなる
５日刊工業新聞社 提供



ゲノム編集技術を活用した農作物等の開発状況

スギの花粉を作る遺伝子を働かなくさせることで、花粉がで
きない「無花粉スギ」を技術開発中

ゲノム編集無花粉スギ

植物ホルモンを抑制する遺伝子を働かなくさせることで、
籾数・粒サイズが増加（20%程度のシンク容量および
収量性が向上した多収イネの開発を目標）
※シンク能：デンプンを蓄える「器の大きさ」

超多収に向けたシンク能※改変イネ

天然毒素を作らないジャガイモ

天然毒素（ソラニン、チャコニン等）の生合成に
関与する遺伝子を働かなくさせることで、天然毒
素が大幅に低減 （森林総研）

（農研機構）

（大阪大、理研など）

血圧抑制効果があるGABAの生合成に関わる遺伝子の抑
制部分を変異させることで、GABAを高蓄積（通常の数
倍）

GABA（ギャバ）高蓄積トマト

（筑波大など）
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新規需要創出、海外輸出

（参考）
・GABAとは、「γ（ガンマ）-アミノ酪酸（gamma-Aminobutyric acid）」の略称
・抑制性の神経伝達物質であり、ストレス緩和効果や、血圧上昇抑制効果が期待されている

血圧抑制効果があるGABAの生合成に関わる遺伝子の抑制部分を変異させることで、
GABAを高蓄積（通常の数倍）させたトマトを筑波大学が開発。
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研究開発事例１：GABA（ギャバ）高蓄積トマト



※Target-AID：神戸大学が開発した
DNA を切らずに書き換えるゲノム
編集技術

※

※Target-AID：神戸大学が開発した
DNA を切らずに書き換えるゲノム
編集技術

※

研究開発事例２：超多収に向けたシンク能改変イネ
ゲノム編集技術により、植物ホルモン代謝に関与する遺伝子を働かなくさせることで、

籾数が多いイネおよび粒が大きいイネを作出。 20%程度のシンク容量および収量性が向上
した多収イネ育種素材の開発を目指す（シンク能改変イネ）。

８

従来育種により得られた
多収イネを原品種として
使用

・単位面積当たりの収量を上げることで、
生産コストの削減→販売価格の削減

海外輸出を増やすには、コスト削減による低価格化が必須

・人口増加、異常気象に対応するための
食料安全保障



新規需要創出、海外輸出

研究開発事例３：天然毒素を作らないジャガイモ
天然毒素（ソラニン、チャコニン等）の生合成に関与する遺伝子を働かなくさせること

で、天然毒素が大幅に低減したジャガイモを開発。併せて保存中に芽が出にくいジャガイ
モの研究も進められている。

ゲノム編集により標的遺伝子がすべて破壊されたジャガ
イモ (#11, #71, #186)では、天然毒素の量が激減。

ソラニン、チャコニンは、ジャガイモの芽や緑化組織
に溜まる毒素で、毎年健康被害が報告されている。

（Yasumoto et al. (2019) Plant Biotechnol）
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多様で健全な森林を作るため、良い性質を
持った色々な無花粉スギが将来的に必要。

スギの花粉を作る遺伝子を働かなくさせることで、花粉ができない「無花粉スギ」を技
術開発中。

研究開発事例４：無花粉スギ

花粉発生源対策・スギ国産材の利用促進に貢献

飛散するスギ花粉

ゲノム編集無花粉スギ

1 cm

1 mm

普通のスギ

スギの雄花

雄花拡大写真
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３ 社会実装と農林水産業の未来像



アウトリーチ活動
〇農林水産技術会議事務局では、ゲノム編集技術について、研究者が一般の方々にわかり
やすい言葉で研究内容や研究成果を伝える活動であるアウトリーチ活動を展開。研究成果
は、社会実装することが目的であり、社会実装により国民が利益（ベネフィット）を得ら
れることが重要。
〇ゲノム編集技術の国民理解を促進するためには、国民が享受する利益（ベネフィット）
がリスクを上回ることが重要。
【アウトリーチ活動の取組の様子】

アウトリーチ活動には講義形式ほか、様々なコミュニケーション手法がある。

【ゲノム編集技術により国民が享受する利益（ベネフィット）の例】

持続性を高めるため、ゲノム編集技
術により、化学農薬を必要としない
病害虫耐性作物を開発。

①気候変動・地球温暖化 ②持続性 ③健康社会の実現

食生活の改善による健康社会の実現
のため、ゲノム編集技術により腸内
環境を改善する乳酸菌等を開発。

ベネフィット
安定的な
食料供給

リスク
ゲノム編集
技術の利用
への不安

11

気候変動や地球温暖化により、作物
の栽培適地が変化し、普通に生産で
きなくなったため、ゲノム編集技術
により気候変動等に強い作物を開発。

ベネフィット
脱化学農薬
による持続性

向上

リスク
ゲノム編集
技術の利用
への不安

ベネフィット
健康寿命

リスク
ゲノム編集
技術の利用
への不安



今後のゲノム編集技術による農作物等の開発

〇ゲノム編集技術を利用してこれまで開発された農作物等は、基礎研究の延長として開発
されたものであり、消費者や実需者に広く受け入れられるかは十分見通せない状況。
〇今後は、応用研究として、研究構想段階から、消費者、流通・加工業者、生産者等の受
容性、市場創出の可能性等を調査・分析し、商品化や種苗の販売等を行う民間企業等の意
見を十分聴取した上で研究開発目標を設定する必要。

【これまで開発された農作物等】 【今後の対応方向（案）】

〇ゲノム編集技術を利用して開発された第一世代
の農作物等は、いわば基礎研究の延長として開
発されたもの。

〇主として研究開発のシーズや研究者の探求心に
依拠したものとなっている。

必ずしも消費者や実需者のニーズに沿ったものと
はいい難く、ビジネスとして大きく展開できるか
どうかは不透明。

〇研究構想段階から、消費者、流通・加工業者、生
産者等の利益となるかどうか、どの程度の市場を
創出可能性があるのか等の調査・分析を行う。

〇その上で、商品化や種苗の販売等を行う民間企業
等の意見を十分聴取して研究開発目標を設定し、
研究開発を進めていく。

基礎研究から社会実装に向けた応用研究にしていく。

研究開発を進めていく。

（例）気候変動等に強い作物 （例）化学農薬を必要としない
病害虫耐性作物 12



従来育種の限界を
超える収量・
生産性向上

環境変化
（温暖化など）
への対応

食を通じた
健康増進

食品を
より安全に

病害虫や疾病への
対応

〇現時点のゲノム編集技術開発は、基礎研究段階であり、研究者が自らの得意分野におい
てゲノム編集技術の改良・改善を進める中で、新たな農産物が生み出されている状況。
〇今後は、基礎研究段階から応用・実用化研究の段階に進めていくことが必要。
〇一方、国民の間には、ゲノム編集技術の利用への不安（リスク）の観点からこの技術開
発は望ましくないという意見があることも事実。
〇今後、応用・実用化研究段階に進むにあたっては、ゲノム編集技術により国民が享受す
る利益（ベネフィット）がリスクを上回る農産物を目標として研究を推進していくこと
が必要。

■ゲノム編集技術による農林水産物の開発の可能性

今後のゲノム編集技術による農作物等の開発
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【ゲノム編集技術により国民が享受する利益（ベネフィット）の例】

持続性を高めるため、ゲノム編集技
術により、化学農薬を必要としない
病害虫耐性作物を開発。

①気候変動・地球温暖化 ②持続性 ③健康社会の実現

食生活の改善による健康社会の実現
のため、ゲノム編集技術により腸内
環境を改善する乳酸菌等を開発。

ベネフィット
安定的な
食料供給

リスク
ゲノム編集
技術の利用
への不安

気候変動や地球温暖化により、作物
の栽培適地が変化し、普通に生産で
きなくなったため、ゲノム編集技術
により気候変動等に強い作物を開発。

ベネフィット
脱化学農薬
による持続性

向上

リスク
ゲノム編集
技術の利用
への不安

ベネフィット
健康寿命

リスク
ゲノム編集
技術の利用
への不安



４ まとめ



ゲノム編集技術の方向

①国民のニーズに応えるゲノム編集技術を用いた農林水産物をつくることが必要。

②アウトリーチ活動を通じてゲノム編集技術に関する国民理解を促進していく中で、ゲノ
ム編集技術を用いた農林水産物の社会実装を実現し、それにより国民が利益を得られるこ
とが重要。

基礎から応用 社会実装へ
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