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オフターゲット変異が起きるから
危険、なのですか︖

あなたの疑問に
答えます

ゲノム編集技術を解説

オフターゲット変異が起きるから
危険、なのですか︖

第３回

科学ジャーナリストがゲノム編集に関するさまざまな疑問を専門家にぶつけ、解説していく
８回シリーズ。
第３回目は、オフターゲット変異について解説します。
なお、概要は、記事の最後に３つのポイントとしてまとめています。

疑問
３

松永 ゲノム編集⾷品の安全性に関して、よく聞
くのが「オフターゲット変異によって思いもよらぬ
ことが起きるかも。だから、ゲノム編集を許しては
ならない」という主張です。オフターゲット変異と
は、どういうものですか︖

1兆分の１の確率で存在する塩基配列を狙う

写真左/玉川大学奥崎文子准教授
写真右/科学ジャーナリスト松永和紀氏
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奥崎 オフターゲット変異をしっかりと理解して
いただくには、もう少し詳しくゲノム編集技術を説
明しないといけません。第１回や第２回でご説明し
たとおり、ゲノム編集ではDNAの狙ったところを切
断などして遺伝子を変異させます。現在よく使われ
るCRISPR/Cas9というシステムでは、CRISPR(クリ
スパー)がゲノム上の狙った部位にくっついて、ハサ
ミ役のCas9がその先を切断し、遺伝子を変異させま
す。

松永 そこまではよくわかりました。

奥崎 ここから先がやや複雑な話なのですが、通
常、１つの遺伝子は数百から数千の塩基対で構成さ
れています。CRISPRはその中でも特定の20塩基に
くっつくように設計されています。さてCRISPRが
狙う20塩基の配列って何通りの可能性があるかわか
りますか︖

松永 塩基はA、T、G、Cの4種類ありますから、4

通り×４通り×４通り×……。４の20乗ということ
は1兆通りを越えますね。

奥崎 そうです。そのうちのたった１通り、つま
り1兆分の１の確率で存在する配列にくっついて、そ
の先をハサミが切る。これが、ゲノムの狙ったとこ
ろ、特定のところを切る、という意味なのです。で
も、20塩基中１塩基とか２塩基が違う、という程度
のよく似た塩基配列があると、間違ってくっつき、
その先のDNAを切って変異させる場合がある。それ
がオフターゲット変異です。

出典：農林水産省リーフレット「ゲノム編集～新しい育種技術」

他のところをどこでも切る、というわけではない

松永 ターゲットとしていなかったところ、つま
りオフターゲットを変異させる、ということですね。
たしかに、知らない間にゲノムの別の部位を変えて
いるかも、と考えると、怖くなる。

奥崎 ただし、世間に誤解が拡がっているのが気
になります。オフターゲット変異として、間違って
他のところを切る、という情報だけが伝わっていま
す。他のどこでも切る、というわけではありません。
そうではなく、その⽣物のゲノムの中に20基中１塩
基や２塩基だけ違うという塩基配列があれば、とい
う話なのです。

ゲノム編集した後の⽣育個体を⾒せていただく
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ゲノム解読済みの⽣物種なら、事前に調べられる

くっついて切るところ、つまりターゲットを決めま
した。くっつく20塩基分の配列とまったく同じ配列
はターゲット以外のところにはなく、１塩基だけが
違うというところが2カ所あることを確認しました。
そのうえで、ゲノム編集を行ったところ、ターゲッ
トはきちんと切れていましたが、1塩基だけが異なる
2カ所は切れていませんでした。つまり、オフター
ゲット変異は起きていませんでした。他の研究チー
ムの報告でも、選ぶ20塩基によってオフターゲット
変異が低い割合で起きることもあれば、全く起きな
いこともあります

松永 １つの⽣物のゲノムの中に、20塩基中１塩
基や２塩基だけ違うよく似た配列が別にある、とい
う確率は先ほどの計算を例に考えても相当に低い。
でも、そういう細かな情報は省かれてしまって、オ
フターゲット変異という⾔葉だけが⼀⼈歩きしてい
るように思えます。

奥崎 同感です。しかも、よく似た配列が仮に
あったとしても必ずオフターゲット変異が起きるわ
けではありません。私たちの研究の成果をご紹介し
ましょう。ゲノムの塩基配列がほぼわかっている植
物を⽤いてゲノム編集を計画し、CRISPR/Cas9が

松永 逆に⾔うと、オフターゲット変異が起きる
可能性がゼロです、とは⾔えないわけですね。さま
ざまな作物、さまざまな遺伝子をゲノム編集してい
れば、いつか、目的以外のところを切ってしまって
思いがけない毒性物質を作る植物が知らない間にで
きていた、というような事態が起こりうるかも、と
考えます。

奥崎 そこで、オフターゲット変異を防ぐ策がい
くつかあるのです。ゲノム情報が解読されている⽣
物をゲノム編集する場合には、ゲノムの中に、狙っ
た部位の塩基配列と同じ配列や似た配列がないか事
前に調べます。同じ配列が別の遺伝子にある場合
は、その配列を⽤いたゲノム編集は断念します。似
た配列がある場合には、ゲノム編集をした後にも調
べて、似た配列のところでは切れていない、変異し
ていない、ということを確認したうえで商⽤化に踏
み切る、という流れになります。

松永 でも、事前と事後にしっかり調べられるの
は、ゲノムの解読が済んで遺伝情報がよくわかって
いる⽣物だけですよ。それは、どれぐらいあるので
すか︖

奥崎 作物だと、イネや大⾖、トマトやダイコン、
サツマイモ、イチゴなど40種ぐらいは解読されてい
ます。これらはゲノム編集後、よく似た塩基配列の
ところで望まない変異が起きていないか、というこ
とはおおよそ、調べることができます。
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松永 では、ゲノム解読が進んでいない作物のゲ
ノム編集は、どうなりますか︖

奥崎 オフターゲット変異は起こりうる、という
前提で行います。ただし、よく考えてほしいのです
が、狙っていないところの塩基配列にも変異が起き
ているかも、というのは、ゲノム編集に限ったこと
ではなく、これまでの品種改良でできた作物でも同
じことなのです。

松永 つまりは、こういうことですか︖おしべと
めしべを掛け合わせる交配だって、知らないまま
DNAを切ったりつないだりミックスしたりしている。
あるいは、放射線や化学物質等にさらして突然変異
を起こさせる品種改良は、ゲノムのいろいろなとこ
ろを知らないうちにおそらく切っている。したがっ
て、これらでも実は、ゲノム編集で⾔うところのオ
フターゲット変異が起きているのではないか︖

奥崎 はい。でも、従来の品種改良では⾷⽤とし
ての問題は起きていませんよね。第1回で説明したよ
うに、目的外の変異を取り除くため、元の品種をさ
らに掛け合わせる戻し交配や選抜を行って、好まし
い変異だけを持つ作物にしています。ゲノム編集の
場合も、戻し交配や選抜の⼯程が⼊ります。その結
果、ゲノム編集でたとえオフターゲット変異が起き
たとしても、従来の品種改良法と同じように取り除
けている可能性が⾼い、と考えられています。

松永 取り除けている可能性が⾼い、という⾔い
⽅が微妙なんです。わかりにくい。リスクはゼロで
はないのか？と思ってしまう。それに⽐べ、オフ
ターゲット変異のリスクがあるからゲノム編集を実
⽤化してはならない、という主張の⽅が、わかりや
すい。

オフターゲット変異を取り除く

奥崎 科学者としては科学的な説明を丁寧に繰り
返すしかありません。

松永 こう⾔い換えることもできますね。オフ
ターゲット変異が起こり得るからゲノム編集はダメ
だ、という理屈は、つまりこれまでの品種改良もダ
メだ、ということになる。品種改良の過程では、ゲ
ノム編集に限らず目的外の遺伝子変異はあり得るけ
ど、そういったものは取り除かれる。ゲノム編集だ
けダメだ、というのは変ですよね。

細胞にゲノム編集を施した後に培地でしばらく育ててい
ると、芽が出て葉や茎のある植物体になる。こうした段
階でも、目的外に変異した個体は除去され、良い個体だ
けが選抜されていく。
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奥崎 もう１点注意したいのは、品種改良におけ
るオフターゲット変異と医療におけるオフターゲッ
ト変異を混同しないでほしい、ということです。

松永 医療分野との違いって何でしょうか。

奥崎 医療ではたとえば、CRISPR/Cas9の仕組み
を直接、患者の体内に⼊れる、というような治療も
検討されています。狙ってもいない大切な遺伝子を
⼀度でも間違えて切ってしまったら大問題です。で
も、品種改良は違います。ゲノム編集した後に多く
の段階を経て目的外の変異は取り除かれて初めて、
新しい品種になります。そのことをわかってほしい
です。

松永 ゲノム編集に対する誤解の背景には、これ
までの品種改良においてどのように遺伝子が変わっ
てきたのか、作業がいかに複雑で大変かがまったく
知られていない、という問題があるように思いま
す。

奥崎 たとえば、ということでトウモロコシを考
えてみましょうか。トウモロコシの原種はテオシン
トというものではないか、と考えられています。今
も中央アメリカで⽣えていますが、その穂は長さが
５センチぐらいしかありません。それが少しずつ遺
伝的変異を繰り返し、⼈に選ばれ続けて何千年もか
けて、長さ20センチぐらいのトウモロコシになりま
した。私たちの⾷料は、遺伝子の変化を積極的に取
り⼊れてきたからこそ、今のような豊かなものに
なっています。ゲノム編集だとさらに効率よく、遺
伝子を変えてゆける。その価値も認めてほしいな
あ、と思います。

松永 簡単に効率良く変えてゆける。そんな威⼒
のある新技術だからこそ、⼀般の⼈たちは怖くなる、
という⾯もありますよ。

奥崎 画期的な技術なので、⾮常に詳しくいろい
ろな⾓度から調べられています。世界中で、
CRISPR/Cas9法を改良し、オフターゲット変異を低
減させるための研究が続いています。さらに、
CRISPR/Cas9を応⽤し、DNAを切らずに塩基を置き
換える技術の開発も急速に進んでいます。

左がテオシントの実で右が現在のトウモロコシ。
中間にあるのは、両者を交配させてできた実。
写真提供：John Doebley, Department of 
Genetics, University of Wisconsin-Madison

医療における技術利⽤と混同しないでほしい
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松永 科学者は誠実であればあるほど、「オフ
ターゲット変異が起きる可能性はゼロです」とか
「リスクはありません」というようなことは⾔わな
い。「リスクはあるけれども対策を講じています」
と説明します。でも、前半の「リスクはあるけれど
も」というところで、聞いている⼈たちは引っか
かって、新技術に恐れを抱く⼈が出てきてしまう。
⽪⾁な話です。本当は、古い技術も同じようにリス
クはゼロではないけど、⼈類はうまく制御しながら
使ってきた。それに⽐べれば、新技術ははるかによ
く調べられリスクも管理されるようになってきてい
ます。

奥崎 科学者の倫理として、十分に調べて安全で
魅力的な作物を作ってゆこうと努力しています。不
安を抱く⽅たちの中には、今までDNAや遺伝子の話
を詳しく聞いていないから不安を持っている⽅もい
るでしょうし、学⽣時代に学んだり自分で調べたり
して知っている部分があるからこそ心配になる、と
いう⼈もいるでしょう。私たち科学者は、基本的な
部分から応⽤の部分まで幅広い説明ができるよう⼒
を尽くしてゆきますので、もう少し関心を持ってい
ただければよいなあ、と願っています。

松永 ３回にわたって詳しくご説明いただきまし
た。どうもありがとうございました。

誠実だからこそ、リスクゼロとは⾔わない

今回の概要

オフターゲット変異のリスクはゼロではないが、対策が講じられている。
従来の品種改良でも、ゲノム編集でのオフターゲット変異に相当する遺伝子変異が起きていると
考えられるが、ゲノム編集と同様の工程で取り除かれる。

ゲノム編集技術の医療応⽤と⾷品における品種改良への応⽤は別もの。混同すべきではない
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玉川大学 准教授。
東北大学大学院 応⽤⽣命化学専攻にて博士（農学）を取得（2007
年）。日本学術振興会特別研究員（DC2、東北大院）、農業⽣物資源
研究所 特別研究員、日本学術振興会海外特別研究員（フンボルト大
学）を経て2015年から現職。植物の遺伝子組換え、葉緑体形質転換
技術の改良や遺伝子機能解析に携わってきた。現在はアブラナ科植物
のゲノム編集を中心にバイテク技術を利⽤した植物育種に取り組んで
いる。
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