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さがす つくる
あや
つる

つかう有用遺伝子
を見つけ出す

酵母を培養して
薬用成分を造る

ゲノム編集でつくった毒のないジャガイモ

ゲノム編集で
有用作物を
創る



開発事例︓ジャガイモ（⼤阪⼤学・理研）

Ø ジャガイモの芽などに含まれる天然毒
素ステロイドグリコアルカロイド（SGA：
ソラニン・チャコニンなど）の合成に関

わる遺伝子を壊して、天然毒素を大幅
に減らしたジャガイモを開発。

Ø 技術： TALENを利用。

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。

（Yasumoto et al. (2019) Plant Biotechnol）
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日  時：２０１９年１０月１５日（火）１７：３０～２０：３０ 

会  場：大阪科学技術センター ８階 中・小ホール 

定  員：８０名（先着順／定員になり次第締め切ります）  

参 加 費：５００円 
  

●サイエンスカフェ １８：３０～２０：３０ 

 「ゲノム編集で、毒を気にせず食べられるジャガイモを創る、 
   モチモチ感のあるジャガイモを創る」 
     講 師 ： 村中 俊哉氏 （大阪大学 工学研究科 教授） 

 

 

 

     ■ファシリテーター：ＬＳＳ委員 

    有 年 由貴子（産経新聞社 大阪本社 社会部） 

主     催：（一財）大阪科学技術センター、ＬＳＳ（Ladies Science Session） 

協賛 ･ 協力：大阪ガス㈱、㈱大林組、サントリーホールディングス㈱、日立造船㈱ 

       ジャガイモ新技術連絡協議会、くらしとバイプラザ２１  

        

     遺伝子を効率よく改変できる「ゲノム編集」。最近よく見たり聞いたりしますが、「ゲノム編集」 
    とは何か？また、「ゲノム編集食品」として、村中先生が取り組まれている毒のないジャガイモの開 
    発のお話などを通して「ゲノム編集」が、これからのわたしたちのくらしのなかに、どのように関わっ 
    てくるのかなどをわかりやすくお話頂きます。 
     

①１７：３０～１８：３０ 

②１９：３０～１９：５０ 

 ●展 示  
  サイエンスカフェの開始前と休憩の時間に、 
  ゲノム編集技術の開発事例のパネル等を 
  展示いたします。  

「ゲノム編集」ってなに？ 
    ～明日の食卓を豊かに～ 

        
 

「ゲノム編集食品」として、栄養価の高いトマト
や収穫量が多いイネなどの研究開発がおこなわれ
ているんだって。人口の増加や異常気象での農作
物への影響による食糧難の一助になればいいね。 

第1８回ＬＳＳサイエンスカフェ 

「ゲノム編集ってなに？～明日の食卓を豊かに～」 
 日       時 ： 2019年１０月１５日(火)17：30～2０：２0 

   場       所 ： 大阪科学技術センター 中・小ホール 
   参   加   者 ： ４８人 
   講         師 ： 村中 俊哉 氏 大阪大学 工学研究科 教授  
   協賛・協力 ： 大阪ガス㈱、㈱大林組、サントリーホールディングス㈱、日立造船㈱、 
         科学技術振興機構、ジャガイモ新技術連絡協議会、くらしとバイオプラザ21 
   ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨ  ： 産経新聞、電気新聞 

参加費無料

詳細はこちら

ゲノム編集天然毒素低減ジャガイモ
研究施設⾒学会 参加者募集

ジャガイモの毒素をゲノム編集技術により
低減する研究開発が進んでいます。

研究施設の⾒学に参加してみませんか。

※この⾒学会は、農林⽔産省「令和4年度みどりの⾷料システム戦略実現技術開発・実証事業のうち、
 農林⽔産研究の推進(アウトリーチ活動強化)」の⼀環として実施します。

【お問い合わせ先】
株式会社DRAGON�AGENCY（ドラゴン�エージェンシー） 

担当：加藤、奥村
Mai l：sc ience-communicat ion@grp.dragonagency.co. jp

TEL:052-569-5230

令和4年10⽉25⽇�(⽕)��13:30〜17:00

研究内容の紹介
研究施設の⾒学
研究者との意⾒交換
Twitterでの感想発信など

国⽴研究開発法⼈
農業・⾷品産業技術総合研究機構�（農研機構）
（〒305-8517�茨城県つくば市観⾳台3-1-1）

下記のリンクまたは右記のQRコードより
ご確認ください。
�https://www.dragonagency.co.jp/topics/1515/

Twitterアカウントをお持ちの⽅など
詳しくはリンク先よりご確認ください。

令和4年10⽉19⽇�(⽔)�まで

プログラム：

締   切：

開 催 ⽇：

開催場所：

申込⽅法：

提供元「農研機構」

参加者選考：

全体会場

NPO法人くらしとバイオプラザ21/(株)三菱化学テクノリサーチ共催、日本生物工学会 次世代植物バイオ研究部会 協力 

≪“バイオテクノロジー”という言葉、 
       よく耳にするけれど本当はどんな技術なの？≫ 

バイオカフェでは、研究者をお呼びして“植物分野のバイオ”についてお話を伺います。疑問に思
うことはどんどん聞いてください。コーヒー片手に知的好奇心を満たす時間が待っています。どな
たでも参加できます。ぜひお気軽にご参加ください。参加費無料。お茶とお茶菓子がつきます。  

申し込み先：(株)三菱化学テクノリサーチ（担当：早川孝彦） 
      E-mail: hayakawa.takahiko@md.mctr.co.jp 
 Fax: 03-6893-6440     

参加希望者は、参加希望日を明記し、開催3日前までに、下記までメールか 
ファクスでお申込みください。（申込書裏面） 

いずれも13時30分 ～ 15時30分 

大阪科学技術センタービル ４階 402号室 
http://www.ostec.or.jp/ostec-room/html/access/access.html 

回 日にち テーマ 講師 
第1回 12月17日

（土） 
遺伝子組換え食品と私たちの生活  
～いまさら聞けない遺伝子組換え技術～ 

小泉望先生 
大阪府立大学 
生命環境科学研究科  

第2回 1月21日
（土） 

最近メディアで紹介されている 
「ゲノム編集」って何？ 
～毒のないジャガイモを創る～ 

村中俊哉先生 
大阪大学大学院 
工学研究科 

第3回 1月28日 
（土） 

遺伝子組換えで植物の色や形をデザインする 大坪憲弘先生 
京都府立大学大学院 
生命環境科学研究科 

普段何気に食べているお米、野菜、果物はもちろん、パンやうどん、パスタ
などに加工される小麦などの農作物は、長い時間を経て品種改良をされてき
たものばかりです。品種改良は、生き物の能力を上手に利用したバイオテ
クノロジーのひとつ。現在は新しい技術も開発が進み、世界の食料自給率
アップや、食べてより健康になる野菜や果物を作ったりと、様々な可能性を
広げるものと期待されています。 
今回のバイオカフェでは、3人の先生方に遺伝子組換え技術やゲノム編集技
術など、品種改良の新しい技術について、その応用事例なども含めてお話い
ただきます。 

お問い合わせ： (株)三菱化学テクノリサーチ 早川まで  Tel:050-3171-1126 
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　毎日食卓にならぶお米や野菜、果物はもちろん、加工品の原材料になる麦類などの農作物やきれいな花々。
　これらのほとんどが長い時間をかけ、多くの関係者の努力により品種改良されてきました。品種改良は、生き
物の能力を上手に利用したバイオテクノロジーのひとつなのです。
　現在は技術も開発が進み、世界の食料自給率や農業振興への貢献の他、さらに美味しく栄養価の高い野菜、加
工されてぐっと美味しくなる穀物、私たちの生活をより豊かにしてくれる花など、様々な品種の作物や花などが
作り出されています。
　バイオカフェ in 大阪では、4人の先生方に新しい品種改良技術やそれらを応用した研究についてお話いただき
ます。複数回の参加も大歓迎！どうぞお誘いあわせの上、お申込みください。
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本イベントは戦略的イノベーション創造プログラム「次世代農林水産業創造技術」 および 平成29年度農林水産先端技術の社会実装の加速化のためのアウトリーチ活動強化委託事業の支援を受けて開催されます。
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バイオを知ると、
お買い物やお料理、

お食事が、
今よりもっと

楽しくなるかも？

㕼

2018年11月11日（日）  
14:30-16:00 （1４:00受付開始） 
テレコムセンター 8階 会議室D 
（ゆりかもめ「テレコムセンター駅」直結） 

  

定員 40名  
当日受付け(10名）も行いますが、 
できるだけメールで事前にお申込みください。お名前、
ご連絡先をご記入の上、bio@life-bio.or.jpまで。 
 

サイエンスアゴラ2018 ワークショップ 

ステークホルダー会議             
「ゲノム編集野菜、食べますか」 

話題提供： 
「人類を支えてきた育種～交配からｹﾞﾉﾑ編集まで」   
  大澤良さん 筑波大学生命環境系 
「ｹﾞﾉﾑ編集で毒のないジャガイモをつくる」 
  村中俊哉さん 大阪大学大学院工学研究科 
コメンテーター： 
 小島正美さん 食生活ジャーナリストの会      

主催 特定非営利活動法人 くらしとバイオプラザ21 

問合せ：特定非営利活動法人 くらしとバイオプラザ２１ 
tel  03-5651-5810,  fax  03-3669-7810, mail bio@life-bio.or.jp 
HP  http://www.life-bio.or.jp/index.html 

  ゲノム編集という新しい育種技術を使って、毒のないジャガイモ
の研究開発が進んでいます。このジャガイモができたら、芽が
出ても取り除く必要がなくなります。あなたなら、こういうジャガ
イモを食べますか。生産者なら、ポテサラ製造販売業者なら･･･
いろいろな立場に立って話し合ってみませんか。 

本ワークショップは、JST 科学技術コミュニケーション推進事業未来共創イノベーション活動支援と、戦略的イノベー
ション創造プログラム（次世代農林水産業創造技術）の支援を受けて行われる。 

F

⾷中毒を起こさないジャガイモ

どのような作物ですか？
⻑い時間光に当たって緑になった⽪や芽の部分には、有毒物

質のステロイドグリコアルカロイド (SGA) が蓄積することが知
られています。「⾷中毒を起こさないジャガイモ」は、SGAを
作り出す酵素の遺伝⼦を働かなくすることで、SGAの含有量を
⼤きく減らしたジャガイモです。

なぜ作ったのですか？（これまでの課題など）
みなさんはジャガイモを⻑い間、放置してしまったことはあ

りませんか？有毒物質SGAは、私たちの⾝近なところに存在し
ており、ジャガイモには、ソラニン、チャコニンというSGAが
含まれています。⽇本では毎年のようにジャガイモによる⾷中
毒が報告されており、最悪の場合は命を落とす危険があります。
また、SGA はジャガイモの「えぐ味」の原因ともなっています。

どう解決できそうですか？
もし、ジャガイモのSGAの量を⼤幅に減らせたら、毎年起こ

る⾷中毒を減らせるかもしれません。ジャガイモの SGA が作ら
れる過程にはたくさんの酵素がかかわっています。私たちはそ
れらの酵素の遺伝⼦を探しだし、そのうちの⼀つの遺伝⼦をゲ
ノム編集技術を⽤いて破壊しました。遺伝⼦が破壊されたジャ
ガイモはもとの品種と⽐べて SGAの量が⼤きく減少していまし
た。このようなジャガイモは従来の育種技術で作り出すことは
ほぼ不可能でした。私たちが作り出す SGA フリージャガイモは
今後世界のスタンダートとなることが期待されます。

村中俊哉（むらなか・としや）⽒
大阪大学大学院工学研究科 教授

2019.11.17 サイエンスアゴラ2019 ゲノム編集の未来をみんなで語る（4W05）
主催：ゲノム編集の未来を考える会（⼤阪府⽴⼤学） 企画協⼒：⽇本科学未来館

今は、緑⾊に変⾊したジャガイ
モは⾷べないでくださいね

ゲノム編集作物の例：

研究者からのひとこと

SGAフリージャガイモ
（写真提供：村中俊哉⽒）

ソラニン、チャコニンなどを原因とする⾷中
毒の発⽣件数

（出典：厚⽣労働省の⾷中毒統計をもとに農林⽔産省で集計）

ゲノム編集技術を活用した作物が食卓にあがる日も、もう目の前です。
今、さまざまなルール作りが行なわれている真っ最中。　

「ゲノム編集技術をつかっています」という表示はすべき？
安全性はどう担保されるの？

新しい技術が応用された作物や食品が社会に導入されるときには、
どのようなことに配慮すべきなのでしょう？
みなさんと考えてみたいと思います。

申し込み先・問い合わせ先　stips-info@cscd.osaka-u.ac.jp
公共圏における科学技術・教育研究拠点（STiPS）（大阪大学COデザインセンター内）

2019年 7月 23日 （火）17:00-18:30
＠吹田キャンパス  センテラス3階 センテラス・サロン
プログラム
　　進行　八木 絵香（大阪大学COデザインセンター　准教授）
17:00-　趣旨説明
17:10-　ゲストからの話題提供
　　　　　村中 俊哉（大阪大学大学院工学研究科 生命先端工学専攻　教授）
　　　　　平川 秀幸（大阪大学COデザインセンター　教授）
17:40-　質疑応答&ディスカッション
　　　　　　

対象　　主に、大阪大学教職員・学生のみなさん
・新規技術が社会にどう導入されるのか気になるという方
・ゲノム編集に関わる研究をされている方
・科学コミュニケーションに関心のある方
など、ぜひどうぞ。

主催 公共圏における科学技術・教育研究拠点（STiPS） 　共催 大阪大学大学院工学研究科、大阪大学COデザインセンター

科
学
技
術
と
社
会
の
つ
な
ぎ
方

ゲノム編集技術を活用！？ミライの食品

申込　　ウェブフォームから

撮影：アカデミスト株式会社



○ ×

植物で遺伝子を破壊（書き換え）することは昔からで
きる？？

○

植物で遺伝子を破壊（書き換え）することは昔からで
きる？？



遺伝⼦が書き換わる︖

遺伝⼦は⽣命の設計図のようなもの。
私たち⽣物は数万の設計図を元に、⾝体が作られ、

体内で様々な反応が起きて、⽣命を維持しています。

その設計図の⼀部を少し書き換えることで、
形や⾊などの外⾒

病気や害⾍への抵抗性

含まれる成分 など

性質が変わることがあります。

これが⾃然現象として起こっているのです。

突然変異で起こる遺伝⼦の書き換わりの例

ジャポニカ型
（⽇本のおコメ）

インディカ型
（外国のおコメ）

イネのDNAの⼀部分の配列
ジャポニカ型 A T T T C A
インディカ型 A T T G C A
この１⽂字だけで
粒が落ちやすい/落ちにくい

の違いがでる。

例︓イネの籾の落ちやすさ

写真︓⾹川⼤学農学部 杉⽥（⼩⻄）左江⼦⽒より



突然変異で起こる遺伝⼦の書き換わりの例

例︓受粉しなくても実がなるナス

植物ホルモンの合成に関係する遺伝⼦の⼀部（約4,600⽂字分）が無くなると、
受粉しなくても実が⼤きくなるようになる。

普通のナス品種
受粉しないと実が
⼤きくならない

突然変異体 受粉しなくても
実が⼤きくなる

写真︓タキイ種苗株式会社より
9



⽟川⼤学 農学部⽣物資源学科 ⽥淵 俊⼈教授提供

ジャガイモの先祖

野菜の祖先は…
・⼩さい
・美味しくない
・毒がある
・すぐに実が落ちる
・いっせいに芽が出ない

現在のトマト

野菜は…
・⼤きい
・美味しい
・毒を気にせず⾷べられる
・すぐに実が落ちない
・いっせいに芽が出る

トマトの野⽣種

“植物” から “作物” へ

果実は1cm程度

ジャガイモの先祖

作物の祖先は…
・⼩さい
・美味しくない
・毒がある
・すぐに実が落ちる
・いっせいに芽が出ない

現在のジャガイモ

作物は…
・⼤きい
・美味しい
・毒を気にせず⾷べられる
・すぐに実が落ちない
・いっせいに芽が出る

ジャガイモの野⽣種

“野⽣の植物” から “作物” へ

CIP (国際ジャガイモセンター) HPより

農水省HPより

はずだが、、



HO

SGA⽣合成経路の重要酵素遺伝⼦の発⾒︕

アセチル-CoA

2,3-オキシドスクアレン

シクロアルテノール

デスモステ
ロール

コレステ
ロール

SSR2
ステロール性アル

カロイド

SGA
(ソラニンなどの

毒物)
HO HO

SGA ⽣合成の鍵酵素

ナス科植物(ジャガイモ、トマトなど)に特有の
特化代謝産物であるSGAの⽣合成酵素遺伝⼦を
破壊できれば、毒性化合物であるソラニンを⽣
産できないジャガイモが作出できる︖︖

Sawai, Ohyama et al. Plant Cell (2014)

○ ×

では、

狙って

植物で遺伝子を破壊（書き換え）することができる？？V



×ついこの間まで、ほとんど、

では、

狙って

植物で遺伝子を破壊（書き換え）することができる？？V

ごく最近になって○
ゲノム編集それが、

では、

狙って

植物で遺伝子を破壊（書き換え）することができる？？V

大学生の登場です-2
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表示は必要?
９ … ‘ 統 1 2 版 2 0 1 9 年 ( 令 和 元 年 ) ５ 月 1 旧 ( 土 ) 、 毎 日 新

一 ■ ■ - ー 一 一 ， - - ＝ ＝ ｰ 寺 一-

オピニオン，
-

丸

一 一 ⑥ 蓉 一 ご 転 岸 因 む - 茜 画 一 一 一 一 一 一 ■ て 毛 ＝ 一 一 型 一 一 一 一 日 ■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … 一 ■ 一 一 一 一 Ｆ 酵 一 壺 幸 医 一 一間opl ＩＣ、
効率よく遺伝子の狙った場

所を切り貼りできるゲノム編

集のメリットは、今まで難し

かった品種改良を可能にし、

人類にとって有用な農作物や

水産物が作り出せることだ。

毒のないジャガイモは一例

だ。ジャガイモの芽や皮など

には毒素のソラニンやチヤコ

ニンが含まれ、食中毒の危険

性がある。ゲノム編集でソラ

ニンなどを合成する遺伝子を

変異させると、毒素の含有屋

を従来の１割以下に抑えられ

た。、数年後の商用化に向け開

・ゲノム編集技術がよく分か

らない消費者は、それを使っ

た食品が市場に流通すること

に不安を感じている。開発に

携わった企業は、ゲノム編集

食品について利点とリスクの

情報を自ら開示し、表示など

の手段を使って消費者に伝え

てほじい。商品化の過程が透

明になれば、消費者の不安は

減っていくはずだ。

遺伝子に傷をつけて改変す

るゲノム編集には、ハサミの

役割をするたんぱく質を使

う。ハサミで狙った場所以外

霧
庇
区

村中俊哉森田満樹、
消費岩団体｢FoodCommUnicationComdass｣代表 大阪大大学院工学研究科教授

遺伝子を効率よく改変する「ゲノム編集技術」を使った

食品の流通が今年中に始まりそうだ。国は逓伝子組み操え

には当たらないゲノム編集食品について、届け出だけすれ

ば流通を認める方針だが、消費者団体からは安全性への不

安の一蚕や上がっている。消費者が安心して購入できるよう、

どこまで表示して知らせるべきなのか。

ゲ
ノ
ム
食
品
の
表
示

発中で、毒がなく芽が伸びに

くいジャガイモの研究も始ま

っている。芽が伸びにくいジ

ャガイモは長く保存でき、不

作の年でも供給不足にならな

い。農作物にゲノム編集技術

の遺伝子を傷つけたり、大き

く欠損させたりした場合、予

期しないリスクが生じないだ

ろうか心
ゲノム編集の際に新たにで

きるたんぱく質が、未知のア
を応用することで、食料危機

への対応にも期待できる心

レルゲン（アレルギーのもと）

になることも考えられる。遇

画
■

義
務
化
は
参
入
を
阻
む

ル
ー
ル
な
し
で
は
不
安

』

むらなか・としや，
1960年生まれ。京都大農

学部卒。住友化学や理化学
研究所などを経て現職。日
本ゲノム編集学会理事など
を務める。

もりた･まき、
1963年生まれ｡福岡県出
身6九州大農学部を卒業後、
食品会社研究所､業界誌､民
間調査会社などを経て､消
費生活コンサルタント。

ゲノム編集は八ハサミのよ

うな役割を持つたんぱく質が

狙った遺伝子（ＤＮＡ）を切

断し、修復時に変異させるこ

とを期待する技術だ。その際、

外から別の遺伝子を入れると

逼伝子組み操星となり、

そうでなければ自然に起こる

変異に相当すると考えられて

いる。毒のないジャガイモは

外から別の適伝子を入れずに

無毒化させたケースだ。

厚生労働省の審議会は、外

から別の遺伝子を入れる場合

は安全性審査が必要な規制対

象としたが、そうでない場合

は規制から外した。週伝子の

伝子組み換え食品でもアレル

ゲンが追加されることが分か

り、市場に出る前に開発が中

止された例があった。これは

開発していることが公になっ

ていたからこそ止められたと

言える。知らない間に新しい

食品が作られても、開発時に

「ゲノム編集技術を使った」

という情報が開示されなけれ

ば調べようがない。

生物が元々
持っている運伝

子を少し変異させるだけで、

新しい性質を追加する場合

は、突然変異を利用する従来

の品種改良とそれほど違いは

ない。遺伝子組み換え食品と
切断・修復は自然界でも起き

ており、化学薬剤などを使っ

た従来の品種改良の範囲内と

いえるから妥当だ。

ゲンム編集技術はいくつも

の段階を経て進化してきた。

１９９０年代後半に登場した

「ジンク・フィンガー・ヌク

レアーゼ（ＺＦＮ）」は、指

定された遮伝子を切断できた

が、手法が複雑な割に切れが

雰是。２０１０篭ろに

出た「タレン」はＺＦＮより

も正確に切断できたが、その

後に開発された「クリスパー

・キヤス９」はより扱いやす

く、世界中に広まった。バー

同じ安全性審査が必要とは考

えないが、開発企業による届

け出制は努力義務でしかな

く、不十分だ。

規制のない国で開発された

ゲノム編集食品が輸入される

こともあり得る。届け出が義

務化されなければ把握すらで

きないではないか。政府の議

論は拙速と感じる。

アレルギーを生じない卵や

有毒なソラニンができないジ

ャガイモなど、ゲノム編集食

品とそうでない食品を消費者

が適切に区別して管理するた

めにも、目印としてゲノム編

集と表示することが求められ
ジョンが更新されるにつれて

便利になったスマートフオン

と似ている。

狙った遺伝子以外の場所を

意図せず切断する「オフター

ゲット」が起こる可能性もあ

跨るが、そのリスクは従来の品

種改良にもあった。例えば、

些棄剤処理でも遺伝子に麦

数の変異が起こっている。品

種改良では有用な性質を持つ

ものを選抜しているので、ゲ

ノム編集のリスクの大きさは

従来の品種改良と大差ないと

思われる。
流通が視野に入り、今後は

表示をどうすべきかが課題

だやゲノム編集がどのような

ものなのか丁寧に説明する必

要はあるが、物品表示の義務

化には反対だ。適伝子の切断

るや例えば、ソラニンができる

ジャガイモとできないジャガ

イモが箱の中で交ざっている

と、ソラニンができる従来の

ジャガイモに注意が払われな

くなるかもしれず、安全上の

問題が起きかねない。

消費者が商品を選択するた

めの表示は必要だが、ゲノム

編集かどうか検査で確認でき

ないので、制度化は臺雷に

は難しいと思う。しかし、何

もルールがないと消費者の過

剰な不安を呼び起こし、「ゲ

ノム編集ではない」という表

示がちまたにあふれるのでは

ないかと心配になる。遺伝子

組み換え食品が市場に並び始

めたころ、組み換えと関係の

ない食品にまで「適伝子組み

換えではありません」と表示
・修復は自然界でも起きる

し、従来の品種改良か、ゲノム

編集を使ったものか見分けが

付かない場合もある。ただ、生

産段階から消費段階まで物品

の流通経路を追跡できる「ト

レーサビリテイー」など、消

費者が調べれば分かるような

仕組みは設けるべきだろう。

遺伝子組み換えのように厳

しく規制すれば開発に膨大な

愛用がかかり、章本力のある

され、消費者の混乱を招いた

経緯がある。消費者をいたず

らに怖がらせる事態を招かな

いようにしてほしい。

私たちの食卓は、、品種改良

で作られた食品によって豊か

に彩られている。突然変異を《

使った品種改良で生まれた食

品も多い。専南家ならそうし

た技術の延長線上にゲノム編咋

場の人と目線を合わせる必要一

がある畠聞き手・阿部亮介】

嶬獣議潔誹溌副一

唖控鋤蔀乖霊儲韮謹壱の不安

がなく、いきなりゲノム編集一

食品のことを聞かされ、漠然》一

縦撫鰄騨》捌熱一

まな専閉家や企業が説明の努

趣簔
菫襄
は え
前 る
提 こ
と と
な･が
る で
知 き
織 る
-

【聞き雫・岡礼子】



表示についてどう考えるか

生食用については ブランド名で管理できるのではないか。

加工食品は？

育種母本として使われたらどこまで記載
する必要あるか？

グリーンリッチポテト
芽食える〜ん とか

グリーンリッチポテト？？

20

ゲノム編集⽣物の取り扱い (⽇本)
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文部科学省 ライフサイエンスの広場 生命倫理・安全に対する取組
https://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html

ゲノム編集作物の研究目的の野外試験実施事例

22
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2022.6

24

参加費無料

詳細はこちら

ゲノム編集天然毒素低減ジャガイモ
研究施設⾒学会 参加者募集

ジャガイモの毒素をゲノム編集技術により
低減する研究開発が進んでいます。

研究施設の⾒学に参加してみませんか。

※この⾒学会は、農林⽔産省「令和4年度みどりの⾷料システム戦略実現技術開発・実証事業のうち、
 農林⽔産研究の推進(アウトリーチ活動強化)」の⼀環として実施します。

【お問い合わせ先】
株式会社DRAGON�AGENCY（ドラゴン�エージェンシー） 

担当：加藤、奥村
Mai l：sc ience-communicat ion@grp.dragonagency.co. jp

TEL:052-569-5230

令和4年10⽉25⽇�(⽕)��13:30〜17:00

研究内容の紹介
研究施設の⾒学
研究者との意⾒交換
Twitterでの感想発信など

国⽴研究開発法⼈
農業・⾷品産業技術総合研究機構�（農研機構）
（〒305-8517�茨城県つくば市観⾳台3-1-1）

下記のリンクまたは右記のQRコードより
ご確認ください。
�https://www.dragonagency.co.jp/topics/1515/

Twitterアカウントをお持ちの⽅など
詳しくはリンク先よりご確認ください。

令和4年10⽉19⽇�(⽔)�まで

プログラム：

締   切：

開 催 ⽇：

開催場所：

申込⽅法：

提供元「農研機構」

参加者選考：

全体会場



「ジャガイモ新技術連絡協議会」の立ち上げ

「ジャガイモ新技術連絡協議会」の設立趣意書

（要旨）
私たちは、育種方法の一つである「ゲノム編集技術」を用いることにより、
「毒のないジャガイモ」を作出することに成功しました。ゲノム編集技術を活
用することにより、新しいジャガイモ品種を作り出すことが可能です。
このたび、新技術開発者と、ジャガイモ業界関係者、本技術に興味のある企業
や団体・個人など、さまざまの方々と連携し、この新技術の活用と社会実装に
向けた道筋を立てることを目的として、ジャガイモ新技術連絡協議会を設立い

たします。

協議会（コア）会員

協議会準会員

協議会情報会員

支援・応援

参加希望の方は、ご連絡ください。

Email: muranaka@bio.eng.osaka-u.ac.jp

ゲノム編集技術を活⽤した農作物品種・育種素材の開発

⑨サポートラボ
・植物ゲノム編集技術に関する情報や材料を上記①〜⑧ の⼩課題へ提供し、本コンソーシアムの⽬標達成へ貢献する。
・国内外で開発される新たなゲノム編集ツールを本コンソーシアム内の研究者に使いやすい形で提供を⾏う。 ���

③花持ちが良く、省⼒栽培に適
した花きの研究開発
・ユリおよびユーストマの花持ちを従来の
1.5〜2倍に延⻑
・F1作出の際の作業負担の4割を占める除
雄の⼿間をなくした系統を開発

��� ���

④単為結果によりタネのない果
菜類（ピーマン）
・形質転換が困難なピーマン、パプリカに
て単為結果を⽰す育種素材 を開発

・⼀過的発現、あるいはウイルスベクター
を⽤いたゲノム編集技術を開発

��� ���

⑤登熟・転流を⾼めた超多収イ
ネ
・⽇本型イネにおいて、登熟・転流能⼒の
向上を図り、収量が向上した育種素材を開
発

���

⑥アレルゲン成分を低減した作
物
・タンパク素材となるダイズに含まれるア
レルゲンを低減
・医学的知⾒を踏まえた上でアレルゲン性
を評価

���
⑦晩抽性ダイコンの開発

・ダイコンの効率的なゲノム編集系を確⽴
・晩抽性を持つ育種⺟本の作出

������

⑧⾹味成分が増加したタマネギ
の開発
・従来法でゲノム編集が起き難いタマネギ
のゲノム編集系の確⽴
・⾹味成分を増加させるために、LFS（催
涙因⼦合成酵素）を抑制したタマネギの開
発

���

①保存中に芽が出ず、加⼯に適したばれいしょ
（ジャガイモ）

・萌芽抑制により保存や輸送時のコストを低減
・打撲⿊変耐性のばれいしょ
・デンプンの形質を改変したばれいしょ
・病害⾍抵抗性のばれいしょ

②⾚かび病に耐性を有するコムギ
の研究開発

・⾚かび病菌の感染とかび毒産⽣の低減に
関わる遺伝⼦を抽出し、ゲノム編集を⾏う。
・⾚かび病に耐性を有するコムギ育種素材
を開発

������

���
���

���

��� ���

農林水産省技術会議 戦略的プロジェクト研究推進事業 (2019-2023)



SIP ジャガイモグループ、農水戦略プロ
澤井学、島津知華、關光、安本周平（大阪大）
梅基直行、斉藤和季（理研CSRS）
水谷正治（神戸大）
浅野賢治（農研機構・北農研）

島田浩章（東京理科大）

謝辞

山本 卓、佐久間 哲史（広島大） TALEN
刑部敬史、刑部 祐里子（徳島大） CRISPR/Cas

MIZUTANI UMEMOTO

小泉望（大阪公立大）
佐々義子（くらしとバイオプラザ21）

Muranaka lab 2022, All-star casts


