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The development of CRISPR-Cas9 has strongly promoted the genome editing not only for the 
model organisms, but for non-model organisms. Cas9 protein introduces the double strand 
break (DSB) into genome DNA determined the target sequence by guide RNA. The Cas9-
induced DSB would be repaired by NHEJ (non-homologous end joining) without donor 
template or HR (homologous recombination) with donor template. However, the HR-mediated 
gene knock-in is lower efficiency than introduction of DSB. To improve this, I used 
Caenorhabditis elegans for evaluation of the DSB efficiency and HR-mediated gene knock-
in. The various lengths of homologous arms were not increased the knock-in efficiency. 
Furthermore, the addition of homologous recombinase inhibited the reaction of Cas9, which 
indicates that the recombinase might compete the DNA binding of Cas9. On the other hands, 
the double digestions of Cas9 using two guide RNAs likely enhanced the gene knock-in. Based 
on these results, we will establish the strategy for genome knock-in to modify the Cas9 
cleavage sites and genomic approaches for temporally knockdown the NHEJ repair pathway.  

1.背景 

2012 年の CRISPR-Cas9 法の確立によりゲノム編集技術は数年で目覚ましい展開をみせている。モデル生物のみな
らず、様々な生物種に対しても容易にDNA改変を行える可能性が高く、寄生性の線虫や特殊な環境に生息する生物など、
これまで生態学的な観察しかできなかった有用あるいは有害生物に対して、細胞生物学的および分子生物学的なアプロ

ーチの可能性をもたらしている。CRISPR-Cas9法は、染色体上の特定部位に簡便かつ正確に二重鎖切断を導入する方法で
ある (図１)。Cas9 タンパク質によって二重鎖切断された
DNA は、その生物種がもつ DNA 修復経路によって修復さ
れる。その際、正確性の低い経路で修復されると遺伝子配列

に欠失や変異が入り、変異体を獲得できる。一方、二重鎖切

断の両側と重複した配列をもつ相同組換え用の鋳型を供与

すると、その鋳型を用いて相同組換え修復がおこる。この相

同組換え法を用いると、原理上はどのような DNA配列でも
二重鎖切断部位にノックインすることができるので、特定の

内在性の遺伝子に蛍光タンパク質などのタグ配列を直接導

入したり、決まった変異を導入する等、より高度で精密な遺

伝子操作が可能となる。その結果、タンパク質分子を細胞内

における本来の発現パターンで詳細に追跡することなどが

可能となる (1,2)。 
Sしかし相同組換え修復の効率は、生物種や細胞の種類が

もつ固有の活性に依存するため、遺伝子挿入が非常に難しい

場合も多い。そこで本研究では、モデル生物 C. elegansを用
いて、Cas9遺伝子ノックイン効率の向上を目指した技術開発を目的とした。 
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2.方法と結果 

線虫 C.elegansに対するゲノム編集は、成虫雌雄同体の生殖腺に対してインジェクションを行うと、自家受精した
次世代において、ゲノム編集された変異体が出現してくる。Cas9の溶液は、タンパク質溶液（Cas9タンパク質＋合成し
たガイド RNA＋鋳型 DNAの溶液＋マーカー遺伝子）とプラスミド溶液（Cas9およびガイド RNA発現ベクター＋鋳型
DNAの溶液＋マーカー遺伝子）の２種類を基本とした。 

評価方法としては、まず Cas9 が働いたことを示すマーカー遺伝子として体が
短くなる表現型を示す DPY 遺伝子を用い、ノックインはヒストン遺伝子への GFP
ラベリングを行い蛍光実体顕微鏡を用いて目視で確認した(図２)。マーカー遺伝子
とヒストン遺伝子が同時に改変される割合は、タンパク質ベースで 77 dpy関連変異
体中 22の株で histone遺伝子も変異がみられ（28.5％）、プラスミドベースで 10.9％
（７histone /64 dpy）の割合であった。次に、鋳型 DNAの種類、大腸菌 RecAやヒ
ト由来 Rad51などの相同組み換えタンパク質の添加、切断箇所などについて検討を
行った。 
1) 鋳型 DNA 構造の検討：スーパーコイルド DNA, 弛緩した環状 DNA, 線状
DNA(相同組換え領域 100, 200, 400, 500bp)について検討したところ、40匹ずつ P0に
インジェクションし比較した結果、線状 DNA に関してはノックインが全くみられ
なかった。スーパーコイルド DNAと弛緩した環状 DNAの間の顕著な差はなかった。 
2) 相同組換えタンパク質の添加：大腸菌 RecAやヒト Rad51を先に鋳型 DNAと混ぜた後に、Cas9溶液に混ぜてインジ
ェクションした。プラスミドベースの溶液の場合は大きな効果はみられなかった一方で、タンパク質ベースの溶液の場合、

逆に Cas9の切断活性も確認できなかった。これは相同組換えタンパク質が二重鎖 DNA上で Cas9の反応を阻害している
可能性が高い。 
3) Cas9 による切断箇所：２種類の遺伝子へのノックインする株を作成する際に、Cas9 による切断を二箇所にしたとこ
ろ、一箇所切断では作成が困難であったものが、ノックイン株が容易に取得できた。(3, 4) 
4) 近縁種 P. pacificusのゲノム編集：Cas9の切断マーカー遺伝子 sqt-1を用いて、インジェクション溶液にトランスフェ
クション試薬を混合させることおよび複数のガイド RNAを加えることで効率が上昇した。 

3.まとめと今後の展望 

  DPY遺伝子の変異とヒストン遺伝子へのノックインの組み合わせを用いて、鋳型 DNAの構造や相同組み換えタンパ

ク質の添加などを試みたが、効率の顕著な上昇はみられなかった。特に相同組み換えタンパク質の添加は、Cas9の切断

効率そのものを阻害する可能性が高かった。そのため今後は、インジェクション溶液に添加するという方法よりも、生

物個体本来がもつ DNA修復経路のうち相同組換え経路を活性化したり、NHEJ経路を阻害するといったアプローチを試し

たいと考えている。また Cas9による 2箇所切断は、ノックインの効率向上の方法として有効であると思われ、より定量

的なデータを集め、ノックイン鋳型作成ストラテジーを確立したいと考えている。 
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図２ GFP::Histone, dpy変異体 
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