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研究成果の概要（和文）：　本研究では、独自のssDNA合成法(ivTRT法)を用いたノックインマウス作製法の有用
性を示すため、これまでよりも長いssDNA(約数キロ)の合成に挑戦し、レポーターノックインマウスやコンディ
ショナルノックアウトマウス作製への応用を目指した。また、より簡便なssDNA合成法やそれを用いたノックイ
ン法の可能性についても検証を行った。最終的に1-2キロ程のssDNA合成に成功し、肝線維化解析に有用なレポー
ターマウスや、複数のコンディショナルノックアウトマウス作製に活用することができた。本ノックイン手法は
Easi-CRISPR法と命名し、本研究成果と方法についてそれぞれ論文として公開した。

研究成果の概要（英文）： CRISPR/Cas9-based genome editing technology allows to disrupt mouse genes 
with high efficiency, but it was still challenging to create knock-in and conditional knock out 
models (typically 0-10%). We previously demonstrated that long single-stranded DNA (ssDNA) (up to 
500 bases) serve as very efficient donors for knock-in. In this study, we tried to generate much 
longer ssDNA by using original ivTRT method, and applied it for generation of reporter knock-in and 
conditional knock-out mouse models. As a result, up to 2000 bases of ssDNA was synthesized with the 
ivTRT method. By using these ssDNAs, several reporter knock-in and conditional knock-out mice were 
generated, which insertion efficiency was quite high (typically 30%-60%, and up to 100% in some 
cases). We call this method Easi-CRISPR (Efficient additions with ssDNA inserts-CRISPR).

研究分野： 遺伝子工学
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１．研究開始当初の背景	

	 CRISPR/Cas9 システムは、遺伝子ノック

アウト(KO)マウスやノックイン(KI)マウス

の作製に幅広く利用されている。特に遺伝

子 KO マウスの作製効率は 20-60%以上と非

常に高いことが知られていた(Wang ら	

Cell	2013)。一方、KIを行う場合は、標的

DNA 領域に相同な塩基配列を両端に付加し

た二本鎖 DNA(dsDNA)断片、あるいはそれを

有する環状 DNA をリペアーDNA として用い

るが、実際にリペアーDNA が挿入された KI

マウスの作製効率は、数 10%程度であった

(Yang ら	Nat	Protoc	2014)。	

	 そのような中、申請者は、“dsDNA より一

本鎖 DNA(ssDNA)を用いた方が KI 効率が高

い”(Ran	ら	Nat	Protoc	2013)と言う点に

着目し、ssDNAを用いた高効率 KI 手法の開

発を目指そうとしていた。しかしながら、

合成 ssDNA として入手可能なオリゴ DNAの

長さが 200 塩基までと短いため、挿入可能

な DNA 配列長には上限があり、一定の長さ

を持つ遺伝子配列を挿入することはできな

かった。そこで申請者は、in	vitro 転写で

合成したRNAを鋳型としてcDNAを合成する

と言う、古典的な分子生物学的実験手法を

応用することで、より長い ssDNA を合成す

る 方 法 (in	 vitro	 Ttanscription	 and	

Reverse	Transcription：ivTRT 法)（図 1）

を確立し、実際に約 500 塩基の長鎖 ssDNA

を合成し、それを CRISPR 系に用いることで、

高効率(10-85%：平均 50%程度)な KI マウス

作製に成功した(Miura ら	Sci	Rep	2015)。

しかしながら、500 塩基以上の長さの ssDNA

合成については検討しておらず、また、こ

れまでに数遺伝子座位でしか KI を試して

いなかった。	

２．研究の目的	

	 上述した研究背景のもと、より長い遺伝

子配列を複数の遺伝子座位に安定して KI

できるようになれば、多種多様な機能的遺

伝子配列(各種レポーター遺伝子や、Cre、

FLP、tTA 等)を簡便に作製できるようにな

り、本手法の有用性はより向上するものと

考えられる。そこで本研究では、申請者が

独自に開発してきた一本鎖 DNA 合成法

(ivTRT 法)を用いて、〜数キロ塩基の一本

鎖 DNA 合成に応用し、より長い ssDNA 断片

の挿入を試みる。具体的には、レポーター

遺伝子挿入による肝線維化可視化モデルマ

ウスの作製と、floxed 配列挿入によるコン

デイショナルノックアウト（CKO）マウス作

製への応用を目指した。また、より簡便な

一本鎖 DNA 合成法についても検討し、シス

テムの改善と応用性の拡張を図ることとし

た。	

	

３．研究の方法	

	 本研究では、主に以下 3点について行っ

た。	

(1)	500 塩基以上の長鎖 ssDNA の合成と、

機能的遺伝子配列の KI への応用	

	 ivTRT 法を用いて我々の既報より長い

ssDNA(〜数千塩基)の合成を行い、複数種類

のレポーターノックインマウスの作製を行

った（図 2参照）。	

	

そのためにまず、MMP9 と MMP13（肝線維化

に伴い発現が変動する遺伝子）、及びアルブ

ミン（Alb）（肝臓で高発現している遺伝子）

に関して、CHOPCHOP サイトを利用して gRNA

の標的領域（停止コドン近傍）を選定した。

ま た CRISPR 関 連 核 酸 と し て は

crRNA/tracrRNA と Cas9 タンパク質（または

Cas9	mRNA と sgRNA）を用いた。合成した

ssDNA は 、 “ T2A-mCitrine” 、	

“T2A-mCherry”、	“T2A-iRFP”配列に、



各遺伝子の停止コドン付近の配列を相同領

域（それぞれの末端に 60〜100 塩基ずつ）

として付加したものである。これらの配列

の上流に T7 プロモーター配列を加えた DNA

を、人工遺伝子合成サービスを利用して合

成し、それをテンプレートとして mMESSAGE	

mMACHINE	T7	Ultra	Kit で RNA を合成、さら

に 合成 RNA を 用 い て SuperScript Ⅲ	

Reverse	Transcriptase にて cDNA を合成し

た（ivTRT 法）。次に、調製した ssDNA を、

Cas9 タンパク質、crRNA/tracrRNA（または

Cas9	mRNA と sgRNA）と混合し、C57BL/6N

マウスから得た受精卵（約 50個ずつ）に顕

微注入した。得られたマウスに関しては、

挿入配列をシークエンス確認し、問題のな

いファウンダー個体の一部を交配によりラ

イン化した。	

	

(2)	floxed 配列の挿入によるコンディシ

ョナル KO マウス作製への応用	

	 コンディショナル KO(CKO)マウス作製の

需要は多いものの、CRISPR を用いても 2つ

のloxP配列を2カ所に同時に挿入すること

は未だ難しいと言うのが、当該分野のコン

センサスであった（図 3A 参照）。そこで今

回、“loxP-遺伝子(exon)-loxP”配列を１本

の ssDNA として合成し、これを標的遺伝子

にKIすることによりCKOマウスの作製を行

った（図 3B参照）。	

	

具体的には、コーデン病原因候補遺伝子など、

共同研究者が注目する遺伝子(対象遺伝子は、

Ambra1 と Pitx1)に関して、CHOPCHOP サイト

を利用して gRNA の標的領域を選定した。イ

ントロン領域をgRNAのターゲット(loxP配列

を挿入する部分)とするが、生物種間で保存

性の少ない領域を選んだ。また CRISPR 関連

核酸としては crRNA/tracrRNA と Cas9 タンパ

ク質を用いた。合成する ssDNA は、“loxP-エ

クソン-loxP”に相同領域を付加した ssDNA

である。配列の上流に T7 プロモーター配列

を加えた DNA を、人工遺伝子合成サービスを

利用して合成し、それをテンプレートとして

mMESSAGE	mMACHINE	T7	Ultra	Kit で RNA を合

成、さらに合成 RNA を用いて SuperScriptⅢ	

Reverse	Transcriptaseにて cDNA を合成した。

調製した ssDNA を、Cas9 タンパク質、

crRNA/tracrRNA と混合し、C57BL/6N マウス

から得た受精卵(約 60-90個)に顕微注入した。

得られたマウスに関しては、挿入配列をシー

クエンス確認し、問題のないファウンダー個

体からライン化した。	

	

(3)	ivTRT 法以外の ssDNA 合成法の確立	

	 ivTRT 法による ssDNA 合成は、その合成

長に限界(〜5キロ塩基)があり、且つ合成

量に制限があると考えられる。特に ivTRT

法による ssDNA 合成量に関しては、顕微

注入に用いるには十分であるが、エレク

トロポレーションを介した、より簡便な

KI 実験(Takahashi ら	Sci	Rep	2015)に使

用するためには、より大量の ssDNA が必

要となる。そこで、より長い配列、また

は大量の ssDNA 合成を可能とする方法と

して、φ29DNA ポリメラーゼ、λエキソヌ

クレース、エキソヌクレースⅠの 3 種類

を用いた方法を検証した。これらに関し

ては、比較的短い遺伝子発現カセット

(CMV プロモーター-eGFP-pA[全長 1.5 キ

ロ塩基]等)の合成が可能であるかを検討

した。	

	

４．研究成果	

(1)	500 塩基以上の長鎖 ssDNA の合成と、

機能的遺伝子配列の KI への応用	

	 各 T2A- 蛍 光 遺 伝 子 を 含 む 長 鎖

ssDNA(900-2000 塩基)を ivTRT 法により合成

したところ、全ての ssDNA について合成可能

であることが分かった。また、合成した

ssDNA を用いて、各遺伝子座位(アルブミン、

Mmp9、Mmp13)へのノックインを行ったとこ

ろ、Mmp9 と Mmp13 に関しては、約 40-67%

もの高効率でノックイン個体を作製できる

ことが明らかとなった(図 4 参照)。得られ

たマウスに関して、挿入配列を確認したとこ

ろ、MMP9 と MMP13 に関しては 8割以上が正確



な配列として挿入されていた。また、全ての

ノックインマウスにおいて系統樹立するこ

とができた。	

	

(2)	floxed配列の挿入によるコンディショ

ナル KO マウス作製への応用	

	 ivTRT 法により合成した ssDNA（800 塩基

〜1000 塩基程度）を用いて、Ambra1、Pitx1

のコンディショナルノックアウトマウスの

作製を行った。その結果、Ambra1 は 8 匹の

産仔を得、Pitx1 は 10 匹の産仔を得ることが

できた。産仔の離乳時に遺伝子タイピングを

行いシークエンス確認を行った結果、それぞ

れ40〜75%の高効率でflox配列を有するマウ

スを得たことが明らかになった（図 5参照）。

また既報の方法でコンディショナルノック

アウトマウスの作製（loxP 配列を単独で 2

カ所に挿入するといった方法）も試みたも

のの、目的個体は得られなかった。ivTRT

法で作製したマウスにおいては、各 flox 配

列が次世代に伝搬することを確認でき、系統

として樹立することができた。	
	

	 尚、１）、２）で作製したマウスの解析

に関しては、共同研究者らによって現在進

行中である。	

	

	

	

(3)	ivTRT 法以外の ssDNA 合成法の確立	

新たな一本鎖 DNA 合成法に関しては、φ

29DNA ポリメラーゼ、λエキソヌクレース、

エキソヌクレースⅠの 3種類を用いた方法

を試みた。期待通りの一本鎖 DNA が得られ

たのはλエキソヌクレースを用いた時のみ

であった。しかしながら、本法では二本鎖

を一本鎖にする分解系を用いているため、

合成したい一本鎖 DNAの長さによってその

都度条件検討を行う必要があると考えられ

る。	

	 	

	 本研究により得られた結果は、学術誌へ

の投稿(2 報)を行い、研究論文として

Genome	Biology 誌に、確立した手法の標準

化プロトコルとして Nature	Protocol 誌に

て発表することができた。更に Easi-CRISPR

法については、2017 年９月にユタ大学で開催

された Transgenic	Technology	meeting でワ

ークショップを開催することができた。	
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