
新 育 種 技 術 
（New plant Breeding Techniques） 

 
－世界の趨勢と我が国の取組－ 

平成２６年７月 

農林水産技術会議事務局 技術政策課 

技術安全室長 鈴木 富男  



本日の報告内容 

 

 NBTの概要 

 

 GM規制上の取扱いに関する海外の検討状況 

 

 国内における開発事例とGM規制上の取扱いに関する考
察 

 

 今後の研究開発の推進と実用化に向けた留意事項 
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１ ＮＢＴの概要 
 

（ＪＲＣ未来技術研究所報告より） 

２ 



ＮＢＴを巡るＥＵの動向 

○ ＥＵのおける検討状況 

２００７ ○ オランダから欧州委員会に検討要請 

２００８ ○ 新技術検討委員会（NTWG）を設置 

２０１１ ○ 一部の新育種技術について、欧州委員会から欧州
食品安全機関（ＥＦＳＡ）にリスク評価依頼 

○ ＥＵ・共同研究センター（JRC）主催の国際ワーク
ショップ開催 

○ NTWGの最終報告書とりまとめ（非公表） 

  ZFN（人工ヌクレアーゼ）等の８つの新育種技術を 
  特定し、その多くがGMOの環境放出指令の規制対象 
  外となる可能性を示唆。 

２０１２ ○ 一部の新育種技術について、ＥＦＳＡがリスク評価
の見解を公表 

  原則、ケース・バイ・ケースでリスク評価する必要 
  があるが、一部のものは、食品の安全性や生物多様 
  性影響が通常の育種技術で作出された農作物と同等 
  とみなし得ると発表。 

２０１４ 
以降 

○ 欧州委員会が、新育種技術に係る規制上の取扱い
についてガイドラインを公表？ 

○ ＥＵが取り上げたＮＢＴ 

1. オリゴヌクレオチド誘発突然変異導入技術
(Oligonucleotide-Directed Mutagenesis) 
 

2. ジンクフィンガーヌクレアーゼ技術  
(Zinc Finger Nuclease) 
 

3. シスジェネシス及びイントラジェネシス 
 

4. 接ぎ木 
 

5. アグロインフィルトレーション 
 

6. ＲＮＡ依存性ＤＮＡメチル化技術 
 

7. 逆育種 
 

8. 合成ゲノム 

３ 
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ＮＢＴに関するＥＵの関心事項 

出典：ＪＲＣ未来技術研究所 Emilio Rodríguez Cerezo氏講演資料（2014年2月） 
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ＮＢＴ関連の科学出版物の推移 

出典：ＪＲＣ未来技術研究所 Emilio Rodríguez Cerezo氏講演資料（2014年2月） 

Sector N. publications % 
Academia 143 77% 
Industry 24 13% 
Joint 19 10% 
Total 186 
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ＮＢＴ関連特許の取得状況 

Sector N. patents % 
Academia 27 20% 
Industry 104 76% 
Joint 6 4% 
Total 137 

出典：ＪＲＣ未来技術研究所 Emilio Rodríguez Cerezo氏講演資料（2014年2月） ６ 



ＪＲＣ未来技術研究所報告書（2011年）の結論 

 現在、欧米の研究機関や民間企業を中心に７つの技術（合成ゲノムを除く。）
を使った農作物の開発・実用化が進められており、 

 

 学術論文数ではＥＵが、特許では米国が、それぞれ世界をリードしている。 

 

 主要なバイテク企業に対するアンケート調査を行った結果、いずれの技術も
既に商業的な育種利用が開始されており、将来、作出された農作物の規制上の
取扱いが「遺伝子組換え生物ではない」と整理されれば、２、３年後には商業
化できる段階にある。 

 

 また、 

 ① いずれの技術も慣行の育種技術よりも効率が高く、新品種の開発コストが
大幅に削減できるというメリットに加え、 

 ② 組換えに用いた外来の遺伝子は育成途中の植物体に過渡的に存在するが、
最終的に商品化される農作物には外来遺伝子が含まれないという点に着目
して実用化が進められている。 

７ 



特定部位に結合 

農作物の細胞 

ＤＮＡ 

パーティクルガン法等で導入 

標的遺伝子と相同的な
オリゴヌクレオチド 
(20～100bp)に一部変
異( ：数塩基)を導入 

標的遺伝子の特定部位 

変異を誘発 

１．オリゴヌクレオチド誘発突然変異導入技術（ＯＤＭ） 

８ 



ＺＦＮ（人工制限酵素）遺伝子 

細胞内 

--CGCCGCCGCCAC 
--GCGGCGGCGGTGGCAT 

CGTAGGAGGAGGAGCC-- 
    CCTCCTCCTCGG-- 

正確に修復 一部塩基が欠損又は置換 

DNA修復時にエラーが起こると・・・ 

変異無し 突然変異 

人工制限酵素により遺伝子
の特定配列を切断 

--CGCCGCCGCCAC C  GTAGGAGGAGGAGCC-- 
--GCGGCGGCGGTG G  CATCCTCCTCCTCGG-- 

ベクター 

発現 
アグロバクテリ
ウム法等で導入 

DNA切断領域 DNA結合領域 

１ ２ ３ Fokl 

Fokl ３ ２ １ 

--CGC 
--GCG 

CGC 
GCG 

CGC 
GCG 

CAC 
GTG 

CGTA 
GCAT 

GGA 
CCT 

GGA 
CCT 

GGA 
CCT 

GCC-- 
CGG-- 

--CGCCGCCGCCAC A  GTAGGAGGAGGAGCC-- 
--GCGGCGGCGGTG T  CATCCTCCTCCTCGG-- 

２．ジンクフィンガーヌクレアーゼ（ＺＦＮ） 

９ 



農作物の細胞 

ＺＦＮ遺伝子 

発現 

遺伝子は自然修復 
 
修復時にエラーが
起きることを期待 

標的遺伝子 
を切断 

ＤＮＡ 
標的となる遺伝子 

人工制限酵素 
(タンパク質) 

消失
(注) 

標的遺伝子と相同的な配

列に一部変異( ：１又
は数塩基)を導入したDNA 

(ZFN-1) (ZFN-2) (ZFN-3) 

導入DNAを手本に
修復 

＋ 
導入 導入 

修復時に、有用
遺伝子を導入 

変異を誘発 遺伝子を導入 

有用遺伝子 

↑ ↑ 

(注):植物の場合には、変
異の導入確率が低いた
め、人工制限酵素遺伝
子をゲノム上に導入す
る方向で研究開発が進
行。このため、ZFN-1及
びZFN-2については、交
配後代の中から人工制
限酵素遺伝子を含まな
い個体を選抜・育成 

導入 

＋ 標的遺伝子と相同配列に
有用遺伝子(数千bpの塩基
配列)を導入したDNA 

↑ ↑ 

変異を誘発 

数千bp 

ジンクフィンガーヌクレアーゼ（ZFN）のタイプ 
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生物種Aと同種または近縁種 

遺伝子構成は生物種Aと異なる 

イントラジェネシス 

生物種Aと同種または近縁種 

生物種A 

ＤＮＡ 

導入 

それぞれ
取出して
遺伝子を
作製し、
ベクター
につなぐ 

構造配列 

シスジェネシス 

プロモーター 

ターミネーター 

プロモーター等の 
組み合わせの変更 

生物種A 

ＤＮＡ 

導入 遺伝子を
取出して
ベクター
につなぐ 

遺伝子構成は基本的に生物種Aと同じ 

有用遺伝子 

同種または近縁種 
の遺伝子を導入※ 

同種または近縁種から 
作製した遺伝子を導入 

※遺伝子が宿主ゲノム上へランダムに複数導入される可能性がある
ほか、ベクターのT-DNAボーダー配列が残存している可能性あり 

３．シスジェネシス／イントラジェネシス 

11 



台木(遺伝子組換え体) 

穂木(非遺伝子組換え体) 

収穫物 

通常の品種 

土壌病害虫に抵抗性のある
遺伝子組換え品種※ 

※非遺伝子組換え体の土壌病害虫抵抗性
品種を台木として、接木する手法は、
慣行栽培において広く用いられてい
る。 

４．接ぎ木 

12 



農作物の病気に関与する遺伝子
を導入 した組換え微生物を接種
し、葉に局所感染させる 

○ × 

優良(耐病性)個体を選抜・育成 

× × 

耐病性の個体は病徴を示さず 

葉への局所感染ため、 
導入遺伝子は残存しない 

※特に、培養が難しい病原性ウイルス 
 遺伝子を導入するケース等 

※ 

(組換え遺伝子が次世代に移行しないケース) 

５．アグロインフィルトレーション 
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メチル化(不活化)状態
は後代に確実に遺伝 

導入 

メチル化(不活化) 

siRNA産生遺伝子 

○『DNAメチル化を誘導するタンパク質』
※がsiRNAを取り込む 

＊＊ 

○「DNAをメチル化するタンパク質」
が標的の配列をメチル化 

siRNA産生遺伝子が消失 

導入 

ＤＮＡ 

○siRNAが標的の相同配列に付着 

(一本鎖RNA(siRNA)産生遺伝子をDNAに導入しないケース) 

ＤＮＡ 

DNAに 
組み込む 

導入された 
遺伝子から
siRNAを産生 

ベクターの
遺伝子から
siRNAを産生 

siRNA 

＊＊ ＊＊ 

遺伝子の発現を調節す
るプロモーター部位等
(標的)の相同配列 

メチル化(不活化)状態
は数世代で消失 

(siRNA産生遺伝子をDNAに導入するケース) 

ＤＮＡ 

※植物のウイルス抵抗性
に関与するタンパク質。
ウイルス(RNA)を取り込
み、メチル化を誘導す
ることで増殖を抑制。 

６．ＲＮＡ依存性ＤＮＡメチル化技術 

14 



導入 

dsRNA産生遺伝子 
又は 

siRNA産生遺伝子 

ベクターの遺伝
子からdsRNA又
はsiRNAを産生 

dsRNA 
又は 
siRNA 

減数分裂期の相同組換えに
関与する遺伝子をdsRNAまた
はsiRNAによって抑制 

倍加処理、再分化 

優良雑種系統 

花粉(半数体) 

ホモ個体(親系統)の復元 

交配 

優良雑種系統 

導入遺伝子は消失 

減数分裂 

染色体(ヘテロ) 

(２本鎖RNA(dsRNA)又は１本鎖RNA(siRNA)産生遺伝子をDNAに導入しないケース) 

RNA干渉 

７．逆育種 

15 



２ GM規制上の取扱いに関する海外の検討状況 
 

（EU、米国、豪州） 
 

16 



EUの関係指令が対象とする遺伝子改変生物の定義 
○ 遺伝子改変生物（genetically modified organisms）とは、ヒトを除いて、交配及び／または自然の組換えにより自然

には起こらない方法で遺伝物質が改変された生物をいう。 
  なお、遺伝子改変技術には、通常の遺伝子組換え技術のほか、突然変異誘導等の技術が含まれるが、突然変異誘導
等により作出された生物（微生物）については規制から除外（次項参照）。 

欧州食品安全機関（EFSA） 
（リスク評価機関） 

加盟国規制当局 

申請者（開発企業） 

欧州委員会 
（リスク管理機関） 

①申請書類提出 

②通知 

③通知 

④決定を通知 

新技術作業部会
（NTWG） 

ＥＵにおけるＧＭ規制の枠組み 

17 



（参考）遺伝子改変生物の環境中への意図的放出に関する指令
（2001/18/EC）における規制対象 

遺伝子改変技術 
（Genetic Modification） 

非GM［附属書ⅠA Part 2］ 

除外技術［附属書ⅠB］ 

規制対象技術［附属書ⅠA Part 1］ 

(1) 試験管内受精 
(2) 接合､形質導入､形質転換等の自然のプロセス 
(3) 倍数性誘導 

(1) 突然変異誘導 
(2) 植物細胞の細胞融合(プロトプラストフュージョンを含む)で

あって､生じる生物を通常の育種技術によっても作り出せるも
の 

(1) 生体外で核酸分子をベクター系に挿入することにより遺伝物質の

新たな組合せを形成し､宿主生物中に導入する組換え核酸技術（当該
組合せは自然には生じず、後代に伝達）  

(2) 生体外で調製された遺伝物質を直接生物体に導入する技術 
(3) 自然では起こらない方法による2つ以上の細胞の融合 

出展：茨城大学 立川教授作成資料を引用 18 



 いずれの技術であっても最終的に作出された生物に「外来」の遺伝物質がも
はや存在しないことが示されれば、その生物は遺伝子組換え生物（GMO）とみ
なすべきではない。 

   

 ・ ①接ぎ木（非GM穂木の果実、種子）、②アグロインフィルトレーション、③RNA依
存性DNAメチル化技術、④逆育種については、組換えに用いた外来遺伝子や当該DNA断
片、組換え微生物が残存していない農作物は、GM規制の対象外とすべき。 

 ・ ただし、上記の残存しているもの及びシスジェネシス／イントラジェネシスは、規
制対象 

 

 ZFN-1、ZFN-2及びODMについては、誘発される突然変異が、放射線等を用い
た伝統的な突然変異技術でも起こり得るものであり、かつ、非意図的な変異が
発生する確率はそれら伝統的な育種技術よりもむしろ低くなることが想定され
るため、EU指令の附属書ⅠＢに含め、規制から除外することが適当（ZFN-3は
規制対象）。 

 

   「プロセス」ではなく、「プロダクト・ベース」で規制適用 

   を判断すべきとの見解 

 

新技術作業部会（NTWG）における結論（現段階では非公表扱い） 

19 



USDA 

植物病害規制 

根拠法：植物保護法 

FDA 

食品規制 

根拠法： 
連邦食品・医薬品・化粧品法 

農薬規制 

根拠法： 
連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法 
連邦食品・医薬品・化粧品法 
有毒物質規制法（組換え微生物） 

EPA 

米国におけるＧＭ規制の枠組み 

新しい形質／作物 機関 審査内容 

食用作物で害虫抵抗性 
（Btトウモロコシ） 

USDA 
EPA 
FDA 

農業及び環境安全性 
殺虫剤の環境及び食品・飼
料の安全性 
食品・飼料安全性 

食用作物で除草剤耐性 
（グリホサート耐性ダ
イズ） 

USDA 
EPA 
FDA 

農業及び環境安全性 
新しい除草剤の使用 
食品・飼料安全性 
 

観賞用植物で除草剤耐
性 
（グルホシネート耐性
アザレア） 

USDA 
EPA 

農業及び環境安全性 
新しい除草剤の使用 
 

食用作物中の油脂成分
の改変 
(高オレイン酸産生大
豆) 
 

USDA 
FDA 

農業及び環境安全性 
食品・飼料安全性 
 

花色の改変 
（青いポインセチア） 

USDA 農業及び環境安全性 
 

20 



 米国では、いずれの省庁も開発者等から申請された事案毎（プロダクト）に、
個別法令に即してケースバイケースで判断を行うことを原則としているため、こ
れまでのところNBTに特化した議論や検討が行われた形跡はみられない。 

 

 ただし、USDAでは、開発者等からの照会を受け、個別事案に関してGM規制上
の取扱いに関する見解を公表する仕組み存在し、この回答の中にはNBTによって
作出された農作物とみられるものが含まれているため、既にNBTによって作出さ
れた農作物について開発者等との協議が行われている模様。 

 

 また、その際の考え方としては、USDAが所管する植物保護法の規制対象とな
る植物ペスト又はそれに由来する遺伝子等が含まれているか否かで判断されて
いる様子。また、回答書には、「他の規制当局による規制を受けるか否かは不明
である」旨の記載が必ず付されているため、EPAやFDAにおける取扱いは分からな
い状況。 

米国における検討状況 

21 



新たな育種技術 概要 

１．ｼﾞﾝｸﾌｨﾝｶﾞｰﾇｸ
ﾚｱｰｾﾞ （ZFN）に
よる変異導入技
術 

 

（１）質問者：ダウ・アグロサイエンス（2010年3月） 
（２）内容：ZFNのDNA（宿主ゲノムには組み込まれない）を導入し部位特異的欠失を生じさせ
る場合、規制対象か否か。ただし、植物ペストに該当する配列は一切使われない。 
（３）USDAの回答（2010年5月26日） 
   植物ペストに該当しないので規制対象外。 
（４）USDAによるフォローアップ（2012年3月8日） 
   ZFNにより、宿主ゲノムに部位特異的塩基置換または遺伝子挿入を生じさせる場合は、ケース
バイケースで検討。 

２．ﾒｶﾞﾇｸﾚｱｰｾﾞ
（人工制限酵素
の一種）による変
異導入技術 

（１）質問者：ｾﾚｸﾃｨｽ（の代理人）（2011年9月9日） 
（２）内容：ﾒｶﾞﾇｸﾚｱｰｾﾞそのもの、あるいはそのmRNA、またはそのDNA（宿主ゲノムには組み込
まれない）を導入し、①部位特異的欠失または②相同組換えにより部位特異的変異導入（鋳型DNA
を利用）を起こさせる場合、規制対象か否か。 
（３）USDAの回答（2011年12月16日） 
  ① 部位特異的欠失 
    材料が植物ペスト由来でなければ、ほとんどの場合、規制対象外。 
  ② 相同組換えによる部位特異的変異導入（鋳型DNAの活用） 
    植物ゲノムに多くの変化をもたらし得るのでｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽで検討。 

３．ｼｽｼﾞｪﾈｼｽ 

（１）質問者：ワーゲニンゲン大学（2012年2月23日） 
（２）内容：リンゴ由来の黒星病耐性遺伝子をｱｸﾞﾛﾊﾞｸﾃﾘｳﾑ法によりリンゴに導入する場合、規制対
象か否か。 
（３）USDAの回答（2012年4月2日） 
   当該手法により作出された黒星病耐性リンゴは、植物ペストであるｱｸﾞﾛﾊﾞｸﾃﾘｳﾑが使われて
いるので、規制対象となるかもしれない。このような植物については、USDAはｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽで検討。 

開発者からの照会に対するUSDAの回答概要 
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技術名 概要 

４．ｲﾝﾄﾗｼﾞｪﾈｼｽ 

（１）質問者：フロリダ大学（2012年2月8日） 
（２）内容：ブドウ由来のｱﾝﾄｼｱﾆﾝ制御遺伝子と2sｱﾙﾌﾞﾐﾝﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ及びﾀｰﾐﾈｰﾀｰとの融合遺   伝
子をブドウにﾌﾟﾛﾄﾌﾟﾗｽﾄ注入法またはﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶﾞﾝ法により導入する場合、規制対象か否か。 
（３）USDAの回答（2012年4月2日） 
   ブドウは植物ペストではなく、植物ペスト由来の材料も使われてないので規制対象外。 

５．プラムの世代
促進育種 

（１）質問者：USDA・ARSｱﾊﾟﾗﾁｱﾝ果樹研究所（2011年1月18日） 
（２）内容：プラムの世代促進育種を行うため、ポプラ由来の早期開花遺伝子を導入するが、最
終的には、分離により導入遺伝子を含まない個体を選抜、PCR等により導入遺伝子が残存していないこ
とを確認する場合、最終産物は規制対象か否か。 
（３）USDAの回答（2011年10月27日） 
   従来育種により作出されるものと区別がつかず、導入遺伝子及び植物ペスト由来配 
   列を含まないので規制対象外。 

６．タバコの世代
促進育種 

（１）質問者：ﾉｰｽｷｬﾛﾗｲﾅ州立大学（2011年1月22日） 
（２）内容：有害性を減らしたタバコを早期に開発するため、シロイヌナズナ由来の早期 
   開花遺伝子を導入するが、最終的には、分離により導入遺伝子を含まない個体を選 
   抜、PCRにより導入遺伝子が残存していないことを確認する場合、最終産物は規制 
   対象か否か。 
（３）USDAの回答（2011年10月27日） 
   従来育種により作出されるものと区別がつかず、導入遺伝子及び植物ペスト由来配 
   列を含まないので規制対象外。 

開発者からの照会に対するUSDAの回答概要（つづき） 
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遺伝子技術規制官（GTR） 

遺伝子技術規制局（OGTR） 

豪州・ニュージーランド食品基
準機関（FSANZ） 

食品安全に係る規制 
(リスク評価含む） 

環境放出に係る規制 
(リスク評価含む） 

遺伝子技術法 

NBTに関する専門家に
よる科学パネル 

豪州におけるＧＭ規制の枠組み 
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豪州（FSANZ 科学パネル）における検討状況 

 2012年5月、FSANZ主催のワークショップが開催された際の報告書が公表。あく
までも外部専門家で組織した科学パネルの検討結果であり、必ずしもFSANZの見解
を反映したものではないとしつつ、 

 

 シスジェネシス／イントラジェネシス、ZFN-3及びGM台木への接ぎ木について
は、遺伝子組換え食品とみなすべきであり、市場に流通する前に安全性評価を経
るべき。 

 

 ODM、ZFN-1及びZFN-2については、伝統的な突然変異誘導技術に類似している
ため、遺伝子組換え食品とみなされるべきではない。 

 

 育種の初期段階で遺伝子組換え技術が使用されるが、その後の選抜過程で導
入（外来）遺伝子が除かれるSPTや早期開花による世代促進技術については、遺
伝子組換え食品とみなすべきではない。 
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ジンクフィンガー
ヌクレアーゼ
（ZFN）技術 

 

○ ZFN-3は、通常の遺伝子組換えと同等。 
○ ZFN-1及び2は、概念的にODMに似た突然変異技術である。他の突然変異誘発法と比べて食品安全性

に対する重大な懸念は生じない。導入される変化は小さく、限定され、結果を予測できる。このため、ZFN-1
及び2によって改変された植物由来の食品は、伝統的な突然変異技術を用いて作出された食品と同様であ
り、GM食品とみなされるべきではない。 

ｵﾘｺﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ誘発
突然変異（ODM) 
 

○ ODMは遺伝子組換え技術ではない。特異的な変化や潜在的な意図せざる影響の性質及び程度の両面
において、食品の安全性への懸念はない。 

○ 伝統的な突然変異技術又は自然界で起こり得る突然変異を利用した食品と同様である。 

シスジェネシス、
イントラジェネシス 

○ いずれも、ゲノム上の新たな部位にDNAを組み込む組換えDNA技術を用いており、技術的にはトランス
ジェネシスとの区別はない。 

○ 導入遺伝子が、食品として通常使われ、安全使用の履歴を有している可能性の高い、同種・近縁種から
得られている場合には、食品安全性評価は簡素化されるかもしれない。 

接ぎ木 

○ GM台木に非GM穂木が接ぎ木された植物全体は、GMOとみなせる。 
○ GM台木に接木された非GM穂木由来の食品は改変されたDNAを含まないが、新たな遺伝子産物（RNA
又はタンパク質）を含み、結果として特性を改変している可能性がある。 

○ このため、当該食品はGM食品とみなされ、上市前の安全性評価が行われるべきである。しかしながら、新
たな遺伝子産物が食品に移動していない場合や結果として特性が改変されていない場合には、簡素化さ
れた安全性評価が適切であろう。 

逆育種 
○ 育種の初期段階では遺伝子組換え技術を使用するものの、最終的に食品の生産に用いられる系統は非
組換えとなるが、どのように導入遺伝子が除去されるのか更なる情報が必要。導入遺伝子に起因する特定
の危害は考えにくい。 

種子生産技術
（SPT） 

○ 種子生産にはGM維持系統（トウモロコシ）が使われるが、その後、選抜によって得られた非GM親から食
品用のF1種子が生産される。この育種過程で遺伝学的な隔離が存在するため、SPTにより作出された食品
はGM食品とみなすべきではない。 

○ 通常のF1とSPTから作出されたF1が同等であることを確認するには、導入した３つの遺伝子のカセットが
壊れる可能性や一般的な成分分析に係る更なる情報が有用。 

○ SPTシステムを豪州・NZ内で利用する場合には、GM維持系統の環境放出に係る承認は必要になる。 

FSANZ 科学パネルの報告概要 
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自殖による種子増殖が困難な雄性不稔（花粉ができない）系統から、大量の種子を増殖する技術 

①稔性回復遺伝子 
(花粉形成時に発現) 

①雄しべに花粉
が形成される
ようになる 

３つの遺伝子を
セットで染色体
の片方に入れる 

②花粉を不稔にする遺伝子 
 （花粉成熟期に発現） 

②SPT遺伝子を持った花粉(半数体)は不稔化 

③赤色を発現
する遺伝子 

１．SPT遺伝子
の導入 

２．トウモロ
コシの雄性
不稔系統に
おけるSPT遺
伝子の発現
メカニズム 

３．SPT維持系統及びF1交配用種子の増殖 

花粉成熟 

SPT遺伝子 
導入 

染色体 

花粉 

種子が形成されない 

♀(SPT有) ♂(SPT有) 

種子形成（赤色） 
遺伝子組換え 

SPT遺伝子を持たない花粉(半数体)は稔性を保持 減数分裂 

♀(SPT有) 

× 

♂(SPT無) ♀(SPT無) ♀(SPT無) ♂(SPT有) ♂(SPT無) 

× 

SPT維持系統として利用 

× 

種子が形成されない 

F1交配用として利用 

種子形成 
非遺伝子組換え 

× 

（参考）SPT(Seed Production Technology) 
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３ 国内における開発事例と 
     GM規制上の取扱いに関する考察 
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導入した外来遺伝子が育種過程で除去できる技術（その１） 
－早期開花遺伝子の活用による果樹類の世代促進法－ 

○ リンゴなどの果樹類は、種子が発芽して開花・結実まで5～10年の長期間を要することが新品種開発
の大きな阻害要因となっているところ。 

○ 例えば、近縁種Malus floribunda821由来の黒星病の抵抗性遺伝子（Vf遺伝子）をリンゴの栽培種
（Goldrush）に導入した時には、実に7世代68年を要したところ。 

GoldRush 1994発表 

①1926交配 

Malus floribunda `Rome Beauty’ 

821 

⑥1972交配 

② 
③ 

④ 
⑤ 

●1世代を1-2年に短縮できれば、飛躍的に育種が進展 

Prima  
1970発表 

●6世代50年で、ようやく 
一定の品質まで到達 

（独）農研機構果樹研究所 
  山本上席研究員資料引用 
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○ こうした中で、1999年に京都大学の荒木氏らが植物の開花を任意に制御できる遺伝子（FT 遺伝子）
を発見。また、岩手大学の吉川教授は、リンゴに感染するウイルスの一つである「リンゴ小球形潜在
ウイルス（ALSV）」にFT 遺伝子を組み込み、リンゴの発芽実生に感染させることにより、リンゴ自体
を組み換えることなく早期開花を行わせる技術を開発。 

○ 本技術は、リンゴ以外の果樹類やダイズ、野菜など様々な農作物に応用できる可能性があるため、
（独）農研機構果樹研究所では、まずカンキツ類の世代促進法（交配1世代を1年以内に短縮）として
開発中。 

花粉 

× 

感染 

感染後５０日 

感染後6ヵ月 感染後9ヵ月 

早期開花遺伝子を組み込ん
だリンゴの潜在性ウイルス 

（♂） 

（♀） 

種子 

５～１０年で 
新品種を育成 

果樹は、通常、開花・結実までに１０年近くかかるが、
種子を早期開花遺伝子を組み込んだウイルスに感染させ
ると、隔離温室内のポット栽培で、１年以内に開花・結
実させることが可能に 

１年１サイクル 

花粉にはウイ
ルスが残存し
ない 

新 品 種 
 

潜在ウイルス（組換え
ウイルス）は残存せず 

写真：岩手大学吉川教授提供 
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0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1930 1950 1970 1990 2010 
注：トウモロコシ（緑）は米国(USDA)、イネ（赤）は日本の実単収の推移である。 

(Kg/10a) 

雌親(♀) 

♂ 
（収量性） 

♂ 
（耐病性） 

♂ 
（耐乾性） 

♂ 
（品質） 

より収量が高く、耐病性等が優れた
系統を選抜し、雄親にフィードバッ
クし、有用な遺伝子を集積 

選抜 

トウモロコシ（循環選抜育種法） 

新 品 種 

（ 

循 
 

環 

） 

（ 

循 
 

環 

） 

収量性等に関係する様々な遺伝子
を短期間に導入することが可能。 

雌親
(♀) 

（除雄） 

雄親  
(♂) 

（耐病性） 

♀ 
（除雄） 

♂ 
（収量性） 

新品種 

イネ（交雑育種法） 

収量性等に関係する様々な遺伝
子の導入には、長時間が必要。 

イネの花（頴）の
葯を一つひとつ
手作業で除雄 

（交配を何回も繰り返す） 

○  イネは、2品種の掛け合わせを繰り返す交雑育種法が用いられているが、この方法は使用可能な育種
素材の数が限られるため、収量性のような多数の遺伝子が関与する農業形質の改良に時間を要する状
況。 

○  （独）農研機構作物研究所等では、他殖性作物であるトウモロコシの育種法（循環選抜育種法）に
着目し、雄性不稔の遺伝子組換えイネを利用することによってイネに他殖を行わせ、収量性に関与する
遺伝子を短期間に集積する育種技術の開発に着手。 

導入した外来遺伝子が育種過程で除去できる技術（その２） 
－イネ等の自殖性作物の循環選抜育種法－ 
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雄性不稔個体 (Msms)と雄性不稔でない（稔性） 
個体 (msms) が理論上の分離比1 : 1 で出現 

雄性不稔個体 
(Msms) 

除草剤耐性で選抜 

稔性個体 
(msms)外来遺伝子無し 

誘導性枯死性で選抜 

他殖種子 

隔離ほ場 

自殖により 
遺伝的固定を 

進めながら選抜  

固定品種 

優良個体を選抜 

選抜した雄性不稔個体から採種・混合 

選抜 

T T T 
雄性不稔性遺伝子 
カセット 

誘導枯死遺伝子 
カセット 

除草剤耐性遺伝子 
カセット 

恒常発現プロモーター 

除草剤耐性遺伝子 
 

葯特異的発現プロモーター 

致死遺伝子       
 (e.g., ribonuclease) 

誘導発現プロモーター 

致死遺伝子    
 (e.g., ribonuclease) 

（独）農研機構作物研究所 
  田中主任研究員資料引用 
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○ 人工制限酵素技術は、ゲノム上の狙った部位に任意に変異を誘導できる画期的な突然変異技術であ
るが、植物では人工制限酵素（Site-Directed Nuclease）を産生する遺伝子をゲノム上に組み込む必
要があるほか、変異の発生確率も非常に低いことが課題。 

○ このため、（独）農業生物資源研究所では、目的とする変異の発生確率を高める手法（標的組換え
タイプ（SDN-2））や、ゲノム上に組み込んだ人工制限酵素遺伝子を事後に除去する技術を開発中。 

人工制限酵素を利用したゲノム編集技術の高度化  

○ イネのアレルゲン物質やバレ
イショの有毒物質を産生する遺
伝子の破壊 

 
○ オリゴ糖含有量の高い甘味資
源作物の開発 

 
○ 冬季の低温下でも肥大する単
為結実性のトマト・ピーマン 

 
○ 家畜の消化性が高い（低リグ
ニン）牧草 

 
○ 特定のアミノ酸含有量を高め
た飼料用イネの開発 

 
○ 無花粉スギ 

（独）生物研 土岐ユニット長資料引用 33 
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売 

海外で開発・商品化 

生物多様性影響評価（カルタヘナ法） 
              ・国内栽培･輸入の承認 

食品の安全性評価（食品衛生法) 
飼料の安全性評価（飼料安全法) 
・食品･飼料としての輸入･流通の承認 

表示規制(食品衛生法及びJAS法) 
・表示基準の策定 
・流通段階における表示の確認 

選
択
機
会 

の
確
保 

我が国におけるＧＭ規制の枠組み 

開発コストの増嵩による壁 社会受容の壁 
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カルタヘナ法の規制対象生物 

 （定義） 

第２条 （略） 

２ この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその

複製物を有する生物をいう。 

  一 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 

  二 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定めるもの 

○施行規則（平成15年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第１号） 

 

第２条 法第２条第２項第一号の主務省令で定める技術は、細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入

して当該核酸を移転させ、又は複製させることを目的として細胞外において核酸を加工する技術であっ

て、次に掲げるもの以外のものとする。 

  一 細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術 

    イ 当該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸 

    ロ 自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属

する生物の核酸 

  二 ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイルス又はウイロイドと

の間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術 
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食品安全性評価の対象となる遺伝子組換え食品 

食品衛生法第１１条に基づく「食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）」 

 

第１ 食品 

 Ａ 食品一般の成分規格 

  ２ 食品が組換えDNA技術（酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた

組換えDNA分子を作成し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。以下同じ。）に

よって得られた生物の全部若しくは一部であり、又は当該生物の全部若しくは一部を含む場合

は、当該生物は、厚生労働大臣が定める安全性審査の手続きを経た旨の公表がなされたものでな

ければならない。 

 

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き（平成１２年厚生省告示第２３３号） 

 第３条第５項 第１項の審査において、食品安全委員会が安全性を確認する必要がないと認めた食品

又は添加物は、食品、添加物等の規格基準第１Ａ第２款及び第３款並びにＢ第６款並びに第２Ｄ

及びＥ第３款の適用については、組換えDNA技術を応用した食品又は添加物に該当しないものとみ

なす。 

   → 現在、食安委では、遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物について、原則として「導入されたDNAが、宿主微生物と

分類学上の同一種に属する微生物由来のみの場合（セルフクローニング）」、「組換え体と同等の遺伝子構成を持つ生生物が自然

界にも存在する場合（ナチュラルオカレンス）」は、安全性評価の対象に含めないこととしている。 
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４ 今後の研究開発の推進と 
        実用化に向けた留意事項 
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研究開発の推進 

 遺伝子組換え農作物の国内生産が困難化していることも相まって、主要穀物の育種面に
おいて使用できる育種技術の選択肢が限られ、新品種の開発に長期間を要する状況。 

 
 
 民間育種が盛んな野菜や花きについては、最近、育種素材として海外から有用な植物遺
伝資源を入手することが困難化し、新品種開発の停滞が懸念。 
 

 
 こうした中で、NBTによって作出された農作物の中には、結果として外来の遺伝子が残
存せず、慣行の育種技術で作出される農作物と同等の遺伝子構成を有するものが存在する
ため、 

 
 ① 食品・飼料の安全性や生物多様性影響に係るリスク評価を簡素化でき、開発コスト

を抑制できる可能性 
 
 ② 遺伝子組換え農作物に対して抵抗感を持つ消費者にも受け容れられる可能性 
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 今後、「攻めの農林水産業」の実現に資する画期的な農畜水産物の開発や、今後の地球
温暖化問題等に的確に対処していくためには、育種技術の高度化が不可欠であり、NBTは、
DNAマーカー選抜育種法等と並びその重要な技術のひとつ。 
 
 こうした観点から、内閣府「戦略的イノベーション 
創造プログラム（SIP；26年度予算額500億円のうち 
8.5億円）」において、関係府省が連携して基礎から 
応用までの研究開発を戦略的に実施する方針。 
 
 今後、産学官の連携の下、 
① 国産技術の開発やその知財化 
② 穀物や野菜等の様々な農作物への応用と 
 画期的な新品種の作出 
③ レギュレトリー・サイエンスの拡充 
④ サイエンスコミュニケーションの実施による 
 国民理解の促進 
などの取組を総合的かつ計画的に推進。 

内閣府 

農水省 

移し替え 

運営費交付金 

JST 

大学 独法 企業 

推進委員会 
ＰＤ(座長)、宇宙戦略
室、食安委、総務省、国
税庁、文科省、農水省、
経産省、気象庁、環境
省、外部専門家、農研機
構生研センター、ＪＳ
Ｔ、内閣府(事務局) 

PD 

研究グループ 

農研機構 
生研センター 連携 

公募 

（SIP公募要領） 
  http://www.naro.affrc.go.jp/brain/sip/news/2014/053122.html 
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実用化に向けた留意事項 
（研究開発の透明性確保と関連情報の公開） 

遺伝子組換え規制への適切な対応 

関連情報の発信とコミュニケーション 

規制上の取扱いに関する国際的な調和 

 育種過程では、一時的にせよ外来遺伝子を導入した農作物を扱うこととなるため、当面、研究開
発過程ではカルタヘナ法に基づく適正管理が必要。 
  最終的に商業化される新品種の国内栽培や食品・飼料としての使用に当たっては、規制当局と

の事前協議を行い、規制の適用判断を仰ぐことが必要。  

  国内農業の振興や消費者がメリットを実感できる画期的な新品種と合わせて、科学的な知見の
集積や生物多様性影響等に関する見解づくりを一つひとつ積み重ね、そのような科学的な知見等を
ベースに、幅広い有識者や消費者団体、マスコミ、産業会等と議論（サイエンス・コミュニケー
ション）を重ねながら、実用化を目指すことが必要。 

 国内において科学的な見解づくり等を加速化する一方で、OECDのバイテク規制調和作業部会の場
等を活用して、科学的な見解の国際的な調和を図り、規制上の取扱いについて国際的な調和を推進
することが必要。 
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  おおさわ  りょう 
  大 澤   良 

 国立大学法人筑波大学 生命環境系教授 
 （環境省及び農林水産省 生物多様性影響評価検討会委員） 

 育種学 

  かまだ  ひろし 
  鎌 田   博 

 国立大学法人筑波大学 生命環境系・遺伝子実験センター教授 
  食品安全委員会 遺伝子組換え食品等専門調査会委員 
  環境省及び文部科学省 生物多様性影響評価検討会委員 

 分子生物学・ 
 GMﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

  しまだ  まさかず 
  嶋 田  正 和 

 国立大学法人東京大学大学院 情報学環／総合文化研究科教授 
 （環境省及び農林水産省 生物多様性影響評価検討会委員） 

 保全生態学 

  たちかわ  まさし 
  立 川  雅 司 

 国立大学法人茨城大学 農学部地域環境科学科教授  GMO政策国際比較 

 なかがわら まさひろ 
  中川原  捷 洋 

 ＯＥＣＤバイオテクノロジー規制的監督調和作業部会副議長  育種学 

  なかじま のぶよし 
  中 嶋  信 美 

 独立行政法人国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 
 生態遺伝情報解析研究室長 
 （環境省及び農林水産省 生物多様性影響評価検討会委員） 

 植物生理学 

  ひ の  あきひろ 
  日 野  明 寛 

 日本製粉株式会社中央研究所 副所長 
 （環境省及び農林水産省 生物多様性影響評価検討会委員） 

 遺伝生化学・GM検知技術 
 ・ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

新たな育種技術研究会の設置 
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