
育種の視点から農業と環境を考える
～育種の歴史に見るNew Plant Breeding Technology（NBT）と遺伝子組換え技術～

筑波⼤学 ⽣命環境系
⼤澤 良

1

2016年11⽉24⽇（⽊）
港区三⽥いきいきプラザ 集会室Ｃ

『遺伝⼦組換え』シリーズ・シンポジウム 第３回

本⽇の話題提供

I. 育種が⾷料⽣産に果たしてきた役割
II. 新しい育種技術（遺伝⼦組換え、ゲノム編

集)の課題と将来
III.遺伝⼦組み換え作物の環境への影響評価に

ついて

2

3

育種(品種改良）の定義

• 育種（breeding）とは⽣物を遺伝的に改良して新しい品
種を作成すること

• 育種学(breeding science)とは，そのための原理と⼿法を
攻究する学問

• “Plant breeding is the art and the science of 
improving the heredity of plants for the benefit of 
humankind.” （Poehlman＆ Sleper 1995）

⽣産性の遺伝的
能⼒(潜在能⼒)

実際の⽣産性

在来種
交雑育種・突然変異利⽤

遺伝⼦組換え・ゲノム編集

導⼊育種・純系分離

ストレスによる
⽣産性減少
・病気
・害⾍
・不良環境
・雑草

ストレス耐性の向上

⽣産性の遺伝的向上

⽣産性の遺伝的向上
ストレス耐性の向上

図１ ⽣産性の向上に関する育種の効果
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★遺伝的変異の創出・拡⼤
品種改良の素を作る

★希望型の選抜・品種化
欲しい性質を効率よく選び出す

★品種の維持・増殖
性質が変わらないように増やす

 交雑
 遺伝資源利⽤
 突然変異利⽤
 種間交雑
 遺伝⼦組換え
 NPBT(ゲノム

編集など）

品種改良(育種)の３原則 変異を⽣み出す⽅法

変異誘発⽅法は育種の⼀部である。 6

年代 育種法 海外 ⽇本
1843

導⼊育種・
純系分離

英国ロザムステッドに世界で最初の農事試
験場が設⽴される.

1846 アイルランドのジャガイモ作に疫病が蔓延
し、1850年までの⼤飢饉（The Famine)
が始まる.100万⼈以上が餓死し、150万⼈
以上が他国へ出る.
フランスのヴィルモランが欧州全⼟から収
集したジャガイモ品種は177あった.

1849 ドイツのGaertnerが種間交雑についての書
を著す.80属700種について約1万種類の交
雑を⾏い、350の雑種植物を得る.

1859 英国の DarwinがʼOrigin of Speciesʼ（
種の起源）を著す.

1865 Mendelが、ブリュン⾃然研究会でエンドウ
の交雑実験結果にもとづく遺伝法則を発表.

1871
明治４年

⽶国のBurbankがジャガイモについた果
実から種⼦を得て、その実⽣からのちに
品種'Burbank Potatoʼを育成.

東京⻘⼭に東京農業試験場が設⽴さ
れ、輸⼊の作物や家畜の栽培・飼育
が試みられる.

栽培化と育種？
栽培植物の改良は農耕の発祥とともにはじまったが，品種改良の科学としての育種学は1900年のメンデルの

法則の再発⾒による近代遺伝学の誕⽣からである.
１．農耕の起原と植物改良の始まり（採集から栽培へ） 約１２０００年前(旧⽯器時代：２００万年前) 
２．栽培植物の選抜による改良
３．栽培植物の伝播
４．選抜による改良

品種改良(質的形質の個体選抜)
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年代 育種法 海外 ⽇本
1877

導⼊育種・
純系分離

兵庫県の丸尾重次郎，無芒の⾃
然突然変異体を発⾒．短稈・多
収『神⼒』と名づけられ、全国
に普及した.

1890 スエ－デンのH.Hjalmar Nilsson がス
ワレフ研究所の所⻑に就任し、オオムギ、
コムギ、エンバクなどで初めて穂別系統
法を採⽤して育種に成功.

横井時敬が東京帝⼤農科⼤学の
講師として作物学汎論講座で稲
作論を講義.

1892-93 スウェーデンのHjalmar Nilssonがコム
ギ、オオムギ、エンバク、ヴェッチなど
で⼤規模な純系分離実験を開始.

⼭形県の阿部⻲治，耐冷性・⾃
然突然変異体を発⾒『⻲ノ尾』

1895 北海道の江頭庄三郎，イネ品種
「⾚⽑」から耐寒性・無芒個体
発⾒『坊主』．
耐寒性の強い品種として、北海
道の⽯狩、空知、上川地⽅に普
及し稲作北限の拡⼤に貢献.

１９００年（明治３３年） 以降
メンデル遺伝に基づく品種改良が始まった
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近代遺伝学と交雑育種の発展
１９００年 メンデルの法則の再発⾒、１９０３年 ヨハンセンの純系説(量的形質の選抜）

突然変異育種の誕⽣
１９２７年マラーの発⾒(ショウジョウバエ）、スエーデンのエーレとグスタフソンによる突

然変異育種法の確⽴

１９４４年 Avery DNAの証明
１９５３年 WatsonとCrick ⼆重らせん構造
１９６８年 I型制限酵素
１９７０年 II型制限酵素

遺伝⼦組換え育種の勃興
１９７３年遺伝⼦組換え技術の開発(⼤腸菌)
１９８０年代アグロバクテリウム法による⾼等植物での遺伝⼦組み換え技術の確⽴

ゲノム編集など新しい育種技術の進展 2007年以降 話題に

近代育種は1900年以降の出来事である

品種改良の原点
すべての品種がいまみられるような完全な，また有
⽤なものとして，突然に⽣じたとは想像できない.
実際，いろいろの例で，品種の歴史はそのようなも
のではないことが，わかる.
その鍵は，選択をつみかさねていくことができる⼈
間の能⼒にある.
⾃然は継起する変異をあたえ，⼈間はそれを⾃分に
有⽤な⼀定の⽅向に合算していく.
この意味で，⼈間は⾃分⾃⾝に役だつ品種をつくり
だしていくのであるといえる.

Charles Darwin 1859. (種の起源，⼋杉⻯⼀訳)

⼈間は⾃然突然変異を利⽤して⼈間に有益
な作物・家畜を作ってきた！ ダーウィン
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飼育栽培下での⽣物の発展と諸特徴栽培化シンドローム

（１）形態的変化
１．⽬的形質の巨⼤化・⼤型化

乳⽜の乳房，乳量，リンゴ，桜島⼤根
２．穀物の脱粒性
３．器官の特徴化 B.oleraceaの変異

（２）⽣理的変化
１．早⽣化：⽇⻑反応性，耐冷性

現在の⽇本のイネは野⽣種に⽐べ半年から数ヶ⽉短縮
４．多産・稔性の向上

栽培植物の種⼦稔性
５．休眠性の喪失
６．⼈為的環境に対する中⽴化

⽇⻑反応性の喪失，温度反応だけ→促成栽培，冬の栽培
７．栄養条件に対する反応性の増⼤による物質⽣産性の向上

イネのジャポニカは肥料反応性（短稈，耐肥性，耐倒伏性）が良いが，インディカでは劣る
10

作物の巨⼤化

ツルマメ ダイズ

ハマダイコン

野⽣のリンゴ

アワ
Setaria viridis Setaria italica
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いくつの遺伝⼦が関わってこんな変化をしたのだろうか？

栽培化関連遺伝⼦数＜＜多様化関連遺伝⼦数

イネには約 32,000個の遺伝⼦
野⽣イネと栽培イネとのあいだでは
305個の変異，
インディカとジャポニカとのあいだ
で1120個の変異．

ﾌｰﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨについて
レスターブラウン（2010）

「⽯油不安」は「⾷料不安」とは違う。
空っぽのガ ソリンタンクと、空っぽの胃袋は別物なのだ。
⽯油 の代替品はあるが、⾷料の代替品はない。

地球規模の育種課題：
90億の⼈々をどのように養うのか？
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誰のための品種改良？
美味しい
⾝体にいい
⽢いトマト・メロン
涙の出ないタマネギ
ソラニンのできないジャガイモ
花粉症に効くイネ
⻘臭くないダイズ
カラフルな野菜
低アミロース⽶
カフェインレス茶
⾼カテキン茶
etc

多収性
耐病性
耐⾍性
早晩性
除草剤耐性
ストレス耐性

(乾燥、冠⽔、低温、⼟壌 etc)

⽇本では
⾷糧⽣産に直結する育種は理解されにくい
機能性改変は消費者に魅⼒的 16

品種改良の成果

消費者メリット
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疫病菌 トマト潰瘍病輪紋菌

トマト茎疫病

品種改良の成果
耐病性など

⽣産者メリット
消費者には⾒えない改良
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あわゆき

とうくん(桃薫）

輪班病

灰色カビ病

A：イチゴの葉、B：イチゴ
の実、C：イチゴの葉の⾛
査型電⼦顕微鏡（SEM）写
真
炭素病菌により、⻑径3〜
7mmの病斑が葉や果実に発
⽣し、この病斑が拡⼤する
と茎や葉柄をとりまき、折
れたりして枯れる。

イチゴ品種図鑑より

品種改良の成果

消費者メリット ⽣産者メリット
消費者には⾒えない改良



作物の品種改良の
成果

⾼温耐性など

⽣産者・消費者メリット
消費者には⾒えにくい改良
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COTTON

モンサント提供 20
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広⼤なトウモロコシほ場 in USA

品種改良の成果
耐⾍性・除草剤耐性など

⽣産者メリット
消費者には⾒えない改良

ビタミンAの前駆体であるβ-カロテンを内胚乳に含有するため精米された米が黄色を呈する

品種改良の成果
栄養性向上など

消費者メリット

世界で１億人以上の子供がビタミンＡ欠乏の影響を受けている。
その結果、毎年２００万の子供達が死に５０万の子供が失明している。
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今 世界でどれくらいの⾯積に遺伝⼦組換え作物が栽培されているのか？

Source: Clive James, 2010
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★遺伝的変異の創出・拡⼤
品種改良の素を作る

★希望型の選抜・品種化
欲しい性質を効率よく選び出す

★品種の維持・増殖
性質が変わらないように増やす

 交雑
 遺伝資源利⽤
 突然変異利⽤
 種間交雑
 遺伝⼦組換え
 NPBT(ゲノム

編集など）

品種改良(育種)の３原則 変異を⽣み出す⽅法 変異の拡⼤
1. 交雑による変異拡⼤
2. 突然変異による変異の拡⼤
3. 遺伝⼦組換えによる変異の拡⼤
4. ゲノム編集による変異の拡⼤

http://www.asahi.com/articles/DA3S11531216.htmlhttps://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kouho/mori/mori‐80.html
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変異誘発⽅法の違いと⽬的形質の改変
変異誘発の⽅法 変異の拡⼤ 特定形質の改変
交雑育種 ○
交雑育種＋戻し交雑 ○
細胞融合 ○
体細胞変異 ○
体細胞変異＋戻し交雑 ○
⼈為突然変異（γ線，化学変異原） ○ ○
遺伝⼦組換え技術 ○
ゲノム編集技術 ○

交雑育種

×
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ゲノムをシャッフルして新しい組合せに期待する
複数の形質の改変が可能
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育種の流れ
１年⽬

２年⽬

３年⽬

４年⽬

５年⽬

８年⽬

６年⽬
７年⽬

10年⽬

９年⽬

交配 夏
F1 冬季温室

集団養成 F2
集団養成 F3

個体選抜 F4

系統選抜 F5

⽣産⼒検定予備試験 F6

⽣産⼒検定試験 F7

新配布系統：⽣産⼒検定試
験 F8-F9

新品種 F10

両親の選定

レギュラー候補
選抜

紅⽩戦

都道府県代表
チーム選抜

天皇杯(１-7回戦）
地域代表とシード
（Jリーグ）勝ち抜き

天皇杯(決勝戦）

特性調査
・熟期，姿、収穫量
・品質，⾷味
・病気の強さ、害⾍への強さ
・倒れにくさ
・その他

100組合せ/年 交配

5-６年に１回

2000個体/組合せ 選
抜対象

100ｘ2000ｘ5＝1,000,000個体に１品種 30

××

×

戻し交雑(backcross)育種法



変異の拡⼤
突然変異による育種
突然変異処理によって誘発された⼈為突然変異(induced mutation)を品種改良に利⽤する⽅法を突然変異育
種（mutation breeding）という.

⻑所：
1. 育種⽬標にかなう形質が既存の品種中にない場合に，突然変異を誘発し、それを直接に新品種として、または

間接的に交雑育種における交配親として利⽤できる．突然変異育種は遺伝資源の⼈為的拡⼤に役⽴つ．
2. 原品種の遺伝⼦型を全体としていちじるしく変えずに特定形質を突然変異によって改良または付加できる．遺

伝⼦当りの突然変異率は低い（10-6レベル以下）ので，ある突然変異形質について選抜した突然変異体は他の
ほとんどの遺伝⼦については変化していないと考えてよい．

短所：
1. 突然変異率は実⽤形質については低いので，処理後代で⽬的の突然変異体を選抜するには，⼤量の個体を栽

培し調査しなければならない
2. 種⼦や植物体の処理によって得られる突然変異は，遺伝的に優性から劣性への⽅向がほとんどで，劣性から

優性への突然変異はほとんど得られない．
3. 突然変異が劣性であるので，倍数性植物では突然変異遺伝⼦についてホモ接合の個体でも、遺伝的重複のた

め突然変異形質が表現型に現れにくく、選抜がむずかしい．

⻑所と短所（交配育種に⽐べて）

変異原(mutagen)
放射線(radiation)
γ線(γ-rays)：原⼦番号が同じで質量数が異なる元素を同位元素という.このうち放射線をだすものを放射性同位元素
(radioisotpe)という.γ線の線源としては、60Ｃや137Ｃsなどの放射性同位元素を⽤いる.

X線(X-rays)：放射線育種の初期にはもっぱらX線が変異源として⽤いられた.X線はγ線と発⽣⽅法が異なるだけで、同種の
放射線で、⽣物効果もγ線と変わらない.

イオンビ－ム(ion-beams)：12C5+,4He2+,1H+などのイオンビ－ム照射はLETがきわめて⾼く、特異な突然変異が誘発できる.
照射対象として、アラビドプシスの乾燥種⼦、タバコの葯、キクの葉⽚や花⽚などの例がある.残留放射能は中性⼦のように
は⾼くない.照射は⽇本原⼦⼒研究所⾼崎研究所のイオン照射研究施設（TIARA）で⾏われている（Tanakaら1997）.

化学変異原(chemical mutagen)

1. ethyl methanesulphonate（EMS）
2. N-methyl-N-nitrosourea（MNU）：⽣体内で塩基対の変異GC→ATという

変異が⽣じることが知られている.
3. Sodium azide(NaN3）：もともとは呼吸阻害剤であるが、Nilanによりオ

オムギで⾼い突然変異性があることが発⾒された.

突然変異体の選抜

系統内個体数は10個体程度がよい.

⽬標形質の突然変異率が10-3から10-4程度の
突然変異を選抜したいときには、Ｍ１個体は
少なくとも1万、Ｍ２個体は1-5万個体とする.

突然変異率が低い場合にはそれに応じて穂数
を増やす．系統内個体数を増やしても効果は
⼩さい.

⾃殖性作物の場合
ガンマ―フィールドの成果

解 説
ミルキークイーンは、南東北地方以南の栽培に適する低アミロース品種で、コシヒカリと形態

的・生態的特性、栽培特性などが全く同じである。玄米はやや白濁し、アミロース含量は
１０～１２％で、一般飯米、加工米飯などに適する。

来歴・特性
来 歴：コシヒカリの突然変異、（関東１６８号）、平成１０年品種登録、水稲農林３３２号。

特 性：低アミロース米、関東でコシヒカリと同じ早生の晩、長稈・中間型、耐倒伏性弱、いも
ち耐病性弱、耐冷性極強、穂発芽性難。

おにぎりが美味しい
［写真提供：明治ライスデリカ（株）］

左：ミルキークィーン、
右：コシヒカリ

36

⼈為突然変異



この品種は，昭和60年（1985）に農業研究センター（茨城県つくば市）において，「コシヒカリ」に受精卵メチルニ

トロソウレア処理を行い，変異第２代でアミロース含量に着目した個体選抜を行って育成された固定品種である。
平成２年から生産力検定試験，３年から特性 検定試験を行い，４年以降「関東168号」の系統名で地域適応性
を検討し，６年にその特性を確認して育成を完了した。
平成７年（1995）は変異第10代である。

ミルキークイーン育成経過
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⼈為突然変異

突然変異は⼿に⼊っても、選抜、⽣産⼒検定試験などで９年を要した

１．草型は中間型，
２．稈⻑はやや⻑，
３．稈の細太はやや太，
４．稈の剛柔はやや柔，
５．⽌葉の直⽴の程度はやや垂である。
６．穂⻑及び穂数は中，
７．粒着密度はやや密である。
８．穎⾊は⻩ ⽩，
９．ふ先⾊は⻩⽩－⻩，
１０．芒の有無と多少は稀である。
１１．⽞⽶の形及び⼤⼩は中，
１２．精⽞⽶千粒重は⼩，

１３．⾒かけの品質は中の下，
１４．光沢はやや良，
１５．⾷味は上の中である。
１６．出穂期及び成熟期は早⽣の晩，
１７．障害型耐冷性は極強，
１８．穂発芽性は難，
１９.  耐倒伏性は弱である。
２０．いもち病抵抗性推定遺伝⼦型は＋ ，
２１．⽩葉枯病圃場抵抗性は弱，

アミロース含量は低である。
「コシヒカリ」と⽐較して，アミロース含量が低
いこと等で区別性が認められる。

この品種は，「コシヒカリ」に受精卵メチルニトロソウレア処理を⾏い，アミロース含量に着⽬して選抜，
育成された固定品種であり，育成地は茨城県つくば市。

この品種は，「コシヒカリ」に受精卵メチルニトロソウレア処理を⾏い，アミロース含量に着⽬して選抜，育 成された固定品種であり，育成地（茨城
県つくば市）における成熟期は早⽣の晩，稈⻑がやや⻑，障害型耐冷性が極強，耐倒伏性が弱く，アミロース含量の低い 良⾷味の⽔稲，粳種である。

品種育成（ミルキークイーン）と変異の創出（低アミ
ロース）は次元が違う話

1遺伝⼦変異で出来ること
多数遺伝⼦の変異で出来ること

38

突然変異を利⽤した育種

変異が起こる場所によって、
⽣物の性質が変わることがある。

これが突然変異の基になる。
その確率は10万〜100万分の1。

様々な理由でDNAが切れることは、実は良く起こっている。
⽣物は切れても元通りにするが、たまに修復ミスが起こる。

まれに修復ミスがおこると
DNAに変異がおこる

その他、細胞分裂時にDNAのコピーミスが起こり、
突然変異が起こることもある。

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
40

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
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• ロックフェラー財団，フォード財団，発展途上国
緑の⾰命（Green Revolution）とは何か？

コムギ
緑の⾰命の⽗
矮性遺伝⼦の利⽤
CIMMYT
ノーベル平和賞1970

飢餓からの開放

Mankombu Sambasivan Swaminathan (born 7 
August 1925) is an Indian geneticist and 
international administrator, renowned for his 
leading role in Indiaʼs "Green Revolution".

Norman Borlaug

42



ミラクルライス IR８

草丈が低く倒伏しにくい。収量性は高い.

ひとつの遺伝子（ｓｄ１）による大いなる成果

43 穀物の収穫（ピーテル・ブリューゲル）絵画にみる緑の⾰命以前のコムギやイネの姿

45
PNAS（2011） 108：11034‐11039

イネのsd1遺伝子は、ジベレリン生合成系のGA20酸化酵素の機能損失により、ジベレリン合成量を低
下させる劣性遺伝子である

• 遺伝子領域の変異
• 新たな対立遺伝子の登場
• 選択

特定の遺伝⼦
領域の関与

46

Nature 406, 910-913 (24 August 2000) | doi:10.1038/35022611; Received 22 March 2000; 
Accepted 6 June 2000
JOINTLESS is a MADS-box gene controlling tomato flower abscission zone 
development
Long Mao1, Dilara Begum1, Huey-wen Chuang2, Muhammad A. Budiman1, Eugene J. 
Szymkowiak3, Erin E. Irish3 & Rod A. Wing1

トマトの離層形成にはMADS‐box 遺伝子
が関わっている

Science. 2006 Jun 2;312(5778):1392‐6. Epub 2006 Apr 13.
An SNP caused loss of seed shattering during rice 
domestication.
Konishi S1, Izawa T, Lin SY, Ebana K, Fukuta Y, Sasaki T, Yano M.

イネの栽培化の鍵となった脱粒性抑制遺伝子を同定

ジャポニカ型イネの栽培化に必要であったと考えられる種子が穂から落ちやすい性質を抑制する遺伝子を同定
しました。さらに、祖先型イネがもってい た遺伝子 のどこに変化がおきたために脱粒性抑制遺伝子へと変化し、
それが古代の人間によって選抜を受け、現代のイネに引き継がれたのかを明らかにしました。

• 遺伝子領域の変異
• 新たな対立遺伝子の登場
• 選択

特定の遺伝⼦
領域の関与

これが育種の力 突然変異の集積
いくつの遺伝⼦がこの増収に
関わっているのか？

GMで出来ること？
NPBTで出来ること？
それぞれの貢献の可能性を⾒
極める

47半矮性遺伝子(sd１)の導入 48



•味が良い•病気に強い

•味がそこそこ良い
•病気に強い •単収が高い

•味が良い
•病気に強い
•単収が高い

染色体

耐病性に関わる遺伝子（塩基配列）

Ａ

Ａ Ａ ＡＴ

Ｔ Ｔ

Ｔ

ＴＡＣ

Ｃ Ｃ

ＣＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ａ

Ｔ

Ｃ

Ｇ Ａ

ＴＡ Ａ Ａ

Ｔ Ｔ ＴＣ Ｃ Ｃ

Ｇ Ｇ Ｇ

染色体

細 胞

味に関わる遺伝⼦

収量性に関わる遺伝
⼦

農林⽔産省 鈴⽊⽒より提供

10-20年 5,6年

機能がわかっている遺伝⼦を改良してみる 49

NPBT利⽤の期待 特定の遺伝⼦領域の改変
育種年限の短縮

ゲノム情報の解読と育種技術の進歩

○ 近年、イネ等の農作物のゲノム情報の解読が進み、有用な農業形質に関与する遺伝子が次々と同定。これら遺伝子情報を活用することによって、
画期的な農作物を短期間に選抜することが可能に（DNAマーカー選抜育種法等）。

育種利用のためのゲノム設計図
－設計図に基づく計画育種へ－

イネで同定された遺伝子の例

注） 染色体上の遺伝子は、同定された一部のもの

農林⽔産省 鈴⽊⽒より提供

形質を改良してきた120年間の
近代育種と遺伝学の成果

それぞれの遺伝⼦を利⽤できる

50

育種技術の目的による分類

目的 新しい育種技術（NPBT）

ゲノムの特定位置への
外来遺伝子の挿入

遺伝様式の基礎解明

特定遺伝子の
発現抑制

樹木・果樹での世代促進

種子生産の効率化

野生種の耐病性
遺伝子の導入

特定の遺伝子の編集
（塩基置換、欠失）

従来育種

遠縁交雑

雄性不稔・
自家不和合性

交配と選抜

染色体付加・
置換系統

接ぎ木の
高度利用

GM技術
（改良型）

GM技術
（RNAi）

GM技術

エピゲノム編集

接ぎ木

変
異
の
創
出

育
種
効
率

基
礎 逆育種

SPT（デュポン社） TMS循環選抜

ウイルスベクターによる
開花関連遺伝子の操作

交雑

ゲノム編集技術

シスジェネシス・
イントラジェネシス

突然変異と
選抜技術

選抜効率の向上 マーカー選抜

JATAFF ⼾栗⽒ 提供
51 52

新しい植物育種技術 内容 変異の
拡大

特定形質の
改変

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

特定遺伝⼦領
域の改変

○

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

特定遺伝⼦領
域の改変

○

CRISPR/CAS9 特定遺伝⼦領
域の改変

○

これまでに開発されている人工制限酵素
設計 作製 サイズ 効率

難 難 小 低

易 やや難 大 中

難 難 中 低

易 易 中 高

（学術会議報告を改変）

CRISPR/Cas9

ZFN

TALEN

Meganuclease

“偶然”を計画的に起こさせるゲノム編集技術

⽬的の変異が起これば、
特注のハサミはもう必要がない。

設計図が分かっていれば、計画的にDNAの書き換えができるはず。
偶然起こる変異を待たなくて良い。

変異を起こしたい部分だけを
切ることができる特注のハサミを
細胞内で作らせて、DNAを切る



突然変異を計画的に起こせるゲノム編集

突然変異体
受粉しなくても
実が⼤きくなる

特定の遺伝⼦の特定の部分を狙っ
てハサミで切る。

普通のナス品種
受粉しないと実が
⼤きくならない

植物ホルモン合成遺伝⼦

ゲノム編集技術で
書き変える⾃然突然変異で

書き変わる

遺伝⼦の⼀部が
偶然⽋ける。

働かなくなった
植物ホルモン合成遺伝⼦

どの技術を使っても、最終的にできるものは同じ！

55

これからは
こちらの⽅法も現在

写真：タキイ種苗株式会社より

提供：ＮＰＯ法⼈くらしとバイオプラザ２１
ゲノム編集：ハサミを道具に設計図を書き換える

ゲノム編集技術：
その⽣物が持つ
性質を利⽤する

56

要らない道具ハサミ遺伝⼦は⽚付ける

57 58

他の⽣物の性質を利⽤する遺伝⼦組換え技術

遺伝⼦組換え技術：
他の⽣物の性質を
利⽤する

ゲノム編集と遺伝⼦組換えとの違いは？

遺伝子組換えで
できる作物

ゲノム編集で
できる作物

目的
他の生物の遺伝子を

利用する
（新しい設計図を入れる）

その作物自身の遺伝子の
必要な部分だけ変える

（設計図を少し書き変える）

従来の育種と
比較して

従来の育種では
できないものも作れる

科学的には従来育種で
できたものと同等

終製品に
外来遺伝子が

残る 残らない

59

ゲノム編集技術のメリットは？

より良いものを
より早く

⽣産者、消費者へ

国内に今ある
品種・素材を
最⼤限に、
有効に活かす

国内外の
⾮常事態へ
すばやく対応

育種の効率化
⼿間、時間、

コストを減らす

遺伝資源の活⽤
⽣物の潜在能⼒を

上⼿に利⽤

新しい育種技術

国内種苗会社の
新規参⼊による
育種の活性化

遺伝⼦⼯学を応⽤して、

60



NPBTの実⽤化に向けて

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
「次世代農林水産業創造技術」において

実施する研究開発について

61 62

SIP: 新たな育種体系の確立． ４グループ編成で５年間を予定

担い手の大幅な減少、企業による農業生産の拡大、和食に対する関心の世界的な高まり等、我が国の農林水産業や食品産業を取り巻く状況
が大きく変化する中、様々な市場のニーズに対応する多様な農林水産物の可能な限り速やかな開発の重要性が増大している。

このような中、農林水産物の品種開発に必要な育種技術そのものを高度化するためのこれまでの取組を府省連携を通じて加速化し、様々な
品目における育種期間の大幅な短縮と育種材料の多様化を早期に実現する。

1系：ゲノム編集技術等
を開発・改良

【目標とするアウトカム】概ね10年後を目処に、育種の担い手たる国や地方の研究機関及び民間の種苗会社等が、新たな開発された育種
技術を活用し、多様なニーズに対応した様々な新品種を次々に開発するとともに、それらの新品種の市場投入が円滑に行われることにより、
国産農林水産物の品質・価格両面における市場競争力が向上する状況を創出。

2系：オミクス解析技術等を育種
に応用するための技術を開発

3系：ゲノム編集技術を用いて
画期的な農作物等を開発

4系：円滑な社会実装の
方法に関する調査研究
等を実施

進
捗
状
況
に
応

じ
、
開
発
さ
れ
た

技
術
を
活
用

育種関係者に新しい技術の有用性を提示／社会
実装に至るまでの課題を抽出し、対応策を検討

円滑な社会実装のための
戦略・手法を提案

おとなしいマグロ
（集約飼育が可能）

オミクス解析（代謝物等の網
羅的解析）技術の活用

想定している画期的な農作物等の例

開発された技術をパッケージ化し、国内のユーザーに提供

果樹の超早期開花技術 作物等への重イオン照射技術の
活用

ゲノム編集技術
超多収イネ

63

本当にはさみ遺伝⼦は残らないの？

・本当に残らないの？
→理論的だけでなく、本当に残らないのか、今までにデー

タが取られたことはありません。
そこで現在、モデル実験を⾏い、データを取っています。

・確認はできるの？
→外から導⼊したDNA（設計図）の情報は分かっているの

で、取りきれていないDNAは確認できます。
しかし、完全に取り除かれると調べても確認できません。

⾷べても安全なの？
・そもそも遺伝⼦組換え作物って安全？

→少なくとも、流通している遺伝⼦組換え作物は環境への
影響、⾷品や飼料としての安全性について科学的に評価
され、今ある科学的知⾒を総動員して安全だとされたも
のです。

・ゲノム編集で出来た作物の安全性は？
→導⼊した外来（はさみ）遺伝⼦が⽚付けられれば、理論

的にはこれまでの育種技術で作られた品種と同等の安全
性になると考えられますが、今後、さらなる科学的な検
討が必要と考えられます。

ゲノム編集技術で取り組んでいる事例
⾷中毒リスク低減ジャガイモ（⾷のリスク低減）

ジャガイモの芽や緑⾊の部分にはソラニンという
毒素が作られ、⾷中毒の原因となる。

ソラニンの合成過程で働く酵素
遺伝⼦にゲノム編集で変異を起こす

年 発生件数 摂取者数 患者数

2014 3件 223人 106人

2013 3件 38人 9人

2012 3件 62人 28人

2011 1件 47人 5人

2010 3件 82人 42人

ジャガイモによる⾷中毒発⽣の状況

ソラニンをほとんど作らない
ジャガイモ

厚⽣労働省 ⾷中毒発⽣事例より作成 66



ゲノム編集技術で取り組んでいる事例
⽣産コスト減で美味しいトマト（⾼付加価値）

⼈の⼿による受粉作業がトマト栽培の⼤きな負担。

ゲノム編集で、関係する複数の
遺伝⼦に⼀度に変異を起こす。

負担もコストも低減した、
美味しいトマト

ハウスで栽培する際、夏や冬は蜂の働きが
悪くなると、⼈間が受粉作業をしなくては
いけなくなることもしばしば。
この作業はとっても⼤変！

67

ゲノム編集技術で取り組んでいる事例
アレルゲンを押さえたコメ

コメアレルギー患者数は国内でおよそ30万⼈。
原因はグロブリンというタンパク質。

ゲノム編集で、グルテリン合成
経路の遺伝⼦に変異を起こす。

グロブリン量を低減したコメ
現在は化学的な処理でアレルゲン（タンパク質）
を分解したコメで炊いたご飯を、アレルギー患者
だけ別途⽤意して⾷事するケースが多い。

家族みんなで同じご飯
が⾷べられるようにな
ると、経済的、時間的、
精神的な負担を軽減し、
より豊かな家族団らん
の時間を作ることがで
きる。

68

適材適所 技術は⽬的に合わせて選んで使う

69

突然変異体
受粉しなくても
実が⼤きくなる

普通のナス品種
受粉しないと実が
⼤きくならない

遺伝資源があるか？
遺伝⼦の情報があるか？
どのような性質の品種を作るか？
緊急度合いは？

交配でつくる

突然変異でつくる

遺伝⼦組換えでつくる

ゲノム編集でつくる

使える技術は多いほうが良い！

ケースバイケースで技術を選び、⽬的を達成する。

本課題の目的：
新たな育種技術（NBT)の社会実装に向け、国民理解を進めるためには丁寧な説
明が必要である。そのための道具と仕組みを作る。

上述の懸念に対して正確な科学的知見の集積と、わかりやすく説明する仕組みが重要

道具： 「自然科学系の手法を用いた知見の集積」
仕組み：「社会科学的手法による知見の集積と社会実装への戦略」

null segregant：遺伝分離により後代において導入遺伝子が除かれた系統
社会実装：研究開発の結果が社会で実際に使えることを具体的に確認する

国民がNPBTなど新規技術に懸念する点として、
①どのような未知の現象が起こりうるのか？
⇒非意図的変異の発生程度
②遺伝子組み換え技術を利用しているのに育成された作物は遺伝子組換え作物とどのように異なるか？
⇒導入遺伝子の残存性（null segregant への信頼性)
痕跡なき技術を用いることで、開発者は消費者に対して遺伝子組み換え技術を使っていることを隠そうとしているという産官学への不信感がある
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レギュラトリーサイエンス（内⼭ 1987）は、的確な予測、評価、
判断によって、
①限りなく進歩する科学技術を正しく⽣かして有効に利⽤する最善の
道を⾒出すことと、
②⼈間の願望から出発した科学技術が、社会や⼈間を無視して発達す
ることによってもたらされる深刻な影響を未然に防ぐこと、
の⼆つの⼤きな⽬的および役割を担っている。新技術や新物質を⼤い
に活⽤すると同時にその安全性を確保するという、⼀⾒すると⼆律背
反に近い困難な問題を、科学的根拠と社会的⾒地に基づいて解決する
ための新しい科学分野である。

レギュラトリーサイエンスの必要性
• GM作物育種
• NPBTの育種への応用
• 社会実装に向けて
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社会実装に向けた課題と対応⽅向（４系）

課 題 対 応 方 向

 ＧＭ規制上の取扱いの明確化

（自然科学系グループ）

 規制の適用判断に資する科学情報の収集
（レギュラトリー・サイエンス）

→ 導入遺伝子が残存していないことの立証方法の確立

→ 自然突然変異に関するエビデンスの収集

→ 安全性等に関する情報の充実 等

 消費者の受容性の向上

（社会科学系グループ）

 リスク認知
→ 上記レギュラトリー・データ等に基づくリスク・コミュニケーション

の展開

 ベネフィット認知
→ 民間事業者と連携し、生活向上に直結する食品等の提案

 信頼感の醸成
→ 情報開示、研究開発段階からの積極的なコミュニケー

ションの実施
研究者によるアウトリーチ活動の強化 等

社会実装に向けた課題と対応⽅向

15



食の安全安心に対する関心が高い
40代以上・女性が多い

レイトフォロワー

社会・技術への関心
は中程度
30代が多い

フォロワー

社会・技術の関心強い
品種改良技術に詳しい
20代・男性が多い

リーダー

「温暖化による産地移動の可
能性」など

解決すべき社会的な課題の
提示が重要

先端技術に対する⼀般消費者の受容態様

調査時期：2015年2月
調査方法：インターネット調査

有効サンプル数3100件
調査内容：先進技術（早期開花技術；8頁）を利用したリンゴ

に対する消費者の支払い意思額等
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受容環境を整備するための今後の取組（４系）

２６年度 ３０年度

マスコミ、

消費者団体等の
オピニオンリー
ダー
等

○ 科学的なエビデンスに基づき
リスク情報を分かりやすく発信

○ 社会・経済的な意義等も含め、
コミュニケーションを強化

一般消費者

○ ベネフィットが身近に感じ取れ
る条件づくり

生産者、
食品事業者

大学等のサイエンス・カフェ

消費者団体との学習会

研究成果の巡回展示 子供向け実験教室

ベネフィットが実感できる商品づくり、マーケティング戦略

受容環境を整備するための今後の取組
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「情報提供・説得」から「市民を含むステークホルダーの関与」

社会的受容を高める仕組み

✔しっかりとした科学的根拠

✔適切な情報発信、専門家との対等な対話
山岸俊男(1999)「安心社会から信頼社会へ」科学的信頼関係が成り立つ条件

ゴール

早い段階から多様なステークホルダーが関与して決めたルールは実効性が高まる。

受
容
度

高

低

情報量
少 多

情報量が有効な領
域

情報源の信頼性
参加・体験
周囲の影響

従来の考え方：情報がないので理解できない（欠如モデル）。

情報が増えれば理解が高まる。

リスク心理学の知見から情報が多いから安心して理解が進むのではないことがわかっている。

早期には情報提供で理解があがるが、それ以上の領域は双方向コミュニケーションなど、参加
体験型の経験、協働、共創が必要
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遺伝子組換え作物が生態系に
及ぼす影響の可能性

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の
確保に関する法律（2003年6月公布．2004年4月施行）

http://www.biodic.go.jp/cbd/biosafety/index.html

組換え食品及び生物の安全性評価の指導原理

• 実質的同等性(Substantial equivalence)
組換え食品の安全性を評価する際の原理．既に食品とし

て利用されている生物を評価の基準に置いて，それ食品と
して利用しようとする組換え生物とが，外形形質や成分組
成で同一と判断できれば，食品として安全であると評価す
る．そうでない場合に安全性を詳しくチェックする．

• ファミリアリティ(Familiarity)
組換え生物の生育を解放利用に向けてスケールアップす

るときに環境安全性を評価する際の原理．組換え生物が，
形態特性，開花・繁殖特性，生態的特性，生育地の自然環
境・農業条件等の点で，既知の親生物と変わらないと判断
される場合は，familiarityが高いとして，従前から蓄積され
た知見に基づいて，必要な環境安全性確保のための実験や
安全性確保のための条件を指摘する． 78
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生物多様性条約（ １９９３年１２月）
自然保護を中心とする運動の帰結。

野生生物の保護、クジラやパンダの絶滅防止、国立公園の整
備などから出発した環境保護運動が本条約の背景にある。

農業分野で進行していた遺伝資源の浸食は、当初この条約に
は含まれないものであったが、農業生物多様性が重要であると
の認識が年々高まり、多様性条約にこれを取り込むことにした。

生物の多様性に関する条約: Convention on Biological Diversity / CBD）
生物の多様性を「生態系」「種」「遺伝子」の3つのレベルでとらえ、
(1)生物多様性の保全、
(2)生物多様性の構成要素の持続可能な利用、
(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

を目的とする国際条例である。

具体的な措置として、

• 多様性の保全および持続可能な利用を目的とす
る国家的戦略の作成

• 生息域内保全（制度の確立、管理指針の作成、
規制・管理、種の回復措置、環境に悪影響のある
バイテク生物の排除、外来種の制御） →組み換
体の野外利用の審査もこれに基づく

• 生息域外保全（原産国に施設の設置・維持、種
の回復措置）

バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書

• 目的：生物多様性条約に基づき，バイオセイフティ（遺伝子
組換え生物が環境にエスケープした場合に起こす，生物多様
性の保全と持続可能な利用に及ぼす潜在的な悪影響を排除し
て，人間の健康と環境を保護すること）と貿易とを両立させ
る（2000年１月採択）．

• 対象生物：環境に放出する種子や，環境放出を意図しないが，
放出される可能性のある食品・飼料・加工用の組換え生物が
対象．人の医薬品は対象外．

カルタヘナ法における審査

•交雑性

•競合における優位性

•有害物質の産生性



大規模栽培になったときの環境影響とは？

大規模栽培されたとしたら

生物多様性の観点から考える

同一作物種non GMへの交雑

・一般農作物との交雑による遺
伝子拡散
・安全性への心配？
・混入の防止策？

・抵抗性を持つ雑草や害虫の発生
・交雑による生態系(野生・田畑）へ
の影響

GM作物の生態リスクが生じるステップ 水口（2011）より

GM栽培する

種子が逃げ出す 定着する 他の植物を駆逐する

花粉で逃げ出す

近縁種と交雑する 雑種ができる

雑種が定着する 雑種に置換わる

生態系への悪影響

長期的勝大規模な調
査が必要

望ましくない出来事



Problem formulationとは？

「環境リスク評価」の基本概念

＝ （

リスクは規定された害（ハザード）とその発生
（曝露）の尤度の関数である

問題の定式化

評価エンドポイントの定義と概念モデルおよび分析計画の構築からなるプロセス

一般に問題解決のプロセスは，問題を設定する、あるいは与えられた問題を自分が
取り組みやすい具体的な問題に言い替えるプロセスである「問題の定式化プロセス
(problem formulation process)」と，そこで捉え直した問題を実際に解決していくプロ
セス，すなわち「問題の解決プロセス(problem solving process)」の循環からなる。

遺伝子組み換え作物の環境安全性評価に関する国際的動向

Assessment endpoint 評価エンドポイント

保護されるべき環境的価値を明示的に表現したもの。運営上、被
害の影響を受けやすいと同定された環境的に有益な存在、または
被害のエビデンスを示す特性により定義される。たとえば、益虫は
生態学的に有益な存在である。農業生態系内における存在量は
重要な特性である。そのため『益虫の存在量』は評価エンドポイン
トとなる。

Environmental Risk 
assessment(ERA) 環境リスク評価

環境に対する顕著なリスクを同定し、リスクレベルを推定し、リスク
レベルを低下させる対策を要するリスクを判定するプロセス（USEPA 
1998）

Environmental value 環境価値 環境が資源を生産するプロセスを含む、環境の有益な活用法。

Exposure 暴露 GM作物の改変形質と環境的に有益な存在の接触または共出現。

Exposure Scenario 暴露シナリオ
環境的に有益な存在に対して有害となる可能性について記述して
いる一連の状況。

Harm 被害 ある作用または事象がもたらす負の結果または影響（＝悪影響）。

Measurement endpoint 測定エンドポイント
植物の改変形質に対する測定可能な応答のうち、評価エンドポイ
ントに対して定量的に関連付けられるもの（USEPA 1998）。

Problem context 問題の背景
リスク評価のパラメータを確立する行為のことで、方針目標、範
囲、評価エンドポイントおよび方法論を含む。

Problem definition 問題の定義
ある特定のERAの事例に関するさらなる解析の根拠となる顕著
な想定リスクの同定につながり、解析計画の規定につながる行
為。

Problem formulation 問題の定式化
方針目標、範囲、評価エンドポイントおよび方法論から問題を
明文化し解析アプローチを構築する、ERAにおける第一段階。
問題背景および問題定義からなる。

Risk hypothesis リスク仮説
議論または検討のために真とみなされる仮の説明。これを、
ERAの分析フェーズの一部を構成する試験可能な特定の科学
的仮説と混同すべきではない。

By Wolt et al 2010

イネ・コムギ・トウモロコシ・ダイズ・ジャガイモなど21種類の代表的な作
物について、原生種から現在の作物に至るまでの進化を詳しくたどる。
かんきつ類 共通の原生種がアフリカ東部、インドおよびアジア、オース
トラリア、さらにパプアニューギニアに分布しているのは、ウェゲナーが
唱えた大陸移動説を裏付けるのではないかとの説を提起するなど、興
味深い科学読み物としてお薦め。 --東京新聞(2011,02.20) 

日本人の食生活を多彩でゆたかにしてきた栽培植物の歴史を、
社会情勢や人びとの嗜好といった改良の背景をふくめて跡づけ
るとともに、ゲノム情報の利用など 先端の技術も紹介。組織
的な育成機関または民間の篤農家による新品種の育成と普及
のようす、その後の社会への影響を、歴史的な写真やイラストと
ともに詳 述。

はじめに
第１章 イネ
第２章 コムギ
第３章 オオムギ
第４章 トウモロコシ
第５章 ソルガム
第６章 アワ
第７章 ソバ
第８章 ダイズ
第９章 ジャガイモ
第10章 サツマイモ
第11章 テンサイ
第12章 サトウキビ
第13章 トマト
第14章 イチゴ
第15章 アブラナ科作物（ブラシカ）
第16章 ネギとタマネギ
第17章 ブドウ
第18章 カンキツ
第19章 リンゴ
第20章 チャ
第21章 バラ

１章 イネ （横尾政雄）
２章 コムギ （藤田雅也）
３章 トウモロコシ （濃沼圭一）
４章 ダイズ （高橋信夫）
５章 サツマイモ （吉永 優）
６章 トマト （加屋隆士）
７章 イチゴ （望月龍也）
８章 ハクサイ （生井兵治）
９章 タマネギとネギ （小島昭夫）
10章 ダイコン （金子幸雄）
11章 ブドウ （佐藤明彦）
12章 カンキツ （國賀 武）
13章 リンゴ （阿部和幸）
14章 ナシ （梶浦一郎）
15章 カキ （山田昌彦）

従来育種の⽂脈の中で新技術を捉える必要がある。
育種とは何か？
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