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【NPO 法人農都会議 食・農・環境グループ】  

 

「育種の視点から農業と環境を考える」  

 日時：  2016年 11月24日（木）18：00～20：20  

 会場：  港区三田いきいきプラザ集会室  

 

【第１部  講演】  

  「育種の視点から農業と環境を考える」  

大澤  良  氏（筑波大学生命環境系  教授）  

・筑波大学で育種学を担当している。本日は育種、品種改良についてまず話しをするので、その

視点で過去 2 回のシンポジウム内容を思い出し、全体的な位置付けを考えてながら聞いていただ

きたい。 

・国の生物多様性の遺伝子組換え影響評価委員会の委員で、遺伝子組換えを生物多様性の視点か

らの話もしたい。 

１．育種が食料生産に果たしてきた役割（育種技術史） 

・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考究する学問。人類のベネフィットのために、植物の遺

伝性を改善する、そのための技術と科学である。 

・稲の持っている収量の潜在的能力までには実際の収量が達しないのは、潜在的な能力に対して

マイナスに働く病気、害虫、不良環境、雑草との競合などのストレスが要因である。 

・品種改良とは、まずは①ポテンシャルを上げること（粒を大きくする、数を増やす、等の潜在

能力のアップ）、次に②収量等のポテンシャルを落とさずに上記のストレスを減らすことの組み合

わせであり、 これが品種改良の大きな流れである。 

・品種改良の 3 原則― ①遺伝的変異の創出・拡大― 品種改良の基を作る ②希望型の選抜と増

殖― 希望するタイプを効率よく選び出す ③品種の維持・品種化― 性質を変えずに増やす、 こ

の 3 つ全てが揃って初めて品種として、世の中に出回ることになる、一つでも欠けては品種改良

ができたとは言えない。 

・変異を生み出す方法には― 交雑、遺伝資源の利用、突然変異利用、遺伝子組換え、ゲノム編集

などがある。これらは変異を生み出す方法であり、「品種改良」の一部である。 

・栽培植物の改良は、農耕の発生（1 万 2 千年前）とともに始まっている。これが科学として始

まったのは、1900 年のメルデンの法則がその始まり。 

・1927 年には、放射線や化学薬品を使って、自分たちで人為的に変異を起こすことができるよう

になり、上手に使えば、新しい変異として、品種改良できることが証明された。 

・1953 年に DNA の 2 重らせん構造が発表され、1973 年に大腸菌での遺伝子組換えが開発され

た。1980 年代に高等植物でも遺伝子組換えができるようになった。ゲノム編集技術は 2007 年以
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降の技術である。 

・ダーウィンは、「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」― 自

然の変異を上手に組み合わせて品種改良してきた、これが、品種改良である。 

・野生のものをいきなりみんなが食べるものになったのではなく、栽培化というステップが入る。

これが、さらに各地域や民族でどんどんいろんなものが生まれてきた。変化には、 

(1)形質的変化  ・目的形質の巨大化・大型化― 例； 大根、リンゴ、乳牛の乳房  

 穀物の脱粒性― 実がボロボロと落ちない   

(2)生理的変化  ・早生、晩生 ・種子を撒いたら、すぐ一斉に発芽するように休眠性をなくす

などがある。 

・稲は 3万 2千個の遺伝子を持つが、ジャポニカ米、インド米等の栽培稲と野生稲とを比べると、

300個程度の変異（休眠性や脱粒性をなくす等）がある。ジャポニカ米、インド米の間の違いは、

千以上ある。栽培化にかかわるのは基本的な質的な遺伝子で、その後の多様化は個々の地域への

適応や好みで変わり、しかもいくつもの遺伝子がかかわる量的な変異である。 

・食糧不安はエネルギー不安とは全く違う。 空っぽのガソリンタンクと空っぽの胃袋は、まった

く別ものである。石油の代替品はあるが、食糧の代替品はない。食べ物がなくなれば、人間は終

り。品種改良も農業生産も、ここが大事なポイント。 

・日本では、品種改良で、おいしい、甘い、身体にいい、等は評価されるが、多収性、耐病性、耐

害虫性等が議論されることはまずないといっていい。スーパーで消費者は、おいしい、有機、ど

この産地か等は見るが、イモチ病に強い等の生産段階の特性には関心がない。 

・トマトの品種の多様化も、明らかに消費者メリット目線の開発である。トマトには、生産が皆

無になるような致命的な病気が多いが、今流通しているほとんどのトマトには、こういう病気へ

の抵抗性を持たせてある。消費者にはそれが見えない。安定供給という生産者メリットは、消費

者メリットでもあるはずだが、消費者には見えない。 

・イチゴも同じく品種改良で白いイチゴまであるが、全ての品種に、野生種から病気の抵抗性を

交雑で取り入れ、生産者メリット、消費者メリットを実現している。 

・九州と北海道の米は、まずいことで有名だったが、おいしくなった。これも消費者メリットで

あるが、それぞれの地域で耐暑性や耐冷性を付けた品種ができているからでもある。 

２．新しい育種技術（遺伝子組み換え、ゲノム編集）の課題と将来 

・ラウンドアップ・レディ綿は、除草剤散布しても綿だけが生き残る。 

・広大な面積の農地で生産性を上げる品種改良に、耐虫性、耐除草剤性の品種改良は、生産者メ

リットを求めての遺伝子組換えでの品種改良であり、消費者メリットはない（値段面ではメリッ

トはあるが）。 

・ゴールデンライス；多くの子ども達がビタミン A 欠乏で死亡していることへの有効な遺伝子組

換え作物である。 

・2013 年の遺伝子組換え栽培；1 億 8 千万 ha で栽培、日本の国土の 4.5 倍の面積。 

・世界の遺伝子組換え作物生産比率： 大豆生産面積の 8 割が遺伝子組換え、綿は 7 割以上、トウ

モロコシはまだ 3 割くらいの面積。 
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・交雑育種は掛け合わせで生まれた雑種のいろんな変異の中から、いいものをとる技術、 

一方、遺伝子組操作は、ある特定の遺伝子を入れて、ピンポイントで変える技術。 

・交雑育種は両親を決めてから交雑でゲノムをシャッフルして、選抜して特定個体を選ぶことを

繰り返し、10 年かけて完成する技術。100 万個体に一つ良いものができるくらい。それが売れる

かどうかはわからない。 

・戻し交雑育種法は、親Ａに親Ｂの特定の形質だけを入れる技術である。両親の交雑でできた個

体に親 A を交配し、その子供にさらに親Ａを繰り返し交配して、全体の性質は親Ａに近づけて親

Ａの持っている形質に親Ｂの持っている特定の形質だけを導入する育種法である。 

・人為突然変異による育種：人間が変異を誘発する変異である。見てわかる優性突然変異はなか

なか生まれない、労力がかかる。変異原には、 放射線やイオンビームでゲノムを直接傷つける方

法や、化学変異原を使う方法がある。これらの変異原で、突然変異によりピンポイントで変わっ

ても、品種としての確立にまでには、生産性検定含めて、多くのステップを踏むため時間がかか

る。例えば、コシヒカリから作ったミルキークイーン開発（化学変異原を利用）の事例では、9 年

を要した。 

・昔の小麦や稲は、草丈が高かったが、これに草丈を低くする改良を加えた。この改良は自然に

あるものを探してきての改良だが、今の遺伝子科学で見ると、草丈に関わる一部の変異を入れ替

える改変を加えたことになる。 

・この遺伝子の一部に変異が生じれば、草丈を小さくできるとわかった、これが科学の進歩であ

る。 

・トマトの実がポロポロ落ちる脱落性は、改良してきているが、この特定遺伝子を知ることで、

そばの脱粒性の改善を行なえた。 

・ゲノムがわかってきたので、従来の品種改良（草丈や脱粒性の改善のような）に、どの遺伝子

がかかわっているかがわかるようになった。そのゲノム情報によって、草丈や脱粒性の改善等を

狙って品種改良をできるようになった。 

・稲の草丈、ストレス耐性、でんぷんの性質、いもち病耐性、耐暑性、等の遺伝子がわかってきて

いる。これらが、わかってきたことで、その遺伝子を操作できるようになった。米の品種改良が、

10 年～20 年かけていたのを、5，6 年でできるようになる。 

・ゲノム編集は、この 10 年くらいで技術が進み、狙った遺伝子の置換や抜き取りが、遺伝子操作

をハサミで切り張りするように、簡便にできるようになった。ゲノム編集は、偶然を計画的に起

こさせる技術、特定の領域を狙っての突然変異を起こさせる技術である。 

・遺伝子組換えとゲノム編集の違い： 遺伝子組換えは、他の生物の遺伝子をうまく利用しようと

する技術（他の生物の設計図を入れ込む） ⇔ ゲノム編集は、その作物自身の必要な部分のみ変

える技術（設計図の部分書き換え）。 

・従来の育種ではできないものを作る、ということでは、遺伝子組換え技術の方が、ゲノム編集

より優れている（本来持っていない遺伝子を、発現させることができるため）。⇔ ゲノム編集は、

従来育種技術と同等なものができる。同時に複数の形質の改変も可能になる。 

・遺伝子組換えでは、（その生物が）本来持っていない遺伝子を、発現させているため、その遺伝

子が残る。⇔ ゲノム編集は、現在の技術では遺伝子組み換え技術を使うが、導入した遺伝子は
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最終産物には残らない。 

・ゲノム編集は、育種を効率化（速く、手間少なく、低コスト）でき、国内の遺伝資源を活用でき

る。 

・国は「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」で、次世代農林水産業創造技術を推進し

ている（http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sympo1412/subject/subject_09.html）。 

ここでは、ゲノム編集、おとなしいマグロ作り（完全養殖の死亡率低減）等を推進。 

この中で私は円滑な社会実装の調査：研究の役割。これまでは、こんないいのも作ったので、ど

んどん使いなさい、のスタンスだった。これを研究段階から、生産者、消費者等とのコミュニケ

ーションをとって、市場投入の円滑化を図る。 

・ゲノム編集の（道具として使う）ハサミ遺伝子は作物に残らないか、については、現在、実際に

データを取っている。本来、ゲノム編集は、痕跡が残らない技術であるが、痕跡が残らないこと

を目的にしたものではない。 

・ゲノム編集でできた品種は、まだ国内市場に出ていない。今、食品の安全性や生物多様性への

影響について、どのように判断していくのかは整理中。 

・ゲノム編集の開発事例： (1)ジャガイモの芽や青色部分での事故は、起きている。これをゲノム

編集で毒素のソラニンを作らない品種を開発している。 

(2)トマトのハウス内の人手の受粉作業負担が大きい。→ これをゲノム編集で不要にする品種改

良。 

(3)米のアレルギー患者は国内 30 万人。アレルゲンのタンパク質（グロブリン）を低減する米の

開発。 

・新しい技術には、国民は不安なので、科学的知見をわかりやすく説明するため、自然科学者、

社会科学者が集まっている。レギュラトリーサイエンスという考え方で、科学技術を正しく有効

に社会に役立てる道を見出そう、そして、科学技術が人間や社会を無視して発達することにより

起こる深刻な影響を、未然に防ごう、という考え方。この考え方に基づいた規制が必要と思って

いる。社会の不安にきちんと応えていこう、と考えている。 

・情報はどんどん出すと、却って見なくなる、ネットで情報があふれると、見なくなるのと同様。

利害関係者とやりとりしながら、信頼保ちながらやると、理解が進むので、早い段階からの関係

者が参加する手法で開発が進められている。 

・組換え食品の安全性評価は、実質同等性― 新しいものが、今食べているものと、外形が同じ、

成分も同じと判断できるなら、安全と考えるという考え。 

・ファミリアリティ(familiarity)： 遺伝子組換えの生物多様性、環境への影響は、今までと変わ

らない、と判断（何百年にわたって持っている知見で判断）されたら、ファミリアリティは高い、

ということになる。 

・ＧＭでは、何年もかけて評価を積み重ね、目的外変異はほとんどないことの確認をしている。 

３．遺伝子組み換え作物の環境への影響評価について（生物多様性保全の視点で） 

・生物多様性条約（1993 年発効）の下、カルタヘナ議定書が 2003 年に発行。ここで見ているこ

と（判断基準）は、① 交雑性（野生種との交雑で広がらないか） ② 競合における優位性（在来

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sympo1412/subject/subject_09.html
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種を駆逐することは、ないか） ③ 有害物質の産生性（有害物質を出して枯らすようなことは、

ないか）   

・トウモロコシでは、日本には野生種がないので、①交雑性の心配はない、②と③を見ればよい。 

・大豆は、日本には祖先種であるツルマメがあるので、①,②,③の全部を見ないといけない。 

・実際には、実験室から、次に隔離圃場の栽培を 1 年以上やって、一般圃場に移る。 

・環境リスク評価の基本概念：  Risk ＝ f（exposure, hazard)  

 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。 

・サイエンス誌に掲載された、「科学的主張にダマされない」の中に、「相関は因果ではない」が

ある。相関の因果関係を、間違って主張することがある。因果関係は、よく考えないといけない。 

・従来育種の文脈の中で、新技術を捉える必要がある― 

参考本： ・品種改良の日本史ー作物と日本人の歴史物語［編］鵜飼保雄・大澤良 （悠書館） 

・品種改良の世界史 作物編  鵜飼 保雄(編著)、大澤 良(編著) （悠書館） 

 

 

【第２部  質疑応答・議論】  

１． [前半 ] 質問票に、大澤教授が答える形式  

（１）ゲノム編集も広い意味で遺伝子組換え作物か？ 

→ （大澤教授）遺伝子組換えとゲノム編集とは異なるものだが、現在の植物のゲノム編集に

おいては遺伝子組換え技術を用いている。 

（２）NPBT（New Plant Breeding Techniques； 植物における新育種技術）とは何か？ また、

ゲノム編集の最前線の研究栽培は何か？ 

→ （大澤教授）何をもって New と言うのか、難しいが、一番注目を浴びているのは、ゲノム

編集。どんなレベルかと言うと、品種改良の実験段階から、ちょうど、品種改良にチャレンジ

している段階。日本では、クロマグロの絶滅危機種指定を受けたこともあり、マグロの完全養

殖を一層進めているが、途中で死ぬのが多く損失が大きいため、おとなしいマグロを作ろうと

しているが、実現には、まだまだ先の話。農作物では、受粉作業不要のトマト、甘いトマト、多

収の稲が研究段階。 

（３）モンサントの開発した GM（遺伝子組換え）の安全性は、証明されているのか？ 

→ （大澤教授）モンサントに限らず、シンジェンタ、デュポン、等いろいろな会社がやってい

るが、安全性は担保されている。危険であれば、これだけ栽培が広がっていない。危険性の証

明事例はない。 

【大澤教授の追加説明】 

「実害が出ていない」「普及しているのだから安全」という説明について、これは強者の論理で

気持ちよくないという意見があった。20年にわたって実害があると科学的に証明されていないと

いうことについて、実害があるとは言えないという科学的態度であろう。 

実際にこれには科学的根拠がある。これは決して遺伝子組換え利用の正当化を図るための推進
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者の意見ではない。例えば、米国の科学アカデミーは 2016 年 5 月 17 日に遺伝子組換え作物につ

いての報告書「遺伝子組み換え作物-経験と見通し」（Genetically Engineered Crops – 

Experience and Prospects）を発表している。朝日新聞（5月 19日付）によれば、米科学アカデ

ミーはトウモロコシや大豆など米国で広く普及している遺伝子組み換え作物について、人や動物

が食べても健康上のリスクの増加は認められないなどとする報告書を発表した。 

これは、専門家による委員会が、過去２０年にわたる調査報告や研究論文など約９００件を精

査。遺伝子組み換え作物に対して賛否双方の立場の約８０人に意見を聞き、公聴会や公募で寄せ

られた７００件以上の意見なども参考にしたという。 

発表によると、遺伝子組み換え作物を使った食品を食べたことによる健康被害は認められず、

家畜や人が食べても、がんや肥満、消化器・腎臓の病気、アレルギーなどのリスクが高まるとの

疫学的データは得られていないとしている。 

一方、遺伝子組み換え作物を使った製品に対する表示の義務づけについては、健康を守るため

には必要ないとしたが、消費者の「知る権利」など社会的・経済的な観点から、表示の意義を認

めている（参考：https://nas-sites.org/ge-crops/）。 

遺伝子組換え作物の利用を危惧する方々の中には、「遺伝子組み換えは、分類の異なる生物種の

DNA を細胞外で加工し、加工した DNA を他の生物種の細胞内に移転して複製するため、自然界で

起こらない遺伝子操作を強制的に行うため、生態系に悪影響を及ぼす可能性がある。」という意見

があると聞く。その科学的根拠が示されている例を少なくとも私は知らない。また 20年の歴史し

かないので食品安全性について疑わしいという意見もいただく。 

遺伝子組換え食品が人の健康に有害か否かをどのように決めているかであるが、個々の遺伝子

組換え作物について、消費してよいと認められる前に毒物学的危険性の検査と同様に、安全性に

ついて確認されている。対象物にアレルゲンがないか、毒性など消費者の健康に害を及ぼす影響

がないかを検討している。 

ここでは、「実質的同等性」という考え方が危険度評価の要素となっている。遺伝子組換え技術

は対象とする遺伝子に関する情報も多く、植物内で代謝などがどのように変化するのかが特定で

きる。科学者が遺伝子組み換え作物に「実質的同等性」があると結論付けたとしたら、これまで

食してきた食品と正常に違いがないということになる。ここで新しい危険性に関する問題は生じ

えないことになる。 

長期摂取の被害についても懸念されている。しかし、20数年にわたる摂取において健康被害が

科学的に証明されている例はないという事実がある。未知なるもののリスク評価はできないのは

事実であるが、 

（４）種無し柿は人為的突然変異なのか？ 

→ （大澤教授）種無し柿は、単為結果性であるが自然突然変異で世の中にある。品種改良以前

から、存在している。 

（５）遺伝子組換えの方向性が農薬耐性、害虫耐性に偏っているのではないか？ 

→ （大澤教授）生産者ニーズに応えるのが最優先だった― 耐病性、耐虫性、除草剤耐性が最

初に開発された。日本では、除草剤耐性や害虫抵抗性がなかなか理解されない。この話をして

https://nas-sites.org/ge-crops/
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も、日本の農業従事者の高齢化が進み、農民（専業農家）がほとんどいない等の現状では、生

産者メリット、必要性がピンとこない。 

（６）遺伝子組換えへの不安にどう応えるか 

→ （大澤教授）遺伝子組換えへの不安は否定できないので、何が不安なのか、一方的な攻撃、

一方的な反論からは何も生まない、会話が少し欠けている面がある。不安の感覚は大事な感覚

であると思っており、そこから会話が始まればいい。 

【大澤教授の追加説明】 

米国で食品に遺伝子組換え使用の表示が広がっていることは、危険だからではない。危険なも

のはそもそも販売してはいけない。選ぶ権利を主張する消費者が増えている背景がある。米国で

表示が導入されたことは、消費者への透明性を確保する意味で評価すべきだと思う。 

（７）ゲノム編集への規制は、遺伝子組換えと同じ規制がかかるのか？ 

→ （大澤教授）今まさに、議論しているところ。二つの考え方がある― 

(1)一つの考え方は、外部の遺伝子が残らないのだから、規制はできないだろう、という考え方 

(2)その過程では遺伝子組換えの技術を使うではないか、その開発の過程においては、遺伝子組

換えと同じ安全性を確保しながら、開発を進めるべきだ、という考え方 

（８）地球温暖化への対応は。 

→ （大澤教授）どういう形質を変えていくか、最優先事項は国々で違う。ただ、耐暑性を、遺

伝子組換えやゲノム編集だけで簡単に作れるとは、思っていない。今までの育種技術を駆使し

ないとできないだろうと考えている。生き物相手に、オールマイティの技術は存在しないと思

っている。慎重に、ピンポイントで変えていくことになるだろうと、思っている。 

２． [後半 ] 席上の質疑応答  

（１）モンサントの GM は、EU ではラットで発がん性が確認されている、これで EU は輸入禁

止にしている、と聞いているが、これは、科学的ではない、ということか。 

→ （大澤教授）科学的ではない。発がん性は否定されている。論文は再現性なく、取り下げら

れている。EU が遺伝子組換えトウモロコシを拒んでいるのは、ポリティカルな面がある。 

（２）モンサントは除草剤とのセット販売している。除草剤の生物多様性への影響はどうなのか。 

→ （大澤教授）除草剤は遺伝子組換えの前から、使われている。除草剤は、ラウンドアップに

限らず生物多様性には一定の影響は与える。しかし、アマゾンを切り開いて大豆を作るという

モノカルチャー農業の方が、生物多様性にはるかに大きな影響を与えている、これは、モンサ

ントと言うよりも、その国の農業生産の考え方だ。 

（３）除草剤が生物多様性に影響を与えることは認めるか。 

→ （大澤教授）除草剤の農業利用については、除草剤を間違って使うと重篤な影響を与えるが、

如何に生物多様性に影響を与えないようにして使うかについては歴史的に確立してきたと思う。 

（４）世界で砂漠化が拡大しているが、木や農作物の育種の面で取組み状況はどうか。 

→ （大澤教授）耐乾燥性の研究は一所懸命研究している。優先順位は、主要作物の米、大豆で

あり、林木の研究は詳しくはないが、鳥取大学などが取り組んでいる。稲は根の長いものが見
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つかっており、これを使う研究が進んでいるが、砂漠の植物そのものについて、根や葉の構造

がまだ解明されていない。 

（５）モンサントが大豆の畑を調べて、モンサント社の種子を（不正に）使っている、と告訴す

ることが行なわれている。遺伝子組換えが交雑して隣の畑に入り込むことがあるのではないか。 

→ （大澤教授）モンサントの裁判で多く取り上げられたのは、菜種だが、通常近くの畑に広が

ったとしても、それは５％とか、わずかに過ぎないはずであり、そういうケースで訴えた事例

はないはず。裁判事例は、80％から 90％の事例であり、明らかに種子を買わないで栽培してい

た。種苗法の面からも裁判の結果は妥当だ。 

交雑性の懸念は、野生種には生物多様性に影響があるが、作物に対してはカルタヘナ法では規

制していない。 

（６）F1 品種について教えてほしい。 

→ （大澤教授）鳶が鷹を生む形で、二つの親を掛け合わせて作った種子が F1 で、子は抜群の

特性を示す雑種強勢を利用している。トウモロコシは殆どが F1 品種である。種苗会社の野菜も

ほとんどが F1 品種になっている。種苗会社としては、1 品種に特定の形質を持たせるにも戻し

交雑のような手間がかからないこと、一代限りなので育成者の権利が守れる利点がある。 

 

◆ 本報告は、主催者側の報告原稿案に、ご多忙な大澤教授に加筆修正をお願いしました。 

また、【大澤教授の追加説明】は、【第２部】質疑応答での時間不足による説明への補完と、 

アンケート・コメントを考慮して、大澤教授に執筆いただきました。 

【大澤教授より】 

本報告は私の講演を記録していただいたものであり、校閲等を受けてはいません。資料および

本報告において間違った記述等あり得ることをお断りするとともに、関連文献に直接あたってい

ただくことを期待します。このような機会を与えていただいた農都会議の方々に感謝します。 

 

３．見﨑福司氏のコメント  

【（株）西友でチーフバイヤーを務めた後、（株）西洋フードシステムズ、（株）すかいらーく に

勤務された。】 

・食は安全・安心に加え、健康とおいしさが必要。遺伝子組換えの商品の追跡も必要。 

・トレーサビリティには、生物的化学物質、添加物も。 

・我々は産地に行って、地下足袋はいて現地の人たちと一緒にチェックしている。 

・お店では質問してほしい。→ お店が関心を持ち→ 繰り返すと必ず本部に上がって改良される。 

・消費者が今はプライス（安さ）だけを追い求め過ぎ、品質にものを言わないのが問題だ。 

・今の子ども達は、防腐剤入りの弁当を食べている。家庭では加工食品が 5 割を超えている。 

 

以 上  

 


