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序文

研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的

かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な

推進に資することを目的として刊行するものである。

この第517集「新農業展開ゲノムプロジ、エクト一遺伝子組換え生物の生物多様性影響評価及び安全管理技

術の開発（GMO評価・管理領域）－」は、農林水産省農林水産技術会議の委託プロジェクト研究として独

立行政法人農業環境技術研究所を中心に、 2006年度から 2010年度までの 5年間は「遺伝子組換え生物の産

業利用における安全性確保総合研究」として実施し、 2011年から 2012年度までの 2年間は「新農業展開ゲ

ノムプロジ、エクト（次世代遺伝子組換え生物の生物多様性影響評価手法の確立及び遺伝子組換え作物の区分

管理技術等の開発）」として実施した研究成果をとりまとめたものである。

世界における遺伝子組換え農作物の栽培面積は急速に増加し、 2012年にはおか国 l億 7000万ヘクター

ルに及んでいる（ISAAA2013）。海外では、これまで除草剤耐性や害虫抵抗性を付与した遺伝子組換え作

物が栽培されているが、従来とは異なる遺伝子を導入して乾燥ストレス耐性を付与したものや複数遺伝子を

導入してより収量性を高めたものなど、新しいタイプの遺伝子組換え生物が近い将来日本へ輸入されること

が想定される。

こうした中、本研究においては、遺伝子組換え生物の安全性確保に資するため、新しいタイプの遺伝子組

換え生物の生物多様性への影響を評価する手法の確立と、当該遺伝子組換え生物の混入を検出する技術を開

発した。

本研究の成果は、遺伝子組換え作物の開発等を行っている研究機関の関係者が今後の研究計画を、農作物

のリスク評価やリスク管理に係る行政機関の関係者の方々等が今後の施策を考える上で有用であると考えて

いる。

最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

2014年3月

農林水産省農林水産技術会議事務局長

雨宮宏司
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第 1編遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

第 1章生物多様性影響評価に必要な科学的知

見の集積

1 生物多様性影響評価のための手法開発

1）植物

遺伝子組換え品種が開発される可能性のある植物

種を対象として、生物多様性影響について評価項目

に係わる「19消安第 8999号付属の別表第 l」の l

の（3）のニの③記載の項目の内、「近縁野生種との

交雑性及びアポミクシスを生じる特性を有する場合

はその程度」に係わる情報として、わが国における

交雑可能近縁野生種の存在の有無並びに交雑が起こ

りうる場合の識別手段の整備と交雑個体の交雑浸透

性の調査を行い、知見を整理・提供する。交雑可能

近縁野生種が存在する場合は、該当近縁野生種につ

いて、開花期・分布、自然交雑等に関する調査結果と、

交雑性を確認した実験の方法並びにその結果、交雑

個体の交雑浸透性に係わる知見等を提示する。また、

生物多様性影響の評価手法の高度化を図り、生物多

様性影響の評価試験を実施する際の標準的な手法等

としてまとめる D

2）動物

遺伝子組組換え動物の中で最も早く実用化された

ものが、鑑賞用に開発された表皮で蛍光タンパク質

を発現するメダカやゼブラフイツシュであり、高成

長の遺伝子組換え大西洋サケは米国で市販化申請中

である。さらに、中国において同様の遺伝子組換え

コイが実用化に向けて研究を行っている。圏内では、

遺伝子組換えカイコが実用化されようとしている。

また、乳酸菌においては新たな表現系を付与したも

-2-



のが開発され、食品としての安全性の評価をする段

階に入っている。

既に実用化されている又は実用化に近い遺伝子組

換え動物及び乳酸菌の安全性を確保した国内利用に

資するため、宿主の生物情報の収集と動物について

は我が国在来種との交雑性と競合性を中心に、乳酸

菌については水平伝搬についての研究を行い、生物

多様性影響評価手法を開発し、得られた知見をマ

ニュアルにまとめることを目標に研究を行った。

2 国民の関心に応える調査研究

我が固において一般栽培が承認されている遺伝子

組換えダイズとナタネについて、カルタヘナ法にお

いて定められている生物多様性影響、つまり近縁野

生種との交雑を繰り返すことにより、その雑種と置

き換わることがあるのかどうか、高い競合性により

周辺群落に侵入し、周辺群落植物を駆逐することが

あるのかどうかなど、市民にとって関心が高い事柄

（＝懸念）について科学的な調査に基づいて得られ

た結果を正確かつ効率的に伝達する手法（コミュニ

ケーション手法）を開発・改善する。

第 2章海外諸国における遺伝子組換え生物の

研究に関する調査

本研究の目的は、海外諸国（特に EU、アメリカ、

中国等）における遺伝子組換えをめぐる研究開発、

共存研究および関連政策、生物多様性上の新知見等

に関する調査解析を行い、研究プロジ、エクトおよび

政策部局への知見の提供を行うことである。具体的

には、次の論点について海外情報の収集解析を行っ

た。①北米における遺伝子組換え食用作物の受容動

向に関して、市場や流通業界の動向も含めて調査解

析する。②海外諸国における遺伝子組換え作物の安

全性研究および一般作物との共存に関する諸政策に

関して調査解析する。③遺伝子組換え作物の安全性

に関する研究の国際的な最新動向に関して調査解

析を行う。④医薬品を産生する組換え作物（PMP)

等における厳格な区分管理手法の開発・運用動向に

関して調査解析を行う。⑤EU諸国で進められてい

るGMOと有機農業との共存に関わる研究開発およ

び政策策定の動向とその背景について調査解析す

る。⑥MON810の栽培禁止や除草剤耐性雑草の発

生など、生物多様性影響評価における新しい知見や

検知技術について情報収集および解析を行う。⑦共

存政策に関わる賠償責任制度を中心とした法制度的

枠組みに関して調査解析を行う。⑧栄養成分を高め

るような高機能性GMOの開発動向とその導入に関

する調査解析を行う。⑨中国における GM生物の

研究開発および基本政策の動向を調査解析する。⑩

除草剤耐性牧草（アルフアルファ）をめぐるアメリ

カの裁判経過の解析を通じて、行政手続き上の示唆

を得る。

また海外より専門家を招へいし、シンポジウム等

を開催することで海外専門家との情報交換を図るこ

とも併せて目的としている。

第 3章遺伝子組換え作物の利用における安全・

安心の確保のための管理技術の開発

1 遺伝子拡散防止等安全確保技術の開発

遺伝子組換え農作物の商業栽培開始から、すでに

18年が経過して、日本には年間 1,600～ 1,700万ト

ンの遺伝子組換え農作物が輸入されていると推定さ

れるが、未だに国内において商業栽培は行われてい

ない。一般には遺伝子組換え農作物や遺伝子組換え

食品に対して国民的合意が得られていないことが理

由とされているが、国民の半数が遺伝子組換え食品

に対して「不安がない」または「あまり不安がない」

と回答している調査結果もあり、徐々にではあるが

国民的理解は進んでいると思われる。しかし、遺伝

子組換え食品を避けたいとする国民や農業生産者が

いる状況において、交雑・混入を防止し、流通上の

混乱を未然に防ぎつつ、遺伝子組換え農作物と非遺

伝子組換え農作物との共存が必要である。

今後は、工業原材料や医薬品等の非食用の物質を

生産させる遺伝子組換え植物の利用や、高温や乾燥

等の環境ストレス耐性を有する遺伝子組換え農作物

の利用が想定されていることなどから、遺伝子組換

え農作物から非遺伝子組換え農作物への遺伝子拡散

防止技術の開発が望まれている。

遺伝子拡散防止技術として、葉緑体への遺伝子導

入、雄性不稔性の付与、閉花性の導入、次世代にお

ける発芽抑制、根圏の成長制御などがあり、これら

の技術による遺伝子拡散防止の可能性を証明し、実

用化できるレベルまでに技術を高めることを目的に

本研究を行う。具体的には、葉緑体形質転換技術は

イネやムギ、アブラナ科作物などを対象とし、雄性
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不稔性はアブラナ科作物とスギを対象とする。開花

受粉性はイネ spwl-elsで見いだされた開花突然変異

体から開花性を飼料用イネに導入するとともに、開

花性を示す原因遺伝子を明らかにして利用を図る。

spwl-elsの開花特性を調査している過程で、低温に

おいて開花することが明らかになったので、低温で

も開花しない突然変異体の獲得のために 3課題が途

中から開始された。ダイズについても＋食言すを行った。

さらに、次世代で発芽を抑制する技術は海外で特

許化されているものの実際の可能性は示されてない

ことから、その実証を行うこととし、さらに地下茎

で増殖する植物種の生育制御として、根圏制御技術

の開発に取り組む。

2 新たに流通が見込まれる遺伝子組換え作物の

検出技術等の開発

わが国における遺伝子組換え作物の使用にあたっ

ては，「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」、「食品衛生法」

等、各種関係法令に基づく安全性確認等の手続きが

必要である。これらに加え、実際の使用にあたって

は，生産・流通上の混乱を招かぬよう交雑や混入を

防止する等の配慮が求められ、かつ「農林物資の規

格化及び品質表示の適正化に関する法律」及び「食

品衛生法」によって表示義務も課されている。従っ

て、 遺伝子組換え生物の産業利用に際しての各種法

( 1 ）実態把握 ( 2）抑制

令の遵守、及び安全 ・安心の確保のためには遺伝子

組換え体の検知技術に基づくモニタリング、検査等、

各種調査が必要であり、そのためには実用的な検知

技術の開発が必須である。本課題においては、新た

に作出される組換え作物の検出技術の開発、新規検

知手法の開発、及び安全性評価に必須なアレルゲン

ならびに各種成分の分析に関して研究を推進する。

第4章遺伝子組換え作物と一般栽培作物等と

の共存のための技術開発

これまでの遺伝子組換え作物（GM作物）の花粉

飛散や交雑に関する研究は、 GM作物の開発に伴う

小規模な試験栽培を円滑に行うために必要な情報を

収集することが主たる目的であった。しかし、 GM

作物の商業栽培に備えて、 GM作物と同種の非 GM

作物の共存を図るルールを作成するためには、農家

圃場規模で発生する花粉飛散や交雑の実態を把握す

ることが重要と考えられる。本研究では水稲等を大

規模に栽培した場合に発生する自然交雑を調査する

とともに、交雑を予測するための手法や交雑を抑制

するための技術の確立に資する調査 ・研究を実施し

た。これらの課題のなかには、収穫時の異品種の混

入に関する調査も含まれ、得られた研究成果を包括

することにより、地域スケールで発生する交雑及び

混入を総合的に評価 ・予測するシステムの構築を目

指すものである。
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第2編次世代遺伝子組換え生物の生物多様性

影響評価手法の確立及び遺伝子組換え作物の

区分管理技術等の開発

第 1章生物多様性影響評価手法の開発

現在、国内外で皐魅や低温など厳しい環境に耐性

を持つ遺伝子組換え（GM）作物の研究開発が進ん

でいる。また、動物においても高成長の遺伝子組換

え大西洋サケやコイが開発され実用化に向けて研究

が進んでいる。表皮で蛍光を発する遺伝子組換え魚、

は観賞魚としてすでに一部の国で市販されている。

さらに、 GMカイ コは国内で2種使用申請されよう

としている。しかし、現行の生物多様性評価システ

ムでは、宿主動植物との比較することによりその特

性を検討しているため、周辺動植物への影響の評価

は難しく、その生物多様性影響の評価方法は確立さ

れていない。

そこで、推移行列モデルを用いた環境ストレス耐

性遺伝子組換え作物の生物多様性影響評価手法の開

発、ツルマメを寄主とする昆虫類の解明、ツルマメ

の生態学的特性、ダイズとツルマメとの交雑性、雑

種後代の特性等 Btダイズのツルマメに対する生物

多様性影響の評価に資する知見の集積、遺伝子組換

えナタネが国内で自生するセイヨウナタネおよび在

来ナタネ集団への遺伝子浸透を介した生物多様性影

響を評価するための情報の収集、大西洋サケの在来

種との競合試験の開発、ゼブラフイッシュの在来種

との交雑性の解明、メダカの競合における優位性、

捕食性、寄生性、有害物質の産生性等の情報の集

積、 コイとその他の在来コイ科魚類との交雑可能性

の検討、カイ コとクワコの交雑種とクワコとの競合

性試験の開発とクワコについての知見の集積を行う

ことを目的に研究を行った。得られた情報は関係す

る行政部局が参考にできる生物情報やバイオロジー

ドキュメントとしてまとめた。

では交組事0%を目指す

の区分管理水筆！孟？
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第 2章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

遺伝子組換え（GM）作物の栽培面積が年々増加

している。その主流は除草剤耐性や害虫抵抗性を付

与した GM作物であるが、収量を高めたものや複

数の遺伝子を導入したもの、環境ストレスに耐性を

示すものなど、自然環境下において適応度が向上す

るような GM作物の開発も活発である。園内にお

いても、高トリプトファン含有イネや複合病害抵抗

性イネなど国産 GMイネが実用化準備段階に入っ

ている。このような状況を鑑み、 GM作物が国内で

商業栽培された場合に備えて、 GM作物と非 GM作

物の交雑を低く抑えるための圃場の空間的管理手法

や、開花性の導入による生物的封じ込め手法を確立

する。また、輸入農産物に混入する未承認GM作

物の検知や複数の遺伝子を導入したスタック系統の

定量的検知のための技術を開発する。加えて、収穫

後の流通・加工過程における混入の実態を把握する

とともに、混入防止策を導入した場合の追加的コス

トを試算する。

第 3章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

本研究の目的は、遺伝子組換え生物の産業利用に

おける重要な課題に関して、特に区分管理措置およ

び生物多様性影響評価に着目し、諸外国における研

究上の新知見および政策動向に関して情報収集・解

析を行うことにある。これらの知見の集積を行うこ

とを通じて、国内区分管理研究および生物多様性影

響評価に対して示唆を与えることを目的とする。具

体的には、①EU等における区分管理および共存政

策に関する研究・政策動向の解明、②北米、豪州、｜に

おける新規遺伝子組換え植物の生物多様性影響評価

をめぐる新知見の分析検討、特に環境ストレス耐性

GM作物をめぐる評価上の考え方や、北米における

除草剤耐性雑草の管理に関する知見の収集、③欧州

等における新規遺伝子組換え植物の生物多様性影響

評価をめぐる新知見の分析検討、特に欧州食品安全

機関によるリスク評価手法の検討状況の把握、④米

国等で新規に実用化が見込まれる遺伝子組換え動

物、とくに大西洋サケおよび、中国における組換え魚

をめぐる生物多様性影響評価手法の分析検討、とい

う4課題を設定し、海外情報の収集分析を行った。

v 研究方法

第 1編遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

第 1章生物多様性影響評価に必要な科学的知

見の集積

1 生物多様性影響評価のための手法開発

1）植物

我が固における交雑可能近縁野生種が公知でない

場合では、文献調査と、必要により標本調査等によ

り情報の収集を行い、基礎的な知見を得る。その結

果、可能性のある近縁野生種が全く存在しない場合

には、その結果を整理し、利用に供する。交雑可能

性のある近縁野生種の存在が示されるか、或いはそ

の可能性が想定される場合には、識別のための分子

マーカーの開発など、必要な識別手段を整備する。

また、交雑可能近縁野生種の存在が明らかな場合に

は、それらの種の分布調査、開花期の調査等を実施

し、自然界での交雑可能性を評価するための基礎

データを整備する。また、それらの種との間での交

雑実験を行い、具体的な交雑浸透性に関する知見を

整備する。一方、生物多様性影響の評価手法を高度

化することを目的とした技術開発を行うと共に、そ

の適用可能性を評価し、標準的な手法としての定式

化を目指す。特に、これまで、評価のための手法が

無かった環境ストレス耐性作物の評価手法開発で

は、複数の評価手法の適用可能性を検討すると共に、

実際の組換え体を用いた妥当性の検証も行う。

2）動物

(1）動物に関しては、宿主の生物特性や飼育され

る場所、予想される逃亡経路から交雑や競合性試

験に使用する在来種の特定を行い、種判別できる

DNAマーカーの開発を行った。次に、実際に人工

交雑または自然交雑を行い、 DNAマーカーを用い

て得られた圧が交雑種であるかを確認し、その交雑

後代の特性の解明を行った。さらに、競合性試験を

行える種については飼育環境下における競合性試験

を行った。得られた情報は、第一種使用申請者が参

考にできるよう論文公表に努めると共に、生物情報

及び実験集としてまとめた。

(2）乳酸菌に関しては水平伝搬を調べるための薬

剤耐性遺伝子を導入した乳酸菌を開発し、乳製品中

並びに模擬自然環境における一次水平伝搬の可能性

について検討した。次に、プラスミドと染色体中に
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組み込まれた遺伝子の水平伝搬の違いを検討すると

共に乳製品中における二次水平伝搬の可能性につい

て検討した。さらに、真核微生物への水平伝搬の可

能性も検討した。得られた情報は、第一種使用申請

者が参考にできる論文の公表に努めると共に、生物

情報及び実験集としてまとめた。

2 国民の関心に応える調査研究

(1）生物多様性影響評価委員会からデータの蓄積

を求められている遺伝子組換えダイズ及びツルマメ

については、圃場条件下において、遺伝子組換えダ

イズ（以下 GMダイズ）の播種目、複数の品種を

用いて開花を調整すると共に隣接栽培、花粉親と種

子親との距離を変えての栽培実験を行う。また、ダ

イズの風媒性の特徴を花粉飛散距離調査および国内

各地域においてダイズ聞の自然交雑率を花粉親と種

子親との距離を変えて調査する。加えて低温による

雄性不稔がダイズの交雑率に及ぼす影響を明らかに

する。さらにツルマメとダイズの雑種後代の適応度

を評価すると共に遺伝子浸透モデルを構築し導入遺

伝子の拡散リスクの評価を行う。

(2）茨城県鹿島港周辺に 2定点調査区を設け、定

期的にこぼれ落ち種子に由来するセイヨウナタネ個

体群の発生消長を調査する。セイヨウナタネと在来

ナタネの複数の系統を用いて、両者の交雑親和性を

明らかにする。その際、 Aゲノムと Cゲノム問で

の対合しにくい Cゲノム染色体の同定を行う。突

然変異除草剤耐性セイヨウナタネを使用し、セイヨ

ウナタネ（花粉親）からカラシナ（種子親）への遺

伝子拡散の程度と範囲を明らかにする。また、セイ

ヨウナタネの種内交雑変異および在来ナタネとの種

間交雑を明らかにすると共に栽培実験指針における

交雑防止措置の検証に資するために、防虫網による

セイヨウナタネ聞の交雑抑制効果について隔離距離

を変えて検証する。

(3）これらの成果を効率的且つ正確に多くの市民

に伝えるためにマスメディアを介したコミュニケー

ションならびに一般市民との双方向のコミュニケー

ションに関する手法の開発を行う。

第 2章海外諸国における遺伝子組換え生物の

研究に関する調査

海外情報の収集分析に当たっては、現地調査を行

うと共に、関係する国際学会等に出席することで知

見を深めると共に、海外専門家との情報交換を行っ

た。また適宜、学術論文、メディア、インターネッ

ト等から情報を収集し、現地調査を補完した。また

収集したデータや知見に関しては、適時に研究プロ

ジ、エクト関係者や行政部局に還元し、共有を図った。

第 3章遺伝子組換え作物の利用における安全・

安心の確保のための管理技術の開発

1 遺伝子拡散防止等安全確保技術の開発

(1）葉緑体形質転換では、植物の葉緑体ゲノム中

の遺伝子挿入領域をクローニングし、選抜マーカー

と可視化マーカーの発現カセットを連結して葉緑体

形質転換ベクターを構築する。イネは種子由来カル

ス、ムギは未熟杯由来カルス、アブラナ科作物は葉

片に、パーティクルガンで撃ち込む。

(2）雄性不稔性の付与には、まずアブラナ科作物

ではシロイヌナズナやナタネの情報よりブロッコ

リーより荷特異的プロモーターを単離し、スギは

Suppression Subtractive Hybridization (SSH）法

により荷特異的発現プロモーターを単離する。 GUS

遺伝子をつないで発現特性を確認し、その後、雄性

不稔誘導用遺伝子としてタンパク質分解遺伝子や

RNA分解遺伝子などを発現させて、雄性不稔性の

誘導程度や植物体への影響等について評価する。

(3）閉花突然変異体の spwl-elsの原因遺伝子を明

らかにし、鱗被特異的プロモーター領域を探索し、

鱗被形成関連遺伝子と連結することによって、開花

受粉化ベクターを構築し、利用を図る。平wl-elsは

低温で閉花性が打破されることから、新たに「た

ちすがた」、「モミロマン」、「コシヒカリ」などに

EMSによる突然変異処理を行い、低温耐性の開花

性イネの選抜を試みる。これらの低温耐性を評価す

るために、東北農研センター所有の温度勾配チャン

パー（約四℃から 25℃までの温度勾配を形成でき

る自然日長・自然光型）において幼穂形成開始期以

降、冷温から常温域までの異なる温度履歴で生育さ

せ、開花反応を解析する。トリプトファン高含有イ

ネ系統に開花受粉形質（els）を交配により導入し、

elsとOASAIDを併せ持つ T3F2を選抜し、実用形

質を付与した遺伝子組換えイネにおける開花性の評

価を行う。

(4）次世代発芽抑制及び根圏制御用ベクターの構
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築は、①誘導プロモーターと連結したリコンビナー

ゼ（Cre）遺伝子、②組織特異的・生育時期特異的

プロモーター（EC-Pl、2S、イネ MADS遺伝子プ

ロモーター）と、 Creによる相同組換えにより脱落

する Lox配列に挟まれた挿入配列、③挿入配列の

脱落後、組織特異的プロモーターと致死遺伝子が連

結するように設計する。最初にシロイヌナズナやイ

ネに導入して効果を検証する。根圏制御の可能性が

示された Cre/loxPシステム、致死遺伝子 （barnase)

および組織特異的プロモーターを組み合わせたベク

ターを用いて、パヒアグラスをモデルとして導入し、

根圏制御の可能性を検証する。

2 新たに流通が見込まれる遺伝子組換え作物の

検出技術等の開発

(1）「流通管理を目的とした遺伝子組換え農作物

の検知技術の開発・改良及び妥当性確認」において

は、新規承認遺伝子組換え（GM）系統等に対して

既存の定性・定量ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）技

術を用いて分析法の開発、及び妥当性確認を進める。

また、 GM農産物の増加等に伴い顕在化してきたス

タック等の問題解決に向けた混入率評価手法を開発

する。さらに未承認GM系統への対応も行う。

(2）「遺伝子組換え農産物のオンサイト検知を可

能とする PCRシステムの開発」においては、実験

設備の整った環境でなくとも、農作物から PCR分

析に適した DNAの抽出が可能な携帯型 DNA抽出

デバイス、及び迅速簡便な DNA定性・定量デバイ

スの開発を行い、性能評価を実施した粉砕器もあわ

せてオンサイト検知を可能にするシステム開発を行

つ。
(3）「未承認・未確認系統に対応可能な遺伝子組

換え農産物網羅的プロファイリング技術の開発」に

おいては、リガーゼ連鎖反応（LCR）法と PCR法

を組み合わせたマルチプレックス PCRーマルチプ

レックス LCR法（MPCR-MLCR）による GM農産

物の一斉検知・判別手法の開発を行う。また、多

数のリアルタイム PCR検査を一枚の反応プレート

上で同時に実施するリアルタイム PCRアレイ法を

GM農産物網羅的検知のための基盤技術として開

発・評価する。

(4）「組換えイネの非意図的な影響評価のための

IgE反応性タンパク質の検出技術の開発」において

は、わが国の組換え体開発の主要な作物であるイネ

について、アレルゲンの量的変動を解析する手法の

開発を行う。また、宿主の基礎データである成分に

ついても分析を行い、食品成分データベースの拡充

を図る。

(5）「質量分析による GMO高速検出システムの

構築」においては、標的領域の遺伝子増幅と、その

増幅産物を質量分析装置にて検出するという組み合

わせで、 GM農産物のための高速検出システムの構

築を行う。

第4章遺伝子組換え作物と一般栽培作物等と

の共存のための技術開発

(1）共存に関する知見の集積

茨城県つくばみらい市（1.2ha）、岩手県雫石町

(l.8ha）、秋田県大潟村（l.5ha）の 3地域において、

水稲栽培農家の圃場を借り上げ、農家による一般的

な栽培を行った場合の自然交雑率を調査した。また、

トウモロコシについては家畜改良センター（北海道

新ひだか町・ 8.5ha）と種百管理センター（群馬県

嬬恋村・ 14ha）の試験圃場において、ダイズにつ

いては畜産草地研究所（栃木県那須塩原市・ 0.3ha)

において、それぞれの自然交雑率を明らかにするた

めの栽培試験を実施した。これらの大規模圃場試験

から得られた知見は、以下で開発する交雑予測モデ

ルを検証・改良するために活用した。

(2）交雑に関する評価・予測技術の開発

風媒性作物を対象に、異品種を栽培する圃場開で

発生する交雑を物理的に再現する交雑予測モデルを

開発した。また、地理情報システム（GIS）を用い

て各地で普及する品種やそれらが作付けられた圃場

の位置や面積、開花期や収穫期、気象条件などの情

報を含む圃場環境GISデータベース（DB）を整備

することにより、上記交雑予測モデルを拡張し、地

域スケールで発生する交雑及び混入を評価・予測す

るシステムを開発した。一方、交雑や混入が定めら

れた水準以下に収まっていることを調査・検定する

ための統計手法や、空中花粉の自動計測手法を開発

した。さらに、隔離距離や防風ネットなどの防風施

設による交雑抑制効果を評価・予測するためのモデ

ルや指標も開発した。

(3）交雑抑制技術の開発

イネ、トウモロコシ、ダイズ、マメ科牧草、テン

-8-



サイ、ライグラス類を対象に、様々な交雑防止措置

の効果を調査した。具体的には、 1）距離による交

雑防止措置（イネ、テンサイ）と 2）距離によらな

い交雑防止措置に大別され、 2）については、 a）播

種期あるいは出穂時期の差（イネ、トウモロコシ）、

b）防風網や防虫網の利用（イネ、トウモロコシ、

ダイズ）、 c）防風植生の栽培（トウモロコシ）、 d)

散水装置の設置（トウモロコシ）、 e）訪花見虫をト

ラップする緩衝帯の栽培（マメ科牧草）、 f）雄性不

稔系統を利用した花粉放出強度の低減（ライグラス

類）などに細分化された。また、人工的な低温雄性

不稔の誘発や、訪花昆虫の放飼による自然交雑率へ

の影響についても検討した。

(4）混入防止技術の開発

イネとダイズを対象に、収穫から乾燥調整過程で

発生する種子混入を評価するための調査法を確立す

ると共に、種子混入の実態を把握し、混入の低減・

防止するための技術指針を作成した。

第 2編次世代遺伝子組換え生物の生物多様性

影響評価手法の確立及び遺伝子組換え作物の

区分管理技術等の開発

第 1章生物多様性影響評価手法の開発

(1）ダイズ、ツルマメに関して野生化するシナリ

オを作成し、各生育段階における生育確率を文献か

ら収集する。次に、文献では得られない情報を得る

ために実際に圃場外ばらまき試験、石豆頻度＆種子

越冬試験を自然に近い状態で行い、発芽率及び各生

育段階における生残率を求める。得られたデータを

用いて推移行列モデルに適用し、群落の存続性を示

すラムダを算出する。

(2）耐冷性が強化された遺伝子組換えイネの越冬

モデル試験に加えて、冠水あるいは深水条件下での

生存率・種子増殖率などの各種パラメーターを明ら

かにし、逸出した耐冷性遺伝子組換えイネが野生化

する確率を推定する。

(3）東北、関東、中国四国、九州の各地域それぞ

れ数カ所のツルマメ自生地において、 2011年およ

び2012年のツルマメ生育期間（5～ 11月）に定期

的もしくは随時、ツルマメを摂食している幼虫を探

索、採集し、室内飼育により得た成虫及びチョウ目

幼虫の標本を作製し、種の同定を行う。次に、チョ

ウ目幼虫がツルマメ発芽実生及び葉の摂取量を調べ

ると共に、昆虫によって大きく摂食されたツルマメ

個体群を定期的に探索する。また、ツルマメの個体

密度が種子生産に与える影響を実験的に解明するた

め、試験圃場において播種密度の異なる処理区（4、

16、64、256、1024粒／ m2）を設定し、コドラー

ト（50×50cm）あたりの出芽数、生存個体数、葉

面積、葉童、種子数、英数を調査する。さらに、ツ

ルマメの切葉およびハスモンヨトウによる食害が種

子生産に与える影響を調べる。

(4)0ECDのコンセンサスドキュメント（OECD

2000、2006）を参考にツルマメのバイオロジードキュ

メントの主たる記載項目の選定を行い、我が固にお

けるツルマメの分布情報を標本庫情報（国立科学博

物館、東京大学）、公開されているデータベース情

報（農業生物資源研究所ジーンバンク、ナショナル

リソースプロジ、エクト）より収集する。また、農業

環境技術研究所の RuLIS（農村景観・調査情報）シ

ステムによりツルマメ生育地の環境を解析する。文

献等から収集できない情報は、本研究において実験

または調査を行って知見を得る。

(5）カラシナの文献調査、実験及びカラシナの調

査を行い、カラシナの分布、形態的特性、雑種およ

び雑種後代の環境適応度等の情報の収集を行う。バ

イオロジードキュメント作成については、 Brassica

作物のドキュメント（OECD2012）や「栽培作物

の生物学に関するコンセンサス丈書のための考慮す

べき事項」（OECE2006）を参考にし、さらに課題

2104及び課題2106と連携を取って決める。

(6)0ECDのコンセンサスドキュメント（OECD

1997、2006、2012）、 CanadianFood Inspection 

AgencyのBrassicarapaおよびB.napusのドキュ

メント（CFIA1994）、オーストラリア政府のドキュ

メント（OGTR2011）を参考にして、在来ナタネ

およびセイヨウナタネの我が国におけるバイオロ

ジードキュメント作製に必要な調査項目の選定を行

う。セイヨウナタネ及び在来ナタネの分布状況、両

種の交雑親和性を調べるために文献調査を行うと共

に、環境省及び農林水産省の遺伝子組換えセイヨウ

ナタネの分布調査並びに具体的データをもとに遺伝

子組換えセイヨウナタネの分布情報から空間的拡散

状況に関する統計的解析の基盤データを収集する。

(7）大西洋サケの本州における繁殖特性を明らか

にするため、寒冷な茨城県日光と三重県度会郡で飼
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育し、成熟する可能性を検討する。また、自然環境

に近い条件での在来種との競合試験を行う。

(8）ゼブラフイッシュと在来コイ科魚類とを交雑

した事例がないため、ゼブラフイツシュと生息特性

と繁殖特性が似ている在来サケ科魚類との人工交配

を行い、得られた匹の DNAマーカーによる種判別、

発生様式の詳細な観察を行う。また、ゼブラフイツ

シュを捕食する魚種を用いた有害物質産生性試験を

検討する。

(9）生物情報については、丈献等からメダカの分

類や競合性、捕食性、寄生性、有害物質の産生性、

繁殖特性及び飼育実験手法の情報等を収集してまと

める。また、メダカとハイナンメダカの交雑後代の

不妊性等の足りない知見については、自然交雑試験

等により知見を蓄積する。評価試験についても、文

献等から飼育実験や毒性試験、環境ホルモン試験、

メダカの個体聞における行動を観察する試験等の情

報を収集してまとめる。

(10）コイと交雑の可能性のあるフナ類との人工

交雑試験を行い、得られた脹の DNAマーカーによ

る種判別を行うと共に、交雑匹の生存性を調べ、自

然交雑の可能性を検討する。

(11）ミトコンドリア DNA及び核内遺伝子の塩

基配列の解析により、日本に分布するクワコとカイ

コの聞に遺伝子交流があった可能性を調べる。また、

カイコとクワコの雑種とクワコとの競合を調査する

ため、網室内に雑種とクワコの僻化幼虫を放飼し、

得られた休眠卵の DNA型を調査する。茨城、群馬、

長野の数カ所で、カイコ雌成虫を誘引源としたフェ

ロモントラップによるクワコ雄成虫の捕獲調査を定

期的に行い、クワコの発生消長を調べる。

第2章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

(1）香川県さぬき市（l.2ha）と佐賀県佐賀市（l.Oha)

の水稲栽培農家の圃場を借り上げ、農家による一般

的な栽培を行った場合の自然交雑率を調査したD ま

た、北陸や関東地方において普及するウルチとモチ

品種を組み合わせて、最も交雑しやすい条件で水稲

を栽培した場合の自然交雑率を調査した。得られた

データを用いて、圃場環境 GISデータセットを構

築するとともに、交雑の評価・予測システム及び平

均交雑率予測指標の精度向上を図った。また、交雑

に由来する低頻度の混入を検定するためのサンプル

数決定式を導いた。

(2）閉花受粉性変異 spwl-clslを導入した準同質

遺伝子系統を試験栽培し、開花率や農業形質と気象

条件の関係について調査するとともに、 spwl-clsl

を安定的に利用するための技術を開発した。一方、

東北以北向けの閉花受粉性イネとして、「北陸 193

号」ゃ「たちすがた」に由来する新規開花受粉性イ

ネ候補を試験栽培し、開花率や農業形質と気象条件

の関係を調査した。これらの新規閉花受粉性変異体

の分離集団を用いて、閉花性遺伝子の遺伝様式を明

らかにするとともに、選抜に利用可能な DNAマー

カーを作出した。

(3）園内での栽培や流通が予想される GMイネ

を対象に、迅速な検知手法の開発に必要な条件を整

備した。グループテスティング（GT）法の手順を

改良することにより、複数の遺伝子を導入した GM

トウモロコシ（スタック品種）の混入率を高い精度

で評価することを可能にした。混入した未承認GM

系統を推定するために、既知 GM系統に関する塩

基配列を蓄積したデータベースを構築するととも

に、未承認GM系統に由来する組換え DNAの塩基

配列を検索する一連の手順を確立した。

(4）収穫後のコメの流通経路を調査し、現在の異

品種混入の実態を明らかにした。また、海外から輸

入される GMトウモロコシやダイズ、ナタネの流

通経路を把握し、現在の区分管理の実態を明らかに

した。さらに、流通過程においてどのような混入防

止措置が必要かを検討し、その導入に伴う追加的コ

ストを試算した。

第 3章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

海外情報の収集分析に当たっては、アメリカ、

EU、中固などにおいて現地調査を行うと共に、テー

マに関連する国際学会（共存に関する国際会議

(GMCC）、組換え生物に関するバイオセーフティ会

議（ISBGMO））等に出席することで知見を深める

と共に、海外専門家との情報交換を行った。また学

術論文、メディア、インターネット等から情報を収

集し、現地調査を補完した。また収集したデータや

知見に関しては、適時に研究プロジ、エクト関係者や

行政部局に還元し、共有を図った。また海外より知
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見を有した専門家を日本に招へいし、ワークショッ

プ等を実施することで海外専門家との意見交換を実

施した。

研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

06 07 08 09 10 11 12 機関 研究室

1 遺伝子組換え生物の産業利用におけ

る安全性確保総合研究

(1) 生物多様性影響評価に必要な科学

的知見の集積

1) 生物多様性影響評価のための手

法開発

① 遺伝子組換え作物が植物のラ 『司 - 農業環境技術研究 生物多様性研究領

イフサイクルに及ぼすアレロパ 所 域

シー活性検定手法の開発

② クリーピングベントグラス -司 ::: 農研機構畜産草地 飼料作物育種工学

組換え体と交雑可能性のある 研究所 研究チーム

Agrostis属在来種の同定 北海道大学 北方フィールドサ

イエンスセンター

③ サツマイモと近縁野生植物と 『司 - 九州沖縄農業研究 サツマイモ育種研

の交雑性に関する研究 センター 究チーム

④ イチゴ8倍体栽培種と日本に 『． - 九州沖縄農業研究 イチゴ周年生産研

自生する近縁野生種との交雑性 センター 究チーム

に関する研究 香川大学 農学部

⑤ ユーカリ属及びカバノキ属の - ・ー 森林総合研究所 生物工学研究領

近縁種との交雑性に関する研究 域・ストレス応答

研究室・樹木分子

生物研究室・北海

道支所

⑥ スギの実生更新に関する研究 -司 -』 林木育種センター 育種研究室

⑦ 抗菌性蛋白質の利用に関わる 司 - 農業環境技術研究 生物生態機能研究

生物多様性影響評価法の開発 所 領域

⑧ 不良環境ストレス耐性遺伝子 農業環境技術研究 生物多様性研究領

組換え作物（コムギ）の生物多 所 域－生態系計測研

様性影響評価法の作成 究領域

⑨ 不良環境ストレス耐性遺伝子 -司

， 』 北海道農業研究セ 低温耐性研究チー

組換え作物（イネ）の生物多様 ンター ム

性影響評価法の作成
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⑩ 環境修復用遺伝子組換えカボ 時争 野菜茶業研究所

チャ、キュウリの生物多様性影

響評価に必要な知見蓄積

⑪ 遺伝子組換え コムギの生物多 時咽・ 近畿中国四国農業

様性影響評価に必要な知見蓄積 研究センター

⑫ 遺伝子組換えソルガムの生物 - 長野県畜産試験場

多様性影響評価に必要な知見蓄 作物研究所

積

⑬ 遺伝子組換え レタスの生物多 -司 ， －ー 野菜茶業研究所 野菜ゲノム研究

様性影響評価に必要な知見蓄積 チーム

⑭ 虫媒植物における交雑メカニ -司 -・． 農業環境技術研究 生物多様性研究領

ズムの解明と交雑性評価手法の 所 域

確立

⑮ カイ コと クワコ聞の交雑およ - ．』 農業生物資源研究 昆虫科学研究領域

び遺伝子交流評価に関する研究 所

⑬ セイヨウミツバチ組換え体の - 』 畜産草地研究所 ミツバチ科学研究

生物多様性影響評価手法確立の センター

ための異種間交雑可能性の検討 玉川大学 中央遺伝子解析セ

ンター

⑫ コイの生物学的特性評価に基 司 - 水産総合研究セン

づく環境評価手法の探索 ター ・中央水産研

究所

⑬ メダカの交雑性評価に関する 水産総合研究セン

研究 ター－養殖研究所

⑮ ゼブラフイッシュの生物学的特 -司 : 水産総合研究セン 生産技術部育種研

性評価による環境安全性の探索 ター－養殖研究所 究グループ

⑫ 外来サケ科魚類及び遺伝子組 司 - 水産総合研究セン

換えサケ科魚類導入時に行う リ ター・さけますセ

スク評価マニュアルの作成 ンター

標津サーモン科学

官官

豊平川さけ科学館

⑫ 大西洋サケの生態特性と遺伝 司 - 水産総合研究セン

子組換え大西洋サケの情報収集 ター －養殖研究所・

さけますセンター

⑫ 大西洋サケの本州在来種との 水産総合研究セン 生産技術部育種研

競合性の解明 ター・養殖研究所・ 究グループ

中央水産研究所

⑫ 外来遺伝子を有する組織片を 司-
・F． 水産総合研究セン

移植された二枚貝類に関する知 ター養殖研究所

見の集積 麻布大学

三重県水産研究所
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⑫ メタゲノム解析手法を用いた 水産総合研究セン 遺伝子解析セン

水域環境中の組換え微生物遺伝 ター中央水産研究 ター

子相対量のモニタ リング技術の 所

開発 国立遺伝学研究所 遺伝情報分析研究

DDBJ ・生命情報 室

センター

⑮ 乳酸菌スターターに内在する 司 ~ 畜産草地研究所

可動性遺伝因子の伝達性評価

⑮外来遺伝子を導入した食品製 司 ， 食品総合研究所

造用組換え乳酸菌をモデルとし

た核酸の水平伝播に関する研究

2) 国民の関心に応える調査研究

① ほ場条件下における遺伝子組 司 - 農業環境技術研究 生物多様性研究領

換えダイズとツルマメの自然交 所 域

雑（1)

② ほ場条件下における遺伝子組 - ．‘ 作物研究所

換えダイズとツルマメの自然交 東北農業研究セン

雑（2）国内各地域におけるダ ター

イズの交雑特性の解明 九州沖縄研究セン

ター

畜産草地研究所

③ ほ場条件下における遺伝子組 司 - 作物研究所 大豆生理研究チー

換えダイズとツルマメの自然交 ム

雑（3）低温による雄性不稔が 大旦育種研究チー

ダイズの交雑率に与える影響に ム

ついて

④ ほ場条件下における遺伝子組 司 - 農業環境技術研究 生物多様性研究領

換えダイズとツルマメの自然交 所 域

雑（4）ダイズの風媒性確認試 作物研究所

験 東北農業研究セン

ター

九州沖縄研究セン

ター

畜産草地研究所

⑤ ダイズと近縁野生種ツルマメ - ．』 農業生物資源研究

の雑種後代の適応度に関する研 所

7'E 筑波大学

近畿中国四国農研

センター東北農業

研究センター
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農業環境技術研究

所

⑥ 遺伝子組換えダイズから野生 国立環境研究所

種への遺伝子浸透に関する研究

一雑種の適応度の解明一

⑦ アブラナ科作物の遺伝子浸透 - ．』 宇都宮大学

に関する研究 農業生物資源研究

所

⑧ セイヨウナタネ個体群の動態 『‘ - 農業環境技術研究

メカニズムの解明と競合におけ 所

る優位性の評価手法の開発

⑨ セイヨウナタネから在来ナタ - ・． 農業生物資源研究

ネへの遺伝子拡散モニターシス 所

テムの構築と環境適応度の評価

法の開発

⑩ 防虫綱と隔離距離によるセイ 4砕，． 農研機構東北農業

ヨウナタネの交雑抑制効果 研究センター

⑪ 西洋ナタネ（Brassicanapus）の 東北農業研究セン 寒冷地特産作物研

自然交雑性の解明 花粉飛散距 ター 究チーム

離、近縁種（8.rapa）との自然

交雑性変異および交雑に対する

風 ・虫媒の影響一

⑫ 市民参加型展示圃場による研 - 』 農業生物資源研究

究者と市民の実践を通した双方 所

向コミュニケーション手法の開 NPO法人くらしと

，プデt屯ユ バイオプラザ21

⑬ 市民と研究者との双方向 コ 司-
・，． NPO法人くらしと

ミュニケーション手法の検討と バイオプラザ21

実践 農業生物資源研究 遺伝子組換え技術

所 研究U

⑭ 科学者とマスメディアの効果 司 - 国際基督教大学

的なコミュニケーションモデル 農業生物資源研究 遺伝子組換え研究
の構築：問題点の抽出とその対 所 推進室
応を通して

(2) 海外諸国における遺伝子組換え生

物の研究に関する調査

① 北米における遺伝子組換え食 骨ー 農業環境技術研究 生物多様性研究領

用作物の受容動向 ：消費者と市 所 域

場 ・流通業界の認識に関する調 （株）食品科学広

査研究 幸aセンター
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（株）二菱化学安

全科学研究所

② 遺伝子組換え作物の安全性研 司 - （株）ニ菱化学安

究に関する最先端政策および共 全科学研究所

存研究等の調査解析 農業環境技術研究 生物多様性研究領

所 域

京都大学

③ 遺伝子組換え作物の安全性に

‘ーー’
農業環境技術研究 生物多様性研究領

関する研究の国際的な最新動向 所 域

の調査解析 京都大学

（株）食品科学広

幸Rセンター

京都大学

④ 海外における PMP等における - 』 （株）食品科学広

厳格な区分管理手法の開発・運 報センター

用動向の解析 茨城大学

⑤ 海外諸国における共存政策お - 』 茨城大学

よぴ区分管理に関わる研究動向 森林総合研究所

等に関する調査解析 水産総合研究セン

ター

食品総合研究所

⑥ 海外諸国における生物多様性 - 』 農業環境技術研究 生物多様性研究領

影響評価に関する知見蓄積の状 所 域

況分析 食品総合研究所

⑦ 海外諸国における共存に関す - 早稲田大学

る法制度的枠組みの動向の調査
東洋大学

解析
清和大学

明治学院大学

⑧ 海外諸国における高機能性遺 茨城大学

伝子組換え作物の導入過程に関 国際基督教大学

する調査分析 東京農工大学

茨城大学

⑨ 中国の遺伝子組換え作物の開 茨城大学

発動向調査 森林総合研究所

水産総合研究セン

ター

食品総合研究所

⑩ 遺伝子組換えをめぐる海外の - - 宮城大学

最新情勢およびアグリビジネス

企業の戦略と訴訟
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(3) 遺伝子組換え作物の利用における

安全・安心の確保のための管理技術

の開発

1）遺伝子拡散防止等安全確保技術の

開発

① 遺伝子流動制御技術の開発 司 - 農業生物資源研究

葉緑体への遺伝子導入技術の開 所

7ブロ1一一

② サトウキピ葉緑体形質転換法 時ー 農業生物資源研究

の開発 所

③ 遺伝子流動制御技術の開発 - ・． 農業生物資源研究

雄性不稔組換え作物の創出技術 所

の開発一

④ 遺伝子流動制御技術の開発一 『． - 京都産業大学

コムギ 農業生物資源研究

所

⑤ 開花受粉性作物の開発

⑤ －1 鱗被形成関連遺伝子の利用 - ・． 中央農業総合研究 稲遺伝子技術研究

による閉花受粉性イネの作出技 センター 北陸サブチーム

術の開発

⑤ －2 実用組換え系統における閉 -『司 ， 』 作物研究所 稲遺伝子技術研究

花受粉形質の交雑抑制効果と農 チーム

業形質への影響の評価

⑤ －3 低温耐性閉花受粉性突然変 東北農業研究セン やませ気象変動研

異イネのスク リーニング法の開 ター 究チーム

発

⑤ －4 東北以北向け開花受粉性稲 - 』 北海道農業研究セ

の特性評価 ンター

東京大学

九州大学

⑥ 新 規閉花性突然変異イネの選 時ー 中央農業総合研究 稲遺伝子技術研究

抜と特性解析 センター 北陸サブチーム

⑦ 大旦の閉花受粉性に関する研 司時” 作物研究所 大旦生理研究チー

qプhし ム

⑧ 遺伝子組換え種子拡散防止技 司 - 石川県立大学 植物遺伝子工学研

術及び栄養繁殖性組換え農作物 究室

の繁殖抑制技術の開発 (1) 滋賀農業技術振興

センター

⑨ 遺伝子組換え種子拡散防止技 .. 宮崎大学 フロンティア科学

術及び栄養繁殖性組換え農作物 実験総合センター

の繁殖抑制技術の開発（2)
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⑩ 食用作物由来有用遺伝子の探 .ー’ 作物研究所 稲遺伝子技術研究

井問三、 チーム

北海道農業研究セ 低温耐性研究チー

ンター ム

⑪ 雄性不稔組換え林木の創出技 - ．』 森林総合研究所・

術の開発 林木育種センター

2) 新たに流通が見込まれる遺伝子

組換え作物の検出技術等の開発

①流通管理を目的とした遺伝子 - 』 食品総合研究所 GMO解析ユニッ

組換え農作物の検知技術開発・ ト

改良、及び妥当性確認 農林水産消費安全

技術センター

（財） 日本食品分

析センター

（株）ファスマック

（株）ニッポンジー

ン

② 遺伝子組換え農産物のオンサ 『司 - 食品総合研究所 GMO解析ユニッ

イト検知を可能とする PCRシ ト

ステムの構築 大阪大学

（株）ニッポンジー

ン

③ 未承認 ・未確認系統に対応可 司 - 食品総合研究所

能な遺伝子組換え農産物の網羅 （財）食品環境検

的プロファイリング技術の開発 査協会

④組換えイネの非意図的な影響 -司
・． 食品総合研究所-

評価のための IgE反応性タンパ （財）日本食品分

ク質の検出技術の開発 キ斤センター

（財）食品環境検

査協会

近畿大学

⑤ 質量分析による GMO高速検 『． - 農業生物資源研究

出システムの構築 所

(4) 遺伝子組換え作物と一般栽培作物

等との共存のための技術開発

1) 共存に関する知見の集積

① 大規模圃場におけるイネ花粉 『． - 九州沖縄農業研究

の長距離飛散及び交雑の実態に センター

関する研究（茨城県） 農業環境技術研究 生物多様性研究領

所 域
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京都大学

② 大規模圃場におけるイネ花粉 - 東北農業研究セン

の長距離飛散及ぴ交雑の実態に ター

関する研究（岩手県） 農業環境技術研究 生物多様性研究領

所 域

京都大学

③ 大規模圃場におけるイネ花粉 4砕，． 秋田県立大学

の長距離飛散及び交雑の実態に 農業環境技術研究 生物多様性研究領

関する研究（秋田県） 所 域

北海道農業研究セ 寒地飼料作物育種

ンター 研究チーム

④ 大規模ほ場におけるトウモロ - ．』 家畜改良センター 新冠牧場

コシ花粉の長距離飛散および交

雑の実態に関する研究

⑤ 農家ほ場規模で栽培されるト 司 ， 種苗管理センター 嬬恋牧場・本所

ウモロ コシの交雑予測に関する 農業環境技術研究

研究 所

畜産草地研究所

京都大学

⑥組換え体利用を想定した大規 司 - 畜産草地研究所 飼料作物育種工学

模圃場における国産ダイズ間で 研究チーム

の交雑率判定

2) 交雑に関する評価 ・予測技術の

開発

① 大規模圃場におけるイネ花粉 - 』 農業環境技術研究 大気環境研究領

の長距離飛散及び交雑の実態に 所 域．生物多様性研

関する研究（交雑予測・評価シ 究領域

ステムの汎用化） 京都大学

② 交雑及び混入の予測 ・評価シ -司

．』 農業環境技術研究 大気環境研究領， 

ステムの汎用化（利用ソフトウ 所 域．生物多様性研

エアの開発） 究領域

③交雑及び混入の予測・評価シ - 農業環境技術研究 生態系計測研究領

ステムの汎用化（GISを用いた 所 域

圃場配置とイネ栽培情報の統合

及び指標化）

④ 交雑及び混入の予測・評価シ -司
， ・』 農業環境技術研究 生物多様性研究領

ステムの汎用化（交雑モニタリ 所 域

ングの調査計画法及び統計的検

定手法の開発）
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⑤ 空中花粉数の自動計測方法の 京都大学 農学研究科

高度化 農業環境技術研究 生物多様性研究領

所 域

⑥ 防風ネットや被覆資材等によ 司 - 農業環境技術研究 大気環境研究領域

るイネ、 トウモロ コシの交雑抑 所

制シミュレーション手法の開発 京都大学 農学研究科

3) 交雑抑制技術の開発

① イネの開花期調整による交雑 一・ 東北農業研究セン 低コス ト稲育種研

抑制技術の開発 ター 究東北サブチーム

② イネの栽培における被覆防風 - ・ー 中央農業総合研究 北陸研究センター

処理による交雑抑制及び被覆処 センター

理がイネの生育 ・収量に及ぼす

島円／長塑主γIl 

③ 大規模圃場におけるイネ花粉 ~ 北海道農業研究セ 低温耐性研究チー

の長距離飛散及び交雑の実態に ンター ム

関する研究：低温による雄性不

稔がイネの交雑率に与える影響

について：北海道

④ 大規模圃場におけるイネ花粉 ~ 東北農業研究セン 低コスト稲育種研

の長距離飛散及び交雑の実態に ター 究東北サブチーム

関する研究：低温による雄性不

稔がイネの交雑率に与える影響

について：秋田県

⑤ 大規模圃場におけるイネ花粉 時咽惨 農業環境技術研究 生物多様性研究領

の長距離飛散及び交雑の実態に 所 域－大気環境研究

関する研究：隔離距離の設置が 領域

風媒性作物の交雑に及ぼす影響

を解明するための研究

⑥播種期をずらすことによる開 - 』 畜産草地研究所 飼料作物育種工学

花期調整が飼料用組換えトウモ 研究チーム

ロコシとの交雑抑制効果と収量

に及ぼす影響

⑦ 防風ネット、防風垣等による 司 - 農業環境技術研究

トウモロ コシの交雑抑制効果に 所

関する調査 種百管理センター 嬬恋農場

⑧ 散水及び防風植生によるトウ .ー’ 農業環境技術研究 大気環境研究領域

モロ コシ、イネの花粉飛散と交 所

雑抑制技術の開発

⑨ マメ科牧草における緩衝帯の ．』 北海道農業研究セ 寒地飼料作物育種

花粉拡散抑制効果の評価 ンター 研究チーム
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⑮ ダイズの自然交雑防止技術に 時＋ 作物研究所 大旦育種研究チー

関する研究 ム

⑪ テンサイにおける花粉飛散の - 』 北海道農業研究セ 低温耐性研究チー

抑制に関する研究 ンター ム

北海道農業研究セ

ンター

農業環境技術研究

所

東京農業大学

⑫ イタ リアンライグラスの部分 - 』 東北農業研究セン

雄性不稔系統 MSIによる花粉 ター

飛散制御に関する研究 畜産草地研究所

4) 混入防止技術の開発

① イネの収穫後における種子混 司 - 生物系特定産業技

入調査法の開発と混入様式の解 術研究支援セン

析 ター

② ダイズの収穫後における種子 中央農業総合研究

混入調査法の開発と混入様式の センター

解析

2次世代遺伝子組換え生物の生物多様性

影響評価手法の確立及び遺伝子組換え

作物の区分管理技術等の開発

(1) 生物多様性影響評価手法の開発

① 環境ストレス耐性遺伝子組換え 』『司 :: 農業環境技術研究 生物多様性研究領

作物の生物多様性影響評価手法 所 域－生態系計測研

の開発 究領域

② 耐冷性遺伝子組換えイネの生 司 -北海道農業研究セ

物多様性影響評価手法の開発 ンター

③ 遺伝子組換え Btダイズの生物 農業環境技術研究 生物多様性研究領

多様性影響評価手法の開発 所 域

農業生物資源研究

所

東北農業研究セン

ター

近畿中国四国農業

研究センター

九州沖縄農業研究

センター
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④ 遺伝子組換えダイズの生物多 一・ 農業環境技術研究 生物多様性研究領

様性影響評価に必要なツルマメ 所 域

に関するバイオロジードキュメ

ントの作成

⑤ 遺伝子組換えナタネの生物多 司 -農業生物資源研究

様性影響評価に必要なカラシナ 所

に関するバイオロジードキュメ 農業環境技術研究 生物多様性研究領

ントの作成 所 域

⑥ 遺伝子組換えナタネの生物多 『． -筑波大学

様性影響評価に必要な在来ナタ

ネ及びセイヨウナタネのバイオ

ロジードキュメントのイ乍成

⑦ 大西洋サケと在来サケ科魚類 司-
・v． 水産総合研究セン

との競合性の解析 ター－増養殖研究

所

⑧ ゼブラフイッシュの在来種に 司 -水産総合研究セン

対する競合性の解析 ター・増養殖研究

所

⑨ メダカの競合性に関する研究 - ．』 水産総合研究セン

ター －増養殖研究

所

⑩ コイと近縁在来種との交雑性 司-
・F． 水産総合研究セン

と競合性の解析 ター －増養殖研究

所

⑪ カイ コとクワコの交雑種とク 司 -農業生物資源研究

ワコの競合性の解析 所

(2) 遺伝子組換え生物と非組換え作物

との区分管理技術の開発

① 大規模圃場における稲花粉の .. 香川大学

長距離飛散と自然交雑の実態把 新潟薬科大学

握：香川県

② 大規模圃場における稲花粉の .. 佐賀大学

長距離飛散と自然交雑の実態把 新潟薬科大学

握：佐賀県

③水稲の自然交雑率の品種間差 司 -中央農業総合研究

異に関する調査：新潟県 センター

福井県立大学

④水稲の自然交雑率の品種間差 -司 ~ 農業環境技術研究 生物多様性研究領

異に関する調査：茨城県 所 域

中央農業総合研究

センター
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新潟薬科大学

⑤ 遺伝子組換え稲を想定した空 司 -農業環境技術研究 大気環境研究領域

間的管理手法の開発：景観ス 所

ケールで発生する交雑及び混入 生態系計測研究領

の評価・予測システムの開発 域

生物多様性研究領

域

京都大学

⑥ 遺伝子組換え稲を想定した空 司 -農業環境技術研究 生態系計測研究領

間的管理手法の開発：圃場環境 所 域

GIS-DBの構築と評価・予測シ 生物多様性研究領

ステムの開発等への応用 域

⑦ 遺伝子組換え稲を想定した空 『曙 -農業環境技術研究 生物多様性研究領

間的管理手法の開発：交雑・混 所 土或

入モニタリング調査のための統

計的手法の開発

⑧ 開花性稲を実用化するための 『司 -作物研究所

研究：関東・北陸以西向け開花 中央農業総合研究

受粉性稲の特性評価 センター

農業環境技術研究 生態系計測研究領

所 域

⑨ 閉花性稲を実用化するための -司

~ 東北農業研究セン~ 

研究：東北以北向け開花受粉性 ター

稲の特性評価 北海道農業研究セ

ンター

中央農業総合研究

センター

作物研究所

⑩ 閉花性稲を実用化するための 司 -中央農業総合研究

研究：新規開花性遺伝子のマッ センター

ピング 作物研究所

食品総合研究所

⑪ GM稲等の園内栽培・流通に 一・ ．』 （株）ニッポンジー

おける区分管理のための検知技 ン

術開発 （株）ファスマツ

ク

⑫ 複数遺伝子導入 GM農作物に - ・ー 食品総合研究所

対応するための簡易迅速検知技 （株）ニッポンジー

術の開発 ン

（株）島津製作所
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⑬ 未承認 GM農作物の塩基配列 一司 食品総合研究所

解析手法の開発 （株）ファスマツ

ク

⑭稲の生産・流通・加工におけ ー． -食品需給研究セン

る区分管理のコストを評価する ター

ための研究

⑮稲以外の遺伝子組換え農作物 - （株）二菱総合研

の生産・流通・加工過程に関す 究所

る調査

(3) 海外における生物多様性影響評

価・区分管理に関する知見の調査解

析

① EU等における区分管理に関す ー． -茨城大学

る研究 ・政策動向の調査解析

② 北米、豪州における新規遺伝 『． -農業環境技術研究 生物多様性研究領

子組換え植物の生物多様性影響 所 域

評価をめぐる新知見の分析検討

③ 欧州等における新規遺伝子組 - ．』 農業環境技術研究 生物多様性研究領

換え植物の生物多様性影響評価 所 域

をめぐる新知見の分析検討

④ 米国等で新規に実用化が見込 - 』 水産総合研究セン

まれる遺伝子組換え動物の生物 ター・増養殖研究

多様性影響評価手法の分析検討 所

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示しである。
（例： l (1) 1) ①の課題の l番目の図の場合は、図 11101-1と表示）

羽 研究結果

第 1編遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

第 1章生物多様性影響評価に必要な科学的知

見の集積

1 生物多様性影響評価のための手法開発

1)植物

(1) これまで生育初期の植物への影響として評価

してきたアレロパシーを対象植物の全生涯に渡って

評価できる手法として、シロイヌナズナ或いはアス

トロプランツ （Brassicarapaの震性変異種）を用い、

アグリポットあるいはプラントボックスを三段に重

ねた装置で、 4週間で植物のライフサイクルを完結

し、アレロパシー活性を評価するライフサイクルア

セスメント（LCA）法を開発した。

(2）ク リーピングベントグラスでは近縁野生種3

種を特定し、それらの生育特性を明らかにした。ま

た、識別のための分子マーカーを開発した。交雑試

験の結果、 コヌカグサとの雑種形成が確認された。

雑種の特性を調査・把握した。

(3）サツマイモでは近縁野生種 17種について、

分布や生態情報を収集し、識別用分子マーカーも開

発した。それらとの聞の交雑性ほぼ無いと結論され

たが、ソコベニヒルガオのみは交雑可能性が完全に

は否定されず、更に検討すべきものであった。

(4）イチゴでは近縁野生種3種を特定し、それら

の分布状況等の情報を収集すると共に識別用分子

マーカーを開発した。この内 2種では交雑後代が確
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認された。交雑個体の定着性、交雑親和性を調査・

把握した。

(5）ユーカリ属林木では、交雑可能な野生種は存

在しないことが結論された。なお、近縁種との識別

用分子マーカーを開発した。カバノキ属林木では近

縁野生種 11種を特定した。このうち、国内の代表

的3種との交雑可能性を検討した結果、シラカンパ

とダケカンバについて交雑性が示された。これらの

聞の識別用分子マーカーを開発した。

(6）スギ実生の環境への定着性に関する知見を集

積するため、環境条件の異なる実験区における実生

の発芽動態並びに生存性を調査し、環境要因と定着

性の関連に関する知見を得た。

(7）耐病性組換え植物に対する耐性菌の環境中で

の定着可能性に関する知見を得るため、実験的に耐

性株を作出し、その原因遺伝子を特定した。当該菌

株は窒素制限条件で、増殖と定着性に劣ることが確

認された。

(8）不良環境に対する耐性を与えられた組換え体

が環境中に逸失した場合、それが野外環境に適応し

て生き残り、生態系に影響を与える可能性について、

コムギを例として、推移行列モデル並ぴに雑草リス

ク評価システムを準用した評価手法を開発するため

に必要となる、生育の各ステージでの生存確立につ

いての実測データを取得し、適切な評価システムと

するための検証と改良を進めた。

(9）耐冷性組換えイネを用いた温室内でのモデル

実験によって、環境ストレスへの耐性が推移行列モ

デルでのパラメーター設定に与える影響を評価し、

他植物との競合や水生生物による食害の影響が無い

条件では、遺伝子組換え・非組換えの別を問わず、

西南暖地の湿地では、逸出したイネが定着（野生化）

する可能性が高く、その確卒は耐冷性組換えイネの

方が非組換えイネよりも約2倍高いと推定したD

(10）カボチャ等ウリ科野菜では交雑可能性のあ

る近縁野生種は存在しないことが示された。

(11）コムギでは交雑可能性のある近縁野生種は

存在しないことが示された。

(12）ソルガムでは近縁野生種としてモロコシガ

ヤを特定し、その分布や開花特性を明らかにした。

識別用分子マーカーを開発し、交雑試験を行った結

果、雑種形成可能性はほぼないものと結論された。

(13）レタスでは近縁野生種5種を特定した。そ

のうちの 2種については交雑性無しとの既報があっ

たが、報告のない3種について識別用分子マーカー

を開発すると共に交雑試験を実施した。その結果、

2種は交雑せず、 l種は雑種種子が得られるものの、

発芽後成長を停止することから、定着性は無いもの

と判断された。

(14）虫媒性植物の交雑性を評価するため、ミツ

バチを供試し、網室内での正常な訪花行動を行わせ

るための施設要件並びに実験条件を明らかにした。

この系を用いて、ナタネの花井形質が訪花行動並び

にその結果として、交雑率に与える影響を調査した

ところ、ハチにとっては可視領域である紫外部で見

た場合の花井の形質に差異があると訪花行動に明ら

かな撰好性が生じ、その結果交雑率にも影響するこ

とが示された。

2）動物

(1）カイコ雌成虫を誘引源として囲内 24道府県

からクワコ雄成虫を収集し、 DNAマーカーを用い

てカイコと日本産クワコの聞の遺伝的交流を調べた

が確認できなかった。また、カイコ雌とクワコ雄の

交雑種は野外放飼で5世代以上、室内飼育で7世代

以上継代可能であった。さらに、遺伝子組換えカイ

コと非組換えカイコの糞と死体の植物の発芽・成長

や土壌微生物に与える影響の比較を行ったが差は認

められなかった。

(2）ミツバチの種判別用 DNAマーカーを開発し、

セイヨウミツバチとニホンミツバが野外で交尾する

こと、異種間交尾の頻度は調査ごとに異なった結果

が得られた。ニホンミツバチ女王へセイヨウミツバ

チ精液を人工授精した結果、 23.3%の女王が働き蜂

を産出しが、単為発生によるニホンミツバチの働き

蜂であり、雑種個体は得られなかった。

(3）中国で開発されている遺伝子組換えコイが日

本に導入されることを想定し、 PCR-RFLPによる

コイとフナの種判別手法を確立し、焼津市内の黒石

川支流からフナとコイの交雑種2個体を、琵琶湖か

らノゴイとヤマトゴイとの交雑個体を同定した。

(4）遺伝子組換え動物全般に共通する交雑性評価

の手）｜｜買と交雑性評価試験について生物情報としてま

とめた。次に、遺伝子組換えメダカ（TK-1）の圏

内における観賞魚利用を想定し、日本産メダカとハ

イナンメダカの雑種F2の不妊性を確認した。また、

モニタリングのため DNAマーカーを利用したメダ
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カおよびハイナンメダカ、及び韓国や中国に分布す

るメダカ（東韓集団、中国・西韓集団）と国内産メ

ダカ（北日本集団、南日本集団）を判別する手法を

開発した。

(5）ゼブラフイッシュと在来コイ科魚類とを種

判別できる DNAマーカーを開発し、ゼブラフイツ

シュと生態特性や繁殖特性が近い在来種との交配で

得られた匹が雑種であることを確認した。現在まで

生存性の交雑は得られていない。また、生態特性が

似ている在来種との競合試験を行い、魚種によって

ゼブラフイッシュとの優位性が異なることが明らか

なった。

(6）遺伝子組換え大西洋サケが日本で養殖される

ことを想定し、大西洋サケと在来種聞の交雑性を調

べ、 SINE配列を利用した PCRによる種判別法に

より魚種によっては低い生存率で雑種を確認した。

また、大西洋サケと在来サケ科魚類の競合性試験を

2研究所で行い、幼魚、の段階では在来サケ科魚類の

競合性は大西洋サケと同等以上であることが分かつ

た。

(7）遺伝子組み変え大西洋サケの認可状況等に

ついて調査した。 2009年 1月に米国で公表され

たGM動物の取り扱いに関する産業界向けガイダ

ンスに従い AquaBountyTechnologies杜が高成長

のGM大西洋サケの市販化申請を FDAに申請し、

FDAは2010年9月に公開の科学諮問委員会と表示

に関する公聴会を開催した。 FDAはGM大西洋サ

ケに関して、特に問題は無いと判断しており、同年

11月までパブリックコメントの結果を踏まえ最終

判断をする状況になっている。

(8）生物多様性への影響評価に必要なアコヤガイ

の生物情報を収集した。次に、遺伝子導入された組

織を移植されたアコヤガイの生物多様性への影響評

価の知見を得るため、移植組織片の DNAの動態を

確認したが、母貝組織への移行は確認出来なかったD

さらに、実際に遺伝子を導入した組織片を母貝の生

殖巣に移植して約 2週間飼育したが、母貝生殖巣か

ら導入遺伝子は検出されなかった。また、モニタリ

ング手法を開発するため、 SEM観察と XRD分析

を利用した真珠層の結品構造を評価する方法を確立

した。

(9）遺伝子組換え海洋微生物が開発されることを

想定し、想定微生物が回りの微生物の生存数に与え

る影響を評価するメタゲノム手法を開発することを

目的に、海洋f殻生物から平均的に DNAを抽出する

手法を開発した。

(10）乳発酵の種菌に遺伝子組換え乳酸菌が使用

される場合を想定し、生物多様性影響評価のために

種菌と接触しうる菌種を特定し、遺伝子水平伝播頻

度および伝達体における伝播遺伝子の安定性の標準

的評価法を作成した。本評価法により試験条件下で

は、プラスミドの伝達による遺伝子水平伝播頻度は

乳性培養基では 10-5-10-6の頻度の水平伝搬を確認

したが、染色体に組込んだ遺伝子の伝播は検出され

なかった。伝播プラスミドは安定して存在しコピー

数にも変化は見られず、さらに、選択圧をかけず、に

50世代培養しても伝播遺伝子の保有率は低下しな

かった。

(11）試験管系および模擬自然環境系において受

容菌を乳酸菌とした場合、プラスミド上の組換え遺

伝子は接合伝達性プラスミド等を媒介することなく

水平伝播することを明らかにした。また、真核微生

物である酵母を受容菌とした場合は、接合伝達性プ

ラスミド介在下で乳酸菌・酵母シャトルベクターが

水平伝播する可能性が示唆された。

2 国民の関心に応える調査研究

(1）圃場条件下でのダイズ聞の自然交雑率は極

めて低く、また GMダイズとツルマメを隣接させ、

開花期が重複するように調整した場合は自然交雑は

生じたものの、両種が8m以上離れると交雑は見ら

れなかった。人工交配による雑種（Fl）とその後

代の適応度関連形質は親系統のダイズやツルマメと

同様または中間的性質を示した。また、遺伝的純度

の高い Fl雑種を用いて雑種後代の特性を比較検討

した結果、除草剤耐性遺伝子の影響はほとんど認め

られなかった。除草剤グリホサート耐性遺伝子のコ

ストがないと想定すると、除草剤が散布されない環

境下では、導入遺伝子を有する雑種個体が直ちにツ

ルマメ個体群と置き換わる可能性は低いものの、畑

に隣接して 1000個体以上のツルマメ個体群が存在

する場合には、 2年おきにダイズを栽培しでも 15%

以上の確率で浸透交雑が生じると予測された。

(2）こぼれ落ち種子に由来するセイヨウナタネは、

搬送路沿いの極限られた環境に生育するものの、空

き地を含む周辺群落に生育域を拡大する傾向は見ら
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れなかった。セイヨウナタネ由来の Cゲノム染色

体のうち、在来ナタネの染色体と対合しがたい染色

体を特定した。カラシナ（種子親：♀）×セイヨウ

ナタネ（花粉親：♂）の稔性は、 Fl世代で大きく

低下し、環境適応度は低いことが明らかになったも

のの、雑種後代で稔性が回復する傾向が見られた。

また、交雑頻度は、混植区では 2%程度、隣接区

では 0.25%であり、 5m地点まで雑種が検出された

(0.037%）ものの、自然条件下での値はきわめて低

いと考えられた。セイヨウナタネ 2品種間の交雑頻

度は、混植区で 11.6%であったが、距離とともに明

瞭に減少し、 60m区では 0.01%と低頻度であった。

在来ナタネ（♀）との種間交雑頻度は、在来ナタネ

品種間で大きく変動することが明らかになった。セ

イヨウナタネ聞の自然交雑頻度は、♀に防鳥網を設

けた区においては 36m区以上離れると交雑種子が

検出されなかったが、防鳥網を設けない区では交雑

種子が検出された。

(3)GMO情報が発表者側の意図したように報道

されない理由として、体制的問題（記者クラブが省

庁別に縦割引や杜会経済的背景（企業間競争）が

大きく影響していることが明らかになった。その対

策として、マスメディア関係者に対する勉強会、日

常的情報交換、わかりやすい情報提供の他、マスメ

ディア対応のための研究者に対する演習プログラム

の実施等が考えられた。市民参加型展示圃場見学会

に参加することで、一般市民の GM農作物に対す

るイメージの変化が見られた。このような研究者と

一般市民との双方向コミュニケーションが、 GM作

物・食品の認知を高め理解を促進するのに非常に有

効であることが示された。

第2章海外諸国における遺伝子組換え生物の

研究に関する調査

(1）飼料用・加工原料用の組換えトウモロコシの

右肩上がりの増加と異なり、食用の組換えスィート

コーンの栽培面積は 1999年をピークに急減した。

生食用では種子販売単位の小口化、栽培面積条件の

撤廃などで栽培面積が回復する傾向が見られたが、

加工用は缶詰業者などの使用拒否姿勢が依然として

強いことが示された。

一般論として、 GM食品の普及を左右するのは、

消費者の受容もさることながら、表示義務制度がな

いアメリカにおいては、反GM団体による小売り

や流通業界への攻撃が、市場からの撤退に結びつい

ている（ポテトの例）。消費者の受容状況に関しては、

調査機関によりかなり傾向の異なる調査結果が報告

されており、信頼性の点で課題が残ると考えられる。

(2)EUにおいては、遺伝子組換え作物と有機栽

培、慣行栽培との共存政策が検討されている。欧州

委員会によるガイドラインを受けて、加盟国で共存

jレールの法制化が進展している。本研究においては、

もっとも早く制度化を行ったデンマークの他、ボル

トガル、フランスなどの共存ルール検討状況を調査

解析した。共存ルールは加盟国毎の多様性をもたら

しつつあり、今後の EU域内での整合性をどう図る

かが検討課題となっている。

(3)EUフレームワークプログラムのもとで実施

されている共存のためのプロジェクト、 SIGMEA,

Co-Extra. Transcontainerについての情報を収集・

解析すると共に、 EUの推進担当者との意見交換

を通じ、今後の共存研究の課題について整理した。

上記のプロジェクト研究では、 0.9%の混入率を上

回ることがないよう、流通段階も含め foodsupply 

chainの全過程において、経済的なコスト等も含め

どのような措置が必要かを研究していることが明ら

かになった。具体的には、①SIGMEAでは、種子

生産段階を含まず、圃場レベルでの混入と交雑に関

する研究を実施している。圃場レベルの最終点は、

地域農家のサイロに保管されるまでが対象となって

いる。② Transcontainerでは、生物的封じ込めを

テーマとして、種子生産から圃場段階までの措置が

研究対象となっている。③Co-Extraでは、流通段

階での混入防止とトレーサピリティを研究対象とし

ている。

(4) 2008年 7月、アメリカ農務省（USDA/

APHIS）により公表された「医薬品および工業原

料産生遺伝子組換えに対する APHIS野外試験許可

に関するガイダンス」（2008年7月9日）の内容を

分析し、アメリカ農務省における医療用遺伝子組換

え作物の管理手法や政策のあり方を把握した。また

アメリカにおける PMP研究開発の動向を把握する

と共に、特に PMP野外試験作物における許可条件

を分析することで、隔離距離等の区分管理の内容に

ついて把握した。また PMP野外試験をめぐる批判

に関して NGOが提起している論点を把握した。
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(5)EUにおける共存政策は、 2003年にガイダン

スが発表され、以降、加盟国毎に整備されてきた。

しかし、 2010年になり、上記ガイドラインの改定、

GMO栽培の権限を加盟国に与えるなどの新しい政

策的展開が生まれつつある。特に、 0.9%よりも低

い水準での共存ルール策定を許容するという方向

にEUは転換しつつある。共存関連研究に関して

は、 JRC-IPTSを始め、 EU内で 3つのプロジェク

ト（SIGMEA、Co-Extra、Transcontainer）が実施

されてきた。これらのプロジェクトを通じて、生物

学的封じ込め、遺伝子流動の地理的モデル、フード

チェーンを通じた区分管理、検知技術の改善などが

検討されてきた。

(6）フランス、ドイツ政府の MON810栽培禁止

の根拠となる論文等について調査し、科学的根拠が

ないことを明らかにした。米国においてグリホサー

ト抵抗性雑草は問題となっているが、農家は、 GM

品種出現前の手法等を使って雑草管理しており、現

在のところ GM品種の採用割合を減少させるには

至っていない。アメリカ国内で道路脇等の自生 GM

ナタネについては、これを輸出入する国ではよく

見られる現象で、これまでの知見によりナタネが

周囲の植物相に拡大するとは考えられていない。

第 l回および第 2回「RegionalMeeting on GMO 

Detection」において、アジア地域における検知技

術及び監視体制等の現状について情報収集を行っ

た。また、 EU共存研究の SIGMEA研究プロジェ

クトの共同研究機関、各ワークパッケージの公表成

果、論文・刊行物について情報を収集・整理し、今

後の共存研究の方向性を考察した。

(7）共存政策に関しては、賠償責任を含む法制

度的枠組みの検討が不可欠である。こうした点で

のEU諸国の取り組みを明らかにするために、デン

マーク、ベルギー、オランダ、ドイツ、フランス、

イギリスを対象として調査を行った。調査項目とし

たのは、 GM農業の共存に係る法制度のうち、特別

法による責任制度・補償基金・保険制度・一般法に

よる責任制度その他である。調査の結果、各国が興

味深い責任制度を構築していることが判明した。各

国の適用法令と責任の種類を列挙すると以下のよう

になる。

デンマーク：遺伝子組換え作物栽培法・遺伝子組

換え作物栽培省令・近隣農家補償省

令；厳格責任

フランス： GMO法8条・民法；厳格責任（無過

失責任）が主

ドイツ：遺伝子工学法－民法；厳格責任・連帯責

任（遺伝子工学法）・過失責任（民法）

イギリス：不法行為法； negligence責任・

nuisance責任

オランダ：作物共存規則。今後、関係者間の合意

に基づき、補償規則制定予定；無過失

責任

ベルギー（フランドル地域共同体）：共存デクレ；

無過失責任

ベルギー（ワロン地域）：共存デクレ・共存アレテ；

無過失責任

(8）高機能性GM作物の研究開発動向をレビュー

することで、先進国および途上国における研究開発

の実態と課題を整理した。代謝を改変させて作出さ

れるものが多く、代謝改変による植物体内の影響を

どこまで評価可能か、または評価すべき大きな変化

があるのか、今後の開発動向とその技術発展を注視

していくことが、わが国の安全性確保にとって重要

であると考えられる。途上国においては、栄養価を

高める目的で、財団や国際機関、企業が、現在は特

にGM作物に期待を寄せる西部アフリカ諸国を対

象に援助を行っている。先進国については、油糧

用 GM作物の開発競争が進んでおり、今後、まず

高機能性 GM作物（高オレイン酸ダイズ、 Pioneer-

HiBreed杜）の商業栽培開始が見込まれる。将来的

にも、主要各社の高機能性油糧用 GM作物（ダイズ、

カノーラ）が上市すると見られる。

(9）中国においては、 2001年以降 GMOに関す

る基本政策および法制度を確立し、国家的目標を掲

げるなかで、積極的に GMOの研究開発を進めてき

た。特に、食料生産の観点から食糧資源となる作物

への組換え技術の応用を進めている。最近では、 Bt

イネとフィターゼ・トウモロコシが認可され、商業

的栽培が近づいている。魚に関してもコイなど淡水

魚に対する組換え体の研究開発が進んでいる。今後

は、こうした旺盛な研究開発の成果が商業化されて

いく中で、意図せざる混入などを最小限に抑えるた

めの厳格な管理が求められていくと考えられ、この

点に関する懸念材料も存在する。

(10）遺伝子組換え牧草ラウンドアップ・アルフア
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ルファ（RRA）をめぐるアメリカの言Jf言公は、 2010

年にようやく最高裁の判断が示された。内容は下級

審判断、つまり全米での作付禁止という差止命令

を「破棄差戻し」である。しかしながら、判断内容

を詳細に見ていくと、当事者の適格性や経済的損害

を含めることなど、今後のわが国にとっても留意し

ておくべき内容が多々含まれている。下級審より同

時に要求されていた環境影響評価は 2010年 12月に

最終版が公表された。その中では、隔離距離・地理

的制限を設けて規制対象から除外するという共存方

針が出されたが、パブリックコメントを収集した

最終的判断として、 2011年 l月27日に、農務省は

RRAを完全に規制対象から除外する旨の判断が示

された。法廷では一定の決着が付いた RRA訴訟で

あるが、既に農務省は現実的な合意形成に向けた継

続的な試みを開始している。

第 3章遺伝子組換え作物の利用における安全・

安心の確保のための管理技術の開発

1 遺伝子拡散防止等安全確保技術の開発

(1）カリフラワーについて、培養条件の検討を

行った結果、培地へBA3 mg L-1、NAA1 mg L-1 

およびABA1 mg L-1を添加する条件が最適であ

ることがわかった。研究開始時において、イネの葉

緑体形質転換はきわめて困難と考えられ、野生型イ

ネへの遺伝子導入においては aadA, NP刀Iおよび

mALSを選抜マーカーとし複数の耐性個体が得られ

たものの、 PCR分析において遺伝子導入は確認で

きなかった。しかし、葉緑体が発達したカルスがで

きるイネ OsGLKJ-FOX系統については 38シャーレ

への打ち込みを行い、 aadA遺伝子を選抜マーカー

として 39個体のストレプトマイシン耐性個体が得

られ、そのうち辺個体は PCR分析において想定の

遺伝子増幅が確認できた。この時点で、イネの葉緑

体形質転換系の開発に集中することとなった。遺伝

分析したところ、母性遺伝性は確認できず、原因は

ヘテロプラズミック性またはキメラ性にあると考え

られた。そこで、ヘテロプラズミック性を解消して

ホモプラズミック化を促進する技術を確立するため

に、必要な遺伝子の発現制御のため、イネにおいて

エストラジオールにより GFPを誘導発現するベク

ターを構築し、核形質転換体の作出を行った。イネ

カルスを培養する際のエストラジオール処理濃度に

応じた遺伝子発現レベル等を明らかにした。

(2）シロイヌナズナの情報をもとに、ブロッコ

リーより A3、A6、A9、MS2,MS5の各プロモーター

を単離し、その発現を解析した結果、 A3、A9プロ

モーターは他のプロモーターに比べて発現時期が比

較的早く、発現量や特異性が高い傾向があり有望と

判断した。システインプロテアーゼ（CysPl)遺伝

子によりシロイヌナズナやブロッコリー、キュウリ

で安定した雄性不稔性が示された。また barnase遺

伝子を単独で用いると生育不良などの影響が出るた

め、 35S: : barstarと同時に導入することで、生育

等への影響もなく、安定した雄性不稔性が示された。

(3）サイトウキピ品種Nco310のカルスを用いて、

ホルモン濃度、カルス形状などにより迅速な緑化条

件を開発した。 2-4-D0.5mg/L、ストレプトマイシン

200mg/Lを含む培地でのカルスの緑化により形質

転換体の選抜条件を確立した。

(4）培養と再分化の実験に適した品種（アカダル

マ）を準備し、その未熟脹を大量に（約 35,000個）

単離・培養する一方、パンコムギ用の葉緑体形質転

換ベクターを新たに構築した。ベクター DNAを未

熟匹由来のカルスへパーティクルガンにより合計

289目撃ち込み、組換え体の選抜を行った。カルス

の培養を継続したところ、大部分は白化したままで

あったが、一部のカルス上には緑色のスポットが生

じた。しかし緑色のシュートに再分化したものは得

られなかった。

(5）日本型イネ‘台中 65号’由来の突然変異体

集団から閉花受粉性イネ spwl-clsを発見し、宅pwl-

elsの原因遺伝子は、鱗被と雄蕊の形成を制御す

るクラス BMADSボックス遺伝子の lつである

SPWJであることを明らかにした。宅pwl-clsは関東

甲信越以南における通常の気象条件では開花しな

いが、東北以北などの低温条件下では開花するこ

とが明らかになった。宅pwl-clsの開花／閉花には出

穂前 3週間のうち、 2週間以上の低温が大きく影

響するが、低温処理中に、日中 30℃処理をさまざ

まな長さで挿入したところ、 30℃の処理時聞が増

加するに従って開花率が低下し、 4時間の処理で

ほとんど開花が見られなくなることを明らかにし

た。また、 OsMADS2RN Aiカセットの導入、 SPWJ

遺伝子の改変などにより、低温による spwl-clsの

開花を抑制できる可能性を示した。 OsMADS6およ
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びSPWJ遺伝子から鱗被特異的プロモーターを同定

し、 OsMADS3、els変票型 SPWJ、OsMADS2RNAi、

のrsteinProtease、barnaseなどの鱗被形成阻害遺伝

子と組み合わせることによって、開花受粉化ベク

ターを構築し、開花受粉性形質転換イネの作出を試

みた。また、 spwl-clsを栽培イネ品種5品種に戻し

交配した。

(6）ウイスカ直接導入法を用いた co-

transformationによる、抗生物質マーカーフリーの

トリプトファン高含有イネ系統を獲得したさらに

世代を進め、 elsをホモで持つ個体について、草丈、

分げつ数、 l穂籾数、種子稔性等の特性調査および

種子における遊離 Trp含量を調査したところ、開

花受粉性形質が導入されたことによる影響は認めら

れず、種子における遊離トリプトファンは、高含有

を維持していた。これらの個体と実用飼料用稲品種

である「クサホナミ」、「モミロマン」との交配によ

り、 Fl雑種を作出した。

(7）低温耐性の開花性イネの作出については、突

然変異原 EMS処理を行った「コシヒカリ」、「たち

すがた」からそれぞれ2系統、またy線照射を行っ

た「北陸 193号」後代から l系統、計5系統の開花

受粉性突然変異を得た。これらは栽培年次での変動

はあるものの 3年間の調査の範囲では 0.4%～ 40%

の開花率だった。これらの系統での開花受粉性機構

および原因遺伝子は先行研究で得られた早川－elsと

は異なると考えられる。北海道の新規需要米用極多

収イネ品種「きたあおば」への処理により、開花受

粉性突然変異体候補を 3系統選抜した。既存の閉花

受粉性変異 spwl-cls保有系統は北海道の一般的な栽

培条件では 4～7割開花し、生育温度が低下すると

開花率が高くなる傾向が認められたが、新規変異体

系統の低温生育条件における開花は spwl-clsより少

なかった。温度勾配チャンパーを利用することで、

新たに開発される低温耐性閉花受粉性突然変異イ

ネのスクリーニングが可能であることが示された。

現有の els系統は、出穂前3週間の平均気温が25℃

以上であれば開花率はほぼ0%であることが実証さ

れ、北陸 193号由来の突然変異体は、生育温度履歴

に依存せず開花しないことが実証された。

(8）ダイズの開花受粉性には顕著な品種間差異が

認められ、極早生上春別と Savernaya4は全ての花

が開花受精し、青森 Ll45および樺太 l号も高い閉

花受精率を示した。それらは高緯度地域由来の極早

生品種・系統であり、晩生の品種・系統には開花受

粉性の高いものはなかった。

(9）次世代発芽抑制ついては、 EP-Clプロモー

ターを用いたシステムでは、高効率な誘導特異的な

相同組換えが認められなかったため、エストラジ

オールより植物細胞への浸透性の高い、デキサメタ

ゾン（DEX）で活性化できる転写因子 XVG、およ

び組織特異的プロモーターを 2Sプロモーターに代

えて、次世代誘導致死ベクターを構築した。このベ

クターを用いて得られた形質転換植物に薬剤処理を

行った結果、 Creによる DNA相同組換え効率の向

上が認められた。分析した 30個体中 2個体におい

て、完全に相同組換えが起こっていることが示唆さ

れた。形質転換植物は、さやに形態異常が認められ

たが、次世代種子が得られた。次世代種子を PCR

分析した結果、 Pl、P4産物のみが検出され、次世

代においても、完全に挿入配列が脱落していること

が分かつた。さらに、次世代種子を播種した結果、

発芽が全く認められなかった。

根圏制御については、 MADSプロモーターを用

いた単子葉用誘導致死ベクターの構築を行い、イネ

植物に導入した。得られた形質転換イネ植物に、薬

剤処理を行った結果、根端に壊死が認められた。そ

こで、暖地型イネ科牧草であるバヒアグラスをモデ

ルとして、根圏致死ベクターを導入した。その結

果、 MADS-lox-barnaseを導入した l系統、 35S-lox-

barnaseを導入した 4系統が得られ、これら形質転

換体について DEX誘導処理を行ったが、全ての個

体で JoxP領域の相同組換えが確認できず、根圏の

壊死も認められなかった。

(10）耐虫性、耐冷・耐寒性について、公的な丈

献情報データベース、遺伝子情報データベース及び

特許情報を検索し、これらの形質の付与に有用と考

えられる遺伝子の情報を検索し、それぞれに係わる

一覧を作成した。更に、それらと相同な機能を持つ

有用遺伝子を食経験のある作物の代表例として、イ

ネ、ムギ、ダイズから探索し、現時点での研究の状

況を明らかにした。こうした検索により、それぞれ

の形質について有用と判断可能な遺伝子並びにそれ

らのホモログに関する情報が網羅的に得られた。

(11）スギでは、 BoA9:: BoCysPJ導入スギ及び

BoA3: : BoCysPJ導入スギの全系統で花粉の形成が



確認された。そこで、 BoA9:: Barnase-355: : Barstar 

導 入系統 lライン、 BoA3:: Barnase・355:: Barstar 

導入系統3ラインの組換え体の作出に成功してお

り、育成後順次花粉形成能の評価を行う予定であ

る。さらに、花粉四分子期の雄花特異的に発現する

遺伝子のプロモーター領域 （1009・C47（約 2.5kb）、

1009・C96（約 3.4kb））、成熟花粉期の雄花特異的に

発現する遺伝子のプロモーター領域（1124・C76（約

0.9kb）、 1124・C77（約 0.8kb））を単離し、発現解析

を行ったところ、シロイヌナズナにおいて、特にタ

ベート組織で GUS遺伝子の強い発現が確認された。

2 新たに流通が見込まれる遺伝子組換え作物の

検出技術等の開発

(1）検知手法の開発が求められている承認GM

系統について検知法の開発を行い、 GMダイズ定量

スクリーニング法、 GMダイズ（RRS）及ぴGMト

ウモロコシ（MON810,GA21, Btll）定性検知法、

GMトウモロコシ（MIR604）定量検知法について

は国際的なガイドラインに従った試験室問共同試験

（コラボ）を実施し、分析法の妥当性確認を行った。

また、スタック品種の混入に影響を受けない GM

トウモロコシの混入率評価手法としてグループテス

テイング法の開発を行い、コラボによりその妥当性

を確認した。

(2)GM農産物の検査法を種子の粉砕・混合、

DNA抽出、 PCR検出の 3つの工程に分け、それぞ

れの工程においてオンサイト検知に使用可能な方法

を検討した。市販粉砕器について評価し、検査適用

性を検討した。 DNA抽出に関しては、約 45分間で

DNAを抽出可能な携帯型 DNA抽出デバイスを開

発し、 2010年に実用化した。また Microfiuidics型

DNA定性・定量デバイスの開発を行い、 MON810

を0.5%含む試料の検出が可能であることを確認し

た。

(3）多くの GM農作物に共通して導入されてい

るキ且J奥え DNAセグメント、及びトウモロコシ、ダ

イズの植物種特異的 DNA領域等を検知対象とする

MPCR・MLCR法を開発し、正確かっ高感度に標的

DNAを検知可能であることを確認した。また、リ

アルタイム PCRを用いた GM農作物網羅的検知シ

ステムの開発を行い、さらに網羅的検知の結果から

未承認GM系統の混入を推定するための情報処理

プログラムの開発を行い、未承認GM系統混入の

推定が可能であることを示した。

(4）既知の主要コメアレルゲンについて抗体を作

製し、作製した抗体を用いた検出系（ウエスタンプ

ロット法、 Enzyme-LinkedImmunoSorbent Assay 

法等）の構築を行った。また、複数のアレルゲン

の網羅的検出法、及び組換え前後におけるタンパ

ク質の変動を網羅的に解析しうる 2-Dimensional

Fluorescence Difference Gel Electrophoresis法の

検討を進めた。さらに、国内で栽培されているコメ

を収集し、品種を確認した上で成分分析を行い、食

品成分データベースの拡充に努めた。

(5）遺伝子導入作物中の特定遺伝子の検出を質量

分析によって行うため、狭い領域に対する PCRを

行い、さらに制限酵素で切断することにより質量分

析装置の測定範囲内に収めるという新たな手法を開

発した。本課題を通じ、 20種類以上の遺伝子に対

して特異的検出が可能なプライマーセットの作製を

行った。また、多検体分析の可能性についても検討

した。

第4章遺伝子組換え作物と一般栽培作物等と

の共存のための技術開発

(1）共存に関する知見の集積

3地域で行った農家圃場試験では、それぞれ約

3,000株の調査株を採集し、キセニアを発現した精

玄米を選別した後、 DNAマーカーを用いた品種判

定により交雑種子を確定した。その結果、平均交

雑率は花粉源に隣接する領域で最も高く、花粉源

から 30mほど離れると平均交雑率は 0.01%を下回

ることが明らかになった。その一方で、花粉源か

らlOOmほど離れても 0.005%程度の自然交雑の発

生が確認されたD トウモロコシについては、種子

親区から 600m以上離れた地点においても断続的に

0.005%～0.03%程度の自然交雑の発生が確認され

た。ダイズ、については、花粉親と種子親品種の開花

期が一致しなかったために、交雑種子を確認するに

は至らなかった。

(2）交雑に関する評価・予測技術の開発

交雑予測モデルによる計算機シミュレーションに

より、花粉親と種子親の開花期の重複程度や花粉親

の花粉放出強度、風速等が自然交雑に及ぼす効果を

相互に比較することが可能になった。（ア）で得ら
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れたデータを用いた解析の結果、イネの場合、花粉

親と種子親の開花期が3日ずれると、交雑率は約

1/2に減少することなどが示唆された。また、農家

圃場試験を行った 3地域（各4km×3km）を対象

にした圃場環境 GIS-DBを整備し、各地域で発生す

る交雑や混入の総量を評価・予測するシステムを構

築した。 3地域で発生する交雑率を比較した結果、

大規模圃場を多く含む地域ほど平均交雑率が低くな

る傾向が明らかとなり、ある地域に GM作物を導

入する際には、それらを作付けする圃場を集団化す

ることで平均交雑率を低減できることが示された。

隔離距離と開花期調節など複数の交雑抑制策を併用

した場合の平均交雑率については、行政部局の意志

決定表としての利用を念頭においた一覧表として整

理した。このほか、圃場環境 GIS-DBを活用して算

出した「交雑率推定指標（＝ GMと非 GM圃場の

接線長と非 GM圃場の面積の比）」は、評価・予測

システムで算出した平均交雑率と高い相関を示し、

シミュレーション・プログラムの実行に必要なデー

タセットが入手困難な場合においても、交雑率につ

いての目安を得ることが可能になった。また、階層

的な再サンプリングによって集められた試料中に占

める GM穀粒の混入率については、許容限界値 Pc

（例えば0.05%など）を越えるロットや圃場を 95%

以上の確率で検出するために必要な試料数の組み合

わせを算出する統計手法を確立した。空中花粉の自

動計測により得られたデータからは、イネの花粉放

出過程の改良を通して交雑予測モデルの精度向上を

図った。加えて、様々な地形や土地利用の立地環境

を加味した上で、防風施設の利用による交雑抑制効

果の評価・予測を可能にした。

(3）交雑抑制技術の開発

イネ、トウモロコシ、マメ科牧草、ダイズ、テン

サイ、ライグラス類について、様々な交雑抑制策を

開発・評価した。 1）イネ：花粉親と種子親の出穂

期を約 2週間ずらすことや、両者の聞に隔離距離

(5m以上）あるいは防風網（目合い lmm）を設置

することで、自然交雑率を顕著に抑制できることが

明らかとなった。一方、低温等の天候不順により雄

性不稔が発生した場合は、稔実率（自家受粉率）に

反比例して交雑率が高まることが確認された。 2)

トウモロコシ：花粉親と種子親の出穂期を約2週間

ずらすことや、両者の聞に防風施設、例えば防風網

（目合い lmm）、ソルガムの栽培（防風植生）、散水

装置を設置することで、自然交雑率を顕著に抑制で

きることが明らかとなった。しかし、｛也殖性イ乍物で

あるトウモロコシの場合、防風施設を設置すること

による交雑抑制効果は限定的で、花粉源から一定以

上の遠距離（防風施設の高さ× 5倍）で発生する交

雑を抑制する効果は小さいことが示された。 3）マ

メ科牧草：栽培試験と数理モデルの両方から、緩衝

帯を設置することによる花粉の置換効果が認めら

れ、自然交雑率の低下が観察された。 4）ダイズ：

開花期に網掛け処理をすることにより、訪花見虫を

完全に排除し、交雑を防止することができた。一方、

低温処理による雄性不稔の誘発や、ミツバチの放飼

による訪花昆虫の強化により、交雑率は高まること

が確認された。 5）テンサイ：大規模圃場試験及び

交雑予測モデルを用いた計算機シミュレーションか

ら、テンサイの花粉は 2km程度まで飛散して受粉・

受精することが明らかになった。しかし、花粉源か

らlkm,l;J、上離れた地点においては 0.1%を越える交

雑率は観察されなかった。 6）ライグラス類：ライ

グラス類は他植性作物であるため、種子生産には花

粉飛散が不可欠であるが、雄性不稔系統を栽培し花

粉密度を低下させつつ、種子生産を維持できること

が確認された。しかし、高温条件で雄性不稔率の低

下が観察されることから、現状では暖地における雄

性不稔系統の利用は困難であると考えられる。

(4）混入防止技術の開発

これまで具体的なデータが皆無であった収穫機や

乾燥調製施設の共用による異品種の混入状況につい

て、メーカーや刈り取り条数等に関わらず機内残に

起因する混入率は 0.01%未満であることや、混入率

を低減する手段としては作業前の清掃が効果的であ

ることなどが明らかとなった。また、清掃経験の浅

い作業者が、熟練者の清掃技術を抽出して作成した

コンパイン清掃マニュアルに沿って作業することに

より、効率的で高精度な清掃作業を実行できるだけ

でなく、機体内残留量も低減できることを明らかに

した。以上の結果は「コンパインの混入防止技術報

告書」としてまとめ、関係者に配付・周知する予定

である。
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第 2編次世代遺伝子組換え生物の生物多様性

影響評価手法の確立及び遺伝子組換え作物の

区分管理技術等の開発

第 1章生物多様性影響評価手法の開発

(1) 日本の野外環境において、 GMダイズ個体群

およびナタネ類（セイヨウナタネ、セイヨウカラシ

ナ）が、圃場から逸出するシナリオを作成し、推移

行列モデルに、圃場試験データおよび文献のデータ

をあてはめ、個体群の存続性を評価する手法を開

発した。非 GMダイズおよびセイヨウナタネでは、

行列式の固有値μまO及びほぼOとなった。これに

GM作物の特性を考慮し、生存確率の一部を改変す

れば、 GM作物の生物多様性影響における優位性が

評価できると考えられた。

(2）遺伝子組換えによりイネの冠水後の生存率が

有意に向上しても、あるいは伸長性に極めて優れる

特異な性質により深水からの葉の抽出が顕著に速く

なっても、それらは種子増殖率の上昇をもたらさな

かった。対称的に、越冬後の生存率が原品種より低

くなっても、出穂の遅延や総糖含量の大幅な上昇に

より、生き残った個体当たりの穎花数と稔実率が高

くなり、種子増殖率が原品種よりも有意に高くなる

事例が認められた。したがって、水田外に逸出した

イネの野生化を推定するに当たっては、生存率に重

きを置きすぎることなく、水田外で穎花を作りそれ

を結実させる能力を評価することが重要と考えられ

た。

(3) 2年間の調査で、ツルマメを摂食するチョウ

目昆虫として 67種を記録した。従来、ツルマメを

寄主植物とする種は、マメシンクイガやスジモンコ

ヤガなど数種であったことから、今回の集中的な調

査によって、ツルマメを摂食するチョウ目見虫の多

くが解明されたものと考えられた。また、ツルマメ

の調査や播種密度処理区の結果から、ツルマメは個

体密度が多少低くても、残りの個体が分枝を出して

旺盛に生育することによって、単位面積あたりの種

子生産数に大きな差は見られないことが明らかと

なった。さらに発芽実生に対する摂食調査では、幼

虫l匹あたりの摂食量は、カブラヤガ5～ 6齢で約

26本、シロヒトリの老齢幼虫で 192本であった。

(4）我が固において GMダイズの生物多様性影

響評価を行う際に必要なダイズの近縁野生種ツルマ

メの生物学的情報を文献等より収集し、ツルマメの

バイオロジードキュメントとして整理した。

(5）我が固における遺伝子組換えセイヨウナタネ

の生物多様性影響評価に際して文献または実験・調

査等から参考とすべき情報を抽出したカラシナのバ

イオロジードキュメントを作成し、提供を行った。

(6）我が国の遺伝子組換えセイヨウナタネの生物

多様性影響評価において利用されうる在来ナタネと

セイヨウナタネのバイオロジードキュメントを作成

した。

(7）遺伝子組換え大西洋サケが北海道や青森以外

の本州でも養殖されることを想定し、大西洋サケと

生息特性が似ているイワナとの干渉競合と接餌競合

を調べた。その結果、いかなる飼育条件においても

大西洋サケはイワナよりも劣勢になった。また、本

州中部の三重県度会郡にある増養殖研究所玉城庁舎

及び栃木研日光にある日光庁舎の外部飼育施設で自

然環境に近い条件で大西洋サケを飼育して人工交配

を行ったところ、 2012年に鮮化まで飼育すること

に成功した。

(8）ゼブラフイッシュと分類上は近くないが、ア

ブラボテやヤリタナゴの雄とゼブラフイッシュ雌の

交雑種が僻化後最も長く生息することが分かつた。

また、カワムツ、オイカワ、ギ、ンブナはゼブラフイツ

シュを捕食し、これを利用して有害物質産生性につ

いての試験を行えることが分かつた。

(9）メダカの分類学上の位置付け及び自然環境に

おける分布状況、使用等の歴史及び現状、生理学的

及び生態学的特性を、メダカの生物情報の資料にま

とめた。また、競合における優位性、捕食性又は寄

生性、有害物質の産生性、交雑性、その他の性質の

評価試験における、実験条件、結果の報告事項等に

ついて整理した。さらに、メダカとハイナンメダカ

の交雑後代（雑種）の検査、メダカの集団判別検査

では、実験サンプル、試薬、使用機器、実験手JIJ頁、

結果の判定等について整理した。これらをメダカの

実験の資料にまとめた。

(10）コイとフナ類を用いて人工交配を行い、得

られた雑種はすべての組み合わせで同種同士の組み

合わせと同程度の生存性を示した。開発した DNA

マーカーによる種判別により、得られた雑種はコイ

とフナの両方由来の DNAを持つことを確認した。

雑種の妊性については生殖腺の組織切片から成熟

し、妊性があることが示唆された。水槽内における
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分布からコイ、フナ類は下層に分布する傾向があり、

自然界において競合関係にあることが推定された。

(11）ミトコンドリア COIおよび染色体上の

CAD遺伝子を DNAマーカーとして調査した結果、

日本産クワコへのカイコからの遺伝子の流入を示す

結果は得られなかった。これは両者間の遺伝子交流

が厳しく制限されていることを示唆された。その原

因として、屋外でのカイコの生存性が著しく低いこ

とが考えられた。

第 2章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

(1）農家圃場で観察された水稲の自然交雑率は、

花粉源から 20m離れた地点で 0.229%であったもの

の、この地点以外では距離とは無関係に O～ 0.003%

の範囲であった。今回、花粉源から最も遠くで観察

された交雑は、 149m地点であった。一方、交雑を

促進する環境で水稲を栽培した場合の自然交雑率

は、 0.05～ 0.5%の範囲に収まった。しかし、 2011

年の農林8号とモチミノリ（2.30%）や 2012年のあ

きたこまちと東京藤蔵嬬（1.81%）の組合せなどで

高い自然交雑率が観察された。交雑率を高める要因

として、出穂期や開花時刻の一致や天候不良との関

係が示唆された。交雑の評価・予測システムを用い

た研究からは、 GMイネの栽培に際しては、近隣の

非GMイネと開花期が重複しないようにすること

が、隔離距離を確保することより効果的な交雑抑制

策であることが示唆された。また、平均交雑率予測

指標の算出基礎となる圃場環境 GISデータセット

のグリッドサイズを検討した結果、 l×lkmスケー

ルで行うシミュレーションが地域の土地利用特性を

最もよく反映することが明らかとなった。さらに、

混入卒の圃場開異質性をy分布で、近似することによ

り、交雑種子数の期待値を最小にするためのサンプ

ル数分配式を導いた。

(2）閉花受粉性変異 spwl-clslを導入した準同質

遺伝子系統より、反復親に近い農業形質及び遺伝的

背景をもっ母本を選抜することができたD また、こ

れらの系統の開花性の維持には、「最高気温30℃以

上の日数」、「平均気温20℃以下の日数」、「平均最

低気温」の3つのパラメーターが重要であることを

明らかにした。一方、「きたあおば」ゃ「たちすが

た」、「北陸 193号」に由来する新規開花受粉性イネ

候補5系統については、それらの開花性は低温によ

る影響を受けないものの、種子稔性や耐冷性などの

点で改良の余地があることが示された。開花受粉性

変異spw-cls2については、遺伝子の位置を特定し

た結果、 spw-clslの対立遺伝子のひとつであるこ

とや、日193mt（北陸 193号由来）については第 l

染色体の短腕上に位置することなどが確認された。

TMT-C27 （たちすがた由来）については Kasalath

との交配後代を用いたマッピングを継続中である。

(3）国内で栽培や流通が想定される 2種類の GM

イネについて、種特異的内在性配列を検出し、組

換え DNAを標的とした検知手法を開発するととも

に、 ELISA、ラテラルフローストリップ、ウエス

タンブロッテイングの検出系を構築した。サンプリ

ング作業に起因する不確かさの評価や系統特定試験

法の確立によって、スタック系統を対象としたトウ

モロコシの GT法の信頼性を向上させた。また、サ

ンプルからのダイレクト分析を可能にするリアルタ

イム PCR用マスターミックスも開発した。リアル

タイム PCRアレイ法の標的の拡充や未承認GM農

産物混入推定プログラムの更新、組換え DNA断片

の近傍塩基配列の解析手法の開発、 GM農産物塩基

配列 DBの構築を通して、未承認GM農産物検知

同定システムを高度化した。

(4）園内で GMイネの商業栽培が行われた場合、

精米製品については、現在の区分管理措置により

1%程度の混入水準であれば対応可能であるのに対

して、米加工品については、品種別の区分管理をし

ていない製造業者や原料となるくず米を扱う業者

で、工場やラインを分別するなどの追加的措置が必

要になることが示唆された。一方、海外から輸入さ

れるダイズやトウモロコシ、ナタネ等については、

区分管理上のコスト発生ポイントはエレベーターや

サイロ内の清掃及び分析費用であるが、これらのポ

イントにおける追加的コストは必ずしも非 GM作

物のプレミア価格に積み上げられるわけではないこ

とが示唆された。

第 3章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

(l)EUにおける共存政策に関しては、 2003年に

公表されたガイドラインに基づき、加盟国毎に策定

されてきたものの、その策定内容は非常に多様性に
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富んだものとなっている。欧州共存室（ECoB）に

よる作物別ガイドライン（ベスト・プラクティス丈

書）がトウモロコシに関して公表されるなど前進も

見られる。しかし、 GM栽培の禁止に関する根強い

加盟国の要請に対応して、 2010年7月に発表され

た新提案（加盟国の判断で社会経済的理由等により、

個別の GM作物に対して栽培禁止の判断を行える）

を契機として、新たな展開を見せるに至った。この

新提案に関しては、欧州議会と理事会、欧州委員会

との間で議論が続いており、加盟国はその議論の経

過を見守っている。また 2003年ガイドラインに代

わって新たに欧州委員会から公表された「新ガイド

ライン」では、 0.9%よりも低い混入率を目指した

共存ルールを各国に許容するなど、これまで GMO

に批判的な立場を示してきた加盟国や有機農業団体

の主張に対して、かなりの譲歩を示すものとなって

いる。この新ガイドラインの公表を受け、今後は、

加盟国の中には、従前の共存ルールを見直す動きも

出てくるであろう。当面は、今回の新提案の議論が

どのような形で終息していくかにかかっていると考

えられる。共存に関する研究プロジェクトも進みつ

つあるが、共存や区分管理に関する政策がEU域内

に定着するにはまだ時聞がかかると見込まれる。

(2) 2011年5月 11日USDA-APHISは、米国は

乾燥耐性トウモロコシ（MON87460）を認可した。

本研究課題においては、環境リスク評価に関して、

従来の除草剤耐性および害虫抵抗性トウモロコシと

どのように異なるのか、そのポイントに関して分析

した。試験方法において特徴的な点としては、①圃

場試験において適切な土壌水分条件および土壌水分

条件を制限した条件の設定、②圃場内での自生の評

価、③圃場外での生き残り調査。④温室および人工

気象室での低温、高温、塩類に対する耐性の有無の

調査、という 4点があげられる。またグリホサー

ト抵抗性雑草に関しては、 2012年5月に National

Academy of Sciencesが全国研究会を開催したほ

か、有名な科学誌がこの問題について取り上げた。

また 2012年2月にハワイで開催された米国雑草学

会（WSSA）の年会においてもグリホサート抵抗性

雑草に関する多数の発表があり、この問題が米国の

農業生産に対して重大な影響力を持っていることが

判明した。この問題の回避のため、グリホサート使

用による除草に加え、別の防除方法（他の除草剤、

機械的な除草、栽培学的な手法）を合わせることで

その対策が講じられつつある。

(3）欧州食品安全機関が提示した環境リスク評価

に関する考え方ならびに手法について分析した。環

境リスク評価の目的は、ケースパイケースで GM

植物が放出された受容環境に GM植物が及ぼす悪

影響（直接的／間接的、即効性／遅効性、累積長期

影響など）を同定し評価することであり、ハザード

同定、暴露評価など6段階から構成されている。市

販後環境モニタリング（PMEM）に関しては、遺

伝子組換え植物及び関連する生物相と直接・間接に

関連する生態系機能の変化を記録すること、また最

も大きな影響を測定できる可能性のある場所で実施

することなどが盛り込まれている（事例固有のモニ

タリング）。時間的規模は、一年生植物では 10年後

まで、その他はケースパイケースで行う。こうした

知見は、今後我が固の規制などに参考になるもので

ある。ただし、我が固におけるカルタヘナ法に基

づく生物多様性影響に関する評価方法については、

EUの指標を直接適用するのではなく、我が固の自

然環境に合わせて検討する必要がある。

新たな育種技術に関する規制システムについて

は、欧州ならびに日本においてもその産物が従来の

規制の範囲内に納まるかどうかが重要な検討ポイン

トになると考えられるが、導入遺伝子の検出の有無

ならびに自然界に生じる突然変異とどのように区別

しうるかが今後の共通した問題点と思われる。

(4）米国における遺伝子組換え大西洋サケの

FDAへの申請は、最終段階の環境安全性について

も申請が承認され、 2012年 12月 19日より市販化

に向けての仮承認の段階にある。今後寄せられるパ

ブリックコメントにおいて科学的な根拠がある反対

意見がないかぎり、 20日年度中にも市販される可

能性もある。

中国の遺伝子組換えコイについては、中国科学技

術院が不妊化されたものでない限り市販化を認めな

いとの立場を取っていることから、交雑不妊などの

技術が確立されないと市販化されないと考えられ

る。しかし、中国における研究の進歩は著しく早い

ため、市販化に向けた大規模環境安全性評価の試験

が実施される日も近いとの感触を得ている。

観賞魚用の遺伝子組換え魚の開発・販売は、市販

化のための申請が食用のものに較べて認可される場
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合が多く、今後、色々な鑑賞用魚種で遺伝子組換え

魚が開発され、市販化される可能性が考えられる。

四今後の課題

第 1編遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

第 1章生物多様性影響評価に必要な科学的知

見の集積

1 生物多様性影響評価のための手法開発

1）植物

開発が想定される植物種の交雑性に係わる研究で

は、その結果を生物多様性影響評価で利用出来る形

に整備する必要がある。環境ストレス耐性作物に関

する生物多様性影響評価手法の開発では、他の植物

との競合や動物等による食害等の要因も組み込んだ

更に高度な評価手法とする必要がある。また、セイ

ヨウナタネ、ワ夕、ダイズ、ジャガイモ、タノすコ、

オオムギ等での知見も必要である。虫媒性に関する

評価手法の開発では、この系がミツバチとアブラナ

属植物をモデルとして構築されたものであることか

ら、他の植物・昆虫への適用には細部条件の再検討

が必要である。

2）動物

(1）これまでに採集が及んでいない地域、たとえ

ば、近畿、中国地方での採集を実施し、得られたサ

ンプルについて COlについて示した傾向が現れる

か否かを検証することが必要である。カイコとクワ

コとの聞には生理学的な生殖的隔離はないにもかか

わらず、これまでの調査ではカイコと野生の日本産

クワコとの遺伝子交流を支持する知見は得られては

いない。野外におけるカイコとクワコの交雑個体と

クワコの交配を妨げる何らかの要因の存在が推測さ

れ、それを明らかにすることが期待される D

(2）もしセイヨウミツバチの組換えによって交尾

行動が変化してより一層アクテイブにニホンミツバ

チと交尾を起こすような変異が起こればニホンミツ

バチに大きな影響がある可能性がある。従ってセイ

ヨウミツバチの組換えによる行動の変化の可能性に

ついては予め調査・試験しておく必要がある。その

前段階として、セイヨウミツバチ聞でニホンミツバ

チへの交尾行動に種内変異があるかどうかを調べて

おく必要がある。

(3）本研究課題では、自然界におけるコイの交雑

性を調べることによって生物多様性影響評価のため

の情報を収集した。しかし、実際の第一種使用申請

者が遺伝子組換えコイの交雑試験を野外で行うこと

は不可能であり、今後飼育施設内で交雑試験を行う

ため、過去のコイの交雑試験の丈献情報をもとに実

際に検証し、簡便な交雑試験の手法も提示する必要

がある。さらに、交雑種が妊性を持っかを検討する

必要がある。

(4）メダカの生物学的情報を収集整理してまとめ

ることが必要である。また、競合性、捕食性又は寄

生性、有害物質の産生性について知見を集積すると

ともに、考え方を整理してこれらを評価する試験方

法を開発する必要がある。

(5）ゼブラフイツシュと日本の在来コイ科魚類と

の交雑性や競合性を調べた研究は全くなく、手始め

に本州の河川に一般的で分類上ゼブラフイッシュに

近いカワバタモロコやオイカワ、カワムツとの交雑

試験や競合試験を行ってきた。在来種と交雑しない

ことを確認するために、交雑する魚種を増やすこと

も考える必要がある。また、競合試験の一つである

有害物質産生性や捕食についての試験を行っていな

いため、今後検討する必要がある。

(6）今回の研究に用いたタイセイヨウサケは、日

本で継代繁殖させている群であり、遺伝的多様性に

欠けている可能性が考えられる。そのため、異なる

系群を用いた比較試験を行う必要がある。今回の

競合性試験では、非 GMタイセイヨウサケを用い、

ほぼ同一サイズの条件で比較したが、今後は GM

タイセイヨウサケの特性を反映させた条件で実験を

行う必要がある。今回の競合性試験は、限られた狭

い環境において行ったものであるため、より自然に

近い環境を設定して比較する必要がある。

(7) FDAは今回 AquaBountyTechnologies社の

提出した資料に，特に問題は無いと判断しており

11月22日までパブリックコメントを求める期間も

終了したことから，近々申請に対する判断が下され

ると思われる。申請が認可された場合でも、日本で

GM大西洋サケが養殖されることは考えられない

が、製品として輸入されることは十分考えられる。

今後はアメリカにおける GM大西洋サケの表示な

どに関する情報を調べると共に、非意図的に混入し

た場合の検査体制の確立等が求められる。

(8）本研究では、観察に適した屋内の大型飼育層
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を使って競合試験を行っているため、今後は自然環

境に近い条件においても同様の接餌競合や干渉型競

合が見られる様にする必要がある。また、実際に市

販化が考えられている遺伝子組換え大西洋サケは 3

倍体として出荷されるため、 3倍体においても同様

の競合性が見られるか検証する必要がある。また、

繁殖特性についても調べる必要がある。

(9）移植組織片の DNAの動態確認については、

今後も調査事例を増やす必要がある。また、アコヤ

ガイの交雑性や妊性等の知見も蓄積していく必要が

ある。

(10）マイクロアレイで海水微生物叢の明確なパ

ターン比較を行うため、海水のj慮過条件、アレイに

搭載する DNAクローンの選択、アレイ用ターゲツ

ト遺伝子の調整についてさらなる検討が必要であ

る。

(11）今回は主に乳酸菌の接合による伝達に着目

したが、この他に、環境（細胞外）DNAの取り込み（コ

ンピテンス）による遺伝子伝播・拡散が生物多様性

に影響する可能性が考えられる。

(12）乳酸菌から酵母への水平伝播に関しては、

詳細な伝播特性の解析や再現性の検証が必要である

と考えられる。薬剤耐性マーカ一等を用いない水平

伝播検出系、すなわち、伝播体の選択的培養を必要

としない検出系については、リアルタイム PCRを

用いた伝播体特異的 DNA配列の検出を除いては有

効な手段がなかった。しかし、近年開発されたデジ

タル PCR法を用いれば、より高感度な検出が可能

になるものと期待される。

2 国民の関心に応える調査研究

(1）モデル研究によるとツルマメの集団サイズや

ダイズとの隣接程度等によっては浸透交雑が高い確

率で生じることから、現在開発中の不良環境条件下

で適応度を向上させるような GM作物を想定する

場合は、適応度の変化のみならず集団のサイズと交

雑率、あるいは輪作体系を考膚した検討が必要とな

る。また、自生地の生態条件を反映できる制御環境

下での評価法の開発も必要と考えられる。

(2)GMセイヨウナタネからの自然条件下におけ

る遺伝子浸透を把握するため、圏内におけるセイヨ

ウナタネの近縁種の分布や優占度合の調査が重要で

ある。また、野外におけるセイヨウナタネと在来ナ

タネの個体群の今後の動向を知るために、モニタリ

ングすることが重要である。雑種後代における遺伝

子浸透を防ぐため、対合しがたい 3本のゲノム染色

体上への目的遺伝子の導入技術の確立が求められ

る。カラシナ（♀）×セイヨウナタネ（♂）の F2

以降の稔性回復の関連特性や、カラシナ型の雑種後

代に残存するセイヨウナタネ由来の領域の存在など

を明らかにする必要がある。セイヨウナタネ聞の交

雑は、遮断生地の選定や遮断方法（含む防鳥網）の

改善等を検討する必要がある。

(3）研究者がアウトリーチ活動をできる環境整備

に加え、①参加体験型イベント、②食の安全などの

大きな枠組みの中での説明、③参加者全員が耳を傾

け、話し合いができる雰囲気作りに配慮した取り組

みが重要である。

第 2章海外諸国における遺伝子組換え生物の

研究に関する調査

GMOをめぐる研究上の新たな知見が様々な形で

提起されると共に、作物以外への応用範囲も広がり

つつある（例えば、魚など）。また EUやアメリカ

においては、 GMOをめぐる政策的議論が制度改定

提案や裁判事件等を通じて、たえず提起されている。

先進国においては制度的枠組みが確定しているもの

の、なお争点が絶えない状況にある。また途上国で

は、中固などが牽引してさらに GMO開発や栽培を

積極的に拡大していこうとする傾向が見られる。以

上のように、海外諸国における GMOをめぐる研究

開発・政策制度の動向は、現在も大きく変化を遂げ

つつある。従って、引き続きこうした海外情報の調

査収集に努めると共に、日本への研究上・政策上の

示唆について解析を行っていくことが重要であると

考えられる。特に、技術的な新領域（新しい品目や

非生物的ストレス耐性、新規の変異体作出技術の開

発など）に着目すると共に、各国の新たな政策的動

向にも目配りしていく必要がある。さらに、国際的

な研究情報の交換を一層緊密に進めていく必要があ

る。

第 3章遺伝子組換え作物の利用における安全・

安心の確保のための管理技術の開発

1 遺伝子拡散防止等安全確保技術の開発

(1）タバコではヘテロプラズミックは問題になら



ないものの、他の作物では重要な問題である。しか

し、世界的にも問題視されないのは葉緑体形質転換

技術が利用されていないためと思われる。いち早く

ホモプラズミック化促進技術の確立を行う必要があ

り、本技術を先行して開発すれば、葉緑体形質転換

を物質生産等に有効に利用できるようになると思わ

れる。

(2）雄性不稔ブロッコリーやキュウリの雄性不稔

性について、野外環境下における安定性評価が必要

であり、また、環境修復用作物としてカボチャが有

望視されているので、キュウリで用いたベクターに

より雄性不稔カボチャの作出に関する研究が残され

ている。

(3）サトウキビについても基本的な再分化やカル

スの緑化条件が明らかになったが、形質転換効率を

上げるためには、緑化効率をさらに上げる条件を検

討する必要がある。

(4）ムギの葉緑体形質転換系の開発は、当初より

2年間の予定で実施し、この間、パンコムギを用い

た培養・再分化系のノウハウは、ほぼ蓄積したと思

われる。一方、ボンバードメントの条件など検討す

べきことが多々残されている。いずれにせよ、パン

コムギでは実験の結果を得るまでに相応の時聞がか

かる。この課題については長期的な取り組みが必要

である

(5) spwl-clsは実用的な開花受粉性イネイ乍出のた

めの遺伝資源として期待されるが、低温条件により

開花するため、栽培地域や環境などの適用条件をさ

らに詳細に把握する必要がある。また、本研究で得

られた spwl-clsの準同質遺伝子系統群の特性を確認

し、実用場面での利用へと結びつけることも重要で

ある。開花受粉化ベクターの構築については、トラ

イアンドエラーによって、候補となる鱗被特異的プ

ロモーターと鱗被形成阻害遺伝子に関する知見を蓄

積することができた。今後は、これらを組み合わせ

ることによって、実用的な技術へと発展させたいD

(6）閉花受粉性（els）を導入した Trp高含有イ

ネ系統について、安定的な閉花受粉性を示すか否か

については、野外隔離圃場での栽培試験での調査お

よび検討が今後必要である。本研究によって、異な

る研究拠点でそれぞれ開花または開花率が著しく低

下した突然変異が得られている。それぞれの開花性

については圃場での調査期聞が短く、また調査環境

も限られていたため、開花受粉性の特性や他の農業

形質に影響ないかなどを明らかにするためには、複

数の試験地で栽培試験を行う必要がある。

(7）ダイズにおいて、環境条件にかかわらず開花

受精する材料を見いだす必要がある。

(8）誘導プロモーターや組織特異的プロモーター

を用いてリコンピナーゼ遺伝子や致死遺伝子を発現

させる場合、非特異的発現が頻繁に起こるため、誘

導プロモーターを厳密に制御することや、目的の遺

伝子の非特異的発現を完全に抑制する技術開発が必

要である。

(9）パヒアグラスで 5系統の形質転換体系統が得

られたものの、これらは全て JoxP領域の相同組換

えが認められなかった。化学処理による相同組換え

の頻度は、形質転換体の発育ステージにおいても大

きく異なり、これまでの報告ではカルス、幼植物体

および発芽時など、培養条件下でのみ発現誘導が認

められている。今後は、より自然条件である温室条

件下での発現誘導を検証する必要がある。

(10）課題終了後のデータの更新をどのように

行っていくかが重要な問題となる。それぞれの分担

研究室は今後も関連した研究を行っていく予定であ

るので、その過程で得られた情報については適宜付

加していくことになるが、これらを本課題で得られ

た情報とどのようにリンクさせるかは議論が必要。

(11）スギでは、 BoA3::Barnase-355: :Barstar等を

導入したスギの幼植物体が作出されており、今後こ

れら植物体を育成して着花誘導及び花粉形成能の評

価を行う必要がある。また、スギから単離した蔚特

異的プロモーターに barnase遺伝子を連結して導入

した 16系統の組換えスギカルスが得られており、

これら系統から植物体の再生、花粉形成能の評価を

進めていくことが必要である。

2 新たに流通が見込まれる遺伝子組換え作物の

検出技術等の開発

今後も引き続き、新規承認 GM系統の増加が見

込まれることから、継続的な検知法の開発が求めら

れる。また、新たな GM作物の開発に伴い、多く

の問題が顕在化してきており、本課題においても網

羅的検知法の開発、簡易迅速検知法の開発、スタッ

ク品種への対策として新たな検知手法の導入を図る

等、積極的な取り組みを行ってきた。しかしながら、
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今後さらに新たなタイプの GM作物の開発、導入

が図られる可能性もあることから、組換え体開発の

情報にも注意を払いつつ、多様な状況に対応しうる

技術基盤を予め整えておくことが強く求められる。

また、本課題において、実用的な検知法の開発を目

的として研究を推進し、多くの開発した検知法を実

用化レベルに到達させた。しかしながら、開発した

手法の実用化には、行政機関によるオーソライズ（公

定法化等）が求められることから、実効性を伴う検

査体制の確立のためにも、行政部局との検討が強く

望まれる。

第 4章遺伝子組換え作物と一般栽培作物等と

の共存のための技術開発

本研究で得られた成果を総合することで、食品や

飼料としての安全性が確保された GM作物を商業

栽培する際に、事前に一般栽培作物との交雑や混入

を低減する対策を取ることができるだけでなく、交

雑や混入が定められた水準以下に維持されているこ

とを検証する管理体制を確立することができる。今

後は収穫物の流通段階における混入の実態把握をは

じめとして、花粉の拡散を皆無なものとする生物的

封じ込め、海外から輸入される農産物に混入する未

承認組換え作物の検知、海外で制度化されている遺

伝子組換え作物の商業栽培に関する法的枠組みな

ど、関連の研究分野との連携を図りつつ、 GM作物

と一般栽培作物との共存を図るための行動指針をよ

り確固なものとする取り組みが望まれる。

第 2編次世代遺伝子組換え生物の生物多様性

影響評価手法の確立及び遺伝子組換え作物の

区分管理技術等の開発

第 1章生物多様性影響評価手法の開発

(1）推移行列モデルを使った手法では、 Aがl以

下になる場合に評価した植物が、生物多様性に与え

る影響はないと判断できるが、 Aがl以上になった

場合、周囲の動植物相に影響を与えるかどうかは判

断できないため、 Aがl以上になった場合の評価方

法が必要である。

(2）耐冷性遺伝子組換えイネの生物多様性影響評

価手法は、他植物との競合や烏・動物・見虫による

食害の影響を排除して行われており、実際に水田外

で集団が定着できるかどうかを推定するためには、

これらの影響を組み込んだ評価法を確立することが

必要である。

(3）幼虫がツルマメの特定の個体のみを選択的に

摂食することも考え難いことから、見虫の摂食がツ

ルマメに及ぼす影響を解明するためには、現実的な

幼虫の生息密度や個体群内の移動距離等を考慮しな

がら検討する必要がある。また、 CryIAc遺伝子を

持つ Btダイズと野生ツルマメとの雑種が生じた場

合の生物多様性影響を評価するためにはその幼虫に

対する CryIAcタンパク質の毒性や行動影響も解明

する必要がある。さらに、 CryIAcタンパク質に対

するチョウ目昆虫の感受性が日本においてはほとん

ど調べられていないことから、重要種を特定した上

で、今後早急に取り組む必要がある。

(4）近年の GMダイズは複数の除草剤に耐性を

示すもの、さらには害虫抵抗性や多産性など個体の

生存や個体群の更新に有利に作用すると考えられる

特性を付与されたものが開発・研究されている。特

に、個体の適応度を高める遺伝子がダイズ近縁種ツ

ルマメに拡散する可能性を科学的な生物学的情報に

基づき評価・予測することはカルタヘナ法に基づく

生物多様性影響評価を行う上で、極めて重要である

ことから、今後も情報を収集して行く必要がある。

(5）遺伝子組換えナタネの生物多様性影響評価に

必要なカラシナに関するバイオロジードキュメント

の作成の目的である現段階におけるカラシナに関す

る生物学的情報について、現段階で入手可能な情報

は概ね取りまとめできたと考えられる。しかし、カ

ラシナの多様性を踏まえた交雑親和性や環境適応度

の評価などの情報は、今後に残された課題であると

考えられた。

(6）我が固において遺伝子組換えナタネの栽培が

なされる場合に、在来ナタネおよびセイヨウナタネ

の圃場以外での生存率などのデータの必要性を明確

にする必要がある。すなわち、導入遺伝子の拡散に

よる多様性影響評価において、圃場以外のデータの

蓄積を要求するべきか否かである。

(7）大西洋サケが本州でも繁殖する可能性が示さ

れたため、逃亡した大西洋サケと在来サケ科魚類で

あるイワナ、ヤマメ、アマゴ等との交雑性試験を行

い、生存率や妊性について調べる必要がある。また、

自然環境に近い条件のもと生息特性が近い複数の在

来サケ科魚類との競合性を調べ、大西洋サケが定着
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できる可能性を検討する必要がある。

(8）日本には、約 50種類の在来コイ科魚類が

生息しており、どこまで交雑試験を行えばゼブラ

フイッショは在来コイ科魚類と交雑しないと言える

のか今後検討する必要がある。また、我が固におい

ては、沖縄本島の農業用水路でゼブラフイッシュが

繁殖しているとの報告があるが、他の地域で生息ま

たは繁殖しているとの記録はないため、熱帯魚であ

るゼブラフイッシュが、捕食種の多い河川で越冬が

難しい日本の自然環境で、沖縄などの一部の地域を

除いて生息できる可能性を判断するための実験を考

える必要がある。

(9）遺伝子導入により新たに獲得した形質（導入

形質）によって、新たにあるいはより強くなると予

想されるリスクが考えられる。また、体色が変化し

たことにより生物多様性影響に対するリスクが変化

するか、自然環境に近い飼育環境での評価をどうす

るかということも今後の課題として検討する必要が

ある。これらの課題については、モデルとして作成

した蛍光蛋白遺伝子を導入した光る遺伝子組換えメ

ダカを実験材料に用いて知見を集積する必要が考え

られる。

(10) 2年間という短い研究期間であったため、

得られたコイとフナの雑種の妊性については生殖巣

の組織切片像から推測した。コイとフナ類は染色体

数が同じで、配偶子が形成されれば、受精能力はあ

ると思われる。実際に成熟させて確認することが今

後重要と考えられる。また、中国の丈献ではコイと

フナを受精させ、雑種をコイに戻し交配させた F2

で非還元卵（減数分裂をしない卵、 2Nの染色体を

持っている卵）を産む個体を確認し、この個体から

4倍体個体を作出し、遺伝子組換えコイの 3惜体作

出に利用しているという報告がある。このことも確

認しなければならない。

(11）山陽、九州地域のサンプル数が少ないので、

さらにクワコを採集、解析する必要があるD 自然環

境下での生存に有害な遺伝子を保有したゲノムが野

生型集団に侵入した場合に、有害遺伝子に連鎖した

中立遺伝子がどのように挙動するかを理論的におさ

え、集約的にクワコ集団内変異を確認する手法の開

発が必要である。

仮に野生のクワコとカイコが交雑した場合にそれ

を効率的に検出することが求められるため、より効

果的な調査j去を検討するとともに、大量のカイコを

廃棄している施設で調査を行なうことなどにより、

その効果を検証することが必要である。

網室内での競合試験については、卵での調査だけ

では騨化するかどうかが不明であるため、次の僻化

幼虫の DNA型を調査するとともに、定期的にクワ

コを補充することで自然条件下での競合を再現しな

がらカイコ型 DNAの消長を調査することが必要で

ある。

第 2章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

本章では、将来、 GMイネが園内で商業栽培され

る場合を想定して、栽培から流通・加工の過程を通

して、 GMイネと非 GMイネを区分管理するために

必要な知見の集積を行った。具体的には、（ア）圃

場の空間的管理、（イ）閉鎖花による封じ込め、（ウ）

検知技術、（エ）区分管理のコストという 4つの領

域で得られた研究成果を活用することで、 GMイネ

と非 GMイネ間で発生する混入を最小限に食い止

める方策の立案が可能になると考えられる。一方で、

咋今、新しい植物育種技術（NBT:New Breeding 

Technologies）の研究開発が目覚ましい。 NBTは

目的の遺伝子のみを導入・改変することを可能にす

る技術であるため、 NBTにより作出された作物が

従来の GM作物に相当するものであるか、法的な

取扱いが検討されている。今後は、 NBTとルール

作りの動向を見きわめながら、 GM作物と非 GM作

物の共存あるいは区分管理に向けての知見の集積を

継続する必要がある。

第 3章遺伝子組換え生物の産業利用における

安全性確保総合研究

1）区分管理および共存に関する政策は、 GM作

物と有機農業の双方が生産される場面においては、

世界のどこにおいても直面する課題である。ただし、

そのルール策定に政府がどこまで主導的な役割を果

たすのかに関しては、国ごとに相違がみられる。今

後の GM作物生産の拡大と共に、各国でどのよう

な手法が採用されつつあるか、またその際どのよう

なポイントが考慮されているか等に関して、さらに

情報収集範囲を広げる必要がある。

2）世界的な食糧必要量の増加に伴い、これから
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も厳しい栽培環境に耐性を持つ作物の開発、実用化

が進むと考えられるため、世界における環境耐性

GM作物の開発情報および評価方法の情報は今後も

必要になると考えられる。また、グリホサート抵抗

性雑草も、すでに GM植物が実用化されている国

で重大な問題であり、今後の GM作物の栽培の増

加や衰退に関わってくるため、今後も情報収集を続

けていく必要がある。

3）新たな育種技術により作出される生物の評価

については、我が国のカルタヘナ法の規制範囲との

関係を科学的に検討してゆく必要があると共に国際

的な評価などとの統一並びに調整が必要になると考

えられる。

4）遺伝子組換え大西洋サケが米国で市販化申請

が承認間近であり、新しい鑑賞用の遺伝子組換え魚、

が次々に新規に開発され市販される様になってい

る。このため、海外における遺伝子組換え魚の開

発、市販動向について引き続き情報収集する必要が

ある。
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X I 取りまとめ責任者あとがき

除草剤耐性遺伝子組換え（GM）農作物の商業栽

培が 1996年に開始されて以来、世界における GM

農作物の栽培面積は増加の一途を辿り、 2012年に

はl億 7千万 haを超えた。主な GM農作物は、ダ

イズ、トウモロコシ、ワ夕、ナタネであり、米固な

ど先進国だけでなく、複数の開発途上国でも栽培し

ている。また、 GM生物の開発も日進月歩で進んで

おり、中でも GM農作物の形質は、除草剤や害虫

耐性にとどまらず、品質の向上、病害耐性や乾燥耐

性等適応度の向上、さらには土壌環境修復に至るま

で、多岐にわたっている。

2000年 l月に遺伝子組換え生物の生物多様性影

響に関する「カルタヘナ議定書」が採択され、 2010

年にカルタヘナ議定書第 5回締約国会合（MOPS)

が名古屋で、 2012年に MOP6がインドのハイデラ

バードで開催された。わが国の国内法「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（略称：カルタヘナ法）」は 2003年6

月に成立し、 2004年2月 19日に施行された。この

カルタヘナ法に基づいて、 GM農作物の第一種使用

規程が承認されており、 2013年5月現在、わが国

では 11作物、 166種類（内 89が一般圃場における

栽培）のイベントが承認されている。

わが国では、パラを除いて GM農作物を商業栽

培していないものの、米国などGM農作物を商業

栽培している国々から種子などを輸入している。ま

た、海外では GM魚の商業化が間近に迫っており、

わが国でも GMカイコの実用化を目指している。

そのため、 GM生物がわが国における生物多様性に

及ぼす影響のリスク評価やリスク管理に関する科学

的・技術的基盤を構築することは喫緊かつ不可欠な

課題である。
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上記の課題解決のため、農林水産技術会議事務局

および傘下の独立行政法人を中心に、各種研究プロ

ジェクトや事業を四半世紀にわたって推進してき

た。最近では、農林水産委託プロジ、エクト『遺伝子

組換え生物の産業利用における安全性確保総合研

究（略称： GMO安全性確保）』は、 2006～ 2010年

度の 5年間実施された。また、そこにおける成果を

受けて、農林水産委託プロジェクト『次世代遺伝子

組換え生物の生物多様性影響評価手法の確立及び

遺伝子組換え作物の区分管理技術等の開発（略称：

GMO評価・管理Hは、 2011～2012年度の 2年間

実施された。それらのプロジェクトでは、ますます

多様化する GM生物の海外からの輸入や国内栽培

を想定し、生物多様性影響評価に必要な科学的知見

の集積、生物多様性影響評価や区分管理（混入・共存）

に関する技術開発、政策・経済を含む GM生物に

関連した主に海外の情報収集を行った。また、そこ

で得られた研究成果は、行政部局におけるリスク評

価やリスク管理に反映することとした。

本誌（第l編および第2編）は、上記2つのプロジ、エ

クトの研究成果を取りまとめたものだが、本誌で取

り扱う課題の推進に当たり、各種大学・学校法人、

独立行政法人の研究機関、公設試験研究機関、民間

企業等からは多大な協力をいただいた。記して謝意

を表したい。また、本研究から生まれた多くの成果

が、今後大学や各種研究機関等における研究発展に

とどまらず、行政における GM生物に関するリス

ク分析などに活用され、社会に広く貢献できれば幸

いである。また、当該課題については、解決すべき

問題点が数多く残されているため、次期プロジェク

ト研究等の機会を利用して解決されることを期待し

たい。

最後に、本プロジ、エクト研究の推進にあたり、運

営委員会の委嘱研究者、外部専門家またはアドバイ

ザリー委員として幅広く貴重なご助言と激励を頂い

た、筑波大学教授の鎌田 博先生、鯉淵学園非常勤

講師の永田 徹先生、日本大学教授の矢木修身先生、

東北大学教授西尾剛先生、宮城大学教授の三石

誠司先生に深甚なる謝意を表します。

（研究統括者：輿語靖洋）
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第 1編 遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究

第 1章生物多様性影響評価に必要な科学的知見の集積

1 生物多様性影響評価のための手法開発

( 1 ) 遺伝子組換え作物が植物のライフサイクルに

及ぼすアレロパシー活性検定手法の開発

ア研究目的

植物は、発芽して生長し、花が咲き、やがて枯死

するライフサイクル（生活環）を持つ。これまでの

アレロパシーの生物検定は、このライフサイクルの

中で、発芽とそれに続く初期生育過程を対象に検定

されてきた。この過程ではアレロケミカルの影響の

高感度の生物検定を行うことができるが、生殖生長

などの生育後期の課程への影響を評価することはで

きない。そこで、本研究では、組換え体植物をプラ

ントボックスやアグリポットなどの閉鎖環境下でシ

ロイヌナズナ等と混植栽培し、植物のライフサイク

ル全体に及ぼす影響を評価する手法を開発する。ま

た、ライフサイクルの各ステージにおいて、作用を

与える植物を混植した場合、あるいは特定のアレロ

ケミカルを投与した場合の作用を DNAマイクロア

レイによって検定することにより、組換え植物が他

の植物に及ぼす影響を遺伝子レベルで評価する手法

を開発する。また、シロイヌナズナ以外の検定植物

を用いたり、無菌ではない系でも試みる。また混植

した系でシロイヌナズナ等の生育に及ぼす影響を評

価する。これまでに同定された有力なアレロケミカ

ルを投与して、その影響を DNAマイクロアレイで

評価する。以上を統合して、ライフサイクルアセス

メント法のマニュアルを完成させる。

イ研究方法

（ア）プラントボックス等の閉鎖系内でライフサ

イクルを完結させる系を構築する。 3段重ねに改造

したプラントボックスあるいはアグリポットを用

い、シロイヌナズナ等を播種後約7週間の結実期ま

で無菌的栽培し、影響を調べる手法を開発する。

（イ） DNAマイクロアレイによる遺伝子レベル

での影響評価：これまでに同定されたアレロケミカ

ルとしてムクナの L-DOPA、ヘアリーベッチのシ

アナミド、ソパのルチン等を開発した系に添加し、

遺伝子発現に及ぼす影響を、 Affymetrix杜方式の

オリゴヌクレオチドアレイによるマイクロアレイ法

で検定する。

ウ研究結果

（ア）ライフサイクルアセスメントの完成

a アグリポットを用いて、シロイヌナズナを

約7週間後の開花・結実期まで無菌的に栽培するこ

とができた（図 11101-1）。しかし、植物体が天井

に届き頭打ちになり生育が阻害される可能性がある

ので、プラントボックス底をくりぬき 3段重ねにし

た装置を開発して開花・結実期まで栽培する手法を

開発した（図 11101-2）。アレロパシ一物質である

しDOPA・ ルチン・没食子酸を EC5＂の濃度で投与

しライフサイクルアセスメントを行った結果、ルチ

ンは影響が小さく、 L-DOPAは開花には影響しな

いが乾燥重を 2割阻害し、シアナミドは乾燥重を 7

割阻害し節間伸長を阻害し開花を遅らせた。

b アレロパシー活性の強いムクナ （Mucuna

pruriens) （マメ科）を 4週間で2～ 3節でつるが延

び始めるところまで成長させた。シロイヌナズナお

よびファストプランツを開花結実期まで混植した。

c ファストプランツ（FastPlants）の栽培：

Paul Williams 博士により開発された Brassicarapa 

の変種で、シロイヌナズナよりもライフサイクルの

短い植物で、スタンダード、アストロプランツ、ロ

ゼットの 3種を検討した。アグリポットでは 4週間

の培養で、スタンダードがつぼみ、アストロプラン

ツが結実、ロゼットが開花まで進んでいた。スタン

ダードは生育が良く、アグリポットやプラントボッ

クスの天井に届いてしまった。ロゼットは体長が短

いために、個体ごとの伸長を比較することが困難で

あったD 以上の結果、無菌培養でライフサイクルを

完結させる検定には、アストロプランツが最適で

あった。

（イ） DNAマイクロアレイ法による遺伝子レベ

ルでの影響評価

a ヘアリーベッチのアレロケミカルであるシ
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図11101・1 アグリポットによる結果

アナミドは、 EC50の 1/5の lOppmの濃度で開花・

結実も抑制し、 ADH遺伝子を顕著に増幅した。

ADH遺伝子の増幅はRT-PCRによって確認された。

ADHを欠損した酵母の増殖はシアナミドにより強

く阻害されたが野生株は耐性を示した。

b 揮発性のアレロケミカルである trans-2－ヘキ

セナールを投与したときのマイクロアレイ分析を

行った結果、 EC50の 1/5の濃度で多くの遺伝子が

影響を受け、特に 7種のヒートショックプロテイン

が 100～ 300倍も増幅される結果が得られた。cis・

trans・異性化酵素も顕著に増幅された。

工考察

（ア）ライフサイクルアセスメントの完成

アグリポッ トは無菌処理に優れ、シロイヌナズナ

を約 7週間後の開花 ・結実期まで無菌的に栽培する

ことができたが、背が低いので頭打ちになり生育が

阻害される可能性がある。また、この研究の途中で、

製造中止になってしまった。そこで、プラントボッ

クス底をくりぬき 3段重ねにした装置を作成したと

ころ、開花・結実期まで栽培できることが分かつた。

しかし、無菌状態の維持はアグリポットよりも劣る

ので、改良が必要である。シロイヌナズナよりもラ

イフサイクルの短いファストプランツを用いること

で、 4週間の培養で、スタンダードがつぼみ、アス

トロプランツが結実、ロゼットが開花まで進んでい

た。この結果、無菌培養でライフサイクルを完結さ

図11101・2 三段重ねプラントボックスによる結果

せる検定には、アス トロプランツが最適と分かつた。

ファストプランツのマイクロアレイが開発されるこ

とを期待する。

（イ） DNAマイクロアレイ法による遺伝子レベ

ルでの影響評価

へア リーベッチのア レロケミカルであるシアナミ

ド、揮発性のアレロケミカルなどを投与したときの

マイクロア レイ分析を行った結果、 EC50の 1/5の

濃度で多くの遺伝子が影響を受けていた。特にヒー

トショックプロテインが顕著に増幅される結果が得

られたが、この機構の詳細は不明である。

オ今後の課題

遺伝子組換え植物から放出されるア レロケミカル

が、他の植物の一生に及ぼす影響を推定する手法が

開発され、各生育ステージでの他の植物への影響を

DNAマイクロア レイを用いることで、遺伝子 レベ

ルで評価する手法が開発されたが、動く遺伝子の数

が多く、作用機構を簡単に特定することは困難であ

る。しかし、今後、このようなマイクロアレイの研

究結果が蓄積され、結果がデータベース化されると、

特定の物質の影響をパターン化して判別することが

可能になると期待される。

力 要 約

植物を閉鎖環境下で検定植物（シロイヌナズナ、

アス トロプランツ Brassicanapdの倭性変異干重）と
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混植し、 5週間以内で植物のライフサイクルに及ぼ

すアレロパシー活性を評価する手法を開発した。ラ

イフサイクルの各ステージにおいて、作用を与える

植物を混植した場合、あるいは特定のアレロケミカ

ルを投与した場合の作用を DNAマイクロアレイに

よって検定することにより、組換え植物が他の植物

に及ぼす影響を遺伝子レベルで評価する手法を開発

し、この手法を用いてこれまでに報告されているア

レロケミカルであるルチン、 L-DOPAやシアナミ

ドが遺伝子に及ぼす影響を、 DNAマイクロアレイ

法で検定した。
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研究担当者（藤井義晴＊）

(2) クリーピングベントグラス組換え体と交雑可

能性のあるAgrostis属在来種の同定

ア研究目的

クリーピングベントグラス （Agrostisstolonifera, 

Creeping bentgrass，以下 CBと略）はゴルフ場の

良質な芝草として広く用いられており、モンサント

杜により除草剤グリホサート耐性の組換え体がすで

に作出されている。米国でも我が国でもまだ承認は

されていないが、将来承認された場合にはクリーピ

ングベントグラスと近縁な野生種（帰化種も含め）

が我が固に多数自生するので、交雑による組換え遺

伝子拡散の危険性がある。我が国でクリーピングベ

ントグラスと交雑可能性のある Agrostis属にはコヌ

カグサ、ヒメコヌカグサ、ヤマヌカボ、ヌカボ、ノす

ケヌカボ、ナンカイヌカボ等があり、そのうちのヒ

メコヌカグサとナンカイヌカボについては本プロ

ジ、エクトにおける前年度までの課題で、那須塩原に

おける開花期からは交雑可能性がほとんどないこと

を明らかにしたが、コヌカグサやヌカボ類との交雑

可能性については引き続き調査の必要があった。ま

た、クリーピングベントグラスは我が固の本州では

夏の暑さで衰退するためむしろ北海道で逸失、遺伝

子拡散の可能性がより高いが、北方系の自生種であ

るエゾヌカボとの交雑可能性は全く調べられていな

い。そこで、将来我が固にこれら除草剤耐性組換え

芝草が混入する場合を想定し、組換え体CBと交雑

可能性のある在来Agrostis属植物種を明らかにし、

交雑可能性を評価するための指標作物の選定及び交

雑率推定に適した実験配置等の評価手法を確立す

る。

イ研究方法

（ア）我が国在来 Agrostis属を収集し、札幌と那

須塩原といった異なる気象条件下での出穂期を調査

する。

（イ） CBと我が国在来Agrostis属の間で交雑実験

を行うとともに、 DNAレベルでの雑種性判定を行

う。さらに、より簡便に雑種性を判定するために、

それぞれの親植物に特異的な DNAマーカーを探索

し、その有用性を検討する。また、レッドトップと

分類的には同種であるコヌカグサの遺伝的多様性を

明らかにするためにコヌカグサの遺伝資源収集を行

つ。
（ウ） CBと交雑する Agrostis属植物が明らかと

なった後は、雑種及びその後代が親植物に比べて競

争性が増していないか否か、戸外で隣接する条件で

栽培して明らかにする。
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ウ研究結果

（ア）那須塩原市及び札幌市における各種在来

Agrostis属植物の開花期を図 11102-1に示す。

札幌では CBとレッドトップ（以下 RTと略）は

ほぼ同時期の 6月中旬に出穂し、 6月下旬に開花し

た。一方、自生種であるエゾヌカボ、ヤマヌカボ、

コヌカグサ、パケヌカボ、ヒメコヌカグサは 6月上

旬に出穂、 6月中旬に開花し、両者には約 1週間の

開花期の違いが見られた。一方、那須塩原では、最

も早いヒメコヌカグサから最も遅い CBとRTまで

出穂・開花期が拡がり、種間差がより明確となった。

（イ）那須塩原の畜草研の温室内で CBと各種在

来 Agrostis属植物を交配した結果、 CBとの間で雑

種ができたのは RTとコヌカグサのみであった（表

11102-1）。CBとRTとの聞の雑種の雑種性はサ

ザンハイブリダイゼーシヨンだけでなく、既報の

RAPDマーカー（Creep700) (Scheef et al. 2））なら

びに今回 CB特異的 AFLPバンドを SCAR化した

DNAマーカー（20-2F2R）による PCRでも証明で

きた（図 11102-2,3）。また、 CBとRTとの聞の雑

種の lつ（530）の染色体数は両親（CB=28、RT

= 42）の染色体の和の半分である 35であった（図

11102-4）。CBとRTの聞の雑種はいずれも旺盛な

生育を示し（図 11102-5）、花粉稔性も高かった（図

11102-6）。これらを株分けし、競争力試験に供した。

CBとコヌカグサ（4倍体）の間で得られた雑種

（図 11102-7）もサザンハイブリダイゼーション（図

11102-8）、 Creep700ならび、に 20-2F2Rによる PCR

（図 11102-9）で雑種性を確認した。

コヌカグサの遺伝資源収集を行った地点を表

11102-2に示す。主に空き地や荒廃草地などで収集

できた。

5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬 7月上旬

ヒメコヌカグサ ＋－ーー・惨

エゾヌカボ ..ーーー・惨

コヌカグサ
ー

" 

ヤマヌカボ ‘ーーーーー惨

パケヌカボ ーーーーーーー哩E

ー

ナンカイヌカボ

CB 

~ 

ι 一一一－－ ー

レッドトップ ‘圃園園園圃惨 ． 
図 11102-1 札幌市 （骨四令）と那須塩原市 （＋ー惨）における各種Agrostis属植物の出穂・開花期

表 11102-1 各種Agrostis属植物（種子親）と CB（花粉親）との交配試験結果

交配場所 在来 Agrostis 属種名一個体番号 CBの品種名一個体番号 収穫種子数 発芽数 確認雑種個体数

那須塩原 ヒメコヌカグサ A1 -30 146 。 。
那須塩原 コヌカグサー1 Seaside -68 646 157 。
那須塩原 コヌカグサ－2 Seaside 70 1100 7 。

札幌 コヌカグサ（4倍体） Pencross 24 15 2 

那須塩原 ヤマヌカボー1 A4 30 332 3 。
那須塩原 ヤマヌカボ－5 A1 27 166 。 。
那須塩原 バケヌカボ Seaside 66 96 。 。
那須塩原 ナンカイヌカボ A1 24 1142 261 。
那須塩原 レッドトップ16 Patter 42 1004 972 9 

那須塩原 レッドトップ19 Seaside -62 192 192 。
札幌 レッドトップ Pen cross 48 42 。
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24 

5 

図 11102・2 rDNAをプローブとしたサザンハイ

ブリダイゼ、ーションによる CBとレッ

ドトップ （RT）との聞の雑種の証明

(219から 433は雑種の個体番号、雑種

は両親のバンドを併有している）

2n=35 

530 

図11102・4 CBとRTの雑種 （530）の染色体

10日

95 

90 

85 

80 

75 

219 236 260 394 433 屋外RT16

図 11102-6 CBとRTの雑種の花粉稔性（%）、219

から 433まではすべて温室内の結果

（ウ） CBとRTの雑種はいずれも旺盛な生育を示

し、放任受粉により後代も得られた。CBとRTの

雑種及びその後代を札幌と那須塩原で隣接する条件

で無除草栽培し（図 11102-10）、 RTの乾物重を 100

として相対値を比較した（表 11102-3）。その結果、

図11102・3 CB特異的 AFLPSCARマーカーを

用いた PCRによる CBとRTとの聞

の雑種個体の雑種性証明 （7から 530

はRTに稔った種子だがCBのバンド

(DNA）を十寺っている。）

図 11102・5 CBとRTの雑種の外観

図11102・7 CBとコヌカグサ （4倍体）の雑種

那須塩原では雑種の生育が両親を上回ったが、 札幌

では上回ることはなかった。また、那須塩原では 5

月と 10月の草勢を目視による 5段階で評価したと

ころ、雑種と CBの草勢低下がRTに比べて大きかっ

た（図 11102-11）。
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図11102-8 rDNAをプローブとしたサザンハイブリ

ダイゼーションによる CBとコヌカグサ （4

倍体）の雑種の雑種性証明(1＝コヌカグサ、

2 =CB、3瓦7＝コヌカグサの自殖個体、 4

＝雑種68、6＝雑種72)

図11102-9 CB特異的 RAPDSCARマーカー

(Creep700、左図）及びAFLP-SCARマー

カー （20-2F2R、右図）を用いた PCRに

よる CBと4倍体コヌカグサとの聞の雑種

個体の雑種性証明。（1＝コヌカグサ、 2= 

CB、3＝雑種68、4＝雑種72

表 11102・2 収集したコヌカグサの地点

採集地名 道県名 備考

阿蘇 熊本県

佐野市 栃木県

西郷村 福島県

田沢湖畔 秋田県

花山 宮城県

川，度 宮城県

金ケ崎 岩手県

帯 広 北海道

新得 北海道

遠軽 北海道

置 戸 北海道

浜頓別 北海道 上川 農試 天北支場

猿 払 北海道 浜 鬼 志 別

豊 富 北海道 瑞穂

枝幸 北海道 乙宏、部

稚 内 北海道 豊別

北 斗 北海道 100× 200m群 落

江差 北海道 500× BO Om 

八雲 北海道 低栄養地

今 金 北海道 路肩

長万部 北海道 保草地

寿都 北海道 空き地

ニセコ 北海道 空き地

エ考察

Hartらは CBと交雑する種として RT(Agrostis 

gigantea）、ベルベットベントグラス （A.canina）、コ

ロニアルベントグラス （A.cappilaris）、ハイランド

ベントグラス（A.castellana）の4種を報告してい

る（Hartet af 3＞）。これらのうち、ベルベットベン

トグラス、コロニアルベントグラス、ハイランドベ

ントグラスはクリーピングベントグラス同様ゴルフ

場等で用いられるが、我が固ではいずれも外来種で

あり、野外で見られることは稀である。一方、本研

採集地名 道県名 備考

ルスツ 北海道 倉庫横

白老 北海道 放牧地

日高 北海道 放牧地

恵庭 北海道 採草地（荒れ地）

豊富 北海道 採草地

問寒別 北海道 空き地 （自い花序）

中川 北海道 道端

音威子府 北海道 荒廃草地

美深 北海道 空き地

下川 北海道 空き地

愛別 北海道 空き地

美瑛 北海道 コムギ畑横

富良野 北海道 荒廃草地

南 富良野 北海道 公共草地（放牧地）

トマム 北海道 空き地

夕張 北海道 空き地

三 笠 北海道 空き地

3工日IJ 北海道 酪 農 学 園 大 横 道 端

札幌 北海道 空き地

足寄 北海道

上士 幌 北海道

中標津 北海道

中 春別 北海道

究でも交雑が確認されたA.g1屋anteaにはレッドトッ

プとコヌカグサが含まれ、特に前者は牧草として明

治維新以降導入されたが、現在では広く雑草化して

いる。一方、コヌカグサは日本の有史時代の初期頃

欧州、｜から中国を経由して入ったものとされる（前川

4））。コヌカグサはユーラシア大陸に広く分布し多

様性に富み、基本的には 6倍体であるが4倍体の記

載もある。本研究でも札幌で CBとの交雑が確認さ

れたのは 4倍体のコヌカグサであった。RTとコヌ

カグサ以外の Agrostis属在来種はいずれも CBとの
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図 11102幽 10 隣接条件下で生育させた CB、RT、雑種及び雑種後代の生育状況（左：札幌、右那須塩原）

表 11102-3 隣接条件下で生育させた CB、RT、雑種及び雑種後代の RTに対する生育比 （%）

札幌

草種 RT CB 雑種1 雑種2 雑種3 雑種4 雑種5 雑種6 雑種7 雑種8 雑種9 雑種5後代 1

RT比 100.0 43.5 326.2 191.2 253.7 429.9 337.0 317.8 315.4 156.3 197.8 72.6 

那須塩原

草種 RT CB 雑種1 雑種2 雑種3 雑種4 雑種5 ｜ 雑種5桂代1 ｜ 雑種5桂代2 ｜ 衛星5桂代3 ｜ 雑種5桂代4 ｜ 雑種5佳代5

RT比 100.0 19.4 79.7 57.8 77.1 93.6 65.0 81.0 65.6 93.3 53.0 84.3 

3目5

3 

2.5 

2 ,,H 感寸 感寸トー5月19日

10月1日

1 

0.5 

。
RT 雑種及び雑種後代 CB 

図 11102・11 5月 19日と 10月l日の那須塩原における RT、CB、

雑種及び雑種後代の草勢 (1極不良～5極良）

間で交雑が見られず、遺伝的にも遠縁であると考え

られる。

交雑により得られた雑種の DNAレベルでの確認

を最も正確に行うには広く染色体に分布する rDNA

をプロープとしたサザンハイブリダイゼーションが

適当であるが、実験工程はかなり煩雑である。そこ

で PCRによりCB特異的に増幅するバンドを検出

するのも簡便で有効である。 しかしながら、個体数

あるいは品種数を多く扱わないと、必ずしも種特異

的に PCR産物を増幅させることができない場合も

ある。本研究でも当初ISSRマーカーを多数スク リー

ニングし、 CBの品種 Patterで特異的に PCR産物

が得られるプライマーを見いだ したが、 CBの別品

種ペンクロスでは PCR産物を得られなかった。そ
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こで、多型をより網羅的に得られる AFLP法を用

い、より多品種に共通して特異的なバンドを探索し

て切りだし、その DNA配列から有効なプライマー

(20-2F2R）を設計できた。

CBとRTの雑種は染色体数が35であり、 5惜体

になったものと考えられる。通常奇数の倍数体は稔

性が大幅に低下する場合が多いが、 CBとRTの雑

種は花粉稔性が高く、放任受粉により後代種子も得

られた。おそらく CBとRTのゲノム構成にはかな

り共通した部分があるものと考えられる。イネ科牧

草では同様に、 4倍体のイタリアンライグラスに 6

倍体のトールフェスクの花粉をかけ、稔性の高い 5

倍体の属間雑種を作出した例がある（Humphreys

5））。札幌で得られた CBと4倍体のコヌカグサとの

聞の雑種は CBとRTとの雑種に比べればはるかに

生育が遅く、まだ出穂個体も得られていない。生物

多様性に及ぼす観点からすれば、 CBとRTの雑種

の方がより重要である。そこで雑種の競合性を明ら

かにするために隣接条件下で生育を比べたところ、

札幌と那須塩原で異なる結果が得られた。即ち、札

幌では雑種の生育は極めて旺盛で親の RTよりも競

争性が高いと考えられたが、那須塩原では RTを超

えることはなかった。これは、那須塩原での草勢か

ら判るように、 CBとその血をヲ｜く雑種は夏季の高

温による夏枯れが発生したものと考えられる。

尚、 Hartらは実際にグリホサート耐性の遺伝子

組換え CBとRT、ベルベットベントグラス、コロ

ニアルベントグラス、ハイランドベントグラスの 4

種との間でそれぞれ雑種を作出し、それらの競争性

をケンタッキーブルーグラスあるいは混播芝草地の

中で両親とともに比較した。その結果、 CBとRT

の雑種のみ両親よりも高い競争性を示す場合があっ

たと報告している（Hartet al 3l）。

オ今後の課題

CBとRTの雑種及び雑種後代の競争力試験につ

いては、 l年だけの結果では判断が困難なため、引

き続き調査する必要がある。収集したコヌカグサ

遺伝資源の DNAレベルでの多様性解析も必要であ

る。

力 要約

（ア）クリーピングベントグラス（CB）と我が国

に自生する各種Agrostis属の開花期を調査した。そ

の結果、レッドトップ（RT）と CBの開花期が最

も一致した。

（イ） CBと我が国在来 Agrostis属の間で、交雑実験

を行った結果、 RTとの間で9個体、 4倍体のコヌ

カグサとの間で2個体の雑種が得られた。ヒメコヌ

カグサ、ヤマヌカボ、エゾヌカボ、ナンカイヌカボ、

バケヌカボとの間では雑種は得られなかった。雑

種性の簡便な判定に有効な CB特異的 AFLP-SCAR

マーカーを開発した。

（ウ） CBとRTとの雑種の競争力を調べるため

に那須塩原と札幌において隣接条件下で CB、RT、

雑種及びその後代を栽培した。その結果、札幌では

雑種及びその後代の生育がRTを上回ったが、那須

塩原では上回ることはなかった。この差違は両地に

おける夏季の温度に起因していると推察された。
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(3) サツマイモと近縁野生植物との交雑性に関す

る研究

ア研究目的

サツマイモおよびその近縁野生植物は争omoea属

Batatas節に分類されており、さらにサツマイモと

交雑性から交雑が可能なものを第 l群植物、不可能

なものを第2群植物と分類されている。また、日本

囲内には、サツマイモと交雑可能な第 l群植物は無

いとされているが、詳細は不明である。さらに、こ

れまではサツマイモ原産地から導入された近縁野生

種との交雑性や、育種への応用に関する研究は行わ

れてきたが、日本における自生および帰化Ipomoea

属植物との交雑性に関する知見は皆無である。サツ

マイモは高次倍数体で、自家不和合、交配不和合群

が存在する熱帯性の作物で、日本では一般的に、沖

縄県および鹿児島県南部を除いて露地開花性は無い

とされている。しかしながら、露地開花性には品

種・系統間差が存在し、環境条件の変動により、本

州においても稀に開花することも知られている。さ

らに九州以南、特に沖縄県には多くの自生および

帰化Ipomoea属植物が存在することが知られている

が、 Ipomoea属野生植物のうち実際に日本に自生あ

るいは帰化している近縁野生植物とサツマイモとの

交雑性に関する研究は皆無である。よって本課題で

は、 Ipomoea属植物の日本での自生・帰化の実態お

よびサツマイモとの交雑性に関する関連文献を精査

し、その情報を整理したうえで、日本国内における

サツマイモと近縁野生植物との交雑性に関する科学

的知見を集積することを目的とし、得られた成果は

交雑性評価試験を実施する際の標準的な手法として

活用できるようマニュアル化する。

イ研究方法

（ア）野生やomoea属植物の採集と人工交雑試験

野生 Ipomoea属植物は、九州以南、特に沖縄地域

に多く分布しているが、沖縄地域からの移動禁止対

象植物であるため、採集にあたり植物防疫所からの

移動許可を取得して採集を実施した。これまでに沖

縄本島から八重山諸島までの 9地域について 8回の

調査・採集を行った。さらに、熊本県内において雑

草化している Ipomoea属植物の調査・採集も実施し

た。また、ホシアサガオおよびマルパアメリカアサ

ガオについては、岡山大学資源生物科学研究所から

種子を分譲いただき試験に供試した。なお、ヨウサ

イ（エンサイ）については、市販種子（（株）トー

ホク）を用いた。こうして収集した茎葉および種子

は隔離温室内で育成し、自殖性の有無について調査

した。さらに、サツマイモとの交雑性調査にあたり、

開花時期を揃える目的でキダチアサガオに割接ぎし

て開花誘導し、サツマイモ組換え体との交雑を行っ

た。交雑は、開花当日の午前 10時までに終了する

ように行い、サツマイモ組換え体と野生Ipomoea植

物 17種との相互交雑で計34組合せの交雑を実施し

た。なお、白殖性調査において、強い白殖性の認め

られた種に関しては、開花前日に除雄を行った。ま

た交雑に際し、開花当日の荊を採取して酢酸カーミ

ンで染色後、染色の可否を検鏡することで花粉稔性

を調査し、さらに交配3時間後に柱頭をつけたまま

の花柱を採取し、 lNNaOHに数秒間浸漬した後、

0.1 %アニリンブルー溶液で押しつぶし染色を行い、

蛍光顕微鏡下で観察することで花粉発芽および花粉

管伸長の有無を調査した。

（イ）雑種性検定のための DNAマーカー探索と

雑種性の調査

材料には、サツマイモ組換え体および採集した

17種の野生 Ipomoea属植物を用いた。葉身から改

変 CTABt去によりゲノム DNAを抽出し、 PCR

の鋳型として供試した。マーカーの探索には、

Tanaka et al. 2）により報告されているサツマイモ品

種識別用プライマーを用い、構造遺伝子のイントロ

ン多型を調査した。次に、サツマイモ組換え体×ソ

コベニヒルガオおよびサツマイモ組換え体×グンパ

イヒルガオの交雑により得られた種子を播種し、実

生を用いて PCRにより組換え（CP）遺伝子のジー

ンフローおよび雑種性の識別を行い、さらに隔離温

室内で育成して形態調査を行ったD

（ウ）交配不和合群の違いによる交雑親和性の調

査

これまでに組換え体と野生 Ipomoea属植物との交

雑性を調査してきたが、サツマイモは6倍体の高次

倍数性の他殖性作物であり、さらに 15群（A群～

O群）の交配不和合群が存在するなど、その交雑特

性は複雑である。よって、栽培面積が多くかっ交配

不和合群の異なるサツマイモ 4品種（ベニアズマ、

高系 14号、コガネセンガン、シロユタカ）を用い、

これまでの試験で交雑の可能性が示唆されるソコベ
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ウ、マルパルコウおよびマルパアサガオ）の雑草化

した争omoea属植物を採集した（表 11103-1)

次に、収集した Ipomoea属植物の自殖性の有無を

調査した結果、アサガオ、マメアサガオ、ホシアサ

ガオ、アメリカアサガオ、ヒメノアサガオ、マルパ

ニヒルガオおよびグンパイヒルガオとの相互交雑試

験を実施した。なお、試験方法は、（ア）において

実施した方法と同様に行った。

アメリカアサガオ、ルコウソウ、マルノすルコウ、マ

ルパアサガオおよびネコアサガオで、強い白殖性が

確認されたが、モミジアサガオ、アッパアサガオお

よびコダチアサガオでは白殖種子は全く得られな

かった。また、ノアサガオ、ソコベニヒルガオおよ

びヨウサイについては、極稀に白殖種子が得られた

が、強い自殖性は示さなかった。

グンパイヒルガオについては、通常栽培では開花

に至らず、調査ができなかったが、採集地では多く

の種子が見られたことから、自殖性を有すると考え

られる（表 11103-1、写真 11103-1）。さらに、サツ

マイモとの交雑試験を実施するため、キダチアサガ

オに割接ぎを行ったが、全ての Ipomoea属植物で接

木不親和は見られず、活着は良好であった。また、

花粉稔性についても、 70%～90%程度の高い稔性

を示し、交雑に影響を及ぼさないと判断された。次

に、サツマイモ組換え体との相互交雑を行い、柱頭

上の花粉発芽および花粉管伸長の有無を調査した結

果、野生 Ipomoea属植物を柱頭親にした交雑では、

花粉発芽の程度は組合せにより差があるものの全て

において発芽が確認された。また、花粉管伸長につ

ウ研究結果

（ア）野生 Ipomoea属植物の採集と人工交雑試験

はじめに、文献検索として九州農試指宿試験地

成績書の 1951年（S26）～ 1997年（1996年；指

宿試験地最終年；育成の交配採種は 1998年まで継

続）を調査したが、第 2群野生植物との交雑により

サツマイモとの雑種を獲得した例は皆無であった。

また、これまでに供試された第2群野生植物として

は、マメアサガオ (1lacnosa）、ソコベニヒルガオ (1

gracilis）およびホシアサガオ (1triloba）であった。

また、第2群野生植物を柱頭親にした際には稔実種

子が得られることがあるようだが、いずれも雑種で

はなく単為生殖あるいは白殖によるものと結論づけ

られている。

野生 Ipomoea属植物の採集については、最終的

に17種を収集した（分譲 2種、市販種子 l種）。

沖縄県の 9地域の調査からは合計8種（モミジア

サガオ、ノアサガオ、ソコベニヒルガオ、グン

パイヒルガオ、アッパアサガオ、ヒメノアサガ

オ、コダチアサガオおよびネコアサガオ）を採集

した。また、熊本県内の調査では、 6種（アサガ

オ、マメアサガオ、アメリカアサガオ、ルコウソ

一
一
士
一
士
一
？
一
土
＋
一
＋
一
土
土
ニ
土
土
＋
－
T
一
±
＋
一
＋

収集した野生 Ipomoea属植物とその特性表 11103・1

？；不明
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写真 11103-1 収集した野生 Ipomoea属植物の開花の様子

いては、グンパイヒルガオ、アッパアサガオおよび

コダチアサガオでは伸長が確認されなかった。次に

サツマイモ組換え体を柱頭親にした交雑では、ヨウ

サイとコダチアサガオにおいて花粉発芽および花粉

管伸長が確認されなかったが、他の組合せにおいて

は、程度に差があるものの、発芽・伸長が確認され

た。しかしながら最終的な交雑率（種子形成率）に

ついては、ソコベニヒルガオ（交雑率0.12%）およ

びグンバイヒルガオ（交雑率0.06%）を花粉親とし

た場合にそれぞれ l粒のみ稔実種子が得られたが、

他の組合せにおいて種子は全く得られなかった（表

11103-2）。

（イ）雑種性検定のための DNAマーカー探索と

雑種性の調査

サツマイモ品種識別のために Tanakaet al. z）に

よって報告されている 12プライマーペアについて

イントロン多型を調査した結果、全てのプライマー

ペアで PCR増幅が確認された。そのうち、 4プラ

イマーペアで PCR増幅のみでサツマイモ組換え体

と野生 Ipomoea属植物聞に多型を得ることができ

た。次に、増幅断片の制限酵素処理により、さらに

2プライマーペアで多型を得ることができ、最終的

に17種の全ての野生争omoea属植物とサツマイモ

とを識別可能な DNAマーカーを得た（表 11103-3、

写真 11103-2）。次に、サツマイモ組換え体とソコベ

ニヒルガオおよびグンパイヒルガオとの交雑により

得られた種子を播種・育成し、 CP遺伝子のジーン

フローおよび雑種識別の DNAマーカーによる雑種

性の検定を実施した。その結果、今回得られた後代

では CP遺伝子は検出されたが（写真 11103-3）、雑

種識別の DNAマーカーでの判別の結果、サツマイ

モ組換え体（母本）と同じ DNA型を示した（写真

11103-3）。さらに、形態調査の結果（写真 11103-3、

表 11103-4）、母本とほぼ同等の形態特性を示してい

た。

（ウ）交配不和合群の違いによる交雑親和性の調

査

これまでの試験で交雑の可能性が示唆されるソコ

ベニヒルガオとグンパイヒルガオについて、交配不

和合群の異なるサツマイモ 4品種との相互交雑試験

を行った。その結果、グンパイヒルガオでは、いず

れの交雑においても種子は得られなかったため、グ

ンパイヒルガオとの交雑性評価の必要性は低いと考

えられる。一方、ソコベニヒルガオとの交雑では、

ソコベニヒルガオを柱頭親とした場合に、シロユタ

カ（不和合群C群）との交雑で5粒（交雑率0.82%)

の種子が得られた。また、サツマイモ品種を柱頭親

にした交雑では、ベニアズマ（不和合群A群）と

の交雑で l粒（交雑率0.104%）、コガネセンガン（不

和合群B群）との交雑で l粒（交雑率 0.21%）の

種子が得られた（表 11103-5）。

さらに、ソコベニヒルガオを柱頭親とした際に得

られた種子（5粒）と、ベニアズマを柱頭親にした

際に得られた種子について、 DNA型の調査と形態

特性を調査した結果、ソコベニヒルガオを柱頭親に

した後代については、いずれもソコベニヒルガオと
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表11103・2 野生 lpomoea属植物の自殖性の有無とサツマイモ組換え体 （EP系統）と

の相互交雑における交雑率 （%）

野生／pomoeajg植物 自殖性の有無り EP x♂ 2) ♀x EP 

モミジアサガオ
0/92 0/83 
0.0 0.0 

2 ノアサガオ ± 0/314 。／183
0.0 0.0 

3 ソコベニヒルガオ 土
1/207 0/159 
0.12 0.0 

4 グンパイヒルガオ 不 明
1/406 0/53 
0.06 0.0 

5 ヨウサイ ＋ 
0/415 0/43 
0.0 0.0 

6 アサガオ ＋ 
0/120 0/52 
0.0 0.0 

7 マメアサガオ ＋ 
0/158 0/238 
0.0 0.0 

8 ホシアサガオ ＋ 
0/283 0/238 
0.0 0.0 

9 アメリカアサガオ ＋ 
0/129 0/47 
0.0 0.0 

10 アツ.I ~アサガオ
0/84 0/39 
0.0 0.0 

11 ヒメノアザガオ ＋ 
0/114 0/179 
0.0 0.0 

12 マルパアメリカアサガオ ＋ 
0/60 0/162 
0.0 0.0 

13 コダチアサガオ コ＝
0/299 0/45 
0.0 0.0 

14 Jレコウソウ ＋ 
0/111 0/143 
0.0 0.0 

15 マル，.，，しコウ ＋ 
0/250 0/283 
0.0 0.0 

16 マルパアサガオ ＋ 
0/234 0/264 
0.0 0.0 

17 ネコアサガオ ＋ 
0/164 0/294 
0.0 0.0 

1) : ＋；白殖性有り、 ；白殖無し、±；極稀に自殖

2）：数値は、上段 ：粒数／交配花数；下段：交雑率（粒数÷（交配花数× 4）×100)

同等の DNA型を示し、かつ形態特性もソ コベニヒ

ルガオと同等であった。一方、ベニアズマを柱頭親

とした種子では、DNA型はベニアズマと同等であっ

たが、形態特性の調査において、ほぼ中間型を示し

ていた（表 11103-5、写真 11103-4）。

エ考察

これまで、サツマイモと近縁野生植物との交雑性

に関する知見は皆無であり、育種目的での野生種の

導入試験に関する文献を調査した。その結果、海外

から導入された近縁野生植物数種との交雑試験の情

報のみであった。そこで、本課題では、日本に自生・

帰化しているサツマイモ近縁野生植物 17種を収集

し、サツマイモとの交雑試験を実施した。その結

果、サツマイモを柱頭親とした場合にのみ、交雑率

は低率（約 0.1%以下）ながらソ コベニヒルガオお

よびグンパイヒルガオとの交雑により種子が得られ

た。一方で、雑種が得られた場合を想定し、雑種識

別のための DNAマーカー探索を行い、サツマイモ

と17種の野生lpomoea属植物を識別できるマーカー

を開発し、得られた種子についてマーカーによる識

別と形態特性の調査を実施した。その結果、いずれ

の後代も、 DNA型は母本と同様であり、形態特性

についても母本とほぼ同等の特性を有していた事か

ら、今回得られた種子は交雑種子ではなく、何らか

の原因によるサツマイモ組換え体の自殖あるいは単

為生殖の可能性が高いと考えられた。

また、サツマイモは高次倍数性の他殖性作物で

あり、 15群におよぶ交配不和合群が存在するなど、

その交雑特性は複雑であるため、交配不和合群の異

なる複数の品種について交雑の可能性が示唆される

ソコベニヒルガオおよびグンパイヒルガオとの交雑
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表 11103-3 サツマイモと 17種の野生 伊omoea属植物とを識別できる DNA

マーカー

サツマイモ

モミジアサガオ GBSSI. Fl D-3 

ノアサガオ GBSSI 

ソコペニヒルガオ GBSSI. GBSSI/ R甜l

グンパイヒルガオ GBSSI 

ヨウサイ GBSSI 

アサガオ GBSSI 

マメアサガオ FlD・2/Mbol.GBSSI／ゐal

ホシアサガオ GBSSI/治al

アメリカアサガオ GBSSI 

アッパアサガオ PCP. GBSSl SPR 

ヒメノアサガオ GBSSI. PCP/ Hae Ill 

マルパアメリカアサガオ GBSSI 

コダテアサガオ GBSSI 

Jレコウソウ GBSSI 

マルパJレコウ GBSSI 

マルパアサガオ GBSSI 

ネコアサガオ GBSSI 

写真 11103・2 GBSSIイントロン領域を用いたサツマイモ組換え体と 17種の

伊omoea属植物との PCR多型

M.lOObp ladder 

1.サツマイモ組換え体

2.ノアサガオ

3.ヒメノアサガオ

4.ソコペニヒルガオ

5.アメリカアサガオ

6グンノTイヒルガオ

7.アツノfアサガオ

8.モミジアサガオ

9.アサガオ

10.マメアサガオ

11.ホシアサガオ
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12.ルコウソウ

13.マルパルコウ

14.ヨウサイ

15.コダチアサガオ

16.ネコアサガオ

17.マルバアサガオ



性を調査した。その結果、グンパイヒルガオでは、

いずれの交雑においても種子は得られなかった。一

方、ソ コベニヒルガオとの交雑では、ソ コベニヒル

ガオを柱頭親とした場合に、シロユタカ（交雑率

0.82%）と、また、サツマイモを柱頭親にした交雑

では、ベニアズマ（交雑率 0.104%）およびコガネ

センガン（交雑率 0.21%）との交雑で種子が得られ

たが、いずれも交雑率は低く、交配不和合群と交雑

性との聞に関連は無いと考えられた。しかしながら、

写真 11103-3 得られた後代種子の DNAマーカーに

よる雑種識別と形態特性

1 .サツマイモ（EP) 2：ソコベニヒルガオ
3.グンパイヒルガオ 4: EP×ソコベニヒルガオ
5: EP×グ、ンノすイヒルガ、オ

DNAマーカーおよび形態調査の結果からは、ベニ

アズマを柱頭親とした後代では、 DNA型はサツマ

イモ型であるものの、形態特性はベニアズマとソ コ

ベニヒルガオの中間型を示しており、雑種の可能性

を否定しきれないデータが得られた。

以上の結果から、日本国内には、約 20種程度の

野生 lpomoea属植物が存在しており、そのうちソ コ

ベニヒルガオのみがサツマイモを柱頭親とした際

に、交雑の可能性が否定しきれない。従って、サツ

マイモ組換え体の生物多様性影響評価のためには、

ソコベニヒルガオとの交雑性を評価することが必要

であると考えられる。また、可能であればグンパイ

ヒルガオとの交雑性についても調査しておく方が望

ましい。

オ今後の課題

これまで、囲内に自生・ 帰化している野生

lpomoea属植物 17種について、サツマイモとの交

雑性を調査してきたが、その中で、交雑率は低いも

のの、 コンスタントに種子が得られたのはソ コベニ

ヒルガオのみであった。また、今回の DNAマーカー

の結果からは雑種であると判断されなかったが、形

態的に中間型を示す株も得られている。よって、ソ

コベニヒルガオとの交雑性に関しては、確率は非常

に低いがゼロではない可能性が高 く、現在得られて

いる後代についてのさらに詳細な解析を実施し、雑

種か否かを明らかにしておく必要がある。また、得

られた後代の橋渡し交雑の有無や、競合における優

表 11103-4 サツマイモ組換え体 （EP系統）と野生 lpomoea属植物との相互交雑により得られた後代の温室

内ポッ ト試験による各種特性調査

形質l) 柱頭親 花粉貌 交雑後代

EP（鍾盤え佳） ソコペニヒルガ生 グンパイヒルガ生 EP Xソコペニヒルガ主 EP xグンパイヒルガ生
草型 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 やや旬勾

巻蔓f生 号車 5主 号号 号車 弱
an関長（cm) 2.64土0.03 3.63±0.23 3.00土0.18 1.84土0.09 0.86土0.01

節出根 費量 無 無 無 無
葉形 複欠刻 心臓形 軍配形 複欠刻 複欠刻

T頁葉色 j炎緑 ；炎緑 j炎綜 j炎緑 j炎緑

案色 j炎緑 j炎緑 j炎絵 j炎緑 j炎緑

結藷性 有 無 無 有 有

焼恨の皮色 白 白 やや貧白

平均いも数 2.7 4.3 5.0 
平均いも重（g) 95.0 75.0 95.0 
1f酉当たりいも重（g) 47.5 18.8 19.0 

GBSSI遺伝子多型 サツマイモ型 ソコベニ型 グンパイ型 サツマイモ型 サツマイモ型
経控え遺伝壬｛CP) ＋ ＋ ÷ 

1）： 各系統3個体ずつを調査に供試し、平均値で示した。調査は、かんしょ種苗特性分類審査基準に基づき実
施した。
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写真 11103-4 ベニアズマとソコベニヒルガオの交雑後代の草型と DNAマーカーによる雑種

性調査

A：草型の比較、 B:DNAマーカーによる調査

表 11103・5 主要サツマイモ4品種とソコベニヒルガオおよびグンパイヒルガオとの相互交雑における交雑率 （%）

サツマイモ品種” ツコペ＝ヒルガオxcJl2) ♀xツコペニヒルガオ グンパイヒルガオxcJI ♀xグンパイヒルガオ

ペニアズマ仏3
。1/1四 1/240 。1/93 。1/216。。 0.104 。。 0.0 

2 高系14号（E)
。1/190 0/96 。1/97 。1/283。。 0.0 。。 0.0 

3 コガネt ，ガン（B}
。1/113 1/111 。1/101 。1/155。。 0.21 。。 0.0 

4 シロユタカ（C}
5/152 。1/242 。1/111 。1/251
0.82 0.0 。。 0.0 

1)：括弧内は交雑不和合群を示す。交配は 2か年のデータ。

2）：数値は、上段：粒数／交配花数；下段：交雑率（粒数÷（交配花数×4）× 100)

位性の調査等も必要である。

力要約

国内に自生・帰化している野生 争omoea属植物

17種を収集し、サツマイモとの交雑性の調査を実

施した。また同時に、雑種識別のための DNAマー

カーも開発した。結論として、サツマイモと交雑の

可能性が残されたのはソ コベニヒルガオのみであ

り、サツマイモ組換え体の生物多様性影響評価のた

めには、ソ コベニヒルガオとの交雑性を調査する必

要がある。

キ引用文献

1）九州農試指宿試験地成績書 (1951年～ 1997年）

2) Tanaka et al. (2010). Development of cleaved 

amplified polymorphic sequence (CAPS) 

-based markers for identi五cationof sweetpotato 

cultivars. Scientia Horticulturae. 123. 

研究担当者（岡田吉弘ヘ高畑康浩）

(4) イチゴ8倍体栽培種と日本に自生する近縁

野生種との交雑性に関する研究

ア研究目的

現在、除草剤耐性、病害虫抵抗性、日持ち性、機

能性成分の向上等の形質賦与を目的として遺伝子組

換えのダイズ、ナタネ、 トウモロ コシ等が作出され、

実際に利用されつつある。イチゴでは奈良県農試、

福岡県農総試において、イネ由来のキチナーゼ遺伝

子を‘とよのか’に導入することにより、うどんこ

病抵抗性賦与系統が作出され、隔離圃場による評価

が実施されている。また、産業技術総合研究所北海

道センターではイヌインターフエロン ・アルファを

発現する組換えイチゴを作出し、我が固で初めて閉

鎖系での利用を定めたカルタヘナ第二種産業利用の

承認を得て、現在利用に向けた検討が進められてい



る。さらに、海外ではアメリカ、 EUをはじめとす

る7か国・地域において、日持ち性、灰色カピ病抵

抗性等の病害虫抵抗性、除草剤耐性等の賦与を目的

として組換え体の作出がおこなわれ、隔離圃場にお

ける試験が実施されているが、現在市場流通するま

では至っていない。

そのような状況の下で、実際に組換え体植物を産

業的に利用するためには、「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」に基づく環境影響評価が必要である。日本には

Fragaria属の近縁野生種として Fvescaをはじめと

して 4種類の自生が確認されている。これまでに 8

倍体栽培種と 2倍体近縁野生種 Fvesca、Fnilgerrensis

等の一部近縁野生種との聞には交雑親和性があり、

種間雑種が得られることが報告されている。仮に、

組換え体8倍体栽培種が栽培された場合、野生種と

の聞に種間雑種が形成される可能性が考えられる

が、具体的な交雑親和性、交雑率及び得られた種間

雑種が環境に及ぼす影響については十分な検討がな

されていない。

そこで、本試験ではイチゴにおける生物多様性影

響評価に必要な科学的知見を集積するとともに、生

物多様性影響評価試験を実施する際の標準的な評価

手法を確立することを目的とする。

イ研究方法

（ア） 2倍体近縁野生種と 8倍体栽培種との交雑

親和性に関する丈献調査

栽培イチゴとイチゴ属近縁野生種との種間交雑親

和性について、幅広い文献の収集・分析を行った。

（イ）さく葉標本を用いた 2倍体近縁野生種の分

布調査と北海道における現地分布調査

日本圏内におけるイチゴ近縁野生種の分布域につ

いて、日本の主な植物標本庫である北海道大学博物

館ほかの計 18か所で保存されている Fragaria属植

物の標本調査を行い、標本数と採取地を調査したD

その結果に基づき日本に自生する 2倍体近縁野生種

Fvesca、Fiinumae、Fnipponica、Fyezoensisの分布

地域を特定し、周辺地域における自然交配の可能性

について検討した。その結果、偶発的な雑種形成が

起こりうる可能性が最も高い地域として、近縁野生

種との開花期が揃う可能性が高い北海道を特定し、

分布調査を行った。

（ウ）交雑試験による雑種性の検定と得られた雑

種の特徴

ピニールハウス内に 8倍体栽培種‘さちのか’と

2惜体近縁野生種Fvesca、Fiinumae、Fnipponicaを

混植し、ミツバチを用いた自然条件下での雑種形成

能力を評価した。

さらに、 Fvesca、Fiinumae、Fnipponicaを子房親、

8倍体栽培種を花粉親とする人工交配を行い、交雑

親和性を評価した。得られた種子について苗養成を

行い、最大葉の葉柄長、葉身長、葉身幅、ランナー

数、花の有無および分枝数等の形態形質の評価を行

うとともに、外観上雑種形質を示す個体は、染色体

数の確認と種特異的 DNAマーカーによる詳細な調

査を行った。

（エ）戻し交配による雑種形成の可能性

（ウ）により得られた交雑後代のうち、雑種型を

示した Fvesca及びFiinumaeと ‘さちのか’ との交

雑個体について、 Fvesca、Fiinumae、Fnipponicaを

子房親とする戻し交配を行い、交雑親和性を評価し

た。交雑により得られた個体については、形態形質

ならびに DNAマーカーによる詳細な調査を行い、

遺伝子浸透の可能性を評価した。

また、 Fvescaを子房親とする種間雑種（雑種型）

は、‘さちのか’を花粉親とする戻し交配を行い、

交雑親和性を評価した。得られた雑種個体は SSR

マーカーを用いた雑種性の検定を行った。さらに、

前年度に充実したそう果を持つ果実が得られた雑種

個体（Fl）及び‘さちのか’を戻し交配して得ら

れた戻し交雑後代（BClFl) について、ミツバチ

を用いた自然条件下での雑種形成能力を評価した。

（オ）得られた雑種の定着性評価

（ウ）で得られた Fvesca及ぴFiinumaeと‘さち

のか’ との交雑雑種後代（雑種型） 3系統の苗な

らびに Fnipponicaと‘さちのか’ との交雑で得ら

れた種子及び対照区として自然交配より採取した

Fvescaa種子について、 2009年6月に北海道中標津

町及び福岡県久留米市の露地圃場に埋設したプラン

ターへ定植・播種し、ランナ一発生及び発芽率等か

ら定着性を評価した。調査は初期の定着性評価を

2009年 10月に、越冬性を含めた定着性評価を 2010

年7月に実施した。
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ウ研究結果

（ア） 2倍体近縁野生種と 8倍体栽培種との交雑

親和性に関する文献調査

巨vescaと8倍体栽培種との種間交雑については

多くの報告がみられ、極わずかに交雑可能であり、

得られた雑種の多くはアポミクシス株であり、一部

に稔性を持たない 5倍体が得られている。F.iinumae

との種間雑種については l報のみ報告があり、正逆

交配とも着果個体が得られたが、得られた実生は子

房親に形態が類似しておりアポミクシス株であると

推定している。なお、正逆交配とも雑種形態を有す

る不稔株が得られており、 F.vescaと同様5倍体で

ある可能性が高かったとしている。なお、F.n伊1ponica

と8倍体栽培種との種間交雑についての報告は見ら

れなかった。また、カリフォルニア沿岸部および中

国吉林省に野生 5倍体の存在が確認されているが、

国内での報告例はみとめられなかった（表 11104-1）。

（イ）さく葉標本を用いた分布調査

日本の主な植物標本庫で保存されている Fragaria

属植物の標本数は、 F.iinumaeが513枚、 F.n伊1ponica

が 507枚 （F.n伊iponicavar.yakusimensis 7枚を含

む）、 F.yezoens必が 115枚、 F.vescaが42枚であった。

採集地の分布域を図 11104-1にまとめた。さく 葉

標本に記載していた採集地の調査を行ったところ、

日inumaeは北陸、東北の高冷地および北海道の西

部に、 F.n伊1ponicaは、富士山を中心に中部地域の高

冷地に、 F.yezoensisは北海道東部に、 巨vescaは札幌

周辺に、各々分布していた（図 11104-1）。

以上の結果から、偶発的な雑種形成が起こりうる

可能性が最も高い地域として、開花期が揃う可能性

が高い北海道を特定した。

（ウ）北海道における現地調査による分布状況

F.iinumae は、道東を除く道南、道北、道央の

日本海側を中心として最も広い範囲で分布し、従

来の報告よりも低標高の lOOm付近まで確認でき

たo F.n伊1ponicaは、道東を中心に広く分布を確認

した。F.vescaは、札幌市藻岩山周辺、羊蹄山周辺、

紋別市等で分布を確認した。いずれの地点におい

ても複数の野生種が近接分布する場所は認められ

なかった。8倍体栽培種のエスケープ株は、幌加内

町朝霧橋付近ほか7か所で経年株を確認した。さ

らに、中標津町乾農圏内で栽培圃場と近接分布す

る F.n伊iponicaを、網走市天都山の観光農園周辺で

F.vesca及びそれに近接分布する 8倍体栽培種のエ

表 11104-1 栽培イチゴとイチゴ属近縁野生種との種間交雑親和性についての文献

発表年 概略

円vescaを種子規とした場合の栽培種との種間雑種

Mangelsdorf・ East 1927 交雑可能、5倍体

Yarnell 1931 雑種形成、不稔個体多数、活果しても極僅か，Sf;'£・体栽培種子房親の場合、交雑閤難、革勢強、アポミクシス株

Fedorova 1932 交雑可能、5倍体

Dennen・ Darrow 1938 交雑可能、5倍体

Scott,D.H. 195 l 交雑可能、5倍体

Ellis 1958 交雑可能、5倍体

Darrow 1966 雑種形成、不稔個体多数、着果しても極僅か，B倍体栽培種子房親の場合、交雑困難、革勢強、アポミクシス株

F adeeva 1966 交雑可能、5倍体

Evans 1967 雑種形成、不稔個体多数、着果しても極僅か，Sf合体栽培種子房親の場合、交雑困難、革勢強、アポミクシス株

Hancock・ Luby 1993 雑種形成、不稔個体多数、着果しても極傑か，8倍体栽培種子房親の場合、交雑困難、革勢強、アボミクンス株

森下ら 1996 板わずかに交雑可能、得られた雑種はアポミクシス株が多数、一部5f古体未着果

F.1inumaeをJfJいた属問雑種

育英 1993 正逆とも極わずかに交雑可能、得られた雑種はアポミクシス株が多数、一部5倍体未若果

曽根ら l 996 F.x ananassa x F.iinumae 5倍体不稔

自生する5倍体

Bringh山田 1964 F.chiloensisxF.vescaの種間雑種個体、カリフォノレニア沿岸部に自生

首ら 2002 不稔2系統、中国吉林省

- f'. Jj{J(A .. 亡コ I !JiPP«ll~• 

f. •·間嶋

図11104-1 日本における 2倍体近縁野生種の分布状況
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スケープ株を確認した。

このことから、北海道では、近接分布が確認でき

た道東地域の 巨n伊iponica及び 巨vescaでは自然条件

下での偶発的な種間雑種形成の可能性が高いが、そ

れ以外の地域では近縁野生種は、栽培地域よりも高

い標高に限定され、栽培種との交雑の可能性は小さ

いと考えられた（図 11104-2）。

北海道中標津町乾農園において栽培圃場と近接自

生した F.nipponicaに着果した果実から実生 120個

体を育成し、形態特性及びフローサイトメータによ

る染色体数を確認した。得られた全ての実生個体は

F.nipponica にま員似、し、 2f音体：であることが石在認され、

雑種形態は認められなかった。また、近接分布が確

認できた 王vesca周辺においても、自然条件下での

雑種個体は確認できなかった。

（エ） 2倍体近縁野生種と 8倍体栽培種との交雑

親和性

a 自然交雑試験による雑種性の検定

F.vescaを子房親とした 8倍体栽培種‘さちの

か’等との混植条件下の自然交配における着果率

は100%であり、正常稔性率も 92%と高かった（表

11104-2）。さらに、 F.vescaの自然交配種子から得た

実生 615個体のうち l個体（0.2%）で、 8倍体栽培

種との雑種（5倍体）が得られた。

巨iinumaeを子房親とした場合の 8倍体栽培種と

の混植による着果率は、 100%と高かったが、得ら

れた自然交配種子から得た実生では、雑種型を示す

個体は得られなかった（表 11104-2）。

また、 F.nipponicaを子房親とした場合の 8倍体栽

培種との混植による着果率は 17%と低く、得られ

た自然交配種子から得た実生は、雑種型を示す個体

は得られなかった（表 11104-2）。

b人工交配試験による雑種性の検定

王vescaを子房親とした 8倍体栽培種‘さちのか’

との人工交配での着果率は自然交配区での着果率と

同等であったが、正常稔性率は 3%と低かった（表

11104-2）。得られた種間雑種は、傾母個体である

巨vesca型と雑種型の2形態が出現し、DNAマーカー

を用いた雑種性検定の結果、 F.vesca型では‘さち

のか’特異的マーカーは検出されず、雑種型を示す

個体にのみ認められ、雑種型はすべて‘さちのか’

との雑種であることが確認できた（図 11104-3）。

また、 巨vesca4品種と 8倍体栽培種4品種を用い

た交雑後代においては、雑種型と F.vesca型の出現

。 100同

一~歪E

図11104・2 北海道における 2倍体近縁野生種の分布状況

表 11104・2 2倍体近縁野生種と 8倍体栽培種との交雑親和性

♀ ♂ 
充実種子割合

交配数 者果数 精巣率（唱）
（帖）＇

open 40 40 100 92 

氏V日 ca さちのか（8倍体栽培種） 57 52 91 3.4 

20 20 100 ／て.. open 

11numaθ さちのか（8倍体栽培種） 52 14 27 32.0 
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図11104-4 異なる F.vescaと栽培種との種間雑種後

代における F.vesca型、雑種型の出現割合

の差異

図11104・3 王vescaと8倍体栽培種‘さちのか’ と

の種問雑種 DNAマーカー（イントロン長

多型マーカー）を用いた雑種性の検定

との交雑親和性F.n伊1ponicaとイチゴ近縁野生種との交配で得られた種間雑種 （雑種型）表 11104・3

着果率
（%） 

F.n明ponica 中間 109 18 16.5 

F.n伊'fJDnica 未交配 54 0 0.0 一 一 一 － 
F.n伊'fJDnica B倍体栽培種 ‘かおりの’ 11 0 0.0 一 一 一 － 
F.nipponica B倍体栽培種‘さちのか’ 32 0 0.0 

F.n伊'fJDnica B倍体栽培種 ‘力レンベリー’ 22 1 4.5 

F.nipponica B倍体栽培種 ‘紅ほっぺ’ 48 3 6.3 

F.nipponica 8倍体栽培種‘さがほのか’ 54 17 31.5 

F.nipponica 巨j的umaex＇さちのか’ 33 0 

F三nipponica I開 sea×‘さちのか’ 20 0 

巨iinumae×‘さちのか’ 巨四sea 14 0 

巨iinumae×‘さちのか’ F.n伺ponica 20 0 

備考

全て巨nipponica様

全て巨nipponica様

成芭数

8 

14 

発芽率
（覧）
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（エ） -bで得られた F.vescaと ‘さちのか’

交雑後代238個体について、最大葉の葉柄長、葉身

長、葉身幅、ランナー数、花の有無および分枝数等

の形態形質とフローサイトメータ及び顕微鏡による

染色体数の確認を行った。

葉柄長は、A型（平均 10.3cm）と B型（平均 3.9cm)

であり、分枝数も A型（平均 6.5個）と B型（平均 1.4

個）と大きな隔たりがみられた。その他、花房発生

はA型のみ発生し、またランナ一発生は雑種型の

み発生が認められ、 A型と B型は異なる形態形質

を示した。また、フローサイトメータにより染色体

数を調査した結果、 A型は 2倍体（14本）、 B型は

5倍体（35本、 l個体のみ 28本）および4倍体（1

個体のみ）であることが明らかになった。これらの

結果から、 A型は傾母個体の 巨vescaであり、 B型

は F.vescaと8倍体栽培種との雑種（4倍体の l個

であると考えられた（図 11104-5及び図

-86-

との

体を除き）

割合は、交配組合せの違いで大きく異なることが明

らかになった（図 11104-4）。

F.iinumaeを子房親とした‘さちのか’との人工交

配では着果率も 27%と低く、充実種子割合も 32%

であった。さらに、得られた交雑種子から得た実生

3個体は、形態形質及ぴDNAマーカー等による検

討の結果、すべて雑種型を示した（表 11104-2）。

道東地域において、栽培圃場と近接分布が確認

され偶発的な種間雑種形成が懸念される F.n伊iponica

については、 8倍体栽培種 ‘さがほのか’他4品種

との交雑試験において、‘さがほのか’及び‘紅ほっ

ぺ’ との間で高い交雑親和性が認められた。得られ

たすべての交雑実生は 巨n伊iponicaに類似し、 DNA

マーカー等による検討の結果、花粉親由来の遺伝子

が検出されなかったことから傾母個体の可能性が高

かった（表 11104-3）。

（オ）得られた種間雑種の特徴



200 
a I 2倍体

／ 
150 1 b 

150 -i 

ー

8倍体 Z倍体 5f音体 8倍休

100 

Ill 60 
50 

50 1 00 150 200 F州自の＇＂ L-L lトL
吋 FLl1・e.e lln 65 ~” F内閣倣Ill L-L IトL

•I FLl茸蕗.0 lln 58 ~ 

図11104・5 フローサイ トメータによる倍数性の分析 図11104・6 F vescaとの種間雑種後代で得られた異

なる 2形態

表 11104-4 イチゴ近縁野生種との交配で得られた種間雑種（雑種型）の交雑親和性

♀ 

巨vescaxさちのか（雑種型）

巨vescaxさちのか（雑種型）

♂ 

とちおとめ

さちのか

交雑数（系統数） 若果数（系統数） 着果率（百）充実そう果数 発芽数 発芽率

14(9) 4(3) 28.6(33.3) 13 23.1 

337(82) 101(49) 30(59.8) 180 110 61.1 

F.vesca×さちのか（雑種型） F.nipponica 7 O 0.0 

(F.vesca xさちのか（雑種型））xさちのか とちおとめ 18 0 0.0 0 

F.nipponica F. vesca xさちのか（雑種型）m;x 31 0 0.0 0 

F.nipponica （巨vescaxさちのか（雑種型）） xさちのか m;x 1 0 0.0 0 

F. vesca F. vesca xさちのか（雑種型）m;x 7 4 57.1 10 10 100.0 

F.vesca 

F.vesca 

F.vesca 

(F.vesca xさちのか（雑種聖））xさちのか m>X

F.iinumae xさちのか（雑種型）

来交配

28 

42 
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図11104・7 F.vescaと8倍体栽培種との雑種後代（雑種

型）の戻し交配における果実形成と交雑実生

（左下：同一時期に播種した栽培種聞の実生）

11104-6）。

（カ）得られた雑種における戻し交配による雑種

形成の可能性

（エ） -bで得られた 巨vesca及び F.iinumaeと8

倍体栽培種との間で得られた種間雑種（雑種型）を

花粉親として F.vescaに戻し交配を行った結果、と

もに交雑が可能で、充実種子が得られた（表 11104-

4）。得られた実生個体はすべて 巨vescaに類似し、雑

種個体は得られなかった。‘さちのか’ との戻し交

配を行った 82個体のうち、 49個体において着果が

みられ、果実あたりの充実そう果数は l～ 5個と少

なかった。得られた充実種子は比較的高い発芽率を

示したが、得られた実生は、イチゴ栽培種聞の交雑

実生と比較して極めて生育が遅かった。さらに、台

ちのか’を戻し交配した交雑後代（BClFl）から

着果と肥大性が良好な 2個体が得られ、それらから

得た充実種子からは後代が得られた（図 11104-7）。

以上の結果より、 巨vesca×8倍体栽培種から得

られた雑種個体ならびにその戻し交雑後代は、これ

まで考えられていたランナー増殖による水平伝播だ

けではなく、戻し交雑により後代形成が可能であり 、

遺伝子浸透の可能性が示された。また、 F.n伊1ponica

は、F.vesca及び 巨iinumaeと8倍体栽培種との間で

得られた種間雑種（雑種型）との戻し交配試験でも、

交雑は認められなかった（表 11104-4)

（キ）得られた雑種の定着性評価

F.vesca及び F.iinumaeと ‘さちのか’ との交雑雑

種後代（雑種型） 3系統ならびに F.nipponicaと‘さ

ちのか’ との交雑で得られた種子の直接播種個体に

ついて、北海道中標津町及び福岡県久留米市での定

着性評価を行った。2009年10月調査においては、

-87-
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図11104-8 九州、比北海道における近縁野生種との交

雑個体におけるランナ一発生数の推移

苗定植した種間雑種3系統はすべての試験区で枯死

株は認められず、ランナー増殖も認められ、定着が

確認できた。また、種子 2系統の定着性試験では、

北海道で発芽株が多く高い定着性を示したが、初期

生育が非常に緩慢であった。

さらに、越冬後の 2010年7月における F.vesca及

び日的umaeと‘さちのか’ との交雑雑種後代（雑

種型）は、九州ではほとんどすべての株が越冬し、

ランナーによる増殖率も高く、高い定着性が認めら

れた。一方、 北海道では親株の枯死は見られなかっ

たが、ランナ一発生が緩慢で、株当たりランナ一発

生数も九州、｜と比較して半分以下と少なく、増殖性が

劣った。また、直接播種区においては、北海道で

は昨年秋に 21株の発芽が確認された 王vescaが8株

に、 F.nipponicaとの種間雑種では越冬株が確認で

きなかった。さらに、 F.vescaの生育は非常に遅く 、

翌春に九州、｜で確認できる開花 ・着果株も認められな

かった。このことから、 北海道等の寒冷地では温暖

地と比較して、初期生育が非常に緩慢で定着性が劣

ると考えられた（図 11104-8）。

（ク）マニュアル化のための評価手法の確立

雑種性の確認手法として、葉柄長、ランナ一発生

の有無、開花期、分げつ数等の違いに基づく形態形

質評価及び顕微鏡による核型分析、フローサイ ト

メータによる染色体数の確認手法の確立、 2倍体近

縁野生種特異的 DNAマーカー（王iinumaeISSRマー

カ一、 F.vesca及び F.n伊'{JDnica イン トロン長多型

マーカー）を開発し、雑種検定に利用するこ とが可

能になった。

さらに、これら技術を複合的に利用し、 8倍体

図11104-9 8倍体栽培種‘宝交早生’体細胞染色体

における F.iinumae (A）及び F.vesca (B) 

のゲノム DNAを用いた GISH染色法によ

る2倍体近縁野生種由来遺伝子の可視化．

Bars= 5 μm. 

栽培種の体細胞染色体において 2倍体近縁野生種

巨iinumae及び F.vesca由来のゲノム DNAを用いて

2倍体近縁野生種由来の遺伝子をジェノミック in

situハイブリダイゼーション（GISH）染色法に よ

り可視化し、近縁野生種由来の染色体の識別 ・同定

を試みた。その結果、 8倍体栽培種の体細胞染色体

のうち、 F.iinumae由来 DNAとは 35本の染色体で、

巨vesca由来 DNAとは 12～ 14本の染色体に蛍光発

色が認められ、両2倍体近縁野生種は 8倍体栽培種

の起源に重要な役割を果た していることが推察され

た（図 11104-9）。

一連の近縁野生種と 8倍体栽培種との交雑親和性

評価を通じて、「カルタヘナ法」に基づく環境影響

評価マニュアル作成に必要となる交雑親和性等の基

礎的知見が得られたとともに、それらの評価手法が

確立できた。

工考察

本課題では、日本に分布している F.vescaをは じ

めとした 4種類の Fragaria属の近縁野生種につい

て、生物多様性影響評価に必要な科学的知見を集積

するとともに、生物多様性影響評価試験を実施する

際の標準的な評価手法を確立する ことを目的とし

て、必要な試験を実施した。

（ア）さく葉標本を用いた 2倍体近縁野生種の分

布調査と北海道における現地分布調査

偶発的な雑種形成が起こりうる可能性が最も高い

地域として、開花期が揃つ可能性が高い北海道を特

定した。さらに、北海道における現地調査において、

道東地域の 巨nipponica及び 巨vescaでは近接分布を



確認し、自然条件下での偶発的な種間雑種形成の可

能性が認められた。それ以外の地域については、近

縁野生種の分布は栽培地域よりも高い標高に限定さ

れ、栽培種との交雑の可能性は小さいと考えられた。

（イ） 2倍体近縁野生種と 8倍体栽培種との交雑

親和性に関する丈献調査結果と交雑試験による雑種

性の検定と得られた雑種の特徴

栽培イチゴとイチゴ属近縁野生種との種間交雑親

和性について、文献調査を行った結果、王vescaと8

倍体栽培種との種間交雑については多くの報告がみ

られ、極わずかに交雑が可能であり、得られた雑種

の多くはアポミクシス株であり、一部に稔性を持た

ない 5倍体が得られている。 F.iinumaeとの種間雑

種については l報のみ報告があり、正逆交配とも着

果個体が得られたが、得られた実生は子房親に形態

が類似しておりアポミクシス株であると推定してい

る。なお、正逆交配とも雑種形態を有する不稔株が

得られており、日1escaと同様5倍体である可能性

が高かったとしている。なお、 F.n伊'{JDnicaと8倍体

栽培種との種間交雑についての報告はみとめられな

かった。

本試験では8倍体栽培種との混植条件下における

自然交雑ならびに人工交雑試験による雑種獲得の可

能性の両面から評価した結果、 F.vescaについては8

倍体栽培種を含め高い交雑親和性を有し、これまで

の報告と同様であった。さらに、 F.vescaと8倍体

栽培種との雑種後代において、これまで考えられて

いたランナー増殖による水平伝播だけではなく、戻

し交雑により後代形成が可能であり、遺伝子浸透の

可能性が示された。

一方、道東地域において栽培圃場と近接分布

が確認され偶発的な種間雑種形成が懸念される

F.n伊iponicaについては、他の近縁種との交雑親和性

が低く、得られた雑種個体は傾母個体であったこと、

さらに F.vesca及び F.iinumaeと8倍体栽培種との間

で得られた種間雑種（雑種型）を仲立ちとした遺伝

子伝播の可能性を評価するために実施した戻し交配

においても交雑は認められず、 F.vescaと異なり遺

伝子浸透の可能性は小さいものと考えられた。

さらに、 F.vesca及ぴ F.iinumaeと ‘さちのか’ と

の交雑雑種後代（雑種型） 3系統ならびに F.n伊iponica

と ‘さちのか’ との交雑で得られた種子の直接播種

個体について、北海道中標津町及び福岡県久留米市

で、の定着性評価を行った結果、北海道等の寒冷地で

は、温暖地と比較して初期生育が非常に緩慢で越冬

株も少なく、定着性が劣ることも明らかになった。

（ウ）生物多様性影響評価試験を実施する際の標

準的な評価手法の確立

雑種性の確認手法として、 1)葉柄長、ランナ一

発生の有無、開花期、分げつ数等の違いに基づく形

態形質評価及び2）顕微鏡による核型分析、フロー

サイトメータによる染色体数の確認手法を確立する

とともに、3)2倍体近縁野生種特異的 DNAマーカー

(F.iinumae ISSRマーカー、 F.vesca及び F.n伊1ponica

イントロン長多型マーカー）を開発し、種特異的

DNAマーカーによる雑種性の検定が可能になった。

これらの成果を踏まえ、イチゴにおける生物多様性

影響評価試験を実施する際の標準的な評価手法を確

立した。

オ今後の課題

本試験を通じて得られた F.vescaにおける遺伝子

浸透の可能性について、より詳細な調査を行う必要

がある。さらに、 8倍体栽培種と 2倍体近縁野生種

との交雑試験において、傾母個体が得られた。これ

らの発生様相を明らかにするとともに、育種的な利

用法の検討を行う必要がある。

力 要 約

イチゴにおける生物多様性影響評価に必要な交雑

親和性等の科学的知見を集積するとともに、生物多

様性影響の評価試験を実施する際の標準的な評価手

法を確立した。

（ア）日本に自生する 2倍体近縁野生種は、

巨vesca、日inumae、F.n伊iponicaであり、標本調査か

ら偶発的な雑種形成が起こりうる可能性が最も高い

地域として、北海道を特定した。

（イ）栽培圃場と近接分布が確認できた道東地域

の F.n伊iponicaを除いて、近縁野生種の分布域は栽

培地域よりも高い標高に限定され、栽培種との交雑

の可能性は小さい。

（ウ）交雑親和性に関する報告は、 F.vescaを用い

た報告は多数認められるが、他の近縁野生種につい

ての報告は皆無である。

（エ）供試した 3種類の近縁野生種はすべて 8倍

体栽培種と交雑親和性を有するが、 F.vesca及び
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Fiinumaeの交雑後代には雑種型及び傾母個体の異

なる雑種形成が認められた。一方、Fnipponicaでは、

雑種型は得られず、傾母個体のみ得られた。

（オ） Fvescaと8倍体栽培種との雑種後代におい

て、これまで考えられていたランナー増殖による水

平伝播だけではなく、戻し交雑により後代形成が可

能であり、遺伝子浸透の可能性が示された。

（カ）得られた種間雑種の定着性は、北海道等の

寒冷地では、温暖地と比較して初期生育が非常に緩

慢で越冬株も少なく、定着性が劣った。

（キ）調査マニュアルを作成するための基盤技術

として、フローサイトメータ及び根端を用いた顕微

鏡による染色体数の確認手法を確立するとともに、

種特異的 DNAマーカーによる雑種性の検定が可能

になった。
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(5) ユーカリ属及びカバノキ属の近縁種との交雑

性に関する研究

ア研究目的

広葉樹の遺伝子組換えでは、ハコヤナギ属（通称

ポプラ属）、ユーカリ属、カバノキ属の順で成功例

が報告されている。こうした組換え広葉樹が導入さ

れた場合には、我が固の生物多様性に及ぼす影響を

評価する必要がある。しかし、ハコヤナギ属を除く

と組換え樹木の生物多様性影響評価手法の開発はほ

とんど進んでいない。本研究は、文献調査や交雑試

験を通じて、ユーカリ属及びカバノキ属の近縁種と

の交雑性に関する知見を収集し、生物多様性影響評

価に関する基礎情報の実効性を高め、組換え樹木の

交雑性に関する評価手法のマニュアル化を目的とす

る。

イ研究方法

（ア）ユーカリ属

ユーカリ属はフトモモ科に含まれるが、日本に

は在来種がない。そこで、日本に自生するフト

モモ科植物（3属4種）のうち、フトモモ属アデ

ク（砂弓rgiumbuxifolium）及びテンニンカ属テンニ

ンカ （Rhodomyrtustomentosa）を母樹とし、ユー

カリ Eucalyptusgrandisの花粉を用いた属聞の人工

交雑を行った。また、ユーカリ属内の異なるE属

に属する Euca仰附げwinalis(Symphyomyrtus BE. 

属）と Eficifolia (Corymbia E属）及びEgrandis 

(Symphyomyrtus亜属）と E.ficifolia ( Corymbia 

E属）とのE属聞の人工交雑を行った。ユーカリ属

の種の識別に用いる DNAマーカーの有効性を検証

するため、ユーカリ属樹木から DNAを単離し、既

報の配列情報（Balasaravananet al. u）をもとに改

変したプライマーを用いてポリメラーゼ連鎖反応



(PCR）を行い、増幅産物を電気泳動法で調べた（石

井ら勺。

（イ）カバノキ属

実験材料として日本産カバノキ属 3種（シラカ

ンパ Betulaplatyphylla var.japonica、ダケカンバ B.

ermanii、ウダイカンパ B.maximowicziana）及び外

国産カバノキ属 2種（シダレカンパEpendula、ヨー

ロッパシラカンバ丘pubescens）を主に用いた。カ

バノキ属の発現遺伝子断片（EST）の塩基配列情報

に基づいて DNAマーカーを設計し、交雑性評価に

おける有効性を調べた。

シラカンパとヨーロッパシラカンパの雑種とされ

る“スカイバーチ”について、遺伝子型を解析し、

母樹、花粉親及び近縁種との遺伝的関係を調べた。

日本産カバノキ属（シラカンパ、ダケカンバ、ウダ

イカンバ）を母樹、外国産のシダレカンパとヨーロッ

パシラカンバ及び上述の日本産カバノキ属 3種を花

粉親とする各組み合わせの人工交雑を行った。得ら

れた種子は、軟X線撮影による充実率の測定、発

芽試験及び芽生えの本葉から抽出した DNAを用い

た遺伝子型の解析を実施した。シラカンパとシダレ

カンバの交雑種子については、さらに発芽状況、初

期生存率及び初期成長量（樹高）を調べ、母樹の自

家交配で生じた種子の場合を対照として比較した。

また、遺伝解析により、交雑種子が種間雑種である

かどうかを調べた。

目視による開花判定法を確立するため、シダレカ

ンパ、シラカンパ及びウダイカンパの雄花の花粉飛

散期間と雌花の受粉可能期間を調べた。花粉飛散は

蔚の開裂により、受粉可能期間は開花前に袋かけし

た雌花序にそれぞれ異なる時期に人工授粉を行なっ

て種子形成の有無により判定した。森林総研北海道

育種場（江別市）と束大北海道演習林（富良野市）

に植栽されている産地が同ーのシダレカンパ、シラ

カンパ及びウダイカンパについて開花判定を行い、

自然状態での開花時期の重複性を調べたD

ウ研究結果

（ア）ユーカリ属

日本にはユーカリ属の自生種はないが、ユーカリ

が属するフトモモ科植物は 3属4種自生する。その

うちのフトモモ属アデク及ぴテンニンカ属テンニ

ンカと Euca仰tusgrandisとの種聞の交雑を行った

が、どちらの組み合わせも交雑種子は得られなかっ

た。さらに、 Euca与rptusviminalis (Symphyomyrtus 

亜 属 ） と Eficifolia (Corymbia亜属） 及 び E

grandis (Symphyomyrtus亜属）と E.ficifolia 

(Corymbia亜属）との亜属聞の交雑を行ったが、

これらも交雑種子は得られなかった。 2種類の

ISSR (inter simple sequence repeat）マーカーを

用いると、 E.ficifolia、E.grandis、Ecamaludulensis 

(Symphyomytus亜属）の種の区別が可能な異なる

サイズの PCR産物を検出できた。また、 Egrandis 

×E camaludulensisの交雑種でも Ecamaludulensis 

に特徴的な PCR産物が確認できた。

（イ）カバノキ属

データベースに登録されているカバノキ属 EST

情報 2698個の中から、繰り返し数が3回以上の

SSR (simple sequence repeat）を含む ESTを選ん

で112個のプライマーペアを設計し、 5種類のカバ

ノキ属（シラカンパ、ダケカンパ、ウダイカンパ、

シダレカンバ、 B.papyrifela）について多型性を評

価した。その結果、 25個の多型的遺伝子座を検出

でき、これまでの SSRマーカーと組み合わせるこ

とで、より高い解像度での雑種検出が可能となった

(Tsuda et al. 3l 4l）。 1998年に王子製紙が商標登録

した“スカイバーチ”は、シラカンパを母樹、ヨー

ロッパシラカンパを花粉親とする人工交雑家系とさ

れている。スカイバーチと花粉親のヨーロッパシラ

カンパ、日本各地で採取したシラカンパ（母樹に用

いられたシラカンパが現存しないため）について、

12個の SSR遺伝子座を用いて各個体の遺伝子型を

決定した。親子関係及び種の遺伝的関係の解析から、

スカイノtーチは 31昔体：で、シラカンノすとヨーロッパ

シラカンバの雑種であることが明らかになった（図

11105・1) （津田ら 5))0 日本産カバノキ属 3種を母

樹とした外国産及び日本産カバノキ属との人工交雑

を行った結果、いくつかの組み合わせで雑種の形成

が確認できた（表 11105-1）。

シラカンパ（2惜体）とダケカンパ（4倍体）の

交雑に関して、母樹と花粉親を入れ替えた場合を比

較すると、種子の充実率は、シラカンパを母樹にし

た方が、ダケカンパを母樹にした場合よりも高かっ

た。さらに、発芽した交配家系の実生、交配に用い

た母樹及び花粉親について、遺伝子型を決定し親子

解析を行ったところ、シラカンパ（母樹）×ダケカ
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トーーー→
0.1 

シダレカンJ¥ (7) 

シラカンJ仁岩手岩泉（8)

シラカンパー埼玉秩父（8)

シラカンJ仁北海道富良野（8)

シラカンJ，＿北海道えりも（8)

スカイバーチ（20)

ヨ一口ツJtシラカンJ¥ (2) 

ダケカンパ（7)

ウダイカンJ¥ (8) 

E属：

Betula 

: white bark birch 

（いわゆる“白樺”）

Neurobetu/a 

Betu/aster 

図 11105-1 遺伝解析から推定される主要なカバノキ属の種間系統

（） 内の数字は供試サンプル数

表 11105・1 カバノキ属の人工交雑試験

二r主予親 シラカンバダケカンパウダイカンバシダレカンパ手て~：：＇ ＇ ~
母樹 -------

シラカンバ 。 。 。 。 。
ダケカンパ 。 。
ウダイ力ンJ¥ 。 。
0：遺伝解析で雑種形成を確認できた組み合わせ

：交配していない、または遺伝解析で雑種形成を確認できなかった組み合わせ

ンパ（花粉親）の交配家系は、 2種聞の 3倍体の雑

種であることがわかった。一方、ダケカンパ（母樹）

×シラカンパ（花粉親）の交配家系はすべて混入花

粉による同種交配により生じていた。この結果から、

倍数性の低い種（シラカンパ）を母樹にした方が、

倍数性の高い種（ダケカンパ）を母樹にした場合よ

りも雑種を形成しやすいと推定された。

"' 
120 126 130 

母樹シラカンバ

実生No.180

花粉親シダレカンパ

~ (Be 

川 ．
： ~ ： 実生No . 179

~ ：困l 回

亡今 雑種

シラカンバとシダレカンバの交雑で得られた種子

の発芽数は、自家交配種子（対照）の半数（50%)

程度で、ダケカンパとシダレカンパの交雑種子の場

合（自家交配種子の約 4%）と比べると多かった。

発芽した実生の遺伝子型を調べたところ（図 11105-

2）、シラカンパとシダレカンパの交雑では約 50%が

雑種であったのに対し、ダケカンパとシダレカンバ

の交雑では l個体のみが雑種で、ウダイカンパとシ

ダレカンパの交雑ではすべてが混入花粉による同種

交配であった。遺伝解析により雑種であることを確

認したシラカンパとシダレカンパの交雑実生の初期

定着率（16～ 64%）は、対照（57～ 66%）と比較

花粉親由来でない 同 雑種でない

図 11105・2 シラカンバとシダレカンパの交雑で得ら

れた実生の遺伝子型解析例

してやや低いが、初期成長は交雑実生の方がよかっ

た（図 11105-3) （倉本ら 6））。

カバノキ属の花は花弁がないので、 花弁の開閉で

は開花期を判断できない。そこで、雌花序の開花期

を目視によって判定するため、柱頭の外観が異なる

段階ごとに受粉処理を行い、種子の充実度を調べた
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図11105-3 シラカンパとシダレカンパの交雑実生及び自家交配実生 （対照）の発芽 l年目 （左）

及び2年目 （右）の成長量

結果、柱頭が萄鱗から突出して紅色を呈している時

期が開花期であることが分かつた。この開花判定基

準に基づいて、北海道の 2箇所（江別、富良野）に

植栽されている同一産地のシダレカンパ、シラカン

パ及びウダイカンパの開花期を調査した。シダレカ

ンパとシラカンパの開花期は重複していたが、ウダ

イカンバの開花期は他の 2種よりも遅く、重ならな

かった。

エ考察

（ア）ユーカリ属

ユーカリ属はフトモモ科に属する常緑広葉樹で

600種以上存在し、虫媒花である。その大半はオー

ストラリア本土及びタスマニア島に自生し、ごく小

数の種がオーストラリア大陸北部に隣接するアジア

太平洋地域の特定諸島に自生している。日本には明

治以降に移入されたので在来野生種はない。日本に

自生するフトモモ科植物は 3属4種で、ムニンフト

モモ属のムニンフトモモ、フトモモ属のアデクと

ヒメフトモモ、テンニンカ属のテンニンカである。

本研究では、アデク及ぴテンニンカと Euca押印s

grandisの属問の人工交雑、さらに、ユーカリ属の

異なる亜属間の人工交雑を行ったが、いずれも結

実しなかった。ユーカリ属は 13の亜属に区分され

るが、亜属聞の自然雑種の報告は一例だけである

(Stokoe et al. 7））。これらのことから、遺伝子組換

えユーカリが導入された場合、日本に自生するフト

モモ科植物との間で交雑が生じる可能性は極めて低

いと考えられる。

（イ）カバノキ属

カバノキ属はカバノキ科に属する落葉広葉樹で、

約40種から成り、北半球の亜寒帯から温帯にかけ

て広く分布する雌雄同株の風媒花である。日本には

シラカンノにダケカンノ大ウダイカンノにミズ、メ、

オノオレカンパ、チチブミネバリ、ヤエガワカン

パ、アポイカンパ、ジゾウカンパ、ネコシデ、ヤチ

カンパの 11種が自生する。このうち、アポイカン

パはダケカンパとヤチカンバの雑種であることが明

らかになっている（Nagamitsuet al. 8l）。個体数が

多いのはシラカンパ、ダケカンバ及びウダイカンバ

である。倍数性があり、シラカンバとウダイカンパ

は2倍体、ダケカンパは4倍体とされている。野外

で生育する日本産カバノキ属を数千個体遺伝解析し

ても、雑種形成を確認することはできない。したがっ

て、大量の花粉を用いる人工交雑で雑種形成が確認

できても、自然界で雑種形成が起こるとは限らない。

本研究では、海外で遺伝子組換えが最も多く行わ

れているシダレカンパを導入の可能性がある種と想

定し、国内の代表的なカバノキ属 3種との交雑可能

性を検討した。シラカンパはシダレカンバと遺伝的

に近縁であり、人工交雑での親和性の高さや交雑種

子から発芽した実生の初期成長量の大きさ、開花時

期の重複を考慮すると、もっとも交雑するリスクが

高いと考えられる。“スカイバーチ”の解析から、

シラカンバはヨーロッパシラカンバとも交雑するこ

とカ吉明らかになった。ダケカンノすとウダイカンノては、

シダレカンパとはそれぞれ異なる亜属に分類される

（図 11105-1）。ダケカンバはシダレカンバとの人工

交雑で極めて低い割合ながらも交雑種子が得られた

ので、交雑に対する注意が必要である。ウダイカン

パは、シダレカンパとの人工交雑で交雑種子は得ら

れず、野外での開花時期も重ならないことから、交

雑リスクは低いと推定される。
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オ今後の課題

カバノキ属の花粉飛散距離を推定するため、シラ

カンバを用いた調査を計画し種子採取用母樹を複数

選定したが、開花不良等のため解析に必要な数の種

子が得られず実施できなかった。ウダイカンパでは

花粉飛散距離の平均は約 650mとされているが（津

田、未発表データ）、それ以外の樹種についての情

報はない。今後、カバノキ属について隔離距離を設

定する根拠を得るためには、シダレカンパと近縁の

シラカンパを用いて花粉飛散距離を推定する研究が

必要である。

力要約

ユーカリ属とカバノキ属の近縁種との交雑性に関

する知見を収集するため、 DNAマーカーの開発や

交雑試験、開花時期の調査等を行い、日本に自生す

る野生種との交雑可能性を検討した。ユーカリ属は

明治以降に日本に移入されたため、在来種はなく、

ユーカリ属が含まれるフトモモ科の植物は 3属 4種

が自生する。ユーカリ属との人工交雑試験の結果や、

ユーカリ属の亜属間では交雑がほとんど起こらない

という知見から、遺伝子組換えユーカリが導入され

ても、日本に自生するフトモモ科植物との間で交雑

する可能性は極めて低い。カバノキ属については、

最も多く遺伝子組換えが行われている外国産のシダ

レカンバを導入種と想定して検討した。日本産の代

表的なカバノキ属 3種のうち、シラカンパはシダレ

カンバと交雑するリスクがもっとも高く、ヨーロッ

パシラカンパとも交雑する。ダケカンパは交雑の可

能性は低いながらも注意が必要であり、ウダイカン

パとの交雑はほぼ起こらないと推定される。
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研究担当者（篠原健司＼吉田和正、毛利武、石

井克明、松本麻子、倉本恵生、津田吉晃）

(6) スギの実生更新に関する研究

ア研究目的

スギを含む針葉樹は、永年性であり、継続的に花

粉と種子を生産する。従って、遺伝子組換えスギが

開発され、野外で栽培された場合、導入遺伝子が周

囲生態系に意図せず拡散する可能性を花粉及び種子

両面から検討する必要性がある。花粉による拡散の

可能性を評価した結果、設定した周囲 300m地点で

も花粉源からの交配が認められる一方で、 lOOmを

超えることでその交配頻度は急激に低下することが

明らかとなっている。雌花周囲の空中花粉密度が交

配頻度に影響することが実験的にも明らかとなって

いることから、花粉源からの花粉飛散量が増加する

に従って、周囲林分への交配頻度は増大することが

予想される。実際には、花粉による拡散だけでなく、

種子が定着することによって野外への拡散は増大す
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ることから、種子による自然状態での定着の確率を

推定することで、はじめて導入遺伝子が拡散するリ

スクを評価できる。一方、科学的観点に基づいてス

ギでは自然状態での実生繁殖特性を論じた研究は極

めて少なく、スギの実生更新に関する知見は十分収

集されているとは言い難い。そこで、本研究ではス

ギ実生の消長や種子生産をモニタリングし、その実

態を明らかにすると共に実生の定着に影響する要因

を明確にし、スギ実生更新に関する基礎的知見を収

集することを目的とした。

イ研究方法

国有林内に設定されている検定林を対象として実

生繁殖実態に適する調査地の選定を行った結果、 3

箇所の検定林において実生個体が認められ、また、

これら検定林の林内環境は互いに差異があったこと

から、実生繁殖実態の追跡調査を行う調査地として

設定した。この 3つの次代検定林（スギの成長試験

を長期にわたって行うために設定された試験地：関

東 17号.48号・ 52号）のうち、関東 17号は、過

去に間伐されたことがあるため、比較的林内の光環

境は良く、下床植生が場所によって認められ、残

る2つの検定林のうち、関東 48号は多様な林内環

境を持つ一方で、関東 52号の光環境は極めて悪く、

下床植生はほとんど認められなかった。

これら 3つの試験地に環境測定を行うためのデー

タロガーを設置し、温湿度・光量子・降水量・土壌

水分・土壌温度の計測を行ったO また、各試験地

の3か所をランダムに選定し、リターを除去した区

域と無処理区域を設定した。さらに種子の播種を

2007年2月 ・3月 ・4月にそれぞれの区域で行った

ことから、各試験地は 18試験区（3か所× 2処理

区× 3播種）となり、それぞれ 1,000粒（重量換算

3g重＝ 1,000粒）を播種したことから、 l試験地

18,000粒を播種したことになる。これら処理区は、

2週間から 1か月程度、発芽実生数や発芽実生の消

長をモニタ リングし、 生存個体の個数を記録した。

さらに、試験地内には実際の散布される種子粒数を

明らかにするため、シード トラ ップを設定した。

実際の試験地とは別に、インキュベーター内で光

環境を大きく変えた試験区を 2区作り、自然環境下

との比較を行った。

ウ研究結果

2006年7月より定期調査を継続した結果、関東

48号と 52号では、 7月の時点で確認できた実生が

10月の時点ではほとんどが枯死または生育不良で

あり、わずかに残る健全個体についても初成葉以降

に生育段階が進行していなかった（表 11106-1）。関

東 17号のみ、健全個体数が多く、順調に生育段階

の進行が確認できた。これらの差が生じる原因を明

らかにするため、 10月に温湿度計・土壌水分計 ・

土壌温度計 ・雨量計・光量子センサーを設置し、林

内環境の測定を開始した。その結果、関東 17号で

は温度が他の調査地よりも高く、照度もまた最も高

い値を示した。また、調査地における種子生産能力

を把握するため、一調査地内 3か所にシードトラッ

プを設置した。12月中の種子生産は 3試験地の中

表 11106-1 2006年度調査 実生の消長に関する追跡調査
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期に種子が落下し、土壌水分から吸水することで、

この時期以降の温度上昇と伴って、発芽条件が揃う

と考えたためである。播種は、 lか所あたり土壌上

部に堆積したリターをすべて除去した処理区と無処

理区に分けて行った。これは処理区がより発芽条件

として適しているとする報告があったことによる。

一試験地あたり 18,000粒（重量換算 3g重

= 1,000粒）を播種し、以後追跡調査を行った。

各試験地で6月までには発芽が認められた。2006

年度調査によって確認した天然実生更新同様に、各

試験地とも追跡調査する毎に生存実生数は減少し、

12月までの実生の生存率は調査地で 0.0%～ 0.1% 

であった（表 11106-2）。実生の減少は認められたも

のの、関東 17号のみ健全に成育する実生数が多く、

温度 ・湿度・光量子 ・土壌水分等の林内環境を調査

地問で比較した結果、特に光環境が他の調査地より

著しく好適であり、実生の生存に光環境が大きく影

響すると考えられる（図 11106-2）。この結果に基づ

いて、人工環境下および光環境が好適な野外におけ

る播種試験を開始した。インキュベーター内の光供

給を停止し、暗黒条件下で、発芽試験を行ったところ、

暗黒条件下と自然条件下での発芽率はほとんど変化

がなく、光条件は発芽には影響しないものの、その

後の成育や枯死率には大きく影響することが明らか

となった。

結局、

で関東 17号が最も高い値を示し、 12月時点で 128

粒、 2月では、 634粒であり、 4月でも種子の落下

が認められたものの、 2月をピークに減少する傾向

にあった（図 11106-1)。残る 2試験地ではその数は

極めて少なく、 1か月あたり 50粒を下回っていた。

前年度は自然状態での実生の消長を追跡したが、

実生数が少ないこと、種子生産量が試験地で異なる

ことから、実生の消長に関する環境因子を特定でき

なかったため、 2007年度はこれら試験地内に種子

を播種し、枯死率や生存率と共に試験地内の発芽率

についても評価を行った。シードトラップによる種

子生産量調査の結果に基づいて、各試験地に播種す

る時期を 2月から 4月に決定した。これは、この時
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図11106・2 林内環境の相違（温度・光）

表 11106・3 実生追跡調査から推測される発芽及び生存実生数

cha 

工考察

本研究の結果から、林内環境の違いは発芽には影

響しないものの、その後の生存率には光環境が大き

く影響することが明らかとなった。実際、追跡調査

時の 10月に暴風が生じた時、樹幹上部から落下す

る針葉が実生に堆積した結果、著しく生育環境が悪

化し、多くの実生個体が枯死した。しかし、林床部

の環境は微視的視点から見たとき極めて複雑であ

り、 リターの複雑性を評価することは困難である。

また、 リター上部に落下した種子がリター上部のわ

ずかな水分に依存して発芽する場合にも結局、根部

からの吸水が断たれた結果、枯死に至るケースも認

められた。従って、偶然、 リターの堆積がなく、土

壌水分の供給が定常的にあり、なおかつ光環境が生

育に十分である時のみ実生が定着すると考えられ

る。場合によっては、光環境や温度条件が十分であ

り、 リターの堆積以上に生育速度が速い場合には実

生が定着する可能性は十分に考えられる。

本研究の結果から得られた発芽率および追跡調査

~ 

による〉

による生存率に基づいて、調査した種子生産量をヘ

クタールあたりに換算し、発芽実生数や生存実生数

を推定した結果、光環境が劣悪な関東 52号や複雑

な林内環境である関東 48号では、生存する実生数

はないと予想されるものの、光環境の良い関東 17

号では生存率が半数近くあることから、種子生産量

が多い場合には生存個体が存在する可能性が高い

（表 11106-3）。従って、遺伝子組換えを行った母樹

周囲の管理は適切に行う必要がある。また、種子自

体の飛散距離を推定することが併せて行われる必要

性がある。さらに、花粉飛散結果と併せて推定した

結果、関東 17号と同様もしくはそれ以上の生育環

境下では 300m範囲内で 4.4個の実生個体が拡散す

ると推定された。本研究では、林内環境に着目して

播種試験や追跡調査を行ってきたが、林外とくに道

路脇など光環境が著しく良好な場所では拡散個体が

出現する可能性を否定することは現段階で困難であ

り、本研究の結果から不稔等花に関与する以外の目

的で遺伝子組換えスギを作出 し、なおかつ野外環境
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下へ拡散させないためには、花粉飛散量の少ない「少

花粉スギ」や雌花着生量の少ないスギを選抜し、利

用することが肝要であると考えられる。

オ今後の課題

本研究は 2年間限定で行われたため、林木の遺伝

子組換えリスクアセスメントとしては不十分であ

る。 2年間の結果から推定された本研究の考察を鵜

呑みにするのではなく、リスクアセスを正確に評価

するためには地道な継続調査が不可欠であり、安易

な結論を導き出さないことが肝要である。

力要約

遺伝子組換え林木のリスクアセスメントを実生繁

殖の視点から行うため、 2年間に亘って継続的にモ

ニタリング調査を行った。通常の林内環境ではスギ

実生の定着は認められないものの、光環境が改善さ

れた場合には、枯死に至らない事例が認められた。

一方で、リターの堆積等林内環境は一般的に複雑で

あり、一意的に結論を導き出すことは困難であっ

た。種子生産量・発芽率・生存率・林内の環境測定

など多様な因子に基づいて、スギの実生が定着する

可能性を評価した結果、スギ実生が定着する可能性

は種子生産量の増大に伴ってその確率が上昇するも

のの、林内環境に依存することが明らかとなった。

研究担当者（渡辺敦史専）

(7) 抗菌性蛋白質の利用に関わる生物多様性影響

評価法の開発

ア研究目的

抗菌活性を持つ蛋白質を生産させた遺伝子組換え

植物を栽培する際に、組換え植物や、抗菌蛋白質自

体が、農業環境中に生息する微生物に与える影響を

評価する方法を開発する。そこで、抗菌蛋白質耐性

変異株の選抜手法、および、抗菌蛋白質存在下・非

存在下において、抗菌タンパク質耐性株の定着性を

簡便に調べる方法を開発する。

（ア）抗菌蛋白質耐性変異株の選抜手法

遺伝子組換え植物が生産する抗菌タンパク質に対

して、自然環境下で出現する可能性がある耐性変異

株の種類を把握することにより、変異株が自然環境

下で生存・定着し、増殖する可能性を予測すること

ができる。真核生物の遺伝子は共通性が高いことが

知られてきた。そこで、遺伝学的解析が進み、実

験材料が豊富なパン酵母（Saccharomyces cerevisiae) 

をモデルに、全ゲノム約 6000個のうち 5/6の遺伝

子が個々に破壊された遺伝子破壊株セットを用い

て、抗菌蛋白質耐性変異株を網羅的に検索する手法

を開発する。

（イ）自然環境下に生息する微生物は、栄養源の

枯渇、乾燥等様々なストレスに耐えるために必要な

遺伝子を獲得してきた。抗菌タンパク質に対して耐

性を獲得するために変異した遺伝子は、自然環境

下の生存に必要な機能を担っていた可能性も高い。

（ア）で開発した選抜法で得た耐性変異株の変異遺

伝子が同定されると、該当遺伝子の従来の機能情報

をもとに、自然環境下に耐性菌が定着する可能性を

推定し、実験で確認することができるであろう。本

課題で、それを実証する。

イ研究方法

抗菌タンパク質としては、イネ等作物に遺伝子導

入されているカラシナ由来の抗菌タンパク質（デイ

フェンシン）BJ-AFPlを用いた。 BJ-AFPlは、遺伝

子組換え大腸菌を用いて生産し、キチンビーズを用

いて精製した。

S. cerevisiae BY4741株を用いて、 BJ-AFPl効果

を判定した。ポテトデキストロース液体培地に初

期植菌数 1000細胞／ウエルとなるよう懸濁し、 BJ-

AFPlを加えた。培養したときに増殖の違いは、静

置培養後のウエルの底に形成される細胞塊のサイズ

または、振とう培養中の濁度を継時的に測定して判

定した。

抗菌タンパク質の活性は、金属塩の影響を受け

る物が多いため、ポテトデキストロース液体培

地（デイフコ杜）に Ca、Mg、Mn、Zn塩類を添

力日したときの BJ-AFPlの S.cerevisiae BY47411朱

(EUROSCARF）に対する抗菌効果を解析した。

BJ-AFPlに対して S.cerevisiae BY4741株に比べ

て耐性を示す遺伝子破壊株の選抜は、三 cerevisiae

BY4741株を親株とする遺伝子破壊株セットの約

5000株：（EUROSCARF）を用いてマイクロプレー

ト内での静置培養を 3回繰り返して選抜し、耐性株

として l次選抜で抽出した株は、 BJ-AFPl存在下、

振とう培養で培養経過を観察した。
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選抜した感受性株の自然環境下でのストレス感受

性解析は、 YPD培地（酵母エキス 1%、ペプトン

2%、グルコース 2%）に懸濁した細胞を複数の温

度条件（15℃， 28℃， 37℃）や浸透圧ストレス (lM

NaCL）、炭素源飢餓や窒素源飢餓ストレスは、合

成培地（YNB培地：デイフ コ社）の炭素源や窒素

源を除いた培地に、各々 60日以上曝して、生残性

を解析した。また、貧栄養条件として、 1/100濃度

希釈した YPD培地やポテトデキストロース培地で

も同様のストレス耐性実験を行った。

一方、抗菌タンパク質存在の有無が、抗菌タン

パク質耐性菌と野生株の増殖に与える影響の評価

は、酵母 Kluyveromyceslactis由来の抗菌タンパク

質 zymocinを用いて、 YPD培地中で、 S.cerevisiae 

BY4741株および既に選抜した zymocin耐性変異

ste5遺伝子破壊株（!:J.ste5）を用いて解析した。

ウ研究結果

B]-AFPlを添加した培地に、各種の濃度で金属

塩を加えると、増殖が回復することが明らかになっ

た（図 11107-lA）この濃度の金属塩存在下で BJ-

AFPl濃度を変えると、 2価の金属塩（Ca2+,Mg 

2+, Zn2＋）存在下では、 BJ-AFPlの効果が下がる

こと、特にカルシウムがB]-AFPlの効果を阻害す

ることカf明らかになった（図 11107-lB)o B]-AFPl 

を導入した組換えイネ栽培環境中に漏れ出た BJ-

AFPlによる耐性菌の出現が心配されているが、水

田水に含まれる濃度のカルシウム存在下で、 BJ-

AFPlの酵母に対する抗菌効果は観察できなくなっ

た（図 11107-2）。

次に、約 5000株の酵母遺伝子破壊株の中で、 BJ-

AFPl感受性に違いがある株の選抜をした結果、イ

オン輸送や液胞の維持を担う多数の遺伝子破壊株が

感受性を示した。一方で、アルコール脱水素酵素の

遺伝子ムadhl破壊株とアデニン合成酵素の遺伝子破

壊株（ムade5，めだけが耐性株として選抜された。

特に、ムade5,7は、 BJ-AFPlの濃度を上昇させて

も生育阻害は全く観察されず、高い耐性を示した（図

11107-3）。

各種環境ストレス存在下（BJ-AFPl非存在下）で、

i:J.ade5株の生残’性を解析した。その結果、 YPD培

地中の複数の温度ストレスや塩ストレス下や炭素源

や窒素源枯渇下で、親株BY4741株とi:J.ade5株には

60日間の培養で大きな差が無かったが、 1/100濃度

に希釈した YPD培地やポテトデキストロース培地

中ではムade5,7株は生残率が徐々に低下しており、

貧栄養条件下ではムade5,7株は親株に比べてサパイ

パルできないことが示された。
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一方で、抗菌タンパク質存在の有無が耐性菌の残

存に与える影響を評価するために、 zymocin耐性変

異株（ムste5株）と親株（BY4741株）を zymocin

存在下、非存在下 YPD培地中で 48時間培養した。

その結果、 zymocin存在下では、耐性株（ムste5株）

の方が増殖が良いが、 zymocin非存在下では、いず

れの株も同等の増殖を示した。ムste5株は接合に必

要な遺伝子である。酵母は窒素が無い環境下では胞

子形成をするが、一倍体の細胞は胞子形成をしない0

6.ste5株（一倍体）と親株（二倍体）のストレス耐

性を調べた結果、窒素が無い培地中で、二倍体の親

株は 36 日間後も生残していたが、ムste5~朱は、 17

日目には死滅していた。

工考察

酵母の遺伝子 6000個のうち、 5000個の遺伝子を

個々に破壊したセットを用いた網羅的なスクリーニ

ングで、抗菌タンパク質の効果を効率よく判定する

実験方法を開発した。酵母ゲノム中の残りの 1000

個の遺伝子は、遺伝子破壊すると生存できない必須

遺伝子であることから、この選抜法で、酵母を用い

て（真菌を標的にした）耐性変異株のほとんどをカ

バーできる。また、破壊されている遺伝子部位が明

らかにされていること、酵母遺伝子の機能情報が豊

富であるため、感受性が異なる遺伝子の特性が速や

かに考察できるという利点がある。

選抜された耐性変異株は、抗菌蛋白質存在下では、

親株に比べて生存に有利であるが、抗菌蛋白質非存

在下では、栄養条件によっては、親株と同等または

同等以下に低下する様子も確認された。

このように、抗菌蛋白質耐性変異株の自然環境下

での生残性を評価する手法が開発された。

オ今後の課題

本課題の研究成果により、異種抗菌蛋白質を生産

する遺伝子組換え植物から漏れ出た抗菌蛋白質によ

り、生じる可能性がある耐性変異株が、自然環境下

で定着する可能性を評価する手法が開発されたD し

かし、耐性株選抜法については、さらなる効率化と、

細菌や糸状菌で発生する変異も漏らさず把握するた

めには、さらに手法開発が必要である。

力要 約

酵母の抗菌蛋白質耐性変異株を用いて、自然界で

の定着性（生存、増殖）を調べるモデル系を開発し

た。また、抗菌蛋白質は金属の影響で活性が左右さ

れる物が多いため、検定法を開発した。実験モデル

に使用した BJ-AFPlは、水田水に含まれる金属で

抗菌活性が失われることを明らかにした。また、組

換え植物に利用されるカラシナデイフェンシン BJ-
AFPl耐性変異遺伝子を二個同定した。これらの耐

性株は窒素欠乏条件下では定着性が低く、 BJ-AFPl

耐性株が自然環境下で定着・拡散は難しいことを示

した。
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研究担当者（北本宏子つ

(8) 不良環境ストレス耐性遺伝子組換え作物（コ

ムギ）の生物多様性影響評価法の作成

ア研究目的

現在、国内や海外で不良な環境に耐性を持つ遺伝

子組換え（GM）作物の研究開発が進みつつあり、

商品化の前段階にある。我が国では、 GM作物の生

物多様性影響は、特性を宿主植物と比較して野生動

植物等に影響を与える性質が高まっていなしEかどう

かを評価している。しかし、環境に対して耐性をも

っ作物は、皐魁状態や低温などの非生物的ストレス

に対して耐性が高く、宿主作物に比べ野外環境で生

き残り、周囲の生態系に影響を与える可能性がある。

しかし、現行の生物多様性評価システムでは、評価

が難しく、近年その可能性を事前に評価する方法の

作成が求められている。 GM作物の生態系へ侵入、
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拡大を評価する際、これまで生態学で用いられてき

た植物個体群の動態解析方法や海外で行われている

雑草のリスク評価手法が適用できると考えられるた

め、本課題では、その適用可能性を検討した。

個体群の動態解析方法の一つである推移行列モデ

ルは、元々固有種や希少種生物の保全などの分野

で、個体数の減少に影響する要因や生活史の段階を

抽出する等の解析に利用され、国際自然保護連合

(IUCN）は、このモデルを用いて、種以下の分類

群に関する保全上のカテゴリー（絶滅危倶、危機的

絶滅危慎等）を定めている（IUCN1l）。近年、植物

では、交雑種の拡大や圃場外での個体群の定着の予

測（Allainguillaumeet al zJ、 Bullock旬、 Claessen

et al. 4l。5）、 Damgaardand Kjaer 5l、Garnierand 

Lecomte ?J.sl、Thompsonet al. 9l、Hallet al. ioJ、

Hooftman et al. uJ）に使われている。

カルタヘナ法での生物多様性影響の一つである

「周辺野生植物を駆逐する」段階に至る前には、栽

培作業を通して「圃場外へ逸出する」段階、「個体

群を存続する」段階が考えられる。そこで、推移行

列モデルを使って、「GM作物の個体群が存続する」

段階を定量化することにより生物多様性影響を間接

的に事前評価することが可能であるため、この評価

方法を非 GMコムギで確立し、環境耐性が付与さ

れたコムギにおいても、その特性を考慮して生存確

率を改変することにより、その存続性を評価できる

と考えられる。

また、オーストラリアでは、新たに導入しよう

とするすべての植物群に対して雑草リスク評価

(WRA, Pheloung 12l）を行い、そこで「受け入れ

可能」と判断された植物群だけを導入しているo

Nishida et al. 13）は、日本に新たに導入される植物

の雑草リスクを事前に評価するため、よ記の WRA

を基に、日本に適用できる導入前雑草リスク評価法

を構築した。生態系に導入される新しい植物とい

う意味では、 GM作物にもこの評価システムの適用

が可能と考えられる。本手法は既存の文献データ

やWeb情報を用いて、雑草化する恐れが高い植物

を導入前に判別することが出来るため、大変有効で

ある。そこで本研究ではこれまで日本とアメリカで

栽培認可された 26のGM作物の宿主植物について

WRAスコアを算出する。そして日本での帰化植物

のスコアと比較し GM作物のリスク評価の最初の

ステップとして、その適用可能性を検討した。

イ研究方法

（ア） 2009年度は、コムギ個体群が圃場外に逸出

して野生化するシナリオを作成した。そのシナリオ

に沿って、推移行列モデルの構築に必要なコムギ個

体群の生活史に沿った各段階を決定し、各段階に移

行する際の生存確率を文献から抽出し、個体群の存

続性を定量化した。 2010年度は、情報が不是する

箇所やパラメーターの振れ幅や各生存確率の妥当性

を確認するため、以下のような栽培実験を行ったo

a）競合・烏害実験：秋播きコムギ l品種×雑草と

の競合の有無×鳥害の有無× 5反復の圃場試験。 b)

埋土種子実験：コムギ4品種×埋土の浅深（土壌表

面に置き、薄く土を被せる／lOcm深に埋土）×堀

出し回数 15回× 5反復の圃場試験。 c）貧栄養下で

採取した種子発芽実験：逸出後は貧栄養条件で種子

形成すると仮定。コムギ3品種×栄養条件（貧／並）

×5ポットの温室栽培。収穫した種子について発芽

率を調査した。

（イ）日本とアメリカで栽培の認可されている

26種の GM作物の宿主について文献や web上の

データベース（農学大事典（養賢堂）、農業技術体

系（山漁村文化協会）、原色日本帰化植物図鑑（養

賢堂）、日本の帰化植物（平凡社）、世界の雑草（全

国農村教育協会）、草地科学実験調査法（全国農村

教育協会）、 Plantsfor A Future (http : I /www. 

pfaf.org/Database／）、 USDANational Resources 

Convention Service (http : //plants.usda.gov/)) 

をもとに、 WRAモデルの 49項目の質問（Nishida

et al. 13l）にできる限り回答し、スコアを算出した。

その際、一部の質問に対し、作物に適用するように

若干の解釈を加えたD

ウ研究結果

（ア）推移行列モデルによる個体群の存続性を定

量化する評価手法の作成

日本におけるコムギの作付面積の 95%以上は秋

播きコムギである（2008年麦の収穫量；農水省ホー

ムページ）。このことから、圃場外への主な逸出は、

① 10月末～ 11月初句の播種作業における種子の逸

出と②6～7月の収穫作業における種子の逸出、と

した。そこで、圃場外に逸出して野生化するシナリ



オとして、種子が休眠して次の年まで生存する経路、

途中で休眠から覚醒し、発芽、成長し、親個体とな

り種子を生産する経路、休眠せずに発芽、成長し、

親個体となり種子を生産する経路を統合した生活史

を流れ図で示し、推移行列で表した （図 11108-1）。

コムギの生活史に関する文献を 102報収集した。

江口ら 19）によると、国内における周年栽培の結果、

10月末～ 11月初旬の播種が最も収量が高いとされ

ていることから、圃場外へ逸出した場合でもこの期

間の生育条件が最適であると考えられる。そこで、

まず、上記①を想定して、生活史の各段階における

生存確率を文献から抽出した。個体群の存続性を示

す行列の固有値Aを算出したところ、 0.491(A< 1 

で年々減少）となった。さらに、 l～3月の逸出を

想定すると、 0.309、4～8月収穫時の逸出は 0.032、

9～ 10月逸出は秋まき性が高い品種で、 0.353、低

い品種でほぼ0となり、「コムギ個体群は、どの時

期に逸出しても年々減少する」と予想された。

圃場試験（競合・烏害試験、埋土種子実験）の結

果、種子の逸出時期により生活史特性が変化するこ

とがわかり、生活史の流れ図を図 11108-2のように

修正した。播種時のこぼれ落ちを起点とした場合、

種子のほとんどは、こぼれ落ち後まもなく発芽し、

幼個体の状態で越冬し、春～夏にかけて親個体に成

長し、種子を生産する（秋播きコムギと同じ生活史）。

収穫時のこぼれ落ちを起点とする場合、休眠性が小

さい品種では、こぼれ落ち後まもなく（春から夏

に）発芽し、夏の高温や梅雨等の影響により、出穂

コムギの笠活史の

行列

図11108-1 コムギの生活史の流れ図およびその行列式

［抽出した生存確率］埋土深さ 5cmでの 11月から 3
月までの生存率，0.012（小松崎ら 14））、個体当たりの
種子生産数，62.5（小松崎ら 15））、10月、 2月播種の
稔実率， 0.77,0.81（高田・内山 16））、実生から結実個
体までの生存率，0.82（籾井ら 17））、最終的な発芽率，
0.95 （予想値）、l年後の種子の休眠率， 0.078(Nielson 
et al. 18））、al= 0.078、a2= 0.922、bl= 0.05、b2
= 0.95、b3=cl = 0.82、dl= 0.012、d2= 62.5×0.77、
d3 = 62.5×0.81 

前に枯死する率が高かった。休眠性を持ち、出芽時

期として適当な秋に出芽した個体は、播種時のこぼ

れ落ちを起点とする生活史と似た生活史となり、こ

のような個体では生存率が高くなる傾向にあった。

用いた 4品種（ホクシン、ハルユタカ、キタカミ コ

ムギ、 農林 61号）の中で、 農林 61号が最もこれに

該当するが、そのAは、播種時のこぼれ落ちを起点

とすると、烏害なし区で、 A=14.94、烏害あり区で

A= 0.86となった。収穫時のこぼれ落ちを起点とす

ると、より低くなり鳥害なし区でA=9.97、鳥害あ

り区でA=0.59となった。播種時のこぼれ落ちを逸

出の始まりとすると、 l世代目は播種時のこぼれ落

ちからの生活史（図 11108-2の赤枠）、 2世代目以降

は収穫時のこぼれ落ちからの生活史（図 11108-2の

青枠）となることが予測され、これらのデータを用

いて、烏害に遭う確率を 90%、50%、10%と仮定

し、シミュレーションし消滅する確率が50%とな

る世代、 90%となる世代を算出した（図 11108-3）。

この結果、コムギ個体群は 23世代重ねると、烏害

に遭う確率が 10%であっても、50%の確率で、また、

50世代重ねると、 90%の確率で消滅することが示

された。また、烏害に遭う確率が50%、90%と高

くなると、個体群は、 16～ 17世代で 50%の確率

で消滅し、 39世代で 90%の確率で消滅することが

示された。烏害の影響は非常に大きしその頻度が

低い場合でも、数年連続して烏の食害を受けると急

激に個体群が縮小した。また、烏害に遭う確率が

50%、90%と変化しても、消滅する確率が50%、

図11108・2 こぼれ落ち時期の違いによるコムギの生

活史の流れ図

[Jcの算出に用いた推移確率］1粒あたりの穂数0.67、
l粒あたりの種子生産量、 l粒あたりの種子生産量（烏
害あり区）' 1.8、（烏害なし区）' 31.7、二年目の春発芽率，
0.32、稔実率は文献データ
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90%となる世代は大きく変化せず、鳥害に遭う確率

の影響は小さかった。

（イ）日本とアメ リカで栽培の認可されている 26

作物の WRAを行い、アマ、セイヨウナタネ、セイ

ヨウカラシナ、アルフアルファ、クリーピングベン

トグラスの 5作物が雑草と判別された（表 11108-

1）。

図11108・3 烏害に遭う確率を 10%,50%, 90%と想定

した場合のコムギの消滅確率のシミュレー

ンヨン

表 11108・1 日本とアメリカで栽培認可された作物の

WRAスコア

f帯化？

なし

なし

なし

なし

生請櫨忍

生育宿忍

なし

なし

生請櫨忍

なし

なし

なし

生請櫨忍

なし

なし

なし

なし

なし

生部留忍

生繭種在、

生繭福忍

リ帯化

f帯f七

リ帯化

f吊f七

リ帯化

巨陪数

31 

33 

33 

32 

33 

33 

32 

37 

33 

36 

訂
一
部
一
担
一
泊

41 

40 

40 

41 

4
一
四
一
四
一
訂
一
必
一
必
一
四
一
必

WRA 

-8 

-7 

7 

4

－
l
u

－－
d
 

4 

4 

4
一J
1

一J
1

一J
1

一J
1

一
す

2 

2 

4 

4

一6
一9
一
回
一
回

1 

11 

桝縮

ブヲム

セイヨウカボチャ

メロン

カネション

ノ、ヤミイヤ

チコリ

テンサイ

トマト(jfBit認司

タノ〈コ

グザイモ 6fE£詣宮町

ユカリ

ワタ

ギンドロ

ノ＼フ

トウモロコシ

ダイズ

レタス

イネ

コムギ

ソノμガム

右来ナタネ

アマ

セイヨウナタネ

セイヨウカラシナ

アノレフアノレファ

クリ ピンクマヘットグ7ス

考察

（ア） 種子が圃場外に逸出し野生化するシナリオ

を作成し、各生活史の段階の推移確率を求め、シミュ

レーションした結果、コムギが圃場外に逸出し、野

外で生育する場合があるが、世代を重ねていくと、

個体群が減少し、いずれは消滅することが示された。

また、このシミュレーションは供試した品種の中で

最も休眠性が高く 出芽に適した秋まで待機できる農

林 61号の結果であり、他の品種ではより消滅する

時期はより早くなる。この結果は、国内においてコ

ムギが野生化していない現状と一致し、本手法によ

る評価が妥当なものであると考えられた。よって、

不良環境耐性 GMコムギの野生化を評価する方法

として、生物多様性影響評価委員会等で検討される

際の知見となる。また、本評価手法は「競合におけ

る優位性」を定量的に総合評価する方法として新規

GMコムギだけでなく、他の作物にも適用が可能で

あり、そのひな型として活用することができる。

（イ）宿主作物の基礎的な特性については、多く

の情報が入手可能であった。人が関与しない圃場外

での種子生産性などについては、データが入手困難

であった。 トウモロコシ、ダイズ、レタス、イネ、

パンコムギ、ソルガム、在来ナタネ等は雑草と判定

されなかったが、実際に日本にすでに帰化している

アマ、セイヨウナタネ、セイヨウカラシナ、アルフア

ルファ、クリ ピングベントグラスのスコアが 10

以上（10以上を雑草：雑草が正しく雑草と判別さ

れる確率が90%、Nishidaet al. isl）となった。 GM

作物の雑草性の高さは、導入する形質にもよるが、

第一に宿主作物の雑草性の高さが反映されると考え

られ、この手法は、雑草性を評価する最初のステッ

プとして妥当であると考えられた。

工

11 

11 

1）スコア 10以上を雑草（雑草が正しく雑草
と判別される確率は 90%)コ
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ムギやイネ以外の作物、セイヨウナタネ、ワ夕、ダ

イズ、ジャガイモ、タバコ、オオムギ等で現在開発

されており（Warwicket al.初））、これら作物の生

物多様性影響を評価する手法の作成が必要である。

力要約

日本の野外環境において、コムギ個体群が、圃場

から逸出するシナリオを作成し、推移行列モデルを

用いて個体群の存続性を評価する手法を構築し、そ

の妥当性を評価した。また、雑草リスク評価シス

テムを用いて開発段階および実用化されている GM

作物の宿主が雑草であるか判別した。
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研究担当者（吉村泰幸＼水口亜樹、大東健太郎、

松尾和人）

(9) 不良環境ストレス耐性遺伝子組換え作物（イ

ネ）の生物多様性影響評価法の作成

ア研究目的

環境ストレス耐性遺伝子組換えイネは、組換えで

ないイネに比べ、水田外の劣悪な環境下においても

適応力が高く生存率が増す可能性がある。そのため、

我が国で環境ストレス耐性の遺伝子組換えイネを使

用するにあたっては、その特性が水田外の条件下で

生存に有利に作用する可能性があるかどうかを考慮

した評価が必要である。本課題では、本プロジ、エク

トにおいて吉村らが不良環境耐性植物の野生化能力

の総合的評価のひとつとして採用する推移行列モデ

ル構築に必要なパラメーターを明らかにすること

で、環境ストレス耐性が強化された組換えイネが、

水田外で野生化し生物多様性に影響を与える確率に

ついて評価する手法を作成する。

イ研 究 方 法

（ア）温室内越冬モデル試験

閉鎖系人工気象室に露地区及び湛水区を設け、穂

ばらみ期耐冷性が強化された遺伝子組換えイネ（コ

ムギ由来のフルクタン合成酵素遺伝子 1-SSTを導入

した耐冷性組換えイネ系統（Kawakamiet al u）と

その原品種となった非組換えイネ（「おぼろづき」）

を用いた越冬試験（播種直後から 12℃ 6か月間の

処理し、その後昼 25℃／夜 20℃に移行）を実施し、

図 11109-1に示す各種パラメーター（苗立率、越冬

率、穂数／苗立個体、穎花数／穂、稔実率）及び一

粒の種から何粒の種が稔るのか（種子増殖率）を調

査した。

（イ）圃場試験

水田外の露地及び湿地にイネ種子が逸出した場

合の生活史シナリオを図 11109-1に示すように設定

した。圃場に露地及び湿地を模した試験区を作り、

非組換えイネ（品種「おぼろづき」）を用いて図

11109-1に示す各種パラメーター（百立率、穂数／

苗立個体、穎花数／穂、稔実率）、鳥に よる食害及

び種子増殖率を調査した。

（ウ）野生化確率の推定

上記のパラメーターを基に、日本の西南暖地にお

いて耐冷性組換えイネが水田外に逸出した場合の種

子増殖率を推定した。

ウ研究結果

（ア）温室内越冬モデル試験

越冬試験湛水区では、耐冷性組換え・非組換えの

別を問わず、イネは 12℃ 6か月処理の聞に約9割

が苗立し、 5割以上が越冬した（表 11109-1①、②）。

同露地区では耐冷性組換えイネ・非組換えイネとも

に越冬率がOであった（表 11109-1②）。また、耐

冷性組換えイネは越冬個体の稔実率が非組換えイネ

よりも 高かったため（表 11109-1⑤）、種子生産量

が非組換えイネよりも 3.6倍高くなった。

（イ）圃場試験

圃場試験露地区では、発芽前に全ての種子が烏

によって食害されたため（表 11109-1「鳥食害を受

けない率」が0）、百立率は Oとなった（図 11109-

2）。一方で、同湛水区では発芽前の鳥による食害が

全くなく、苗立率は9割以上となった（表11109-1⑥、

図 11109-3）。

（ウ）野生化確率の推定

l年を通した湛水区における種子増殖率（2世代

全てのパラメ ータの積）は、耐冷性組換えイネと非

組換えイネの両方で lを超えたため（2010年）、耐

一
年

秋
一
t

春 夏
秋

一
咋LE

 
種子生産量
（穂数／苗立個体×頴花数／穂×稔実率）

／ 鳥食害を受けない率＊

⑦ ×⑧ ×⑨ ｜て二寸庁 1口
＼種山＝干重

子｜ 子 ｜

図11109-1 西南暖地に秋に種子がこぼれた場合の生活史シナリオ
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表 11109-1 各試験区におけるパラメーターと種子増殖率

耐冷性組換
実施年 ①苗立 ②越冬 ③ x④ x@  鳥食害

⑥苗立率 (f)x⑧x@  鳥食害
種子増

え／非組換 試験区 ；欠 率（冬） ヨT R 種子生産量
を受けな

（夏） 種子生産量
を受けむ

殖率
えの別 い率 い率

非綴換え 湛水除草 2010 0.9248 0.7438 
0.329 x 1 x 0.283 

=0.0938 
1 b 0.973" 

1 .792 x 32 .08 x 0.953 

=54.785" 
1 （仮） 3.41 

耐冷性組換
湛水除草

0.424 x 1.122 x 
1 （仮）

1 .792 x 32 .08×0.953 
1 （仮）

え
2010 0.8648 0.5098 0.973 （仮）

=54.785 （仮）
7 74 

=0.338 

非組換え 湛水除草 2009 
0.924 0.743 0.329 x 1 x 0.283 

1 （仮） 0.992" 
1 X12.73X0.88 

1 （仮） 0.71 
（仮） （仮） =0.093 （仮） =11.202" 

非組換え 露地除草 0.3188 o• o• 
。 (0.994 x 4.59 x 0.525 

O（仮）2010 
(0.077) be =2.395) be 

。
耐冷性組換

露地除草 2010 0_197• o・ O（仮）
。 (0.994 x 4.59 x 0.525 

O（仮） 。
え (0.077、仮） =2.395、仮） c

非紹換え 露地除草
0.318 

O（仮） O（仮）
。 (0.802 x 35 .76 x 0.042 

O（仮）2009 
（仮）

。
(0.542) be =0.123) be 

非組換え
露地無除 0.318 

O（仮） O（仮）
。 (0.333 x 0.778 x 0.333 

O（仮）
草

2010 
（仮）

。
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図 11109・2 非妨鳥網裸地区の状況

発芽前に全ての種子が烏によって食害されたため、発
芽個体は皆無となった

冷性組換え ・非組換えの別を問わず、西南暖地の湿

地では逸出したイネが定着 （野生化）する可能性が

高く、また、その確率は耐冷性組換えイネの方が非

組換えイネよりも約 2倍高いと推定された。但しこ

の推定にあたって雑草による影響は考慮していな

い。なお、露地区では耐冷性組換えイネ・非組換え

イネともに越冬率がOであり、圃場における鳥食害

を受けない率も Oであったことから、逸出したイネ

が露地で定着（野生化）する可能性は耐冷性組換え・

非組換えの別を問わず非常に低いと推定された。

工考察

越冬試験の湛水区では、西南暖地の冬季気温を模

図 11109-3 非妨鳥網湛水区の状況

妨鳥網を設定していなかったのにも関わらず、湛水区
では烏による食害がなかった．

した 12℃6か月処理の聞に約 9割が苗立し 5割以

上が越冬した。しかしながら、常温に戻された後に

出穂した個体の穂数、穂当たり穎花数および稔実率

が低かったため、越冬後の種子増殖率は遺伝子組換

え・非組換えの別を問わず lを下回った。したがっ

て、秋に逸出したイネは、発芽して幼植物体として

越冬することができるが、種子数を増やすことはで

きない。

一方で、夏から秋にかけては種子増殖率が 10～

50倍となるため、 l年聞を通した種子増殖率は、

2010年度の試験では、組換えイネで 7倍、非組換

えイネで3倍となった。したがって、遺伝子組換え・

非組換えの別を問わず、西南暖地の湿地では、逸出
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したイネが定着（野生化）する可能性が高い。但し、

これらの結果は、湛水条件下での他植物との競合や

水生生物による食害の影響が排除された条件で行っ

た試験によるものである。したがって、自然条件下

にある湿地でイネが野生化する確率を推定するため

には、湛水条件下での他植物との競合や水生生物に

よる食害の影響を組み込んだ評価法を確立する必要

がある。

オ今後の課題

湛水条件下での他植物との競合や水生生物による

食害の影響を明らかにする必要がある。

力要約

他植物との競合や水生生物による食害の影響が無

い条件では、遺伝子組換え・非組換えの別を問わず、

西南暖地の湿地では、逸出したイネが定着（野生化）

する可能性が高く、その確率は耐冷性組換えイネの

方が非組換えイネよりも約 2倍高いと推定された。

キ引用文献

1) Kawakami et al (2008). Genetic engineering 

of rice capable of synthesizing fructans and 

enhancing chilling tolerance. J. Exp. Bot. 59 : 

793-802. 

研究担当者（佐藤裕つ

(10) 環境修復用遺伝子組換えカボチャ、キュウ

リの生物多様性影響評価に必要な知見蓄積

ア研究目的

カボチャ（主に Cucurbitamaxima L.、C.pepoL.、c.
moschata L.）及びキュウリ（Cucumis sativus L.）は、

それぞれウリ科カボチャ属とキュウリ属のつる性の

一年生または多年生の植物であり、ウリ科の代表的

な作物である。これらの種は、根の伸長が非常に旺

盛で高い吸肥・吸水能力を持つことが知られており、

圏内の公的研究機関はこの特性に注目し、環境修復

用植物の候補として、現在、遺伝子組換え技術を用

いた POPs（残留性有機汚染物質）吸収・分解カボ

チャ及びキュウリ系統の開発を進めている。将来的

には遺伝子組換え技術により開発された環境修復用

カボチャ系統あるいはキュウリ系統が野外で栽培さ

れる可能性があることから、遺伝子組換え系統の開

発と平行して生物多様性への影響を評価する必要が

ある。そこで本研究では、遺伝子組換え植物の生物

多様性への影響のうち、近縁種との交雑による影響

に焦点を当て、カボチャ及びキュウリと本邦に自生

する近縁種との交雑可能性を明らかにする。

イ研究方法

（ア）文献調査

丈献調査により、カボチャ及びキュウリとこれら

の近縁種との交雑性に関する知見や、近縁種の日本

における自生の有無や分布範囲などの情報を収集し

た。具体的には、 ThomsonReuters杜が提供して

いる ISIWeb of Knowledgeの学術文献データベー

ス（Webof Science）等において、キーワード検索

によりカボチャ属及びキュウリ属における種間交雑

に関連する文献を収集した。これら学術文献に加え

て、野菜園芸に関する百科事典などにより、カボ

チャ及びキュウリと交雑可能な近縁種の情報を収集

した。また、本邦におけるカボチャ及びキュウリ近

縁種の自生状況について、植物・植生図鑑などの丈

献で調べるとともに、大学や公立研究機関などの専

門家への聞き取り調査を行った。

（イ）交雑実験

野菜茶業研究所が保有する遺伝資源、を用いて、史

前帰化植物の雑草メロン（Cucumis melo L.）とキュ

ウリの交雑実験を行った。雑草メロンは瀬戸内海の

島に自生していた 2系統（SとT）を用い、対照と

して西洋系メロン l品種（アールスフェボリット）

を用いた。交雑実験では、除雄した後にキュウリ花

粉を人工授粉する A区、除雄のみの B区、自家花

粉を授粉する C区の 3処理区を設定し、各処理区

について各系統4個体、各個体5花を用いた。授粉

または除雄処理した全ての花は袋掛けし、約 2週間

後に肥大の有無を記録するとともに、肥大した果実

は約 40日後に収穫し、果実の重量、種子数、種子

の発芽能力を調査した。

ウ研究結果

（ア）文献調査

近縁種に関する文献調査の結果、本邦には少なく

とも 9属 19種のウリ科植物が自生し、その内、キュ

ウリ属では、瀬戸内海の島や五島列島などの本邦近
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表 11110・1 本邦におけるウリ科植物の自生状況

属 種

キュウリ属（Cぽ umis) メロン（C.melo L.）ー雑草メロン、史前帰化植物

カボチャ属（Cucurbi.臼）

他の属

ニシインドコキュウリ（C. anguria L.）ー帰化植物（渡来年代不明）
無し

カラスウリ属（Trichosanthes) 

アマチャズル属（Gynostemma ) 

オキナワスズメウリ属（Diplocyclos)

ミヤマニガウリ属（Schizopepon)

オオカラスウリ（T. bracteata (Lam) Voigt）、他6種

アマチャズル（G. pentaphyllum (Thunb.) Makino) 

オキナワスズメウリ（D.palmatus (L.）仁J巴飴ey)

ミヤマニガウリ（S.bryoniaefolius Ma泊n.)

スズメウリ属（Melothria)

ゴキヅル属（Actinostemma)

アレチウリ属（Sicyos)

スズメウリ（M.japonica(Thunb.) Ma泊n.exCogn.）、他3種

ゴキヅル（A.Jobatum Ma泊孔）

オオスズメウリ属（Thladiantha) 

アレチウリ（S.angulatus L.) 帰化植物、特定外来生物

オオスズメウリ（T. dubia Bung巴） 帰化植物

表 11110・2 交雑実験の結果（系統・処理後との平均）

系統 処理
肥大果実 重量 総種子数3)

充実種子 発芽種子
割合I) (g)2) 割合（%）4) 割合（%)5)

雑草メロンS系統 A ：除雄＋キュウリ花粉＋袋掛 10 (50%) 41.78 190.78 0.00 0% 

B：除雄＋袋掛 12 (60%) 34.92 127.75 0.16 

C：自殖＋袋掛 19 (95%) 86.61 283.83 24.51 100~も6)

雑草メロンT系統 A:I徐雄＋キュウリ花粉＋袋掛 0 (0%) 

B・除雄＋袋掛 0 (0%) 

C：自殖＋袋掛 14 (70%) 18.60 83.80 87.42 

アーノレスフェボリッ卜 A:i玲雄＋キュウリ花粉＋袋掛 0 (0%) 

（対照、西洋系メロン） B除雄＋袋掛 0 (0%) 

C 自殖＋袋掛 16 (80%) 1154.45 456.44 76.86 

！）供試した20花の内、肥大した果実の数（割合）、 2)n巴大した果実の平均重量、 3）肥大した果実の平均種子数、 4）肥大した果実か凶尋られた種
子のうち充実した種子の割合、 5）発芽が確認された種子の割合、 6）充実種子の場合（未熟種子では0%)

海の離島に自生するメロン（雑草メロン、 Cucumis

melo L.) （藤下 1））と、香川県に自生するニシイン

ドコキュウリ （Cucumis anguria L.）の 2種が報告

されている（表 11110-1）。カボチャ属では本邦に自

生する種の報告は無かった。

種間交雑に関する文献調査の結果、キュウリ （2n

= 14）は他のキュウリ属植物 （多くは 2n= 24）と

の種間雑種作出の試みは数多く存在するが（藤下 2)'

Chen and Adel berg 3））、現在のところ、種間交雑

の成功例は、中国南部からインドシナ半島に自生す

る Cucumishystrix Chakr. (2n = 24）との組み合わ

せで佐救出を行った場合のみであっ た （Chenet al. 

4））。 カボチャ属植物（基本的に 2n= 40）では、代

表的な栽培種である Cucurbitap伊o、仁 moschata及

び仁 maximaを含め、比較的容易に種間雑種が得ら

れることが報告されている （早瀬川。なお、キュ

ウリ及びカボチャと、他属の種との属間雑種の報告

はなかった。

（イ）交雑実験

雑草メロンとキュウリの交雑実験の結果、供試し

た雑草メロンの S系統は、 A区（除雄＋キュウリ

花粉）及びB区（除雄）で、供試した雌花の約半

数が肥大したが、雑草メロンの T系統及び対照の

アールスフェボリットはいずれの処理区でも果実肥

大は観察されなかった（表 11110-2）。

雑草メロンの S系統の A区及びB区の果実は、

自家受粉の C区の果実に比べ、重量及び種子数と

もに約半分程度であった。また、C区の種子のうち、

約 25%が充実種子であり、それらの全ての種子が

発芽した。一方、 A区及びB区の種子は全て発芽

能力の無い枇（しいな）であった。

工考察

本邦には少なくとも 9属 19種のウリ科植物の自

生が確認されており、この中にはキュウリ属の 2種

が含まれている。カボチャ属で本邦に自生する種の



報告は無かった。キュウリ属の 2種はいずれも帰化

植物であるが、雑草メロンは現在の栽培メロンの逸

出ではなく、史前帰化植物と考えられている（藤下

1））。また、ニシインドコキュウリは、詳細な渡来

時期は不明であるが、江戸時代末期以降に本邦へ帰

化したものと考えられる。

カボチャ属では、代表的な栽培種である

Cucurbitap伊o、仁moschata及び C.maximaを含め、

全ての種の染色体数が2n= 40であり、比較的容易

に種間雑種が得られることが報告されているが、カ

ボチャと他属の種との属間雑種の報告はなかった。

キュウリ属では、染色体数が2n= 24の種の多くの

組み合わせで種間雑種の作出が報告されているが、

キュウリ（2n= 14）については、Cucumishystrix (2n 

= 24）との組み合わせで匹救出を行った場合のみ

であった。このことから、カボチャ及びキュウリと、

キュウリ属の 2種を含む本邦に自生するウリ科9属

19種の植物が交雑する可能性は無いと考えられる。

日本に自生する雑草メロンのいくつかの系統は

キュウリ花粉を授粉させると果実が肥大し、種子が

得られることが報告されている。前述の通り、過去

の研究でキュウリとメロンは交雑しないことが報告

されているが、本研究ではこの現象のメカニズムを

調べるため、雑草メロンとキュウリの交雑実験を

行った。その結果、瀬戸内海に自生する雑草メロン

の中にキュウリの花粉で果実が肥大し、種子が得ら

れる系統の存在が確認できた。しかし、得られた種

子は全て発芽能力の無い枇（しいな）であること、

また、同じ系統の個体で除雄のみを行った処理区で

も同様に果実が肥大し、枇種子が得られたことから、

この系統の果実の肥大は単為結果性によるものと考

えられた。

以上の結果から、カボチャ及びキュウリと交雑す

る近縁野生種は本邦には自生しておらず、遺伝子組

換えカボチャ及ぴキュウリに関して、交雑性に起因

する生物多様性影響が生じる恐れはないと考えられ

る。

オ今後の課題

本稿ではカボチャ及ぴキュウリの交雑性だけを取

り上げているが、植生及ぴ種間雑種に関する文献調

査の結果から、他のウリ科作物のスイカ、ニガウリ、

ヘチマ、ユウガオ、トウガンについても、交雑する

可能性のある近縁野生種は本邦には自生しておら

ず、これら作物の遺伝子組換え体に関して、交雑性

に起因する生物多様性影響が生じる恐れはないと考

えられる。ただし、メロンについては、同種の雑草

メロンが本邦近海の離島に存在するため、今後、現

在の雑草メロンの分布や栽培メロンの花粉飛散の調

査など、交雑性に起因する生物多様性影響を詳細に

検証する必要がある。

力要約

本研究では、遺伝子組換え植物の生物多様性への

影響のうち、近縁種との交雑による影響に焦点を当

て、カボチャ及びキュウリと本邦に自生する近縁種

との交雑可能性を文献調査や交雑実験により検証し

た。植生に関する文献調査の結果、本邦には9属

19種の植物が自生し、その中にはキュウリ属のメ

ロン（史前帰化植物）とニシインドコキュウリ（帰

化植物）が含まれていたが、カボチャ属の種は含ま

れていなかった。カボチャ及ぴキュウリについては

これまで属間雑種の報告は無く、また、過去にキュ

ウリと他のキュウリ属植物との雑種作出が試みられ

ていたが、成功例は Cucumishystrixとの組み合わせ

で匹救出を行った場合のみであった。また、雑草メ

ロンにキュウリ花粉を人工授粉すると果実が肥大

し、枇種子が得られる現象は、雑草メロンのもつ単

為結果性によるものと考えられた。以上の結果から、

カボチャ及びキュウリと交雑する近縁野生種は本邦

に自生しておらず、遺伝子組換えカボチャ及びキュ

ウリに関して、交雑性に起因する生物多様性影響が

生じる恐れはないと考えられる。

キ引用文献
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研究担当者（吉岡洋輔＊、杉山充啓、坂田好輝）

( 11) 遺伝子組換えコムギの生物多様性影響評価

に必要な知見蓄積

ア研究目的

コムギ連（Triteceae）は、コムギ属 （Triticum)

のほかにライ麦属 （Secale）、オオムギ属 （Hordeum)

やエギロプス属 （Aegilops）をはじめとする多数の

属からなり、野生種や近縁野生種は従来から、コム

ギの遺伝資源として利用されてきた経緯がある。日

本囲内にはコムギ属の野生種は自生していないが、

E今加山属などの近縁野生種が存在する。現在、わ

が固においても遺伝子組換えコムギの研究が進めら

れていることから、カルタヘナ法に基づき遺伝子組

換えコムギが生物多様性に及ぼす影響を評価する必

要がある。本研究は、文献調査等を通じてコムギと

コムギ近縁野生種との交雑性に関する知見を収集す

ることを目的とする。

イ研究方法

コムギ連植物は多数の属、種からなるため所属

する属、種の分類が未だに定まっていないものも

ある。そこで、本課題では日本に自生するコムギ

連植物を「日本イネ科植物図譜」（長田 1））をもと

に「PlantGenetics/Genomics Volume7 Genetics 

and Genomics of the Triticeae」（Barkworth& 

Bothmer2l）の分類を参照して決定した。このうち、

その地域に固有の野生動植物種を対象とするカルタ

ヘナ条約の主旨にもとづき、帰化植物のうち比較的

導入時期が新しい幕末期以降の植物種は調査対象か

ら除外した。

次に、コムギと対象となる日本に自生するコムギ

連植物種との交雑親和性について、国内外の文献を

調査した。

ウ研究結果

日本で栽培されている普通系コムギ（6倍体）

( T1iticum aestivum）には野生種は存在せず、また、

4倍体コムギおよび2倍体コムギについてもそれら

の野生種は日本には自生していない。コムギの祖先

種を含むエギロプス属 （Agilops）植物も日本には自

生していない。コムギ連 （Triticeae）植物の内、日

本に自生する植物種は、エゾムギ属（E今mus）、テ

ンキグサ属（Lザmus）、アズマガヤ属（出stri幻に

含まれる 16種であった（表 11111-1)。

文献調査の結果、上記の植物種のうちこれまでに

コムギと交配実験が行われている植物種として、ア

オカモジグサ（E今加凶racemifer)(Sharma & Gill 3), 

Muramatsu et al. 4l）、カモジグサ（Muramatsuet 

al. 4））、エゾカモジグサ （Elym出削1kushiensisvar. 

transiens) (Sharma & Gill 3l Muramatsu et al. 4l）、

ミズタカモジ（E砂羽ushumidus) (Muramatsu et al. 

4））、ハマムギ（司F加usdahuricus) (Yang & Liu 5l, 

高田ら 6））、イブキカモジグサ （Eウmuscaninus) 

(Sharma and Baenziger 7l）、テンキグサ（Lり四us

mollis) (Jonnson et al.8），岩井ら 9））、エゾムギ （Elymus

sibiricus) (Simonenko and Motsny iol）、イヌカモ

ジグサ （Elymusgmelinii var. tenuisetus) (Franke et 

al nl）が確認できた。このうち、アオカモジグサ、

カモジグサ、エゾカモジグサ、ミズタカモジ、ハマ

ムギ、テンキグサは国内の自生種が用いられていた。

これらの現在の分布状況は以下の通りであった。ア

オカモジグサ、カモジグサは北海道を除く日本各地

の草地、路傍に普通に見られる。エゾカモジグサは

北海道の平地・雑木林で見られる。ミズタカモジグ

サは水田や用水路にわずかに認められ絶滅危慎種E

類に指定されている。ハマムギは北海道の海岸、テ

ンキグサは北海道から本州にかけての海浜で比較的

頻繁に見られる。これら以外の希少種の現在の分布

状況については不明であった。

雑種作成の手法が確認できた交配（Sharma& 

Gill 3l, Muramatsu et al 4l, Yang & Liu 5l，高田ら 6)'

Sharma & Baenziger 7l, A-Jonnson et al Bl 岸井

ら 9））では、いずれも肥培養によって F1植物を得

ており、肥培養を行わない場合に発芽能力のある着

粒種子は得られていなかった。また、 F1植物は不

稔で自殖種子は得られていなかった。 F1植物の減

数分裂時の染色体の観察結果は、コムギ染色体と当

該の近縁種の染色体が対合する可能性は極めて低い

ことを示していた（表 11111-2）。



表 11111-1 日本に自生するコムギ連植物 （日本イネ科植物図譜等参照）

和査 学名 金査地盤 染色体塾 乞ノム構Hli 備考

エゾムギ属
アオカモジグサ E砂田18'置団司曲ir(=E砂凹ci1im歯｝ 北海道～九州・沖縄，（中国） 211=28 4f音休 SIStYY

者チカモジグサリ E初剛四四司品川rr.j－田歯 本州・四国・九州の丘陵地
イヌカモジグサ E9w回g田h画－－ ~田園田植 長野県南地草原に極めて稀 211=28 4f音体 SIStYY

（西シベリア～中国）
イブキカモジグサ E9w園田園醐 伊吹山特産乃帯化1重（安土桃山時代） 211=28 4f音休 a錨劉

（ヨーロッパ～シベリア）
エゾカモジグサ 周開幽芦田園由 北海道・本州中部地方，（朝量平北部・中国北部） 通F28 4f音体 SIStYY
コウリョウカモジグサ1) E専問•Jiii園田国......岡崎四台 帝釈峡，（朝鮮中部） 絶滅危慎IA類
エゾムギ ~嗣帽語検t輔 北海道・長野県Lこ縛 211=28 4f音体 級鎚m 絶滅危慎IA類

ヨーロッパ～アラスカ
オニカモジグサ E事珊脳血1'br福田町 福岡県Oト部 21>=42 6f音体 SIStYYIUI 絶滅危慎IA類
カモジグサリ ~開園面頑固d直田自明..... ，，.，圃瞳画幅 北海道～九州・沖縄，（中国・草月量わ
担カネヱゾムギ ElJoo聞置,.u-油虫園田 夕張岳特産 2a=28 4f音体 SIStYY 絶滅危慎IA類
ハマムギ ~田園企虫llric圃 北海道・本州・九州の海岸，（車R鮮～シベリア） 2a=28,. 42 4f音休 SIStYY

6f音体 SIStYYIUI
ヤマムギ1) ~田園盆車町主週明:rr.Wll圃d回 北海道・本州中蔀地方
ミズタカモジ ~帽圃＂＂＂＇面白 本州・九州，（中国） 通F4l 制官休 SIStYYIUI 絶滅危慎H類

チンキグサ属
テンキグサ L哩園田-xii& 北海道・本州・九州の海岸 2a=28 4倍体 NNXX

（極東ロシア～北米）
アズマガヤ属
アズマガヤ 晶 lrirlonge-ar曲師 北海道～九州，車般利回H 2a=28 4f音休 錨lmN

イワ担ケソウ lliati>=i'_哩－ 本州・四国・九州の産地Lこ稀
ゲノム構成はPlantGenetics I Genomlcs Vol. 7 Genetics and Genomlcs of the Triticeae参照

’】自生種の変種として分類

表 11111・2 コムギとエゾムギ属植物の F1雑種における減数分裂第一分裂中期の染色体対合

ヱゾムギ属値物名 染色体数 染色体対合 引用

(2n=) →面染色体 棒状ニ価染色体 環 状ニ価染色体二価染色体合計 三価染色体 文献

アオカモジグサ 35 33.85 

アオカモジグサ 35 26.18 3.84 

エゾカモジグサ 35 33.54 0.73 

カモジグサ 42 40.37 0.80 

ハマムギ 42 37.16 1.91 

エ考察

日本にはコムギと交雑可能なコムギ属植物は自生

しておらず、 コムギ属野生種への遺伝子の拡散を考

慮する必要はない。コムギ連まで対象を拡大した場

合では、エゾムギ属、テンキグサ属、アズマガヤ属

の3属 16種の植物種が日本に自生しているが、交

雑試験の報告からは、これら近縁野生種と コムギ間

での自然交雑の可能性は極めて低く、仮に交雑が起

こりえたとしても人為的に交雑怪を摘出して目玉培養

を行わない限り F1雑種が成立することはないと考

えられた。さらに、 コムギとそれら近縁野生種との

ゲノムの親和性は低く、 コムギからこれら近縁野生

種への遺伝子移入は自然条件下では考えられない。

以上のことから、日本において遺伝子組換えコムギ

が第一種使用等を行う環境下で交雑性に起因する生

物多様性への影響が生じるおそれは無いと考えられ

た。

0.56 0.01 4) 

0.41 4.25 0.11 
3) 

0.00 0.73 0.00 

0.01 0.81 13) 

0.41 2.32 0.09 6) 

オ今後の課題

希少種においては、現在の自生状況が不明であり、

交雑試験も行われていなしユ。

力 要 約

日本にはコムギと交雑可能なコムギ属の自生種は

なく、 コムギ連ではエゾムギ属、テンキグサ属、ア

ズマガヤ属の 3属 16種の植物種が自生している。

交雑試験の報告からは、これら近縁野生種と コムギ

間での自然交雑の可能性は極めて低く、仮に交雑が

起こりえたとしても人為的に交雑佐を摘出して匹培

養を行わない限り F1雑種が成立することはないと

考えられた。また、 コムギと コムギ連の近縁野生種

とのゲノムの親和性は低く、自然条件下でコムギか

らこれら近縁野生種への遺伝子移入が起こるおそれ

は無いと考えられた。
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研究担当者（高田兼則＊）

(12) 遺伝子組換えソルガムの生物多様性影響評

価に必要な知見蓄積

ア研究目的

将来、遺伝子組換え体の作出が想定されるソルガ

ムについて、ソルガムと近縁な在来野生種が囲内に

存在するのか、存在する場合はその分布と交雑可能

性について検討する。

イ研究方法

（ア） Sorghum属在来野生種の探索・収集

文献検索により在来野生種を探索するとともに、

大学等のハーバリウムに保存されている標本とその

収集情報をもとに分布を明らかにする。また、この

分布情報をもとに在来野生種を収集する。

（イ）在来野生種の特徴

収集した在来野生種の形態的特徴、種子休眠性な

どの基礎データを収集する。

（ウ）在来野生種とソルガム栽培種との交雑可能

d性

収集した在来野生種とソルガム栽培種との交雑実

験を温室において実施する。また、自然条件下での

交雑可能性を検討するため、現在、囲内で栽培され

ているソルガム品種の出穂期についてデータを収集

する D

ウ研究結果

（ア） Sorghum属在来野生種の探索・収集

文献調査（Koyamau，佐竹ら 2），長田 3),Phillips 4), 

北村ら 5））の結果、 Sorghum属在来野生種とし

て、モロコシガヤ （Sorghumnitidum (Vahl) Pers. 

var. dichroanthum (Steud.) Ohwi）、コモロコシガヤ

(Sorghum nitidum (Vahl) Pers. var.nitidum）および

シラゲモロコシガヤ （Sorghumnitidum (Vahl) Pers. 
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モロコシガヤの草姿（宮崎県）写真 11112・1モロコシガヤ類の分布図11112・1
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モロコシガヤとソルガムの出I恵真月図 11112・3発芽率の経時変化図 11112・2

以上から、モロコシガヤを本研究の対象となる在

来野生種とした。

モロコシガヤを収集するために、標本が採取され

ている岡山県、高知県、宮崎県で探索を実施した。

岡山市北区で小群落を、高知市筆山および宮崎県本

庄川流域で大群落を認めた。岡山市北区、筆山およ

び本庄川流域で植物体および種子を収集した（写真

11112-1）。

（イ）在来野生種の特徴

宮崎で収集した種子を用いて発芽率の経時的変化

を調査したところ、モロコシガヤはジョンソングラ

ス（セイパンモロコシ）と同程度の休眠性を持つこ

とが明らかとなった（図 11112-2）。

モロコシガヤは 2倍イ本（2n= 20）でソルガムと

同じ染色体数とされるが、フローサイトメーターで

測定した結果、収集したいずれのサンプルでも、ソ

ルガムの 2xに対してモロコシガヤは 4xとなった。

温室で越冬させた植物体の翌年の出穂期は、 9月

下旬であった。一方、国内に流通する栽培用ソルガ

ム品種の長野県における出穂期は、 7月下旬から 8

月下旬まで連続的に分布し、 9月中旬および 10月

下旬に出穂する品種群もみられる。また、スーダン

グラス・スーダン型ソルガムなど2回刈り利用の栽

培体系においては、 9月下旬から 10月上旬に 2番

草の出穂を迎える品種が多い（図 11112-3）。

var.nitidum f.aristatum C.E.Hubb.）が存在することが

明らかとなった。この中でコモロコシガヤは環境省

レッドリスト「絶滅危倶IA類（CR）」（ごく近い将

来に絶滅の危険性が極めて高い種）に登録されてい

る。また、モロコシガヤも都道府県のレッドデータ

ブックでは、兵庫県で Cランク（準絶滅危倶・存

在基盤が脆弱）、和歌山県では絶滅危倶II類、岡山

県で絶滅危倶I類、愛媛県で絶滅危倶 II類にそれ

ぞれ登録されている。

国内でのモロコシガヤ類の分布を明らかにするた

めに、前記の文献を参考とするとともに、大学等に

保存されている植物標本を調査した。植物標本の調

査は、東京大学総合研究博物館、京都大学総合博物

館、首都大学東京牧野標本館、鹿児島大学総合研究

博物館、高知県立牧野植物園、宮崎県総合博物館で

実施した。文献および標本情報によると、モロコシ

ガヤ類は紀伊半島（和歌山県）以西の西日本（本州、

四国、九州、｜）に分布する（図 11112-1)。しかし、鳥

取県および島根県の中園地方日本海側、ならびに瀬

戸内沿岸の広島県および香川県で標本は収集されて

おらず、分布の確認できなかった。環境省の レッド

リストに登録されているコモロコシガヤは石垣島で

収集されており、石垣島が北限とされる。シラゲモ

ロコシガヤは石垣島で収集されているが、囲内の分

布は不明である。



写真 11112・2 マーカーによる識別

（ウ）在来野生種とソルガム栽培種との交雑可能

性

開発が予想される遺伝子組換えソルガムとモロコ

シガヤの交雑を想定して、ソルガムとモロコシガヤ

の人工交雑を行った。ソルガム白殖系統「MS138

(932233)B」を花粉親とし、モロ コシガヤを除雄し

受粉させた。また、ソルガム細胞質雄性不稔系統

「MS138(932233)A」にモロコシガヤの花粉を受粉

させた。この結果、「モロコシガヤ／MS138B」7組

合せ、「MS138A／モロコシガヤ」 4組合せ、いずれ

も稔実種子は得られなかった。

モロコシガヤと交雑可能性が考えられるソルガム

およびジョンソングラスとモロコシガヤを識別する

マーカーについて才食言すしたところ、 CAPSマーカー

により識別可能であることが明らかとなった（写真

11112-2）。

工考察

（ア） Sorghum属在来野生種の探索 ・収集

Sorghum属在来野生種としてモロ コシガヤが存在

することが明らかとなり、その分布は紀伊半島以西

の瀬戸内沿岸・四国・九州、｜である。モロコシガヤの

分布は飼料作物としてのソルガム栽培が盛んな地域

と一致する。

（イ）在来野生種の特徴

長野県におけるモロ コシガヤ越冬個体は 9月下旬

に出穂となるが、文献（佐竹 2），長田 3），北村 5））に

よると生育地でのモロコシガヤの出穂は 8月～ 10

月である。8月に出穂するモロコシガヤはソルゴー

型ソルガム、 9月中旬以降に出穂するモロコシガヤ

はスーダングラスまたはスーダン型ソルガムの 2番

草の出穂と一致する可能性がある。

モロコシガヤとソルガムの染色体数はいずれも

2n = 20とされるが、フローサイトメーターによる

測定ではソルガム 2x、モロコシガヤ 4xとの結果と

なった。このことはモロコシガヤに 4倍体が存在す

るか、染色体サイズが異なることが考えられる。こ

れまでに S.bicolorとS.nitidumの染色体サイズが異

なることが報告されており、さらに詳細な検討の必

要がある。

（ウ）在来野生種とソルガム栽培種との交雑可能

性

モロコシガヤとソルガムとの交雑親和性につい

ては、人工交雑実験の結果から、自然交雑の可能

性は極めて低いと考えられる。Hodnettら6）およ

びPriceら7）は、野生種からの遺伝子導入を目的と

した S.bicolorI S.nitidumの交雑において S.bicolor

柱頭上における S.nitidumの花粉管伸長および受精

に影響する S.bicolorの劣性遺伝子 (iap）について

明らかにしており、匹培養により雑種を得ている 0

S.nitidum I S.bicolorの交雑親和性についての報告は

ない。

これらのことから、自然条件においてモロコシガ

ヤとソルガムが交雑する可能性はないか、極めて低

いものと考えられる。また、 交雑によるソルガムと

モロコシガヤの雑種個体の識別に CAPSマーカー

が使用可能であると考えられたが、モロコシガヤと

ソルガムの雑種が得られなかったため、検証できな

かった。

オ今後の課題

（ア） Sorghum属在来野生種の探索 ・収集

モロコシガヤについては群落を確認し、植物体お

よび種子を採取できたが、 コモロコシガヤおよびシ

ラゲモロコシガヤについても探索を行う必要があ

る。

（イ）在来野生種の特徴

モロコシガヤ自生地での出穂・開花期に関する観

察を行い、出穂が一致するソルガムの栽培体系およ

び品種を明らかにする必要である。

（ウ）在来野生種とソルガム栽培種との交雑可能

性

モロコシガヤ柱頭上でのソルガム花粉の発芽・伸

長の観察に より交雑親和性を明らかにする必要があ



る。

帰化雑草であるジョンソングラス （Sorghum

halepense：和名セイパンモロコシ）を介しての迂回

交雑の可能性についても検討する必要がある。

力要約

（ア） Sorghum属在来野生種の探索・収集

Sorghum属在来野生種としては、モロコシガヤ

(Sorghum nitidum (Vahl) Pers. 問工 dichroanthum

(Steud.) Ohwi）、が存在する。モロコシガヤ類は紀

伊半島以西の瀬戸内沿岸・四国・九州に分布する。

（イ）在来野生種の特徴

種子の休眠性は強害雑草とされるジョンソングラ

スと同程度である。収集した個体の越冬後の出穂始

めは 9月中頃であり、スーダン型ソルガムおよび

スーダングラスの 2回刈り利用の栽培体系における

2番草の出穂期とほぼ一致する。

（ウ）在来野生種とソルガム栽培種との交雑可能

性

モロコシガヤとソルガム栽培種の交雑可能性はな

いか、極めて低いものと考えられる。モロコシガヤ

とソルガムの識別マーカーとして CAPSマーカー

が利用可能であるが、雑種個体を識別できるかは不

明である。
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(13) 遺伝子組換えレタスの生物多様性影響評価

に必要な知見蓄積

ア研究目的

レタス （Lactucasativa L.）はキク科アキノノゲシ

属の一年草である。これまでに遺伝子組換えレタス

が商業栽培された例はないが、ウイルス抵抗性、除

草剤耐性あるいはストレス耐性を付与したレタス、

成分を改変したレタス等、数多くの組換えレタスが

作出されている。野菜茶業研究所においてもビッグ

ベイン病抵抗性組換えレタスの開発を進めている。

こうした組換えレタスを野外で栽培するにあたって

は、生物多様性に及ぼす影響を評価する必要がある。

生物多様性への影響を評価する重要な評価項目の l

っとして近縁野生種との交雑性が挙げられるが、レ

タスと交雑可能な植物種の範囲および日本における

自生の有無についてのまとまった情報がないのが現

状である。そこで本研究では、レタスと近縁野生種

との交雑性に関する知見の収集を行う。

イ研究方法

（ア）文献調査（論文、図書、インターネット）

を通じて、日本に自生している Lactu ca植物および

レタスとの交雑性に関する知見を収集した。

（イ）交雑しないことが報告されている 2種（L.

indica、Lraddeana）については、想定外の状況で

レタスとの交雑が疑われた場合の対応のため、レ

タスと区別する DNAマーカーを獲得する。レタス

近縁種2種（L.indica、Lraddeana）とレタスを区

別する DNAマーカーを得るため、 Simko(2009) u 

が報告しているレタスの EST-SSRマーカー（61種

類）を用いて検索した。また文献調査の結果、交

雑性の報告がなかった在来植物 3種（L.sibirica、L

sororia、Ltriangulata）とレタスとの交雑性を評価

する。交雑実験では、レタス近縁種の花に対して水

の霧吹きで花粉を洗い流し、これにレタス栽培種の

花粉をつけた。交雑した後に種子ができた場合に

は、自殖なのか他殖なのかを開発した EST・SSRマー

カーで判別する。近縁種については、 2009年度に

北海道で採集した Lsibirica植物体、長野県で採集



した Ltriangula臼種子、岡山大学から分譲してい

ただいた Lsororiaの種子を用いる。

ウ研究結果

（ア）文献調査

文献調査により、日本に自生しているレタス近縁

種 （Lactuca属植物）は、帰化植物 5種、在来植物

5種であることが明らかになった（表 11113-1）。ま

た、生物多様性影響評価の対象となる在来植物5種

のうち 2種はレタスと交雑しないことが報告されて

いたが、残り在来植物3種 （L.sibirica、Lsororia、

L. triangulata）については報告がなかった（Rosset. 

al 1941)2）。

（イ） DNAマーカーの獲得と近縁野生種とレタ

スとの交雑試験

実験に供試した 61のプライマーセット中 47個で

PCR産物が得られた。さらに近縁野生種とレタス

との増幅断片長が異なり、アガロースゲルによりそ

の断片長の違いが容易に確認できる SSRを複数個

見出した（図 11113-1）。

L. sibiricaとVレタスを交雑した結果、回収した

1,972粒の種子の 95%以上は「しいな」で正常な種

子と判定されたのは 94個であった。L.sibiricaのセ

ルフでの割合は、レタスを交雑した場合よりも低

かったため、交雑の可能性が示唆された（表 11113-

2）。交雑実験で得られた94個の種子をすべて播種し

たが、 24個体が発芽したのみで、発芽した個体も

その多くは正常に生育せずに著しい発育が著しく遅

延し後に枯死しに至ると判断し DNAの回収のため

冷凍保存した（図 11113-2）。LsibiricaとVレタス問、

増幅断片長の異なる 2個SSRを用いて、その雑種

性を確認したところ、実験に用いた 23個体の中で、

L. sibiricaとVレタスに由来する SSRを有する個体

が 19個検出された（図 11113-3）。正常に生育した

表 11113・1 日本に自生している Lactuca植物

学名 E口名 自生地域

帰化植物

L. sativa チシャ 神奈川、山口
L. sθ＇rriola トゲチシャ 北海道、本州、四国、九州｜、琉球
L. virosa ラクツカリュームソウ 北海道、九州｜
L. formosana タイワンニガナ 琉球列島
L. pulchella アメリカニガナ 不明

在来植物

L. indica アキノノゲシ 北海道、本州、四国、九州｜、琉球列島
L. raddeana ヤマニガナ 北海道、本州、四国、九州｜
L. triangulata ミヤマアキノノゲシ 本州
L. sibirica エゾムラサキニガナ 北海道
L. sororia ムラサキニガナ 本州、四国、九州｜

2 3 4 5 6 

(bp) 
A BABACACADAD  

603-

310-

194-

118一

図11113・1 近縁種とレタスを区別する EST-SSRマーカーの電気泳動パターン

Aはレタス、 Bはエゾムラサキニガナ、 Cはムラサキニガナ、 Dは
ミヤマアキノノゲシのゲノム DNAを用いたことを示している。l～

6の各2列は同じプライマーを用いた。



表 11113・2 レタス近縁種と レタスの交雑実験結果

l粒以上の種子正常な種正常な種子 正常な種子数／ 全部の種子数

洗浄処理 種子親 花粉親 交配花数が得られた花 子数 数＋しいな（正常な種子＋し ／交配花

の割合覧 種子数 いな種子数）唱

有 L. sibirica Vレタス 89 17.9 94 1,972 4.72 22.16 

有 L.sibiri，α L  sibir.』回 102 20.6 30 2 281 1.31 22.36 

有 L. sibirica なし 56 1.8 1 1,241 0.08 22.16 

無※ L. sibir.化a 放任 105 8.6 30 2,371 1.26 22.58 

有 L. triangula臼 Vレタス 38 78.9 148 495 29.9 13.03 

有 L.fJiangula臼 LfJia昭ula臼 48 85.4 371 635 58.4 13.23 

有 L. triangulata なし 36 77.8 211 441 47.8 12.25 

無※ L. triangulata 放任 22 100.0 258 296 87.2 13.45 

有 L .so叩 1Iia シスコ 29 24.1 33 376 8.7 12.97 

有 L.sororia Pacific 39 41.0 70 568 12.3 14.56 

有 L.so叩 I怠 L.sororia 64 71.9 244 878 27.8 13.72 

有 L .soror.必 なし 65 23.1 33 919 3.5 14.14 

無※ L .so叩 1Iia 放任 91 89.0 648 1,283 50.5 14.10 

図11113-2 L.sibiricaとVレタスとの交雑実験で得られた雑種個体

いずれも発芽はするが生育しなかった。

Vレタス

図11113・3 L. sibiricaとVレタスとの交雑実験で得られた後代の SSRマーカーによる雑種性の検出

断片長の長い DNAがVレタス、少ない DNAがLsibiricaと由来
2本の DNAが検出されると雑種と判断 （図中の白いカッコで示した）

4個体はいずれも Vレタスに由来する SSRが検出

されず、形態的にも Lsibiricaと見分けがつかなかっ

た。以上のことから、 Lsibiricaとレタスは交雑に

より雑種種子は得られるが、その発芽率は低く、ま

た正常な生育はしなかった。

L. triangula臼とレタスの交雑性を調べるために、

花粉を水で洗い流した後、 交雑処理を行わない「無

処理」、 VレタスおよびLtriangula臼の花粉を交雑

した処理区、それに花粉を水で洗い流さず交雑処理

も行わない 「放任」の試験を行った。無処理では

36花から 441個 （12個 ／花）が得られ、その中で

「しいな」を除いた正常な種子は 211個でありその

割合は 47.8%であった。これは完全に花粉を洗い流

すことができずに一つの花あたり 12個程度の種子

をつけ、うち約半数が正常な種子であることを意味

する。一方、 Vレタスとの交雑試験では 38花から

得られた 495個中正常な種子は 148であり、その割

合は 29.9%であった。無処理の場合よりもさらにそ



の割合は低下した。 Ltriangula臼を 48花白殖した

場合には 635個中正常種子が371個得られその割合

は58.4%であり無処理を 10%程度上回った。また

L. triangula臼の花粉を洗い流し処理をせずにその後

何もせず放任すると 87.2%の高割合で正常種子が得

られた。以上のとおり Ltriangula臼とレタスを交

雑した場合、正常種子の割合は他の交雑操作をした

試験に比べ低く、交雑の可能性は低いと考えられ

た。得られた種子 148個を播種し、発芽した 105個

体について形態学的な観察により雑種性を比較した

が、形態的な特徴は Ltriangula臼と極めて良く似

ており、レタスの特徴を示す個体はなかった。さら

にLtriangula臼と Vレタスの問で増幅断片長の異

なる SSRマーカーを用いて、不発芽種子を含めて

136個体のアレルを調べたところすべての個体がL

triangulataのアレルを示した。したがって交雑個体

と判断できる個体は見いだせなかった。

L. sororiaとレタスを交雑した試験の結果、得ら

れた種子に含まれる正常な種子の割合は、無処理、

シスコ、 Pacific、L.sororia、放任でそれぞれ3.5%、

8.7%、12.3%、27.8%、50.5%であった。シスコと

Pacificの花粉を交雑した場合に無処理よりも高い割

合で正常な種子が得られたため、交雑の可能性が示

唆された。しかしながら、これらの種子 31と63粒

を播種し、形態学的な観察と SSR多型（シスコと

Pacificでそれぞれ25と51個体）を比較したところ、

いずれも L.sororiaと相似しレタスと交雑した可能

性のある個体は全く得られなかった。

工考察

（ア）文献調査

レタスと近縁野生種との交雑性について調査を

行った。 Lactu ca属は 7つの Sectionと2つの Group

に分けられ、圏内の Lactuca植物は 4つの Section

に属している。レタスと同じ Sectionに属するのは

いずれも帰化植物の LserriolaとLvirosaであっ

た。文献調査により生物多様性影響評価の対象とな

る在来植物5種のうち 2種（L.indica, L. raddeana) 

はレタスとの交雑性はなく、 3種類（L.sibirica, L. 

triangulata, L. sororia）については交雑性に関する記

述がなかった。レタスとこれら 3種とは形態学的に

もかなり異なっていることや Sectionを超えた交雑

は極めて低頻度でしか起こらないと予想した。

（イ） DNAマーカーの獲得と近縁野生種とレタ

スとの交雑試験

交雑実験で得られた個体の SSRの多型による雑

種性の確認では、 L.sibiricaとVレタス聞の個体で

Vレタスの増幅断片長が検出されたことから雑種で

あると判断された。しかし発芽能力はあっても伸長

せずそのまま生長を停止した。この現象は遠縁の交

雑個体には観察されることであり、両者間で自然に

交雑が起きてもそれが定着する確率は極めて低いと

言える。また Ltriangula臼や L.sororiaでは SSRの

アレルをそれぞれ 136個体と 76個体を調べたがレ

タスのアレルを有する個体は見いだ、せなかった。こ

の2種ではレタスとの交雑そのものが起きないと判

断された。

オ今後の課題

（ア）文献調査

特になし。

（イ） DNAマーカーの獲得と近縁野生種とレタ

スとの交雑試験

L. sibiricaとレタスは雑種種子が得られることが

明らかになった。しかし雑種種子からの生長は止ま

り正常な個体には育たなかった。今後、雑種個体を

大量に得てこれらが本当に生育しないのか、もし生

育した場合に開花に至るのか、稔性の有無について

詳細に調査する必要がある。

力要 約

（ア）丈献調査

日本に自生しているレタス近縁種 （Lactuca属植

物）は、帰化植物5種、在来植物 5種であることが

文献調査により明らかになった。

（イ） DNAマーカーの獲得と近縁野生種とレタ

スとの交雑試験

生物多様性影響評価の対象となる在来植物5種の

うち 2種はレタスと交雑しないことが報告されてい

たが、残り 3種については報告がなかったため、交

雑実験を行った。また雑種個体を判別するためにレ

タス SSRをスクリーニングし、種間で増幅断片長

の異なる SSRを複数個得た。レタスと近縁3種と

の交雑実験では LtriangulataとLsororiaはレタス

との雑種個体は得られなかった。一方、 DNA多型

解析の結果Lsibiricaとレタスは雑種種子が得られ



ることが明らかになった。しかし雑種個体はいずれ

も発芽後生長を停止した。以上から近縁野生種とレ

タスとの交雑は起こらないか、雑種個体が得られで

も定着することは起きないと考えられた。
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in Lettuce (Lactuca saliva L.). J. Heredity. 100 : 

256-262. 

2) Ross C. eta! (1941). INTERSPECIFIC 

GENETIC RELATIONSHIPS IN LACTUCA, J. 
of. Agri. Res. (Washington D.C.), 63 : 91-107. 

研究担当者（松元哲ヘ川頭洋一）

(14) 虫媒植物における交雑メカニズムの解明と

交雑性評価手法の確立

ア研究目的

本課題において、虫媒性植物の交雑性評価手法の

開発を試みる。現在、世界で栽培あるいは開発され

ている組換え作物はトウモロコシ、コムギ、イネな

どの穀物が中心であり、これらの植物は風媒であ

る。しかしながら、イチゴ、サツマイモ、レタス、

ジャガイモ、トマトなどの様々な作物で組換え体の

作出が試みられており、アメリカではこれらの組換

え体作物による野外での実験的な栽培が行われてい

る（USDA-APHIS)u。組換え体の利用が穀物以外

にも広まれば、虫媒性の組換え体は増えてゆくこと

が予想される。また、食料のみならず観賞用の植物

にも拡大する可能性がある。例えば、一般に栽培さ

れるわけではないが、日本ではいわゆる青いパラや

カーネーション（Katsumotoet al. 2l）が作出され、

切り花として市販されている（サントリーフラワー

ズ3））。また、アメリカでは遺伝子組換え園芸植物

が作出される可能性もある。世界的に問題となって

いる侵略的外来植物の多くは園芸植物由来だが、そ

のような植物であっても、観賞用の庭植物として需

要があるものも多い。そこでアメリカでは侵略的植

物を遺伝子組換え技術を利用し、不稔化した園芸品

種を作成するというアイデイアが提案されている

(New England Invasive Plant Center 4l）。

どのような組換え植物であれ、それを隔離施設外

で栽培するためには必ず生物多様性影響評価を行

い、環境に影響がないことを確認する必要がある。

虫媒性植物の場合、遺伝子組換え植物の第一種使用

を申請する際に求められる生物多様性影響評価で

は、「室内において花粉の媒介昆虫を放飼し、遺伝

子組換え農作物及び比較対象の農作物から一定の間

隔で配置した近縁の植物との交雑率を調査するこ

と（虫媒性の花粉を有する場合に限る。）。」を求め

ている（農林水産大臣がその生産又は流通を所管す

る遺伝子組換え植物に係る第一種使用規程の承認

の申請について（通知））。しかしながら、その通知

中では具体的な手法が提示されていない。そこで、

本研究では訪花見虫を閉鎖空間の中で野外での訪花

行動に準じた行動をとらせ、交雑性評価を行える実

験系の確立を目的とする。

様々な訪花見虫で、異なるタイプの花がある場

合、どちらか一方の花を優先的に訪花する傾向が知

られている。これには三つのメカニズムが関与して

いると考えられている。一つは先天的な好み(innate

preference）と言われるもので、例えば黄色と青色

の異なる色の花があった場合、青色を優先的に訪花

するような場合である（e.g.,Gegear and Burnes 5l）。

もう一方は定花性（Flowerconstancy）と呼ばれる

ものである。定花性も形質の異なる花が混在してい

る場合にどちらか一方の花を優先的に訪花する現象

であるが、先天的な好みによるものではなく、記憶

能力が限られている訪花昆虫において採餌効率を上

げるための行動であると考えられている（Chittka

et al. 5l）。定花性を持つ昆虫では、違うタイプの花

が途中にあるにも関わらず（そしてその花がより

多くの報酬を与える場合であっても）、それを飛び

越えて同じタイプの花を訪花する（e.g.,W aser7l, 

Goulson and Wright8l）。定花性はミツバチ（Marden

and Waddington 9l）、マルハナパチ（Keasaret 

al lO), Chittka et al. 6l）、チョウ（Goulson et al nJ) 

などの訪花昆虫で観察されている。どちらの場合で

あっても、比較的花井形質の近似した系統間では花

粉交換が行われるが、花丹形質の異なる系統が存在

する場合には、その系統聞での花粉交換が制限を受

けることになる。本研究での目標は、閉鎖空間にお

いて、訪花見虫による花粉媒介が行われ結実が観察

される、また形質の異なる花を提示されたときと類

似した花を提示された時で、異なった訪花昆虫の訪



花行動が観察されるような実験系を構築することで

ある。

イ研究方法

本研究ではモデル植物として Brassicarapa、有効

な訪花見虫として、最も一般的なセイヨウミツバチ

を用いて実験系の構築を行った。

（ア）交雑性検定試験の設計

交雑性に係わる生物多様性影響を評価するには、

組換え体から交雑が懸念される作物あるいは近縁野

生種への交雑性が、非組換え体からの交雑性と異な

るかどうかを示す必要がある。そこで交雑性検定試

験は（1）非組換え体と検定相手植物との間の交雑

試験、（2）組換え体と検定相手植物との交雑試験の

2回の試験を行いその結果を比較し判定を行う（図

11114-1）。

（イ）検定用綱室および植物材料

検定用綱室は lmm× lmmメッシュ、光透過率

90%のネット（ダイオサンシャイン S200、ダイオ

化成株式会社）を用いて 9m× 9m× l.8m(W× 

D×H）の大きさのものを設置した。

野菜として育種された Brassicarapaの近交系等3

系統（AB,D系統とする）を用いた。個体間での

開花タイミングを一致させるため、発芽後約一か月

の春化処理を行った。春化処理後、野菜用専用培

士（スーパーミックス A，株式会社サカタのタネ）

を充填したプラスチックポット（内径 30cm、容量

2000cc）に定植し、それぞれの苗は開花まで系統毎

に隔離して栽培した。また、開花後、それぞれの系

統 10個体からそれぞれ5花ずつ採集し（50花／系

l回目・糊換え納 ～ ／ーフ｜
検定格手継物 ロ平洋一一〆 1－・交維位に釜が生じるか9

2回目：：：純物己中Lー レなる 悦昆虫
検定用網~

検定相手植物：同種の非組換え系統、交雑の可能性がある近縁種

図11114・1 検定試験の概念図

検定相手植物と非組換え植物との交雑率、検定相手植
物と組換え植物との交雑率を比較し、交雑率の差の有
無を検出する。

統）、画像解析を行い花冠面積、紫外線吸収部位の

面積を算出した（Yoshiokaet al. 12））。また、本研

究に用いた B.rapの花井形質が近縁の Brassica属の

中でどのような位置にあるのかを明らかにするた

め、農業生物資源研究所ジーンパンクより供試され

た在来ナタネ 5品種、カラシナ 5品種およびセイヨ

ウナタネ 11品種を別途栽培し、上記と同様に花井

形質の画像解析を行った。

（ウ）訪花見虫

セイヨウミツバチのワーカーを二酸化炭素で麻酔

後、約 500頭を交尾箱（野々垣養蜂）に移し小型巣

を構成した。この交尾箱は小型の巣板を 2枚で構成

されているが、そのうちの一枚を踊・幼虫を含む育

児巣を、もう一方には貯蜜巣をあてた。小型巣には

別途女王を導入した。小型巣は人工巣内の環境を安

定させるため訪花実験開始7目前構成し、 実験網室

内に設置した。実験網室内には B.rapaを配置した。

（エ）訪花実験

人工巣からのワーカーの採餌行動を確認後、 AB

およびDの3系統の総当たり（A×B、A ×D、B

× D）および同系統同土の組合せ（D×D）で訪花

実験を行った。各訪花実験の前、 3日間は対象植物

に順化させるため、訪花実験に用いるものと同系統

の丘 rapaを配置し、自由に訪花させた。実験前日

に採餌しているワーカー 20～ 40頭に個体識別のた

めのマーキングを行った。夕方、ワーカーの帰巣を

f寺って人工巣の出入り口を閉鎖した。また。実験に

用いる個体の翌日開花するであろう花にマーキング

を行った。実験日の朝に実験使用系統2系統を 18

個体ずつ（計36個体）実験網室に導入し、全ての

・－－
．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．．』E. . ~，，司．

80cm 

・系統A

・系統B

． 
ミツバチ人工巣

図11114・2 網室における検定用植物の配置

9m×9m× l.8m (D×W ×H）の網室内に、 2系統
をl列ごとに個体間隔 80cmで配置するし、人工的に
構成したミツバチ巣を導入する。



個体間隔が80cmとなるように各系統を交互に配置

し（図 11114-2）、人工巣の入口を開放してミツバチ

を訪花させた。植物を配置する際には系統の配置順

序を馴化時と入れ替えた（e.g.，馴化時に A系統が

配置されていた列には B系統を、 B系統が配置さ

れていた列には A系統を配置した）。マーキングし

た個体を追跡し、訪花した系統を記録した。追跡は、

採餌を終えて帰巣するまで継続した。ただし、途中

で見失った場合はそこでその個体の追跡は中断し

た。訪花追跡は午前中 2時間（9～ 11時）、午後2

時間（13～ 15時）行った。訪花実験終了後、前日

の標識位置に基づき当日開花した花を確定し、実験

供試個体は系統別に結実まで隔離栽培し種子を回収

した。

（オ）交雑判定

採集した種子は播種し 2葉期に FTAプラントセ

イパーカード（GEHealthcare）に固定した。交雑

判定用遺伝マーカーには、 Erapaで開発されたマ

イクロサテライト多型を用いた（Suwabeet al. 13＞）。

系統内で固定しているマーカーを選別し、FTAカー

ド断片に対して直接 PCR増幅を行い、アガロース

ゲル電気泳動（2%、1×TAEバッファー）によっ

て交雑判定を行った。FTAカード断片からの PCR

増幅の手順は添付されたプロ トコールに従ったO

（カ）データ解析

それぞれの系統組合せにおいて植物 10個体以上

の訪花が追跡できたミツバチについて、「花に対す

る好み」および「定花性」を算出した。「花に対す

る好み」および「定花性」は以下のように定義する。

花に対する好み：
｜九九｜
VA＋九

ここで九は系統Aへの訪問回数、九は系統B

への訪問回数とする。

エ（が（Ln= Ln+I) then ”1”else”0”） 
定花性： n=I 

I
n
 

叫すん－
M

ここでιはn番目に訪れた植物個体の系統とす

る。

全ての統計解析には、 JMP7.0.2(SAS Institute) 

を用いた。

ウ研究結果

（ア）花井形質の評価

実験に供試した Erapa3系統 （A,B,D）について

花冠面積、紫外性吸収領域の面積を測定し、紫外線

反射領域の面積と紫外線吸収領域が花冠に占める割

合を算出した。階層分散分析の結果、全ての測定項

目で有意な系統間差が検出されたが、系統Aと系

統Bの花井形質測定値聞の差は小さいく系統Dは

比較的離れていた （表 11114-1、図 11114-3）。 また、

訪花実験に用いた 3系統の花井形質の変異は、セイ

ヨウナタネの花井形質の範囲内に含まれることがわ

かった（図 11114-3）。

（イ）訪花行動

類似した花井形質をもっ系統の組合せでは、ミツ

バチの「花に対する好み」「定花性」ともに低く A

×B：図 11114-4）、異なる花井形質を持つ系統の組

合せ）では、ミツバチの花に対する好み」「定花性」

ともに高かった（A ×D、B×D：図 11114-4）。こ

れは花井形質が異なる組合せの場合には訪花行動に

偏りが生じ、ミツバチはどちらか一方の系統に訪花

する傾向があることを示している。

（ウ）交雑率

訪花行動の偏りの少ない A×Bの系統間交雑率

は高い値（A:0.965、B:0.965、表 11114-2）を示し、

表 11114-1 花冠、紫外線反射・吸収領域の面積（cm2）および紫外線吸収領域が花冠に占める割合

値は平均値を示す。階層分散分析の結果、すべての測定値問で有意差が認められた

系統A

系統B

系統D

花冠

2.010 

2. 396 

1. 242 

UV吸収領域

0.422 

0. 536 

0. 366 

UV反射領域

1. 588 

1. 860 

0.876 

UV吸収領域／花冠

0. 210 

0. 224 

0. 295 

つ山
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図11114-3 在来 8.rapa 3系統（・：系統A、．：系統B、．：系統D）の花井形質問の関係 （左図）、および

Brassica属の花井形質の分布

Bj、Bn、Brはそれぞれカラシナ、セイヨウナタネ、在来ナタネを示す。系統A、B、Dはそれぞれ
訪花実験に用いた系統（右図）花冠、 UV吸収量域、 UV反射領域の値はそれぞれ面積 （cm2）を、
UV吸収領域／花冠は UV吸収領域が花冠全体に占める割合を示す。

せにおいて高い交雑率が観察されたのは（表 11114-

2）、ミツバチは両系統を無作為に訪れるため品系統

聞における花粉の頻繁な移動が行われたためであり

（図 11114-4）、花井形質の異なる組合せにおいて交

雑率が低かったのは（表 11114-2）、ミツバチの訪花

行動がどちらか一方の系統に偏り（図 11114-4）、花

粉の移動が制約を受けたためであると考えられる。

また、本研究で用いた B.rapa 3系統の花井形質の

変異はセイヨウナタネを含む近縁 Brassica属の花井

形質変異の中に含まれており（図 11114-2）セイヨ

ウナタネの組換え体評価系としても直接応用可能で

あることが示唆された。
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オ今後の課題

本研究の結果はアブラナ属植物とセイヨウミツバ

チをモデル生物として構築されたものである。他の

植物に応用する場合には、植物の配置・密度の調整

が必要である。また、それに合わせてセイヨウミツ

バチの人工巣のサイズの調整が必要かもしれない。

セイヨウミツバチ以外の訪花見虫として、マルハナ

パチを用いる場合は大きな修正は必要ないと考えら

れる。しかし、社会性を持たない訪花見虫（チョウ

目や双麹目）を用いる場合には、検定用殖物の網室

への投入タイミングや訪花時間のコントロール方法

を変更する必要があるだろう 。

図11114-4 B. rapa 3品種の組合せによるミツバチの

花に対する好み (1に近いほど一方の系統

に偏って訪花したことを示す）と定花性 (1

に近いほど一方の系統を連続して訪花した

ことを示す）

棒グラフ上の同じアルファベッ トを共有していな
い組合せ問では水準 5%で有意差があることを示す
(Tukey's Honestly Significant Difference test) 

D x D Bx D AxD AxB 

訪花行動の偏りの大きい A×Dおよび B×Dで

は低い値であった（A:0.618、B: 0.598、表 11114-

2）。なお、系統Dで交雑率が高い値を示すのは、強

い自家不和合性の結果であると考えられる。

考察

本研究ではミツバチの訪花行動が再現され、花井

形質の相異がもたらす、交雑率の変化を検出できる

実験系が構築されたといえる。花井形質の近い組合
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表 11114・2 B.rapa 3品種の組合せと各品種の交雑率および結英率 （括弧内は検定

数）。「訪花昆虫」は訪花実験を行った結果を、 「対象区」は訪花昆虫を放

飼せず植物だけを配置した結果を示す。

九系～統～＼組、合＼せ～＼ A×B 
系統 A B A D B D 

訪花昆虫 0. 986 0. 965 0. 618 1. 000 0. 598 1. 000 
~］ 4?) (2~9)_ (] 3?) (1 ?O) (]_47) (137) 

交雑率ーーー
対照区 0. 171 0. 195 0. 000 1. 000 0. 000 0. 880 

(82) (46) (41) (1) (87) (47) 

訪花昆虫 0. 993 0. 989 0. 921 1. 000 0. 990 1. 000 

結英率ーーー rn2~ ） _(8~5)_ （~59) _(3oo) (?-79) 081) 
対照区 0. 603 0. 439 0. 956 0. 023 0. 862 0. 078 

(156) (189) (251) (44) (484) (77) 

力要約

野菜や園芸植物には虫媒のものが多く、それらに

おいて開発される遺伝子組換え体もまた虫媒性であ

ることが予想される。その交配は植物側の形質と訪

花見虫の行動の双方の影響を受ける。そのため、交

雑性を予測するには実際に訪花見虫を用いた評価を

行う必要がある。この研究では、虫媒性作物を対象

に「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物

多様性影響評価実施要領」 14）に定められている交

雑性についての評価手順を確立する目的で、野外の

閉鎖的な実験系（綱室）を使用して虫媒性遺伝子組

換え作物の交雑性を事前に評価する手法の確立を試

みた。
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(15) カイコとクワコ聞の交雑および遺伝子交流

評価に関する研究

ア研究目的

遺伝子組換えカイコの産業利用への研究が急速に

進みつつあり、様々な形での実用化への期待が高

まっている。その中でも、繊維利用を目的とする遺

伝子組換え繭糸生産は、拡散防止措置を執って行う

第三種使用ではコストおよび大量生産の要求に応え

ることが難しく、農家レベルでの第一種使用が想定

される。そこで、第一種使用にあたって必要な環境

影響評価手法を開発するため、カイコと野生のクワ

コとの交雑および遺伝子交流の有無に関するデータ

の蓄積と評価を行うとともに、排j世物等を通しての

他種生物への影響など、交雑性以外の生物多様性影

響評価手法を検討しマニュアル化する。

イ研究方法

（ア）フェロモントラップによるクワコの採集調

査

クワコ （Bombyxmandarina）は北海道からトカラ

列島までの日本各地に広く分布することが知られて

いる。しかし、その生息密度は低く、卵、幼虫、繭

等を目視で探す方法では、 DNA解析用の多数のサ

ンプルを採集することは困難である。そこで、誘

引源としてカイコ （Bombyxmori）の雌成虫を用い、

害虫発生予察用粘着板を利用したフェロモントラッ

プにより、クワコ雄成虫を誘引して採集した。トラッ

プは放置桑園あるいは孤立したクワの木の枝につり

下げ、設置してから数時間～ 1週間後に回収した。

粘着板に捕獲されたクワコは、 DNA抽出に供する

まで 100%アルコール中に保存した。

（イ）カイコとクワコの交雑個体の妊性

カイコとクワコの交雑第 l代の 3齢幼虫を屋外の

網室内の桑樹に放飼し、その後の経過を観察した。

また、実験室内において、交雑個体の後代を継代飼

育した。

（ウ）カイコおよびクワコの遺伝子解析

カイコと日本産クワコの遺伝子レベルでの識別と

遺伝子交流の評価を行うため、野外採集したクワコ

成虫および農業生物資源研究所ジーンパンク保存

のカイコ成虫から、腹部末端、脚ないし頭部を取

り、 DNAzol500 μL中で粉砕した後遠心して上澄

を回収し、エタノール沈殿により DNAを得た。沈

殿を 100μLの5mM Tris-HCl (pH 8.0）、 0.5mM  

EDTA、0.08mM NaOH水溶液に溶解してゲノム

DNA標品とした。

調製したゲノム DNAを鋳型として PCRを行い、

ミトコンドリア COl遺伝子断片等の遺伝子断片を

増幅した。精製後、 ABI3730 DNAアナライザー

で塩基配列を決定した。解読した COl遺伝子断片

の塩基配列は、 MEGA4に内蔵された ClustalW を

用いて整列化してデータセットとし、解析に用いた。

データセットを DnaSPver5を用いて解析し、ハプ

ロタイプの識別と頻度の算出を行った。各ハプロタ

イプの関連性を示すネットワークは TCSl.21を用

いて推定した。

（エ）廃棄されたカイコの屋外での生存性

飼育残j査に紛れて屋外に廃棄されたカイコが羽化

して野生のクワコと交尾する可能性について検討す

るため、屋外に lm四方、深さ 30cmの穴を掘り、

中心にカイコ幼虫（4齢2日目または 5齢2日目）

を桑葉とともに置いて、生存率を調査した。なお、

穴を網や網室で、覆った場合と覆わない場合とを比較

し、鳥類等による捕食の影響を調べた。

（オ）カイコ飼育残濯の植物・土壌微生物への影

響

一般農家における糸繭生産では、飼育残置（糞、

食べ残しの桑の枝葉等）は、通常、堆肥化するなど

して土壌中に処分される D そこで、遺伝子組換えカ

イコの糞及び死体が植物及び土壌微生物に与える影

響を調査したD 植物については、遺伝子組換え農作

物の生物多様性影響評価で用いられているレタスや

ブロッコリーを、カイコの糞や死体の乾燥粉末を一

定量加えた培養液で水耕栽培し、発芽率と生重量を

調査した。土壌微生物への影響については、一定量

のカイコの糞や死体の乾燥粉末を土壌に混合し、リ

ン酸緩衝液により土壌希釈液系列を用いた希釈平板

法を用いて土壌微生物を 25℃で培養し、その微生

物相を調査した。
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ウ研究結果

（ア）フェロモントラップによるクワコの採集調

査

2008年～ 2010年の 3年間にわたり、関東地方を

中心に全国 24道府県で480個のフェロモントラッ

プを設置し、 4,400頭余のクワコ雄成虫が得られた。

これまで、クワコは年2～3回の発生といわれてい

たものの、成虫の出現期についてのデータは断片的

なものしかなかったが、今回の調査で、関東地方で

はクワコ雄成虫は 6月から発生し、盛夏の 8月と晩

秋の 10月～ 11月に発生のピークがあることが明ら

かとなった。また、クワコ雄成虫は 12月になって

も生存しており、日中の気温が 15℃程度に上がっ

た晴天の日には活動することがわかった。

カイコ雌成虫をフェロモン源としたトラップには

クワコ雄成虫が多数誘引されるが、カイコ雄成虫に

クワコが誘引されないことを確かめるため、カイコ

雌雄それぞれの成虫を入れたトラップ 15対で比較

したところ、雌成虫を入れたトラップには合計291

頭のクワコ雄成虫が捕獲されたが、雄成虫を入れた

トラップでは、クワコは雌雄とも全く採集されな

かった。

（イ）カイコとクワコの交雑個体の妊性

2008年夏にカイコ雌とクワコ雄を交配し、その

卵から生れた3齢幼虫を網室内のクワの木に放飼し

た結果、交雑後代は綱室内で生存し、 2011年春に

実験を終了した時点で、 5代目の卵まで継代をくり

返した。交雑 l代目の幼虫の一部を室内で人工飼料

により飼育したところ、網室での放飼と同様に飼育

可能であり、実験終了までに 7世代を継代できた。

（ウ）カイコおよびクワコの遺伝子解析

まず、いずれも半数染色体数が28のカイコ 63系

統と中国および韓国産クワコそれぞれ2系統を加え

た67系統についてミトコンドリア COl遺伝子の塩

基配列を解析した。その結果、 10サイトで塩基置

換が、 lサイトで l個または 2個の Tの付加が観察

された。この結果から 67系統は 9種のハプロタイ

プ（BmoHapl～9）に分類された。BmoHapl～6

はカイコ特異的なハプロタイプであり、中国産クワ

コは BmoHap7に、韓国産クワコは BmoHap8及び

9に分類された（図 11115-1）。ハプロタイプ聞の違

いは l～3サイトであった。カイコの系統の大部分

のCOl配列は BmoHapl又は 2に分類された。

次に、半数染色体数が27である日本産クワコ 25

集団 1,506個体の COl断片を増幅し塩基配列を解

析したところ、 739bp長断片上の 64サイトで多型

が観察され、 74のハプロタイプに分類された。カ

イコの場合と同様に、個々のハプロタイプの間の差

異は限定的であった（図 11115-2）。検出された 74

ハプロタイプの大部分は l～2回しか出現しないま

れなもので、これに対して Hapl～4は全体の 80%

近くを占めていた（図 11115-3）。

カイコ及びクワコはともに雌成虫が放出する性

フェロモンに雄成虫が誘引されて交尾すること、カ

イコ成虫は飛朔能力を全く持たないことから、カイ

コと日本産クワコの聞の遺伝子交流は、カイコ雌成

虫にクワコ雄成虫が誘引されて交配する場合のみが

想定される。この場合、クワコ集団にカイコのミト

コンドリアが流入し、カイコと日本産クワコ間で共

有されるハプロタイプが存在することになる。そこ

で、両者のミトコンドリア COl遺伝子のハプロタ

イプを比較した結果、両者に共通のハプロタイプは

なく、さらにそれぞれのグループ内変異よりも著し

く大きな変異がみられた（図 11115-4）。この結果は、

カイコと日本産クワコがおよそ 700万年前に分岐し

たとする報告 1) と一致した。

（エ）廃棄されたカイコの屋外での生存性

4齢2日目の幼虫 500頭を、網で、覆って放飼した

ところ、 l日後には個体数が大幅に減少し、 2日後

になると生存個体は全く観察されなかった。アリの

図11115-1 カイコと中国・韓国産クワコの COl遺

伝子ハプロタイプの最節約ネットワーク
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図11115-2 日本産クワコの COl遺伝子ハプロタイプの最節約ネットワーク

図11115-3 日本産クワコの COl遺伝子ハプロタイ

プ頻度

攻撃を受けている例が多く観察された。5齢 2日目

の幼虫 100頭を、網で覆って放飼したところ、 62

頭が熟蚕となって穴の周辺部に移動するものや穴の

壁を登るものも現れ、 一部は吐糸したが繭を作るこ

とはなく、すべて死亡した。5齢 2日目の幼虫 200

頭を、網で、覆った穴と覆わない穴に放飼したところ、

覆わなかった区は 2日後には生存個体も死体も残ら

ず、鳥類等に捕食されたものと考えられた。網で、覆っ

た区では、8日後に97頭が熟蚕となったが、繭を作っ

たのは 5頭のみであった。20日後に繭を回収して

調べたところ、 3個は繭の中で踊が食われた形跡が

あり、 l個は羽化した可能性があり、 l個は羽化し

た蛾が繭の中で死んでいた。

（オ）カイコ飼育残涯の植物・土壌微生物への影

響

アレロパシー感受性が高いとされるレタス品種を

用い、発芽率と 2週間後の生重量を調査したところ、

蚕糞を 0.5%水耕栽培液に加えた実験区では非組換

え、組換えカイコ聞に有意差は認められなかった。

また、同様にカイコ死体を 0.5%混合した実験でも

差は認められなかった（図 11115-5）。

土壌微生物への影響については、桑園から採取

した土壌に 5%重量比で、カイコの糞および凍結乾

燥死体を加え、 10倍量のリン酸緩衝液で洗い出し、

土壌中の微生物の消長を調査した。組換え、非組換

え聞において微生物の検出数を比較したが、有意差

は認められなかった（表 11115-1）。
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日本産クワコ
(n=27) 

カイコ
中国・韓国産クワコ
(n=28) 

図 11115・4 カイコ型とクワコ型の COl遺伝子ハプロタイプの関係を示す最節約ネットワーク
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非組換え 組換え （P>0.05) 非組換え 組換え（P>0.05)
非組換え 組換えわ0.05)

図 11115-5 蚕糞の水耕栽培レタスの発芽率および生重量への影響

工考察

これまで、野外でクワコを大量に集めることは難

しかったが、フェロモントラップにより効率よくク

ワコ雄成虫を採集できることがわかり、全国各地の

クワコの DNAを大量に解析できるようになった。

今回、ミ トコンドリアの COl遺伝子について塩基

配列多型を解析した結果、カイコと日本産クワコの

間で、の遺伝子交流の証拠は見いだせなかった。一方、

カイコ雌成虫とクワコ雄成虫は人為的に交尾させれ

ば妊性のある交雑後代を生じる。わが国に養蚕が伝

わったと考えられる弥生時代以来 2000年近くが経

つにもかかわらず、野生の日本産クワ コにカイコの

遺伝子が導入された形跡が認められないことは、カ

イコとクワ コの交雑個体が生じる機会がなかった
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表 11115-1 土壌に混入した蚕糞の微生物相への影響

区分 品種
細菌／放線菌 糸状菌
( x 107/g乾土） （×105/g乾土）

非組換え はくぎん 0.88 + 0.17 0.78 + 0.19 

はくぎんTG-1 0.7 ± 0.24 0.7 ± 0.1 

組換え
はくぎんTG-2 0.79 + 0.15 0.73 + 0.13 

非組換え 自／C 1.5 + 0.26 0.69 + 0.09 

K25 1.5 + 0.27 0.71 + 0.1 

組換え
551 1.5 ± 0.38 0.76 ± 0.14 

非組換え ぐんま200 0.53 ± 0.13 0.53 ± 0.13 

組換え GFPぐんま2口D 0.56 + 0.13 0.56 + 0.09 

土壌のみ 0.68 + 0.14 0.71 + 0.08 

か、生じた交雑個体がクワコと交配して子孫を残す

機会がなかったことを示唆している。これまでの報

告や本研究の結果から、野外に放置されたカイコは

鳥やアリ、ハチなどの見虫に補食され、ほとんど生

存できないことが示されており、これが、カイコと

クワコの交雑個体が生じない理由のーっと考えられ

る。また、交雑個体は、幼虫の体色や踊の休眠性な

どで、両親のどちらとも異なる性質を示す場合があ

ることが飼育実験からわかっており、これが交雑個

体とクワコの交配に影響することも考えられる。こ

れらの点については、今後、さらに検討する必要が

ある。

カイコの糞や死体が植物や土壌中の生物に与える

影響については、糞や死体の乾燥粉末を水耕栽培液

や土壌に混入して評価する方法を検討し、実際に遺

伝子組換えカイコと非組換えカイコの糞や死体を用

いて比較した結果、両者に差は認められなかった。

オ今後の課題

本研究ではクワコの採集を実施できた範囲は必ず

しも日本列島における分布域を網羅したといえな

い。そのため、採集が及んでいない地域、たとえば、

近畿、中園地方での採集を実施し、得られたサンプ

ルについて COlについて示した傾向が現れるか否

かを検証することが必要である。カイコとクワコと

の聞には生理学的な生殖的隔離はないにもかかわら

ず、これまでの調査ではカイコと野生の日本産クワ

コとの遺伝子交流を支持する知見は得られてはいな

い。野外におけるカイコとクワコの交雑個体とクワ

コの交配を妨げる何らかの要因の存在が推測され、

それを明らかにすることが期待される。

力要 約

（ア）カイコ雌成虫を誘引源とした害虫発生予察

用の粘着板トラップにより、クワコ雄成虫を効率よ

く採集する方法を考案し、国内 24道府県から DNA

解析用のクワコ雄成虫を収集した。

（イ）ミトコンドリアの COl遺伝子の塩基配列多

型を解析し、これらの多型により、半数染色体数

28を持つカイコおよび中国・韓国産クワコと 27の

日本産クワコが明瞭に区別できることを明らかにし

た。また、わが国への養蚕の伝来以後に、カイコと

日本産クワコの聞に遺伝的交流があった形跡は認め

られなかった。

（ウ）野外に放置したカイコは短期間のうちにア

リ等の見虫等に捕食され、生存して子孫を残す可能

性はないことが確認された。

（エ）カイコの糞と死体が植物の発芽・成長や土

壌微生物に与える影響の評価法を検討し、実際に遺

伝子組換えカイコと非組換えカイコの糞と死体で比

較したところ、両者で差は認められなかった。

キ引用文献

1) Yukuhiro, K. et al. (2002). Significant levels of 

sequence divergence and gene rearrangements 

have occurred between the mitochondrial 

genomes of the wild mulberry silkmoth, 

Bombyx mandarina, and its close relative, the 

domesticated sill王moth,Bombyx mori. Molecular 

Biology and Evolution. 19 : 1385-1389. 

研究担当者（木内信ぺ岡田英二、行弘研司、富

田秀一郎、河本夏雄）

(16) セイヨウミツバチ組換え体の生物多様性影

響評価手法確立のための異種間交雑可能性の検討

ア研究目的

世界中で飼養されている養蜂種であるセイヨウミ

ツバチ （Apismellifera）では、現在まで組換え体作

成に成功していない（Kimura1））。しかし養蜂業で

は、組換え技術を利用しての病気に対する抵抗性セ

イヨウミツバチ系統造成が強く求められている。ま

た、記憶・行動などのモデル昆虫としての有用性を

より高めるために、基礎生物学的な分野からも組換

え技術開発は期待が大きい。当該機関を含め世界中
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で組換えミツバチ作成が試みられ、すでに多くの知

見が集積し、近い将来組換えミツバチが作成され実

用されることが予想される。特に 2006年度はミツ

バチゲノムの解読が終わり、成功への期待が一層高

まっている。

ミツバチは、長期に閉鎖系で飼養することは困難

である。そのため組換え体の産業利用が実現した場

合、野外での飼育が前提となる。よって、作成され

た場合に備えて生物多様性影響に関する科学的知見

を集積しておくことは不可欠であり、評価法を前

もって考えておく必要がある。特にセイヨウミツバ

チから他のミツバチへの遺伝子の移動、及び組換え

ることによるセイヨウミツバチの行動等が変化する

可能性についてはあらかじめ調べておかなくてはい

けない。

セイヨウミツバチと唯一交尾をする可能性が

有るのは、近縁種であるトウヨウミツバチ （Apis

cerana）である。その他のミツバチ （Apis属）は体

サイズがセイヨウミツバチと極端に異なっているの

で、異種間交尾の可能性は無い。 トウヨウミツバチ

は、セイヨウミツバチと生殖隔離機構のために、遺

伝子の交換は起こらないとされてきたほoeniger

and Koeniger,2＞）しかし、この生殖隔離は完全では

無く、セイヨウミツバチ女王とニホンミツバチ雄と

の野外交尾が確認されている。またわずかではある

がセイヨウミツバチ女王とトウヨウミツバチ雄聞の

交尾から後代が発生するという報告もある。（吉田

ら， 3））また後代が、雑種であるとしたら、どのよ

うな機構で発生するのか、などについての知見も欠

如している。これらの知見を早急に取得・整理して、

組換えセイヨウミツバチの第一種使用に関しての評

価手法の確立が必要である。

そこで本研究において、トウヨウミツバチの日本

亜種であるニホンミツバチ (Apis ceranajaponica) 

を使用し、セイヨウミツバチとの異種間交尾 ・雑種

形成の可能性を検討することを目的とした。またそ

の目的のために必要な手法の開発を行った。

イ研究方法

（ア）セイヨウミツバチで確立している人工授精

技術が、ニホンミツバチに応用可能性を検討した。

ニホンミツバチ処女女王に、ニホンミツバチ雄から

採集した精液を、セイヨウミツバチ用人工授精装置

を用いて、精液の注入条件等を変えて人工授精を試

みた。

（イ）上記（ア）で確立した技術を用いて、セイ

ヨウミツバチ精液によるニホンミツバチ処女女王

の人工授精を行い、発生してくる後代の性を確認

した。（雄は単為発生し半数体（N）である。）雌

（働き蜂）に関してはマイクロサテライ トマーカー

(Takahashi et al. 4＞）により遺伝子型を確認した。

（ウ）ニホンミツバチの野外交尾用実験機器（図

11116-1）が異種間交雑でも利用が可能かを検証し

た。セイヨウミツバチ ・ニホンミツバチのそれぞれ

の交尾場所（DCAdrone congregation area；ミツバ

チは種特異的な野外の場所でのみ交尾を行う）にお

いて，異種の雄蜂の飛来の有無、異種間交尾が実際

におこるかどうかを目視で調査した。

（エ） DNA解析に基づいた、簡易な両種の判別

手法の確立する為に、既存のセイヨウミツバチマイ

クロサテライ トマーカーからニホンミツバチ・セイ

ヨウミツバチの判別可能な物を選択した（Solignac

et al. 6））。

（オ）上記（エ）によって選択したマーカーの汎

用性の検討を我が国で採集したニホンミツバチ及び

アジア各地の トウヨウミツバチを用い PCR法に よ

りDNA増幅することで検：討した。

（カ）異種間交尾の頻度を検討するために、冷凍

保存していたニホンミツバチ女王蜂及びつくば市内

で採集した女王蜂の貯精嚢の精子の型を（エ）で確

立した方法で調査した。

ウ研究結果

（ア）セイヨウミツバチ用の人工授精器を用いた

ニホンミツバチ女王の人工授精を行ったところ、精

図 11116-1 雄蜂捕獲用 トラップ

網の中に女王蜂を固定し雄蜂を誘因する。
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23.3%の女王が異種間人工授精の結果、働き蜂を

産出した。（表 11116-2）これらの働き蜂はニホンミ

ツバチの遺伝子型を示し、また全て女王が持つ対立

遺伝子型の一方を保有するホモ接合であったことか

ら、これらの働き蜂は単為発生によるニホンミツバ

チ働き蜂であることが示唆された。

（ウ）確認されていた玉川大学キャンパス内のセ

イヨウミツバチ ・ニホンミツバチのそれぞれの集合

場所（DCA）を再調査した結果、両所とも、雄蜂

液注入角度を変えることでニホンミツバチ女王に精

液注入することが可能であった。人工授精した女

王蜂は、もとの巣に受け入れられ、産卵した（図

11116-2）。

（イ） 5年間（2006～ 2010年）ニホンミツバチ女

王にセイヨウミツバチ精液を人工授精し、発生して

くる後代の性 ・遺伝子型を調査した。発生する後代

は、ほとんどが雄であるが、働き蜂を産出する女王

がいた。（表 11116-1)

図11116-2 ニホンミツバチ女王の人工授精

精液の注入角度をニホンミツバチ用に変えることでセ

イヨウミツバチ用人工授精装置を利用できることが明

らかになった。

異種間人工授精によって発生した働き蜂（2010年度の例）

女王蜂

No. 

1 

働き蜂

（%） 

有蓋数

（%） 

3 (18. 8) 

18 ( 9. 9) 

鮮化数

（%） 

16 ( 6. 5) 

18 1 (51. 6) 

調査卵数

表 11116-1

量

l
一2

－欣

μ
一

精

（

245 

。351 2 2 

。162 (79. 4) 204 (82. 6) 247 2 3 

。、、，，／
ハU（

 
nu
 

( 9. 5) 41 430 2 4 

。、、，，〆
ハ
リ（

 

ハリ147 (48. 2) 305 2 5 

。2 (10. 5) 19 ( 8. 1) 235 2 6 

。0) 0 ( (20. 2) 21 104 2 7 

24 (51. 1) 

No. 1,2,3,6,8の女王蜂からの卵が鮮化した。踊の眼の形から判断した結果、発生後

代のほとんどは雄であったが、 No8の女王から発生した後代の 51.1 %は、働き蜂で

あった。

47 (88. 7) 53 (lo. 9) 486 2 8 

うち単為発生
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図11116-3 セイヨウミツバチ DCAにおいてセイヨ

ウミツバチ女王を追尾する雄蜂

回転するポールの先にセイヨウミツバチ女王が固定し
である。

図11116-5 ニホンミツバチ DCA観察用やぐら

の飛来が確認され、 DCAとして機能していた（図

11116-3）。

セイヨウミツノてチ DCAにおいてトラップによっ

てDCAに飛来する雄蜂を捕獲したところ、ニホン

ミツバチの雄蜂の飛来が認められた。空中の回転

ポール上に固定したセイヨウミツバチ女王蜂に対す

る交尾実験を実施した結果、女王とニホンミツバチ

雄蜂と交尾が確認された。同様にセイヨウミツバチ

DCAにおけるニホンミツバチ女王蜂に対する交尾

実験ではニホンミツバチ女王とセイヨウミツバチ女

王の交尾が確認された（図 11116-4）。

一方、ニホンミツバチ DCAにやぐら（図 11116-

5）を建てて観察した結果、ニホンミツバチ DCAに

セイヨウミツバチの雄が飛来していることが明らか

になった。（表 11116-3）さらにニホンミツバチ女王

に対するセイヨウミツバチの交尾が確認された（図

図11116-4 異種間交尾

左：セイヨウミツバチ DCAにおけるセイヨウミツバ
チ女王とニホンミツバチ雄

右：ニホンミツバチ DCAにおけるニホンミツバチ女
主とセイヨウミツバチ雄

11116-4）。

（エ）セイヨウミツバチのマイクロサテラ イト

マーカー約 2000(Solignac et al 5l）から、セイヨ

ウミツバチで種内変異がない（約 600セット）もの

を選択し、増幅サイズ上位 200位のマーカーを、ニ

ホンミツバチ（つくば）とセイヨウミツバチゲノミツ

クDNAをテンプレートにして PCRを行った。両

種間で異なったバン ドパターンを示すもので、 産物

がシングルバンドまたはシングルバンドに近いもの

が24セットあった。（図11116-6)

そのうち 23セットはニホンミツバチ種内で変異

が無かった。（図11116-7)

さらにそのうち 5セットは、 トウヨウミツバチで

も種内変異が無かった。（図 11116-8)

（オ）冷凍保存されていたニホンミツバチ女王の

44.5% (8/18個体）の貯精嚢からセイヨウミツバチ

精液が蓄えられていたことがPCRによって確認さ

れた。このうち 2個体はセイヨウミツバチの精液の

みが確認され、ニホンミツバチ雄と交尾していな

かった。一方畜産草地研究所で飼養していたニホン

ミツバチ女王、及びつくば市内で採集した女王 14

匹を同様の方法で解析したが、セイヨウミツバチの

精液を持つ女王蜂はいなかった。

エ考察

セイヨウミツバチの雄蜂は、ニホンミツバチ女王

と野外交尾することが明らかになった。DCAにお

ける観察から、また、冷凍保存してあったニホンミ

ツバチ女王が高頻度で、セイヨウミツバチの精液を保



表 11116-3 ニホンミツバチ DCAにおける捕獲雄蜂 （2010年）

捕獲 雄蜂数
時 間

ニホンミツバチ セイヨウミツノすチ

13: 00～ 1 : 30 。 。
13・31～ 14:00 99 19 

14・01～ 14:30 69 24 

14 : 31～ 15: 00 54 7 

15・01～ 15:30 5 1 

15・31～ 16:00 。 。
合計 （%） 227 (81.7) 51 (18.3) 

智伊：＇（t!~e雪
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図 11116-6 マイクロサテライトマーカーの例

(1,12サイズ、マーカー、 3,5,7,9 ニホンミツ
バチ 2.4.6.8 セイヨウミツバチ． 2・3、
4・5、6・7、8・9が同一マーカー）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

図 11116-7 マイクロサテライトマーカーの例

(1,9サイズマーカー、 2～ 7ニホンミツバ
チ （左から対馬、鹿児島、大田、今治、つ
くば、干火回）、8 セイヨウミツバチ）

持していたことから、種間交尾は、まれな現象では

ないことが示唆される。しかし、今回新たに採集し

たニホンミツバチ女王ではセイヨウミツバチの精液

を持つ個体が見つからず、異なった結果になった。

頻度は地域・季節などとともに、周りのいるセイヨ

ウミツバチの群数などによって大きく左右される可

能性があり、よりサンプル数を増やした調査が必要

である。

現在までのニホンミツバチ女王への異種間人工授

精の結果、発生する後代は、ニホンミツバチ雄蜂ま

たは、単為発生で生じたニホンミツバチ働き蜂であ

り、雑種は産出されなかった。このことは、異種間

交尾でも、雑種後代が発生する可能性が無いことを

示唆するものである。しかし、雑種が産まれないと

いう証明には十分の数であるかどうかは不明であ

る。今回の結果は、30匹の女王を用いた結果であ

るが、人工授精は労力のかかる実験で、かつ実験に

供しすることができるニホンミツバチ女王の数には

制限がある。

今回種判別に用いた分子マーカーは、マイクロサ

テライトマーカーに よるものである。通常マイクロ

サテライトマーカーは、変異が大きいので種判別に

は不適である。しかし、種内変異が無いものは種間

の判別にも利用できることを示したものである。

オ今後の課題

予想以上の頻度で異種間交尾が起こっていること

が明らかになった。またセイヨウミツバチの精子の

み保有するニホンミツバチ女王が発見されたことか

ら、ニホンミツバチの交尾行動はセイヨウミツバチ

によって大きな影響を持つ可能性が示唆された。も
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

図11116-8 マイクロサテライトマーカーの例

（図 11116-7の例と同じマーカー： 1,11サイ ズマー
カー、 l，水 2, EF-1、4～ 9トウヨウミツバチ（左
からインド、フィリピン、台湾、韓国、タイ、 日本），
10セイヨウミツバチ）

しセイヨウミ ツバチの組換えによって交尾行動が変

化してより一層アクテイブにニホンミツバチと交尾

を起こすような変異が起こればニホンミツバチに大

きな影響がある可能性がある。従ってセイヨウミツ

バチの組換えによる行動の変化の可能性については

予め調査・試験しておく必要がある。その前段階と

して、セイヨウミツバチ間でニホンミツバチへの交

尾行動に種内変異があるかどうかを調べておく必要

カfある。

力要約

1. セイヨウ ミツバチとニホンミツバチは野外で

交尾する。また異種間交尾の頻度は調査ごとに異

なった結果が得られた。

2. ニホンミツバチ女王へ、セイヨウミツバチ精

液を人工授精した結果、 23.3%の女王が働き蜂を産

出した。それらは単為発生によるニホンミツバチの

働き蜂であり、雑種個体は得られなかった。

3. セイヨウミツバチのマイクロサテライトマー

カーから、セイヨウミツバチとトウヨウミツバチ間

の種判別に簡単に使用できるものが見いだ、した。
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研究担当者（木村澄＊）

( 17) コイの生物学的特性評価に基づく環境評価

手法の探索

ア研究目的

中国では、良質な蛋白源を確保する目的でソウ

ギヨの成長ホルモン遺伝子を導入した高成長の遺伝

子組換えコイが開発され、市販に向けた申請が既に

行われているとの情報がある（Guoet.al 1））。

この遺伝子組換えコイが中国から輸入されるコイ

科魚類に混入された場合は、日本在来のコイとの交

雑が予想され、生態系に大きな影響を及ぼすことが

懸念される。さらに、コイは他のコイ科魚類、特に

フナと交雑する可能性があるため、遺伝子組換えコ

イと国内のフナとの交雑を通じての影響も考えられ
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る。そこで本研究では遺伝子組換えコイが国内へ導

入されることを想定して安全性を確保した国内利用

に資するため、コイの生物情報の収集を行うと共に、

種判別手法を確立して在来種のフナ等との交雑特性

を解明し、生物多様性影響評価に必要な知見の集積

を図る。

また、国内のコイには銀白色で体高の高い系統（ヤ

マトゴイ）と、体表と鰭部が黄色みを帯び体高の低

い系統（ノゴイ）があるとされている（中村 2）、千

葉 3））。ノゴイが日本在来種であるのに対し、ヤマ

トゴイは中国を中心としたアジア大陸由来と推定さ

れており、両者には亜種程度の違いがある（Mabuchi

et al 4l）。中国産の遺伝子組換えコイが日本の水系

に導入された場合、ヤマトゴイとの交雑は避けられ

ないが、影響がノゴイにも及ぶ恐れがあるかどうか

を検証するために、天然でのノゴイとヤマトゴイの

交雑状況を調査する。

得られた結果に基づいてコイの交雑性等の生物多

様性評価マニュアルをまとめた。

イ研究方法

（ア）中国産遺伝子組換えコイに関する文献調査、

およびコイと交雑する可能性のある日本産コイ科魚

類に関する文献調査を行った。

（イ）コイとフナとの交雑個体出現の状況を把握

し、モニタリングすることが可能な水域を調べるた

めに、北九州、四国、中国地方、東海地方、関東地

方、東北地方および北海道で、調査を行った。その結

果、静岡県焼津市内にフナとコイが高い密度で生息

する河川を見いだし（黒石川支流）、ここにおいて

コイとフナの交雑魚、出現の状況を調査し、核 DNA

による交雑個体の確認を行うこととした。

まず、焼津市内の黒石川支流から 1,000尾前後の

コイあるいはフナと思われる稚魚を採集し、外部形

態から両種の識別が充分に可能となるまで飼育下で

生長させた。その中からコイとフナの交雑個体と疑

われる個体を約 10個体選別した。具体的にはコイ

には髭があるがフナには髭はなく、交雑個体にはご

く短い髭がある。また、コイは背鰭前方が山型であ

るがフナは背鰭前方がなだらかであり、交雑個体は

コイとフナの中間型を示す。

このようにして選別された交雑個体の候補につい

て、各個体を 70%エタノールで固定して筋肉組織

より DNAを抽出した。核 Aromatase遺伝子のイ

ントロン 7のPCR増幅はプライマー Aroma7F:5’ 

-AGAGCTGCAGGARGAAA TGG-3’と Aroma8R:

5’－CT A TCTGAGACTGT A TCTCC-3’を用いて

行った（Masaokaet al 5l）。コイとフナについて、

あらかじめ PCR-RFLPにより識別できる制限酵素

を調べたところ、印刷 IIIとPstIで両者を識別で

きることが分かつたので、交雑個体の候補について

PCR-RFLPのパターンを調べ、コイとフナのパター

ンが重なって表れる個体を交雑個体と判定した。

交雑個体について、その♀親がコイかフナかを

判定するために、ミトコンドリア（mt)DNAの

NADH2のPCR-RFLPを用いた。プライマーは、

Met-F : 5’－TWTYGGGCCCATACCCCRAA-3’ 

と Trp-R: 5’－GCTTTGAAGGCYTTRGTCT-3’ 

である。制限酵素 PstIおよびMunIで、コイとフ

ナの母系を判別できる。

（ウ）ノゴイとヤマトゴイの交雑状況を調べるた

めに、琵琶湖において 48尾のコイの標本を収集し、

-20℃に凍結して保存した。各個体を 0℃で融解し

て筋肉組織を採取し、 DNAを調製した。また、体

高／標準体長比を求め、小さい順に並べた。体高／

標準体長比は小さい（27%）ほどノゴイ的、大きい

(36%）ほどヤマトゴイ的な形態であると言える（中

村山）。ノゴイとヤマトゴイを判別する mtDNAマー

カーとして、馬淵・西国 6）によるチトクローム b

領域の specificPCR法を採用した。また、ノゴイ

とヤマトゴイを判別する核 DNAマーカーとして、

馬淵（馬淵 6））による核 ITS(Internal Transcribed 

Spacer）領域の specificPCR法を採用した。

ウ研究結果

（ア）中国産遺伝子組換えコイに関する文献

(Guo et al, 1））中に、組換えコイ検出用プライマー

PII (5' -TGGCGTGA TGAA TGTCG-3＇）と Pc(5’ 

-AAC ACGT A TGACTGC-3＇）が報告されている。

この配列に基づくホモロジー検索から、組換え体は

コイFアクチンプロモーターとソウギヨの成長ホル

モン cDNAをつないで構築した人工遺伝子を、受

精卵にマイクロインジェクションすることによって

作出されているものとみられる。

（イ）また、文献調査の結果、コイと同じコイ目

コイ科コイE科に属するフナ属（Carassius）の魚種
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が人工交配でコイと交雑可能であることが判明した

(Suzuki 7＞）。天然でも コイとフナの交雑野生種の現

れることが確認されている（青柳川。

そこで静岡県焼津市の黒石川支流から 1,000尾前

後のコイあるいはフナと思われる稚魚を採集し、外

部形態から コイとフナの交雑個体と疑われる個体

を選別した。次に核 Aromatase遺伝子のイントロ

ン7のPCR-RFLPを調べたところ、コイとフナそ

れぞれに特徴的なバンドを両方併せ持つ個体が2個

体見つかったことから、これら 2個体がコイとフナ

の交雑個体であると判定した（図 11117-1、レーン

9,10）。

コイとフナの交雑個体に関して、その♀親がコイ

であるかフナであるかを調べるため、母系遺伝す

るmtDNA上の NADH2のPCR-RFLPを観察した。

その結果、交雑個体 1（図 11117-2、レーン 9）はフ

ナと同じパターンを示し、交雑個体2（図 11117-2、

レーン 10）はコイと同じパターンを示したことか

ら、交雑個体 lはフナ♀×コイ♂、交雑個体2はコ

イ♀×フナ♂の交雑が行われたことがわかった。2

個体での親魚の組み合わせは逆であることから、コ

イとフナでは正逆交雑が可能であることが確認され

た。

（ウ）琵琶湖のコイ 48個体について、ノゴイと

ヤマトゴイを識別する mtDNAおよび核 ITSの

speci五cPCRを行った結果、 mtDNAでは 15個体

がヤマトゴイ型を、 33個体がノゴイ型を示した（図

11117-3）。

核 ITSでは 3個体がノゴイとヤマトゴイの交雑

型を示した（図 11117-4）。即ち、ノゴイ型のバン

ドとヤマトゴイ型のバンドの両方が、個体香号 11、

20、27で観察された。このようにヘテロ型を示す

ことから、ノゴイとヤマトゴイが交雑していること

が明らかになった。

いずれのマーカーとも体高／標準体長比との聞に

は明確な関係は認められなかった。

（エ）以上、得られた知見等に基づいて、コイの

交雑性等の生物多様性評価マニュアルをまとめた。

その内容は以下の通りである。

資料 l 遺伝子組換えコイの交雑性評価に関する情

M 12 3 45 6 78 910111213141516 

図11117-1 Aromatase遺伝子イントロン 7のPCR-RFLP(PstIによる切断）

レーン M ：分子量マーカー（下から 50bp、lOObp、200bp、300bp、400bp、
500bp）、レーン l：対照区 （制限酵素切断無し）、レーン 2～ 8：コイ、レーン
9,10：交雑個体、レーン 11～ 16.フナ。

M1 23 45 6 78 910111213141516 

図11117・2 NADH2遺伝子の PCR-RFLP(Mun Iによる切断）

レーン M ：分子量マーカー （下から 50bp、lOObp、200bp、300bp、400bp、
500bp、700bp、l,OOObp、l,500bp、2,000bp）、レーン l：対照区（制限酵素切
断無し）、レーン 2～ 8：コイ、レーン 9,10：交雑個体、レーン 1116：フナ。
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I - －；一・・．．． ．．．．回・・圃・ ・・ ・・・ ・・・・圃．．．．．．・・・二B

No.1～ No.16 

No.17 ～ 

No.33 ～ 
No.48 

図 11117-3 琵琶湖産48個体のコイの mtDNA
によるノゴイ型とヤマトゴイ型の判別

上矢印（→）：ヤマトゴイ型、下矢印 （→）： ノゴイ型。
48個体は体高／標準体長比の小さい順に並べてあ
る。

報。

1 想定される第一種使用現場とその時の生活史

段階

2 想定される野外等への逃亡経路と逃亡先

3 生存・繁殖可能な地域

4 分類と交雑可能な近縁種

5 コイの生息分布域と多様性（地理的変異）及

び生殖的隔離

6 コイの繁殖特性

7 コイの飼育

資料2 コイとフナの交雑の検査方法マニュアル

1 形態による分析

2 DNA分析

2 1 試料の準備

2-2 DNA抽出精製

2 3 DNA試料原液中の DNA純度の確認並

びに DNA試料液の調整と保存

2-4 PCR増幅

2-5 RFLP 

工考察

（ア）文献調査等から中国での組換え体コイはコ

イFアクチンプロモーターとソウギョの成長ホルモ

No.48 

図 11117・4 琵琶湖産48個体のコイの核ITSに

よるノゴイ型とヤマトゴイ型の判別

上矢印（→）：ヤマトゴイ型、下矢印 （→）：ノゴイ型。
48個体は体高／標準体長比の小さい順に並べてあ
る。

ンcDNAをつないで構築した人工遺伝子を導入し

て作出されたものと判明した。プライマー情報があ

るので、日本に移入された場合の検知はできる体制

にあるが、出来れば陽性対照区として遺伝子組換え

コイの DNAあるいは一部の組織を用いることが望

ましい。

（イ） コイとフナの交雑に関しては、本課題にお

いて、焼津市内の黒石川支流で、 1,000個体前後の

コイあるいはフナと思われる稚魚から 2個体の交雑

個体が見いだされ、文献（青柳 8））の記載が確認さ

れた。交雑個体の妊性に関しては、松井 9）が不妊

であると報じている。従って、仮に組換え体コイが

フナと交雑したとしても、その遺伝的影響は限定的

なものと考察される。本課題で、 PCR-RFLPによ

りコイとフナの交雑個体を確認できるようになった

ことは、交雑による生物多様性影響を評価する手法

の確立において重要な成果である。

（ウ）ノゴイとヤマトゴイの交雑に関しては、琵

琶湖の 48個体のコイ中、 3個体が両者の交雑個体

であることが、核 ITS領域の PCR分析で明らかに

なった。また、 mtDNAでヤマトゴイ型を示し（図

11117-3）、核 ITSでノゴイ型を示した （図 11117-4)

複数個体（No.3、7、10、25、32、36、39、40、41、
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46、47、48）は、少なくとも一回、祖先で両系統の

交雑が生じた個体であり、その後ノゴイと戻し交配

してノゴイ型の核 ITSを獲得したと考えるのが最

も自然な解釈である。以上のことから、ノゴイとヤ

マトゴイの間では高頻度で交雑が行われていると考

察される。

体高／標準体長比の分布も、琵琶湖の 48個体で、

ノゴイ的からヤマトゴイ的まで連続的に変化してお

り、中村 2）、千葉 3）が調べた頃と割合が変化して

いると考えられることから、両者間に交雑があると

推察され、 DNAマーカーでの結果を支持した。体

高／標準体長比の分布とノゴイまたはヤマトゴイの

DNAマーカーの出現の聞には相関がなかったこと

から、体高／標準体長比を決める形態に関係する遺

伝子座と本 DNAマーカーは連鎖していないと考え

られる。

本研究で得られたコイ同士の交雑の知見及びコイ

の生態情報は、遺伝子組換えコイが日本で第一種使

用申請された場合に、生物多様性影響を評価する上

で重要な知見となる。

なお、ヤマトゴイとノゴイの交雑の分析に関して

は、核 ITSのspeci五cPCR法に負うところが大き

いが、当該方法は馬淵浩司博士のご厚意によりご教

授頂いたものであり、ここで御礼申し上げます。

オ今後の課題

（ア）中国での組換え体コイの検知法に関しては、

陽性対照区として遺伝子組換えコイの DNAあるい

は一部の組織を用いることが望ましく、それらを入

手する必要がある。あるいは、組換え体の構築の

全塩基配列情報が得られれば、それに基づいてコイ

。アクチンプロモーターからソウギョ成長ホルモン

cDNAの上流側までの 300bpほどを人玉合成して、

陽性対照区とすることもできる。

（イ）コイとフナの交雑個体に関しては、古く松

井 9）が不妊であると報じているが、文献が入手

できなかったので、改めて妊性がないことを確認す

る必要があるかもしれない。

（ウ）本研究課題では、自然界におけるコイの交

雑性を調べることによって生物多様性影響評価のた

めの情報を収集した。しかし、実際の第一種使用申

請者が遺伝子組換えコイの交雑試験を野外で行うこ

とは不可能であり、今後飼育施設内で交雑試験を行

うため、過去のコイの交雑試験の丈献情報をもとに

実際に検証し、簡便な交雑試験の手法も提示する必

要がある。

力要約

（ア）中国では、ソウギョの成長ホルモン遺伝子

を導入した高成長の遺伝子組換えコイが開発され、

市販に向けた申請が既に行われている（Guoet al 

1））。この中国の遺伝子組換えコイが我が固で販売

することを目的に一種使用の申請が行われる可能性

も考えられる。そこで、我が固における安全性を担

保した利用に資するため、安全性評価に必要なコイ

の生物情報の収集を図り、交雑魚、の PCR-RFLPに

よる判定手法を確立し、在来コイ科魚類との自然界

における交雑の可能性を検討した。

（イ）焼津市内の黒石川支流から 1,000尾前後の

コイあるいはフナと思われる稚魚を採集し、外部

形態でコイとフナの交雑個体と疑われる個体から

DNAを抽出し、核 Aromatase遺｛云子のイントロン

7のPCR-RFLPを観察したところ、 2個体が交雑個

体と判定された。

（ウ）また、園内のコイには銀白色で体高の高い

系統（ヤマトゴイ）と、体表と鰭部が黄色みを帯び

体高の低い系統（ノゴイ）があるとされている（中

村久千葉 3））。ノゴイが日本在来種であるのに対

し、ヤマトゴイは中国を中心としたアジア大陸由来

と推定されており、両者には亜種程度の違いがある

(Mabuchi et al 4l）。中国産の遺伝子組換えコイが

日本の水系に導入された場合、ヤマトゴイとの交雑

は避けられないが、影響がノゴイにも及ぶ可能性が

あるかどうかを検証するために、ノゴイとヤマトゴ

イの交雑状況を調査した。琵琶湖で採集された 48

個体のコイを分析したところ、核 ITS領域の DNA

マーカーで3個体がノゴイとヤマトゴイとの交雑個

体であることが明らかになった。

（エ）得られた結果に基づいて、コイの交雑性等

の生物多様性評価マニュアルをまとめた。
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(18) メダカの交雑性評価に関する研究

ア研究目的

蛍光蛋白遺伝子を導入した遺伝子組換えメダカ

(TK-1）が台湾や韓国で観賞用に市販されている。

本遺伝子組換えメダカ（TK-1）は、ハイナンメダ

カと交雑した不妊性の雑種F2を流通しているとい

われている。これらから、将来的に圏内で市販され

る遺伝子組換えメダカは、不妊性といわれるメダカ

とハイナンメダカの雑種となる可能性が高いロメダ

カとハイナンメダカの雑種 Flの雌は 2倍性の卵を

産むため、これとメダカまたはハイナンメダカの雄

とを交雑すると雑種 F2は3倍体となる。しかし、

中国・西韓集団のメダカ（n= 46）とハイナンメダ

カ（n= 48）の 3倍体（3n= 70または 3n= 71) 

雑種F2は不妊であるという報告はあるが、北日本

集団や南日本集団のメダカ（n= 48）とハイナンメ

ダカの 3倍体（3n= 72）雑種 F2の不妊性につい

ては詳細に調べられていない。そこで、国内におけ

る蛍光蛋白遺伝子を導入した遺伝子組換えメダカの

観賞魚利用を想定し、生物多様性影響評価に必要な

科学的知見を蓄積するため、日本産メダカとハイナ

ンメダカの雑種F2の不妊性を確認する。また、こ

れにより得られた知見も含めてメダカの交雑性に関

する評価方法を開発する。

一方、流通している遺伝子組換えメダカが雑種で

あるか確認できるモニタリング手法を開発する必要

がある。そこで、 DNAマーカーを利用したメダカ

およびハイナンメダカの種判別手法を開発する。さ

らに、交雑に外国産メダカが利用されることも考え

られるため、韓国や中国に分布するメダカ（東韓集

団、中国・西韓集団）と、国内産メダカ（北日本集

団、南日本集団）を判別する手法を開発する。

これらから得られた知見や開発した手法は生物情

報と実験の資料にまとめ、行政を含む関係者に配布

する。

イ研究方法

（ア）メダカの交雑性評価

北日本集固または南日本集団のメダカの雌とハイ

ナンメダカの雄、ハイナンメダカの雌と北日本集固

または南日本集団のメダカの雄とをそれぞれ交雑し

て得た雑種目雌と、北日本集固または南日本集団

のメダカの雄とを戻し交雑して雑種F2を作出した。

次に、メダカ雌と本 F2雄、本 F2雌とメダカ雄と

を自然交雑させ、受精卵が得られるか確認した。

（イ）交雑性評価試験

文献等から魚類等の分類や繁殖特性および飼育実

験手法の情報等を収集し、遺伝子組換え動物全般に

共通する交雑性評価の手JI！買と交雑性評価試験につい

てまとめた。また、文献等からメダカの分類や繁殖

特性および飼育実験手法の情報等を収集し、遺伝子

組換えメダカの交雑性評価に関する情報をまとめ

た。さらに、これらや（ア）で得られた知見を元に

メダカの交雑性評価試験について資料にまとめた。

（ウ）メダカとハイナンメダカの交雑後代（雑種）

検査方法（種判別方法）

メダカの塩基配列情報を収集し、これをもとにプ

ライマーを設計した。設計したプライマーを用いた
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PCRにより目的 DNA領域の増幅を確認し、 PCR

産物の塩基配列を決定することにより塩基置換部位

を探索した。また、 PCR-RFLP法により、多型を

検出できるか確認した。日本、韓国、中国、台湾の

各地および近交系のメダカ、ハイナンメダカ、メダ

カとハイナンメダカの交雑後代（Fl、F2）、台湾で

市販されている遺伝子組換えメダカ（TK-1）を材

料に用い、上記 PCR-RFLP法により種特異的なバ

ンドパターンの比較による種判別と雑種の判別が可

能か確認した。これらの実験の手順や結果の評価等

を資料にまとめた。

（エ）メダカの集団判別の検査方法

上記メダカとハイナンメダカの種判別手法で得ら

れた知見も含めてメダカの塩基配列情報を収集し、

これをもとにプライマーを設計した。設計したプ

ライマーを用いた PCRにより目的 DNA領域の増

幅を確認し、 PCR産物の塩基配列を決定すること

により塩基置換部位を探索した。また、 PCR-RFLP

法により、多型を検出できるか確認した。複数の産

地由来のメダカ 4集団（北日本集団、南日本集団、

東韓集団、中国・西韓集団）を材料に用いるため、

日本、韓国、中国、台湾の各地および近交系のメダ

カを材料に用いた。上記PCR-RFLP法により集団

特異的なバンドパターンの比較による集団判別と集

団間雑種の判別が可能か確認した。これらの実験の

手順や結果の評価等を資料にまとめた。

ウ研究結果

（ア）メダカの交雑性評価

北日本集団のメダカ雌と本3倍体雑種 F2雄との

交雑区で、約4万個の卵を得た（表 11118-1）。この

うち発生を開始した卵は 4個で、鮮化までに全て死

亡した（表 11118-1）。一方、本3倍体雑種F2雌と

北日本集団のメダカ雄の交雑区では、計 13個の卵

を得た（表 11118-1）。このうち発生を開始した卵は

l個で、解化までに死亡した（表 11118-1）。

（イ）交雑性評価試験

遺伝子組換え動物全般に共通する交雑性評価の手

順と交雑性評価試験の基準を整理して資料にまとめ

た。

また、遺伝子組換えメダカの交雑性評価に関する

情報を資料にまとめた。これは、 1.想定される第一

種使用現場とその時の生活史段階、 2.想定される野

外等への逃亡経路と逃亡先、 3.生存・繁殖可能な地

域、 4.分類と交雑可能な近縁種（交雑により影響を

受ける在来種）、5.メダカの生息分布域と多様性（地

理的変異）及び生殖的隔離、 6.メダカの系統、 7.メ

ダカの雌と雄の形態的差異、 8.メダカの繁殖特性、

9.メダカの発生と仔稚魚の飼育、 10.メダカの実験

魚としての利用、 11.メダカ属の近縁種と交雑性の

各項目から成り、メダカの交雑性評価試験の科学的

根拠を示す。

遺伝子組換えメダカ（メダカ（Oryzias latipes）と

ハイナンメダカ（Oryzias curげnotus）およびこれら

の交雑後代（雑種）を宿主とする）が、日本国内の

自然環境下で生息した場合に、在来種との交雑によ

り起こりうる生物多様性への影響を評価する交雑性

評価試験について整理し、資料にまとめた。これは、

1.供試魚、2.飼育条件、3.供試魚、数、4.試験区の設定、

5.採卵および受精卵の培養、 6.試験の妥当性、 7.報

告事項から成る。

（ウ）メダカとハイナンメダカの交雑後代（雑種）

検査方法（種判別方法）

16S rRNA遺 伝 子 と Aromatase遺伝子、

Calmodulin遺伝子及びCaspase-6遺伝子の塩基配

列多型を利用した PCR-RFLPにより、メダカとハ

イナンメダカの種判別が可能であった。PCR増幅

の条件は以下の通りである。

PCR反応液は、 14.7μLの水、 2μLの10×緩衝液

及び2.5mM  dNTP、各O.lμLのlOOμmol/Lプライ

マ一、O.lμL(0.5units (U））の TaqDNAポリメラー

ゼ（5U/μL）の順に加え、これに lμLのDNA溶液（20

表 11118-1 3倍体雑種F2の交雑

交雑試験区 個体数 採卵数受精卵数匹体形成数瞬化数

雌雄

メダカ♀×雑種F2♂ 386 226 40, 163 

雑種目♀×メダカ♂ 520 214 13 
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～50ng/μL）を加えて総量を 20μLにする。

PCR反応は、先ず94℃で 5分間加熱し、次に

94℃で 30秒、 55℃で 30秒、 72℃で 1分間のサイク

ルを 40回行い、最後に 72℃で7分間の伸長反応を

行った後、 4℃で保存する。得られた反応液を PCR

増幅反応液とする。なお、プライマー配列は以下の

通りである。

16S rRNA 

Forward Primer (16S AR-L) : 5'-CGCCTGGTT 

GA TT AAAAACA TTGCTGC-3' 

Reverse Primer (16S BR-H) : 

5'-CCGGTTTGAACTCAGA TCACGT A-3’ 

Aromatase 

Forward Primer (Aroma lF) : 

5'-GAAGAAAACCA TCCCTGGTG-3’ 

Reverse Primer (Aroma 4R) : 

5'-GTTTGGCCCAGTCAAAGCT A-3’ 

Calmodulin 

Forward Primer (CalmoCex 4F) : 

5'-A TGGGACT A TTGA TTTCCCT-3’ 

Reverse Primer ( CalmoCex 5R) : 

5'-TGAGCTTCTCACCCAAGTTG-3’ 

Caspase-6 

Forward Primer (Casp6 Fl) : 

5'-TTAGCACTTTCACATTTCCAAGC-3’ 

Reverse Primer ( Casp6 Rl) : 

5'-CGTCTCTCGA TGAGAA T AGAAACC-3’ 

M 1234 5 6 7 8 91011121314M 

500bp 

ABCCCCCCDCCCEE 

図 11118-1 16S rRNA遺伝子の PCR-RFLP(Mse I) 

レーン 1～ 12：メダカ、レーン 13、14：ハイナンメ
ダカ、 M :lOObp DNA分子量マーカー、 A～ E：バ
ンドノTターン

16S rRNA遺伝子の PCR増幅反応液における

RFLPは MseI、Aromatase遺伝子は Hinf_Iまた

は Hs{f;)2II、Calmodulin遺伝子は RsaI (A白 I)及

びCaspase-6遺伝子は HaeIIIを用いる。RFLP反

応液は、水、 10×緩衝液 (lμL）、必要に応じて

BSA、2Uの各制限酵素 (16SrRNA遺伝子は Mse

I、Aromatase遺 伝 子 は Hinf_Iまたは Hs.同2II、

Calmodulin遺伝子は RsaI (A白 I)、Caspase-6遺伝

子は HaeIII)を順に加え、適当量の PCR増幅反応

液 (1～ 3μL)を加えて総量を lOμLにする。次に、

0.5mLマイクロチューブ等を 37℃に加温した恒温

器等に入れ、 16～20時間静置する。得られた反応

液をアガロースゲル電気泳動により分離し、制限酵

素で切断した DNA断片のバンド（RFLP切断バン

ド）を確認する。RFLP切断バンドのパターンを比

較すること等より、メダカとハイナンメダカを判別

することができる（図 11118-1～ 4）。また、ゲノム

DNAの Aromatase遺伝子、 Calmodulin遺伝子及

びCaspase-6遺伝子の上記 PCR-RFLPでは、 Flは

両親魚種のバンドを合わせたパターンを示す。

これらの PCR-RFLP法の実験の手順や結果の評

価等を資料にまとめた。

（エ）メダカの集団判別の検査方法

16S rRNA遺伝子と Aromatase遺伝 子及び

Calmodulin遺伝子の塩基配列多型を利用した PCR-

RFLPにより、メダカの集団判別と各集団間雑種の

判別が可能であった。PCR増幅の条件は上記メダ

M 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314M 

500bp 

AAAAAAAAAAAABC 

図11118-2 Aromatase遺伝子の PCR-RFLP(Hinf_ I) 

レーン l～ 12：メダカ、レーン 13、14：ハイナンメ
ダカ、 M:lOObp DNA分子量マーカー、 A～ C：バ
ンドノTターン
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M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 M 

500bp 

AA  BBBBBBBBBBC C 

図11118-3 Calmodulin遺伝子の PCRRFLP (Rsa I) 

レーン l～ 12：メダカ、レーン 13,14：・ハイナンメダカ、
M: lOObp DNA分子量マーカー、 A～ C：バンドパ
ターン

Aromatase Calmodulin 16srRNA 

Taq I BsmA I HpyCH4 'N Xsp I Eco0109 I Nia m 
M 1 2 M M 3 4 M M 5 6 7 8 9 M M101112M M131415M M161718M 

AB AB ABC DE ABC ABC ABC 

図 11118・5 各遺伝子の PCR-RFLP

レーン I：南日本集団、レーン 2：中国・西韓集団、レー
ン3：南日本集団、レーン 4：東韓集団、レーン 5、6:
北日本集団、レーン 7、8：南日本集団、レーン 9.中
国・西韓集団、 lane10：北日本集団、レーン 11、12:
南日本集団、レーン 13：北日本集団、レーン 14.南
日本集団、レーン 15.中国・西韓集団、レーン 16: 
北日本集団、レーン 17：東韓集団、レーン 18：中国・
西韓集団、 M:lOObp DNA分子量マーカー、 A～ E:
；＼ンドノfターン

カとハイナンメダカの交雑後代（雑種）検査方法（種

判別方法）と同様である。

16S rRNA遺伝子の PCR増幅反応液における

RFLPは A伽 I、Eco0109I、NlaIII （民同2II）、

Aromatase遺伝子は TaqI、BsmAI、 均ryCH4IV、

Calmodulin遺伝子はおaI (Afa I）、 XspIをそれぞ

れ用いる。

RFLPの反応条件と制限酵素で切断した DNA断

片のバンド（RFLP切断バンド）の確認は、上記メ

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14M 

500bp 

AAAAAAAAABACDD 

図 11118-4 Caspase-6遺伝子の PCR-RFLP(Hae III) 

レーン l～ 12：メダカ、レーン 13,14：ハイナンメダカ、
M: lOObp DNA分子量マーカー、 A～ D：バンドパ
ターン

Ar四natase
Taq I SsmAI Hρ＇YCH 41V 

Calm。duhn
Rsa I X申 1

16$ rRNA 
Mse I Eco0109 I N/11 W 

図 11118-6 集団判別フローチャート

N：北 日本集団、 S：南日本集団、 E：東韓集団、
cw：中国・西韓集団、 A～ E・ バンドパターン

ダカとハイナンメダカの交雑後代（雑種）検査方

法（種判別方法）と同様である。なお、制限酵素の

至適温度が異なる（37℃： MseI、Eco0109I、Nla

III、民同2II、RsaI、AfaI、XspI、 均ryCH4IV、

55℃： BsmA I、65℃： TaqI) ため実験の際は注意

する。

16S rRNA遺伝子及び Aromatase遺伝子の PCR

-RFLPによるメダカの集団判別では、 1種類の制

限酵素を用いた PCR-RFLPで、 4集団全てを判別



することはできないため、 3種類の PCR RFLP 

によって 4集団を判別する（図 11118-5、6）。集団

間雑種（Fl）の場合、ミトコンドリア DNAの 16S

rRNA遺伝子は母系遺伝するため、 POの雌親と同

じバンドパターンを示す。これから、 POの雌親が

どの集団のメダカであるか判定できる。これに対し、

ゲノム DNAのAromatase遺伝子は両親から受け

継がれるため、 POの両親のバンドを合わせたバン

ドパターンを示す。

Calmodulin遺伝子の PCR-RFLPによるメダ

カの集団判別では、 2種類の PCR-RFLPによって

4集団を、北日本集団と南日本集団および東韓集固

または中国・西韓集団の 3つに判別する（図 11118-

5、6）。集団間雑種（Fl）の場合、ゲノム DNAの

Calmodulin遺伝子は両親から受け継がれるため、

POの両親のバンドを合わせたバンドパターンを示

す。

これらの PCR-RFLP法の実験の手順や結果の評

価等を資料にまとめた。

工考察

（ア）メダカの交雑性評価

作成した資料は、各動物種の交雑性評価試験の作

成に利用できる。本研究結果では、正常な配偶子を

作出するメダカとハイナンメダカの 3倍体（3n= 

72）雑種F2は確認できなかった。これから、本3

倍体雑種F2を作出する交雑は、蛍光蛋白遺伝子を

導入した光る遺伝子組換えメダカ等の不妊化に有効

であると考えられた（正岡ら 1））。

（イ）交雑性評価試験

作成した資料は遺伝子組換え生物等の第一種使用

等による生物多様性実施要領の別表第一に示された

収集する情報の、 l宿主又は宿主の属する分類学よ

の種に関する情報、として利用できる。また、行政

部局が遺伝子組換えメダカの第一種使用申請者に、

生物多様性評価における交雑性評価を指導する際に

利用できる。

（ウ）メダカとハイナンメダカの交雑後代（雑種）

検査方法（種判別方法）

本検査方法はメダカとハイナンメダカの種判別及

び両種の雑種判別に有効であると考えられる（正岡

ら2). 3））。

作成した資料は流通する遺伝子組換えメダカが不

妊といわれるメダカとハイナンメダカの雑種である

か確認するモニタリングに利用できる。

（エ）メダカの集団判別の検査方法

本検査方法はメダカの各集団判別及び集団間雑種

の判別に有効であると考えられる（正岡ら 4））。

作成した資料は流通する遺伝子組換えメダカの由

来を確認するモニタリングに利用できる。

オ今後の課題

メダカの生物学的情報を収集整理してまとめるこ

とが必要である。また、競合性、捕食性又は寄生

性、有害物質の産生性について知見を集積するとと

もに、考え方を整理してこれらを評価する試験方法

を開発する必要がある。

力要 約

蛍光蛋白遺伝子を導入した遺伝子組換えメダカ

(TK-1）が台湾や韓国で観賞用に市販されている。

そこで、国内における観賞魚利用を想定し、生物多

様性影響評価に必要な科学的知見を蓄積するため、

日本産メダカとハイナンメダカの雑種F2がどの程

度不妊性であるか確認した。また、メダカの交雑性

に関する評価方法を開発して資料にまとめた。流通

している遺伝子組換えメダカが雑種であるか確認で

きるモニタリング手法を開発するため、 DNAマー

カーを利用したメダカおよびハイナンメダカの干重判

別手法を開発し、資料にまとめた。さらに、交雑に

国外産メダカが利用されることも考えられるため、

韓国や中国に分布するメダカ（東韓集団、中国・西

韓集団）と、国内産メダカ（北日本集団、南日本集

団）を判別する手法を開発し、資料にまとめた。
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(19) ゼブラフィッシュの生物学的特性評価によ

る環境安全性の探索

ア研究目的

ゼブラフイッシュは、インド原産の小川や田園に

生息する小型の熱帯魚で、広く観賞魚として世界中

で飼われている。近年、実験動物として用いられる

様になり、遺伝子の機能や細胞系譜を解析する目

的で様々な遺伝子組換えゼブラフイッシュが作出

される様になった。特に目的とする細胞や組織で

蛍光タンパク質が作られる様々な遺伝子組換えゼ

ブラフイツシュが作られる様になり（Gorget al l), 

Pyati et al 2), Paquet et al 3l）、米国の YorkTown 

Technology杜では筋肉で発現する遺伝子のミオシ

ン軽鎖遺伝子の発現調節領域と蛍光タンパク質で

ある DsRed又は EGFP遺伝子を組み合わせて導入

した赤や緑の蛍光色を発する遺伝子組換えゼブラ

フイッシュ（Glofish）を開発し、米国のカリフォル

ニアとフロリダを除く地域で市販している（http: 

I /www.glofish.com／参照）。同様に台湾の Taikong

社ではアクチン遺伝子の発現調節領域と DsRed又

はEGFP遺伝子を組み合わせて導入した赤や緑

の蛍先色を発する遺伝子組換えゼブラフイッシュ

(TK2）が開発され、台湾圏内で鑑賞魚として広く

市販されている

(http : //www.azoo.eom.tw/azoo_en/modules. 

php ?name = News ＆五le= article & sid = 170参

照）。

しかし、アメリカの Glofishについては 5人の科

学者から生物多様性に影響を与えないとのコメント

をもらい、ゼブラフイツシュがアメリカで観賞魚と

して飼育されるようになった 50年の歴史の中でア

メリカ圏内の河川で繁殖した例がないということで

販売が認可されている（Williamet al 4））。これら

の遺伝子組換えゼブラフイツシュを開発した会社

は、日本での市販に興味を示しており（聞き取り調

査による）、近い将来日本で市販に向けた申請がさ

れる可能性が十分考えられる。

そこで、本課題では観賞用の遺伝子組換えゼブラ

フイッシュの安全性を確保した国内利用に資するた

め、在来種と種判別する DNAマーカーを開発し、

在来コイ科魚類との交雑性を調べると共に競合性に

ついて調べ、得られた知見をゼブラフィッシュの生

物多様性影響評価マニュアルにまとめた。

イ研究方法

（ア）交雑、競合種の決定

ゼブラフイッシュの生息、繁殖特性を調べると共

に、飼育されていたゼブラフイッシュの逃亡経路を

考え、在来コイ科魚類のうち分類上ゼブラフイツ

シュに近く、生態特性や繁殖特性が似ており、日本

の河川に広く生息する在来コイ科魚類の選定を行っ

た。

（イ）交雑性試験

ゼブラフイッシュは昼 14時間、夜 10時間になる

ように日照調節した飼育室の中で水温26℃で飼育

し、 l日2回の給餌を行い、毎日卵と精子を採集で

きる状態で、飼育を行った。

交雑に使用することを決定したカワパタモロコ及

びタモロコについてはびわこ博物館水族部門より提

イ共いただいた。また、オイカワ、カワムツについて

は三重県度会群の河川に生息するものを 5月上旬に

捕獲し、養殖研究所玉城庁舎内の飼育施設で飼育し

た。給餌は l日2回行った。

カワバタモロコとタモロコは 6月の初旬に体重

lOg当たり 100単位のゴナトロビン（帝国臓器）を

排卵 l目前の 22時頃に注射し、翌日の 11時～ 14

時の間にサランラップの上に排卵させた。同種同士

の交配の時は、雄の腹の下を腹から尾にかけて指で

絞ることによって lmlの氷冷したコイ科魚類用人

工精柴(lL当たり、NaCl:3.6g, KCl: lOg, CaC12: 0.22g, 

MgC12 : 0.08g, NaHC03 : 0.2g）を入れた 9cm上に

採取し、撹持後にサランラップ上の卵の上に滴下し

て受精し、 l分後に水を満たした 9cmシャーレに

卵が固まりにならないようにまき、 2時間後に水を

交換し、その状態で発生させ、一定時間毎に実態顕
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微鏡（ライカ Ll2）下で写真を撮って発生の状態を

観察した。ゼブラフィッシュの雄と交配する場合

は、精巣を氷冷した lmLの人工精衆を入れたシャー

レ内に取り出し、精巣をすりつぶすことによって精

子を浮遊させ、サランラップ上の未受精卵に滴下し

て受精し、 1分間放置後、同様にして水を満たした

9cmシャーレ内に受精後の卵を捲き、 2時間目に新

しい人工精築に取り替えた後に室温で発生させた。

ゼブラフイッシュの未受精卵を採取する場合もサ

ランラップ上に排卵させた。カワパタモロコ又はタ

モロコの雄から lmLの氷上で冷やした人工精紫内

に精子を採取し、これをサランラップ上のゼブラ

フイッシュの未受精卵に滴下することで受精させ、

l分後に水を浸した 9cmシャーレ内に移し、 2時間

目に新しい人工性紫に取り替えてその中で発生さ

せ、一定時間毎に実態顕微鏡で、写真撮影を行った。

オイカワは 7月中旬、カワムツは 8月中旬に成熟

する。オイカワ及びカワムツの腹を 7月初旬から l

匹につき 3日毎に腹を押さえて成熟度を確認し、排

卵可能な場合はサランラップ上に排卵させた。カワ

パタモロコの場合と同様にしてゼブラフィッシュの

精子と受精させ、一定時間毎に実態顕微鏡下で写真

撮影をして観察した。

（ウ）種判別手法

ゼブラフイッショと在来コイ科魚類の種判別に

関しては、 aromatase遺伝子及び 16Sr RNA遺

伝子上に存在する l塩基多型を利用した RFLP

により行った（Masaokaet al Bl）。すなわち、ゼ

ブラフィッシュの aromatase遺伝子の第 6エキ

ソンの配列をもとにプライマー Aroma6F(5’ 

-TCCACCGGTATTTCAGTACC-3’）を設計し、第

7及び第8エキソンの塩基配列をもとに Aroma7F(5’ 

-AGAGCTGCAGGATGAAATGG-3’）、 Aroma8R

(5’－CTATCTGAGACTGTATCTCC-3’）を設

計し（Christopherand Elwood 5l）、 Aroma6F

とAroma8Rを用いて最初の PCR増幅を行

い、 Aroma7Fと Aroma8Rを用いて 2回目

の PCR反応を行った（Masaokaet al. B））。増

幅された DNA断片を電気泳動後ダイレクト

シークエンス（GE,MegaBACE500）によ り

塩基配列の解析を行った。 16SrRNA遺伝子の

増幅にはユニバーサルプライマー 16SAR-L(5’ 

-CGCCTSTTKMHYAAAAACAT-3’）、 16SBR-H(5’ 

-CCGGTYTGAACTCAGATCAYGT-3’）を用いて

PCR増幅を行い、増幅された DNA断片をアガロー

スゲル電気泳動後に抽出し、ダイレクトシークエン

スにより塩基配列の解析を行った。

各コイ科魚類の Aromatase遺伝子の部分塩基配

列をもとに 94℃で 30秒， 55℃で 30秒， 72℃で 1

分間のサイクルを 40回繰り返して PCR増幅したも

のを Hsp92Eまたは DraIを用いて消化した。 16S

rRNA遺伝子断片も同様に PCR増幅したものを

Xsp Iまたは TspEIで、消化し、アガロースゲル電気

泳動を行い得られた像から種判別を検討した。

（エ）競合性試験

本課題では、空間支配率による競合性を検討し

た。すなわち、 60L全面透明のアクリル水槽の前面

にテープを張り、水槽を 9個（上下 3、左右 3）の

ブロックに区分けし、定期的に写真撮影して、飼育

魚、の位置を確認する方法を検討した。この方法では、

先ずl種のみで10尾の魚、を飼育した場合の各ブロッ

クに位置する個体数を一定間隔の写真撮影により計

測し、多くの個体が位置するブロックや個体数が少

ないブロックを把握する。次に、半数を入れ換えて

5尾ずつになるように 2種で混合飼育した場合の各

ブロックに位置する個体数を一定間隔の写真撮影に

より計測し、これらの位置パターンを比較して競合

性について評価した。また、写真撮影から行動につ

いても調査した。試験に使用するゼブラフイッシュ

成魚、及びカワパタモロコ、アブラボテ、カワムツの

稚魚は体の大きさが近い 10尾を選択し、餌の量を

調節して競合が起こりやすい環境を作り出して競合

試験を行った。

ウ研究結果

（ア）交雑種の選定

ゼブラフイッシュはコイ科魚類のラスボニアE科

(Rasboriniae subfamily）に属するインド原産のお

だやかな流れの底が砂地の小川に生息する淡水魚で

ある D 圏内の河川に広く生息するラスボニアE科に

属する淡水魚にはカワパタモロコ、オイカワ、カワ

ムツがおり、少し離れた分類の魚種としてタモロコ

(Barbinae subfamily）が居る。そこで、これらの魚

種とゼブラフイツシュとの人工交雑試験を行った。

（イ）交雑試験

最も分類上ゼブラフイツシュと近いと考えられる
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表 11119-1 カワパタモロコとゼブラフィッシュの交雑粧の発生率

受精率 発眼期生存率 解化前生存率 解化後 2日目

カワパタモロコ雌× 92% 

ゼブラフィッシュ雄
ゼブラフィ ッシュ雌 82.3% 

×カワノtタモロコ雄

カワパタモロコ雌× 98.1% 

雄
ゼブラフィッシュ雌 99.8% 

×雄

カワパタモロコとの交雑試験を行ったO 交雑試験は

5回行った。カワパタモロコが雄の場合も雌の場合

も受精率は 100%近かったが、体軸形成期から発生

率が60%まで減少し、鮮化した匹は 2%前後であっ

た（表 11119-1）。時間をおって発生様式を観察する

と、体軸の形成期頃から体軸の湾曲が起こり、体が

曲がった状態で発生が進み、解化した匹では、卵黄

の回りに形成される血管系が未発達になり、消化管

も不完全に形成され、栄養吸収が出来ず僻化直後に

死滅すると考えられた（図 11119-1）。これは中脹葉

組織の形成が不完全に起こった典型的な発生様式で

ある。

また、ゼブラフイッショとオイカワ及びカワムツ

と交雑試験を行った場合、どちらの雌雄の組み合わ

せでも体軸形成期に発生がとまり、その後匹胎細胞

の死滅と卵黄の崩壊が起こった。これは、中医葉の

誘導が失敗した典型的な発生様式である。この様に

ゼブラフィシュと分類が近く、棲息特性や繁殖特性

が似ている日本で一般的な在来コイ科魚類と交雑し

た場合、中佐葉の誘導が不完全になるか中目玉葉の誘

導が出来ずに交雑目玉は発生途中で死滅した。

（ウ）交雑匹の種判別

ゼブラフイッシュと在来コイ科魚類との種判

別は 16SrRNA遺伝子、及び Aromatase遺伝子

のRFLPを利用して行った（Masaokaet a/6＞）。16

sRNAのRFLPにより、ゼブラフィッシュとカワ

パタモロコやタモロコ、オイカワと交雑した際、ど

ちらの種の雌を交雑に使用したかを識別することが

出来た（図 11119-2,3,4A）。

また、 Aromatase遺伝子の RFLPを利用するこ

とによってゼブラフイッシュとカワノTタモロコ、ゼ

ブρラフイッシュとタモロ コ、ゼ、ブラフイッシュとオ

イカワの交雑で得られた匪が実際に交雑匹であるこ

生存率

61% 13.8% 2.1% 

49.8% 11.4% 1.9% 

76% 71.6% 52.3% 

91.2% 91.2% 88.1% 

セヴラatx♀ ゼブラ♂xカワIfタモロコ♀

レ~ I 

カワパタモロコ♂x♀ ぜブラ♂Xタモロヨ♀

タモロコ♂x♀ ゼヲラ♂xオイカワ♀

［／〆l
オイカワ♂x♀ ゼヲラ♂xカワムツ♀

図11119・1 ゼブラフィッショと在来コイ科魚類の交

雑~f

とを証明することができた（図 llll 9-2,3,4B）。

（エ）競合試験

ゼブラフイッシュとの競合性試験については、生

態特性が似ており体の大きさが近い在来コイ科魚類

を選ぶ必要がある。一般に魚類の種聞や種内の競合

性試験をする場合、体の大きい方の種や体の大きい

個体が優位になってしまう 。しかし、在来のコイ科

魚類の成魚、はゼブラフイッシュの成魚に較べて体が

はるかに大きい。競合性試験をする在来種の繁殖期
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Lane 3～8カワパタモロコ♀xゼブラフィッシュ♂の旺

図 11119・2 RFLPによるゼブラフイッシュとカワパ

タモロコの種判別

A: 16S rRNA遺伝子の部分領域の RFLP
B : Aromatase遺伝子の部分領域の RFLP

A Ha• m Xsp I 

5田bp

－＋ 

レーン1ゼブラフィッシユ レーン2～4ゼブラフイツンユ♀xオイカワ♂

レーン5～7オイカワ♀xゼブラフィ。ノシュ♂ レーン8オイカワ
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レーふパゼブラフィッシユ レーン2～4ゼブラフィッシュ♀xオイカワ♂

レーン5～7オイカワ♀xゼブラフィッシュ♂ レーン8オイカワ

M IOObp '1op !odd" 

図11119・4 ブラフイッシュとオイカワの交雑杯の

RFLPによる種判別

A: 16S rRNA遺伝子の部分領域の RFLP
B : Aromatase遺伝子の部分領域の RFLP

A Hsp92 Il Ora I 
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Lane 3-5：ゼブラフィッシュ早 xタモロコ♂のIf,

Lane 6～8タモロコ♀×ぜブラフィッシュ♂の匠
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図11119-3 ゼブラフイッシュとタモロコの RFLPに

よる種判別

A: 16S rRNA遺伝子の部分領域の RFLP

B : Aromatase遺伝子の部分領域の RFLP

に合わせてゼブラフイッシュの交配を行い、体の大

きさが近い稚魚同士の競合性試験をすることも考え

られるが、ゼブラフイッシュの稚魚に較べて在来コ

イ科魚類の稚魚の成長が早いために、極めて短期間

の種間競合しか行うことが出来ない。そこで、ゼブ

ラフイッシュの成魚と在来コイ科魚類の稚魚との競

合性を試験する必要があり、成長差に よる消費型競

合を見ることは難しい。以上のことから、我々は空

間支配による競合性試験を行うことにした。

図 11119-5に示す様に水槽の前面にテーフ。を張っ

て水槽の表面的な区画化を行い単独飼育時の分布を

調べた。次にゼブラフイッシュと種間競合を行う コ

イ科魚類の魚を同じ尾数（5尾ずつ）入れておき、

エサの量をある程度制限して競合性が起こりやすい

状態にして、一定時間毎に写真撮影を行い、どちら

の魚がどの空間にいる確率が高いかを解析した。ゼ

ブラフイツシュとカワパタモロ コの稚魚、の競合性試

験を行った場合、エサを取りやすい水槽の中央部に

ゼブラフイッシュが届る確率が高いため、ゼブラ

フイッシュ成魚、とカワパタモロ コの稚魚、の競合試験

を行った場合は、ゼブラフイッシュの方が優位に立

つことが分かる。しかし、ゼブラフイッシュがカワ

- 146-



ゼ、フ、ラフィッシュと力ワバタモロコの競合試験

図11119・5 ゼブラフィッシュとカワパタモロコの空

間支配率による競合試験

パタモロコを追うことはあっても直接攻撃行動はと

らないため、競合はおだやかと考えられる。しか

し、競合試験をする魚種を換えると競合性の様子は

一変する。より攻撃性の高い性格のタナゴの一種の

アブラボテの稚魚、とゼブラフイッシュの成魚の競合

試験を行った場合、アブラボテがゼブラフイッシュ

を追って突っつく等の行動が見られ、圧倒的にアブ

ラボテの方がエサを取りやすい水槽の中央部に居る

確率が高くなることが分かつた。

工考察

蛍光タンパク質を筋肉で作る赤や緑、オレンジ色

の遺伝子組換えゼブラフイッシュがアメリカや台湾

で観賞魚として市販化されており、我が固において

も市販化を目的とした一種使用申請がされる可能性

が考えられる。

ゼブラフイッシュはインド原産の熱帯魚で、本来

は流れが穏やかな底が砂地の小川や水田に群れをな

して生息している。生息適温が23～ 28℃であるた

め、日本本土で越冬して生息する可能性は非常に

低い。しかし、沖縄では 2000年ごろから農業用た

め池で生息している記録がある（国立環境研究所

侵入生物データベース http: //www.nies.go.jp/ 

biodiversity /invasive／）。そのため、国内における

安全性が担保された市販を行うためには、在来種に

対する生物多様性影響評価手法を確立しておく必要

がある。

本研究では、主に本州の河川に広く分布し、ゼブ

ラフイッショと分類上近いカワパタモロ コ、オイ

カワ、カワムツ、タモロ コとの交雑試験を行った

が、現在のところ生存できる交雑種は得られていな

い。ゼブラフィッシュと在来コイ科魚類とが交雑し

ないことを完全に証明することは難しいが、ゼブラ

フイツショの成熟した成魚と本土に生息するコイ科

魚類の成熟した成魚では体の大きさがかなり違うた

め、自然交配することは難しい。実際に成熟したも

のを同じ水槽内で飼育しでも交雑匹は得られなかっ

た。

ゼブラフイッシュの成魚と本土に生息する生態特

性の似たコイ科魚類であるカワパタモロコ、 アブラ

ボテ、カワムツとの競合性試験を行ったが、競合試

験を行う魚種によってゼブラフイッシュとの優位性

が変わることが判明した。そのため、ゼブラフイツ

シュが飼育環境から逃亡した場合、どの様な魚種

が生息する河川や池に逃亡するかによってゼブラ

フイツシュが在来種の驚異になる可能性が異なって

くると考えられた。

オ今後の課題

これまで、ゼブラフイツシュと日本の在来コイ科

魚類との交雑性や競合性を調べた研究は全くなく、

手始めに本州の河川に一般的で分類上ゼブラフイツ

シュに近いカワパタモロコやオイカワ、カワムツと

の交雑試験や競合試験を行ってきた。在来種と交雑

しないことを確認するために、交雑する魚種を増や

すことも考える必要がある。また、競合試験の一つ

である有害物質産生性や捕食についての試験を行っ

ていないため、今後検討する必要がある。

力 要 約

鑑賞魚用の遺伝子組換えゼブラフイツシュの国内

における安全性を担保した販売を可能にするための

生物多様性影響評価手法を開発し、マニュアル化を

するために、ゼブラフイッシュと棲息特性や繁殖特

性が近いカワパタモロコやオイカワ、カワムツ、タ

モロコとの交雑試験を行ったが生存性の交雑種は得

られなかった。さらに、ゼブラフイッシュと在来

コイ科魚類とを種判別できる DNAマーカーを開発
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し、交雑で得られた匹が単位発生ではなく交雑脹で

あることを証明した。

また、ゼブラフイッシュと生態特性が似ている本

州の河川で広く分布するコイ科魚類であるカワパタ

モロコ、アブラボテ、カワムツとの競合試験を行っ

た。その結果、ゼブラフィッシュと競合性試験を行

う魚種によって優位性が異なることが明らかになっ

た。
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研究担当者（荒木和男ヘ正岡哲治、岡本裕之、

名古屋博之）

(20) 外来サケ科魚類及び遺伝子組換えサケ科魚

類導入時に行うリスク評価マニュアルの作成

ア研究目的

さけ・ます類は各国で増養殖されている重要

な水産資源である。近年、カナダの養殖会社

(AquaBounty Technologies）が通常の 2倍以上の

早さで成長する遺伝子組換え（GM）タイセイヨウ

サケを開発し（Cook1））、その利用を米国政府に申

請した。 GMタイセイヨウサケは優れた養殖特性を

有するため、今後、日本においても利用される可能

性がある。しかし、 GMタイセイヨウサケが生態系

に逃げ出した場合、組換え遺伝子の拡散や在来サケ

科魚類への遺伝的かく乱、あるいは在来種との競合

が生じ、生態系へ重大な影響を与えることが懸念さ

れる。そのため、 GMタイセイヨウサケの利用にあ

たっては、それらが生態系に与える影響のリスク評

価を適切に行う必要がある。

しながら、タイセイヨウサケと在来サケ科魚類聞

の交雑性や競合性に関する知見は極めて少ないのが

現状である。本研究では、リスク評価に必要な基礎

資料を得るため、タイセイヨウサケと在来サケ科魚

類聞に交雑が起きる可能性を確認するとともに、交

雑魚、を判別する手法の確立、および両種聞に競合が

起きる可能性とその程度の把握を目的として、各種

の交配試験と飼育試験を行った。また、実験結果に

基づいて、タイセイヨウサケの一種使用申請に必要

なリスク評価マニュアルを作成した。

イ研究方法

（ア）異種間交雑に関する情報収集

サケ科魚類の異種間交雑、養殖魚が野生魚、に与え

る影響等に関する文献を収集し、タイセイヨウサケ

が日本で自然界に逃亡した際に想定される影響を整

理した。

（イ）交雑が起きる可能性の把握

交雑が起きる可能性を確かめるため、 2006年～

2010年の 9月～ 12月にかけて、標津サーモン科学

館あるいは豊平川さけ科学館で継代飼育している

タイセイヨウサケ （Salmosalar）と、在来種のサケ

( Oncorhynchus keta）、サクラマス（0.masou）、カ

ラフトマス（0. gorbuscha）、ベニザケ（0.nerka）、

アメマス（Salvelinus Jeucomaenis）、オショロコマ

(5. malma）、および外来種のブラウントラウト（S.

trutta）、ニジマス（αmykiss）間で人工授精を行った。

授精の組み合せは、タイセイヨウサケの雌雄、タイ

セイヨウサケの雌×在来種あるいは外来種の雄、タ

イセイヨウサケの雄×在来種あるいは外来種の雌、

在来あるいは外来種の雌雄の 4組を基本としたが、

成熟時期が合わない年は組み合せから外した。

授精させてから仔魚が水面を泳ぎ出す（浮上）ま

-148-



での死亡数を計数し、生残率（%＝浮上個体数×

100／授精卵数）を算出した。

自然界で交雑が起きる可能性を確かめるため、天

然の産卵床に近い環境を再現した 3t水槽に l対の

タイセイヨウサケとサケあるいはサクラマスの成熟

魚を投入し、産卵の有無を確認した。なお、水槽の

環境が産卵に適していることを確認するため、雌雄

のサケあるいはサクラマスでも同様の観察を行っ

た。

（ウ）交雑魚の形態的、遺伝的判別

交雑性を形態的に確認するため、異種間の人工授

精で生き残った個体が尾叉長約 lOcmまで成長した

段階で、偲杷数、背鰭と尻鰭条数を計数し、本来の

種と比較した。

交雑性を遺伝的に判別するため、浮上した稚魚の

鰭を採取し、 SINEを用いた PCR法によりバンド

パターンを比較するとともに、適切なプライマーの

才食言すを行った。

（エ）競合が起きる可能性の把握

タイセイヨウサケとサケ、カラフトマス、サクラ

マス、アメマス聞の競合性を調べるため、尾叉長差

を15%以内に揃えた 2種の幼稚魚を同一水槽（45

～ 90cm）で飼育し、成長量、接餌行動、攻撃行動

を比較した。

成長量の比較では、タイセイヨウサケ幼魚 20尾、

サクラマス幼魚 20尾、アメマス幼魚 20尾を別々に

飼育した群と、タイセイヨウサケとサクラマス幼魚

各 10尾、またはタイセイヨウサケとアメマス幼魚

各 10尾を混合して飼育する群の計5群を設け、 4ヶ

月間飼育した後の成長率を比較した。実験期間中は、

体重当り 2%I日の配合餌料を与えた。

表 11120・1 タイセイヨウサケの雌と在来種の

雄問で、行った人為的交雑試験におけ

る生存率（%） nは授精卵数

皐重
サケ♂
サクラマス♂
カラフトマス♂
ベニザケ♂
サツキマス♂
ビワマス♂
アメマス♂
オショロコマ♂
ミヤベイワナ♂
エゾイワナ♂

主墓主（n)

0 (453) 

0 (385) 

0 (348) 

0 (267) 

0.6 (34 7) 

2.0 (349) 

0 (151) 

0 (120) 

0.3 (333) 

0 (131) 

生残率（n)

0 (299) 

0 (160) 

0 (123) 

0 (111) 

摂餌行動の比較では、タイセイヨウサケとサクラ

マスあるいはアメマス幼魚各 l尾を同一水槽に投入

し、 2日間無給餌にした後、 15粒の配合餌料を与え、

5分以内に食べた餌の数を比較した。同じ条件の比

較を、各組み合せで 15～ 20回繰り返した。

攻撃行動の比較では、タイセイヨウサケとサケ、

カラフトマス、サクラマスの稚魚、各 l尾、またはタ

イセイヨウサケとサクラマス、アメマス幼魚各 l尾

を同一水槽に投入して 24時間馴致した後、追尾行

動や噛み付き行動の回数を 10分間のビデオ撮影に

より調べた。なお、稚魚の実験には 45cm水槽を、

また幼魚、の実験には 60～90cm水槽を用い、同じ

条件の比較を 10～ 20回繰り返した。

ウ研究結果

（ア）異種間交雑に関する文献

異種間の人為交配（StentonZ), Christie 3＞）、異

種聞の自然交配（Dobzhanskyand Levene 4l, 

Suzuki and Fukuda 5l, Suzuki 5l）、交雑魚、のふ化

率（Wingeand Ditlevsen 7l, Alm s), Simon and 

Noble 9l）、交雑魚の生存能力と成長（Suzukiand 

Fukuda 5l）、遺伝子組換えタイセイヨウサケの成長

促進（Duet al ioJ, Cook et al u）等を参考にした。

（イ）交雑が起きる可能性

研究期間中に、タイセイヨウサケの雌と在来種の

雄を交配させた結果（表 11120-1)、およびタイセ

イヨウサケの雄と在来種の雌を交際させた結果（表

11120-2）を以下に示した。いずれの組み合わせに

おいても受精はするものの、浮上までの生残率は

2%以下の低値を示した。結果として浮上まで生き

残った個体は、タイセイヨウサケの雌とサツキマス、

表 11120・2 タイセイヨウサケの雄と在来種の雌間で＇ 1Tっ
た人為交配試験における生存率（%）

nは授精卵数

魚種 生残率（n)

サケ♀ 2 (450) 

サクラマス♀ 0 (412) 

力ラフトマス♀ 0 (370) 

ベニザケ♀ 0 (615) 

ニジマス♀ 0 (358) 

アメマス♀ 0.1 (1029) 

オショロコマ♀ 0 (243) 

ミヤベイワナ♀ 0(329) 

エゾイワナ♀ 1.4 (366) 

プラウントラウト♀ 0.3 (351) 

生残率（n) 生残率（n)

0 (714) 0 (389) 

0 (398) 0 (500) 

0 (279) 

0 (466) 0 (646) 

0 (241) 0 (111) 

2.0 (500) 
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ピワマス、ミヤベイワナの雄の聞に生まれた各々 2

尾、 7尾、 l尾、およびタイセイヨウサケの雄とサケ、

アメマス、エゾイワナ、ブラウントラウトの雌間に

生まれた各々 9尾、 l尾、 5尾、 11尾のみであった。

自然交雑の可能性を確かめるため、 2006年～

2008年にそれぞれの組み合せで各2例の水槽実験

を行ったが、異種間では産卵を確認できなかった。

しかし、サケあるいはサクラマス同士では通常の産

卵行動が行われ、稚魚、を得た。

（ウ）交雑魚の形態的、遺伝的判別

タイセイヨウサケの雄とサケの雌から得た交配魚

の形態的特徴を、偲杷数、背鰭条数および尻鰭条数

で比較した（表 11120-3）。

交配魚の特徴はいずれもサケに類似しており、 9

尾の平均値はタイセイヨウサケと有意に異なってい

た。また、交配魚は全て雌であった。

タイセイヨウサケの雄とサケの雌から得た交配魚

について、 SINE（短い散在性の反復配列）を利用

した PolymeraseChain Reaction (PCR）法で遺伝

特性を調べた（図 11120-1）。何れの場合も、交配

魚、のバンドパターンはサケと一致し、タイセイヨウ

サケとは異なっていた。

タイセイヨウサケの雌とピワマスの雄およびサツ

キマスの雄から得た交配魚のバンドパターンを、そ

れぞれ図 11120-2と図 11120-3に示した。何れの場

合も、交配魚は双方の親由来と思われるバンドを示

したが、図 11120-2のF2はタイセイヨウサケと同

じバンドのみを示した。

図 11120-4および図 11120-5には、それぞれタイ

セイヨウサケの雄とアメマスの雌およびタイセイヨ

ウサケの雌とミヤベイワナの雄から得た交配魚のバ

ンドパターンを示した。何れの場合も、交配魚は双

方の親由来と思われるバンドを示した。

図 11120-6にタイセイヨウサケの雄とブラウント

ラウトの雌から得た交配魚のバンドパターンを示し

た。交配魚は双方の親由来と思われるバンドを示し

たカ宮、 F5はブラウントラウトと同じノfンドのみを

示した。

（エ）競合が起きる可能性

タイセイヨウサケとアメマスを単独で飼育した

表 11120・3 タイセイヨウサケの雄とサケの雌から得た交配魚の鯨把

数、背鰭条数、骨鰭条数。平均値±標準誤差

900 

500 
400 
300 
200 

100 

計数形質

偲把数
背鰭条数
嘗鰭条数

M OK Fl F2 F3 F4 F5 SS 

タイセイヨウサケ 交配魚

17.7±1.3 19.4±0.5 
14.0±0.0 12.4±0.2 
11.0±0.0 15.6±0.4 

サケ

18.3±0.4 
12.5±0.2 
15.1±0.1 

M SS Fl F2 F3 F4 OMr 

900 

500 
400 

300 

200 

100 

図11120・1 タイセイヨウサケの雄とサケの雌から得

た交配魚のバンドパターン

図11120・2 タイセイヨウサケの雌とピワマスの雄か

ら得た交配魚のバンドパターン

M：マーカ一、 OK：サケ、 Fl-F5：交配魚、 SS：タ
イセイヨウサケ

M：マーカー、 SS：タイセイヨウサケ、 FlF4：交配魚、
OMr：ピワマス
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場合と、両種を混合して飼育した場合の成長量を

比較した（図 11120-7）。9月～ 12月かけて、混合

して飼育したタイセイヨウサケの尾叉長は約 75mm

～ 103mmまで伸長したが、アメマスは 76mm～

119mmまで伸びた。両種の尾叉長には飼育開始 2

か月目以降に有意差が認められ、この傾向はその後

も続いた。

しかし、この間の成長率を単独で飼育した同一種

と比べてみると、単独と混合飼育共にタイセイヨウ

サケが約 140%、アメマスが約 160%となり、同一

種内では大きな違いが認めら得なかった。

タイセイヨウサケとサクラマスを混合飼育した場

合は、逆にタイセイヨウサケの成長がサクラマスよ

り有意に高かった。しかし、アメマスの場合と同様

900 

500 
400 

300 

200 

100 

M SS Fl F2 OMi 

図11120・3 タイセイヨウサケの雌とサツキマスの雄

から得た交配魚のバンドパターン

M：マーカー、 SS：タイセイヨウサケ、 Fl-F2：・交配魚、
Omi：サツキマス

900 

500 
400 

300 

200 

100 

M SS Fl SMm 

図11120・5 タイセイヨウサケの雌とミヤベイワナの

雄から得た交配魚のバンドパターン

M ：マーカ一、 SS：タイセイヨウサケ、 Fl：交配魚、
SMm：ミヤベイワナ

900 

500 
400 
300 

200 

100 

900 

500 
400 

300 

200 

100 

に成長率で比較してみると、単独飼育も混合飼育も

差がなかった。

丸印はタイセイヨウサケ、四角印はアメマス、黒

塗りは両種を混合飼育した結果、白抜きは両種を

別々に飼育した結果。星印は混合飼育したタイセイ

ヨウサケとアメマス聞の有意差（p<0.05）。

次に、絶食後の再給餌にともなう摂餌行動を調べ

た実験のうち、タイセイヨウサケとアメマスの比較

結果を図 11120-8に示した。20回の繰り返し実験の

うち、アメマスが過半数の餌を食べた回数は 15回

に達した。同様の実験をサクラマスで 15回行った

が、サクラマスが過半数の餌を食べた回数は 12回

に達した。

タイセイヨウサケとサケ、カラフトマス、アメ

M SS Fl F2 F3 F4 F5 SL 

図11120・4 タイセイヨウサケの雄とアメマスの雌か

ら得た交配魚、のバンドパターン

M・ マーカー、 SS：タイセイヨウサケ、 Fl-F5：交配魚、
SL：アメマス

M SS Ft F2 F3 F4 F5 F6 ST 

図11120・6 タイセイヨウサケの雄とブラウントラウ

トの雌から得た交配魚のバンドパターン

M：マーカー、 SS：タイセイヨウサケ、 FlF6：交配魚、
ST：ブラウントラウト
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図 11120・7 タイセイヨウサケとアメマスの長期飼育

にともなう尾叉長の変化

マス、サクラマス聞の攻撃行動につて、それぞれ8

回、 12回、 10回、 7回の観察を行った。タイセイ

ヨウサケとサケおよびカラフトマス聞には双方に平

均 0.2～ 0.5回／分の攻撃行動が認められたが、有

意差はなかった。一方、タイセイヨウサケとアメマ

スではアメマスが、またタイセイヨウサケとサクラ

マスではサクラマスがそれぞれ平均 1.1回／分、 2.3

回／分の攻撃を示し、タイセイヨウサケからの攻撃

回数に比べて有意に高い値を示した。

工考察

サケ科魚類の異種間交雑に関する過去の知見か

ら、1）地理的隔離がある場合自然交雑は起きないが、

人為的に交雑させることは可能であること、 2）交

雑魚のふ化率は低いものの、生き残った個体の成長

は親を上回ることがあること、等が明らかとなって

いる。一方、養殖が盛んなタイセイヨウサケは、養

殖場から逃げ出したと思われる個体が自然界で繁殖

している実態も報告されている（Volpe11））。タイ

セイヨウサケの淡水中における棲息水温は 2～ 9℃

とされているが、日本では 5～ 12℃で継代池中繁

殖させている。これらの知見から、日本でタイセイ

ヨウサケが養殖された場合、それらが逃げ出して在

来種との間で遺伝的撹乱や競合を起こす可能性が懸

念される。

そのため、本研究では初めにタイセイヨウサケと

在来サケ科魚類聞に交雑が起きる可能性を確かめる

ため、人為交配試験を行った。その結果、何れの

組合せにおいても生存率は 2%以下の低い値を示し

た。また、自然交配が起きる可能性を調べた水槽実

図11120-8 混合飼育したタイセイヨウサケとアメマ

スに給餌した際に、投与した餌の 50%以

上を食べた種の割合。実験は個体を代えて

20回繰り返した。

験から、タイセイヨウサケとサケまたはサクラマス

に限定された知見ではあるが、両種間の自然交配は

起こり難いことが分かつた。これらの結果と大西洋

サケが本来有する生態的特性を考え合わせると、仮

に本種が日本の河川に逃げ出したとしても、遺伝的

撹乱が拡大する可能性は少ないと推察される。

しかし、交雑が起きる可能性が少ないながらも確

かめられたので、交雑魚を本来の種と判別する手法

について検討した。初めに、タイセイヨウサケの雄

とサケの雌から得た交配魚の形態的特徴を比較した

ところ、明らかに母親由来の系統を受け継いでいた。

また、これらは全て雌であったことから、交配魚は

雌性発生であったことが予想された。さらに、形態

的比較を行った個体の遺伝的特性について SINEを

用いた PCR法で比較したところ、全ての個体が母

親と同ーのバンドパターンを示した。これらの結果

から、今回実験で得た交配魚は雌性発生であり、交

雑は起きていなかったと考えられる。なお、タイセ

イヨウサケとサケの交配試験は計4回行ったが、交

配魚が得られたのは l回のみであった。

交配魚の遺伝特性を調べる手法として、 SINEを

用いた PCR法の有効性が確かめられたので、本研

究で得られたタイセイヨウサケとサツキマス、ピワ

マス、ミヤベイワナ、アメマス、ブラウントラウト

の間に生まれた交配魚の交雑性を同様に調べた。そ

の結果、何れの交配魚についても交雑が起きている

ことを確かめることができた。なお、分析の感度を

高めるためには適切なプライマーを用いる必要があ

る。今回用いたプライマーの情報は「生物多様性評

価マニュアル（技術会議担当部局又は担当機関に問
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い合わせ）」に記した。

次に、タイセイヨウサケが自然界に逃げ出して定

着した場合を想定し、在来種と競合する可能性を調

べた。一定量の餌を継続して与えながら異種を混合

して飼育した場合、両種聞に有意な成長差が現れた。

しかし、実験期間中の成長量はそれぞれの種を単独

で飼育した場合と変わらなかった。この結果から、

混合飼育群に認められた成長差は餌の競合により生

じたものではなく、種の特性を反映したものと考え

られる。

絶食後の再給餌にともなう摂餌行動を比較した実

験では、平均するとタイセイヨウサケよりアメマス

とサクラマスの方が早くたくさんの餌を食べてい

た。また、攻撃行動を観察した実験では、在来種の

攻撃回数がタイセイヨウサケの攻撃回数を上回って

いた。これらの結果から、タイセイヨウサケが自然

界に逃げ出した場合でも、在来種に与える影響は少

ないと予想されるが、今後はより自然に近い状況で

比較する必要がある。

今回の研究では、タイセイヨウサケと在来サケ科

魚類聞の交雑性と競合性を調べた結果、タイセイヨ

ウサケが自然界に逃げ出した場合に想定される遺伝

的撹乱や、生態系への影響は少ないことが想定され

た。また、交雑が起きた場合には、それらを判別す

る適切な手法を明らかにできた。

オ今後の課題

今回の研究に用いたタイセイヨウサケは、日本で

継代繁殖させている群であり、遺伝的多様性に欠け

ている可能性が考えられる。そのため、異なる系群

を用いた比較試験を行う必要がある。今回の競合性

試験では、非 GMタイセイヨウサケを用い、ほぼ

同一サイズの条件で比較したが、今後は GMタイ

セイヨウサケの特性を反映させた条件で実験を行う

必要がある。今回の競合性試験は、限られた狭い環

境において行ったものであるため、より自然に近い

環境を設定して比較する必要がある。

力要約

GMタイセイヨウサケが日本で産業利用を目的に

第一種申請されることを想定し、安全性を担保した

生物多様性影響評価マニュアルを作成することを目

標として、タイセイヨウサケと在来サケ科魚類聞の

交雑性と競合性を調べ、基礎的知見を得た。

タイセイヨウサケと在来サケ科魚類間では自然交

配が起こり難いが、人為交配させると生存率は低い

ながらも雑種が生まれる可能性を確かめた。

交雑の有無を判別するためには、形態形質の比較

とSINEを用いた PCR法による遺伝的解析手法が

有効であることを明らかにした。また、解析に必要

な適切なプライマーを特定した。

タイセイヨウサケと在来サケ科魚類を同一水槽で

飼育し、成長量、摂餌行動、攻撃性を調べた結果、

何れの項目においても在来サケ科魚類の能力はタイ

セイヨウサケと同等以上であると考えられた。
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研究担当者（伴真俊＼名古屋博之、佐藤俊平、

八重樫博文、市村正樹、佐藤信洋）

(21) 大西洋サケの生態特性と遺伝子組換え大西

洋サケの情報収集

ア研究目的

1990年代中頃から、アメリカでは大西洋サケに

マスノスケの成長ホルモン cDNAを導入して、低

温飼育下でも成長が促進される遺伝子組換え（GM)

大西洋サケを食品として使用できるように FDAに

申請中であった。しかし、 FDAは食品として GM

動物を扱わずに、動物医薬品として扱っていたの

で、食品として許可されることはなかった。しかし、

2009年9月に GM動物を食品として利用すること

へのパブリックコメントを求める発表を行い、 2010

年 1月に利用するためのガイダンスを発表した。今

後はこのガイダンスに従い、 GM大西洋サケも食品

として認可される可能性が出てきたD そこで、大西

洋サケの生態特性を調べ、日本へ導入された時の環

境への影響評価を行うと共に、 GM大西洋サケの開

発状況について情報の収集を行う。

イ研究方法

（ア）大西洋サケの生態について文献で調査する。

大西洋サケの生態について記述された文献を調査

する。

（イ） GM大西洋サケについて情報の収集を行う。

a GM大西洋サケに関する文献を収集し、 GM

大西洋サケの生理・生態について調査する。

b インターネットで GM大西洋サケを販売し

ようとしている AquaBountyTechnologiesネ土の

ホームページを調べ、計画の進捗状況及びGM大

西洋サケに関する情報を調査する。

ウ研究結果

（ア）大西洋サケの生態について

大西洋サケはサケ科のっちの一種で、ブラウント

ラウトに最も近い。本来の分布域は北大西洋に面す

る沿岸流域で北米側ではハドソン河（北緯 41度）

から北の大西洋沿岸に沿う河川および海域でフレー

ザーJII （北緯 56度40分）に至るまで生息していた。

それより北の一部にも個体群が存在していた。ヨー

ロッパ側では南はポルトガルのドゥロ川（北緯41

度）からアイスランド（北緯 66度）、パレンツ海お

よびカラ海（北緯70度、東経83度）に分布してい

たが、現在ではフランス、スペイン、ポルトガルの

川では絶滅しているか、非常に衰弱している。ま

た、エルベ川、ライン川およびパルチック海に注ぐ

川ではもはや生息していない（MacCrimmonand 

Gots. 1l）。天然魚、の生息水温は 2～9℃とされてい

る（Sedgwick2l）。成熟年齢（雌は 3歳以降）に達

した魚は、春季あるいは秋季に母川へ遡上して 10

～11月に産卵する。成熟魚、のなかには複数年にEっ

て産卵する個体もいる（Scottand Crossman 3l）。

本種は通常2～4年の河川生活を送った後、スモル

ト化して海に降りるが（Hansenand Quinn 4l）、一

生を淡水で過ごす群もいる（Berg5l）。幼稚魚、は体

側に 8～ 11個のパーマークと赤点を有するが、ス

モルト化すると体色が銀色になりパーマークは消え

る。

（イ）日本における大西洋サケの飼育例について

1980年にソ連ポリシャヤ川産の発眼卵を 83年ま

で毎年、青森県に導入し、飼育試験を行った（丸山 6)'

青森県 7))0 青森県における飼育結果は以下の通り

である D

導入した発眼卵のふ化状況はふ化率 93.67%で、

最初のl年目生存は約10%に低下した。その原因は、

餌付けが難しいこと、疾病が発生したことがあげら

れる。また、成長は 0.2～0.3gの個体が l年たっ

ても 3g前後で他の養殖魚、に比べたると極端に悪い。

l年目～2年目、 2年目～3年目の生存率、成長は
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ふ化から 1年間の生存率に比べ、悪くなかった。再

生産は 3歳魚以降の雌雄で成熟を確認し、雌の平均

体重が625g、雄の平均体重が542gであった。ま

た産卵期は 10月中旬～下旬（青森県で）で湧水（水

温 11～ 12℃）では親魚の成熟と卵の発生に悪影

響を与えた。一方、河川水（水温7℃前後）での

飼育は良好であった。

（ウ） GM大西洋サケに関する文献

成長ホルモン遺伝子を導入した GM大西洋サケ

を用いて成長、生理・生態を調べた報告はいくつか

ある。以下、主要な結果について紹介する。

a 全て魚類由来の成長ホルモン遺伝子構築物の

使用による GM大西洋サケの成長促進（Duet al 8l) 

マスノスケの成長ホルモン cDNAクローンと連

結したゲンゲの不凍タンパク質遺伝子（AFP）プ

ロモーターを使用し、「全魚類」成長ホルモンキメ

ラ遺伝子構築物を大西洋サケの受精卵にマイクロ

インジェクションし、 GM大西洋サケを作出した。

GM大西洋サケの多くは成長速度が劇的に向上し

た。 l歳時点において、 GM大西洋サケは平均して

2～6倍の成長を遂げ、 GM大西洋サケの最大のも

のは平均的な非組換えの非組換え大西洋サケの 13

倍の大きさに達した。

b 成長ホルモン遺伝子導入大西洋サケにおける

呼吸代謝および遊泳能力（Stevenset al 9l) 

GM大西洋サケの酸素消費量は、同程度の大きさ

を有する非組換え大西洋サケと比較して通常の養殖

環境、また強制遊泳時に高いことを示した。通常の

養殖環境においては、 GM大西洋サケと非組換え大

西洋サケの両方とも、酸素消費量について日内周期

を示した。しかし、 GM大西洋サケの酸素消費量は

一日のどの時点においても非組換え大西洋サケの

1.7倍に達した。遊泳トンネル内では、 GM大西洋

サケの酸素消費量は遊泳速度にかかわらず非遺伝子

組換え大西洋サケの 1.6惜であった。

c 成長ホルモン遺伝子導入大西洋サケにおける

スモルト発達（Sauderset al iol) 

当初から高水温 (16℃）で飼育し、水温と照光時

間を様々に変えることで、 GM大西洋サケは 6月に

はスモルトサイズ (16cm）に近づいた。非組換え

大西洋サケは lOcmに達していなかった。大部分の

GM大西洋サケは 6月に塩分濃度 3.5児。の海水に直

接放流後96時間以上生存した。一方、非組換え太

平洋サケの生存時間は 24時間以下であった。 GM

大西洋サケは海水中で4か月にわたり生存し、順調

に生育した。定常光（LD: 24）を照射した別の実

験では、非組換え大西洋サケでは正常なスモルト発

達が阻害されたが、 GM大西洋サケではスモルトの

発育が阻害されたりスモルト後の発育や海水での飼

育に悪影響が生じたりすることはなかった。実験の

種類にかかわらず、 GM大西洋サケは生後6カ月で

スモルトが終わり、海水中で十分に生存・成長する

ことが結論付けられた。 GM大西洋サケは至適な成

長を示す温度と照光時間で飼育できるが、非組換え

大西洋サケはそのような条件では正常なスモルト発

達とスモルト後の行動を抑制することが明らかに

なった。

d 成長促進 GM大西洋サケの捕食行動および

捕食者に対する行動（Abrahamsand Suttelin 11l) 

大きさを合わせた GM大西洋サケおよび非組換

え大西洋サケに対し、大西洋サケが安全に餌を確保

できる場所と捕食者のいる場所で、実験を行った。最

初の実験ではプラスチックガラスの仕切の裏に捕食

者を追いやり（死のリスクはない）、 2回目の試験

では大西洋サケに対し、捕食者と同じ仕切りの中で

摂餌しなければならないようにした（明らかな死の

リスクがある）。これらの実験中、 GM大西洋サケ

は非組換え大西洋サケと比べて摂餌速度がおよそ 5

倍速く、また動く速度が非組換え大西洋サケと比べ

約 2倍であった。 GM大西洋サケは捕食者のいる中

で摂餌に費やす時間が有意に長く、またその場所で

消費する食物の量も明らかに多かった。実際に捕食

される危険がある場合、非組換え大西洋サケはほと

んどの場合危険な場所を回避した。 GM大西洋サケ

は危険な場所でもより控えめではあったが摂餌活動

を続けたD これらのデータは、遺伝子組換えにより

成長を促進した場合、摂餌活動中に大西洋サケが自

ら受けるリスクが高まることを示している。

e 成長ホルモン遺伝子導入大西洋サケにおける

消化管の形態（Stevenset al 12)) 

組織の採取時、 GM大西洋サケは非組換え大西洋

サケと比較して 1.6倍早く成長していた。 GM大西

洋サケには非組換え大西洋サケのものよりも長い腸

の折り目が数多く見られた。そのため、 GM大西洋

サケは前小腸（非組換え大西洋サケと比べて表面積

1.5倍）および幽門垂（非組換え体西洋サケと比べ
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て表面積 1.2倍）の両方で、消化管の表面積はより

大きかった。ほとんどの場合、 GM大西洋サケの腸

および幽門垂は形態学的に非組換え大西洋サケと比

較して大きいという特徴が見られた。特に、前小腸

の表面積は成長速度の違いと一致していた。

f 成長ホルモン遺伝子導入大西洋サケにおける

鰐の形態（Stevensand Suttelin 13)) 

成長促進 GM大西洋サケの呼吸器系の形態学的

特徴として、多くの場合同様のサイズの非組換え大

西洋サケと比べて大きいことが挙げられる。偲の組

織を採取した時点で、 GM大西洋サケは非組換大西

洋サケと比べて成長速度が2.1倍早く、酸素消費速

度が約 1.6倍高かった。本研究では、 GM大西洋サ

ケにおける呼吸に利用可能な偲の表面積は非組換え

大西洋サケと比べて約 1.24倍であり、酸素消費速

度の 1.6倍には及ばないことを示した。偲の呼吸面

積が増加するのは、主に各偲の繊維が比較的均一に

増加するためである。

g 成長促進遺伝子組換え大西洋サケの成長速

度、体組成、餌料消化及び餌料効率（Cooket al 

GM大西洋サケの成長速度、餌料の消化能力、餌

料の転換効率、体組成について、スモルト前の 8～

55gの成長段階で非組換え大西洋サケとの間で比

較した。成長促進 GM大西洋サケは、実験期間中、

非組換え大西洋サケと比較し成長速度が2.62惜か

ら2.85倍に達した。当該体重期間における GM大

西洋サケの一日の食物消費量は、非組換え大西洋サ

ケと比較して 2.14倍から 2.62倍に達した。遺伝子

導入によってもタンパク質およびエネルギーの吸収

範囲には影響は生じず、同程度の体重で測定した消

化率係数は GM大西洋サケではそれぞれ88%およ

び81%、非組換え大西洋サケではそれぞれ90%、

84%であった。しかし、総飼料転換効率につい

てGM大西洋サケは非組換え大西洋サケと比較し

10%の改善が見られた。 GM大西洋サケの体内のタ

ンパク質、乾燥重量、灰分、脂質、エネルギーは非

組換え大西洋サケと比べて有意に少なく、一方水分

は有意に多かった。

h スモルト前の成長促進遺伝子導入大西洋サケ

の代謝速度（Cooket al 15)) 

GM大西洋サケの代謝速度をスモルト前の体重8

～ 55gの段階で調べた。摂餌による熱量増加も含め

たGM大西洋サケの定常酸素消費速度（mg02／時）

は、非組換え大西洋サケと比べて 1.54～ 1.70倍に

達した。しかし、摂餌開始からスモルトサイズに達

するまでの期間全体でみると、 GM大西洋サケはス

モルトサイズに達するまでに、非組換え大西洋サケ

と比べて酸素の実際の総消費量は 42%少なかった。

24時間の飢餓状態においては、 GM大西洋サケの

同条件における酸素消費速度は非組換え大西洋サケ

と比べて 1.58～ 2.30倍高かった。このような成長

促進された魚類の活発な代謝を支えるために短時間

でより多くの水あるいは酸素が必要になるという新

たなデメリットはあるものの、スモルトの生産に必

要な時間の短縮という利益を考えれば妥当なものと

思われる。

i 大西洋サケの成長ホルモン導入遺伝子のプロ

モーター解析（Butlerand Fletcher 16)) 

成長ホルモン GM大西洋サケの系統を作出する

ためにゲンゲの op5a不凍タンパク質遺伝子プロ

モーターが使用され、成長速度は大幅に速まった。

この遺伝子組換え大西洋サケのゲノムに組込まれた

成長ホルモン導入遺伝子について調べた結果、 2115

bpプロモーターのうち最初の 1579bpが削除され、

成長ホルモンのコード化領域の下流側に転写された

ことが示され、切断されたプロモーターが成長ホル

モン導入遺伝子を発現させる能力および転写された

5‘プロモーター領域の潜在的影響について問題を

投げかけた。本研究では、 11のプロモーター構築

体をルシフエラーゼレポーター遺伝子に結合し、そ

れぞれ21℃および37℃で培養したサケおよびヒト

の細胞株に移入した後、その転写能力について調べ

た。構築物の発現は 266bp未満の構築物を除く全

ての細胞株で同様であった。研究結果から、プロモー

ター内の複数部位に遺伝子発現の調節を可能にする

正および負の調節領域があることが示された。プロ

モーターから最初の 1579bpを除去すると、完全な

長さのプロモーターが示すルシフエラーゼ発現が

70%失われ、一方ルシフエラーゼレポーター遺伝子

の下流に削除された 5‘プロモーター配列を連結さ

せてもその損失の約 10%が回復するにすぎなかっ

た。この結果は、導入遺伝子の加vivo発現は、転

写された 5‘プロモーター領域と連結する切断され

たプロモーター内の構成要素により生じることを示

唆した。
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（エ） FDAにおける審査状況

FDAは2010年9月19日～ 21日にかけて公開で

AquaBounty Technologies社が開発し、食品とし

て申請している AquAdvantageSalmon (AAS) （成

長ホルモン遺伝子を導入した GM大西洋サケ）に

関する科学諮問委員会と AquAdvantageSalmon由

来の食品のラベル表示に関する公聴会を開催した。

また、 11月22日まで文章による意見を提出するこ

とが可能であった。

この会議において、全てではないが、 FDAが

GM大西洋サケに関して開発会社にどのような資料

を請求していたか不明であった項目が明らかになっ

た。

a FDAはGM動物をどのように評価するの

か？

第一に、 FDAは構築物がどのように作られたか、

またそれが、その魚を食べる人聞や動物に非健康的

な害の危険をもたらす可能性のあるウイルスや他の

有機物からの DNAを含んでいないかどうかに関す

るデータと情報を調査する。 GFI187（遺伝性組換

えDNA構成体を含む遺伝子操作動物についての規

制l：産業界向けガイダンス）はこの分析を「構築物

の分子特性評価」と呼んでいる。

第二に、 FDAは開発会杜が提出した研究を評価

し、組換え DNA構築物が動物に組み込まれたとき

に何が起こるか、また数世代にわたってその構築物

がどのように振る舞うかについて、 GFI187が「GM

動物系統の分子特性評価」と呼んでいる評価法で調

べる。

第三に、 FDAはGFI187が「表現型特性評価」

と呼ぶ評価法を実施して、組換え DNA構築物が

GM動物として作られた系統にとって安全かどうか

を判断する。 FDAは実際の GM動物を数世代にわ

たって特性評価した調査結果を検討することによっ

てそれを遂行する。

第四に、 FDAはGFI187が「耐久性評価」と呼

んでいるものを実施する。これは将来生産される

GM動物が、事前承認検討の一環として FDAが評

価している当該の GM動物と同等であることを確

実にするために開発会社が同意する計画書を検討す

るものである。

第五に、 GM動物が食品の材料として用いられる

場合、 FDAは当該の GMを食べても安全かどうか

を評価する。この評価は組換え DNA構築物と動物

の健康を調査した申請書の一部として収集された情

報に依拠する。

第六に、 FDAは提出された GM動物を育てる条

件と関連する環境評価を審査する。承認プロセスの

一環として当局は「国家環境政策法（NEPA）」の

要件を満たす必要がある。 NEPAはすべての連邦

機関がある一定の行為（この場合には GM動物の

承認）が環境に影響を及ぼすかどうかを評価するこ

とを義務づけている。

最後の第七段階では、開発会社は GM動物に対

する申し立てを裏付けるために書類を提出する。（医

薬品に定められている従来の項目ではこれは「有効

性」とされている）。成長を速める目的で作られた

動物については、 FDAは、その GM動物が従来の

対応物よりも速く一定の大きさや体重に実際に到達

するかどうかを示すデータを評価する必要がある。

以上述べた 7項目について開発会社資料を請求し

＋食言すを行った。

b AquAdvantage Salmonの製品定義

開発会社が明らかにしている GM大西洋サケの

定義は次のようなものである。

“E0-1α系列のα遺伝子座に安定に取り込まれたα

型opAFP-GHc2遺伝子構築体の単一コピーを持つ

三倍体の大西洋サケ（学名： SalmoSalar）のこと

で、物理的に封じ込められた生産施設における三倍

体・半接合・全雌魚、養殖のための発眼卵として生産

され、その個体群は、現在の養殖法における水温度

特性／飽食給餌により、給餌開始から 2700度目以

内に平均体重が lOOgにまで成長し、さらにその殆

どが lOOgを上回る。”

本生産物は、商用・食用大西洋サケの陸上養殖

向きである。今屈の評価において、 AquAdvantage

Salmonの持つ潜在的環境リスクは、以下に示す特

定の生産／利用環境において検証された。

①カナダのプリンスエドワード島（PEI)にて発眼

卵生産

②発眼卵をパナマへ出荷

③パナマ高地にて養殖

④パナマにて加工

⑤加工済みの魚をアメリカ合衆国に出荷

したがって、使用条件もしくは生産・養殖場所の

変更があった場合、別途環境評価を必要とする。さ
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らに、かかる変更が承認決定後に行われた場合、補

足の新動物薬申請（NADA）を出願する必要性が

生じる可能性が高い。

工考察

世界におけるサケの養殖は 2005年の統計で約

1956トンあり、養殖生産物が天然の漁獲量を上回っ

ている状態である。その中でも大西洋サケの養殖生

産量はノルウェーやチリを中心に 1235トン（63%)

を占めている。前述したとおり、日本における大西

洋サケの飼育例は日ソ漁業協力協定下で行われた種

百交換事業でソ連から送られ、青森県で養殖試験が

行われた。青森県は湧水を用いて試験を行ったが、

湧水を用いたため水温が 12℃と一定で、再生産試

験の結果が良くなかった。河川水を使用すると、冬

期7℃以下になるので、成熟、産卵等に問題は無かっ

たことを報告している。青森県では成長に関する比

較を湧水と河川水で、行って、湧水の方がよいことを

観察しているが、生存性に関する比較はない。した

がって、夏期、日本の河川水における飼育試験結果

がない。一般に日本の河川の夏期水温は上鼻するの

で、夏期期間の水温における飼育データが不足して

いる。その後、日本では大西洋サケを養殖する団体

等は現れず、一部の大学、展示施設で飼育が行われ

ているのみである。

GM大西洋サ ケ を 開 発 し た AquaBounty

Technologies社は 1994年からずっと食品として

GM大西洋サケを出荷できるように FDAに求め続

けてきたが、 FDAは食品としてでなく、動物医薬

品として扱ったため、今まで暖昧な状況におかれて

きた。それが2009年 l月に公表された GM動物の

取り扱いを定めた産業界向けのガイダンスに始めて

禽品を想定した GM動物についての取り扱いが載

り、今回開催された公開科学諮問委員会につながっ

たと思われる。

今回の申請のポイントとして、 GM大西洋サケの

定義として、成長がよいことだけでなく、養殖場所

等も定義にはいっていることから、飼育条件・飼育

場所が異なってくると、あらたに申請をし直さなけ

ればならず、このことがすぐに他の地域で GM大

西洋サケが養殖されるわけでは無いという根拠に

なっている。

GM大西洋サケを用いた論文を調べる限り、確か

に成長は良いものの、その稚魚期に食欲に関する貧

欲さのため、捕食者が存在する場合でも摂餌行動を

示し、生存率が低いことを予想させるデータはある

ものの、 3倍体化処理が 100%成功するわけでは無

いことを開発会社も認めていることから、飼育条件

に関してはより一層の厳しい条件が求められる。

オ今後の課題

FDAは今回 AquaBountyTechnologies杜の提出

した資料に、特に問題は無いと判断しており 11月

22日までパブリックコメントを求める期間も終了

したことから、近々申請に対する判断が下されると

思われる。申請が認可された場合でも、日本で GM

大西洋サケが養殖されることは考えられないが、製

品として輸入されることは十分考えられる。今後は

アメリカにおける GM大西洋サケの表示などに関

する情報を調べると共に、非意図的に混入した場合

の検査体制の確立等が求められる。

力要 約

2009年 l月に公表された GM動物の取り扱いに

関する産業界向けガイダンスによって AquaBounty

Technologies社は不凍タンパクプロモーターの下

流に成長ホルモン cDNAをつなげた配列を大西

洋サケに導入した GM大西洋サケを食品として出

荷できるように FDAに申請した。 FDAはこの申

請に対し、 2010年9月に公開の科学諮問委員会と

この GM大西洋サケの表示に関する公聴会を開催

した。 FDAはこの会議に提出された資料の中で、

GM大西洋サケに関して、特に問題は無いと判断し

ており、同年 11月までパブリックコメントを求め

る期間を設け、これらの意見を元に最終判断をする

状況になっている。
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研究担当者（名古屋博之ぺ岡本裕之、正岡哲治、

荒木和男、佐藤俊平）

(22) 大西洋サケの本州在来種との競合性の解明

ア研究目的

米国とカナダに拠点を持つ AquaBounty 

Technologies杜は、 Oceanport（ゲンゲ科）の抗凍

結蛋白遺伝子プロモーターとマスノスケの成長ホル

モン cDNA遺伝子を組み合わせて導入した、高成

長の遺伝子組換え大西洋サケ（Duetet al u）を米

国で市販化するために、 1996年から FDAに申請し

ている。 FDAが2009年1月に遺伝子組換え動物の

産業利用に関する行政指導（ガイダンス）を公表し、

それに則り 2010年9月から FDAにおいて遺伝子

組換え大西洋サケの申請と表示に関する公聴会が開

催され、 2か月間にわたってパブリックコメントが

求められた。これらのことから、米国で遺伝子組換

え大西洋サケが市販される可能性が高まって来た。

もし、アメリカが市販化に向かえば日本に輸入され

ることも十分考えられる。日本に輸入される場合、

輸送や生産コストのことを考えると発眼卵で輸入さ

れ、国内で養殖された後に出荷されることが考えら

れる。そのため、国内における安全性を担保した市

販化に向けて、早急に在来種に対する生物多様性影

響評価をするための手法の開発や評価マニュアルを

作成する必要がある。そこで、本研究課題では、遺

伝子組換え大西洋サケが本州の養殖場で飼育され、

自然河川等へ逃亡することを想定し、本州、沖部の気

候における大西洋サケの生育特性と、本州に生息す

る在来サケ科魚類との競合試験について知見を蓄積

することを目標に研究を行った。得られた情報は、

関係機関が利用できる生物情報や実験マニュアルと

してまとめることを目的とした。
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イ研究方法

（ア）競合試験を行う在来種の選定

日本の本州では、多くの種類のサケ科魚類が生息

している。大西洋サケが 10℃以下の冷水を好むこ

とから（Metcalfeet al zJ）、本州では水温が低い河

川上流の清流域の水を利用して養殖される可能性が

ある。本弁｜の河川上流の清流域に生息する固有のサ

ケ科魚類にはアマゴ（サツキマス）やピワマス、ヤ

マメ、イワナ等があげられる。これらのサケ科魚類

から競合試験に使用する魚種を選ぶ必要がある。

（イ）飼育方法

大西洋サケの稚魚 400尾を北海道大学七飯淡水魚

実験所から提供頂いた。また、ピワマスは琵琶湖博

物館水族科学部より 200匹を提供頂いた。アマゴの

稚魚は三重県津市の坂本小屋より購入した。これら

のサケ科魚類の繁殖時期が違うため、春から夏にか

けては稚魚のサイズには大きな聞きがある（アマゴ、

ビワマスは10月繁殖、大西洋サケは12月初旬繁殖）。

そこで、養殖研究所の玉城庁舎の飼育施設でエサの

量と水温を調節して約 6か月飼育することによって

3種の体サイズをほぼ同じ大きさに揃え、競合試験

に使用した。エサにはサケ科魚類用のベレットを使

用し、稚魚の大きさに合わせて N.olから N.o4のも

のを与えた。また、屋内で飼育した大西洋サケを屋

外の飼育池に移し、大西洋サケの産卵時期に卵と精

子を採取して人工授精を行い、発生様式を調べた。

（ウ）競合試験

サケ科魚類の屋内水槽で競合試験を行う場合、長

さ2～ 4m、巾 30～ 50cm、深さ 25～ 35cmの大き

さのものが使われる場合が多い。そこで、我々は

Volpeら（Volpe!et al 3l）の論文を参考に、前面

が透明で他の面が白色の長さ 2m、巾 50cm、深さ

30cmの水槽を大西洋サケ用、混合飼育用、競合性

を見るサケ科魚類用の言十3個を特注し、底に砂をひ

いて実験に使用した。実際の競合性はエサの採取し

やすい場所の占有率と成長差によって調べたD

すなわち、全面透明のアクリル水槽の前面にテー

プを張り、水槽を 24個（上下 3、左右 8）のブロッ

クに区分けし、定期的に写真撮影して、飼育魚の位

置を確認する方法を検討した。この方法では、先

ず l種のみで 10尾の魚を飼育した場合の各ブロッ

クに位置する個体数を一定間隔の写真撮影により計

測し、多くの個体が位置するブロックや個体数が少

ないブロックを把握する。次に、半数を入れ換えて

5尾ずつになるように 2種で混合飼育した場合の各

ブロックに位置する個体数を一定間隔の写真撮影に

より計測し、これらの位置パターンを比較して競合

性について評価した。また、写真撮影から行動につ

いても調査した。与える餌の量を調節して競合が起

こりやすい環境を作り出した。実験開始時には体長

lOcm前後、体重 15g前後の大西洋サケ、アマゴ、

ピワマスを使用し、約 6か月間の観察を行った。

また、屋内で競合試験をした大西洋サケやアマ

ゴが成長して 200gを超えてからは、屋外の巾 lm、

長さ 3m、深さ 90cmの飼育池で飼育を続け、競合

性による成長への影響を 1か月毎に体重測定を行っ

て推定した。

ウ研究結果

（ア）競合種の選定

遺伝子組換え大西洋サケが本州で養殖される場

合、 10℃前後の冷水を好むことから本州の河川の上

流の清流域の淡水を利用して養殖されると考えられ

る。この様な清流域に生息する魚種は少なく、その

多くはサケ科魚類である。本州に生息するサケ科魚

類の内ヤマメやサクラマスは北海道にも生息するこ

とから、本州特有の在来サケ科魚類であるアマゴと

ピワマスを競合試験に使用することにした。

（イ）人工授精

養殖研究所の飼育用外池で飼育することによって

大西洋サケを成熟させ、 2年間にわたって 12月初

旬に採卵を行い、人工授精を行った。しかし、全て

の受精卵は騨化前に死滅した。以上のことから、三

重県中部の外池でごく普通の飼育をしても、次世代

を得るためには飼育上の工夫をする必要があると考

えられた。しかし、雄は正常に成熟するため、逃亡

した時に河川に生息する在来のサケ科魚類との交雑

の可能性も考えられた。

（ウ）競合試験

サケ科魚類の種内及び種間競合では体の大きさが

重要で、体の大きい個体がポス化して他の個体を攻

撃するなど優位な状況になりやすい。そのため、体

の大きさを揃えて競合試験を行う必要がある。しか

し、大西洋サケとアマゴ、ピワマス繁殖期が異なる

ために成長差が出てしまう。そこで、飼育密度や l

日に与えるエサの量、水温などを調節することに
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大西洋サケ

アマゴ

ビワマス

図11122-1 競合性試験に使用した大西洋サケ、アマ

ゴ、ピワマスの仔魚

よって、競合試験に使用できる様に 3種の体の大き

さを lOcm前後に揃え競合試験に用いることに成功

した（図 11122-1）。

そこで、これらの魚を使用して競合性試験を開始

した。魚類の競合性試験についての論文の殆どの

ものがサケ科魚類の競合性についての論文である

(Blanvhet et al. 4））。サケ科魚類の競合性試験には、

大きく分けて人工的な室内飼育水槽を用いて行う試

験とより自然環境に近い環境で行う試験に大別され

る。実際に第一種使用の申請者が競合性試験を行う

場合、屋外での飼育試験や競合試験を行うことは安

全面や設備などの面から難しいと考えられることか

ら、ここでは室内での競合性試験を考えた。

生態学の知識が無くてもデータを取って解析でき

る手法として、エサを取りやすい水槽中央の空間占

有率や攻撃されやすい個体が水槽の端に身を寄せる

確率を見る方法を考えた。すなわち、図 11122-2に

示すように水槽の前面にテーフ。を張って区画化して

一定時間毎に写真を撮影して、どの魚がどの領域に

いる確率が高いかを集計することによって干渉競合

を調べた。

大西洋サケを単独飼育した場合には、成長に個体

差はあるものの水槽全体にわたって分布することか

ら、それほど強い種内競合を示さないと考えられた

（表 11122-1、図 11122-4）。

一方、アマゴを単独で飼育した場合には、 l尾の

ボスのアマゴが水槽の中間層を行き来して他のアマ

定期的に写真撮影して飼育魚の位置を確認

図11122・2 合飼育による種間競合を調査する実験手

法

大西洋サケとアマゴの競合試験の様子

量
攻撃を受けた大西洋サケ

図11122-3 大西洋サケとアマゴの競合試験の様子と

アマゴから攻撃を受けた大西洋サケ

ゴが端に追いやられ、飼育開始時に個体間の体重を

揃えたにもかかわらず大きな成長差が生ずる様に

なる。このことから、アマゴは非常に強い種内競

合を示すサケ科魚類と考えられる（表 11122-1、図

11122-4）。

ほぼ同じ成長を示す時期に弱い種内競合を示す大

西洋サケと強い種内競合を示すアマゴを混合飼育し

た場合、大西洋サケはアマゴから攻撃を受けるため、

成長が著しく押さえられるだけでなく、空間支配に

おいても大西洋サケは水槽の端に追いやられる傾向

を示す（図 11122-3、4、表 11122-1)。この様に、大

西洋サケとアマゴの成長がほぼ同じ時期には、大西

洋サケはアマゴから非常に強い干渉を受けることに

なる。しかし、大西洋サケの成長が早くなる春から

夏にかけて大西洋サケの体サイズがアマゴより大き

くなり始めると、アマゴから種間競合を受けること

が少なくなる。大西洋サケの平均体重がアマゴを上



表 11122・1 アマゴと大西洋サケの空間支配率による競合性の検討

アマゴの種肉競合
アマコ

ア206 ア34 ア36 769 ア47 ア55 ア10 アZ

ア156 745 ア36 727 ア25 ア17 ア10 71 

ア482 ア14 ア11 ア17 ア10 ア10 ァ64 ア46

大西洋サケの種肉競合
大西洋サケ

酉ザ2 酉ザ4 酉サ21 酉サ20 酉ザ2

菌サ41 酉サ，引 酉サ54 酉サ，91 菌サ263 酋サ224 酉ザ77 酉サ20

酉サ59 酉サ，38 酉ザ，21 酉サ230 菌サ176 酉ザ’59 酉ザ186 酉サ221

アマゴ×大西洋サケの種間競合
アマゴX大西洋サケ
完~寸ァ2 西桝 I 74 酉拘 ｜ア3 ｜ア13酉引 ｜河酉引 ｜ 酉引 ｜円。
ア担 酉切1 Iア目 冨サ15I 7引酉判 ｜ア四 百世｜ア22 ｜円3酉引 ｜ア12 酉引 ｜ア12酉拘
ア田1酉拘引｜ア10酉サ58I 71 西サ16I 76 酉恨｜四 百判｜円 酉制｜ア1 酉サ10Iァ33酉サ拘0
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図11122-4 大西洋サケ、アマゴを単独飼育した場合

及び混合飼育した場合の両種の体重変動

回ると大西洋サケが次第に水槽中央部を支配しアマ

ゴよりも優位になるが、アマゴを攻撃する ことはな

かった（図 11122-5）。また、 大西洋サケと混合飼育

することによって、アマゴの種内競合も弱くなりア

マゴ単独で飼育した場合よりも、混合飼育したアマ

ゴの成長が早くなる現象が見られた。

ピワマスについても同様の競合試験を行い、ピワ

マスはアマゴよりも強い種内競合を示し、成長速度

が同じ時期に大西洋サケと混合飼育を行うと、大西

洋サケはピワマスから非常に強い種間競合を受けて

著しく成長が抑制されることが分かつた（表 11122-

2、図 11122-6）。しかし、大西洋サケの成長速度が速

くなる 4月～8月にかけて競合試験を行うと大西洋

サケはピワマスから攻撃されることなく、ピワマス

の種内競合も押さえられ、平均的に成長する現象が

大西洋サケが高成長時の大西洋サケとアマゴの混合飼
育時の空間支配
アマゴX大百三草サケ
7'.< II制[7'凪計局 ｜ア町田制。 ｜ア胤酎綱｜ア叫圃引舗 17''7....... I 7'24.11柑 17'且酎即
7.17，爾引 ｜ア血筒・....｜円11.首相22 I，.，，，.筒ザ・.mIア且首....17'.48.冒引S17'.48.箇ザ且！？且凋・tn
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大西洋サケの体重変動 アマゴの体重変動

図11122・5 高成長時の大西洋サケとアマゴを混合飼

育した場合の空間分布 （上図）と両種の体

重変動 （下図）

見られた。

工考察

遺伝子組換え大西洋サケが本州、｜で養殖されること

を想定し、本州固有のサケ科魚類で、あるアマゴと

ピワマスとの競合試験を行ったO 魚類の競合試験

の論文の殆どがサケ科魚類に関する物であり、競

合性を解析するために様々な方法が試されている

(Blanvhet et al 4l, Kennedy et al 5l）。我々は、第

一種申請者が生態学や行動学の専門家でなくても簡

単に干渉型競合が解析出来る手法として、 空間占有

率による競合試験並びに成長への影響の観察による

競合試験を行うことに した。その結果、大西洋サケ

と本州の在来固有種のアマゴやビワマスとの間で

非常に分かりやすい競合性を観察することが出来
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表 11122・2 大西洋サケとピワマスの空間支配率による競合試験

大西洋サケ単独飼育

2 4 21 20 

41 151 54 191 263 20 

59 13日 121 230 176 1ss I 1as I 221 
官『 ’「 官『 官「

ビワマス単独飼育

1122 37 5 6 7 2 43 

1609 173 87 70 55 31 21 5 

749 125 40 17 23 19 15 10 

官「

大西洋サケとビワマスの競合試験

286 492 59 10 148 3 74 2 114 2 102 5 33 32 28 96 

273 435 193 36 38 15 27 7 74 3 55 4 110 13 82 95 

278 403 64 30 10 39 22 130 22 17 26 6 24 102 88 260 

咽『官「 咽「

単独飼育した場合

・5月

•on 
Eヲ時・，，
・9川

／盆ユよ7一一一一－ "'" 
暗闇畠坦肋：：；

大西洋サケの成長 一一I:ヲマズ百歳裏

I j毘合飼育して競合試験を行った場合｜

大西洋サケの成長

・.，，
・6絢
・7肉・8伺
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γトレ！

ワマスの成長

図 11122-6 大西洋サケとピワマスの単独飼育時と混合飼育時の体重変動

た。すなわち、大西洋サケは弱い種内競合しか示さ

ず、大西洋サケの方が成長の早い時期でも積極的に

アマゴやビワマスを攻撃することはなかった。興味

深いことに成長の早い時期の大西洋サケと混合飼育

することによって、アマゴやピワマスの種内競合も

弱くなった。一方、アマゴやピワマスは強い種内競

合を示し、成長速度が同じ時期に大西洋サケと混合

飼育すると大西洋サケが一方的に攻撃を受け、図

11122-1下の写真の様にヒ レが著しく損傷する。こ

の様に人工飼育環境下においては大西洋サケそのも

のが本州固有の在来種にとって驚異とはならないと

考えられた。

オ今後の課題

本研究では、屋内の限られた大きさの飼育層を

イ吏って競合試験を行っているため、今後は自然環境

に近い条件においても同様の接餌競合や干渉型競合

が見られる様にする必要がある。また、実際に市販

化が考えられている遺伝子組換え大西洋サケは 3倍

体として出荷されるため、 3倍体においても 同様の

競合性が見られるか検証する必要がある。また、繁

殖特性についても調べる必要がある。

力 要 約

空間占有率並びに成長速度の比較から大西洋サケ



と本州固有の在来サケ科魚類であるアマゴ及びピワ

マスとの競合性を調べた。その結果、大西洋サケは

弱い種内競合を示すのに対して、アマゴやピワマス

は強い種内競合を示した。大西洋サケとアマゴやピ

ワマスと混合した場合には、飼育開始持には大西洋

サケがアマゴやピワマスから攻撃を受け、空間支配

率においても大西洋サケはエサを取るのに不利な水

槽の端に追いやられ、著しく成長が抑制された。し

かし、大西洋サケの成長が著しく早い成長時期に競

合試験を行った場合にはアマゴやピワマスから攻撃

されることがなくなり、アマゴやピワマスの種内競

合が影響を受けて緩和され、どの種も平均的に成長

する傾向が見られる様になった。今後、大西洋サケ

と本州固有の在来サケ科魚類とのの競合性を調べる

には、様々な飼育条件における競合性を見る必要が

ある。
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(23) 外来遺伝子を有する組織片を移植された二

枚貝類に関する知見の集積

ア研究目的

現在、世界で流通している真珠は、ほとんどが養

殖によって生産された物である。このうち、アコヤ

ガイを利用した真珠の養殖は、西日本を中心に行わ

れている。真珠は農林水産分野における主要な輸出

品の lつであり、 800億円規模の生産を誇ってきた。

しかし、貝の弱体化や病気、漁場環境等の悪化等に

よって品質が低下し、外国産真珠との競争もあり生

産額、生産量ともに数分の lまで減少している。こ

のような、国内真珠養殖業界の厳しい状況を打破す

るには高品質の真珠を生産するしかない。このため、

真珠層形成遺伝子を導入した組織片を、真珠核とと

もに生殖巣に移植した遺伝子組換えアコヤガイの研

究を進めてきた。しかし、実用化に向けた本遺伝子

組換えアコヤガイによる真珠生産試験は、アコヤガ

イの生物学的特性から室内での実施が困難であるた

め、野外海域での実施（第一種使用）が必要である。

そこで、本課題では遺伝子組換えアコヤガイの実

用化に不可欠である、生物多様性への影響評価に必

要なアコヤガイの生物情報を収集し、整理する。ま

た、生物多様性への影響評価に関する知見を蓄積す

る。特に、移植組織片の DNAの動態を確認し、移

植した組織片からアコヤガイ生殖巣へ遺伝子が移入

するか検討する。さらに、導入遺伝子の安定性に関

する知見を得るため、実際に遺伝子をアコヤガイに

導入し、導入遺伝子の動態を確認する。また、遺伝

子組換えアコヤガイ後代のモニタリング手法を開発

するため、最終産物である真珠層の結晶構造を確認

し、評価する方法を確立する。これらから得られた

知見や開発した手法は生物情報と実験の資料にまと

め、行政を含む関係者に配布する。

イ研究方法

（ア）アコヤガイの生物情報

文献等からアコヤガイの分類、使用等の歴史、生

理学的及び生態学的特性の情報等を収集し、アコヤ

ガイの生物情報について資料にまとめた。

（イ）移植組織片由来 DNAの母員体内における

-164-



存在確認

供与貝の組織片と、挿核してから 3か月後に、母

貝の真珠袋や生殖巣、閉殻筋、外套膜から DNAと

RNAをそれぞれ抽出した。そして、真珠層形成遺

伝子であり、個体間で塩基配列の多型が報告されて

いる Nl6、Nl9遺伝子（佐俣ら 1），正岡 ・小林 2))

の塩基配列を決定し、供与貝と母貝とで比較した。

また、挿核してから 12か月後に生殖巣、閉殻筋か

らDNAを抽出し、 Nl9遺伝子の塩基配列を決定し

て、供与貝と母貝とで比較した。

（ウ）導入遺伝子の動態確認

緑色蛍光蛋白 （GFP）遺伝子を有するベクター

DNAをコーテイングした金粒子をパーテイクルガ

ンを用いてア コヤガイの外套膜組織片に導入した。

これを真珠核と一緒に母貝となるアコヤガイの生殖

巣内に移植した。母貝は PlAの要件を満たす飼育

室内に設置した水槽で約 2週間飼育した。母貝か

ら生殖巣と真珠袋を摘出し、 DNAを抽出した。こ

れらを鋳型に GFP遺伝子を増幅する PCRを行い、

DNAが増幅されるか確認した。

（エ）真珠層の結晶構造の確認

アコヤガイ等の貝殻真珠層について、走査型電子

顕微鏡 （SEM）観察と X線回折（XRD）分析を利

用して真珠層結晶構造を確認した。

SEM観察では、先ず、歯科用グラインダーで貝

殻を観察用に適した形状に加工した。次に、イオン

スバッター装置を用いて貝殻サンプルに金を蒸着さ

せた。観察は、低倍率（100～300x）にて、真珠

層表面に見られる筋状の構造の確認、中程度の倍率

(1000～3000x）にて、真珠層表面の炭酸カルシウ

ムのあられ石結晶の形態と断面の層状構造の形態の

観察、高倍率（5000～ lOOOOx）にて、 真珠層表面

と断面のあられ石結品の成長状況の観察を行った。

XRD分析では、歯科用グラインダーにより貝殻

を5mm径の真珠層小片に切断し、サンプルとした。

このサンプルの半分をステンレス製のるつぼ中で粉

末化（粒径 lOOμm以下が望ましい）し、粉末X線

回折分析に用いた。また、残り半分のサンプルを歯

科用グラインダーによりできるだけ薄く（厚さ 100

μm以下が望ましい）削ったものを薄膜X線回折

分析に用いた。

そして、実験の手順や結果の評価等を資料にまと

めた。

ウ研究結果

（ア）アコヤガイの生物情報

収集した情報は資料にまとめた。これは、 1.分

類学上の位置付け及び自然環境における分布状況、

2.使用等の歴史及び現状、 3.生理学的及び生態学的

特性の各項目から成る。

（イ）移植組織片由来 DNAの母貝体内における

存在確認

供与貝の組織片と母貝の真珠袋、生殖巣、閉殻

筋から抽出した RNAから作成した cDNAとゲノ

ムDNAを鋳型に用いて Nl9、Nl6遺伝子を PCR

増幅し、 PCR産物の塩基配列を決定して比較した。

Nl9遺伝子は挿核してから 3か月後、 12か月後と

もに供与貝のものと母貝の閉殻筋及び生殖巣のもの

とでは塩基配列が異なっていた（表 11123-1、2）。

また、 Nl6遺伝子は真珠袋のものと供与貝のものと

は塩基配列が一致したが、母貝の外套膜のものはこ

れらと異なっていた （表 11123-3）。

（ウ）導入遺伝子の動態確認

GFP遺伝子を有するベクター DNAを導入した

外套膜組織片は、一緒に母貝生殖巣内へ移植した真

珠核を包み込む真珠袋を形成していた。母貝から摘

出した生殖巣と真珠袋から抽出した DNAを鋳型に

表 11123-1 Nl9塩基配列比較 （挿核後3か月）

供与貝No.供与貝外套膜母貝生殖巣母貝閉殻筋 母貝No.

AC AC 

AC AC 2 

AC AC 3 

N。3 AA 
AC AC 4 

AC AC 5 

AC AC 6 

AC AC 7 

AC AC 9 

AC AC 

N。6 AA AC AC 3 

AC AC 7 

No.7 AA 
AC AC 

AC AC 3 

AC AC 9 
N。9 A’A’ AB AB 2 

AE AE 3 

A～E塩基配列の型

表 11123・2 Nl9塩基配列比較 （挿核後 12か月）

供与員No.供与貝外套膜母員生殖巣母員閉殻筋 母貝N。
N。1 ABC A A 3 

N。5 ACD 
AC AC 3 

AC AC 5 

No.10 ABC AC AC 3 

A～D塩基配列の型



表 11123-3 Nl6塩基配列比較

供与貝No.供与員外套膜 真珠袋 母貝外套膜 母貝No

FI ML  

FI NL 2 

FI L 4 
No.1 FI FI L 5 

FI AD  6 
FI CKH 7 

FI DA  8 

AB  HK 3 
AB  AL 4 
AB CK 5 

N。2 AB  AB  DM  6 
AB  DN 7 

AB  DN 9 

AB  ML  10 

A～N塩基配列の型

GFP遺伝子を PCR増幅した。その結果、 一部の母

員の真珠袋から、 GFP遺伝子の DNA断片のバン

ドが検出された（図 11123-1）。

一方、母貝生殖巣からは DNA断片のバンドは検

出されなかった（図 11123-2）。

（エ） 真珠層の結晶構造の確認

真珠層は、有機質シートの膜で仕切られた基盤結

晶（炭酸カルシウムのあられ石結晶の鉱物層）が

規則的に積み重なってできている。SEM観察では、

この有機シートの膜と炭酸カルシウムの鉱物層の構

造の差を検出できた（図 11123-3）。

A、Bは膜と鉱物層の形成が規則正しく制御され

ているため、真珠層は等間隔で規則的に形成されて

いる（図 11123-3）。C、Dは膜と鉱物層が整然と形

成されていないため、真珠層断面で観察した場合に、

真珠層の一部が規則的に配列されていない。表面の

あられ石結晶の形態も、板状結晶のヘリが丸くなっ

た楕円形の小型のものに変化している（図 11123-

3）。E、Fは膜と鉱物層の形成がさらに乱れたため、

真珠層断面で観察した場合に、層状構造に大きな乱

れが生じ、不規則・不連続な形状を呈す。表面のあ

られ石結晶はほとんど明確な形態を示さず、溶解し

た場合、あるいは結晶形成が止まった場合に見られ

る形状を示す（図 11123-3）。これらとの比較により、

上記特徴が通常の範囲内であるか判断できる。

XRD分析では、 真珠層を構成する炭酸カルシウ

ムのあられ石結晶への方解石結晶の混入の度合いの

測定とあられ石結晶の結晶面の成長に注目した観察

を行い、波形パターンを記録した。

真珠層あられ石結晶は季節等で大きさが異なる

M 1 2 3 4  5 6 7 8 9101112131415PC 

図11123・1 真珠袋からの導入遺伝子の検出

1～ 15：挿核してから約2週間後の真珠袋、 PC：ポジ
テイブコントロール （導入遺伝子 （ベクター））、M .
DNAサイズマーカー

NC NC NC 

MPC－・－G PC－・－G PC－・E ・－G M 

1- -一
ー
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－ 
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図11123・2 生殖層からの導入遺伝子の検出

G：生殖巣、 PC ポジテイブコントロール （導入遺伝
子（ベクター））、NC ネガテイブコントロール、 M
DNAサイズマーカー
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図11123-3 SEMによる真珠層結晶構造の観察

A：光沢の強い真珠層断面図、
B：光沢の強い真珠層表面、
C：光沢の弱い真珠層断面図、
D：光沢の弱い真珠層表面、
E：光沢の見られない真珠層断面図、
F：光沢の見られない真珠層表面
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図11123-4 XRDによるあられ石の波形パターンとあられ石結晶の模式図

A、B：標準形のあられ石結晶 （人工合成してできた典型的な結晶）の波形パターンと結晶構造
の模式図、 C、D：真珠層を構成するあられ石結晶の波形パターンと結晶構造の模式図

が、縦横が約 2～ 5μm、高さ（厚さ）が 0.2～0.5

μmの平板状を呈する。結晶学的には、合成あられ

石結晶（NBSCrystal Data Center and the JCPDS 

の白leNo.5-453に掲載されている条件にて合成され

たもの）は、（llO）面が発達した柱状の形態をもつ

が、真珠層のあられ石結晶では、（001）面が大きく

発達した平板状を呈するという特徴がある。このた

め、合成あられ石結晶の（llO）面の回折ピークで

ある dA = 3.396 (28 = 26,392）と（001）面の回折

ピークである dA = 2.700 (28 = 33.304）の強度の

比率を計算し、同様に計算した試料の比率との相対

値（0.46～ 1.00I (001) : (llO））を算出することに

より、通常範囲内であるかどうか確認できる。

これらの実験の手順や結果の評価、通常見られる

変異の例等は、資料にまとめた。

エ考察

（ア）アコヤガイの生物情報

作成した資料は、遺伝子組換え生物等の第一種使

用等による生物多様性実施要領の別表第一に示され

た収集する情報の、 l宿主又は宿主の属する分類学

上の種に関する情報、として利用できる。

（イ）移植組織片由来 DNAの母貝体内における

存在確認

Nl9、Nl6遺伝子ともに母貝組織のものの塩基配

列は供与貝の組織のものと異なることから、今のと

ころ組織片の DNAが母貝組織に移行するデータは

得られていない。また、 真珠袋の真珠形成遺伝子の

塩基配列は、供与貝と同じで母貝と異なるため、真

珠袋で真珠層形成遺伝子が機能しているのは、供与

貝外套膜由来の細胞であると考えられる。

（ウ）導入遺伝子の動態確認

GFP遺伝子を検出する PCRでは、一部の母貝の

真珠袋から、 GFP遺伝子の DNA断片のバンドが

検出されたが、母貝生殖巣からは DNA断片のバン

ドは検出されなかった。このため、今のところ組織

片の導入遺伝子が母貝組織に移行するデータは得ら

れていない。

（エ）真珠層の結晶構造の確認

真珠層のあられ石結晶の大きさ、形態、成長状態、

層状構造の発達状態等はアコヤガイの成長段階や生

育した海域の水温等により変異が見られる。SEM

観察では、有機シートの膜と炭酸カルシウム（あ

られ石）の鉱物層の構造の差を検出できた。また、

XRD解析においても標準形の合成あられ石結晶の

波形パターンとの比較によりあられ石結晶の差を検
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出できた。解析する際は上記特徴や計測数値が通常

の範囲内であるか確認する。遺伝子組換えアコヤガ

イの後代は貝殻真珠層の結晶構造が変化していると

考えられるため、「真珠結晶構造の評価」は遺伝子

組換えアコヤガイのモニタリングに利用できると考

えられる。

オ今後の課題

移植組織片の DNAの動態確認については、今後

も調査事例を増やす必要がある。また、アコヤガイ

の交雑性や妊性等の知見も蓄積していく必要があるO

力要約

遺伝子組換えアコヤガイの実用化に不可欠であ

る、生物多様性への影響評価に必要なアコヤガイの

生物情報を収集し、資料にまとめた。また、生物

多様性への影響評価に関する知見を蓄積するため、

移植組織片の DNAの動態を確認したところ、組織

片の DNAが母貝組織に移行するデータは得られな

かった。さらに、導入遺伝子の安定性に関する知見

を得るため、実際に遺伝子を導入した組織片を母

貝の生殖巣に移植して約 2週間飼育した。そして、

PCRにより導入遺伝子の動態を確認したところ、

母貝生殖巣から導入遺伝子の DNA断片のバンドは

検出されなかった。また、モニタリング手法を開発

するため、 SEM観察と XRD分析を利用した真珠

層の結晶構造を評価する方法を確立し、資料にまと

めた。
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(24) メタゲノム解析手法を用いた水域環境中の

組換え微生物遺伝子相対量のモニタリング技術の

開発

ア研究目的

昨今、環境浄化や微生物農薬に利用する目的で開

発・実用化されつつある水銀除去菌、 PCB分解菌、

ダイオキシン類分解菌等の様々な遺伝子組換え微生

物は、自然界に放出された際に、在来生物叢、更に

はヒトの健康や食の安全に悪影響を与える可能性が

ある。その予防や迅速な対処のためには、定期的モ

ニタリングを行って当該遺伝子組換え微生物や在来

生物漕の量的変化をいち早く検出することが必要で

ある。しかし、現行の顕微鏡観察や培養、シークエ

ンス解析などの微生物検定手法では膨大な労力と時

間を要するため、頻回反復するモニタリングには適

さない。

そこで本研究では、モニタリングに適した手法の

開発を目的に、モデル系を用いて遺伝子組換え微生

物と環境中の微生物叢の量的変化を DNAレベルで

検出する手法を確立してマニュアル化を目指す。

イ研究方法

（ア） DNA 抽出のネ食言す

各菌のゲノム DNAを、 SDS、塩化ベンジル等を

用いた同一の手法で抽出した。各菌の DNAポリメ

ラーゼA遺伝子内の 223～ 246bpのリアルタイム

PCRを行って抽出効率を算出した。

（イ）組換え遺伝子の定量手法の検討・改良

大腸菌、枯草菌、好熱菌の 3種を、擬似環境を構

築する微生物として選定し、生物の混合モデル系に

含まれる仮想、組換え遺伝子の量を測定するリアルタ

イム PCR手法の確立を試みた。 DNAの抽出効率

やPCRの増幅効率は微生物種や遺伝子により異な

るため、微生物や遺伝子の種類に影響されにくい

DNA抽出やリアルタイム PCRの手法をネ食討した。

（ウ）環境水の遺伝子プールマップ解析用のDNA

アレイ試作

好熱菌の DNAポリメラーゼ A領域を仮想組換

え遺伝子とし、リアルタイム PCRにより、 DNA

混合比の異なる擬似環境問で、この遺伝子の含有量

を相対的に比較した。次に DNAポリメラーゼ遺伝

子での DNAアレイが、実際の環境水における遺伝

子プールマップの差異の解析に有効かどうかを試す
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図11124・2 16Sアレイの海水 DNA比較

ため、 DNAアレイを試作した。即ち、海水から抽

出した微生物ゲノムから DNAポリメラーゼ遺伝子

のライブラリーを作成し、それらの塩基配列を解析

して選択したクローンを用いて、 DNAアレイを試

作した。

（エ） DNAアレイ解析による 2海域の海水の差

異検出の試み

2海域の海水から抽出した微生物 DNAを、（ウ）

で作成した DNAアレイを用いて比較解析し、遺伝

子プールマップの差異が検出できるかどうかを検討

した。

ウ研究結果

（ア） DNA 抽出のキ食言す

各菌のゲノム DNAを、 SDS、塩化ベンジル等を

用いた同一の手法で抽出した。各菌の DNAポリメ

ラーゼ A遺伝子内の 223～ 246bpのリアルタイム

PCRを行って抽出効率を算出したところ、想定値

の 18%～ 127%の範囲で菌種毎に抽出効率に大きな

差異が見られたが、同じ菌種の抽出効率については、

実験ごとの変化は少なかった。したがって、この抽

出手法は、異なる擬似環境中の同じ菌種について全

体に対する相対量を比較するという、モニタリング

の目的には使用可能であると判断した。

（イ）組換え遺伝子の定量手法の検討 ・改良

好熱菌の DNAポリメラーゼ A領域を仮想組換

え遺伝子とし、リアルタイム PCRにより、 DNA混

合比の異なる擬似環境問で、この遺伝子の含有量を

相対的に比較することが出来た。そこで、予め定め

た数の三種の細菌の混合液から数種の手法で DNA

を抽出し、その効率と再現性を比較して、最適な手

法を見出した。この手法で抽出した三種の菌の混合

DNAを用いて、様々な条件でリアルタイム PCR

を行い、大腸菌・枯草菌・好熱菌のいず、れについて

も、数百個から定量的に検出できるプロトコールが

作成できた。

（ウ）環境水の遺伝子プールマップ解析用のDNA

アレイ試作

モデル DNAアレイに用いる特異的配列として

DNAポリメラーゼAのl領域（図 11124-1）、共通

配列を 16Sリボソーム（図 11124-2）、陰性対照と内

部対照の配列を超好熱菌の DNAポリメラーゼーD

の2領域を決め、各領域の40merを選定した（Tringe

and Rubin 1））。次に博多湾荒津港の海水から微生物

DNAを抽出し、 DNAポリメラーゼIの遺伝子ライ

ブラ リーを作成した。このうち 3’端塩基配列を解

析できたクローンで DNAポリメラーゼアレイを作

成した。

（エ） DNAアレイ解析による 2海域の海水の差

異検出の試み

作成した DNAポリメラーゼアレイと九大久原研

から分与された 16Sアレイを用いて、荒津港と五ヶ

所湾の海水から抽出した細菌 DNAの解析を行った

（図 11124-1、2）。どちらのアレイでも、一部のス

ポットで、荒津港と五ヶ所湾の微生物の遺伝子プー

ルマップの差異が検出できたが（図 11124-3、4）、

様々な海域を対象として明快な比較解析を行うため

には、マイクロアレイプロープや微生物回収フィル

タ一等の最適化という大きな課題を、検討する必要

カfあることカfわかった。
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ぼ等しい領域。
灰色部分より左上は五ヶ所湾＞荒津港、右下は五ヶ所
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図11124-4 16Sアレイシグナルの散布図

散布図の灰色部分は荒津港と五ヶ所湾のシグナルがほ
ぼ等しい領域。
灰色部分より左上は五ヶ所湾＞荒津港、右下は五ヶ所
湾＜荒津港の特徴的なシグナルの領域。

工考察

水産生物が生息する海洋の微生物叢は、様々な環

境要因によってそのポビュレーションを大きく変

え、シャトネラの増加による赤潮の発生や魚介類の

餌となるプランクトンの絶滅を引き起こして大き

なダメージを与えることがある（小林ら 2））。 もし、

この様な海岸域の微生物叢の変化をモニタリング

し、変化の原因を究明し、微生物叢の変化を予測す

ることが可能になれば、水産業や環境保護に大きく

貢献することができる（Riesenfeldet al. 3l）。 また、

近年、様々な遺伝子組換え微生物の開発が行われて

おり、その生物多様性影響評価をする上においても

微生物叢に及ぼす影響を評価する手法の開発は極め

て重要である。

そこで、我々は、海洋微生物のゲノム配列を利用

したメタゲノム解析による微生物叢のモニタリング

を目的に研究を行った。メタゲノム解析で最も重要

なことは、微生物種にかかわらず、海水からどの

微生物からも平均的に DNAを抽出することである

(Rondon et al. 4l）。もし、 l種の微生物から多くの

DNAが回収され、他の微生物から少量のDNAし

か抽出されないとしたら、メタゲノム解析を行った

時に間違った微生物のポピュレーション解析結果を

導き出すことになる。そこで、我々は、抽出緩衝液

に工夫をし、リアルタイム PCRを用いて抽出した

DNAの評価を行う系を開発することによって、抽

出した DNAの量を評価することに成功した。また、

DNAチップ解析時にハイブリむらを出来るだけ起

こしにくい遺伝子として 16SrRNA遺伝子に着目

し、微生物種によって塩基配列が違う40bpの長さ

のDNAを載せたチップを作成し、 実際に異なる海

域に住む微生物のメタゲノム解析を行ったところ、

2つの海域に住む微生物のポビュレーションの相対

的な違いをモニタリングすることに成功した。今後、

開発した手法を用いることによって海洋微生物のメ

タゲノム解析が可能になることが期待される。また、

本手法は遺伝子組換え生物が自然界に放出された時

の微生物叢に対する生物多様性影響評価にも利用で

きることが期待される。

オ今後の課題

マイクロアレイで海水微生物叢の明確なパターン

比較を行うため、海水のj慮過条件、アレイに搭載す

るDNAクローンの選択、アレイ用ターゲット遺伝

子の調整についてさらなる検討が必要である。

力要 約

組換え遺伝子の定量手法の検討・改良によって、

メタゲノム解析に適した DNA抽出法とリアルタイ

ムPCRのプロトコールが構築できた。本手法を用

いて DNAポリメラーゼアレイと 16Sアレイで荒津

港と五ヶ所湾の海水 DNAを比較した。その結果、

少数のスポットで海域の差異が検出できた。
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研究担当者（小林敬典ぺ五傑堀孝）

(25) 乳酸菌スターターに内在する可動性遺伝因

子の伝達性評価

ア研究目的

細菌の遺伝子は属種の異なる細菌同士でも接合

伝達等により拡散することがあり、これを水平伝

播と呼んでいる。乳製品製造時の種菌には、速や

かな乳酸生成能や好ましいフレーパ一生成能を有

する乳系乳酸菌 （Lactococcuslacti5, Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus属等）を混合して用いる

が、外来遺伝子導入による高機能乳酸菌の作出が研

究されている（Ahmed1), Okano et al 2), Okano 

et al 3l）。このような組換え微生物を食品加工に利

用する場合、組換え遺伝子が水平伝播により当該食

品中等の共存微生物へ拡散することが懸念される

(Tuohy et al. 4l, Toomey et al. 5l）。第一種使用のた

めに作出された組換え体は安定性等の確認が行われ

ているが、遺伝子水平伝播により新たに生じる伝播

体について、伝播遺伝子の安定性等を確認しておく

ことはできない。本課題では、乳発酵の種菌に遺伝

子組換え乳酸菌が使用される場合を想定し、発酵、

熟成、保存過程における生物多様性影響評価のため

の手法を開発し、標準的な手法として活用できるよ

うマニュアルとして取りまとめる。すなわち、乳発

酵の種菌が接触する可能性のある細菌種の特定、水

平伝播試験の受容菌の作出および標準試験条件の設

定、伝達体における伝播遺伝子の安定性評価手法の

開発を行う。

イ研究方法

（ア）乳製品製造過程における共存微生物叢の解

析

発酵、熟成、保蔵中の発酵乳製品から DNeasy

Blood & Tissue Kit ( QIAGEN）を用いて DNAを

抽出し、バクテリア 16SrRNA遺伝子の V3領域

(Lopez et al. 6l）およびV6-V8領土或（Nubelet al 7l) 

をターゲットとした PCR-DGGE（変性剤濃度勾配

ゲル電気泳動）法により、種菌と共存する微生物叢

を解析した。 DGGE泳動条件は以下の通りである。

変性剤濃度 20～ 70%の8%ポリアクリルアミドゲ

ル（アクリルアミド：ピス＝ 37.5: 1) を用い、 0.5

× TAE泳動バッファー中で、 60°C、200V、5時間

泳動後、臭化エチジウム染色した。また、生乳中細

菌叢の優占種を平板培養法により解析した。畜産草

地研究所（つくば）で飼養する乳午の個体乳を、1%

スキムミルクを含む標準プレートカウント（SPC)

寒天培地（OxoidCM0463）に塗布し、 37℃で2日

培養後、生育したコロニーからランダムに 5コロ

ニーをピックアップした。各分離株について、 16S

rRNA遺伝子塩基配列に基づく系統解析を行った。

毎月 4頭の個体乳から合計20コロニーをピックアッ

プすることを 1年間行った。

（イ）試験用供与株および受容株の作出

遺伝子供与株には、エリスロマイシン（Em）耐

性を指標形質として導入した株を用いた。プラスミ

ドを保有しない Le.Jactis IL 1403株に乳資化性プラ

スミド（pLP342,Lac+, Prt＋）およびEm耐性遺伝

子を有する接合伝達プラスミド pAMOlを導入し、

プラスミド供与株（Lac+,Prt+, Emr）を作成した。

また、元々のゲノム上の組換え遺伝子の挙動を観察

するため、 pAMQlのようなタト来プラスミドではな

く、内在プラスミドあるいは染色体上の細胞外多糖

生産性遺伝子 （eps）配列に対して、相同組換えに

より Em耐性遺伝子を導入した遺伝子組換え乳酸

菌を作出した。

受容株には、供与株と区別しうる選択マーカーを

付与した株を用いた。すなわち、候補株を希薄な抗

生物質を添加した培地で生育させ、抗生物質濃度を

順次上げていくことにより自然耐性株を取得した。

抗生物質にはリファンピシン（Rf）またはストレプ

トマイシン（St）を用いた。

（ウ）遺伝子水平伝播試験



前培養して活性化した供与株と受容株を等量ずつ

混合し、新しい培養基に 0.1% (v/v）接種し、生育

至適温度で培養した。培養物を適宜希釈して受容株

および組換え遺伝子保有株の選択培地に塗布し、 2

日培養後に出現したコロニーを計数し、「伝達体数

／受容株数」を水平伝播頻度とした。

供与株と受容株の混合培養は、研究用合成培地

(TYGまたは MRS培地）および還元脱脂乳を用い

た。模擬発酵乳は全乳を培養基に用い、乳脂肪およ

び加糖（10%グルコース、 10%フルクトース、 10%

スクロース）が伝播頻度に及ぼす影響を調べた。模

擬チーズ中の伝播頻度は次のようにして測定した。

すなわち、 65℃、 30分間低温殺菌した全乳に、遺

伝子供与菌および受容菌の等量混合物を 1% (v/ 

v）接種した。30℃、 15分保温後、凝乳酵素を添加

し、さらに 30分保温した。凝乳物（カード）を l

～ 3cm3の立方体状に切断した後、穏やかに撹枠し

ながら 37°Cで2時間保温し、滅菌ガーゼで漉して

カードと乳清（ホエー）を分離した。カードはガー

ゼで包み、 6時間吊るしてホエーを排出させた。ホ

エー排出後のカードは、チーズの熟成温度（10℃）

で30日間無菌的に保管し、遺伝子伝播頻度を測定

した。

（エ）熟成型乳製品中における遺伝子残存性

10℃で熟成中のチーズを試料とし、熟成2～ 9週

に生菌数測定および全DNAを調製した。染色体上

のgadB遺伝子と 9kb多コピープラスミド上の cadA

遺伝子および40kb単コビープラスミド上の oppF

遺伝子を、 PCRでそれぞれ検出した。

（オ）伝播体における外来遺伝子の安定性

水平伝播試験において生じた Em耐性遺伝子伝

異常
正常チーズ 宮チーズ

牛 2 3 5 9 号内外
乳週週週週音側側

1町 ．同働．． ， ~“ど

慢周囲圃圃墨属医

Clostridium 

Le. /actis 

図11125・1 乳製品製造過程に種菌と共存する細菌

達体のコロニーを釣菌し、適当な抗生物質を添加し

た新しい培地で培養した。分離菌は継代培養を繰り

返し、 50世代後の伝達遺伝子のコピー数を、伝達

遺伝子に特異的な定量的 PCRにより評価した。

ウ研究結果

（ア）乳製品製造過程における共存微生物叢の解

析

原料乳およびチーズ 2gから、それぞれ約 25μg 

の DNAカ吋由出できた。この DNAをテンプレー

トとし、バクテリア 16SrRNA遺伝子の V3領域

およびV6-V8領域を PCR-DGGE解析し、種菌と

共存する微生物叢を解析した。正常発酵チーズで

は、熟成2～ 13週に共存微生物のバンドは検出さ

れなかった。一方、異常発酵チーズでは、種菌では

ない Clostridium属菌のバンドが検出された。原料

乳にも同様のバンドが観察されたことから、この

Clostridium属菌は原料乳から混入し、種菌による

静菌作用を受けずに熟成中に増加したと考えられた

（図 11125-1)。
1年間に生乳から優占種として分離した上位6菌

種は次の通りであった。分離数の多い順に、 Le.

lactis subsp. lactis （全 240株のうち分離数51）、 Le.

lactis subsp. cremoris （同 30）、以下Stenotrophomonas

属（同 29）、 Microbacterium属（同 26）、 Chryseobacte-

rium属（同 25）、 Serratia属（同 17）と続く 。上位

から 2種は乳発酵の種菌と同じ Lc.Jactisであった

（表 11125-1)。
（イ）試験用供与株および受容株の作出

Em耐性の接合伝達プラスミドpAM.81導入株に

加え、ゲノム上の様々な部位に存在する遺伝子の水

平伝播を観察するため、 Lc.Jactisのψs遺伝子に対

表 11125-1 生乳中細菌の上位6菌種

Species 
No. of 

isolates 

Le. lactis subsp. lactis 51 

2 Le. lactis subsp. cremoris 30 

3 Stenotrophomonas sp. 29 

4 Microbacterium sp. 26 

5 Chryseobacterium sp. 25 

6 Serratia sp. 17 
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して Em耐性遺伝子を組込んだ株を作成した。Le.

Jae tisの多くの菌株は、染色体あるいはプラスミド

上に伊5遺伝子を保有しており、相同組換えにより

様々な部位に外来遺伝子を導入できる。本課題では、

epsをプラスミド上に保有する 3菌株および染色体

上に保有する l菌株に Em耐性遺伝子を組込み、供

与株を作出した。

自然耐性により抗生物質耐性を付与した受容株と

して、 Le.lactis (Rf耐性株 7）、 Str.thermophilus (St 

耐性株3）、 Leuconostocmesenteroides (Rf耐性株 l、

St耐性株1)、Lb.helveticus(Rf耐↑生株3、St耐性株2）、

Lb. paracasei (Rf耐性株 1）を取得した。

（ウ）遺伝子水平伝播試験

供与株に pAM/31導入 Le.lac的および伊5遺伝子

にEm耐性遺伝子を組込んだ Lc.lactis、受容株に

Rf耐性Lc.lactisを用いて、 TYG培地および還元脱

脂乳中での水平伝播試験を実施した。pAM/31導入

株およびプラスミドに Em耐性遺伝子を組込んだ株

の場合、 Em耐性の水平伝播が観察されたが、染色

体に組み込んだ株ではまったく検出されなかった。

プラスミドの伝播頻度は、 TYG培地のとき 16時間

培養後には 1.18× 10-9であったが、脱脂乳では 3.36

× 10-6を示した。全乳を培養基に使用した伝播試験

では、脱脂乳と同様に 1.76× 10-6を示したことか

ら、乳脂肪は伝播頻度に影響しないことが明らかと

なった（表 11125-2）。また、発酵時の果糖の有無

は伝播頻度に影響しなかった。供与株と受容株の混

合培養後に 4℃あるいは 10℃で保存しても伝播頻度

の上昇は認められなかった。模擬チーズでは、製造

表11125-2 16時間培養後の模擬乳製品中における

pAM,Bl伝搬頻度

TYG培地 脱脂乳 全乳＊

pAM131 
1.2×10・9 3.4×10-6 

導入株
1.8×10-6 

プラスミド
1.5×10-1 

組換え株
2.3×1Q-6 禾試験

染色体
検出せず

組換え株
検出せず 未試験

＊）加糖は影響しない

直後の伝播頻度は 6.6× 10-7（カード）と 1.2× 10-7

（ホエー）であった。カードとホエーを 10℃または

室温で 5日および 10日保存すると、カード中の伝

播頻度は同レベルで推移したが、ホエー中の頻度は

次第に上昇し、 10日保存後は約 10倍の 5× 10-6を

示した（表 11125-3）。これらの結果から、乳性培養

基中の遺伝子水平伝播頻度は、研究室用合成培地よ

り102-103倍高いことが明らかとなった。なお、今

回の試験条件では、供与株に Lc.lactis、受容株に

Leuc. mesenteroidesまたは Lb.helveticusを用いた場

合、 Em耐性遺伝子の水平伝播は観察されなかった。

（エ）熟成型乳製品における遺伝子残存性

9kbおよび40kbプラスミド上の遺伝子は、両者

とも熟成9週目まで検出された。一方、染色体上の

遺伝子は、 7週目以降増幅産物量が明らかに低下し

た（図11125-2）。この結果から、熟成型乳製品中では、

プラスミド遺伝子の方が染色体遺伝子よりも分解さ

れにくく、長期間残存することが示唆された。チー

ズの生菌数は、熟成2週間のとき 9× 106cfu/g、9

週のとき 3× 105cfu/gであった。

（オ）伝達体における伝播遺伝子の安定性

Em耐性遺伝子をそれぞれ異なるプラスミド上に

保有する組換え体6株を供与菌として、 一次伝達体

各 16株を得た。伝播体について選択圧をかけて 50

世代培養後、 Em耐性遺伝子のコピー数に変化は認

められなかった（図 11125-3）。選択圧をかけずさら

に50世代培養しても伝播遺伝子の保有率は低下せ

ず、この組換えプラスミドは伝達体で安定保持され

ることが明らかになった（表 11125-4）。

表 11125-3 遺伝子コード部位による伝搬頻度の違い

製造直後 5日後合 10日後合

発酵乳 1 .8 × 10~ 7.2×10-7 3.5×10-7 

チーズカード 6.6×10-7 4.7×10-7 6.0×10-7 

チーズホエー 1.2×10 7 9.6×10 7 5 .0 × 10~ 

つ10℃保存
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A B 2w 5w 7w 9w 

chromosome 
(gadB: single copy) 

40 kb Opp-plasmid 
oppF: single copy 

9 kb CadR-plasmid 

cadA: multi-copy 

図11125・2 Le. Lactisの遺伝子構成 （A）とチーズ熟成中の遺伝子残存性 （B)
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図11125-3 抗生物質添加 （選択圧＋）培養下での伝

搬遺伝子のコピー数

工考察

細菌の遺伝子は種の異なる細菌同士でも接合伝達

等により拡散することがあり、これを水平伝播と呼

んでいる。本課題では、遺伝子組換え乳酸菌が乳製

品製造に第一種使用されることを想定し、接触可能

性のある細菌種の特定と、生物多様性に対する影響

評価手法として組換え遺伝子の水平伝播頻度および

伝播体における安定性について標準的試験方法を構

築した。

初めに、乳発酵の種菌と接触しうる細菌種を明ら

かにするために、生乳中の優占種細菌を明らかに

した。乳中細菌叢は飼養条件（Hagiet al sl）や地

域、季節（Lopez-Benavideset al. 9l、Visserset al. 

10）、Goldberget al. 11l）により変動することが知ら

れているが、乳製品製造時には原則として殺菌する

ことが義務づけられており、殺菌処理後に乳発酵

の種菌と接触しうる細菌種は多くないと推察され

る。本試験の発酵乳では種菌以外の細菌は検出さ

表 11125-4 抗生物質無添加培地における 50世代培

養後の伝播遺伝子保持率

伝播体

A 

B 

c 

保持率（%）

110 

111 

102 

れず、異常発酵が認められない正常チーズも熟成

13週目までは同様であった。しかし、熟成後期の

チーズにおいて、種菌の生菌数が低下するにつれ、

Lactobacillus等の乳酸梓菌が増加することが知られ

ており（Peterson& Marshall 12＞）、種菌の生菌数

減少後ではあるが接触する可能性は残されているも

のと考えられる。一方、異常発酵チーズでは原料

乳に存在する Clostridium属菌が熟成中に増加して

おり、種菌との接触頻度は高いものと推察される。

Clostridium属については、胞子形成することで耐熱

性が向上することが知られており、熱による原料乳

の殺菌処理を免れてチーズ中に混入したと考えられ

る。したがって、今回検出された Clostridium属の

ような殺菌処理を免れた意図しない混入菌と組換え

乳酸菌との接触可能性は否定できない。

本研究の試験条件下において、プラスミド上に

コードされる指標遺伝子は、そのプラスミドごと共

存細菌に伝播したが、染色体に組込まれた指標遺
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伝子の伝播は認められなかった。また、 Lc.lactisか

らLc.lactisへは高頻度で水平伝播したものの、 Le.

Jactisから Leuc.mesenteroidesや Lb.helveticusへの

伝播は検出されなかった。しかし、細菌の遺伝子が

他種細菌に水平伝播する例は数多く知られているの

で（Cocconcelli et al 13l, Li et al 14））、環境影響評

価にあたっては、異種細菌聞の水平伝播にも留意す

る必要がある。

遺伝子伝播頻度は研究用合成培地よりも乳性培養

基中の方が約 103倍高かった。このため、組み換え

乳酸菌の環境影響評価にあたっては適切な試験培地

を選択する必要性が示された。

オ今後の課題

今回は主に接合による伝達に着目したが、この他

に、環境（細胞外）DNAの取り込み（コンピテンス）

による遺伝子伝播・拡散が生物多様性に影響する可

能性が考えられる。

力要約

乳発酵の種菌に遺伝子組換え乳酸菌が使用される

場合を想定し、生物多様性影響評価のために種菌と

接触しうる菌種を特定するとともに、遺伝子水平伝

播頻度および伝達体における伝播遺伝子の安定性に

ついて標準的評価法を作成した。

原料乳を殺菌する場合、発酵乳では種菌と接触す

る環境細菌はほとんどなく、チーズでは熟成後期に

生育する乳酸梓菌が接触する可能性が示唆された。

ただし、チーズでは熟成中に意図しない菌が増殖し、

種菌と接触することも考えられた。

試験条件下では、プラスミドの伝達による遺伝子

水平伝播頻度は研究用合成培地よりも乳性培養基の

方が約 103倍高い rn-5～ 10-6を示したが、染色体に

組込んだ遺伝子の伝播は検出されなかったD 遺伝子

伝播体において、伝播プラスミドは安定して存在し

コピー数にも変化は見られず、さらに、選択圧をか

けず50世代培養しても伝播遺伝子の保有率は低下

しなかった。

本研究で開発した、遺伝子組換え乳酸菌の第一種

使用を想定した生物多様性影響評価のための手法に

ついては、別途マニュアルとして取りまとめた（小

林ら 15））。
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(26) 外来遺伝子を導入した食品製造用組換え乳

酸菌をモデルとした核酸の水平伝播に関する研究

ア研究目的

Lactococcus属や Lactobacillus属等の食品製造に

用いられる乳酸菌は、プロバイオティクス機能をは

じめとした高い健康機能を有している。今後、遺伝

子組換え技術の適用により、健康機能が増強された

組換え乳酸菌の開発及び実用化が見込まれる D した

がって、遺伝子組換え乳酸菌が開発された場合を想

定して、核酸の水平伝播の観点から生物多様性への

影響を評価する手法の開発及び評価の実施に用いる

マニュアルの整備が早急に必要である D 本研究課題

では、食品製造に用いられる乳酸菌に遺伝子組換え

技術が適用され、組換え乳酸菌が第一種使用された

場合を想定して、導入遺伝子の他種微生物への水平

伝播特性に関する知見を収集し、評価手法をマニュ

アル化することを目的とする。 2008年度までに、

遺伝子組換え乳酸菌から他種細菌への水平伝播特性

に関する詳細な解析を実施し、評価マニュアルの原

案を作成した。しかし、遺伝子組換え乳酸菌から酵

母等の真核微生物への水平伝播に関する知見は蓄積

されていない。そこで、 2009～2010年度は、遺伝

子組換え乳酸菌から真核微生物への水平伝播特性の

解明を行い、模擬自然環境における水平伝播評価手

法の確立及びマニュアル化を行った。

イ研究方法

（ア）供試菌

遺伝子組換えの対象として、乳酸菌 Lactococcus

lac tisのIL1403株を用いた。受容対象の細菌とし

て、以下の乳酸菌 Llac tis ILl 403、Lb.acidophilus 

NFRI7440、Lb.casei N F R I 7 3 2 5、Lb.reuteri 

NFRI7334、Lb.rhamnosus NFRI7327、Efaecium 

IF013712、Emundtii N FR I 7 3 9 3、Pediococcus

acidilactici N FR I 7 1 0 1、Leucocostocmesenteroides 

NFRI7201を用いた。これらの株から自然突然変異

によるリファンピシン及ぴストレプトマイシン耐性

を有する二重薬剤耐性株（Rit.Str＋）を取得し、受

容細菌として供試した。受容真核微生物として、出

芽酵母 SaccharomycescerevisiaeのS288C株および

S288Cの栄養要求性変異株BY4741を用いた。

（イ）モデル遺伝子組換え乳酸菌の作製

細菌聞の水平伝播解析に用いるため、外来遺伝子

（エリスロマイシン耐性遺伝子： ermAM)を乳酸菌・

大腸菌シャトルベクターであるプラスミド pRHlOO

を用いて導入した株（ILpRH）、及び二重交叉組換

えで染色体に導入した株（ILDC）を作製し、組換

え遺伝子の供与菌とした。

乳酸菌・真核微生物聞の水平伝播解析に用い

るため、乳酸菌・大腸菌シャトルベクターに s.
cereげsiaeの自律複製配列 （ARS）とセントロメア

(CEN) を導入し、乳酸菌・酵母聞のシャトルベク

ターを作製した。これに、 S.cerevisiaeにおいて機

能する G418耐性遺伝子 （kanMX4）あるいはウラ

シル代謝関連遺伝子 （URA3）を挿入し、それぞれ

pKLlOおよびpKLllとした。乳酸菌 IL1403に各

プラスミドを導入し、 ILpKLlOおよびILpKLllと

した。また、二重交叉組換えで IL1403の染色体に

kanMX4を導入した株（ILkanDC）も作製した。

接合伝達性プラスミド pAM・ lを有する IL1403

株（ILpAM）と ILpKLlOあるいは ILpKLllを下
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⑧）109cells 
日共与菌及び供与菌竺竺困

Str + Rif + DNasel 

24h 
受容菌

(StrR, RifR) 9 
10" cells 」旦竺旦ムー

リアルタイムPCRによる組換えDNA検出

図11126-1 薬剤耐性マーカーを用いない伝播体の才食出

記（ウ）の要領で混合し、 2種類のプラスミドを保

持する株ILpKLlOpAMおよびILpKLllpAMを作

製した。

（ウ）細菌間の水平伝播解析

遺伝子組換え乳酸菌（ILpRHあるいは ILDC）お

よび受容細菌を各々対数増殖期まで培養し、これら

を混合してニトロセルロース膜上に集菌した後、こ

の膜を菌付着面を上にして寒天培地上に載せ、 一晩

培養することで水平伝播を誘起した。膜上の菌体を

生理食塩水に懸濁後、エリスロマイシン、リファン

ピシン及びストレプトマイシンを含む寒天培地上に

接種し、水平伝播体をコロニーとして検出した。ま

た、リファンピシン及びストレプトマイシンを含む

寒天培地を用いて、受容菌細胞を検出した。各培地

に出現したコロニー数を計測し、伝達体の出現頻度

を求め、この値を水平伝播頻度とした。

（エ）乳酸菌 ・酵母聞の水平伝播解析

遺伝子組換え乳酸菌 ILpKLlOあ るいは

ILpKLlOpAMを上記の（ウ）に従って受容酵母株

S288Cと混合後、 G418を含む寒天培地に塗布し、

G418耐性を獲得した酵母コロニーの検出を図っ

た。同様に、 ILpKLllpAMを上記（ウ）に従って

BY4741と混合後、ウラシルを含まない寒天培地に

塗布し、ウラシル要求性を失った株を検出した。

（オ）模擬自然環境系における水平伝播解析

模擬自然環境として、園芸用の砂質土および黒

ボク土を用いた。これらの土壌を滅菌することな

くプラスチックボトルに入れ、模擬土壌環境とし

た。また、滅菌水に 10%(w/v）の非滅菌土壌を

懸濁したものを模擬水環境とした。遺伝子組換え

乳酸菌（ILpRHあるいは ILDC）および受容細菌

NFRI7393を各々対数増殖期まで培養し、これらを

模擬環境中に添加した。模擬環境試料を経時的に採

取し、生理食塩水に懸濁後、エリスロマイシン、リ

ファンピシン及びストレプトマイシンを含む寒天培

地上に接種し、水平伝播体をコロニーとして検出し

たO

（カ）定量 PCRを用いた組換え配列の検出

土壌用 FastDNAキット（Q-biogene杜）、 ISOIL 

キット（ニッポンジーン杜）および一般的なアルカ

リ溶菌法等を用いて、菌体および模擬環境試料から

のDNA抽出を行った。組換え体特異的な DNA配

列を標的としたリアルタイム PCRによる組換え遺

伝子の定量的検出を行った。リアルタイム PCRは

SYBR green法により、ロシュネ士およびアプライド

バイオシステムズ社製の反応キット及びサーマルサ

イクラーを用いた。

水平伝播体の特異的な検出を以下のように行った

（図 11126-1参照）。まず、水平伝播体を含んでいる

可能性のある試料を、予め二重の抗生物質耐性を付

与した受容細菌のみが生育可能な条件で培養し、そ

の一部を同じ培養条件で植継いだ。この培養液の一

部を採取し、リアルタイム PCRによる組換え遺伝

子の定量的検出を行った。植継ぎを繰り返し行い、

上と同様な リアルタイム PCRによ る組換え遺伝子

の定量的検出を行った。

ウ研究結果

（ア）試験管系における乳酸菌聞の水平伝播評価

接合伝達性プラスミドを介した細菌聞の水平伝播

は、広範な種間で高頻度に起きることが知られてい

るが、本研究では、接合伝達性プラスミド等の媒介

しない水平伝播について検討した。

外来遺伝子 （ermAM) のプラスミド導入株
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ILpRH及び二重交叉組換えで染色体に導入した株

ILDCを供与菌として、様々な乳酸菌への水平伝播

頻度の評価を行った。近縁種間での伝播頻度が高い

ことが予想されるため、受容菌として乳酸菌を使用

することとした。まず、膜集菌法と液体培養法に

よる評価方法の比較検討を行った結果、作業性の

点では劣るものの、検出感度および再現性等の点

で優れていた膜集菌法を採用することとした。表

11126-1に各供試菌株における水平伝播頻度を記し

た。ILpRHを供与菌とした場合には、乳酸菌間の

水平伝播は 10-7～ 10-llの頻度で生じることが示さ

れた。また、二重交叉組換え株である ILDCからの

水平伝播頻度は検出限界以下であった。

（イ） DNA解析法の検討

模擬自然環境における組換え乳酸菌 DNAの残存

性評価や、薬剤耐性マーカ一等を用いない水平伝播

検出系の構築、組換え乳酸菌が環境中の微生物叢に

与える影響の評価、等に活用することを目的として、

供試菌体や模擬自然環境試料からの DNA抽出法や

リアルタイム PCRによる組換え遺伝子の定量的検

出法に加え、環境細菌に由来する PCR産物のフラ

グメント解析に よる微生物叢解析法の検討を行っ

た。

複数の DNA抽出手法の比較検討を行ったとこ

ろ、図 11126-2に示したょっに、土壌用 FastDNA

キットが最も優れた抽出効率、簡便性及び再現性を

示すことが判明した。定量 PCR解析については、

複数のリアルタイム PCRの装置及び試薬の比較を

行った。その結果、 SYBRgreen法を用いた場合、

Roche社及びABI社のどちらの PCR装置を用いて

も同様の結果が得られることを確認した。 微生物

表 11126・1 様々な乳酸菌への水平伝播頻度の評価

受容菌
供与菌

I LpRH100 ILDC 

Lactococcus lac的 IL1403 2.5×10-ll <1目O×1ff9

Lactobacillus acidophilus 1.6x10・10 <1目1x1ff11

Lb. casei 5.0x10"7 <5目Ox1ff8

Lb. reuteri 2.5×10 7 <2目O×1ff8

Lb. rhamnosus 2.0×10-ll <1.0×1ff9 

Enterococcus faecium 6.9×10-ll <1.2x1ff9 

Enterococcus nvndtii fi.Sx10 7 <2目O×1ff9

Pediococcus acidilactici 5.5x109 <2.0x10・10

Leuconostoc mesenteroides 4.6x1ff11 <1目O×10-11

叢解析法については、 DGGE（変性剤濃度勾配泳動）

法と TTGE（温度勾配泳動）法の比較検討を行っ

た結果、前者が分離能及び再現性の点で優れている

ことが示されたことから、本解析には DGGE法を

採用した。

（ウ）薬剤耐性マーカ一等を用いない水平伝播検

出系の構築

エリスロマイシン耐性等の薬剤耐性マーカーを有

する遺伝子組換え体の場合は、 上述の結果（ア）の

ように選択培地を用いた水平伝播体の選別が可能で

ある。薬剤耐性マーカ一等を用いない場合にも水平

伝播の検出を可能にするため、定量 PCRを用いた

解析法を検討した。図 11126-1に示した方法に従っ

て、水平伝播体を含んでいる可能性のある試料の植

継ぎを繰り返すことで、供与菌細胞に由来する組換

え遺伝子配列の排除を図った。非伝播体受容菌と同

等な競合力を持ち、植え継ぎを繰り返しても安定的

に維持される伝播体であれば、本系によって検出可

能であることが示唆された。ただし、定量的な検出

には、 10-5以上の極めて高い伝播頻度が必要である

と考えられた（図 11126-3）。また、 7回以上の植継

ぎが供与菌細胞に由来する組換え遺伝子配列の排除

に必要であると示唆された。

（エ）模擬自然環境における乳酸菌間の水平伝播

評価

土壌等の模擬自然環境中での供与菌の挙動と水平

伝播について解析した。供与菌としては、 ILpRH

およびILDCに加えて、 コントロールとして野生型

株 IL1403を用いた。受容菌としては、試験管系で

の水平伝播評価において最も高頻度の水平伝播を示

した株 Emundtii NFRI7393を用いた。水平伝播特
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性の評価に先立つて、砂質土または黒ボク土をモデ

ル土壌として用いた場合の評価法について比較を

行った。その結果、黒ボク土を用いた場合には、細

胞の残存性が低いことや純度の高い DNAの抽出が

難しいことなどが示唆された（図 11126-4、5）。し

たがって、砂質士を用いた評価系が適すると考えら

れた。各組合せの菌株の混合液を滅菌していない模

擬土壌環境及び水環境に接種し、定期的に乳酸菌数

（図 11126-6A、B）、乳酸菌の DNA量（図 11126-

6 c、D）及び伝達体数（図 11126-7A、B）を測定

した（Hagiet al 1））。その結果、土壌及び水中に接

種した乳酸菌数は 20日程度で検出限界まで減少し、

DNA量も減少していくことが明らかとなった。外

来遺伝子をプラスミドで導入した ILpRHを供与菌

とした場合では、供与菌接種直後に伝達体が高頻度

で確認されたが、接種後 10～ 15日後には伝達体数

は著しく減少した。

（オ）乳酸菌・真核微生物聞の水平伝播解析

盈0.8

哩0.6
主張寸

． ＼＼ 

~ 制 0.4

'"' 4E目挙索。2
細
勺 0.0

65 70 75 80 85 90 

温度（℃）

図11126-3 組換え DNAを標的とした PCR産物の

融解曲線分析

w1 w3の頻度で組換え体を含む乳酸菌懸濁液より
DNAを抽出した。これを鋳型として組換え DNAを
標的としたリアルタイム PCRを行い、増幅産物の融
解曲線分析を行った
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図11126-4 砂質士および黒ボク土における乳酸菌の

生菌数の変化

これまで、遺伝子組換え乳酸菌から他種細菌への

水平伝播特性に関して記したが、遺伝子組換え乳酸

菌から酵母等の真核微生物への水平伝播に関する知

見は蓄積されていなし」様々な自然環境や発酵食品

中において、乳酸菌は酵母と共通の環境に生育し、

相互に共生関係を有する可能性も指摘されている。

また、近年のゲノム解析の進展によ って、酵母ゲノ

ム中には乳酸菌に由来すると考えられる遺伝子が複

数存在することが報告されている。このような背景

から、本研究では、真核微生物として出芽酵母を用

い、乳酸菌からの水平伝播の可能性について検討

した。まず、 遺伝子組換え乳酸菌 ILpKLlOおよび

ILkanDCを用いて、酵母 S288C株への水平伝播が

起こるかどうか解析を行った。試験管系および模擬

環境系における解析の結果、水平伝播体と考えられ

るG418耐性コロニーは全く観察されなかった。次

に、受容菌のコンピテンスを高める可能性が指摘さ

れている金属イオン等の環境因子が水平伝播に与え

る影響について検討した。自然環境や発酵食品中に

高濃度で存在する可能性が想定される因子として、

ナトリウムイオンおよびカリウムイオンを解ネ斤に用

いた。また、酵母の形質転換に用いられる典型的な

コンピテンス増強剤であるリチウムイオンおよびポ

リエチレングリコール（PEG）を比較対象として用

いた。その結果、上記のイオンを産生する金属塩は、

PEGとの共存下では酵母のコンピテンスを大きく

増強することが示された。しかし、コンピテンス増

強条件下であっても水平伝播は観察されなかった。

（カ）接合伝達性プラスミドを介した乳酸菌 ・酵

母聞の水平伝播解析

細菌間では、接合伝達性プラスミドを介した水平

伝播が高頻度で観察される。大腸菌では、酵母との

4 
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図11126・5 砂質土および黒ボク士から抽出した

DNAを用いた定量 PCR
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評価における水平伝播の頻度は、 10-7～ 10-11と幅が

あり、種間で大きな差が生じることが示された。水

平伝播は、組換え遺伝子を自律複製プラスミドに持

たせた場合のみ確認され、染色体組み込み型の場合

には確認されなかったことから、水平伝播にはプラ

スミドの存在が必要であると考えられる。

高いコンピテンスを有することが知られている

Enterococcus属菌を受容菌とすることで高頻度での

水平伝播が観察されたため、 Emundtiiを受容菌と

して模擬自然環境における解析を行ったところ、一

過性の高頻度の水平伝播が観察された。この理由と

して、組換えプラスミドの受容菌における不安定性

が考えられる。

組換え乳酸菌から真核微生物への水平伝播に関し

ては、受容菌として出芽酵母を用いた検出系を構築

した（Heinemann・ Sprague 2））。その結果、接合

伝達性プラスミドの介在下で乳酸菌・酵母シャトル

ベクターが乳酸菌から酵母へ伝播したことを強く示

唆する現象が観察された。これは、乳酸菌から真核

微生物への水平伝播現象を初めて捉えた成果として

非常に興味深い。

本研究から得られた知見を元に、遺伝子組換え乳

酸菌から他種微生物への水平伝播特性に関する評価

マニュアルを作成した。このマニュアルは、生物多

様性評価マニュアルに掲載される予定である（技術

会議担当部局又は担当機関に問い合わせ）。

聞において接合伝達性プラスミドを介した水平伝播

が報告されている（Heinemann・Sprague 2））。そ

こで、本研究では、乳酸菌において接合伝達性プラ

スミドを介した酵母への水平伝播が起こる可能性に

ついて検討した。まず、接合伝達性プラスミドを保

有する遺伝子組換え乳酸菌 ILpKLlOpAMと受容酵

母S288C株の組み合わせで解析を行った。供試菌

の生育状態や水平伝達の誘導条件等を様々に検討し

たが、水平伝播体は確認されなかった。

次に、上述の G418耐性マーカーに替わって、ウ

ラシル要求性マーカーを有する ILpKLllpAMとウ

ラシル要求性酵母株BY4741を用いて解析を行っ

た。その結果、ウラシル要求性を失った酵母コロ

ニーが極めて低頻度で観察された。この株からプラ

スミドを回収したところ、 pKLllと同じ制限酵素

断片を有するものであったことから、組換え乳酸菌

ILpKLllpAMから酵母BY4741への pKLllの水平

伝播が起こったものと考えられた。

工考察

接合伝達性プラスミドを介した細菌聞の水平伝播

は、広範な種間で高頻度に起きることが知られてい

る（Hagiet al. l））。本研究では、接合伝達性プラス

ミド等の媒介しない細菌聞の水平伝播について検討

を行ったところ、解析に供した全ての乳酸菌株にお

いて、薬剤耐性形質の伝播が観察された。試験管系
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オ今後の課題

乳酸菌から酵母への水平伝播に関しては、詳細な

伝播特性の解析や再現性の検証が必要であると考え

られる。薬剤耐性マーカ一等を用いない水平伝播検

出系、すなわち、伝播体の選択的培養を必要とし

ない干食出系については、リアルタイム PCRを用い

た伝播体特異的 DNA配列の検出を除いては有効な

手段がなかった。しかし、近年開発されたデジタル

PCR法を用いれば、より高感度な検出が可能にな

るものと期待される。

力要約

遺伝子組換え乳酸菌から他の微生物への水平伝播

特性について、試験管系および模擬自然環境系にお

ける評価を行った。また、組換え乳酸菌の模擬自然

環境中における生残性およびDNA残存性等につい

て検討した。受容菌を乳酸菌とした場合、プラスミ

ド上の組換え遺伝子は接合伝達性プラスミド等を媒

介することなく水平伝播した。真核微生物である酵

母を受容菌とした場合は、接合伝達性プラスミド介

在下で乳酸菌・酵母シャトルベクターが水平伝播す

る可能性が示唆された。本研究から得られた知見を

元に、遺伝子組換え乳酸菌から他種微生物への水平

伝播特性に関する評価マニュアルを作成した。
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2 国民の関心に応える調査研究

( 1 ) ほ場条件下における遺伝子組換えダイス之ツ

ルマメの自然交雑（ 1 ) 

ア研究目的

ツルマメは、栽培ダイズと同じ Glycine属、 Soja

亜属に属し、ダイズの祖先種と考えられているつる

性の一年草で、朝鮮半島、中国、シベリア東部、日

本では北海道から九州までに分布する（大橋 1)）。

現在、除草剤耐性の遺伝子組換えダイズ（以下

組換えダイズ）は、アメリカ、アルゼンチン、ブ

ラジル、パラグアイなど 11か国で栽培され、組換

え農作物の栽培面積の約半分、世界のダイズ栽培

面積の 81%を占めている (James2l）。日本国内で

は、現在、試験栽培以外の遺伝子組換え作物は栽

培されていないが、現在最も普及している除草剤

耐性の組換えダイズが、将来、栽培された場合に

は、そのほ場周辺に自生するツルマメと交雑し、除

草剤耐性のツルマメが発生し、周囲への拡大、ま

た、野生集団中の遺伝的多様性の損失が懸念され

ている。これまで、ダイズ同士の他殖率について

は、多くの報告（Woodworth3), Cutler 4), Weber 

and Hanson 5l, Caviness 6), Chiang and Kiang 7l, 

Arent and Caviness sl, Ray et al. 9l, Yoshimura et 

al. 10））があり、ツルマメ同士の他殖率の報告（Fujita

et al. lll）もあるが、ダイズとツルマメとの交雑に

関する報告は少ない。ダイズとツルマメは、人工授

粉などによって、相互に交雑できるが（Karasawa

12), Kwon et al. !3), Oka 14））、両者は白殖性植物で

あり、開花時にはすでに受粉している場合が多く

(Free 15），古谷 16））、ツルマメとの自然交雑はきわ

めて低いと考えられる。

Nakayama and Yamaguchi 17）は、野タトでダイ

ズとツルマメを 50cm間隔で市松模様に配置して、

0.73%の交雑率を報告している。また、 Abeet al. 18) 

は、全国から収集した 708個体のツルマメの葉緑体

DNAのRFLP解析から、日本の改良品種由来の遺

伝子を 1.8%の頻度で認めている。また、 Dorokhov

et al. 19）は、除草剤耐性ダイズとツルマメを 2年間

ほ場で栽培したが、交雑個体は得られなかったとし、

人工授粉で得た Flでは、組換え DNAの断片が検

出されたが、 F2、F3では、その断片がなくなった

と報告している。このように、ダイズとツルマメの

交雑についてはいくつかの報告はあるものの、組換



えダイズを使った試験では、ツルマメとの交雑個体

は得られておらず、交雑個体の適応度、組換え遺伝

子の遺伝子浸透などについては、さらなる科学的知

見の集積が必要である。

学識経験者で構成される「生物多様性影響評価検

討会」は、「カルタヘナ法」に基づき第一種使用規

程の承認申請のあった除草剤グリホサート耐性ダイ

ズ（40ふ2系統）の生物多様性影響評価について検

討し、生物多様性に影響を及ぼす恐れはないと判断

した。その際、この検討会はダイズと近縁野生種で

あるツルマメとの交雑性等に関する科学的知見の充

実を図るため、公的機関による本組換えダイズとツ

ルマメとの自然交雑率及び雑種後代における当該組

換え遺伝子の適応度等の情報収集の実施を求めた。

本研究では、検討会の求める情報収集のうち、本組

換えダイズとツルマメとの自然交雑率に関する調査

を実施した。

イ研 究 方 法

（ア）材料 ：組換えダイズとして、食品安全性、

飼料安全性が確認され、カルタヘナ法に基づいて第

l種使用規程が承認された除草剤グリホサート耐性

組換えダイズ（40-3-2系統）を用いた。2006年は、

開花期の異なる 4品種（40-3-2系統： AG3602RR、

AG3906RR、AG4801RR、AG5905RR）を栽培し、

2007年は、より開花期の遅い組換えダイズ 2品種

(AG5905RRおよびAG6702RR）を用いた。ツルマ

メの種子は、前年秋に農業環境技術研究所内の自生

地から採取された。

（イ）圃場配置： 2006年、 2007年ともに、当研究

所内の一般試験ほ場（20a）で、遺伝子組換えダイ

ズの聞にからみつくほど近づけてツルマメを網状の

...・・tl'1;r・，.. 守 4

図 11201・1
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2006、2007年の実験ほ場の配置

壁に沿わせて栽培する混植区および遺伝子組換えダ

イズから 2、4、6、8、lOm離してツルマメを壁状の

網に沿わせて栽培する距離区を設けた（図 11201-1、

写真 11201-1)。2006年は 6月20日に播種し、 2007

年は 6月20日およびそれから 1か月遅らせて 7月

20日に播種する区を設けた。ツルマメは、発芽し

やすいよう種皮の一部を削り、 2006年2007年とも

に、 5月22日に播種した。

（ウ）開花調査 ：7月下旬～9月下旬にかけて、 l

～3日毎にダイズおよびツルマメの開花数を計測し

た。

（エ）交雑個体の検定 ：2006年、 2007年ともに、

収穫したツルマメ種子を閉鎖系温室で発芽、育成さ

せた。3-5葉期に除草剤グリホサー トを散布し、枯

死しない個体を交雑個体とし、枯死しなかった個体

について葉サンプルの一部を用いて、 CP4EPSPS 

タンパク（グリホサー ト耐性）をイムノクロマ ト法

である RURラテラルフローテス トで検：出した。判

断基準はキットのユーザーガイドに従った。また

花粉親の判定は 20個の SSRマーカー（Kurodaら

20）を用いて判定された。DNAの抽出等実験の詳細

については Mizututiら21）を参照のこと。

（オ）訪花昆虫相調査： 2006年は、 8月 10日、 8

月20日、 9月20日に、 2007年は、 9月3日および

13日の開花期に組換えダイズ、ツルマメに訪花す

る昆虫の行動を観察するとともに見つけ取り法等に

より採集して種を同定した。

（カ）温室内交雑実験 2007年9月6日～ 19日

に閉鎖系温室内の 8m3の網室内に、開花した組換

えダイズ（40-3-2系統、 AG6702RR、8月2、9日播

種）と開花したツルマメ（6月22日播種）のポッ

トを近接して設置し、同温室内にミツバチの巣箱（約

写真 11201-1 2006年の実験の様子 （2006年7月27

日撮影）
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表 11201・1 組換えダイズとツルマメの両方に訪花し

た見虫

図 11201・2

4000頭）を設置した。設置後に開花したツルマメ

の花は切除し、交雑が最適化された条件での両種の

交雑頻度を調べた。 200719113 

ゲイズ

20071913 

rイf ツルマメ

組換えダイズとツルマメの両方に訪花した昆虫を

表 11201-1に示した。9月3日は 7月に播種したダ

イズの開花最盛期であり、この時に両種に訪花した

見虫、パラハキリパチ、ツルガハキ リパチが花粉を

媒介する可能性が高い。ヤマトシジミ、ツバメシジ

ミも両種に訪花したが、 2005年の電子顕微鏡観察

で、口吻に花粉が認められなかったことから、花粉

媒介の可能性は低いと考えられる。なお、調査方法

が異なるが、アザミウマの成虫は、 9月3日は両種

の花の中から得られており、弱いながら飛朔能力が

あるので、花粉媒介の可能性は高いと考えられる。

（オ）閉鎖系温室内での交雑結果

ミツバチの巣箱をいれ、開花期を合わせた遺伝子

組換えダイズ、ツルマメの交雑個体数は、 2937個

体中 14個体 （0.477%）であった。
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ウ研究結果

（ア） 交雑結果

2006年 10月 26日に収穫したツルマメ 種子につ

いて混植区 44,348個、距離区 68.121個を検定 し、

自然交雑個体は得られなかった。2007年 10月 25

日に収穫したツルマメについては、混植区 25.741

個を検定 し、計35個体、 AG5905RRとの交雑は 10

個体、AG6702RRとの交雑は25個体得られた。また、

距離区 66,671個を検定 し、計3個体、 2、4、6m区

で各 1個体、自然交雑個体を得た。8、lOm区では、

個体は得られなかった。

（ウ）開花調査結果

遺伝子組換えダイズ、ツルマメの開花期を 図

11201-2に示した。2006年、開花期の早い3系統の

組換えダイズは、 2つの開花ピーク （↓）があり、

ほぼ同様に推移した。開花期の最も遅いAG5905RR

は開花数が多く 8月 19日ごろにピークがみられ、

ツルマメの開花し始めた時期と重なった。

2007年の遺伝子組換えダイズ、ツルマメの開花

は、早いものから 6月播種の AG5905RR→ 6月播

種の AG6702RR→ 7月播種の AG5905RR→ 7月

播種の AG6702RR→ ツルマメの順であ った （図

11201-2右 ）。 ツルマメの開花ピークは 2006年、

2007年とも 9月 10日前後であったが、 2007年の 7

月播種の組換えダイズの開花ピークは、 2006年 （図

11201-2）に比べ、ツルマメと近くなり、両種の開

花重複期間も長 くなった。

（エ） 2007年度訪花見虫調査結果



工考察

（ア）本研究の結果は、組換えダイズとツルマメ

の開花期をある程度、人為的に重複させ、からみつ

くほど近くで栽培すると、 1000分の l程度生じる

可能性があることを示したが、雑草管理を伴う一般

のダイズ栽培では、これより更に交雑頻度は低くな

ると考えられる。また、 2006年の結果は、組換え

ダイズとツルマメの開花期がほとんど重複しなけれ

ば、自然交雑の可能性はほとんどないことも示して

おり、地域によって組換えダイズ品種を選び、開花

期の重複を低下させると、ツルマメとダイズとの自

然交雑率をゼロに近づけることができる。すなわち、

品種の選択や除草方法を含む栽培方法の選択によっ

て、日本では、ツルマメへの生物多様性影響を防ぎ

ながら組換えダイズを栽培できると考えられた。

オ今後の課題

（ア）本研究のダイズとツルマメの開花期の調査

は、茨城県つくば市でのみの調査であり、日本の各

地域における変異を考慮した調査研究が必要であ

る。

力要約

（ア） 2006年に収穫したツルマメ種子を検定し、

混植区（44,348個）においても、距離区（68,121個）

においても交雑個体は得られなかった。 2007年 7

月播種の組換えダイズの開花ピークは、前年よりツ

ルマメと近くなり、開花期間も長く重複し、混植区

では、交雑個体は、 25,741個体中、 35個体であり、

また、距離区（66,671個体）においても、組換えダ

イズから 2、4、6mの距離区で交雑個体はそれぞれ

l個体、 8、lOmの距離区で交雑個体は認められな

かった。交雑が最適化指された条件下での温室内実

験では、より高い頻度で交雑した。
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研究担当者（吉村泰幸ぺ水口亜樹、松尾和人、

望月淳、吉松慎一）

(2) ほ場条件下における遺伝子組換えダイス。と

ツルマメの自然交雑（2）圏内各地域におけるダ

イズの交雑特性の解明

ア研究目的

ダイズは主として自家受粉を行う白殖性作物であ

るが、ごくまれに他家受粉を行うことが知られてい

る。このため遺伝子組換え作物の栽培実験では、在

来品種との自然交雑を防止するための対策が求めら

れている。

農林水産省は第 l種使用規程承認の組換え作物栽

培実験指針で、ダイズの自然交雑防止のために同種

栽培作物等との隔離すべき距離を lOmと定めてい

る（農林水産省農林水産技術会議事務局長通知り。

またこれまでに発表された多くの研究では lOm以

上の隔離距離を設定した場合には自然交雑は報告さ

れていない（吉村ら 2），京谷・児玉 3））。

しかし最近になって 20m以上の距離でも自然交

雑が生じた例が報告され、最大距離は 220mに達す

ると推定された（北海道農政部食の安全推進局食品

政策課 4））。この事例はこれまであまり自然交雑実

験がなされてこなかった北海道におけるものであ

り、低温など北海道特有の条件による特殊事例か、

従来にない大規模な実験によって極低率の自然交雑

が検出された結果かの判定は困難である。

本研究では、この北海道の事例が北海道特有の環

境条件によって生じたものかどうかを検討するため

に、関東、東北、九州の各地方で同様の実験を実施

した。

イ研究方法

（ア）自然交雑試験

作物研究所谷和原畑圃場（茨城県つくばみらい

市）、東北農業研究センター（岩手県盛岡市）、九州、卜

沖縄農業研究センター（熊本県合志市）にそれぞれ

試験圃場を設けて小豆を栽培し、その中央に花粉親

を、また花粉親から四方に lOmおよび20mの距離

に種子親の大豆を配置した（図 11202-1）。また花粉

親区内にも隣接して種子親を配置した。種子親は劣

性の 2つの核遺伝子により子葉色の緑色の退色が遅

い形質（staygreen）を持つ「青丸くん」、花粉親

は「青丸くん」と開花期が近い「リュウホウ」を用

いた。成熟期に各区の列毎（副区）に全量収穫し、

全種子数を調査するとともに、目視により子葉色が

黄色の種子を交雑種子候補とした。交雑の確認と種

子の花粉親の推定は、SSRマーカー 5個を用いて「青

丸くん」「リュウホゥ」「エンレイ」「タチナガノ1」「サ

チユタカ」「フクユタカ」と比較して行った。

（イ）訪花見虫の調査

各調査圃場にマレーズトラップを 4基設置し、 1

週間毎に捕殺された見虫を集めて、種類と捕殺個体

数を調査した。また、作物研究所圃場及び束北農業

研究センター圃場ではすくい取りによる訪花昆虫の

採集を行い、種類と採集個体数を調査した。

ウ研究結果

（ア）自然交雑試験

東北農研センターにおいて、副区別に種子の子

葉色を調査した結果、花粉親からの距離が lOmの

区及び20mの区でそれぞれ l粒の子葉色が黄の種

子が見いだされたが、 SSRマーカー 5個を用いた

DNA分析の結果、これらの子葉色黄の種子は全て
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表 11202・1 各試験地で得られた自然交雑種子数

lOm区 20m区 花粉隣接区 合計

試験場所
種子数

交雑
種子数

交雑
種子数

交雑
種子数

交雑

種子数 種子数 種子数 種子数

東北農研セ 50390 。 50270 。 12670 。 113330 。
交雑率（切） 。 。 。 。

作物研 145309 。 132129 。 33728 3 311166 3 

交雑率（切） 。 。 0. 0089 0.0010 

九沖農研セ 17994 。 8604 。 15 。 26613 。
交雑率（弘） 。 。 。 。

合計 213693 。 191003 。 46413 3 451109 3 

交雑率（弘） 。 。 0.0065 0.0007 

「青丸くん」と同じ遺伝子型で、突然変異によるも

のと推定された（表 11202-1,2）。作物研において

花粉親からの距離が20mの区で2副区 12粒、花粉

親区で3粒の子葉色黄の種子が見いだされたが、花

粉親区以外の種子は、 DNA分析の結果全て 「青丸

くん」と同じ遺伝子型であった。花粉親区の種子

は「青丸くん」と「リュウホゥ」の遺伝子型を両方

保有していたので、自然交雑種子と推定された（表

11202-2）。九沖農研においてはカメムシ等による虫

害が多発し、東北農研 ・作物研に比べて収穫種子数

は極端に少なく、子葉色が黄色の種子は見つからな

かった。

（イ）訪花見虫の調査

マレーゼ トラップ及びすくい取りで行った訪花

昆虫の調査結果は表 11202-3に示した。マレーゼ ト

ラップではハエ目、カメムシ目、ハチ目が多かった。
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表 11202・2 DNA分析による花粉親の推定

lOm区 20m区 花粉隣接区

試験場所 交雑 推定された 交雑 推定された 交雑 推定された
種子 花粉親 種子 花粉親 種子 花粉親

東北農研セ 1 突然変異 突然変異

作物研 12 突然変異 3 リュウホウ

注）子葉色が黄色となったものを交雑種子候補とし、供試した全てのマーカーが

「青丸くん」と 一致したものを突然変異と判定した。

表 11202・3 採集した訪花昆虫の同定結果

マレーゼトラップ 掬い取り
分類

－ーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーー・・・ーーーー・・・・東北農研 九沖農研 作物研 東北農研 作物研

個体数 （%） 個体数 （免）
ハエ目 10992 84. 9 5444 70. 3 

カメムシ目 168 1. 3 1299 16. 8 

ハチ目 730 5. 6 304 3. 9 

チョウ目 182 1. 4 622 8. 0 

アザミウマ日 610 4. 7 

コウチュウ目 134 1. 0 65 0. 8 

アミメカゲロウ目 1 0.0 6 0. 1 

クモ目 67 0. 5 0. 0 

トピケラ目 40 0. 3 

ノくッ夕日 6 0. 0 4 0. 1 

トピムシ目 3 0.0 

ハサミムシ目
カゲロウ目 0.0 

チャタテムシ日 0.0 
ダFニ目 4 0.0 

ワラ ジムシ日 0.0 

合計 12940 7745 

注）アザミワマは花 100個中の個体数

すくい取りでは、明らかに訪花昆虫ではない見虫を

除外したので、カメムシ目は少なかったが、ハエ目、

ハチ目、チョウ目の多い傾向は変わらなかった。

工考察

（ア）自然交雑試験

今回実施した大規模な自然交雑試験では lOm区、

20m区では合計40万粒を調査したが、自然交雑種

子と考えられる種子は l粒も見いだせなかった。九

州地区で虫害により大幅に調査粒数が減少したた

め、今回の調査粒数は北海道の約 67万粒の約 6割

ほどであるが、自然交雑種子が全く見いだ、せなかっ

た結果は、 200粒以上の自然交雑種子が見いだされ

た北海道の結果とは対照的な結果となった。この結

果から 2006年の北海道の試験で隔離距離 lOm以上

でも多数の自然交雑が生じた原因が、本州以南とは

個体数 （%） 個体数 （九） 個体数 （免）
570 42. 0 52 18. 5 187 45. 1 

249 18. 4 8 1. 9 

138 10. 2 18 6.4 133 32. 0 

245 18. 1 10 3. 6 16 3.9 

3 0. 2 201 71. 5 70 16. 9 

41 3. 0 1 0. 2 

99 7. 3 

4 0. 3 

0. 1 

2 0. 1 

4 0. 3 

1356 281 415 

異なる環境条件によるものと推察できる。

（イ）訪花見虫の調査

今回自然交雑が確認できたのは作物研の隣接区だ

けである。マレーゼトラップを用いた訪花見虫の調

査で、作物研で、ハチ目の昆虫の割合が高かったこと

から、ハチ目昆虫が主要な受粉昆虫である可能性が

ある。

オ今後の課題

（ア）自然交雑試験

ダイズの自然交雑防止をより確実にするために

は、北海道で得られた lOm以上の隔離距離での高

い自然交雑率の発生要因を明らかにする必要があ

る。

（イ）訪花昆虫の調査

今回の調査では隣接区でも自然交雑率が非常に低
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かった。近くにミツバチの巣箱を設置して人工的に

訪花見虫を増やして自然交雑率を高めたときにも同

様の結果が得られるか検討する必要がある。

力要約

北海道では lOm以上の隔離距離でもダイズの自

然交雑が生じたことが報告されている。本州以南で

も同様に lOm以上の隔離距離でも自然交雑が確認

できるか調査した。

東北、関東、九州で実施した試験はいずれも

lOm、20mの隔離距離では全く自然交雑は見られな

かった。このことから北海道では何らかの原因で

lOm以上の隔離距離で自然交雑が生じたと推察さ

れた。

キ引用文献

1）農林水産省農林水産技術会議事務局長通知

(2008）.第 l種使用規程承認組換え作物栽培実

験指針. 1-8. (http : //wwwふaffrc.go.jp/docs/ 

anzenka/ action/ pdf/ sisin.pdf) 

2）吉村泰幸・松尾和人・安田耕司（2004）.遺伝子

組換えダイズを用いた自然交雑率の評価．日作紀

73 （別 1): 210-211. 

3）京谷薫・児玉郁子（2004）.リポキシゲナーゼ欠

失大豆「すずさやか」の交雑防止法．東北農業研

究 57:79-80. 

4）北海道農政部食の安全推進局食品政策課

(2007）.平成 18年度遺伝子組換え作物交雑等防

止検討調査事業の概要. 1-39. http : //www.pref. 

hokkaido.lg.jp/NR/ rdonlyres/508CC33B-A6B 7-

4BED-B53C-B53FD02CF 145/0/ gm b b 190199 _ 

sankoushiryou.pdf 

研究担当者（羽鹿牧太ぺ高橋浩司、山田哲也、

石本政男、湯本節三、中津芳則、島村聡）

(3) ほ場条件下における遺伝子組換えダイズとツ

ルマメの自然交雑（3）低温による雄性不稔がダ

イズの交雑率に与える影響について

ア研究目的

ダイズはほとんどが開花時にはすでに自家受粉し

ているために自殖率が極めて高い作物である。とこ

ろが、 2006年度に北海道立農業試験場で行われた

他品種との自然交雑に関する試験では、十勝農業試

験場（芽室町）において 1.013%と極めて高い値が

報告されている（北海道庁 1））。種子親の開花期前

に最低気温が 15℃を下回る日が続いたために、障

害型冷害による花粉の形成不良により不稔が生じて

白殖できずに開花して他品種と交雑する確率が高

まったのではないかと推察されている（北海道庁

2））。そこで本課題では、ダイズにおける自然交雑

防止策の確立に資するために、人為的に開花期前に

低温処理した個体を花粉源に隣接させたときの自然

交雑率に及ぼす影響について調査する。

イ研究方法

（ア） 2007年における低温処理試験

6月26日（試験 1）および7月3日（試験2）に

劣性の核遺伝子支配による子葉色緑の形質を持つ

「青丸くん」を播種した。各試験で 20ポット（5粒

／ポット）を使用し、初生葉展開後に lポット 2本

立てとした。開花1週間前ごろまで野外で育成させ、

8月2日（試験 1）および8月9日（試験2）に人

工気象室に移し、低温区として 10ポットを 15℃程

度で、対照区として 10ポットを 25℃程度で 1週間

処理した。日長は 14時間とした。開花期は試験l

では対照区 8月8日、低温区8月 10日、試験2で

は対照区8月13日、低温区8月18日であった。処

理したポットは、作物研観音台圃場（茨城県つくば

市）大豆試験圃場の開花程度が同程度のダイズ品種

（試験lでは「サチユタカ」、試験2では「フクユタカ」）

に隣接させた。なお、交雑率を高めるため、同時に

圃場近辺にミツバチの巣箱を設置した。設置2週間

後にポットを回収してダイズが隣接していない場所

で成熟まで育成した。

（イ） 2008年における低温処理試験

2007年度とほぼ同様である。 7月2日にポットに

「青丸くん」を播種し、低温区として 8月l日に人

工気象室に 20ポットを移して 15℃程度で処理し、

無処理区は 20ポットを引き続き野外で栽培した。

低温処理 1週間後に開花程度が同程度の「エンレイ」

に隣接させて設置し、交雑処理開期間を 3週間とし

た。「青丸くん」の開花期は対照区8月8日、低温

区8月9日であった。また、ミツバチの巣箱設置区

とその巣箱から 300m以上隔離した非設置区を組み

合わせた合計4区（1区 10ポット）を設けた。な



お交雑処理期間中の 8月18日にトレボン乳剤 1000

倍液を散布した。

（ウ）交雑種子の判定と DNAマーカーによる確

三刃

ポット毎に適期に収穫し、脱粒後に全種子につい

て子葉の色を確認し、子葉が黄の種子については

SSRマーカーを用いて遺伝子型を調査することで

交雑種子と判定した。

ウ研究結果

（ア） 2007年度における低温処理試験

低温処理をしていない対照区では試験 lで1920

粒、試験2で2496粒を調査したが、交雑種子と

判定された種子を見出すことはできなかった（表

11203-1）。一方、低温処理を行った区では試験 lで

2180粒中 4粒、試験2では 2894粒中 18粒は子葉

が黄の種子（写真 11203-1）であった。これらの種

子について DNAマーカー解析で多型を調べたとこ

ろ、いずれも「青丸くん」以外の遺伝子型も示され

（写真 11203-2）、これらは交雑種子であることを確

認した。交雑率は試験lでは0.18%、試験2では0.62%

であった。

（イ） 2008年度における低温処理試験

自然交雑率についてみると、圃場近辺にミツバチ

の巣箱を設置した区では 0.21%、対照区では 0.07%

で明らかにミツバチ区の交雑率が高かった（表

11203-2）。また、低温処理区と無処理区の自然交雑

率を比較すると、低温処理区の交雑率が018%に対

し、無処理区では 0.11%であった。

エ考察

（ア）開花期前低温処理による自然交雑率への影

響

2007年、 2008年ともに開花期前における 1週間

の15℃低温処理により、交雑率は対照区より高まっ

た。従って、開花期前の低温処理によって「青丸く

ん」の花粉受精能力に障害が生じ、開花受粉できず

に開花したことで、飛散した他品種の花粉と受精し

て交雑種子が生じたことが示唆された。

（イ）ミツバチの巣箱設置による自然交雑率への
~ノ2亜日
ff,／宅手

低温処理により交雑率は対照区より高まったが、

ミツバチの巣箱を設置することで交雑率がさらに高

まった。従って、ミツバチのような訪花昆虫も交雑

率に影響することも示唆された。

表11203・1 低温処理による交雑種子と交雑率への影響

試験

試験1

試験2

播種目 区 全粒数 交雑種子数 交雑率（%）

6月26日
対照区 1910 。 0.00 

低温区 2180 4 0.18 

7月3日
対照区 2496 。 0.00 

イ民？且区 2894 18 0.62 

合計
対照区 4406 。 0.00 

低；1且区 5074 22 0.43 

写真 11203-1 交雑種子と判定された 「青丸くん」種子の外観

左 ：自殖種子、右 ：自然交雑種子
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試験1 試験2 比較品種

M 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M S1 S2 S3 S4 SS S6 

400bp 

300bp 

・・・・ I ！ ‘ーーーーー I l!llli!lllll l・・』】ー＝＝・－＝＝＝巳＝＝ー＝ーー＝＝ ー｜
遺伝子型 ad ac a c ac ab ab ad a ab ab ab ab ab ab a ab a ae ab ab ac a c a b c d c b 

写真 11203・2 交雑種子の SSRマーカー Satt614による PCR増幅産物の電気泳動像

比較品種Sl：青丸くん、 S2：リュウホウ、 S3：エンレイ、 S4：タチナガハ、 S5：サチユタカ、
S6：フクユタカ

表 11203・2 ミツバチの巣箱設置と低温処理による交雑種子と交雑率への影響

処理区 全粒数 交雑種子数 交雑率（%）

低温処理 3707 9 0. 24 

ミツバチ区無処理 33~1 ~ 0. 18 

ノj、言十 7088 15 0. 21 

低温処理 3125 3 0. 10 

対照区 無処理 －~！.~！ _l_ －~： .~i 
小言十 5842 4 0. 07 

低温処理 6832 12 0. 18 

合計 無処理 60~8 ! 0. 11 

総計 12930 19 0. 15 

オ今後の課題

（ア）開花期前低温処理による自然交雑率への影

響

開花期前における冷害時には耐冷性が弱い品種で

自然交雑率が特に高まる可能性があるため、低温条

件下でも正常な花粉を形成し、柱頭に付着させる能

力を向上させるための品種育成が重要であろう。

（イ）ミツバチの巣箱設置による自然交雑率への

影響

ダイズの自然交雑を防ぐためにはこれまで行われ

ている空間的な隔離だけでなく、ネ ットによる被覆

や殺虫剤散布が花粉媒介昆虫の訪花を防ぐことも有

効な対策と考えられる。

力要約

（ア）開花期前の低温による雄性不稔と自然交雑

窓
一「

ダイズは白殖率が極めて高い作物であるが、開花

期前における 1週間の 15℃低温処理により雄性不

稔が生じて、自然交雑率が高まることが明らかと

なった。また、ミツバチのような訪花見虫も交雑率

に大きく影響することが示唆された。

キ引用文献

1）北海道庁（2007）.他家受粉による交雑に関す

る調査（ダイズ）．平成 18年度遺伝子組換え作物

交雑等防止検討調査事業成績書.http : I /www. 

pref.hokkaido.lg.jp/ ns/ shs/05/ anzen/ gmb b-1-3-

gmkouzatuchousa-daizu.pdf 

2）北海道庁 （2008）.他家受粉による交雑に関

する調査（ダイズ）．平成 19年度遺伝子組換え

作物交雑等防止検討調査事業成績書.http:// 

www.pref.hokkaido.lg.jp/ ns/ shs/05/ anzen/ 

gmbbl90203_daizu.pdf 

研究担当者 （島村聡ぺ羽鹿牧太、石本政男）

(4) ほ場条件下における遺伝子組換えダイズとツ

ルマメの自然交雑（4）ダイズの風媒性確認試験

ア研究目的

ツルマメは、栽培ダイズと同じ Glycine属、内；a
亜属に属し、ダイズの祖先種と考えられているつる

性の一年草で、朝鮮半島、中国、シベリア東部、日

本では北海道から九州までに分布する（大橋 1））。

現在、除草剤耐性の遺伝子組換えダイズ（以下

組換えダイズ）は、アメリカ、アルゼンチン、ブ、



ラジル、パラグアイなど 11か国で栽培され、組換

え農作物の栽培面積の約半分、世界のダイズ栽培

面積の 81%を占めている (James2＞）。 日本国内で

は、現在、試験栽培以外の遺伝子組換え作物は栽

培されていないが、現在最も普及している除草剤

耐性の組換えダイズが、将来、栽培された場合に

は、そのほ場周辺に自生するツルマメと交雑し、除

草剤耐性のツルマメが発生し、周囲への拡大、ま

た、野生集団中の遺伝的多様性の損失が懸念され

ている。これまで、ダイズ同士の他殖率について

は、多くの報告（Woodworth3>, Cutler 4>, Weber 

and Hanson 5>, Caviness 6), Chiang and Kiang 7>, 

Arent and Caviness 8l_ Ray et al. 9>, Yoshimura et 

al. io＞）があり、ツルマメ同士の他殖率の報告 （Fujita

et al. 11＞）もあるが、ダイズとツルマメとの交雑に

関する報告は少ない。ダイズとツルマメは、人工授

粉などによって、相互に交雑できるが（Karasawa

12l_ Kwon et al. 13l_ 0 ka 14））、両者は白殖性植物で

あり、開花時にはすでに受粉している場合が多く

(Free 15＞，古谷 16））、ツルマメとの自然交雑はきわ

めて低いと考えられる。

Nakayama and Yamaguchi 17＞は、野タトでダイ

ズとツルマメを 50cm間隔で市松模様に配置して、

0.73%の交雑率を報告している。また、 Abe et al. 18> 

は、全国から収集した 708個体のツルマメの葉緑体

DNAのRFLP解析から、日本の改良品種由来の遺

伝子を 1.8%の頻度で認めている。また、 Dorokhov

et al. 19＞は、除草剤耐性ダイズとツルマメを 2年間

ほ場で栽培したが、交雑個体は得られなかったとし、

人工授粉で得た Flでは、組換え DNAの断片が検

出されたが、 F2、F3では、その断片がなくなった

と報告している。このように、ダイズとツルマメの

交雑についてはいくつかの報告はあるものの、組換

えダイズを使った試験では、ツルマメとの交雑個体

は得られておらず、交雑個体の適応度、組換え遺伝

子の遺伝子浸透などについては、さらなる科学的知

見の集積が必要である。

学識経験者で構成される「生物多様性影響評価検

討会」は、「カルタヘナ法」に基づき第一種使用規

程の承認申請のあった除草剤グリホサート耐性ダイ

ズ （40-3-2系統）の生物多様性影響評価について検

討し、生物多様性に影響を及ぼす恐れはないと判断

した。その際、この検討会はダイズと近縁野生種で

あるツルマメとの交雑性等に関する科学的知見の充

実を図るため、公的機関による本遺伝子組換え（以

下組換え）ダイズとツルマメとの自然交雑率及び雑

種後代における当該組換え遺伝子の適応度等の情報

収集の実施を求めた。ダイズの花粉の飛散性につい

ては、ほとんど知見がないため、本試験では、風洞

装置を用いて調査し、花粉の物理的な落下速度等の

面からその飛散距離について解析した。また、花粉

の飛散性については、トウモロコシやイネなどの風

媒性の作物についての知見はあるが、基本的に自殖

作物であり、虫媒による頻度の低い交雑頻度とされ

るダイズについては、その知見がないため、本研究

では、ダイズ圃場における花粉の飛散距離を調査し

た。

イ研究方法

（ア）屋内における花粉飛散試験

長さ約 20mの風洞装置（写真 11204-1）の中で、

一定の風速（2.0m/s）の気流をつくり、風上に開花

中の数個体のダイズ品種エン レイ、スズマルを 15

分間放置した（各4反復）。ダイズから 0.2、l、2.5、

5、10、15mの距離に各 3カ所ずつスタンド （高さ

42cm）を配置し、その上にワセリンを塗布したプ

レパラートをのせ、 15分間空気を送風した後、プ

レパラートを回収後、顕微鏡で付着した花粉をカウ

ントした。また、比較のためにイネ品種日本晴も同

様に測定した。

（イ）野外における花粉飛散試験

農環研内のダイズほ場（品種ピケット、8.5アール）

写真 11204・1 大型風洞内での花粉飛散実験の様子

風下にワセリンを塗布したプレパラートを載せたスタ
ンドを配置し、風上に開花したダイズあるいはイネを
配置した。
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図 11204・1 花粉採集器の配置

赤丸が花粉採集器、計23か所配置した

において、 2007年 8月4日から 22日までダイズ群

落内外（花粉源端から l、2.5、5、10、20m）にダー

ラム型花粉採集器を設置し、花粉飛散数を調査した

（図 11204-1）。また、同時期に開花数を調査し、群

落内外の風速も数回測定した。

（ウ）ダイズ花粉について基礎知見の収集

野外または温室で栽培したダイズ数種の花粉の大

きさ、花粉の寿命を顕微鏡観察により調査した。ま

た、 l花あたりの花粉数を文献調査で、花粉落下速

度を花粉の大きさから算出した。

（エ）ダイズほ場における訪花見虫の調査

農環研の栽培ダイズ（ピケット）ほ場において、

マレーストラップを設置および捕虫網等により訪花

見虫を調査した。これらのデータに作物研究所 ・東

北農業研究センタ一、九州・沖縄農業研究センタ一、

畜産草地研究所のデータを加え、ダイズに訪花した

見虫目を一覧にした。

（イ）野外における花粉飛散試験

野外のほ場では、最大 l日・個体あたり 40個開

花していたが（図 11204-3）、花粉密度は、ほ場から

2.5mの地点で最大0.772個 ／day-cm2、閏場内で0.386

個／day・cm2であった。20m地点でもわずかであ

るが、花粉は観測された（表 11204-2）。

（ウ）また、 l花あたりの花粉数については、

Chiang and Kiang 21）、 Kotiet al. 22）、 Salemet al. 23) 

のデータから、 3000個程度であることが明らかと

なった。また、群落内の風速は、群落外の 1/4程度
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ウ研究結果

（ア）屋内における花粉飛散試験

風洞実験においてイネでは、最大で 0.63個 ／cm2

の花粉密度が得られ、花粉源からの距離に伴い緩や

かに減少した。ダイズでは、花粉密度は最も高い値

で 0.08個 ／cm2(2.5m地点）であり、イネに比べほ

とんど飛散していないことが明らかとなったが、花

粉は lOm地点でも観測された（図 11204-2）。ダイ

ズ花粉の直径は約 30μmで、落下速度は、ストーク

スの式（Gregory20＞） より約 2.7cm/sと推測された

（表 11204-1）。



表 11204-2 ダイズほ場内外の花粉密度 （個／day・

40 
cm2) 

き；~lノ
距離 東 西 南 1じ 平均

圃場内 0.309 0.617 0.309 0.309 0.386 

1目Om 。0.309 0.926 1.235 0.617 

2.5m 。1.235 0.309 1.543 0.772 

も~~も1ー、や 、や -oXや -o＼やφや -o\や-o¥や .J~写~ -o'"' 4ー 5.0m 0.309 0.617 。 0.309 

目付 10.0m 0.309 。 。 。0.077 

20.0m 。0.309 。 。0.077 
図 11204-3 2007年のダイズ品種ピケットおける開

値はダーラム型花粉採集器を用いて調べた。2007年8
花数

月4～ 22日、 19日間の平均値、品種ピケット

表 11204-3 各地のダイズほ場で採集された見虫日一覧

見取り＋拘取 マレ日ストラヴプ

マレ日スト歩yプ 見取り＋拘lll11名 10名 南北lカ所ずつの スイ日ピン夕、

東西南北に lヶ所ずつ、4箇p]jの合計 8 時ー11半 8 時寸I半 合計 5振り6反復

採集場所 東北厨川 九州；中．穐 農研 C省軍日原 東北厨川 農研 C主左手日原 草地那須 農環研つ〈ば

調査期間 8/3 14(12日〉 百／1423(1日日） 8/9--3/20(12日） 日／10(1日） 8/8,13,15(3日） 8/6--3/15（叩日） 8/17,20,24(3日）

品種、開花期間 リュウホウ7/31-S/16 リュウホウ／ー／ リュウホウ7/28-e/15 りュウホウ7/31-e/16 りュウホウ7/28-8/15 リュウホウ8/1-e/15 ピサッ卜8/3-24

帯丸くん 8/3-16 帯丸くん ／ー 帯丸くん 8/3-20 

ハエ目 10992 5444 

カメムシ目 16日 1299 

ハデ目 730 304 

デョウ目 182 622 

アザミウマ目 610 

コウチュウ目 134 65 

アミメカゲロウ目 1 6 

クモ目 67 1 

トピケラ目 40 

~ヲタ目 6 4 

ダニ目 4 

トゼムシ目 3 

ハサミムシ目

カゲロウ目 1 

デャタテムシ目 1 

ワラジムシ目 1 

計 12940 7745 

であること、花粉の寿命については、 3時間を経て

も数%の花粉が培地で発芽したが、採取直後でも高

い発芽率が得られず、最適な培地が作成できなかっ

たためさらに検討を要する。

（エ）ダイズほ場における訪花見虫の調査

アズキ畑の中のダイズ畑で 430種、 16目の見虫

が発見された。見虫数は東北厨川＞九州沖縄＞関東

谷和原の順であった。見虫数は、南だから多いとい

うことではなく、周囲のほ場やそのほ場の雑草や害

570 

249 

13日

245 

3 

41 

99 

4 

1 

4 

2 

1356 

帯丸くん 8/3-16 膏丸くん $/3-20 膏丸くん 8/1-15 

52 187 4245 41 

日 2日日 110 

18 118（見）＋15（掬〉 57 87 

10（掬取） 16（掬取） 47 3 

201(100花〕 70(100花）

1 81 32 

13 18 

1 

7 

33 

1 

281 415 4764 300 

虫の管理状況に依存しているとが推測された。九州、｜

でカメムシ目が多いこと、チョウ目が多いこと、厨

川でアザミウマ目、クモ目、トピゲラ目が多いこと

が明らかとなった（表 11204-3）。

エ考察

野外のダイズほ場の空中飛散花粉量は、 1日最大

プレパラー ト当たり 1000個以上観測される風媒性

のイネ、 トウモロ コシに比べ極めて少ない結果と
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なった。

また、ダイズ花粉の直径から計算すると、落下

速度は、 2.2～2.7cm/sとなり、本実験条件では、

ダイズ花粉の推定飛散距離は 15m以上となるが、

実際は lOmの地点でわずかに観察されたのみで、

15m地点では観察されなかった。両試験の結果お

よびダイズの花粉には粘着性があること、また、め

しべが通常花弁の外に露出しない花の特徴を考慮す

ると、風媒により圃場外のダイズが受粉する可能性

は、ほとんどないと考えられた。

本研究結果よりダイズにおいては、開花期の網か

け、薬剤散布等により虫による花粉媒介を防止でき

ると考えられ、今後遺伝子組換えダイズと非組換え

ダイズを栽培する際に、交雑を防止、減少させる管

理手段の科学的根拠となる。

オ要約

風洞施設においてダイズの花粉は、イネに比べほ

とんど飛散しないことが明らかとなった。野外のダ

イズほ場においても、その花粉密度は低かった。ま

た、また、群落内の風速は、群落外の 1/4程度であ

ること、l花あたりの花粉数については3000個程度、

花粉の落下速度は約 2.7cm/sと推測された。
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研究担当者（吉村泰幸ぺ平井一男）

(5) ダイズと近縁野生種ツルマメの雑種後代の適

応度に関する研究

ア研究目的

遺伝子組換え作物の一般圃場での利用に際して

は、自然交雑による近縁野生種への遺伝子拡散の定

量的なリスク評価が必要である。我が固においては、

国民の安心に応えるために遺伝子組換えダイズから

近縁野生種ツルマメへの遺伝子浸透の可能性を把握

することが求められている。

ダイズとツルマメとの自然交雑は極めてまれに起

こることはあるが、その雑種や雑種後代はツルマ

メの生育する場所では速やかに淘汰されてしまう

(Kuroda et al. il）。作物は栽培化の過程で自然環境

への適応能力が次第に低下しつつあり、適応的に

不利に作用する遺伝子を蓄積している（DeWet & 

Harlan 2））。ダイズの遺伝子を持つ雑種も、そのよ

うな遺伝子の効果によって適応的に不利になってい

る可能性がある。遺伝子組換えダイズがツルマメと

交雑した場合も同様に、導入遺伝子とともにダイズ

の遺伝子もツルマメに持ち込まれるので、遺伝子浸

透の可能性を把握するには適応的に不利に作用する

ダイズ遺伝子の効果を明らかにする必要がある。

日本圏内では、遺伝子組換えダイズとツルマメと

の雑種後代を用いた野外試験は今のところ許可され

ていなし凡そのため、長期的な視点で導入遺伝子の

浸透の可能性を見通すには、モデルの構築とシミュ

レーションが必要になる。これまでに他殖性の無限

集団を想定したモデルを用いたシミュレーションは

試みられているが（Kellyet al. 3l）、作物に含まれる

適応的に不利に働く遺伝子の効果まで考慮されてい

ない。

そのため本課題では、ツルマメ集団中で生じる雑

種後代の自然選択および遺伝的浮動を考慮できる遺

伝子浸透モデルを作成し、環境条件の変動や導入遺

伝子の導入座位を考慮したシミュレーションによっ

て、定量的な組換え遺伝子拡散リスクに関する知見

と除草剤グリホサート耐性遺伝子組換えダイズの生

物多様性影響評価に資する知見を得る。

イ研究方法

（ア）ツルマメとダイズの雑種後代の適応度の評

価

西日本および北日本での交雑を想定し、 2種類の

ツルマメとダイズの F1雑種［広島産ツルマメ×フ

クユタカ（HF）、青森産ツルマメ×リュウホウ（AR)]

およびF1雑種を白殖した Fz雑種集団、ツルマメを

交雑した戻し交雑BC1F1集団、 BC2F1集団、 BC1F2

集団、さらに世代の進んだ雑種後代（F6集団）を

それぞれ人工的に作出した。各集団の系統数は 100

～200個体からなり、それぞれの連鎖地図をマイク

ロサテライトマーカーおよびSNPマーカーによっ

て作成した。これを用いて適応度を制御する遺伝子

をQTL（量的形質遺伝子座）として解析した。雑

種後代の適応度に大きく関わる個体当たりの種子生

産数と種子越冬生存率を、地理的および気候条件の

大きく異なる国内3地域（秋田、茨城、広島）の試

験圃場およびツルマメ自生地（各地域2地点、3年

間）で評価した。薬散等により人為的に管理された

放棄圃場に自生するツルマメ集団についても評価を

行った。 5月中旬～ 6月上旬に各世代の種子を播種

し、温室で約2週間生育させた個体を移植した。試

験圃場における個体の間隔は lm×lm、各組み合

わせ 100系統を l反復とした。自生地での試験はツ

ルマメ、ヨモギ、セイタカアワダチソウ、オオブタ

クサなどからなる雑草群落が分布する河川敷もし

くは道路沿いの空き地に試験区を設け、直線で約

lOm、個体の間隔は約 3～5cm、各組み合わせ 100
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系統を 2反復とした。自生地や放棄圃場では 10月

～ 11月にかけて完熟する前の雑種個体を回収した。

その際、根および茎の状態から生育途中で枯死した

個体を判定した。雑草や相互に絡みついたツルをほ

どいた後に、個体あたりの種子生産種子数および英

数、茎の乾物重量を測定した。雑種後代の調査とと

もに、周辺環境の遷移に伴うツルマメ個体死亡率の

推移、種子生産数等も調査した。種子越冬生存率は

収穫した種子 20粒を透水性のメッシュ袋につめて、

12月末に地表から約 3～ 5cm程度の深さに設置し

た。 4月上旬に士から袋を回収し、発芽した種子数

と休眠していた種子数をあわせたものを越冬種子と

し、検定した種子数に対する越冬種子の割合を種子

越冬生存率として評価した。適応度は種子生産数と

種子越冬生存率の乗算により次年度に生育可能な個

体数（適応度）を算出し、雑種後代の適応度を親の

ツルマメと比較した。

（イ）遺伝子浸透モデルの構築と拡散リスクの評

価

遺伝子浸透モデルは、①ダイズからツルマメへの

交雑率、②ツルマメ個体間の他殖率、③個体密度と

花粉および種子拡散から想定される有効集団サイ

ズ、④雑種の適応度（種子生産数と種子越冬生存率）

に関するパラメータを取り込めるように構築した。

遺伝子浸透モデルの初期状態はツルマメしか存在し

ない集団を想定した。集団を構成する各個体は、そ

れぞれ遺伝子型の情報を持ち、集団の外にあるダイ

ズから花粉を受け取って交雑するだけでなく、他殖

率に従い相互に交雑することとした。毎年同じ確率

で交雑が起こるケースのほかに、ダイズの輪作体系

を考慮し、数年おきにダイズが栽培されたときだけ

一定の確率で交雑が生じ、他の年には交雑がおきな

いケースも想定した。各個体の種子生産数は、種子

生産数QTLの遺伝子型、遺伝効果および環境分散

より算出し、集団全体より得られた全ての種子を越

冬前の種子プールとした。種子が越冬するかどうか

は、種子を生産する個体の種子越冬生存率 QTLの

遺伝子型、遺伝効果および環境分散によって決定し

た。越冬後の種子プールより任意に選択した種子の

みが次の世代で生育し、その数（有効集団サイズ）

は毎世代一定になるように基本条件を設定した。

①の除草剤グリホサート耐性ダイズからツルマメ

への交雑率は、 Yoshimuraet al. 4lおよび Mizuguti

et al. 5lに基づいて 0.001%と 0.1%とし、②のツルマ

メ個体問の他殖率は Kurodaet al. 6）と Fujitaet al. 

7）に基づいて 1%と10%と設定した。③の集団サイ

ズは、 Kurodaet al. 6）の花粉飛散距離および現地調

査における種子散布距離、個体密度から 100個体と

1,000個体とした。④の雑種の適応度は、圃場およ

び自生地で評価した 2組合せの雑種後代（HFおよ

びAR）の種子生産数および種子越冬生存率の数値

およびQTL情報を用いた。

シミュレーションの過程では、ダイズからツル

マメへの交雑によって生じる F1と、集団内で生じ

るFzや戻し交雑 l代目などの雑種を区別し、後者

が集団中に生じたときのみ「浸透交雑が生じた」と

定義した。検討条件の全組合せでは、 lから 10世

代固までを 100回計算した。各世代の浸透交雑の発

生確率は、「100試行中雑種後代が l個体以上認め

られた試行の割合」とした。感度分析は、分散分割

法により行い、目的変数の全分散のうち、各要因の

主効果による分散が占める割合をパーセントで示す

ことにより、各要因の重要度を判断した。また、年

次聞の環境変動に伴う適応度の変化を考慮したケー

ス、および自生地に除草剤が散布されたケースにつ

いてもシミュレーションを千子った。

ウ研究結果

（ア）ツルマメとダイズの雑種後代の適応度

自生地における雑種後代の生育は、競合種の密

度・被陰、自生地の土壌・気象条件により抑制され、

種子生産数だけでなく、種子生産に到達できる雑種

後代の個体数、死亡率がそれらの条件により大きく

左右されることがわかった。自生地における雑種後

代の種子生産数は試験圃場の 1/10から 1/100程度

であった。雑草群落周辺への移植も試みたが、それ

でも雑草の局所的な被陰により、雑種後代の種子生

産数は調査地域内であっても反復間で大きく変動し

た。

一方、雑種後代より生産された種子の越冬生存率

は、自生地と試験圃場との聞でやや変動したが、そ

の変動幅は種子生産数よりも極めて小さかった。雑

種個体聞で越冬生存率は大きく異なり、春に発芽で

きない種子は土壌中で吸水・腐敗していた。秋田県

では冬期の積雪により土壌が極めて湿潤な状態にな

り、関東や西日本に比べて強い選択が生じた。積雪
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図11205・2 試験圃場とツルマメ 自生地における雑種

後代ARの適応度とツルマメの適応度の違

い （・ ：ツルマメの最大値、 ：ツルマメ

の平均値、 ． ・雑種後代の最大値、 x：雑

種後代の平均値）

図11205・1 試験圃場とツルマメ自生地における雑種

後代HFの適応度とツルマメの適応度の違

い （・－ ツルマメの最大値、 ー：ツルマメ

の平均値、 ． ：雑種後代の最大値、 x：雑

種後代の平均値）
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図11205-3 試験圃場とツルマメ自生地における雑種後代の死亡率と各条件下で検出された種子生産数の

QTLの連鎖群とダイズ遺伝子の効果 （＊は QTLが検出、オレンジは HFとARの両組み合わせで

検出された連鎖群LのQTL)

かった。条件としては、競合種が高密度で、強度の

被陰の生じる場所あるいは水分条件が悪く、種子生

産まで到達しにくい場所であった。

試験圃場における HFの種子生産数は ARの雑種

後代よりも多く、南下するにつれ種子生産数が増

加する傾向が認められた。いずれの組み合わせに

おいても、各個体が生産する種子の数は大きく異

なり、そのバラツキは QTLの遺伝効果としてある

程度説明できることがわかった。種子生産数を制御

する遺伝的な要因のーっとして検出された連鎖群L

のQTLは、 HFおよびARの両組み合わせで安定

して認められた（図 11205-3）。この QTLは茎の伸

育性を制御する遺伝子Dι （Liuet al. 3l）の可能性

が高く、ダイズでは遺伝子が機能しないため茎が伸

長せず、種子数が減少すると考えられる。その他の

QTLは開花や草丈などにも関与する QTLであっ

た。試験圃場で見つかった QTLは全てダイズの対

-197-

のない地域では、ダイズでも種子が完全に腐敗しな

いような例外も認められた。特に、河川敷など植物

堆積物が非常に豊富な場所の土壌は種子に固着しづ

らいため、種子が長時間吸水する機会が少なく、土

壌の温度は冬期でも高い傾向があった。このように

好条件が重なると、雑種種子の越冬生存率は通常よ

りも高まると考えられる。また、雑種後代の種子数

を減少させる要因として菩歯類による食害が挙げら

れる。年度によって程度は異なるが、多いときで埋

士した種子の 3割～ 9割強が食害により消失した。

自生地における雑種後代の適応度は試験圃場より

も概ね低かった（図 11205-1、2）。いずれの交配組

み合わせにおいても雑種後代の平均適応度は、ダイ

ズに含まれる適応的に不利に働く遺伝子の効果によ

り、ツルマメ よりも相対的に低下することが示唆さ

れた。しかし自生地では、親のツルマメと同程度以

上の適応度をもっ雑種後代が生存できることがわ



立遺伝子が種子生産数を低下させる効果を持ってい

た。一方、死亡率の高い自生地では、標本数が減少し、

統計的有意差に基づいて QTLを検出できないこと

も多かった。試験圃場で安定 していた連鎖群 Lの

QTLは自生地では不安定になり、これよりも高い

遺伝効果をもっ複数の QTLが他の連鎖群上に検出

された（図 11205-3）。ARの連鎖、群 Cl、0および

Fや、 HFの連鎖群 HやGのQTLは複数の試験区

において再現性が認められた。これらの QTLは連

鎖群LのQTLと同様に、ダイズの対立遺伝子が雑

種後代の種子生産数を低下させる遺伝効果をもって

いたが、逆に連鎖群 AlやD2には種子生産数を高

める QTLも検出された。自生地で検出された QTL

は開花、草丈、乾物重のいずれかの QTLの座乗位

置と一致するこ とが多く、自生地での周辺環境への

適応に関わる個々の遺伝子がツルマメとダイズとの

間で異なり、それが種子生産数の QTLとして検出

された可能性が高い。

ARの雑種後代は HFの雑種後代よりも種子が越

冬しやすいが、両方の雑種に共通した 3つの種子越

冬生存率の QTLが連鎖群 A2,C2, Dlbに検出され

たO 各遺伝子の遺伝効果は ARとHFでやや異なっ

ていたが、 全てダイズの遺伝子が種子の越冬率を低

下させる効果を持っていた。他殖個体は白殖個体よ

りも種子越冬生存率が高いなど、交配様式によって

次世代の遺伝子効果の発現が変化することも明らか

とな った。自生地で検出された種子越冬生存率の

QTLは、それら 3種類のいずれかの QTLであり、

遺伝効果は年次間で変動するものの、全てダイズの

対立遺伝子が種子越冬生存率を低下させる遺伝効果

を示した。
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図11205-4 浸透交雑の発生確率および集団内導入遺

伝子頻度

（ツルマメの有効集団サイズは 1,000)

（イ）遺伝子浸透モデルの構築と拡散リスクの評

価

基本条件における HFの組合せの浸透交雑の発生

確率を求めたところ（図 11205-4）、ダイズとツルマ

メの間で種子生産数や種子越冬生存率に差がない場

合（QTLの遺伝効果がない条件）には、84%の確

率で浸透交雑が生じた。

しかし、実際にツルマメ自生地のデータから検出

された QTLの遺伝子効果を基に推定したところ、

ダイズの遺伝子は雑種後代の適応度を下げるため、

浸透交雑の発生確率は 55%以下になった。圃場デー

タに基づいて発生確率を評価した場合は、ダイズと

ツルマメの適応度の差がさらに大きくなるため、浸

透交雑の発生確率はツルマメ自生地で評価した場合

よりもさらに約 20%減少した。集団内での導入遺

伝子の頻度は、試験圃場のデータに基づいた場合が

最も低く（平均 0.0007，最大 0.018）、自生地データ

に基づいた場合は平均0.0009（最大0.016）であった。

ダイズとの交雑率、輪作体系、ツルマメ個体問の

他殖率などが変化しても、ツルマメの有効集団サイ

ズが 100個体のときは、試験圃場データおよび自生

地データのいずれも浸透交雑が起こる確率は O～

6.4%と低かった（図 11205-5）。

一方、有効集団サイズが 1,000個体になると、ダ

イズとの交雑率が毎年 0.1%生じる場合は、 50%と

いう高い確率で浸透交雑が起こることが明らかと

なった。また、 2年おきにダイズを栽培した場合、

浸透交雑の発生確率は毎年の栽培に比べ 15.3%に減

少することが分かつた。

感度分析の結果、試験圃場と自生地で取得した

QTLの遺伝効果の違いによる影響は、全条件にお
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図11205-5 試験圃場とツルマメ自生地で取得した

QTL情報、集団サイズ、交雑率の違いが

浸透交雑発生確率に及ぼす影響



ける浸透交雑の発生確率の分散に対してそれほど大

きくないが、集団サイズが大きく、交雑率が0.1% 

といった集団外からの導入遺伝子の供給量が増えた

状態では自生地データと試験圃場データとの聞には

適応度の違いの効果が顕著になることが明らかと

なった（図 11205-6）。

一方、種子生産数および種子越冬生存率が高い良

好な条件とそれぞれが低い不良条件、さらにはそれ

らが交互年となる変動環境を比較したところ、 3条

件において浸透交雑の平均発生確率に違いは認めら

れなかった。ただし分散は不良環境に比して変動環

境のほうが有意に大きくなった。

除草剤がツルマメ集団全面に散布されるような選

択圧が高い条件では、適応度を下げるダイズの種子

越冬生存率の QTL（連鎖群 A2）近傍に導入遺伝子

が挿入されていても、 10世代で導入遺伝子をもっ

雑種が定着し、交雑率が高ければ定着する確率も高

かった（図 11205-7）。また、除草剤散布のない場合

に比べて、 2～ 3世代で導入遺伝子の頻度が 10～
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ムム起
図11205-7 除草剤散布条件における浸透交雑の起こ

りやすさ

（種子越冬率の QTLから lOcmの位置に導入遺伝子を
持つ個体の生存率を 100%、導入遺伝子を持たない個
体の生存率を 1%、除草剤散布がない時の集団サイズ
を1,000個体、散布時は 5～ 20個体で変動し、ツル
マメ個体聞の他殖率を 10%、各条件を 10反復した）

100倍程度に増加した。交雑率が0.001%と低い場

合は、除草剤の散布間隔を 2年以上あけることで導

入遺伝子の拡散を防げるが、交雑率が0.1%の場合

は、集団中での導入遺伝子の拡散を完全に防ぐこと

は困難と予測された。

エ考察

ツルマメの生育する自生地で雑種や雑種後代に生

じる自然選択には、適応的に不利に作用するダイズ

の遺伝的な要因だけでなく、動物による食害、競合

による死亡や生育抑制などが含まれており、試験圃

場で得られた知見などから予想していたよりも遥か

に複雑だった。そのため、試験圃場データに基づく

浸透交雑の発生確率は、自生地データ よりも低く予

測されることが明らかとなった。このように現場に

おける実態の把握は遺伝子浸透を考える上で重要な

ことを強く示唆している。

種子生産数と種子越冬生存率を制御している遺伝

子はそれぞれ異なる染色体に座乗 し、独立遺伝に

よって染色体が混ざり、雑種後代の適応度にバリ

エーションが現れる。この複雑な仕組みを集団遺伝

学的なモデルに取り込むことができた。

自生地のツルマメは十分な光が得られるような

オープンな場所から、セイタカアワダチソウやオオ

ブタクサなどの草丈の高い雑草群落まで連続的に分

布しており、明確な境界はない。そのため、種子生

産数 QTLの遺伝効果が明確であるオープンな試験

圃場から、遺伝効果が小さくなる雑草群落まで、様々

な環境から得られた情報に基づいてシミュレーショ

ンを行った。それらによって、浸透交雑の発生確率、

世代、導入遺伝子の頻度に関する変動幅の情報が得

られた。自生地への移植試験では、ツルマメと同程

度の適応度を示す雑種後代が認められたが、シミュ

レーションではそれが浸透交雑の発生確率としても

現れている。

除草剤グリホサート耐性ダイズの導入遺伝子に関

するシミュレーションでは、導入遺伝子にコストが

ない場合を想定した。除草剤が散布されない条件で

は、導入遺伝子の頻度は低く、雑種後代が直ちにツ

ルマメと置き換わるとは言い難い。ただし、畑に隣

接するツルマメ集団の有効集団サイズが大きい条件

(1,000個体以上）では、導入遺伝子の頻度は低いが、

高い確率で浸透交雑がおこりうると予測された。そ
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のため、浸透交雑を低く抑えるためには、遺伝子組

換えダイズを栽培する畑とツルマメ自生地が隣接し

ないように気をつけることや、近くのツルマメ自生

地の有効集団サイズが大きい場合には浸透交雑の可

能性が高いことに留意すべきである。また、ツルマ

メの集団サイズが大きく、遺伝子組換えダイズとツ

ルマメとの交雑率が0.1%と高い場合は浸透交雑が

生じる可能性も高まると予測された。浸透交雑のモ

ニタリングのため同じ 10万粒調べるならば、 lか

所で 10万粒調べるよりも 10か所で 1,000粒ずつ調

査したほうが、問題となるレベルの交雑が生じてい

るかどうかを効率的に検出できると考えられる。さ

らに、浸透交雑が生じている場合には、当然のこと

ながら除草剤が毎年散布される、すなわち導入遺伝

子への淘汰圧が高い状態が続くと、当然集団中の導

入遺伝子の固定が早まる。遺伝子組換えダイズの隔

年栽培や、 2年間隔で除草剤を散布すれば、その確

率を種子越冬生存率の低さによって遺伝子拡散を低

く抑えられる可能性がある。

オ今後の課題

除草剤散布など導入遺伝子に極端な選択圧が働か

なくても、有効集団サイズが大きく、毎年ダイズと

の交雑が生じる条件では、集団内の導入遺伝子の頻

度は低いものの、浸透交雑が生じる可能性は高いと

いう結果が得られた。従って、不良環境条件下にお

いて適応度を向上させる導入遺伝子を持つ遺伝子組

換えダイズを想定する場合は、適応度の変化のみな

らず集団のサイズと交雑率、あるいは輪作体系を考

慮した影響評価が必要となる。しかしながら、その

ような遺伝子を持つ組換え体と近縁野生種との交雑

後代は自生地で評価できないため、自生地条件を反

映した制御環境下で導入遺伝子を評価する方法の開

発も重要になる。今回、遺伝子組換えダイズとツル

マメの交雑率は浸透交雑の発生確率に最も大きな影

響を及ぼすことが明らかとなった。シミュレーショ

ン結果は最大0.1%という交雑率に基づくが、ツル

マメ集団間および集団内には開花期間の変異が存在

するので、そのような変異を想定した遺伝子組換え

ダイズとツルマメの交雑率の予測などにより、実態

をより反映させる必要がある。

力要 約

ツルマメ自生地におけるダイズとツルマメとの雑

種後代の適応度および適応度関連形質の QTL等の

情報に基づき、自生地条件を詳しく反映した遺伝子

浸透モデルを確立した。それに基づくシミュレー

ションにより、除草剤グリホサート耐性遺伝子組換

えダイズの導入遺伝子がツルマメ集団に移行した場

合の挙動を予測し、組換え遺伝子拡散リスクを定量

的に評価した。
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高田吉丈、松尾和人）

(6) 遺伝子組換えタイズから野生種への遺伝子浸

透に関する研究雑種の適応度の解明

ア研究目的

除草剤耐性遺伝子組換え（GM）ダイズの開放系

利用に関しては、交配しうる野生種のツルマメが我

が固に自生しているため、生物多様性影響評価検討

会では、これらの植物間での自然交雑率や生じる雑

種の適応度等に関する情報を公的機関で収集するよ

う求めている。そこで GMダイズとツルマメの間

で人工交配により作成した雑種（F1）とその後代（F2、

F3）の適応度に関する性質を閉鎖系温室における栽

培実験等により調べ、 GMダイズとツルマメの聞で

自然交雑が生じた際に生物多様性に及ぼす影響の可

能性について検討する。

また「同編、同章 2 国民の関心に応える調査

研究（5）ダイズと近縁野生種ツルマメの雑種後代

の適応度に関する研究（以下、 1-1-2(5））」の遺伝

子浸透モデルに必要な情報を得るため、 GM及び非

GMダイズと、世代を経て遺伝的に純化されたツル

マメの間で遺伝的純度の高い F1雑種を作成し、そ

の適応度に関する性質を閉鎖系温室における栽培実

験により調べ、組換え遺伝子を持つものと持たない

ものの間で比較することにより、交雑が生じた際に

組換え遺伝子が宿主（F1雑種）の適応度に及ぼす

影響の有無とその程度を明らかにする。

イ研究方法

（ア）雑種（F1）とその後代（F2、F3）の適応度の

解明

ダイズ（グリホサート耐性 GMダイズ（40-3-2 

由来の A3244RRとA3525RR）及び非 GMダイズ

(A3244、A3525））と青森及び広島由来のツルマメ

（那須－5とJP110755）の人工交配により F1雑種を、

またその自殖により F2及びF3雑種を作成した。

それらの雑種を、親系統のダイズやツルマメとと

もに閉鎖系温室で育て、次のような適応度関連形質

を調べて、系統間およぴ組換え遺伝子を持つものと

持たないものの聞で比較した。

調査した形質：茎の形態（蔓性・屈触性・太さ・

毛の長さ・紫色の程度）、葉の大きさ、草丈、開花時期、

最終根元直径、残存骨格乾重量、個体当たり自殖種

子数、種子の低温耐性

なお F2雑種において組換え遺伝子の影響を調べ

る際には、 GMダイズと非 GMダイズの花粉親由来

のF2集団間での比較を行うのに加え、 GMダイズ

由来の Fz集団内で分離してきた、 GM及び非 GM

の兄弟問での比較も行った。

（イ） F1雑種における除草剤耐性遺伝子の負荷の

解明

ダイズ（GMダイズ（A3244RR）及び非 GMダ

イズ（A3244））を花粉親とし、遺伝的純度の高い

ツルマメ（純系那須－5及び純系 JP110755）を種子

親として、それらの間で人工交配により 4系統の

F1雑種を作成した。それらを閉鎖系温室で播種・

栽培し、開花期、草丈、形態等の適応度関連形質を

調べ、得られた結果を系統聞及び組換え遺伝子 （cp4

ψ1sps遺伝子）を持つものと持たないものの間で比

較し、組換え遺伝子がF1雑種の適応度に及ぼす影

響の有無を明らかにした。

ウ研究結果

（ア）雑種（F1）とその後代（F2、F3）の適応度の

解明

作成した雑種を親系統のダイズやツルマメととも

に閉鎖系温室で育て、適応度関連形質を調べた結果、

F1から F3までのいずれの世代においても、調査し

た全ての形質に関して、雑種は親系統のダイズやツ

ルマメと同様かそれらの中間的性質を示し、組換え

遺伝子の影響はほとんど認められなかった（Kubo

et alり。
Fz雑種の葉の大きさは、組換え遺伝子を持つも

のと持たないものに由来する異なる雑種系統間での

比較で有意差が認められたが、兄弟系統間での比較

では有意差が生じていないので、組換え遺伝子の影

響ではなかったと推測される（表 11206-1)。

（イ） F1雑種における除草剤耐性遺伝子の負荷の

解明

除草剤耐性遺伝子の影響の有無についてさらに詳

しく調べるため、作成した 4系統の遺伝的純度の高

いF1雑種を親系統のダイズやツルマメとともに閉

鎖系温室で育て、適応度関連形質（開花期、草丈、

葉の形態・大きさ、根元直径、地上部乾重量等）を

調べた結果、これら全ての形質に関して、雑種は親

系統のダイズやツルマメと同様かそれらの中間的性

-201-



表 11206・1 Fz雑種における組換え遺伝子の影響のまとめ

形質 比較対象 有意差 影響の有無

・播種後 49日目の草丈

・茎の形態 （蔓性・屈触性 ・太さ ・毛

の長さ・紫色の程度） 異なる雑種系統間

・開花までの生育日数

・開花終了までの生育日数 無し

・最終根元直径

・残存骨格乾重量 兄弟系統間

・個体当たり自殖種子数

・低温耐性

異なる雑種系統問 +1) 

・業の大きさ
兄弟系統間

無し

1）交配に用いたツルマメの不均一性による可能性がある。

100 

罪80

= 60 

~ 40 
日 20

。

a a 

市柏土SD
e 

d d 

b 

図11206-1 純系ツルマメ由来 F1雑種の開花開始までの生育日数

質を示し、組換え遺伝子の影響はほとんど認められ

なかった。一例として、開花期に関する結果を図

11206-1に示す。唯一、種子親がJP110755系統の

ツルマメの場合の草丈においてのみ、組換え体と非

組換え体の F1雑種間で有意差（組換え体の方が草

丈が高い）が認められた。しかし、那須－5系統の

ツルマメを種子親とする F1、F2、F3雑種の場合や、

非純化JP110755系統を用いた F1雑種の場合には

有意差が無かったので、生じた差の原因が組換え

遺伝子にあるとは考えにくい。以上の結果から、 F1

雑種における除草剤耐性遺伝子の負荷は、無いか、

有るとしても非常に小さいものであると考えられる

(Kubo et al 1＞）。

工考察

本研究の結果から、除草剤耐性GMダイズとツ

ルマメの交雑により生じる雑種は、親のダイズとツ

ルマメの中間的適応度を示し、組換え遺伝子の有無

による影響はほとんど無いと考えられる。したがっ

て、仮に野外でそのような雑種が生じても、非組換

え体との間で生じる雑種と同様に挙動し、ツルマメ

より適応度が劣ると予想されるため、ツルマメ集団

を脅かすようなことは無いと考えられる。

本研究は、温室内の非常に管理された条件下で行

われた。通常の野外における環境条件は様々である

とともに、作物にとってはるかに過酷なものである

と予想され、本研究の結果をそのまま野外に適用す

ることはできない。しかし、制度上、 GM雑種の野
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外実験を行うことが困難であるため、本研究のよう

な室内実験により雑種における組換え遺伝子の影響

をできるだけ把握し、 1-1-2(5）のように非 GM雑

種を用いた野外試験の結果と併せて、総合的に影響

評価を行うことが重要であると思われる。

オ今後の課題

本研究で用いたような除草剤耐性の GM作物は、

除草剤の非存在下では適応度に関して有利になると

は考えにくく、それが本研究によっても確認された。

しかし現在開発されつつある GM作物のなかには、

病害虫抵抗性や乾燥耐性など非 GM作物と比べて

野外に 1-1-2(5）のような研究による情報収集が重

要である点は変わらないが、それだけでは不十分で

あり、おそらく新たな研究手法の開発が必要になる

と予想される。

力要約

除草剤耐性遺伝子組換え（GM）ダイズの生物多

様性影響評価のための情報を得るため、 GMダイズ

とその近縁種ツルマメの間で人工交配により雑種

(F1）とその後代（F2、F3）を作成し、その適応度

に関する性質を閉鎖系温室における栽培実験等によ

り調べた。その結果、いずれの世代においても、調

査した全ての形質に関して、雑種は親系統のダイズ

やツルマメと同様かそれらの中間的性質を示し、組

換え遺伝子の影響はほとんど認められなかった。

さらに、除草剤耐性遺伝子の影響の有無について

詳しく調べるため、 GM及び非 GMダイズと、世

代を経て遺伝的に純化されたツルマメの間で遺伝的

純度の高い F1雑種を作成し、その適応度に関する

性質を閉鎖系温室における栽培実験により調べ、組

換え遺伝子を持つものと持たないものの聞で比較し

た。その結果、 F1雑種における除草剤耐性遺伝子

の負荷は、無いか、有るとしても非常に小さいもの

であることが確認された。
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1) Kubo, A. et al. (2013). Characterization 

of hybrids between wild and genetically 

modified glyphosate-tolerant soybeans. Plant 

Biotechnology. 30 : 335・345.

研究担当者（佐治光ぺ久保明弘）

(7) アブラナ科作物の遺伝子浸透に関する研究

ア研究目的

日本に帰化しているアブラナ科植物は、 24属 39

種が挙げられる（清水ら 1）。このうち、日本で栽

培され、かっ路傍、畦畔、土手あるいは河原に広

く生息している植物は、セイヨウナタネ （Brassica

napus、2n= 38、AACC）、在来ナタネ（丘 rapa、

2n = 20、AA）、およびカラシナ （B.juncea、2n= 

36、AABB）である。また、輸入港湾付近には、こ

ぼれ種子から生育した組換えナタネ（セイヨウナタ

ネ）があり（佐治 2），独行法国立環境研 3））、この

組換え遺伝子は、交雑をとおし野生化した植物に導

入され、さらに農作物に拡散する可能性が危倶され

ている。一方、セイヨウナタネとアブラナ科植物と

の正逆による交雑親和性は、在来ナタネとの交雑が

最も容易であり、次いでカラシナである (Jodiand 

Dale 4), Richard et al.5））。このことは、組換えナタ

ネの Aゲノムに外来遺伝子が挿入された場合、セ

イヨウナタネとわが国の在来ナタネやカラシナとは

交雑しやすいため、外来遺伝子が野生化した植物や

農作物に残存する可能性が高い。一方、 Cゲノムに

それが挿入された場合は、仮に組換えナタネと在来

ナタネやカラシナとの雑種が形成されても、 Cゲノ

ムを遺伝的背景とする後代が得にくいため（皿嶋

6））、自然界において消失する可能性が高い。ただし、

Aゲノムと Cゲノム染色体聞における同祖性に起

因する組換え（遺伝子組換えではない）やー染色体

添加型植物が生じること（Quiroset al. 7), McGrath 

et al. s), Chen et al.9) lo) u), Cheng et al.12）、 Heneen

et al.13), Kaneko et al.14））から、 Cゲノムの一部が

在来ナタネに導入される可能性もある。このことは、

同祖性の低い Cゲノム染色体を明らかにできれば、

その染色体に導入された組換え遺伝子は浸透され難

いと考えられる。

そこで本研究は、組換えナタネから在来ナタネへ

の遺伝子浸透に関する資料を得る目的で、①いくつ

かの在来ナタネ類とセイヨウナタネとの交雑親和性

を明らかにすること、②F1植物から得た後代の染

色体数の推移を明らかにすること、③F1植物や世

代を経た後代植物における A、Cゲノム間で対合し

難い染色体の同定をすること、および④在来ナタネ
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様植物（セイヨウナタネからのゲノム削除型植物、

2n = 20）への RAPDマーカーを用いた遺伝子浸透

の状；況を明らかにしようとした。

イ研究方法

材料は、宇都宮大学農学部植物育種学研究室に保

存している在来ナタネ類3系統（チンゲンサイ、ハ

クサイ ‘野崎2号’、コマツナ）、東北大学大学院農

学研究科植物育種学研究室から分譲され、宇都宮大

学農学部で長く保存しているセイヨウナタネ系統

'N-350’である。交配は、開花数日前の曹を除雄し、

直ちに新鮮な花粉を擦り付けた膏受粉で、行った。得

られた F1種子は、無作為に約 100粒を選んで播種

した。その後代についても各系統あたり約 50粒ず

つ播種した。体細胞染色体数の確認は、フオイルゲ

ン押しつぶし法によった。また、花粉母細胞減数分

裂第一中期（PMCMI)の染色体対合の観察は、酢

酸オルセインによるなすり付け法により、個体当た

り25～30細胞を行った。花粉稔性の調査は、開花

最盛期に、各個体の 3花の花粉をバルクし、酢酸カー

ミンに濃染したものを生存花粉とみなし、約 500粒

を観察して値を算出した。種子の稔実性は、約 50

～ 100花を交配し、受粉花あたりの充実種子数から

算出した。 RAPD法による DNA特異マーカーの観

察は、 Kanekoetal. 14）のポリアクリルアミドを用

いた方法に準じ、一部改変して行った。プライマー

は、ベックス社（東京）のコモン A～D約 300種

類を用いた。有効なプライマーの選抜は、セイヨウ

ナタネとハボタン （Brassicaoleracea var. acephala 

‘Murasaki-Habotan’）およびチンゲンサイを用い、

前2者に共通にみられ、チンゲンサイには無いバン

ドを Cゲノム特異マーカーと判断した。 RAPDの

操作は、少なくとも 2回の反復によったD

ウ研究結果

（ア）在来ナタネとセイヨウナタネとの交雑親和性

在来ナタネ類3系統×セイヨウナタネの正逆交雑

による稔実性を表 11207・1に示した。稔実性は、ハ

クサイの 7.2粒からチンゲンサイの 7.6粒であり、

種子親に用いた系統の差異はみられなかった。一方、

逆交雑では 15.0～ 16.0粒であり、セイヨウナタネ

のそれとほとんどかわらなかった。なお、在来ナタ

ネ×セイヨウナタネの組合せでは、多くの種子が爽

中で発芽していた（76.3± 16.9%）。

（イ）在来ナタネ×セイヨウナタネの F1植物の特性

チンゲンサイ系、ハクサイ系およびコマツナ系

F1植物の形態は、すべての個体がセイヨウナタネ

に類似していたが、葉の蝋質が少なく、葉色が在来

ナタネのようにやや淡緑であった。根端細胞による

染色体数を調査したチンゲンサイ系 44個体、コマ

ツナ系 20個体はすべて 2n= 29の二基三倍体であ

り、ゲノム構成は AACと思われた。

花粉稔性はチンゲンサイ系（14個体）が56.9士

9.8%、ハクサイ系 (1個体）が56.4%、およびコマ

ツナ系（21個体）が56.3± 7.7%であり、チンゲン

サイ（93.8%）とセイヨウナタネ（97.7%）に比べ

半分の稔性であった。

チンゲンサイ系F1植物（12個体）の染色体対合は、

l.3m + 9ムI+8.31であった。観察細胞中、約 1%の

細胞では 3～4個の三価対合が観察された。

チンゲンサイ系 F1植物（9個体）およびコマツ

ナ系 F1植物（4個体）にそれぞれの種子親であ

るチンゲンサイとコマツナを戻し交雑した場合の稔

実性は、前者が2.1± 1.1粒、後者が2.5± 0.9粒で

あり、次世代の展開が可能と考えられた。

（ウ） BC1植物の育成とセイヨウナタネ由来Cゲ

ノム染色体の RAPD特異マーカーの検索

チンゲンサイ系 F1植物×チンゲンサイおよびコ

マツナ系 F1植物×コマツナによる BC1植物の染色

体数の分布を表 11207-2に示した。 BC1植物の染色

体数は、前者の組合せでは核復帰型と思われる 2n

= 20 （出現率 3.2%）から 2n= 28であった。後者

では 2n= 20 （出現率3.6%）～ 2n= 30以上であっ

た。両系統ともこの世代ではl染色体添加型植物（2n

= 21）の出現は少なく、 2n= 22～24と2n= 25 

～28がほぼ同程度出現した。 2n= 21～24植物の

形態は、チンゲンサイやコマツナに類似しているも

のの、セイヨウナタネの形質も有していた。

チンゲンサイ系 BC1植物のうち、 2n= 21～24 

植物を用いて RAPDによる Cゲノム特異的マー

カーを常食索したところ、セイヨウナタネの Cゲノ

ム染色体数に対応する 9種類に分類できた。それら

をa～iタイプと名付けた。それぞれのタイプの特

異マーカー数は、 aタイプの 110マーカーから eの

13マーカーであり、 9タイプの平均は 48.0土 27.3

マーカーであった。
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表 11207・1 アブラナ 3種とセイヨウナタネとの稔実性

種子親 花粉親 種子親数 採種数 交配花当り種子数
チングンサイ 9 1527 7. 6±3. 3 

ハクサイ（野崎） セイヨウナタネ 2 1026 7. 2±2. 3 
コマツナ 7 1979 7. 5±4. 3 

チンゲンサイ 2 942 15. 0±4. 9 
セイヨウナタネハクサイ（山東菜） 2 738 16. 0±3. 3 

ハクサイ｛野崎｝ 2 465 15.6±0.1 
カラシナ（構内） セイヨウナタネ 2 899 13.1±1.8 

（河原） 2 1588 10. 4±2. 2 
ハボタン セイヨ 2ナタネ 6 2 0. 002 ± 0. 004 

セイヨウナタネ 放任受粉 2 15.6±1.5* 
カラシナ 放任受粉 2 17.2±2.7* 

＊爽当り種子数

表 11207・2 2種類の在来ナタネ類×セイヨウナタネから得た BC1植物の染色体分布

集色体数（2n)
系統名 聞査個体数 20 21 22～24 25～28 29 30；孟

チンゲンサイ系BC1 63 2 2 30 29 
出現率（%） 3.2 3.2 47.6 46 

コマツナ系BC1 138 5 4 54 59 13 3 
出現率（%） 3.6 2.9 39.1 42.8 9.4 2.1 

表 11207・3 BC2世代の 2n=21植物 （a～ iタイプ）の三価対合状況

タイプ 系統数 調査個体数 三価対合比率（%）

a 2 19.2±11.5 
b 2 8 20.5± 15.7 
c 2 16.0± 17.0 

d* 2 24.0±5.7 

e 3 7** 

2 17.4± 19.0 
g 2 8 8.7± 14.2 
h 2 4 6.1±6.9 

i本＊ * 2 2 34.8±7.4 

事：2n=22植物での調査．

＊＊：復帰型植物（2n=20）および2n=21植物に出たマーカー．

＊＊ホ：2n=21と22植物で他のマーカーとともに出たものを含む．

BC1植物（2n= 21～ 26）×チンゲンサイの稔実

性は、 4.4± 3.8粒であり、染色体数の如何に関わ

らずある程度の種子が得られ、世代が絶えることは

なかった。

（エ） RAPD特異マーカーによるBC2植物の Cゲ

ノム添加型在来ナタネ（2n= 21）の同定

はじめに 2n= 21～ 23を持つ BC1植物にチンゲ

ンサイを戻し交雑した BC2植物の中からぬ ＝21 

植物を選抜した。次いで、 RAPD特異マーカーに

よって Cゲノム添加型在来ナタネ（2n= 21)にお

けるセイヨウナタネの Cゲノム染色体を同定した

（表 11207-3）。すなわち、 Ch-1-7(2n = 21）からは

gタイプが、 ChS-22(2n = 22）からは bとgが、

ChM-14 (2n = 22）からは bとiが、 ChM-28(2n 

= 23）からは cとhが、ChM-31(2n = 23）は a、b、

iが、 ChL-11(2n = 23）からは f、hがそれぞれ得

られた。 しかし、 dタイプは 2n= 21植物として独

立しては得られず、 ChM-31から出現した 2n= 22 
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表 11207-4 対合し難い個体（2n=21）の次代における染色体分布

系統名 2n cゲノム染色体タイプ 個体数

（特異マーカー数）

Ch1-7 21 e(13) g(56) 24 

Ch1-7・1 21 e(13) g(56) 24 

L 11・10 21 1(39) 49 

L 11-6 21 h(38) 46 

M28-10 21 h(38) 37 

植物のみでみられた。以上のことから、 Cゲノム染

色体の n= 9のうち 7タイプを同定することが出

来た。一方、いくつかの系統では 2n= 20～ 22植

物の中に eタイプと iタイプの特異マーカーがみら

れた。

これら 7タイプの Cゲノム l染色体添加型在来

ナタネ（2n= 21）における PMCMIの染色体対

合を表 11207-4および図 11207-1に示した。すなわ

ち、gとhは三価対合の出現頻度が 10%以下であり、

比較的対合が低かった。また、 a、b、c、fは20%

前後の中程度であり、 iタイフ。は対合が高かった。

以上のように、遺伝的背景種である Aゲノムと

添加された Cゲノム染色体とのの対合程度は、添

加された染色体によって差異がみられた。

（オ）対合し難い 2種類の 2n= 21植物に由来す

るCゲノム染色体消失型植物（2n= 20）における

導入遺伝子領域の消長

対合し難い gとhの2種類と fタイプのうち対合

のきわめて低い個体（対合率 4%）の 4系統の 2n

= 21植物に由来する Cゲノム染色体消失型植物（2n

= 20）の出現率を表 11207-5に、導入遺伝子領域の

消長（DNA特異マーカー）を表 11207-6および図

11207-2に示した。すなわち、対合し難い gとhの

2種類およびfで、対合の低かった個体をみると、 g、

およびhのl系統（h 2）およびfタイプの特異マー

カーは、在来ナタネの染色体へ導入されなかった。

また h-1においても 12個体中の l個体の3マーカー

が組み換わったのみであった。

（カ）公開された Cゲノム連鎖地図（Piquemalet 

al. (2005））との対応

対合し難い hタイプは連鎖群 Nll(Cゲノム第 l

染色体）と、 gタイプは Nl8（同第 18）およびfタ

イプは Nl5（同第 5）とそれぞれ対応した。このこ

20 

13 

13 

28 

17 

21 

染色体数（2n) 残存率（%）

21 未定 （伝達）

11 45.8 

11 45.8 

21 4 42.9 

29 63.0 

14 2 37.8 

，， 

A B 

図11207・1 花粉母細胞における第 1分裂中期の染色

体対合状況

A：対合あり （2n= 21,1 Ill +9 II）→ ：3価染色体
B：対合なし（2n= 21,10 II + 1 I ）→. 1価染色体

とから、既知の 3本の染色体マーカーは B.rapaへ

の遺伝子浸透が起り難いものと考えられ、これら 3

本の染色体（公開された連鎖地図）へ目的の遺伝子

を挿入すれば、遺伝子浸透はかなり防げる可能性を

見出した。今後は、 3本の染色体のうち、より安全

性の高い領域を探す必要がある。

工考 察

在来ナタネ類とセイヨウナタネの正逆交雑による

稔実性は、正交雑では受粉花あたり 7.2～ 7.6粒で

あり、逆交雑では約 15粒であった。この結果は、

前者の場合はセイヨウナタネの放任受粉（約 16粒）

に比べると低いが、後者では放任受粉とほぼ同じで

あった。Richardet al. (2007）も同様に、セイヨウ

ナタネを種子親にした場合に交雑親和性が高いこ

とを認めている。また、調査した F1植物はすべて

がAACゲノムを持つ真の雑種であり、その稔実性

も高かった（2.1粒と 2.5粒）。このことから、在来

ナタネ×セイヨウナタネとの親和性は他のアブラナ

科植物、たとえばB.oleracea、Rraphanistrum、s.
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表 11207・5 対合し難い個体 （2n=21）から得た Cゲノム染色体消失

植物 （2n= 20）における Cゲノム得意マーカーの消長

Cゲノム 調査 浸透 浸透率
染色体名特異マーカー数個体数浸’透マーカー数 個体数 （%） 

22 13 。 。 。
g 32 12 。 。 。
h-1 10 12 3* 2.5 

h-2 10 12 。 。 。
＊浸透マーカー名 B45-492bp,B64-408bp, C90-360bp 

表 11207・6 対合し難い3系統の正逆交雑および自然交雑下によ

るCゲノム染色体の残存性
染色体数（2n) 残存率（%）

組合せ 個体数 20 21 （伝達）

人為交毘

hタイプ × チンゲンサイ 19 13 6 31.6 

チンゲンサイ× hタイプ 96 96 。 。
Eタイプ × チンゲンサイ 94 78 16 17 

Fタイプ × チンゲンサイ 47 34 13 27.7 

聞場での自然交雑（花粉親hタイプ）

チンゲンサイ・5m 96 96 。 。
チンゲンサイ・10m 85 82 3 3.5 

セイヨウナタネ由来キャベツの g染色体
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図 11207・2 対合 し難い g染色体の RAPD特異マーカーの消長

A：在来ナタネ （2n=20),1-11および 13:2n=20植物 （核復帰型）
＊と12:2n=21植物、 AC：セイヨウナタネ
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arvensis、あるいは Egallicumなど（Warwicket al. 

15），赤羽ら 16））に比べて、きわめて高いものと考え

られた。組換えナタネのこぼれ種子から在来ネタネ

への遺伝子浸透を想定すると、正逆交雑のいずれに

よっても後代への遺伝子が導入される可能性が示唆

された。

本実験の二基三倍体の染色体対合では lつの三価

がみられ、低い頻度ではあるが3～ 4個の三価もみ

られた。

AとCのゲノム聞の染色体対合をみると、 B.rapa

とB.oleraceaの交雑から得た F1雑種植物（2n= 

19, AC）の染色体対合は、たとえば皿嶋（1973)

は9n+lrが22.6% , Sn+ 31が26.0%であった。また、

Inomata 21)は、前者が44.7%と後者が 11.4%である

ことを観察している。さらに、 Mizushima22）は A

とCゲノム聞は 6つの異親対合が存在すると述べ

ている。

また、 Attiaet al. 17）は、 AACの三基三倍体の

染色体対合で、 lつの三価を見ている。 Chenet 

al. (1992）は Cゲノムの l染色体を添加した在来

ナタネ（2n= 21）において、 2～ 3の三価を観察

しているo Kanekoら（2003、未発表）は、ダイコ

ンに B.rapaとB.oleraceaのそれぞれの染色体を l

本ずつ取り込んだ植物（2n= 20）を育成し、染色

体対合の観察から、 B.rapaとB.oleraceaの3対の染

色体は非常に高い対合を示した。また一方、 Parkin

et al. 18), Truco et al. 19lおよび、Piquemalet al. 20）は、

セイヨウナタネの RFLPやSSRマーカーによる連

鎖解析から、 Aゲノムと Cゲノムの問では 2ある

いは 3つの染色体が大きな同祖領域を有しているこ

とを明らかにしている。以上のようないくつかの研

究結果から、 AとCゲノムの染色体は、程度差は

あるものの同祖性を持ち、かっ 2～ 3本の染色体ど

うしが大きな同祖性領域を有することが考えられ

る。したがって、今回の AACゲノム植物の三価対

合は、A-Cゲノム聞による異親対合と考えられる。

また、 AAC植物の稔実性もある程度みられること

から、後代の維持が十分可能である。このことは、

他のアブラナ科植物がたとえ F1雑種が得られでも、

その後代が維持できない場合とはきわめて違うもの

である。

7タイプの Cゲノム l染色体添加型在来ナタネ

(2n = 21）における PMCMIの染色体対合をみる

と、 A-Cゲノム聞の対合、すなわち三価対合の

比率から、 10%未満のもの（対合し難い染色体、 g

とh染色体）、 20%前後のもの（ある程度対合する

もの、 a、b、c、f）、および30%を超えるもの（か

なり高い頻度で対合するもの、 eとi）の 3種類に

分けられた（表 11207-3、図 11207-1）。このことは、

Chen et al. 9lやTrucoet al. 19）の述べた同祖領域の

大きい染色体とそれの小さい種類（C3、csおよび

C9 (Truco et al. 19））に対応することが推察された。

また、本実験において、いくつかの系統の染色体数

に比べて、eとiの特異マーカーのシンテニーグルー

フ。が一つず、つ多かった（表 11207-3）。同様なことは、

Chenら 23）がB. campestris-B.alboglabra MAL (2n 

= 21）において数タイプの部分組換えや l本の染

色体置換を確認している。本実験では、初期世代で、

Aゲノム染色体と同祖性の高い eとi染色体は、 A

ゲノム染色体と大きな領域での転座、あるいは染色

体置換を起こした可能性が考えられた。したがって、

これらの Cゲノム染色体に組換え遺伝子を導入し

た場合は、遺伝子浸透を起こす可能性が高いと考え

られた。

一方、セイヨウナタネの Cゲノム染色体のうち、

対合し難い 2本の染色体（gとh）が有する形質も

在来ナタネに導入され難いと考えられた。すなわ

ち、これら 2本の染色体は Aゲノム染色体との同

祖性が低いものであり、この領域に目的遺伝子を挿

入すれば、セイヨウナタネから在来ナタネへの染色

体の相同組み換えをとおしての遺伝子導入はされ難

いものと推察した。しかし、この2種類の染色体は、

在来ナタネ染色体と行動を共にする頻度が高かっ

た。今後はこれら添加染色体の Aゲノム内での染

色体の後代への残存性や野外における見虫媒介によ

る伝達状況を明らかにする必要があるものと考えら

れる D
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研究担当者（金子幸雄ヘ赤羽美智子、津田麻衣、

田部井豊）

(8) セイヨウナタネ個体群の動態メカニズムの解

明と競合における優位性の評価手法の開発

ア研究目的

我が国は、油量用ナタネの 99%以上をカナダ等

の国々より輸入している。農林水産省が2002年度

及び2003年度に実施した調査により、これら原材

料として輸入されたセイヨウナタネが輸入港（茨城

県鹿島港）の周辺で生育していることが明らかに

なり（農林水産省） 1）、これらは原材料用輸入セイ

ヨウナタネのこぼれ落ち種子に由来する個体である

ことが確認された。この時の調査では、当該セイヨ

ウナタネが世代交代するかについて明らかにならな

かったため、 2004年4月から 2年間、同地域でセ

イヨウナタネ個体群を継続して調査した。その結果、

一部で世代交代している可能性が高いと考えられ

る個体群が見られたが（農林水産省 2）、Mizugutiet 

al.3））、その生育域は拡大していないことが示され

た（農林水産省） 2）。これらの調査研究結果を踏ま

調査地点位置

えて本研究では、必要な個体群の推移や生態的条件

等についての追加調査を行い、セイヨウナタネは周

辺群落に侵入し競合により他種を駆逐するような植

物ではないことをモニタリング等により確認すると

ともに、今後の的確な生物多様性評価に必要な情報

の収集を行う。

イ研究方法

（ア）調査地の設定

2004年から調査を継続してきた茨城県鹿島港周

辺のナタネ陸揚げ地点から半径約 5km内に設置し

た19地点のうち、セイヨウナタネ以外の植物群落

が広く存在し、セイヨウナタネとの競合が観察でき

る2地点（A地点、B地点）（図 11208-1）を選んだ。

それぞれの地点では、生育環境（空き地、歩道上、

歩道縁石沿いの上と下、植栽帯、車道上、中央分離

帯等）ごとに幅 0.5～ l.7m、長さ 30mの帯状の調

査区を設けることとし、 A地点では 21本、 B地点

では 16本の帯状区を設置した（図 11208-2）。

（イ）生育状況の調査

調査は、セイヨウナタネと他植物との競合を観察

するため、 2地点の帯状区ごとに植物群落の広がり

と高さを測定するとともに、混生する植物種、そし

てセイヨウナタネ個体数と生育状況（草丈、開花状

t 
南

町・

＋之深至

同

4
r

r
1
3
 

＼

d
，P
空
き
地

空
き
地

A
門占山地

f
↓

． ，，、.・

地点B

1~ 筒井東' 

・＇ζ． 

円
リ

4ヒψ 
至 小見川岡7

図11208-1 鹿島港周辺の調査地点 （AとB）の位置（左図）および地点Aと地点Bにおける周辺

の環境（左図）
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図11208主 調査地点AとBにおける帯状区の配置と周辺環境

況等）を 2006年7月から 2009年3月にわたり毎月

l回調査を行った。

（ウ）除草剤耐性個体の調査

各帯状区でセイヨウナタネの葉を採取し、グリホ

サートおよびグルホシネート耐性タンパクの有無

(Strategic Diagnostics社、 TraitTest Stripsおよ

びTraitLL Test Strips）によって除草剤耐性個体

（遺伝子組換えナタネ）であるかどうかを判定した。

（エ）埋土種子調査

2005年 11月から 2006年 12月にかけて、鹿島港

周辺における主要道路の縁石沿い、中央分離帯のセ

イヨウナタネ生育地及びその周辺において自然個体

群の発生消長を調査すると共に、表層土壌（厚さ

平均 2～5cm）を採取し (lOOOcm3に換算）、その

中に含まれるナタネ類種子数を調査した。また、農

業環境技術研究所（つくば市）内にセイヨウナタネ

（品種 ナナシキブ）個体群を設け、個体群の発生

消長を調査すると共に、隣接する場所で表層土壌（地

表～ lOcm、1000cm3）を採取し、埋土種子数を調

査した。

ウ研究結果

（ア） A地点における個体群の分布

調査地点 Aにおけるセイヨウナタネ個体の分布

は、歩道上の間隙（帯状区 3,6）および縁石沿い（帯

状区 7,9, 12, 14）に限られていた。このうち、全体

の94%(1408個体）に当たる個体は出口側道路（帯

状区 8）の両側の縁石沿い（帯状区？と 9）に集中

した（写真 11208-3左図）。また、他の植物が広く

優占し競合が起こると考えられる空き地では（帯状

区1）、セイヨウナタネの生育が確認された歩道上

のすき間（帯状区 3）から lmほどしか離れていな

いにもかかわらず、本調査期間中にセイヨウナタネ

個体の生育は全く確認できなかった。

（イ） B地点における個体群の発生消長

調査地点Bでは、 853個体のセイヨウナタネが観

察された。その分布の多くは定期的に草刈りなどの

道路管理が行われている中央分離帯（帯状区 8）と

縁石沿い（帯状区 5,7,11）に集中し、歩道上の間隙（帯

状区 2.4）や畦（帯状区 1) にはわずかに生育が観

察されたのみであった（図 11208-3右図）。中央分

離帯（帯状区8）では、調査期間中に観察された総

個体数の約 56%(475個体）が生育していた。2006

年8月と 9月に 70個体前後のセイヨウナタネを観

察することができたが、その後、変動しながら減少

し、 5月、 6月には 10個体以下であった。しかし、

2007年7月に再び56個体のセイヨウナタネが観察

されたが発生消長を繰り返し、 2008年2月から同

年8月までの 7か月間は l個体以下で発生と消滅を

繰り返していた。また、同年9月には再び47個体

のセイヨウナタネが出現したが、その後変動しなが

ら減少し、本調査終了の 2009年3月には 2個体が

つム
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図 11208-4 中央分離帯 （B地点：帯状区8）におけるセイヨウナタネ個体数の変動

赤丸は個体数が急増した月、赤三角（マ）は除草を確認した調査月 （2006年8月23日と同年 10月25日、
2007年7月23日と同年 10月18日、 2008年8月 14日と同年 11月12日）

（ウ）除草剤耐性個体の調査

本調査期間中に AB両地点で採取した合計345

個体 （A地点 ：191個体、 B地点 ：154個体）につ

いて除草剤耐性の有無を調査したが、除草剤耐性の

個体は確認されなかった。

（エ）埋土種子調査

縁石沿いにおけるセイヨウナタネ個体群の変動は

つム

観察された（図 11208-4）。なお、クズ、セイタカア

ワダチソウ、イタドリなどの植物が広く優占しセイ

ヨウナタネの生育が確認出来なかった帯状区 15と

16は、 2008年 5月に宅地造成のため、これらの植

物は刈り取られて広く裸地化したが、その後調査終

了時（2009年 3月）までにセイヨウナタネの侵入

は見られなかった



表 11208-1 セイヨウナタネのほ場個体群および白然個体群における埋土種子調査の結果

調査地
農環研ほ場 鹿島港周辺

No.1 No.2 No.3 

生育地の特徴
と管理状況

裸地、耕起

セイヨウナタネ
個体群の来歴

栽培2年目の個体群
は種：2006年4月～5月
調査・2007年10月

種子数／1000cm3 5.3±12.4 3.5士5.7 4.0±7.4 
（調査数） (15) (15) (15) 

A B c D 

草地
草刈

草地
草刈

畔
草刈

草地
草刈

2006年までセイヨウナタネ 2004年よりセイヨウナタネ
の生育を確認 の生育なし

（調査：2007年8月） （調査.2007年8月）

。。
(15) 

。。
(15) 

0.0 
(15) 

0.0 
(15) 

著しく、実生や幼植物は発生と消長を短期間で繰り

返し、規則性が見られず、開花・結実にいたる個体

も極めて少ない。また、舗装路縁石沿いのような極

めて浅い土壌に含まれるナタネ種子数の不規則な変

化（ア松尾ら） 4）には、調査地聞において共通した

パターンや季節性は見られなかった（松尾ら） へ

そのため、これらの種子は搬送時における偶発的な

こぼれ落ちによるものと考えられる。また、圃場に

設けたセイヨウナタネ個体群の発生消長は季節性を

示したが、表層土壌に含まれる種子数は、わずか（5

粒 ／1000cm3）であった。このような安定環境にお

ける個体群の発生消長に種子の休眠性および埋土種

子形成がどのように関与するかについて明らかにす

る必要がある（表 11208-1)。

工考察

（ア）セイヨウナタネの生育地の拡大について

2006年 7月から 2009年 3月までの調査期間中、

AB両地点において他の植物が広く生育し競合が起

こると考えられる空き地では、セイヨウナタネの生

育は全く確認できなかった。一方、 B地点の中央分

離帝は、シナダレスズメガヤなどのイネ科草本が広

く生育しているため、これらの植物種との競合が起

こりやすい場所と考えられるが、 2006年、 2007年、

2008年とも 夏から初秋にかけてセイヨウナタネが

一旦多く発生し、その後消滅するパターンが繰り返

された。この現象は、定期的な草刈りにより、 一時

的に群落高が低くなるとともにパッチ状に裸地化あ

るいは植被が減少したか所にセイヨウナタネが多く

生育し、その後植被が回復するにつれセイヨウナタ

80 
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図 11208・5 群落の繁茂の程度 （群落高×植被率）と

セイヨウナタネ個体数との関係

赤丸は図 11208-3の個体数が急増した調査月 （2006年
8月と同年9月、 2007年7月、 2008年9月と同年 10月

ネ個体数が減少した結果と考えられる。特に、 B地

点の中央分離帯（帯状区 8）では道路管理のために

夏から秋にかけて定期的に草刈りが行われるが、草

刈り後一時的にナタネ個体数が増加する傾向が観察

されている。しかし、それを除くと雑草群落の繁茂

の程度が高いほどナタネ個体数が少ない傾向が見ら

れる（図 11208-5）。 この現象は、ナタネの発生に

は繁茂した群落を刈り払いにより一掃することが必

要であり、繁茂した群落中ではセイヨウナタネは優

勢になれないと考えられる 6）。Devosら7）は、こぼ

れ落ち種子由来の遺伝子組換えナタネの野生化に関

する総説の中で、ナタネの一般的な特般として「日

和見種（Opportunitiesspecies）とされ、生態学的

に危険な侵入種として見なされないこと、また発芽

や成長の早いことなどから人為的かく乱を受けた場

所を巧みに利用することができる植物とし、未撹乱

つム



の自然生息地ではナタネは安定個体群を定着するこ

とが出来ない」とまとめている。また、野生個体群

の存続の条件として「除草剤施用または土壌撹乱な

どの人為的な活動や洪水などにより生息地が定期的

に撹乱される」場合をあげている。本研究で見られ

た個体群は搬送途中にこぼれ落ちたナタネである

が、その生育する場所は縁石沿いや草刈りが行われ

る中央分離帯など道路特有の物理的な撹乱の多い場

所に生育し、その結果はナタネの一般的な性質を示

している。また、これまでの継続調査や海外での報

告事例（Yoshimuraet al) slからも周辺群落へ侵入

し拡がってゆく傾向はないと考えられる。

（イ）除草剤耐性ナタネの分布拡大について

2006年7月以前の調査において AB両地点で確

認されていた除草剤耐性個体は、この調査期間中に

は生育が確認されず、両地点において定着あるいは

拡大しなかったと考えられる。また、鹿島港および

その周辺地域におけるこれまでの調査結果によると

除草剤耐性遺伝子組換えセイヨウナタネの分布域は

宿主である非組換えセイヨウナタネの分布域と同等

かその範囲内であることが知られており、両者の生

育地晴好性はほぼ同じであると考えられる（松尾

ら） 9）。これらのことより、除草剤耐性個体も道路

沿いにこぼれ落ちた種子より一時的に生育はするも

のの、通常のセイヨウナタネと同様に周辺群落に侵

入し競合等により他種を駆逐し分布を拡大するよう

な植物ではないと考えられる。また、近年、グリホ

サートおよびグルホシネートの両除草剤に耐性をし

めすセイヨウナタネ（Aonoet al) lO）の生育に関す

る調査報告があり、これらの個体の分布状況や生育

特性に関する情報収集が必要である。

オ今後の課題

本研究の他にも鹿島港その他のナタネ陸揚げ港に

おいもモニタリング研究（S可iet a111), Nishizawa 

et a112l）が報告されており、情報が蓄積されている。

これらの対象となる組換え形質はいずれも除草剤耐

性であり、マーカーとしては明瞭でモニタリング研

究に使用するうえで妥当な形質である。近年、環境

耐性を付与した多くの遺伝子組換え作物が作出され

実用化されている。これらの遺伝子組換え作物が我

が固に輸入され、搬送中にこぼれ落ちた種子により

野生する可能性等を想定すると、モニタリングにつ

いての調査項目の選定や期間およびその結解析方法

の開発などが今後必要になると考えられる。

力要 約

泊糧用ナタネの陸揚げ港である茨城県鹿島港の幹

線道路沿いのセイヨウナタネの生育が多く観察され

た2地点（A地点、 B地点）において、条件の異な

る環境ごと（歩道上、縁石沿い、中央分離帯、植栽

帯、雑草群落など）に調査用帯状区を設け、 2006

年7月～ 2009年3月まで、セイヨウナタネ個体数

の変動と群落の繁茂状況（群落高×植被率）および

草刈りの有無について調査を行った。その結果、道

路の縁石沿いなどの場所に、両地区とも共通してセ

イヨウナタネが多く生育していた。また、両地点と

も隣接する周辺の空き地や雑草群落中にはセイヨウ

ナタネは侵入することはなかった。道路管理のため

に夏から秋にかけて定期的に草刈りが行われB地

点の中央分離帯では、草刈り後一時的にナタネ個体

数が増加する傾向が観察されが、それを除くと雑草

群落の繁茂の程度が高いほどナタネ個体数が少ない

傾向が見られた。この現象は、セイヨウナタネの発

生には繁茂した群落を刈り払うなどの撹乱が必要で

あり、繁茂した群落中ではセイヨウナタネは優勢に

なれないことを示すものである。以上のことより、

搬送途中にこぼれ落ちたセイヨウナタネの多くは、

縁石沿いや草刈りが行われる中央分離帯など道路特

有の物理的な撹乱の多い場所に生育するが、その周

辺群落に侵入し拡がってゆく傾向はないことが確認

された。
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大東健太郎）

(9) セイヨウナタネから在来ナタネへの遺伝子拡

散モニターシステムの構築と環境適応度の評価法

の開発

ア研究目的

我が固に輸入されている遺伝子組換えセイヨウナ

タネ （Brassicanapus）は、生物多様性影響評価が

終了して日本の生物多様性への影響はないと判断さ

れたものである。しかし、輸送中のこぼれ種により

遺伝子組換えセイヨウナタネが国内で自生している

ことが確認されて以降、一部の国民によって、遺伝

子拡散などによる近縁種および環境への影響が懸念

されている。

日本に生息するセイヨウナタネの近縁種として、

カラシナ （B.juncea）が広く分布することから（清

水ら 1））、カラシナが遺伝子組換えセイヨウナタネ

との交雑のレシピエントとなる可能性が最も高い

と考えられる。これまでの報告では、カラシナは

セイヨウナタネとの交雑親和性が高く（Sche田er& 

Dale 2l）、最高 3%の自然交雑率も報告されている

(Bing et al 3l）、 (Jのrgensenet al. 4l）。しかしながら、

世界的にもセイヨウナタネからカラシナへの遺伝子

浸透の実態に関する情報量が乏しい。そこで、セイ

ヨウナタネとカラシナの雑種の環境適応度や自然交

雑率に関する知見を蓄積し、国民の懸念に答えるこ

とを目的に、本研究を行う。

本課題では、 2006年～ 2008年において、セイヨ

ウナタネを花粉親にしたカラシナとの交雑親和性の

評価と、雑種後代の環境適応度として種子生産性を

温室および圃場条件下において評価した。また、セ

イヨウナタネからの花粉飛散を適切に評価するツー

ル開発として、突然変異による独自の除草剤耐性セ

イヨウナタネの作出を試みた。 2009～2010年は、

カラシナを種子親とし、突然変異によって作出され

た除草剤耐性セイヨウナタネを花粉親として、圃場

条件下における花粉源からの距離と自然交雑率の関

係を調査した。

イ研究方法

（ア）交雑親和性および環境適応度の評価［2006

～2008] 

種子親には黄からしな （B.juncea）、花粉親には

イスズナタネ、農林 16号、 Westar（全て Enapus) 

を供試した。人工交配により F1雑種形成率を確認



し、雑種後代 F1、Fz、BC1の各世代における種子

生産性（交配花あたりの稔実種子数および放任受粉

による一英あたりの稔実種子数）を調査する。

（イ）除草剤耐性セイヨウナタネの作出［2006～

2008] 

農林 16号 （B.napus）種子にガンマ線を照射し、

ALS遺伝子の突然変異を狙う 。Mz世代において、

幼植物に低濃度（0.25μM）の除草剤を処理して根

が伸長したものを選抜し、次に生育させた植物に高

濃度（5μM）の除草剤選抜を処理することにより

選抜した。さらに酵素活性等による確認を行い、確

かな除草剤耐性を持ち交雑の選抜マーカーとして使

用可能な植物を得る。

（ウ）圃場条件下における距離と交雑率の関係

[2009～ 2010] 

圃場（18a）の中心に除草剤耐性セイヨウナタネ

(CL0861、BASF社より分譲）を 0.25a栽培し、そ

の周囲に黄からしなを栽培する（図 11209-1）。混

植区、隣接区、花粉源から l、3、5、10、15、17.5、

20、21.5、25、27.5m地点（計75地点）から、セイ

ヨウナタネと開花期の同調した時期に結実した種子

を採種する。開花期間中の開花数調査を行い、花粉

親とレシピエントの開花の重複を確認する。試験は、

2009年と 2010年の 2回行う 。収穫した後代の除草

剤耐性により雑種を検出し、交雑率を明らかにする。

ウ研究結果

（ア）交雑親和性および環境適応度の評価［2006

北 北東 東

45 

m 
27.Sm 

国

17.Sm 週｝
淘｝

21.Sm 

西 南40m 南西

図11209・1 圃場試験設計図

～ 2008] 

黄からしな×セイヨウナタネは人工交配により後

代種子が多数得られることが確認された。後代種子

は、花粉親であるセイヨウナタネの種皮色がF1種

子に発現するメタキセニアが確認された。メタキ

セニアの発生程度によって 4グループ（BJ、Lvl、

Lv2、Lv3）に分けられた（図11209-2）。さらに、

後代種子のうち、黄からしな×イスズナタネおよ

び黄からしな×農林 16号から得られた後代植物に

おいて多数の偽雑種が確認されたが、黄からしな

×Westarの後代では偽雑種はほとんど確認されず

（図 11209-2、表 11209-1)、偽受精の発生には品種間

差異があることが示唆された。さらに、黄から しな

×イスズナタネおよび黄からしな×農林 16号では、

BJおよびLvlグループは、それぞれ97%と91% 

の偽雑種形成率を示し、 Lv2およびLv3グループ

はすべて雑種となっていることから、メタキセニア

の発生程度と雑種形成率の聞に関連性があることが

示された（図 11209ム表11209-1）。

種子生産性を調査するために、黄からしな×セイ

ヨウナタネの F1およびFz、F3、BC1、BC2を育成

し、人工交配により交配花あたりの稔実種子数を調

査した。その結果、F1の種子生産性は両親種より

大きく低下していた（図 11209-3）。Fz、F3、BC1、

BC2の種子生産性は、両親種より低下しているもの

図11209-2 後代種子におけるメタキセニアの発生と

偽雑種の発生との関連性

つム



形態的特性およびRAPD分析によって識別した後代の雑種性と種子グループとの対応表 11209・1
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せた植物に高濃度（5μM）の除草剤選抜を行い残

存した 78個体を 2回目の選抜に供した。それらの

個体で、酵素活性が確認された 35個体を選抜した。

35個体の ALS遺伝子における変異を調べたが、除

草剤耐性を引き起こす変異は検出されなかった。現

在は、Mz世代8系統から M3世代を作出し、交雑マー

カーとして利用可能な十分な除草剤耐性を持ってい

るかを検討・中である。

（ウ）閏場条件下における距離と交雑率の関係

[2009～ 2010] 

2009年の圃場試験において、設定した全 74地点

350個体をサンプリングすることができた。選抜濃

度試験によって決定した 5μMの除草剤を散布して

雑種植物のスクリーニングを行った結果、 2009年

度試験において雑種は確認されなかった。そこで、

2010年度試験において収穫種子数および解析数を

増した結果、数地点から雑種個体が確認できた（図

つム

のF1と比較して、雑種後代は世代が進むにつれて

稔性が回復する傾向にあった（図 11209-3）。

圃場条件下における種子生産性を調査するため

に、 2007年および2008年の圃場試験において F1、

Fzの生育特性および種子生産性を調査した結果、

両年度の試験とも、 F1の生育が旺盛であったこと

から雑種強勢も考えられた。種子生産性に関しては、

得られた種子数は両親より少ない結果となり、人工

交配による種子生産性の結果と同様の傾向を示した

（図 11209-4）。

（イ）除草剤耐性セイヨウナタネの作出［2006～

2008] 

遺伝子組換えでない独自の除草剤耐性ナタネを作

成するため、ガンマ線照射をしたセイヨウナタネを

自殖して得た 1,320系統90,960粒の Mz世代から、

低濃度（0.25μM）の除草剤存在下において幼植物

の根が伸長したもの 151個体を選抜し、次に成熟さ
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lm未満の地点、でサンプリングした

1個体のカラシナから得た後代

除草剤散布後に残存した後代植物（右）図 11209-5

カラシナ×セイヨウナタネの距離と 自然交雑率の関係表 11209・2

交雑率

(%). 

サンプリング
個体数
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55 32 293 1717945 合計 352 

a交雑率 （%）＝雑種数 ／供試個体数× 100.

子浸透に関わる新知見が得られた。

また、カラシナ×セイヨウナタネの F1の稔性（花

粉稔性および雌性稔性）は両親種より非常に低く、

この F1世代から自然界において後代種子を作出す

る可能性は非常に低い。これが本雑種および雑種後

代が定着および群生化等がおこりにくい理由のーっ

と考えられた。一方、その後代 Fz、F3、BC1およ

びBC2の稔性を調査した結果、稔性は両親種より

は低下しているものの、世代が進むにつれて稔性が

徐々に回復する傾向が明らかになった。

本研究に より、 F1の稔性が非常に低く遺伝子浸

透の可能性は低いと想定された。しかし、Fz以降

の世代で稔性が回復する傾向が見られたため、以降

の後代においても、交雑親和性や環境適応度につい

て調査する必要があると思われる。さらに、雑種後

代におけるセイヨウナタネ由来の染色体領域に関 し

ても明らかにする必要があると考えられる。

本課題では、ガンマ線照射による突然変異処理で

除草剤耐性植物の選抜を行った。Mz世代において、

11209-5）。交雑率は、混植区で 1.62%、隣接区で 0.31

%、lm地点で0.05%、5m地点で0.04%、17.5mで0.03

%の交雑率が検出された（表 11209-2）。

除草剤散布により残存した雑種植物は 8.napusの

Cゲノム特異的SSRマーカーを用いて雑種性が確

認されている。

考察

セイヨウナタネを花粉親としてカラシナ交雑する

と、人工交配で多くの雑種を形成することが改めて

確認された。しかし、セイヨウナタネの品種によっ

ては、形成された種子中の 41～ 51%は偽雑種が形

成されていることが確認された。これまで、カラシ

ナ×セイヨウナタネの交雑親和性は、種子生産性が

高いことから種間交雑としては親和性が高く 、

ラシナはセイヨウナタネの レシピエントとなる可

能性が高い種であると報告されてきた（Sche白er& 

Dale 2l）が、今回の結果から、従来から考えられて

いたより雑種形成率が低い可能性が考えられ、遺伝

つム

カ

エ



除草剤散布後も確かに生存する個体が35個体得ら

れたが、何れからも ALS遺伝子の変異は確認され

なかった。今後は、耐性を示す原因を明らかにする

とともに、本除草剤耐性が交雑マーカーとして使用

可能な植物を作出することになるかに重点を置き、

M3世代における選抜マーカーとしての有用性を調

査する必要がある。

本研究では、交雑マーカーとして使用できる非

組換え除草剤耐性セイヨウナタネ℃L0861’を

BASF社より分譲いただいたことにより、圃場条件

下においてカラシナ×セイヨウナタネの後代を効率

よく解析し、自然交雑率を調査することができた。

我々が、混植区で得られた交雑率は 1.62%であ

り、（Binget al 3l）および (Jのrgensenet al 4l）によっ

て報告されている混植条件では最高 3.3%という報

告と近似した。しかし、隣接区では 0.31%と大き

く交雑率は減少した。遠距離地点においては 5m地

点で l個体、17.5m地点で l個体の雑種が検出され、

それらの交雑率は 0.03～ 0.04%と極めて低頻度で

あった。それ以降の遠い地点では雑種個体は検出さ

れなかった。カラシナ×セイヨウナタネの距離と交

雑率の関係に関する知見がないため、本結果は、遺

伝子浸透を評価するための交雑率に関する有用な新

しい知見を提供できたと考えられる。

オ今後の課題

自然条件下における遺伝子組換えセイヨウナタネ

からの遺伝子浸透を把握するために、日本国内にお

けるセイヨウナタネの近縁種の分布や優占度合を把

握するための調査が重要であると考える。

カラシナ×セイヨウナタネの F2以降の1念’性回f夏

と関連する特性の解明とともに、カラシナ型の雑種

後代に残存するセイヨウナタネ由来の領域の存在の

有無などを明らかにする必要がある。

力要約

カラシナ×セイヨウナタネにおいて品種間差はあ

るもののメタキセニアと偽雑種が高頻度な発生を確

認した。これにより従来から想定されていたより

雑種形成率は少ない可能性が考えられた。さらに、

雑種後代の稔性は F1世代で大きく低下し、環境適

応度は低いことが明らかになった。しかし、 F3や

BC2などの雑種後代で稔性が回復してくる傾向が見

られた。距離と交雑率については、ある程度まとまっ

た花粉源があっても、混植区では 2%程度であり、

隣接区では 0.25%まで減少した。雑種が検出され

たのは最長で17.5m地点であり、その交雑率は0.034

%と低率で、自然条件下における雑種形成の可能

性はきわめて低いと結論できた。

キ引用文献

1）清水矩宏・森田弘彦・贋田伸七（2008）.日本帰

化植物写真図鑑．全国農村教育協会．

2) Sche自erJA and Dale PJ (1994). Opportunities 

for gene transfer from transgenic oilseed rape 

(Brassica napus) to related species. Transgenic 

Research 3 : 263-278. 

3) Bing DJ. Downey RK and Rakow GFW (1996). 

Hybridizations among Brassica napus. B. rapa 

and B. juncea and their two weedy relatives B. 

nigra and Sinapis ar’vensis under open pollination 

conditions in the field. Plant Breeding 115 : 470-

473. 

4) JのrgensenRB, Andersen B, Hauser TP, 

Landbo L, Mikkelsen TR and 0stergard H 

(1998). Introgression of crop genes from oilseed 

rape (Brassica napus) to relative wild species -

An avenue for the escape of engineered genes. 

Acta. Hortic. 459: 211-217. 

研究担当者（田部井豊ぺ津田麻衣）

(10) 防虫網と隔離距離によるセイヨウナタネの

交雑抑制効果

ア研究目的

遺伝子組換え技術により導入された遺伝子が、花

粉飛散により野生種等に拡散することによる生物多

様性への影響や、非組換え農作物へ拡散することに

よる流通上の混乱を未然に防ぐ必要がある。花粉飛

散は植物が持つ特性であるものの、国民の安心に応

え、さらに今後、工業原材料や医薬品等の非食用の

物質を生産させる組換え植物の利用が想定されてい

ることから、遺伝子拡散防止技術の開発が望まれて

いる。

本課題では、「第 l種使用規程承認組換え作物栽

培実験指針」に定められている隔離距離によらない



回位日日日日日。日
ヰヒ

〆v日

日

日

叶

w
よ
よ
J
M
附

τ
ヨモ

日

日

日

wkヘム
J

洲
一
九
百
や

日

日

日

泊
、
「
よ
J

凶
州

τ
一ご
γ

日

日

日

け

w
ム
よ
JMmτ

さて

日日4日

日日8日

日日12日

日日日日日目
、-----r一一J

カミキタナタネ

日

キラリボシ

「カミキタナタネ」（花粉源）及び「キラリボシ」（種子親）のプロット配置図 11210・1

ラリボシ」（5/8～ 6/2）であり、自然条件では十分

に交雑可能な状態にある。防鳥網非設置区では、烏

害著しく、さやの乾燥が進み、成熟期が早まったが、

採種サンプル量も極めて少ない（表 11210-1）。

（ア）開花期間中の風向については、北方向（1）、

南方向（8～ 11）が多く、東西は極めて少ない（図

11210-2）。風向の観点から妥当なプロッ ト配置であ

ると考えられた。

（イ）分析種子数は 5、10、20粒と分析したが検

量線により交雑粒数を推定した（図 11210-3～ 5）。

5及び 10粒における推定は精度が高いと判定され

た。20粒においては、少数の交雑粒数（1～ 5粒程

度）の推定は可能であると考えられた。

（ウ）花粉源から 2～ 58m距離（C～ G）の「キ

ラリボシ」プロットで、各距離6267～ 8740粒規模

で、各 l～ 2粒の交雑（0.01～ 0.02%）を認めた（表

11210-2）。

交雑防止措置に基づき、セイヨウナタネ個体間の交

雑を抑制する目的で防虫綱の効果を検証するととも

に、防虫網で、覆った花粉親からの距離と種内交雑率

との関係を明らかにする

イ研究方法

（ア）図 11210-1のように花粉親「カミキタナタ

ネ」（エルシン酸含有品種）、種子親「キラリボシ」（ダ

ブルロー品種）を配置し、花粉親には訪花昆虫の出

入りを防ぐために寒冷紗（テイジン⑧テトロン③

T300、網目 1.0～ l.5mm）で被覆する。「キラリボシ」

にはカワラヒワ等の食害防止のため防鳥網（2cm目）

を設置した。また、防鳥網の効果を明らかにする目

的で、プロット No.5(C～ G）は防鳥網を設置し

なかった。

（イ）風向風速を測定する。

（ウ）各距離位置の「キラ リボシ」の各プロ ット

から 30個体の主茎をそれぞれ採取し、脱粒精選す

今後の課題

2006～ 2008年度データでは 1000～ 3000粒規模

で、容易に交雑（0.02～ 18.97%）を認めた。2010

年度の結果では当初 3000粒規模では交雑を確認

されず、各距離において 8000粒規模の分析に切

り替えた。これによって、各距離 l～ 2粒程度の

交雑種子を検出した。つまり、テイジン T300の

寒冷紗では、完全に花粉の流動・飛散を遮断でき

なかった。防鳥網非設置区で検出率が高かったの

工る。

（エ）既定の方式で、プロッ トの個体別に、ガス

クロマトグラフにて 5、10及び20粒をそれぞれ3

反復（プロットあたり 450～ 1800粒）で脂肪酸組

成を分析し、エルシン酸含有の有無により交雑種子

かどうかを検定する。

ウ研究結果

関花期間は「カミキタナタネ」（5/8～ 6/6）、「キ
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表 11210・1 各プロットの生育特性他

ロッ 一次 サン

配置 品種名
ト内 抽苔開花開花落花成熟 分校 プル
個体 期 始 期 日 期 草丈穂長 数 重 子実重干粒重
数 （月日）（月日）（月日）（月日）（月日）(cm) (cm) （本） （~／個 (k~／a ) （長） 備考

A-1 カミキタナタネ 117 4/22 5/8 5/13 6/6 7/2 151 67.0 7.6 10.26 30.0 3.96 Trad，中晩生
A-2 カミキタナタネ 140 4/22 5/8 5/13 6/6 7/2 155 60.4 8.2 9.02 31.6 4.06 Trad，中晩生
A-3 カミキタナタネ 89 4/22 5/8 5/13 6/4 7/2 155 60.8 8.2 14.02 31.2 4.38 Trad，中晩生
A-4 カミキタナタネ 131 4/22 5/8 5/13 6/4 7/2 151 57.4 7.6 10.41 34.1 4.34 Trad，中晩生
A-5 カミキタナタネ 121 4/22 5/8 5/13 6/4 7/2 149 55.8 6.2 10.33 31.3 4.18 Trad.中晩生
B-1 カミキタナタネ 97 4/22 5/8 5/13 6/6 7/2 165 60.2 7.6 9.43 22.9 302 Trad，中晩生
B-2 カミキタナタネ 99 4/22 5/8 5/13 6/6 7/2 153 57.8 7.8 12.15 30.1 3.84 Trad，中晩生
B-3 カミキタナタネ 78 4/22 5/8 5/13 6/4 7/2 161 60.2 7.8 17.26 33.7 402 Trad，中晩生
B-4 カミキタナタネ 135 4/22 5/8 5/13 6/6 7/2 155 51.4 8.2 9.27 31.3 3.88 Trad，中晩生
B-5 カミキタナタネ 114 4/22 5/8 5/13 6/6 7/2 160 59.0 7.8 12.19 34.8 3.78 Trad，中晩生
C-1 キフリボシ 257 4/22 5/8 5/13 6/2 7/2 143 43.4 7.6 4.96 3.19 DL，中晩生
C-2 キラリボシ 317 4/22 5/8 5/13 6/2 7/2 145 46.8 8.6 5.48 3.18 DL.中晩生
C-3 キラリボシ 196 4/22 5/8 5/13 6/2 7/2 149 51.6 9.2 5.35 3.32 DL，中晩生
C-4 キラリボシ 302 4/22 5/8 5/13 6/2 7/2 145 45.4 9.0 5.64 3.28 DL，中晩生
C-5 キラリボシ 225 4/22 5/8 5/13 6/2 6/24 130 40.4 6.8 0.22 2.95 DL.中晩生
D-1 キフリボシ 242 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 143 45.0 9.0 5.62 3.36 DL，中晩生
D-2 キラリボシ 286 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 142 43.4 8.2 5.77 3.19 DL，中晩生
D-3 キラリボシ 200 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 139 43.0 8.2 6.19 3.24 DL，中晩生
D-4 キラリボシ 291 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 144 45.4 8.2 5.67 3.31 DL，中晩生
D-5 キラリボシ 194 4/22 5/8 5/13 6/2 6/24 132 39.6 7.2 0.19 2.25 DL，中晩生
E-1 キフリボシ 223 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 143 46.0 9.2 7.08 3.32 DL，中晩生
E-2 キラリボシ 311 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 144 49.8 8.8 6.77 3.26 DL，中晩生
E-3 キラリボシ 199 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 147 47.6 9.8 6.15 3.35 DL，中晩生
E-4 キラリボシ 246 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 140 43.8 9.2 6.29 3.33 DL，中晩生
E-5 キラリボシ 271 4/22 5/8 5/13 6/2 6/24 132 41.0 10.4 0.30 2.51 Dし中晩生
F-1 キフリボシ 207 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 135 41.6 9.0 7.00 3.21 DL，中晩生
F-2 キラリボシ 245 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 143 46.0 9.0 6.28 3.32 DL，中晩生
F-3 キラリボシ 246 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 138 38.2 8.0 6.91 3.35 DL，中晩生
F-4 キラリボシ 260 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 139 48.2 8.4 6.43 3.52 DL，中晩生
F-5 キラリボシ 297 4/22 5/8 5/13 6/2 6/24 125 40.8 11.2 0.32 2.49 DL，中晩生
G-1 キフリボシ 269 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 142 42.4 8.4 6.22 3.17 DL，中晩生
G-2 キラリボシ 266 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 142 42.0 8.4 6.34 3.33 DL，中晩生
G-3 キラリボシ 242 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 142 44.8 8.4 6.94 3.30 DL，中晩生
G-4 キラリボシ 261 4/22 5/8 5/13 6/2 7/1 141 43.0 7.6 6.85 3.42 DL，中晩生
G-5 キラリボシ 259 4/22 5/8 5/13 6/2 6/24 131 39.2 8.8 0.31 2.40 DL，中晩生

DL：ダブル口一、 Trad：エルシン酸含有

は、鳥害の結果サンプル数（母数）が少なく、 全量

検査した結果である。観察では、防鳥網2cm網目

の中へも訪花見虫 （5mm～ lOmmサイ ズ） は容易

に侵入するため、防鳥網では訪花見虫の侵入抑制効

果はなかった。 また、寒冷紗内への訪花見虫の侵入

13 { ｛~・ l 5 はなく 、花粉の飛散は風や花粉生成密度でな く、 訪

花見虫が寒冷紗の外側から採蜜 ・花粉被爆し、見虫

が飛期し、採蜜するときに交雑する ことが推定され

る。したがって、遮断する生地の選定、 遮断方法の

改善（二重構造を図る こと等）に より、交雑を完全

に抑える こと も可能である と考えられる。

図11210・2 開花期間中の風向頻度

1 （北）～ 16（北北西）
研究担当者（本田 裕＼ 川崎光代）
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表 11210・2

プロットNo. 項目

調査種子数

交雑種子数

茎韮霊山
調査種子数

交雑種子数

亙韮歪盟
調査種子数
交雑種子数

亙韮霊山
調査種子数

交雑種子数

茎益重L単
調査種子数
交雑種子数

亙韮歪
全調査種子数
全交雑種子数

亙益重.00.

2 

3 

4 



( 11) 西洋ナタネ （Brassicanapus）の自

然交雑性の解明一花粉飛散距離、近縁種 （B.

rapa）との自然交雑性変異および交雑に対する

風・虫媒の影響ー

ア研究目的

遺伝子組換え体の開発されているセイヨウナタネ

(Brassica napus）の自然交雑性を解明して、その知

見を組換え体が栽培された場合に備え蓄積し、交雑

防止に役立てる。

セイヨウナタネ（非組換え体）間の花粉飛散距離

に関する基礎的知見を得るために、野外圃場を用い

花粉飛散による交雑距離および交雑率を調査する。

また、セイヨウナタネは近縁種旦 rapa（ザイライ

ナタネ；カブ、コマツナ等）と自然交雑することが

知られているので、 B.rapa品種（♀）とセイヨウ

ナタネ（♂）との聞の自然交雑性を研究・評価する。

なお、網室内ポット栽培による「セイヨウナタネ間

A B c 

~t 

南

A B C 

種子親：キラリボシ（♀）
（全面に条播）

60m 

30 

の風・虫媒別交雑への影響」の試験については、初

年度の結果から試験設定が困難であると判明したた

め、中止した。

イ研究方法

（ア）セイヨウナタネ（B.napus）の花粉飛散距離

花粉親（♂）として、エルシン酸を約 45%含む

品種カミキタナタネを圃場（栽培面積 lOm×30m、

図 11211-1）に播種した。種子親（♀）はエルシ

ン酸を含まない品種キラリボシで、 60m×30mの

圃場に栽培した。カミキタナタネの圃場より隣接、

30mおよび60m離れた 3地点 A、B、Cのキラリ

ボシ個体より収穫した種子（2か年； 2007・2008年

産）を分析した。また、花粉源であるカミキタナタ

ネ中にもキラリボシをネ直えたポットを配置し、その

種子を分析した。キラリボシから収穫した種子の脂

肪酸をガスクロマトグラフィーで分析し、エルシン

酸を含む場合、カミキタナタネの花粉による交雑種

子と判定した（山守 1））。

（イ）丘 rapa品種（♀）のセイヨウナタネ（♂）

による自然交雑程度の変異

セイヨウナタネ（東北 96号）を花粉親、 B.rapa 

（そのうちカブ、コマツナなどは固定種）を種子親

とした。種子親を l個体／ポットに植え、品種あた

り3個体× 2反復を基本とし、両者の開花期が同調

するように丘 rapaの開花した花を除去した後、東

北96号の圃場・畦聞に配置した。2007・2008年産

で合計55品種の種子 100粒／品種をフローサイト

メーターで分析し、両親の中間の DNA量の種子

を交雑種子と判定し、交雑程度（%）を調査した

(Y amamori il）。

ウ研究結果

10 （ア）セイヨウナタネ（8.napus）の花粉飛散距離

カミキタナタネとキラリボシの開花期間はほぼ－

A 

A 

B 

B 

c 

c 

花粉源：カミキタナタネ（♂）
（全面に条播）

30m 15 。
図11211・1 花粉飛散試験の圃場図

5 致し、 4月下旬・5月上旬～ 5月下旬・6月上旬であっ

1 た。この期間の風向は南南西と南で約 40%を占め、

0.25 
0 

lOm 

花粉親はほぼ風上に配置された。

花粉源であるカミキタナタネ中に配置したキラリ

ボシの交雑率は 2か年平均で約 10%であった。こ

れに対し、隣接（0.25m）した畦の交雑率は 2007年

産が5.2%、2008年産が3.9%で、明らかに低下した。

2007年産では 30m離れた地点（A、B、C）の合計
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2995粒から 5粒の交雑種子があり、交雑率は 0.17%

であったが、 60mの地点の 3000粒から交雑種子は

検出されなかった。一方、 2008年産の 30mおよび

60m離れた地点の合計 6780粒から交雑種子は検出

されなかった（表 11211-1）。

（イ） 丘rapa品種（♀）のセイヨウナタネ（♂）

による自然交雑程度の変異

B. rapaの開花が終了してから、それらのポット

を温室へ移動し、登熟させたが、品種によって穂発

芽程度に差異が見られた。そこで、おおよその穂発

芽程度に応じて、発芽・未発芽種子を分析に用い

た。丘rapaの55品種の交雑率は、 2%～ 50% （平

均 22.8%）とほぼ連続的に分布した（図 11211-2）。

最も交雑率の低かった 5品種は、三重在来（2%）、

早生はりはり京水菜（5%）、広島菜 ・中生白茎千筋

京水菜・杓子菜（6%）であった。一方、高かった

品種は、パクチョイ（50%）、タアサイ（49%）、大

阪しろな ・北海（44%）であった。一回の栽培の結

果であるが、品種による交雑率の変異が示唆された。

工考察

（ア）セイヨウナタネ（B.napus）の花粉飛散距離

山守ら 2）の2か年（2004・2005年産）の結果では、

30mおよび 60m地点から交雑種子は検出されな

かったが、その後、本研究により 2005年産の 60m

地点からさらに2208粒（合計5240粒）調べたところ、

l粒の交雑種子が検出された。したがって、 60m地

点における 4か年の交雑率は 1/14936の0.01%で

あった。また、 30m地点では交雑率は 4年で 0.00

～ 0.17%と変動した。これは、気象条件、昆虫相、

表 11211・1 花粉源（カミキタナタネ）からの距離と交雑率 （%）(ABC地点の合計を示す）

花粉源か 2004年産 2005年産 2007年産 2008年産 4か年の合計
らの距離交雑率 交雑率 種子数（粒） 交雑率 種子数（粒） 交雑率種子数（粒） 人ポマ不丸佐正乏ア乏

(m) （%） （%） 調査 交準 （%） 調査 交ま佐 〔%） 調査 交ま佐 （%） 
花粉源中 18. 97 520 49 9. 42 1200 125 10. 42 2068 240 11. 61 

0. 25 2.96 4.44 1496 77 5. 15 1200 47 3. 92 5840 239 4.09 

1. 09 1. 64 3260 44 1. 35 
5 0. 35 0. 53 3228 14 0.43 
10 0. 22 0. 07 3300 5 0. 15 
30 0. 09 0. 10 2995 5 0. 17 3390 。0. 00 12586 11 0. 09 
60 0. 00 0. 02 3000 。0.00 3390 。0. 00 14936 1 0. 01 

1) 2004・2005年産は Yamamorit）より引用した。

50 
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rap a 品種番号
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図11211・2 B. rapa55品種の交雑率 （%）

1）品種番号 1～ 55の品種名は Yamamori1)を参照。
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分析種子の抽出変動などによるものと思われる。一

方、花粉源から離れるに従い、急激に交雑率が低下

することは、 2004・2005年産の結果と一致した。

かつて、セイヨウナタネの交雑研究は、育種事業

において他品種との交雑が問題とされたことから実

施された（田坂 3））。その研究では、 80アールの育

種圃場に対し、鉢植えした種子親を配置し、 l.8m

離れると 19.5%、36mで7.5%などの交雑率であっ

た。これらの値は、今回の試験より高い値となって

いる。今回は、種子親であるキラリボシを試験圃場

全面に播種したため、採種個体周辺のキラリボシの

花粉密度が高かったことでキラリボシの花粉がより

交雑しやすかったことに起因するかもしれない。ま

た、 Omで0.69%、30mで0.02%など本試験より低

い値の報告や 65mで0.01%以下の類似値を示す報

告（Beckieet aJ.4l）もある。

（イ） B. rapa品種（♀）のセイヨウナタネ（♂）

による自然交雑程度の変異

丘rapaから採種した種子の穂発芽程度に品種間

で差異がみられたが、Erapa （♀）×丘napus （♂） 

のF1種子に穂発芽が発生することは、 Hauserand 

のstergard5lが報告している。

本研究は一年のみの試験であり、また、調査粒数

は100粒である点に留意する必要がある。一方、 B.

rapa品種により交雑率が異なることに加えて、試

験方法（花粉親と種子親の栽培・配置方法）も結果

に影響することが考えられる、実際、海外の試験に

おいても両親の播種・配置方法で交雑率の値が異

なっている（Yamamori u）。

オ今後の課題

（ア）セイヨウナタネ（丘napus）の花粉飛散距離

本研究では圃場の関係で 60mまでの設定であっ

たが、海外ではより遠い距離あるいは農家のナタネ

栽培畑で試験例がある。また、大量のサンプルを調

べるために、除草剤耐性を利用しており、これらの

ことを検討する必要がある。

（イ）B.rapa品種（♀）のセイヨウナタネ（♂）

による自然交雑程度の変異

丘rapa品種によって交雑率の違いを生じる原因

の解明が課題である。 Erapaは自家不和合性の程

度が品種によって異なる。また、 rapaの柱頭上で

花粉粒数が品種により異なるとする報告があり、こ

れらのことが関係している可能性がある。

力要約

2007および2008年産種子を用いた試験では、花

粉源（カミキタナタネ）から 30mおよび60m離れ

た地点で種子親（キラリボシ）との交雑種子は検

出されなかった。 4か年の合計の交雑率は、 30m地

点で0.09%、60m地点で 0.01%であった。一方、 B.

rapa （♀：ザイライナタネ） 55品種聞にセイヨウ

ナタネ（♂：東北 96号）との圃場における自然交

雑率に差異を認めた。
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1) Yamamori. M., (2011). Outcrossability 
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生物の産業利用における安全性確保総合研究．

研究成果第 447集． 農林水産技術会議事務局．

163-167. 
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研究担当者（山守誠＊）

(12) 市民参加型展示圃場による研究者と市民の

実践を通した双方向コミュニケーション手法の開

発

ア研究目的

GMOの情報提供においては、一般市民の目線に

立った情報提供が重要であり、市民の視点を考慮す

るコミュニケーションの戦略を考えていく必要があ

る。そこで本課題では、市民参加型展示ほ場におけ

る一般市民による農作業の実体験プログラムを通し

て、遺伝子組換え技術等の様々な技術情報を提供す

-225-



ると同時に、参加者からの意見を聴取し、コミュニ

ケーション手法の改善を図るための情報を収集す

る。また、課題 14において作成された「遺伝子組

換え農作物に関する科学者とマスメディアのコミュ

ニケーション・マニュアル」を活用し、一般市民と

のコミュニケーション戦略の骨格を明らかにする。

イ研究方法

（ア）年次計画

2008、2009年度：市民参加型展示ほ場の実践を

通した情報提供と参加者からの意見等の集約。特に

教育関係者への参加者募集の情報提供を強化する。

1-1) 2008、2009年度得られる成果：市民参加

型展示ほ場の実践を通じて得られた知見を取りまと

めて、コミュニケーション・マニュアルへ反映でき

るように情報提供する。また、教育関係者からの意

見を取りまとめる。

（イ）具体的方法

a 市民参加型展示ほ場では、実際の農業体験と

してダイズ畑の除草を行い、同時に慣行除草剤や遺

伝子組換え除草剤耐性ダイズを用いた雑草防除の効

果を観察する。また、害虫抵抗性トウモロコシの効

果を観察する。

b 農業体験だけではなく、従来からの品種改良

の基本知識、遺伝子組換え農作物をめぐる世界の状

況、安全性評価の体制についての情報を提供する。

2009年度には、消費者の関心が高い遺伝子組換え

食品の安全性について追加し、基本的な情報を提供

する。

c DNA抽出実験や様々な展示等を通して、遺

伝子や DNAなどについての知識を提供する。

d 2009年度に希望者への遺伝子組換えトウモ

ロコシの試禽を企画し、感想などを聴取する。

e 参加者との意見交換、アンケート調査及びレ

ポートを提出し、意見を聴取する。特に 2009年度

のアンケート調査に関しては、参加者の意識の変化

を見るために事前、事後にアンケートを取る等設問

時期及び内容を工夫し回答率の向上も目指す。

f これらの情報等を分析し、コミュニケーショ

ン・マニュアルへの改善等への基礎資料とする。

ウ研究結果

（ア） 2008年度

2008年 7月 19日（士）に参加者22名で市民参

加型展示ほ場を開催した。また、 2008年 10月25

日（士）に参加者5名で市民参加型展示ほ場収穫

見学会及び意見交換会を開催した。以上の参加者

に2007年度の市民参加型展示ほ場参加者を加えア

ンケート調査実施し、結果を取りまとめた。「GM

技術への理解に、どの企画が役立ったか？」（表

11212-1）との質問への回答では、実際に遺伝子組

換え農作物を観察や、実験、意見交換など自らが直

接参加する企画が上位になった。また、これらのア

ンケート結果をコミュニケーション・マニュアル改

善のために情報提供した。

（イ） 2009年度

2009年7月 11日（土）に市民参加型展示ほ場を

実施した。興味深かった企画については、昨年度同

様、実際に遺伝子組換え農作物を観察や、実験、意

見交換など自らが直接参加する企画が上位になっ

た。（表 11212-2)

参加前と参加後に遺伝子組換えに関するアンケー

ト調査を実施し、参加によって遺伝子組換えに関し

ての意識の変化を調査した。集計の結果約 7割の参

加者が遺伝子組換えに対するイメージに変化があっ

た。（図 11212-1、表 11212-3、4）安全性、安心感

などいずれの調査においても認知する方向に変化し

ている。（図 11212-2、3）遺伝子組換えトウモロコ

シの試食では、殆どの参加者が試食している。（図

11212-4）また、これらのアンケート結果をコミュニ

ケーション・マニュアル改善のために情報提供した。

工考察

（ア） 2008年度

前記アンケートの結果から、遺伝子組換え技術等

の情報が少ない一般市民に情報提供を行う場合に

は、見学、作業、意見交換等の体験を伴った説明が、

座学だけによる情報提供に比べて有効である事が確

認された。

（イ） 2009年度

アンケートの結果から、正確な情報を的確に伝え

ることにより理解促進に繋がることが確認された。

また、 2008年度と同様に、座学だけによる情報提

供に比べて、見学、作業、意見交換等の体験を伴っ

た説明が興味を喚起し、遺伝子組換えに関する理解

促進に有効であることが改めて示された。今後も情
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報提供を継続的に様々な方法（媒体）を利用して行

う事の必要性が示された。

オ今後の課題

参加型コミュニケーションの実践と コミュニケー

ション ・マニュアルにより、 コミュニケーション時

に留意すべき点が明らかになった。今後は、更に参

加者からの意見等を集約、分析して コミュニケー

ション・マニュアルに反映させ、 コミュニケーシヨ

ン手法の実践部分の改善に繋げる。また、これらの

一般市民を対象と したコミュニケーション手法開発

の成果に基づき、メディアまで対象範囲を拡張した

広報の方法、会場等の設定・準備、司会進行の心得

等の広報に関する入門用マニュアルの作成を検討す

る。

その後、当該プロジ、エク トで得られた成果は、学

会等様々な機会において公表してきた。また、 2011

年3月に 「見学者対応のためのコミュニケーション

スキル・アップマニュアル」を作成し、遺伝子組換

え農作物の第一種使用等説明会や見学対応等に活用

表11212・1 「GM技術への理解に、どの企画が役立つたか？ 」との質問への回答
I) （複数回答）

アンケー ト回答数
評価人

評価割合

合計
2007年度 2008年度

数
（%） 

GMダイズの見学 6 13 19 14 73.3 

意見交換会（当 日） 6 13 19 11 57.9 

GM技術を含めた品種改良についての 6 13 19 11 57.9 

説明

GFP遺伝子組換えイネなどの観察 13 13 7 53.8 

GMトウモロコシの見学 6 13 19 10 52.6 

除草作業（事前の説明も含む） 6 13 19 9 47.4 

DNA抽出実験 6 13 19 9 47.4 

輸入ダイズなどの展示 _ 3) 13 13 6 46.2 

GM農作物の安全性評価の説明 6 13 19 8 42.1 

事前の資料提供（GMに関する小冊子 6 13 19 6 31.6 

等）

GM作物の世界の状況や 6 13 19 6 31.6 

日本への輸入状況等の説明

作業時間の検証 13 13 4 30.8 

除草剤散布作業の見学 6 13 19 3 15.8 

雑草の展示 6 13 19 3 15.8 

DNAの塩基配列決定等の 13 13 2 15.4 

分子生物学的手法に関する説明

意見交換（収穫見学会） 6 13 19 4 21.1 

その他 （ジーンバンク見学） 6 13 19 2 10.5 

収穫見学会 6 13 19 5.3 

1) 2007年、 2008年度参加者に一斉アンケートを実施（2008年 11月）、その結果を

基に作成。両年度の参加者合計 43名のうち 19名から回収、回収率 44.2%。

2）アンケート回答数合計における評価人数の割合。

3) 2008年度のみ実施した企画のため、 2007年度参加者アンケー トの対象外。
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表 11212・2 市民参加型展示ほ場で、興味深かった

企画について （N= 26 複数回答）

選択肢 回答数

遺伝子組換えトウモロコシの比較観察・収穫 69.2% 

除草作業（事前の説明も含む） 65.4% 

遺伝子組換えトウモロコシ等の試食 53.8% 

意見交換 50.0% 

遺伝子組換え技術を含めた品種改良に 50.0目

ついての説明

雑草の展示・説明 50.0% 

DNA抽出実験 50.0% 

表 11212-3 遺伝子組換えに対する認識の変化の

内容について（N= 26、複数回答）

選択股 回答数

食品としての安全性について 13 

生物多様性への影響について 4 

研究開発について 6 

遺伝子組換え技術全般について 6 

その他
（逆に本当にいいのかと・.( 1 ) ) 

事前

・どちらかと言えば

安全

・どちらとも言えない

圃安全

事後

・どちらかと言えば

危険

・危険
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

問答率、%
グラフ中の数字は回答数、名

図11212・2 遺伝子組換え農作物の安全性について

(N = 25) 

しており、今後得られた知見に基づいて更なる改訂

を進めていくとともに、来庁たなコミュニケーション

資料として「みんなで考えよう遺伝子組換え農作物・

食品」を作成した。

力要約

市民参加型展示圃場による研究者と市民の実践を

¥_69% 

(18人）

・変化した ・変化しなかった

図11212-1 遺伝子組換えに対する認識の変化の有無

について（N= 26) 

表 11212・4 遺伝子組換えに対する認識の変化した要

因について（N= 26、複数回答）

選択肢 回答数

環境への影響を評価する仕組みが
10 

あること

食品としての安全性を評価する
10 

仕組みがあること

遺伝子組換え技術は品種改良の
9 

-f重であること

実際の遺伝子組換え農作物の観察 7 

研究者との会話や意見交換 7 

事前

・とても安心

・どちらかと言えば

安心

・どちらとも言えな

事後
4
6
 

－え月

一

安

か

不

ら

？

も

ち

宮

て

ど

ヰ

と．
．
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

回答率、%
グラフ中の数字は回答数、名

図11212・3 遺伝子組換え農作物を食べることへの安

心感について （N= 25) 

通した双方向 コミュニケーション手法の開発とし

て、市民参加型展示ほ場において一般市民による農

作業の実体験を通して、遺伝子組換え技術等の様々

な技術の理解を促進すると同時に参加者からの意見

を聴取した。さらに、 コミュニケーション手法の改

善を図るための基礎資料とし、コミュニケーション・

マニュアルやその資料の作成を行う 。

つム



事前

事後

。% 20% 40% 60% 

回答E匹、%
グラフ中の数字は回答数、名

80% 100% 

・食べてみたい／

食べた

・食べても良い

・わからない

・できれば食べたく

ない

・食べたくない／

食べなかった

図 11212-4 遺伝子組換え農作物の試食について

(N = 25) 
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研究担当者（石川達夫ぺ山口富子、佐々義子、

内田健、笹川由紀、田部井豊）

( 13) 市民と研究者との双方向コミュニケーショ

ン手法の検討と実践

ア研究目的

遺伝子組換え作物・食品への市民の理解が高まる

ように、コミュニケーションイベントの実践を通じ

て、研究者が適切に市民と向き合えるように研修を

行う 。

背景 日本は科学技術立固として歩んできた。植

物バイオテクノロジーの分野における研究は世界的

に優れている。一方、自給率が39%となった現在

(2011年度）、海外からの遺伝子組換え作物の輸入

に依存している現状がある。しかし、食用油やビー

ル、醤油が義務表示の対象外であることから、マー

ケットの店頭には、遺伝子組換え原料不使用の食品

が並んでおり、市民には遺伝子組換え食品に対する

根深い不安がある。また、一部の行政、学会などに

よって遺伝子組換え技術やそれによって作出された

作物や食品に関する説明がなされているが、その意

義は広く市民に知られておらずまた理解されていな

いのが現状である。さらに、偏った報道や意見によっ

て、市民の不安が増長されており、青いパラを除い

て未だ商業栽培に至った作物はない（佐々 1））。

イ研究方法

研究者がわかりやすい情報提供や双方向の意見交

換：カまできるようになることを目指し、以下のことを

行った。

（ア）コミュニケーションイベントの実施

遺伝子組換え作物・食品についての情報を中心と

したコミュニケーションイベントを実施した。

（イ）研修会の開催

研究者が一般市民やメディアにわかりやすく遺伝
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子組換え技術や作物に関する情報を提供できるよう

なコミュニケーション能力を身につけるために、テ

キストを作成し、研修会を行った。研究者の実践的

なコミュニケーション能力が高まるように、受講し

た研究者によるバイオカフェを演習として行った。

（ウ）コミュニケーションマニュアルのブラッ

シュアッフ

コミュニケーションイベントにおけるアンケート

などから得られた知見をまとめ、既に作成されたコ

ミュニケーションマニュアルを改善させた。

ウ研究結果

（ア）参加体験型コミュニケーション活動の実施

（双方向コミュニケーションの実現）

0農場見学会（図 11213-1)

2008年8月7日（木）

レポートの公開 http: //www.life-bio.or.jp/ 

topics/topics329.html 

2009年8月4日（火）

レ ポー トの 公開 http: //www.life-bio.or.jp/ 

topics/topics383.html 

合計参加者数 54名

（イ）連続講座

NPO法人三鷹ネットワーク大学で、くらしと

バイオプラザ 21の作成したバイオカードゲーム

(BCG）や講演によって、 遺伝子組換え食品の安全

性、遺伝子組換え作物の環境影響について学習し、

その効果を評価した。

2009年 9月8日（火）、 15日（火）、 29日（火）

に開催した。主なスケジュールは以下のとおりであ

る。参加者数は 12名であった。スケジュールは以

下のとおりである。（図 11213-2)

図 11213-1 隔離ほ場の見学

第 l回 カードゲーム（BCG)

第2回 講 演 「GM作物の環境影響」講師農業

生物資源研究所 田部井豊氏

第3回 講 演 「GM食品の安全性」講師内閣府

食品安全委員会事務局 瀬古博子氏

（ウ）メディア戦略研修会の実施

2008、2009年度ともに 10月中に半日の講座を 3

回実施した。市民に大きな影響力を持つメディアに

対し、専門分野の研究者（農林水産省が所管する研

究所や企業、大学に所属）が、どのように接し、情

報発信を行うなど、どのような態度で臨むのがよい

のかを学べるような研修会を実施した。

2008年度 10月7、14、21日

2009年度 10月l、16、22日

テキストを作成し、希望者に配布した。

会場はすべて、鉄鋼会館（東京都日本橋茅場町）

で、行った。

主な講義内容と講師は以下の通り 。

リスクコミュニケーション：木下冨雄先生（京大

名誉教授）

クライシスコミュニケーション：岩崎博・青木浩

一先生（SCプランニング、電通パブリックリレー

ションズ）

メディア：毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、

朝日新聞の記者や論説委員

生命倫理：位田隆一先生（京大）

演習 ：真山武志（くらしとバイオプラザ21)

受講者数は合計 34名（うち農林水産省関係者 4 

名）

2010年2月5日 研修会参加者によるバイオカ

フェを茅場町サン茶房にて実施した。

タイトル 「体験型双方向コミュニケーション～

図11213-2 カードゲームの様子



遺伝子組換えトウモロコシ、食べてみる？」

http : I /www.life-bio.or必Itopics/ topics406.h tml 

エ考察

（ア）見学会について

参加者の感想は「楽しかった」（54名中 52名）。「楽

しくなかった」はいなかった。

「遺伝子組換え農作物の実物を見たい」「隔離圃場・

温室などを見たい」「研究者の話を 直接聞きたい」

という参加者が多い。特に茅場町に集合して貸切パ

スで移動するときに、参加の目的を含めた自己紹介

を参加者全員に行ってもらったが、帰りのパスでは

ほとんどが実物や施設を見学するという目的が達せ

られたと発言していた。展示圃場はとても有意義な

取り組み。継続して実施すべきという声が多かった。

このような催しを通じ、遺伝子組換え作物に不安

を持って参加する人が減り、有機栽培をしている生

産者、料理家、外食企業関係者が、今後、無視でき

ない食材の供給源として関心を持ってきていること

を実感した。

（イ）連続講座について

全3回の連続講座の第 l回にはカードゲームを

行った。今回実施した BCGは、英国で考案された

DEMOCS (New Economic Foundation）を基にし

て作成した。 DEMOCSは、市民からの意見を吸い

上げ、結論への投票結果を政策提言のしくみ作りに

利用することを目的としている。

日本では、防災教育に用いられている「クロスロー

ド」（矢守ら幻）が考案されている。食品安全委員

会主催のリスクコミュニケーションや自治体食品へ

の防災教育に利用されている。課題に対しである回

答をすると、別な問題が発生し、反対の回答をする

と新たな問題が発生するような状況に対して、いろ

いろな意見を出し合って考え、様々な状況について

想像し、現実的に最善の回答を考える学習をするこ

とがクロスロードの目的である。内容として科学に

なじまない。

BCG （くらしとバイオプラザ、21）は、Dialogue（対

話）から Multi-logue（多童話）となることを目的

としている。ワークショックにおいて、初対面の人

が打ち解けて話しやすくするためのアイスブレーク

効果を備えており、関係者の信頼関係構築に役立つ。

そこで連続講座の初日にカード BCGを行った（真

山ら 3）、 4））。アイスプレークには体を動かすゲーム

や、ボールを投げ合いながら行う自己紹介など、い

ろいろな方法がある。今回は意見が対立するかもし

れない、遺伝子組換え作物・食品について、2回以降、

共に考え、話し合いをしやすくするために、カード

ゲームを行った。

12名の参加者のうち、「遺伝子組換え作物・食品

を理解するのに有効」と回答した人が7名、「楽し

めた、気楽にできた」が 11名と、満是度は高かっ

た。そのような環境のなかで、「他人の意見が聞けた」

という回答は 7名だった。

（ウ）研修会について

34人の参加者のうち、31人が「満足」あるいは「や

や満足」と回答していた。参加者の学びは大きく、

会場で、異なる分野の研究者が共に学ぶことで人脈

が広がったり、多様な分野でのコミュニケーターと

交流したりできてよかったという声があった。

また、参加者の多くはメディアとの交流が重要だ

と認識しながら、どのようにメディアに接する機会

が少ないこともわかった。メディアぶりーフイング

のような、メディアへの情報提供はメディアの理解

を高めるだけでなく、クライシスコミュニケーショ

ンで失敗しないために重要である。

オ今後の課題

（ア）見学会について

農林水産省が所管する全国の研究機関などで、遺

伝子組換え作物の実物を見学できる企画は、市民の

理解を進めるのに非常に有効である。しかし、次の

ような問題がある。

－集客や見学者への対応などの手聞がかかり、費

用が必要である

－遺伝子組換え作物を展示用で栽培するにも、大

臣の許可を得たり、地元の行政や住民に栽培計

画を公開して説明をしたり、地元説明会などを

通じた情報発信をしなくてはならない。

－播種から収穫まで、遺伝子組換え体が持ち去ら

れたりしないような措置をしなければならな

しE。

－周囲の作物との交雑防止措置をしなければなら

ない。

以上のような問題は、担当者の努力だけでは解決

できることではない。予算、人員など、対応できる
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ような環境整備がなされないと、見学会を継続して

開催することはできない。

（イ）連続講座について

農業生物資源研究所が開催している NIASカレッ

ジなど、市民への情報提供は行われているが、多く

の講座を研究活動に忙しい研究者が対応できるわけ

ではない。その点、カードゲームなど、参加しやす

い催しで、ある程度訓練を受けたコミュニケーター

なら実施できるイベントならば、開催の機会が増え

る可能性がある。カードゲームでは、グループに分

かれて行い、カードを示すことでうまく発言内容を

まとめられなくても意思表示ができるため、発言し

やすい雰囲気づくりもできる。一方、遺伝子組換え

作物・食品に対して無関心または危険視する市民が

多い地域では、連続講座の集客は難しい。

（ウ）研修会について

遺伝子組換え作物・食品について学ぴたいと思う

市民は研究者との交流を求めている。研究者が市民

の意識について学ぶことは有効であるが、その研修

会に研究者が参加することは時間的に難しい。今回

は参加できなかった研究者のうち、希望する者にテ

キストを配ることで対応したが、実際に他の研究者

らと交流することの学びは大きく、コミュニケー

ションの専門家、メディアなどから直接、講義を受

ける意義もある。研究者がこのような研修会に参加

しやすい、あるいは参加を奨励するような環境整備

も必要である。

力要約

見学会参加者の感想、からわかるように、遺伝子組

換え作物の実物を見たり、研究者とことばを交わし

たりすることは、遺伝子組換え作物・食品の認知を

高め、理解を進めるのに非常に有効である D しか

し、メディアや市民とのコミュニケーションには人

員や予算の準備が必要である。そして、展示圃場を

設置すること、研究者が有効に市民やメディアに情

報提供を継続的に行えるような環境整備が不可欠で

ある。
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ドへの招待．ナカニシヤ出版. 40-61. 

3）真山武志ら（2008）.バイオ・カード・ゲーム

(BCG）の試行研究． リスク研究学会誌.17(3):

123-128. 

4）真山武志ら（2009）.リスクコミュニケーション
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の実践． リスク研究学会誌 19 (4) : 3-10. 

研究担当者（真山武志、外山博視、佐々義子＊）

(14) 科学者とマスメディアの効果的なコミュニ

ケーションモデルの構築：問題点の抽出とその対

応を通して

ア研究目的

遺伝子組換え作物の商業栽培が見込まれるなか、

GMOに関する情報をわかりやすく伝えるための情

報インフラの構築が急務である。マスメディアから

流れる情報は、 GMOに関心がある消費者のみなら

ず、無関心層にも多大な影響を及ぼすことから、情

報インフラを考えるにあたってマスメディアの役割

は重要である（山口 1））。そこで本課題では、科学

者とマスメディアの効果的なコミュニケーションに

着目し、 GMOのこれまでの情報提供活動について

検討する。またマスメディアとのコミュニケーシヨ

ン戦略の諸要素を明らかにし、今後の PA活動に新

たな視点を提供する。

イ研究方法

（ア）以下の方法論（表 11214-1)で課題を推進した。

ウ研究結果

新聞記事の内容分析の結果およびヒヤリングから

得られた知見（表 11214-2）を以下に示す。

（ア）新聞報道にみる GMOの社会受容

遺伝子組換え技術を使って開発された青いパラの

商業化が間近である時に、朝日新聞は「人は全能と

いう慢心を戒め、使い道を誤らないことだ。」（2008

年2月10日）と警鐘を鳴らしている。このように

新聞は、両論併記の原則に則り、遺伝子組換え技術

を、食の安全への脅威、生物多様性への影響といっ

た問題と関連づけて報道する傾向があると言われて

いる。しかし、記事数の変動、記事の内容の力点な
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表 11214-1 調査の目的と方法論

年度 方法論 目的

文献調査 コミュニケーションの諸要素を明 らかにする

2006 2. 新聞記事の内容分析 （諸要素を明らかにするために＜参考にした文献

4）～15) ＞を使用）

2. GMO報道の傾向を明らかにする

マスメディア関係者へのヒヤリング 記事になるまでの諸要素を明 らかにする

2007 2. データ処理と分析 2. 情報提供戦略の骨格を明らかにする

3. マニュアル案の作成 3. マニュアルの骨格を明らかにする

同種の情報提供を実施する他機関への取材 情報提供のノウハウを明らかにする

2008 2. マニュアル案の改善 2. マニュアルの内容の改善をする

3. マニュアルの完成および配布 3. 研究成果を普及する

表 11214-2 類型別マスメディアの視点

ジャー ① メディアの情報が社会にどのような影響を及ぼすかを常に意識し報道する

ナリス ② 何かが起これば報道しなくてはならないため日ごろからの勉強を心がける

ト ③ 科学技術のフロンティア領域で何が起こっているかについて意識を向けている

一般紙 ① 他のメディアが取 り上げれば報道しなくてはならないというプレッシャーを感じる

科学部 ② 専門的知識は与えられるものである

記者 ③ 「警鐘を鳴らす』という原則で報道をする

④ 映像化できない情報は報道しづらい

一般紙社 ① 多様なテーマを取 り扱うため時間的な制約などにより GMOについてあえて勉強しない

会部・生 ② 他社との横並びの意識が強い

活部記者 ③ 普通のことは報道しづらい

テレビ ① 特定の利害関係者に与みしない努力をする

情報番 ② 制作費削減などによる慢性的な人材不足

組制作 ③ 社会的な討論番組であっても「エンターテイメント」である

どの報道全体の傾向を眺めると、両論併記の原則と

は言いながらも時代を経て争点が変わってきてい

る。そこでマスメディアとの コミュニケーション

を考えるに先立つて、これまでの GMO報道を振り

返る。 これまでの傾向を体系的に把握するために、

日経テレ コン21を使い『遺伝子組（み）換え』と

いう語を見出しに含む記事の検索を行った。結果、

1982年から 2005年の聞に 5,609件検索の記事が検

索された。分析の対象は、サンプリングを行い 1,121

件とした。

図 11214-1は、過去 20年の記事数の変動を示す。

2出

200 

1田

1田

田
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ここから、 1997年を境に記事数が急増し、 1999年

にピークをむかえ、 2002年以降、記事数が激減

したことがわかる。記事数の変動が社会の関心と

イコールではないが、 1997年から 2001年の 5年

間、 GMOへの関心が高まったこと、一般の人が遺

伝子組換えという言葉を目にする機会が増えたこ

とがわかる。 2002年以降は、 GMOに対する社会

の関心が次第に薄れてきていることが推測できる

(Yamaguchi 2））。

次に報道の内容を 3つのフェーズ： フェーズ

1 (1986年から 1996年）、フェーズ 2(1997年か

ら2001年）、フェーズ 3(2002年から 2005年）に

分けて詳しくみる。尚、以下の分析は Yamaguchi

and Suda 3lの論考に依拠する。

1986年から 1996年：この期間は、遺伝子組換え

技術への期待そして実用化への展望を示す記事が目

立った。 1986年は、「科学技術会議ライフサイエン

ス部会が実験指針を改定し、工業生産が本格化」す

る目処が立った年である。また固の組換え DNA実

験指針の規制の緩和、学術審議会の実験承認手続き

の緩和など、 GMOの市場化を意図した規制緩和の

流れにあわせて、効率性が重視された時代であっ

た。そして、 1980年代後半になると大手各社が経

営多角化の一環として、バイオ産業へ参入をはかっ

た。例えば、サントリーは遺伝子組換え技術の研究

開発部局を設置し、ペチュニアの品種改良をまた顧

麟麦酒がトルコギキョウの品種登録を行った。外国

企業との共同研究が盛んに行われていることを伝え

る記事も有り、バイオテクノロジーは企業の経営多

角化の戦略として位置づけられていたことが分か

る。 1996年に食品衛生調査会がバイオテクノロジー

特別部会を聞き、欧米産農作物7品種の安全性を

確認し、 GM食品の流通を事実よ承認した。その後

GMOが食卓に上るのではないかという報道がきっ

かけとなり、日本消費者連盟などの消費者団体が、

GM食品の表示を求める嘆願書を厚生大臣に提出し

た。この年は、圏外でも、モンサント杜の遺伝子組

換えダイズとその製品を買うのをやめようというボ

イコットが始まった時期でもあり、反対運動はこの

頃から崩芽した。

1997年から 2001年：この期間で最も数多く報道

されたのは、表示の問題である。海外の食品メーカー

との競争が激化し、また長ヲ｜く不況で消費者の購買

意欲が減退している中、割高な非組換え原料を使っ

た食品が売れるかどうかという市場の動向を読み取

るのは難しい状況であった。しかし表示制度が実施

されることになれば、組換え原料を利用した食品は

「悪者イメージ」になるため、非組換え大豆に切り

替えざるを得ないとする豆腐メーカ一関係者のコメ

ントが報道されている。組換えトマトの開発を実施

していたキリンピールは「消費者ニーズをみきわめ

たい」としていたが、その後、不買運動にあい、組

換えトマトの開発を断念することになる。義務的表

示が決定された後、農林水産省は「非組換え大豆」

と表示できる組換え大豆の混入率を原材料の 5%以

下に定める分別流通のマニュアルをまとめたが、大

手食品メーカーは「1%以下」としてより厳しい自

社基準を設けこれを満たす原料の確保に奔走した。

この期間中に、消費者の GMOに対する反応がきわ

めて厳しいという雰囲気になり、商品化の道筋が食

品分野については見えにくくなっていたと言える。

1998年2月にキリンビールは記者会見行い、「遺伝

子組換えトマトの開発に関する姿勢について」とい

う声明で、消費者の理解と受容が必須条件であるこ

と、また市場のニーズがなければ事業化のめどが立

たないと述べている。 2000年3月以降、ビールの

副原料として使用するトウモロコシについては、す

べて非組換え原料に切り替えた。こうして 2000年

までの聞に、 GM食品・農作物の開発に携わってき

た主要企業6杜は GMOから撤退あるいは研究開発

規模の縮小を行った。

2002年から 2005年：以上のように主要企業が研

究開発の規模縮小また撤退をおこない、 GMOの商

業化の機会をうかがうという態度を取る中、 GMO

の研究開発推進の主体が民間部門から公的部門へ

移ったという報道がなされた。それにともない、マ

スメディアの関心が民間企業の動きから公的研究機

関の動きへとシフトした。この期間の記事には、公

的研究機関の情報提供の問題がとりあげられてい

る。 2003年の 5月頃から、各地の農業研究センター

での栽培実験に関する説明会についての報道が頻繁

にみられるようになったが、同じころから消費者団

体の声が報道されるようになった。消費者団体の主

な主張は、栽培実験に関する情報の開示、また GM

原料の混入率の再確認ができるような体制作りであ

る。これに呼応するような形で、京都、北海道、滋
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賀などで GM原料の混入検査が実施できるような

体制の整備がおこなわれ、また一般市民への情報提

供に関わる施策の検討を行っている。 2003年7月

に起こった、茨城県谷和原村での、 GMダイズの栽

培実験に反対する農家がトラクターで大豆を強行廃

棄した騒動は事件として報道されている。この騒動

が起こってから約 5か月後に、北海道、茨城、滋賀、

岩手などの自治体がGMOの野外実験の規制を検討

し始めた。よって、 2004年後半から 2005年にかけ

ての記事の多くは自治体での規制について触れてい

る。

分析の対象として 20年間で、遺伝子組換え技術

は、農業分野に革新を起こす先端的な技術から、規

制の対象となる技術という認識に変わった。また研

究開発の推進の主体は民間ではなく公的部門に移行

したと認識されていることもわかった。すなわち今

後のメディア・コミュニケーションにおいて、規制

の面から遺伝子組換え技術に関わる情報提供をして

ゆく必要があること、また公的研究部門がこれまで

以上に積極的にメディア・コミュニケーションを

図ってゆく必要があることがわかった。

（イ）ヒヤリングから得られた知見

［意図した情報が伝わらない諸要因］

(1）情報源は記者クラブが大半

(2）マスコミと記者個人のネットワーク

(3）客観報道主義

(4）スクープ競争と横並び意識

(5）悪いニュースは良いニュース

(6）科学部の不在

(7）時間の制約

(8）シンプルな番組構成

工考察

2006年度から 2008年度の 3年間に収集したデー

タを分析した結果、 GMOの情報が意図した内容で

報道されないという現象は、ただ単に報道記者ある

いは市民の科学リタラシーの欠如という理由に還元

できるものではなくさまざまな要因が複雑に絡み

合っていることが明らかとなった。例えば、記者ク

ラブが省庁別に縦割になっているため、しかるべき

担当者に情報が伝わらないといったような体制の問

題、報道記者が考えるニュース性と科学者が考える

ニュース性の聞にギャップがあるといった認識上の

問題、企業聞の競争が報道内容に反映するというビ

ジネス上の問題などが存在する。これらの結果を踏

まえると、科学リタラシーを改善することのみに力

点をおいた対応では、状況改善が見込まれない。よっ

てマスメディア関係者との勉強会、記者との日常的

な情報交換、記者が書きやすいプレスリリースの工

夫と導入、科学者がマスメディア戦略を身につける

ための演習プログラムの実施など、多様なアプロー

チを併用することが重要である。詳細は、マニュア

ルを参照されたい。

オ今後の課題

本課題の成果として事務局に提出したマニュアル

を活用しながら、コミュニケーション活動を実践す

ることが課題である。以下に具体的な項目を示す。

(1）広報担当は一本に絞る

(2）スポークス・パーソンの育成

(3）リスク・コミュニケーションチームの結成

(4）日ごろからのマスメディアとの良好な関係作

り

(5）電話対応のあり方

(6）メディア・トレーニング

(7）プレスリリースの構成の再考

力 要 約

本課題は科学者とマスメディアのコミュニケー

ションに着目し、 GMOのこれまでの情報提供活動

について検：討を行い、より良いコミュニケーション

のための戦略を示唆することを目標とした。新聞報

道の分析、マスメディア関係者へのヒヤリングから

得られた知見を踏まえると、コミュニケーションの

問題は、サイエンス・リタラシーの欠知という理由

のみに還元できず、さまざまな要因が複雑に絡み

合っていることが明らかとなった。そのためリタラ

シーを改善するための対応のみならず、マスメディ

ア関係者との定期的な勉強会、記者との日常的な情

報交換、記者が書きやすいプレスリリースの工夫と

導入、科学者がマスメディア戦略を身につけるため

の演習プログラムの実施など、多角的なアプローチ

が求められる。
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第 2章海外諸国における遺伝子組換え生物の研究に関する調査

( 1 ) 北米における遺伝子組換え食用作物の受容動

向：消費者と市場、流通業界の認識に関する調査

研究

ア研究目的

北米では日本やヨーロッパ諸国と異なり、遺伝子

組換え作物の栽培が急速に拡大し、これらの作物を

原材料とした組換え食品も消費者に大きな抵抗感も

なく受け入れられている。しかし、北米市場におい

ても組換え食用作物の受容状況は異なり、ジャガイ

モやスィートコーンでは消費者の受容認識とともに

中間に介在する流通業・市場関係者の意志決定が重

要な要因となっていることが示唆されている。仮に

原材料市場は組換え作物を受け入れるが、食用作物

市場は拒否ないし強い懸念を示す場合、その主要因

が市場・業界側にあるのか、あるいはエンドユーザー

である個人消費者側にあるのかを解析し、将来日本

における組換え食用作物の商業栽培を促進する戦略

を立てる際の資料とする。

イ研究方法

（ア）食用の組換え作物として、スウ イー トコー

ン、ポテト、小麦などを対象に取り上げ、先行研究・

栽培実態について北米の行政機関、開発メーカー、

業界団体、研究者などから情報収集する。

（イ）組換えスィートコーンを扱っている北米の

種子販売業者に聞き取り調査を行い、市場・流通関

係者、消費者および生産者の組換え食用作物に対す

る受容態度に関する本調査の基礎資料を収集する。

担問 一一
3DD 

2支悶3

2Dlll 

150CO 

1αXO 

50CO 

0 

（ウ） GM食品に対する消費者等に対する世論調

査に関する先行研究および関連情報について収集・

解析を行う。

ウ研究結果

（ア）組換えスィートコーンの栽培面積推移

組換えスィートコーンの栽培面積は米国行政機関

の調査対象となっていないため公表されていない

が、北米研究者や開発メーカー担当者から情報が得

られた（図 12001-1）。1999年以降の栽培面積急減

は缶詰用加工業者の使用拒否が大きく、 2006年時

点において加工用品種はほとんど栽培されていな

い。一方、生食用については種子販売条件の緩和な

どによって回復傾向が見られた（表 12001-1）。

Btスィートコーン（Btll、アトリビュート）は、

シンジエンタシード社のみから販売されており、同

社の野菜種子を販売している北米 28の種子販売業

者に Btスイー トコーンの生産者の受容動向、販売

好不調の理由などを聞き取り調査した。23業者か

ら回答が得られ、「販売好調、生産者はメリットを

享受している」という肯定的意見とともに、「消費

者の懸念が強く扱っていない」という否定的意見も

複数あった。

（イ）組換えポテ トの撤退とその背景

組換えポテトに関しては、図にも示されている通

り、商業栽培が開始された当初は急速に拡大傾向に

あったものの、 2000年におけるマクドナルド杜や

マケイン杜の取り扱い中止宣言を受けて、モンサン

·~テト〈》が

ロBtスィ1-:J-ウ〈車問。

1995 1銭湯 H淘171998 1999 2(D) 2001 ZJl2 2003 2IX将 2al)2006 

図12001-1 組換えスウィートコーンと Btポテトの商業栽培面積

-237-



表 12001-1 北米における組換え食用作物の商業栽培に関する概略史

1994 

1996 

1997 

フレーバーセーバ一・トマト販売開始

害虫抵抗性Btポテト（ニューリーフ）販売開始

Btスィートコーン（アトリビュート）販売開始

フレーバーセーバー・トマト商業栽培中止
1998 ウィルス病耐性パパイア、ズ、ッキーニ販売開始

Btトマト商業栽培認可（実際栽培されず）
1999 

2001 
Btにウィルス病耐性を賦与したポテト（ニューリーフプラス）販売開始

組換えポテト全品種の商業栽培を一時中止

Btスィートコーン販売方法変更
2004 

（最小10万粒→最小2万5干粒品種追加）

(20エーカー以上の栽培規模のみ→面積条件廃止）

2007 ウィルス病耐性パパイア、プラム商業栽培申請中（審査中）

ト杜も GMポテトの販売を中止することとなった。

ポテト産業においてはマクドナルドが北米で最大の

実需者であり、同社の判断は、組換えポテト全体の

受容を左右することとなったといえる。この背景に

は、反 GM運動団体がその攻撃対象として、消費

者に対するブランドが浸透している外食産業や大手

加工メーカーを選択したことが大きく関連している

(Schurman and Munro 1＞）。いわばフードシステム

におけるボトルネックを攻撃対象としたことで、反

GM団体は、 GM食品の市場からの排除に（限定的

ながら）成功したといえる。

（ウ）組換え小麦の市場投入失敗とその後の新展

開

組換え小麦に関しては、モンサント杜によるラウ

ンドアップレディ小麦が2004年商業化段階に近づ

いたものの（WatersBass 2＞）、小麦輸入国（日本、

韓国など）の消費者団体の強固な導入反対などによ

り、最終的に商業化を断念した。

しかしその後、バイオ燃料ブームや穀物価格高

騰により状況が一変した（NationalAssociation of 

Wheat Growers et al. 3＞）。2008年にはアメリカの

小麦生産者団体がパイテク企業に GM小麦の開発

を要請するに至った。これを機に、 GM小麦開発へ

の動きが再始動した。民間企業と州立大学との連

携、川上から川下までのステークホルダーの広範な

参加、米加豪という 3か国での連携など（National

Association of Wheat Growers et al. 4＞）、以前とは

異なった形で、 GM小麦の研究開発が進行しつつあ

る（Fox5＞）。バイテク企業では、今後 10年程度を

見越して、商業化を進めつつある。

（エ）組換えパパイアの商業栽培

非且換えノfパイアに関しては、ハワイ州においてリ

ングスポット・ウイルスによる激甚被害後の対策と

して、抵抗性パパイアが導入された（Gonsalves5＞）。

研究開発にはハワイ大学とコーネル大学が関与し、

民間企業による GM作物開発が一般的なアメリカ

にあって、公的研究機関が主体となる開発経過をた

と守った。Rainbowブランドとして 1998年から商業

栽培が開始されている。生食として GM食品が市

場流通する初めてのケースと考えられる。日本にも

輸出申請が出されていたが、 2011年8月になって

ようやく、食品安全性認可がなされた。ただし、日

本国内での流通はほとんと守広がっていない。

（オ）アメリカにおける消費者意識の動向

アメリカにおける消費者や実需者における遺伝子

組換え作物の受容動向に関して、先行研究を中心と

して情報収集と解ネ斤を行った。

国際食料情報協議会（IFIC）による消費者調査は、

遺伝子組換え作物の受容に関して一貫して高い数値

が示されている点が特徴的である。例えば、 2008

年のレポート（IFIC)7＞によれば、「アメリカにお

ける消費者の過半数（53%）が植物バイオテクノロ

ジーに対して中立的な印象をもち、 31%が好意的印

象を有している。また大多数の消費者がパイテク食

品を何らかの特定のメリットを求めて購入する」と

の調査結果を発表している（項目によって異なるが、

「購入したい」が約3割、「どちらかといえば購入し

たい」が約5割の合計約8割が購入意向を示してい

る）。ここで言われているメリットの中には、農薬

使用の減少、より健康的な脂肪の生産、良食味・鮮

度などが含まれている。

他方、 PewInitiative for Food and Biotechnology 
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の調査（PewInitiative on Food and Biotechnology 

刊では、 2001年から 2005年にかけて継続的に実施

された調査結果から、アメリカにおける消費者の組換

え作物に対する知識が浸透していないことが示され

ている。調査によれば、 2001年時点で、消費者は

GM食品を「まったく知らない」（25%）、もしくは

「ほとんど知らない」（29%）と回答している（合

計54%）。この傾向（合計値）は 2005年において

も41%であり、アメリカの消費者における GM食

品の認知度があまり改善されていないとしている。

また同機関による調査では、 GM食品への安全性に

関しても質問されており、回答した消費者の 34%

が「安全」、 29%が「危険」と回答した。ただし、

同じ消費者に情報を与えて再度質問した場合には、

「安全」という回答が45%に増大したと報告されて

いる。

以上のように、アメリカの消費者に対する GM

食品の受容度に関しては、調査機関によって調査結

果にも一貫性がみられない。その意味で信頼性の点

で課題が残ると考えられる。そもそも GM食品に

対しては、アメリカ国内では表示義務がないため、

消費者の認知度が低い可能性もある。

エ考察

アメリカにおいては、農務省における年次報告で

も明らかになっているように、トウモロコシ、大豆、

ワタにおいてはほぼ普及が一巡した。これに対して

食品として直接摂取する割合が高い農作物において

は、スィートコーン、ポテト、パパイア、小麦など

が挙げられるが、広範な普及にまでは至っていない。

普及を左右するのは、消費者の受容もさることなが

ら、表示義務制度がないアメリカにおいては、反

GM団体による小売りや流通業界への攻撃が、市場

からの撤退に結びついていると考えられる（特にポ

テトの場合）。パパイアに関しては、ハワイに限定

されるものの、生食用の GM食品として流通が始

まっている。小麦に関しては 2004年の市場導入失

敗後、小麦を取り巻く社会経済状況の変化を受け、

新たな模索が始まっており、長期的な戦略のもとで

のGM小麦の市場化が焦点となっている。

オ今後の課題

食品を用途とする GM作物の受容をめぐっては、

消費者受容、企業戦略、作物を取り巻く経済状況、

反対運動団体の戦略などが影響を及ぼすことから、

引き続き、これらの要因を加味しつつ、作物毎の重

要な要因について検討を行う必要がある。農産物は

国際的流通を伴うものの、 GM食品の受容背景には

こうした事情が関係し、これらの事情は国毎に異な

る可能性があるため、受容における固毎の相違が生

じる可能性がある。この場合の国際流通や貿易に及

ぼす影響に関しても、今後検討する必要がある。

力要約

飼料用・加工原料用の組換えトウモロコシの右肩

上がりの増加と異なり、食用の組換えスィートコー

ンの栽培面積は 1999年をピークに急減した。生食

用では種子販売単位の小口化、栽培面積条件の撤廃

などで栽培面積が回復する傾向が見られたが、加工

用は缶詰業者などの使用拒否姿勢が依然として強い

ことが示された。

一般論として、 GM食品の普及を左右するのは、

消費者の受容もさることながら、表示義務制度がな

いアメリカにおいては、反 GM団体による小売り

や流通業界への攻撃が、市場からの撤退に結びつい

ていると考えられる（ポテトの例）。消費者の受容

状況に関しては、調査機関によりかなり傾向の異な

る調査結果が報告されており、信頼性の点で課題が

残ると考えられる。
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(2) 遺伝子組換え作物の安全性研究に関する最先

端政策および共存研究等の調査解析

ア研究目的

除章剤耐性や害虫抵抗性等の形質を導入した遺伝

子組換え作物の栽培面積は米国を中心に拡大してい

る。しかし、我が国ではまだ遺伝子組換え作物の商

業栽培は実施されておらず、国土の狭い我が固にお

いて、遺伝子組換え作物の導入を検討する場合には、

あらかじめ一般栽培作物との共存をどのように図る

かという問題をクリアする必要がある。これには、

共存を図るためにどのような規制を行うかという問

題と、実際の管理をどのように行うかという問題が

ある。具体的には、遺伝子組換え作物の安全性に関

する科学的知見・技術開発を前提とし、これに立脚

した対策を検討することが必要となる。本課題では、

これらの研究、およびわが国での遺伝子組換え作物

の商業利用に向けた取組みのために有用な情報の提

供を目指し、先行する海外諸国における最新事情の

調査・解析を行った。

イ研究方法

一般栽培作物との共存に関する調査研究として、

先行的に取り組まれている諸外国の規制と具体的な

管理手法、およびそれらの決定プロセスや根拠と

なった科学的データ等について、各種文献収集、イ

ンターネット、現地調査等により、情報収集した。

主な調査項目は、下記の通りである。共存ルール

の具体的な内容（隔離距離、遺伝子組換え作物の休

閑期間等）、検討過程における主要論点（科学的根

拠、参加者、議論の過程における懸念事項とその対

応、今後の課題等）、科学的判断と行政的判断の調

整などである。

調査対象国はデンマーク、ポルトガル、フランス

を中心として、情報収集と解析を行った。また欧州

委員会に関しても、共存ガイドラインの制定に関し

て補足的調査を実施した。

ウ研究結果

（ア）デンマークにおける共存政策

デンマーク農業の特徴は、平坦な国土に比較的大

規模経営が展開しているという点である。農用地が

国土面積に占める割合は 61.9%と高い（2005年時

点）。そのうち約6%が有機農業、残りが一般農業で、

GM作物の商業栽培はない。 l戸当たりの平均農地

面積は、従来農家 54ha、有機農家 50haとほぼ均ー

である。

デンマークの共存法の基本にあるのは、共存を保

証するのは GM栽培農家の責任という考えである。

組換え作物を栽培するには、一定の教育を受け、政

府からの認定を受けなくてはならない。受講の費

用は自己負担、 2日コースなら 2,700デンマークク

ローネ（約 54,000円）である。栽培の事実について、

近隣の農家や取引の相手へ通知することも義務付け

られる。圃場の位置は公開される。隔離距離や栽培

のインターパルなど、共存措置は作物ごとに定めら

れる。これを守らずに非 GM農家に損害を与えれ

ば、その責任は法令に基づいた補償スキームを通し

てGM栽培農家が負担する。

デンマークの共存規制は、次のように進められた

( Chiarabolli l））。

2002年 7月 ワーキンググループの設置

2003年 6月食糧農業水産省、共存戦略を策定

する

2003年8月専門家グループ、共存措置に関す

る最終報告書をまとめる

2004年 6月 「遺伝子組換えの栽培等に関する法

律（共存法）」の発布

2005年 4月遺伝子組換え作物の「栽培」に関

する通達

2005年12月遺伝子組換え作物の「補償」に関

する通達

以上のように、デンマークは EUの加盟国の中で

最も早く共存法規を制定した。デンマークにおける

共存ルールに関して、その内容および制定プロセス
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における主なポイントをまとめると以下のようにな

る。

a デンマークでの規制検討プロセスは、 2002

年 7月の共存検討 WGの設置から始まった。W G

での検討事項は、①科学的文献の検討（文献の

収集と分析）、 ②国内の栽培状況の把握、③ 3つ

のシナリオでのシミュレーション、④不確実性

(uncertainties）についての検討、⑤穀物ごとの分析・

検討、⑥隔離距離・圃場の大きさの検討、⑦規制の

当初における経済的コストの見積もり等である。

b 共存規制については、科学的レポート

(Tolstrup et al. 2））に基づき、当初から全利害関係

者を巻き込み、農家にも消費者にも＂ free-choice"（選

択の自由）を保証することを重視して議論し、真ん

中よりも少し安全サイド寄りに決定を行った（共存

規制のデンマーク・モデル）（横山・加藤 3））。

c 共存法の下位法規では、トウモロコシ・飼料

用テンサイ、ジャガイモの 3種について、隔離距離

および栽培のインターパル等が定められた。例えば、

トウモロコシに関しては、隔離距離は 200メートル

（その後 150メートルに改訂）が規定されている（表

12002-1）。またインターパルとしては、テンサイで

は播種用は8年、 一般栽培用では3年間の間隔を空

けなければ、有機や慣行栽培によるテンサイの栽培

を行うことができないとされた。

d デンマークの農地は、従来から登録制度と

IDにより管理されており、これを共存政策にも利

用した。この背景には、国内での農業の位置づけの

影響が大きいと思われる。デンマークでは、農業の

労働生産性が他産業に比べて遜色なく、農産物の 3

分の 2が輸出向けとなっているなど、農業が国内の

経済において重要な地位を占めている。重要な課税

対象としての期待もかかる。完全管理ともいうべき

表 12002・1 デンマークにおける隔離距離

改訂前（2004年）改訂後（2007年）

トウモロコシ 200m 150m 

テンサイ（一般栽培） 50m 10m 

（採種用） 2000m 2000m 

パレイショ（一般栽培） 20m 10m 

（増殖用） 20m 20m 

出典）デンマーク共存法施行規則より。

デンマークの登録制度はこのような事情に支えられ

ているo

e ネット上の情報公聞が充実しているのもデン

マーク農業の特徴である。たとえば、自分の農地と

GM圃場との距離を計測できるネット上のサイトも

ある。デンマークでは、ほとんどの農家がインター

ネットにアクセスできる。新しい農業技術について

の説明会を聞いても農家が「技術についてはわから

ない」と発言することはないという。これも、デン

マークにおける農業の重要な地位、そこから来る農

業従事者の誇りと無関係ではないかもしれない。

f 規制の制定に携わった科学者たちは、農家に

とってメリットがあれば、と楽観的である。収穫量

の増加や生産システムの簡易化、農薬の利用量の削

減など、そこでいうメリットの中身は、いわゆる第

二世代（消費者に直接メリットが見える遺伝子組換

え作物等）のメリットではない。ただそのためには、

農家や消費者による共存規制への信頼が必須だ、とい

う。最初に実用化される作物は何だと思うか、との

問いに対しては、ジャガイモやトウモロコシなど意

見が分かれた。

g 法律制定から 3年になる 2007年4月には、

隔離距離を含めた大がかりな見直し作業が行われ

た。 トウモロコシ・ビート・ジャガイモ、いずれ

も隔離距離を短くする方向で検討がなされた。ま

たEUでも、農業閣僚理事会において、有機農業に

おける GM混入の闘値について、一般作物と同様

の0.9%への緩和を正式決定した。これは 0.1%など

非常に低い闇値は経済的に達成困難であるためであ

る。

h デンマークは、 1986年に世界で初めて遺伝

子技術に特化した「環境及び遺伝子技術法」を制定

した固である。野外試験の件数も少なく、組換え農

業に厳しいイメージのあった同国だが、現在は必ず

しも組換え農業の実用化に門戸を閉ざす意図ではな

いとの印象を受けた。非現実的な規制を見直し実現

可能なものへと修正する、 2007年4月の見直し作

業からもその姿勢はうかがえる。

（イ）ポルトガルにおける共存政策

a ポルトガルにおける共存法は、 2005年9

月 21日に政令第 160/2005号（Decree-LawNo. 

160/2005）として成立した。またこれに関連する

省令として 2つの補完的規則が存在する。2006年
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9月4日に出された GMOフリーゾーンを定める省

令第904/2006号（Order No. 904/2006）と、補償

基金を定める政令第 38712007号（Decree-LawNo. 

387 /2007）である（Ministryof Agriculture, Rural 

Development and Fisheries 4l）。

b 交雑・混入防止のための措置としては、政令

において次の 4種類のオプションを提示し、これら

のうちいずれか 1種類以上を採用することを義務づ

けている。現在のところトウモロコシについてのみ

具体的な規定が定められている。このようにオプ

ションを提示するなど柔軟性を考慮した措置を策定

している点がポルトガルにおける共存政策の特徴で

ある。

(a) 隔離距離：慣行栽培との聞は 200m、有機

栽培（もしくは契約で決められた低い混入水準が求

められる栽培）との聞は 300mの隔離距離をとる。

(b) 耕地境界（borderrow）への非GMO作付け：

上記の隔離距離の代替手段として、栽培されたトウ

モロコシの境界に位置する株について、一定数を非

GMOに置き換えることも認められている。

(c) 緩衝帯（bufferzone）：害虫耐性トウモロコ

シの場合には、抵抗性発達を防止するための待避区

(refuge area）を設定する必要があるが、この待避

区が上記の数値を満たすのであれば、交雑防止のた

めの緩衝地帯として活用することができる。

(d) 播種基準時期の差異利用： FAOが各品種

に設定している播種時期を基準情報として、生育ス

テージをずらすことで交雑・混入を回避する措置で

ある。要するに、時間的隔離手法である。

c ポルトガルはデンマークに次いで、 EU加盟

国としては 2香目に補償基金を設置した国である。

デンマークと同様補償基金に関する基本的考え方は

同じである。すなわち、混入により経済的損害が発

生したものの、原因者が特定できないか、あるいは

特定できたとしても当該の生産者が定められた交

雑・混入防止措置を遵守していた場合に、補償基金

から被害者に対して支出がなされる D ただし、異な

る点は基金が作物別に設置されること、また損害の

認定に関しては、民間のステークホルダーも交えた

アセスメント・グループが行うこと、 GM生産者か

らの拠出は種子代金に転嫁されることなどが挙げら

れる。デンマークが行政機関に大幅に依拠したシス

テムであるのに対して、ポルトガルでは民間事業者

が大きな役割を果たしている。

d ポルトガルは、自国の農業の特色を生かした

独自の制度を確立した。デンマークの制度を充分に

分析した上、さらに公平を目指した仕組みと言える。

（ウ）フランスにおける共存検討

フランス農業漁業省を訪問し、同国における共

存検討状況に関して担当者より情報収集を行った

(2007年 12月）。

共存ルールの策定において、行政担当者は次のよ

うな指摘を行った。第 lに、フードチェーンの各段

階で共存に関する負担の相違が存在する。この相

違をより公平に分配していくことが持続的な共存

(sustainable coexistence）の観点からは重要である。

第2に、 EUにおける共同プロジェクトにおいて、

研究サイドの視点としては、共存措置はフレキシブ

ルなものであることが望ましいとの知見が得られる

が、硬性を旨とする規制とどう調整するか課題が残

るとされた。

なお、フランスに関しては、その後、大統領選挙

による政治状況の変化などを背景として、最終的な

共存政策の策定までに様々な粁余曲折をたと守った。

共存政策が政府から公表されたのは、 2012年 l月

になってからである。

（エ）欧州委員会における共存検討

欧州委員会では、 2003年7月に共存に関するガ

イドラインが公表された。それ以降、 2006年と

2009年にはその後の加盟国の取り組みに関するレ

ビューが行われた。また閣僚理事会においては、共

存ルールや関連する損害賠償政策に関して、加盟国

毎にルール化を行うこと（逆に言えばEUとしての

拘束力を有する法令を策定しないこと）を確認して

いる。しかし、 2007年 12月時点では、作物ごとの

ガイドライン策定が検討されていた。その背景には、

加盟国毎の共存ルールが予想以上に多様であり、加

盟国によっては科学的な根拠と指離しているとみな

されるルールが導入されつつあるためである。従っ

て、 2003年に欧州委員会が発表したガイドライン

をより具体化するものとして、作物ごとのガイドラ

インの策定が閣僚理事会からも要請され、この課題

に取り組むことになった。

このミニマムスタンダード定立の科学的根拠と

して、 EUでの共同研究プロジェクト（SIGMEA

や Co-Extraなど）からの知見に期待が寄せられ
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ている。ただし、法的な基準はテクニカルな面で

feasibleな水準でなくてはならず、そのためには法

規に柔軟性を持たせる必要があり、その点に関し課

題が残る。

なお、上記の作物別ガイドラインは、欧州共存室

(European Coexistence Bureau）により、まずト

ウモロコシを対象とする報告書が2010年に公表さ

れた（ECoB5l）。

エ考察

EUにおける共存政策策定の動きは、 2003年に欧

州委員会より共存ガイドラインが発表されたことに

端を発している。本課題で取り上げたように、デン

マークは 2004年に EU加盟国で初となる共存法制

を整備した。続いてポルトガルも共存法を整備した

が、その内容は、それぞれの固において工夫がなさ

れており、興味深い。フランスにおいても検討が進

んでいたが、その進捗は（政治状況などの事情によ

り）大幅に遅れた。加盟国が策定する共存ルールの

多様化は、他方で科学的根拠から話離するなどの問

題ももたらしている。欧州委員会では、研究プロジェ

クト等により研究知見を整備すると共に、作物別の

ガイドラインを策定する準備を進めている。多様性

のなかにどのように整合性を EU内で、保っていくか

が今後の検討課題と考えられる。

オ今後の課題

EU加盟国のうち、共存ルールを制度化したの

は、デンマークをはじめまだ半数程度にとどまって

いる。ただし、北欧諸国などでも共存政策に関して

共同して検討しつつあることからも窺えるように

(Vintersborg and Pedersen 6l）、各国が関心を寄せ

ていることは明らかである。今後も EU加盟国にお

ける共存ルールの策定状況に関しては、情報収集す

ることが必要である。また加盟国毎にみられる共存

ルールの多様性の内容を精査すると共に、我が国の

ような農業条件を前提とした場合の有益な知見につ

いて情報を整理する必要がある。

力要約

EUにおいては、遺伝子組換え作物と有機栽培、

慣行栽培との共存政策が検討されている。欧州委員

会によるガイドラインを受けて、加盟国で共存ルー

ルの法制化が進展している。本研究においては、もっ

とも早く制度化を行ったデンマークの他、ボルトガ

ル、フランスなどの共存ルール検討状況を調査解析

した。共存ルールは加盟国毎の多様性をもたらしつ

つあり、今後の EU域内での整合性をどう図るかが

検討課題となっている。
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［付記］

本項目の記述は、下記の 2つの単年度課題をとり

まとめたものである。

－海外諸国における遺伝子組換え生物の安全性評価

手法および遺伝子組換え作物と一般栽培作物等と
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の共存に関する調査（2006年横山織江）

－遺伝子組換え作物の安全性研究に関する最先端政

策および共存研究等の調査解析（2007年横山

織江）

研究担当者（横山織江＊）

(3) 遺伝子組換え作物の安全性に関する研究の国

際的な最新動向の調査解析

ア研究目的

「遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確

保総合研究」では、我が固での遺伝子組換え（GM)

作物の商業利用に向けて、遺伝子組換え作物を栽培

する農家と一般作物あるいは有機栽培作物を栽培す

る農家の経営が経済的に成り立つための技術開発等

を実施している。欧州連合（EU）諸国では、我が

固と同様に、 GM作物の安全性に関する国民の意識

が高く、 GM作物の安全性に関する研究が、国際的

にも先行しており、我が固がこれから「遺伝子組換

え作物と一般栽培作物等との共存のための政策」を

立案施行していくためには、最も参考となる地域で

ある。本研究では、 EUならびに周辺諸国を対象に

GM作物に関する研究動向及び使用に関する安全性

確保のための技術や対策等（規制体制、安全性評価

手法、検出技術等）について調査・解析を行い、そ

の結果を本プロジ、エクトならびに行政に提供し、今

後の施策に資することを目的とする。具体的には、

欧州委員会（EC）の予算により加盟国研究機関に

よって実施された共存に関する 3つの研究プロジ、エ

クト（SIGMEACo-Extra, Transcontainer）のうち、

営農システムにおける交雑・混入等を軽減するため

の技術開発等を目的とした SIGMEAプロジェクト

については、その概要を報告する。

イ研究方法

本研究における情報収集は、以下の方法によって

行った。

（ア）文献およびインターネットによる情報収集

（イ） EUの研究所（InstituteNational Research 

Agriculture；フランス、 Institute for Prospective 

Technological Studies；スペイン）への訪問（2007

年3月）と現地でのセミナ一等を通じての情報交換

（ウ） EU研究者の招聴と行政担当者との意見交

換（2007年 9月）

（エ）国際会議（GMCC07；農産物の供給チェー

ンに沿った遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物

との共存に関する第 3回国際会議、 2007年 11月、

スペイン）への参加

ウ研究結果

（ア）欧州委員会（EC）は、「表示並びに純度の

標準規格に関する法的義務に従い、農業生産者が慣

行作物生産、有機作物生産、遺伝子組換え（GM)

作物生産のいずれかを実際に選択する権限」に関

する共存のための指針を確立し、この共存の内容

を定義するガイドラインを定めた 1)。そして、共存

jレールを策定するために流通段階も含めた食料供給

チェーン（foodsupply chain）全過程を対象に、経

済的なコスト等も含めた必要事項を明らかにする目

的で、共存に関する 3つのプロジェクト（SIGMEA、

Co-Extra、Transcontainer）が実施された（図

12003-1) 2）。これらの研究は、欧州委員会研究総

局が予算化した第 6次フレームワークプログラム

(FP6 : Framework project 6）の一環として行われ

たものである（立川・小平） 3）。

（イ） SIGMEA (Sustainable Introduction of 

GMOs into European Agriculture：欧州農業への遺

伝子組み換え生物の持続的な導入）：本プロジ、エク

トは 2004年～ 2008年に行われ、 12か国、 44機関

が参加した。ここでは、作物供給チェーンにおいて

は種子生産段階を含まず、主にほ場レベルでの混入

と交雑が生ずる条件の解明などに関する研究が行わ

れ、その範囲は地域農家のサイロに保管されるまで

を対象とした。そして、この範囲において、 GM作

物の生態学的影響および経済的影響を評価し、欧州、｜

の作付けシステムの中での GM作物の動向を効果

的に管理するために必要な科学的枠組み、計画、技

術を定め、これを達成するために多様な農業システ

ム（有機栽培、慣行的栽培など）を有する欧州全域

の国々で GM遺伝子拡散の調査に携わっている研

究チームが開発した成果等を結集し統合することを

全体の目標とした。

（ウ）また、上記の全体目標を達成するために以

下の 14の個別目標が設定された。

① 主要な GM作物（ナタネ、トウモロコシ）の他、

導入が検討されている作物（テンサイ、イネ、コ

-244-



ムギ）の遺伝子拡散に関する既存および最新情報

を照合し取りまとめる。

② 欧州、｜の作付けシステムの中での Btトウモロ コ

シ及び除草剤耐性ナタネの環境影響評価研究の既

存データをまとめるとともに不足部分を明らかに

する。

③ テンサイ、トウモロ コシ及びナタネの遺伝子拡

散に関する景観レベルでの評価研究を行い、上記

①で述べられた遺伝子拡散に関する知見（拡散の

有無と影響）の不足（不明）部分を補足する。

④ 農業景観（ほ場様式、作付けシステムの割り 当

て）をシミュレーションする景観作成ソフトウエ

ア (landscapegenerator）を統計的な情報より

作成する。

⑤ 既存モデル（GeneSys：ナタネ、 MAPOD：ト

ウモロ コシ）を統合し、 GISデータセットを用い

て、他のイ乍物（テンサイ、イネ、 コムギ）にも拡

張が可能で実用的かっ汎用性の高い遺伝子拡散モ

デルの基本型を作成し実行する。

⑥ 遺伝子拡散及びGM作物と非 GM作物との偶

発的な混合を低減できるような農作業システムの

調整方法とこれらの方策を農業現場に適用可能か

どうかを確認する。

⑦ 選ばれた特定地域において、共存を保証する各

TransContainer 
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種シナリオを提言し、現地の利害関係者による技

術的な実現可能性、経済的コストなどを評価する。

⑧ 農家の GM作物の採用あるいは不採用による

社会経済的および環境影響を明らかにする。地域

ごとのケーススタデイの中で以下の四項目を評価

するための数学的モデルの作成を計画する：（i)

栽培農家による Btトウモロ コシまたは除草剤耐

性ナタネの採用率、（ii）経済的影響（農家所得の

観点からの評価）、（iii）環境影響（農薬使用量の

変化に注目しての評価）、（iv）社会的影響（雇用

の変化という観点からの評価）

⑨ 地域の営農システムの持続可能性を評価するた

め、生態的側面と経済的側面の両方の観点から総

合的且つ適用性の高い意思決定支援システムを構

築する。

⑮ 現在作成段階にある GM作物の市場出荷に関

する意思決定プロセスに対して、実用的な勧告を

行うための適切な緩和方策および共存に関する規

則の施行 （損害賠償責任に関する側面を含む）、

関連する生物学的指標の策定、ならびにモニタリ

ング計画の策定を行う 。

⑪ トウモロコシ、ナタネおよびテンサイに関して、

現場での GMO検出、特定ならびに定量化につい

ての新規手法の開発およびサンプリング手順を策

SIGMEA 

Co-Extra 

図12003・1 EUにおける農産物の供給チェーンと 3つの共存プロジェクトが研究対象とする範囲

(http : I I eurosfaire.prd.fr /7pc./l l 7 4977946_gmo_coexistence.pdfを一部改変）
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WP1・プロジェヴトの運営管理と鯛聾 民旦t

~~~亙E一也｜
WP2遺伝子流動、圃場での
生態学的~響に関する研究

J 
－ーー・ー

＋ l l 
WP10利害関係者及び政策決定者のための意志決定支援シ
ステムの構築

' 

｜｜ 種子を介して ｜ ｜ 栄養器官を介して ｜ 

・埋土種子（実測値） l・前年からの残り株

・自生個体（実測値、モテ＇M
（実測値）

・農業機械の共有（実測
・未収穫物

憧）

花拐を介して

ロロ〔
H
I
l
l
－H
け
V
V

町
四
国
閉
園
調
圃
・
・

動

動

動

開
園
薗
盗
固
輔
副
・

草

山

流

流

U
周
盟
国
．
，

E
E

齢別

、J
’

品

別

総

間

引

川

・
帽
・
開
幽
開
凶
圃

u・
・
・

花

ル

花

花

一

層
圏

E
・
目
院
国
・

の

デ

の

の

い

周
回
周
回
田
回
開
幽
・

で

モ

で

で

」

，

聞
凶
回
同
国
陪
圃
凶
・
・

叫
刷
版
明
川

棚
川

I
l
l
i－
－

園

部

圃

町

地

UT

．
（

．
（

．
何

イネ、ダイズ（機械の共有に
よる混入）

閥題画
テンサイ

日本 トウモロコシ、イネ、
ダイズ

(GMCC07, 09資料より作成）

意思決定支援システム（SMACAdviser）プロトタイプ（園 12006-2を参照）

図12003・2 SIGMEAプロジェクトの構成 （左図）とほ場レベル （右図）での研究の特徴

定する。

⑫ EUに適した長期モニタ リング戦略 （規制、生

物学的指標、サンプリング手順および検出方法）

を提案し、その経済的影響を分析する。

⑬ EUおよび加盟国の現在の規制体制およびその

施行状況の他、 GMOの出荷が個人、財産または

環境に損害を与えた場合の損害賠償責任に対する

保険会社および再保険会社の関心と業務を分析す

る。具体的には、EU内での損害賠償責任制度に

関する提言をプロジ、エクト終了までに行い、共存

の問題に関連する環境的損害と経済的損害を明確

に区分する。さらに、国境が関係する損害賠償責

任を分析し、 EUにおけるこれらの関連分野にお

ける規制について提言案を作成する。

⑭ 科学界および意思決定者に対して、遺伝子拡散

とその影響に関する十分な’情報を共存の観点から

提供する。

（エ）プロジェクトの構成： SIGMEAは、 10個

の作業パッケージ（WorkingPackage、WP）と呼

ばれる研究グループから構成されている。それぞれ

の構成は以下に記す通りであるが、それぞれが相互

に関連し合い、最終的には、 WPlOの意思決定支援

システムの構築に関わっている（図 12003-2) 4) 

WPl：プロジェクトの運営管理（委員会、事務

局等）

WP2：遺伝子流動および生態学的影響に関する

ほ場試験（目 的 ：主要 GM作物の遺伝子流動

および環境影響に関する既存情報や現在実施中

の実験を照合し取りまとめる）

WP3：欧州の農業生態系についての景観レベル

でのモニタ リング（目的．景観ソフ トウエア

landscape generatorが地理情報システムと連

動するように調整する）

WP4：導入遺伝子の流動と挙動についての景観

レベルでのモデリング（目的：農業景観内での

導入遺伝子の拡散および挙動を予測する現行モ

デルである GeneSysとMAPODは小規模な領

域における作物間でのシュミュレーションでは

有効であることが示されているが、これらのモ

デルをほ場問、農場または統合した区域規模を
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対象にして共存に関する技術提言することが可

能かどうかについて検証する）

WPS: GM作物の導入と他の作物体系との共存

に関する社会経済的側面（目的：欧州の農家に

よる GM作物採用の社会経済的側面を分析し、

GM作物と非 GM作物の共存を保証するために

導入される方策の経済的影響を定量化する）

WP6：農業において GMOと関連する社会的およ

び法的問題と損害賠償責任に関する事項（目的：

EUおよび加盟国の現在の規制体系およびその

施行状況の他、 GMO出荷が個人、財産または

環境に損害を与えた場合の損害賠償責任に関す

る保険会社および再保険会社の関心と業務を検

討する。また、共存の問題に関連する環境的損

害と経済的損害を明確に区別し、さらに国境が

関係する損害賠償責任を分析し、 EUにおける

この分野の規制に関して提言を作成する）

WP7: GM作物導入に関するシナリオの詳細（目

的：ケーススタデイの対象地域において GM

作物2種（Btトウモロコシ、除草剤耐性ナタネ）

の導入による影響による生態的影響、経済的影

響の他、慣行農業システムや有機農業システム

への混入の許容関値などの規制条件についても

事前評価する。

WPS: GM作物の導入による環境影響についての

モニタリング（目的：個々の地域で得られてい

る既存情報に基づき、 GMOが全欧域でもたら

しうる環境影響を特定するための長期モニタリ

ング戦略を規定し改訂する。さらに、 GMOの

導入によってもたらされると考えられる影響と

多くの農業及び他の土地利用要因が現時点で農

業生態系に与えている影響を区分する方法を確

立する）

WP9: GMOの偶発的混入の検出（目的： GMナ

タネ、トウモロコシ、テンサイを対象として、

農業生産システムにおけるこれらの GM作物

の混入を検出、モニタリングおよび追跡する手

法やシステムを開発する。具体的には次の 2点

が求められている。 (i)現場で GMOを検出し

特定するとともに定量化するための方法、（ii)

モニタリングや試験におけるサンプリング計画

の立案）

WPlO：利害関係者および政策決定者のための意

思決定支援システムおよびSIGMEAの結果を

運用するためのツールボックスへの統合。

工考察

（ア）遺伝子流動研究で得られた成果の利用：ト

ウモロコシやナタネについては長距離の花粉飛散に

より遺伝子の拡散が生じる可能性が指摘された。こ

れらの測定結果と他の環境条件（景観、気象、農業

管理等）を考慮しての予測モデルの作成が可能であ

ることが示唆されている。また、区分管理技術は、

①実測値と合理的なモデルにもとづいて、客観化し

た基準を根拠にして、構築される必要がある。特に、

最も影響の大きい、ほ場栽培時の花粉飛散による交

雑の評価・予測には、花粉の放出、拡散、沈着、交

雑などの各プロセスを、物理学的・生物学的に適切

に考慮したモデルが必要であり、そのモデルに基づ

いた平均交雑率の予測値が基本パラメータとなる。

さらに新たに、②ランドスケープレベルでの交雑の

評価・予測が重要な課題となっている。

（イ）我が固において、遺伝子組換え作物の栽培

を商業的に成立させるためには、組換え作物と非組

み換え作物の交雑・混入を防ぐことが必要である。

そのためには、両者を、適切に区分して管理するた

めの技術体系の整備が不可欠である。ここでの区分

管理技術は、まずほ場での栽培時における交雑と混

入を、一定値以下に抑制するための方法論や評価手

法が重要となる。そのためには、種子レベルでの混

入の評価・予測、栽培期間中における交雑の評価・

予測、収穫時における混入の評価・予測が主な課題

である。

（ウ） WP2、WP3、WP4のほ場から景観レベル

における遺伝子流動研究は、その媒体となる器官に

より、以下の 3つの例が考えられている。 lつは、

①花粉を介して、②種子を介して、③栄養器官を介

しての遺伝子流動である。①花粉を介しての研究は、

トウモロコシ、ナタネ、テンサイなど風媒性植物や

長距離散布するような作物を対象としている。ほ場

内での花粉流動の実測とモデル化とほ場開での花粉

流動モデルの作成を経て、地域間での流動を予測す

る研究へとスケールアップしている。また、②種子

を介して遺伝子流動に関する研究では、ナタネ、ア

マ、アルフアルファなど種子寿命が長く雑草性の高

い作物を対象に研究が行われ、埋土種子の実態把握
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表 12003-1 EUにおける共存プロジェクトの概要と本プロジェクトでの共存研究との対比

EUにおける共存プロジェクト
遺伝子組換え生物の産業利用

略称
名称（期間） 内容 における安全性確保総合研究

SIG恥rnA Sustainable introduction of GMOs into 主に農場段階（生産現場）での共存手法
遺伝子組換え作物と一般作物

(2004～2008) European agriculture 
（交雑・混入の低減）の開発とその評価

等との共存のための技術開発手法を開発する。

Co-E刻ra GM and non-GM supply chains: their 農作物供給チェーン全体における共存と 新たに流通が見込まれる遺伝

(2006～2009) co-existence and traceability 
トレーサビリティ手法（検知技術）を検討・ 子組換え作物の検出技術等の
開発する。 開発

Trans Container 
Development efficent and stable 

生物学的封じ込め技術の開発とそれに
biological containment systems for 

遺伝子拡散防止等安全確保技
(2006～2009) 

genetically modified plants 
よる共存手法を検討する。 術の開発

や volunteer個体群 （自生個体群）の発生動向に関

する研究が増加する傾向が見られる。③栄養器官を

介しての研究については、テンサイやジャガイモな

どに対象が限定されるが、前年からの残り株や未収

穫物からの再生とその影響などに関する研究が進め

られている（図 12003-2）。

（エ） EUの政策や技術開発に関する研究情報を

収集し、「遺伝子組換え生物の産業利用における安

全性確保総合研究」プロジ、エクトで進行している共

存に関する研究課題と比較対応することにより、プ

ロジ、エクト研究の強化を図るとともに、今後の共存

研究の方向性を知ることができると考えられる。表

12003-1には、 EUにおける 3つの共存プロジェク

トと上記プロジェクトで行われている研究課題との

対応を示したものである。SIGMEAでは上述のよ

うにトウモロコシ、ナタネを主たる対象として行わ

れているが、それに対応される我が国のプロジ、エク

トの研究課題「遺伝子組み換え作物と一般作物等と

の共存のための技術開発」では、イネを主たる対象

として我が固ならびにアジア諸国での共存研究に目

標をおいて進められている。

オ今後の課題

（ア）花粉流動研究では図 12003-1に示したよう

に、ほ場内、ほ場開そして地域聞を対象とするよう

なスケールアップとともにモデルによる予測研究が

必要とされる。

（イ）ほ場からの遺伝子流動を①花粉を介して、

②種子を介してと 2つの手段を考慮する必要がある

が、特にナタネなどの雑草性を有する作物では、 ②

に注目して収穫後の埋土種子の実態や搬送中のこぼ

れ落ち種子の動向などを対象とした調査研究が必要

であると考えられる 5）。

力要約

EUで実施されている共存のための SIGMEA,

CoExtra, Transcontainerプロジェクトでは、農産

物の供給チェーンに沿って遺伝子組換え作物が非組

換え作物と交雑・混入する状況などを解析し、その

検知や低減技術についての研究が進められている。

本研究では、文献やインターネット情報、国際会議

での情報収集などを行い、その概要を報告するとと

もに、 「遺伝子組換え生物の産業利用における安全

性確保研究」における共存研究との対比を行った。

特に SIGMEAについては、その内容の詳細を示し、

遺伝子流動に関する研究動向を示した。

キ引用文献

1）欧州委員会の提言（2003年 7月23日）．

http : //ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ 

coexistence2/ guide_en.pdf 

2) GMO coexistence research in European 

agriculture (accessed 2013-5-17) 

http : I I eurosfaire.prd.fr /7pc/ doc/117 4977946_ 

gmo_coexistence.pdf. 

3）立川雅司・小平均（2009）.海外調査資料55,

EUにおける GMOの規制 一般作物との共存政

策に関する状況調査． http: //www.s.affrc.go.jp/ 

docs/kankoubutu/foreign/pdf/foreign_55_1.pdf. 

4) SIGMEA Sustainable Introduction of GM 

Crops into European Agriculture, Published 

Final Activity Report. http : //www7.inra.fr/ 
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sigmea. 

5) Third International Conference on Coexistence 

between Genetically Modi五ed(GM) and non-GM 

based Agricultural Supply Chains (2007). Seville 

(Spain), Book of abstract. 

研究担当者（川島茂人、松尾和人＊）

(4) 海外における PMP等における厳格な区分

管理手法の開発・運用動向の解析

ア研究目的

遺伝子組換え作物の商業栽培にあたっては、事前

に生物多様性影響評価が実施されており、栽培にお

いて従来の作物と同様の安全性が確保されている。

その一方で、遺伝子組換え作物の適切な生産管理体

制を整備することが、円滑な商業栽培の導入に資す

るとの指摘もある。燃料用途や医薬品用途に適した

品種開発など、遺伝子組換え技術の活用は広がりを

見せており、交雑や混入を防止する栽培管理体制の

必要性は今後一層高まる可能性がある。

本課題では、遺伝子組み換え作物の中でも厳格な

区分管理が求められるとされている PMP（医療用

遺伝子組換え作物）や PMIP（工業原材料生産用遺

伝子組換え作物）に対する栽培管理をめぐる規制動

向について調査解析を行うと共に、これらの研究開

発が最も進んでいると考えられるアメリカにおける

研究開発と応用の動向、また PMP等の野外試験や

屋外栽培に対する批判的見解について、情報収集と

解ネ斤を行うことを目的とする。

イ研 究 方 法

PMP （医療用遺伝子組換え作物）等、厳格な区

分管理を要する遺伝子組換え作物の研究開発動向と

その実験栽培や利用における交雑・混入防止措置の

ための関連規制や政策について、インターネット、

文献、現地調査等を通じて情報収集したD

具体的には、アメリカ農務省（USDA-APHIS)

が公表した PMPの野外試験に関するガイダンスを

抄訳し、 PMPに対する規制の概要について把握し

た。また PMP等の野外試験の際に USDAが要請し

た許可条件（追加的許可条件を含む）の詳細、研究

開発動向（主に文献等による調査）、現行規制への

批判的見解等を把握した。これらを通じて、 PMP

に関する開発状況と野外試験規制等に関する現在の

状況について考察すると共に、日本への示唆につい

ても干食言すした。

ウ研究結果

（ア） USDAから公表された PMP等野外試験に

関するガイダンス

アメリカにおいては、 PMPの栽培が拡大してい

ることから、その管理に関する規制が課題となっ

ている（Moschiniu, Spok 2））。こうした状況にお

いて、 2008年 7月、アメリカ農務省は「医薬品お

よび工業原料産生遺伝子組換えに対する APHIS 

野外試験許可に関するガイダンス（Guidancefor 

APHIS Permits for Field Testing or Movement 

of Organisms Intended for Pharmaceutical or 

Industrial Use）」（USDA/APHIS 3））を公表した。

以下では、本ガイダンスの内容を分析し、アメリカ

農務省における医療用遺伝子組換え作物の管理手法

や政策のあり方を把握した。

また PMP/PMIPに関する取り扱いについて、現

在進んでいる USDA/APHISのパイテク規制改革に

おいてどのように変更されるかという点について、

現地調査も踏まえて主要な論点を明らかにした。結

果は以下の通りである。

a 2003年の栽培シーズンより、これらの栽培

基準が強化された。その内容は、官報（Federal

Register 68 FR 11337-11340、2003年 3月 10日）

に公表されており、本ガイダンスもこの官報に告示

された規則に基本的に依拠している。

b 申請者と APHISとの間では、許可申請の

提出からはじまり、様々な書類の提出義務付けと、

AP HIS側の検査が規定されている。申請者から提

出する畜類は、許可申請を含め 6種類になる。す

なわち、①許可申請書（Form2000）、②作付前通

知（Pre-PlantingNotice）、③栽培通知（Planting

Report）、④収穫前通知（Pre・HarvestNotice）、⑤

野外試験報告（FieldTest Report）、⑥自生モニタ

リング報告（VolunteerMonitoring Report）であ

る（図 12004・1参照）。また APHIS側は、栽培期間

に5回、栽培後に 2回の立ち入り検査を行う。一般

のGM作物の野外試験と比較して、より厳格な検

査が実施されていると理解できる。

c 交雑混入防止のために、クリーニング方法な
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・APHIS側とApplicants（申請者）のやりとり

＝：＞・－Applu附静制州ISC（骨伺同

．圃園田’・－APHIS- As>Pi:>nt・口側m
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野外作付の場合
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Harvest 
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図12004-1 申請者から APHISへの各種書類・通知の提出

ども含めて、申請者は標準的作業手順（SOP）と、

従事者トレーニングプログラムを定め、 APHISに

事前承認を得なければならない。

d 隔離距離の設定に関しては、トウモロコシに

関しては 1マイル（袋かけがない場合）に引き上げ

ると共に、その他の作物に関しても、条件的許可条

件（SupplementalPermit Conditions）により個別

に指示することを通じて、交雑回避措置を取ってい

る。その際に参照される距離は、原原種（Foundation

Seed）の採種時に設定される距離を 4倍にする場

合が多いとされている。イネに関しては約 15mが

設定されている例がある。

e 野外試験地の外周に設ける休閑地のサイズに

関しても、 2003年の官報告示において、 25フィー

トから 50フィートに拡大された。これは機械と作

物との接触を回避するためである。

f 環境影響評価に関しては、隔離栽培（Confined

Field Test）の場合には原則として行われないこと

になっている。

（イ） PMP/PMIPに対する規制改革案

2008年 10月9日に USDA/APHISは、 USDAの

バイテク規制改革案に関して官報公示した。このな

かでは、これまでの PMP/PMIPに関する取り扱い

に関しても改訂を提案した。

具体的には、すべての組換え作物の承認手続きを、

従来の届出制（notification）と許可制（permit）の

2段階制（PMP/PMIPは許可制に位置づけられて

きた）から、リスクの度合いに応じて 4つのカテゴ

リーに分けて、すべて許可制のもとで取り扱うとい

う変更が提案されたことに対応して、 PMP/PMIP

に関しても、リスクカテゴリーのいずれかの段階に

位置づけることで対応し、 PMP/PMIPという独自

のカテゴリーを廃止する提案を行った。また従来の

「用途」に着目した PMP/PMIP規制から、「成分特

性」に着目した規制への転換を提案している（リス

クカテゴリー毎の規制への転換に対応するため）。

なお、この改定案に関しては、その後 20日年 5月

時点においても、最終規則が制定されておらず、実

施されていない。

（ウ） PMPの具体的栽培事例

アメ リカ農務省（USDA/APHIS）による医療用

遺伝子組換え作物の認可では、生態系への影響、混

入防護策、評価策などが総合的に判断されていた。

専用機材の利用や病害虫の評価などに慎重な管理方

法が示されている。また、洞窟栽培（洞窟内での栽

培）は APHISの非公式査察で閉鎖環境とみなされ

ており、医療用遺伝子組換え作物のように高付加価

値で高度な環境制御を要する作物の栽培に適してい
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ると考えられる。以下は、 USDAによる具体的事

例に対する判断とその根拠である。また栽培事例の

近年の動向についても検討した。

a ヒトタンパク質をイ乍るイネ（Ventria

Bioscience社）の栽培は「生態系に著しい影響を与

える可能性が低い」と判断され試験栽培認可に至っ

ている。その根拠としては、①近隣のイネ生産に与

える影響が低い、②不特定生命体に与える影響が重

大でない、 ③絶滅危倶種への影響がない、 ④栽培区

では著しい天候の変化が起こりにくい、 ⑤申請区域

ではイネ生産は新規であること、が挙げられている。

また、「植物病害の導入や拡散リスクがない」と

判断された理由として、以下の 9項目を挙げている。

①専用の機材の使用と表示の徹底、②休閑地の確保、

③遺伝子流出を防ぐための物理的隔離、 ④週ごとの

雑草・病害・害虫の出現の評価、 ⑤収穫期ごとの自

生イネの評価、⑥栽培植物の非雑草性、⑦栽培施策、

⑧厳正な一連の管理、⑨緊急時の緩和策の準備。

b APHISの非公式査察では、洞窟栽培による

封じ込めシステムは野外試験の許可を受ける必要の

ない閉鎖環境とみなされており、施設と遺伝子組換

え作物の取扱いプロセスは研究温室の基準に準じて

いる。医療用作物など付加価値のある作物や高度な

環境制御を要する作物、新規遺伝子組換え作物の試

験栽培などに適している。

c PMPにおける規制の運用実態をさらに明ら

かにするために、個別の案件毎に許可条件（Permit

Condition）および追加的許可条件（Supplemental

Permit Condition）の内容について分析した。PMP

において交雑混入防止のために取られている具体的

2004 2005 

条件に関しては、追加的な許可条件が設定され（隔

離距離とモニタ リング期間、収穫順序等）、作物毎

に詳細な条件が追加設定されていることが明らかに

なった。

d アメ リカにおけるPMPの野外試験許可デー

タをもとに、 PMPの開発動向について検討を行っ

た結果、 PMPに関する野外試験面積は増大傾向に

あるものの、開発企業数自体は減少しており、特定

の企業に集中しつつある傾向が明らかになった（図

12004-2）。

（エ）医薬品産生 GM作物、機能性成分産生 GM

作物の開発動向

医薬品産生 GM作物、機能性成分産生 GM作物

を中心に、日欧米を中心とした研究開発動向につい

て、吉松 4）に依拠しつつ動向を分析した。医薬品

成分産生 GM作物は、安価な製造コスト、高い安

全性、簡便性などの利点があるとされ、各種開発が

進められている。

吉松によれば、医薬品産生 GM作物、機能性成

分産生 GM作物は、その利用物質および利用方法

により、次のように整理できる。すなわち、「利用

方法」に関しては「植物体（一部）を摂取」する場

合と、「抽出・精製」する場合に分かれる。前者の

場合には「機能性食品、晴好品」（35件）、「食用ワ

クチン」（27件）の開発が多く、使用される植物種は、

「機能性食品、日香好品」ではイネを中心に、コムギ、

トマト、 トウモロコシ、ナタネなど、「食用ワクチ

ン」ではイネ、 トマトを中心にトウモロコシ、レタ

スなどにおいて開発が進んでいる。他方、後者の「抽

出・精製」という利用方法では、「ワクチン抗原」「抗

2006 

year 

2007 

・－ー申諦件数4ぬ4ト一一

ーーー堕語道数一一一一一

面画面企業一一一一一一一

2008 

図12004・2 申請者数の年次推移

資料： USDAAPHISのデータから筆者作成
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体医薬」「治療薬」の開発が多く（各 20件弱）、い

ずれのカテゴリーにおいてもタバコの使用が最も多

く、次いでシロイヌナズナが多かった。まとめると、

植物体を摂取する場合イネを用いた開発が多く、抽

出物を利用する場合ではタバコの使用が多いとされ

ている。また、多くはいわゆるモデル植物を用いた

開発であり、イネ科、ナス科などの組換え手法に関

する研究としての意味も持つと言える。

また開発固は、同報告書によると、アメリカが

約 50件と一番多く、植物体を摂取するもの、抽出

物を利用するものどちらも同程度開発が行われてい

る。 EU加盟国においても開発が行われているが（イ

ギリス、フランス、ドイツ、スペイン、オランダな

ど、各国 10件未満）、ドイツを除き抽出物を利用す

るタイプの GM植物の開発を行っており、植物体

を摂取するものはほとんど見られない。反対にアジ

ア地域においては、日本（36件）を筆頭に中国（18

件）、韓国（7件）、台湾（2件）において、主に植

物体を摂取するパターンの開発が進んでいる。以上

から、地域ごとに特徴が分かれていることがわかる。

また、この吉松による調査は英語および日本語の

文献、特許等を網羅的に調査したものである。近年

GM作物の開発が進みその動向が注目される中国の

開発動向に関しては、中国語の文献も合わせて調査

すれば更に開発事例は増えるだろうとのことである

（吉松、筆者ヒアリング）。摂取するタイプの GM

作物が多いこともあり、特に中国の開発動向につい

ては、規制の動向と合わせて注視していく必要があ

ると考えられる。

（オ）アメリカにおける PMP野外試験をめぐる

政策批判

憂慮する科学者同盟などの公表文書等の情報を解

析し、アメリカにおける PMP/PMIP野外試験とそ

の政策に対する批判論点について検討した。基本的

には、トウモロコシやイネなど、食用作物を用いた

野外での PMP/PMIP生産・試験に対して、交雑・

混入が避けられないことから、批判がなされている

(Union of Concerned Scientists sJ.Gl）。

なお、この団体は、上記に述べた APHISの規

制改草案に対しても批判を行っている。とくに、

PMP/PMIPという明示的カテゴリーが規制から無

くなることにf半い、リスクカテゴリーの中のどこに

PMP/PMIPを位置づけるかについて、 APHISの裁

量余地を増大させ、規制緩和に結びつくと懸念して

いる。これまでの経験に照らして、 PMP/PMIPは

カテゴリー c（高いリスク）に位置付けられると

AP HISは指摘しているものの、ケースパイケース

での判断になることから、さらに低いカテゴリーで

の位置づけもありうると指摘している。

工考察

遺伝子組換え作物は、今後も食用以外の新たな用

途に向けて開発されていくものと考えられる。特に

付加価値が高い医薬品や工業原材料に関しては、さ

らなる応用・開発が見込まれる。新たな規制枠組み

を求める声の多い医薬品産生 GM作物に関し、本

課題では、アメリカ農務省による規制ガイドライン

を中心として、野外試験に関する対応状況に関して

調査解析を行うと共に、開発動向および規制に対す

る批判点を整理した。医薬品産生 GM作物の開発

は今後も進んでいくと考えられるが、植物体を摂取

する GM作物か抽出物を利用するか、また栽培等

の条件が開放系か閉鎖系かによって、規制に盛り込

まれる要件は異なってくること、また規制当局が異

なってくることが考えられる。開発者には、彼らの

開発する GM作物がどの場合にあたるのか等の情

報を、今後規制の変遷に伴い整理し定期的に提供し

ていく必要があるだろう。

オ今後の課題

PMP/PMIPに関する野外試験栽培や商業化は、

今後も増大することが見込まれる。栽培経験が蓄積

されることで、これまでの栽培上の許可条件や区分

管理方法がどのように変化するのかについて、今

後も情報収集することが必要である。また PMP/

PMIPに関する開発はアメリカだけでなく、他の海

外諸国においても増大すると考えられることから、

EUや中園、南米諸国などにおける栽培管理上の規

制方針についても情報収集が必要である。

力要 約

2008年 7月、アメリカ農務省（USDA/APHIS) 

により公表された「医薬品および工業原料産生遺伝

子組換えに対する APHIS野外試験許可に関するガ

イダンス」（2008年 7月9日）の内容を分析し、ア

メリカ農務省における医療用遺伝子組換え作物の管
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理手法や政策のあり方を把握した。またアメリカに

おける PMP研究開発の動向を把握すると共に、特

にPMP野外試験作物における許可条件を分析する

ことで、隔離距離等の区分管理の内容について把

握した。また PMP野外試験をめぐる批判に関して

NGOが提起している論点を把握した。
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［付記］本成果は、下記の 3課題の成果を総合的

にとりまとめたものである。

－遺伝子組換え作物の安全性評価のための最先端研

究の現状（2007年、金子友紀・山崎尚子）

－海外における PMP等における厳格な区分管理手

法の開発・運用動向の解析（2008年、山崎尚子・

立川雅司）

－遺伝子組換え作物の安全性評価のための最先端研

究の現状（2009年、立川雅司）

研究担当者（金子友紀・山崎尚子・立川雅司＊．

畠山華子）

(5) 海外諸国における共存政策および区分管理に

関わる研究動向等に関する調査解析

ア研究目的

共存政策の根拠として検討されている区分管理に

関して、主として EUおよび加盟国によって取り組

まれている研究動向を調査解析すると共に、これら

の諸国において策定が進みつつある共存政策の内容

および策定動向について調査解析を行う。以上によ

り、わが国における研究推進および政策検討上の示

唆を得る。

特に、 EU研究予算により実施している共存関連

の研究プロジ、エクトの概要を精査し、その特徴を分

析すると共に、わが国において実施している共存関

連研究との異同について比較分析を行うことによ

り、今後の研究方向に関する示唆を得る。研究実施

に当たっては、プロジ、エクトの推進リーダー、共存

チームのチーム等と情報交換を密にし、比較分析上

の知見の収集に努めると共に、海外諸国の研究者と

の情報交換を進める。

イ研究方法

インターネットおよび文献等による情報収集を行

うと共に、海外現地ヒアリング調査および資料収集

を通じて、 EUにおける共存政策策定と関連研究に

関わる動向を調査分析した。

また、新農業展開ゲノムプロジェクトシンポジウ

ムの開催に合わせて、 EU等から専門家を招へいし

た。招へいは、 2008年度はフランス、ドイツ、ボ

ルトガルより、 2009年度はフランス、ベルギー、

ドイツ、中国（3名）、 2010年度はスペインからの

専門家を招へいした。

ウ研究結果

EUにおける共存政策および共存研究に関する動

向分析結果について、以下に述べる。

（ア） EUにおける共存政策とその展開

2003年以降、 EUにおいては GMO、慣行農業、

有機農業の共存（coexistence）政策が進められて

きたが、 2010年に、 EUにおける共存政策に関して
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大きな動きが2つあった。以下では、これまでの経

過を含めて、その概要について述べる。

a 2003年時点の EUの基本的方針

1999年から新たな GMOの認可を停止していた

（事実上のモラトリアム）欧州委員会は、この間に

それまでの GMO関連法制の抜本的見直しを行い、

環境放出指令の改定（2001年）、 GM食品飼料規則

の制定（2003年）、表示・トレーサピリティ規則の

制定（2003年）を行った。そして 2004年には GM

トウモロコシ・ Btllの認可を行い、事実上のモラ

トリアムは最冬了した。

上記の GM関連法制の改訂が一段落を見た 2003

年7月に、欧州委員会は「遺伝子組換え作物と

慣行・有機農業との共存に関するガイドライン」

(2003/556/EC）を発表した。また、これに先だって、

改訂環境放出指令に第 26a条が挿入され、加盟国に

対して混入防止措置をとることができると規定され

た。加盟国による共存ルールの法的根拠は、この条

項に由来するものである。

b 加盟国による共存政策の策定動向

欧州委員会によれば、共存法を採択した加盟国は

16か国（オーストリア、ベルギー、チェコ、ドイ

ツ、デンマーク、フランス、ハンガリ一、リトアニ

ア、ルクセンブルク、ラトビア、オランダ、ポーラ

ンド、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、ス

ロパキア、 2010年 11月時点）になったが、依然と

して 27か国全体にまでは達していない。また欧州

委員会による共存政策のレビューが定期的に実施さ

れており、 2006年および2009年に実施された。そ

の後のレビューは 2012年に予定されていたものの、

実施は見送られた。

c 欧州委員会による GM作物栽培に関する新

提案と共存ガイドラインの改定

2010年7月13日、欧州委員会は、共存に関する

これまでの政策を大きく転換する方針を発表したD

①EU加盟国に、 GM作物の商業栽培に関する判断

を委ねることとし、そのための法律改定案（環境放

出指令に新たに 26b条を挿入）を提示すると共に

(European Commission ll）、②新たな共存ガイドラ

インを公表した（2003年7月の共存ガイドライン

は廃止） (European Commission 2l）。加盟国に栽培

禁止権限を与えるという欧州委員会による提案は、

EU内で大きな政治論争を生んでおり、指令の改訂

作業を伴うことから、決着にはなお時間を要するこ

とが見込まれる。

なお、パローゾ委員長の第 2期に入った 2010年

以降、共存政策も含めて GMO関連の政策立案は、

すべて DGSANCO （健康・消費者保護総局）に集

約化された。従って、これまで環境総局、農業総局

が果たしてきた役割は DGSANCOに移管された。

d 新共存ガイドラインの特徴

現行の共存政策およびガイドラインと、新たに提

案されている改定案および、新ガイドラインの特徴

は次のように述べることができる。

旧ガイドライン（2003年公表）においては EU

における意図せざる混入の許容水準（0.9%）を前

提として、この水準をターゲットとした混入防止措

置を検討するという前提で考えられていた。しかし、

新ガイドラインに関しては、実際の経済取引（特に

有機農業など）を考慮して 0.9%よりもはるかに低

い水準を達成するための共存ルール作成を、加盟国

に許容するものである。 GMフリーゾーン設定に関

しても、政府による設定を許容している。

この背景には、加盟国が策定をはじめた共存ルー

ルが、科学的な知見だけによるものでないばかりか、

0.9%という lつの基準だけを考慮するものでもな

かったことによるものと考えられる。有機農産物に

関しても、農業大臣会合の決定（有機農産物に関

しても意図せざる混入水準を 0.9%とするとの決定）

とは別に、実経済上の取引において、 0.9%よりも

低い水準が求められることになり、 0.9%未満であっ

ても経済的損失が発生するという経済的リスクが存

在するとされ、こうした事態が加盟国の共存ルール

策定に影響を及ぼしてきた（例えば、隔離距離に関

する慣行農法に対するものと有機農法に対するもの

とのダブルスタンダード）。このような背景のもと

で、新しい共存ガイドラインでは、 0.9%よりも低

い混入許容水準をめざした共存ルールを加盟国が設

定することを容認したものと考えることができる。

e ECoBによるトウモロコシの共存のためのベ

スト・プラクテイス文書公表

欧州共存室（EuropeanCoexistence Bureau, 

ECoB）は、 2006年5月農相理事会の決定を受けて、

JRC-IPTS内に設置するこがが決定された組織であ

り、共存に関する作物別ガイドラインを策定するこ

とが主な役割である。
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2010年7月に、この作物別ガイドライン最初の

成果となる、トウモロコシに関するベスト・プラク

ティス文書が公表された（ECoB3l）。これは 2008

年の設置以降、 ECoBとして技術検討ワーキンググ

ループを設置して討論を積み重ねてきた最初の成果

である。

本ベスト・プラクティス文書においては、トウモ

ロコシにおける共存を実現するために、種子段階か

ら、栽培、収穫、流通に至る過程における交雑・混

入防止のための手法や留意点が整理されている。特

に交雑防止のための手法としては、空間的隔離隔離、

時間的隔離、緩衝／放棄地帯設置といった手法を掲

げ、各加盟国における取り組み例も交えて、ベスト・

プラクティスとしての整理を行っている。

本文書における隔離距離設定の特徴点としては、

0.9%だけをターゲットとした隔離距離の提示だけ

にとどまらず、 0.9%以下の混入水準を達成するた

めの隔離距離を提示していること、またその際、ト

ウモロコシ穀粒利用の場合と、ホールクロップとし

ての利用の場合（サイレージ等）を区別して望まし

い隔離距離を提示しているという点が挙げられる。

（イ）欧州による共存関連研究の展開

共存に関する研究について、その実施主体および

予算の観点から分類するならば、①欧州委員会の予

算により欧州委員会研究総局傘下の研究機関が実施

している研究、②欧州委員会の予算により加盟国研

究機関によって実施されている研究、③加盟国予算

により当該国の研究機関が実施している研究の 3タ

イプに大きく分類することができる。以下では、主

に①と②について触れることとする。

①のタイプの研究としては、欧州共同研究セン

ター予測技術研究所 (JRC-IPTS）によって実施・

公表された研究が存在する。 2002年5月に公表さ

れた「共存シナリオ」（Bocket al. 4l）に関する研

究においては、主としてシミュレーションモデル

を用いて、作付割合や花粉飛散、地域内の GM作

物シェア等を考慮しつつ、トウモロコシ、パレイ

ショ、ナタネに関して、有機農業も含めて GM作

物との共存が成立しうるかどうかについて詳細に検

討された。さらにこの研究の続編となる研究レポー

ト（Messean,et al. s））においては、主としてトウ

モロコシやテンサイの栽培および種子生産の共存方

策に関して、地域内の作付けパターンの影響も考慮

しつつモデル分析を行っている。その結果、農地面

積や風向、団地化の状況などが最終的な混入割合に

影響をもたらすものの、トウモロコシ栽培に関し

ては共用機械の洗浄などで比較的容易に 0.9%未満

(EUにおいて GM表示が免除される混入許容水準）

を達成できるとしている。他方、トウモロコシの非

GM種子生産に関しては、 GMトウモロコシと隣接

した地域では 0.5%水準を達成することも困難であ

り、 400～600mの隔離距離が必要になるとしてい

る。

もともとこれらの研究は、 GM食品・飼料規則な

どの基本的制度が検討されているなかで、欧州委員

会として共存をテーマとする研究について企画した

ものである。早くも 2002年5月には、欧州委員会

農業総局が「GMOと慣行栽培、有機栽培との共存

に関する議論」というペーパーを公表し、共存に関

する研究に着手する計画を明らかにしており、上記

の研究はこの研究計画が実施されたものである。

②のタイプの研究としては、欧州委員会研究総局

が予算化している「第6次フレームワークプログラ

ム」の一環として実施されている 3つの共存関連

プロジェクトがあげられる。開始年次が早い順に、

SIGMEA (2004年3月から 3年間）、Co-Extra(2006 

年4月から 3年間）、 TRANSCONT AINER (2006 

年5月から 3年間）と呼ばれるプロジェクトがそれ

である。

以下では、 Co-Extraフロジェクトの概要につい

て述べる。 SIGMEAの概要については、本報告書

の別項を参照されたい。

a Co-Extraフ。ロジェクト

以下では、欧州レベルで実施されている共存関連

プロジェクトのうち、 Co-Extraプロジェクトの和正

要について述べる（Bertheau6））。

Co-Extraプロジェクト（正式名称： Co-existence

and Traceability of GM and non-GM 

Supply Chain）は、欧州委員会研究総局が2003

年～ 2007年の聞に実施した第 6次フレームワーク

プログラム（FP6）のスキームの中で実施された共

存関連の大規模プロジ、エクトである。

Co-Extraプロジェクトは、次の 8グループ

(Working Package、WPと呼ばれる）に主要な研

究領域が分かれている。 Co-Extraプロジェクトの

特徴は、生産段階から加工流通段階に至る区分管理
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の過程で課題となる、遺伝子拡散防止技術、検知技

法の開発、加工プロセスを考慮した区分管理費用、

トレーサピリティに関する法的・社会的問題、コミュ

ニケーションと世論把握など多様な研究課題から構

成されている。

WPl：遺伝子拡散防止に関する生物学的アプロー

チ

WP2：サプライチェーン分析：記述とモデリン

グ

WP3：経済的費用、トレーサピリティ・共存の

メリット

WP4：検査・サンプリング方法の開発

WP5：分析的トレーサピリティ手法の開発と統
止』
口

WP6: GMO検知に関する技術的課題

WP7：トレーサピリテイに関する法的、科学的、

社会的問題の総合的検討

WP8：対話とコミュニケーション

b FP7での検討課題

欧州委員会研究総局による大型共存研究プロジ、エ

クトは、 2009年までにすべて終了したものの、新

たな追加的な研究プロジェクトは採択されていな

い。今後新たなプロジ、エクトに関しては、第7次フ

レームワークプログラムの中で検討される予定であ

る。具体的にはまだ検討段階にあるものの、より実

行可能性の高い共存方策の策定などが検討されてい

るとみられる。

（ウ）加盟国の共存関連政策の動向

以下では、 EU加盟国における共存に関する取り

組み例として、特徴的な例について概要を述べる。

詳細に関しては、立JII 7lを参照されたい。

a デンマーク

デンマークは、 EU加盟国のうちで、最も早く共

存ルールを制度化した。その主要なポイントとして

は，①ライセンス制，②優良生産規範の策定，③補

償基金の設立などがあげられる。以下，主な特徴点

を述べる。

(a) ライセンス制

GMOの栽培及び取扱いのためには，政府からラ

イセンスを取得しなければならない。具体的には、

一定の講習を政府指定の機関において受けることが

求められる。講習には，①生産者向けと②取扱業者

向けの 2種類が用意されている。また受講費用は、

自己負担とされている。

(b) 優良生産規範の策定

GMO生産者は，政府が定めた GMOに関する優

良生産規範に従って生産しなければならない。具体

的な詳細は，施行規則内に規定されている。

－近隣生産者、関係事業者および政府関連部局へ

の事前通知

・隔離距離の設置（トウモロコシ，テンサイ，バ

レイショの 3作物について設定）

(c) 補償基金の設立

デンマークの共存方策の最大の特徴は，補償基金

方式を打ち出した点である（この補償基金方式はポ

ルトガルやオランダ、ベルギーでも採用）。補償基

金への出資は， GMO生産者が行う。 GMO生産者

からの拠出金は， lha当たり年間 lOODKK（約 1,800

円）である。また拠出金は作目に関わらず全体とし

てプールされ、基金として積み立てられる。

この基金において補償の対象となるのは、①0.9%

以上の GMOの発見によって生じた販売価格の低下

分、②サンプリングと分析のための費用、③GMO

の出現により有機農業への転換上、発生した損失で

ある。なお、有機農業用種子に関しては、デンマー

クの共存法の中で別途条項を設け（第9条（4））、

わずかでも混入が発見されれば補償の対象にすると

定めている。従って、有機農業用種子に関してはゼ

ロ・トレランスとなっている。

b フランス

フランスにおいては 2008年に GMO法を制定し

たものの、関連する政省令の制定スピードは遅く、

その具体的な運用についてはさらに時間を要すると

考えられる。この背景には、バイオテクノロジー高

等審議会（「科学委員会」と「経済倫理社会委員会」

の2委員会により構成）に対して様々な諮問を行っ

ており、その結論をもとに政策を進めつつあるため

である。 2010年までに出された答申は、 MON810

に関する評価および、 GMフリー（sansOGM）の

定義がある D GMフリーの定義にもとづき、今後政

府は、 GMO共存に関する政策を策定するものと考

えられる。

フランスの GMO法は、 GMフリー表示、国立公

園内での栽培禁止、品質生産の条件確保など、総じ

てGMOに対して様々な制約や条件を強化した内容
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を有するといえる。今後、必要な政省令の整備を含

めて、具体的にこの GMO法がどのようにフランス

国内で運用されていくかについて、引き続き注視し

ていく必要がある。

c スペイン

スペインにおいては、 Bt トウモロコシの栽培が

1998年以降栽培され、栽培が拡大してきたものの、

共存ルールに関する法律は制定されていない。 2005

年に政府により共存法案が検討されたものの、最終

的に議会で成立しなかった。それ以降、環境団体な

ども参加しつつ、現在に到るまで議論は続いている

が結E命は出ていない。

現地でのヒアリングでは、法律で共存ルールや賠

償責任などが規定されることで、生産者が栽培に

慎重になる可能性がある点が指摘された。具体的

な問題が発生していない状況では共存ルール制定

の必要性は小さいとの意見もあった。農家に対す

るGMO栽培に関わる指導は種子企業によるもので

ある。 Bt耐性害虫の発達を回避するための待避区

(refugee）の確保についても、種子会社が作る業界

団体（ANOVE）による指導が行われている。なお、

面積が5ha以下の農場に関しては設置することが

免除されている。

共存に関する科学的研究は、活発に実施されて

おり、カタルーニャ農業食品研究所（IRTA）は、

SIGMEAプロジェクトに参加しつつ、各種の研究

成果をあげてきた。特にトウモロコシの隔離距離、

開花期のずれ等に関する交雑混入防止効果について

は、一定の知見（20mもしくは 10日間のずれによ

り混入を 0.9%以下に抑制できる）を明らかにした。

また交雑指標を考案すると共に、これらを合計した

指標（GI) を利用して、交雑率予測に役立ててい

る。また上記の指標をベースに、 GISを用いて交雑

率に関するほ場レベルでのシミュレーション用ソフ

トウェアなども開発されている。

エ考察

今後、日本においても圏内での遺伝子組換え作物

の栽培がなされていく可能性はあろう。そのための

条件整備のひとつとして、これまで見てきたような

共存ルールが事前に整備されていることが求められ

る。では、どのような共存Jレールが望ましいのであ

ろうか。共存ルールは国毎の農業事情や市場条件、

社会的受容などを背景として、個々の国毎（あるい

は地域毎）にその望ましさの中味が変わりうる。し

かし、これまでの EUでの経験に照らせば、柔軟性

やルール採択の容易さ、フードチェーン間での負担

の公平性などに配慮することが望ましいと考えられ

る。今後、国内における科学的データの蓄積と共に、

ステークホルダー間での合意を進めていくことが求

められると考えられる。

GMOへの反対が強い中では、一般の食品を想定

した GMO栽培はなお時聞がかかると想定される。

ただし、 EUにおいて現に見られるように、家畜飼

料用や加工原料用の作物に関しては、実際に栽培が

広がっていくという可能性もある。結局、「共存」

政策は、このような農業者の選択の自由に対してこ

れを政策的に担保すると共に、科学的知見も考慮し

つつ、ステークホルダーが許容する GM作物のあ

り方をいかに政策的に定式化していくか、という課

題であると考えることができる。

オ今後の課題

GMO共存政策は、 EUにおいてもいまだ流動的

な側面が見られる。引き続き、 EUとその加盟国に

おける共存政策および関連研究の動向について注目

していくことが重要である。また共存の問題は EU

だけではなく、アメリカや豪州、ニュージーランド

などでも議論されつつあり、国際的な広がりを見せ

つつある。こうした海外の動向も含めて、共存のあ

り方について、研究面と政策面から総合的に考察し

ていくことが求められる。

力要約

EUにおける共存政策は、 2003年にガイダンスが

発表され、以降、加盟国毎に整備されてきた。しかし、

2010年になり、上記ガイドラインの改定、 GMO栽

培の権限を加盟国に与えるなどの新しい政策的展開

が生まれつつある。特に、 0.9%よりも低い水準で

の共存ルール策定を許容するという方向に EUは転

換を見せつつある。

また、共存関連研究に関しては、 JRC-IPTSを始

め、 EU内で 3つのプロジェクト（SIGMEA、Co-

Extra、Transcontainer）が実施されてきた。これら

のプロジェクトを通じて、生物学的封じ込め、遺伝

子流動の地理的モデル、フードチェーンを通じた区
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分管理、検知技術の改善などが検討されてきた。
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(6) 海外諸国における生物多様性影響評価に関す

る知見蓄積の状況分析

ア研究目的

海外における遺伝子組換え（以下 GM）作物の生

物多様性影響等に関する情報収集・解析を行う。特

に、不定期に発生する新規論点、例えば、中国 Bt

ワタの標的外害虫の増加（Pearsonl））、米国 Btト

ウモロコシのトピケラへの影響（Rosi-Marshallet 

al 2l）などに関して各国の対応などの情報が収集・

整理されるとともに、科学的な評価を行い、わが国

の研究に対する行政上の示唆を引き出す。また、遺

伝子組換え作物に関する検知・トレーサピリティ研

究に関する海外動向調査についても、 SIGMEAを

中心として EUの共存研究動向を把握し、解析を行

い、園内研究に対する示唆を得る。

イ研究方法

論文や書籍、インターネットを用いて、また、国

際会議等に出席し、海外における遺伝子組換え作物

の生態影響、検知・トレーサピリティ研究および

EUの共存研究に関する情報を収集する。さらにそ

れらのデータを解析し、それらの傾向やこれからの

方向性などを示し、日本においてどのように評価さ

れるべきかが検討された。

ウ研究結果

表 12006-1に近年の GM作物の生物多様性影響に

関わる出来事を示した。 2008年のフランス（平成

20調査報告書参照）に続き 2009年4月にドイツに

おいて「生態系に悪影響を与える懸念あり」として

MON810が栽培禁止されたが、政府が発行した報

告書等を翻訳し（平成 21年調査報告書資料編参照）、

その科学的検証を行った結果、生態系への悪影響を

示唆した論文は、いずれも実験方法に不備がある、

あるいは、室内実験のみで確認されたもので、野外

では再現されないケースがほとんどであり、フラン

スおよびドイツ政府の MON810栽培禁止が、科学

的根拠に基づくものでなく、政治的判断のもとに行

われたことが示唆された。

グリホサート抵抗性雑草の出現について、米国で

は、これまで 10種の抵抗性雑草が発生し、オオホ

ナガアオゲイトウでは、その発生面積は最大200万

エーカーと推測されている（平成 22年調査報告書

参照）。現在のところ、除草剤耐性品種の栽培比率

の減少はみられない（表 12006-2）が、除草剤メー

カーや種子会杜は、農業生産者と連携をとりながら、

抵抗性雑草の情報を収集し、これに対する対策を相

談・指導するためのウェブサイト（モンサント杜

http : I /www.monsanto.com/weedmanagement/ 

Pages/ defaul t.aspx、シンジエンタ杜 http: // 



www.resistancefighter.com／）を立ち上げるなどし

て、対応しているが、現在は、輪作や作用機作の異

なる除草剤の使用や耕起回数の増加などによって雑

草管理に取り組んでいる（雑草管理コストは増加）。

また、複数の除草剤に耐性を持つ品種の登場が待た

れている。

2010年アメリカの生態学会で、ノースダコタ州

5400km、288地点のほぼ半分でセイヨウナタネが

発見され、そのうち 81%がGM(41 %がグリホサー

ト耐性、 40%がグルホシネート耐性）、 2個体が両

方に耐性であることが発表された。 NatureNews

(Natasha 3＞）でもこれが取り上げられ、アメリカ国

内で道路脇等で GMナタネが自生と話題になった。

しかしながら、作物が畑から逃げ出し、路上等で生

育していることは、以前より報告されている。ナタ

ネについても道端で見っかり、数年間定着するこ

とも発表されている（Fesselet al. 4＞、Ramsayet al. 

5）、Crawleyand Brown 6＞）。 GMナタネについては、

ナタネ輸入国の日本（Sajiet al. 7＞）、栽培困、輸出

国のカナダ（Yoshimuraet al. 3＞）でも既に報告され、

他種植物種との競合において優位性をもっ可能性は

低く、実際に拡大がみられない（農林水産技術会議

9））ことが発表されている。したがってナタネ生産

国であるアメリカで、輸送中のこぼれ種から生じた

ナタネ自生が見つかることは、驚くべきことではな

い。周囲の植物相にまで分布を拡大すれば、生物多

様性影響として問題であるが、これまでの知見から

その可能性は少ないと考えられている。

現在、開発が進む非生物的ストレス耐性を持つ作

物の評価やその概念については、議論され、提案さ

れている（Nicksonio>, Roelofs et al. 11>, Beckie et 

al. i2＞）、平成 22年調査報告書参照）。評価するポイ

ントについては共通した概念はあるが、統一ある

いは標準的な方法はなく、各国によって対応策が

異なっている。例えばオーストラリアでは、これ

まで外来植物対策に取り組んできた経験を生かし、

非 GM植物用の雑草リスク評価ツールを用いて対

処しようとしている。 EUでは、段階的アプローチ

をあてはめるための枠組みを示し、どのように非

生物ストレス耐性植物に適用するかを検討してい

る。具体的な評価方法としては、第 11回遺伝子組

換え生物の安全性に関する国際シンポジウム 13）で

Hooftmanが提案したシュミレーションアプローチ、

表 12006-1 近年の GM作物の生物多様性影響に

関わる出来事

年月， 発表者、出来事

07July OECD. Bt作物の生主鴇・健康へ影響コンセンサス文書発行

07Feb. Prasifkaら，オオカバマダラ幼虫がBtコーンの菊を避ける

07 vanRensburg, Btコーン抵抗性アフリカミキリムシ幼虫を発見

07 Huangra. Btコーン抵抗性サトウキピボーラ一発見

070ct. Rcsi・Marshall.Btコーンがトビケラ，水生生態系に悪影響？

CSJun. 仏，生態系に悪影響懸念、 MON81C栽培販売を凍結方針

08Apr. Martinら，除草剤耐性作物は水質を改善

CSMay Chenら，Bt植物、捕食寄生見虫に影響なし

CSJun. Brooksら， GM作物が経済や環境に与えた影響を定量化

CSJun. オーストラリア，開発中乾燥耐性コムギが乾燥下で20%収量増

08Aug チャールズ皇太子， IGM植物は史上最悪の災害を招く」発言

。8Sep. Wuら， Btワタ作付けは他作物でもオオタバコガの発生抑制

CSOct. EFSA，フランスMON810凍結の論文検証、科学的根拠なし

cs オオミジンコMon81C粉で成虫になる確率、生残率低下

09 Schmidtら，フタホシテントウBt高濃度で死亡率増加

09Apr ドイツ，非標的動物に与える悪影響でMON810栽培禁止

lOMay NY Times，除草剤抵抗性雑草特集

lOJul EU、GM栽培を各国独自の決定にする提案

lOAug GMナタネ生育、アメリカ野外で発見

lOOct 名古屋でCOPlO会議開催

ll]an. デユポン乾燥耐性トウモロコシ発売

表 12006・2 2010年米国における GM栽培面積比率

年 トウモロコシ ダイズ ワタ

（害 ＋除＋ 害 （除） （害＋除＋害除）

除）

2007 73 91 87 

(21+24+28) (91) (17+28+42) 

2008 80 92 86 

(17+23+40) (92) (18+23+45) 

2009 85 91 88 

(17+22+46) (91) (17+23+48) 

2010 86 93 93 

(16+23+47) (93) (15+20+58) 

2010年トウモロコシ栽培面積3557万ha、ダ
イズ栽培面積3192ha、ワタ栽培面積441万
ha USDA報告書より
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個体群存続のモデル、圃場で行われた多様な環境

条件と遺伝子型の相互作用の検定およびSnowがス

イッチグラスの評価に用いる予定のマトリックスモ

デルなどがある（平成 22年調査報告書参照）。これ

らの方法は、各国で実際に非生物ストレス耐性作物

に使用され、その妥当性が評価されながら、スタン

ダードな手法が統ーされていくのではないかと考え

られる。（吉村）。

組換え体検知技術の研究については、論文、

Web、学会参加等を通じて最近の動向についての

知見を得た。具体的には、わが国が世界に先駆け利

用を開始した標準物質としてのプラスミドが他国に

おいても普及し始めたこと、 PCRを主体とするよ

り網羅的な検出手法の開発の進展等が特筆すべき点

であった。また、次世代シークエンサ一、デジタル

PCR等の分析機器を組換え体検知に取り込もうと

する流れも顕著に認められた。しかしながら、実際

の検知の現場では、従来からの PCRに基づく系統

特異的検知およびスクリーニング検知、加えて発現

タンパク質の検知が主流で、これらに置き換わるほ

どの変化は見られていない。

検知の領域においても国際的なハーモニゼーシヨ

ンは大きな流れとなっている。その牽引役のーっと

して、 EuropeanCommission (EC）におけるキ＼§＿1臭
え体の承認申請の要求事項が挙げられると考える。

European Union (EU）においては組換え体の食品

および飼料としての安全性承認申請時に、安全性評

価資料などとともに、検知手法および陽性標準試

料の提出が求められている（Regulation(EC) 14））。

提出された検知法は EUにおける承認手続きの一

環として ECJoint Research Centre (JRC）の下に

設置された EuropeanUnion Reference Laboratory 

for GM Food and Feed (EURL-GMFF）において

試験室間共同試験に供され、妥当性確認進行状況

および妥当性確認された検知法は EURL-GMFFの

HP (http : I I gmo・erl.jrc.ec.europa.eu/ statusof doss. 

htm）において公開されている。 EURL-GMFFが実

施する試験室間共同試験による妥当性確認は、 EU

加盟国当局より指定された検査機関から構成された

European Network of GMO Laboratories (ENGL) 

(http : I /ihcp.jrc.ec.europa.eu/ glossary I engl) の協

力のもと実施されるが、この妥当性確認は EC規則

の枠組みの中、かっ申請者の費用負担において実施

されるため、承認申請が行われると、）｜｜買次妥当性確

認の完了した検知法が公表される手順となってい

る。わが国においては組換え体の検知法については、

安全性承認申請の要求事項とされていないため、承

認がなされるまで検知手法の開発を開始する状況と

はならない。また、わが国において検知技術の開発

はプラスミドを標準物質とする手法を基調としてい

ることから、 EUにおいて先行して公表された手法

に改良を加える必要はあるものの、基本的には国際

的なハーモニゼーションを図る観点から、 EUにお

いて妥当性確認のなされた手法に基づいた検知法の

開発となっている。

2009、2010年と 2年連続して、 EC-JRCの主催

によりアジア地域において” RegionalMeeting on 

GMO Detection，，が開催された。本会議においては、

各国の参加者から、アジア地域における検知技術、

および監視体制等の現状についての報告がなされ、

情報の共有が図られた。また、本会議においては、

これまでの欧米に拠点を置くバイテク企業とは異な

り、中園、インドをはじめとするアジアの国々にお

いて、限定された地域での承認、栽培を目指して開

発されている組換え体の動向についても、今後注視

していく必要性が喚起された。新たな組換え体の開

発に伴い、検知を行うに際レ必要となる標準試料の

管理・配布等に対する要望が生じてくるが、アジア

地域で開発される組換え体の標準試料の管理・配付

機関として積極的に関与したいとの意思表明が中国

の研究機関からなされるなど、アジア地域における

中国の存在感が組換え体検知の領域においても高ま

りつつあるものと考えられる。

組換え体キ食知における国際的なハーモニゼー

ションを目指す活動の一環として、 EUでは上記

Regional Meetingなどとともに、世界各地でワーク

ショップの開催等も積極的に行っている（http: // 

m bg.jrc.ec.europa.eu/ capacity building/ workshops. 

htm)o今後も組換え体検知におけるハーモニゼー

ションがEUを軸として図られるものと考えられ

る。このような流れの中、わが国において開発され

た技術が国際的に合意された基準に合致するよう、

EUの検知に係る部門とのパイプを強化しつつ、世

界各国から最新の情報を入手することがより一層求

められると考える（橘田）。

SIGMEAプロジ、エクトを構成する研究課題（WP:
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Work Package）の WPlOの目的は、すべての WP

で得られた成果を統合し、意思決定のため実用的な

ツールを作成することにある。ここでは、利害関

係者および政策決定者がGM作物を導入した際の

遺伝子流動などによる影響が共存ルール内に収ま

るかどうかを事前に評価し、 GM作物の導入につい

ての意思決定を支援するためのシステム（SMAC

Advisor）が作成されている。 このシステムは

SIGMEA (Sustainable Introduction of GMOs into 

European Agriculture ：欧州農業への GMOの持続

的な導入）プロジェク トで開発された MAPODプ

ログラムによるシミュレーション結果に基づいて構

築されているため、現在のところ GMトウモロコ

シと非組換えトウモロコシとの共存のみを評価対象

としたものである。現在開発されているプロトタイ

プでは、 GMトウモロコシを栽培する圃場と近隣の

圃場の条件（距離、大きさ、播種時期、風向・風速、

収穫機械の共有の有無、達成予定の混入率など）を

画面入力（図 12006-1）すると、それらに基づき以

下の 4段階の評価結果が色分けされて示される（図

12006-2）。緑：栽培を承認する、赤：栽培を承認で

きない、黄：リスクはあるが共存は可能かもしれな

い、澄：小規模な変更を別途行うことにより共存す

ることができる。

EUにおける共存研究のうち、 FP6SIGMEA研究

プロジェクトの最終活動報告書（「遺伝子組換え作

物の欧州農業への持続可能な導入 ：FP6SIGMEA 

研究プロジ、エクト概略報告書」）が公表された（2009

年2月）。ここでは以下の主要な 14の観点について

報告されている。

1)欧州における遺伝子流動および持続性に関す

る最大規模のデータ収集計画の企画、 2）遺伝子流

動に関する理解が増強されたことによるトウモロコ

シ、ナタネ、ビートの共存に向けた実践的戦略のた

めの情報収集、 3）欧州作付け体系における Btトウ

モロコシおよび除草剤耐性 （HT）ナタネの環境影

響に関する有用なデータの統合、 4）農業景観を解

析する景観ジェネレーターの設計とオン・ライン

での利用、 5）研究に利用可能な実践的・動態的汎

用遺伝子流動モデルのコンビューター・システム

LandFlow-Geneについて、 6）共存の実行可能性及

びそのコストに関する多様な欧州農業の状況に基づ

く分析と複数の共存管理シナリオの提案、 7）共存
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図12006・2 SMAC Advisorの出力画面

コストの共存施策実施枠組みへの高い依存性と一律

的な施策の最適性に関する検討、 8)SIGMEAによ

る大規模な経験則に基づく GM作物の経済的評価

とEU農家のための提供、 9）多属性意志決定支援

システム（multi-attributedecision引 lpportsystem) 

を設計するための枠組みの提案、 10)GMO検知の

ための新たな現場手法の設計、 11)EUのモニタリ

ングに関する課題についての討議と提言、 12)EU 

及び加盟国の現行規制制度、責務と是正事項の分析

と提言、 13)SIGMEAの調査研究結果から導き出

された GM作物の市販放出に関連した意志決定プ

ロセスのための提言、 14)SIGMEAの研究成果に

基づく共存問題の観点からの遺伝子流動とその予測

事項に関する適切な情報についての科学委員会と意

志決定者達への提供（平成 22年度海外チーム調査

報告書「資料編」を参照）。

研究成果の具体的な内容は①将来的に遺伝子組換

え作物の作出の可能性が高い主要作物種（トウモロ

コシ、ナタネ、ビート、イネ、コムギ）について遺

伝子流動ならびに環境影響に関して得られたデータ

の照合および分析、②景観レベルにおける遺伝子流

-261-



動予測モデルの設計、③欧州の主要農業地域におけ

る共存の技術的可能性および経済的影響の分析、④

新たな GMO検知手法の開発、⑤共存に関する法的

問題への取り組み、⑥社会規模および農業規模の意

思決定ツール、並びに管理と統制に関するガイドラ

インの提案である。この報告書の仮訳を作成し、資

料集に掲載した。

EUにおける共存研究のうち、 FP6SIGMEA研

究プロジェクトに関しては 2009年に多くの最終

成果等が報告されているが、 2010年にかけても

SIGMEAホームページの更新が行われている。ホー

ムページの構成は、①背景、②個別研究目標、③共

同研究機関、④研究体制、⑤個別研究目標の成果、

⑥最終活動報告書、⑦各ワークパッケージの公表成

果、⑧論文・刊行物、⑨開催した会議の紹介、から成っ

ている。上述の①②④⑤⑥と⑨の項目については、

すでに「海外諸国における遺伝子組換え生物の研究

に関する調査報告書」（平成 20、21年度）で報告し

ている。本年度は、⑧の項目について情報を収集し、

SIGMEA研究プロジェクトで発表された論文など

の具体的な成果を示す。また、 SIGMEAでの研究

成果並びに GMCC09(2009年 11月）で収集した情

報等と安全性確保プロジェクトでの研究成果に基

づき、我が固での農業システム（Farmingsystem) 

における今後の共存研究の方向性などを考察した結

果、花粉を介しての導入遺伝子の拡散に関する研究

については、対象とする区域スケールを拡大するほ

か、種子や栄養器官を介しての導入遺伝子の拡散と

混入に関するプロセスの解析が求められると考えら

れる（松尾）。

工考察

研究結果に含む。

オ今後の課題

遺伝子組換え作物の生物多様性影響、検知・トレー

サピリテイ研究については、世界で常に新しい GM

作物が開発されており、それが流通するようになる

と、 GM作物が持つ特性等に対応した問題が発生し

たり、新しい検知・トレーサピリティ技術の開発が

必要となってくるため、対応する研究や技術に寄与

する海外各国の最新の情報を随時収集する必要があ

る。

力要 約

フランス、ドイツ政府の MON810栽培禁止の根

拠となる論文等について調査し、科学的根拠がない

ことを明らかにした。米国においてグリホサート抵

抗性雑草は問題となっているが、農家は、 GM品種

出現前の手法等を使って雑草管理しており、現在の

ところ GM品種の採用割合を減少させるには至っ

ていない。アメリカ国内で道路脇等の自生 GMナ

タネについては、これを輸出入する固ではよく見ら

れる現象で、これまでの知見によりナタネが周囲の

植物相に拡大するとは考えられていない（吉村）。

第l回および第2回” RegionalMeeting on GMO 

Detection，，において、アジア地域における検知技

術及び、監視体制等の現状について情報収集を行った

（橘田）。

また、 EU共存研究の 6SIGMEA研究プロジェク

トの共同研究機関、各ワークパッケージの公表成果、

論文・刊行物について情報を収集・整理し、今後の

共存研究の方向性を考察した（松尾）。
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研究担当者（吉村泰幸＼松尾和人、橘田和美）

(7) 海外諸国における共存に関する法制度的枠組

みの動向の調査解析

ア研究目的

GMO農業と慣行農業・有機農業の共存ルール、

特に GMOの混入に基づく責任制度を調査する D 中

でも賠償責任の要件、補償基金、差止請求などに関

して、法整備が進んでいる EU構成国（特にフラン

ス・イギリス・ドイツ・デンマークなど）の法制度

を調査するとともに、日本への適用における留意点

について考察する。

イ研究方法

対象国の法制度に関する文献の収集、分析を行う。

また現地調査へ赴き共存ルールの所轄官庁の担当者

にヒアリングを行う。

収集した情報をもとにして各国の制度の仕組み、

特徴、問題点などを抽出する。特別な責任制度を構

築している固に関しては一般的な民事ルールとの関

係も考察する。また、現段階では法律の提案のみ行

われている固もあるため、その提案内容やガイドラ

インも考察の対象とする。

また、具体的に GM栽培者の責任が問題となる

事例を想定し、各国の法律によるとどのような対応

がなされるのかを比較検討する。

ウ研究結果

EU諸国のうち、スウェーデン、ベルギー、オラ

ンダ、ドイツ、フランス、イギリスを対象として調

査を行った。調査項目としたのは、 GM農業の共存

に係る法制度のうち、特別法による責任制度・補償

基金・保険制度・一般法による責任制度その他であ

る。調査の結果、各国が興味深い責任制度を構築し

ていることが判明した。以下各国の法状況を簡潔に

記す。なお、引用文献は末尾に各国毎にまとめて掲

げる。

オランダは共存ガイドラインに対して、新たに立

法を行うのではなく、関係当事者に自主的に合意を

形成するよう呼びかけており、この合意に基づいて、

補償に関する規則が制定される予定である。

ベルギーのフランドル地域共同体では、遺伝子組

換え作物を栽培する農家または届出距離内の圃場で

遺伝子組換え作物の栽培を行う者が、定められた栽

培条件を遵守しない場合には、不法行為責任を負う

ことになる（デクレ 15条 l項）。

ワロン地域では、補償申請を行うことができるの

は、 GMO混入による経済的損失を受けた慣行作物

または有機作物の栽培者および養蜂家である（デク

レ25条） a GMO混入により生じた経済的損失は、

①慣行栽培作物、②有機栽培作物（デクレ 18条、

アレテ 19条 l項）にのみ補償される。

デンマークは、構成田中で初の共存法である遺伝

子組換え作物の栽培等に関する法律を制定した。同

法に関しては、遺伝子組換え作物の栽培等に関する

省令および近隣農家の補償に関する省令が存在す
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る。 GMOの混入によって生ずる経済的損失の賠償

に関連する一般的な責任制度としては、過失による

不法行為責任と、相隣関係に関する損害賠償責任が

ある。

フランスで 2008年に制定された GMO法は、

GMO以外の全ての農産物に GMOの痕跡を残さ

ないことをめざす、共存手法の実施することとし、

GMOが慣行農産物を汚染した場合の賠償を可能に

する、責任賠償制度を設置するとともに、「GMO

フリー」とみなされるための手続の明確化を計画し

ている。

英国では、偶発的な GMOの存在に起因する経

済的損害について制定法による救済制度を提案す

るconsultationが実施されたが、そこで提案された

救済制度は、いわゆる過失責任の原理や厳格責任

の原理に基づく賠償責任制度ではなく、新たな損

失補償制度としての性質を有するものである。他

方、一般不法行為法に基づく訴訟上の請求は、①過

失（negligence）、②私的・公的生活妨害（private

and public nuisance）、③Rylands対 Fletcher事件

準則（therule in Rylands v Fletcher）、④不法侵

入（trespass）を含み、救済制度が新設された場合

もこれとの併存が想定されている。

ドイツでは未認可の GMOによる損害については

遺伝子工学法が厳格責任をもって対応し、認可済み

のGMOによる損害については民法の相隣関係法お

よび不法行為法が対応する。ただし後者についても、

受忍義務の有無の判断や事前配慮義務の詳細を定め

るのは遺伝子工学法である。このようにまず対象と

なる損害が未認可の GMOによるものか認可済みの

GMOによるものかによって規律する法が異なり、

また一般法と特別法が一部協同して規律するという

特徴的な賠償制度となっている。

このように各国で異なる賠償制度が構築されGM

農業と慣行農業の共存が目指されているということ

が明らかになった。

また、 2010年には EUで新たな共存ガイドライ

ンが公表された。さらに、構成国がその領域におい

て遺伝子組換え作物の栽培を禁止または制限するこ

との可能性に関して 200ν18/EC指令を修正する欧

州議会・理事会規則案も採択された。

工考察

調査した各国を比較すると、デンマークが共存法

に関しては最も進んでいるとみられること、ドイツ、

フランスは GM農業に関して法的にもかなり厳し

い対応を取っていること、英国は提案中の救済制度

を見る限り共存施策としては穏当な考え方に立って

おり、比較的中立であることなどが明らかになっ

た。 GM農業に起因する経済的な損害についてどの

ような法制度を構築するかという問題は農業経済政

策と密接に関連するため、どの国のモデルが日本に

ふさわしいかということを簡単に論じることはでき

ない。ただし事例研究で明らかになったように、分

離措置基準すらない現在の日本の状況では、実際に

紛争が起こった場合に受忍限度や比較衡量の判断の

点で難しい問題が生ずるだろう。

オ今後の課題

今回は主に GM農業に起因する経済的損害に関

する責任制度について特別な法律を制定あるいは検

討している国の法制度を調査した。他方 EUでは特

別な法律等を制定せずに既存の民法で対応する国も

多数ある。確かに事例研究が明らかにしたように我

が固でも民法によって十分に対応可能とみることも

できる。しかし GM農業の特殊性に鑑みれば一般

法によるだけでは不十分という事態が生じることも

想定されうる。そこで今後の課題としては、一般法

のみによって対応している固で生じている問題点の

調査、その解決策を検討することなどが考えられる。

2010年7月の欧州委員会による新提案（GM作物

の商業栽培に関し、審査基準は統一し栽培の是非の

判断は加盟各国に委ねる、との提案）の影響等も意

識しつつ、今回調査を行った国々についても法律案

の動向や係属中の裁判の結論など今後の動きを調査

していく必要は高いであろう。

力要 約

要約として各国の適用法令と責任の種類を記す。

デンマーク：遺伝子組換え作物栽培法・遺伝子組換

え作物栽培省令・近隣農家補償省令；

厳格責任

フランス： GMO法8条・民法；厳格責任（無過失

責任）が主

ドイツ：遺伝子工学法・民法；厳格責任・連帯責任
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（遺伝子工学法）・過失責任（民法）

イギリス：不法行為法； negligence責任 ・nuisance

責任

オランダ：作物共存規則。今後、関係当事者間の合

意に基づき、補償に関する規則が制定さ

れる予定；無過失責任

ベルギー（フランドル地域共同体）：共存デクレ；

無過失責任

ベルギー（ワロン地域）：共存デクレ・共存アレテ；

無過失責任

日本：民法；過失責任
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(8) 海外諸国における高機能性遺伝子組換え作物

の導入過程に関する調査分析

ア研究目的

高機能性遺伝子組換え作物は、生活習慣病などの

疾病予防や、生活の質を高めるための機能性成分を

含有した新食品として、消費者にそのメリットが理

解されやすい。よって、遺伝子組換え作物の研究開

発の主流であった、除草剤耐性・害虫抵抗性の遺伝

子組換え農作物とは異なる社会受容のパターンが見

込まれる。また「『遺伝子組換え農作物等の研究開

発の進め方に関する検討会J最終とりまとめ」（農

林水産省、 2008年1月）においても、複合病害抵抗・

多収性農作物、不良環境耐性農作物、環境修復植物

とならび、 4つの重点資源配分野のひとつとして位

置づけられており、高機能性遺伝子組換え作物の新

たな研究開発の展開と普及が予想される。

こうした状況を踏まえ、本研究では高機能性遺伝

子組換え作物（以下、高機能性GM作物）の安全

性確保を考える上で検討すべき課題を明らかにす

る。具体的には、まず高機能性GM作物の研究開

発動向を整理し、安全性確保上の課題明確化への示

唆とする。さらに、高機能性GM作物では、食品、

医薬品、健康食品など、様々な規制上の分類が可能

であると思われるため、それらの区別の根拠を明ら

かにすることは、開発の方向性および安全性確保上

の課題を決定する上で、重要な意味を持っと思われ

る。そこで、もっとも商業栽培が近いと思われるア

メリカの関連規制を取り上げ、それらがどのような

根拠で区別されているのかを明らかにする。

イ研究方法

調査にあたって、 FAO/WHO、OECD、CODEX、

国際生命科学研究機構、国際食品情報委員会の報告

書、ホームページに掲載されている情報ほか、高機

能性 GMOの開発動向に関する論文等のレピューを

行った。

また、パイテク企業関係者、安全性審査の枠組

みについての有識者、規制関連の担当者など、日

本国内の有識者へのヒヤリング、更には、パイテ



ク企業、 ILSI、米国食品医薬品局食品安全応用栄

養センター（FDA: Center for Food Safety and 

Applied Nutrition）、食品製造業協会（Grocery

Manufacturers Association) など、アメリカ有識

者へのヒヤリングを行い、高機能性 GM作物の研

究開発の動向と関連規制の考え方を理解するための

情報収集にあたった。またアメリカの関連規制の整

理をするにあたっては、食品・医薬品の定義の整理

のほか、食品および医薬品における食品表示（医薬

品表示、健康強調表示など）の要件にも注目した。

ウ研究結果

（ア）高機能性GM作物の開発動向

高機能性GM作物の開発動向については、 ILSI

の2004年のレポートを皮切りに、幾度か関連論文

誌等においてアップデートされている。ここではさ

らに数例のアップデートを行い、その形質および作

物種を整理した（表 12008-1）。

ここで組換え技術は、 2種類のアプローチを取っ

ている。それは、まず植物体内に今までにない機能

性物質等の遺伝子を組み込むことで、当該物質を新

たに産生させるもの（タンパク質のアミノ酸構成を

改変したものも含め）、そして、植物体内の代謝経

路に関わる酵素等に関する遺伝子組換えによって代

謝経路を延長または短くし、植物体内の成分組成改

変、および有害成分産生抑制を行うもの、の 2種類

である。これまで作出された高機能性 GM作物は

後者が多い。また近年の植物代謝に関する知見の蓄

積、定量法などの実験手法の発展という背景もあり、

今後も、作物本来の機能をより高める、あるいは改

善するなどの、代謝経路に関する組換え体に関する

研究開発が多くを占める可能性が考えられる。

しかし実際、表 12008・1においてリストアップし

た高機能性 GM作物のうち、商品化された、ある

いは商品化ラインに乗っているものは数少なく、食

用泊中の脂肪酸組成を改変したダイズあるいはカ

ノーラ、アミノ酸を増強した飼料用トウモロコシ、

等に止まる。日常的に摂取する農作物中に本来存在

する機能性成分を増強、あるいは改変した GM作物、

もしくは他の生物由来の機能性成分の遺伝子を導入

した GM作物が作出されているが、開発主体によっ

てその対象は分かれている。

一昨年、英国の公的研究機関、 BBSRCのジョン・

アイネスセンターにおいて、キンギヨソウ由来のア

ントシアニンを多く含む紫色のトマトが開発され、

その発がん抑制効果が話題となったが、その後商品

化へは進まなかった。このような、「可食部を直接

摂取する」タイプの組換え体の研究は多くなされ多

様な成果が生まれているものの、企業はまだ着手し

ていないと見られる。それに代わり、企業では油糧

用作物（ダイズ、カノーラ）の開発が現在商品化段

階にあり、現在 Monsanto（高オレイン酸ダイズ、

w-3脂肪酸ダイズ）、 PioneerHi-Bred （高オレイン

酸ダイズ）、 BASF(w-3脂肪酸カノーラ）などに

おいて開発が進む。また米国ダイズ生産者を代表

する基金財団、 TheUnited Soybean Board (USB、

全米大豆基金財団）では、将来の高機能性ダイズの

開発予測を行っている。また、 USBやアメリカ大

豆協会が中心となり、 QUALISOYという高機能性

ダイズ PR組織が結成されており、食品製造業やバ

イテク企業も加入している。食品業界の関心の高さ

が伺える。

なかでも最初に商品化されると見込まれているの

は、 PioneerHi-Bred杜（DuPont社の子会社にあた

る）の PlenishTMであり、欧州をはじめとする諸外

国の承認待ちとして、 2012年以降の商業栽培開始

を予定している（NewYorkTimes, June 7, 2010)0 

Monsantoはどちらも 2013～ 14年上市見込みであ

る。

これらは、食用泊中の脂肪酸組成を改変する事で

健康に資することを目的としている。食用油中のト

ランス脂肪酸や多価不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸の健

康リスクへの関心が高まっており、 2006年FDAは

トランス脂肪酸を含む食用油の表示を義務化してい

る。こうした背景を受け、主要企業による油糧用

GM作物は活発化している。高オレイン酸ダイズは

脂肪酸の飽和化が不要となることで、加工後トラン

ス脂肪酸がほぼゼロとなる。またω・3脂肪酸はその

健康効果が期待されている。

また従来育種による高オレイン酸含量の GMダ

イズの成功事例があることも忘れてはならない。モ

ンサント杜では、 Vistive③という、脂肪酸組成を従

来育種によって改変した除草剤耐性ダイズをすでに

商品化している。 2006年ごろより、ケンタッキ一

等の大手チェーンにおいて使用されている、という

実績があり、この明確なニーズの存在も、企業の開
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表12008・1 これまでに作出された高機能性GM作物 （1994年以降）

τ'rait Crop 

タンノf ク タンパク量改変、タ パヒアグラス（タンパク量↑）、サツマイモ（同左）、カノーラ（アミノ酸）、

質 ・アミノ酸 ンパク質のアミノ ダイズ（同左）、 トワモロコシ（アミノ酸、タンパク量↑）、ジャガイモ（同左）、

酸組成改変 コメ（同左）

必須アミノ酸増強 カノーラ（Lys）、ハウチワマメ（ノレピナス） (Met）、 トウモロコシ（Lys,Met）、

ジャガイモ（Met）、ソノレガム（Lys）、ダイズ （Lys,Trp)

毒性物質、アレノレグ インゲン豆 （レクチン抑制）、ジャガイモ（アクリノレアミド抑制）、ピーナッツ（アレルゲ、ン抑制）、

ン抑制 ダイズ（同左）、コメ（同左）

脂肪酸 飽和脂肪酸増強 ・ト カノーラ（ラウリノレ酸、 GLA,w-3、s:o110：・0脂肪酸、ラウリン酸とミリスチン酸、

ランス脂肪酸抑制 オレイン酸、γ リノレン酸）コットン（オレイン酸、オレイン酸とステアリドン酸）、

マメ科植物（トランス脂紡酸抑制）、アマニ（w-3,-6脂肪酸導入）、トウモロコシ

（油分増強）、パーム油（オレイン酸、ステアリン酸、パノレミチン酸）、

コメ（αリノレン酸）、ダイズ（オレイン酸、GLA）、ベニバナ（GLA)

炭水化物 フルクタン等増強 チコリ（フルクタン増強および構造改変）、トウモロコシ（増強）、ジャガイモ（同左）、サトウキビ

（同左）、ダイズ（フルクタン・ラフィノース・スタキオース増強）

イヌリン増強 ジャガイモ（増強）

スターチ含量 コメ（アミラーゼの増強）

微量栄養 ビタミン増強 カノーラ（E）、トウモロコシ（E,C）、 イチゴ（C)

素 ・機能性成 カロテノイ ド増強 マスタード（日カロテン導入）、ジャガイモ（日カロテンとノレチン）、

分 コメ（/3カロテン導入）、 トマト（葉酸、フィトエン、。ヵロテン、リコピン、プロビタミンA)

(functional 2次代謝物 （注記な リンゴ（スチルベン導入）、 アルフアルファ（レスベラトロール導入）、キウィ（同左）、トウモロコ

metabolites) い限 り増強、注記は シ（フラボノイド）、ジャガイモ（アントシアニン、アルカロイドグリコシド抑制、ソラニン抑制）、

抑 制 あるいは外来 コメ（フラボノイド、レスベラトロール導入）、 ダイズ

遺伝子導入） （フラボノイド）、トマ ト （レスベラ トローノレ導入、クロロゲン酸、フラボノイド、

スチルベン）、コムギ（カフェイン酸とフェルラ酸、レスベラトロール導入）

ミネラル、mineral アルフアルファ（フィターゼ）、レタス（鉄）、

availabilities （酵素 トウモロコシ（フィターゼ、ブェリチン）、ダイズ（フィターゼ）、コムギ（フィターゼ）

の組換え）

資料 ー ILSI 1), ILSI 2), Pew Initiative 3), Newell-McG!oughlin 4), Hirschi 5）をもとにアップデー ト等改変

発を後押ししていると考えられる。 に、東部諸国 （EastAfrican Countries, EAC；ケ

ニア、ウガンダ、タンザニア、ルワンダ、ブルン

デイ ）が共同声明を出し GM作物の積極的な導入

を発表、 高機能性GM作物だけではなく、環境ス

トレス耐性（主に乾燥ストレス）等アフリカにおけ

る生産性を高める形質に注目し、将来的には輸出国

となるという目干票を掲げた（AllAfrica.com,August 

9, 2010）。 そのため、今後特に東部アフリカ地域に

おいて、 GM作物の開発援助が益々活発化してくる

一方で途上国においては、国際機関、公的機関や

財団等の支援を受けた形で、必須栄養素の増強ある

いは追加を行った高機能性 GM作物が開発されて

いる。もっとも有名な例はフィリピンにおけるゴー

ルデンライスであるが、現在パイテク企業の注目は

アフリカに集ま っている。現在、アフリカ大陸で

は、 GM作物は南アフリカ、ブルキナファソ、エジ

プトで栽培されている (James6））が、 2010年8月
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可能性がある。しかし国連大学の報告によれば、多

くの途上国においてはバイオセーフティに関する

法、設備、人材の整備が追い付いておらず、発展の

妨げになっていると分析されている（立川・佐藤 7））。

実際、ビタミン Aを多く含む GMバナナの開発援

助が行われているウガンダにおいても、バイオセー

フティ関連の法整備が行われておらず、試験栽培の

みが可能な状況である。ウガンダは世界第 2位のバ

ナナ輸出国でもあり、カルタヘナ法等の整備が急務

であると言える。国内における農業へのバイオテク

ノロジ一利用の法整備、社会認知と受容という土壌

の形成を待たない援助体制および企業活動は、今後

アフリカにおいて GM作物の忌避感を強める結果

にもなりかねないと、カナダのウガンダ出身科学

ジャーナリストはt旨t商している（TheNew Vision, 

“Brace for fight against Monsanto”）。

（イ）アメリカにおける関連諸規制

高機能性 GM作物は、その健康に資するという

性質から、通常食品、健康食品、医薬品など、規制

上の分類が複数にわたる可能性が考えられる。そこ

で、実際に開発が進んでいる、また今後も新たな

GM 作物が作出される可能性の高いアメリカの規制

を取り上げ、その概念を整理した。

アメリカにおいて、高機能性 GM作物は、付与

された形質によって、 PIP（除草剤、殺虫剤成分を

添加）、 GRAS(Generally Recognized As Safe，こ

れまでの食品と同等の安全性を持つ成分が添加）、

食品添加物（これまでの食品と同等でない、一般的

に安全と見なされない）のいずれかに該当する。こ

れらはすべて食品のカテゴリに含まれるが、導入物

質の目的によって、食品、あるいは医薬品という区

別もあり得る。

食品、医薬品はそれぞれ食品医薬品化粧品法

(FFDCA）において定義されている D GM作物の審

査において重要なのは、食品で事前承認が必要なも

のはなにか、また、食品、医薬品の区別は、物質そ

のものなのか、使用目的なのか、という点である。

米国においては、 GM作物は、その新たに加えられ

た物質に関して審査対象となる（PewInitiative 8l）。

食品の定義は非常に広く、「食用、飲用として摂

取されるものあるいはその構成成分」とあり、従っ

て添加物も食品に含まれる。また、 GRASとは

(FFDCA section 321 (s））食品に安全に添加され

てきたという歴史を持ち、かつ理論的に非常に毒性

が低いと考えられる食品成分および化合物で、①改

正法 (1958年）以前より食経験の豊富な物質、②

専門家の科学的判断によって安全とされた物質で

あることが条件である。この GRASは、企業の自

主検証が可能で、 FDAによる GRASの妥当性検

証も義務でなく、またほぼ行われていない（GAO

9））。食経験のある成分を含んだ高機能性GM作物

はGRAS認証が下りる可能性が高いと思われる。

また医薬品は、（FFDCAsection 321 (g) (1)) 

によれば、（A）米国において医薬品リストに掲載

されているもの、（B）医療用目的で、疾病の診断、

治療、症状の緩和、手当、予防のために使用する、（C)

食品以外で、ヒトおよび動物の体の機能に影響を及

ぼすもの、等の条件において医薬品となる。

以上から、食品の定義は非常に広く判断材料とす

るには難しく、従って食品か医薬品かの判断は、主

に製造者の医療用および機能に影響を及ぼす意図の

有無によって判断されることになる。食品もそもそ

もは体内の代謝に影響を与えるものであるが、ここ

でのポイントは、意図的に使用される、という点で

ある。また、物質そのもの、あるいは物質の由来に

よってのみ、食品、医薬品の区別をすることは不可

能である。たとえば、ダイズから抽出された成分の

タブレットを「肥満改善効果がある」として販売し

た場合、医薬品と見なされる。以上から、高機能性

GM作物も、その使用目的によって、食品、医薬品、

のいずれかの規制枠組みが考えられる。疾病に対す

る処方、あるいは体内機構に影響を与えるもの、そ

してその標梼を行えば、医薬品の規制を受けること

となる（FortinioJ）。

食品の表示においては、 FDAの認可や臨床試

験が必須のものとそうでないものが存在する。食

品表示は、 FDAのCFSAN（米国食品医薬品局：

食品安全・栄養センター）の管轄である。現在、

Health Claimには 3種類あり、大きく分けて、（a)

Nutrient content claim, (b) structure/function 

claim, (c) health claim、の 3つに分類される。

(a) (b）の表示に関しては、 FDAに検証責任は

ないが（（b）は臨床試験によって効果が示される

ことが条件、届け出が必要）、（c)health claimは、

FDAの事前承認が必要である。

これまで見てきたように、標梼によって規制枠組、



データ要件への影響があるために、この予想は、即

ちどの規制枠組みを狙っているのかを予想している

こととほぼ同義であると言える。

食品の表示のうち、臨床データが不要な Nutrient

content claimとしての表示が、企業にとって一番

導入しやすいものであると考えられる。

また、 structure/functionclaimについては、一

部の高機能性GM作物の形質については、すでに

一般作物で臨床データが取られているために、すで

に認可された表示内容、および臨床データ（公表論

文）に便乗することも可能である。実際、 GM作物

の開発には莫大な費用がかかるために、すでに表示

されているような内容の高機能性 GM作物の開発

の方が魅力的であると考える企業もあるだろう。現

在商品化間近である高オレイン酸、 w-3脂肪酸油糧

用ダイズ、カノーラでは、たとえば、「トランス脂

肪酸は心臓病のリスクを高めると言われています。

このオイルはトランス脂肪酸を X%抑制していま

す。」といった表示の可能性が考えられる。そのほ

か、ビタミン、ミネラルを増強した GM作物、あ

るいはそれらのバイオアベイラピリティを強化した

GM作物も、すでにそのような表示があることから、

開発のモチベーションが高まりやすいと考えられる

(Simon et al. ul）。

（ウ）アメリカの社会受容

『2008年食品バイオ：消費動向の調査』（IFIC)

12）、『健康・栄養に関する消費者意識調査』（United

Soybean Board 13））に拠れば、バイオテクノロジー

に期待するベネフィットとして、健康・栄養価の改

善に資する技術が最も高い回答項目として挙げられ

ている。また、食品の飽和脂肪酸の含有量を軽減し

た食品、トランス脂肪酸が除去された食品、オメガ

3のように良い脂肪を供給するような食品を購入す

るという質問に対し「かなりの確立で購入する」「お

そらく購入する」という回答が過半数に上ったD こ

れらの結果は、健康・栄養価の改善に資する食品は

かなり積極的に受け入れられてゆくことを示唆す

る。

エ考察

高機能性GM作物の研究開発は民間、公的研究

機関でさかんに行われているが、承認、上市までの

費用を考えると、公的研究機関、特に大学には困難

で、企業の参画が重要であろう。企業は現在、既存

の食品表示に準ずるものをターゲットに開発を行っ

ており、高機能性GM作物の商品化傾向は、企業

に大きく規定されることになる可能性がある。企業

は特に現在泊糧用作物（ダイズ、カノーラなど）に

注目しており、各社の競争が活発化していくと思わ

れる。 GM作物一般として、開発から上市まで 10

～ 15年かかると言われる。したがって、油糧用高

機能性GM作物以外の形質・作物の上市は、まだ

まだ先のことであると考えられる。開発段階から市

民の GM作物理解を推進していくことが重要であ

り、高機能性 GM作物にとっては、今現在から理

解促進を促すことは非常に重要であると考えられ

る。

オ今後の課題

まず我が固における研究開発に対し、既存の表示

や検証データに準じて開発を行う、と分析された企

業の戦略は、今後の方向性を決定する上で重要な示

唆となり得る。

現在わが国では健康食品に関する表示や検証制度

に関する議論が進んでおり、品種開発の側からも、

それらの議論を注視、参画することで、よりスムー

ズな開発に寄与するだろう。

また、わが国の消費者認知においては、いまだ多

くの市民がGM作物に否定的であるものの、高機

能性 GM作物の受容が高めであることが知られて

いる。また、近年トランス脂肪酸への懸念等、食品

成分に関する関心はますます高まると考えられ、開

発段階からの市民の理解促進活動が、重要であると

考えられる。

力要 約

泊糧用 GM作物の開発競争が進んでおり、早く

て2012年を皮切りに高機能性GM作物の上市が見

込まれている。一方で、直接摂取するタイプの GM

作物については、公的機関において研究は進んでい

るものの、市場化のラインに乗ったものはまだな

く、企業もそのような GM作物の開発には着手し

ていない。企業は、臨床試験等による検証の必要の

ない nutrientcontent claim、あるいは、 structure/

function claimにおいて、現在すでに存在する表

示に則る形での開発を行う可能性が高いと考えら
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れる。その例として、すでに structure/function 

claimにおいて認められている、トランス脂肪酸等

に関する表示は、高機能性泊糧作物に適用可能であ

る。そのほか、ビタミン、ミネラルに関しても、今

後の開発対象となる可能性も考えられる。企業にお

いては、既存のニーズと枠組を利用しつつ、開発を

出来るだけスムーズにすることが強く意識されてい

ると言えるだろう。

我が固においては、高オレイン酸ダイズ由来の食

用油は組換え表示規制の対象となる一方、米国の表

示規制においては、組換えである旨の表示は不要で

ある。今後も次々と高機能性泊糧用 GM作物の商

業化が進むことが考えられ、今後混乱を招く可能性

があることは注意が必要である。表示制度の理解促

進、コミュニケーション等が望まれる。
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研究担当者（立川雅司＼山口富子、畠山華子）

(9) 中国の遺伝子組換え作物の開発動向調査

ア研究目的

中国においては、遺伝子組換え作物に関する研究

開発を積極的に推進しつつあると共に、関連規制を

整備し、商業栽培を進めつつある。本課題において

は、新たに開発されつつある遺伝子組換え生物（動

物、樹木を含む）における研究開発動向について、

情報収集を行うと共に、遺伝子組換え体に関する中

国政府が進める政策についても調査解析を行うこと

により、今後の中国における遺伝子組換え作物の商

業化と定着に関して知見を得る。

イ研究方法

インターネットでの情報収集を行うと共に、 2009

年度に現地調査を実施した。 2010年度に関しては、

諸般の事情により現地調査は行わなかった。

なお、有用な関連情報（規則、政府文書）に関し

ては、日本語へ翻訳し、今後の基本資料として整備

すると共に、研究プロジ、エクトおよび行政部局へ提

供した。

ウ研究結果

中国における遺伝子組換え生物の研究開発動向お

よび、関連基本政策について調査解析を行った。主な

結果に関しては、以下の通りである。

（ア）中国における遺伝子組換え規制

中国における遺伝子組換え生物の規制は、 2001

年～ 2002年にかけて整備された。すなわち、 2001



年5月に国務院令「農業遺伝子組換え生物安全管理

条例」が基本法として制定され、この条例のもとで、

2002年 1月に農業部により、①「農業遺伝子組換

え生物安全評価管理規則」、②「農業遺伝子組換え

生物輸入安全管理規則」、③「農業遺伝子組換え生

物表示管理規則」が制定され、基本制度が整った。

また 2006年 1月には、「農業遺伝子組換え生物加工

品審査規則」が制定され、加工用の組換え生物の認

可規則を定めた。

中国においては、農業・食品仕向けの遺伝子組換

え生物は、「農業遺伝子組換え生物」という名称の

もとで、農業部が所管する。すなわち、農業部が試

験栽培から安全性認可まで、また輸入安全審査や表

示制度なども含めて、多角的にコントロールする仕

組みとなっている。魚、や動物も食用である限り農業

部の所管であり、農業部が関与しないのは林木など

一部に過ぎない。安全性審査の制度に関しては、図

12009-1で示す通り、研究開発から、野外試験（中

間試験→環境放出試験→生産性試験）、安全証明発

行まで、 5ステップを順次たどることにより安全性

を担保すると共に、各段階でのリスク評価に関して

は、専門家等で構成される国家農業 GMO生物安全

委員会が審査を行う（審査会は年 3回開催）。

（イ）中国におけるバイオ開発計画の内容

中国政府は、「国家中長期科学技術開発計画要綱

(2006-2020）」のもとで、「バイオ産業の開発に関す

る第十一次五ヶ年計画」（2007年 4月）を策定し、

重要事項の検討
主務官庁

［一一一：（フ省庁）

2009年 6月には「バイオ産業の加速的な開発の促

進を目的とする若干の政策の配布に関する通知」を

国務院から発出した。「五ヶ年計画」では作物毎の

重点目標にも言及されているほか（重点作物・イネ、

小麦、大豆、ナタネ、 トウモロコシ、棉花；牛、豚、

羊、ニワ いj、魚；樹木、竹）、「通知」においては

バイオ企業の育成にむけた推進体制（人材育成、税

制、融資等）に関して言及されている。これらの政

策文書においては、バイオ重点分野として次の 5分

野が重視されている。すなわち、①バイオ医薬、②

バイオ農業、③バイオエネルギ一、④バイオ製造、

⑤バイオ環境保全の各分野である。

2010年 1月の「中央 l号文件」（年頭に発表され

る当該年度の最重点政策に関する通達）においても、

パイテク研究の推進継続が言及されているように、

引き続き中国政府による研究開発は活発な動きを示

している。

（ウ）遺伝子組換えイネおよび トウモロコシ

2009年8月中国政府は、組換えイネと組換えト

ウモロコシに関して商業栽培の認可（安全証明書の

発行）を行った（メディア等の報道によりこのこと

が明らかになったのは 2009年 11月下旬である）。

今回認可されたものは華中農業大学が開発した Bt

イネ（2系統、インデイカ種によるハイブリッドラ

イス）と、農業科学院生物技術研究所が開発したフイ

ターゼ ・トウモロコシ （1系統）である（表 12009-

1）。イネに関しては、湖北省での生産認可、トウモ

専門委員による評価

［国間ま物l

［ 地方行政当局 J 
野外鼠験などの監視

図12009・1 農業 GMO安全性審査のプロセス
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ロコシに関しては山東省での生産認可である。開発

された GMイネとトウモロコシに関しては、それ

ぞれ品種登録手続きが残されており、実際の商業栽

培は 2～3年後 （2011/2012年以降）になるものと

見込まれる。

中国ではこれ以外にも様々な GMイネが研究開

発の対象となっており（例：耐病性など）、また関

与している研究機関も多数存在する。さらに多種多

様な GMイネが今後開発されていくものと見込ま

れる。

（エ）遺伝子組換えコイの開発動向

湖北省武漢市にある中国科学院水生生物研究所の

魚類遺伝子工学研究グループ（中国科学院水生生物

研究所， 企業生物学及追止生物扶;f:研究中心，企

業基因工程学学科姐 ChineseAcademy of Science, 

Institute of Hydrobiology, Center for Fish Biology 

and Fishery Biotechnology, Research Group of 

Fish Gene-Engineering）は，成長ホルモン遺伝子

を導入した遺伝子組換えコイの研究を 1980年代か

ら実施しており，少なくとも 2系統を作出して継

代飼育している。研究の中心人物は朱作言（Zhu

Zuoyan）教授で，グループ長（学科姐長）は胡帰（Fu

Wei）教授である。本研究グループの研究内容につ

いて、以下、既存文献をもとに情報整理を行った。

a ソウギョの成長ホルモン遺伝子を導入した遺

伝子組換えコイ

導入遺伝子（pCAgcGHc）は，コイ （Cyprinus

carpio L.）のf]－アクチンプロモーター（遺伝子の

5’末端領域（イントロン l等）を含む）とソウギヨ

( Ctenopharygodon idellus） の成長ホルモン 遺伝

子（cDNA）を含む （Wangetal.）ヘ導入遺伝子

(pCAgcGHc））は，制限酵素 EcoR IとHindEで

切断して直線化してから導入 した（Wanget al.) l）。

b ヒトの成長ホルモン遺伝子を導入した遺伝子

組換えコイ

導入遺伝子（pMThGH）は、マウスのメタ ロチ

オネイン遺伝子プロモーターおよび調節領域と，ヒ

トの成長ホルモン遺伝子（イン トロン 2,3, 4欠如）

を含む（Liet al. 2l. Cui et al. 3). Fu et al. 4l. Fu et 

al. s). Zeng and Zhu 6). Sun et al. 7l. Wu et al. sl）。

導入前に制限酵素（BarnH I）で切断して直線化

した（Zengand Zhu 6>, Wu et al. g). Wu et al. io)) 

。ベクターの配列を除いたマウスのメタロチオネイ

ン遺伝子プロモーターおよび調節領域と，ヒトの成

長ホルモン遺伝子の部分は約 3.5kbpである（Wuet 

al.町。

（オ）遺伝子組換え林木の開発動向

中国においては、組換え林木や果樹の研究および

商業化も進展している。

a Btポプラに関しては、 2005年に国家林業局

の認可を受けて、商業栽培が開始され、これまで

に400ha程度の面積が栽培されていると見込まれ

ている。品目は食葉害虫抵抗性 GMポプラである。

この GMポプラ（741号）は河北農業大学で開発さ

れたものである。Btポプラの成長速度は遅いため、

非 GMポプラと混植が推奨されている。また様々

なBt遺伝子導入 GMポプラが開発され、試験が実

施されている。

b ウイルス抵抗性パパイアに関しては、 2006

年に農業部が商業栽培と販売を認可し、栽培が始め

表 12009・1 組換えイネおよびトウモロコシへの安全証明書発行

国関関型・幽幽圃圃l 庫融耕輔・
筆恢1号 cryAb/cryAc 掌中農業大学（武 湖北省

［＊基安i正字 耐虫性イネ 漢、湖北省） [2009年8月17日～

(2009）第072号］ 2014年8月17日］

Bti山優63号 cryAb/cryAc 筆中農業大学（武 湖北省

［衣基安涯字 耐虫性イネ ；糞、湖北省） [2009年S月17日～

(2009）第073号］ 2014年8月17日］

BVLA430101 フィターゼ・トウモロ 農業科学院生物技 山東省

［＊基安涯字 コシ 術研究所 [2009年8月17日～
(2009）第074号］ 2014年8月17日］
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られている。中国初の組換え果樹である。栽培地は、

広東省と伝えられているが詳細は不明である。ハワ

イのパパイアとは異なる遺伝子を導入したものとさ

れている。

工考察

上記に見たように、中国においては国家的重点政

策として、 GMO（植物、動物）の研究開発が進め

られている。ただし、その開発の成果に関する流通

管理や監督に関しては、十分な配慮が行き届いてい

ない可能性がある。これは野外試験や流通上の監督

権限が、中央政府ではなく省級以下の政府が有して

いることにも関連があると考えられる。

またこれまで中国政府は、園内的には積極的に

GMOを開発してきたものの、自国開発の GMOを

海外政府に対して認可申請することについては、ま

だほとんど進展していないと考えられる。今日の

GMO安全性規制を先進国でクリアするためには、

莫大な費用が要するもののほalaitzandonakeset 

al. uJ）、こうした費用を負担する経済的能力（ある

いは支払い意思）が、中国国内で GMOを開発して

いる研究機関や大学にあるかどうか、甚だ疑問であ

る。海外での認可がなされない多数の GMOが国内

流通するようになることは、中国から農産物や加工

食品を輸入する国々にとっては、今後大きな懸念材

料になっていくと考えられる。

中国が政府一丸となって研究開発に遇進している

現在、新たな多数の GMOが市場に登場する段階に

なる前に、こうした懸念事項に関する対応について

様々な角度から検討しておくことが望ましい。

オ今後の課題

中国における遺伝子組換え作物研究に関しては、

現地調査においてもその内容の詳細に関する把握が

行えなかった。中国における情報開示体制はまだ不

十分である現状にあっては、情報把握も断片的なも

のにならざるをえない。今後も中国政府は積極的

なGMO開発を進めていくことが想定されるなかに

あっては、引き続き、継続的な情報収集と分析が必

要であると考えられる。特に、 GMO開発の対象が、

動物や魚、林木にも広がりつつある中にあっては、

関連分野からの専門家の協力を得つつ、体系的な情

報収集を進めていくことが望ましい。

力要 約

中国においては、 2001年以降 GMOに関する基

本政策および法制度を確立し、国家的目標を掲げる

なかで、積極的に GMOの研究開発を進めてきた。

特に、食料生産の観点から食糧資源となる作物への

組換え技術の応用を進めている。最近では、 Btイ

ネとフィターゼ・トウモロコシが認可され、商業的

栽培が近づいている。

魚、に関してもコイなど淡水魚に対する組換え体の

研究開発が進んでいる。

今後は、こうした旺盛な研究開発の成果が商業化

されていく中で、意図せざる混入などを最小限に抑

えるための厳格な管理が求められていくと考えられ

るが、この点に関する懸念材料も存在する。
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研究担当者（立川雅司ぺ篠原健司、正岡哲治、

島純）

(10) 遺伝子組換えをめぐる海外の最新情勢およ

びアグリビジネス企業の戦略と訴訟

ア研究目的

本研究は、遺伝子組換え生物の研究開発および市

場確保に向けたアグリビジネス企業の戦略につい

て、現実の訴訟を通じた最新情報の収集・解析をも

とに、過去・現在、そして将来に向けた方向性を含

めて包括的にとりまとめることを目的とする。

具体的には、アメリカにおける遺伝子組換え牧草

（ラウンドアップレディ・アルフアルファ： RRA)

をめぐる訴訟動向の分析を通じて、同種の訴訟にお

いて必要な知見の蓄積を目指す。

イ研 究 方 法

文献収集および現地調査を主体とする D これらに

加え、訴訟当事者や訴訟動向に重要な関わりをもっ

業界関係者や学術機関、関連セミナー等への直接訪

問とヒアリング調査を行う。

ウ研究結果

2008年度においては、まず、アメリカにおける

遺伝子組換え作物関連訴訟（Geertson Seed Farms 

v. Mike Johanns) l）の経過を全体的にレビューした。

そして、各種の裁判例から共通した論点を探りつつ、

研究開始時点ではわが国において事例がほとんどな

かった遺伝子組換え作物関連訴訟が、どのような内

容になっているのかを中心に調査・分析した。詳細

に関しては、三石 2)3) 4) 5）を参考にされたい。

その中で、市場への普及がまさにこれから開始さ

れるという段階にあっただけでなく、今後の同様の

訴訟におけるモデル・ケースになる可能性が極めて

高いと思われた遺伝子組換え牧草（ラウンドアップ

レディ・アルフアルファ、以下 RRA）をめぐる訴

訟を対象に、主要な訴訟上の論点を分析・明確化し

た。

その結果、今後、わが国が「共存法」等の策定に

向けた議論を行う際に留意すべきポイントをいくつ

か抽出した。

この年度の研究から明らかになった最も重要な点

は、現代アメリカ法においては、環境アセスメント

(EA）で済ませるか、環境影響評価（EIS）を必要

とするかどうかの判断が、訴訟上は最も重要な分岐

点になり、それが開発企業側の戦略上も最も重要な

ポイントになるということである。

そして、「環境に重大な影響がある」と判断され

た場合には、 EISが終了するまでは差止命令（具体

的には作付禁止）という対応策が取られることが現

実のものとなった点である。

こうした判断の元となる裁判所のロジックについ

ては、紙幅の都合で割愛するが、ここでは、本来の

意味での科学的客観性や安全性はもちろんである

が、それらに加え、法や規則に定められた手続きが

確実になされているか否かという点が最終的には大

きく問われるという点を指摘しておきたい。

2009年度は RRA訴訟における具体的な進展が余

りなかったため、関連法や関連諸国の動向を含めた

周辺環境の調査を行った。

具体的には企業や組織が戦略を実践するに当り理

解・克服しておく諸課題を、科学技術、特に遺伝子

組換え技術に焦点を絞った形で検討し、合意形成を

達成するための様々な事例をもとに分析を行った。

その結果、遺伝子組換え作物関連の訴訟において

は、①安全性の確保だけでなく、社会経済的影響を

踏まえる必要があること、②具体的に合意形成を行

うためには、様々な手続き面での透明性と柔軟性が
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不可欠であること、を確認した。

最終年度である 2010年度には、アメリカ連邦最

高裁判所の判断が出されたため、そこで用いられて

いる法律上のロジックを中心に分析を行った。さら

に、これを踏まえた上で農務省より出された最終環

境影響評価についても一定の分析を実施した。

今回の最高裁判所が行った判断の最大のポイント

は、 RRAの作付禁止を示した下級審判断を「破棄

差し戻し」としながらも、その判断理由や説明の中

で、これまで議論されてきた複数の論点について一

定の見解を示した点であると考えられる。

第lに、訴訟における適格性に関する判断がある。

今回の訴訟においては上告人、被上告人いずれにも

適格性を認めている。これは一見当たり前のように

思えるが、実は遺伝子組換え作物訴訟においてはか

なり重要なポイントである。つまり、適格性を認め

るためには、「事実上の損害」があることが最重要

条件のひとつであるが、「RRAの花粉飛散により予

想される実質的なリスクは十分かつ具体的に事実上

の損害の要件を満たす」という判断が下されたから

である。

さらに、 geneflowそのものを NEPA（連邦環境

政策法）が意味する重大な環境への影響ととらえ、

損害には環境面とともに「経済面」の影響をも含む

とした点である。これをより具体的に言えば、非遺

伝子組換え作物・牧草の生産者や取扱業者であれば、

誰でも訴訟当事者になることができるだけでなく、

そこで問題となる損害の内容としては、環境への影

響とともに経済的な影響をも含むという点を明確に

した点である。これは「破棄差し戻し」という判断

をしつつも、かなり踏み込んだ解釈をしていると考

えられる。

第2に判断は差止命令という行為そのものに関す

るものである。最高裁判所は、下級審判断は、現代

アメリカ法において確立している救済措置としての

差止命令を求めるために必要な 4つのテスト（①回

復不可能な損害を被ること、②法律上の救済、例え

ば損害賠償が損害を救済するのに不適切であるこ

と、③原告と被告の聞の関係を考慮し、衡平法上の

救済が保証されること、④終局的差止命令により公

共の利益が損なわれないこと）のいずれの条件も満

たしていないと明確に述べている。特に、重要な点

は概念の整理である。

詳細は割愛するが、農務省が行使可能な権限とし

ては 2つのものがあり、第 lはRRAを規制対象か

らはずす権限、第2はRRAを「部分的に」規制対

象からはずす権限であるとしている。そして、今回

の訴訟は、第 lの権限を行使した段階で提起され、

農務省が第2の権限を行使する前に、全面的な差止

命令を出した下級審の判断を無効としたのである。

最高裁判所はこれを下級審の「裁量権の濫用」であ

るとしている。

これらを踏まえ、 2010年1月に農務省から公表

された最終環境影響評価（USDA-APHIS)6）では、

RRAの生産について、①現状維持、②規制対象か

ら除外、③隔離距離・地理的制限を付けて規制対象

から除外、という 3つのオプションが示された。そ

して、少なくとも農務長官自身の声明を含めて、③

の共存方針が好ましいとの方向性を示されている。

工考察

最高裁判所の判断と最終環境影響評価から得られ

る内容、そして過去3年間の本研究を通じて得られ

たポイントは以下のとおりである。

第lに遺伝子組換え訴訟では、表面上対象となる

遺伝子組換え作物そのものの安全性を議論すること

が多いが、最終的に論点を詰めていくと最後は安全

性そのものではなく、必要な手続きが厳密になされ

ていたか否かという点になることが多い。つまり、

現在定められている内容が十分であるかどうか、そ

れがどこまで適切に実施されているかどうかこそが

論点になる。

第2に最高裁判所が明確に示したように、この種

の訴訟の原告の適格性についての一定の判断が出さ

れたことである。今後、同様の訴訟において適格性

を争う必要がなくなった点を、関係者は十分に理解

しておくべきである。

第3に、「人の環境に重要な影響を与える」要素

として、初めて経済的損害を明確にしたという点を

忘れてはならない。どこまでが当該遺伝子組換え作

物による経済的損害かという厳密な判断は今後の論

点になるであろうが、少なくともこの部分は今後の

我が固にとっても極めて重要な示唆を含んでいると

思われる。

第4に行政に与えられた「裁量」と「濫用」の区

別の問題である。合理的な観点から判断内容を見た
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場合、当該判断をどちらとみなすか、これは我が固

においても同様の問題が生じる可能性を否定できな

い。それに対応するためには、概念の綾密な構築が

求められることは言うまでもない。

最後に、アメリカ自身も多様な利害関係者の意向

をある程度考慮しなければならなくなりつつあると

いうのが、本研究を通じて得た素直な印象である。

但し、それでもまだ、全面的な合意形成の成立には

克服すべき課題が数多く横たわっていることは間違

いない。

オ今後の課題

農務省内部においても APHISの純粋科学的主張

と省全体の方針がやや噛み合っていない印象を受け

る。実際、最終環境影響評価で共存策を推奨したに

も拘わらず、パブリック・コメントを収集した後

の2011年 l月27日に APHIS自身は、②の全面的

な規制対象品目からの除外を発表しているのSDA-

APHIS) 7l。

これに対し、食品安全センタ一等は当然のごとく

抗議を開始しているが、農務省は対応策として、合

意形成に向け、 2つの審議会（バイオテクノロジー

と21世紀の農業に関する審議会および全米遺伝資

源審議会）を設置し、具体的な努力を始めている。

これらの努力がどの程度有効に機能するかは今後も

継続して注視していく必要があると考えられる。

力要約

遺伝子組換え牧草（RRA）をめぐるアメリカの

訴訟は、 2010年にようやく最高裁の判断が示され

た。内容は下級審判断、つまり全米での作付禁止と

いう差止命令を「破棄差戻し」である。しかしながら、

判断内容を詳細に見ていくと、当事者の適格性や経

済的損害を含めることなど、今後のわが国にとって

も留意しておくべき内容が多々含まれている。

下級審より同時に要求されていた環境影響評価は

2010年 12月に最終版が公表された。その中では、

隔離距離・地理的制限を設けて規制対象から除外す

るという共存方針が出されたが、パブリック・コメ

ントを収集した最終的判断として、 2011年 1月27

日に、農務省は RRAを完全に規制対象から除外す

る旨の判断が示された。

法廷では一定の決着が付いたRRA訴訟であるが、

既に農務省は現実的な合意形成に向けた継続的な試

みを開始している。
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第 3章 遺伝子組換え作物の利用における安全・安心の確保のための

管理技術の開発

1 遺伝子拡散防止等安全確保技術の開発

( 1 ) 遺伝子流動制御技術の開発一葉緑体への遺伝

子導入技術の開発一

ア研究目的

遺伝子組換え技術により導入された外来遺伝子

が、花粉飛散により野生種等に拡散することによる

生物多様性への影響や、非組換え農作物へ拡散する

ことによる流通上の混乱を未然に防ぐ必要がある。

花粉飛散は植物が持つ特性であるものの、国民の安

心に応えるとともに、今後、工業原材料や医薬品等

の非食用の物質を生産させる組換え植物の利用が想

定されていることから、確実な遺伝子拡散防止技術

の開発が望まれている。

本課題では、遺伝子流動制御技術として主要作物

において葉緑体形質転換系の開発を行う。葉緑体形

質転換は大量のタンパク質を葉緑体内に蓄積するこ

とが可能であり、ポジションエフェクトがないこと

やジーンサイレンシングが報告されてないことなど

から植物工場としての利用も考えられる。さらに葉

緑体が母性遺伝することから、多くの作物で花粉を

介した遺伝子拡散防止を可能にする。一方、葉緑体

形質転換の欠点として、原核型のタンパク質合成系

であることから糖鎖等の修飾ができない点や、組換

え作物の作出が困難という技術的な問題がある。

双子葉植物では、タバコをはじめとしてジャガイ

モやトマトなどのナス科作物、アブラナ科作物、ワ

タや大豆、レタスなどで成功例があるものの、安定

した形質転換系が確立しているのはモデル実験植物

のタバコだけである。単子葉植物ではイネにおいて

2報報告がある（Khanand Maliga l), Lee et al. 2））。

しかし、 Khanand Maliga l）は後代への遺伝の確認

を行っておらず、 Leeet al. 2）はヘテロプラズミック

な状態を解消できず、また作出効率も低かったD

本課題において、イネおよびアブラナ科植物にお

いて効率的な葉緑体形質転換系の開発を試み、遺伝

子組換え植物からの花粉を介した遺伝子拡散を防止

するための基礎的技術を提供する。

イ研究方法

（ア）イネおよびアブラナ科植物用の葉緑体形質

転換ベクターの構築

それぞれの植物の葉緑体ゲノム中の遺伝子挿入領

域をクローニングし、選抜マーカーと可視化マー

カーの発現カセットを連結して葉緑体形質転換ベク

ターを構築する。

（イ）遺伝子導入材料および培養条件の検討

イネの導入材料として野生型系統のカルス（葉緑

体が未分化なプロプラスチドとして存在）およびカ

ルスにおいても葉緑体が発達し緑化する OsGLKl-

FOX系統（Nakamuraet al. 4））のカルスを用いて

葉緑体のサイズの観察を行う。また、アブラナ科植

物についてはより効率的な再分化系を開発するため

に培養系の検討を行う。

（ウ）イネおよびアブラナ科植物における葉緑体

転換系の開発

葉緑体形質転換可能なタバコを用いて 3種の選抜

マーカー遺伝子の効果を比較する。パーティクルガ

ン法を用いて各種材料へ葉緑体形質転換ベクターを

導入し、薬剤選抜により葉緑体形質転換個体を作出

する。 PCR分析により葉緑体への遺伝子導入の確

認を行う。

（エ）イネ葉緑体形質転換体の特性評価

作出された葉緑体形質転換個体について、導入遺

伝子発現の確認および後代への母性遺伝性の確認を

行う。

（オ）ホモプラズミック化促進技術開発のため、

薬剤誘導システムのイネへの利用を検討する。野生

型の葉緑体を崩壊させることを検討しているが、そ

のためには誘導性プロモーター等による遺伝子発現

の制御が必要となる。そこで、双子葉植物において

用いられているエストラジオール誘導による遺伝子

発現システム（Zuoet al. 3））をイネカルスに応用し、

導入遺伝子の発現を制御するための詳細な条件検討

を行う。

（カ）ホモプラズミック化促進技術として、野生

型葉緑体を崩壊させる遺伝子を核に導入し、エスト

ラジオール誘導により遺伝子発現を制御することで
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野生型葉緑体の崩壊を制御可能とする。また、葉緑

体側には崩壊を阻害可能な遺伝子を導入すること

で、形質転換した葉緑体のみが崩壊せずに置き換

わっていくことで、ホモプラズミック化が促進する

と想定される。

ウ研究結果

（ア）葉縁体ゲノムの遺伝子挿入部位として、タ

バコなどで報告のある trnl-trnA領域を設定した。

イネ、ブロッ コリーおよびカ リフラワーの葉緑体ゲ

ノムを鋳型として trnl-trnA領域（約 4Kb）を PCR

法により増幅してクローニングを行った。選抜マー

カーとして aadA（スペクチノマイシンおよびスト

レプトマイシン耐性遺伝子）または NP刀I（カナマ

イシン耐性遺伝子）、および mALS（除草剤耐性遺

伝子）と GFP（可視化マーカー遺伝子）の発現カセッ

トを trnlとtrnAの遺伝子聞に連結して葉緑体形質

転換ベクターを構築した（図 13101-1）。

（イ） 2種類のイネ材料においてカルス細胞にお

けるプラスチドの大きさの観察を行ったところ、野

生型では平均 l.5μm、OsGLK1-FOX系統では平均4.6

μmであった（図 13101-2）。カリフラワーについて、

培養条件の検討を行った結果、培地へベンジルアデ

ニン 3mgL・1、ナフタ レン酢酸 lmgL・1および ABA

アブシジン酸 lmgL・lを添加する条件が最適である

ことがわかった（図 13101-3）。

（ウ）タバコを用いて aadA、NP刀lおよび mALS

を選抜マーカーとして遺伝子導入を行ったところ、

aadAを用いた場合でのみ形質転換植物が作出可能

であった（表 13101-1）。アブラナ科植物 3種につい

ては、合計 92シャーレ打ち込みを行ったが、スベ

クチノマイシン選抜による耐性個体は得られなかっ

た（表 13101-1）。

イネ野生型への遺伝子導入においては aadA,

NP刀／および mALSを選抜マーカーとし複数の耐性

個体が得られたが、 PCR分析において遺伝子導入

は確認できなかった（表 13101-1）。

葉緑体が発達したカルスができるイネ OsGLK1-

FOX系統については 38シャー レへの打ち込みを行

い、 aadA遺伝子を選抜マーカーとして 39個体の

ストレプトマイシン耐性個体が得られた（図 13101-

4）。そのうち 12個体は PCR分析において 3組のプ

ライマーセッ トを用いて想定の遺伝子増幅が確認で

匝国

t’n Af GFP )lrpnrj陶 1111 m瓜.s l t•t>tllL主~

図 13101-1 葉緑体形質転換ベクターの構造

trnI、trnA:，導入植物の葉緑体 DNAよりそれぞれク
ローニング
Prrn2、TpsbA、PpsbA、Trpsl6、TrbcL:，タパ：コ由
来のプロモーターまたはターミネーター

図13101・2 イネカルスの細胞における葉緑体サイズ

の比較

OsGLK1-FOX系統の細胞内は発達した緑色の葉緑体
が存在した。野生型の細胞には未分化なプロプラスチ
ドが存在するため、プラスチド移行性の GFP遺伝子
を導入し、 GFP蛍光を示すプラスチドの観察を行っ
た。

ABA 

(lmg/I) 

＋ 

ABAの効果（子葉｝

BNS BN9 

図 13101-3 カリフラワーを用いた培養条件の検討

BNS （ベンジルアデニン 3mgL・l、ナフタレン酢酸
lmgL-1) 

BN9 （ベンジルアデニン 3mgL・1、ナフタレン酢酸
3mgL・1) 

きた（表 13101-1、図 13101-5A）。

（エ）作出したイネ葉緑体形質転換体の葉におい

てGFP蛍光を示す葉緑体の観察を行ったが、検出

が困難であったため、 RT-PCR分析により GFPの

発現調査を行ったところ、ごくわずか遺伝子発現

が確認できた（図 13101-5B）。後代種子を採取し、

PCR分析によって導入遺伝子の遺伝調査を行っ

たところ、系統＃1においては 217粒に、系統＃2
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表 13101-1 葉緑体形質転換完験の結果

実験年度 導入材料 選抜マー力一供試シャーレ耐性個体 GFP蛍光 遺伝子導入個体
(PCR分析）

H18～19 タバコ aadA 

H18～19 タバコ NPT!l 

H18～19 タバコ mALS 

H18～19 ブ、口ツコリー aadA 

H18～19 カリフラワー aadA 

H18～19 イネ（野生型） NPT!l 

H18～19 イネ（野生型） mALS 

H18～19 イネ（野生型） aadA 

H18～19 イネ（OsGLK1-FOX) NPT!l 

H18～21 イネ（OsGLK1-FOX) aadA 

官医

図 13101-4 イネ葉緑体形質転換体の作出

A；野生型のカルス、B;OsGLKl FOX系統のカルス、
C；ス トレプトマイシン耐性の再分化シュー ト、
D；ス トレプトマイシン耐性の緑色個体、
E；葉緑体形質転換体の登熟期の様子

においては 1/4粒に導入遺伝子が確認できた（図

13101-SC）が、完全な母性遺伝性は確認できなかっ

た。以上の結果より、作出したイネ葉緑体形質転換

体は野生型葉緑体と形質転換葉緑体が混在している

ヘテロプラズミック性またはキメラ性の植物である

と考えられた。そこで、ヘテロプラズミック性を解

消してホモプラズミック化を促進する技術を検討す

ることと した。

（オ）ホモプラズミック 化促進技術開発に必要

となる薬剤誘導に よる遺伝子制御についての基礎

知見を得るため、イネにおいてエス トラジオール

によりGFPを誘導発現するベクターを構築し（図

13101-6）、核形質転換体の作出を行った。イネカル

スを培養する際のエス トラジオール処理濃度に応じ

た遺伝子発現レベル等を明らかにした（図 13101-7)

(Okuzaki et al.) s）。

（オ）タバコおよびイネにおいて野生型葉緑体を

崩壊させる遺伝子を導入した核形質転換植物を作成

したところ、エス トラジオール誘導により野生型葉

緑体の崩壊を行うことに成功した。そこで、それら

33 13 

24 。
62 。
16 。 。
76 。 。
47 23 。 。
53 47 。 。
50 3 。 。
6 10 。 。
38 39 。 12 

A B ιR #2 #3 

RT ・ ＋ ・ ＋・ φ

R #I #2 #3 GFP 

GFP －＝－：コロ
1.8 

c 
-＂・

,pp 

RB 
RB 

図 13101-5 イネ葉緑体形質転換体の解析

A; TO世代における遺伝子導入確認のための PCR分析
B;TO世代における RTPCR分析による遺伝子発現
解析

C;Tl世代における遺伝子導入確認のための PCR分析

の植物の葉緑体へ崩壊を阻害する遺伝子を導入する

ことを試み、ホモプラズミック化の促進を行う こと

ができるか検討中である。

工考察

タバコを用いた実験において NPTIIおよびmALS

を葉緑体形質転換の選抜マーカーとして使用 した際

の高効率化を期待したが、 aadAのみでしか形質転

t臭イ本が作出されなかった。 しかし、 aadAによる選

抜の補助的な利用や二次選抜などへの利用について

も可能性があるため、今後検討すべき点である と考

えられた。アブラナ科植物については培養条件を最

適化したものの、選抜条件の検討がさらに必要であ

ると考えられた。2007年度にイネにおいて葉緑体

形質転換体が作出されはじめたことから、 2008年

度からはイネの研究に集中して解析を行うことと し

た。

イネ葉緑体形質転換体の作出は OsGLKl-FOX系

統で aadA選抜マーカー遺伝子を使用 した時のみに

おいて成功した。OsGLKl-FOX系統は葉緑体が発



エストロゲン

制 Eは以下町gつの融合タノパヲ
U胡；ONA結吉ドメイノ
VP16；伝写活性ドメイノ
hER，工ストロザンレセブター

図 13101-6 薬剤誘導による GFP発現ベクターの構造と誘導システムの模式図

;1JI・・・・・・・画

図13101-7 イネカルスにおけるエストラジオール誘導による GFP蛍光の観察

＊，全体に強い GFP蛍光が見られたカルス

達してサイズが大きいため、遺伝子導入に用いる

0.6μm金粒子の打ち込みによるダメージが少ないこ

と、また遺伝子導入可能な葉緑体 DNAのコピー数

も増加していることが成功の要因であると考えられ

た。

作出した葉緑体形質転換体イネにおいて GFP

蛍光は観察することができなかったが、 GFPの

mRNAの発現はわずかに確認することができた。

後代への導入遺伝子の遺伝も一部の種子でのみ確認

されたことから、形質転換当代のイネは遺伝子導入

割合が低いヘテロプラズミック性またはキメラに

なっている可能性が考えられた。よって、ホモプラ

ズミック化促進技術の検討が必要であると考えられ

た。イネカルスにおいてエストラジオール誘導シス

テムによる遺伝子発現制御条件を明らかとしたこと

により、ホモプラズミック化促進技術において野生

型葉緑体の崩壊の制御を適切に行うことが可能と考

えられた。

オ 今後の課題

タバコを用いてホモプラズミック化促進技術の確

立を行い、イネへ応用することでホモプラズミック

化したイネ葉緑体形質転換体の作出を行うことが必

要である。ホモプラズミック化した葉緑体形質転換

イネの作出技術は、物質生産能が高い有用な形質転

換体の作出を可能とし、さらに花粉からの遺伝子拡

散もないことから、非常に重要な遺伝子導入技術と

なることが期待される。

力要 約

イネカルスにおいて葉緑体が発達する OsGLKl-

FOX系統を材料とすることで、効率的な葉緑体へ

の遺伝子導入を行うことに成功した。作出された植

物は形質転換葉緑体の割合が少ないヘテロプラズ

ミック性またはキメラな植物であったため、ホモプ

ラズミック化をイ足進技術の検討を行っている。また、

ホモプラズミック化促進技術の確立に必要となる遺

伝子の薬剤誘導発現システムをイネに利用し、遺伝

子発現を制御するための基礎知見を明らかとした。
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研究担当者（田部井豊＼蒲池伸一郎、奥崎文子）

(2) サトウキビ葉緑体形質転換法の開発

ア研究目的

葉緑体形質転換は遺伝子組換え作物の導入遺伝子

の拡散防止、物質生産の点から有望視されている。

また一方で物質生産の観点からみると、サトウキピ

等のバイオマスの大きい作物で葉緑体形質転換を行

うことにより、茎葉部分に蓄積されるタンパク量が

多いことが期待され、その有利性がより発揮される

ものと考えられる。

蒲池らは、 GLKl遺伝子の導入により緑色化し葉

緑体が発達したイネカルスを処理することによりイ

ネにおいて葉緑体を形質転換することに成功してい

る。一方サトウキビカルスは、脱分化、緑化傾向が

強く、 2-4-D入りの培地上でも脱分化が生じ、明条

件下で緑色化が起こる。

本研究では、この 2つの知見からサトウキピカル

スを安定、迅速に緑化させる手法を開発し、これに

よって緑化したカルス、ならびに GLKl遺伝子導

入によって緑化したカルスのパーテイクルガン処理

によってサトウキピの葉緑体形質転換技術を開発す

ることを目的とする。イネ葉緑体形質転換に成功し

た田部井らのベクターを基に相同配列部分をサトウ

キピの配列に置換したベクターを構築するととも

に、カルス緑化条件の検討、選抜条件の検討を行う。

イ研究方法

1）サトウキピ品種農林 10号、農林 8号、

Nco310の3品種を材料とし、 2-4・D濃度を Omg/L

～ 3mg/Lの5段階、光強度、カルスの大きさ等の

条件を検討し安定かっ迅速にサトウキビカルスを緑

化する条件を確立する。

2）サトウキピ葉緑体形質転換体を選抜する為の

薬剤としてスペクチノマイシン、ならびにストレプ

トマイシンを使用し、各種濃度におけるサトウキピ

カルスあるいは再分化個体の形態を解析し、選抜条

件を確立する。

3）田部井らのベクターを元に、イネ葉緑体相同

配列部分をサトウキピ葉緑体相同配列に置き換え、

サトウキピ葉緑体形質転換用ベクターを構築する。

ウ研究結果

農林 10号、農林8号、 Nco310の3品種を供試

し Omg/L、0.5mg/L、lmg/L、2mg/L、3mg/Lの

2-4-Dを含む MS寒天培地上にカルスを置床し緑化

の程度を観察した。 0.5mg/L、lmg/Lの処理区で 1

週間から 10日程度で緑化し始めた。蛍光灯の点灯

数により光強度を 2段階設定したが緑化にそれほど

差は見られなかった。供試した 3系統のうち、特に

Nco310で、白色で大きめ（5mm程度）のカルスを

移植した場合、迅速・均一な緑化が観察された（図

13102-1）。 4、さなカルスでは来最イじまで時間カ｛:j主トかり、

大きなカルスでは緑化が不均一であった。農林8号、

農林 10号では試料聞のばらつきが大きかった。

aadA遺伝子の選抜マーカーとしての適正を検討

するため、スベクチノマイシン、ストレプトマイシ

ンでカルスの耐性検定を行ったところ、スペクチノ

マイシンでは 750mg/Lで若干の増殖阻害が見られ

た程度で選抜薬剤として不適と判断された。一方、

ストレプトマイシンでは 350mg/Lで明らかなカル

スの増殖阻害が見られ、 200mg/Lで再分化し葉の

形成が見られるものの緑化しなかった。ストレプト

マイシン 200mg/Lの培地で形質転換体カルスを再

分化させ、緑色植物を選抜することにより、 aadA

遺伝子による選抜が可能と判断された（図 13102-

2）。

サトウキピ（Nco310）の葉緑体ゲノム配列情報

もとに、trnI-trnA聞の画己列を PCRによって増幅し、

田部井らのイネ用ベクターのイネ葉緑体相同配列を

サトウキピ葉緑体相同配列に置き換えた 2種類のサ

トウキピ形質転換用ベクターを構築した（相同部分

約4kbと2.2kbの2種類（図 13102-3）。ガン庄、金
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図13102-1 緑化条件の検討

2-4-D 2mg/Lでは、置床したカルスの内2割程度が4
週間目以降に不均一に緑化。
0.5mg/Lでは、 1週間程度で6割近くが緑化する。緑
化の程度もそろっており、カルス自体の程度も良い。

sr• 

図13102・2 サトウキピのストレプトマイシン耐性検定

2-4-D0.5mg/Lストレプトマイシン無培地では緑化す
るが、スト レプトマイシン有 （200mg/L)では緑化し
ない。

4凶附63-98685)IT¥ mPrrn2 I a州 T山 IPp叫 GFPmut3.1 I Tspl6 I~ trnA附川側 ト

図 13102-3 サトウキピ形質転換用ベクター

サトウキピ葉緑体相同配列部分が2.2kb、4.0kbの2種類を作製

粒子の大きさ、試料の位置等を検討条件とし、パー

ティクルガンによる打ち込みを開始した。

工考察

これまでの結果により、サトウキピカルスを緑化

させ、これにパーティクルガンを使用し aadA遺伝

子を利用したストレプトマイシン含有培地における

再分化によって、形質転換体を選抜する基本的な条

件が明らかとなった。カルスの緑色化の早い段階で

パーティクルガンによって形質転換し、再分化させ

れば比較的ホモプラズミックな形質転換体が選抜さ

れることが期待される。

オ今後の課題

本形質転換法では、より多くの緑化したカルスを

獲得できるかが、一つの鍵のなると考えられるが、

通常のカルス増殖培地の光条件下で増殖する場合よ

り、 10倍以上の効率で緑化カルスを得ることが可

能となったが、それでも比較的多くの労力を必要と

するので、形質転換効率を上げるためには、緑化効

率をさらに上げる条件を検討する必要がある。

力 要約

Nco310においてホルモン濃度、カルス形状など

により迅速な緑化条件を開発した。2-4-D0.5mg/L、

スト レプトマイシン 200mg/Lを含む培地でのカル

スの緑化により形質転換体の選抜条件を確立した。

2種類のサトウキピ形質転換用ベクターを構築し

パーティクルガンによる打ち込みを開始した。

研究担当者 （宮原研三つ

( 3) 遺伝子流動防御技術の開発雄性不稔組換え

作物の創出技術の開発

ア研究目的

遺伝子組換え農作物の商業栽培開始から、すで

に16年が経過した (James1））。日本には年間 1,600

～ 1,700万 トンの遺伝子組換え農作物が輸入されて

いると推定されるが（食のコミュニケーション円卓

会議 2））、未だに国内において商業栽培は行われて

いない。一般には遺伝子組換え農作物や遺伝子組換

え食品に対して国民的合意が得られていないことが

理由とされている。 一方、すでに国民の半数が遺伝

子組換え食品に対して「不安がない」または「あま

り不安がない」と回答しているように、近年、徐々

にではあるが国民的理解は進んでいると思われる

（食品安全委員会 3＞）。しかしながら、遺伝子組換え

食品を避けたいとする国民がいる状況において、交



雑 －混入を防止し、遺伝子組換え農作物と非遺伝子

組換え農作物との共存が必要である。

また、花粉飛散は植物が持つ特性であるものの、

今後、工業原材料や医薬品等の非食用の物質を生産

させる組換え植物の利用が想定されていることなど

から、遺伝子組換え農作物から非遺伝子組換え農作

物への遺伝子拡散防止技術の開発が望まれている。

本課題では、遺伝子流動制御技術として花粉を作

らせない雄性不稔性を作物に付与する技術について

開発を行う 。雄性不稔性については、セイヨウナタ

ネにおいてタバコ荷特異的プロモーターと リボヌク

レアーゼ遺伝子を導入した雄性不稔作物が開発さ

れ、 F1採種に利用されている。そこで、本研究では、

まずアブラナ科植物を対象と して、海外特許等に抵

触しない遺伝子の利用及びその組合せについても考

慮する。最終的に、本研究で作出される雄性不稔性

アブラナ科作物は、選抜用の除草剤耐性遺伝子も含

めた全遺伝子を食用作物であるブロッ コリ ーから単

離し、導入することを目標とする。

本研究は 2006年より開始し、上記の目的で進め

てきたところ、 2008年より 「新農業展開ゲノムプ

ロジ、エク ト」において、カボチャを使って残留性有

機汚染物質、いわゆる POPsを吸収分解させる環境

修復用植物を開発する課題が始まり、環境修復用カ

ボチャからの遺伝子拡散を防止するための基礎技術

を検討することとなった。なお、当初カボチャにお

いて形質転換系が開発されてなかったことから、同

じウリ科作物であるキュウ リにおいてプロモーター

の発現特異性や雄性不稔性の付与等について、 基礎

的知見の集積に努めた。

イ研究方法

（ア）シロイヌナズナやナタネで報告されている

各種雄蕊特異的な遺伝子の情報を利用し、ブロッ コ

リーから相同遺伝子のプロモーター領域の単離を試

みる。まず、単離されたプロモーターは GUS遺伝

子と連結後、シロイヌナズナおよびブロッ コリ ーへ

遺伝子導入して、得られた組換え体について各種プ

ロモーターの発現特性を評価する。

（イ）雄性不稔を誘導する遺伝子として、 リボ

ヌク レアーゼ （RNS2）、システインプロテアーゼ

(CysP1、CPJ）およびプログラム細胞死制御因子

(811、ι501）を単離し、各種プロモーターと連結

・リポヌタレアーゼ【RNA分解陣膏） 一一一一一一一 RNS1 

.I CJ四Pl
－システインプロテアーゼ（タンパタ置分解蹄膏） ｜ 

I CP3 

I /Jll 
－ブロヅラム掴臨死網”国字｛個風車鳳書因子｝ ｜ I LSρ1 

・ホル宅ン庫署聞置国手

【ジペレリシ分解静膏） 一一一一一一一一一一一 CKX/ 

tサイトカイニン分解静轟〕 一一一一一一一一一一 SAC29 
（ジペレリンシグナル伝量轟骨量由制骨因子） 一一 C"i 
（サイトカイヱンシゲナル伝達轟の量町制御因子｝ GA1ox1 

図13103-1 ベクター構築

P-ALS: ALSプロモータ一、 mALS：改変アセ ト乳酸
合成酵素遺伝子、T-ALS ALSターミネーター

した後、シロイヌナズナおよびブロッ コリ ーへ遺伝

子導入する （図 13103-1）。さらに、ジベレリ ンおよ

びサイ トカイニンのシグナル伝達系を負に制御する

因子 ga人 SAC29、また、分解酵素 GA2ox2、CKX1

の利用を進める。得られた組換え体の雄性不稔性形

質について解析 ・評価する。

（ウ）キュウ リにおける荷特異的プロモータ ーの

発現解析として、シロイヌナズナやブロッコリ ーで

罰特異性を示した A3、A9プロモーターに GUSを

連結したベクターでキュウ リへ遺伝子導入を行い、

病特異的発現の有無を確認する。

（エ）キュウ リ形質転換系の改良

キュウ リの形質転換効率の向上を行い、続いて雄

性不稔性を導入する こととした。キュウ リの形質転

換系では、 まずアグロパクテリウムの感染率を向上

させるために、共存培養時のアセト シリンゴンの効

果を検討し、次いで共存培養を従来の固形培地で行

う方法に代わり 、清紙に液体培地を含ませて共存培

養を行う方法を比較検討する。

（オ）キュウ リへの雄性不稔性の導入

雄性不稔誘導コンス トラク トとして、プロモー

ターに A3および A9を用い、ブロッ コリ ーで効

率的に雄性不稔性を誘導できた の'SP1を連結した。

さらに安定した雄性不稔性を誘導するために、リ ボ

ヌク レアーゼ （Barnase）を連結したベクター （AJ::

の'SP1、 A9::CysP1、 AJ:: Barnase、 A9::Barnase) 

を構築してキュウ リに導入 した。なお、Barnaseの

病以外における影響を回避するために、Barnaseの

活性阻害タンパク質である Barstarを35Sプロモー

ターに より荷を除く植物体全体で発現させるベ

クター （AJ:: Barnase-355: : Barstar、A9:: Barnase-
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355: : Barstar）を構築してキュウ リへ導入した。

ウ研究結果

（ア）プロモーターの単離と発現解析

シロイ ヌナズナの情報をもとに、ブロッ コリーよ

りA3、A6、A9、MS2、MS5の各プロモーターを

単離した。シロイヌナズナにおいて A3、A6、A9、

MS2プロモーターともに蔚における発現活性が確

認され、MS5は花粉粒において発現活性が確認さ

れた 4)（図 13103-2）。 A3、A9プロモーターは他の

プロモーターに比べて発現時期が比較的早く、発現

量や特異性が高い傾向にあった。ブロッ コリ ーにお

いても 同様に A3、A9プロモーターの蔚特異的発

現活性が確認された（図 13103-2）。蔚特異的プロ

モーターに連結した雄性不稔誘導遺伝子をシロイヌ

ナズナへ導入し、雄性不稔性について調査した結

果、 CysP1導入個体で雄性不稔性が得られ、プロモー

ターでは A9およびA3が高い不稔性を示した（図

13103-3）が、 他の雄性不稔性を誘導するための遺

伝子では効果的に不稔性を誘導できなかった 4）。

（イ）雄性不稔組換えブロッ コリーの作出

シロイヌナズナの組織学的解析により、四分子期

からタペー ト層の肥大 ・空胞化が観察され、未熟な

四分子のまま タペー ト層と ともに崩壊する様子が観

察された。

A3: CysP1、A6:CysP1、A9：：のsP1をブロッ コ

リーへ導入し、各コンス トラク トにつき 10系統程

の順化個体を得た。現在開花の見られている A3:

CysP1、A9::CysP1導入個体では全ての系統におい

て完全雄性不稔性が確認された（図 13103-4）。

（ウ）雄性不稔性キュウ リの作出

A3:: CysP1、A9::CysP1を導入したキュウ リ形質

転換体の作出を試みた結果、A3：：のsP1で4個体、

A9: CysP1で3個体の遺伝子組換えキュウ リが得ら

れた。それらの花粉稔性を調査したと ころ、 A3::

CysP1で90～ 96.5%、A9：・： CysP1で94.2～ 99.1% 

の花粉稔性を示し、雄性不稔性の個体は得られな

かった。

一 方、 A3:: Barnase、A9:: Barnaseの導入を試

みたが、得られた遺伝子組換えキュウ リはA9::

Barnaseが導入された l系統のみであった。本系統

は雄性不稔性を示した。しかし、生育遅延が観察さ

れる とともに、雄花の生育も著しく阻害された。後

代の種子もとれない状況であった。これは、 A3お

よびA9プロモーターが蔚特異的と判断されたが、

GUSアッセイでは確認できない程度とはいえ、タ

ベー ト組織以外でも若干の発現があり、わずかに発

現した Barnaseによって生育等への影響が出たもの

と考えられた。

（エ）キュウ リ形質転換系の改良

A3:: CysP1、A9：：のsP1の導入においても遺伝子

組換えキュウ リの得られる効率が低かったため、共

存培養時のアセ トシリンゴンの効果を検討したと こ

ろ、 200μM以上の添加で感染効率が向上 した。次

いで共存培養を従来の固形培地で行う方法を変え

て、鴻紙に液体培地を含ませて共存培養を行う方

法を比較検討した結果、感染効率がおよそ40倍に

向上した（図 13103-5）。この条件を用いて、再度、

A3：：の＇SP1、A9::CysP1の導入を試みた。

（オ）改良した形質転換条件を用いた雄性不稔性

遺伝子組換えキュウ リの作出

A3:: CysP1、A9：：のsP1の導入を試みたところ、

A3：：のsP1で4系統、A9::CysP1で5系統得られた。

A3：：のsP1、A9::CysP1の調査個体中、それぞれ2

系統と 4系統で雄性不稔性が確認された（図 13103-

6）。

当初 A3：：のsP1、A9::CysP1を導入 しでも、雄性

不稔性個体が得られなかったのは、遺伝解析などの

結果、当初得られた個体が表層キメラであるなどの

問題があったと推定された。形質転換条件が改良

シロイヌナズナ （A.thaliana) プロッコリー （B.oleracea) 

図13103・2 アブラナ科植物におけるプロモーター発現

解析 （A9::GUS) 



図13103・3 蔚特異的発現プロモータ一 CysPl遺伝

子導入シロイヌナズナの形質

IE】
納rr A9 : CysP1 （樽11)

fri 
匝週幽温

1・111Ifll'II1' ~I 
同P-'"':・
f ~ 一匡；｜

A D 花の形質、E-F：読の＂＇質‘ G H 蔚のAlexander染色

図13103-4 CysP1が導入されたブロッコ リーにおけ

る雄性不稔性と花器の形質

共存培養における培養基

従来法固形cs培地 液体cs培地＋ろ紙＊ 。＇F£'1.カ導入

除菌培養

1週間後

導入遺伝子
(GUS)の発現

Bars=lcm 

図13103・5 キュウ リ形質転換系の改良

されて多数の遺伝子組換えキュウ リが得られたこ

とから、確実な形質転換体の獲得がなさ れた結果、

CysP1を用いて雄性不稔系統が得られたものと思わ

れる。AJ:Barnase-355: : Barstarを導入したキュウ

リ個体は、野生型と比較しても問題が見られない正

常な生育を示しつつ、雄性不稔性も示された（図

13103-7）。 また、現在 AJ::Barnasι355: : Barstarを

導入したキュウ リのT1個体 3系統について、特定

網室で栽培し雄性不稔の安定性試験を行っている。

現段階まで、雄性不稔性は安定的に保持されている。
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図13103-6 CysP1遺伝子の導入による

雄性不稔
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図13103-7 A3::Barnase-35S::Barstarを導入した

キュウ リ

工考察

ブロッ コリ ーから単離した A3、A6、A9プロモー

ターは、シロイヌナズナやブロッコリ ーなどのアブ

ラナ科作物だけでなく 、キュウ リ （ウ リ科）でも蔚

特異的に機能することが明らかになった。各プロ

モーターにおいて発現時期および発現量に多少の違

いがあり、 A3、A9プロモーターは早期にかつ強く

発現を誘導するプロモーターである ことから、雄性

不稔誘導に有効であると思われた。

システインプロテアーゼ（の'SP1）は、シロイ ヌ

ナズナやブロッ コリ ー、キュウ リ （ウ リ手ヰ）におい



ても雄性不稔誘導に有効であった。また、 Barnase

ほど強い生育阻害活性がないことから、植物に悪影

響が出にくいことも特徴と考えられる。

リボヌクレアーゼである Barnaseは効果が高い

反面、わずかな発現でも生育に影響を及ぼすため、

その影響を回避するために 35Sプロモーターにて

Barstarを病以外で発現させることが有効であるこ

とが明らかとなった。確実に雄性不稔性を付与でき

れば、極めて有効な遺伝子拡散防止措置となる。

自然界においても多くの雄性不稔が報告されてい

るが、生育環境に影響されない確実な雄性不稔性は

しばしば農業形質への影響も見られる。一方、農業

形質への影響が見られないものは高温や低温などの

環境要因によって雄性不稔性が打破される場合があ

る。そこで、遺伝子組換え技術を用いて、安定か

っ農業形質に影響しない雄性不稔性作物を作るの

が、本課題の目的である。さらに、食用作物につ

いては一般的な受容のしやすさと特許回避を考慮

して、必要なプロモーターや遺伝子、ターミネー

ターを新たに食用作物から単離することを目標とし

た。本研究では雄性不稔ブロッコリーの作出に用い

た遺伝子は、すべてブロッコリーおよびハクサイの

遺伝子で構成している。雄性不稔キュウリにおいて

も、食用作物の遺伝子で雄性不稔が誘導できたが、

非食用の環境修復用作物であれば、より確実性の高

いBarnaseとBarstarの組合せも有効である。実際、

A3: : Barnase-355: : Barstar導入キュウリは、閉鎖系

温室環境下のみならず、特定網室環境下でも安定的

に雄性不稔性が保持されている。ただし、 Barnase

とBarstarを用いた雄性不稔創出技術は特許化され

ているので、使用には注意が必要である（Method

to obtain male-sterile plants. 5l）。未だに、日本に

おいて遺伝子組換え作物の商菜栽培が行われていな

いが、すでに世界の流れに完全に乗り遅れており、

日本が遺伝子組換え後進国になっていることは、日

本の農業振興においても残念な状況であると思われ

る。

遺伝子組換え農作物との隔離距離を置くなどの区

分管理技術とともに、雄性不稔創出技術を含めた遺

伝子拡散防止技術を有効に使って、遺伝子組換え農

作物と非遺伝子組換え農作物との共存を図ることを

期待したい。

オ今後の課題

雄性不稔ブロッコリーやキュウリの雄性不稔性に

ついて、野外環境下における安定性評価が必要と考

える。また、環境修復用作物としてカボチャが有望

視されているので、キュウリで、有効だったベクター

を用いた雄性不稔カボチャの作出に関する研究が残

されている。

力 要 約

ブロッコリーから単離したプロモーター（A3、

A6、A9プロモーター）やシステインプロテアーゼ

遺伝子により、シロイヌナズナやブロッコリー、キュ

ウリにおいて安定した雄性不稔作物が作出された。

また、 A3::Barnasι355: : Barstarを用いて、農業形

質に影響しない安定した雄性不稔性をキュウリに付

与することが可能となった。
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研究担当者（田部井豊ヘ小長谷賢一）

(4) 遺伝子流動制御技術の開発ーコムギ

ア研究目的

葉緑体の遺伝子組換え技術には、導入遺伝子の高

発現が期待される、相同組換えにより決まった場所

に遺伝子を導入できる、複数遺伝子を一度に導入可

能である、ジーンサイレンシングや位置効果がなく
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導入遺伝子の発現が安定しているなど、通常行われ

ている核遺伝子の組換えに比べ、数多くの利点があ

る。加えてこの技術には、葉緑体ゲノムの母性遺伝

により、導入遺伝子の花粉を通じた拡散を防止でき

るという、遺伝子流動の防御に好都合な性質が備

わっている。これらの利点からこの技術は、次世代

の組換え作物の育成方法のひとつとして、極めて有

望であると考えられている（Daniellet al. iJ）。しか

しながらこの技術は、適用できる植物種が未だに

限定されており、安定して効率良く組換え体を作

出できるのは、事実上タバコをはじめとするナス

科植物に限られている（Vermaet al. zl）。イネ、コ

ムギ、トウモロコシなどイネ科の主要な作物にお

ける成功例は、イネの数例しか報告がない（Leeet 

al. 3））。そこで本課題は、我々が日常タバコで行っ

ている葉緑体の遺伝子組換えの実験手法を、パンコ

ムギへ適用可能かどうかを検討することを目的とす

る。そのため、培養と再分化の実験に適したパンコ

ムギの特別な品種（アカダルマ）を準備し（Takumi

& Shimada 4l）、その未熟距を大量に単離・培養す

る一方、パンコムギ用の葉緑体形質転換ベクターを

新たに構築した。その後、ベクター DNAを未熟匹

に由来するカルスへパーティクルガンにより撃ち込

み、組換え体の選抜を行った。一連の研究を通じて、

葉緑体の遺伝子組換え技術をパンコムギに適用する

際の問題点を明らかにするとともに、実験にかかる

労力や費用などを、より具体的に算出することをめ

ざした。

イ研究方法

（ア）植物材料

パンコムギ（Triticum aestivum）のl品種アカダ

ルマ（cv.Akadaruma）を使用した。また一部の実

庫貴には、品種ChineseSpringも使用したD

これらのコムギの栽培は、京都産業大学の温室及

びビニールハウスで行い、アカダルマの一部につい

ては田部井グループの協力により、筑波の温室で栽

培した。

（イ）実験方法

a 未熟脹の単離・培養

パンコムギの開花後2週間の未熟種子を収穫し、

70%エタノールで滅菌した後、滅菌水で 3回洗浄し、

クリーンベンチ内で未熟伍を単離した。単離した未

熟圧を伍板が上になるように 2.4-D (2mg/L）を含

む LS 培地に置床した。未熟~fを置床したプレート

を約 1か月間、 25℃でインキュベートしてカルスを

形成させ、これをボンバードメントに供試した。

b 葉緑体形質転換ベクターの構築

データベースに登録されているパンコムギの葉緑

体ゲノムの塩基配列（AB042240）を参考に、 LSC

領域に位置する rbcl-ycf4断片（3,433bp）、 IR領

域に含まれる 23SrRNA-ndhH断片付，936bp）及

びrps12-16SrRNA断片（4.165bp）のそれぞれを

KOD plus （東洋紡）を用いた PCRにより増幅

し、 pBluescriptIISK＋の EcoRVサイトにクローニ

ングした。この断片のほぼ中央に、 aadA及びGFP

マーカーから構成されるユニットを infusion法

(Clontech）により連結した。また、研究期間の 2

年目には、これらのベクターの GFPプロモーター

をタバコのpsbA(54bp）からコムギのpsbA(124bp) 

へ変更した新コンストラクトを構築した。なお、

DNAの調製やシークエンシングなどの分子生物学

的実験は、すべて定法で行った。

c 遺伝子導入

ベクター DNA(lOμg/6ショット分）を吸着させ

た金粒子を、 PDSlOOO-Heシステム（BioRad）を用

いてカルスに撃ち込んだ。粒径0.6μm、l.Oμmの金

粒子（BioRad）に加え、 0.12μm（田中貴金属）の

金粒子も使用した。ラプチャーディスクの破裂圧力

は、 900psi、UOOpsi及び l.350psiとし、金粒子の

サイズとの組合せで 9通りの条件を設定した。その

他の作業はシステムに添付されているマニュアルに

従って行った。

ウ研究結果

（ア） 2009年

a 植物の育成

開始年度の前年秋に、アカダルマ約 80個体をビ

ニールハウスの植木鉢で栽培し、開始年度の春に

500gの自殖種子を採種した。

b ベクターの構築

パンコムギの葉緑体 DNA断片をクローニング

し、クローン化された断片にマーカー遺伝子 （aadA、

GFP）を付加して、パンコムギ用の葉緑体形質転換

ベクターを構築した（図 13104-1）。

c 未熟伍の培養
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上記aで得た種子 120粒を植木鉢に播種し、温室

で開花するまで育てた。開花後2週間の未熟距（合

計約 4,800個）を取り出し、培養して約 640個のカ

ルスを得た。一部のカルスから、再分化したシュー

トを馴化、鉢あげし、その個体から白殖種子を得た。

これにより、未熟目玉から種子に至るパンコムギの培

養・再分化系が確立された。

（イ） 2010年

20,000個の未熟駐を単離することを目標に、京都

産業大学のビニールハウス及び筑波の温室でアカダ

ルマを栽培した。より多くのカルスが得られるよう

に培養条件を検討し、再分化の効率についても検討

した。コムギの播種時期をずらすことにより、結果

的に目標を超える約 30,000個の未熟粧を単離・ 培

養することができた。また、カルス化率が改善され、
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図 13104-1 コムギ葉緑体形質転換ベクター

20,000個以上のカルスを得ることができた。

前年度に構築 した 3種類のプラスミドベクター

の GFPの PpsbAプロモーターを、タバコのものか

らパン コムギのものへと変更した。構築した 3種類

のうち 2種類（図 13104-lB、C）のプラスミドベク

ター DNAを、パーテ ィクルガンを用いて合計 289

回、様々な条件で撃ち込んだ。これらのカルスの培

養を継続したところ、大部分は白化したままであっ

たが、 一部のカルス上には緑色のスポットが生じた

（図 13104-2C、G、矢印）。また、蛍光実体顕微鏡に

よる観察では、カルス全体が蛍光を発するものや

（図 13104-2D、H）、局所的に蛍光が認められるもの

も存在したが（図 13104-2F）、この蛍光が導入 GFP

に由来するか、確定できなかった。カルスの培養を

さらに継続したが、選択培地常では緑色のシュート

は得られなかった。120個のカルスから DNAを抽

出し、 PCRにより GFP/aadA遺伝子の増幅を調べ

た。8個体から予想される大きさの断片が増幅した

が、 葉緑体ゲノムへ導入されたものではないと結論

された。

図 13104-2 パンコムギのカルスの実体顕微鏡象

明視野（A、C、E、G）、蛍光（B、D、F、H)
ボンバードしていないコントロールカルス （A、B)
ボンバード後のカルス （C～日）
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工考察

（ア）パンコムギ未熟圧の培養・再分化系

本課題ではまず、パンコムギのカルスから再分化

個体を効率良く得る条件を検討した。そのため、既

報で再分化効率が高いとされている品種、アカダル

マの開花後2週間の未熟距を単離し、そこからカル

スを誘導した。夏から秋にかけて温室で栽培した植

物の未熟匹を用いた当初の実験では、カルス化率が

低かったが、春から初夏にかけて野外のビニールハ

ウスで栽培した材料では、高いカルス化率（80%以

上）が認められ、植物の生育状態の影響が認められ

た。また、カルスからの再分化培地に AgN03(lOmg/ 

L）を添加したところ、カルスからの再分化効率が

飛躍的に向上し、 80%以上のカルスから生育旺盛な

緑色シュートを得られるようになった。本課題で用

いた条件で、単離に熟練を要し労力もかかる未熟匹

を無駄にすることなく、ボンバードに供することが

可能になった。

（イ）コムギ葉緑体形質転換用プラスミドベク

ターの構築とボンバードメントの条件

本課題では、適当なパンコムギの葉緑体 DNA断

片をクローニングすることにより、初年度にまず3

種類の葉緑体形質転換用ベクターを構築した（図

13104-lA～ C）。続いて次年度に、これらのベクター

のGFP遺伝子のプロモーターをタバコのものから

パンコムギのものに変更した。組換え体が得られて

いない現時点では、異種植物のプロモーターを同種

のプロモーターへ変更する効果を測ることはできな

いが、本課題のように、単子葉植物を対象とした実

験では、予期せぬ影響を排除するため、頻用される

タバコのプロモーターではなく、同種植物のものを

用いる方がより確実と思われる。本課題でカルスに

実際に撃ち込んだベクターの aadA遺伝子は、まだ

タバコの rrnプロモーターを持っている。今後この

プロモーターもコムギのものに変更することを検討

したい。

本課題では、再分化能力のあるカルスに、ボン

バードメント法で3種類のサイズの金粒子を撃ち

込んだ。粒径0.6μmあるいは 1.0μmの金粒子と、

900psi、l,lOOpsi、l,350psiの圧力の組合せで、実験

結果に大きな違いは認められなかった。しかし今

回初めて試した粒径0.12μmの金粒子はアグリゲー

ションがひどく、粒子を懸濁するバッファーなどに

改善の余地があると思われた。

オ今後の課題

本課題は当初より 2年間の予定で実施した。この

問、パンコムギを用いた培養・再分化系のノウハウ

は、我々の研究室に、ほぼ蓄積したと思われる。一

方、ボンバードメントの条件など検討すべきことが

多々残されている。未熟~fを使用する今回の方法で

は、開花後2週間のコムギを手に入れる必要があり、

常に植物材料が得られる環境を作るのが難しかっ

た。完熟伍など別の材料についても、培養・再分化

の系を確立する必要があろう。いずれにせよ、パン

コムギでは実験の結果を得るまでに相応の時聞がか

かる。この課題については長期的な取り組みが必要

である。

力要 約

葉緑体の遺伝子組換え技術には、通常行われてい

る核遺伝子の組換えに比べ、数多くの利点があるも

のの、適用できる植物種が事実上タバコなどのナス

科植物に限られているという問題がある。そこで本

課題では、この技術をパンコムギへ適用可能かどう

か検討した。そのため、培養と再分化の実験に適し

た品種（アカダルマ）を準備し、その未熟匹を大量

に（約 35,000個）単離・培養する一方、パンコム

ギ用の葉緑体形質転換ベクターを新たに構築した。

ベクター DNAを未熟匹由来のカルスへパーティク

ルガンにより合計289回撃ち込み、組換え体の選抜

を行った。カルスの培養を継続したところ、大部分

は白化したままであったが、一部のカルス上には緑

色のスポットが生じた。しかし緑色のシュートに再

分化したものは得られなかった。
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研究担当者（寺地徹＊）

(5) 閉花受粉性作物の開発

(5)-1 鱗被形成関連遺伝子の利用による閉花受

粉性イネの作出技術の開発

ア研究目的

日本で栽培されているイネの多くはきわめて白殖

性が高いが、イネの花（小花）が聞くときにおしベ

が小花の外まで伸び出て花粉を飛散させるため、1%

以下という低頻度ではあるものの、自然交雑が起き

る。花粉飛散による遺伝子組換え作物と一般作物と

の自然交雑を抑制するための技術として、さまざま

な技術が提唱されているが、イネの交雑抑制技術の

ーっとして、開花受粉性（開花せずに受粉・稔実す

る性質）が有効と考えられる。

イネの開花を引き起こす原動力となるのは「鱗被」

という花器官である。鱗被は外穎の基部にある丸く

小さな器官であるが、開花の直前から急激に膨らみ

始め、外穎を外側に押し出すため、開花が起きる（星

川 1））。鱗被は双子葉植物の花弁に相当すると考え

られ、内部の維管束に開花の直前から水が流れ込み、

膨張を起こすと考えられる。

これまで、いくつかの間花受粉性イネが報告され

ていたものの、震性等の劣悪な農業形質を伴うため、

実用には至っていなかった（Nagaoand Takahashi 

2））。一方、イネ科作物であるオオムギやコムギな

どでは、すでに閉花受粉性の品種が存在し、閉花受

粉性のオオムギでは鱗被が小さいために外穎を押し

出すことができずに、閉花性となることが示唆され

ていた（Turuspekov et al 3l）。こうした知見から、

鱗被の形態だけを変化させられれば、イネにおいて

も実用的な開花受粉性を付与することが可能と考え

られるが、鱗被形成の遺伝的機構については不明な

部分が多かった。

そこで本課題では、イネの鱗被形成の遺伝機構を

明らかにし、その知見を利用して、開花受粉性イネ

およびその作出技術を開発し、遺伝子組換えイネの

母本やベクターパーツとしての普及を図る。

イ研究方法

（ア）開花後に蔚が穎花外に抽出しているかどう

かを指標に、「台中 65号」由来突然変異体集団から

開花受粉性イネを探索し、形態特性、農業形質を解

析する。

（イ）開花受粉性イネの原因遺伝子を単離する。

また、開花受粉性の原因遺伝子の作用機作について

分子遺伝学的解析を行う。

（ウ）圃場及び人工気象室で閉花受粉性イネを栽

培し、開花性の安定性、交雑率を調査する。

（エ） OsMADS2!4のRNAiカセットを追加導入す

ることによって spwl-clsの開花受粉性を安定化させ

られるか検討する。

（オ）さまざまな変異型SPWlタンパク質の中か

ら、低温下でも安定してパートナータンパク質との

結合能が低下するものを酵母ツーハイブリッド法に

よって探索する。

（カ） MADSボックス遺伝子に関する組換え体を

作成・解析し、鱗被形成関連遺伝子を探索する。

（キ） OsMADS6やSPWJ遺伝子由来の鱗被特異的

プロモーター領域を探索し、鱗被形成関連遺伝子と

連結することによって、開花受粉化ベクターの構築

を試みる。

（ク）閉花受粉性突然変異体を栽培イネ品種に戻

し交配する。

ウ研究結果

（ア）東京大学、九州大学との共同研究により、

日本型イネ品種「台中 65号」由来の突然変異体集

団から、穎外に蔚を抽出しない閉花受粉性変異体

をl系統見出した（Yoshidaet al 4l，吉田ら 5），吉

田・長戸 6))0 この変異体では雄蕊の形態は変化せ

ず、鱗被の形態だけが変化していた（図 13105-1-

1) a spw 1-clsの鱗被は伸長して内部の維管束数が減

少しており、表面の細胞構造が内穎周縁部と類似し

ていた（鱗被の穎化）。このことから、伊wl・elsで

は鱗被が膨潤する性質を失い、開花できなくなった

ものと考えられる。また、この変異体の農業形質は

原品種とほぼ同等であった（表 13105・1-1）。

（イ）マップベースクローニングにより、この変



図13105・1・1 開花受粉性突然変異イネの外観

a.野生型 （左） および開花受粉性変異体 （右）。 b.開花受粉性イネの穎果。雄蕊（矢頭）を内部に残しながら匹乳
が発達している （矢印）。 c,d.野生型 （c）および開花受粉性突然変異体 （d）の花の内部構造。変異体では鱗被 （矢
印）が伸長している。

表 13105-1-1 開花受粉性イネ spwlelsの農業特性

到穂日数 草丈 穂数 穂長 一期i笠数 種子稔実率 一粒重
（日） (cm) （本） (cm) （見） (mg) 

台中65号 116. 1±2. 5 92. 3±2. 6 14. 6±1. 9 22. 6± 1. 3 113.1±14.8 85. 1±5. 5 20. 9±0. 7 

spwl els 116. 8±2. 0 90. 5±3. 5 13. 0±2. 4 23. 7± 1. 1 127. 9± 16. 7 84. 3±5. 7 19. 6±0. 8 
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図13105・1・2 酵母ツーハイブリッド法による、 els変異型SPWlタンパク質の結合能解析

野生型SPWl（紫）または els変異型SPWl（えんじ色）と横軸に示したタンパク質との聞の相結合能。縦軸の値
が大きいほど、タンパク質問の結合が強いことを表す。培養温度が下がるに従い、 els変異型SPWlとパートナー
タンパク質との結合が強まる。

異体の原因遺伝子は、鱗被と雄蕊の形成を制御する

クラス B MADSボックス遺伝子のひとつである

SUPERWOMANJ (SPWJ）であることを明らかにし、

この変異体を superwoman1-cleistogamy ( spw 1-cls) 

と名付けた（「cleistogamy」は「開花受粉性」の意

味） (Yoshida et al 4＞）。SPWl遺伝子は、鱗被およ

び雄蕊で発現し、 MADSボックスと呼ばれる DNA

結合ドメインを持つ転写因子をコードする。遺伝

子産物である SPWlタンパク 質は、パートナーで

ある OsMADS2や OsMADS4とヘテロ二量体を形

成して標的 DNAに結合し、機能すると考えられる

が、 spwl-cls変異体では、 SPWlタンパク質の第 45

位のアミノ酸が疎水性のイソロイシン（I)から親

水性のスレオニン（T）に変化していた（I45T変

異）。第 45位アミノ酸の周辺は、 MADSボックス

つム

タンパク質の二量体形成に関わる領域として知ら

れており、実際に酵母ツーハイブリッド法による

解析の結果、 I45T変異型の SPWlとOsMADS2や

OsMADS4との結合能は、野生型よりも低下してい

た（図 13105-1-2) (Yoshida et al 4＞）。また、この結

合能の低下は、温度依存性を示し、低温条件におい

ては結合能が上昇することが明らかとなった。この

結果は、低温条件下では spwl-clsの開花性が打破さ

れ、開花する可能性があることを示唆している。

（ウ）そこで、 spwl-clsをさまざまな条件で栽培

し、開花性の安定性を検証した。北陸研究センタ一

実験圃場での栽培では、 2006年、 2007年にごくわ

ずかな開花が観察された一方で、比較的高温であっ

た2008年には開花は全く観察されなかった。同年

に行ったモチ品種を利用した交雑試験では、対照
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spwl・els 台中65号

B 
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25。c 25。c l一部が開花
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25。c 18°C 多数が開花

図13105-1-3 出穂前の栽培温度条件による spwl-clsの鱗被形態 （A）および開花率の変化 （B)

系統の「台中 65号」では交雑が認められたのに対

し、平wl-clsでは交雑が起こらなかった。2009年

と2010年には北陸研究センターでの栽培に加えて、

全国の研究室の協力により、札幌市、つくば市、福

山市（以上 2009年、 2010年）、盛岡市、大仙市、

大崎市、糸満市（以上 2009年）でも栽培を行った。

その結果、低温年であった 2009年には福山市、糸

満市以外で開花が見られた。一転して高温年であっ

た2010年では札幌市のみで開花が見られたが、そ

の開花率は 2009年よりも低かった。この結果は、

spwl-clsの開花受粉性は環境の影響を受け、安定的

に利用するためには、栽培適地や条件を検討する必

要があることを示している。

人工気象室を用いた実験では、早川ーelsの幼穂に

対する低温処理がシビアになるに従い、鱗被の形態

が野生型に近づいた（図 13105-1-3）。特に、 spwl-

elsの出穂前 3週間のうち、合計2週間以上の低温

処理条件（24℃120℃）で開花率が高く、中でも 2

～ 3週前の連続低温処理条件では、 60%以上の開

花率を示した。一方、 spwl-clsを、出穂前4週間に

25℃以下で栽培した場合には一定の開花がみられた

が、 30℃ ・4時間を含む温度サイクルでは、開花率

が著しく抑制された（図 13105-1-3）。日中 30℃処理

をさまざまな長さで挿入したところ、 30℃の処理時

聞が増加するに従って開花率が低下し、 4時間の処

理ではほとんど開花が見られなくなった。

（エ）分子生物学的手法により、低温条件におけ

る開花の回避を試みた。野生型イネに OsMADS2

RNAiカセット（OM2i）を導入した場合、鱗被が

伸長して開花性となるが、病の裂聞が起きず、不

稔となる（Yaoet al 7l）。このことから、 OsMADS2

は鱗被の形成と蔚の発達に重要な遺伝子と考えら

れた。そこで、 spwl-cls変異体で OsMADS2の発

現を弱く抑制することによって、低温下における

SPWl-OsMADS2ヘテロ三量体の形成を阻害し、開

花性が安定化できるのではないかと考え、 OM2iを

導入した。spwl-clsにOM2iを導入した組換え体の

多くは不稔であったが、 spwl-clsよりも鱗被が伸長

し、かっ、稔実率の正常なものが数個体得られた。

冬季温室において spwl-clsを栽培すると一定の割合

で開花するのに対し、これらの系統は開花せず、後

代でも鱗被の伸長の促進および正常な稔実率を示し

た。

（オ）低温条件下における開花受粉性がspwl-cls

よりも優れた系統を作出することを目的として、

SPWJ遺伝子にI45T以外の変異を導入し、その効

果を検証したO

SPWlにランダムにアミノ酸置換を導入した遺伝

子ライブラリーを酵母で発現させ、低温下において

も、パートナータンパク質である OsMADS2/4と

の結合能が上昇しないものをスクリーニングし、 9

個の有望変異タンパク 質を選抜した （図13105-1-

4）。これらの変異箇所を導入した改変型 SPWJゲノ

ム遺伝子を構築し、 SPWJ遺伝子の機能欠失アリル

である spwl-1変異体に導入した。変異型 SPWJ遺

伝子導入系統では、パートナータンパク質との結

合能力に対応して、 4種類の形態が観察された（図

13105-1-4）。 ＃26型遺伝子を導入した系統では、冬

期間の温室栽培においても開花性が比較的安定して

いた。しかし、鱗被の形態が変化し、開花率の低い

系統では、後代においても開花率は低かったものの、

稔実率が低い傾向を示し、 実用のためにはさらに有

望変異の探索が必要である。

（カ）開花受粉化ベクタ一作出のため、鱗被形成

つム
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酵母内での OsMADS2との結合能

図13105・1-4 変異型SPWlタンパク質の性質と変異

型SPWJ遺伝子導入系統の表現型の関係

に関与する遺伝子を探索 した。まず、鱗被で高発

現することが知られていた OsMADS6遺伝子に着目

し、RNAiによって発現を抑制した組換え体（OM6i)

を作出した。 OM6i系統では鱗被が伸長して開花性

となったが、内穎周縁部の消失、穎化した鱗被の増

加、雄蕊の減少、複数の花器官の性質を持つ器官（モ

ザイク状器官）の形成、目玉珠形成不全など、花器官

形成における多くの異常を示した。 OsMADS6遺伝

子に変異を持つ突然変異体でも同様の異常が観察さ

れたことから、 OsMADS6は鱗被だけでなく多くの

花器官形成に重要な機能を果たす遺伝子であること

が明らかとなった（0 hmori et al. s＞）。

また、 RNAiによって SPWJ遺伝子の発現を抑制

させた場合、鱗被だけでなく雄蕊の形態も異常とな

るものが多かったが、一見、鱗被が伸長しながら雄

蕊が正常のように見えるものもあった。しかし、こ

れらの組換え体は不稔であったことから、単純に

SPWJの発現を抑制することによって開花受粉性組

換えイネを作出することは困難であり、 SPWlを含

むタンパク質複合体の活性レベルを精密に制御する

ことによ って、初めて実用的な開花受粉性が達成さ

れるものと考えられた（Yoshidaet al. 4＞）。

また、 SPWlのパートナータンパク 質をコード

する遺伝子のうち、 OsMADS2のRNAiでは、鱗被

が伸長し、開花性となるが不稔であり、 OsMADS4

のRNAiでは、まったく形態が変化しなかったO

RN Aiによってこれら 2つの遺伝子の発現を同時に

抑制すると鱗被と雄蕊に形態異常を生じたこ とか

ら、これら 2つの遺伝子は 鱗被と雄蕊の形成にお

B2-3-4::GFP::6T E1 :B2-3-4::GFP::6T 

図13105”1-5 OsMADS6遺伝子由来鱗被特異的プロ

モーターの例

第lイントロン由来断片である B23 4 （左）およびそ
れに CaMV35Sプロモーターのエンハンサーを付加し
たもの （右）にGFPおよび OsMADS6ターミネーター
を付加した。

いて、冗長的に機能すると考えられた（Yaoetal. 7＞）。

一方、鱗被形成を抑制することが知られている

OsMADS58遺伝子を過剰に発現させた組換え体で

は、鱗被が伸長したり病状に変化したりし、開花性

となったが、不稔であった。

これらの結果から、鱗被形成に関わる遺伝子の多

くは他の花器官形成にも関わるため、単純な発現抑

制や過剰発現では開花受粉性イネを作出できず、鱗

被特異的プロモーターと組み合わせることによって

鱗被の形態だけを変化させることが必要と考えられ

た。

（キ）そこで、鱗被で発現することがわかってい

るOsMADS6や SPWJ遺伝子由来の鱗被特異的発現

制御領域（鱗被特異的プロモーター）を探索し、鱗

被形成関連遺伝子との組み合わせにより、閉花受粉

化ベクターの構築を試みた。

OsMADS6遺伝子をさ まざまな長さに切断し、 35S

ミニマルプロモーター （－60）及びレポーター遺伝

子に連結し、発現パターンを解析した結果、第 lイ

ントロンに由来する DNA断片（B2-l、B2-3）で、

鱗被で特異的な発現パターンが観察された。さら

に、OsMADS6の第 lイントロン＋ミニマルプロモー

ターと OsMADS6ターミネーターの聞にレポーター

遺伝子を連結した系統では安定して鱗被特異的発

現が観察された（図 13105-1-5）。また、 B2-3にミニ

マルプロモーターおよびI45T型変異を持つ SPWJ

cDNAを連結してイネに導入したところ、低頻度

ではあるものの、開花受粉性個体が得られたが、後

代は不稔であった（図 13105-1-6）。不稔を回避する

目的で雄蕊への影響が少ないと期待される B2-3:

OM2iカセ ットを作成し、イネに導入したが、開花

受粉性個体は得られなかった。このことの原因とし

つム



図13105・1・6 B2-3 : SPW1145r遺伝子を導入したイ ネ

の形態

a.花の内部構造。雄蕊は正常だが、鱗被（矢印）が伸
長している。

b.登熟後の種子。開花受粉したため、内部に蔚（矢印）
が残っている。

て、プロモーターの発現特異性・再現性が低いこと

および強度不足が考えられたため、さらにプロモー

ターの改良を試みた。

OsMADS6の第 lイントロン（約 2kb）をさらに

細分化し、中央の約 500bpの断片（B2-3-4-l）をプ

ロモーターとして用いた場合に、半数以上で鱗被特

異的発現が観察された。また、 35Sプロモーター由

来のエンハンサーを付加した El: B2-3-4では、き

わめて強い発現が観察された（図 13105-1-5）。この

プロモーターを OM2iカセットと連結してイネに

導入したが、やはり OsMADS2の発現が抑制され

ず、開花受粉性個体は得られなかった。また、エ

ンハンサーを 2個に増やした増強プロモーターや、

OsMADS2の新たな RNAiトリガーを用いた改良型

ベクターも供試したが、鱗被の伸長はみられなかっ

た。これらの個体では OsMADS2の発現は抑制され

ず、このプロモーターと RNAiカセットの組み合わ

せは不適と判断した。

そこで、 E2: B2-3-lプロモーターの下流に細胞

死遺伝子（Cystein Proteaseおよび barnase：田部井

豊博士より分譲）を連結し、ベクターを構築したが、

ほとんどのカルスが褐変死し、細胞死遺伝子の発現

が抑制されたものだけが再分化したものと推測され

た。同プロモーターがカルスにおいても遺伝子発現

を誘導し、カルスの褐変死を誘導したと考えられた

ため、カルスで発現しない SPWJプロモーターを用

い、欠失シリーズを新たな鱗被特異的プロモーター

として検討した。lkbのSPWJプロモーターはカル

スでの発現は誘導しないものの、鱗被だけでなく雄

蕊での発現も誘導するのに対し、転写開始点の上流

500bp 以内まで短くしたプロモーターを用いた場合

には、鱗被と花糸での特異的な発現となることが明

らかとなった。

（キ） spwl-cls変異を検出する DNAマーカー

(dCAPSマーカー）を作成し、これを用いて、

spwl-cls変異体を極良食味品種「コシヒカリ」、実

験用品種「日本晴」、原品種「台中 65号」、飼料用

イネ品種「クサユタカ」および「夢あおば」に戻し

交配した。すべての品種について、 Bc4F1種子を得

た。また、夢あおばに戻し交配をした系統（通称「夢

あおば els」）については、 Bc2世代から白植させた

系統の中から反復親と形質の近いものを選抜し、実

験用の準同質遺伝子系統として提供するこ とが可能

となった。

工考察

spwl-cls変異体は実用的な開花受粉性イネ品種

を育成するための遺伝資源として期待されるが、

SPWlタンパク質を含む三量体形成能の低下によ

る弱い変異が原因であるため、研究当初より温度

感受性を示す可能性が考えられた。特に、穂の形

成時期に冷涼となる地域では、変異型 SPWlと

OsMADS2/4とのヘテロ二量体形成能が復帰し、野

生型と同様に開花する可能性が考えられたため、複

数年に渡って日本国内の環境の異なる地域で栽培を

行い、開花受粉性の安定性を検討した。多くの研究

室のご協力によるこれまでの栽培結果から、北海道

や東北などでは予想どおり一定の割合で開花するこ

とが明らかとなり、宅pwl-clsを安定的に利用するた

めには、開花を引き起こす詳細な条件など、さまざ

まな知見を積み重ねていく必要があると考えられ

た。また、 spwl-clsとは異なる新規開花受粉性突然

変異体の探索や、鱗被形成のメカニズムを応用し、

人為的に開花受粉性イネを作出する技術を開発して

いくことも重要であろう 。イネの鱗被形成に関与す

るOsMADS6(MFOJ) (Ohmori sl）の機能解明など、

鱗被形成機構に関わる知見は急速に蓄積してきてお

り、開花受粉性研究の加速が期待される。

一方では、 DNAマーカーを利用した通常の交配

によって、 spwl-cls変異を他の品種に効率的に導入

することが可能となった。spwl-cls変異体をさまざ

まな実用品種と交配して作出した準同質遺伝子系統

は、遺伝子組換えイネの母本としての利用はもちろ

ん、それ以外の多様な場面でも利用が期待される。

たとえば、紫黒米や赤米と言った有色素米品種、特

-295-



定の成分含量を変化させた機能性品種、あるいは原

種や原原種段階で種子の純度維持が強く求められる

品種など、花粉飛散による交雑に対して注意が必要

とされる場面への応用も考えられる。イネにおい

て、開花受粉性はこれまでになかった新しい形質で

ある。今後、さらなる研究の進展により、多様な場

面において開花受粉性イネが利用されていくことを

期待したい。

オ今後の課題

宅pwl-clsは実用的な閉花受粉性イネ作出のための

遺伝資源として期待されるが、低温条件により開花

するため、栽培地域や環境などの適用条件をさらに

詳細に把握する必要がある。これまでの研究から、

spwl-clsは出穂前3週間において、一定以下の低温

に遭遇することによって開花するが、日中の高温処

理によってこの開花が抑制されることがわかってき

た。このことは、最低気温や積算温度条件などのパ

ラメーターを組み合わせることによって、 spwl-cls

の開花／開花を予測できる可能性を示唆している。

さらなる解析を積み重ねることにより、早wl-clsの

安定的な栽培が可能となると考えられる。また、本

研究で得られた spwl-clsの準同質遺伝子系統群の特

性を確認し、実用場面での利用へと結ぴつけること

も重要である。

開花受粉化ベクターの構築については、トライア

ンドエラーによって、候補となる鱗被特異的プロ

モーターと鱗被形成阻害遺伝子に関する知見を蓄積

することができた。今後は、これらを組み合わせる

ことによって、実用的な技術へと発展させていきた

しミ。

力要約

日本型イネ「台中 65号」由来の突然変異体集団

から、開花受粉性イネ司pwl-clsを発見し、鱗被特異

的な形態異常によって閉花受粉性となることを明ら

かにした。宅pwl-clsの原因遺伝子は、鱗被と雄蕊の

形成を制御するクラス BMADSボックス遺伝子の

lつである SPWIであった。 spwl・elsの農業形質は

原品種と差がなく、実用的な開花受粉性イネである

と考えられた。この変異体では SPWI遺伝子のアミ

ノ酸置換変異により、パートナータンパク質である

OsMADS2/4とのヘテロ二量体形成が阻害されて

いた。このような変異の性質により、平wl-clsは関

東甲信越以南における通常の気象条件では開花しな

いが、東北以北などの低温条件下では SPWlとパー

トナータンパク質との二量体形成能が復帰し、その

結果、開花が起きることを明らかにした。人工気象

器や全国各地での栽培により、 spwl-clsの開花／閉

花には出穂前 3週間のうち、 2週間以上の低温が開

花に大きく影響するが、低温処理中に、日中 30℃

処理をさまざまな長さで挿入したところ、 30℃の処

理時聞が増加するに従って開花率が低下し、 4時間

の処理ではほとんど開花が見られなくなることを明

らかにした。また、OsMADS2RNAiカセットの導入、

SPWI遺伝子の改変などにより、低温による平wl-

elsの開花を抑制できる可能性を示した。

OsMADS6およびSPWI遺伝子から鱗被特異的プ

ロモーターを同定し、 OsMADS3、els変異型 SPWI、

OsMADS2 RN Ai, Cystein Protease、barnaseなどの

鱗被形成阻害遺伝子と組み合わせることによって、

開花受粉化ベクターを構築し、開花受粉性形質転換

イネのイ乍出を試みた。また、そpwl-clsを栽培イネ品

種5品種に戻し交配した。
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(5)-2 実用組換え系統における閉花受粉形質の

交雑抑制効果と農業形質への影響の評価

ア研究目的

遺伝子組換えイネの開発に当たっては、一般栽培

イネとの花粉を介する交雑を抑制する手法の開発が

極めて重要である。中央農研稲遺伝子技術研究北陸

サブチームでは、開花受粉性 （els）を有する「台

中65号」由来変異系統における基礎的知見の解明

が進み（Yoshidaet a/1l）、実用的な遺伝子組換え系

統における有用性の実証試験が必要なレベルに達

している。一方提案チームでは、トリプトファン

(Trp）高含有飼料イネの開発の中で、選抜マーカー

フリー、イネ由来遺伝子による発現カセットの構築、

ベクター配列を含まない発現カセット領域のみの導

入（Komatsuet al 2））、培養変異による想定外形質

の除去等、実用性に配慮した系統の作出も並行して

進めている。

本課題では、 Trp高含有イネ系統に対し交配によ

るels形質の導入を行い、組換えイネ系統における

els形質の安定性を調査する。また本組換え系統が

発現している Trp高含有形質をはじめ、重要な農

業形質、特に収量等への els変異の影響を評価する

ことにより、野外栽培過程でのフードチェーンへの

混入抑制技術としての有用性を評価し、 els利用の

実証を図る。

イ研究方法

（ア）イネ由来ルピスコアクチベース （RbcAc)

プロモーターの下流に、同じくイネ由来アントラ

ニル酸合成酵素αサフゃユニット遺伝子に l塩基置換

（結果的に l残基置換）を施すことにより、トリプ

トファンによるフィードパック制御が解除された

改変遺伝子 （OASAID) (Tozawa eta! 3l）及び、そ

のターミネーター領域でデザ、インされた pRbcAc::

OASAID-asalT発現カセット断片を構築する。この

発現カセット断片を、ウイスカ直接導入法を用い

たco-transformaionにより（小松・長谷川 4））、イ

ネカルス（日本晴）に導入する。最終的には、抗生

物質マーカーフリーおよびベクターパックボーンフ

リーの Trp高含有系統の作出を試みる。選抜され

たTrp高含有系統について、 els変異体イネ（「台

中65号」パックグラウド）との交配を行い、それ

らの形質の集積系統を作出する。

（イ）単因子劣性ホモで閉花性が表現型に現れる

為、 F1種子が得られた時点で速やかに隔離温室内

に播種し、幼百で elsマーカーと OASAIDマーカー

による調査を行なう。両マーカーがポジテイブな個

体を育成し F2種子を獲得する。

（ウ）低タンパク質飼料を設計する上での制限ア

ミノ酸を高含有する飼料用イネ系統を作出するた

め、上記系統に対し穂重型飼料用稲品種である「ク

サホナミ」、「モミロマン」を掛け合わせ、得られた

交配系統に戻し交配を行なっていく。

ウ研究結果

（ア）ウイスカ直接導入法を用いた co-transfor-

ma ti onによる、抗生物質マーカーフリーのトリプ

トファン高含有イネの作出

ベクター配列を持たない発現カセット配列の

DNA断片のみを、ウイスカ直接導入法を用いた co-

transformationを行うことにより、 OASAIDおよび

HPT遺伝子発現カセット（図 13105-2-1)が両方導

入された 42系統が得られた。さらに原品種に比べ

20倍以上の遊離Trpを蓄積した 13系統が選抜され、

そのうち 3系統で OASAIDとHPTの分離後代が得

られた。結果として、 pRbcAc:: OASAID-asalT発現

カセットのみが導入された有望系統が得られた。

（イ）交配による、トリプトファン高含有イネ系

統への閉花受粉性形質（els）の導入

上記有望系統（導入遺伝子はヘテロ）と els変異

体との交配により、閉花受粉形質の導入を行った。

その結果 Trp高含有系統（Tl6・1）と els変異体と

の交配種子は 32得られ、そのうち elsとOASAID

を併せ持つ 23個体の交配系統が得られた（図

13105-2-2）。さらに世代を進めながら選抜を行い、

elsとOASAIDをホモで併せ持つ T4F3世代の個体

を得た。



A pRbcAc 
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PCR primer 
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導入方法ウイスカ直接導入法

導入品種 日本晴

導入遺伝子 OASA1D（イネ由来改変アントラニル酸合成酵素遺伝子）

使用プロモーターイネ由来ルビスコアクチベース

使用ターミネーターイネ由来ASA1ターミネーター配列
選抜マーカー遺伝子 35S::HPT-nosT 

選抜薬剤ハイグロマイシン

図13105・2・1 改変遺伝子 OASAJD発現カセット（A）と選抜マーカー遺伝子HPT発現カセッ ト（B)

を用いたウイスカ直接導入用コンストラクション

1) RbcAcプロモーターの下流に改変遺伝子 OASAJDとasalターミネーター推定領域（500bp）をつ
ないだ発現カセット （A)

2) Co-transformationに使用した選抜マーカー遺伝子 HPTの発現カセット（B)
（後代で遺伝分離により、除去されている。）

els×T16-1 a・8

OASAI 

上段 dCAPSj去によるelsのジェノヲイピンク、
下段：PCRによるOASAIDの検出
＊＇まelsとOASAtDをヘテロで併せ持つ系統
＊＇まelsをヘテロに持つ系統OASAtDは持たない

図13105・2・2 Trp高含有系統と elsの交配系統の確認

（ウ）開花受粉性を持ったトリプトファン高含有

イネ系統の特性調査

上記開花受粉性形質（els）を導入した Trp高含

有イネ系統について、生物多様性影響評価項目に

沿った特性調査を行った（表 13105-2-1)。その結果、

「台中 65号」のパックグランドとの交配による、草

丈の増加が見られるものの、開花受粉性形質が導入

されたことによる種子稔実率の低下や種子重量、遊

離 トリ プ トファン含量への影響は見られなかった

（表 13105-2-1）。 T4F3種子の遊離ト リプトファン含

量は、原品種（日本晴）の約 42nmoL/gDWに対し、

約 2,700～ 5,500nmoL/gDWと高含有を維持して

いた（表 13105-2-1）。これらの系統を隔離温室また

は特定綱室で生育させた個体で、開花受粉性を調査

した結果、 elsホモの系統ではあるものの、開花受

粉性を示す個体と示さない個体が認められた。

（エ）飼料用稲品種への開花受粉性形質（els）と

Trp高含有形質の導入

開花受粉性形質（els）を導入した Trp高含有イ

ネ系統の Fz種子を播種し、幼苗で OASAJDとels

の存在を調査し、導入した OASAJDを保持しつつ

elsホモの個体を選抜した T3F2個体に対して、実用

飼キヰ稲品干重である「クサホナミ」または「モミロ

マン」との交配により、 F1雑種を作出した。また、

それらの個体に戻し交配を行い、 elsマーカーと

OASAJDマーカーによる選抜を行った結果、 FzBC1

世代が得られた（図 13105-2-3）。

工考察

（ア）ウイスカ直接導入法を用い た co-

transformationによる、抗生物質マーカーフリーの

トリプトファン高含有イネの作出

ウイスカ直接導入法のメ リットとして、ベクター

配列やボーダー領域の入らない、発現カセッ ト領

域のみの導入が上げられる（図 13105-2-1)。また、

ベクター配列がない事で、ゲノム配列との相同領

域の頻度が落ちることで、導入コピー数の抑制に

も繋がると考えられている 2）。加えて本課題では、

フィードパック制御が解除された改変遺伝子である

OASAJDの発現カセッ トと、抗生物質耐性選抜マー

カ一発現カセッ トを、それぞれ独立の DNA断片と

して co-transformationすることで、後代において

抗生物質マーカーカセッ トのみが分離した個体の選

抜を試みた。その結果、独立の 3系統で トリ プ ト

ファン高含有特性を維持しつつ、抗生物質マーカー

フリーの系統が選抜された。この条件を満たす後代

分離系統の作出頻度がまだ低いものの、 一定の割合

で作出が可能であるならば、今後、利用する場面も

増えていくと考えられる。
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表 13105”2・1 開花受粉性を持ったトリプトファン高含有系統の

T4F3世代での特性調査（各系統5～ 10個体の平均値）

系統名
分げつ数 11穂籾数 種子稔性 遊離Trp含量

(cm) （本）（個）

1a 12 x els I 88.7 5.4 71 

山 1a-1 I 105.8 6.3 198 

els×1a・3 92.0 4.0 148 

els×la・5 90.3 4.6 141 

clsx1a 8 84.6 6.0 142 

1a・1 85.5 7.5 122 

1a 3 79.6 9.1 127 

1a-8 75.3 6.5 85 

日本晴 85.2 7.6 111 

日本晴OASA1D直接導入系統
pRbcAc::OASA 1 D asa 1 T断片導入

TzF1個体
(2007年度）

TJF2i固体
(2008年度）

（%） (mg) 

69.0% 19.4 

75.8% 18.1 

75.7% 23.6 

77.3% 21.5 

67.6% 18.1 

64.1% 18.0 

70.1% 20.0 

48.2% 19.4 

77.5% 19.0 

台中65c/s変異体

（開花性系統）

F，個体
(2008年度）

(nmol/gDW) 

4661.7（×110) 

2772.0 （×65) 

5551.2 （×131) 

3806.4 （×90) 

4062.7 （×96) 

3226.1 （×76) 

3934.5 （×93) 

2885.7 （×68) 

42.4 （×1) 

クサホナミ
モミロマン

FzBC1個体
(2009年度）

図13105・2-3 開花受粉性を持ったトリプトファン高含有系統と飼料イネ品

種 「クサホナミ」又は「モミロマン」との交配雑種の作出

（イ）開花受粉性を持ったトリプトファン高含有

イネ系統について

開花受粉性形質（els）を導入したト リプトファ

ン高含有イネ系統について、隔離温室または特定網

室で生育させた個体で、開花受粉性を調査した結果、

elsホモの系統ではあるものの、開花受粉性を示す

個体と示さない個体が認められた。このことについ

て温室環境で個体が受ける積算温度との関係が、吉

田らにより本成果集別頁で示唆されている。今後、

トリプトファン高含有特性を持つ els導入イネ系統

が、安定的な開花受粉性を示すか否かについては、

野外隔離圃場での栽培試験での調査、検討が必要で

あると考える。

オ今後の課題

（ア）ウイスカ直接導入法と co-transformationの

組合せによる、後代遺伝分離を利用した選抜マー

カーフ リー系統の作出頻度を向上させるため、 導入

時の 2つの発現カセット断片の DNA濃度のバラン

ス等について、検討を行っていく必要がある。

（イ）開花受粉性（els）を導入した Trp高含有イ

ネ系統について、安定的な開花受粉性を示すか否か

については、野外隔離圃場での栽培試験での調査お

よび検討が今後必要である。

力 要 約

ウイスカ直接導入法を用いた co-transformation

による、抗生物質マーカーフリーのトリプトファン

高含有イネ系統を獲得した、それらに対し開花受粉

形質（els）を交配により導入し、 elsとOASAJDを

併せ持つ T3F2を選抜した（図 13105-2-2）。さらに

T4F3に世代を進め、 elsをホモで持つ個体について、
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草丈、分げつ数、 l穂籾数、種子稔性等の特性調査

および種子における遊離 Trp含量を調査した。そ

の結果、開花受粉性形質が導入されたことによる影

響は認められなかった。また、種子における遊離ト

リプトファンは、高含有を維持していた（表 13105-

2-1)。それらの個体を育成し閉花受粉性を特定網室

にて調査した結果、 elsホモの系統ではあるものの、

開花受粉性を示す個体と示さない個体が認められ

た。さらに、これら T3F2個体と実用飼料用稲品種

である「クサホナミ」、「モミロマン」との交配によ

り、 F1雑種を作出した。この F1雑種と「クサホナ

ミ」、「モミロマン」をそれぞれ戻し交配した FzBC1

個体を最終的に得た。

キ引用文献

1) Yoshida H. eta! (2007). superwoman]-

cleistogamy, a hopeful allele for gene containment 

in GM rice. Plant Biotechnol. J. 5 : 835-846. 

2) Komatsu, A. et al (2006). Transgenic rice 

for animal feed with high tryptophan content 

generated by a selectable marker-and vector 

backbone-free technology. Plant Biotechnol. 23 

(1) : 39-46. 

3) Tozawa, Y. et al (2001). Characterization of 

rice anthranilate synthase alpha-subunit genes 

OASAl and OASA2. Tryptophan accumulation 

in transgenic rice expressing a feedback-

insensitive mutant of OASAl.Plant Physiol. 126 

(4) : 1493-506. 

4）小松晃・長谷川久和（2012）.形質転換プロト

コール［植物編］（イネの形質転換プロトコール：

ウイスカ超音波法）化学同人. 3-17. 

研究担当者（小松晃ぺ大島正弘）

(5）・3 低温耐性開花受粉性突然変異イネのスク

リーニング法の開発

ア研究目的

開花受粉性突然変異イネ（Yoshidaet alり
（早川ィJs）では鱗被形成に関与する遺伝子に変異が

あり、生成したタンパク質と相互作用するタンパク

質との結合能が低下すること、および20℃以下で

はこの結合能が復活することが明らかにされてい

る。したがって、 20℃以下ではこの変異体は開穎す

る可能性があり、事実、温度履歴を主な要因として

開穎する現象が観察されている。このため、イネの

成育過程で遭遇する低温域の環境条件を履歴しでも

開穎しない変異体の作出が望まれている。本研究課

題の目的は、新たに作出される閉花受粉性変異体が

低温生育履歴でも開花しないことを検定できるスク

リーニング法を開発することにある。

イ研究方法

（ア）東北農研センタ一所有の温度勾配チャン

パー（約 18℃～ 25℃までの温度勾配を形成できる

自然日長・自然光型）において幼穂形成開始期以

降、冷温から常温域までの異なる温度履歴温度で生

育させ、 spwl-clsと夢あおば els、および新たに解

析に加えた北陸 193号突然変異体の開花反応を解析

した。

（イ） elsの東北地域での開花情況を把握する目的

で、夏期に冷涼なやませ気象の襲来を受けることの

ある岩手県盛岡と宮城県古川の画場での開花状況

と、夏季に高温に冷温の襲来を受けることのほとん

どない東北地方の日本海側の秋田県大仙や山形県庄

内での圃場での開花状況を調査した。

ウ研究結果

（ア）夢あおば elsでは、出穂前 3週間の平均気

温が24℃以上であると開花率は 0%に近づいた（図

13105-3-1、2）。 spwl-clsでは、出穂前3週間の平均

気温が25℃以上であると開花率は 0%となった（図

13105-3-3）。北陸 193突然変異体は、生育温度履歴

に依存せず開花しないことが観察された（図 13105-

3-4）。

（イ）やませ気象の襲来を受けることのある太平

洋側の盛岡および古川のみならず、日本海側の大

仙および鶴岡においても、一定割合で開花したo

spwlclsは18.7%～29.6%の開花率であり、夢あお

ばelsは18.l%～ 32.9%の開花率であった。大仙冷

水田での伊wlclsの開花率は 81.8%と高かった。

（ウ）幼穂形成期以降の温度勾配チャンパーでの

生育により、温度履歴による開花反応が解析でき、

低温耐性開花性イネのスクリーニングが可能である

ことが証明された。
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図 13105-3・1 温度勾配チャンパーでの平均気温と夢

あおばelsの開花率の推移
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図13105・3・3 spwl els全穂の開花率の分布と近似曲

定患

エ考察

（ア）現在の els系統は、東北地域では一定程度

の開花は避けがたい。温度勾配チャンバーでの実験

から、出穂前3週間の平均気温が25℃以上である

と開花率はほぼ0%となることから、夏期の平均気

温が25℃以上となる地域では閉花となることが予

想された。

（イ）北陸 193突然変異体は、履歴温度に左右さ

れずに開花であるが、今後さらに検討が必要である。

オ今後の課題

北陸 193突然変異体は、ほぼ完全開花受粉性突然

変異イネであるので開花の形質の利用が期待される

ので、今後さらに検討が必要である。

100 

図 13105-3・2 夢あおば els全穂の開花率の分布と近

似曲線

吋JnunununununU
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図13105-3・4 北陸 193突然変異体全穂の開花率の

分布

力 要 約

（ア）温度勾配チャンパーを利用することで、新

たに開発される低温耐性開花受粉性突然変異イネの

スク リーニングが可能である。

（イ）現有の els系統は、出穂前 3週間の平均気

温が25℃以上であれば開花率はほぼ0%であること

が実証された。北陸 193突然変異体は、生育温度履

歴に依存せず開花しないことが実証された。

キ引用文献

1) Y o s h i d a • H . et al ( 2 0 0 7 ) . supen干omanl-

cleistogamJ乙ahopeful allele for gene containment 

in GM rice. Plant Biotechnology Journal. 5 : 835-

846. 
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研究担当者（小池説夫＊）

(5)-4 東北以北向け開花受粉性稲の特性評価

ア研究目的

2007年に閉花受粉性をもっイネ突然変異体

(spwl-cls変異体）の発見と、その原因遺伝子の解

明が報告された（Yoshidaet af 1））。遺伝子組換え農

作物と一般農作物との交雑を抑制するために開花受

粉性を活用して、遺伝子組換えイネの実用品種の開

発につなげることが期待されている。

本課題では、北海道イネ系統の突然変異集団か

ら新たな閉花受粉性変異体の選抜を試みる。また、

spwl-cls変異保有系統を北海道で栽培し、北海道に

おける spwl-cls変異による開花受粉性の安定性を検

証する。

イ研究方法

（ア）北海道向きの新規需要米用極多収イネ品種

「きたあおば」の EMS処理突然変異 M2集団（計約

20,000個体）を温室ならびに圃場で栽培し、新たな

開花受粉性変異体の選抜を行った。

（イ） spwl-cls変異体、夢あおばels（東北中南部、

北陸および関東以西向きの飼料イネ品種「夢あおば」

に早川－els変異を導入）ならびに北陸 193号変異体

（北陸・関東以西向きの多収米品種「北陸 193号」

の開花受粉性突然変異体）を北海道の一般的な圃場

条件で栽培し、開花率を調査した。また、 spwl-cls

変異保有系統の閉花受粉性に対する生育温度の影響

を明らかにするため、 spwl-cls変異体および夢あお

ば elsの2系統について、 10日おきに 3回播種し、

播種50日後から温室、網室の 2か所に移して、異な

る温度条件で栽培した上で、その開花率を調査した。

（ウ）新たに選抜したきたあおば閉花受粉性突然

変異体ならびに既存の閉花受粉性変異体 （spwl-cls

変異体ならびに北陸 193号変異体）について、低温

条件（昼25℃／夜 19℃）における開花受粉性を調

査した。

（エ） 「きたあおば」の EMS処理は中央農研稲

遺伝子技術研究北陸サブチームに依頼した。また、

司pwl-cls変異体、夢あおば elsおよび北陸 193号閉

花受粉性変異体の種子は同サブチームから提供を受

けた。

ウ研究結果

（ア）きたあおば開花受粉性変異体候補を 3系統

選抜した。変異体Aは原品種と比較して短稗、短穂、

短粒であり、原品種とは形態が大きく異なっていた。

変異体Bは原品種に近い草姿を示したが稔実歩合

が低かった。変異体Cの稔実歩合は5割程度であっ

たが、梓長・穂長・粒型はほぼ原品種並であった。

（イ）北海道の一般的なイネ栽培条件において栽

培した場合、 spwl-cls変異を保有する系統の開花

率は 45,4～ 70.1%であったのに対して、きたあお

ば変異体 Aならびに北陸 193号変異体の開花率は

ともに 0.7%であった（表 13105-4-1）。また、平wl-

els変異の開花率に対して影響が大きい出穂前 21～

表 13105・4-1 圃場における開花率調査結果 （2010年）

出穂期
出穂前

稔実率 開花率
品種系統名 平均気温＊ 備考

（月日） （℃） （%） （%） 

きたあおば変異体A 7.26 20.3 70.6 0.7 新規選抜変異体

きたあおばels 7.28 20.7 85.4 70.1 spw1・els変異を導入

きたあおば 7.26 20.3 92.5 99.6 原品種

spw1・els変異体 8.26 23.5 90.4 55.6 変異体

台中65号 8.23 23.1 93.9 98.2 原品種

夢あおぱels 8.15 21.9 93.6 45.4 spw1・els変異を導入

夢あおば 8.17 22.5 94.9 99.4 原品種

北陸193号変異体 9.03 22.4 48.7 0.7 新規選抜変異体

北陸193号 8.31 22.7 82.2 76.4 原品種

1）出穂前平均気温は各系統出穂期前 21～7日の平均気温を表す。
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7日の平均気温と、 spwl-cls変異体および夢あおば

elsの開花率との関係を図 13105-4-1に示した。いず

れの系統も出穂前平均気温が低くなるにしたがって

開花率が高くなる傾向が認められた。

（ウ）人工気象室（昼 25℃ ／夜 19℃）における、

開花受粉性変異体および原品種の開花率を表 13105-

4-2に示した。spwl-cls変異体やきたあおば els系統

では開花が認められたが、きたあおば変異体の 3系

統および北陸 193号変異体はともに完全な閉花性を

示した。その一方で、きたあおば変異体の稔性は低

く、稔実率はO～ 4割程度であった。同様に北陸

193号変異体も 5割程度の稔実率を示した。

90 
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出穂前21～7日の平均気温 （℃〉

図13105-4・1 spwl els変異保有系統の開花率と出穂

前平均気温の関係

1）企はspwl-cls変異体、 ．は夢あおばelsを表す。

エ考察

生育時の気温が低下することにより spwl-cls変異

保有系統の開花率が高くなることが改めて示され

た。spwl-cls変異保有系統は記録的な高温年であっ

た2010年においても北海道の圃場条件では 4割以

上開花したことから、北海道では少なからず開花す

ると考えられた。

新たに得られたきたあおば変異体は、 spwl-cls

変異体とは異なり、低温条件下でも開花しない可能

性が示唆された。きたあおば変異体は、不稔が多い

欠点はあるものの、北陸 193号変異体とともに温度

非感受性の開花受粉性遺伝子源として期待できる。

オ今後の課題

新たな変異体の低温生育条件における開花性を よ

り詳細に調査するとともに、不稔などの不良形質と

の連鎖の有無を確認する必要がある。また、開花受

粉性変異遺伝子を同定し、開花受粉性マーカーの開

発や開花性機構の解明を行う必要がある。

力 要 約

北海道の新規需要米用極多収イネ品種「きたあ

おば」の開花受粉性突然変異体候補（きたあおば

変異体）を 3系統選抜した。既存の開花受粉性変

異 spwl-cls保有系統は北海道の一般的な栽培条件で、

は4～ 7割開花し、生育温度が低下すると開花率が

高くなる傾向が認められた。低温生育条件において

spwl-cls保有系統は開花した一方で、きたあおば変

表 13105-4・2 人工気象室における開花率調査結果 （2010年）

出穂日 稗長 穂長
一穂

稔実率 開花率
品種系統名 粒数

（月．日） (cm) (cm) （粒） （%） （%） 

きたあおば変異体A 11.18 62 14.8 63.3 36.3 2.7 

きたあおば変異体B 11.12 74 17.6 103.5 0.2 0.0 

きたあおば変異体C 11.06 84 21.6 239.6 37.3 0.0 

きたあおばels 11.12 74 16.6 116.4 75.0 18.2 

きたあおば 11.03 84 20.8 189.4 89.8 99.7 

spw1・els変異体 12.21 86 19.0 88.2 87.0 67.6 

台中65号 12.22 87 18.2 75.1 86.5 99.3 

北陸193号変異体 12.31 51 14.7 79.3 51.9 0.0 

北陸193号 12.26 66 22.4 111.3 89.0 96.0 

1) 9月 8日播種。栽培温度条件：昼 25℃／夜 19℃。
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異体は完全開花性を示したことから、きたあおば変

異体は温度非感受性の閉花受粉性遺伝子源として有

望であると考えられた。

キ引用文献

1) Yoshida et al (2007). superwomanl-cleistogamy, 

a hopeful allele for gene containment in GM rice. 

Plant Biotech. J. 5 : 835-846. 

研究担当者（黒木慎＼清水博之、佐藤裕）

(6) 新規閉花性突然変異イネの選抜と特性解析

ア研究目的

遺伝子組換え農作物等と既存品種との共存のため

に、交雑による遺伝子の混入を抑制する必要がある。

イネは自家受粉性植物に分類されるが、風媒による

飛散花粉によってわずかながら他家受粉をすること

が知られている。そこで、開花受粉性のイネが開発

できれば交雑抑制技術の一つになるものと考えられ

る。また、このようなイネは遺伝子組換えイネでの

利用にとどまらず有色素米品種、いもち病抵抗性準

同質遺伝子系統（マルチライン）、機能性米品種な

どでの品種純度の維持にも有効と考えられる。

これまでに台中 65号を母本とする開花受粉性突

然変異 spwl-clsを九州大学および東京大学との共同

研究で選抜し、これがSUPERWOMANJ遺伝子のア

ミノ酸置換突然変異であることを明らかにしてき

た。この早川－elsは、ほぼ完全な閉花受粉性を示し

ながら、品質、収量、その他生育特性にほぼ影響の

ない優れた開花受粉性突然変異であるが、低温を経

験するような栽培条件では開花がみられることが明

らかになった。早川－elsでの温度依存性は閉花受粉

性をもたらすその分子機構から避けがたいものであ

ると考えられるため、本研究では spwl・elsとは異な

る新たな突然変異の獲得を目指した。

イ研究方法

突然変異を誘発するためにイネ種子（飼料用品種

「たちすがた」、「モミロマン」）に O.lM EMS処理

を行った（FAO/IAEA i）、天野 2））。これらの EMS

処理種子は個体別に栽培し（Ml世代）、各個体か

らl穂を採種して供試用の M2種子とした。同様に

して当研究チームで EMS処理・探種し、ストック

してあった「コシヒカリ」 M2種子とともに、採種

した各穂から 5～ 10粒を採種し、これを品種別に

混合し、 M2個体の集団栽培を行った。

「コシヒカリ」 M2集団は 2年間で約 18,000個体、

「たちすがた」 M2集団は約 10,000個体、「モミロマ

ン」 M2集団は約 15,000個体の栽培を行った。栽培

は中央農研高田圃場での「コシヒカリ」の標準栽培

に準拠し、開花期に各個体の開花状況を確認した。

栽培圃場で選抜した開花受粉性突然変異候補個体

は、温室に移し、花器構造、種子稔性を調査し、ま

たその一部は温室内で冬季の開花も観察した。種子

稔性や生育に問題がない個体は、採種して翌年以降

に圃場栽培を行い、詳細な調査を行った。

「北陸 193号」 y線突然変異は中央農研低コスト

稲育種研究北陸サブチームから分譲された。この突

然変異系統は「北陸 193号」種子に農業生物資源研

究所放射線育種場で、y線照射（240Gy）を行い、難

脱粒性をめざして Ml世代は集団栽培・採種、 M2

世代から個体選抜と系統栽培を繰り返したもので、

M4世代個体およびMS世代個体を閉花受粉性候補

として分譲された。

各系統の開花／開花の判定は、穂揃い期に出穂が

完了した穂を無作為にサンプリングし、大型のライ

トボックスを使用して穎花内に荷が残留しているか

どうかで、行った。開花率は穂ごとに開花穎花数／そ

の穂の全穎花数× 100で算出し、系統内で平均値を

取った。登熟歩合は、穂ごとに収穫し、籾すりをし

て得た玄米を、基準となる目の簡で選抜し、残った

精玄米数を l穂の全籾数で除して算出した。また、

最長梓長は地際から最長梓の穂首までを計測した。

ウ研究結果

（ア）閉花受粉性候補系統の選抜

一般に閉花性個体は花器の異常を伴うことが多

く、また不稔であることも多い。また穎の形態異常

の場合には玄米の登熟不良や玄米品質の著しい低下

となることも多い。そこで本課題では穎花の明確な

形態異常を伴わない開花性個体を選抜した。これま

でに嬢性個体や出穂異常突然変異などでの開花性も

知られているが、このような突然変異系統は実用的

育成系統としての価値がないため本課題では除外し

た。完全な開花性突然変異は出現頻度が低いと考え、

圃場選抜では明白に開花率が下がっている個体を選
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抜し、後日の温室栽培、翌年以降の系統栽培でさら

に選抜を加えた。

「コシヒカリ」 M2集団は 2年間の選抜を行った。

初年度は約 9,000個体を供試して圃場観察で2個体

KMT-08c、KMT-09cを選抜し、次年以降の開花性

および生育特性の調査を行った。2年目は約 9,000

個体を供試して圃場観察で6個体を選抜したが、す

べて不稔個体であったため廃棄した。

「たちすがた」 M2集団では約 10,000個体を供試

し、圃場観察で開花性突然変異候補 53個体を選抜

した。圃場栽培後に継続した温室栽培でこれらは

様々な程度で開花性を示したが、これらのなかでも

閉花率が低い 4個体を選抜した。翌年の圃場栽培で

これらを系統栽培したところ、このうちの 2系統で

は多くの開花が見られたためこれらは廃棄し、開花

率の低かった 2系統 TMT-Cl7、TMT-C27を選抜

して翌年以降の調査に供試した。「モミロマン」で

は約 15,000個体を供試し、圃場観察で 11個体の開

花性候補個体を選抜したが、これらはすべて完全不

稔であったため廃棄した。

「北陸 193号」 y線突然変異個体は M4世代個体

およびM5世代個体をポット栽培で開花状況と生育

を観察したところ、両世代の個体とも開花が見られ

ず、また共に生育にも大きな異常はみられなかった

ため、 Hl93mtとして次年以降の特性調査に供試し

た。

（イ）変異体の特性調査

中央農業総合研究センター北陸研究センター（新

潟県上越市）において栽培試験を行った 3年間のう

ち、 2008年、 2010年の夏季は高温、 2009年の夏季

は低温で推移した。既存の閉花受粉性イネであり、

温度感受性がある spwl-clsは、 2009年のみ水田栽

培にて開花が確認された。

KMT系統の開花率を表 13106-1に示した。3年

間の調査では KMT-08c、KMT-09cともに親品種の

コシヒカリよりも低い開花率を示した。また、両系

統の穎花に形成される鱗被に形態的な異常は観察さ

れなかった。

KMT-08cは形態的に親品種のコシヒカリと差

異があり、葉が細く、少し巻く 。開花率は年次間

で変動し、高温年であった 2008年、 2010年では

18.5%、6.3%と低く、低温年であった 2009年は

40.7%と上昇した。また、穂内で枝梗の先端から 2

番目に位置する穎化や、二次枝梗の穎花といった、

いわゆる弱勢穎花が特に開花しやすい傾向にあっ

た。

KMT-09cは開花率の年次聞の変化が小さく、 3

年間で 25.4%、18.9%、23.0%と比較的安定していた。

この系統では、親品種と明確な形態の差異は観察さ

れなかった。

TMT系統の開花率及び登熟歩合を表 13106-2に

示した。 TMT-Cl7は開花率が32.1%と親品種であ

るたちすがた（79.8%）に比べて低かったが、登熟

歩合が32.4%と低かった。また、開花した穎花がそ

の後も閉穎しないものや、穎花が変色して枯死する

ものが多く観察された。TMT-C27は0.6%という

著しく低い開花率を示し、登熟歩合は 60.2%であっ

た。この系統は親品種に比べて出穂が1週間程度遅

かったが、草型に異常は見られなかった。また、両

系統とも鱗被の形態に異常は無かった。

Hl93mtの出穂日、最長稗長および開花率を表

13106-3に示した。Hl93mtは親品種の北陸 193号

に比べて出穂が約 1週間遅く、最長梓長も短かった

ほか、濃緑で直立した葉を展開した。開花率は親品

種の北陸 193号（86.4%）に比べて 0.4%と著しく

低かった。

エ考察

この課題で選抜を目指した閉花受粉性突然変異

は、開花時において個体ごとに明確な形質発現があ

表 13106-1 コシヒカリ由来の開花受粉性突然変異体の開花率

系統名 2010年開花率（%） 2009年開花率（%） 2008年開花率（%）

KMT-08c 6. 3 ± 6. 5 n=20 40. 7 ± 10. 4 n=20 18. 5 ± 9. 6 n=60 

KMT 09c 23. 0 ± 10. 6 n=20 18. 9 ± 6. 6 n=20 25. 4 ± 8. 6 n=30 

コシヒカリ 89. 7 ± 6. 1 n=20 91. 3 ± 2. 7 n=lO 

平均値± S. D. n＝調査穂数 開花率＝開花判定された穎花／1穂の全穎花× 100

開花／閉花の判定はライトボックスを使用して穎花内に蔚が残留しているかどうかで判定
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表 13106・2 たちすがた由来の開花受粉性突然変異体の開花率と登熟歩合

系統名

TMT C17 

開花率（%）

32. 1 ± 12. 70 n=20 

登熟歩合（%）

32.4 ± 4. 52 n=lO 

TMT-C27 0. 6 ± 0. 58 n=20 60. 2 ± 10. 30 n=lO 

たちすがた 79.8 土 9. 08 n=20 85. 6 土 2. 36 n=lO 

平均値土 S.D. n＝調査穂数

開花率＝開花判定された穎花／1穂の全穎花× 100

登熟歩合＝ 1. 8mm目の簡で選抜した精玄米数／1穂籾数× 100

開花／閉花の判定はライトボックスを使用して穎花内に荊が残留しているかどうかで判定

表 13106-3 北陸 193号由来の閉花受粉性突然変異体の出穂日、最長梓長と登熟歩合

系統名 出穂、日 最長稗長（cm) 開花率（%）

8/1 80. 2. 8 
Hl93mt n=lOO ± n=lOO 0. 4 ± 0. 52 n=20 

2 4 

8/1 85. 2. 2 86. 10. 9 
北陸 193号 n=20 ± n=20 ± n=20 

7 8 4 

平均値± S. D. n＝調査数 開花率＝開花判定された穎花／1穂の全穎花 ×100

最長稗長は地際から最長稗の穂首までを測定

開花／開花の判定はライトボックスを使用して穎花内に蔚が残留しているかどうかで判定

る形質での突然変異であり、また本研究課題では不

稔性あるいは致死性の突然変異は選抜の対象として

いない。そこで、本研究では、突然変異集団各個体

から少数の種子を採種し、これらを混合栽培し、圃

場で個体別に開花性を識別し選抜する方法により、

できるだけ多数の変異を調査することを目指した。

3年間の選抜では、将来の実用的な利用を想定し

て、形態・栽培特性ができるだけ正常に近いものを

選抜することとした。特に、籾の形態および花器形

態が異常を呈して、その結果として閉花性となって

いると考えられるものは選抜から除いた。形態異常

を伴う開花性突然変異の多くは不稔だった。顕著な

形態異常を伴わない開花性突然変異でも不稔のもの

が多かった。また、選抜のための l次スクリーニン

グで開花性であったものの、 2次スクリーニングで

は開花の見られる突然変異もあり、これらは本課題

では選抜しなかったものの、開花特性に関する突然

変異も存在すると考えられた。

「コシヒカリ」、「たちすがた」、「モミロマン」の

突然変異集団それぞれ約 9,000個体～ 15,000個体か

らの選抜を行ったところ、様々な程度の開花性示す

突然変異が見つかった。一応の選抜基準として複数

年の調査通して 20～30%以下の開花率を呈する突

然変異をスクリーニングした結果、「コシヒカリ」

で2突然変異、「たちすがた」で2突然変異が得ら

れた。突然変異獲得率は「コシヒカリ」でそれぞれ

1.1× io-4、「たちすがた」で 2.0× 10-4だった。

宅pwl-clsの開花受粉性機構は鱗被の機能低下によ

るものだった（Yoshidaet al 3l）。この突然変異で

は鱗被の形態異常によって開花性が呈された。本課

題で得られた 5突然変異では、いずれの場合も鱗被

の形態は正常であり、それにもかかわらず閉花性を

呈していた。また、同じ穂の中で開花した穎花と開

花しなかった穎花の間で、鱗被を含めてそれぞれの

花器に形態の差異は認められなかった。したがって

いずれも早川－elsとは異なった機構によって開花抑

制が起こっていると考えられる。このため平wl-cls

でみられた開花性の環境反応と同じ反応がこれらの

突然変異でも見られることはないと期待できる。

本課題で得られた突然変異は原品種と比較して、

開花受粉性以外にも出穂期や種子稔性、草姿等に変

異が見られるものが多い。これらの変異が開花性を

起こしている原因遺伝子の多面的な発現であるか、

または随伴する別の突然変異によるものかの調査が

必要である。
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オ今後の課題

本課題では開花率が著しく低下した 5つの突然変

異が得られた。しかしながらそれぞれの閉花性につ

いて圃場での調査期間は 2～3年であり、また調査

環境も限られている。このためそれぞれの閉花受粉

性の特性を確認し、さらにその閉花受粉性遺伝子原

としての有効性を評価するために圃場での調査を継

続し、また spwl-clsについてその開花性の確認のた

めに北海道から沖縄まで、の試験地で、栽培試験を行っ

たように、さらに多くの異なった栽培環境での調査

が必要である。

また本課題で得られた閉花受粉性突然変異系統で

は開花性以外の形質に変異が見られる。これらの形

質が開花性の原因遺伝子によるものか、または随伴

突然変異によるものかを確認するために原品種との

戻し交配等による確認が必要である。これらがもし

随伴突然変異によるものであれば、戻し交配の後代

での遺伝分離による除去を行う必要がある。

力要約

突然変異原 EMS処理を行った「コシヒカリ」、「た

ちすがた」からそれぞれ2系統、またy線照射を行っ

た「北陸 193号」後代から l系統、計5系統の開花

受粉性突然変異を得た。これらは栽培年次での変動

はあるものの 3年間の調査の範囲では 0.4%～40%

の開花率だった。これらの系統での開花受粉性機構

および原因遺伝子は先行研究で得られた早川－elsと

は異なると考えられる。

キ引用文献

1) F AO/IAEA (1977). Technical Reports Series 

No. 119. Manual on Mutation Breeding. 283pp 

FAO/IAEA. 

2）天野私信

3) Yoshida, H. et al. (2007). superwoman｝・cleis・

togamy, a hopeful allele for gene containment in 

GM rice. Plant Biotechnol J 5 : 835-846. 

研究担当者（矢頭治、大森伸之介ぺ吉田均）

(7) 大豆の閉花受粉性に関する研究

ア研究目的

大豆は自殖性作物であるが、花粉媒介昆虫により

花粉が運ばれることがあり、組換え体の遺伝子が拡

散する危険性がある。高緯度地方の大豆在来種の中

には、事から花弁を抽出させることなく受精する開

花受粉性の系統が見いだされており（Takahashiet 

al. u）、それらの材料では遺伝子拡散の可能性は低

い。そこで、幅広い大豆遺伝資源について開花受粉

性を評価するとともに開花受粉性の詳細な遺伝機構

を明らかにし、 markerassisted selectionとmap-

based cloningの系を構築する。

イ研究方法

（ア）閉花受粉性遺伝資源の探索

北海道、東北、九州、ロシア、スウェーデン、カ

ナダ、北朝鮮の合計34品種・系統を作物研（つく

ば市、 6月13日播種）および北海道大学（札幌市、

6月7日播種）で圃場栽培し、開花（受精）始～開

花始6日後に受精した花の開花率を調査した。また、

韓国、中国南部、ベトナム、ミャンマー、インドネ

シアの大豆遺伝資源 56系統の開花受粉性を作物研

圃場で調査した。

（イ）閉花受粉性の QTL解析

SSRマーカーおよび AFLPマーカーによってゲ

ノム全域の QTL解析を行い、開花受粉性を支配

する主要な QTLを明らかにする。開花受粉性の

樺太 l号と開花性のトヨスズとの F2集団（120個

体）を圃場で栽培し、閉花受粉性（閉花0、中間 l、

開花 2）を調査した。 SSRマーカーと AFLPマー

カーを用いて多型解析を行って MAPMAKERI 

EXP. ver. 3.0で連鎖地図を作成し、マーカーの遺

伝子型と閉花受粉性との聞に関連があるかどうかを

MapQTL4.0を用いて Kruskal-Wallis法（有意水準

0.5%）によって分析した。

（ウ）閉花受粉性の分離集団と準同質遺伝子系統

の育成

開花受粉性の分離家系を自殖し、分離集団と準同

質遺伝子系統の育成を進める。

ウ研究結果

（ア）開花受粉性遺伝資源の探索

極早生上春別（北海道東部）と Savernaya4（シ

ベリヤ）は作物研でも北大でも全ての花が開花受

精した（表 11307・1）。青森 L145（東北）および樺

太 l号（樺太）も開花受精率が高かった。これら
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表 13107・1 大豆品種・系統の開花始から開花6日後までの累積開花率

開花率（%）

No 系統名 原産地 つくば 札幌市

1 極早生上春別 北海道 。。 0.0 

2 樺太 1号 ロシア 。。 4.3 

3 奥原 1号 北海道 21.5 36.3 

4 坂本早生 北海道 26.1 62.7 

5 士号早生 九州 15.9 48.8 

6 三春大豆 北海道 4.4 13.7 

7 小袖振 北海道 44.1 58.6 

8 大谷地 2号 北海道 47.9 25.4 

9 網走 47 北海道 100.0 75.6 

10 釜石 東北 99.3 79.0 

11 岩手二戸 23 東北 93.0 93.6 

12 机 4 東北 95.7 71.2 

13 軽米 16 東北 94.9 59.9 

14 青森 L145 東北 0.9 2.4 

15 青森 L146 東北 87.9 49.5 

16 早生乙女 東北 87.1 91.0 

17 大船渡 45 東北 89.7 62.1 

は早生の品種・系統（7月 12～ 17日に開花）であ

り、晩生の品種・系統の中には閉花受粉性の高い

ものは見られなかった。Harosoyの早生型の準同質

遺伝子系統は早生でも高い開花率を示し、早晩性以

外の要因も開花受粉性に関与していると考えられた

(Berri tez et al. 2））。

（イ）開花受粉性の QTL解析

開花受粉性の樺太 l号と開花性のトヨスズとの

F2集団（98個体）のうち、開花個体が77、中間型

個体が 11、開花個体が 10であった。SSRマーカー

(751個）を用いて多型解析を行ったところ、 187個

のマーカーで多型が認められた。AFLPプライマー

(1536組合せ）を用いて多型解析を行ったところ、

292本の多型バンドが認められた。総計479個のマー

カーのうち 451個が26の連鎖群を構成し、ゲノム

全体の 8割をカバーしていた。閉花受粉性に関して

0.5%水準で有意なマーカーは、 G連鎖群、 I連鎖群、

M連鎖群に見いだされた（図 13107-1）。I連鎖群に

は閉花受粉性を支配する QTL(0.1 %水準で有意）

が見いだされ、連続したマーカーで有意性が認めら

れた。この領域は、開花の早晩性を支配する領域と

重なっていた（図 13107-2) (Khan et al. 3））。

（ウ）開花受粉性の分離集団と準同質遺伝子系統

の育成

F4系統（18系統各30個体）を圃場で栽培して受

開花率（%）

No 系統名 原産地 つくば 札幌市

18 遠野 1 東北 99.5 64.1 

19 Fiskeby IV スウェーデン 7.8 44.3 

20 NKl 北朝鮮 90.5 50.0 

21 極早生千島 ロシア 46.4 

22 Zeya 2 ロシア 26.6 90.3 

23 Sadovy ロシア 12.4 58.8 

24 Oktyabr-70 ロシア 0.0 7.5 

25 Vega ロシア 2.9 8.6 

26 #550/96-9 ロシア 84.4 59.0 

27 Severnaya 4 ロシア 0.0 0.0 

28 トヨスズ、 北海道 92.1 61.8 

29 Haro soy カナダ 89.5 

30 Haro soy-El e3 カナダ 88.0 57.0 

31 θ4 カナダ 75.8 69.0 

32 Harosoy-e3 カナダ 85.6 70.3 

33 Harosoy-e3e4 カナダ 63.9 38.2 

34 Harosoy-e3e4e カナダ 91.3 62.5 

7 

Haro soy－θ4 

精様式の分離する家系を選抜し、準同質遺伝子系

統の育成を進めた。F2集団で複数の遺伝子支配と

考えられた閉花受粉性が、 l個の遺伝子で支配され

ていると推定される 2つの家系を見いだした（表

13107-2）。

工 考 察

高い閉花受精率を示したのは、高緯度地方由来の

早生の品種・系統であり、晩生の品種・系統の中に

は閉花受粉性の高いものはなかった。QTL解析の

結果、開花受粉性に関する主要な QTLがI連鎖群

に見いだされた。この領域は開花の早晩性を支配

する領域と重なっており、早晩性を支配する遺伝

子、あるいは密接に連鎖した別の遺伝子が開花受

粉性を制御していることが明らかになった。一方、

Harosoyの早生型の準同質遺伝子系統は早生でも高

い開花率を示し、早晩性以外の要因も開花受粉性に

関与していると考えられた。Khanet al. 4lは、本研

究で育成された閉花受粉性に関する準同質遺伝子系

統をプロテオーム解析に供試し、開花受粉性と関連

したタンパク（proteindisulfide isomerase）を見い

だしたが、機能から判断して、開花受粉性の原因遺

伝子である可能性は低いと考えられた。開花受粉性

の原因遺伝子を確実に単離するには、大規模分離集

団を養成してポジショナルクローニングを行う必要
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図 13107・1 開花受精の QTL解析結果

（榊：有意水準 1%、山.0.5%、料帥.OJ%、山川.0.01 %) 

がある。また、遺伝子の拡散を確実に防止するには、

環境条件にかかわらず開花受精する材料を見いだす

必要がある。

オ今後の課題

（ア）開花受粉性が l遺伝子支配と考えられる系

統のヘテロ個体を白殖して大規模分離集団を養成

し、ポジショナルクローニングを行う必要がある。

（イ） I連鎖群の早晩性の QTLと開花受粉性の

QTLが同一の遺伝子によって支配されるか、別の

遺伝子によって支配されるかを明らかにする必要が

ある。

（ウ）環境条件にかかわらず閉花受精する材料を

見いだす必要がある。

力要約

（ア）開花受粉性遺伝資源、の探索

開花受粉性には顕著な品種間差異が認められ、極

早生上春別と Savernaya4は全ての花が開花受精し

た。青森Ll45および樺太 l号も高い開花受精率を

示した。それらは高緯度地域由来の極早生品種・系

統であり、晩生の品種・系統には開花受粉性の高い

ものはなかった。一方、 Harosoyの早生型の準同質

遺伝子系統は早生でも高い開花率を示し、早晩性以

外の要因も閉花受粉性に関与していると考えられ

た。

（イ）閉花受粉性の QTL解析

開花受粉性に関して有意なマーカーは、G連鎖、群、

I連鎖群、 M連鎖群に見いだされた。I連鎖群には

開花受粉性を支配する効果の大きな QTLが見いだ

された。この領域は開花の早晩性を支配する領域と

重なっていた。

（ウ）閉花受粉性の分離集団と準同質遺伝子系統

の育成

F4系統を圃場で栽培し、受精様式の分離する家

系を選抜し、準同質遺伝子系統の育成を行った。

キ引用文献

1) Takahashi, R. et al. (2001). Genetic and linkage 

analysis of cleistogamy in soybean. Journal of 
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研究担当者（高橋良二＼阿部純）

(8) 遺伝子組換え種子拡散防止技術及び栄養繁殖

性組換え農作物の繁殖抑制技術の開発（ 1 ) 

ア研究目的

近年、従来育種法では不可能な様々な特性を持つ

遺伝子組換え植物が研究室レベルで次々と作出され

てきている。圃場レベルにおいても、除草剤耐性植

物、耐虫性植物の生産量が、世界的に急増し、組換

え植物が主流となっている作物も多い。今後、ワク

チンなどの医薬品を生産する遺伝子組換え植物、乾

燥地や高塩濃度の土壌においても生育可能なストレ

ス耐性遺伝子組換え植物、カドミウムなどによる汚

染土壌の浄化等を行う、環境修復能力を持つ遺伝子

組換え植物など、全く新規の遺伝子組換え植物が実

用化され栽培されることが予想される。このような

遺伝子組換え植物の実用化には、高いレベルの遺伝

子拡散防止技術の開発が不可欠である

本課題では、遺伝子工学技術を駆使し、遺伝子組

換え植物の後代種子の発芽・生育を制御することに

より、遺伝子組換え種子拡散防止技術の構築を試み

る。その際に、多くの植物で普遍的に機能すると考

えられる致死遺伝子・リコンビナーゼ遺伝子・誘導

プロモーターと、生育時期・組織特異的プロモーター

を組み合わせて用い、種々の作物種において幅広く、

かつ安全に利用できる後代種子発芽抑制技術の確立

を目指した。また、同様に栄養繁殖性遺伝子組換え

植物、特に多年性の地下部が毎年繁殖するヨシ、シ

パの根園生育制御技術の開発を行った。

遺伝子拡散防止安全確保技術の開発を、世界に先

駆けて行い、今後ますます国際競争が激化する遺伝

子組換え植物の開発を日本国がリードすることが本

課題の目的である。

イ研究方法

（ア）新規遺伝子拡散防止技術の概要

本技術の概要を図 13108-1に示した。多くの植物

で普遍的に機能すると考えられる致死遺伝子・リコ

ンビナーゼ遺伝子・誘導プロモーターと生育時期・

組織特異的プロモーターを組み合わせて用いる。本

課題では、 リコンビナーゼ遺伝子に Lox配列で相

同組換えを起こす Creリコンビナーゼ遺伝子を用

いた。

まず始めに、次世代発芽抑制および根圏制御を可

能にする遺伝子カセット（図 13108-1）を構築する。

これら遺伝子カセットは①誘導プロモーターと連結

した Creリコンビナーゼ遺伝子②組織特異的・生

育時期特異的プロモーターと、 Creリコンビナーゼ

による相同組換えにより脱落する Lox配列に挟ま

れた挿入配列③挿入配列の脱落後、組織特異的プロ

モーターと連結する、致死あるいは生育抑制遺伝子

により構成されている。挿入配列が存在する場合に

は、致死遺伝子あるいは生育抑制遺伝子は機能しな

し） 0

次に、これら遺伝子カセットを植物に導入する。

原理的には誘導処理を行わない限り遺伝子カセット

不活性型 loxP loxP 

_m 

．薬剤処理

loxP ’loxP部位でのereによるDNA組換え

Jム
》咲

-L-
発担問制

地下茎抑制

図13108・1 新規遺伝子拡散防止技術の概要



は不活性型（挿入配列をもっ）のままで、組換え植

物は、正常に生育すると考えられる。次世代種子の

拡散を防止する場合には、発芽後に薬剤処理を行

い、また、栄養繁殖性植物の繁殖を抑制する場合に

は、地下部に薬剤処理を行う。薬剤処理を行った場

合には、恒常的に発現している転写因子が活性化

され、誘導プロモーターから Creリコンビナーゼ

遺伝子が発現される。このように誘導発現した Cre

リコンビナーゼがLox配列聞で相同組換えを起こ

し、挿入配列が除去され、組織特異的・生育時期特

異的プロモーターと致死遺伝子が連結され、遺伝子

カセットが活性化される（図 13108-1）。つまり、生

育時期特異的プロモーターに発芽時特異的プロモー

ターを用いた場合には、次世代種子の生育が抑制さ

れ、また、組織特異的プロモーターに根圏特異的プ

ロモーターを用いた場合には、根圏の生育が抑制さ

れる。（図 13108-1)

（イ）薬剤誘導致死植物の作出

本システムの構築には、薬剤処理により高効率に

DNA組換えを起こし、挿入配列を除去し致死遺伝

子を活性化する必要がある。まず、始めに組織特異

的プロモーターの代わりに恒常的プロモーターを用

い、誘導致死ベクターを構築した。恒常的プロモー

ターには合成プロモーター GP1附を用いた。致死・

生育抑制遺伝子に、パルナーゼおよび葉緑体の形

成に必須の phytoenedesaturase (PDS）遺伝子の

RNAiコンストラクトを用いた。 Creリコンビナー

ゼの発現誘導には、 Chua博士らが開発した、薬剤

（エストラジオール）により活性化される転写因子

XVEおよびXVEが結合する Lex配列をもっ誘導

プロモーター（LexP）を用いた。これら遺伝子を

用いて種々の誘導致死ベクターを構築した。これら

誘導致死ベクターをアグロバクテリウム法によりシ

ロイヌナズナ植物、およびイネ植物に導入し、種々

の形質転換植物の作出を行った。

（ウ）薬剤処理およびDNA抽出

Creリコンビナーゼによる DNA相同組換え、お

よび致死遺伝子による生育阻害を分析した。シロイ

ヌナズナ植物をムラシゲ・スクーク培地に無菌的に

播種した。播種後O、5、14日後に植物をエストラ

ジオール lOOμM入りのムラシゲ・スクーク培地に

移植した。移植4日後に、 DNAを抽出した。また、

イネ植物はガンボーグB5培地で再分化した幼殖物

をエストラジオール lOOμM入りの培養液に移植し、

移植4日後に、市販のカラム等を用いて DNAを抽

出した。

（エ） Creリコンピナーゼによる相同組換えの

PCR分析

種々の形質転換植物から抽出した DNAをPl

（組織特異的等のプロモーターのフォワードプライ

マー）、 P3（挿入配列中にある転写因子のリパース

プライマー）、 P4（致死遺伝子のリパースプライ

マー）の 3種のプライマーを混合し PCR反応を行っ

た。挿入配列を持つ場合には、 6kb以上の長い Pl、

P4のPCR産物は増幅されず、 Pl、P3による PCR

産物のみが増幅される。挿入配列が抜けた場合には、

P3がアニーリングする転写因子遺伝子が脱落して

いるため、 Pl、P3による PCR産物は検出されず、

挿入配列の脱落により短くなった Pl、P4のPCR

産物のみが増幅される。 Pl、P3とPl、P4のPCR

産物の増幅量を比較することにより、 Creリコンビ

ナーゼによる DNA相同組換え率を推定した。また、

相同組換えの有無のみを高感度に判定する場合に

は、 Pl、P4の2つのプライマーを用いて PCR分析

を行った。

（オ）発芽時および根圏特異的プロモーターのク

ローニングおよび(J－グルクロニダーゼ遺伝子との

連結

種子発芽時特異的プロモーターとして、すでにタ

バコ植物において、発芽時特異性が報告されている

ササゲ由来システインプロテアーゼのプロモーター

を用いた。

一方、ヨシ、シパの地下茎で特異的に機能す

るプロモーターについての報告はなかった。そ

こで、新規にプロモーターの単離を行った。プ

ロモーターの単離は、植物の器官形成に関与す

るMADSボックス遺伝子に着目して行った。ヨ

シの根から全 RNAを抽出し、 cDNA合成キット

を用いて MADSボックス遺伝子のクローニング

を行ったD 第 l鎖 cDNAの合成には、アダプター

プライマーを、第二鎖 cDNAには、 MADSボッ

クス遺伝子に保存される SQVTFSKRRモチー

フに対するリジェネレーションプライマー（5-

GICARGTIACITTYWSIAARMGIMGIAA YGG -

3）を用いた。合成した cDNAをpGEMTベクター

にTAクローニングを行った。得られたクローン



はシークエンスを行い、 BLAST検索により MADS

ボックス遺伝子のクローンを選抜した。次に、得ら

れた MADSボックス遺伝子と高い相向性を持つイ

ネ遺伝子を検索した。最後に、ヨシの MADSボッ

クス遺伝子と最も高い相同性を持つイネの MADS

遺伝子のプロモーターを、イネの DNAを鋳型に用

いPCR法で増幅し、 MADSプロモーターをクロー

ニングした。また、 /3－グルクロニダーゼ遺伝子と

連結し、アグロパクテリウム法を用いてシロイヌナ

ズナ植物に導入した。

（カ）システインプロテアーゼプロモーターを用

いた次世代誘導致死ベクターの構築

数段階のサブクローニングを行い、制限酵素部位

の導入等を行い、組織特異的プロモータ一、致死遺

伝子、リコンビナーゼ遺伝子を持つ次世代誘導致死

ベクターを構築した。

（キ）システインプロテアーゼプロモーターを用

いた次世代誘導致死植物の解析

システインプロテアーゼプロモーターを用いた次

世代誘導致死ベクターを用いてシロイヌナズナ植物

を形質転換した。得られた形質転換植物をムラシゲ・

スクーグ固形培地に無菌播種し、播種 10日後にエ

ストラジオール入りのムラシゲ・スクーグ培地に移

した。移植3日後にパーミキュライトとパーライト

を入れたポットに移植し、 22℃の恒温室で育成し次

世代種子を得た。得られた種子をムラシゲ・スクー

グ培地に無菌播種し生育を観察した。

（ク） 2Sアルブミンプロモーターを用いた次世代

誘導致死ベクターの構築および形質転換植物の分析

2Sアルブミンプロモーター （京都大学 西村い

くこ博士より分譲）とパルナーゼ遺伝子を持つ次世

代誘導致死ベクターを構築した。Creリコンビナー

ゼの誘導発現を制御する転写因子に、エストラジ

オールで活性化される XVEの代わりに、デキサメ

タゾンで活性化される XVGを作成し用いた。XVG

遺伝子は、xv領域と G領域（デキサメタゾンの結

合領域）を多段階の PCRを行い構築した。転写因

子XVGはXVEと同じ DNA結合配列 LexA(X領

域）を持つことから、誘導プロモーターは XVEシ

ステムと同じものを利用した。薬剤耐性遺伝子とし

て、ハイグロマイシン耐性遺伝子を用いた。

構築したベクターをシロイヌナズナに導入し形質

転換植物を作製した。得られた植物をムラシゲ ・ス

クーグ培地に無菌的に播種した。播種後 14日後に

植物をデキサメタゾン lOOμM入りのムラシゲ・ス

クーグ培地に移植した。移植 l日後に、ポットに移

植し 22℃の恒温室で育成し次世代種子を得た。

致死遺伝子を/3－グルクロニダーゼ遺伝子に置き

換えたベクターの構築を行った。まず、 2S次世代

誘導致死ベクターのパルナーゼ遺伝子を/3－グルク

ロニダーゼ遺伝子に置換した。次に、 /3－グルクロ

ニダーゼ遺伝子に置換したベクター DNAを的 vitro

で市販の Creリコンビナーゼと反応させ、挿入配

列を抜き取り 2Sアルブミンプロモーターと/3－グル

クロニダーゼ遺伝子が連結したベクターを構築し

た。構築したベクターをシロイヌナズナ植物に導入

し、導入植物の種々の器官における/3－グルクロニ

ダーゼ活性を調べた。

ウ研究結果

（ア）薬剤処理特異的な組換え植物の生育阻害

誘導致死ベクター（図 13108-2）を用いて作出し

・＋ foxP ‘－－ P1 Pl IOXP ‘’・・P4 

エストラジオール

＋ 

234234ncdw  h帽 S

P1/P4 I I 2 

エストラジオル

＋
 

4 

図13108-2 薬剤処理特異的な DNA組換えと生育阻害



た種々の形質転換植物にエストラジオール処理を

行った結果、処理特異的に DNAの相同組換えと生

育阻害が認められた（図 13108-2）。単子葉植物用

誘導致死ベクター（図 13108-3）を用いてイネを形

質転換した結果、対照と比べて再分化個体数は少な

かったが、数個体の形質転換イネを得た。再生個体

の少ない原因として、非特異的相同組換えによるハ

イグロマイシン遺伝子の脱落、および、非特異的致

死遺伝子の発現が考えられた。再生個体に薬剤処理

を行った結果、イネ植物においてもシロイヌナズナ

と同様に、薬剤処理特異的に生育阻害が認められた

（図 13108-3）。また、 phytoenedesaturase RN Ai誘

導ベクター（図 13108-4）を用いて形質転換したシ

ロイヌナズナにおいても誘導処理特異的に生育抑制

が確認できた（図 13108-4）。これらの結果から、薬

剤処理により Creリコンビナーゼが発現し、挿入

配列の脱落が起き、致死遺伝子を発現させることに

より、形質転換植物の生育を阻害できる ことが明ら

かとなった。

（イ）組織特異的プロモーターの構築とその発現

ヨシの根から全 RNAを抽出し、 MADS遺伝子

loxP loxP 

エストラジオール

図13108-3 イネにおける薬剤処理特異的生育阻害

I。xP loxP 

PDS sad 

DEX+ DEX-

図13108-4 RN Aiを用いた薬剤処理特異的生育阻害

のクローニングを行った結果、シロイヌナズナにお

いて根特異的に発現する AGL17と高い相同性を持

つ遺伝子が得られた。得られたヨシの MADSボッ

クス遺伝子は、イネの MADS25遺伝子と高い相同

性を示した。ヨシにおいても MADSボックス遺伝

子が根の器官形成に関与していると考えられた。イ

ネの MADS25遺伝子のプロモーターのクローニン

グを行い、 (3－グルクロニダーゼ遺伝子と連結し（図

13108-5）、シロイヌナズナ植物に導入した。得られ

た形質転換植物の/3－グルクロニダーゼ分析を行っ

た結果、根で/3－グルクロニダーゼ活性が認められ

た（図 13108-5）。

（ウ）薬剤処理による組織特異的生育阻害

MADSボックスプロモータ ーを用いた単子葉用

誘導致死ベクター（図 13108-6）の構築を行い、イ

ネ植物に導入した。得られた形質転換イネ植物に、

薬剤処理を行った結果、根端に壊死が認められた（図

13108-6）。これらの結果から、 MADSボックスプ

図13108-5 MADSプロモーターの組織特異性

loxP loxP 

誘導 非誘導

図13108-6 イネ植物における根園生育抑制

-314-



ロモーターが根端特異的に機能し、パルナーゼ遺伝

子が発現し壊死が起こったものと考えられた。

次にシステインプロテアーゼプロモーターを用い

た次世代誘導致死ベクター（図 13108-7）を構築し、

シロイヌナズナ植物に導入した。得られた形質転換

植物の種子に薬剤処理を行った結果、子葉の発達が

著しく阻害された（図 13108-7）。

（エ）システインプロテアーゼプロモーターを用

いた次世代生育阻害

システインプロテアーゼプロモーターを用いた次

世代誘導致死ベクター（図 13108-7）を導入した植

物を薬剤処理し、 Pl、P4プライマーで PCR分析を

行った。その結果、 DNA相同組換えに特異的な断

片が、数個体の形質転換植物で認められた。これら

個体の次世代種子を播種した結果、 l～ 2%の種子

で生育阻害が認められた（図 13108-8）。

（オ） 2Sプロモーターを用いた次世代誘導致死ベ

クターの構築

システインプロテアーゼプロモーターを用いたシ

ステムでは、高効率に誘導特異的な相同組換えが認

められなかった。そこで、エストラジオールより

植物細胞への浸透性の高い、デキサメタゾンで活

性化できる転写因子 XVG、および組織特異的プロ

モーターに 2Sプロモーターを用いて、次世代誘導

致死ベクターを構築した（図 13108-9）。このベク

ターを用いて得られた形質転換植物に薬剤処理を行

い、 Pl、P3、P4の3干重のプライマーを用いて PCR

分析を行った。その結果、 Creリコンビナーゼによ

るDNA相同組換え効率の向上が認められた。分析

した 30個体中 2個体において PLP4産物のみが

検出され、完全に相同組換えが起こっていることが

示唆された。植物は、さやに形態異常が認められた

が、次世代種子が得られた。次世代種子を PCR分

析した結果、 Pl、P4産物のみが検出され、次世代

においても、完全に挿入配列が脱落していることが

分かつた（図 13108-9）。さらに、次世代種子を播種

した結果、発芽が全く認められなかった（図 13108-

9）。

（カ）パルスター遺伝子による非特異的生育阻害

の抑制

的 vitroでCreリコンビナーゼを反応させ挿入配

列を抜き取り構築した、 2Sプロモーターと連結し

た遺伝子を導入した植物を、 (3－グルクロニダーゼ

LoxP 

図13108-7 システインプロテアーゼプロモーターに

よる生育抑制

よ1
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守ぞで「~
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図13108-8 薬剤処理特異的次世代発芽抑制
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図13108・9 次世代誘導致死と DNA組換え



染色した。その結果、個体ごとに組織特異性に差異

が認められ、様々な非特異的発現が認められたが、

種子特異的発現を示す個体も得られた。これらの結

果から、薬剤処理後2Sプロモーターと連結した致

死遺伝子を持つ次世代誘導致死植物においても、 F

－グルクロニダーゼ遺伝子と同様のパルナーゼ遺伝

子の非特異的発現が起こり、非特異的な形態異常や

生育阻害を誘発していると考えられた。そこで、パ

ルナーゼ遺伝子の作用を抑制するパルスター遺伝子

をパルナーゼ遺伝子と共に導入した形質転換植物を

作出した。その結果、これら植物において生育阻害

の軽減が認められた。

工考察

本システムは、完全な誘導 DNA相同組換えシス

テムと、厳密な組織特異的プロモーターが必須であ

る。誘導DNA相同組換えは、個体間で効率の差異

はあるが、ほぼ完全に起こす個体が得られたことか

ら、次世代植物の生育抑制を完全に制御できる可能

性が示唆された。

一方、組織特異的プロモーターの特異性は、同

じ遺伝子カセットを用いて得られた形質転換植物

の聞においても組織特異性に大きな差異が認めら

れ、様々な非特異的発現が観察された。そこで、パ

ルスター遺伝子のような、致死遺伝子の働きを抑制

する遺伝子を、適切なプロモーターを用いて発現さ

せることにより、非特異的生育抑制を制御すること

ができるものと考えられた。また、誘導特異的に

RNAiを発現させ生育抑制できたことから、多様な

生育抑制遺伝子を作出できると考えられる。さらに、

RNAiによる生育抑制法は、高い生育・組織特異性

を付与できる潜在能力をもっ。その利用は非特異的

発現による生育阻害を軽減できる可能性がある D

様々な組織で誘導特異的に生育抑制に成功したこ

とからも、本遺伝子拡散防止技術は非常に有効なシ

ステムと考えられる。

オ今後の課題

誘導プロモーターや組織特異的プロモーターを用

いてリコンビナーゼ遺伝子や致死遺伝子を発現させ

る場合に、非特異的発現が頻繁に起こる。誘導プロ

モーターを厳密に制御すること、また、目的の遺伝

子の非特異的発現を完全に抑制し、組織特異的に発

現させるためには、多くの試行錯誤が必要である。

RNAi法の利用、パルスター遺伝子の利用などを

行っていく必要がある。また、期待する形質を持つ

植物の作出には多くの形質転換植物を選抜する必要

がある。システムの最適化には、さらなる致死遺伝

子の改良が望まれる。しかし、本課題において、ほ

ぼ完全に組換えが起こり次世代生育抑制を示す植物

の作出に成功したことから、さらなる研究により、

近い将来、非特異的発現の問題は解決されると考え

られる。

力要 約

薬剤処理により、遺伝子レベルでの組換えを誘導

し、処理特異的かつ組織・生育時期特異的に組換え

植物の生育を抑制することができた。次世代の種子

形成、および発芽抑制をほぼ完全に起こすことに成

功した。本システムは、近い将来、実用化されるス

トレス耐性、環境浄化や医薬品を生産できる次世代

遺伝子組換え植物を利用する場合、強力な遺伝子拡

散防止技術となりうる。

研究担当者（森正之＼玉井淳史、森真理）

(9) 遺伝子組換え種子拡散防止技術及び栄養繁殖

性組換え農作物の繁殖抑制技術の開発（2)

ア研究目的

作物の遺伝子組換えは、これまで農業的な観点よ

り、開発が進められてきたが、今後は、工業、医療

および環境的な利用が想定される。しかしながら、

その利用は、花粉飛散による導入遺伝子の拡散、組

換え体の種子拡散および栄養繁殖による拡散などの

問題がある。そのため、遺伝子組換え植物を産業利

用するには、これら遺伝子拡散を未然に防ぐ技術の

開発が望まれる。

牧草やシパなどの栄養繁殖性の植物は、多年生で

永続性が高いために、イネやダイズなどの一年生

作物とは異なる遺伝子拡散防止技術が必要となる。

Cre/loxPシステムは、 JoxP領域の相同組換えを利

用して、選抜マーカーの削除や目的遺伝子の発現を

誘導することができ、これまで多くの植物でその有

用性が実証されている（Cuellaret al l), Li et al 2), 

Sreekala et al. 3), Sugita et al. 4), Zhang, W.et al 5), 

Zhang, Y.et al G), Zuo et al. 7））。



本課題では、栄養繁殖性遺伝子組換え植物の自然

界への拡散を防ぐため、暖地型イネ科牧草である

パヒアグラスをモデルとして、 Cre/loxPシステム、

致死遺伝子 （barnase）および組織特異的プロモー

ターを組み合わせたベクターを導入し、組換え植物

の外界への拡散を抑制するシステムを構築する。

イ研 究 方 法

（ア）供試材料

供試材料は、パヒアグラス（品種：ベンサコラ）

である。カルスは完熟種子を滅菌し、 Gondoet al. sl 

の方法により誘導した後、良質のものを選抜して遺

伝子導入に用いた。

（イ）遺伝子導入および形質転換体の選抜

遺伝子導入は、パーテイクルガン法により行い、

ガン処理カルスをピアラホス存在下で培養すること

で形質転換カルスを選抜した。その後、形質転換カ

ルスを再分化させ、発根を促した。

なお、遺伝子導入に用いたベクターは、図

13109-1に示す4つのベクターであり、協力研究機

関の石川県立大学で開発されたものである。

（ウ） DEX誘導処理＊l

DEX誘導処理は、 60μMデキサメタゾン添加

1/2 MS培地（発根培地）に発根した形質転換体

を7日間および28日間培養することにより行い、

JoxP領域の相同組換えを促した。

（エ） DNA抽出およびPCR

DNA抽出は、 DEX処理後、形質転換体の葉よ

① MADS-lox-barnase .... 除，.

② MADS-lox-GUS 

③ MADS-GUS 

④ 35S・lox-barnase
lo拠P

図13109・1 本研究で用いた導入ベクター

りDNeasyPlant Mini Kit (QIAGEN）を用いて行っ

た。PCRは、表 13109-1および図 13109-2に示すプ

ライマーを設計し、 lOngのゲノム DNAを鋳型に、

AmpliTaq Gold 360 Master Mix (ABI) を用いて

行った。

ウ研究結果

（ア）形質転換体の獲得

遺伝子導入は、自作のパーティクルガンを用いて

行った。図 13109-1の4つのベクターをパヒ アグラ

スカルスへ導入し、ピアラホス存在下でカルスを培

養したところ、それぞれのベクターで 3～ 4個、 合

計 13個の形質転換カルスが得られた（図 13109-3）。

しかしながら、これら形質転換カルスのほとんどは

再分化が認められず、植物体には至らなかった（表

13109-2）。

上記の結果は、カルスの長期継代培養による再分

化能力の低下に起因するものと考えられる。そのた

め、新たにカルス誘導を行い、また、導入ベクター

をMADS-lox-barnaseおよび 35S-lox-barnaseのみ

に限定して形質転換を行った。その結果、 MADS-

表13109・1 本実験で用いたプライマーとその塩基配列

プライマー 糧基配列（5’－3')
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ACTGTTT AAACAGTGATGATATGTGTC 

ATATCCGT AACCTGGATAGT 

ATGGCACAGGTIATCAACAC 

GGTCTGAT AA TGGTCCGTIG 

A TIGCT ACTGGTATCACTIG 

① MADS-lox-barnase 
.... IOxP 

Pl> P3 > < P4 

④ 35S-lox-barnase 
旬，p lo•P 
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< P4 

① 
Pl> < P4 

④ 

図13109・2 DEX処理による JoxP領域相同組換えと

本実験に用いたプライマー （PlPS) 

‘1: DEX誘導処理とは、 DEX（デキサメタゾン）を誘導剤に LoxP領域の相同組換えを促す処理である。



図 13109・3 形質転換カルスの獲得

a）パーテイクルガン
b）標的カルス
c）ビアラホス耐性カルス
d）形質転換カルス

図 13109・4 形質転換カルスの再分化

a）形質転換カルス
b）不定佐形成
c,d）植物体の発芽
e）植物体の伸長
f)形質転換体の再分化

lox-barnaseで 2系統、 35S-lox-barnaseで 6系統、

形質転換カルスが得られ、これらの殆どは不定脹を

形成して植物体を再生した（図 13109-4、表 13109-

3）。その後、再分化した植物体は、 1/2MS培地で

発根させ、 DEX処理に供試した。

（イ） DEX誘導処理による JoxP領域の相同組換

え

DEX誘導処理は、発根した形質転換体を 60μM

デキサメタゾン添加 1/2MS培地で 7日および 28

日間培養することにより行った。処理後、植物体

の葉より DNAを抽出して、 PCRによる loxP領域

の相同組換えの有無を確認した。図 13109-5は、ベ

クター MADS-lox-barnaseを導入した形質転換体に

おける PCRの結果を示したものである。全ての形

質転換体において、プライマー P3/P4の増幅パン

表 13109-2 l回目の形質転換

導入ベク合一 供叙カルス数 形質転換カルス数 再分化カルス数
（%） 

①削除loxbarnase 240 4 (1.7) 。

① MADS-lo同 us 480 3 (0.6) 。

①削除GUS 480 3 (0.6) 

③ 355-lox-barnase 480 3 (0.6) 。

表 13109-3 2回目の形質転換

導λベワ'J
供鼠 形質転換 再分化 発担形質転換

カ）~ス数 カルス数（%｝ カルス数 体系統数

① M刷AD回匹凶s－引圃－I刷o凹M砕叫圃ba「m『n問E 480 2 (0.4) 

① 355・lox-barnase 240 6 (2.5) 6 

ドが認められ、 barnase遺伝子の導入が確認できた。

しかしながら、全ての個体についてプライマー P2/

P4のバンドが認められ、プライマー Pl/P4のバン

ドが認められなかったことから、 DEX処理による

loxP領域の相同組換えを確認することができなかっ

た。また、ベクター 35S-lox-barnaseが導入された

形質転換体についても同様の処理を行ったところ、

PCRでの loxP領域の相同組換えは確認できなかっ

た（表 13109-4）。

図 13109-6は、ベク タ－ MADS-lox-barnaseを導

入した形質転換体の DEX処理 28日後の根圏部位

を示したものである。上記の PCRの結果より、得

られた形質転換体は、JoxP領域の相同組換えが起

こらず、結果的に根圏の壊死は認められなかった。

工考察

本研究では、ベクター MADS-lox-barnaseで l

系統、ベクター 35S-lox-barnaseで 4系統の形質

転換体系統が得られたものの、これらは全て DEX

誘導処理による JoxP領域の相同組換えが認めら

れなかった。そのため、得られた形質転換体は、

barnase遺伝子の発現が誘導されず、結果的に植物

体の壊死が認められなかったと推測される。化学処

理に よる loxP領域の相同組換えは、これまでの報

告で 15～ 66%と決して高いものではなく（Sreekala

et al 3l, Zhang et al 6), Zuo et al 7））、植物種に よっ

てもこの効率は大きく異なる（Gidoniet al 9l）。そ
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図 13109・5 ベクタ－ MADS-lox-barnaseを導入した形質転換体における

loxP領域の相同組換えの確認

(M: lOObpマーカー、 MADS-lox-barnase：導入したプラスミ ド、 Ml-1～ 4:
形質転換体、プライマ一対は図 13109-2を参照）

PCRによる loxP領域の相同組換えの確認表 13109-4

プライマ一対（バンド確認個体／供試個体）
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形質転換体系統
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図13109-6 ベクタ－ MADS-lox-barnaseを導入した形質転換体
における DEX処理28日後の根圏部位

く異なり、これまでの報告ではカルス、幼植物体

および発芽時など、培養条件下でのみ発現誘導が

認められている（Sreekalaet al. 3), Sugita et al. 4)), 

Zhang et al. 6l, Zuo et al. 7））。今後は、より自然条

件である温室条件下での発現誘導を検証する必要が

あり、誘導処理による相同組換えの高効率化および

安定性を高める必要がある。

のため、より多くの形質転換体を獲得し、その中か

らloxP領域の相同組換えが認められる個体を選抜

する必要がある。

オ今後の課題

本研究において、 5系統の形質転換体系統が得ら

れたものの、これらは全て loxP領域の相同組換え

が認められなかった。化学処理に よる相同組換えの

頻度は、形質転換体の発育ステージにおいても大き



力要約

本課題では、暖地型イネ科牧草であるパヒアグラ

スをモデルとして、根圏致死ベクターを導入し、栄

養繁殖性遺伝子組換え植物の外界への拡散を抑制す

るシステムを構築する。得られた形質転換体系統

は、ベクター MADS-lox-barnaseでl系統、ベクター

35S-lox-barnaseで4系統得られた。これら形質転

換体について DEX誘導処理を行ったところ、全て

の個体で loxP領域の相同組換えが確認できず、根

圏の壊死も認められなかった。
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研究担当者（明石良、権藤崇裕つ

(10) 食用作物由来有用遺伝子の探索

ア研究目的

これまでに実用化された GM作物での導入遺伝

子は食経験の無いバクテリア等に由来するものが多

い。これらは、安全性の審査を経て、特段の問題な

しとされたものであるが、遺伝子の供与生物自体、

並びに超遠縁の生物由来の遺伝子を組み込む行為に

対する消費者のイメージは良いものではない。その

ため、消費者が日常的に触れる機会があり、食経験

がある作物等から未利用の有用遺伝子を探索し、利

用することが今後の研究の方向性のーっとなる。

本提案課題では、重要な農業形質である多収性、

耐虫性、耐冷・耐寒性について、公的データベース

を様々な条件で検索し、これらの形質の付与に有効

と考えられる実験的知見のある遺伝子の一覧を作成

し、論文情報及び特許情報を網羅的に調査すると共

に、それらと相同な機能を持つ有用遺伝子を食経験

のある作物の代表例として、イネ、ムギ、ダイズか

ら探索し、現時点での研究の状況を明らかにする。

これにより、今後の開発研究のための基盤的な知見

を収集する。これらの情報は適宜関連研究室が利用

出来るように整備する。

イ研究方法

（ア）収量性向上については、 PubMed等の公的

データベース並びに DDBJ等の遺伝子データベー

スを対象とし、作物、収量性等に関係する単語

(productivity, yield等）を様々に組み合わせたキー

ワードによる検索を行い、収量性向上に関係すると

思われる文献を摘出した上で、その内容を全て検討

した。また、当該文献中で引用されている文献等に

ついても調査した。その際、病害等、或いは環境ス

トレスへの耐性付与により、間接的に収量の維持・

向上を図るとしたもの、並びに QTL解析に止まっ

-320-



ているものは除外した。また、穀実の形態を規定す

る転写因子に関しても同様に調査した。特許情報に

ついては特許庁のデータベース検索を基本とし、関

係すると思われるものに関しては関連文献も含めて

調査した。

（イ）耐虫性付与については、植物への遺伝子導

入によって見虫に対する耐性の付与が確認されたこ

とを報告した論文を検索し、その遺伝子、由来植物

種、対象昆虫、利用の深化程度に関するリストを作

成し、それら遺伝子に対して相同性を示す遺伝子を

食用作物で検索した。

（ウ）形質転換による遺伝子導入によって、耐冷

性（0℃以上の低温に対する耐性）または耐寒性（0℃

未満の低温に対する耐性）が向上したことを報告し

た論文を検索し、その遺伝子をリストアップした。

さらに、それに対して相向性を示すイネ・コムギ・

ダイズの発現遺伝子［遺伝子として報告があるもの、

完全長 cDNA配列（イネのみ）、 ESTのコンテイグ

で作製された TC（コムギ・ダイズ）、およびEST]

を検索した。特許は、国内で出願されているものを

対象に、植物、作物、低温、遺伝子、ストレス、寒、冷、

耐性等の組み合わせで、合計約 700件を検索した。

ウ研究結果

（ア）収量性関連遺伝子の解析については、 QTL

解析による膨大な報告がある。また、耐病性・スト

レス耐性等の付与により、結果として収量が向上さ

れる、とする文献も多数あるが、収量性改善に直接

的な効果のある遺伝子の記載は多くはない。その中

で、ソース機能の向上並びに転流に関して従来から

よく知られている遺伝子以外に、開花期、形態、発

生・生育過程の制御による収量の向上、穀実のサイ

ズ・数に影響を与える可能性のあるトランス因子等

については報告がある（表 13110-1,2）。但し、これ

らの研究は極めて興味深いものではあるものの、個

別のケースに限定された結果であり、その汎用性に

関しては今後の解明に待つ部分が多い。特許情報に

ついては、ヒットした情報の中には興味深い知見も

含まれていたものの、情報の性質上、その精度等に

ついては留保が必要で、関係分野の文献情報と対比

させた慎重な対応が必要と考えられる。

（イ）現在、最も実用化が進んでいる耐虫性遺伝

子は細菌に由来する BTトキシンであるが、これに

類似する遺伝子は植物には存在しなかった。作物種

子や塊根等の貯蔵器官には消化酵素の活性阻害タン

パク質が含まれ、防御物質として機能しており、遺

伝子の利用も進んでいる（表 13110-3）。但し、多く

の植食性見虫はこれらの防御物質を克服しているこ

とから、対象害虫を用いた生物検定等によって適用

可能な遺伝子を絞り込む必要がある。

（ウ）低温誘導性遺伝子の報告は多数あるが、形

質転換によって、その有用性が証明されている耐冷

性・耐寒性付与遺伝子の数は限られた。遺伝子産物

の機能でおおまかに分類すると、抗酸化性酵素、糖

代謝関連酵素、膜脂質代謝関連酵素、プロテインキ

ナーゼ、保護作用をもっタンパクまたは、保護作用

をもっ物質の代謝に関与する酵素、転写因子に分け

られ、シスタチン等いずれにもあたらないものが、

表 13110・1 収量性向上に有用な遺伝子

戦略 遺伝子 由来 事入植物 収量繍加程度 モイネロホゲ コモムロキグホ｜ヲモ4ロAグ叩

ソース強度の泊強 CJ→C4 。。。
ocetyl-C。ACl巾。xylose/chloropl・stpl・stidic 1'1 （コ 告パコ 集の向性y・cid.lon1制 ty組子畳x2 。。。
subunit（・ccD)

シンウ強度の地加 plostid1・Iodonyloto km・s・ ジャガイモ ジャガイモ イモ収量x2、イモ費量x1.2、デンプン量（姐物当 。。 x 
たり）x2

ADP-1lucose pyrophosphoryl・so(AGP) トウモロコシ コムギ 権子敏40%up、種子霊／個体25鴨up、バイオマ 。。。ス50伽p

ADP-glucose pyr。ph。sphoryloso(AGP) トウモロコシ イネ 種子貧／個体23覧up、稲子散／健体19%up 。。。
転流過程 ap。pl・stic1nvo同... 酵母 シロイヌナズナ 種平30首up 。。。

sucrose廿onsp。rtor(S。SUT1) ホウレンソウ ジャガイモ イモショトウ、イモ収量、デンプン量が増加、議 。。。
のショトウは低下

PR1 トウモロコシ 告パコ 生ax2、種子量／個体x1.3-1.5 。。。
開花織の冊目l御 FLOWE問NGLOCUS C(FLC) シロイヌナズナ 9パコ バイオマスxl.5梅子宣30也up 。 x x 

形態の制御 cyt曲 inin。xid・sold・hydro1onoso(OsCKX2) イネ イネ（発現仰制変異 粒散を40量以上up 。。。系統、非GM)

PHYTOCHROME A(PHYA) シロイヌナズナ イネ（indico) 収量6-21也up 。。。
発生過程の変化 Deoxyhypus1ne synthos・（OHS) シロイヌナズナ シロイヌナズナ 積子v。I30-40%up 。 x 。
転写因子 APETALA2 シロイヌナズナ シロイヌナズナ 種子aao-ao首up 。。。
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表 13110・2 収量性向上に有用な遺伝子（続）

遺伝子 由来 ｜導入植物｜収制 加程度｜ 備考

童三
lフフシノステロ
｜イド倉成

イネ

光吾麗奮の瑠天
トι－·7r:ig吊町’自 l:t.~ I 

~1 ＜コ タバコ 座乗オルガネ
ラの変更

プロトプルフィリノージエl11光合成能綱大
ンオキシダーゼ 格革薗 イネ 60司特許情纏

表 13110・3 耐虫性付与に有用な遺伝子とその適用範囲

名称 機能 由来植鞠種

プロテアーぜインヒピター セリンプロテーアーゼの活性阻害
オオムギ

ジャガイモ

サツマイモ

ササゲ

ザイズ

ヒヨコマメ

シロガラシ

カラシナ

ニセアカシア

シスタチン システインブロテアーゼ由活性阻害
イネ

トウモロコシ

トマト

ずイズ

αーアミラーゼインヒピター αーアミラーぜの活性阻害 インゲンマメ

テパリーピーン

ライムギ

コムギ

理頭型インヒピター
αーアミ田ラ活ー性ぜ阻な害らびにセリンブロテ

オオムギ

アゼ

レクチン 精タンパク質と白結合 ユキノハナ

カラスピシャク

キテナーゼ クチクラ層回分解 インゲンマメ

アルギナーゼ アミノ値目分障 トマト

少数みられた。シロイヌナズナ等の高等植物を起源

とする遺伝子に関しては、多くに対して、相向性遺

伝子の存在が示唆された（表 13110-4）。一方、細菌

やラン藻起源の遺伝子に関しては、高等植物に相向

性遺伝子が存在しない場合が多く、例えば、グリシ

ンベタイン合成に関与する betA遺伝子や、膜の脂

肪酸不飽和化に関与する desA遺伝子等と高い相向

性を示す遺伝子は見出されなかった。特許情報から

の検索で得られた情報の内、多くのものは既に論文

で発表されている遺伝子であったが、少数、論文発

表されていないものも含まれていた。

工考察

（ア）本課題で得られた結果をどのように活用す

るかが最も重要な点である。担当研究室は、それぞ

アクセッション書号 遺伝子導入作物 対車害虫

コクゾウムシ、銀盟国屋
Y12069 イネ、コムギ 虫

U45450 イネ、タ，《コ 雌麹目E虫

X60930. M 16861 テンサイ センチュウ

AY635930 ＊｛情報なし、以下問｝ 餓盟国昆虫

X64447, X64448, AF128268 タ，《コ、ジャガイモ‘イネ 館組目E虫

AY635930 叫情報主主L..以下問｝ 鱗姐目屋虫

Y16190 ナタネ 甲虫額

トマト‘タパコ 麟麹白星虫

Y09605 ジャガイモ 甲虫蹟

センチュウ‘鱗遡白星虫、
J03469. J05595 ナタネ．バナナ、 甲虫鯖

A8020961 ＊｛情報なし、以下同｝ ＊（情報なし、以下同｝

X73986 ジャガイモ 甲虫煩

0317曲 ＊｛情報なし、以下同｝ ＊（情報なし、以下同｝

J01261. 026109. U10348 エンドウマ人アズキ、ヒヨコマメ マメゾウムシ頭

U10415, A8062421 アズキ マメゾウムシ顕

00140281 事（情報なし、以下同｝ ワタミハナゾウムシ

AJ966333 AJ223492 A8003682 ジャガイモ 館組目E虫

X13443 イネ コクゾウムシ

AF413083, AF413084, AF413085, ジャガイモ‘トマト、トウモロコン アブラムシ麺

AF413086, AF413087, M55556 イネ ウンカ頬

00092435 AY191305 タ，tコ アブラムシ媛

ジャガイモ
レタチンやBTトキシンとの

X57187, M13968 慣用

トマト 館麹目毘虫

れの分担課題に関連した研究を、それぞれ重要な

テーマとして位置づけており、それぞれに活用して

いくことになるが、この結果に興味を持つ第三者へ

の開示方法について考慮する必要がある。

結果の性質上、無制限の公開は無意味であると考

えられるので、当面、この結果にアクセスを希望す

る機関は今回の担当研究室に連絡・調整の上で使用

することにしてはいかがか。

オ今後の課題

課題終了後のデータの更新をどのように行ってい

くかが重要な問題となる。それぞれの分担研究室は

今後も関連した研究を行っていく予定であるので、

その過程で得られた情報については適宜付加してい

くことになるが、これらを本課題で得られた情報と
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表13110・4 耐冷性・耐寒性付与に有用な遺伝子とイネ・ムギ・ダイズにおけるその相向性遺伝子

機 ＝旦
し し し

機 ；，固IL 
し し し

自E
遺伝子

度
イヰ べ コムギ ベダイス ベ

自E
通ii子

度
イネ べ コムギ べ ヲイス べ

!li !li !li !li !li !li 
A GPX 。A判 00689 B AJ01 0455 日 T0203326 0 。CV吉tstin 0 AK059563 A T0238095 B T0225963 B 

A Mn SOD 。AAA62657 B T025281 3 日 T0204448 B 。PPDK 。D87745 B .AF4751 30 0 T0206325 0 

A APX 0 P93404 A T0233791 巴 T0204257 B 。ABR17 OF AK121376 B T0247307 B X60043 B 

A POX 0 AK064633 B T0259922 B T0204671 B 。ROB5 F AK121575 B T0266281 B T0222193 0 

A GR 0 AK1 03418 B T0250996 日 T0215438 B p .AFP F なし T0245054 0 T0231 335 0 

A Ou/Zn SOD 0 P28756 B T0250698 B T0224966 B p dehy廿rin F AK063517 B P46524 A T0216111 B 

A GST 。.AF402792 A .AF002211 B T0206422 B p SPDSY F AK060916 B T0234773 B T0215406 B 

A CAT 。AB020502 B D86327 A .AF035252 B p SAMDO 。'107766 B .AF11 7660 B .AF488307 B 

A whUOP 。AB049997 B AB042428 A .AF452028 0 p PSCS FO AK102633 B T0262839 B AY492005 B 。6-SFT F AK口72245 B AB029887 A T0204803 B p sHSP 0 AK069547 B T0234994 B T0225533 B 。1-SST F AK09931 2 B AB029888 A T0208672 B p CPsHSP 。AK1 20048 B T0245461 B T0234026 B 

0 SPS F D45890 B .AF31 01 60 巴 T0210502 0 p otsA/巴 。AK101207 B T0271328 0 E日510686 0 

K NPK1 F AK1 03087 B T0252372 0 T0215617 0 p BBD 。AK071221 B T0235461 B T0204542 B 

K OsMAPK5 0 .AF479自白3 A .AF07931 8 0 T0226687 0 T IOE1 F AK109915 B T0240838 B T0218613 B 

K OsODPK7 0 AK061881 A AY704445 0 AAB00806 B T OBF1 /DREB1 B 。.AF300972 B .AF376136 B T0232548 0 

L PLDdelta F AK11日433B T0236559 0 T0204953 0 T OBF3 /DREB1 A OF .AF300970 B DQ1 95068 B T0222705 0 

L PLDalphal F D73411 B BT009262 日 T0204953 0 T OBF4 F AK106041 B DQ28655日0 T0222705 B 

L GPAT 0 AJく口65123 B T0256545 0 T0206805 0 T DREB2A F .AF30097 B T0276589 0 T0226581 0 

L ALA1 0 AK063540 B T0261181 0 BG839953 0 T OaPF1 F AK103783 B T023587日 0 T0215日13 B 

L FADS 0 AK09893口B D84678 巴 T0204934 B T OSISAP1 。A判 37590A T0249355 0 T0225879 0 

L FAD7 0 AB232382 B D43688 0 AB105887 B T 白書mlfa4 OF D88620 A T0254685 0 T0227045 0 。ALR 0 AK1 06126 B T0251 575 日 T0203782 B T M'r81 5 F AJ311053 B BT008981 B T02171 07 0 。Rf-1 0 ABl 17754 A T0241301 日 80785931 0 T SOOF-1 。AK072942 B T0236123 B U68763 A 。DEA1 F AK口62295 B U73214 0 T0214915 0 T ABl3 F AK073805 B T0239249 B T0208388 0 。OOR15a F AK0731 09 B AB0950015 A T0222193 B T ABF3 OF AK072062 B T0256975 B T0229348 0 

A；抗酸化性、 C福代謝、 K:7 口テインキナーゼ、 L脂買代謝、 P：保護機能、 u~写因子、口そのf世田温慶｜まC耐；令性、 F：耐寒（粛）性付与に拍車が

あったことを示す目 Lべ！lilまA；府買事E換植物で耐冷性・耐寒性の白上が確認されたもの、 E予想されるORF全鵠の配列が隈知のもの、 D予想され

るORFのー習の配明lが隈知のもの目刈くはKOME,TO/OK/BQIまTIGR，その他｜土日enBank町アヲセッジョン暑号．

どのようにリンクさせるかは議論が必要。

力要約

耐虫性、耐冷・耐寒性について、公的な文献情報

データベース、遺伝子情報データベース及び特許情

報を検索し、これらの形質の付与に有用と考えられ

る遺伝子の情報を検索し、それぞれに係わる一覧を

作成した。更に、それらと相同な機能を持つ有用遺

伝子を食経験のある作物の代表例として、イネ、ム

ギ、ダイズから探索し、現時点での研究の状況を明

らかにした。こうした検索により、それぞれの形質

について有用と判断可能な遺伝子並びにそれらのホ

モログに関する情報が網羅的に得られ、今後の研究

展開のための情報基盤を構築できた。

研究担当者（大島正弘＼佐藤裕、石本政男、船

附秀行、下坂悦生）

( 11) 雄性不稔組換え林木の創出技術の開発

ア研究目的

遺伝子組換え技術は目的の形質のみを付与できる

ため従来の交雑による育種と比較して、品種改良に

必要な時間を大幅に短縮できると期待されている。

一方で組換え体の利用にあたっては、導入遺伝子の

生態系への拡散が懸念されている。林木においては

数十年にわたり山野等の非制御環境下で生育させる

必要がある上、林木の花粉は遠方まで飛散すること

が知られており、組換え林木の利用においては同種

あるいは近縁野生種との交雑抑制技術の開発が必要

不可欠である。本課題ではスギを対象として雄性不

稔組換え体の作出技術の開発を行う 。スギは我が国

で最も重要な林業用樹種であり実用的な樹種であ

る。また 1) アグロバクテリウム法による遺伝子導

入技術が確立されている（Taniguchiet al l），谷口・

小長谷 2））、2）ジベレリン （GA3）処理による着花

誘導が行えるため稔性評価を早期に行える、等の点

から実験材料としての優位性を持つ。さらに雄性不

稔化技術をスギで開発する事は、現在社会問題化し

ているスギの花粉症問題の緩和にもつながる。本研

究では雄性生殖器官特異的に細胞毒性遺伝子を発現

させることにより雄性不稔化を目指す。雄花・蔚特

異的遺伝子のプロモーターと細胞毒性遺伝子を連結
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し雄性不稔誘導ベクターを作出してスギへ導入す

る。得られた組換え体に GA3処理を行い着花誘導

を行う。また、雄花の切片を作製して花粉形成能を

評価する。これらの実験を通してスギにおける効果

的な雄性不稔化技術を確立する。

イ研究方法

（ア）実験A：他の植物で雄性不稔化に成功した

ベクターを用いたスギの雄性不稔化

シロイヌナズナ、ブロッコリー等で雄性不稔化に

成功したブロッコリー由来雄性不稔誘導ベクタ－

BoA3: : BoCysP1、BoA9:: BoCysP1 （農業生物資源研

究所田部井博士より分譲）をアグロパクテリウム法

によりスギカルスに導入した。選抜培地で組換え細

胞を選抜し、不定匹、植物体の誘導を行った。得ら

れた組換え体は特定網室内に作製した育成促進シス

テムを用いて栽培した。馴化後2年目となる組換

え体に GA3処理を行い、雄花の着花誘導を行った。

形成された雄花を定期的にサンプリングし、クライ

オミクロトームで切片を作製して花粉形成能の評価

を行った。また、キュウリ等で雄性不稔化に成功

したコンストラクト BoA3:: Barnase・355:: Barstar、

BoA9: : Barnase-355: : Barstar （農業生物資源研究所

田部井博士より分譲）のスギへの導入を行った。

（イ）実験B：スギの雄花特異的遺伝子のプロモー

ターを用いた雄性不稔誘導ベクターの開発

スギの雄花特異的に発現する遺伝子を効果

的に単離するために SuppressionSubtractive 

Hybridization (SSH）法を行った。この手法により

雄花で発現している遺伝子からシュートで発現する

遺伝子を差し引く事によって雄花特異的に発現す

る遺伝子を濃縮して効果的に単離することができ

る。 SSHによって単離された遺伝子のスギにおけ

る発現組織を確認するため RT-PCRを行った。ま

た、同定した雄花特異的遺伝子のプロモーターを単

離するために TAIL-PCR法を行ったD 単離したプ

ロモーターの機能解析を行うため、レポーター遺伝

子（GUS）に連結し、シロイヌナズナ及びスギに導

入した。得られたスギ雄花特異的プロモーターに

Barnase遺伝子（石川県立大学森博士から分譲）を

連結してスギ由来雄性不稔誘導ベクターを作製した。

作製したスギ由来雄性不稔誘導ベクターの効果を検

証するためシロイヌナズナ及びスギに導入した。

ウ研究結果

（ア）実験A：他の植物で雄性不稔化に成功した

ベクターを用いたスギの雄性不稔化

ブロッコリー由来雄性不稔誘導ベクター （BoA3::

BoCysP1、BoA9::BoCysP1）のスギへの導入実験

を行った。除菌培地、選抜培地を経て組換えカル

スを獲得し、 PCR法によって目的の遺伝子が導入

されていることが確認できたカルスから不定匹を

誘導し植物体を再生した。 BoA3:: BoCysP1導入ス

ギ及び BoA9:: BoCysP1導入スギ各 5系統を特定

網室で栽培し、花粉形成能の評価に用いる材料と

して育成を進めた。馴化後2年目となる BoA9::

BoCysP1導入スギ5系統 21個体、 BoA3:: BoCysP1 

導入スギ5系統 15個体の枝に GA3散布をおこな

い着花誘導処理を行った。 8月下旬から雄花のサ

ンプリングを行い、クライオミクロトームで切片

を作製して花粉形成能の評価を行った。その結果

BoA9: : BoCysP1導入スギ及び BoA3:: BoCysP1導入

スギの全系統で花粉の形成が確認された。 BoA3::

BoCysP1、BoA9:: BoCysP1導入個体の雄花から

RNAを抽出し BoCysP1の発現解析を行った。そ

の結果弱い活性ではあるが BoA9:: BoCysP1 5系

統中 4系統で、 BoA3:: BoCysP1 5系統中 3系統で

BoCysP1遺伝子の発現が確認された。得られたバ

ンドサイズは BoCysP1遺伝子のイントロンを含む

サイズであり、スプライシングがうまく行われて

いない可能性を示した。そこで細胞毒性遺伝子を

Bo砂'SP1から Barnaseに置き換えたコンストラク

ト （BoA9::Barnase・355:: Barstar、BoA3:: Barnase・

355: : Barstar）をスギへ導入した。 BoA3:: Barnase・

355: : Barstarコンストラクトではキュウリの雄性不

稔化にも成功している。現在 BoA9:: Barnase・355::

Bars臼r導入系統 lライン、 BoA3:: Barnase-355: : 

Barstar導入系統3ラインの組換え体の作出に成功

しており、育成後順次花粉形成能の評価を行う予定

である（図 13111・1)。

（イ）実験B：スギの雄花特異的遺伝子のプロモー

ターを用いた雄性不稔誘導ベクターの開発

スギ内在性のプロモーターを単離するために、ス

ギの雄花で特異的に発現する遺伝子の単離を行っ

た。雄花の発達段階の異なる 3つのステージ (I花

粉形成初期（9月）、 E花粉四分子期（10月）、 E

成熟花粉期 (11月））を選ぴ、各ステージの雄花の
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cDNA群よりシュートの cDNA群を差し引く SSH

法を行い、雄花特異的に発現する遺伝子の単離を試

みた。SSH法－ I、SSH法－ II、SSH法 －illからそ

れぞれ2種類、 4種類、 3種類の遺伝子（合計9種

類の遺伝子）が雄花特異的遺伝子の候補として単離

された。RT-PCR法により SSH法－ II、SSH法－ ill

から単離されたそれぞれ4種類、3種類の遺伝子（合

計7種類）が雄花特異的な発現を示すことを明らか

にした（図 13111-2) (Kurita et al 3l）。これら遺伝

子を対象に雄花特異的プロモーターを単離するため

にTAIL-PCRを行った。その結果、花粉四分子期

の雄花特異的に発現する遺伝子のプロモーター領域

(J009-C47 （約 2.5kb）、1009-C96（約 3.4kb））、成

熟花粉期の雄花特異的に発現する遺伝子のプロモー

ター領域 (JJ24-C16（約 0.9kb）、1124-C17（約 0.8kb))

の単離に成功した。単離したプロモーター領域に

GUS遺伝子を連結したコンストラクト (J009-C47:: 

GUS, 1009-C96:: GUS, 1124-CJ6:: GUS) をイ乍製

し、シロイヌナズナに導入して GUS遺伝子の発

現組織解析をおこなった。その結果、 1009-C47::

GUS導入系統及び 1009-C96::GUS導入系統のシロ

イヌナズナにおいて、分化途中の弱、特にタペート

組織（花粉の発達に重要な役割を果たす組織）で

GUS遺伝子の強い発現が確認された（図 13111-3）。

また、 1009-C47:: GUSはスギへの導入も行い GUS

の発現解析を行った。その結果、スギにおいても

タベート組織で GUS遺伝子の強い発現が確認され

た（図 13111-3) (Kurita et al 4l）。 これらスギの雄

花特異的プロモーターを用いた雄性不稔誘導ベク

ター （1009-C47:: Barnase、1009-C96:: Barnase）を

作製してシロイヌナズナに導入した。今回花粉形成

能を調べた全系統 （1009-C47::Barnase系統6ライ

ン、 1009-C96:: Barnase系統2ライン）で雄性不稔

化が確認された （図 13111-4）。同時に 1009-C96::

Barnaseをスギに導入した結果、 3系統の組換えス

ギを確認し、不定目玉の誘導、発芽に成功した。その

うち l系統において幼植物体の再生に成功した（図

13111-5）。一方 1009-C47:: Barnaseを導入した組換

えスギは得られなかった。また l系統、正常な生育

を示す組換え体が得られた 1009-C96:: Barnaseを用

いた実験系でも形質転換効率が低く、また得られた

組換え体3系統の内2系統で生育阻害が認められた。

このような形質転換効率の低さや生育阻害の起こる

図13111-1 BoA9：・：Barnase-35S:: Barstarを導入した

スギ発芽個体

091鼻.CS-2

091県Cl-I

JOO.且ζ 34

1009-C96 

JOO鼻.C47

JOO旦ε3-3

1124-Cl6 

1124-Cll 

11~2 

Acfin 

19Sep. ’Oct. 24N。•V.

SM  SMSMLR  

S・ーシュート

M・・・鐘花

L・・・新芽
R・・・楓

25cycles 

図13111・2 スギ雄花SSHライブラリーから単離し

た9遺伝子の発現解析

図13111-3 1009-C4λ 1009-C96プロモーターのf幾
能解析

1) 1009-C47::GUS導入シロイヌナズナの GUS染色写真
2) 1009-C96：・：GUS導入シロイヌナズナの GUS染色写真
3) 1009-C47：・：GUS導入スギ雄花の GUS染色写真

1,.,,., I ＇~~再l

図13111-4 1009-C4 7: : Barnase、1009-C96:: Barnase 

導入シロイヌナズナ
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図 13111-5 1009-C96: : Barnase導入スギ

原因を調べるため 1009-C47:: GUS, 1009-C96: : GUS 

を導入したカルスにおいて GUS遺伝子の発現を確

認した。その結果、両系統のカルスにおいて微量で

はあるが GUSの発現が検出された。従って Barnase

の微量な異所的発現が、 1009-C47:: Barnase導入ス

ギが得られない、また 1009-C96:: Barnase導入スギ

の形質転換効率が低い原因である可能性が示唆さ

れた。そこで雄性不稔誘導ベクターの改良を行う

ため Barnase遺伝子の阻害因子である Barstar遺伝

子を併せ持つコンストラクト (I009-C47: : Barnase-

35S: :Barstar, 1009-C47: :Barnase-NOS: :Barsta久 1009-

C96: :Barnase-35S: :Barstar、1009-C96::Barnase-NOS:: 

Barsta1うを作製してスギに導入 した。その結果

1009-C47: : Barnase-NOS: : Barstarを導入したスギに

おいて l系統の組換えカルスが選抜された。

また SSH法で単離さ れた 1009-CJ-3遺伝子及び

CjMSJ遺伝子のプロモータ ー領域 (I009-C3-3 （約

l.9kb）、CjMSJ（約 3.4kb））を用いて 1009-CJ-3:: 

Barnase-35S: : Barstar、 CjMSJ: Barnase-35S: : 

Bars tarコンストラクトを作製してスギへの導入を

行った。その結果、選抜培地で生存する 17系統の

主且t奥えカルス （I009-CJ-3: : Barnase-35S: : Barstarl 

系統、 CjMSJ：・：Barnase-35S:: Barstar 16系統）の単

離に成功した。実験Bにおいて、スギ雄性不稔誘

導ベクターを導入した組換えスギのうち、生育阻害

の認められない幼植物体 l系統 (I009-C96::Barnase 

導入系統）、組換えカルス 18系 統 (I009-C47::

Barnase-NOS:. Barstar l系統、 1009-CJ-3::Barnase-

35S:: Barstarl系統、 CjMSJ:: Barnase-35S: :Barstar 

16系統）を育成・培養中であり、順次花粉形成能

の評価まで進めていく 。

エ考察

（ア）雄性不稔誘導ベクターに用いるプロモー

ター

本研究は雄花・荷特異的プロモーターに細胞毒性

遺伝子を融合した雄性不稔誘導ベクターを用いてス

ギの雄性不稔化を行うというものである。実験A

においてはブロッコリーの蔚特異的遺伝子 BoA3、

BoA9のプロモーターを用い、実時実Bにおいてはス

ギの雄花特異的遺伝子 1009-C4久 1009-C96のプロ

モーターを用いて実験を行った。BoA9、1009-C4久

1009-C96はいずれも、シロイヌナズナのタベート

組織で発現する事が知られている A9遺伝子と相同

性の高い遺伝子である。また、 A9と相同性の高い

遺伝子はマツにおいても雄花での特異的な発現が報

告されており（Waldenet al 5l）、幅広い分類群の

種に保存されて存在している ことから、花粉形成に

重要な役割を果たしている可能性が考えられる。こ

のような進化上広く保存されておりどの植物種にお

いても発生、形態形成あるいは生殖に重要な役割を

果たすと考えられる遺伝子では転写調節機構および

それに関わる転写因子の機能も保存されている可能

性が考えられる。実際、ブロッ コリー由来の BoA9

プロモーターをスギに導入した結果、スギ、の雄花

で活性化する事が示され、また、スギの 1009-C4久

1009-C96遺伝子のプロモーターをシロイヌナズナ

に導入した結果、シロイヌナズナの荊で強い発現が

確認された。ただし、 BoA9遺伝子のプロモーター

をスギに導入した際の活性は弱く、また 1009-C96

プロモーターをシロイヌナズナに導入すると孔辺細

胞での活性も認められる等、その遺伝子をもともと

持っている植物に戻した場合と、ヘテロな植物種に

導入した場合ではプロモーターの活性の強さや発現

の特異性において違いが見られる場合もあることが

示された。一方、他の植物種の既知遺伝子とは高い

相向性を示さなかったスギ雄花特異的遺伝子のプロ

モーターを用いた 1124-CJ6::GUSをシロイヌナズ

ナに導入して GUS染色を行ったところ、調べたど

の組織においても GUSの発現は認められなかった。

種間で保存性が低い遺伝子については、その発現調

節機構（それに関わる転写因子の機能を含む）もそ

の種独自に進化した可能性が考えられ、ヘテロな植

物を用いた系では機能しなかったのかもしれない。

「雄性不稔組換え林木の創出技術の開発」というゴー



ルを目指して研究を進める上で、スギ以外の林木へ

の不稔化技術の応用を見据える事が必要となる。そ

の場合、種を超えて広く保存されている遺伝子のプ

ロモーターを雄性不稔誘導ベクタ一作製の候補とす

ることで、幅広い種で機能するベクターの開発が可

能になると考えられる。

（イ） 雄性不稔誘導ベクターに用いる細胞毒性遺

伝子

プロモーターの選択と同時に細胞毒性遺伝子の選

択も重要である。今回、 Barnase単独で用いた系で

は組換え体が得られない、または成長が著しく阻害

される組換え体が多い等、花以外の形質に影響が表

れる場合が認められた。 Barnase遺伝子はその活性

の強さから僅かな異所的発現でも非常に大きな問題

となることがスギにおいて示された。同様の報告

は他の植物を用いた結果でも示され（Weiet al 6））、

Barnaseを用いる際の共通的な現象であると考えら

れる。この Barnaseの異所的な発現による影響を抑

制するために Barnaseの阻害因子である Barstarを

共導入する手法が様々な植物種で効果を示してい

る。我々も同様の手法を試みており、雄性不稔誘導

ベクターを導入する際に低下するスギの形質転換効

率の回復が期待される。また今回ブロッコリーのシ

ステインプロテアーゼBoCysPJを用いた実験も行っ

た。スギにおいては想定されるスプライシングが起

こらず、機能タンパク質が作られないことが原因で、

不稔化に至らなかった可能性が示唆されたが、ブ

ロッコリー等では BoCysPJの単独使用で雄性不稔

化に成功している。 BoCysPJはBarnaseと比較して

毒性が弱いため他組織における異所的な発現も生育

等他の形質に影響しない可能性が考えられる。この

ような毒性の少し弱い遺伝子を用いるということも

雄性不稔誘導ベクターの開発において大きな選択肢

のーっとなる。

（ウ）プロモーターと細胞毒性遺伝子の組み合わ

せ

雄性不稔誘導ベクターを作製するにあたってはプ

ロモーター及び細胞毒性遺伝子の選択の重要性が明

らかになってきたと同時に、それらの組み合わせ

も重要であることが示唆された。 Barnaseを用いる

際には他組織において異所的に発現した Barnaseの

活性を阻害するため、 Barstarの共導入が効果的で

あることは上述した。その際、 Barnase及びBarstar 

に用いるプロモーターの選択が非常に重要である。

Barnaseが機能するあるいは Barstarによって阻

害されるという現象は Barnaseの発現量と Barstar 

の発現量の比によって決定される。例えばある

細胞内で Barnase> Barstarとなれば細胞は死に、

Barnase < Barstarとなれば表現型に影響が見られな

くなる。今回の実験において 1009-C47::Barnaseと

355: : Barstar遺伝子をスギに共導入しでもスギでは

組換え体が得られなかった。一方ブロッコリー由

来BoA9:: Barnaseと355:: Barstarを共導入したス

ギにおいては組換え体が得られている。スギにお

いて 35Sプロモーターの活性は弱い事が知られて

いる。スギの雄花で強い活性を示す 1009-C47プロ

モーターはカルスにおいても 355の活性を上回り、

Barnase > Barstarとなったためカルスが死滅し、ス

ギの雄花で弱い活性を示す BoA9はカルスでの異所

的な発現も弱く Barnase< Barstarとなって組換え

体が得られたと推測できる。このように、 Barnase-

Bars tarを用いて雄性不稔誘導ベクターを作製する

場合は雄花・蔚で Barnase> Barstarとなり、他の

組織では Barnase< Barstarとなるプロモーターの

組み合わせを用いて設計することが重要となる。細

胞毒性遺伝子に弱毒性の遺伝子を用いる場合は他組

織での異所的な発現は生育等他形質に大きく影響し

ない可能性が考えられる。同時に、毒性の弱さを補

うために、目的とする雄花・荷での強い活性化能を

持つプロモーターと組み合わせて使う必要があると

考えられる。以上のように、細胞毒性遺伝子の毒性

の強さと用いるプロモーターの活性化能を考慮して

うまく使い分ける事で、効果的な雄性不稔誘導ベク

ターが作製できると考えられる。

オ今後の課題

（ア）実験Aについては BoA9:: Barnase・355::

Bars tar導入系統 lライン、 BoA3:: Barnase-355: : 

Bars tar導入系統3ラインの組換えスギの幼植物体

が作出されたD 今後これら植物体を育成して Gん

による着花誘導及び花粉形成能の評価を行っていく

ことが必要である。

（イ）実験Bについても 1009・C96:: Barnase l系

統の幼植物体、 1009・C47:: Barnase-NOS: : Barstar 

l系統、 1009・C3・3:: Barnase-355: : Barstar 2系統、

CjMSJ: : Barnase・355:: Barstar 16系統の組換えスギ
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カルスが得られ、これら系統から植物体の再生、花

粉形成能の評価を進めていくことが必要である。

力要約

雄花・弱特異的プロモーターに細胞毒性遺伝子を

融合した雄性不稔誘導ベクターを用いて林木の雄性

不稔化を行う。本課題では以下の 2つの実験（実験

A、B）を同時に進行し、雄性不稔化技術の開発を

試みた。

（ア） 実験A：他の植物で雄性不稔化に成功した

ベクターを用いたスギの雄性不稔化

他の植物で雄性不稔化に成功したベクターを用

いてスギの雄性不稔化を試みた。ブロッコリー由

来雄性不稔誘導ベクター BoA3:: BoCysPJ、BoA9::

BoCysPJをアグロバクテリウム法によりスギに導入

して組換え体を作出した。 GA3処理により誘導した

雄花の切片を作製して花粉形成能の評価を行った。

その結果 BoA9:: BoCysP 1、BoA3::BoCysPJを導入

した全系統で花粉が形成したものの、BoA3プロモー

ター、 BoA9プロモーターともにスギの雄花で機能

することが確認された。そこでこれら 2種類のプロ

モーターに別の細胞毒性遺伝子 BarnaseとBarstar 

遺伝子（異所的な組織で発現する Barnaseの活性を

抑制するための阻害因子）を連結したコンストラク

ト （BoA9:: Barnase-355: : Barstar、BoA3:: Barnase-

355: : Barstar）のスギへの導入を行った。 BoA9::

Barnase-355: : Barstar導入系統 lライン、 BoA3::

Barnase-355: : Barstar導入系統3ラインの作出に成

功しており、花粉形成能の評価を行う。

（イ）実験B：スギの雄花特異的遺伝子のプロモー

ターを用いた雄性不稔誘導ベクターの開発

スギの雄花特異的遺伝子のプロモーターを用いて

雄性不稔誘導ベクターの開発を行ったD SSH i去を

用いてスギの雄花特異的に発現する 7遺伝子を単離

した。それら遺伝子のプロモーターを TAIL-PCR

法により単離した。 GUS遺伝子を用いてプロモー

ターの機能解析を行い、 1009・C4久 1009・C96遺伝

子のプロモーターが蔚で強い活性化能をもっ事を明

らかにした。これらプロモーターを用いてスギ由来

雄性不稔誘導遺ベクター 1009・C47::Barnase、1009・

C96: : Barnaseを作製した。 1009・C96:: Barnaseを

スギに導入した結果、 3系統の形質転換カルスを

確認し、不定脹の誘導、発芽に成功した。そのう

ちl系統において幼植物体の再生に成功した。ま

たBarnase遺伝子の阻害剤である Barstar遺伝子を

用いて、形質転換効率の回復を目指したベクター

の改良を行いスギに導入した。 1009-C47:: Barnase-

NOS: : Barstar 1系統の組換えカルスが得られ、

1009-C96: : Barnase-355: :Barstar、1009-C96::Barnase-

NOS: :Barstarはスギへの導入を進めた。また 1009-

C3-3遺伝子及び CjMSJ遺伝子のプロモーターを用い

て 1009-C3-3::Barnase-355: :Barstar、CjMSJ::Barnase-

355: :Barstarコンストラクトを作製してスギへの

導入を行った。その結果、選抜培地で生存する 17

系統の組換えカルス (1009-C3-3:: Barnase-355: : 

Bars tar l系統、 CjMSJ:: Barnase-355: : Barstar 16系

統）の単離に成功した。順次花粉形成能の評価まで

進めていく予定である。
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2 新たに流通が見込まれる遺伝子組換え作物の

検出技術等の開発

( 1 ) 流通管理を目的とした遺伝子組換え農作物の

検知技術開発・改良、及び妥当性確認

ア研究目的

わが国において、食品としての安全性が確認され

た遺伝子組換え（GM）農産物は、種々の法律の下

に諸外国から輸入・産業利用されている。本課題

では、新たに食品としての安全性が確認され、 GM

食品の表示制度の対象となった GM農産物を適切

にモニタリングするための検知法の開発を主とし

て行う 。また、トウモロコシなどでは 2つ以上の

GM系統を掛け合わせた、いわゆるスタック品種

(Combined trait products）の商品化が急速に増加

し、従来の構造特異的又は系統特異的 DNA配列を

標的とした定量分析法では組換え体の混入率を適切

に測定することが困難になっている。そこで、 GM

トウモロコシの混入率を適切にモニタリングする検

知法についても開発を行う 。検知法の開発に際して

は、規制に必要な精度を有し、かっ実用的な検知法

の開発をめざし、さらに標準分析法化のために国際

的な基準に従った試験室間共同試験による妥当性確

認を優先順位をつけて行う 。

イ研究方法

（ア）承認GM系統の定性・定量検知法の開発お

よび妥当性確認

GM農産物に係る品質表示制度の科学的検証のた

め、信頼性の確保された GM農産物定性・定量検

知法が必要である。新たに承認された GM系統等

に対して既存の定性・定量 PCR技術を用いて分析

法の開発を行う 。また、開発した分析法に関しては

優先順位をつけ、国際的なガイドラインに従い、試

験室間共同試験を実施し、分析法の妥当性確認を行

つ。
（イ）スタック品種の混入に影響を受けない GM

トウモロコシ混入率評価手法の開発

トウモロコシに関しては 2つ以上の GM系統を

掛け合わせたスタック品種の作付けが拡大してい

る (James1））。わが国では、 GM農産物の表示闇

値は重量混合比に基づいていることから、現行の定

量PCR法ではスタック品種の混入した農産物の混

入率を実際よりも過大に見積もる恐れがある。こ

のため、スタック品種の混入に影響を受けずに GM

トウモロコシの混入率を測定する分析手法の開発が

求められている。こうした手法として、厚生労働省

通知検査においてトウモロコシを l粒ずつ定性分析

し、その結果から GMトウモロコシが適切に IPハ

ンドリングされているか判定する粒単位検査法（消

費者庁 2））が導入されているが、より実用的な検査

法が求められている。そこで本課題ではトウモロコ

シ複数粒からなるグループを多数調製し、それぞれ

のグループ内の GMの有無を定性分析した結果か

ら統計学的に GM混入率を評価するグループテス

ティング法の開発を行う（図 13201-1)

（ウ）未承認GM系統への対応

わが国における GM農産物の使用に当たっては、

各種関係法令に基づく安全性確認等の手続きが必要

で有り、かつ未承認 GM系統の国内における流通

は認められていないことから、水際での流入阻止の

ための対策が求められる。混入事例が発生した未承

認GM系統に対する検知法の開発を行うとともに、

今後未承認 GM系統の流入の可能性のある作物に

トウモロコシ
検査ロット

//I、＼＼
一定の粒数を含むグループを多数調製

電電電…苗苗苗
↓↓↓↓↓↓  
定性試験によりGMの有無を判定

GM GM GM GM GM GM 
有り 無し 無し 無し 有り 無し

GMが含新もるグループの割合から
統計学的にGM混入率を評価

図13201-1 グループテステイング法の概要
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ついても種特異的遺伝子配列の開発を行う 。

（エ） PCRの分析精度の影響する要因の検討

PCRの分析精度に影響するものとしていくつ

かの要因が想定されるが、マイクロチューブへの

DNAの吸着はそのーっと考えられる。DNA吸着

が少ないマイクロチューブを選択するための精度管

理手法の構築を行う 。

ウ研究結果

（ア）承認GM系統の定性・定量検知法の開発お

よび妥当性確認

a GMアルフアルファ（］101およびJl63）定

性・定量検知法の開発

アルフアルフア種特異的遺伝子検知用として

HMG(h1包~hmobiL有ygroup）遺伝子およぴPDI(Prりtei1 1 

disulfide-omerase）遺伝子について検討し、検知用

プライマー・プローブを設計した。アルフアルフア

22品種をリアルタイム PCRの鋳型として Ct値を

比較したところ、HMG遺伝子に設計したプライマー

．プローブが品種間で安定であることが示された。

GMアルフアルファ ]101および]163系統それぞれ

について、系統特異的な検知用プライマー・プロー

ブセット A、Bおよび構造特異的な検知用プライ

マー・プローブセット Cを設計し、アルフアルフア

22品種、アルフアルファ近縁種5品種、主要穀物5

品種、 GMアルフアルファを鋳型とした場合の特異

性を確認した。さらに、検知領域を含む陽性コント

ロールプラスミドを構築し、定量下限値についても

検討を加えた。また、アルフアルファ葉および種子

からの DNA抽出法を検討し、 PCRに適した品質

のDNAの回収を可能にした。

Roundup Ready 2 Yield(RRS2) 

Event, MON89788 

剛•＼＂加柑 ''l晶＂＇＂＇＇＂＂

斗l卜酬畑II' I口田 園

．． 
R冶undupReady Soy (RRS) 

Event,40-3・2

イ五可仰

Liberty Link Soy (LLS) 

Event, A2704・12

----1 
。＝。

b GMテンサイ（H7-l）系統特異的定性検知法

の開発

以前開発したテンサイ種特異的配列と EUの公定

分析法となっている GMテンサイ H7-l系統特異的

な検知領域を組み合わせた定性検知法を新たに開発

し、インハウス試験で定性検知下限は 0.05%である

ことを明らかにした。

c 新規承認 GMトウモロコシの一斉検知を可

能にする定性マルチプレックス PCR法の開発

新規承認 GMトウモロコシ DAS-59122-7、

MIR604およびMON88017系統の検出・判別を可

能とする定性マルチプレックス PCR法を開発し

た。この際、以前に開発した定性マルチプレックス

PCR法に含まれる MON863系統の構造特異的検知

領域が、 MON88017にも存在するため、 MON863

を含む 4系統について系統特異的一斉検知を可能

とする定性マルチプレックス PCR法を開発した

( Oguchiet et al. 3)) o 

d GMダイズ（RRS2およびLLS）系統特異的

定量検知法、およびGMダイズ定量スクリーニン

グ法の開発

これまで主として RoundupReady Soybean 

(RRS）の栽培のみであった GMダイズにおいて、

除草剤グリホサート耐性 GMダイズ MON89788

(RRS2）および除草剤グルホシネート耐性GMダイ

ズ A2704-12(LLS）の商業栽培が開始されたこと

を受け、 RRS2およびLLSについてそれぞれの検知

領域を含む陽性コントロールプラスミドを構築し、

系統特異的定量検知法の開発を行った（図 13201-

2) (Takabatake et al. 4））。また、これまで検査対象

が一系統のみであったものが、今後は多くの系統

t.hBo町由e

・－・系統特異的

・・術進特異的

¢：：：令円SS

= 
図13201・2 GMダイズ3系統の構造
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に対する検査も必要になることから、 RRSおよび

LLSに共通して導入されている Cauliflowermosaic 

virus 35Sプロモーター（P35S）配列と P35S配列

をもたない RRS2の系統特異的配列をそれぞれ定量

し、得られた定量値を合算することにより複数の

GMダイズ系統を同時に定量可能な GMダイズ定量

スクリーニング法の開発を行った。

e GMダイズ（RRS）定性検知法の妥当性確認

試験

RRS定性検知法について試験室間共同試験を実

施し（図 13201-3）、定性分析法の 4種の精度指標（特

異性、感度、偽陰性率、偽陽性率）を算出した（表

13201-1)。本結果より、本分析法の検知下限が0.05%

から 0.01%の間であることを明らかとし、定性分析

法としての妥当性を確認した（Kodamaet al. 5））。

f GMトウモロコシスクリーニング定量法の妥

当性確認試験

多くの組換え作物に導入されている P35S配列

と、 P35Sを含まない GMトウモロコシ GA21系統

を標的とした GMトウモロコシスクリーニング定

量法（Oguchi et al. 6) ・ 7））について、 13分析機関に

よる試験室間共同試験を実施した。ブラインド試験

に用いた試料は、 P35Sを有する系統の代表として

MON810系統を選定し、 GA21系統を同量含むも

のとした。その結果、本検知法の定量下限は、 ABI

7900において P35S、GA21ともに 0.5%であること

を明らかとした。

g GMトウモロコシ定性検知法の改良と妥当性

確認試験

現行の標準分析法として利用されている GMト

ウモロコシ Btll系統定性PCR法は non-GMトウモ

ロコシからの偽陽性検出の可能性があった。そこで、

偽陽性検出を低減するため反応条件の改良を行っ

た （Manoet al s））。また、 GMトウモロコシ定性

PCR法における DNA抽出法の改良も行い、 GMト

ウモロコシの定性検知法のうち、 MON810、P35S、

GA21、および反応条件を改良した Btllについて

試験室間共同試験による妥当性確認を行った。その

結果、定性下限はそれぞれ0.2%、0.2%、0.1%、 0.2%

であった。

h GMトウモロコシ（MIR604）定量検知法の

妥当性確認試験

EUにおいて公開されている定量分析法を基に、

陽性コントロールプラスミドを構築し、 GMトウモ

ロコシ MIR604系統特異的定量検知法を新たに開発

した。陽性コントロールプラスミドは MIR604系統

特異的な配列およびトウモロコシ種特異的配列であ

るSSIIbを含むものである。試験室間共同試験の結

果、本検知法の定量下限は 0.5%であることを明ら

かにし、定量分析法としての妥当性を確認した。

（イ）スタック品種の混入に影響を受けない GM

トウモロコシ混入率評価手法の開発

グループテステイングの統計理論を整理し、試験

条件の設定を簡易化するための計算プログラムの開

発を行った。続いてグループテステイングが理論通

り実施可能であることを証明するべく、カラーペイ

ントしたトウモロコシ穀粒と通常の穀粒を混合した

擬似試料を用いてサンプリングを試行した。その結

果、実際に統計理論に近い結果が得られることが確

認された（真野ら 9）。現行の標準分析法である粒単

位検査（消費者庁 Z)) (180粒分析時）と同等の信

頼性を有するグループテステイングの試験条件を

検討したところ、トウモロコシ穀粒 20粒からなる

表 13201・1 RRS定性分析法の感度、特異性、偽陰

性率、偽陽性率

試料濃度｜ 感度 特異性｜偽陰性率｜偽陽性率

100弘

図13201-3 コラボ試験における RRS定性分析結

果 （例）

M：マーカー， l:0.0%（以下、 RRS濃度）， 2:0.0%, 
3: 0.05%, 4: 0.1 %, 5: 0.0%, 6: 0.10%, 7: 0.10%, 
8: 0.05%, 9: 0.05%, 10：陰性コントロール （no
DNA), 11：陽性コントロール，12：陰性コントロー
ル （nonprimer) 
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グループを 20グループ分析し、 GMを含むグルー

プが 12グループ以下の時、そのロットを合格とす

る、という条件が設定された。確立した理論を実践

するための分析法を種々検討し、 DNAの精製を必

要としない低コストで簡便な分析法を開発した（図

13201-4）。12試験室による試験室間共同試験により

分析法の性能を評価したところ、偽陰性、偽陽性検

出はなく、グループ中の GMの有無を正確に判定

可能であることが実証された。ISO規格 10））に示

されている基準と照らし、分析法の妥当性が確認さ

れた。

（ウ）未承認GM系統への対応

a モチ種トウモロ コシからの PCRに適した

DNA抽出法の開発

従来の手法では、モチ種トウモロ コシから PCR

に適した DNAの回収が困難であることが示され

た。このため、モチ種を含むトウモロコシ全般に適

用可能な DNA抽出法を新たに開発し（農林水産省

11)) （図 13201-5）、モチ種からデン ト種とほぼ同等

の品質の DNAが得られ、本抽出法の適用範囲が広

いことが示された。

b リアルタイム PCR装置を用いない未承認 GM

トウモロ コシ（DAS59132）の定性検知法の開発

操作1
20粒からなるクループ
を複数調製

（グループ数は任意），． 
操作2
家庭用粉砕機による
粉砕とDNAの粗抽出

~ 
操作3
組抽出液を直接鋳型とする

リアルタイムPCR分析
（定性分析）
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図13201-4 グループテスティング簡易分析法の概要

標準分析法において、未承認GMトウモロコシ

DAS59132系統は リアルタイム PCR装置により定

性検知を行うとされているが、 DNAの増幅を通常

のPCR装置で定性検知可能とするため、新たに定

性分析法を開発した。開発した分析法についてイ

ンハウス試験による定性検知下限を確認したとこ

ろ0.05%であることが明らかとなり、 リアルタイム

PCRによる方法と同等以上の感度を有することを

確認した。

c カボチャ種特異的遺伝子配列の開発

GMカボチャは、わが国においては安全性未審査

であるが、海外において栽培実績があるため、種特

異的遺伝子配列の開発を行った。定性検知用のプラ

イマーを設計し、本分析法の特異性は高く、定性下

限は 0.01%であることを示した。

（エ） PCRの分析精度に影響する要因の検討

ポリプロピレン製マイクロチューブには DNAを

吸着するものがあることを明らかにし（図 13201-

6）、 DNA吸着が少ないチューブを選択するための

精度管理手法を開発した（清水ら 凶）。

工考察

本課題においては、 GM食品のモニタリング等に

B 

,. 

図13201-5 各種トウモロコシから抽出した DNAの

Ct値

A：従来抽出法、 B：改良抽出法
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図 13201-6 ColElによるチューブへの DNAの吸着

比較

ColElはTEbufferで50ng/mLに希釈した。条件(1): 

同じチップで l本のチューブに 10回繰り返し吸排出、
条件 （2) 同じチップで分注毎にチューブを替えて計
10本で吸排出

おいて求められる実用的な技術の開発に数多く取り

組んだ。3系統の新規承認 GMトウモロコシの検知

を可能とする定性マルチプレックス PCR法の開発

により、以前に開発した GMトウモロコシ 8系統

の定性マルチプレックス PCR法とあわせ、 11系統

の GMトウモロコシの一斉定性検知が可能となっ

た。また、 GMダイズおよびGMトウモロコシを対

象とする多くの定性および定量検知法について、フ

ルスケールの試験室間共同試験を実施するなどして

その妥当性確認を行い、開発した検知法が実用化レ

ベルにあることを示した。

さらに、スタック品種の混入に影響を受けない

GMトウモロコシ混入率評価法としてグループテス

テイング法を考案し、世界に先駆けて分析法を確立

した。DNAの精製を必要としない分析法の開発に

より、低コストで簡便な検査が実施可能となった。

開発した分析法を用いることで、現行の粒単位検査

法と同等の検査が4時間以内に完了可能であった。

公的機関のみならず農産物流通に携わる企業等にお

いても分析が実施可能なレベルにコスト低減を図っ

た。実際の農産物流通の過程で表示違反を未然に防

ぐための品質管理に資するもので、表示制度の信頼

性向上への寄与が期待される。

なお、妥当性確認の完了している分析法に関して

は、標準分析法としての速やかな採用が強く期待さ

れる。

オ今後の課題

GM農産物の開発は継続的に進んでおり、新たな

検知法の開発が引き続き求められる。殊に、承認系

統数の多いトウモロ コシにおいてはスクリーニング

検知法で検知されない系統について検知法開発を優

先的に進めてきた。しかし、新たなエレメントの導

入等に伴い、新規検知法を要する系統の飛躍的な増

加と、それに伴いスクリーニング法の改良等が近い

将来大きな課題となることが予想される。また、グ

ループテステイング法についても、新たな GM系

統の流通に対応するために、 PCR部分の再構築が

必要となることが予想される。継続的に分析法の修

正・拡充を可能とする体制構築が必須である。

力 要 約

世界各国で開発される GM農産物の数は飛躍的

に伸びており、わが国で承認される GM系統数も

継続的に増加している。このような中、遺伝子組換

え生物の産業利用に際しての各種法令の遵守、或い

は安全 ・安心に対応しうる体制の維持のために、実

用化技術の開発を一義的な目的とし、食品中への混

入が予想されるダイズ、トウモロコシを中心として

承認系統の検知手法の開発を進めてきた。さらに、

標準分析法化を滞りなく可能とするために、国際的

な基準に従った試験室間共同試験による妥当性確認

も精力的に行った。近年、スタック品種の栽培拡大

により、従来の定量法では対応が困難になる局面も

生じてきたが、スタック品種混入に起因する定量に

係る問題にも取り組み、グループテステイング法に

よる分析法を確立し、実用化レベルにまで到達させ

た。加えて、未承認系統混入に対応しうる基盤技術

の開発にも努めた。
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(2) 遺伝子組換え農産物のオンサイト検知を可能

とする PCRシステムの構築

ア研究目的

遺伝子組換え（GM）農産物の表示を実施するた

めには、農場から食品の製造段階まで分別流通管理

を行い、適切なポイントでモニタリング検査を実

施する必要がある。しかし、これまでに妥当性確

認が終了した DNAによる GM農産物の検査法は、

DNA抽出に通常 1日を要し、定量には高額なリア

ルタイム PCR装置を使用して、分析結果を得るま

でに半日を要する。また、 GM農産物の検査を実施

するためには、実験設備の整った環境が必要であり、

各流通地点での検査を実施することは困難である。

当課題では、比較的小型の市販粉砕器について検査

適応性を明らかにするとともに、遠心機等の大型機

器を使用せず短時間で GM農産物から PCR分析に

好適な DNAの抽出が可能な携帯型 DNA抽出デバ

イス、及び簡便で迅速な GM農産物の定性・定量

検査が可能なデバイスを開発し、各流通地点での検

査を実施するためのシステム構築を目指す（斉藤

らり。

イ研究方法

（ア）市販粉砕器の性能評価

大がかりな機器を使用せず短時間でトウモロコシ

やダイズ等の GM農産物を粉砕可能な粉砕器の導

入を検討したD 具体的には、市販の粉砕器を精査・

試験運用し、その適用性を検討すると共に、改良す

べき点を模索する。

（イ）携帯型 DNA抽出デバイスの開発

穀物からの DNAの抽出は、穀物破砕物から界面

活性剤等で DNAを液層に遊離し、ガラス繊維に

DNAが特異的に吸着する原理を利用して DNAを

精製する。この際に、実験設備の整った環境では遠

心分離で固相と液相の分離やガラス繊維への送液を

行うが、これを真空採血管の陰庄で代用し、一連の

DNA抽出操作が大型機器を使用せずに完了する方
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法を開発する。また、この方法に利用する残誼の除

去を目的としたカラムと DNAの精製を目的とした

カラムを設計・開発し、キットとして実用化を図る。

穀物種子粉砕物から DNA抽出を行い、分光光度計

とアガロースゲ、ル電気泳動による品質確認試験、及

びリアルタイム PCRによる阻害確認試験を行って

評価する。

（ウ） DNA定性 ・定量デバイスと試薬の開発

GM農産物の検出原理は、妥当性が確認されてい

るTaqMan法によるリアルタイム PCR定量法を基

本とするが、本課題ではこれを進展させ、より迅速

性かつ微量の反応液量で GM農産物由来の DNAが

検出可能な Microfiuidics(MF）型 DNA定性 ・定

量デ、パイスの開発を検討する。具体的には、異なる

温度に設定された 2種類のヒートブロック（DNA

熱変性用ブロック及びアニーリング・伸長反応用ブ

ロック）聞を往来するような流路を持つ DNA増幅・

検出用チップ（以下、チップとする）で PCRを行

う装置と、試薬を開発する。

ウ研究結果

（ア）市販粉砕器の性能評価

市販の粉砕器2種（ミルサー（岩谷産業社製）、

ワンダーブレンダー（佑崎機械社製） ：以下 WB)（図

13202-1）を試験運用し、評価を行った。具体的に

はトウモロコシ及びダイズを試料として条件を変え

て粉砕物を調製し、各粉砕物 lgから GMquicker 

（ニッポンジーン社製）により DNAを抽出後、

NanoDrop （サーモサイエンテイフイツク社製）を

用いて吸光度を測定した。評価は各粉砕条件あたり

3点で行い、吸光度の測定値から抽出効率（A260

図13202・1 携帯型粉砕器2種（左：ミルサー、右 ：

ワンダーブレンダー）

値 1= 50 ng/μL DNAに換算）及び品質（A260/

A280、A260/A230）を算出・比較した。

その結果、品質の良い DNAを十分量得るために

は粉砕器に適した粉砕試料量を設定し、完全に粉砕

することが肝要と示唆された。両粉砕器によるト

ウモロ コシ及びダイズの完全粉砕物は、概ね PCR

に適した質の DNA抽出が可能と考えられた（表

13202-1）。試験した粉砕器の問題点として、ミルサー

は長時間の粉砕によりモータ一部分が過熱するた

め大量検体の処理及び連続使用には適さないこと、

WBは粉砕部分の解体・洗浄が煩雑で、構成部品で

あるフェルト等から コンタミネーションが生じやす

い部品があるためオンサイトにおける多検体の処理

に適さないことが明らかとなった。

次に、粉砕 ・混合を同時に行いながら大量の穀物

試料を効率的に調製可能な粉砕器として、グライ

ンドミックス GM200（レッチュ社製）（図 13202-2)

の試験運用と評価を行った。具体的には、 GMダイ

ズ（RRS）と nonGMダイズを粒状態で混合した試

料（200g）を 10点作製し、 GM200を用いて粉砕・

混合を同時に行った。次いで、粉砕物の各所からサ

ンプリングを行い、粉砕物 lgから GMquickerを

使用して DNAを抽出後、定量 PCRで均一に混合

されているか評価した。

サンプリングした粉砕試料から得られた定量値

を元に 10点の粒状態で混合した試料聞における混

入率のばらつきを調べたところ、標準偏差は± 0.05 

内に収まり、概ね均ーであると判断され、 GM200

による粉砕・混合の同時処理が可能であると判断し

た（図 13202-3）。また、さらに大スケールでの粉砕

が可能な GM300が発売されたので、粉砕・混合を

表 13202・1 諸粉砕条件による DNA抽出効率及び

DNAの品質比較

max；完全粉砕に要する最大時間

トウモ ロコシ

粉砕器 粉砕量 粉砕時間
DNA cone. A260 A260 
(ng/ul) /A280 /A230 

ミルサー lOg max 76.0 1. 9 2.9 

max/2 57 .4 1. 9 3.2 

30g max 83.9 1.8 2.9 

max/2 71.5 1. 9 3.0 

ワンダー 30g max 87. 7 1.8 2.9 

7＇レンタ．｝ max/2 66.8 1.8 3.2 

60g max 67 .6 1.9 3.0 

max/2 41.1 1.8 4.6 

n=3 
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図13202♂ 大量調製用粉砕器 （GM200)
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図13202-3 粒状態で混合した試料における混入率の

ぱらつき具合

図13202-4 量産型カラムを適用した携帯型 DNA抽

出デバイス

表 13202・2 携帯型 DNAデバイスで回収した DNA

の吸光度測定結果（N=3)

Sample A260 nm/A230 nm A260 nm/A280 nm 
DNA 

( ng I μL) 

48.43 
63.70 
54.63 

1
i
一
ワ
ム
一
つ
d

2.47 
2.13 
2.24 

1.84 
1.87 
1.85 

検討したところ、 GM200と同様に粉砕・混合の同

時処理が可能であった（データは示さない）。

（イ）携帯型 DNA抽出デバイスの開発

DNA抽出専用のカラムを設計し、注射針（18G)

をジョイントで接続後、注射針を真空採血管に刺す

ことでカラム内のメンブレンを通過した溶液が真空

採血管内へ回収される携帯型 DNA抽出デバイスを

開発した（図 13202-4）。カラムは、同じ形状のも

のを櫨過分離およびDNA精製の計2工程にそれぞ

れ用い、 j慮過用カラムにはポリエチレン製のフィ

ルターを 2枚、 DNA吸着用カラムにはガラス繊維

をl枚装着した。開発した DNA抽出キッ トの評価

には、 200mgのトウモロ コシ粉砕試料およびGM

quickerに添付されている Buffer類を用いた。漉過

用カラムを通過した粗 DNA抽出液に適量の GB3

Bufferとイソプロパノールからなる溶液を添加して

良く混合した後、 DNAを特異的にガラス繊維へ吸

着させた。ガラス繊維を洗浄後、 TEBuffer 200 μL 

にて DNAを回収した（所要時間；約 45分）。

回収した DNAについて吸光度測定法で品質を評

価したところ、 PCRに好適な DNAの指標とされ

る260nm/280 nm及び260nm/230 nmの値はそれ

ぞれ 1.8、2.0を上回り、概ね良好と判断された（表

13202-2）。また、回収した DNAをアガロース電気

泳動に供したところ、 RNAや DNA断片等は認め

られず、ゲノム DNAのバンドが明瞭に確認された

（図 13202-5）。

図13202・5 携帯型 DNA抽出デバイスで回収したト

ウモロコシ DNAの1%アガロースゲル電

気泳動写真

（回収した DNA溶液の吸光度測定結果に基づいて
DNA 250ngを電気泳動に供試）
Lane l～ 3：トウモロコシ gDNA
Mk6 : Jc I StyI digest 



MON810トウモロコシ粉砕試料から新たに開発

した携帯型 DNA抽出デバイスで DNAを抽出し、

PCRの阻害を確認した。具体的には、吸光度測定

結果に基づいて 40ng/μLに希釈した DNAを4倍

の希釈系列（1/4、1116、1/64、1/256）で希釈し、

計 5濃度の鋳型 DNAを調製後、 JAS分析試験ハン

ドブックに準拠した PCR条件によりリアルタイム

PCRを行った。PCRを阻害しない DNAの基準は、

スレッショルドラインを 0.128に固定した際に、希

釈系列 4点の Ct値で作製した直線から算出される

40 ng/μLの Ct値と実測した 40ng/μLの Ct値を

比較して、その差（Ll Ct値）が0.5以内に収まる

ものとした。

その結果、 ACt値は 3検体ともに 0.5以内に収

まり、携帯型 DNA抽出デバイスで回収した DNA

溶液には顕著な PCRの阻害は認められなかったた

め、 PCR反応に好適と判断された（表 13202-3）。

（ウ） MF型 DNA定性 ・定量デバイスの開発

a MF型 DNA定性 ・定量デバイスの作製

DNA定量チップを作製し、諸条件を最適化した

後、混入率の異なる MON810を含むゲノム DNA

試料でオンチップ PCRおよびリアルタイム検出

を行ったところ、 0.5%MON810の検出に成功し

た。これは、現行で最も厳しい承認 GMの検査基

準（EUの混入闘値＝ 0.9%）を満たすものである。

表 13202-3 回収したDNAの阻害確認結果定量機器：

ABI 7500 Fast 

Sample No目 Rz

1 0.998 
MON810 

2 0.999 
100目

3 0.995 

Ct extrapolated mean Ct measured .L1Ct 

24.80 25.08 0.28 
24. 78 24.99 0.21 

24.69 24.95 0.26 

h
z
ω
E＠
HZ－
o
u
E＠
Uω
＠
』
。
コ
－h
h

0.5‘Mon810 

。 10 20 30 40 50 

Cycles 

また、開発した携帯型 DNA抽出デバイスで回収し

たMON810ゲノム DNA試料から、同様にオンチッ

プPCR増幅・検出を行った。その結果、 0.5%の

MON810試料においても同様に検出可能であるこ

とを確認した（図 13202-6) （斉藤ら 1)）。これによ

り、簡易且つ迅速な測定が可能な検出系の構築を達

成できた（特許2005-277811号 2),Nakayama et al. 3l, 

民谷 川。 加えて、より 実用に近い MF型DNA定性・

定量装置を試作した。標準試料として MON810検

知用配列を含む、 GMトウモロ コシ陽性コントロー

ルプラスミドを用いてチップを用いたリアルタイム

PCR検知を行ったところ、 DNA増幅に伴う蛍光増

加が観察され（図 13202-7）、分解能も良好であり、

現在、開発に用いている高機能機種とほぼ同等の性

能が得られることを確認した。また、複数同時検査

に向け、 MF型 DNA定性 ・定量デバイスの集積化

を目的とした流路幅・流路長等の再検討を行い、従

来の流路幅 300μmよりも小型な 50μmのチップを

作製した（図 13202-8）。これにより、 一枚の基板上

に複数流路の配置が可能となり、現在、 6連のチッ

プを作製し、検知が可能なことを確認済みである

（データは示さない）。

b MF型 DNA定性・定量デバイスに最適化し

た試薬の開発

バッファー組成の予備検討は、 ABI9800 Fast 

Thermal Cycler （ライフテクノロジーズ社製）を

用いて行った。増幅条件は 95℃ 10秒間を保持した

後、“95℃ 1秒間 → 59℃ 4秒間”を lサイクルと

して 50サイクル反応、 Rampspeedは、 F96mode 

に設定し検討を行った。標的は Lelとし、鋳型

DNAは、 GMダイズ陽性コントロールプラスミド

(20、125、l.5K、20K及び250Kコピー）を用いた。

hH
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o
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o
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z
o
u
ω
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コ
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図 13202-6 フロー型 PCRチップを用いた迅速リアルタイム定量計測

Cycles 
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図13202-7 実用化モデルを用いたオン
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図 13202・10 MF型 DNA定性 ・定量デバイス

を用いて、 l.5Kコピーのプラスミド

DNAを検出した増幅波形

を検出可能であることが確認された（図 13202-10）。

考 察

本課題では、 GM農産物の検査法を①種子の粉砕・

混合、② DNA抽出、③PCR検出の 3つの工程に

分け、それぞれの工程で分別流通管理のモニタリン

グに使用可能な方法を検討した。①では、市販粉砕

機 GM200による粉砕・混合の同時処理が可能であ

ることが示唆された。JAS分析試験ハンドブックに
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工

THUNDER Taq DNA Polymerase （ニッポンジー

ン社製）を使用し、新規バッファーを開発して、 25

分以内に PCRが完了する FastPCRプログラムを

実施したところ、全ての鋳型 DNA濃度で増幅が確

認された（図 13202-9）。

MF型 DNA定性 ・定量デバイスへ上記検討で得

られた条件をそのまま適応させた場合、流路幅を

300× 200μm （大流路）から 50× 50μm（小流路）

に変更した影響により、反応中に気泡が生じ、増幅

が阻害される問題が発生した。この状況に対して検

討した結果、使用するバッファーを脱気処理した後、

0.22μmのPES製フィルターでj慮、過することによっ

て、気泡の発生を抑制することを見出した。また、

反応の進行によって蛍光増加量が減衰する現象が認

められたが、流路（ガラスおよびPDMS製）への

タンパク質や核酸の非特異的な吸着を抑制する効果

を期待して添加した BSAの品質が影響することが

判明した。これらの状況を踏まえて決定した条件で

MF型 DNA定性 ・定量デバイス用チップに供した

ところ、 50×50μmの小流路チップで、 GMトウ

モロコシ陽↑生コントロールプラスミド l.5Kコピー



は、粉砕試料の調製法が記載されていないが、適切

な粉砕・混合方法を用いる必要がある。しかし、参

考として挙げられている方法は実験室で行うための

方法であり、簡便とは言い難い。本課題で開発した

手法では、検査結果が安定な試料量から試料粉砕及

び混合作業が簡易に実施できるため、検査の効率化

が期待される。また、②では、大型の機器を必要と

せず、およそ 45分間で DNAを抽出することが可

能な携帯型 DNA抽出デバイスを開発し、 2010年4

月に実用化した。③では、開発用高機能モデルで、

MON810が0.5%混入した試料をオンチップリアル

タイム検出が可能であることを確認した。また、よ

り実用化に近い試作機においても、 1.5kコピーの陽

性コントロールプラスミドを鋳型とした場合、リア

ルタイム PCRの反応時間よりも 10分の lに短縮さ

れ、約 15分間で増幅を確認できた。

本課題で開発したシステムは、小型トラック等の

車両にすべての機器を格納出来るため、システム化

のl形態として、移動可能な検査室として実施する

ことも想定される。

オ今後の課題

本課題は、国内での GM農産物の商業栽培にお

ける分別流通管理を想定し、検査方法のシステム化

を目指した。我が国では 2009年から GM蓄積の商

業栽培が既に始まっており、生鮮野菜や穀物におい

てGM農産物が栽培されることを想定し、検査設

備が整っていない環境においても使用可能で、かっ

信頼性の高い簡易な検査手法の確立が望まれる。海

外での分別流通管理ではイムノクロマト法を用いた

検査法が広く用いられているが、偽陰性や偽陽性の

問題及び結果を数値化して残せないなどの問題があ

る。

分別流通過程の検査では簡便で短時間に判定出来

ることがより望ましいが、現行では、イムノクロマ

ト法以外のオンサイト検査は実行困難である。本課

題で開発しているシステムでオンサイトでの検査手

法を実施するためには、システムの最適化を図りつ

つ、さらなる時間短縮及ぴ操作の簡易化等が必須で

ある。

力 要約

本課題は、分別流通管理において、適切なポイン

トでモニタリング検査を実施するためのシステム構

築を目指し、検査手法に必要な試薬や装置の開発を

進めてきた。我が国の標準分析法は、 DNAを用い

た検査手法が多く採用されているが、これをオン

サイトで迅速・簡便に行うための技術開発を行っ

た。試料の粉砕及び混合については、市販粉砕機

のGM200を用いることで、粉砕と混合を同時に行

えることを明らかにし、 DNA抽出方法については、

大型機器を必要としない DNA抽出法を開発し、実

用化も行った。また、検出は短時間に GM農産物

を定性もしくは定量的に判定可能な MF型DNA定

性・定量デバイスを開発し、実用化を見据えた試作

機も製作した。これらの技術をシステム化すること

で、オンサイトでの検査手法の基礎的な知見を集積

した。
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1）斉藤真人ら（2009）.マイクロ定量デバイスを用

いた GMO迅速検知への応用． 日本化学会第 89
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田和美＊、民谷栄一、金山晋治）

(3) 未承認・未確認系統に対応可能な遺伝子組換

え農産物網羅的プロファイリング技術の開発

ア研究目的

圏内で使用される遺伝子組換え（GM）農作物は、

食品及び飼料としての安全性審査ならびに生物多様

性影響評価に基づいた承認を得ることが義務付けら

れている。承認GM系統の数は年々増加しており、

一度の検査で効率的にそれらを検出・判別する網羅

的検知技術が求められている。一方、安全性が承認

されていない未承認 GM農作物については農産物
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法の開発を試みる。検討の過程で、 LCR法は PCR

法に比べて検出感度が劣ることが確認されたことか

ら、これを補うため PCR法と組み合わせたマルチ

プレックス PCR マルチプレックス LCR(MPCR-

MLCR）法を検討する（図 13203-1)。この方法論に

基づき、多くのGM農作物に共通するプロモーター、

ターミネーター領域等の組換え DNAセグメントを

一斉に検出・判別する分析法の開発を行う。

（イ）リアルタイム PCRアレイ法による GM農

作物網羅的検知法の開発と妥当性確認

GM農作物の種類は年々増加しており、将来的に

もこうした傾向は継続するものと予想されている。

網羅的検知法の開発が完了しても、新たな GM系

統の実用化に伴い、更なる標的の追加が必要となる

ことが予想される。また、分析の目的によっては測

定対象植物種が限定されている場合もあり、分析毎

に必要とされる検知対象を取捨選択できれば、より

効率的な検査が期待できる。こうしたニーズに対

応した方法として、多数のリアルタイム PCR検査

をl枚の反応プレート上で同時に実施するリアルタ

イム PCRアレイ法を GM農作物網羅的検知のため

の基盤技術としての採用を検討する。各承認系統や

組換え DNAセグメント、植物種特異的 DNA領域

等を検知するための個別のリアルタイム PCRを設

計し、その反応に必要なプライマー及びプローブ

溶液を市販の PCR用プラスチックプレート上の各

ウェルにそれぞれ添加し、リアルタイム PCRアレ

イ用のプレートとする。このプレートを使用した分

析法を図 13203-2の通り定め、個別の反応について

リアルタイム PCRアレイ法の概要

操作1
分析サンプルから摘出したDNAと酵素渡を
混合し、リアル9イムPCRアレイの

各ウ·~~，rに添加する． 操作2

曹s リアル11イムP℃R装置で
1勧担掴曹揖園田明野ぅ 黙サイヲル反応に供し、

4富農砲事醸鱈接侵男子r DNAO)増帽をモ二世リングする。

4・’‘
操作3 ... 回国島

DNAの増鍋幽織が硲U?~れた
反応を陽性と判定する．

二｜ 増幅~~二万~＇1

·~~ ］ 
図 13203・2
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への混入を防止することが求められており、これま

でに混入が明らかになった系統についてはモニタ

リング検査が行われてきている。国際的に GM農

作物の開発が加速する情勢の中、今後も未承認GM

農作物の混入が発生する可能性は高く 、未承認GM

農作物の混入を幅広く検知する技術の開発が望まれ

ている。以上を背景として、当該課題では GM農

作物の網羅的検知システムを開発するとともに、そ

れを利用した未承認 GM系統の混入推定手法の確

立を目指す。

イ研究方法

（ア）リガーゼ連鎖反応法による GM農作物一斉

検知法の開発

リガーゼ連鎖反応（LCR）法は、耐熱性リガーゼ

により DNA上の標的領域を指数関数的に増幅する

技術で、 DNA検査分野での応用が期待されている

(Barany 1＞）。LCR法は、 DNA検査に一般的に用い

られているポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法に比べ

て反応特異性が高いことが報告されており、 l本の

反応チューブで複数の標的を検知するマルチプレッ

クス化を行った際に、 PCR法に比べ正確に標的を

検知可能と予想される。そこで本研究では、マルチ

プレックス LCR法を利用した GM農作物一斉検知

＂－－、 ゲノム DNA

Q PCRプライト

= PCR産物

二る LCRプローブ

0 蛍光色素
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MPCRMLCR法の概要

’ マルチプレックスLCR
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分析法としての性能確認を行う。本法を実際に検査

の現場で使用するためには、各標的の鋳型 DNAを

人工的に添加し DNAの増幅を確認する陽性コント

ロールが必要となる。実際の GM農作物由来ゲノ

ムDNAの安定供給は困難なため、より実用性の高

い大腸菌由来プラスミド DNAを利用した陽性コン

トロール用の鋳型 DNAの調製を行う。

（ウ）未承認GM系統混入推定手法の開発

GM農作物の網羅的検知の結果から未承認GM系

統の混入を推定する手法について検討を行い、簡便

に推定を実施するための情報処理プログラムの開発

を行う 。

ウ研究結果

（ア）リガーゼ連鎖反応法による GM農作物一斉

検出法の開発

多くの GM農作物に共通して導入されている組

換：え DNAセグメントとしてアクチンプロモーター

(PACT）、 35Sプロモーター（P35S）、 NOSターミ

ネーター（TNOS）、ネオマイシンホスホトランス

フエラーゼ II遺伝子（NPTII)、5 エノールピル

ピルシキミ酸－3ーリン酸合成遺伝子（EPSPS）、

Streptomyces hygroscopicus由来ホスフ イノトリシン

-Nーアセチルトランスフエラーゼ遺伝子（BAR）、

Streptomyces viridochromogenes由来ホスフイノト

リシン－N－アセチルトランスフエラーゼ遺伝子

(PAT）を選定した。これらの組換え DNAセグメ

ントを同時に検出する MPCR-MLCR法の条件検討

を行った。加えて、コントロール試験としてトウモ

ロコシ、ダイズの植物種特異的 DNA領域（それぞ

れSSIIb、Lel）及び植物共通 DNA領域（18SrRNA)

の検知を可能とする MPCR-MLCR法についても条

件検討を行った。GM開発企業等から各種GM及び

Non-GM標準試料を入手し、条件設定した 2つの

MPCR-MLCR法が正確かつ高感度に標的 DNAを

検知可能であることを確認した（図 13203-3)(Mano 

et al 2l）。

（イ）リアルタイム PCRアレイ法による GM農

作物網羅的検知法の開発と妥当性確認

網羅的検知の標的として、承認GMトウモロコ

シ13系統、承認GMダイズ 6系統、承認GMナタ

ネ系統2系統、承認 GMテンサイ l系統、多様な

組換え体に共通する組換え DNAセグメント 10領

域、植物種特異的 DNA領域（トウモロコシ、ダイズ、

コントロール鼠験

c
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図13203-3 代表的な MPCRMLCR法の分析結果

M: 25 bp ladder marker 
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表 13203-1 リアルタイム PCRアレイ法の室内妥当性確認 （＋：陽性、 ：陰性、 C：交差反応性の疑義）

.鋼下限

ナタネ、イネ、ワ夕、ジャガイモ、テンサイ、ベン

トグラス） 8領域、植物共通 DNA領域 l領域、カ

リフラワーモザイクウイルス由来 DNA領域 l領域

を標的として選定した。各標的を特異的に検知する

ための個別のリアルタイム PCRを設計した。リア

ルタイム PCRアレイ法では全ての反応が同ーの反

応試薬、反応温度、解析方法で検査を実施すること

が求められるため、それを可能とする条件を設定し

た。続いて、 PCR検査の妥当性確認に関する文献

及び国際的なガイドラインを参考として、リアルタ

イム PCRアレイ法における DNA抽出及び個別の

リアルタイム PCRに対する室内妥当性確認の方法

とその合格基準を定めた。GM開発企業等から各種

GM及びNon-GM標準試料を入手し、定めた方法

に従って室内妥当性確認試験を実施した。その結果、

各リアルタイム PCRがそれぞれの標的を特異的に

検知可能であることを確認した（表 13203-1)(Mano 

et al 3），農林水産省 4））。また、高感度にそれぞれの

標的を検知可能であることを確認し、その検知下限

を定めた（表 13203-1）。リアルタイム PCRアレイ

法へ適用する DNA抽出法の性能確認を行うべく、

下記の DNA抽出キットによる方法について室内妥

当性確認試験を実施した。 トウモロコシ穀粒粉砕物

に対する DNA抽出法： Qiagen社製 DNeasyplant 

Maxi kit、DNeasyplant Mini kit、ニッポンジー

ン社製 GMquicker、GMquicker 2。ダイズ穀粒

粉砕物に対する DNA抽出法： DNeasyplant Maxi 

kit、DNeasyplant Mini kit、GMquicker。ナタネ

種子粉砕物に対する DNA抽出法： GMquicker 2。

テンサイ種子粉砕物に対する DNA抽出法： GM

quicker 2。いずれの方法も対象となるマトリクス

から量、質ともに十分な DNAが抽出可能である

ことを確認した。陽性コントロール用プラスミド

DNAについては、各標的を含むプラスミド DNA

をそれぞれ合成し、塩化セシウム平衡密度勾配遠心

法による高度精製の後、一定のコピー数を持つよう

に希釈した試料を調製した。調製サンプルはいずれ

も標的とする反応でのみ DNA増幅が確認でき、陽

性コントロール用鋳型 DNAとして使用可能である

ことが確認された。

また、 384ウェルプレートで調製したリアルタイ

ムPCRアレイについても分析法としての性能を評

価し、 96ウェルプレートと同等の検出感度が得ら

れることを確認した。
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承認系統毎検出の結果

変換
各承認系統の
組換えDN A情報

検出されるべき組換えDNAセグメント

L. l実際に検出された
比較「一｜組換えDNAセグメント

実際に検出された組換えDNAセグメントの方が
多ければ、そのセグメントは未承認GM由来
と判定

口実際の分析結果

図13203-4 未承認GM混入推定のためのプロセス

（イ）未承認GM系統混入推定手法の開発

「（未承認GM系統）＝（全ての GM系統）－（承

認 GM系統）」と定義される。リアルタイム PCR

アレイ法における承認 GM系統別検出と組換え

DNAセグメントの検出結果に加え、各承認系統の

組換え DNA情報を比較することで、未知のものを

含め未承認GM農作物の混入を推定可能であるこ

とを見出した。本研究では、この推定プロセスを整

理し（図 13203-4）、リアルタイム PCRアレイの分

析結果を入力するだけで未承認系統の混入を推定で

きるプログラムの開発を行った（図 13203-5）。開発

したプログラムについては、文献及びオンラインで

公開を行った。（http: I I cse.naro.affrc.go.jp/jmano/ 

index.html) 

工考察

本課題ではまず、 GM農作物の一斉検知法として

MPCR-MLCR法を開発した。本法は多数の検体を

同時に処理することが可能であるため、 GM農作物

検査全体の中で最初の段階にあたる GM混入の有
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図13203-5 開発した未承認GM混入推定プログラム

無を判定する定性スクリーニング検査として利用が

期待される。

f亮いて、リアルタイム PCRアレイ j去を用いた

GM農作物網羅的検知システムの開発を行った。分

析法としての性能を確認するため、入念な妥当性確

認試験を行い、個別のリアルタイム PCR反応及び

DNA抽出法が実際の検査で十分利用可能であるこ

とを確認した。また、陽性コントロールプラスミド

の調製も行い、実用化に必要な技術基盤を整備した。

本法は定性スクリーニング検査や系統判別検査等、

幅広い用途での活用が期待される。

さらに、本課題ではリアルタイム PCRアレイ法

による分析結果から未知のものを含め未承認GM

系統の混入を推定する手法についても確立した。現

在、未承認GMの管理のために、混入が明らかと

なった系統のみについて検査が行われている。この

ため、組換え DNA情報が未知の GMが大量に流通

した後で開発側の自主申告によって混入が突如明ら

かとなった場合には農産物の大規模な回収・廃棄

等、社会的混乱が生じる危険性がある。既知の組換
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えDNAセグメントを一切含まない未承認GM系統

の検知や多種類の承認系統が混入したサンプルから

の推定には対応できないという方法論としての限界

はあるが、未承認 GM農作物を管理する検査機関

等に対して流通を未然に防止するための具体的手段

を初めて提供した点で意義がある。今回開発した手

法による未承認GMの包括的なモニタリングを継

続的に実施することで、未知未承認系統流通のリス

ク低減が期待できる。

リアルタイム PCRアレイ法は GM農作物の流通

の実態、分析者のニーズに合わせて標的の追加－削

除を容易に行うことが可能な汎用性の高いシステ

ムである。本課題を通じて、新たなリアルタイム

PCRを追加する際に必要となる反応の設計・評価

方法や未承認系統推定プログラムの更新等について

ノウハウが蓄積されており、システムを拡充する技

術基盤は整った。また、本法が384ウェルプレート

へ適用可能であることも確認されており、本法がシ

ステム拡充に対し、高いキャパシティを有すること

も示された。今後も GM系統の新規承認に合わせ

て反応を順次システムに追加していくことができれ

ば、その時点で流通する全ての承認 GM系統の検

知・判別が可能になるとともに、未承認GM系統

をより正確に見出すことができるようになる。国際

的にも理解が得られている「安全性審査済みの GM

系統のみを使用し、それらを監視可能にする」とい

う組換え体利用の基本原則（OECD5l）を科学的に

保証する体制が確立できる。こうした取り組みその

ものが組換え体に対する国民の不安を軽減し、安全

性が確認された組換え体の適切な利用を促進するも

のと期待される。今後も継続的なシステムの拡充が

必要である。

オ今後の課題

リアルタイム PCRアレイ法は我が国の標準分析

法の一つである JAS分析試験ハンドブックへの収

載を（独）農林水産消費安全技術センターへ提案中

である。現行の JAS分析試験ハンドブックの検査

法は GMトウモロコシ 5系統、 GMダイズ l系統

に対するものとなっているが、既にトウモロコシ

で 11系統、ダイズで3系統が実際に流通しており、

検査法の改訂が望ましい。リアルタイム PCRアレ

イ法は現在流通している全ての系統を検知可能であ

ることから、収載が期待される。

また、巨大ナト｜においてもリアルタイム PCRアレイ

法と同様の検知法が開発され、公定法化が検討され

ている（Querci6））。リアルタイム PCRアレイ法を

基礎とした国際ハーモナイゼーションの可能性もあ

る。国際的な動向を注視し、必要に応じて検知法に

関する情報交換が必要である。

リアルタイム PCRアレイ法の分析結果から未承

認GM系統の混入が推定された場合には、引き続き、

組換え DNAセグメント及びその周辺領域の塩基配

列解析を行い、未承認GM系統であることを最終

確認し、その性質を特定する必要がある。今後はそ

のための塩基配列レベルでの高度な組換え DNAプ

ロファイリング技術の開発が必要と考えられる。

力要 約

組換え DNAセグメントを標的とした MPCR-

MLCR j去を開発し、 GM農作物の一斉検知を可能

とした。また、標的の追加・削除を容易に行うこと

ができる汎用性の高い GM農作物網羅的検知法と

してリアルタイム PCRアレイ法の開発し、分析法

の性能を確認した。さらに、リアルタイム PCRア

レイ法の結果に基づいて未承認 GMの混入を推定

する手法についても確立した。
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研究担当者（真野潤ーペ古井聡、高畠令王奈、

橘田和美、飯塚太由）

(4) 組換えイネの非意図的な影響評価のための

lgE反応性タンパク質の検出技術の開発

ア研究目的

カルタヘナ法を受け策定された「遺伝子組換え生

物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施

要領」の中で、宿主等の詳細な情報を収集した上で、

これらの情報を用いて生物多様性影響の評価を行う

ことが明記されているように、宿主の詳細な情報収

集は非常に重要な課題である。また、遺伝子組換え

食品（種子植物）の安全性評価においても、開発し

た組換え植物と宿主植物との成分、アレルギー誘発

性の変化について検討することとなっている。しか

しながら、主要農作物のアレルゲンタンパク質その

ものに対する情報は十分とは言い難い状況である。

そのため、食品素材中のアレルゲン分子の詳細な情

報の把握・蓄積、それら科学的知見のデータベース

化が望まれている。そこで本課題では、今後の我が

国の組換え体開発の主要な作物であるイネ（コメ）

における、アレルゲン候補タンパク質に関する科学

的知見の集積を行うとともに、それらの量の変動を

高感度に解析する方法を開発する。加えて、宿主の

基礎データである成分分析についても、われわれが

既に構築している食品成分データベースへの分析値

の入力・蓄積を行い、その充実を図る。このような

アプローチによって、組換えイネに起こりうる非意

図的な影響評価に資する技術的・基盤的データの収

集を行い実用化に備える。

イ研究方法

（ア）コメアレルゲンに対する抗体作製および特

性評価

既知のコメアレルゲンおよびアレルゲンと相同性

をもっタンパク質の抗体作製を行う。当該タンパク

質は大腸菌での発現、あるいはコメから単離・精製

し、得られたタンパク質を抗原としてウサギへ免疫

することによりポリクローナル抗体を得る。得られ

た抗体は、反応特異性、感度等について評価を行う。

また、汎アレルゲン等の知見に基づきアレルゲン候

補タンパク質について検討・探索を行う。さらに、

患者血清を用いて新規コメアレルゲン候補タンパク

質の探索を行う。

（イ）作製した抗体を用いたコメアレルゲン検出

系の構築および高度化

作製した抗体を用いて、ウエスタンブロッテイ

ング、 Enzyme-LinkedImmunoSorbent Assay 

(ELISA）法等の検出・定量系の構築、評価、およ

び必要に応じ改良を行う。また、感度および定量性

等に優れた近赤外蛍光試薬のアレルゲン検出系への

応用を試みる。さらに、近赤外蛍光試薬を用い、コ

メアレルゲンを標的としたー粒分析法の開発を行

い、その手法を組換え体の一粒レベルでの検出への

適用可能性について検討する。

（ウ）複数のアレルゲンの網羅的検出およびタン

パク質の変動解析手法の検討

作製抗体を用いた多重ウエスタンブロッテイング

系の構築を行う。また、アレルゲンを含むタンパク

質全体（プロテオーム）の一括変動解析法について

中食言すを行う。

（エ）食品成分分析および食品成分データベース

の拡充

国内で栽培されている市販のコメ（玄米） 12品

種（複数産地）の検体を収集して分析用試料とする。

コメ（玄米）のタンパク質等の一般成分、ビタミン類、

フィチン酸、アミノ酸組成 (18種）、脂肪酸組成（15

種）の分析を行う。分析値を既存の食品成分データ

ベースへ入力・公開し、これによりデータの蓄積に

よるデータベースの充実化を図る。

ウ研究結果

（ア）コメアレルゲンに対する抗体作製および特

性評価

既知アレルゲンに関しては農業生物資源ジーン

パンク（つくば、日本）から cDNAの分譲を受け、
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当該タンパク質の大腸菌での発現、精製を行った。

α－globulinに関しては、玄米（コシヒカリ）から抽

出した塩可溶性画分を硫安沈殿、等電点沈殿に供

し、単離・精製を行い抗原とした（Ferdonet al. l), 

Iwasaki et al. 2), Pan et al. 3l）。単離 ・精製した抗

原をウサギへ免疫することによりポリクローナル抗

血清を得た（表 13204-1）。得られた抗血清につい

ては反応特異性、感度等について評価を行った（図

13204-1）。 加えて、汎アレルゲンとして報告のある

Bet v 1 homolog、Profilinについては抗体の分譲を

受け、 コメにおける当該ア レルゲンを認識すること

を確認した。患者血清を用いて、 IgE結合タンパク

質（新規アレルゲン候補）の探索を行ったところ、

100および37kDaのタンパク質が、患者血清によっ

て強く認識されたため、当該タンパク質を質量分析

に供し解析を行った結果、新規なアレルゲンである

ことが示唆された。

（イ）作製した抗体を用いたコメアレルゲン検出

系の構築および高度化

作製した抗体を用いた検出系（ウエスタンブロッ

ト法）、および定量系（サンドイツチ ELISA法）の

構築を行った（図 13204-2)（大羽ら 4l,Lang et al. s））。

さらに、感度、特異性および定量性の向上を目指し、

ピオチンーアピジン系と近赤外蛍光検出を組み合わ

せた検出系等（森山ら 6））を構築することにより高

表 13204・1 主要コメアレルゲンに対する抗体作製

タンパク質名 タンパク質機能 分子量 備考

RAG2 
α－amylase/trypsin 

14-16 kDa 作製済
inhibitor 

Glyoxalase I Glyoxalase I 33 kDa 作製済

PyrC5 Isoflavone reductase 34 kDa 作製済

23K Isoflavone reductase 23 kDa 作製済

α－globulin a-globulin 26 kDa 
作製済
(2種）

LTP1 
Non specific lipid 

9 kDa 
作製済

transfer protein (2種）

Glycogen (starch) Glycogen (starch) 
60 kDa 作製済

synthase synthase 

感度検出を達成した（図 13204-3）。また、近赤外蛍

光試薬を用い、コメアレルゲンを標的としたー粒分

析法の開発を行ったところ、十分な検出感度が認め

られた（図 13204-4）。そこで組換えイネ（花粉症緩

和米）およびその抗体の分与を受け、近赤外蛍光試

薬による粒レベルでの組換えイネ検出への適用可能

性について才食言すを行った（datanot shown）。

（ウ）複数のアレルゲンの網羅的検出およびタン

パク質の変動解析手法の検討

一次元、および二次元電気泳動において、複数の

主要コメアレルゲン タンパク質の多重検出を可能

にし（図 13204-5）、異なるコメ品種間のアレルゲ

ンタンパク質の比較を行った。また、個別のアレ

ルゲンの変動解析に加え、組換え前後におけるプ

ロテオームの変動を網羅的に解析しうる手法開発

を目的に、 2-DimensionalFluorescence Difference 

Electrophoresis (2D-DIGE）法を用いたタンパク質

デイファレンシャル・ディスプレイ等について検討

を進めた（図 13204-6）。

（エ）食品成分分析および食品成分データベース

の拡充

国内で栽培されている市販のコメ（玄米） 12品

種（複数産地）の検体（2005、2007年産： 15検体、

2006、2008、2009年産： 16検体）を収集した（表

13204-2）。データベースの信頼性を確保する目的で

M1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 M2 

図13204・1 抗αーグロプリン抗体の特異性評価

1.玄米、 2.赤米、 3. 黒米、 4. トウモロコシ、
5.ソルガム、 6.コムギ、 7.オオムギ、
8. ライ麦、 9. ハトムギ、 10. ソバ、 11. キピ、
12. アワ、 13.ヒエ、 14.ダイズ
(2 μg protein/lane) 
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図13204-4 コメアレルゲンの粒レベルでの検出

化学発光（従来法）
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図13204-3 近赤外蛍光検出法を用いたコメ患者血清

認識IgE結合タンパク質の高感度検出法

Starch synthase 

Glyoxalase I 

α－globulin 

］ 日，'b',Y~ar'叫trypsin

ns-LTPl 

図13204・5 1次元及び2次元電気泳動によるコメア

レルゲンタンパク質の多重検出

図 13204-6 プロテイン・デイファレンシャルディスプレイ に

よるアレルゲンを含むコメ貯蔵タンパク 質の比較
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表 13204・2 供試したコメ （玄米）品種および産地

(2005～ 2009年産）

品種 産地（都道府県） 収穫年

ほしのゆめ 北海道 17 21年

きらら397 北海道 17 21年

ゆめあかり 青森 17 18年

つがるロマン 青森 18 21年

まっしぐら 青森 20-21年

ひとめぼれ 岩手・宮城 17 21年

あきたこまち 秋田 17 21年

はえぬき 山形 17 21年

コシヒカリ 新潟・茨城・栃木 17-21年

ハナエチゼン 福井 17-21年

あいちのかおり 愛知 17-21年

キヌヒカリ 滋賀 17-21年

ヒノヒカり 福岡・鹿児島 17 21年

確認のため品種鑑定を依頼し、品種の確認がなされ

た検体について分析用試料とした。コメ （玄米）の

タンパク 質等の一般成分、ビタミン類、フィチン

酸、アミノ酸組成 （18種）、脂肪酸組成 (15種）の

分析を行った（表 13204-3）。分析値を既存の食品

成分データベースへ入力し、 Web上 （日本語版 ：

http : I I afdb.dc.affrc.go.jp/ afdb/indexぉ p、英語版 ：

http : //afdb.dc.affrc.go.jp/afdb/index_eぉ p）で公

開を行った。

工考察

抗体作製に際し、大腸菌で発現したアレルゲンタ

ンパク質に関しては変性状態で免疫を行った。その

ため、ウエスタンブロ ットでは十分な感度が得られ

るものの、 ELISA法へ適用した際、未変性のタン

パク質に対する感度が十分に得られない抗体もあっ

たが、反応系への還元剤等の添加により感度の増強

を達成することができた。作製した抗体を用い、 一

次元、および、二次元電気泳動において、複数の主要

表 13204・3 コメ （玄米）の成分分析結果 （2005～

2009年産）

項目 単位 最小値 最大値

エネルギー kcal 347 -362 

水分 g 13.7ー16.4

タンパク質 g 5.7-8.1 

脂質 g 2.5 -3.2 

糖質 g 69.5ー73.1

炭水化物 g 72.2 -75.7 

食物繊維 g 2.3 -3.3 

灰分 g 1.1 -1.4 

ビタミンB, mg 0.34 -0.50 

ビタミンB, mg 0.03 - 0.05 

αートコフェロール mg 1.0 -1.7 

βートコフエローJレ mg 話 0.1

yートコフエロール mg 三五 0.3 

o－トコ7エロール mg 話0.1

ビタミンB, mg 0.36 -0.50 

ナイアシン mg 4.3 -8.1 

フィチン酸 g 0.71ー1.03

15～16検体毎の平均値、数値は 100gあたり

他、アミノ酸組成（18種）、脂肪酸組成（15種）

の分析を行った。

コメア レルゲンタンパク質の多重検出が可能になっ

た。これにより、組換えイネ作出に際し意図しな

いアレルゲン等の変動解析を容易に行うことが期

待できる。また、個別のアレルゲンの変動に加え、

2D-DIGE法の応用により、組換え前後におけるプ

ロテオームの変動を網羅的に解析することも可能に

なった。食品成分データベースについては、英語版

の構築も行い広く成果を公表することにつとめた。

データベースに対する コンスタントなアクセスが見

られ （表 13204-4）、組換え体作出に際し求められる

安全性評価に利用されることが期待される。

オ今後の課題

アレルゲン候補の探索を行ったところ、患者血清

によ って強く認識される、既知アレルゲンと分子量

が異なるタンパク質が認められたため、現在その解

析を進めており、新規なア レルゲン候補タンパク質

であることが示唆された。しかしながら、今回は

IgE結合性を指標にアレルゲン候補タンパク質の探
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表 13204・4 食品成分データベースアクセス数の推移

日本語ページ
ページ名 2008年度計 2009年度計

トップページ 7296 5379 

検索画面 3583 1921 

検索結果表示 1063 580 

検索結果ダウンロード 156 81 

測定方法 10583 10587 

関連文献 947 508 

更新情報 928 515 

関連リンク 966 634 

著作権・免責事項等 924 409 

Q&A 1326 768 

英語ページ
ページ名 2009年度計

Home 1245 

Database search 661 

Result 158 

Result download 30 

Analvtical methods 1003 

References 312 

Renewal information 312 

Links 346 

Coovrie:ht/Disclaimer, etc. 338 

Q&A 328 

索を行ったが、アレルゲンとして作用するかについ

ての特定には、さらなる詳細な検討が求められる。

また、今回作製した全ての抗体について定量系を確

立するには至らなかったので、引き続き ELISAj去

の構築を行うことが求められる。食品成分データ

ベースについては、英語版公開以降、インデイカ米

の成分分析についての要望の声が寄せられたので、

今後はインデイカ米等についても取り組むことが求

められるものと考える。

力要約

遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価にお

いて、開発した組換え植物と宿主植物との成分、ア

レルギー誘発性の変化について検討することが求め

られている。しかしながら、主要農作物のアレルゲ

ンタンパク質そのものに対する情報は十分とは言い

難い状況である。そこで本課題においては、今後の

我が国の組換え体開発の主要な作物であるイネ（コ

メ）における、アレルゲン候補タンパク質に関する

科学的知見の集積を行うとともに、それらの量の

変動を解析する手法としてウエスタンブロット法、

ELISA法等の構築を行った。構築した検出系の高

感度化、多重化等に加え、組換え前後におけるプロ

テオームの網羅的変動解析を可能にする 2D-DIGE

2010年度計 2011年度計 2012年度計 合計

3925 3699 2347 22646 

1867 1682 1241 10294 

920 356 431 3350 

54 38 58 387 

10223 5833 1714 38940 

489 675 416 3035 

468 630 445 2986 

675 682 436 3393 

432 627 464 2856 

638 816 608 4156 

2010年度計 2011年度計 2012年度計 合計

843 875 711 3674 

770 537 377 2345 

728 70 101 1057 

37 6 8 81 

616 547 510 2676 

297 311 224 1144 

288 316 203 1119 

309 327 218 1200 

315 316 207 1176 

447 324 212 1311 

法を用いたタンパク質ディファレンシャル ・ディス

プレイにより異なるコメ品種聞におけるタンパクの

比較等も行った。加えて、宿主の基礎データである

成分分析についても、われわれが既に構築している

食品成分データベースへの分析値の入力・蓄積を行

い、その充実を図り、その成果を広く利用可能にす

るためにデータベースの英語版の構築も図った。こ

のようなアプローチによって、組換えイネに起こり

うる非意図的な影響評価に資する基盤技術および

データの蓄積を図った。
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森山達哉）

(5) 質量分析による GMO高速検出システムの

構築

ア研究目的

該当作物あるいは自然交雑した植物がGMOか否

かは、導入遺伝子の検出、または導入遺伝子に由来

する遺伝子産物（タンパク質等）の検出に帰結する。

導入遺伝子の検出には一般に PCRとその増幅断片

のアガロース電気泳動によって導入遺伝子の有無を

判定するが、これには約 1日を要し、分析数は電気

泳動できる数に限定される。遺伝子導入の有無を大

量かっ迅速に、例えば数千個体調査しなければなら

ない時、あるいは商業的にこれを行う場合には時間

と分析可能数がネックとなり、コスト高となる。よっ

て多検体を安価なランニングコストで迅速に調べる

機器分析システムが必要である。本研究では l日に

数万検体について導入遺伝子の有無を検出可能なシ

ステムを、質量（MS）分析を用いて確立し、導入

遺伝子の有無を迅速に判定できる分析系を構築する

ことを目的とする。

イ研究方法

本課題では目的とする遺伝子またはゲノム領域に

対し遺伝子増幅すること、およびその増幅したもの

をMS分析装置で検出するという組み合わせで行

つ。

主にイネを材料として使用する。品種目本晴を用

いて手法の検討を行い、遺伝子導入作物については

農業生物資源研究所内で他研究者が作製した花粉緩

和症イネ等の形質転換体を使用する。また、本プロ

ジ、エクト参加者からブラシカ、魚、および花粉飛散

実験で使用されているイネ品種などの提供を受け

る。

遺伝子増幅としては、 PCR法およびLCR法を

用いる。 LCR法も可能だが、 PCR法の方が合成す

るプライマーが少なく、容易なことからもっぱら

PCR法を使用する。また、増幅した PCR産物から

さらに RNAを転写し、それを分析することも行う。

精製されたゲノム DNAを用いると同時に、組織か

ら抽出した粗抽出液に対して PCRを行う。

PCR産物に制限酵素切断または UrasilDNA 

glycoslase (UDG）切断によって MS分析装置の測

定可能範囲に収めることを行う。また、初期には

PCR産物に対し、マキサムギルパート法によって

断片化することも行う。

得られた DNA断片については、その 5’末端に

合成しておいたピオチンを利用し、ストレプトアピ

ジン結合磁性ビーズによって回収する。飛行時間型

MS分析装置（Ultrafiex）を使用し、リニアーモー

ドで測定する。

ウ研究結果

本課題開始当初はマキサムギルパート法や転写

した RNAを分解後測定する方法などさまざまな手

法を検討した。既に報告されていた Goodassay法

とも比較検討した。試行錯誤の結果、それまでに

ない新しい方法として、狭い領域に対して PCRを

行い、さらに制限酵素等で切断することによって

MS分析装置の測定範囲内に納めるという手法を開

発し、手法開発に利用した遺伝子を含めて、 20種

類以上の遺伝子に対して特異的に検出できるプラ

イマーセットを作ることができた。これを Mass

Spectrometric Cleaved Amplified Polymorphic 

Sequence (MS-CAPS）法と名付けた。例えば、遺

伝子導入作物に比較的共通して含まれる PAT遺伝

子、 35Sプロモー夕、 Tiプラスミド rightborder、

Ds配列、 nosプロモータ（図 13205-1)、nosターミ

ネータ等である。あるいは特定の導入作物中の遺伝

子、 GA21、T25、M810、およびEl76であり、さ

らに花粉緩和症米に含まれる T-cellepitope遺伝子

（図 13205-2）などを検出した（データ略）。これま
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で試みた遺伝子内では本法のためのプライマーセッ

トが作製不能ということはなかった。

本法では非常に狭い領域で PCR反応をするため、

精製されていないゲノム DNA、即ち コメをボルテッ

クスすることによって得た上澄液を用いても伸長反

応を行うことが可能だった（図 13205-3）。この時、

何らかの要因で PCR反応液中の粗抽出液量が多い

と反応が停止してしまうことがわかった。また、伸

長鎖の長さが長いと十分な伸長が行われず、イネの

場合は 80bp程度が限界であった。

本法では狭い領域で PCRを行うので、伸長時間

を短くすることができた。30秒から数分の伸長反

応を行うことが一般的だが、本法では 2秒まで短縮

することができた。さらに時間を短縮させるため

にFastPCR法を導入した（データ略）。当初はこ

れまで一般の PCR法と同じようにピオチン化プラ

z
e
i
 

問

図13205・1 本法による nosプロモータの検出

PCRによって増幅後、 Mlylで切断した （上）日本晴、
（下）形質転換体。

テンプレート量（XμJ/25μJ) 

G 1  2 3 4 5 67  

玄米

白米

図13205-3 粗抽出液を使用した PCR
粗抽出液量が増えるとテンプレート量が増えるのでよ
りPCR反応がスムーズに行われるはずだ、が、阻害さ
れた。

イマーと通常プライマーを 1: 1の割合で入れてい

たが、この方法では未反応プライマーが多く残っ

た（図 13205-1、2）。一般の PCRでは過剰量のプラ

イマーを使用するが、反応を繰り返してもセルフア

ニーリングによって反応がプラ トーに達し、一定量

以上に増えない。それを解決するために、ピオチン

化プライマーと通常プライマーの量比を変える非対

称 PCRを試みた（図 13205-4、6）。その結果、両者

の比を 1:7にすれば、良好に PCRが行われ、かっ

未反応プライマーの量が比較的少ないことがわかっ

た。

本法と一般の PCRと電気泳動の組み合わせによ

る従来法の間での検出限界の違いを検討した（図

13205-5）。その結果、従来法よりも方法は 10倍程

度良いと考えられた。また、これらの一連の操作に

関係する時間と コストを計算した（表13205-1）。ょっ

「1花粉症緩和米

“
 ．
 

1
lz
 

図13205・2 本法による花粉緩和症中のTcell 
epitope遺伝子の検出

（上）花粉緩和症米、 （下）日本晴

で嗣・
孟 3・
i" 

図13205-4 非対称PCR実験系確立のための検討

反応産物量等も加味した結果、比率 1:7が適当であ
ると考えられた。ピオチン化プライマー ＝通常プラ
イマーの比 （上）1 : 3、（中）1 : 7、（下）1 : 130 
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1,000 ng/ml 
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図 13205-5 MS分析における検出限界

測定限界はピークが検出された 10ng/mlだが、実用
的には 1000ng/mlと計算された。よって、本法では
従来法の 10倍の検出感度があると結論した。

Z
E
a
 

図 13205-7 SNPに基づいた品種判別

制限酵素による切断部位は同じだが、得られる DNA
断片の質量が異なる。（上）ヒメノモチ、 （中）あきた
こまち。

て本法は従来法よりも這かに優れたポテンシャルを

持っと結論された。

さらに当初の目的を超えて本プロジ、エクト内他課

題で行われている課題に協力すること、および多検

体分析が可能であることを示すために研究を継続し

た。花粉飛散実験では、日本晴等のウルチ系統とヒ

メノモチ等のモチ系統の間で起きるキセニアを利用

していた。この解析を行うため、東北農業センター

から得たイネ SNP情報を利用した。与えられた遺

伝子座は 13個だったが、そのうち相違があった遺

伝子座を利用してプライマー設計を行った。その結

果、図 13205-6および図 13205-7に示すように MS

スベクトルで差異を示すことができ、 SNP情報を

もとに品種間差異も調べることができると結論され

た。

王”. 
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図 13205-6 SNPに基づいた品種判別

四角で囲んだ部分に差異が認められた。矢印は PCR
に使用したプライマー。（上）ヒメノモチ、 （中）あき
たこまち、 （下）プライマー。

表 13205・1 本課題で開発した方法と従来法の比較

本法 従来法

抽出操 ボルテックス（3分） 破砕＋キット（2時間）
作 O円 860円

PCR Fast PCR(25分） 一般のPCR(3時間）

122円 79円

中間処 酵素処理（20分） 混合（1分）
理 38円 O円

分離 質量分析（10秒） 電気泳動（2-3時間）

1円 60円

総計 計45分 計十7時間

161円 999円

時間は 1110、コストは 116、感度は10倍の性能を持
つと結論された。

工考 察

本課題は、 遺伝子導入作物中の特定遺伝子を迅速

にかつ低コストで検出できる系を確立することが目

的である。従来法とは、植物組織からゲノム DNA

を抽出 ・精製し、それを用いて PCRした産物を電

気泳動で調べ、バンドに基づいて判別するという方

法（図 12305-3）である。それに対し、本課題はこ

れまでにない新手法を遺伝子組み換え作物に対し提

供することを目的とした。開始当初は新技術の可能

性を示すことができれば可 （図 13205-1、2）とさ

れたが、本課題ではさらに SNPの差異を判別 （図

13205-6、7） し、自動ロボットを用いて多検体分析

できることまで示すことができた。特許出願された

Good assay法とは別の手法として特許出願できた。

さらに、 一歩進めて本プロジェクト他課題に将来的
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に協力することを意図して、花粉飛散実験で使用さ

れている系統に対し、それらが持つ SNPを検出で

きる方法を提案できたのは想定外だった。

本法の従来法と比べて優れた点をまとめると、以

下の 3点に要約される（表 13205-1)。まず、第一に

従来法よりも短時間でできたことである。次は試薬

コストが著しく低いことである。三番目は全ての操

作は機械化可能であることである。コストは約 1/6

であり、時間は約 1/10と考えられた。電気泳動で

はl日に 100サンフ。ル程度を泳動するのがほぼ限界

であるのに対し、 MS分析はオートメーション化が

可能なので l万個以上を 1日で分析できる。これに

要する労働コストを考えると、さらに費用は安く行

える。

本法では特殊な実験操作テクニックは不要であ

り、高性能の MS分析装置は必要としない。飛行時

間型 MS分析装置は MS分析装置の中で最も取り扱

いが容易であるので、誰でも行うことができる。そ

のため、一般の実験室だけでなく、市場や検疫所の

中の一室で検査対象物が出荷されるまでの 1時間で

検査することもできると思われる。

オ今後の課題

本法の材料としてイネに集中するように指示され

たこともあり、他の材料に対してはあまり試すこと

ができなかった。それでもトウモロコシやコムギ等

に関しては問題なく行うことができた。また、イネ

芽生えの茎葉でも問題なく行うことができたが、レ

タス等では難しいことがわかったが、本課題終了後、

それを解決する方法も見いだせた（データ略）。また、

ウリ科に寄生する病原菌に対して行ったところそれ

に対しても遺伝子の検出ができた（データ略）。残

された問題としては、どの範囲の動植物および微生

物に対して本法が応用できるか知ることであり、ヒ

ト臨床検査への応用性を示せれば販路は広がる。

ただし、本法は対象遺伝子の塩基配列情報が必須

である。ブラシカ属で試みたが、その品種の塩基配

列が不明で、かつ変異が激しく倍数体であることか

ら期待した結果は得られなかった。また、イネでも

反復配列中では難しかった。この場合、 PCR産物

を断片して MS分析可能な大きさにすることができ

なかった（データ略）。

導入遺伝子についての情報が本法では必須であ

る。塩基配列に基づいてあらかじめ得られるべき断

片を想定しながらプライマー設計するのだが、未知

である場合は困難である。そのためにも導入遺伝子

についての情報は重要だが、本課題ではそのための

情報収集が困難だった。

本課題の元々の目的は導入遺伝子の迅速な検出だ

が、SNPに基づく品種判別をさらに行った。その時、

入手可能だった 13個の遺伝子座の情報をもとにプ

ライマー設計を行った。正確に実験を行うとすれば

可能だが、多検体をルーチン的に行う場合は即座に

データの判読が難しい遺伝子座もあった（図 13205-

6、7）。花粉飛散実験では SNPレベルの判別を想定

していないので仕方がないが、そのような実験計画

を立てた場合、 SNPの差異に基づいた品種選定が

重要である。イネおよびその他のゲノム情報が急速

に集積されつつあるので、イネでも他の遺伝子座を

精査することにより使いやすい SNPがあると思わ

れる。

本法は短時間で l回の PCRで良いという利点は

あるが、制限酵素または UDGで切断しなければな

らないという弱点がある。使用制限酵素の認識部位

に差異がある必要がある。 UDGでは、塩基T （反

対鎖では A）の有無において変異がなければなら

ない。制限酵素または UDGによる切断パターンが

全く同じ場合では、 2つの間で判別可能な塩基の質

量差がなければならない。そのため、 Goodassay 

法の場合よりはプライマー設計の自由度が制限され

ることがある。また、酵素を使用するので予期しな

い失活がおきるという問題も残る。これらの点につ

いては、当初行っていたマキサムギルパート法（デー

タ略）を使用し、塩基特異的に化学的切断をすれば

解決でき、プライマー設計の自由度も増すと思われ

る。これまでプライマー設計ができなかったケース

はないので、塩基配列に差異があればプライマーの

設計はほぼ全てのケースで可能である。

PCRに使用するプライマーとして、少なくとも

20塩基程度は必要である。そこから PCR法によっ

て伸長するのでそれより長い DNA産物が得られ

るD 飛行時間型 MS分析装置では高分子量のものも

分析できるが、どうしても低分子物質よりもイオン

化率が低い（データ略）。 Goodassay法では光反応

プライマーを使用し、プライマー自体の断片化を

行っている。その方法は特許化されているので、特
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許料を払えば利用することができる。しかし、光反

応以外の方法でもプライマーの断片化は可能と考え

た。まだ2例しか試みていないが、プライマーの 5’

端をピオチン｛彦飾するのではなく、プライマー内の

塩基にリンカーを介しビオチン修飾し、その塩基よ

り5’側にウラシル塩基を含むプライマーを合成す

れば良い。 PCR後、磁性ビーズで捕集し UDGで切

断することによって余分な部分を除去できる。まだ

試みとして行っている段階で、うまく PCR反応が

進まないケースもあるが、その可能性がしめされつ

つある（データ略）。

力要約

PCRとMS分析装置を用いて、迅速に形質転換

作物中の導入遺伝子を検出できる新手法を開発し

た。本法では従来の PCRと電気泳動による方法と

比べて時間およびコストにおいてそれぞれ 1/10お

よび 1/6であり、かつ自動化可能な手法であると結

論された。なお、本法は SNPを含む微小変異に対

しても有効であるので、品種判別等への商業的応用も

可能と思われた。さらに、イネばかりでなく、他の

動植物および微生物、あるいはヒトに対しても使用

可能な手法であると考えられた。

課題終了後、植物病原菌の迅速な検出に対し、

MS-CAPS法が有効であることがわかった。ゲノ

ム情報があれば1時間以内に病原菌を同定できた。

さらにより網羅的に検出する方法として MALDI-

biotyping法に発展することができた。

研究担当者（梶原英之つ
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第 4章 遺伝子組換え作物と一般栽培作物等との共存のための技術

開発

1 共存に関する知見の集積

( 1 ) 大規模圃場におけるイネ花粉の長距離飛散及

び交雑の実態に関する研究（茨城県）

ア研究目的

これまでの遺伝子組換え作物の花粉飛散や交雑に

関する研究課題は、組換え作物の開発に伴う小規模

な栽培実験を円滑に行うために必要な情報を収集す

ることが主たる目的であった。しかし、将来の遺伝

子組換え作物の商業栽培に備えて、組換え作物と一

般栽培作物との共存を図るための行動指針を確立す

るためには、農家圃場規模で発生する花粉飛散や交

雑の実態を把握することが重要と考えられる。本試

験では水稲栽培農家の圃場を借り上げ、農家による

一般的な水稲栽培を行った場合の交雑の実態を把握

するとともに、交雑予測手法の予測精度を高めるた

めの知見の蓄積を図ることを目的とする。

イ研 究 方 法

（ア）基本情報

調査を行ったのは 2007～ 2010年の 4年間で、茨

城県つくばみらい市の農家圃場を借用し、開花期に

卓越する風の風上側に花粉親区（約 20a；おくのむ

らさき；紫黒米ウルチ品種）、風下側に種子親区（約

lOOa；ヒメノモチ ；モチ品種）を設置した。4年間

に行った主な農作業の記録を表 14101-1に示す。

（イ）開花期の気象観測と空中花粉の採集

花粉親区と種子親区の境界に気象観測器を設置

し、開花期間中の気温、湿度、風速、風向、降水量

を観測した。また、ダーラム型花粉採集器を設置し、

開花期間中の花粉親区と種子親区の花粉放出強度の

推移を調査した。

（ウ）交雑予測と調査株の採集

第 l編第 4章 2(1）で開発する交雑予測モデル

表 14101・1 主な農作業の記録

を用いて当該圃場における自然交雑の発生頻度を予

測し、示された結果に基づいて調査株の採集計画を

立てた。採集計画の一例を図 14101-1に示す。

（エ）交雑種子の判別

種子親から採集した清玄米のうち、キセニアを発

現したものに着目することにより、花粉親と交雑し

たと考えられる種子を選別した。さらに、それらが

「おくのむらさき」との交雑によるものかを確認す

るために DNA分析を実施した。分析を委託したの

は以下の 3機関である。

ア）植物ゲノムセンター（茨城県つくば市）

イ）日本穀物検定協会（東京都江東区）

ウ）秋田県立大学・バイオテクノロジーセンター

（秋田県秋田市）

ウ研究結果

（ア）花粉源からの距離と交雑率の関係（2007年

～ 2009年）

2007年は約 184万粒、 2008年は約 458万粒、

2009年は約 297万粒について、キセニアをマーカー

個体サンプル

1株毎に合計50株を係a:

；~t~出2：もももも翌 花粉貌困場

｛おくのむらさき）

がもんJ：：；；；～135°) 

ーィン2 ／ 風が交雑を促進する

図14101-1 2010年の調査で採集したサンプルの

位置
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粉採集器により採集した空中花粉を分析した結果、

2009年は花粉親区と種子親区で観察された花粉密

度の増減パターンが一致し（図 14101-3）、両区の開

花期が重複していたことが明らかとなった。

（イ）花粉源からの距離と交雑率の関係（2010年）

図14101-4に観察された花粉源からの距離と交雑

率の関係を示す（現在、 DNA分析を実施中）。

花粉源に接する領域の交雑率については過去3年

間と大差ないものの、花粉源から離れても交雑率

は緩やかにしか低下せず、花粉源から約 80m離れ

た地点においても 0.02～ 0.03%程度の交雑率が観

察された。また、 Line2では圃場中央部（20mと

40m付近）において例外的に高い交雑率が観察さ

れた。過去においても Line2では圃場中央部で外

れ値が観察されており（図 14101-6）、何らかの環境

要因によって交雑の発生が誘引されている可能性が

ある。

とした交雑種子の選別と DNA分析により花粉親の

特定を行った。以下、各年度で 1）花粉親区に隣接

する領域で観察された交雑率と、 2）花粉親区から

最も遠くで交雑が観察された地点までの距離（交雑

率）をまとめる（表 14101-2）。

2007年 ：1)0.027% 2) 40m (0.002%) 

2008年： 1)0.021 % 2) 97.5m (0.0008%) 

2009年： 1)0.047% 2) 82.5m (0.0009%) 

2008年と 2009年については、花粉親区からの距

離毎に平均交雑率と 95%信頼区間を計算した結果

（図 14101-2）、平均交雑率は花粉親区に隣接する領

域で最も高く、花粉親区から 20mほど離れると平

均交雑率は 0.01%を下回ることが明らかになった。

花粉親区に隣接する領域で観察された平均交雑率

は、 2008年よりも 2009年の方が高い傾向がみられ

た。その要因を考察するために、花粉親区と種子親

区の開花期の重複について検討した。ダーラム型花

2007年に観察された自然交雑率 （DNA分析後の値）

花粉親からの距離（m) 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 

Line 1の交雑率（首） 0.027 0.007 。 。 。 0.001 。 。
交雑種子数

令

4 。 。 。 2 。 。
解析種子数 15079 13421 18252 13429 14532 135812 137368 126503 

Line 2の交雑率（%） 0 0.008 0.009 0.006 。 。 。 。 。 0 0.001 。 。 口 。 。
交雑種手数 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
解析種子数 15255 11955 11515 17607 11912 13321 13920 11477 13336 12656 120833 102273 101314 102197 102595 102677 

Line 3の交雑率（首） 0.006 0.007 0.008 0 0.006 0 0.001 0 0.002 

交雑桂子数 。 。 。 2 
十

・－
＋ 

解析種子数 15863 14589 12632 14036 16714 141422 153892 117342 111879 

表 14101・2

一ーーー おくのむらさき（2008)
・ー・・・ヒメノモチ（2008)
一一一一おくのむらさき（2009)
・・・・・ヒメノモチ（2009〕
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図14101-3 空中花粉密度の推移（2008年の結果を赤、

2009年の結果を黒で示す）

花粉源からの距離（m)

図14101-2 2008年と 2009年に観察された花粉源か

らの距離と交雑率の関係（2008年の結果

を赤、 2009年の結果を黒で示す）



実測値の聞に誤差が生じる原因となる。

2008年及び2009年に観察された花粉親からの距

離と交雑率の関係について、キセニアと DNA分析

による結果を比較したところ（図 14101-6）、「キセ

ニア＞ DNA分析」の関係が認められるものの、ほ

ぼ同様の傾向が確認された。花粉源から遠く離れた

地点における交雑の検出を目的とする場合など、キ

セニアをマーカーとして大量のサンプルを一次スク

リーニングすることは非常に有効である。

考 察

本研究では農家閏場規模で発生する花粉飛散や交

雑の実態把握を試みた。その結果、平均的な気象条

件の下では、畦を隔てた圃場開で観察される交雑

は0.1%にも満たないことが示された（図 14101-2）。

しかし、花粉源から約 lOOm離れても、低頻度では

あるものの交雑の発生が確認された。既往の成果に

おいても、キセニアによる分析ではあるが、橋品種

の大規模圃場（lOOm× 50m）の中央部においても

0.006%程度の梗粒が混入 し、その主たる要因は自

然交雑であると報告されている（根本ら 1））。以上

のように、農家圃場において複数の水稲品種が隣接

して栽培される場合には、自然交雑の発生は不可避

なものと考えられる。遺伝子組換え作物と一般栽培

作物の共存を図るためには、水稲の自然交雑を皆無

エ

気象庁の発表によると、昨夏の平均気温は北日本

と東日本では 1946年以降で最も高かった。水稲で

は開花期に 32～35℃の高温に遭遇すると、高温障

害（高温による雄性不稔）の発生することが知られ

ている。過去4年間に観測した開花期の日最高気温

を比較した結果（図 14101-5）、 2010年は開花期の

大半で 35℃前後の日最高気温が記録されているこ

とが明らかとな った。この ようなことから、 2010

年に観察された高い自家受粉率は、種子親で高温障

害が発生したために自家受粉率が低下し、花粉親由

来の花粉による受粉・受精が高頻度で発生した可能

性が推察された。例外的に高い交雑率が観察された

Line 2周辺は、水が切れやすく 田面の温度が上がり

やすいために、局所的な高温障害が発生した可能性

が考えられた。

（ウ）キセニアによる自然交雑率の評価の妥当性

本研究ではキセニアにより交雑種子であると判定

した種子について DNA分析を行い、想定される花

粉親との交雑によるものかを確認した。キセニアに

よる判定は大量のサンプルを短時間に処理すること

ができる反面、想定される花粉親に由来する花粉と

遠方から飛来する花粉による交雑を識別することが

できない。交雑予測モデルでは、ある面積の花粉親

区から放出される花粉量を厳密に定義するため、遠

方から飛来する花粉による交雑が増えると推定値と

－・←－Line1 （キtニア）
ー由~ uneZ ＜キtニア）
-IトーLine3 （キt二7)

キセニア
40 0.16 ．．．．．． 
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図14101・5 2007～ 2010年に観察された開花期の日

最高気温
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キセニアと DNA分析で明らかになった自然交雑率の比較 （AとB:2008年 ；CとD:2009年）

十分にある（芝池・吉村 2））。一方で、同ーの品種

組合せであっても、気象条件の年次変動により自

然交雑率が上下することも予想されることである。

2010年度は歴史的な猛暑のため著しい高温障害が

発生し、平年よりも 4～5倍程度高い自然交雑が発

生したと推察される。このような例外的な高温ある

いは低温条件により不稔現象を伴った自然交雑率に

関する知見を蓄積することは（丹野ら 4））、交雑率

に闇値を設ける際にどの程度の安全率を見込めばよ

いかの指標となると考えられる。

図 14101-6

にすることは困難であるという認識に立ってルール

を作る必要がある（芝池 3））。幸い、水稲の大規模

圃場における自然交雑の頻度は、 EUで 「意図せざ

る混入」として採用されている 0.9%よりはるかに

低い値である。食品や飼料としての安全性が確認さ

れた遺伝子組換え水稲が商業栽培される際には、1%

～ 0.1 %の範囲で交雑率の闘値を設定することは十

分可能な選択と考えられる。

本研究では 4年間にわたって水稲の自然交雑率

を、おくのむらさきとヒメノモチという品種組合せ

で調査した。他の品種組合せであれば、相対的に高

い、あるいは低い自然交雑率が観察される可能性は



オ今後の課題

（ア） 2010年の調査については、 DNA分析の結

果を取りまとめ、自然交雑率を確定することが先決

である。

（イ）水稲の自然交雑を幅広く理解するために、

自然交雑率の品種間差異や雄性不稔が誘発されるよ

うな条件下における自然交雑率についての知見を収

集・整理し、自然交雑率の最大値を把握する試みが

必要と考えられる。

力要約

2007～ 2010年の 4年間にわたって、農家による

一般的な水稲栽培を行った場合の自然交雑率を調査

した。その結果、花粉源となる圃場から離れるにし

たがって交雑率は急激に低下し、 20mほど離れる

と自然交雑の発生頻度は 0.005%程度まで低下した。

しかし、さらに花粉源から離れても交雑率はほとん

ど低下せず、約 lOOm離れた地点においても交雑の

発生が確認された。一方、 2010年には非常に高い

交雑率が観察された。 2010年の夏は記録的な猛暑

であったため、多くの調査株で高温障害が発生し、

自家受粉率が低下したことによって交雑率が高まっ

たことが推察された。

キ引用文献

1)根本博雄ら（1974）.稲嬬品種種子への梗粒の

混入について．茨城県農業試験場研究報告. 15 : 

1-12. 

2）芝池博幸・吉村泰幸（2005）.「遺伝子組換え作

物の生産と環境影響評価の現状と課題」遺伝子組

換え作物の生態系への影響：白殖性作物の花粉飛

散と交雑．農業および園芸． 80 : 140-149. 

3）芝池博幸（2006）.「遺伝子組換え作物の社会受

容と食の安全」遺伝子組換え作物の花粉飛散と

交雑：許容しうる交雑率の合意に向けて．遺伝．

60 : 50-153. 

4）丹野久ら（2011）.イネの穂ばらみ期冷温によ

る不稔発生条件下における隔離距離と交雑率の関

係日作紀. 80: 49・58.

研究担当者（芝池博幸＼松尾和人、川島茂人）

(2) 大規模圃場におけるイネ花粉の長距離飛散及

び交雑の実態に関する研究（岩手県）

ア研究目的

これまでの遺伝子組換え作物の花粉飛散や交雑に

関する研究課題は、組換え作物の開発に伴う小規模

な栽培実験を円滑に行うために必要な情報を収集す

ることが主たる目的であった。しかし、将来の遺伝

子組換え作物の商業栽培に備えて、組換え作物と一

般栽培作物との共存を図るための行動指針を確立す

るためには、農家圃場規模で発生する花粉飛散や交

雑の実態を把握することが重要と考えられる。本試

験では水稲栽培農家の圃場を借り上げ、農家による

一般的な水稲栽培を行った場合の交雑の実態を把握

するとともに、交雑予測手法の予測精度を高めるた

めの知見の蓄積を図ることを目的とする。

イ研究方法

（ア）基本情報

調査を行ったのは 2009～ 2010年の 2年間で、岩

手県雫石町の農家圃場を借用し、開花期に卓越する

風の風上側に花粉親区（約 30a；おくのむらさき；

紫黒米ウルチ品種）、風下側に種子親区（約 150a;

ヒメノモチ；モチ品種）を設置した（図 14102-1）。

2年間に行った主な農作業の記録を表 14102-1に示

す。

調査地は基盤整備の施された水稲圃場で、複数の

水稲品種が作付けされている。初年度は 4月に入っ

てからようやく農家との借地契約を締結することが

できた。そのため花粉親品種を選択する余地がなく、

あきたこまちとひとめぼれが栽培される圃場中に島

状に種子親を配置した形となった。 2010年になっ

て、花粉親として周辺の圃場では栽培されていない

おくのむらさきを作付けし、特定の圃場から放出さ

れる花粉よる交雑を検出する体制を整えることがで

きた。

（イ）開花期の気象観測と空中花粉の採集

花粉親区と種子親区の境界に気象観測器を設置

し、開花期間中の気温、湿度、風速、風向、降水量

を観測した。また、ダーラム型花粉採集器を設置し、

開花期間中の花粉親区と種子親区の花粉放出強度の

推移を調査した。

（ウ）交雑予測と調査株の採集

第 l編第4章 2(1）で開発する交雑予測モデル
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を用いて当該圃場における自然交雑の発生頻度を予

測し、示された結果に基づいて調査株の採集計画を

立てた。採集計画の一例を図 14102-2に示す。

（エ）交雑種子の判別

種子親から採集した清玄米のうち、キセニアを発

現したものに着目することにより、花粉親と交雑し

たと考えられる種子を選別した。さらに、それらが

「おくのむらさき」との交雑によるものかを確認す

るために DNA分析を実施した。分析を委託したの

は以下の 2機関である。

ア）日本穀物検定協会（東京都江東区）

図14102-1 調査地周辺における水稲の作付け状況

(2010年）

表 14102・1 主な農作業の記録

平成21年 平成22年

播種目 4月25日 4月28日

移植日 5月15日 5月20日

開花期 8月5日～18日 7月30日～8月12日

収穫日 9月15～17日 9月14日～16日

イ）秋田県立大学 ・バイオテクノロジーセンター

（秋田県秋田市）

ウ研究結果

（ア）花粉源からの距離と交雑率の関係（2009年）

約 272万粒について、キセニアをマーカーとした

交雑種子の選別と DNA分析により花粉親の特定を

行った。花粉親区に隣接する領域の交雑率は0.014%

で、花粉親区から離れても隣の圃場と近づくと再び

交雑率が上昇する傾向が観察された（図 14102-3）。

また、花粉親区から 97.5m離れた地点の交雑率は

0.0051 %であった。

（イ）花粉源からの距離と交雑率の関係（2010年）

図14102-4にキセニアにより観察された花粉源か

らの距離と交雑率の関係を示す（現在， DNA分析

を実施中）。

2009年と比較すると、全体的に 5～ 10倍程度高

い自然交雑率が観察された。特に Linelや Line3

の花粉親区と隣接する領域で目だ、って高い交雑率が

観察された。

（ウ）開花期の日平均気温

気象庁の発表によると、昨夏の平均気温は北日本

と東日本では 1946年以降で最も高かった。水稲で

は開花期に 32～ 35℃の高温に遭遇すると、高温障

Line 3 
2010年

し1ne1 

方形区間の距離は7.Sm

Line 4 

方形区サンプル

口「10株／束」を10束

合計100株を採集

個体サンプル

。1株毎に採集

Line 2 

図14102・2 2010年の調査で採集したサンプルの位

置



粉親由来の花粉による受粉・受精が高頻度で発生し

た可能性が推察されたO

考 察

本研究では農家閏場規模で発生する花粉飛散や交

雑の実態把握を試みた。その結果、平均的な気象

条件の下では、畦を隔てた閏場開で観察される交

雑は 0.02%にも満たないことが示された（図 14102-

3）。2009年の試験では、種子親区は広大な花粉親区

に取り固まれた状態であるため、あきたこまちゃひ

とめぼれの花粉が大量に種子親区に流入したと考え

たれる。その結果、花粉源から離れるにつれ自然交

雑率が低下する単純な関係は認められず、むしろ

0.005%程度の自然交雑率で下げ止まっているよう

な状況が示された。

自然交雑率は、キセニアによる分析ではあるが既

往の成果においても、橘品種の大規模圃場（lOOm

× 50m）の中央部においても 0.006%程度の梗粒が

混入し、その主たる要因は自然交雑であると報告さ

れている（根本ら 1））。このように、農家圃場にお

いて複数の水稲品種が隣接して栽培される場合に

は、 0.005%程度の自然交雑が普遍的に発生してい

る可能性が示唆された。遺伝子組換え作物と一般栽

培作物の共存を図るためには、水稲の自然交雑を皆

無にすることは困難であるという認識に立ってルー

ルを作る必要がある（芝池 2））。幸い、水稲の大規

模圃場における自然交雑の頻度は、 EUで「意図せ

エ

100 

DNA 

害（高温による雄性不稔）の発生することが知ら

れている。2010年に観測した開花期の日最高気温

の推移を解析した結果（図 14102-5）、 2010年は開

花期の大半で 35℃前後の日最高気温が記録されて

いることカf明らかとなった。このようなことから、

2010年に観察された高い自家受粉率は、種子親で

高温障害が発生したために自家受粉率が低下し、花
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花粉親区からの距離（m)

図14102-4 花粉源からの距離と交雑率の関係（2010

年）



ざる混入」として採用されている 0.9%よりはるか

に低い値である。食品や飼料としての安全性が確認

された遺伝子組換え水稲が商業栽培される際には、

l～0.1 %の範囲で交雑率に闇値を設定することは

十分可能な選択と考えられる。

本研究では 2年間にわたって水稲の自然交雑率を

調査した。 2010年度は歴史的な猛暑のため著しい

高温障害が発生し、 2009年よりも 5～ 10倍程度高

い自然交雑が発生したと推察された。このような例

外的な高温あるいは低温条件により不稔現象を伴っ

た自然交雑率に関する知見を蓄積することは（丹野

ら 3））、交雑率に闘値を設ける際にどの程度の安全

率を見込めばよいかの指標となると考えられる。

オ今後の課題

（ア） 2010年の調査については、 DNA分析の結

果を取りまとめ、おくのむらさきがを花粉親とする

自然交雑率を確定することが先決である。

（イ）水稲の自然交雑を幅広く理解するために、

自然交雑率の品種間差異や雄性不稔が誘発されるよ

うな条件下における自然交雑率についての知見を収

集・整理し、自然交雑率の最大値を把握する試みが

必要と考えられる。

力要約

2009年と 2010年の 2年間にわたって、農家によ

る一般的な水稲栽培を行った場合の自然交雑率を調

査した。 2009年は、種子親区が大面積の花粉親区

に取り固まれているにも関わらず、観察された自然

交雑率は非常に低く、花粉源から離れても自然交雑

率の大きな低下は観察されなかった。一方、 2010

年には非常に高い自然交雑率が観察された。 2010

年の夏は記録的な猛暑であったため、多くの調査株

で高温障害が発生し、自家受粉率が低下したことに

よって交雑率が高まったことが推察された。

キ引用文献

1）根本博雄ら（1974）.稲嬬品種種子への梗粒の混

入について．茨城県農業試験場研究報告. 15 : 1-12. 

2）芝池博幸（2006）.「遺伝子組換え作物の杜会受

容と食の安全」遺伝子組換え作物の花粉飛散と

交雑：許容しうる交雑率の合意に向けて．遺伝．

60 : 50-153. 

3）丹野久ら（2011）.イネの穂ばらみ期冷温によ

る不稔発生条件下における隔離距離と交雑率の関

係． 日作紀. 80 : 49-58. 

研究担当者（佐々木華織ヘ芝池博幸）

(3) 大規模圃場におけるイネ花粉の長距離飛散及

び交雑の実態に関する研究（秋田県）

ア研究目的

これまでの遺伝子組換え作物の花粉飛散や交雑に

関する研究課題は、組換え作物の開発に伴う小規模

な栽培実験を円滑に行つために必要な情報を収集す

ることが主たる目的であった。しかし、将来の遺伝

子組換え作物の商業栽培に備えて、組換え作物と一

般栽培作物との共存を図るための行動指針を確立す

るには、実規模の圃場で発生する花粉飛散や交雑の

実態を把握することが重要と考えられる。本試験で

は、寒冷地北部，日本海側の代表的なイネ栽培地域

である秋田県大潟村の大規模圃場において、地域で

の一般的なイネ栽培を行った場合の交雑の実態を把

握すると共に、交雑予測手法の予測精度を高めるた

めの知見の蓄積を図ることを目的とする。

イ研究方法

実験は 2010年に秋田県立大学生物資源科学部附

属フィールド教育研究センター（大潟村）の 7区－6

号圃場（25a）と 7区－7号圃場（1.2ha）を用いて

行った（図 14103-1）。風上となる 7区－7号圃場に

花粉親（ウルチ、紫黒米）となる「おくのむらさき」

を、 7区－6号圃場に種子親（モチ）となる「たっこ

もち」を配置した。田植えはそれぞれ5月 10日と

5月 17日に行った。その後、生育状況、出穂茎率

の推移（函 14103-2）、気象状況（7/30～8120、函

14103-3）、空中花粉（7/27～8120、図 14103-4）を

調査した 0 9月 12日～ 15日に 3本のラインに沿っ

て花粉親から 0、l、5、10、20、30、40、50、60、

70、80m離れた地点で調査株（約 3000株）を収集

した（図 14103-1)。乾燥、脱穀、籾すりの後、キ

セニアを発現した種子を選別した。選別は各サンプ

ルについて 2回行った。モチおよびウルチの中間的

な特徴を示す種子はキセニアを発現した種子に含め

た。 DNA鑑定には紫黒米の果皮の着色に関わる遺

伝子 Pbでの変異を用いた（白色米は第7エキソン
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①地点

③地点

図14103・4 各調査地点での花粉密度（lcm× lcm）の推移

（実践はモチ花粉、破線はウルチ花粉）

より 2～ 3日早かったものの、両品種の出穂、期間は

かなり重複した（図 14103-2）。花粉親は種子親の

南に配置したが、出穂期間の多くの日で平均風速

2m／秒前後の南風が吹いた（図 14103-3）。最大風

速で8～ Sm／秒の南風も観測された。種子親の水

田にある花粉観測器（地点③と④）ではモチ性の花

粉だけでなくウルチ性の花粉も観察され、ウルチ性

の花粉が圃場内に飛散していた（図 14103-4）。キセ

ニアを発現した種子は A列（2537粒）と B列（3026

粒）で非常に多く、 C列でも比較的多かった（436

粒）（図 14103-6）。キセニアを発現した種子の頻度

は花粉親からの距離の増加によって低下せず、キセ

ニアを発現した種子の頻度と花粉親からの距離に明

瞭な傾向はなかった。DNA鑑定が完了した C列で

は、 67個体の交雑個体が確認された（図 14103-7）。

交雑率は花粉親と隣接した Om地点でもっとも高く

(0.026%）、次いで Sm地点で高かった（0.018%）。

花粉親から遠くなるにつれて交雑率は低下したが、

花粉親からもっとも離れた80m地点（1粒、0.0007%)

や 70m(2粒、 0.0014%）でも交雑個体はあった。

キセニアを発現した種子の多かった A列と B列で

はDNA鑑定を継続している。

SOObp 

300bp 

lOObp 

考 察

秋田県が公表している品種特性表では「たっこも

ち」の出穂期は 7月28日であり（2010年度稲作

指導指針）、東北農業研究センター（大仙市）での「お

くのむらさき」の出穂期は「あきたこまち」と同等

エ

図14103・5 DNA鑑定における電気泳動像

l：おくのむらさき、2：交雑個体、 3：交雑個体、 4:
たっこもち、 5：たつこもち、 6：あきたこまち、 7:
あきたこまち、 M ：サイズマーカー

領域に 2bpの欠失がある。 Wangand Shu u）。変異

は、該当領域の DNAをPCR法で増幅し（プライ

マー： 5二ctgcaggtggacaaagcatccattctcg、： 5’－gacgg

cagcagatgaggcaaactgcat）、制限酵素 BamHlで消

化し、 検出した（図 14103-5）。「おくのむらさき 」

の DNAはBamHlで消化され、 2本のバンドとし

て検出される。「たつこもち」ゃ「あきたこまち」

などの白色米の DNAは消化されないため、 l本の

バンドとして検出される。交雑個体は「おくのむら

さき」と「たっこもち」の遺伝子をヘテロに持つた

め、 3本のバンドとして検出される。

ウ研究結果

「たっこもち」の出穂開始は「おくのむらさき」

-364-
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図14103・7 DNA鑑定による交雑率%(C列）
(1) 括弧内の数値は交雑個体数

の8月5日前後である。両品種間で出穂期間のずれ

が懸念されたが、「おくのむらさき」を早めに播種

したこともあり、出穂期間はかなりの期間で重複し

た（図 14103-2）。また、出穂期間中に南風も多くあっ

た（図 14103-3）。花粉の長距離飛散および交雑の実

態を調査するのに適した条件が揃えられたと考えら

れる。

キセニアを発現した種子は多かった（図 14103-

6）。一方で、 DNA鑑定で「おくのむらさき」との

交雑個体であると判別された個体は多くなかった

（図 14103-7）。これは、 ①登熟期間の高温によって

コメの品質が悪く、モチとウルチの中間的な特徴を

示す種子が多くあったことと、 ②前年度のコンパイ

ン収穫時にこぼれた種子から発生した「あきたこま

ち」を収穫してしまったこと、③ 「おくのむらさき」

以外のウルチ品種との交雑個体が生じたことに起因

すると考えられる。特に、本研究のような大規模な

現地試験では、 ②の要因に注意しつつ実験を行う必

要があることがわかった。

DNA鑑定によって決定された交雑率は花粉親に

もっと近い Om地点で高く、花粉親から離れるにつ

れて低下した（図 14103-7）。交雑率も最大で0.026%

であった。交雑個体の出現位置の傾向や頻度は、こ

れまでの研究結果とよく一致した。しかし、本研究

では花粉親から 80mや70m離れた地点でも交雑個

体があった。出穂期間に重複があり、風向きが合致

すれば、花粉親から十分に離れた場所でも極低頻度

ながら交雑個体が生じることが判明した。

オ今後の課題

A列と B列では DNA鑑定が完了しておらず、 C

列と同様の傾向を示すと期待されるものの、それら

2列で交雑率が決定できていない。本研究では花粉

親から 80m離れた地点が最長の評価地点であるが、

80m地点で交雑個体が確認され、それ以上の距離

で交雑個体が生じる可能性が残された。



力要約

大規模圃場でのイネの交雑率は花粉親に隣接した

地点で0.026%であり、花粉親から離れるにつれて

低下した。交雑個体は花粉親から 80m離れた地点

でも極低頻度（0.0007%）ではあるが確認された。

キ引用文献

1) Wang, C. and Q. Shu, (2007). Fine mapping 

and candidate gene analysis of purple pericarp 

gene Pb in rice ( Oryza sativa L.). Chinese Science 

Bulletin. 52 (22) : 3097-3104. 

研究担当者（森田弘彦ぺ保田謙太郎）

(4) 大規模ほ場におけるトウモロコシ花粉の長距

離飛散および交雑の実態に関する研究

ア研究目的

主要な遺伝子組換え作物についての花粉飛散や交

雑に関する科学的な知見を蓄積することは、将来の

遺伝子組換え作物の商業栽培に備えた交雑・混入防

止技術を開発する上で不可欠である。とくに、組換

え作物と一般栽培作物との共存を図るための行動規

範の確立には、実際に農家が栽培する規模で花粉飛

散や交雑の実態を把握する必要がある。畜産業が盛

んな北海道では飼料用トウモロコシが各地で大規模

に栽培されていることから、そのような大規模栽培

下における組換え体花粉の長距離飛散と交雑の可能

性に関する基礎的な知見が必要となっている。しか

し、わが国ではそのような実規模栽培でのトウモロ

コシの花粉飛散と交雑に関する調査は極めて少な

し）0

本課題では、とくに、わが国での調査・研究が行

われていない、栽培実験指針に定める花粉親から

600mを超える距離での交雑の実態を解明すること

を目的とする。

イ研究方法

2006～ 2008年の 3か年にわたり、家畜改良セン

タ一新冠牧場の大規模圃場において、スイートコー

ンを材料として交雑試験を行った。卓越風の風上側

に2.8haの組換え体の栽培を想定した花粉親圃場と

して黄色粒品種を栽培し、その風下側に長さ 820m

にわたる 5.7haの種子親圃場を設置し、白色粒品種

を栽培した。花粉親の黄色粒品種は 2006年にはハ

ニーパンタム、 2007年、 2008年にはキャンベラ 90

を用い、種子親の白色粒品種は 2006年にはシルバー

ハニーパンタム、 2007年、 2008年にはルーシー 90

を用いた。これらの圃場において、空中花粉数およ

び種子親中に発生する花粉親との交雑発生率を調査

するとともに、気象観測を行い、 3年間のデータか

ら花粉飛散と交雑率の年次変動およびそれらと気象

要因との関係について検討した。

ウ研究結果

種子親圃場における花粉親からの距離50mごと

の平均交雑率が0.1%以上であったのは、 2006年に

は50m以内のみであったが、 2007年、 2008年には

200～ 250mまでと長かった。また、 1%以上の交

雑は 50m超の距離ではほとんど観察されなかった。

一方、 600mを越える距離においても、いずれの年

次にも 0.005%以上の交雑が断続的に観察された（表

14104-1）。2008年には、種子親圃場内の llOm付近、

280m付近および670m付近の 3か所に黄色粒個体

が混入し、その影響で局所的に交雑率（黄色粒の出

現率）の高い部分が生じたが、全般的には過去2年

間とほぼ同様の交雑率が観察された。

ダーラム式花粉採集器により 50個 ／cm2以上の

花粉飛散が観察されたのは 2006年には 8月 14～

表 14104・1 花粉親からの距離と交雑率（%）

年次 ～50m ～100m ～150rr ～200m ～250m ～300m ～350m ～400m ～450m ～500m ～550m ～600m ～650m ～700m ～750m ～800m ～820m 

2006 6.850 0.087 0.043 0.023 0.016 0.020 0.009 0.027 0.021 0.002 0.000 0. 031 0.012 0.006 0.016 0.007 0.000 

2007 2.574 0.848 0.338 0.233 0. 153 0.047 0. 017 0.024 0.034 0.017 0. 031 0. 007 0.021 0.005 0.000 0.009 

2008 6.434 0.256 0.459 0. 180 0.097 1. 351 0.082 0. 109 0.052 0.069 0. 105 0. 055 0.023 0.650 0.027 0.057 0.031 

1) 2008年は、 llOm付近、 280m付近および 670m付近の3か所で、局所的に交雑率が高い個体が見られ、種
子親 （白色粒品種）圃場への黄色粒個体の混入によるものと推測された。
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図 14104・1 花粉飛散数の推移

1) 2006年は 8月13～30日、 2007年は 8月6～23日、 2008年は 8月16日～ 9月9
日のデータ

2) 横軸には 50個 ／cm2以上の花粉飛散が観察された日を示す

. :L 花：：；方向人 j ¥ ' 

叫棋品開~~~it
5L 花道お方札

でるA 母、~~~。θセヲおる
図14104・2 花粉飛散期間中の風向と風速

1) 時別平均風向・風速の 9時～ 18時積算値

24日の聞の 9日、 2007年には 8月7～ 18日の聞の

9日、 2008年には 8月 18～ 27日の 7日間であっ

た。ピーク時の花粉親側での花粉飛散数は 2006年

が 1251個 ／cm2と最も多く、 2007年には 406個 ／

cm2で2006年の約 1/3、2008年には 313個 ／cm2で

2006年の約 1/4であった（図 14104-1)。

花粉飛散期間中の風の状況は、 2006年には「花

粉親→種子親」の方向への風がほとんど観測されな

かったのに対し、 2007年と 2008年には「花粉親→

種子親」に近い方向への風が頻繁に観測された（図

14104-2）。

エ考察

本課題では大規模圃場におけるトウモロコシの

交雑発生の実態を調査した。花粉親圃場 2.8ha、種

子親閏場 5.7haの規模での試験は、世界的にも稀で

ある。とくに、これまで知見の無かった花粉源か

ら600mを超える距離における交雑の実態に関し、

0.005～0.03%と低頻度ではあるものの全年次にわ

たって交雑が発生することを観察した。Lunaet all) 

は、メキシコにおいて、花粉の受精能力は弱から放

出後 l～2時間持続し、その聞に花粉源から 32km

の距離まで移動する可能性があるとしている。 トウ

モロコシの花粉は、好適条件下では 12～ 28時間程
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度受精能力を保つとされており（Poehlmanzl）、花

粉源から数十 km程度の距離でも交雑が発生する可

能性を否定できないと考えられる。

本課題では、トウモロコシの花粉飛散時期に気象

観測を行い、交雑の発生と気象条件との関係につい

ても検討した。年次聞の交雑率の変動と気象条件と

の関係から、花粉飛散量は温度と日射量の影響を受

けるが、交雑率には花粉飛散量よりも風向および風

速の方がより大きく影響していることが示唆され

た。花粉親の花粉飛散量と種子親の花粉飛散量は同

じように変動するため、花粉親花粉と種子親花粉の

比はほとんど変わらず、交雑率にもさほど影響し

ないものと推察される。側風向や風速が交雑率に

及ぼす影響について、 Ma3lは、花粉源からの距離

が35m以上のとき、風上側では交雑が生じなかっ

たのに対し、風下側ではしばしば交雑が生じたこと

を観察している。また、 Halseyet al 4lは、長時間、

限られた方向への風が続いたときに風下側での交雑

率が高くなったことを報告している。

一方、花粉による遺伝子の混入を防ぐ手段として、

隔離距離の確保の他に開花時期の調節が重要であ

る（Messegueret al 5l) o Halsey et al 4l は、アメ

リカで 0.4～ l.2haの花粉源を設定した試験におい

て、早晩性が同じ種子親と花粉親の播種期を 2週間

以上ずらした場合には、 750m以上の距離での交雑

は見られないことを報告している。本課題の結果か

らも、交雑率を限りなく Oに近づけるためには、隔

離距離と開花時期の調節の両面からの対策が必要で

あろう。

オ今後の課題

大規模圃場におけるトウモロコシの交雑では、隔

離距離の確保だけでは完全に防止できないことか

ら、交雑率に関する現実的な基準値や、開花期の調

節とあわせた対策について検討する必要がある D

力要約

3か年の試験から、花粉飛散量や開花期の風向・

風速等の気象条件や花粉飛散量には年次間変動が見

られたが、年次に関わらず600m以上の距離におい

ても断続的に 0.005～0.03%の交雑が生じることが

確認された。交雑率に及ぼす影響は、花粉飛散量よ

りも風向・風速の方が大きいと推察された。

キ引用文献

1) Luna, S. et al (2001). Maize pollen longevity 

and distance isolation requirements for effective 

pollen control. Crop Sci. 41 : 1551-1557. 

2) Poehlman, JM. (1979). Breeding Field Crops 

2nd ed. p281. The A VI publishing co.inc., 

Westport, CT, USA. 

3) Ma, B.L. (2004). Extent of cross-fertilization 

in maize by pollen from neighboring transgenic 

hybrids. Crop Sci. 44 : 1273-1282. 

4) Halsey, M.E., et al (2005). Isolation of maize 

from pollen-mediated gene flow by time and 

distance. Crop Sci. 45 : 2172-2185. 

5) Messeguer, J.. et al (2006). Pollen-mediated 
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研究担当者（野崎治彦ぺ漬寄孝弘、濃沼圭一）

(5) 農家ほ場規模で栽培されるトウモロコシの交

雑予測に関する研究

ア研究目的

現在我が固においては、食料・農業・農村基本計

画において将来の我が国農業経営の発展を図る観点

から、遺伝子組換え技術を用いて新品種を開発し、

生物多様性への影響・食品安全性等を評価した上で

順次商品化を行うこととしている。そのため将来の

遺伝子組換え作物の商業栽培に備え、交雑・混入防

止の技術開発を行うとともに、科学的なデータを提

供する必要がある。

これまでの遺伝子組換え作物の花粉飛散や交雑に

関する研究課題は、組換え作物の開発に伴う小規模

な栽培実験を円滑に行うために必要な情報を収集す

ることが主たる目的であった。しかし、将来の遺伝

子組換え作物の商業栽培に備えて、組換え作物と一

般栽培作物との共存を図るための行動指針を確立す

るためには、農家ほ場規模で発生する花粉飛散や交

雑の実態を把握することが重要と考えられる。本試

験では、東北地方以南のトウモロコシ栽培農家を想

定し、農家による一般的なトウモロコシ栽培を行っ

た場合の交雑の実態を把握すると共に、交雑予測手

法の予測精度を高めるための知見の蓄積を図ること



を目的とした。

イ研究方法

調査は、種苗管理センター嬬恋農場内のほ場（ほ

場方向南西北東、栽培面積 14ha、標高約 1230～

1300m）において行った。材料は、市販のトウモロ

コシ品種を用い、 遺伝的に優性な黄色粒品種（2006

年はハニーバンタム、 2007・2008年はキャンベラ

90）を花粉親（規模 180m× 70m）として風上側

に、白色粒品種（2006年はシルバーハニーバンタ

ム、 2007・2008年はルーシー 90）を種子親（規

模 20m× 20m、15か所、最大約 970m）として風

下側に配置した。600m・ 800m ・ 950mおよび左右

200m ・ 300m地点の種子親は、花粉親との聞に高さ

約 lOm・幅約 30～ lOOmの防風林が存在する。交

雑の有無は、種子親の種子色に発現するキセニア現

象を利用して判定した（松尾ら 1））。交雑率は、種

子親個体ごとに上位の雌穂を採集し次式を用いて推

定した。交雑率（%）＝（黄色粒数÷雌穂全粒数）

×100。気象観測機器は、花粉親個体群と種子親個

体群の境界および種子親個体群付近に各々設置し、

風向・風速・気温・湿度および降水量を測定した。

また小型ロガーを試験区内に 5台設置し、気温と湿

度を記録した。さらに花粉親個体群と種子親個体

群の境界に地上 lOmの観測柱を設置し、上空 2m・

6m・10mの風向と風速を記録した。花粉飛散調査は、

花粉親個体群内の 2か所と種子親個体群内の 4か所

および観測柱の上空 lm・ 2m ・ 4m ・ 6m ・ Sm ・ lOm 

に、ダーラム型花粉採集器を設置し開花期間中の花

粉飛散数の日変化を測定した。開花期間中は、雄花

と雌花の開花状況を毎日観察し、生育調査は花粉親

個体群2か所および種子個体群4か所の計6か所で

行った。

ウ研究結果

（ア）生育状況

2006年は、播種が平年から 10日程遅れ栄養成長

期の天候も不順で気温も低く推移したことから、花

粉親・種子親とも不良であった。

2007年は、栽培品種が変更になったが、ほぼ平

年度並みの生育をした。特に花粉親と種子親の生育

差は、平年に較べると小さかった。

2008年は、昨年度から栽培品種が変更になり、

平年より梅雨に入るのが早かったため低温が続き地

温が上がらず、花粉親の発芽が計画株数の約4割弱

となったので約 5万株を補植した。発芽した株につ

いては平年より良い生育を示した（表 14105-1)。

（イ）花粉飛散状況

2006年は、最も飛散した日の花粉数でも例年よ

り少なかった。花粉飛散期の風向は花粉親から種子

親への方向の風が吹いている頻度が少なく、花粉

が種子親個体群内へ飛散しにくい気象条件であっ

た。上空の飛散花粉数は観測点が高くなる程数が減

少し、推移はほぼ花粉親区の花粉数の推移と同様で

あった（図 14105-1）。

2007年は、飛散数のピークは平年度並みであっ

たが、花粉親と種子親のピーク時期がほぼ一致した。

また上空の飛散花粉数は、観測点が高くなる程数が

減少し、推移は花粉親区の花粉数の推移とほぼ同様

であった。花粉飛散期の風速・風向は、花粉親から

種子親への方向の風が吹いている頻度が昨年に較べ

ると多く、上空の風速は観測点が高くなる程大きく

なり、風向はすべての観測点でほぼ同様の推移を示

した（図 14105-2）。

2008年は、種子親区の飛散数のピークは昨年並

みであったが、花粉親区のピークはその半分以下と

なり著しく少なかった。さらに花粉親区と種子親区

のピークの時期はほぼ一致したが、花粉親雄花の開

花期と種子親雌花の開花期のずれが大きかった。ま

た9月に入る頃から花粉親区の飛散数が低い値では

あるが種子親区より多くなり、その後もきわめて低

い値で長く飛散花粉が確認された。花粉飛散期の風

表 14105・1 各年における草高および葉数

調査項目 場所 2006年 2007年 2008年

草高（8月末） 花粉親 153.5 142.6 143.3 

~~~！ 種子親 _1＿~~： 1 } ~~：6 ~－~9} 
葉数（8月末） 花粉親 9:4 9j" -9-.o-

（枚） 種子親 9.2 9.0 10.6 



向は、種子親から花粉親への方向の風が吹いている

頻度がやや多かった。上空の飛散花粉数は、観測点

が高くなるほど減少したが、今年の花粉親区内の花

粉飛散数の減少率は昨年に較べてあまり減少しな

かった（図 14105-3）。

（ウ）交雑状況

2006年は、最も近い観測地点の約 lOmの畦でも

平均交雑率が 1.21%となり過去のデータに比べてか

なり低い値となり、 4aのほ場を想定した種子親区

の平均交雑率の場合も約 lOmの距離で0.32%であっ

た。しかし各畦・各種子親区の平均交雑率とも花粉

親から離れるに伴い急激に減少する傾向が認められ

た（表 14105-2）。

2007年は、 4aのほ場を想定した種子親区で平

均交雑率が最大であった区は、花粉親に隣接する

lOm区で 7.061%であり、昨年度の 0.316%に較べる

とかなり高い値となった。またそれぞれの種子親区

の中では、先頭の方の畦の平均交雑率が高くなる傾
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向が認められた。そして各区・各区の畦の平均交雑

率とも花粉親から離れるに従い減少する傾向が認め

られた。さらに今年度は、約 lOmの高さの防風林

を越えた左右の約 200m・約 300m地点や約 600m

地点のほ場区でも交雑が確認された。これら遠距離

の交雑粒は、 DNA分析によって花粉親と種子親の

交雑したものであることが確認された（表 14105-

3）。

2008年は、約 lOmの畦で平均交雑率が約 18%と

昨年に較べると半分程の値となった。各種子親区・

各畦の平均交雑率とも花粉親から離れるに伴い急激

に減少する傾向が認められたが、遠距離でも低い値

で交雑が確認された。そして約 lOmの高さの防風

林を越えた左右の約 200m・ 300m地点や約 600m・

800m地点のほ場区でもかなり低い値で交雑が確認

された。これら遠距離の交雑粒は、DNA分析によっ

て花粉親と種子親の交雑したものであることが確認

された（表 14105-4）。

。
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調査日（2006年8・9月）

図14105-1 2006年の空中飛散花粉数の推移
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図14105・2 2007年の空中飛散花粉数の推移
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調査日（2008年8・9月）

図 14105-3 2008年の空中飛散花粉数の推移

表 14105・2 2006年の花粉親からの距離と交雑率の関係

花粉親からの種子親区の距離
防風林有り防風林有り防風林有り防風林有り

10m 50m 100m 150m 20Cm 250m 300m 400m 600m BOOm 950m 左200m
種子親区 0.75m 1 211 0 000 0 000 0 000 0 oco 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00日
基点から 2.25m 0. 647 0. 000 0. 000 0. 000 0. oco 0. 000 0. 045 0. 057 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
の畦平均 3.75m 0. 298 0. 000 0. 000 0. 000 0. oco 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
交雑率 5. 25m 0. 503 0 050 0 000 0 000 0 oco 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 
（崎） 6. 75m 0. 054 0 000 0 000 0 000 0 oco 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 

B. 25川 0. 192 0. 000 0. 052 0. 000 0 oco 0. 045 0 000 0. 000 0 000 0. 000 0 000 0. 000 
9. 75m 0. 043 0. 000 0. 000 0. 000 0. oco 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
11 25m 0. 458 0. 000 0. 000 0. 000 0. oco 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
12. 75m 0. 069 0. 000 0. 000 0. 000 0. oco 0. 050 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
14. 25m 0. 174 0. 000 0. 000 0. 000 0. oco 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
15. 75m 0. 176 0. 052 0 000 0 000 日日日日 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00日
17. 25m 0. 086 0 000 0 000 0 000 0 oco 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00日

若手動cg:平1苛B7主5m事f
0. 193 0. 142 0. 000 0. 000 0.口co 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 00日

率 （同） 0. 316 0. 019 0. 004 0. 000 0. oco 0. 007 0. 003 0. 004 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 

表 14105-3 2007年の花粉親からの距離と交雑率の関係

花粉親からの種子親区の距離
防風林有り防風林有り防風林有り防風林有り

lOm 50m IOOm 150m 20Cm 250m 300m 400m 600m BOOm 950m 右200m
種子親区 o.75m 40. 183 3. 63) 0. 141 0 658 0. 150 0 00(〕 0. 118 0 000 0. 0)1 0 000 0 000 0. 034 
基点から 2.25m 10. 440 1. 086 0. 048 0. 404 0 oco 0 000 0 000 0 000 0. 042 0 000 0 000 0 00日
の畦平均 3.75m 6. 468 I. 021 0. 963 0. 092 0. 043 0. 000 0. 000 0. 111 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
交雑率 5. 25m 6. 344 1.228 0. 167 0. 000 0. oco 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 043 
（同） 6. 75m 5. 832 0 359 0. 072 0. 126 0. 046 0. 057 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 00日

B. 25m 2. 866 0. 441 0 000 0 000 0 046 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 
9. 75m 3. 119 0. 623 0 000 0 000 0. 252 0 000 0 000 0 000 0. 044 0 000 0 000 0 000 
11 25m 2. 198 0. 659 0. 067 0. 122 0. oco 0. 000 0. 036 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
12. 75m 3. 393 0. 319 0. 039 0. 000 0. 078 0. 000 0. 000 0. 048 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
14. 25m 2. 124 0. 380 0. 070 0. 052 0. 083 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
15. 75m 2. 698 0. 620 0. 000 0. 089 0. 111 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 
17. 25m 3. 476 0. 261 0. 032 0 000 0 039 0 00(〕 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 

若手動吉平1荷B7受5m諾
2. 653 0. 171 0. 051 0. 048 0. oco 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. oc日

率 （同） 7. 061 0. 831 0. 127 0. 122 0. 065 0. 004 0. 012 0. 012 0. 012 0. 000 0. 000 0. 006 

表 14105-4 2008年の花粉親からの距離と交雑率の関係

花粉鰻からの種平親区の値圏直
防風韓有り肪且梓有り 防風特有り 防凪梓有り

lOm Som lOOm 150• 20伽 250• 300m 40曲明 600m 800m 950m 右初Om

種干親区 075m 17. 834 1 041 0 194 0. 535 0 169 0 104 。117 0. 000 0 100 0 048 0. 000 。∞。
lli点か ら 225• 7 871 0 309 。。∞ 0 111 0 097 。000 0 000 0 000 。即日 0. 153 0 000 。000

の隆平崎 3.75• 1. 633 0 060 0. 464 0 323 0 000 0 130 0 033 0. 034 0 056 0 000 0. 000 。000

支積率 5. 25• 0. 901 0. 000 。160 0 130 0. 077 0 284 0.000 。。ω 0 099 0. 042 0. 000 0 039 
｛同｝ 6 75m 1 40‘ 0 000 0 556 0 065 0. 052 。000 0 000 。117 0 085 0. 122 0 000 。∞日

8. 25聞 0. 693 0. 089 0.000 。∞。 0. 063 。000 0.000 0. 039 。000 0. 060 。。ω 0. 000 
9 75・ 1.982 0 000 0 000 0 033 0 072 0 039 0 038 0 046 0 038 0 038 0 000 。000

11. 25m 0. 438 0 051 。。∞ 0 040 0. 124 。000 0.000 0 127 。000 0.000 0 000 。∞。
12 75m 1 121 0 000 0 000 。∞。 0 289 0 0・1 0 029 0 236 0 037 0 000 0 000 。ω。
14 25m 0. 349 0 000 0 000 。∞。 0 664 。000 0.039 0 143 0 044 0 000 。。∞ 。∞。
15 75m 0. 697 。120 0 028 0 035 0 312 。000 0 000 。196 0 172 0 000 。。∞ 。000

17 25m 0 355 0 000 0 000 。000 0 374 。000 0.000 0. 256 。関口 0 000 0. 000 0. 000 

一樺干一観ー一区－平＿LI!,渇5支1報－ 
旦呂田一＿＿Q,J!l旦旦ーーー＿Q_Qll<l____ g＿盟主一＿＿.9~.！！処一＿ILJ但旦＿JLQ銀一＿＿QJi笠 ーー＿_g_Q~Q ＿＿＿＿＿旦...9~J!Q.O ___  Q_Qi!L 

事｛軸｝ 2. 752 0 136 0 108 0. 098 0 176 0. 046 0.020 0. 095 0. 052 0 036 0. 000 。005



工考察

約400mまでの各畦の平均交雑率は、交雑予測モ

デルのシミュレーションである程度説明できた（JII 

島ら z).Kawashima et al 3），川島ら 4）。5））。そのた

め400mまではこの試験設計でも交雑予測モデル

で、花粉親からの距離に伴う交雑率変化パターンや

3年間の年次変動を評価できると考える（図 14105-

4）。今後花粉の飛散と交雑率との関係を、さらに農

家ほ場規模で明らかにすることが可能になると考え

る。

オ今後の課題

遺伝子組換え作物と一般栽培作物との共存による

交雑を完全に排除するためには、両者の聞の交雑が

ゼロになるような隔離距離などを設けることが求め

られている。しかし、統計的モデルを用いたシミュ

レーションの結果では交雑率がゼロになることがな

い。そのため交雑に関する確率的表現を隔離距離の

策定に反映させることが難しい状況にある。今後は、

上記のような問題を解決するために EU諸国では制

度化されている保証制度等の創設が望まれる。

今後の日本国内での商業栽培に備えて組換え作物

と一般栽培作物との共存を図るため、国際的に商業

栽培が多い遺伝子組換え作物を中心にヲ｜き続き行動

指針の確立を行い、さらに今後組換え作物の商品化

への準備のサポートを積極的に行うのであれば、組

100 

換え作物はまずカルタヘナ法に基づく生物多様性影

響評価が必要となるので、現在農林水産省が定めて

いる「第 l種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」

で対象とされる作物の拡大や民間等がこの栽培実験

指針に基づいて実験栽培行うことを想定した隔離ほ

場等の施設を、できれば全国に確保する必要がある

と思オつれる。

力要約

試験から得られたデータを基にして トウモロ コシ

におけるより遠距離交雑の知見が得られた。交雑予

測モデルで 400mまでは、畦の平均交雑率の変化パ

ターンや年次変動を評価できた。

キ引用文献

1）松尾和人ら（2003）.キセニアを利用した トウモ

ロコシ交雑率の簡易調査法．農業環境研究成果情

報. 19 : 30-31. 

2）川島茂人ら（2002）.花粉によるトウモロコシの

交雑率とドナー花粉源距離との関係．日本花粉学

会会誌. 48 (1) : 1-12. 

3) Kawashima S. et al, (2002). An algorithm for 

estimating potential deposition of corn pollen for 

environmental assessment. Environ. Biosafety 

Res. 3 : 197-207. 

4）川島茂人ら（2004）.気象条件が花粉飛散を介し

｜ロ

200 300 400 

花粉親からの距離（m)

図 14105-4 花粉親からの距離に伴う交雑率変化とモデル
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てトウモロコシの交雑率に与える影響農業気象．

60 (2) : 151-159. 

5）川島茂人ら（2007）.トウモロコシの交雑率の年

次変動に与える生物 ・気象条件の影響． 日本花粉

学会会誌 53( 1) : 9-17. 

研究担当者（下回聡＊）

(6) 組換え体利用を想定した大規模圃場における

国産ダイズ聞での交雑率判定

ア 研究目的

これまで、組換えダイズと非組換えダイズとの交

雑率検定は、第 l種使用規程承認組換え作物栽培

実験指針に基づき実際に組換え体を用いたデータが

農業環境技術研究所や畜産草地研究所で集められて

いるが、イネの交雑におけるウルチ・モチ判定のよ

うに組換え体を用いないで大規模に検定した例はな

い。本研究では、種子の色の違いやリポキシゲナー

ゼの有無を利用して国産の非組換えダイズのみを

イ吏って大規模圃場レベルでの交雑率検定法を確立す

る。また、殺虫剤の使用の有無や障壁作物の効果に

ついても検討する。

イ研究方法

（ア）大規模圃場試験

約30a(30m×90m）の矩形の圃場で、 2007年6

月8日に青ダイズ（品種名青丸くん）を中央に 12

列播種し、両側に開花期が同等と推定される品種

リュウホウを 75cm間隔で約 40mまで離して植え

た。リュウホウの花粉が交雑した青丸くんはキセニ

アにより子葉の色が黄色くなる（菊池ら 1））ので全

個体について黄色種子の有無を調べた。圃場にはマ

レーゼトラップを設置し、昆虫相についても調べた。

（イ）小規模圃場試験及び低温処理実験

青丸くん

（種子親）

（殺虫剤 障
3 

散布予定区） 壁。
作

町、 無農薬区
物

←40m → 

15m×30mの小規模圃場（畜産草地研究所那須

研究拠点内の遺伝子組換え隔離圃場）を用い、 6月

13日に品種いちひめ（羽鹿ら 2)) （リポキシゲナー

ゼ欠損＝劣性遺伝の形質）とスズユタカを播種した。

いちひめを中央に 4列播種し、そこから 75cm間隔

でスズユタカを左右に植えていった。いちひめの収

穫種子についてリポキシゲナーゼを比色による常法

により検出し、呈色した場合交雑したものとした。

また、媒介虫による交雑を促すためにミツバチの巣

箱を圃場の脇に 2か所置いた。

低温処理試験については 6月12日に園芸用培士

を充填した l/5000aワグナーポットに青丸くんを 6

粒播種し、 3cmの覆土を行った。初生葉展開後に l

ポット 2本立てとし、開花約 1週間前まで野外で育

成した。そして 8月1日に自然光空調ガラス室（昼

夜とも 15℃程度）に移しさらに 8月3日には一部

を人工気象室（昼夜とも 8℃程度）に移した。対照

区は引き続き屋外にて生育させた。低温処理した

ポットは 8月8日に上記圃場内の畦間 75cmの中間

に5か所配置した。

ウ研究結果

（ア）大規模圃場の作付図を図 14106-1に示す。

花粉親のリュウホウと種子親の青丸くんの開花期が

1週間ずれてしまい、さらに虫の発生も少なかった

ため、殺虫剤散布は中止した。実際、 100万粒弱の

青丸くんを調査した結果交雑粒は lつもなかった。

その結果、障壁作物の影響も明らかにならなかった。

マレーゼトラップにより捕集された見虫では双麹目

の頻度が高かった（表 14106-1）。

（イ）小規模圃場の作付図を図 14106-2に示す。

花粉源からの距離75cm（即ち隣の畝）で2粒の交

雑粒が検出されており、いちひめとスズユタカを用

いることにより、リポキシゲナーゼの有無で交雑の

リュウホウ 青丸くん

（花粉親） （種子親）

（殺虫剤

散布予定区）

無農薬区

←9m→ ←40 m→ 

図14106・1 大規模圃場作付図 （①、②はマレーゼトラップの設置場所）
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表 14106・1 マレーゼトラップに捕らえられた節足動物の各自別個体数

種類 ｜鱗麹目｜鞘麹目｜半麹目｜直麹目｜膜麹目｜双週目｜蜘昧目 不明

114 

123 

トラップ1 I 20 I 2s I 113 I 1 I 51 I 1361 I 4 

トラップ2 I 21 I 53 I 115 I o I 32 I 2878 I 9 

種子親 花粉親 種子親

’ -⑥ すずゆたか ＠ 

15m いちひめ（リポ欠） ＠ いちひめ（リポ欠）
，－ 

⑥ ＠ 

←13.5m→ ←3m→ ←13.5m→ 

図14106・2 小規模圃場作付図

1) ⑨はポット植え青丸くんの位置

図14106-3 バルクサンプルによるリポキシゲナーゼ

の有無の検定

1) 左：いちひめ 50粒、中央 ：いちひめ l粒、右．
いちひめ 49粒＋いちひめにスズユタカの花粉がか
かったためにリポキシゲナーゼを産生している l粒

有無を検定することが可能であった。リポキシゲ

ナーゼ欠損ダイズ 50～ 100粒に l粒の普通ダイズ

が混じっていても十分検出できたのでほぼ l株毎で

の判定が可能である（図 14106-3）。

表14106-2には低温処理実験で得られた全粒数、

交雑種子数および交雑率を示した。対照区および

15℃ 1週間処理区では種子の子葉はすべて緑色で、

交雑種子と判定された種子は検出されなかった。一

方、 15℃ 2日間の後8℃で 5日間処理した区では子

葉が黄色の種子が見出され、 2粒が交雑種子である

と推定された。これらの種子について SSRマーカー

のPCRによる多型を調べた結果、いずれも「青丸

くん」の他に「いちひめ」または「スズユタカ」の

バンドを有し（図 14106-4）、両品種の交雑種子で

あることを確認した。

工考 察

青丸くんを使った試験の前年には、 7Sグロプリ

ンの変異体である関東 103号と普通品種タチナガハ

の交雑を東北農業研究センターで開発された PCR

プライマーを用いて検：出しようとしたカ人 DNA抽

出をした上、さらに PCRを行うのでは何万、何

十万という多数の検体を扱う場合、その労力は現実

的なものではなかった。一方、リポキシゲナーゼ欠

損を検出する方法では抽出した液体を直接比色反応

にかけられるので大幅に労力は削減されるととも

に、リポキシゲナーゼ欠損個体50個体に通常品種

の個体が l個体混じっただけでも十分に検出できる

ので株単位での検出も可能と考えられた。この方法

により、小規模閏場において実際にリボキシゲナー

ゼ欠損個体であるいちひめにリュウホウの花粉がか

かったためリポキシゲナーゼが検出された個体を 2

粒獲得した。

しかしながら、リポキシゲナーゼ法でもまだ粒を

破砕する等してサンプル液を調製する必要がある。

それに比べ、ダイズ種子粒の内部の子葉の青（緑）

色と黄色の違いによる検出は最も容易で極めて多数

の検体が扱える事が明白である。残念ながら大規模

圃場では花粉親のリュウホウと青丸くんの開花期が

ずれてしまったため雑種粒を検出することができな

かったが、 15℃で 2日間の後8℃で5日間低温処理

したポット植えの青丸くんはかなりの高率で雑種粒

を確認することができ、低温による雄性不稔がもた

らす交雑率の増加が示唆された。同様の結果は北海

道立中央農業試験場 3）あるいは作物研究所で行わ
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試験区

対照区

低温処理温度

表 14106・2 低温処理がダイズ間の交雑種子数と交雑率に及ぼす影響

全粒数 ｜交雑種子数 uι

一

au

』山凶一

nu
一
nu
一
7
’

－
ぷ
？
一

nu

雑一
古
Y〈
一

低温区 I 15℃ 7日間

15℃（2日間）＋ 8℃（5日間）

284 

257 

256 

nu
一

nu
一
角

L

図14106-4 青丸くんに稔った黄色い種子のSSRマー

カー （Satt424）による雑種性判定

1) 左端＝サイズマーカー （下から 100,200,300bp)
1 ＝青丸くん、 2,3 ＝青丸くんに稔った黄色い種子、
4 ＝いちひめ 5 ＝スズユタカ （2と3は青丸くん由
来と、いちひめ又はスズユタカ由来の両方のバンドを
持っているので雑種といえる）

れた実験でも確認されており、後者の実験結果は本

研究の結果と併せて論文にまとめられている（島村

ら勺。

オ今後の課題

この種の交雑実験を効率よく行うには、両親系統

（品種）の開花期をできるだけ一致させる必要があ

る。ダイズの開花は日長の影響を大きく受けるので、

交雑実験を実際に行う現場における候補品種の開花

期調査を前もって綿密に行うのが必須であろう 。

力要約

（ア）「リュウホゥ」を花粉親、「青丸くん」を種

子親とした子葉の色の差異による大規模圃場での交

雑実験では両者の開花期が一致せず、交雑粒は lつ

もなかった。

（イ）小規模圃場における 「いちひめ」と 「スズ

ユタカ」を用いたリポキシゲナーゼの有無による交

雑検定実験では、花粉源からの距離 75cmで2粒の

交雑粒が得られた。一方、低温処理の影響を調べた

実験においては 15℃で2日間の後8℃で5日間低温

処理したポット植えの青丸くんでは 0.73%の交雑率

が得られたが、 15℃で7日間処理、あるいは対照区

では交雑粒は得られなかった

キ引用文献

1）菊池彰夫ら（1993）.大豆の子葉色緑の遺伝様式

と自然交雑率．育雑43（別号 2): 112. 

2）羽鹿牧太ら（2002）.ダイズ新品種「いちひめ」

の育成とその特性．九州沖縄農研報告.40 : 79-

94. 

3）平成 18年度遺伝子組換え作物交雑等防止検

討調査事業成績書．他家受粉による交雑に関す

る調査（ダイズ） (2007）.北海道立中央農業試

験場作物研究部畑作科、基盤研究部遺伝子工学

科、十勝農業試験場作物研究部大豆科、北見農

業試験場作物研究部畑作園芸科. http : I /www. 

pref.hokkaido.lg.jp/ ns/ shs/05/ anzen/ gm b b-1-3-

gmkouzatuchousa-daizu.pdf. 

4）島村聡ら（2010）.開花期前の低温処理がダイ

ズの自然交雑率に及ぼす影響． 日作紀. 79 : 316-

321. 

研究担当者（高溝正ぺ飯村敬二）

2 交雑に関する評価・予測技術の開発

( 1 ) 大規模圃場におけるイネ花粉の長距離飛散及

び交雑の実態に関する研究（交雑予測・評価シス

テムの況用化）

ア研究目的

近年、食の安全性が社会的に重要視されるように

なり、これと深く関わる遺伝子組み換え技術を用い

て作られた作物の安全性や環境への影響が問題視さ

れている。遺伝子組み換え体植物が環境に与える影

響の lっとして、花粉の飛散によって起こる交雑が

引き起こす遺伝子のフロー問題がある。これは、人

為的に組み換えられた遺伝子が、非組み換え体植物

の中に入り込み、自然界の中に広がっていってしま

うという問題である。とりわけ風媒花であるトウモ

ロコシやイネの場合には、気象条件次第でかなり広

範囲に遺伝子組み換え体の花粉が拡散し、周辺に生

育している非組み換え体の同種作物に交雑を発生さ
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せる可能性がある。

これまで、花粉による遺伝子のフロー（gene

flow）を明らかにしようとする研究がいろいろと行

われてきた（Kaufmanet al ll, V ezvaei and Jackson 

zJ, Viard et al 3l, Sork et al 4l, Kwon et al 5l, 

Lavigne et al 5l, Richards et al 7l）。特に、気象条

件や、ドナー群落からの距離について検討した研究

として、 Wanget al sJは、きぴ作物について圃場

実験で花粉放出源からの距離と交雑率の関係を調

べ、風速と風向は交雑率の大きさに大きく影響する

が、距離に伴う交雑率の減衰率は変化しないこと

を示した。 Rognliet al 9lは、牧草について酵素を

トレーサーとして遺伝子のフローを調べた。その結

果、ドナー群落から 75mまでは距離とともに遺伝

子フローは急速に減衰するが、より遠方では距離に

よる減衰は非常にゆるやかになることを明らかにし

た。 Louetteet al iolは、メキシコにおける伝統的

な農業体系の中で、トウモロコシ聞の遺伝子フロー

がどのように起きているかを、交雑群落聞の距離を

指標に、長期的な観点から明らかにした。また近年

では、遺伝子工学の進歩に伴い、マイクロサテライ

ト等の分子マーカーを利用した遺伝子フローや交雑

関連の研究が多く行われている（例えば、 Heuertz

et al uJ, Austerlitz et a112l）。以上のように、交雑

については多くの研究が行われているが、気象など

の環境条件と交雑率の関係を調査解析した研究は少

ない。

本研究では、現実に起こっている交雑現象を、で

きるだけ忠実にトレースして、最終的に交雑率を求

めるようなモデルを構築することをめざした。ド

ナーからの花粉の放出、風による拡散、レシピエン

トへの交雑などのプロセスを、それぞれ独立してシ

ミュレートすること、また拡散プロセスでは、物理

的な正確さを保つようにすることなどに、特に留意

した。

イ研究方法

（ア）大規模圃場を用いた交雑実験

イネを対象として、長距離ならびに広域の交雑率

分布データを取得するために、大規模なイネ交雑実

験を実施した。実験では、交雑率だけではなく、気

象要素、花粉飛散数、開花穂数、圃場形状や交雑率

測定点の GISデータなどを測定した。これは、広

域的な交雑率予測モデルを構成するいくつかのサブ

モデルのパラメータを求めるためであり、広域的な

交雑率予測モデルを検証し、モデル全体としてのア

ルゴリズムを改善し、モデルパラメータをさらに改

良するためである。実験は、つくばみらい市と雫石

町において実施した。

つくばみらい市では、最大 lOOm規模の交雑率

データを得るための実験を行った。気象要素として、

気温、相対湿度、風向、風速、日射量、降水量の時

別値を、圃場内に設置した気象観測システムで計測

した。花粉飛散数を、ドナー圃場およびレシピエン

ト圃場の中に設置したDurham型花粉捕集器によっ

て計測した。開花穂数は、花粉飛散数から推定した。

ドナーとしておくのむらさきを用い、レシピエン

トとしてヒメノモチを用いた。圃場の配置は、実験

地区の東側に矩形のドナー圃場を設け、西側に広く

展開する形でレシピエント圃場を配置した。このよ

うに配置した理由は、実験に用いた両品種の開花時

期である 8月におけるつくばみらい市の卓越風向

が、東南東であることによる。

交雑率を得るためにイネをサンプリングする位置

は、レシピエント圃場内に 3本の測定ラインを設け、

ライン上に一定の間隔を置くようにして決めた。測

定ラインは、ドナー圃場とレシピエント圃場が接す

る部分の中央を中心にして、放射状に伸びるように

設定した。交雑率は、ウルチ米とモチ米のキセニア

現象を利用して求めた。レシピエント圃場内の交雑

率測定地点から採取したモチ米の中に生じたウルチ

米の粒数を計数することによって求めた。キセニア

で得た交雑率をさらに厳密に確認するために、 PCR

手法を用いた DNA鑑定によって評価した。本解析

では、この最終的に得られた交雑率を用いることに

する D

雫石町では、 200～300m規模の交雑率データを

得るための実験を行った。実験地区は、広く平坦な

水田地帯の中にあり、水田一筆の大きさが南北方向

に約 lOOm、東西方向に約 30mに区画整理されてお

り、用排水路もほぼ東西南北に格子状に幾何学的に

設けられている。気象要素と花粉飛散数は、つくば

みらい市の圃場と同様の方法で観測した。

雫石町では 2009年は、ドナーとしてあきたこま

ちを用い、レシピエントとしてヒメノモチをイ吏用し

た。実験圃場の周囲には、一般農家が栽培している



あきたこまちの圃場が広範囲に広がるため、ドナー

とレシピエントが中心部にあり、それらの周囲をド

ナーが囲んでいる状況になるという特殊な圃場配置

になった。 ドナー圃場のあきたこまちの開花は、ド

ナー圃場での花粉飛散数の観測値からほぼ推定でき

るが、周辺に広がるあきたこまちの開花は、観測値

が無いため評価できなかった。同じあきたこまちの

田植えの時期はほぼ同じと仮定して計算を行うこと

にしたが、実際には圃場ごとにずれている可能性は

否定できない。

また、雫石町で2010年は、ドナーとしておくの

むらさきを用い、レシビエントとしてヒメノモチを

使用した。この年は、ドナー圃場が中心にあり、そ

の周囲をレシピエント圃場が囲んでいる本来計画し

た圃場配置となった。交雑率の判定を、モチ品種の

中に現れるウルチ品種というキセニアだけによる判

定では、周囲に広がるあきたこまち（うるち米）か

らの交雑を加算してしまう恐れがあるが、おくのむ

らさきは、交雑粒の子葉色が紫色になることから、

誤判定は起こりにくいと考えた。

サンプリング位置は、レシピエント圃場内に 4本

の測定ラインを設け、ライン上に一定の間隔を置く

ようにして決めた。交雑率の評価方法は、つくぼ

みらい市の場合と同様に、キセニアによる方法と

DNA鑑定による方法によって評価した。

（イ）花粉拡散交雑予測モデル

風媒性作物から花粉が大気中に放出され、風に

よって拡散する過程と、拡散した花粉によって起き

る交雑過程を数値的にシミュレートするため、花粉

拡散交雑予測モデルを構築した。このモデルのアル

ゴリズムは、様々な風媒性作物に適用することが可

能なものであるが、モデルパラメータは作物や品種

によって異なる。

花粉拡散や交雑率の分布を数値的に計算するため

に、対象地域内を南北方向と東西方向に格子で分割

した。格子聞の距離は、南北方向および東西方向と

もに任意に設定することができる。標準的な格子間

距離の設定は、 lm～ lOOmのオーダーが適当であ

る。計算は、すべてこの格子系に基づいて行った。

花粉拡散交雑予測モデルの全体的構成を図

14201-1に示す。モデルには、気象環境データと生

物環境データの 2種類のデータを入力する。気象環

境データとしては、対象地域内に設置した総合気象

観測システムで得られる各種気象要素の毎時値を与

える。生物環境データとしては、対象地域内のドナー

群落（花粉親、 GM作物園場）とレシピエント群落

（種子親、非 GM作物圃場）の分布（形状、規模）

および開花パターンを与える。水団地帯は一般に平

坦地域であるため、気象要素の毎時値は空間的にほ

ぼ一様であり、対象地域内で得られた観測値で代表

できると仮定した。

ウ研究結果と考察

つくばみらい市の圃場における交雑実験で得られ

た遺伝子分析による交雑率の実測値をもとにして、

モデ戸ルの改良を行った。さらに、改良したモデルを

用いて、いくつかの条件を仮定して、シミュレーショ

ンを行った。モデルのパラメータやアルゴリズムは、

モデでル内容の説明で述べた方法に従って定めた。し

かしながら、大規模交雑実験の結果を受けて、モデ

ルパラメータのいくつかは、基本的な見直しを行っ

た。

（ア）拡散パラメータの改良

ドナーから近距離の区間における交雑率が、 トウ

モロ コシの場合に比べて、低い値となっている。雌

花と雄花の形態などの交雑様式、雄花の花粉放出量

などを考慮して、アルゴリズムを改良したモデルに

おいても、なお表れる傾向である。これは、トウモ

ロコシの花粉（約 lOOμm）に比べて、イネの花粉

は小さく（約 50μm）、風の乱れの影響を受けやす

いため、放出源である雄花から飛び出した後、大気

中ですみやかに（上下左右前後方向に）拡散されて

Mete。rolog』caldata 

/Wind 

制 rbornep。”enmap in the study area 

Hybridizati。npr。babil』tysub・m。del

Hybridization rate map in the study a『ea

図14201-1 イネ花粉拡散交雑予測モデルの全体的構成

-377-



いるためと考えられる。すなわち、拡散効果が大き

いために、放出源近くにおいてもすぐに濃度低下が

現れているものと思われる。これは主に、拡散パラ

メータに関係していると考えられる。そこで、モデ

ルにおける拡散パラメータである拡散係数を、より

大きくする検討を行った。パラメータの合理性を検

証しながら、モデルシミュレーションを繰り返し

行って、拡散パラメータを改良した。

（イ）沈着パラメータの改良

イネに対する「花粉飛散交雑予測モデル」は、こ

れまでに行われた近距離での交雑実験の結果をもと

に、パラメータを決めてきた。この既存モデルを用

いた、遠距離における交雑率推定値は、このような

パラメータを用いたモデルによる外挿値であった。

しかしながら、今回得られた DNA交雑率の実測値

は、遠距離における交雑率がそれほど大きく低下し

ない事実を示した。すなわち、ドナーからの距離に

対する交雑率の低下割合が、これまでの近距離の

データに基づいて得られたモデルを外挿して求めた

低下割合に比べて、小さいことが明らかになった。

これは、モデルにおいては、拡散プロセスでの沈

着パラメータに関係していると考えられる。このパ

ラメータは、大気中に存在している花粉の中で、 一

定時間経過後に何割が地上に落下し、何割が大気中

に残るかを表している。 トウモロ コシのように粒径

が大きく（約 lOOμm）、重い花粉は、沈着する速度

が大きく、すみやかに地上に落下するが、イネ花粉

のように、より小さい粒径（約 50μm）の比較的軽

い花粉は、沈着する速度が小さいため、大気中にと

どまって浮遊し続ける粒子の割合が多くなると考え

られる。例えば、スギ花粉のように、さらに粒径の

小さな花粉（約 30μm）では、数 lOkmから lOOkm

スケールの距離の飛散が起きていると考えられてい

る。

そこで、モデルにおける沈着パラメータである沈

着速度を、より小さくする検討を行った。パラメー

タの合理性を検証しながら、モデルシミュレーショ

ンを繰り返し行いながら、沈着パラメータの改良を

行った。

図14201-2に改良したパラメータを用いて、 2008

年を対象として、様々な条件を設定してモデルに

よって計算した交雑率を示す。この図は、ドナーと

レシピエントが接する境界線の中央地点Pからの
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図14201・2 ドナーからの距離と交雑率の関係

1) 実測交雑率と様々な条件下での計算交雑率

100 

距離を横軸として作成した。図中には、 DNA鑑定

によって得られた交雑率も示した。DNA鑑定のた

めに設けたサンプリングラインは、点Pを基準点

として、レシピエント圃場内に放射状にのびる直線

として設定した。つくぼみらい市の圃場では、ドナー

とレシピエントが接する境界線は、全体の配置の中

で相対的に短距離なので、ドナー圃場からの距離を

表す指標として、境界線の中心点からの距離を用い

た。

図14201-2の交雑率が得られた 2008年は、つく

ばみらい市の実験圃場において、開花穂数の実測値

が得られなかったため、つくば市にある農業環境技

術研究所の水田圃場における開花穂数データをもと

に、シミュレーションを行ニった。シミュレーション

では、開花穂数データをそのまま用いるのではなく、

開花穂数の経日変化を 2次曲線で近似した「開花パ

ターン」を使用した。

ドナーとレシピエントの開花パターンは、つくば

みらい市の実験で用いているものと同じ品種である

「おくのむらさき」と「ひめのもち」に対して作成

した。つくばみらい市ではドナーとレシピエントの

問で、開花ピーク日のずれが約 3日間あったことが

観察されている。そこで、シミュレーションでは、

ドナーとレシピエントの開花ピーク日のずれが3日

間ある場合を、標準条件とした。

シミュレーションでは、いくつかの条件が変化し
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た場合を想定して計算を行った。検討した条件とし

ては、ドナーとレシピエントで開花ピーク日のずれ

る日数、実測風速を基準とした風速の増減、ドナー

の開花穂数の増減などである。図14201-2には、様々

な組み合わせで得られた結果の中から、以下のよう

な代表的な場合を示した。

－標準条件：ドナー圃場の開花パターンと、レシ

ピエン ト圃場の開花パターンに関して、開花

ピーク日が3日間ずれる場合

・ドナーとレシピエントの開花ピーク日が一致す

る場合

・ドナーとレシピエントの開花ピーク日が一致

し、風速が実測値の 2倍である場合

－ドナーとレシピエントの開花ピーク日が3日間

ずれ、ドナーの開花穂数が実測値の半数の場合

．ドナーとレシピエントの開花ピーク日が一致

し、ドナーの開花穂数が実測値の半数の場合

図 14201-2から、以下のようなことが明らかに

なった。

（ウ）実測値と計算値の関係

実測値の条件にほぼ等しいと考えられる標準条件

でのシミュレーション結果は、実測値の範囲と良く

一致した。 ドナーからの距離に従った交雑率の減少

パターンは、距離Omから lOOmまでの全区間を通

じて見た時に、計算値は実測値とほぼ一致した。 ド

ナーからの距離が最も近いところで、標準条件の計

算値が実測値よりも小さい傾向が見られたが、これ

は、計算値が一定区間の平均値であるのに対して、

実測値はある限られた距離範囲でのサンプルから求

めた値であることに起因すると考えられた。

また、ドナーからの距離が遠い区間で、計算値が

実測値よりも小さくなる傾向が現れたのは、実測値

が限られた数の交雑粒数から計算された値であるこ

との影響が現れたものと考えられた。しかしながら

同時に、遠距離については拡散メカニズムについて、

さらに検討しなければならないことが残っているこ

とを示唆していると考えられる。

（エ）条件による交雑率の変化

開花ピーク日が一致する場合は、ドナーからの距

離の全区間にわたって、標準条件（開花ピーク日が

3日間ずれる場合）と比べて、交雑率が約2倍になる。

開花ピーク日が3日間ずれる効果と、 ドナー開花数

が半分になる効果は、ほぼ同じ程度であり、どちら

の場合も、開花ピーク日が一致した場合に比べて、

交雑率はすべての距離において約半分となる。標準

条件（開花ピーク日が3日間ずれる場合）と比べて、

ドナーの開花数が半数の場合は、ドナーからの距離

の全区間にわたって、交雑率が約 2分の lになる。

風速が2惜に強くなる場合は、風速を増加しない

場合と比べて、ドナーからの距離が近い場所での交

雑率はほとんど変化しないが、ドナーからの距離が

離れるに従って、交雑率は増加し、中距離の区間（ド

ナーから 20m～60m程度の距離）で両者間の交雑

率の差が大きくなった。また、風速の効果を、交雑

率の比率から見ると、ドナーからの距離が遠いとこ

ろほど、風速が強くなることによる交雑率の増加比

率が大きくなることがわかった。

雫石町において 2009年に得られた実測交雑率と

計算交雑率を図 14201-3に示す。横軸はドナーから

の距離である。実測交雑率を求めたライン毎に、デー

タを線で結んで示した。

計算値が実測値の 2倍程度の大きな値になってい

る。これは、ドナーとなるあきたこまちの開花調査

が行われなかったために、モデルでは、すべてのド

ナーがいっせいに開花したと仮定してシミュレー

ションを行ったためである。開花条件が全域で一致

したと考えた場合のポテンシャルとしての交雑率が

表されている。

図 14201-2と図 14201-3に示すモデルシミュレー

ション結果から、生物であるイネの開花条件が、い
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図14201-3 ドナーからの距離と交雑率の関係
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かに重要であるかがわかる。イネは品種によって、

雄花の数や、花粉産出量が異なり、開花状態も大き

く違ってくる。そこで、今後、シミュレーションモ

デルの改良とともに、重点的に行わなければならな

いことは、イネの品種による、花粉産出量や開花穂

数などのパラメータの解明である。

工今後の課題

交雑率の大小に与える主たる要因を明らかにする

とともに、少しでも交雑率を低くしようと考えるな

らば、各地の気象条件にあった栽培（時間的な配置）

と、土地利用区画（空間的な配置）を良く考えるこ

とが重要となる。同時に、花粉総量をできるだけ小

さくする工夫も必要となる。

モデル研究の有効な点は、様々な条件を想定して、

合理的な評価や予測が行えるばかりでなく、実際に

考えられる条件を設定して、具体性に富む説得力の

ある値を算出できるところにある。モデル研究には

このような特徴があるため、我が固における遺伝子

組換え作物の共存に向けて行われる今後の研究にお

いても、モデル研究の必要性や重要性は、益々高ま

るものと考えられる。

今後の共存研究や交雑率のモデル化などにおいて

は、これまで、の研究でわかったことを生かすことが

肝要であり、どのような基準で、どれくらいの敷居

値をもうけるのかという問題や、その敷居値を下回

るようにするには、どのような要因をどうやって調

整・制御すればよいかといった課題が肝要となる。

オ要約

現実に起こっている交雑現象を、できるだけ忠実

にトレースして、最終的に交雑率を求めるようなモ

デルを構築することができた。ドナーからの花粉の

放出、風による拡散、レシピエントへの交雑などの

プロセスを、それぞれ独立してシミュレートするこ

と、また拡散プロセスでは、物理的な正確さを保つ

ようにすることなどに、特に留意してモデルが作ら

れた。構築されたモデルを用いたシミュレーション

から、以下のようなことが明らかになった。

（ア）開花ピーク日が一致する場合は、ドナーか

らの距離の全区間にわたって、開花ピーク日が3日

間ずれる場合と比べて、交雑率が約 2倍になる。

（イ）開花ピーク日が3日間ずれる効果と、ドナー

開花数が半分になる効果は、ほぼ同じ程度であり、

どちらの場合も、開花ピーク日が一致した場合に比

べて、交雑率はすべての距離において約半分となる。

（ウ）風速が2倍に強くなる場合は、風速を増加

しない場合と比べて、ドナーからの距離が近い場所

での交雑率はほとんど変化しないが、ドナーからの

距離が離れるに従って、交雑率は増加し、中距離の

区間（ドナーから 20m～ 60m程度の距離）で両者

間の交雑率の差が大きくなる。

また、花粉飛散距離が遠距離になる場合について

は、拡散メカニズムについて、さらに検討しなけれ

ばならないことが示唆された。

さらに、モデルシミュレーション結果から、生物

側の開花条件が、いかに重要であるかが示唆された。

イネは品種によって、雄花の数や、花粉産出量が異

なり、開花状態も大きく違ってくる。そこで、今後、

シミュレーションモデルの改良とともに、重点的に

行わなければならないことは、イネの品種による、

花粉産出量や開花穂数などのパラメータの解明であ

る。
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研究担当者（川島茂人ぺ芝池博幸）

(2) 交雑及び混入の予測・評価システムの汎用化

（利用ソフトウエアの開発）

ア研究目的

遺伝子組換え技術により導入された遺伝子が花粉

飛散により周辺の非組換え農作物や野生種等に拡散

する程度を明らかにすること、あるいは交雑を抑

制する方法を提言することは、遺伝子組換え作物

を実地導入に際して国民の理解を求めるために喫

緊の課題となっている。環境先進地域である EUで

は混入率評価の方法論が提起されている（Messean

et al.2））。彼らが最も精力的に研究を行っているの

が数百mの花粉飛散距離を持つトウモロコシであ

る。耐虫性の Btトウモロコシがヨーロッパ中南部

で栽培されており、栽培面積は伸びている。彼らは

MAPODと呼ばれるモデル（Angevinet al.1））を作

成し、キ丑t奥えトウモロコシと非非且t奥えトウモロコシ

の交雑率を推定し、広域的な推定にも応用している。

広域的な推定には、土地利用・圃場配置や気象デー

タを入力データとして用いている。また、交雑を低

減する措置として、組換えトウモロコシと非組換え

トウモロコシの圃場開の距離を離す効果、また許容

混入率0.9%を達成するために必要な隔離距離、さ

らに開花時期調節の条件などが一覧表としてまとめ

られている。

日本において最も重要な作物はやはりイネであ

る。イネはアジアで最も広い面積で栽培されている

作物で、歴史的な育種選抜過程により基本的には自

家受粉的な作物になっているが、他花受粉も見られ

る。特に、育種選抜の程度が強いジヤボニカでその

傾向は強い。しかしながら、遺伝子組換えイネを実

際の圃場で利用することを日本国民に理解してもら

うためには、非組換えイネ中で検出される組換えイ

ネの頻度を低く抑えることが必要になる。これにつ

いては本プロジェクトや前身のプロジェクトで精力

的な調査が行われ貴重なデータが得られている。そ

のデータを基に第 l編第4章2(1）では交雑予測

のモデル化が行われている。そして、本課題では第

l編第 4章 2(1）のモデル（川島芝池モデル）を

ベースに広域的な交雑率推定のためのシステム化を

行っている。システムの汎用化をはかるため、地域

スケールで想定される圃場配置（第 l編第4章2(3) 

より提供される圃場環境GISデータベースを活用）、

気象デー夕、様々な品種に対応するための開花パ

ターンデータなどを繰り入れ、さまざまな場合に対

応できる交雑率推定のシステムを作成することを目

的とする。そして、実地導入の際の評価モデルとし

て確度の高いものを目指している。

最近はイネの圃場レベルの交雑予測モデルが最

大のイネ生産国である中国でも開発されつつある

Rong et al.3）が、本研究はさらに地域スケールに対

応できることから世界的にも貴重な研究になってい

る。さらに、圃場での混入は花粉による交雑だけ

ではない。収穫機械の共用によっても混入が起き、

EUでは評価されている（Messeanet al.2））。本課題

では第 l編第 4章4(1）で得られている機械共用

による混入データから混入率を収穫量の関数として

求め、地域スケールの混入率を推定する流れも考え、
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花粉による交雑率とあわせて、地域スケール全体で

の交雑・混入率を推定することを目的とする。

イ研 究 方 法

第 l編第 4章 2(1）で提供されているモデルは

エクセルのマクロおよび FORTRAN形式の コー

ドであるが、汎用性を高めるため c言語に変換し

た。主プログラムは FORTRANの元プログラム

の名称を踏襲して pdhm2.cであるが各種データを

argumentから気象データ (lo日間）、第 l編第 4

章 2(3）提供の圃場環境データベース（ドナーお

よびレシピエント分布）、開花データ（10日間）な

どを取り入れるようにしてある（図 14202-1）。シス

テムの一般的な設定（配列サイズなど）は pdhm.h

というヘッダー情報で与えられている。それぞれの

圃場環境データベースに対して設定ファイルを作成

し、解像度（グリッドサイズ）や圃場環境データベー

スのマップサイズなどを設定する。

標準の気象データとして用いたのは、農業環境技

術研究所で 2005年に行われた交雑率実験の時のも

のである。 また、各地点の AMEDASデータから

日付をいれれば入力データを作成するプログラム

metselect.cも作成した。開花データの基本データ

｜ 気象データ圃亙ヨI！•環境団'. 
ヲーーーッ，、－・A

匝亙函
主プログラム

交雑率分布

函函
レシピエント
圃場からド
ナーから隔離
距離肉にある

領域を省く

l…｜  
平均交雑率を算出

平均交雑

率例
O目012%

隔離距離

設定平均
交雑率例
0.0008% 

図 14202-1 システムの見取り図

としては気象データと同じく 2005年に農業環境技

術研究所で得られた日本晴とへいせいもちの観察記

録とした。他におくのむらさきやヒメノモチを設定

することが可能である。さらに開花時期のずれ幅を

設定することも可能である。

主プログラム pdhm2.cで求められたレシピエン

ト閏場のドナー交雑率は、 summarize.cというプロ

グラムによりマップ全体で平均化された交雑率を算

出する。このプログラムはレシピエント配置を読み

込みレシピエント圃場内にある交雑率を平均化す

る。隔離距離の設定は、 kakuri.cというプログラム

で行ったが、これはレシビエント圃場からドナーか

ら一定距離内の レシピエントを抜き取るという方法

をとった。

さらに圃場の風向依存性を容易に検討できるよう

に、任意の角度で気象データの風向を変えられるこ

とも可能にした。

実際の計算は、これらのプログラムをシェルスク

リプト内で記述し、引数として様々な条件を設定し

てマップ上の平均交雑率を算定した。なおこれらの

システムの構築を行ったのは、農林水産省計算機セ

ンターのサーバ上で、ある。

機械混入率に関しては、第 l編第4章 4(1）で

得られた関係式を用いた。第 l編第4章 4(1）で

は遺伝子組換えイネを収穫後、非組換えイネの種子

中の混入率について清掃を行わない場合と行った場

合について求めている。この関係式を累乗関数で近

似した。そして地域レベルでの混入率を推定するに

あたっては、 areal（後述）におけるドナー圃場と

レシピエント場聞の収獲順序を仮定し地域レベルで

の混入率を求めた。なお、本プロジ、エクトで行われ

たダイズの収穫機共用で生じる混入についても累乗

関数によるフイッテイングがうまく行えたが、作目

や収穫機の構造の違いによらずフィッティングが上

手くいく理由はわかっていない。

また、 EUで作成された隔離距離決定表と同様な

一覧表を作成するために、イネに関してはいくつか

の条件を設定した。気象データおよび開花データ

は大規模圃場で得られた「寺畑 2008」データとし、

風上にドナー閏場（規模 lOa,50a,lha）、風下にレシ

ピエント圃場（規模 lOa,50a, lha）を配置し、 EU

の隔離距離決定表を模して圃場サイズを決めた。 ド

ナーの主風向に対する奥行きを 7mにとり、ドナー
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とレシピエント圃場は隣接するという仮定をおい

た。計算は第 l編第 4章 2(1）のエクセルのマク

ロを用いて隔離距離、開花時期をずらして計算を

行った。

ウ研究結果

（ア）地域スケールでの交雑率計算

最初につくば市近郊の 2地点で行われた結果につ

いて説明する。第 l編第 4章 2(3）で準備された

データのグリッドは lm、2m、Sm、lOmであった。

arealつくばみらい大規模圃場地域細密データで計

算された交雑率 （図 14202-2）の違いは、地域平均

でグリッドサイズによって違いがあることがわかっ

た。Arealについて lmグリッド間隔では、 lOmグ

リッド間隔のおよそ 40%増しの交雑率が計算され

た。これはイネの交雑距離が短いため、より細かい

グリッドでの計算では、ドナー圃場と レシピエント

圃場の境界部における位置関係を詳細に表現できる

ためと考えられる（図 14202-2）。しかし 3地域間で

交雑率は相対的に変わらなかったことや、lmグリッ

ドでは計算時間がかかる（計算時間はグリッドサイ

ズの 4乗に比例する）ため、以後の計算は主として

lOmまたは Smグリッドで行った。

つくば近傍地域（areal,area2,area3）の細密，標

準データについて得られた結果を図 14202-3及び表

14202-1に示す。気象データは標準データのもので

ある。

また、 arealについて 1991年～ 2010年の 20年

間の気象観測所データを用いて（ただし 8月l日を

開花期間の開始日として）、毎年どのような交雑率

の変化を示したのかを図 14202-4に示す。それぞれ

の年で気象条件の違いを受けて、大きく交雑率が変

動していることがわかる。なお、この 1か月間の平

均交雑率と平均風速との関係を検討したが有意な関

係は見られなかった。交雑率は開花時期の限られた

期間の気象条件が反映するので、年ごとの傾向を見

いだすことは難しいと考えられた。図14202-4では

気象条件によって交雑率には数倍の違いが生じるこ

とが示唆された。

以上のことから交雑はローカルな気象条件の影響

を受けるため、それぞれの地域の日別気象データを

用いて地域差を論じることは難しいと考えられる。

そのため関東 10地点および日本全国の 3地点（久

10mグリッド 1mグリッド

＼ 

図14202-2 lOm, lmグリッドの計算イメージ

交雑率'(a・a.1%)

図14202-3 つくば市近郊地区で計算された交雑率

1）白色はドナー圃場、黒色は水回以外の土地利用、
それ以外の場所はレシビエント圃場で色に応じた交
雑率を示している。

表 14202・1 つくば近傍地域の交雑率

地点

つくばみらい（area1)

豊里（area2)
筑波（area3)

交雑率（%）
細密 標準

0.0182 0.0052 
O.D1 67 0.0062 
0.0207 0.0081 
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開花開始日（各年の8月の目）

図14202-4 20年間の数年間を選び8月の一か月間

を開花開始時期として計算された交雑率の

変化 （arealつくばみらい細密データ）

留米、雫石、大潟村）について、標準状況（気象デー

タは niaes2005の標準のものを用い交雑率を求めた

（第 l編第4章 2(3））。

全国の 3地域での交雑率は気象データとして標準

データを用いた場合、久留米、大潟、雫石で 0.021%、

0.017%、0.010%であり、大規模区画の大きい地域

程大きかった。表 14202-2には現地のアメダス地点

の気象データ（2005年 8月の 1か月間）を入力し

て得られた交雑率も示す。アメダスデータを用いて

も、大規模区画の圃場の多い地域ほど、交雑率が小

さくなる傾向は変わらなかった。

（イ）隔離距離決定表について

EUにおけるトウモロ コシの場合の隔離距離決定

表とは異なり、イネの場合は圃場規模を小さく、目

標とする平均交雑率も小さくすることが可能で、隔

離距離（捨て距離）も数mのスケールであった（表

14202-3）。

（ウ）機械共用による混入率評価

第 l編第4章 4(1）で得られた 2か年の結果を

まとめて組換えイネおよび非組換えイネの収穫時に

おける機械共用による混入率（%） を収穫量（kg)

の累乗関数で回帰して、機械清掃有りの場合の推定

式（式 1)及び清掃無しの場合の推定式（式 2）を

求めた。

混入率＝ 6.74×収穫量 1.52

混入率＝24.9×収穫量－0.819

（式 1)

（式 2)

そして第 l編第4章 2(3）によって準備された

表 14202幽2 全国地点の交雑率

データ地点 農環研2005集中 2005年8月アメダス

標準気象交雑率（%） 交雑率（%） 風速（m/s)

久留米 0.02120 0.03563 2.22 
細密大潟 0.01004 0.01838 1.80 

雫石 0.01759 0.02447 1.25 

久留米 0.00552 0.00940 2.22 

標準大潟 0.00202 0.00326 1.80 

雫石 0.00334 0.00377 1.25 

表 14202-3 隔離距離決定表（花粉親閏場の面積を

40aとした場合に必要な隔離距離 （m))

花粉親と種子親 種子親圃場の 平均交雑率

の開花期の差 面積（a) 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.005% 

40 。 3 6 9 

0～2日 80 。 。 。 3 5 

120 。 。 。 。 2 3 

40 。 。 2 5 8 

4～6目 80 。 。 。 3 5 

120 。 。 。 。 3 

40 。 。 。 。 2 5 

8目 80 。 。 。 。 3 

120 。 。 。 。 。 2 

arealのドナー圃場、レシビエント圃場について中

心座標を計算し、収穫順番を組み換えイネの圃場に

近い圃場から収穫するという方法を仮定して、（式

1) （式 2）を適用し、地域全体での機械共用による

レシピエントにおけるドナー混入率を計算した。そ

の結果、清掃無しの場合の混入率は、 0.046%，清掃

有りの場合には、 0.00011%と計算された。

工考察

関連の課題と連携し、気象デー夕、開花データな

どのデータから地域的な花粉による交雑率を推定す

るシステムを構築することができた。そして関東の

10地点（我孫子、厚木、坂東、 千葉、藤沢、平塚、

市原、川越、杉戸、吉川｜）および日本全国の 3地点

（八郎潟、雫石、久留米）について、第 l編第4章

2 (3）より提供されたドナー（30%）およびレシピ

エント（70%）のデータについて、交雑率の計算を

行い、地域条件および気象条件による交雑率の変動

を推定することができた。その結果、大規模圃場が

多い地域ほど交雑率は低く抑えられることがわかっ

た。また 20年間のデータを用いて計算した結果で

は、気象条件に応じて交雑率は変動することが示さ

れた。

しかしながら、本システムでは生物的要因すなわ

ち品種間の交雑パターンについての知見が不足して
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おり実験的研究による知見の蓄積が必要と思われ

る。今後、現地試験や制御環境下での栽培試験によ

り品種による花粉飛散特性を明らかにすることが望

まれる。また、 2010年夏の実験は猛暑であり、雄

性不稔が生じたために大きな交雑率が観察された。

しかしながら、これらの生物的過程はモデルには

入っておらず、モデルに各種生物的過程を取り入れ

ることが、今後の課題である。

隔離距離決定表についてはエクセルプログラムに

より手動での計算結果に基づいて作成したため、計

算事例が少なくまだ客観性が乏しい状況である。今

後、さらに多くのケースについて検討する必要があ

る。また、より客観的な隔離距離設定表を作成する

ために、かっ地域レベルの違いにも耐えうるよう

に、計算条件をさらに詳細に検討する必要があるだ

ろう。

地域的な交雑率は圃場配置や風向、降水などの要

素が複雑に絡み合っており、単純な風速との関係で

理解することは難しくなっており、逆説的ではある

が、本システムのような様々な要因を総合化して計

算するという研究手法が重要であると考えられる。

花粉交雑による交雑率と機械共有による混入率を

比較してみると、機械清掃無しの場合は、機械混入

の寄与の方が大きい場合もあると予想された。しか

しながら、機械混入に関しては、実験データから考

えられる限り最大のやり方でリスクを計算したもの

である。実際には、品種が異なるイネを収穫する場

合、清掃無しで収穫することはありえない。また、

収穫の仕方については近いところの圃場から収穫し

ていくのではなく、品種ごとに収穫を分けたりして、

クラスター化したりする。そのため、清掃無しの場

合でも混入率はずっと低いものと予想される。清掃

有りの場合の場合はなおさらである。ただし、機械

の調子が悪く、たまたまドナーの収穫物が機械に溜

まって取れない場合など、偶発的な混入に関しては

問題になるかもしれない。総じて見ると、当該研究

は評価・予測が難しい交雑に焦点を絞って研究を進

めていくべきであると考えられる。

オ今後の課題

（ア）本課題では交雑及び混入の評価・予測シス

テムを開発したが、地域の気象条件との関係を十分

に解析する余裕がなかったので、さらに解析する必

要がある。

（イ）イネ品種間での開花特性の違いを十分に反

映することができていなし」今後、この点を実験的

に求め、それをもとに交雑率推定モデルを洗練させ

る必要がある。

（ウ）隔離距離（捨て距離）決定表を自動的に求

める考え方の確立やプログラム化が行われていな

い。より多くの地域における隔離距離決定表を比較

検討するためのツールを作成する必要がある。

（エ）当プロジェクトでは、貴重な研究結果が得

られている。早急に成果を国際誌に投稿し、成果を

アピールする必要がある。

力要約

第l編第4章2(1）で開発された圃場レベルの

イネ品種聞の交雑予測モデルを地域レベルで想定さ

れるさまざまな条件における交雑や混入を推定する

ために、交雑率モデルを評価・予測システムに汎用

化した。汎用化をはかるためにグリッドサイズなど

の計算条件だけでなく、任意の気象条件、開花パター

ン、第 l編第4章2(3）で提供される地理空間情

報に基づいたドナー、レシビエント分布を取り込め

るようにした。さらに、任意の角度で風向を検討で

きるようにもした。

さらに周辺のプログラムとして、交雑率分布から

平均的な交雑率を求めるプログラム、アメダスデー

タを交雑率推定プログラムに取り込めるデータ形式

に変換するプログラム、隔離距離を設定するプログ

ラム等を開発し、以上で lつのシステムを形成して

いる。

つくば近郊の 3地点、関東 10地点、全国 3地点

において交雑率推定をデフォルトの niaes2005の実

験や各地での 2005年8月のアメダスデータを用い

て行ったD 気象条件の違いは日々変化するため、推

定交雑率も日々変化したが、その変動幅は数倍も

あった。また、地理空間情報を反映した結果として

は、大規模圃場が多い地域ほど小さな交雑率が推測

された。

ドナー圃場とレシピエント圃場収穫時における機

械混入については、通常の清掃有りの場合で事故な

どがない限りは、花粉飛散による交雑よりず、っと低

い混入率が計算された。

以上の結果は妥当な結果であり、今後本課題で構
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築されたシステムにより、組換え体イネを実地に導

入するにあたり、その事前評価にあたり定量的な評

価結果を提供することが可能になると考えられる。
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(3) 交雑及び混入の予測・評価システムの汎用化

(GISを用いた圃場配置とイネ栽培情報の統合及

び指標化）

ア研究目的

遺伝子組換え作物と一般作物等との共存を実現す

るためには、圃場単位での交雑モデルを拡張し市

町村程度の地域スケールでの交雑シミュレーション

を可能にすることが必要である。そのためには、評

価対象地域について、圃場の位置、面積、周囲の土

地利用状況などを明らかにすることが必要である。

さらに、交雑率計算に必要な栽培作物の品種や開花

時期、気温や風向などの気象条件などを統一的に扱

うデータベースが必要となるだろう D

そこで本課題では特にイネを対象として、地理情

報システム（GIS）を用いて圃場に関する GISデー

タセットを構築するとともに、構築した GISデー

タセットを用いて、地域スケールでの交雑率を簡便

に推定するための指標を算出し、その有効性を検討

する。さらに、イネ栽培情報、気象情報などを統合

した圃場環境 GISデータベースの構築手法を確立

する。

イ研究方法

（ア） GISデータセットの構築と交雑率推定指標

の算出

GISデータセットの構築に当たっては、農林水産

省農村振興局が所有し、日本全国について整備され

ている農業基盤整備基礎調査および第4次土地利用

基盤整備基本調査を基礎データとして、圃場の位置、

面積などのモデル計算に必要な基盤的地理空間情報

( = GISデータセット）を整備する。

ただし、この調査の空間精度は 1/50,000なので、

計算の実行に必要な空間解像度を保証できるか疑問

が残る。そこで、 1/2,500国土基本図と航空写真等

を用いて、より詳細な細密 GISデータセットを作

成し、この両者比較することとした。以降の解析は

標準版と細密版の両 GISデータセットについてお

こなう。

データの作成範囲は、秋田県大潟村、岩手県雫石

村、茨城県つくば市北条および上郷、つくばみらい

市、福岡県久留米市において 3×4kmの範囲を選

定した。

また、作成した GISデータセットから遺伝子組

換えイネが作付けられた場合のデータを作成し、第

l編第4章2(2）において地域スケールでの平均交

雑率を算出するために必要なグリッドデータを作成

した。遺伝子組換えイネの作付面積率は 30%、グ

リッドサイズは lOmとした。

次に交雑率推定指標であるが、イネの場合は基本

的に自家受粉であり花粉の長距離飛散の影響が少な

いことから、ある非 GM圃場における交雑率はド

ナーとなる GM圃場との接線長に比例し、非 GM

圃場の面積に反比例すると考えられる。そこで、交

雑率推定指標を式－1の通り定義した（以降indexl

とする）。また、この式では単位がメートルになる

ため、無単位化するため分子を接線長の 2乗にし

たものを index2、分母を面積の平方根をとったも

のを index3と定義した。この数値を GM圃場と接

している非 GM圃場毎に GISデータセットを用い

て計算した。そして、対象地域全体の平均と合計に

ついて、平均交雑率との相関を解析した。解析に当

たってはオープンソースの GISソフトウェアであ

るGRASSを用いた。



式 l 交雑率推定指標の算出法

(GM・非GM圃場間の接線長）
交雑率推定指標＝ ¥ I 

非GM圃場の面積

（イ）交雑率推定指標の有効性の検証

交雑率推定指標の有効性を検証するために、つく

ばみらい市の細密 GISデータセットについて、遺

伝子組換えイネの作付面積率を 15%から 90%まで

15%刻みで変化させ、さらにグリッドサイズを 2、

5、lOm と変えた場合の平均交雑率と交雑率推定指

標の相関関係を解析した。

また、総水田面積や平均水田面積の異なる関東地

方の 11地区（図 14203-1)を対象に数値地図（土地

利用 115,000）と国土基本図を用いて細密 GISデー

タセットに相当するデータを構築し、作付面積率が

30%と仮定した場合の平均交雑率と水田面積等や交

雑率推定指標との相関関係を解析した。解析に当

たっては、前項と同じく GRASSを用いることとし

た。

（ウ）圃場環境 GISデータベースの構築

（ア）で対象とした地域について、降水量、平均

気温、風向などの気象条件データセットと、各地域

における代表的な作付け品種とその栽培暦をまと

めた水稲品種データセットを構築し、これらと GIS

データセッ トを一括して扱える圃場環境 GISデー

タベースを構築することとした。

データベースの構築に当たっては、オープン

ソースの リレーショナル ・データベースである

PostgreSQLと、その地理空間拡張である PostGIS

を使用した。

ウ研究結果

（ア） GISデータセットの構築

GISデータセットの構築に当たっては、細密デー

タセットでは 112500国土基本図上に描画されてい

る道路縁線や圃場内の畦、または土地利用境界を線

データとして入力し、固まれた領域（ポリゴン）に

土地利用に属性を入力した。なお、大潟村について

は、対象範囲の国土基本図が発行されていなかっ

たため、国土地理院が公開している基盤地図情報

(25,000）を基礎データとし空中写真を用いて圃

場聞の畦やその他の土地利用を入力した。

標準データセットについては、つくば市およびつ

図14203・1 関東地方のデータ作成範囲

くばみらい市の 3か所については農業基盤整備基礎

調査、大潟村、雫石村、久留米市については第 4次

土地利用基盤整備基本調査を基礎データとして用い

た。ただし、これらのデータは圃場の境界線や、水

田と畑以外の土地利用地目についての情報が記載さ

れていない。また、道路等の情報についても十分な

情報が記載されていなかった。そこで、このデー

タに国土地理院から公開されている基盤地図情報

(1/25,000）を重ね合わせ道路等の情報を付与した。

このデータに加え、環境省から発行されている植

生図のデータ重ね合わせ、水田、畑地以外の土地利

用地目を与えたものを標準 GISデータセッ トとし

た。

構築 した標準 GISデータセッ トと細密 GISデー

タセットの例として、つくばみらい市を対象として

作成したものを図 14203-2に示す。標準データセッ

トで細密データセットにくらべ水田ポリゴンの面積

が大きくなった。

対象地域の水田の総面積、平均面積、ポリゴン

数を表 14203-1に示す。ここに見られるように標準

データセッ トは、細密データセッ トに比べ総面積と

水田ポリゴンの平均面積が大きく、ポリゴン数が少

ない傾向が認められた。

地域ごとの平均交雑率と交雑率推定指標をとりま

とめたものを表 14203-2に示した。同じ地域で細密

データセッ トの指標と標準データセッ トの指標を比

べると、平均値では標準データセッ トにおいて高い

傾向が認められたが、合計値では細密データセッ ト

において高かった。
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表 14203・1 標準および細密 GISデータ 聞の水田ポリゴンの違い

つくばみ
大潟 雫石 つくば 北条久留米

らい
標準 813 288 749 194 275 640 

水田総面積（ha)
細密 472 192 652 174 237 537 
標準 72 157 438 216 216 547 

水閏ポリゴン数
細密 496 1256 2666 860 1754 3993 

水田ポリゴン平均標準 1129 183 171 90 127 117 
面積（1Oa) 細密 95 15 24 20 14 13 

表 14203・2 標準 GISデータセッ トと細密 GISデータセッ トの平均交雑率と指標

平均 合計

平均交雑率 indexl index2 index3 index1 index2 index3 

ム 大潟 0.0100 0.0215 3.362 1.547 4.3 669 308 
れ雫石 0.0176 0.0406 2.641 1.392 12.7 827 436 

1まト っくぱみらい 0.0182 0.0359 2.933 1.454 28.9 2361 1170 
つ＜Ii・上郷 0.0168 0.0399 3.681 1.636 9.7 891 396 

｛~：！ つくば・北条 0.0207 0.0438 2.909 1.392 26.5 1763 844 
嬰久留米 ト 0.0212 0.0442 2.173 1.257 67.4 3318 1919 

相関係数 ー 0.953 -0.623 -0.659 0.714 0.702 0.68?_ 

ム 大潟 0.0020 0.0418 2.509 1.390 0.25 15 8 
れ 雫石

・－

0.0033 0.0509 4.270 1.648 0.97 81 31 
キJ つくばみらい

．陶 0.0052 0.0448 7.962 2.026 3.89 693 176 
1礎ド｜、 つくば・上郷 0.0062 0.0720 8.305 1.932 2.52 291 68 
ト っくば・北条 0.0081 0.0682 4.733 1.606 8.45 587 199 
持久留米 0.0055 0.0654 4.258 1.558 7.00 456 167 
勝相関係 数 0.792 0.482 0.386 0.845 0.762 0.796 



を（f?）をまとめたものを表 14203-3に示す。また、

平均交雑率と idnexlの平均、 idnex2の合計、水田

ポリゴン数の関係を図 14203-3に示す。指標の平均

で見た場合では indexlで高い相闘が認められ、合

計で見た場合では index2で他の指標に比べて高い

相関が認められたが。総水田面積や水田ポリゴン数

等は、指標に比べて相闘が低かった。また、グリッ

ドサイズ間で大きな相関の違いは見られなかった。

図 14203-4につくぼみらい地域を対象とした場合

のGM圃場率と平均交雑率の変化を示す。この図

に見られるように、 GM圃場率と平均交雑率の聞に

は、きわめて相関の高い短調増加の関係が認められ

た。また、計算を行うグリッドサイズの違いに着目

すると、サイズが大きくなるに従い平均交雑率が低

くなる傾向が認められたが、相関関係に大きな差は

見られなかった。

また、表 14203-4にGM圃場率を変えた場合の

平均交雑率と交雑率推定指標の聞の決定係数（R2)

一方、このデータから生成したグリッドデータを

用いて算出した平均交雑率についてみると、逆に標

準データセットで低く、細密データセットで高い傾

向が認められた。

指標と平均交雑率との相関については、 indexl

では平均と合計の両方で高い相関が認められた。

index2とindex3については、合計で高い相関を示

した。

（イ） GM作付面積および交雑率計算グリッドサ

イズの変化と交雑率推定指標の関係

大潟、雫石、つくばみらい、久留米および関東

11地区の詳細版データについて、計算グリッドサ

イズを変えた場合、グリッドサイズが小さくなるに

したがい大きくなる傾向が見られた。しかし、地域

間の平均交雑率の相対的な関係は、グリッドサイズ

が変わっても同じであった。

次に計算グリッドサイズを変えた場合の平均交雑

率と推定指標および水田面積等との聞の決定係数

グリッドサイズ毎の平均交雑率と指標、水田面積等の相関
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を示した。交雑率推定指標の平均値を取る場合、

idnexl～ 3でグリ ッドサイズを問わず高い相聞が

認められたが、合計値では相関が低くなった。この

うち、グリッドサイズが5mの場合の平均交雑率と

index2の関係を図 14203-5に示す。推定指標の平均

値は、短調に増加し高い相関関係が見られるが、一

方で推定指標の合計値を取る場合、 GM圃場率が

45～ 60%程度で推定指標はピークを示し、そのあ

と減少する傾向が認められた。ここでは index2の

例を示しているが、 indexl、index3の場合も同様

の傾向を示した。

（ウ）圃場環境 GISデータベースの構築

水稲の品種に関するデータセットについては、農

林水産省生産局の水陸稲・ 麦類・大豆奨励品種特性

表から作成した。気象条件については、気象庁のア

メダスデータよりデータセットを作成した。これら

のデータについて、前述の GISデータセットとと

もに PostGISにより機能拡張した PostgreSQLに格
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納し、閏場環境 GISデータベースを作成した。

作成に使用したデータと、データベースに格納し

たデータセットについて図 14203-6に示す。作成し

たデータセットは、品種データでは都道府県コード

として、アメダスデータにではファイル名に含まれ

る観測地点コードとして、位置情報を含んでいる。

このコードを利用することにより、 GISデータセッ

トを構築した地域における栽培品種や、 最も近い地

点のアメダスデータセットを検索することを可能と

した。

工考察

（ア）標準および細密 GISデータセットの違いに

よる水田面積と交雑率推定指標の変化

本研究では GISデータセットとして、標準デー

タセットと細密データセットの二つを構築した。細

密データセットは詳細な元データから作成されるの

で空間的解像度が高く、実際の土地利用を反映した

データである。すなわち、この細密データから計算

された平均交雑率が真値に近い値であり、詳細な評

価が求められる時に有効である。一方、標準データ

セットの構築に用いた農業基盤整備基礎調査および

第 4次土地利用基盤整備基本調査は、 日本全国につ

いて整備が完了しているため、 GISデータセット構

築に必要な労力と費用の負担を低減できる。構築し

たデータセットを比較すると、標準データセットに

おいて水田ポリゴン数が少なく、水田ポリゴン平均

面積が大きい傾向が認められた。この違いが標準

データセットと細密データセットから算出した場合

の平均交雑率と交雑率推定指標の違いに現れている

と考えられる。

図14203-6 圃場環境 GISデータベースの構成と使用したデータ



しかし、平均交雑率と indexlの平均および

indexl～ 3の合計値の相関が高いことから、標準

GISデータセットを用いた交雑率推定と指標算出

は、時間や労力が限られている場合や、今回対象と

した範囲よりも広域を対象とする場合等に有効であ

ると考えらえる。

（イ）計算グリッドサイズおよびGM圃場率と交

雑率推定指標

シミュレーション計算を行う際のグリッドサイズ

については、グリッドサイズ問での平均交雑率に違

いが見られたが、地域間の平均交雑率の相対的関係

はグリッドサイズが異なっても同じ傾向を示した。

グリッドサイズが小さい方が実際の土地利用等の状

態をより正確に再現できるが、地域間での比較を行

う場合には、細かいグリッドサイズで計算しなくて

も問題ないことを意味している。また、グリッドサ

イズが異なる場合でも平均交雑率と、 indexlの平

均、 index2およびindex3の合計に一定の相関が認

められることから、これらの指標を用いて平均交雑

率を推定することが可能である。

また、一つの地域を対象として GM圃場率を変

化させた場合は、 indexl～ 3の平均値と平均交雑

率には高い相闘が認められたが、合計との聞には相

関が認められなかった。 GM圃場率が多くなるとい

うことは非 GM圃場が少なくなるということであ

る。交雑率推定指標の合計は指標の値と非 GM圃

場数に影響されるので、非 GM圃場数が少なくな

るGM圃場率60%以上で指標の値が減少したと考

えられる。

一方で、異なる地域を対象とし GM圃場率が同

じ場合の平均交雑率と推定指標の相関は、指標の合

計も高い相闘を示した。これは、合計値を取ること

により、平均水田面積や水田ポリゴン数といった地

域ごとに異なる要素が反映されたためだと考えられ

る。

以上より、ある地域内で交雑率を評価する場合に

は指標の平均値を、地域間での交雑率を比較する場

合には指標の合計を用いることが有効であると考え

られる。これらの指標は高性能なコンピューターに

よる計算が必要なシミュレーション計算にくらべ、

現場で計測可能な接線長と面積を利用した簡便なも

のなので、現場での利活用が期待される。

オ今後の課題

本研究で提案した交雑率推定指標は、同一地域内

で比較した場合には平均交雑率と極めて高い相闘が

見られたが、地域間で比較した場合にはそれに比べ

て低い相関しか得られなかった。これは、地域間の

圃場の形状やイネの開花時期における卓越風向と圃

場の配置の関係などの違いが影響していると考えら

れる。今後はこれらの点を考慮した、より相関の高

い指標の開発が求められる。

また、本課題の実施に当たってはオープンソー

スの GISソフトウェアである FOSS4Gを利用した。

これらのソフトウェアは独自の改良を加えること

や、無料で配布することが可能である。そこで、現

在配布されているソフトウェアを改良することによ

り、簡便に交雑率推定指標を計算できるシステムを

構築し、公開することが望まれる。

力 要 約

本課題では、遺伝子組換え作物と一般作物等との

共存を実現するために、イネを例として地理情報シ

ステム（GIS）を用いて圃場に関する GISデータセッ

トを構築するとともに、構築した GISデータセッ

トを用いて、地域スケールでの交雑率を簡便に推定

するための指標を算出し、その有効性を検討した。

さらに、イネ栽培情報、気象情報などを統合した圃

場環境GISデータベースの構築手法を確立した。

GISデータセットの構築に当たっては、標準 GIS

データセットと細密 GISデータセットを構築した

が、時間や労力が限られている場合や、広域を対象

とする場合等に標準 GISデータセットが有効であ

り、範囲が限定されている場合やより精度の高い評

価が必要な場合に、細密データセットを利用するこ

とが望まれる。

GM・非 GM圃場の接線長と非 GM圃場の面積で

算出される交雑率推定指標について検討したとこ

ろ、計算グリッドサイズによらず、推定交雑率との

高い相闘が認められた。

また、同一地域内での交雑率の変化を見る場合に

は推定指標の平均値を、地域間での比較を行う場合

には推定指標の合計値を用いることが有効であると

考えられた。

さらに、圃場環境 GISデータベースを利用する

ことにより、気象条件や栽培品種情報等を GISデー



タセットと一括して扱うことが可能となり、シミュ

レーション計算の効率化や、交雑率推定指標の算出

の簡便化が期待される。

研究担当者（岩崎亘典＊）

(4) 交雑及び混入の予測・評価システムの汎用化

（交雑モニタリングの調査計画法及び統計的検定

手法の開発）

ア研究目的

遺伝子組換え作物の交雑は、第 l編第4章2(1）、

第 l編第 4章 2(2）で開発される拡散モデルに基

づいて管理を行うことにより、十分に低い値に制御

することが可能であると考えられる。しかし、野外

にはモデルを構築する段階では予期できないさまざ

まな変動要因があり、さらにヒューマンエラーの可

能性も考慮すれば、交雑物混入の可能性を完全に否

定することはできない。そのため、作物の収穫時や

流通過程において適切なサンプリング検査を行うこ

とにより、交雑物が非意図的に流通する リスクを管

理する必要がある。本課題では米や大豆などの穀粒

を念頭におき、管理単位（ロット）毎にサンプリン

グ検査を行ってその合格不合格を判定することによ

り、交雑率の管理を行う方法について議論する。

組換え作物の穀粒の混入を検査する際には DNA

検査や ELISA検査を行う必要があるが、これらの

検査を行うためには、サンプルを実験室に持ち帰っ

て調整した後に検出機器により処理しなければなら

ない。古典的なサンプリング理論においては、ロッ

トの中から穀粒がランダムに採取されることが前提

とされている。しかし、穀粒を採取する現場では、

ロットから l粒ずつをランダムに採取することはな

く、複数の穀粒を一度に採取するのが普通である。

こうした l塊は一般にインクリメント（increment)

とよばれる。サンプルを実験室に運搬する際に、そ

れらのインクリメントが混合される場合があり、こ

の混合物はコンポジット（composite）とよばれる。

実験室内においてサンプルは検査機器に適合した所

定の量に調整される。このサンプルは実験室サン

プル (laboratorysample）とよばれる。このとき、

実験室に持ち帰ったサンフ。ルの全量を用いるのでは

なく、各インクリメントあるいはコンポジットから

再サンプリング（subsampling）を行って一部分だ

サンプル塊（インクリメン卜）

。
。． 
。

抽出する
粒数（n2)

図14204-1 サンプリング手順の概念図

けを使用する場合も多い （図 14204-1）。

品質管理の手法は、その管理対象の性質によって

二つのグループに分けることができる。ひとつは穀

粒の重さ、長さ、大きさなどを問題とする場面で、

その平均値を管理する手法である（計量値管理）。

もうひとつは穀粒が不良・良という二値に分かれて

いる場面で、ロットにおける不良率を管理する手法

である（計数値管理）。国際標準規格や日本工業規

格などでも計量値管理と計数値管理では別々の手法

が用いられる。計量値の管理においては、 一般に計

量値の分布に正規分布が仮定される。この場合には、

検査の際にサンプルの混合や再サンプリングなどの

複雑な手順を経る場合であっても、正規分布の分散

が変化するだけであるため、比較的簡単にリスクを

管理する ことが可能である （例えばRohlfet al. 7l）。

しかし、ロットの不良率を管理したい場合には、サ

ンプリングの手順が複雑になると計数値の分布型自

体が変化するため、その問題は簡単ではない。

Yamamura and Ishimoto 11））は、ロットの不良

率を管理する場面において、サンプルの混合や再サ

ンプリングを行う場合にも適用できるサンプリング

式を新たに導出した。彼らはその式を水田圃場にお

ける斑点米率のデータに適用し、斑点米の混入リス

クを所定の値に保つための最適なサンプル数を計算

した。組換え作物の混入率を管理する場合にも基本

的には同じ式を使用することができるはずである。

しかし、組換え作物の混入率を管理する場面では、

斑点米率を管理する場面とは異なり、使用できる

データが量・質ともに限られている。こうした制限

のもとで、いかにして最適なサンプリング手順を構

築するかが問題となる。

本課題では、 Yamamura and Ishimoto ll）の式を

修正して実用性を高めることにより、組換え作物の
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混入率の管理法を構築する。組換え作物の混入率を

管理する場面としては、（1)流通過程で管理を行う

場面と（2）圃場から出荷する際に管理を行う場面

が考えられる。したがって、この二つの場面につい

て、具体的にサンプリング手法を構築する例を示し

たい。

イ研究方法

（ア）モデル

流通過程で管理を行う場面と圃場から出荷する際

に管理を行う場面では、ロットやインクリメントの

あり方が異なる。大型荷口の流通場面では、 lロッ

トは lコンテナや l船中の lハッチであることが多

い。一方、圃場から出荷する際に管理を行う場面で

は、 lロットは出荷の対象となる l圃場であったり、

l集荷場に生産物が収集される地域範囲であったり

する。ただし、ロットの定義の仕方にはある程度の

任意性がある。lロットのサイズを大きく定義すれ

ば、サンプル数は少なくすることができる。しかし、

あるロットが不合格と判定された場合にはそのロッ

ト中の全生産物が廃棄処分となるため、その点から

見てもロットの大きさは適正な規模に定義する必要

がある。

ここでは、 一般的な品質管理の用語で議論を進め

るために、組換え植物粒をあえて不良粒とよぶこと

にし、以下のように記号を定義する。

s:lインクリメント中の穀粒数（これは一定だ

として近似する）

n1: 1ロットから採取されるインクリメント数

n2：コンポジットから採取される穀粒数（実験室

サンプルの大きさ）

R：第 j番目のインクリメントが採取された周辺

における不良粒率

P。：ロット全体の P，の期待値

X，：第 j番目のインクリメント中の不良粒数

z ：コンポジットから採取された n2粒（つまり実

験室サンプル）の中の不良粒数

ロット内の場所によって不良粒率は異なるであろ

う。その分布をガンマ分布で近似する。

f(p)=_J__Ak pk-1叫（－λp)
r(k) 

＼
｝
ノ

1
i
 

／
｛
＼
 

ここに kとAはそれぞれ形状パラメーターと尺度

パラメーターである。その平均 P。と分散 v（尺）は

それぞれ k/A.とklんで与えられる。このとき、第 i

番目のインクリメント中の不良粒数X；の分布は次

の負の二項分布で与えられることになる。

間（1うrk（志r (2) 

この平均と分散はそれぞれら／｝，，， および sk(A.+ s) 

／んである。また、実験室サンプルの中の不良粒数

Zの分布は次の負の二項分布で与えられることにな

る（Yamamura and Ishimoto nJ）。

昨か男知（1＋ず，k（法石r(3 

この平均と分散はそれぞれ n~／A. と n~ (niA. + 

叫） I (nん）である。

（イ）リスク管理の考え方

近年では「リスク」という用語はさまざまに拡張

して解釈されてきている。Societyof Risk Analysis 

はリスクの定義として「事象の重篤度×その事象の

発生確率」を合計した値、すなわち「重篤度の期待

値」だとしている。ISO4lは、リスクをさらに漠然

と定義し、「目的に対する不確かさの影響」だとし

ている。しかし、こうした拡張した定義はさまざま

な混乱を招きつつある。そこで、ここでは古典的な

リスク管理の考え方を採用する。古典的なリスク管

理においては、リスクは「ある悪い事象が発生する

確率」と定義される。ただし、何を「悪い事象」と

考えるかは立場によって異なる。消費者にとっての

悪い事象とは「不良品を購入してしまうこと」で

あり、このような事象が生じる確率は消費者リス

ク（consumer’srisk）とよばれてきた（Dodgeand 

Romig 1））。一方、生産者にとって悪い事象とは「良

品が返品されてしまうこと」であり、このような事

象が生じる確率は生産者リスク（producer’srisk) 

とよばれてきた。

いま、許容限界混入率を Rとし、ロットにおけ

る混入率 P。が尺を超える場合に、そのロットを受

け入れる確率を戸より小さい値に管理することにす
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る。すなわち、尺＜ P.。＜ 1を満たすすべての P。に

ついて次式が成立するように管理する。

Pr(Z = 0 I町＝九）くβ (4) 

ここに戸は消費者リスクである。 1-(Jは検出確

率である。国際標準規格や日本工業規格では、一般

に消費者リスクとしては戸＝ 0.1、生産者リスクと

しては α＝0.05をf采用している（例えばISO3l）。

一方、日本の輸入植物検疫規程では、消費者保護

を第ーと考えて、消費者リスクをより厳しく戸＝

0.05とし、また、サンプル数を最小にするため生産

者リスクは制御しないという方針を採用している

(Y amamura and Sugimoto io））。本課題でも、この

輸入植物検疫規程と同様の方針を採用することにす

る。

仮にロットから nz1固のサンプルをランダムに採

取する場合には、 4式の基準を満たすためのサンプ

ル数は次式で与えられる。

n - loge（β） 
2一 一一一一一一p 

c 
(5) 

pcは一般に十分に小さいために、この式ではポ

アソン近似が用いられている 0 fJ = 0.05を用いる

場合には、－ loge （戸）の値がほぼ正確に 3である

ことから、サンプル数は単純に n2= 31尺で与えら

れ、この計算式は「3の規則（ruleof three）」と呼

ばれている (Jovanovicand Levy 5l, van Belle sl, 

岩崎学 12））。ロットからサンプルをランダムに採取

する限りは、ロット内の場所によって不良率が変化

する場合（異質性のある場合）であっても無条件に

5式を適用することができる。つまり、ランダムサ

ンプリングを行う場合には異質性を考膚する必要が

ない。しかし、組換え作物の検査で想定しているよ

うに、ロットからサンプルをランダムに探取しない

場合には、 5式はロット内の不良率に異質性がない

場合、つまり V(P;) = 0の場合にしか使用するこ

とができない。異質性が存在しないことは希である

と考えられるため、今のような非ランダムサンプリ

ングの場合にはロット内の分散 V(P；）の値を具体

的に計算に組み込む必要がある。

一般にロット内の不良率の分散 V(P；）は不良率

の平均値 P。に依存して変化する。 3式4式を用い

て必要サンプル数を計算するためには、この平均と

分散の関係を代入しなければならない。 Yamamura

and Ishimoto u）は平均と分散の関係として Taylor'

s power lawを採用した。つまり、

loge[V（丹）］=loge（α） + bloge（九） (6) 

ここに a,bは定数である。この法則が一般的に成

立しやすい理由とそれが正確に成立するための条件

については Yamamura9l カヰ義E命している。イ頃き b

は原則として lと2の聞に存在する。ロット内の局

所で不良率が高まる際に、それがその周辺に広く伝

播する場合には bはlに近づき、あまり伝播しない

場合には bは2に近づく。経験的には bは1.5と2

の間にあることが多い。ただし、パラメーター a,b 

を精度よく推定するためには、かなり多くの P。と

v （尺）の推定値のペアが得られていなければなら

ず、事実上はそのような推定が困難であることも多

い。そこで、ここでは b= 2を用いることにする。

いま、一つの平均不良率尺のもとで切片 aを推定

して採用したとする。実際には b<2の場合である

にもかかわらず b= 2を用いて V(P；）を予測する

と、平均不良率が pvよりも大きい場合には V(P;) 

は過大推定されることがあっても過小推定されるこ

とはない。 V(P；）が過大推定されれば必要サンプ

ル数も過大推定されるため、少なくとも P。＞ pvの

範囲においてはリスクは所定の値に管理される。し

たがって、十分に小さな尺において aを推定して

使用すれば、リスクはほぼ確実に所定の値に保たれ

ることになる 0 6式に b= 2を代入すれば変動係数

の二乗値cv2について cv2= ( v （円） IP02) = a 

が成立するから、必要なのはcv2の推定だけである。

（ウ）必要サンプル数

4式に 3式を代入し、さらに 6式と b= 2を代入

すれば、必要なインクリメント数n1と検査すべき

総粒数時の組み合わせは次式で与えられることが

わかる。
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円＝~（β一山l ー 1) (7) 

n1を無限大に近づけるか、あるいは aをOに近づ

けるとこの 7式はランダムサンプリングの場合の 5

式に帰着する。インクリメント数を無限大にすれば

nz個のサンプルは事実上ロットからのランダムサン

プルになることは直感的にも理解できる。a=0つ

まり cv2= oは異質性が存在しない状態を意味し

ており、この場合にはいかなる複雑なサンプリング

を行っても事実上はランダムサンプリングと同じに

なることを反映している。また、 7式は他のいくつ

かの特殊なケースも包含している。まず、持ち帰っ

た穀粒がすべて検査される場合には n2= s n1であ

るから次式で表現できる。

s ＝~（β一札 (8) 

この式は採取すべきインクリメント数 n1とlイ

ンクリメントのサイズ sの聞に必要な関係を示して

いる。また、二段サンプリングの場合で、各インク

リメント中の 5粒からさらに U粒ず、つをランダムに

抽出して検査する場合には、各サンプル地点から u

粒を抽出したことと同じであるので、 8式の sをu

で置き換えるだけで計算することができる。

ウ研究結果

（ア）輸入時検査への適用例

ヨーロッパでは組換え大豆の混入率のロット

内での異質性を調べるプロジェクト Kernellot 

distribution assessment (KeLDA）が行われた

(Paoletti et al. 6））。EUへ輸入された 15個のロット

について、各ロットから 100インクリメントのサン

プルが採取された。各インクリメントの重さは0.5kg

であり、これは約 3000粒に相当する。これらのイ

ンクリメントは別々に粉砕・均一化され、そこから

50gが実験室サンプルとして採取された。このサン

プルがリアルタイム PCRにより検査され、組換え

大豆の混入率の平均値と CVが推定された。

検査された 15個のロットの中でもっとも組換

え大豆の混入率が低かったのはカナダからイギリ

スへ運搬されたロットであり、混入率の推定値は

0.01%、cv2の推定値は a = 6.24であった。この

値を 7式に代入することにより、必要なインクリメ

ント数と総サンプル粒数の組み合わせを計算すると

図 14204-2が得られた。この図によれば、限界混入

率尺＝ 0.1 %以上の組換え大豆の混入を 95%以上

の確率で検出するための n1、nzの組み合わせは、た

とえば n1= 15、n2= 6000となることがわかる（図

14204-2の丸印）。仮に 5式を用いると、必要サンプ

ル数は ruleof threeにより n2= 31尺＝ 3000粒と

計算される。非ランダムサンプリングの場合にラン

ダムサンプリングを仮定した式を用いると、必要サ

ンプル数がかなり過小推定されることが例示されて

いる。

（イ）圃場検査への適用例

第 l編第4章 1(1）では、大規模圃場における

組換え水稲の交雑率を予測するための実験が、茨城

県つくばみらい市の水田地帯で行われてきた。花粉

源の圃場は約 20aの広さで設定され、花粉の飛来を

受けて交雑種子を生じる種子親の圃場は花粉源圃場

の西側に隣接して約 lOOaの広さで設定された。花

粉源としてはウルチ品種の「おくのむらさき」が組

換え水稲の代わりに用いられ、種子親としてはモチ

品種の「ヒメノモチ」が用いられた。種子親の圃場

内の 30地点で 100株ずつのイネが採取され、その

100株中の全粒について DNA検査により交雑率が

調べられた。便宜上、サンプリング地点が種子親の

圃場内にほぼランダムに設定されたと見なし、そこ

での交雑率を管理するために必要なサンプル数を計

算する。l株内の粒数を便宜上 1200に固定し、圃

場から採集した粒は全部調査する場面を想定する

と、採取すべきインクリメント数 n1とlインクリ

メント内の株数 Wの組み合わせは 8式を変形する

ことにより次式で与えられる。

w- 1 In-a川 －1)一一… -•• 
1200aPc ¥' I 

(9) 

2009年の実験データから最尤推定法によってガ

ンマ分布のパラメーターを推定したところ、平均交

雑率の推定値（ ±SE）は 3.31× 10 3% ( ± 0.62 

-395-



16000 

霊14000

す 12000

る 1()()()()

粒 v - - -

の 8000

議6000

nz 
4000 

2000 

0 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

抽出するインクリメント数 n,

図14204・2 ヨーロッパに輸入される大豆ロットに

おいて組換え大豆率がRをこえる場合に

95%以上の確率でそれを検出するのに必要

なインクリメント数と総検査粒数の組み合

わせ

× 10 3%）であり、 cv2の推定値（ ± SE）は

0.72 （土 0.29）であった。この推定値を 9式に代入

して必要サンプル数を計算すると図 14204-3が得ら

れた。

たとえば交雑率が尺＝ 0.005%を超える圃場を

95%より大きい確率で検出するために必要なサンプ

ル箇所数（インクリメント数）と l箇所でのサンプ

ル株数の組み合わせは（2,45)' (4, 17), (6, 10）で

あることがわかる（図 14204-3の丸印）。サンプル

箇所数を少なくすると、検査すべき総粒数は多くな

るため、曲線のどこかに最適な組み合わせが存在す

る。lインクリメントを採取するのに必要な労力と

l粒を検査するのに必要な労力の比がわかれば、最

適な組み合わせを計算することができる。

工考察

サンプリング式が確立されると、後は消費者リス

ク戸と許容限界混入率尺をどのように決めるべき

かが現実問題として残される。このうちβについて

はFisher2＞以降に多くの人々によって採用され続

けてきた「20年に l度」の基準つまり 0.05に固定

するのが妥当だと考えられる。最終的に残された問

題は pcの決定方法である。日本の JAS法では組換

え作物使用表示に関する許容限界混入率は 5%であ

るが、これは種苗法の規定を流用したものであり、

本来は二種類の「良品と良品の混合」の場合に受け

入れられてきた許容基準である。つまり 5%は不良

品の混入の場合に議論できる基準ではない。1992
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図14204-3 所定の交雑率 Rをこえる水田圃場を

95%以上の確率で検出するのに必要なサン

プル箇所数n1とl箇所でのサンプル株数

wの組み合わせ

年に改訂された日本の輸入植物検疫規程では対象と

する病害虫の重篤度に応じて原則として尺は 0.1% 

～ 1%に定められた。2010年に改訂された日本の

輸入畜産物検疫規程では尺は 0.5%に定められた。

EUでは、表示が必要な限界混入率が0.9%に決め

られたが、消費者は 1%に近い混入率に対して強い

反発を持っており、その結果2010年7月には加盟

国毎に 0.9%よりも厳しい基準を設けることが許さ

れることになった。このような状況を考えれば、日

本で組換え作物混入に関する尺を設定する際には、

輸入植物検疫規程と同様に 0.1%～ 1%の間たとえ

ば0.5%程度に設定すべきであると判断される。ま

た、安心に関する人々の考え方は科学的知見とは必

ずしも関係はない。仮に「安全」だという科学的知

見があったとしても、人々が不安だと考える限りは、

その意志が最優先されなければならないことに今後

とも十分に注意すべきであろう。

オ今後の課題

サンプル数を決定するためには cv2の値を推定

する必要があるが、この値は管理場面や植物品目に

よって変わるほか、使用するサンプラーの大きさに

よっても変化する可能性がある。今後さまざまな場

面でcv2の値が推定されてゆくことが望まれる。

力要約

米や大豆などの穀粒において組換え作物の混入率

を管理する場面では、まず（1）現場でサンプリン



グを行う際に l粒ずつをランダムに採取するのでは

なく l塊として採取し、（2）場合によっては運搬の

際にそれらを混合し、（3）そこから再サンフ。ルを行っ

て実験室サンプルを作成してから検査機器にかける

ことが多い。このような場面において、組換え粒率

が許容限界値 pcをこえるロットや圃場を 95%以上

の確率で検出するためのサンプル数の組み合わせを

計算する手法を導出した。この手法を輸入時検査お

よび圃場検査へ適用して、その有効性を例示した。
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研究担当者（山村光司＊）

(5) 空中花粉数の自動計測方法の高度化

ア研究目的

遺伝子組み換え技術を用いて作られた作物の安全

性や環境への影響が懸念される中、組み換え体作

物の花粉が環境に与える影響が問題視されている。

Losey et al. l）は、 Bt(Bacillus thuringiensis) トウモ

ロコシの花粉が標的外の昆虫を殺傷してしまう可能

性を明らかにした。 Searset al. zlは、より具体的に、

Btトウモロコシ花粉の量と見虫への影響の関係を

明らかにした。一方、花粉の飛散によって起こる

交雑に伴う遺伝子フローの問題がある（Gliddon 3l, 

Paul et al. 4l, Kwon et al. 5l）。これは、人為的に組

み換えられた遺伝子が、自然界の中に広がってしま

う問題であり、特に風媒花であるトウモロコシでは、

気象条件次第でかなり広範囲に花粉が拡散し、交

雑を発生させる可能性がある（Quist& Chapela 6), 

Louette et al. 7l，川島ら 8））。トウモロコシから放出

された花粉の周辺空間への飛散数は、群落からの距

離に従って指数関数的に減少する（Raynoret al. 9l, 

Paterniani & Stort iol, JI I島ら 11))0 しかしながら、

どこまで飛散するかは、気象条件や植物の開花状態

によって大きく左右されると考えられる。

以上のような問題に適切に対応するためには、風

媒花作物の空中花粉の飛散動態を詳しく知る必要が

あり、そのためには、まず、問題となる作物に適し

た空中花粉自動測定手法の開発が必要である。そこ

で我々は、代表的な組み換え体作物であるトウモロ

コシを対象として、簡易かっ連続的に自動計測が可

能な空中花粉測定装置の開発を検討した。

空中花粉の測定手法は、大きく分けて重力法と体



積法がある。重力法の中で我が固において最も広く

用いられているダーラム法（Durham12））は、簡易

で廉価な装置であるという長所がある反面、スライ

ドグラスの交換に手聞がかかり、顕微鏡での計数に

多大の労力を要する等の問題がある。一方、パー

カード法（Hirst13））などの体積法では、時間単位

の測定ができる反面、装置が高価でメンテナンスに

手聞がかかる問題があり、重力法と同様に顕微鏡で

の計数に多大の労力を要する。以上のように、既往

の空中花粉計測法は、重力法でも体積法でも、平面

上に付着した花粉の数を計数することによって行わ

れる。しかしながら、花粉の形態計数には熟練と長

時間の集中力を要し、個人差も生じやすいという問

題がある。

空中花粉の測定法は、長年上記のような問題点を

かかえながらも、革新的技術の導入が行われなかっ

た。近年、体積法に属する新たな手法として、レー

ザ一光学技術を応用したスギ花粉の計測手法が数社

のメーカーにより開発され、実用化されつつある。

いずれも粉塵計の技術を基礎としており、花粉の光

学的および流体力学的特性を考慮、して製作されてい

る。この計測手法は、使用する機器が高価であると

いう問題はあるものの、簡易かつ連続的に空中花粉

の自動計測が可能となるなど、多くの利点がある

(2001）。

本研究課題では、我が固における主要作物である

イネの花粉を対象として、空中花粉の自動計測方法

の開発を行う。また同時に、本新規手法を用いて、

イネ空中花粉の濃度データを収集する。この方法は、

従来法に比べて、労力や時間が節約できる長所があ

るばかりでなく、従来法よりも詳細な時間的変動を

捉えることが可能となる。将来の遺伝子組換え作物

の商業栽培に備えて、交雑防止の技術開発を行うた

めにも、周辺住民に十分理解を得るための科学的な

データを提供していくためにも、交雑で最もキーと

なる空中花粉の量を自動的に迅速に評価できる手法

の開発が、是非とも必要である。また、この装置で

得られるデータは、花粉飛散の動態や交雑のメカニ

ズムを明らかにするための基本データになるばかり

でなく、交雑予測モデルの構築と改良に大きく貢献

する。

イ研究方法

（ア）花粉自動計測機のプロトタイプの製作

プロトタイプの花粉自動計測器を製作する。基本

になるのは、トウモロコシ花粉の計測で培ったノウ

ハウである。しかしながら、トウモロコシ花粉の計

測器では、大まかな判別条件で粒子を計数しており、

実際に粒子からの散乱で発生したパルスデータは不

明であった。本試験では、検出器が検出した粒子ご

との散乱光の強度を電圧として記録できる装置を製

作し、そのデータを散乱光の発生時間とともに、す

べての検出粒子について記録できるように設計する。

（イ）花粉自動計測機の改良

散乱光量のバラツキを極力小さくするため、吸引

空気がレーザー光線帯を通過するときの通過幅が小

さくなるように、光学系内に空気を導くノズルの径

を1.5mmに修正した。さらに、レーザ一光線帯の

厚さが、均一になるように調光レンズの位置などを

修正した。粒子ごとに、検出時刻、 785nmに対す

る側方散乱強度、 785nmに対する前方散乱強度が

測定され、記録された。一方、 2つの波長を用いた

Dual Beam方式の花粉モニターを試作した。花粉

を用いた波長別の散乱特性を検討した結果、光源波

長として、635nmと1550nmを採用した。データは、

波長ごとに、 2方向（側方、前方）の散乱光強度が

記録できるように設計した。すなわち、粒子ごとに、

検出時刻、 635nmに対する側方散乱強度、 635nm

に対する前方散乱強度、 1550nmに対する側方散乱

強度、 1550nmに対する前方散乱強度が測定され、

記録された。

さらに、単波長を用いるパルスモニターと、 2波

長を用いる DualBeam方式の花粉モニターを用い

て、イネ空中花粉量の計測を行った。波長ごとに、

2方向（側方、前方）の散乱光強度を記録した。

（ウ）観測圃場

つくば市にある農業環境技術研究所内の水田地区

において、圏内で普及している非組換え品種を用

いて、実験区 (19m×19m）を設置した。品種は、

早生として「おくのむらさき（紫黒米ウルチ）」、晩

生として「日本晴（ウルチ）」を使用した。

（エ）既存手法との比較のための野外実験

プロトタイプの花粉自動計測器を、つくば市にあ

る農業環境技術研究所の水団地区に設置し、イネの

開花シーズンを通じて観測を行った。花粉自動計測



器のデータは、 RS-232Cケーブルを通してノート型

のパーソナルコンピュータに送り記録した。記録

データは、計測器が検出した粒子による散乱光の電

圧と、その発生時刻である。

（オ）気象データの収集と解析

圃場に気象観測装置（キャンベル社製の総合気象

観測システム）を設置し、開花期間を含むように、

気温、湿度、風速、風向、降水量などの気象データ

を時間単位で測定した。気象データは整理したあと、

従来の方法で得た空中花粉数のデータや、プロトタ

イプの花粉自動計測器で得たデータなどとともに、

変動特性や、相互関係などを解析した。

（カ）既存手法による空中花粉の収集と計測

圃場中の 10か所にダーラム型花粉採集器を設置

し、開花期間中の空中花粉数を捕集計測した。同時

に、圃場内に Hirst型の花粉捕集器（Burkard社製

サンプラー）を設置し、毎時の空中花粉量 （空中花

粉濃度）を計測した。採集した花粉は染色し、顕微

鏡による目視により、イネ花粉のみを判別してカウ

ントした。

ウ研究結果と考察

（ア）プロトタイプによる計測結果

花粉モニターによって得られた計測値を、標準

的手法である Burkard法で得られた測定値と比較

するために、両手法で得られた時別値の聞の散布

図を図 14205-1に示した。測定がもともと難しい時

別の空中花粉数であるが、花粉モニターの測定値

は、 Burkard法の測定値と、寄与率 Fずが0.60（相

関係数 Rで0.77）と比較的高い相闘が見られた。図

14205-2に、花粉モニターによる測定値と Burkard
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図14205-1 花粉モニター値と Burkard値の散布図

1) 時別値

法による測定値の経時変化を示す。Burkard法の測

定値に表れる各日正午前後のピークを、花粉モニ

ターは適切に捉えており、日内変化のパターンも測

定できた。

花粉モニターによる測定値と、 Burkard法による

測定値を、どちらも日別値として積算し、比較した。

両測定値聞の散布図を図 14205-3に、両測定値の経

日変化を図 14205-4に示す。これらの図から、花粉

モニターの測定値は、 Burkard法による測定値に対

して、非常に高い相関（rtで0.85、相関係数Rで0.92)

を示すとともに、経日変化パターンも良く一致して

いることカfわかった。

以上のように、本年度試作した「イネ花粉モニ

ター」による測定値は、既存の標準的手法で測定し

た空中花粉量と比較的高い相関を示し、我々が開発

しつつある技術とアルゴリズムの有効性を実証する

ことができた。「イネ花粉モニター」による新しい

測定手法によって、イネ花粉の動態を従来よりも詳

しく調査することが可能になり、花粉飛散動態の解

明や詳細な花粉濃度データの取得ができるようにな

る。この成果は、花粉飛散と交雑の評価予測モデル

の開発や、モデルの高度化に大きく貢献する。

本年度の解析によって、花粉モニターによる測定

値の絶対数が想定していたよりも少ないことが明ら

かになった。標準的手法との相関は高くても、計数

値が少ないという問題である。測定環境は放出源の

中であり、空中花粉濃度が非常に高い場所であるが、

モニターが全ての花粉を捕捉・計測していないと考

えられる。花粉モニターのどのプロセスで、非捕捉・

非計測が起きているのか、今後明らかにし、捕捉 ・

計測効率を改良していかなければならない。
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図14205-3 花粉モニター値と Burkard値の散布図

1) 時別値

穂の開花を開花日から 3日間継続すると考えた「開

花モデル」を構築した。3日間の開花割合をパラメ

タライズした結果、空中花粉濃度変化と群落開花強

度変化は、高い相関となった。

2007年の交雑率を、これまでのモデルで推定し

たところ、実測値よりも過小評価となった。これま

でのモデルに、新たに開発した「開花モデル」を組

み込んで、交雑率を推定した結果、実測の交雑率

をより良く推定できることが明らかになった（図

14205-5）。 花粉モニターの開発によ って得られた

データをもとに、開花モデルの開発が行われ、この

プロセスを組み込んだ「花粉飛散交雑予測モデル」

の改良が行われ、シミュレーションモデルの高度化

が行われた。今回の改良は、放出モデルの重要な要

素である「開花強度」について、改善がなされた。

（エ）花粉放出量を気象条件からモデル化する

花粉モニターの計測値から、イネ花粉の放出と飛

散は、正午前後の限られた時間帯に集中的に起こる

ことが確認された。このような花粉放出量の時間変

化を、気象データとイネの開花状況から推定できる

モデルを構築した。モデル式の構造は以下の通りで

ある。

放出量要因 1＝開花量×日射量の二乗×定数

放出量要因 2＝開花量×気温時間変化×定数

全放出量＝放出量要因 1＋放出量要因 2

このモデルによって得られたイネ花粉放出量の経

時変化と、花粉モニターで得られた花粉放出量の経

時変化を図 14205-6に示す。この図から、このモデ
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（イ）改良された花粉モニターによる観測結果

花粉モニターの計測値から、イネ花粉の放出と飛

散は、正午前後の限られた時間帯に集中的に起こる

ことが明らかになった。 トウモロ コシでは、午前中

の9時～ 10時頃にピークが現れたのに対して、全

く異なる特徴である。イネの空中花粉量は、極めて

明瞭な日変化パターンを示すことが明らかになっ

た。

毎時気温と空中花粉量の関係を解析した結果、時

間に対する気温の変化率が大きいときほど、空中花

粉量の濃度が高いことが明らかになった。毎時風速

と空中花粉量の関係を解析した結果、風速のピーク

は午後から夕方に現れるのに対して、空中花粉量の

ピークは正午前後に現れることから、風速は花粉濃

度に直接的には関係しない可能性が大きいことが推

測された。毎時日射量 （日射強度）と空中花粉量の

関係を解析した結果、日射量が大きいときほど、空

中花粉量の濃度が高いことが明らかになった。

以上の事実から、イネの交雑は、正午前後の限ら

れた時間帯に起こることが推定され、遺伝子組換え

イネの交雑を考慮する際には、この時間帯の気象条

件や開花条件をもとに、シミュレーションを行えば

良いことが明らかになった。遺伝子組換えイネの花

粉放出をモデル化するには、気温の時間的変化と日

射強度が重要な要因であることが示された。

（ウ）花粉飛散量と開花穂数の関係

花粉モニターによって、 全交雑期間を通じた空中

花粉濃度の変化が連続的に得られた。この変化パ

ターンと、毎日の開花調査で得られた開花補数の変

化パターンが一致しないことがわかった。そこで、
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ルによって、かなり良くイネの花粉放出量変動が計

算できていることがわかる。特に、日によるピーク

の大小や、ピークが正午前後の限られた時間帯にお

きること、開花期においてピークが高くなっていく

様子、開花期の収束とともに次第に放出量のピーク

が低くなっていく様子などが再現できている。イネ

の交雑は、正午前後の限られた時間帯に起こる。遺

伝子組換えイネの交雑を考慮する際には、この時間

帯の気象条件や開花条件をもとに、シミュレーショ

ンを行えば良い。

（オ）改良した花粉モニタ一計測値の再検証

イネ空中花粉の自動計測モニターの改良タイプを

開発した。このモニターによる空中花粉量の計測結

果を、既存方法の中で最も信頼性が高い、 Burkard

サンプラーによる測定結果と比較した結果、非常に

良く 一致した。多大の労力と時間を要する既存方式

に比べ、自動花粉モニターは、リアルタイムでイ

ネ空中花粉量を計測することができることが示さ

れた。

エ今後の課題

本装置は、さらに高精度で空間的代表性の高い値

が得られるように改良する必要がある。そのため、

今後は、データの中に含まれている目的花粉以外の

ミスカウントやノイズを詳しく分析し、検出に用い

るレーザー光源の波長や計数時の判別アルゴリズム

について検討する計画である。現在、生物粒子と非

生物粒子を、より正しく判別するための新たな技術

と、それを有効化するアルゴリズムについて試験を

行っている。一方、本装置で得られた計測値や、今

後の観測で得られる計測値については、気象要素と

の関係を、より定量的に明らかにし、気象条件と植

物生育ステージ等から合理的かつ簡易に、イネ花粉

飛散量を予測できる手法を開発する予定である。
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オ要約

イネ空中花粉の自動計測モニターの改良タイプを

開発した。このモニターによる空中花粉量の計測結

果を、既存方法の中で最も信頼性が高い、 Burkard

サンプラーによる測定結果と比較した結果、非常に

良く一致した。多大の労力と時間を要する既存方式

に比べ、自動花粉モニターは、リアルタイムでイネ

空中花粉量を計測することが出来ることが示され

た。

開発された花粉モニターを用いて得られたデータ

をもとに、イネ花粉放出量のモデル化が可能となっ

た。これまでのモデルに、新たに開発した「イネ花

粉放出モデル」を組み込んで、交雑率を推定した結

果、実測の交雑率をより良く推定できることが明ら

かになった。花粉モニターの開発によって得られた

データをもとに、開花モデルの開発が行われ、この

プロセスを組み込んだ「花粉飛散交雑予測モデル」

の改良が行われた。すなわち、花粉モニターの開発

成果に基づいて、花粉飛散による交雑予測手法やシ

ミュレーションモデルについて、大きな改善がなさ

れた
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研究担当者（川島茂人ぺ芝池博幸）

(6) 防風ネットや被覆資材等によるイネ、卜ウモ

ロコシの交雑抑制シミュレーション手法の開発

ア研究目的

遺伝子組換え農作物を一般圃場で栽培する場合、

周辺の非組換え農作物との交雑による導入遺伝子の

生態系への拡散が懸念されている。交雑を抑制する

方法のーっとして、防風ネットなどによって風を弱

め、花粉の舞い上がりを抑制する技術や花粉の拡散

を抑制する技術等が考えられる。しかし、これらの
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技術を農家圃場規模で利用する際、その抑制効果を

評価するための現地観測を、全てのケースについて

行うことは困難である。

本課題では、防風ネットなど防風施設や被覆資材

などによる交雑抑制効果を評価する数値モデルを開

発し、その交雑抑制効果をシミュレートする手法を

開発する。この手法は、遺伝子組換え作物を実際に

栽培する場合などに、効率的な交雑抑制方法を策定

するために活用できる。

イ研究方法

（ア）気流、乱流の計算

圃場レベルの花粉拡散を数値モデルで表現する

とともに、大気乱流を正確にシミュレートするた

め、アメリカ YSA杜（YamadaScience and Art) 

の大気乱流拡散モデル A2C(Yamada and Bunker 

4）） を利用した。防風施設による影響については、

Yamada 5lのキャノピーモデルを利用した。基本方

程式は以下のようになる。

圃場の地形影響を考慮し、地形座標を使用した。

z z 
z * = iI ______fI_ 

H-z 
g 

、、‘I
』
J

1
i
 

〆，『
1
＼

ここで、 f とzは、それぞれ変換後と変化前の鉛

直座標； Zgは地表面高度；百は f座標内の地形等の

最大高度、 HはZ座標内の高度で、ある。

この座標内の運動方程式は
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G(U U0b） ηCda(z)Ui叶

いら）＋g千（1時半
＋~（K砂芸J＋~（Ky苦）＋言そか可）

-G(V一弘）一ηCda(z）昨｜

(3) 

~＋竺＋~－＿＿＿！＿＿（u主＋ V主I o 
＆今J ()z* H zg Lδr 号y)

(4) 

ここで、

w・ H --- z" H ( Oz az I = w+ IU +v I 
H-z H-z lθx 砂 j

(5) 

D() ＝丘l+u丘l+v笠l+w・笠j
rn at ax 砂 oz事

(6) 

さらに、 u.II, Wはそれぞれ κy,z方向の風速、

〈〉は水平方向の平均を意味する。式（2）と（3)

の右第 2項は座標変換による地形の影響項で、最後

の項は防風施設のドラックである。ηは防風施設や

植生面積比率で O三η壬l。Cdはドラ ック係数であ

り、防風網のドラック係数は風洞実験で得られた（午

山ら1)）。 a(z）は防風施設の密度（m2/m3）。オーバー

ラインは、アンサンブル平均を表わす。

H を以下の式で変換する。

H = H + zgmax (7) 

ここで、 Zgmax は計算域内の最大高度である。地

形風の計算は

所三月（司7弘＋g~t~竺~_f5-I叫
｛。同 E 2・（伐）砂 H砂 r・（伐）

(8) 

広明（刊＼－g!!3t土叫，＋_f-5_t当，
向 l:H~ 云 z• （伐） ax H8x2・（伐）

(9) 

ここで、 幼 v三＠ν一（ev), Ug恒）三 ug(x，χ 

Ii, t) . v.恒）三 V9(x，χIi. t），などを用いている。

Mellor-Yamada乱流クロージャーモデル、レベ

ル2.5の乱流エネルギ一式は次式で与えられる。

-403-



ま（~J=

f[ Kxf( ~J］＋~［ Ky~（ ~J] ＋（元J＇壬［吋（ ~J] 
H r au av¥ lf [uw ＋川｜＋危wθν 2-

H-z,¥. az・ az・J BJ 

寸
1
1
1
1
1
」

今、d

V
 

＋
 

令、d

u
 

「
叶
M

・n
1
L

z
 

，，，
sa
－－、
、α
 

J
u
 

c
 

n，
 

＋
 

(10) 

乱流スケールとして渦の大きさ lの式は次式で与

えられる。

か＇1）十か21）］十y判＋（去）手［qlS，計21)]

一川魚＋
 

V
F

一et

ペ
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一
ぺ
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川
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一f

内

U
士
G

一w－u
 

f
t
i
l
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一

H
一
寸一H

H

F
什＋

 

f[1＋制］＋2仰（刷3+I川

(11) 

ここで、 <f＝〆＋ν2+ w2 は2次乱流エネル

ギ一、 w仇乱流浮力フラックス， θvは温位の変動

部分， （FbF2. Sq, S1, B1) = (1.8, 1.33, 0.2, 0.2. 16.6) 

実験室で得られた経験定数（Mellorand Yamada 

エネルギ一方程式は

害＝~ド司十到＋万三尉司］ (12) 

水蒸気の混合方程式はy

子会［Kx割引KY引＋百三；が可）（日）

式（2). (3). (10). (11). (12). (13）の乱流エ

ネルギーは、乱流クロージャーモデル、レベル 2.5

の乱流エネルギーから求める

杯ぷ）＝叫［~，~］ (14) 

阪可）＝叫［寄与］ (15) 

ここで、むと αはリチヤードソン数の関数であ

り、 Yamada6）の方法で求めた。

（イ）花粉の拡散、交雑率の計算

花粉の拡散計算は YASのラグランジアン

(Lagrangian）粒子モデル（A2CT&D）を使った。

x;(t+11t)=x;(t)+U pil1t, 

Up;=U;+u;+ Wb-Wd, (16) 

ここで、 Up；は粒子中心位置 X；での風速。Cf;'U;, 

肌，wdはそれぞれ平均風速成分、平均風速からの

変動値（乱流速度成分）、浮力による鉛直速度成分、

重力による落下速度成分である。

u1(tリ t)＝ 側 i(t)+ bσu,s + Oiz(l -a)tu ~ 
i (Bxi）（σIi) 

(17) 

α＝叫（ーを） (18) 

b=<1-a2吋 (19) 

ここで、 CはGaussian乱数、 ι2はu，のラグラン

ジアン積分時間、 σui は U；の標準偏差、 o;zはDirac

deltaである。

座標（X,Y. Z)での濃度は次式で計算した。

(X, 昨；祭点試ぉ

p （－~~千戸）exp （ －~~：戸）2 J I 2 I 

{ 2£ J ¥2 u; J 
p(-1 （弘子｝（ ！日一2Zg)2

(20) 

ここで、（九九 zk）はk番の粒子の位置、 σxb

σyk.，σzkは標準偏差、ろは地表面高度。標準偏差は
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ウ研究結果

（ア）モデルの検証

a 農環研4-12閏場イネ（晩生）

花粉飛散と交雑状況のシミュレーション

し）

パーカード式花粉採集器の観測データと開花率の

測定値をもとに、花粉放出量を決定した。モデル

で花粉の拡散分布を計算し、交雑率を求めた。図

14206-2に示すように、測定された交雑率の分布に

ほぼ一致しており、モデルによるイネの交雑率計算

は有効であることが示された。

嬬恋農場トウモロ コシ閏場における交雑状況

のシミュ レーション（防風網等あり）

この圃場では、花粉親と種子親作物の聞にネッ ト

を張った A試験区、何も設置しない B試験区、作

物高が高いソルガムを植えた C試験区の 3試験区

について、実験が行われた。図 14206-3にモデルで

算出した交雑率と観測で得られた交雑率を示した。

花粉放出率の日変動のデータが得られていないた

め、モデルで、放出率は温度の関数で与えた。防風

施設による交雑抑制効果をおおむね再現しており、

防風網の交雑抑制効果を検証できた。

（イ）モデルの応用

いろいろ条件を設定し、このモデルで防風網の利

用について、数値シミュレーションを行った。下記

4つの例をあげる。

防風ネット密度の選択

風洞実験で得られた防風ネッ トの物理特性データ

を数値モデルに適用し、網目が異なる防風ネッ トの

交雑抑制効果を比較した。その結果、網目 lmmの

近似式で求めた。例えば、

の2007年度の

（防風綱な

b 

(2la) 

詳細は Yamadaand Bunker 4lのRAPTAD参照。

（ウ）シミュレーションの条件

実際のシミュレーションは、強制項として、現地

気象観測データと気象庁の客観解析データ GVPを

一時間毎に与えた。また、花粉の放出について、観

測データから、花粉放出の日変動のパラメータおよ

び開花期間中の花粉の寿命も考慮した。 トウモロ

コシの場合は、温度変化の関数を利用しりI［島ら

2））、図 14206-1のような日変化と期間中の変化放出

パターンを入れた。稲の場合、花粉放出量 E (h) 

は日平均の観測値に合つように時刻 hの関数で与

えた。花粉の落下速度は、 トウモロコシは 0.3m/s、

稲は 0.03m/sとした。

Eニ 300e-10.scch+o.s)112-1)2

(2lb) 

(22) 

交雑率（C）の計算は、開花期間中（約 2週間）

における日中（6:00～ 18 : 00）のドナーの花粉濃

度（ND）と レシピエントの花粉濃度（NR）を計算

し、自家受粉率を除いて、以下の式で求める。

t ~ 2tly 

t > 2tly for 

for 

σ,2y = 2tl;l'J 

σy＝σJ 

a 

(23) C= 

Pollen No. of Donor Pollen No. of Recipient 
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（点は観測、線はシミュレーション）トウモロコシ花粉の放出パターン
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図14206・2 農環研412圃場におけるイネの実測交

雑率とモデル計算交雑率

100 
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翌t
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図14206-4 防風ネットによるトウモロコシ交雑抑制

効果のシミュレーション

防風ネットは、網目 2mmや 4mmの防風ネットに

比べて、効果的に交雑抑制ができることが明らかに

なった。網目が lmmの防風ネットを利用すると、

交雑率は防風ネットのない場合に比べて 18～40%

減少し、 2mmや 4mmの防風ネットを利用した場

合に比べても 14～ 25%減少した。（図 14206-4)

b 防風ネット高さの選択

さらに、網目および高さが異なる防風ネットの

交雑抑制効果を比較した（図 14206-5）。その結果、

lmm目6mの防風ネットの場合は、 lmm目3mに

比べて交雑抑制効果は平均 24%減少し、 2mm目

3mの防風ネッ トの場合は、 40%減少した。しかし、

6mの防風網の設定のコストから考えると、 3mの

lmm目の防風網を利用したほうがコストパフォー

メンスはいいと思われる。

c 防風ネット設定位置の選択

防風ネットを図 14206-6のように 3つの位置に
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図14206-3 嬬恋農場の試験区A、B、Cの観測交雑

率分布 （左）とモデル計算交雑率分布 （右）
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図14206・5 高さが異なる防風ネットによるトウモロ

コシ交雑抑制効果のシミュレーション

別々設置した場合を想定し、交雑率を計算した。そ

の結果、図 14206-7に示すように、図 14206-6の花

粉親と種子親の境界①に防風ネットを設置するのが

最も交雑抑制効果が小さく、花粉親群落内部②の位

置に設置するのが最も交雑抑制効果が大きいことが

分かつた。

d 防風ネットの囲い方法

図 14206-8に示すように、防風ネッ トの位置は、

花粉親群落の周囲を取り囲むネット配置よりも、花

粉親内の井桁状にネットを配置した方が、より風速

を抑制でき、交雑抑制効果も大きいことが明らかに

なった（図 14206-9）。

工考察

本研究での応用結果は、すべて数値実験による結

果であり、実際の圃場における検証は行っていな

い。信頼性について、午山ら 1）は、防風ネッ ト風

-406-



rate 

一一一牛mm3m 1 

一一－－lrnrn3rn2 

ー・・－＋mm 3m3 

、、‘、、、、『ミにとよ

Cross-pollination 、。
じ 100

ω 
~ 

0 
¥._ 

c 
0 
~ 

0 
c 

0 
a_ 

抑
的
0 

u 

10 

~ 

"' 

E

的。
－

／ 
仁コ
South-

50 5 I 0 15 20 25 30 35 40 45 

Distance from Donor boundary (ml 

。
~ 

"' w 
図 14206-7 防風ネッ ト設置位置の違いによる トウモ

ロコシ交雑抑制効果のシミュ レーション

19. 5rn 

図 14206-6 シミュ レーションの範囲と防風網の設置

位置

49. 5m 3rn 19. 5rn 19. 5m 

rate Cross-pollination 

一一－ 6m 1 

一一－ 3m 2 

一一一Jm square 

－一一－3miget口

（ 、。
じ 100 

ω 
ーゐJ

0 
'--

c 
0 
~ 

0 
c 

0 
a_ 

目
的
0 

u 

10 

50 5 I 0 1 5 20 25 30 35 40 45 

Distance from Donor boundary ( m) 

。

図 14206-9 防風ネッ トの囲み方法の違いによるトウ

モロコシ交雑抑制効果のシミュ レーション

た。特に、防風植生による交雑抑制効果では、花粉

親から 52mまでのすべての実験領域で有意な精度

で交雑率を再現した。これらのことから、今回のモ

デルの応用による交雑率分布は、信頼性について一

定の検証を受けているものの、精度についてはある

程度の許容範囲を持って用いることが望ましいと考

えられる。

今後の課題

このモデルのシミュレーションでは、精度にばら

つきがあり、更に YSAモデルのライセンスや多大

な計算時間に問題がある。今後、モデルの高度化と

様々なケースでの交雑抑制予測シミュ レーションの

事例蓄積（データベース化）などに基づいて、実用

化を図る必要がある。

オ

図 14206-8 防風ネッ トの囲み方法による風速の分布

1) 上：花粉親を四角に囲む、下：花粉親区内に井桁
状に囲む

実際の気象観

開花期

力 要 約

大気乱流拡散モデルを基礎として、

測デー夕、花粉放出率の日変動パラメー夕、
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下側の防風効果について風洞実験を行い、風速分布

をA2Cモデルで再現した。数値実験の結果は風洞

実験を良く再現していた。精度について正確な記述

はないものの、精度は概ね 10%以内と考えられる。

そこで、本モデルは、防風ネッ トや防風植生を用い

たトウモロ コシ交雑抑制実験結果をある程度再現し



問中の花粉寿命などを考慮した、風媒作物の花粉拡

散による交雑率分布推定のための 3次元数値モデル

を開発した。このモデルを利用して実際の気象条件

下での花粉拡散のシミュレーションを行うことによ

り、防風施設による交雑抑制効果を評価できる。更

に、このモデルは様々な地形変化のある、作物が混

在した圃場に対応しており、実際の気象条件下での

開花期を調整した交雑率評価や抑制効果の評価にも

利用できる。
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3 交雑抑制技術の開発

( 1) イネの開花期調整による交雑抑制技術の開発

ア研究目的

遺伝子組換え農作物と非組換え農作物との自然交

雑は、 導入遺伝子の生態系への拡散が懸念され、社

会的な関心事である。日本においては、主要な農作

物であるイネにおいても既に組換えイネの開発が進

められており、既に野外試験が実施されている（農

林水産省 2011）。このことから、イネの花粉飛散と

自然交雑に対する基礎的知見を明らかにすることは

喫緊の課題である。本研究では、組換え農作物の一

つであるイネについて、自然交雑を抑制する花粉親

と種子親の出穂差を明らかにする。また、花粉親の

栽培面積が比較的小さく花粉親と種子親の出穂期が

重なった場合、自然交雑が花粉親からどの程度の距

離まで生じるか調査し、栽培実験指針の検討に資す

るデータを提供する。

イ研究方法

（ア）試験は 2003年～ 2007年にかけて、秋田県

大仙市（東北農業研究センター）の試験圃場にて実

施した。供試品種は、花粉親として紫黒米梗品種「お

くのむらさき」、種子親として嬬品種「ヒメノモチ」

を用いた。試験圃場の配置を図 14301-1に示す。圃

場の中央から卓越風のやや風上側（西側）に花粉親、

(15m in 2003-2004, 1 Om in 2005) 
Wirdbreak間 t 『h ~ 

」ι5m 40 m (30m in 2003-2004. 35m in 2005）九

6. 7 J I H imenomochi (buffer) 

・9砂↓

T I ~：：－：：：・－：－： ：1 ，帥a臨 r由時間tklnappa国園

、コ 6.7ml 
C: I 

;: ; 
O> I 
C: ...._ I 

高’ 6.7ml 
> I 

Cl. ’ 

6.7 m[ 
－令 1

6.7 ml H imenomochi (buffer) 

Himenorr酎恥－1

図 14301・1 Design of the field experiment 
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Dirrerence in heading days between the donor plant and recipient plot 表 14301-1

Year 

2005 2007 

-7 

-2 

+3 

+11 

2006 

-4 -2 

吋
一
品
一
竹
山

Recipient plot 

Himenomochi -10 

Himenomochi 0 

Himenomochi + 10 

Himenomochi +20 

A minus or plus sign ahead of a value means that the heading day of the 
recipient was earlier or later than that of donor. 

す。個体の出穂日は、全穂の半分以上の穂が出穂し

た日、各試験区の出穂日は、全調査個体の平均とし

た。花粉親より移植日が 10日早い試験区（ヒメノ

モチー10）は、花粉親より 2～7日早く、移植日差

がない試験区（ヒメノモチ 0）は、全年次を通じで

ほぼ同じ、移植日が 10あるいは 20日遅い試験区（ヒ

メノモチ＋10、＋20）は、それぞれ3～8日、 10～

19日遅くなった。

各試験区の交雑率を図 14301-2に示す。交雑率は

次式より算出した。交雑率（%） = 100×（花粉親

由来と判定された交雑粒） ／（各試験区の種子親の

全粒数）。種子親の全粒数＝個体当たり粒数×試験

区の個体数。個体たり粒数＝代表株（種子親： 255

～270、花粉親 ：5～20個体）の平均。

各年次において、ヒメノモチー10、0、＋10で自然

交雑が生じた。2003、2006、2007年はヒメノモチ

ーO区で、 2004、2005年は、ヒメノモチ＋10でー香

高い交雑率が観察された。一方、ヒメノモチ＋20は、

2003年～ 2005年が0%と交雑は確認されず、 2006、

2007年はわずか0.2×10-3%、0.6×10-3%であっ

た。表 14301-1、図 14302-2から花粉親と種子親の

出穂差が 11日以内のときは交雑が生じ、 13日以上

のとき交雑は生じなかった。

花粉親からの距離と交雑率を図 14301-3に示す。

花粉親からの距離における交雑率は、次式より算出

した。交雑率（%） = 100×（その地点における花

粉親由来と判定された交雑粒） ／（その地点におけ

る種子親の全粒数）。また、各地点における調査個

体数は、花粉親から 3m未満が 10個体、 3m以上

は5個体、調査間隔は次の通りである。2003年：

3m未満は 0.3m、3～ 15m聞は 0.9m、15～30m聞

はl.5m。2004年： 3m未満は 0.6m、3～25m聞は

0.9m、25～30m聞は l.5m。2005年：3m未満は0.6m、

図14301・2 Deviation of outcrossing rates by the 

difference of transplanting day between 

the donor and the recipient 

2007 2006 2005 2004 2003 

0.010 

0.008 

0.006 

0.004 

0.002 

0.000 

（

ポ

）

目

S
S
∞sao己
百
。

その風上（西側）側と風下（東側）に種子親を配

置した。花粉親の栽植面積は l.Oa、種子親の各試験

区はそれぞれ0.75aで、花粉親から種子親までの最

長距離は 2003、2004年は 30m、2005年35m、2006

～2007年は 40mとした。試験区の南北には周辺圃

場からの異品種花粉の侵入を防止するため、番外区

として「ヒメノモチ」を栽植し、その両端に高さ

2mの防風ネット（防炎メッシュシート 2類）を設

置した。種子親と花粉親の移植日差を 4段階（－10、0、

+10、＋20日）に設定し、交雑粒を調査した。

交雑粒の検出は、種子親の「ヒメノモチ」に検出

されたキセニア粒を玄米のまま播種し、キセニア粒

由来の Fl植物体の葉鞘や葉舌が紫色に呈色するこ

とにより、「おくのむらさき」由来の花粉による交

雑粒と判定した。本手法により、従来のキセニアの

みの検定に比べて花粉源由来の交雑粒を精度良く検

出することができた。

ウ研究結果

（ア）種子親と花粉親の出穂差を表 14301-1に示
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Distance from donor and outcrossing rates 図 14301・3

8/24、8/25）、 2007年が7回（8/4～6、8/9、8/15

～ 17）となり、風向は主に花粉親から種子親の東

側への方向である西～北西であった。これに対して、

平均風速3m/sを超えた日数は、2003年は2回（8/14、

8/23）、 2006年は 2回（8/10、8/11）、 2005年は期

間を通じて 3m/s以下だ、った。各年次の開花期間に

おける平均風速、風向の詳細については、 Endoet 

al 2）に記載した。

3～35m聞は0.9m。2006、2007年：3m未満は0.6m、

3～ 40m聞は 0.9m。

各年次における最高交雑率は、 2003年の 0.3m地

点で0.4× 10-1%、 2004年の 0.6、1.2、15.6m地点

で0.4× 10-1%、 2005年の 0.6～3.9m地点で0.1×

10-1 %、 2006年の 8.4m地点で 0.4×10-1%、 2007

考 察

過去の研究によると花粉親と種子親の出穂差が

6～7日以上（鎌形ら 3））、10日以上 （阿部ら 4），伊

藤 5））、 12日以上 （平野・飯塚 6））で自然交雑が抑

制されると報告されている。今回の結果は、過去の

研究とは試験方法や気象条件は異なるものの、同程

度の傾向であったと考えられた。また、自然交雑が

生じる花粉親からの距離については、以前の研究で

工
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年の 0.6m地点で 0.3×10-1%であった。交雑率は、

花粉親からの距離が長くなるにしたがって減少し

また、交雑粒が生じた花粉親からの最長距離は、

2003～2007年において、それぞれ 10.2m、25.5m、

3.9m、13.8m、25.5mであった。

花粉親の開花期間の平均風速を比較した。花粉

親から 20m以上の地点で交雑が検出された 2004、

2007年は、 20m未満で交雑が検出された 2003、

2005、2006年に比べて、平均風速が比較的高かった。

日中の開花時間帯で平均風速 3m/sを超えた日数

は、 2004年 が 9回（8/6、8/9、8/13～ 16、8120、

た。



は、ほとんどの交雑は花粉親から 3m以内で起きる

が（西山ら 7），根本ら 8），矢頭ら 9））、少数ではある

が lOmを超えるケースも報告されている（阿部ら

4），鈴木ら 10））。過去の研究では、花粉親から離れ

た距離での調査が行われていない場合もある。さら

に、自然交雑率は品種間で異なることも報告されて

いる（今木 11），鈴木ら 10），根本ら 8））。以上のこと

から、実際の自然交雑率は、供試品種、花粉親の栽

培面積の大きさ、開花期間の気象条件によって影響

を受けると考えられる。したがって、本研究の結果

は、あくまでも花粉親が「おくのむらさき」、種子

親が「ヒメノモチ」の場合の自然交雑率であり、実

際の組換えイネの自然交雑率とは必ずしも一致する

ものではないことに留意する必要があるだろう。

オ今後の課題

本研究における花粉親の栽培面積は、 1.0aと小面

積である。そのため、実際の生産レベルでの自然交

雑を想定する場合は、花粉親の面積を拡大した試験

が必要である。

力要約

イネの花粉飛散と自然交雑の実態を明らかにする

ために、 5年間にわたる圃場試験を行った。その結

果、花粉親を「おくのむらさき」、種子親を「ヒメ

ノモチ」として供試することにより、キセニアと

Fl幼植物体の葉色で花粉親由来の交雑粒を検出す

ることが可能となり、従来のキセニアのみの判定に

比べて精度良く交雑粒を判定することができた。ま

た、種子親の移植時期を花粉親と比べて 4段階に変

化させた結果、花粉親との移植時期が 10日早くあ

るいは 10日遅い場合は交雑が生じたが、 20日遅ら

せた場合は著しく交雑が抑制された。さらに、花粉

親の開花期間における日中の風速が強かった 2004

及び2007年においては、花粉親から 20m離れた位

置でも交雑粒が検出された。したがって、イネの自

然交雑率は、花粉親と種子親の開花期聞が重なり、

花粉親の開花期間の日中の風速が強い場合に高くな

り、花粉親と種子親の出穂期が約 2週間離れること

で顕著に抑制されることがわかった。
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(2) イネの栽培における被覆防風処理による交雑

抑制及び被覆処理がイネの生育・収量に及ぼす影

響

ア研究目的

イネは自家受粉性の作物であるが、イネの花粉は

開花後に風によって飛散し、低頻度ながら近隣のイ

ネ個体との自然交雑を起こすことが知られている。

自然条件の中では稲の花粉の交雑能力が約5分以内



にほとんどが失われること、また稲の開花時刻が好

天日の 10時～ 12時と長くても 2時間に限られてい

ることから、他家受粉性の作物の場合と比較して自

然交雑率は低く、また交雑距離は短い。国内水稲品

種の通常の栽培条件で同一開花期の品種間での自然

交雑の発生率は最大でも約 1%であり、 5mの距離

で約 l万分の l程度にまで減少する報告が多い（矢

頭町。

1996年から遺伝子組換え作物の商業栽培が開始

され、イネについても海外の数か国で商業栽培が始

まろうとしている。国内でも実用化を視野に入れて

遺伝子組換え技術を用いたイネの開発が進んでい

る。国内で遺伝子組換え作物が商業栽培される場合

には、 一般品種との共存の基準が必要となってくる

が、この場合に交雑防止が栽培技術上の一つの問題

となる。

イネの屋外栽培での交雑防止は、隔離距離、開花

時期の移動、遮蔽等によって生殖的隔離を行うこと

となるが、防風網の設置などによる圃場栽培現場で

の遮蔽に関する知見はほとんど得られていない。そ

こで、当課題では、圃場に防風資材を設置した場合

の自然交雑に及ぼす効果を検証する。

イ研究方法

（ア）防風資材の花粉遮蔽効果

防風資材の候補として lmm目、 2mm目、 4mm

目の各防風綱、 150目、 30目、 15日の各防虫網、

農業用不織布2種（A、B）を供試した。

市販プラスチックパックの底部を切り取り、切り

取った開口部に各種の防風資材を貼り付けた。使用

した防風資材のサイズは lOcm×15cmとし、これ

をほぼ無風の室内に置き、防風資材の上下に白色ワ

セリンを塗布したスライドグラスを 2枚ずつ設置

し、その約 20cm上方で、開花したイネの穂を振って

飛散した花粉を自然落下させた。花粉の落下後にス

ライドグラスを回収し、ヨード染色して面積当たり

の花粉粒数を実体顕微鏡で計数した。

（イ）防風資材の設置効果

東西 lOOm、南北 20mの圃場を用いた。この圃場

ではイネの開花期間の卓越風が北風であるため、風

上側となる東西 lOOm、南北 7mの区画に花粉親と

してコシヒカリ（ウルチ品種）を、風下側の東西

lOOm、南北 12mの区画にカグラモチ（モチ品種）

を栽培した。コシヒカリ区には図 14302-1に示した

ように防風効果と織の異なる不織布B、30日防虫

網、 4mm目防風網の 3種の防風資材をそれぞれ東

西 lOm、南北5mで四周を囲んで設置した。防風素

材の高さは 2mとした。

防風資材で囲んだ区域内では超音波風向風速計で

l分ごとの風向風速を測定するとともに、イネの穂

の上部で花粉飛散量を測定した。カグラモチ区では

防風網の位置（＝コシヒカリ・カグラモチの境界）

から lm地点および5m地点で花粉飛散量を測定し、

さらにカグラモチの登熟後に同じ地点で採種して、

交雑種子を調査した。

花粉飛散量は、ダーラム型花粉捕集器を用い、こ

れにワセリンを塗布したスライドグラスをイネの開

花時刻（10:00～ 13:00）に設置して花粉を捕集し、

ヨード染色で区別して花粉親のウルチ花粉を計数し

た。イネの交雑率の測定のために、モチ品種である

カグラモチに稔ったキセニア現象による半モチ粒を

計数した。

防風網設置と風の動きの関係を調査するために、

20m×20mの裸地の区画を上記と同じ資材で高さ

2mの固いを設置し、固い内部の風向 ・風速を、上

記と同様に測定した．

10m 

不織布

[ ] 
4mm防風網

0 ' 

． 

10m 10m 

。
ー”網”虫…晴

o

…・

5

・

－
0
 

・32

－E
・E
・－
－2
2

m
 

5
 

m
 

7
 

｜花粉親コシヒカリ｜

． 
・12m ． 

｜受粉親カグラモチ｜

。
． 
． ． 

図14302・1 防風資材の設置効果調査のための圃場設計

1) O：風向風速測定，花粉採取、 ． ：花粉採取、交雑種子採取



（ウ）防風資材設置の効果の距離

上記実験よりも防風資材の種類を増やし、それぞ

れ 15m長の不織布 B、lmm目防風綱、 4mm目防

風綱、 15日防虫網をで設置し 5mの間隔をあけて

設置した（図 14302-2）。防虫網の幅が 180mmであ

ることから、防虫網のみ 180高とした。花粉親品種、

受粉親品種等の圃場設計は各品種を南北 lOmずづ

栽培した以外は上記実験と同様とした。

花粉採取地点は、図 14302-2に示したとおり、 コ

シヒカリ栽培区画の中央および防風網設置場所（＝

コシヒカリとカグラモチの栽培区画の境界）から

lm、3m、5m地点とした。防風網設置場所から 3m

地点で風向風速を上記実験と同様に測定した。風下

側花粉採取地点で交雑粒調査のための採種を行い、

上記実験と同様にモチ品種でのキセニア現象で交雑

を判定した。

（エ）防風資材の設置法の改善

防風資材の実用的でより効果的な設置方法を検討

するために、設置高から期待される明確な設置効果

の範囲に防風資材を重ねて設置する方法を検討し

た。上記実験と同様に花粉親の コシヒカリおよび

カグラモチを栽培し、その境界に lmm目防風網を

5m間隔で 3枚を 20m長（2m高）で設置した（図

14302-3）。 対照区として 20m長の l枚設置区を設

けた。

風向風速はそれぞれの防風綱の中間で測定すると

ともに、前記実験（図 14302-2）と同様に受粉親側

で防風網から 3m地点で測定した。また、飛散花粉

の採種 ・調査、自然交雑測定のための採種も前記実

験（図 14302-2）と同様に行った。

（オ）防風資材設置場所付近のイネの生育

防風網設置がイネの生育に与える影響を調査する

ために、図 14302-3で lmm目防風網を l枚設置し

た圃場区画と 3枚設置した区画でコシヒカ リおよび

カグラモチの成熟期の稗長、穂長、株あたり穂数を

測定した。

ウ研究結果

（ア）各種防風資材の花粉遮蔽効果

防風網の目の数字は織の密度の目安を表してお

り、数値が小さいほど網目が細かい。数値が小さい

ほど網の厚さが増していた。防虫網の目の数字は 1

インチ当たりの織の目数を表していると思われ、数

が多いほど網目が細かい。防虫網は目数が異なって

｜花粉親コシヒカリ ｜

1om I I 0 • 0 0 0 0 

I om ラフシートクール
I OOmmH m目防風桐 18目防愈網 lmm!l防風網
I I， 、I, ,I 200mmH 180mmH 200mmH 、It l、 15m 'J、5m'l ＿ーー

一挙＇－＋ - --,- cl- ,- ーー1°t T 。 。。。，；：：。｜。。。。
1om I I 0 'V 。 。。。

｜受粉親力グラモチ ｜

図 14302・2 防風資材設置効果の距離の調査のための圃場図

1) O：風向風速測定、花粉採取、 O：花粉採取、交雑種子採取

。 。
1叶 ｜

｜花粉親コシヒ力リ ｜

。 。
40m 。 。。 。

。 。
5m 

｜受粉親力ゲフモチ ｜

図 14302-3 防風資材の設置法の改善のための調査圃場図

1) c：風向風速測定、花粉採取、交雑種子採取
2) 0：花粉採取、交雑種子採取
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図 14302-4 防風資材の設置効果の調査における

花粉飛散（上）と自然交雑率（下）

表 14302-4 自然落下花粉の遮蔽資材通過率

遮蔽資材 花粉通過率（免）

_4rn_m目防風網 I s4. ~. 
2mm目防風網 I !7. 1 

lmm目防風綱 I 48. 7 

）~＿ 目防虫網 I !9・ 9 
－~9－ 目防虫網 I ~ ！－.4. 
150目防虫綱 I 55. s 
不織布A I .lL ~ 
不織布 B I o. o 

も織の厚さは異ならない。

防風網および防虫網ともに織目の細かい方が花粉

透過率は低かった。防風網では lmm目が、防虫網

では 150目が、ともに約半数の花粉の通過を阻止し

た。不織布 2種はいずれも花粉通過率が低く、特に

そのうちの l種（不織布 B）は花粉を全く通過させ

なかった。

（イ）防風資材の設置効果

防風資材の設置による明らかな花粉飛散抑制効果

がみられ、その効果は不織布と 30目防虫網でほぼ

等しく lm距離で約 75%の抑制、 5m距離で約 60%

の抑制だった（図 14302-4）。4mm目防風網での効

果はこれらよりやや小さく lm距離で約 50%、5m

距離で約 73%の抑制がみられた（表 14302-4）。

自然交雑にも防風資材設置の効果がみられ、防

風資材を設置しない場合の自然交雑は lm距離で

0.12%だったが、 4mm目防風網区で 0.08%、30日

防虫網区で 0.02%であった（図 14302-4）。不織布区

の lm距離は採種時の手違い等による異常値であっ

たと考えらえる。5m距離でも防風資材を設置によ

る交雑率の低下率は lm地点と同様の傾向であった

が、対照区の自然交雑率が0.027%と低いため、交

雑率の差異も小さくなった。

防風資材が風の動きに及ぼす影響を確認するため

に、上記より大きな区画で防風網の効果を調査した

（データ略）。抑風効果の高い資材では風下側逆方向

の風がみられ、その風速は対照区より強かった。抑

風効果の低い資材では風下側の防風網の近傍でやや

風速が強まるものの風向・風速への影響は少なかっ

た。いずれの場合も設置の影響は設置高の約5倍の

距離までみられた。

（ウ）防風資材設置の効果の距離

各種防風資材 l枚を設置した場合、花粉飛散率お

よび自然交雑率の抑制に不織布 Bで最大の効果が

みられた（図 14302-4）。防風資材間での効果を比較

すると、設置の効果の大きさはおおむね資材の密度

に依存していて、密度の高いものほど抑制効果が大

きかった。

花粉飛散抑制効果および自然交雑抑制効果とも

に、 2m高（イネの上部約 l.5m）の設置による明確

な効果は 5m地点までみられたが、その効果は近い

場所ほど大きかった（図 14302-5）。

不織布Bは花粉の通過を完全に遮断したが、風

の通過もほぼ完全に遮断すると思われる。この資材

は花粉飛散抑制と自然交雑抑制について供試した防

風資材の中で最も効果大きかったが、設置作業に風

の影響を大きく受けた。上記図 14302-5の実験では

比較的小さな区画を四周で囲ったため、設置につい

て大きな問題がなかったが、本実験では設置に直交

する風向の風に対して、安定した設置が困難であっ

た。

（エ）防風資材の設置法の改善

花粉飛散抑制効果は 3枚設置区と l枚設置区との

比較では、 lm地点では 3枚設置区の抑制効果がや

や大きかったものの、 3m地点および5m地点では
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図 14302・5 防風資材の設置効果の調査における

花粉飛散（上）と自然交雑率（下）
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図 14302-6 防風資材の設置法の改善の調査における

花粉飛散と自然交雑率

表 14302・2 防風網付近のイネの生育

コシヒカじリ側
（防風m網）i カ（防6グ風0cラm網モ）南チ側

60c 

区 手（早cm長） 穂（cm長） 

対照区 81. 8 17. 3 

1枚 区 82. 5 17. 0 

3枚区一中 85.4 15. 9 

3枚区南 85.4 17.4 

差異は見られなかった（図 14302-6）。交雑抑制効果

を比較したところ、 lm地点では l枚設置区で 29%

の抑制だ、ったのに対し、 3枚設置区では 73%が抑制

されたという大きな差異がみられた（図 14302-6）。

3m地点と 5m地点でもほぼ同様の傾向が認めら

れた。しかし、距離が離れるにつれ交雑率が下がる

ため、交雑率の差異は lm地点より小さくなった（図

14302-6）。

（オ）防風資材設置場所付近のイネの生育

成熟期の稗長、穂長、株あたり穂数を調査したと

穂（本、数） 稗（cm長） 穂（cm長） （穂本数） 

16. 5 80. 2 21. 3 12. 6 

14. 8 83. 3 20.4 15. 4 

16. 2 
83. 2 20.4 14. 1 

16. 0 

ころ、調査した防風綱の近傍（防風網から 60cm地点）

では、コシヒカリとカグラモチの両品種ともやや梓

長が長く、徒長する傾向がみられた（表 14302-2）。

調査年（2008年）の気象がやや寡照傾向にあった

ため、この傾向は平年より助長していると考えられ

る。穂長と穂数では対照区と差異は見られなかった。

エ考察

これまでに防風資材の設置が風媒植物での花粉飛

散、ひいては自然交雑率に及ぼす影響の研究はな



かった。

イネはいわゆる自家受粉作物であるが、わずかな

がら風媒による自然交雑が起こっているといわれて

いる。しかしその自然交雑率は同じ風媒による他家

受粉作物のたとえばトウモロコシなどと比較してき

わめて低く、特に国内イネ栽培品種では低いことが

報告されていて（矢頭 1））、本実験でも lm距離で0.12

～ 0.94%の範囲であった。

遺伝子組換えイネ品種の一般圃場栽培や、有色素

米品種等の栽培においては品種の混入を低減させる

ことが必要とされている。品種混入の要素を評価す

るために圃場栽培から消費者までのライフサイクル

アセスメント（LCA）が行われていているが、そ

の中で栽培中の自然交雑の抑制はイネの特性と自然

環境の影響を最も受けて人為的な制御が難しい。

自然交雑の抑制の目的では、一般には、栽培距離

の確保、品種の選定による開花期間の不一致等が行

われるが、本研究では新たな方法として、自然交雑

抑制の目的で防風資材に設置し、花粉飛散の抑制し、

またその結果としての自然交雑の抑制を評価した。

防風資材の設置が風の動きに与える影響は、本件

研究でもこれまでの報告と同様に設置高のほぼ5倍

距離まで、だ、った。また風の透過率の低い資材ほど風

への影響が大きかった。風の透過率の低い資材ほど、

風下側に大きな乱流を起こし、また風の影響も強く、

屋外では設置が困難になった。風への影響が大きい

一方で設置が容易である資材として lmm目防風網

を選定した。

防風資材ごとの花粉飛散率及び自然交雑率の抑制

効果の大きさも、おおむねそれぞれの風の透過率、

したがって花粉の透過率が低下にしたがっていた。

ただ、防風資材の前後で、風は複雑な動きを示して

いたため、花粉の動きは防風網を通過する成分と風

とともに舞い上がる成分の両者があると考えられ

る。風および花粉を全く通過させない資材でも、風

下側の自然交雑を皆無にはできなかった。抑風効果

の高い資材の設置の困難さを考慮し、設置が容易で

ありながら最も花粉飛散・自然交雑抑制の効果が高

いという視点からも、 lmm目防風網が選定された。

実用的に有効として選定した lmm目防風網を相

互に影響のある範囲で距離（本実験では 3m）を置

いて重ねて設置して、花粉飛散と自然交雑を調査し

たところ、風下側では重ねて設置した効果がみられ

たが、距離が離れるにつれその効果は減少した。実

際の圃場栽培では栽培距離も隔離方策のひとつであ

り、また防風網を圃場の中で重ねて設置することの

困難さを考慮すると、この設置方法は一定の有効性

はあるものの、実用的とは考えられなかった。

本研究は実用性を考え、市販の資材を用い、また

設置の容易さも配慮して圃場設計を行った。 lmm

目防風網を圃場境界に設置することは、この資材が

比較的安価であることからも、圃場境界での一定の

実用性が確認できたと考えられる。

一方、他のこれよりも抑風効果の高い資材は、高

価で、また安全な設置も困難である。また、本研究

でも扱った多重設置、より高所までの設置等はそれ

ぞれより大きな効果が期待できることが本研究から

も明らかであるが、費用対効果の面から、また安全

性の面からも、実用的ではないと考えられる。

オ今後の課題

本研究の成果はイネ以外の作物での風媒性花粉で

の花粉飛散抑制・自然交雑抑制にも応用可能と考え

らえる口ただ作物ごとに花粉の動態は異なるため個

別の調査が必要である。また風媒による他家受粉作

物は、一般に草丈が高いものが多いため、この目的

では防風資材を高く設置しなければならず、安全な

設置方法の検討が必要である。

力要 約

抑風効果の異なる様々な防風資材をイネの栽培圃

場に設置して、自然交雑抑制効果を検討した。抑風

効果の高い資材ほど抑制効果が大きかったが、その

抑制効果は資材の風下側で、防風資材に近いところ

で最も大きく、距離が離れるにしたがって小さく

なった。設置高の約5倍まで風の動きに影響があり、

自然交雑への影響もこの付近まであったと推定され

た。抑風効果の大きな資材は圃場での設置の難易度

も高く、自然交雑抑制効果が十分にみられ、比較的

安価であり、設置も容易な資材として lmm目防風

網を選定したD
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研究担当者（矢頭治ぺ横山宏太郎）

(3) 大規模圃場におけるイネ花粉の長距離飛散及

び交雑の実態に関する研究：低温による雄性不稔

がイネの交雑率に与える影響について：北海道

ア研究目的

将来の遺伝子組換え作物の商業栽培に備えて，組

換え作物と一般栽培作物との共存を図るための指針

を確立するには、農家圃場規模で発生する花粉飛散

や交雑の実態を把握することが重要である。イネに

関しては、モチ品種の採種圃場等において、冷害に

よる雄性不稔の発生による交雑率の上昇が報告され

ている。雄性不稔による品種間交雑は品質維持とい

う点のみならず、遺伝子組換えイネと非組換えイネ

の共存を図るためにも、その実態を把握し交雑抑制

に資する知見の充実を図る必要がある。そこで本試

験では、低温によるイネ花粉の稔性低下が交雑率に

及ぼす影響について基礎的な知見を収集する。

イ研究方法

（ア）ファイトトロン内試験

花粉親として「ほしのゆめ」、種子親として「は

くちょうもち」を供試した。ファイトトロン内のポッ

トに「はくちょうもち」を円形20粒播きで播種し、

分げつを除去しながら主稗のみを栽培し、小胞子期

に12℃で4日間の低温処理を行った。「ほしのゆめ」

は、ポットに 5粒ずつ播種し、分げつを切除せずに

栽培した。出穂直前に「ほしのゆめ」から lm離れ

た場所に「はくちょうもち」を設置し （各区3ポッ

ト対3ポット）、「ほしのゆめ」を風上にして扇風機

で開花期間中を通して 24h／日連続で送風した（「は

くちょうもち」の位置での風速は3.26～3.49m／秒）。

（イ）圃場試験

花粉親として 「ほしのゆめ」、種子親として「は

くちょうもち」を供試した。「ほしのゆめ」は、

25m× 15mの水田2枚（合計 750m2）に 6月5日

に田植えを行った。「はくちょうもち」は、 6月l

日にファイト トロン内（25℃～ 19℃）のポットに

円形20粒播きで播種し、分げつを除去しながら主

稗のみを栽培し、小胞子期に 12℃で 4日間低温処

理した。低温処理区ポッ ト及び対照区ポットを圃場

の「ほしのゆめ」から lm及び5m離れた場所（卓

越風の風下）にそれぞれ5ポットずつ設置した。ま

た、種子親区4か所にダーラム型花粉採集器を設置

し、開花期の空中花粉を採集し、花粉密度を調査し

た。ウルチとモチの花粉の識別は、ヨード ・ヨード

カリ溶液 （0.15%12-1.5% KI)染色による顕微鏡観

察で行った。

（ウ）交雑率の調査法

「はくちょうもち」に稔実した種子について、キ

セニアの観察により交雑の一次スクリーニングを行

い、交雑が生じていると推定された種子について、

SSRマーカー（RM6906）による交雑の確認を行った。

ウ研究結果

（ア）ファイトトロン内試験

稔実率は対照区が92.1%、低温処理区は 44.1%で

あった。交雑率は、対照区で 0.189% (11/5,826）、

低温処理区で 1.283% (64/4,990）であ った（図

14303-1）。個体（穂）別に見ると、対照区で最高

2.00%、低温処理区では最高 6.25%の交雑が確認さ

7 
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図14303・1 低温による雄性不稔が交雑率に及ぼす影

響（人工気象室内試験）

1) 出穂直前に花粉親「ほしのゆめ」から lm離れた
場所に、小胞子初期に 12°cで4日間の低温処理
を行った 「はくちょうもち」を設置し、「ほしのゆ
め」を風上にして扇風機で開花期間中を通して送風
した。「はくちょうもち」に稔実した種子について、
キセニアの観察により交雑の一次スクリーニングを
行い、交雑が生じていると推定された種子について、
「はくちょうもち」と 「ほしのゆめ」とをl哉別でき
るSSRマーカー （RM6906）により交雑の確認を行っ
た。平均交雑率は、対照区で0.19%(11/5,826）、低
温処理区で 1.28%(64/4,990）であった。
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図14303・2 試験圃場における花粉密度の推移

1) 種子親区の各処理区4か所に設置したダーラム型花粉採集器（図 14303-1参照）で採集した空中花粉をヨー
ド・ヨードカリ溶液 （0.15%ヨード，1.5%ヨードカリ）染色によりウルチとモチとに染め分け、顕微鏡観察
でそれぞれの粒数を数えた。

日／日

月日
8/4 日／1日日／14Bi日

月日

日／4

区で最高 16.9%、5mの低温処理区では最高 15.2%

の交雑が確認された（図 14303-3）。また、稔実率と

交雑率との聞には、有意な負の相関関係が認められ

た（lm低温処理区で r= 0.653、5m低温処理区

で r= -0.462) 

考 察

本研究により、低温処理により稔実率が低下した

イネでは交雑率が高まることが明らかとなった。す

なわち、人工気象室内での試験では、対照区の交

雑率が0.189%であったのに対し、低温処理区では

1.283%と6.8倍にまで高まった （図 14303-1）。圃場

試験においても、花粉親から lm離れた区では、対

照区の交雑率が0.021%であったのに対し、低温処

理区では 5.546%と275倍も交雑率が高まった（図

工
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れた（図 14303-1）。

（イ）圃場試験

花粉密度は、「ほしのゆめ」のピークが8月7～

12日、「はくちょうもち」の対照区のピークが8月

6～ 9日、同低温処理区のピークが8月7～ 11日

の間にあり、花粉親と種子親との間で花粉密度の

ピークがほぼ一致した（図 14303-2）。「はくちょう

もち」の稔実率は、「ほしのゆめ」からの距離 lm

の対照区で 94.5%、5mの対照区で 95.2%、lmの

低温処理区で 77.3%、5mの低温処理区で 75.3%で

あった。交雑率は、「ほしのゆめ」からの距離 lm

の対照区で 0.021% (2/9369）、lmの低温処理区で

5.546% (396/7140）、5mの対照区で0%(0/8853）、

5mの低温処理区で 2.956%(215/7274）であった（図

14303-3）。個体（穂）別に見ると、 lmの低温処理
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図14303・3 低温による雄性不稔が交雑率に及ぼす影響（圃場試験）

1) 花粉親として「ほしのゆめ」、種子親として 「はくちょうもち」を供試した。低温処理区の「はくちょうもち」
は、穂、ばらみ期の小胞子初期に 12℃で4日間の低温処理を行った。低温処理区ポットおよび対照区ポットを
圃場の「ほしのゆめ」から lmおよびSm離れた場所（卓越風の風下）に設置した水槽の中に置いた。「はくちょ
うもち」に稔実した種子のうち、キセニアが観察された種子について SSRマーカー （RM6906）により交雑
の確認を行った。平均交雑率は、花粉親からの距離 lmの対照区で0.02% (2/9369）、lmの低温処理区で5.55%
(396/7140）、5mの対照区で0%(0/8853）、 5mの低温処理区で2.96% (215/727 4）であった0 ***0.1 %水準
で有意、＊＊l%水準で有意。

14303-3）。また、 Sm区においては、対照区では交

雑が全く認められなかったのに対し、低温処理区で

は2.956%の交雑が認められ、花粉親から Sm離れ

た場所でも低温処理により大幅に交雑率が高まるこ

とが確認された（図 14303-3）。さらに、稔実率と交

雑率との聞には、 lmの低温処理区で r= -0.653特権、

Smの低温処理区で r= -0.462紳と有意な負の相関

関係が認められ、稔実率の低下に伴って交雑率が高

まることが、本研究で実証された （図 14303-3）。

イネの自然交雑率は、卓越風の風下側隣接個体で

0.2～ 0.6%であり、花粉親からの距離の増加に伴っ

て自然交雑率は低下する。本研究結果においても、

花粉親から lm離れた対照区では、交雑率が0.02%、

Sm離れた対照区では 0%となり（図 14303-3）、こ

れまでに報告された自然交雑率の研究結果とほぼ一

致する。一方で、低温処理区では、花粉親からの距

離がSm離れていても 3.0%の交雑が認められ、花

粉親からの距離の増加に伴う交雑率の低下程度は小

さかった（図 14303-3）。

以上のように、低温処理により白花の花粉密度と

稔実率が低下したイネでは、花粉親から Sm離れた

地点でも交雑率が高まることが明らかであるが、本

研究では、花粉親に対しては低温処理を行っていな

いため、冷害年に実際に交雑率が高まるとは断定で

きない。このことに関しては、今後の研究が待たれ

るが、冷害年でも花粉形成が阻害されにくいイネが

周囲に栽培されていれば、交雑率が高まる可能性が

極めて高いことは本研究の結果から明らかである。

従って、遺伝子組換えイネと非遺伝子組換えイネと

の共存を図るための交雑抑制基準を策定する際に

も、冷害年における交雑抑制方法を検討する必要性

が生じるであろう。例えば、小規模の試験栽培であ

れば、開花期間の 2週間、適切な被覆材でイネを覆

うことで花粉の飛散を低下させることが可能である

ことが示されている（矢頭 1））。 また、最近、開花

せずに受粉する開花受粉性突然変異体が発見され報

告されたが（Yoshidaet al. 2l）、そのような性質を

遺伝子組換えイネに導入することで、花粉の飛散を

極力抑制することも今後は必要になるものと思われ

る。

オ今後の課題

本研究では、花粉親に対しては低温処理を行って

いないため、この結果をもって冷害年に実際に交雑
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率が高まるとは断定できない。

力要約

低温処理により稔実率が低下したイネでは交雑率

が高まることを明らかにした（花粉親から lm離れ

た区で 0.02%から 5.5%へ、 5m離れた区では 0%か

ら3.0%へ）。また、稔実率と交雑率との聞には、有

意な負の相関関係が認められた (lm離れた区で r

= 0.653、5m離れた区で r= 0.462）。

キ引用文献

1)矢頭 治（2007）.被覆資材による花粉飛散防止

効果に関する調査研究（イネ）． 農林水産省農林

水産技術会議事務局研究成果第 447集「遺伝子組

換え生物の産業利用における安全性確保総合研

究」. 208-213. 

2) Yoshida, H. eta! (2007). superwomanl-

cleistogamy, a hopeful allele for gene 

contamination in GM rice. Plant Biotech. ]. 5 : 

835-846. 

研究担当者（佐藤裕勺

(4) 大規模園場におけるイネ花粉の長距離飛散及

び交雑の実態に関する研究：低温による雄性不稔

がイネの交雑率に与える影響について：秋田県

ア研究目的

将来の遺伝子組換え作物の商業栽培に備えて、組

換え作物と一般栽培作物との共存を図るための指針

を確立するには、農家圃場規模で発生する花粉飛散

や交雑の実態を把握することが重要である。イネに

関しては、モチ品種の採種圃場等において、冷害に

よる雄性不稔の発生による交雑率の上昇が報告され

ている。雄性不稔による品種間交雑は品質維持とい

う点のみならず、遺伝子組換えイネと非組換えイネ

の共存を図るためにも、その実態を把握し交雑抑制

に資する知見の充実を図る必要がある。

筆者らは花粉親として紫黒米ウルチ品種、種子親

としてモチ品種を用いて花粉飛散による自然交雑程

度を調べてきた（伊藤ら 1），遠藤ら 2））。一方で北

海道のモチ品種採種圃場において、冷害年に自然交

雑によるウルチ粒の混入が増大することが報告され

ている（山崎 3））。冷害の発生しやすい東北地域に

おいても、不稔の増大と交雑率との関係を調べてお

く必要がある。

そこで本試験では、今まで自然交雑程度を調査し

てきた実験系を用いて、低温によるイネ花粉の稔性

低下が交雑率に及ぼす影響について基礎的な知見を

収集することを目的とした。

イ研究方法

（ア）圃場試験

試験は、 2007年に東北農業研究センタ一大仙研

究拠点（大仙市）の試験圃場で実施した。花粉親と

して紫黒米ウルチ品種「おくのむらさき」（30ぱ）、

種子親としてモチ品種「ヒメノモチ」（240ぱ）を用

いた。冷水処理および冷水未処理の 1/5,000aポッ

ト栽培した「ヒメノモチ」を用意した。冷水処理は、

水温 19.4℃、水深 20cmの恒温深水圃場で 7月20

日から 8月3日まで、 14日間行った（図 14304-1）。

8月3日に冷水処理、冷水未処理の「ヒメノモチ」ポッ

トを各 5個体交互に配置し（計 10個）、花粉親「お

くのむらさき」より 0.3mおよび2.lmに設置した（図

14304-2）。なお、これらの個体の出穂期をそろえる

ために、複数の中から生育ステージが近いものを選

定した。稔実率と交雑率は株ごと（5個体）の値の

平均とした。冷水処理の効果を見るために、冷水処

理後に自然交雑が起こらないように隔離したものも

5個体用意した。

（イ）交雑率の調査法

交雑粒の判定は、目視によるモチとウルチの判別

（キセニア）により一次スク リーニングを行った。

その後、交雑粒と判定された種子を発芽させ、 Fl

幼植物の葉身、葉舌色で判定した。「おくのむらさき」

図14304・1 恒温深水圃場 （水温19.4℃、水深

20cm) 
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各試験区の稔実粒数および稔実率

謹盤
868.0±127.6 
1499.8±223.8 

表 14304・1

0.3m 
試験区

稔実粒数 稔実率（%

冷水処理区 860.4±84.7 54.1 ±4.1 
冷水未処理区 1234.6±235.5 86.7 ±3.3 

注）数値は、平均値±標準偏差。

各試験区の交雑粒数および交雑率

0.3m 
試験区

交雑粒数 交雑率（%）

冷水処理区 9.6±4.6 1.12±0.53 
冷水未処理区 1.4±1.0 0.10±0.06 
注）数値は、平均値±標準偏差。

2.1 m 

交雑粒数 交雑率（%）

1.4±1.7 0.17±0.21 
0.4±0.5 0.03±0.04 

表 14304・2

14304-1）。交雑率は冷水処理区の0.3mで1.12%あり、

冷水未処理区の約 11倍あった。冷水処理区の 2.lm

では 0.17%に減少するが、それでも未処理区の約 6

倍あった（表 14304-2）。

以上まとめると、冷水処理により稔実率を 55%

程度（未処理より稔実率約 35%減）に低下させる

ことで、花粉親から約 2m以内の距離では交雑率が

冷水未処理の 6～ 11倍になり、花粉親に近いほど

交雑率が高くなった。

由来の花粉による交雑の Fl幼植物は葉身に紫色が

混ざり、葉舌は赤紫色になる（山口ら 4））。さらに

SSRマーカーによって、「おくのむらさき」との交

雑の確認を行った。

考 察

東北、北海道等の冷害の発生しやすい地域では発

生しにくい地域に比べて、また冷害発生年は通常年

に比べて、自然交雑が起こるリスクが数倍高くなる

ため、 一層の注意が必要である。

エ
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ウ研究結果

出穂期は「ヒメノモチ」の冷水処理および未処理

個体とも 8月8日～ 11日、「おくのむらさき」で8

月4日（開花期間 8月1日～ 18日）であった。「お

くのむらさき」の開花期間中には、日中 2m/s以上

の風が多数観測され、それらの多くが花粉親側から

種子親側への風向であった。稔実率は冷水未処理区

が87～ 91%に対して、冷水処理区は 54～ 58%で

あった。これは冷水処理後、自然交雑が起こらない

ように隔離したもの（51%）より 3～7%高かった（表



なお、本試験結果は、日本作物学会東北支部会報

(2008) 51 : 25-26において発表した。

オ今後の課題

今回の試験は、稔実率が約 55%という比較的厳

しい条件下で調査を行ったが、稔実率がこれよりも

高め（70～80%）になる低温条件での自然交雑率

も調査する必要がある。

力要約

冷水処理で稔実率を 55%程度（未処理より稔実

率約 35%減）に低下させることで、花粉親から約

2m以内の距離では交雑率が冷水未処理の 6～ 11

倍になり、花粉親に近いほど交雑率が高くなった。

冷害の発生しやすい地域では発生しにくい地域に比

べて、自然交雑が起こるリスクが数倍高くなるため、

一層の注意が必要である。

キ引用文献

1)伊藤貴絵ら（2004）.イネの花粉飛散による自然

交雑程度の解析． 日作東北支部報． 47 : 47-50. 

2）遠藤貴司ら（2005）.圃場条件下におけるイネの

自然交雑頻度． 育種学研究 7（別 l. 2) : 358. 

3）山崎信弘（2005）.水稲もち採取圃における「う

るち粒」混入の実態調査．北農. 72 : 231-239. 

4）山口誠之ら（2005）.有色米品種における交雑粒

の玄米色および漏生種子の発芽． 日作東北支部

幸~. 48 : 11-12. 

研究担当者（山口誠之ぺ佐藤秀樹、遠藤貴司）

(5) 大規模圃場におけるイネ花粉の長距離飛散及

び交雑の実態に関する研究：隔離距離の設置が風

媒性作物の交雑に及ぼす影響を解明するための研

究

ア研究目的

これまでの遺伝子組換え作物（GM作物）の花粉

飛散や交雑に関する研究は、 GM作物の開発に伴う

小規模な栽培実験を円滑に行うために必要な情報を

収集することが主たる目的であった（農林水産省

1））。しかし、将来の GM作物の商業栽培に備えて、

GM作物と非 GM作物の共存を図るための行動指針

を確立するためには、農家圃場規模で発生する花粉

飛散や交雑の実態を把握することが重要と考えられ

る。本試験では、イネ栽培農家の圃場を借り上げ、

農家による一般的なイネ栽培を行った場合の交雑の

実態を把握すると共に、花粉親圃場と種子親圃場を

隔離することにより、どの程度の交雑抑制効果が見

られるかを明らかにすることを目的とする。

イ研究方法

（ア）茨城県つくばみらい市の農家圃場（30a）を

借用し、開花期に卓越すると考えられる風の風上側

に花粉親区（おくのむらさき：紫黒米ウルチ系統）、

風下側に種子親区（ヒメノモチ：モチ系統）を配置

した。その際、花粉親区と種子親区の聞を隔離しな

い対照区、両者の聞を 2.5m隔離する隔離区区、 5m

隔離する隔離区 2の合計3区を 2反復設けた（図

14305-1）。

（イ）圃場中にダーラム型花粉採集器を設置し、

開花期（花粉放出期）を把握するとともに、花粉親

区から種子親区へ飛散する花粉の密度を把握した。

（ウ）収穫後、キセニアを発現したヒメノモチ種

子（清玄米）を、ウルチ品種との交雑に由来する種

子として選別した。さらに DNA鑑定により、それ

らの花粉親がおくのむらさきであることを確認し

た。対照区、隔離区 l、隔離区 2について、花粉親

からの距離と交雑率の関係を比較し、花粉親区と種

子親区の聞に設けた隔離距離による交雑抑制効果を

明らかにした。

ウ研究結果

（ア）おくのむらさき（花粉親）とヒメノモチ（種

子親）の両品種について、 6月4日に移植を行った

ところ、8月4日～17日の2週間が開花最盛期となっ

た（函 14305-2）。この時、種子親の開花は花粉親よ

りも 3～4日早く始まったが、両者の開花は 8月9

日～ 11日にかけて重複した。

この期間の気象条件は 4日～ 1週間単位で周期的

に変化する傾向が見られ、開花期の終盤には降水量

が多くなった（図 14305・3左）。開花期の平均風向

は東よりの風（goo）が多く、交雑を促進すると考

えられる南風（180。）が観察されたのは8月7日と

13日、 14日の 3日間であった（図 14305-3右）。こ

の期間の平均風速は l.Om/s程度の日が多いものの、

8月9日～ 10日かけて平均風速が4.0m/sにも及ぶ
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離と平均交雑率の関係を明らかにするために、各試

験区について 6本のラインを引き、等間隔で 25株

ずつを採集した。

キセニアを発現した種子の解析から明らかとなっ

た平均交雑率は、非常にばらつきが大きく、いず

れの区においても、花粉親区から遠ざかるにつれ

て交雑率が低下する傾向は認められなかった（図

14305-5左）。

これらのサンプルのうち、交雑種子と判定した

176粒（← l反復目の対照区、隔離区 l、隔離区2

を対象とした）について DNA鑑定を行い、「おく

のむらさき」が花粉親となっている種子を抽出した。

その結果、平均交雑率は大幅に低下し、対照区にお

強い風が吹いた。

開花期間中に、種子親区に移流したウルチ花粉密

度が高まったのは、 8月9日と 13日の 2日間であっ

た（図 14305-4）。8月9日は東風であるものの、約

4.0m/sの強風が吹いたこと、 13日は南風が吹いた

ことにより、花粉親区から種子親区への花粉の移流

が促進されたと考えられた。

以上の結果を総合すると、 2006年のつくばみら

い市の農家圃場においては、 8月9日を中心に交雑

が発生した可能性が高いと考えられた。

（イ）隔離距離による交雑抑制効果を明らかにす

るために、各試験区から 150株、 6つの試験区から

合計900株を採集した。その際、花粉親区からの距
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えば50a）、概ね 0.05～0.5%の範囲に収まることが

明らかにされている（芝池・吉村 2））。本研究にお

いて観察された自然交雑率も、このような範囲に収

まる試験結果であった。

（イ）キセニアと DNA鑑定による平均交雑率（＝

真の交雑率）に差が生じた原因としては、交雑以外

の原因によって匹乳色がキセニアを発現しているよ

うに見えた種子を含めて集計したことのほか（＝見

かけの交雑率）、当該ほ場の周辺で栽培されている

水稲が放出する大量の花粉による交雑が発生したこ

（＝パックグラウンドの交雑）などの可能性が要

因として考えられる（図 14305-6）。
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オ今後の課題

第 l種使用規程承認組換え作物栽培実験指針は、

「策定時以降における科学的知見の充実や指針の運

用結果等を踏まえ、その内容を見直すことか適当て

ある場合には適宜見直しを行うもの」とされている。

本研究で得られた成果は、栽培実験指針の検討や共

存のルール作りにおける参考資料として活用が期待

0 
B!l/3 8月/5 B!lfl 8月/9 8月111 B!l/13 B!l/15 8月／17 8月／19 B!l/21 

図 14305-4 種子親区に移流したと考えられるウルチ

花粉密度の推移

いては花粉親区近傍における平均交雑率が高く、そ

こから遠ざかるにつれて交雑率が低下する傾向が認

められた（図 14305-5右）。また、隔離区 lや隔離

区2においては、「おくのむらさき」の花粉による

交雑はほとんど発生していないことが判明した。 される。

力要約

花粉親区と種子親区の聞に隔離距離（2.5～5m)

を設けることにより、花粉親区近傍の領域における

交雑を効果的に抑制できることが示された。その一

方で、大規模な稲作地帯においては、調査対象以外

-424-

考察

（ア）国内で行われた水陸稲の自然交雑に関する

データを総合すると、品種や気象条件によるぱらつ

きはあるものの、自然交雑率が 1%を越えるような

事例はわずかで、一般的な大きさの農家圃場では（例

工
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平均交雑率）

花粉親からの距離（m)

物の生産と環境影響評価の現状と課題」遺伝子組

換え作物の生態系への影響－白殖性作物の花粉飛

散と交雑．農業および園芸 80: 140-149. 

研究担当者（芝池博幸＊）

(6) 播種期をずらすことによる開花期調整が飼料

用組換えトウモロコシとの交雑抑制効果と収量に

及ぼす影響

ア研究目的

農林水産省の定める栽培実験指針では、組換え体

トウモロ コシの交雑防止措置として距離による交雑

防止（600m、防風林等がある場合 300m）方法が記

載されているが、その他の交雑防止方法（開花期間

をずらす、除雄等）については明確な基準が示され

ていない。距離による交雑防止の場合、実際の利用

場面を考えると、近隣には同様の作付けをしている

農家が多いのが実際で、花粉の飛散距離等を考慮す

ると組換え体を作付けする事自体が困難な状況も想

定される。距離によらないその他の交雑防止方法で

は、開花期特性の異なる品種を用いるか、播種期を

ずらし周囲作付けとの開花期間をずらす事が有効で

ある。

そこで、本研究では、簡便な栽培管理方法である

播種期調整による交雑防止方法を検討し、 播種期を

標的花粉以外による

「バックグラウンドの交雑率J

花粉親区からの距離

交雑以外の要因を含めた

『見かけの交雑率」

図 14305-6 標的花粉による真の交雑率 （青線）

と標的花粉以外によるパックグラウン

ドの交雑率 （灰色領域）の関係

標的花粉による

「真の交雑率」

平

均

交

雑

率

の花粉親が放出した花粉による交雑（パックグラウ

ンド）が高い可能性が示された。

キ引用文献

1）農林水産省（2006）.第 l種使用規程承認組換え

作物栽培実験指針．

2）芝池博幸 ・吉村泰幸（2005）.「遺伝子組換え作
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ずらした事により生ずる開花期の差が、交雑にどの

程度影響するのかを調査し、栽培管理による交雑防

止方法を検討する。また、どれだけの播種期の違い

までであれば経済的な収量に影響しないのか明らか

にする事を目的とする。

イ研究方法

一般圃場での組換え体栽培が現状では困難なた

め、ト飼料用トウモロコシの黄粒種である「ゆめそ

だち」を組換え体と仮定し、花粉源（ドナー）とし

て用いた。各年ともドナーを 5月末に畜産草地研究

所（栃木県那須塩原市）の一般圃場に、栽植密度

666本 ／aで播種した。一方、非組換え体側と仮定

した受粉側（レシピエント）として、スイートコー

ンの白色種「シルバーハニーパンタム」（2006年）、

「ルーシー 90」（2007年、 2008年）を用いた。レシ

ピエントはドナーの風上側と風下側にそれぞれド

ナーを挟むように配置し、ドナー播種目と比較して

2週前から 6週後までの聞に 4～7日程度の間隔で

播種を行ない（栽植密度444本／a）、ドナー開花期

とレシピエント絹糸抽出期の差を複数見られるよう

に配置した。栽培面積はドナーが lOa、レシピエ

ント区は全体で風上側 lOa、風下側それぞれ lOaと

した。（図 14306-1)

交雑率の調査はキセニア現象を利用して行なっ

た。本設計においては、ドナーとの交雑によりレシ

ピエント雌穂に黄色デント粒が着粒することで交雑

が確認できる（レシビエント同士の交雑では白色ス

イー ト粒が着粒する）。レシピエント区の雌穂をサ

ンプリングし、雌穂に着粒した子実のうち、黄色デ

ント粒である子実の実数を計測し、交雑率を求めた。

また、交雑粒として計数した子実については、ドナー

との交雑であるのかを確認するため、各粒を温室内

でセルトレイに播種し発芽させ、葉から DNAを抽
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図14306-1 圃場配置図

出して PCR法により、ドナーとの交雑であるかの

確認をおこなった。

播種期と収量の関連を調査するため、交雑試験圃

場とは別圃場において、花粉源に用いた「ゆめそだ

ち」を 5月初旬～7月初旬まで複数回播種（栽植密

度666本／a）し、本研究所における慣行法で栽培後、

絹糸抽出期から 40日後を目安に刈取り調査を行っ

た。

ウ研究結果

2008年のレシピエント播種期と開花までの日数

関係を図 14306-2に示した。播種期が遅くなる程開

花までに要する日数は短くなり、 5月初旬播種では

開花まで 70日を要していたのに対し、 6月下旬以

降の播種では 50日程度に減少し、その相関は R2= 

0.825と非常に高かった。開花までに要する有効積

算温度はほぼ一定であった。播種期と開花期までの

日数、有効積算温度の関係は 2006年、 2007年も同

じ傾向であった。

表 14306-1から表 14306-6まで各年の風上側交雑

率と風下側交雑率を示した。年次により若干の差は

あるが、 ドナー開花日の前後 15日程度までは交雑

が認められるが、それ以上の差になると交雑は認め

られなかった。距離との関係についてはドナー直近

のレシピエント区では非常に高い交雑率を示した

が、 20m区ですでに大きく減衰し、 30mではほと

んどの試験区で 1%に見たない交雑率となった。

ドナーの風上側と風下側ではドナーに近い部分で

は大きな差はなかったが、 20m以上離れると交雑

率の差は歴然となり、風向により交雑率は影響を受

けた。

2008年の播種期ごとの収量調査結果を図 14306-3

に示した。5月～6月中旬までの播種であれば、大

きく収量を下げることはなかったが、それを過ぎる

と収量が大きく減収した。

工考察

各年とも、ドナー開花期とレシピエント絹糸抽出

期が近いもの程交雑率は高かった。そして、その性

聞くに連れて交雑率は低下していき、差が 15日を

超えると交雑粒は確認できなかった。このことは組

換体を栽培する際、非組換え体の絹糸抽出期と、組

換え体の開花期が 15日以上離すように栽培をする
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表 14306・1 風下側の交雑率 （%） (2006年）

ドナーから
ドナー開花期とレシピエント絹糸抽出期の差（目）

の距雛 -32 28 24 14 12 7 0 9 17 23 26 

Sm 0 0 0 0 0 2.56 11.6 20.1 10.8 0 

20m 

30m 

0 0 0 2.54 0.96 0.71 0 0 0 

0 0 0 00.57 0 0 0 

表 14306・2 風上側の交雑率 （%） (2006年）

ドナーから
ドナ 開花期とレシピエント絹糸抽出期の差（目）

の距離 32 28 24 14 12 -7 0 9 17 23 26 

Sm 0 0 2.56 11.6 20.1 10.8 0 0 

20m 0 0 0 2.54 0.96 0.71 0 0 

30m 0 0 00000.57000  

表 14306-3 風下側の交雑率 （%） (2007年）

ドナーから ドナー開花期とレシピエント絹糸抽出期の差（日）

の距離 -24 -21 -16 -11 -7 0 4 12 16 23 

5m 0 0 0 0 0.10 4.99 6.08 1.57 0 0 

20m 0 0 0 0 0.48 1.53 0.29 0 0 0 

30m 0 0 0 0 0.38 0.62 0.20 0 0 0 

表 14306・4 風上側の交雑率 （%） (2007年）

ドナーから ドナー開花期とレシピヱント絹糸抽出期の差（日）

の距離 -24 -21 -16 -11 7 。 4 12 16 23 

5m 。 。 。 。 。 7.15 。 。 。 。
20m 。 。 。 。 0.12 0.05 。 。 。 。

30m 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

表 14306・5 風下側の交雑率 （%） (2008年）

ドナーから ドナー開花期とレシピエント絹糸抽出期の差（目）

の距離 -15 -12 -7 -5 -3 2 7 10 15 24 

Sm 0 。 5.84 2.89 7.83 4.72 3.85 2.82 13.7 0.08 0.22 。
20m 0 。 0.79 1.01 。 。 0.65 。 0.24 。 。
30m 0 。 0.05 。 0.23 0.13 0.10 0.07 0.17 。 。

表 14306-6 風上側の交雑率 （%） (2008年）

ドナーから ドナー開花期とレシピエント綿糸抽出期の差（日）

の距離 -13 -12 -6 -3 -1 9 13 15 24 

Sm 0 0 0.38 0.79 2 57 5.60 2.96 2.56 1.66 0.89 0.05 0 

20m 0 0 0.30 0.37 0.54 0.21 0.25 0.43 0.09 0 0 

30m 0 0.46 0 0.03 O.Q7 0 0.12 0 0 0 0 

250 

200 

-; 150 、、
Jf 

咽
長 1凹

50 

5月13日 5月27日 6月2日 6月9日 6月16日 6月24日 6月30日 7月7日 7月16日

指種目（2凹 8年）

図14306-3 播種期ごとの収量

ことで、距離によらない交雑防止が可能であること

を示唆している。海外の事例ではこれまでに、播

種期を 1週間ずらすと 50%、3週間ずらすと 75%

交雑率を低下させるという報告がある（Brookeset 

al 2l）。今回の結果においてもほぼ同様の結果が得

られたことから、どの地域であっても開花期をずら

すことで交雑率を有効にずらすことが可能であると

考えられる。しかしながら、播種期を単純にずらす

だけで開花期が平行してずれていくものではない。

日本で栽培されている トウモロコシのほとんどは感

温性であり、開花に至るにはある程度の有効積算

温度（日平均気温が 10.1℃以上の際に日平均気温か

ら10℃をヲ｜いた値の積和）が必要である。本試験

を実施した試験地である畜産草地研究所では 5月初

旬の平均気温が約 14℃で、 7月初旬の平均気温が約

21℃であり、そのことからも開花に至る有効積算温

度に達する日数は、遅く播種した方が短くなる。図

14306-2からも、播種が遅くなる程開花に至る日数

は短くなることが明らかであり、非常に高い相関を

示している。そのため、開花期を調整するために必

要な播種期の間隔を決定するには、用いるトウモロ

コシの早晩性や、栽培地の気候等を総合して決める

必要がある。

レシピエント区内において、ドナーとの距離が

交雑率にどのように関係しているかを見たとこ

ろ、 30m程度離しただけで 1%程度まで低下する

ことが明らかとなった。これまでの報告（Ayloret 

al il. Jarosz et al 3l. 4l、Paternianiand Stort 6), 

Pleasants et al 7l, Sears and Stanley-Horn 3l）にお

いても、花粉源から 30m離れると花粉密度は 95～

99%減少することが分かつているが今回の試験にお
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いても同様の花粉量の減衰が起こったことが考えら

れる。

風向による影響はドナーの風下の方が交雑率は高

い傾向があったが、開花期の差、距離等の影響と比

較するとそれほど大きくなかった。 Maet al slの報

告でも風上側よりも風下側で交雑率が高いことが示

されており、風媒花であるトウモロコシでは通常起

こる現象であることが言える。このことから組換え

体栽培を行なう場合はなるべく風下側には非組換え

体を配置しないことにより交雑をわずかながらでは

あるが、減少させることができると考えられる。

播種期の調整が可能なのは、その地域の栽培適期

の範囲と密接に関係してくる。本試験地においては

通常4月下旬～ 6月中旬までがトウモロコシの播種

適期といわれているが、図 14306-2の結果からも同

様の結果がでている。温暖な地域であれば栽培でき

る期聞が長いため、比較的広い播種適期が想定され

るが、寒冷地ではトウモロコシの栽培できる期聞が

限られているため、播種適期は狭くなる。その結果、

開花期調整に充分な間隔を持って播種することが出

来ず、交雑抑制を主点において播種時期を設定する

と経済的に成り立たないことも想定される。そのた

め、播種期をずらすことによる開花期調整を実施で

きる地域は限られてくると考えられる。

これらのことから、距離によらない交雑防止方法

として開花期をずらす方法は非常に有効であると考

えられるが、周囲の非組換え体トウモロコシと開花

期を 15日以上ずらすような栽培設計は、周辺農家

の作付けに大きく左右される等の問題もある上、異

常気象により想定したような開花期が確保できない

場合もある。また、寒冷地など地域によっては、収

量など経済的に成り立つ播種期内での播種では、充

分な交雑抑制を行なえる開花期調整が行なえないこ

ともある。その場合は距離による交雑防止方法を併

用することによって、設定された交雑率以下に押さ

えることは可能となると考えられる。また、開花期

の差や隔離距離のほかに、交雑率に大きな影響を与

える要因の一つであるドナー栽培面積との関連性に

ついては更なる基礎データと、それに基づくシミュ

レーションが必要であると考えられる。

オ今後の課題

開花期は用いる品種の早晩性、栽培地の気候によ

る大きく変わるため、組換え体を栽培する際は、周

辺地域での非組換え体の栽培品種の状況や、作付け

時期等の情報を十分考慮しなければ、播種期調整に

よる交雑防止法は効果が見られないことがある。ま

た、近年の異常気象の頻発等も考えると、播種期調

整による交雑防止法はあくまでも距離等による交雑

防止の補助的な方法として考え、今後は距離および

開花期の差2つの変数による交雑率予想、モデルを作

ることにより、日本国内の区分管理手法のツールと

して考えていく必要がある。

力要 約

播種期をずらすことにより、ドナー開花期とレシ

ピエント絹糸抽出期の差を作り出し、その値と交雑

率の関連性を調べた結果、 15日以上離すことによ

り交雑をほぼ防ぐことができることが分かつた。ま

た、風上側よりも風下側で交雑率が高くなり、 30m

程度の距離で交雑率は 1%程度まで減少した。播種

期と終了の関係では、その地域での播種適期をずれ

た播種期では収量が激減するため、播種適期内での

播種期調整が可能な地域でのみ、この交雑防止方法

が利用できると考えられた。
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研究担当者（黄川田智洋＊）

(7) 防風ネット、防風垣等によるトウモロコシの

交雑抑制効果に関する調査

ア研究目的

遺伝子組換え農作物を一般ほ場で栽培する場合、

非組換え農作物との交雑による導入遺伝子の生態系

への拡散を防がなければならない。遺伝子組換え農

作物の開発が盛んなトウモロコシは風媒作物である

ため、花粉飛散と交雑抑制に関する知見が重要であ

るものの、報告例は極めて少なく、防風林による交

雑抑制に関する研究報告 (Jonesand Brooks u）が

あるのみである。

本課題では、防風ネット及び防風垣によるトウモ

ヘ

口気象観測機（AWS)

企 風速計制ind)

． 花粉捕集器

図14307・1 試験ほ場概略図（2006年）

ロコシの交雑抑制効果に関する調査を行い、 農業経

営上利用可能な交雑抑制技術の開発を目的とした。

イ研究方法

（ア）試験区の設定

種百管理センター嬬恋農場ほ場において、幅 20m

×距離20mの花粉親区及び幅 20m ×距離50mの

種子親区を 2組又は 3組設けた。各年の詳細は以下

のとおり。

2006年試験では、両親聞を 12mとし、 A区は高

さ6m、幅 24m、lmm目合いのネットを両親間の

中間に配置した。また、対照区として無障壁の B

区を設けた（図 14307-1)。

2007年試では、両親聞を 3mに設定し、 A区及

びB区は前年と同条件とした。新たにソルガム東

山交 30号の植栽による、幅 24m×距離 l.5mの防

風垣を設けた（図 14307-2）。

2008年試験では、試験区は前年と同様としたが、

A区のネット目合いを 2mm、C区の防風垣をソル

ガム春高に変更した（図 14307-2）。

（イ）供試品種および耕種概要

2006年及び2007年試験では、花粉親に黄色粒種

ハニーパンタムを、種子親に白色粒種シルバーハ

ニーパンタムを供試した。2008年試験では、白色

粒品種の発売中止により、花粉親に黄色粒種キャン

ベラ 90を、種子親に白色粒種ルーシ－ 90を供試し

た。

各年両品種共に 5月下旬に播種し、畦幅 75cm・ 

株間 25cmになるよう間引きした。ただし 2008年

－ 20m 

． 花紛捕縄俸

図14307・2 試験ほ場概略図（2007年、 2008年）
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ウ研究結果

（ア）開花および花粉飛散状況

花粉親雄穂の開花及び花粉飛散は、 2006年～

2008年各年共に、 8月上中旬から始まり、 8月中下

旬（開花期から開花揃い頃まで）に最大に達し、 8

月末に花粉飛散が収束した（図 14307-3～6）。一方、

種子親の絹糸抽出は、 3か年共に、 8月中旬から始

まりかっ開花期に達し、 8月下旬までには開花揃い

した。

（イ）生育状況

2006年及び2007年試験では、花粉飛散期におい

て、試験区にかかわらず花粉親は種子親よりも草高

が高くなる傾向が認められた（表 14307-1）。一方、

供試品種を変更せざるを得なかった 2008年試験で

は、種子親の草高が高くなる傾向が認められた。

またソルガム防風垣については、 種子親と比べ平

均値で 22.5cm(2007年）～ 47.3cm (2008年）草高

が高かった。

（ウ）気象要因

a 卓越風

花粉飛散数の経時的変化から推定される交雑期間

(2006年～ 2008年共通、 8月上旬～9月上旬）にお

ける気象観測データによると、 3か年共に防風ネッ

トに対しでほぼ垂直な南西（花粉親から種子親への

方向）および北東（種子親から花粉親への方向）の

両方向に卓越風が認められたが、花粉飛散時間帯（9

時～ 14時）に限ると、北東方向の風が優勢であった。

b 平均風速

前述の交雑期間において、防風ネットに対して垂

直に花粉親から種子親方向に吹く方向 （215度） 士

90度で、かつ平均降水量がO.lmm以下の場合のみ

試験では、低温によりキヤンベラ 90の発芽が非常

悪く、 7月中旬に温室内で育苗した百を補植した。

また、 試験区間および周辺には、 緩衝のためのソ

ルガム風立を栽培した。

（ウ）気象測定

栽培期間中、花粉親区風上及び種子親区中央に l

台ずつ自動気象観測装置（AWSl～6）を設置し、

風向・風速・気温・相対湿度・降水量を測定した（図

14307-1）。

また風速計を、花粉親区中央に l台及び種子親区

に3台（Windl～9及びWindA～C）設置し、風

速を測定した（図 14307-1）。

（エ）花粉数調査

ダーラム型の花粉捕集器（高さ 120cm設定）を

花粉親区に 1か所及び種子親区に 3か所ずつ、風速

計の傍らに設置し、花粉飛散期（各年8～9月）の

各日における l平方 cmあたりの飛散花粉数を調査

した（図 14307-1）。

（オ）開花及び生育調査

雄穂抽出、雄穂、開花、絹糸抽出、草高及び葉数の

推移を調査した。

（カ）交雑率調査

交雑の判定は、黄色粒品種（♂）と 白色粒品種（♀）

との交雑によって白色粒の匹乳が黄変するキセニア

現象を利用した。

2006年試験では、花粉源からの距離 12mから

59.25mまでの計 17畦を抽出した。また、 2007年

及び2008年試験では、距離3mから 5lmまでの 19

畦を抽出した。l畦につき、畦に等間隔な 6株を選

び第 l雌穂を収穫し、全粒数に占める黄色粒数の割

合（%）を交雑率とした。
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花粉飛散量の経日変化 （2008年）図 14307・5

草高および葉数の推移 （2007年）
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抽出した値を平均化し、平均風速とした。

2006年試験において、 A区では、 B区と比べ、

防風ネットからの距離＋ 6～ 14m地点で大きな減

風が認められた（図 14307-6）。

2007年試験において、 A区では前年同様に、防

風ネットからの距離＋ 1.5～ ll.5m地点で大きな減

風が認められ、 26.5m地点でも 20%程度の減風が

認められた。一方 C区では、 B区と比べ、著しい

風速の変化は無く、l～2割程度の減風であった。（図

14307-7）。

2008年試験において、 A区では、 B区と比べ、

防風ネット（目合いを 2mmに変更）からの距離

+ 1.5～ ll.5m地点で 50～ 60%程度の減風が認めら

れた。一方C区では、防風垣から風下側 l.5m地点

でのみ、 40%程度の減風があった（図 14307-8）。

交雑率

2006年試験では、 B区の lか所（2lm地点）

除き、いずれの試験区でも全ての距離で交雑率が

0%となった（図 14307-9）。

2007年試験では、第一畦（花粉親から 3m）を除

き距離とともに交雑率が低下する傾向がみられた

が、 24m以降ではほとんど変化がなくなった（図

14307-10）。A区では、 B区に対して、 24mまでの

距離距離（ただし 6.75～ 12mを除く）で、交雑率

の低下が認められた。一方C区では、B区に対して、

3～ 6.75mと12～ 18mに限り交雑率の低下が認め

られた。

2008年試験では、いずれの試験区でも交雑率が

ほぼ0%となり、区間の有意差はほとんど見られな

（図 14307-11）。かった

考 察

2006年及び2008年試験では、試験区に関わらず、

ほとんど全ての距離で交雑率が0%となった（図

工
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14307-9及び－11）。これは、天候不順及びやむを得

ない供試品種の変更による生育不良又は例年と比べ

た花粉飛散量の大幅な減少（図 14307-5）が一因で

あると推察された。一方、 2007年試験では、全て

の試験区で、上述のような生育不良又は例年と比べ

0 4.5 12 21 30 39 48 

花紛観からの題瞳（m)

図14307・10 花粉親からの距離と平均交雑率の関係

(2007年）

た花粉飛散量の大幅な減少はなかった（図 14307-

4）。また、花粉親の雄穂開花・花粉飛散及び種子親

の絹糸抽出が一致し、交雑には好条件であった。

2007年試験において、 A区では、 B区と比べて、

防風ネット付近ほど風速が低下し、ネッ ト直近で

は9割程度の抑風効果があった（図 14307-7）。2006

年試験の結果 （図 14307-6）を踏まえると、本試験

の高さ 6m、目合い lmmの防風ネットの抑風効果

は、防風ネッ トからおよそ 30mから ＋30mの間

にあらわれると考えられた。特に、 A区では、花

粉源から 24mまでの距離において交雑率の低下が

認められた（図 14307-10）ことは、防風ネットから

O～ 24mの距離における、 4～ 9割の減風効果 （図

14307-7）が対応していると推察された。

一方、 C区では、 B区に対して、花粉源からの距

離 3m～ 18mまでに限り、交雑率の低下が認めら

れた（図 14307-11）。ただし、 C区では、防風ネッ

ト程の著しい風速の低下はみられず、防風垣から O
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～24mの距離において l～2割程度の減風であっ

た（図 14307-8）ことを踏まえると、減風効果と交

雑率低下の聞に定量的な関係があることが推察され

た。

また、 A区及ぴC区において、花粉源からの距

離24mを超えると交雑率の低下はみられなかった

（図 14307-10）。これにより、防風ネット及びソルガ

ム防風垣の交雑抑制効果は、近距離で起きる高頻度

の交雑には効果は高いが、一定以上の遠距離で起き

る低頻度の交雑抑制には効果が低いことが推察され

た。

オ今後の課題

高さ 6mの防風ネットは交雑抑制のシミュレー

ションモデルのデータとしては十分活用できるもの

となったが、農業経営上利用可能な交雑抑制技術で

あるとは言い難い。防風垣と比べて限定的であった

が、ソルガム防風垣による交雑抑制効果も認められ

たことも踏まえると、今後、農業経営上利用可能な

交雑抑制技術の開発のためには、植物植生による花

粉障壁について更なる検討を行う必要がある。

力要約

2006年～ 2008年の 3か年において、種苗管理セ

ンター嬬恋農場ほ場において、防風ネット及びソル

ガム防風垣（2007年、 2008年）によるトウモロコ

シの花粉飛散及び交雑抑制に関する調査を行った。

花粉親として 2006年及び2007年は、ハニーバン

タム（幅 20m×距離20m）、 2008年はキヤンベラ

90 （幅20m×距離 20m）を供試し、一方、種子親

として 2006年及び2007年は、シルバーハニーバン

タム（幅 20m×距離50m）、 2008年はルーシ－ 90

（幅20m×距離50m）を供試した。交雑卒の判定は、

種子親子実に現れるキセニア現象を利用した。

2006年及び2008年試験では、種々の理由により

交雑率が非常に低く、花粉障壁による交雑抑制効果

を判別することはできなかった。

2007年試験では、防風ネット試験区において、

一部を除き花粉源から 24mまでの距離で交雑率の

低下が認められ、これは防風ネットからの距離O～

20mにおける 4～9割の風速低下が対応している

と推察された。また、ソルガム防風垣試験区では、

防風ネット程の著しい風速の変化はなく、 l～2割

程度の風速低下が見られたが、花粉源からの距離

3mから 18mまでに限り、交雑率の低下が認められ

た。これにより、減風効果と交雑率低下の聞に定量

的な関係があることが推察された。

防風ネット試験区及びソルガム防風垣試験区にお

いて、花粉源からの距離 24mを超えると交雑率の

低下はみられなかったことにより、防風ネット及び

ソルガム防風垣の交雑抑制効果は、近距離で起きる

高頻度の交雑には効果は高いが、一定以上の遠距離

で起きる低頻度の交雑抑制には効果が低いことが推

察された

防風垣と比べて限定的であったが、ソルガム防風

垣による交雑抑制効果も認められたことも踏まえる

と、今後、農業経営上利用可能な交雑抑制技術の開

発のためには、植物植生による花粉障壁について更

なる検討を行う必要があると考えられた。

キ引用文献

1) Jones and Brooks (1952). Effect of tree 

barriers on outcrossing in corn. Oklahoma 

Agrecultural Experimental Station. Technical 

Bulletin. No. T-45. 

研究担当者（天野克紀ぺ松本浩靖）

(8) 散水及び防風植生によるトウモロコシ、イネ

の花粉飛散と交雑抑制技術の開発

ア研究目的

遺伝子組換え技術により導入された遺伝子が、花

粉飛散により野生種等に拡散することによる生物多

様性への影響や、非組換え農作物へ拡散することに

よる流通上の混乱を未然に防ぐ必要がある。花粉飛

散は植物が持つ特性であるものの、国民の安心に応

え、さらに今後、工業原材料や医薬品等の非食用の

物質を生産させる組換え植物の利用が想定されてい

ることから、遺伝子拡散防止技術の開発が望まれて

いる。

本課題では、遺伝子流動制御技術としてイネにお

ける葉緑体形質転換系の開発を行う。葉緑体形質転

換は大量のタンパク質を葉緑体内に蓄積することが

可能であり、ポジションエフェクトがないことや

ジーンサイレンシングが報告されてないことなどか

ら植物工場としての利用も考えられる。さらに葉緑
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体が母性遺伝することから、多くの作物で花粉を介

した遺伝子拡散を可能にする。一方、葉緑体形質転

換の欠点として、原核型のタンパク質合成系である

ことから糖鎖等の修飾ができないこととともに、技

術的な困難さがある。

双子葉植物では、タバコをはじめとしてジャガイ

モやトマ トなどのナス科作物、アブラナ科作物、ワ

タや大豆、レタスなどで成功例があるが、安定し

た軽視って関係が確立しているのはタバコだけで

ある。単子葉植物ではイネにおいて 2報報告 （2)3)) 

があるものの、 Khanand Malig zlは後代への遺伝

すら確認してなく、 Leeet al. 3lはヘテロプラズミツ

クな状態を解消できず、またイ乍出効率も低い。

本課題において、イネにおいて効率的な葉緑体形

質転換系の開発を試み、遺伝子組換えイネからの花

粉を介した遺伝子拡散を防止するための基礎的技術

を提供する。

イ研 究 方 法

2006年年度はトウモロ コシを材料に、目玉乳の色

に発現するキセニアを活用することによって、交雑

率と距離の関係を調査した。さらに、抑制実験区を

2区設定し、対照区との交雑率の比較を行い、交雑

抑制効果を検証した。抑制方法は、散水と防風植生

の 2種類である。

農環研内で長さ 4lm ×幅 lOmの圃場を 3区設定

した。各区は主風向の風上（南東）側 8mに花粉親、

次の 3mを抑制施設または裸地（対照）とし、残り

30mに種子親を栽培した。花粉親はハニーパンタ

ム、種子親はシルバーハニーパンタムを栽培した。

防風植生区では花粉親一種子親聞にソルガムを栽培

した（図 14308-1）。散水区では花粉親種子親聞に、

世界で初めて交雑抑制のための散水装置を設置した

（図 14308-2）。

ウ研究結果

関花期間中、高さ l.5m、2.5mの 2高度の計 30

個のノズルから、常時、計毎分 8Lを散水した。そ

の結果、散水区は、対照区と比較して、交雑率が大

きく低減し、花粉親直近でも交雑率が 15%を下回っ

た（図 14308-3）。防風植生区では、ソルガムは良好

に生育し、草丈がトウモロ コシより lm程度上回っ

た（図 14308-4）。その結果、対照区と比較して、交

図 14308・1 花粉親側から見た防風植生 （ソルガム）

図 14308・2 昔~~装置
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雑抑制効果が確認できた。また、各区間であまり生

育に差がないことも確認された。

工考 察

組換え農作物と周辺圃場で栽培される非組換え農

作物との交雑の可能性について、花粉飛散等による

導入遺伝子の農業生態系への拡散が懸念される。導

入遺伝子の拡散を抑制するためには、栽培区域外へ

の花粉飛散を抑制することが重要である。そのため、

栽培区域間に花粉飛散を抑制する仕組みを設けた抑

制実験区を設定し、非抑制対照区との交雑率の比較

を行い、交雑抑制効果を検証した。本課題では、花

粉親圃場区とその受粉親圃場区との聞に、カーテン

状の散水を行う方法と、防風を目的とした植生を混

植する方法について仕様の検討を行った。特に散水

法は予備実験の結果、交雑抑制効果が確認され、特

許出願され（特願 2006-006934）実用化が期待され

る技術である。対象作物は、風媒性作物であるトウ

モロコシを用いた。散水法では、開花期間中常時、

散水した。その結果、散水区は対照区と比較して、

交雑率が大きく低減し、花粉親直近でも交雑率が

15%を下回った。防風植生区では、ソルガムは良好

に生育し、草丈がトウモロコシより lm程度上回っ

た。その結果、対照区と比較して、交雑抑制効果が

確認できた。また、調査の結果、各区間であまり生

育に差がなく、交雑抑制による生育への悪影響がな

いことが確認できた。交雑抑制のための十分な距離

を確保できない場合に、本課題のような交雑抑制法

が有効であると考えられる。

オ今後の課題

防風植生、散水ともに単年度では交雑抑制効果を

得たが、複数年度での確認および経済性の評価が不

十分である。

力 要 約

トウモロコシを材料とし、世界で初めて昔財℃によ

る交雑抑制試験を行った。同時にソルガムを用いた

防風植生による試験も行った。抑制区では、対照区

に対して、交雑率の低減を確認した。特に、散水

区では、花粉親直近でも交雑率が 15%を下回った。

また、各区間であまり生育に差がないことも確認し

た。

キ引用文献

1)特願 2006-006934 作物の交雑抑制栽培方法及

び栽培施設．

2) Khan M. and Maliga P. (1999). Fluorescent 

antibiotic resistance marker for tracking plastid 

transformation in higher plants. Nat Biotechnol. 

17 : 910-915. 

3) Lee S. M. et al. (2006). Plastid transformation 

in the monocotyledonous cereal crop, rice ( Oryza 

sativa) and transmission of transgenes to their 
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progeny. Mol Cells 21 : 401-410. 

研究担当者（井上聡つ

(9) マメ科牧草における緩衝帯の花粉拡散抑制効

果の評価

ア研究目的

マメ科牧草では、米国で開発され、実用栽培段階

に入った除草剤グリホサート耐性アルフアルファが

わが国でも第 l種使用規定の承認を受けた。また、

オーストラ リアではクローパ類でも遺伝子組換え体

の研究が進み、シロクローパでは開放系試験の段階

となっている。しかし、これらの組換え体の栽培や

隔離採種においては非組換え体の生産との共存ため

遺伝子拡散を抑制、低減するための手法の開発が同

時に必要である。しかし、マメ科牧草は主に蜂によ

り受粉が行われる虫媒植物であり、養蜂用のミツバ

チを含めて種類が多く、行動範囲も広く、巣の位置

や行動パターンなど制御が困難な要素が多い。加え

て、マメ科牧草は路傍や緑地など至る所で生育繁殖

していることからも距離のみによる花粉拡散の制御

は極めて難しい。そこで、本研究では蜜源植物を

帯状に植栽した緩衝帯＊ 1により蜂の侵入を妨げる、

あるいは花粉をトラップして拡散を抑制、低減する

手法の効果を育種家種子等の生産を想定して比較的

小規模な圃場試験について評価、検証する。

イ研究方法

（ア）供試材料

本研究では形態特性で識別できるアカクローパを

供試材料とした。識別系統は、花粉源（ドナー）に

白花（劣性ホモ）かつ葉斑あり（優性ホモ）の系統、

および緩衝帯に赤花（優性ホモ）かつ葉斑なし（劣

勢ホモ）の 2つの系統を用いた。これらの系統を利

用することにより、ドナーからの花粉が緩衝帯植物

により置換させる割合を、交雑を後代の葉斑ありの

植物の出現率（交雑率）でモニターできる。

（イ）モデルの構築

交雑率と緩衝帯の幅の関係を解明するため、以下

のモデル式を茨城大学名誉教授塩見正衛氏のご協力

により構築した。①ドナーの開花期間中に訪花蜂に

よりドナーから緩衝帯に持ちこまれる花粉の総量

を「K」とする。②次に、蜂がドナーから緩衝帯に

移動し、緩衝帯を訪花しながら移動した距離（境界

線を 0）を xm とする。③ xm進んだときのドナー

花粉の緩衝帯花粉による置換量を yとする。なお、

本研究ではこの置換量を交雑率として扱う 。④rを

花粉量の減衰率とすると dy/dx= r (K -y）、⑤

dy/dx = Kr × e八（－rx）、⑥ y= K eA (-rx）で、

定数Kとrを求めることで交雑率を推定する（図

14309-1参照）。

（ウ）モデルの検証

試験区は 2007年 5月24日に播種を行い、ド

ナー（面積 100ぱ、 lOm× lOm、播種量 lOg）、 2m

幅の裸地部分および3m幅の緩衝帯（面積 204ぱ、

I =// 
。 b x 

K-£Kre川 ＝K-Kトパ＝Ke-rb 

図14309-1 緩衝帯の幅による交雑率の変化を推定するモデル

事l・緩衝帯とは、組換え体あるいは非組換え体の周りにある一定の面積の非組換え体を栽植して花粉を置換させ、
外部あるいは内部への花粉の移動を防ぐ防御地帯を指す。緩衝帯に栽植する植物は本研究では開花時期を合
わせ、その効果を推定するために同種の作物としたが、交雑しない他種を栽植すれば組換え体花粉由来の種
子も着粒しない。
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20m 

緩衝帯の花粉置換効果を評価するため、
4方位それぞれの中央付近で境界線を
Ocmとして、SOcmご、と7位置、幅約lmで
頭花にタグを付け、登熟後に採種。

20m 

図14309・2 緩衝帯の効果評価のための試験圃配置

写真 14309・1 緩衝帯の位置が交雑率に及ぼす影響を調査するための頭花のラベル標識

20m×20mからドナーと裸地部分を除く、播種量

102g）で構成した（図 14309-2）。

交雑率の調査のため、開花期は 3時期（8月中旬、

9月中旬、 9月下旬）、および東西南北の 4方位につ

いて、緩衝帯が裸地部分に接した部分を Ocmとし

て50cmごとに 7段階に分けて識別のため頭花にラ

ベルを付けた（写真 14309-1）。登熟後に採種した種

子は発芽、生育後に葉斑の有無を頭花ごとに判定し、

交雑率を推定した。

ウ研究結果

（ア）緩衝帯の 4方位についてドナー側から一定

距離ごとに採種した種子由来の植物の交雑率の分散

分析結果を表 14309”lに示した。緩衝帝の位置（距

離）および方向については有意な差がみられたが、

開花時期間では差が認められなかった。交互作用に

ついては距離と方向および方向と開花時期で有意な

差がみられた。

ドナー花粉由来の交雑率を方位と距離ごとにプ

ロッ トしたものを図 14309-3に示した。方位に よっ
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と分散分析緩衝帯における外来花粉由来交雑率 （%）表 14309・1

開花時期（FLT)方向（DIR)DST 

MS ES MA w s E N 距離m

0.187 0.315 0.473 0.055 0.200 0.081 0.824 。
0.082 。0.076 0.118 0.048 0.051 0.073 0.5 

0.148 0.015 0.023 0.020 。。0.094 

0.047 。0.139 。0.139 0.088 。1.5 

0.066 0.060 0.033 。0.251 0.028 0.047 2 

0.150 。。0.057 0.064 0.213 。2.5 

0.197 0.040 0.093 0.091 0.055 0.094 

分散分析

0.025 3 

2 3 df 6 

p 0.000 0.007 

交互作用（df,F,p):DST*DIR ( 18, 8.08, 0.000), 

DST本FLT(12,1.744,0.103), DIR牢FLT(6, 3.31, 0.012) 

距離（DST）はドナー側をOmとするサンプリングしたレシピエントの位置

開花時期（FLT）はMA:8月中旬、 ES:9月上旬、 MS:9月中旬

3.04 

0.062 

4.82 10.55 F 

10 

ー・ー平均…・－－西・・0・・南・・・企・・東・・合・・北9 
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ドナー側からの距離（m)
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。

調査頭花のドナー側からの緩衝帯中の位置及び方位が交雑率に及ぼす影響

ナー側からの緩衝帯の位置（距離）xを用いて導く

y=K e八 （－rx）をモデル式とした場合、距離 2.5m

における交雑率のモデル式による理論値は 0.20%と

なった。さらに、タ付申となるがこのモデル式を用い

て交雑率を 0.01%に低下させる緩衝帯の距離を推定

すると約 6mとなった（図 14309-4）。

考 察

本研究では、既に実用段階に入っているグリホ

工
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てばらつきがみられるが、平均でみると緩衝帯の位

置が Omの 2.9%から lmの0.3%までは距離が離れ

るに従い減衰するが、それ以降では明かな減少傾向

がみられなかった。続いて、方向をプールして、周

縁効果を補正した全平均値の交雑率（測定値）を図

14309-4にモデルによる推定値とともに示した。測

定値では距離 2.5mにおける交雑率は 0.36%に低下

し、ドナー花粉が緩衝帯のなかで置換される効果が

認められた。一方、交雑率yを二つの定数K.rとド

図 14309-3



（
ポ
）
時
制
品
川
間

ドナー側からの距離（m)

図14309-4 調査頭花のドナー側からの緩衝帯中の位置及び方位が交雑

率の周縁効果を補正した測定値とモデル式からの推定値

で外来花粉との交雑の可能性が3分の l低下するこ

とも報告されている（Damagaardand Kjellsson s））。

今回の試験でも交雑率の推定のため同種の植物を利

用しているため、実際の利用では着粒前に緩衝帯部

分の刈取り管理作業が必要となる。このため、今後

は訪花蜂が共通し、遺伝子拡散の心配のない異種で

開花期間が組換え植物と一致するものを利用するこ

とも有効と考えられる。その際には、事前に緩衝帯

の外部に同種のモニター植物（レシピエント）を配

置し、確認することが必要である。

交雑率がドナー近くにおいても 10%以下と低い

値を示した（図 14309-3）要因については、緩衝帯

の中の植物間の交雑が多かったためと推察される。

すなわち、訪花蜂は近くの花の聞を移動して効率的

に花粉を集める傾向があり、ドナー（組換え体）集

団が大きくなると、そのなかで帰巣に十分量の花粉

を採集することもあると考えられる。緩衝帯はド

ナーを取り囲む形で配置されているので、緩衝帯を

飛び越えてドナーに至る可能性は少ないと予想され

るが、 ドナー開花期間に緩衝帯に十分量の開花植物

を確保することに配慮する必要がある。また、虫媒

植物の花粉寿命は比較的長く、アルフアルファでは

花粉寿命がなくなるまで 1週間程度を要することか

ら（水上・神戸 2））、蜂が巣に戻った後、再度訪花

する持ち越しの効果も検証する必要がある。

他殖性植物、特に虫媒植物の場合では遺伝子拡散

には、 ドナーとしての岸丑t集え体とレシピエントの非

組換え体の生産圃場のそれぞれの大きさ、受粉媒介

動物の巣の位置や集団の大きさの季節変動、地形的

な要因等多様であるため、風媒植物のように距離を
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サート耐性アルフアルファやウイルス病耐性のシロ

クローパに代わり、二種類の劣勢遺伝子の形態マー

カーにより花粉の移動を識別できるアカクローパを

供試した。北海道ではアカクローバの野生訪花蜂は

主にマルハナパチ類やヒゲナガハナパチで、あり、こ

れらの訪花蜂はアルフアルファやシロクローパとも

共通することから（奥村・磯部 1），水上・神戸 2)'

山田・江原 3), Free 4））北海道で主に栽培されてい

るこれら 3種のマメ科牧草、アルフアルファ、アカ

クローパおよびシロクローパについて緩衝帯の有効

性を確認することは妥当と考えられる。

マルハナパチ等の訪花蜂は移動範囲が広く、距離

や物理的障壁の効果も低いと考えられ、花粉拡散の

低減に本研究では開花期の一致する同種の植物の配

置による花粉の置換を試みたものである。その際、

どの程度幅の緩衝帝が必要かについて検討するため

モデル式を作成して推定した。外挿となるが、緩衝

帝の幅を 6mとしたときには交雑率を 0.01%に低下

させる効果が推定された（図 14309-4）。しかし、マ

ルハナバチの巣の位置が不明であり、図 14309-3で

もみられたように方位により交雑率に差がみられる

ことから、高い交雑率に合わせてモデル式の定数を

決め、必要な緩衝帝の幅を比較することも必要と考

えられる。

第 l種使用規定承認の組換え作物栽培実験指針で

は西洋ナタネについて交雑防止のため 600mの距離

を置くこととなっているが、 l.5mの非組換え体西

洋ナタネを開花期が重複するように作付けされた場

合に 400mには距離が緩和される。同様の報告とし

て5mの緩衝帯を設け、この部分を刈り捨てること



中心とした制御のみで対応することは困難と考えら

れる。また、牧草類は直接食用ではなく、家畜の飼

料として利用される点から早い時期に一般栽培に移

行する可能性がある。このため、組換え体と非組換

え体の生産の共存を可能とするためには、緩衝帯を

含めた有効な遺伝子拡散制御技術の開発、検証を継

続することが重要である。

オ今後の課題

花粉拡散の抑制効果を確認するためには、距離の

影響を含めて評価する必要があり、緩衝帝の外側に

レシピエント（白花、無葉斑、既に系統は開発済み）

を一定距離ごとに配置して検証する必要がある。ま

た、今回は組換え体遺伝子を外側に拡散させないた

めの手法として、比較的小さな面積を想定して緩衝

帯の効果を検討した。しかし、組換え体遺伝子の混

入率はドナー側とレシビエント側双方で生産面積の

影響が大きいことから、圃場面積の影響については

別途評価する必要がある。

力要約

虫媒植物であるマメ科牧草を代表してアカクロー

バについて、同種を栽植した緩衝帯による花粉置換

効果を非組換え体を供試して推定した。組換え体を

想定した 100ぱのドナーと 3m幅の緩衝帯にはそれ

ぞれを後代で識別できる形態マーカーをもっ系統を

用いた。ドナー花粉由来の交雑率は緩衝帝の位置が

ドナーから離れるに従い減衰し、交雑率は距離Om

の2.3%から 2.5mでは 0.36%に低下し、ドナー花粉

が緩衝帝のなかで置換される効果が認められた。交

雑率yを二つの定数K.rとドナー側からの緩衝帯の

位置（距離）xを用いて導く y=Ke八（－rx）をモ

デル式とした場合、距離2.5mにおける交雑卒のモ

デル式による理論値は 0.20%となったD
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研究担当者（奥村健治ぺ陳俊）

(10) ダイズの自然交雑防止技術に関する研究

ア研究目的

ダイズは白殖性作物であるが、わずかながら自然

交雑が生じることが知られている。ダイズの雄薬は

花の外に露出する構造にはなっていないことから、

自然交雑は主にミツバチなどの訪花性見虫による虫

媒により生じていると考えられる（生井 1)）。

遺伝子組換え作物の栽培の際には交雑を避けるた

めに非組み換えダイズと lOm以上隔離することが

求められている。

しかし防虫ネットを用いて訪花昆虫を物理的に遮

断する自然交雑防止技術についてはほとんど研究が

行われておらず、その有効性も明らかにされていな

v、c
本研究では実際に野外でダイズを栽培し、防虫

ネットを被せて訪花見虫を遮断する処理が自然交雑

率にどのような影響を与えるかを調査し、遺伝子組

換え作物の栽培指針策定のための知見の蓄積を図る

ことを目的とする。

イ研究方法

（ア）劣性の 2つの核遺伝子により子葉色の緑色

の退色が遅い形質（staygreen）を持つ「青丸くん」

を種子親とし、花粉親は「青丸くん」と開花期が近

い普通品種の「エンレイ」及び「リュウホウ」の 2

品種を用いた。

（イ）自然交雑率を高めるために「青丸くん」と

花粉親を交互に栽植し、全ての「青丸くん」が「エ
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ンレイ」及び「リュウホウ」と隣接するようにした。

網掛け区と対象区は lOm以上隔離して設けた。ま

た交雑率を高めるためにセイヨウミツバチの巣箱を

周囲に 4箱設置した区を同様にして 300m以上離し

て設置した。

（ウ）網掛けは開花直前の 8月6日に種子親に対

して行い、目合 0.8mmの寒冷紗を用いて列単位で

覆いを設置した。開花終了後の 9月2日に寒冷紗は

除去した。

（エ）低温処理ポット区は圃場と同日に lOLのバ

ケツに「青丸くん」を 2株ずつ栽植し、ファイトト

ロンで8月1日から 15℃・ 1週間の低温処理を行っ

た。処理ポット及び無処理のポットは 8月8日に

10ポットずつ、開花期が近かった「エンレイ」の

隣に設置した。ミツバチ区にも同様のポットを設置

表 14310・1 圃場試験の自然交雑率

試験区 交雑粒数総粒数 交雑率（%）

網ミツバチ区 。 39,825 。
掛
け対照区 。 50,698 。
区合計 。 90,523 。
非ミツバチ区 17 50,065 0.034 

網
掛対照区 37 658 0.003 

lナ
区合計 18 87 723 0.021 

した。

（オ）収穫は子葉の退色を防止するため、成熟期

直前の 10月15日に行った。異品種混入の危険を避

けるため、列毎に 5分割して収穫した。またポット

試験区はポット毎に収穫した。乾燥後はすみやかに

区ごとに脱粒し、目視により子葉色が黄色の種子数

を調査した。

（カ）子葉色が黄色の種子は、 SSRマーカーを用

いて交雑確認及び、花粉親の推定を行った。

ウ研究結果

（ア）網掛けをした区ではミツバチ区、対照区と

も自然交雑種子は見られなかったが、網掛けをして

いない区では両区とも自然交雑種子が見いだされた

（表 14310-1）。ポット試験でも網掛けをしていない

区の交雑率が0.15%に対し、綱掛け区では0%であっ

た（表 14310-2）。

（イ）ミツバチの巣箱設置の効果をみると、ミツ

バチ区 0.034%、対照区0.003%で明らかにミツバチ

区の交雑率が高かった。またポット試験でも、ミツ

バチ区が0.21%、対照区が0.07%で同様の結果が得

られた。

（ウ）低温処理ポットと非低温処理ポットの交雑

率を比較すると、低温処理ポットの交雑率が0.18%

だったのに対し、非低温処理では 0.11%となり、低

温処理したポットの方の交雑率が高くなった。

（エ） DNAマーカーを用いて推定された花粉親

表 14310・2 低温処理したポットと非低温処理ポットの交雑率

網掛け区 非網掛け区
処理区 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

交雑数 総数 交雑率交雑数 総数 交雑率

、 低温処理 。 3,228 0.00% 9 3.707 0.24% 
ツ
I、無処理 。 3 531 0.00% 6 3 381 0.18% 
チ
区 小計 。 6 759 0.00% 15 7088 0.21% 

低温処理 。 3102 0.00% 3 3125 0.10% 
対
象 無処理 。 2 997 0.00% 2 717 0.04% 
区

小計 。 6 099 0.00% 4 5 842 0.07% 

低温処理 。 6 330 0.00% 12 6 832 0.18% 

dロ"' 
無処理 。 6 528 0.00目 7 6098 0.11% 

計 ・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

総計 。12 858 0.00% 19 12 930 0.15% 
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表14310・3 マーカーにより推定された花粉親

試験区
花粉親（推定） 合計

エンレイリュウホウ そのf也

圃場 9 7 1 17 

:; 低温 6 3 0 9 
パポット
チ 無処理 6 0 0 6 

区小計 21 10 1 32 

理

温

処

低

無

場

介
圃

ポ対
象
区

3 

n
u
n
u
n
u
 

3 

n
u
n
u
n
U
 

合計 26 

小計 5 0 0 5 

37 10 

は表 14310-3に示した。花粉親が推定できた 36粒

は「リュウホウ」 10粒、「エンレイ」 26粒であった。

また「リュウホゥ」「エンレイ」以外が花粉親と推

定された種子がl粒見られた。突然変異と判断され

た種子は l粒であった。

工考察

ミツバチ放飼区を含めて網掛けを行った全区で自

然交雑が見られなかったことから、開花期にダイズ

に網掛けを行うことで自然交雑をほぼ完全に防げる

ことが明らかとなった。

ミツバチの巣箱が周辺にある場合は明らかに交雑

率が高くなると考えられ、ダイズの自然交雑に対す

るミツバチの重要性が明らかとなった。また遺伝子

組み換えダイズを栽植する場合は、単なる距離隔離

だけでなく、周辺のミツバチの巣箱の有無にも注意

する必要があると考えられた。

低温処理の自然交雑率増加効果は明らかであり、

低温による花粉稔性の低下（後藤・山本 2））が自然

交雑を促進していると考えられた。このことから、

低温による花粉稔性の低下が生じる地域では自然交

雑率が通常より高まることが予想され、より長い隔

離距離の設定や網掛けのような物理的な交雑防止策

が必要と考えられた。

交雑花粉の推定で、は開花期が近かった「エンレイ」

と推定される例が多かったが、開花期の差は数日し

かなく、開花期間の多くは両品種とも「青丸くん」

と重なっていたと考えられる。このことから開花期

～開花盛期の聞に多くの自然交雑が生じたと考えら

れる。

一方、「エンレイ」「リュウホゥ」のどちらでもな

い花粉親と推定される個体が見られたが、花粉親に

他の品種が混入した可能性もあり、今後検討してい

く必要がある。

オ今後の課題

網掛けを行うことで自然交雑率を大幅に低減でき

ることが明らかとなったが、大規模な栽培では網掛

けは事実上不可能である。このため、今後はどのよ

うな状況下で綱掛けを行うべきか検討していく必要

がある。

力要約

ダイズの自然交雑防止技術を検討した結果、開花

期に網掛けを行って物理的に防止することで完全に

交雑を防止することができた。

また、低温処理、ミツバチ放飼により自然交雑率

が高まることを明らかにした。

キ引用文献

1）生井兵治（1985）.花粉媒介昆虫の利用．山口彦

之監修．細胞質雄性不稔．シーエムシー．東京．

54-65. 

2）後藤和男・山本正（1972）.豆類の冷害に関す

る研究 第3報．大豆の開花期前低温が花粉の

発芽及び受精におよぼす影響．北海道農試葉報．

100 : 14-19. 

研究担当者（羽鹿牧太ぺ島村聡、石本政男）
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( 11) テンサイにおける花粉飛散の抑制に関する

研究

ア研究目的

テンサイは、北海道の畑輪作体系における基幹作

物のーっとして、主産地である十勝地方および網走

地方を中心に全道で栽培され（栽培面積 62千 ha、

2010年）、砂糖国内消費量の約 30%(2008年）を

供給している。 しかし、昨今の TPPや EPAで論

議されるように、砂糖は自由貿易対象の筆頭候補品

目の一つに挙げられており、テンサイ栽培の省力・

低コスト化が喫緊の課題とされている。省力 ・低コ

ス ト化を図るには、栽培面積の 90%を占める移植

栽培から直播栽培へ変更することが最も効果的だ

が、直播栽培では雑草対策が課題であり、将来的に

除草剤耐性遺伝子を導入した遺伝子組換え（GM)

品種の利用がメニューとして想定される。北米で

は、 2007年より除草剤耐性テンサイ（Monsanto社

GenuityTMRoundup Ready⑧ Sugar beets）の商業

栽培が始まり、そのわずか2年後の 2009年には栽

培面積の 95%に同品種が作付されるまでに至った

(Monsanto社資料、 http: //www.monsanto.eo.jp/ 

data/plantarea.html）。日本国内でも、すでに KWS

社が2007年4月にカルタヘナ法に基づく第一種使

用規定（栽培、食用、飼料用）の承認を得ている。

欧米ではテンサイ GM品種の利用に際して、当年

抽苔株などから放出された花粉が、野生種および自

生種と交雑することによる GM遺伝子の拡散が特

に問題視されている（Bartschet al l), Darmency 

et al 2））。幸いにも、北海道には野生種・近縁種が

自生していないため、前出のような GM遺伝子流

動のリスクはほぼないと考えらえる。しかし、北海

道では、テンサイ栽培面積の約半分に相当する種子

を道内で採種しているため、採種圃場開での花粉混

交や原料栽培圃場で発生する当年抽苔株や堀残し越

冬株が放出した花粉が採種圃場へ混入することで生

ずる GM遺伝子流動の リスクが想定される。そこ

で本研究では、採種栽培におけるテンサイ花粉の飛

散特性を調査して、安全な採種栽培に必要な隔離距

離を検証するとともに、原料栽培圃場における当年

抽苔株や堀残し株の発生実態を明らかにして、 GM

花粉の発生源となる可能性を検証し、 GM品種と一

般品種との共存を図るための情報を提供することを

目的とする。

イ研究方法

（ア）テンサイ花粉飛散・受粉特性の解明

テンサイ花粉の飛散能力および受粉特性は、北海

道農業研究センター（札幌市）において、 2007年

から 2010年の 4か年調査した。試験は、花粉源か

ら開花期（7月）の卓越風風下方向約 2km迄の聞

に設定した複数の隔離区にダーラム式花粉捕集器と

雄性不稔種子親系統を設置して、花粉飛散の日積算

量と飛受粉能力を調査した。供試材料には、花粉源

として匹軸色がテーブルビート由来の特異的な赤

色を呈する優性ホモ（RR）の「NK150」、隔離区に

は劣性ホモ（rr）の緑佐軸を持つ雄性不稔種子親系

統「NK195-0xNK254BR-CMS」（以降「CMS」）を

配置した（図 14311-1）。「NK150」由来の赤色は優

性であり、本花粉が受粉した Fl雑種（Rrまたは

RR）は必ず特徴的な赤色を呈するため、万が一、

花粉源以外の花粉が受粉した場合でも形態的判別が

可能である。調査は、各隔離区での飛散花粉の日積

算量に加えて、花粉源にパーカード式花粉捕集機を

配置して連続的な飛散花粉量の変化を調査した。ま

た、開花期間中の風向風速、温湿度を継時的に測定

するとともに、開花終了後に登熟した Fl雑種種子

を各隔離区より収穫して、受粉状態を調査した。

（イ）交雑種子確認のマーカー検定

a Fl雑種の目玉軸色：イ－ 1) で採種した Fl雑

図14311-1 花粉飛散特性調査試験の配置図：赤点は

花粉源、緑点は隔離区
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種種子約 1000粒を紙筒に播種し、出芽した実生の

匹軸色（赤、薄赤および緑、図 14311-2）を調査した。

b l壬軸色の遺伝様式 「CMS」に伍軸色の異な

る3系統の花粉親「NK150」（赤）、「NK210BR」（薄赤）

および「NK304G」（緑）をそれぞれ人工交配して

Fl雑種を作成し、後代種子の佐軸色を調査した。

c SSRアレル： 8干重生買の SSRマーカー

(BQ586187 a、FDSB1008a、FDSB1023a、

BQ591966a、BvATT2a、USDA3la、Bvv32a、

Bvv37aおよびBvv5la）を用い、 2009年の試験で

配置した全個体（「CMS」108個体、「NK150」120

個体）、本試験区周辺に設置されていた別の採種圃

場で栽培されていた親系統（「NK210BR」（薄赤・緑）、

「NK210BR2」（薄赤・緑）、「NK300」（緑）、「NK304」（薄

赤・緑）および「PKS5335」（薄赤・緑）、各 3個体

ずつ）および同年に得られた花粉親不明の Fl雑種

（緑 19個体、薄赤 47個体、赤 94個体）の SSRア

レルを決定した。

（ウ）花粉飛散モデルによる検証

イ aで収得した飛散花粉デー夕、気象データに

加えて実験圃場の地形デー夕、空間データを利用し

て本実験圃場における花粉飛散モデルについてシ

ミュレーション解析した。解析には、数値モデル

A2Cfiow （三次元大気モデル）およびA2Ct&d（乱

流拡散輸送モデル）を適用した。なお、シミュレー

ションおよび解析は、 農業環境技術研究所の牛山朋

来博士（現土木研究所）に実施頂いた。

（エ）大規模圃場における交雑性調査

採種圃場開での花粉混入による交雑性を網走現

地圃場にて調査した（2007年、 2008年、 2010年）。

試験方法は、花粉源から開花期間（7月）の卓越風

風下方向最遠約 3kmまでの聞に小規模隔離圃を設

け、花粉源花粉が、隔離された別の採種圃場に混入

して交雑しうるかを調査した。供試材料として、花

粉源には前出と同じ「NK150」（赤佐軸 RR）、小規

模隔離採種固には「CMS」（緑伍軸 rr）と隔離区花

粉親系統「NK304G」（劣性ホモの緑佐軸 rr）を配

置した。本試験において隔離採種圃場では、本来、

緑~f軸系統間で交配して縁匹軸の Fl 雑種しか生じ

ないはずである。しかし、花粉源からの赤粧軸花粉

が混入して受粉した場合、 Fl雑種には赤粧軸の個

体が生ずることから交雑を判定可能である。調査は、

開花後に登熟した Fl雑種種子を収穫し、 ijf軸色を

川 1~楠（｜
i園 f園 川 園 ｜

図14311・2 雑種に見られた匹軸色の変異

調査して交雑率を算出した。

（オ）その他の拡散要因にかかわる調査

「当年抽苔」について、 2006年に全道6地域、 80

圃場で、実態調査を行った。調査方法は、圃場に発生

する当年抽苔株数を目視調査し、面積当たりの当年

拍苔株発生程度を算出した。

「堀残し株」および「越冬性」については、まず、

2006年秋から 2007年春にかけて士幌町の原料生産

圃場（4か所）で、実態調査を行った。収穫直後の堀

残し株数と、翌春、同一圃場で越冬生存している株

数を調査して越冬堀残し程度を算出した。また、埋

土深度と越冬性の関係を 2008年と 2009年に北海道

農業研究センター芽室研究拠点にて調査した。調査

方法は、両年ともに生長点露出区と埋設区（埋設深

5cm）を設けて、翌春の越冬生存率を調査した。

ウ研究結果

（ア）テンサイ花粉飛散 ・受粉特性の解明

試験期間中の風向は、 2009年と 2010年は想定し

た卓越風とは逆の北方向からの風もやや多く認めら

れたが、調査期間を通じて概ね目標とする東南東

から南の風が優先していた（2007年65%、2008年

64%、2009年49%、2010年49%、図 14311-3）。花

粉飛散に関して、開花始期は 6月末から 7月初頭で、

開花終期は 8月初旬から中旬まで年次間差がある

が、花粉飛散の盛期は開花後 10日～ 20日後であっ

た（図 14311-4）。

花粉の飛散量は、 4か年ともに花粉源から lOOm

までの間で急激に減少したが、 840m地点まで極少

量確認され、それより遠方ではほとんど増減なく推

移した（図 14311-5）。また、隔離区より得られた交

雑種子は、遠距離になるにしたがって採種量が減少

するとともに（図 14311-6）、種子発芽率の低下も観

察された。採種したこれら種子の匹軸色を確認した

結果、いずれの隔離区においても花粉源「NK150」

に由来すると考えらえる赤色匹軸が確認されたこと
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ダーラム式花粉捕集器で調査

から、テンサイ花粉は少なくとも l,980m以上は飛

散して受粉する能力を有すると考えられた。

（イ）交雑種子確認のマーカー検定

a Fl雑種の佐軸色：赤目玉軸の個体は 15m～

l,980mのすべての地点で出現し、緑色および薄赤

色佐軸の個体は、 30m～840mおよび l,550m～

l,980mに生じていた（表 14311-1）。

b 目玉軸色の遺伝様式：緑x赤 Fl雑種は赤（計

934個体）、緑x薄赤 Fl雑種は薄赤（84個体）、緑

x緑 Flは緑（442個体）となった（表 14311-2）。

このように脹軸色は赤および薄赤が緑に対して完全

優性の遺伝様式を示し、その例外は認められなかっ

た。

c SSRアレル： 8種類の SSRマーカーにより

全 25種類のアレルが検出された。そのうち系統に

特有のアレルは検出されなかったものの、系統聞の

アレル頻度が大きく異なった結果、赤目玉軸 Fl雑種

の89%は、「NK150」に高頻度の 3種類の SSRア

レル（FDSB1008座の lllbp、BvATT2座の 160bp

およびBvv37座の 260bp）のいずれかを保有して

~ 5,000 
E 

・2007年 ・2008年． 0 2009年 )K 2010年

、＂4000

~ 3,000 
室2,000

記 1,000
経
牒 0

．． ． 。
． ． 

。。

1-Jul 6-Jul 11-Jul 16-Jul 21-Jul 26-Jul 

図14311-4 テンサイ花粉飛散量の推移 （7月）
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図14311-6 花粉源からの隔離距離と採種量の関係

いた（表 14311-3）。また薄赤色および緑色の匹軸色

を持つ Fl雑種の多く（それぞれ68%および83%)

は「NK210BR」系列（「NK210BR」、「NK210BR2」

および「NK304」）に典型的な 4種類の SSRアレ

ル（BQ586187座の 139bp、FDSB1008座の 105旬、

BvATT2座の 163bpおよびBvv51座の 285bp）を

共有していた（表 14311-4）。

（ウ）花粉飛散モデルによる検証

2010年のデータをもとに試験圃場での花粉堆積

密度分布を検討したところ、花粉の拡散方向と花粉

源から l,550mまで直線的に配置した隔離区の方向

はよく一致しており、花粉飛散特性を調査する上で

的確な配置であった（図 14311-6）。

また、この結果をもとに、テンサイの花粉飛散動

向をシミュレーションした結果、 500m付近までは

シミュレーション結果と比べて観測値は低い値を示

したが、それより遠方 840m以降は、シミュレーショ

ン結果と観測値はよく 一致していた（図 14311-7）。

（エ）大規模圃場における交雑性調査

2008年の試験結果を図 14311-8に示す。花粉源か
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表 14311-1 花粉源から 15m～1980m隔離された地点

で収集された雑種の各佐軸色の出現個体数

花粉初、 個体数播種数 出現似体数
からの距雌 （株） （粒） 赤 （%） 緑 （叫） 薄赤 （首）

15m 13 884 586 66.3 。 。。 。 。。
30m 13 884 523 59.2 。 。。 3 0.3 

lOOm 15 1,020 559 63.2 3 0.3 3 0.3 

840m 6 1,224 8 0.9 4 0.5 2 0.2 

1480m 6 1,224 0.1 。 。。 。 0.0 

1550m 3 918 2 0.2 。 0.0 0.1 

1980m 4 1,224 2 0.2 12 1.4 40 4.5 

表 14311-3 「NK150」に割合の多い SSRアレル

マーカー名 NK150に高頻度 各脹軸色の遺伝子保有頻度（割合）
のアレノレbp 赤（N=94) 緑（N=l9) 薄赤（N=47)

1. FDSB1008 111 (22%) 20 (21 %) 0 (0%) 1 (2%) 

2. BvA＇「T2 160 (58%) 56 (60%) 1 (5%) 2 (4%) 

3. Bvv37 260 (92%) 62 (66%) 1 (5%) 2 (4%) 

l～3し、ずれか 111,160,260 84 (89%) 2 (11%) 3 (6判）

2000 

図14311-6 花粉堆積密度分布 ：図中の緑の点は配置

した隔離区を示す （図中単位 ：粒／m3)

らの距離が250m以内では 1%以上の高い交雑率が

認められ、 250m～ 500mの範囲でも 0.1%～ 0.5% 

の交雑率が認められた。しかし、それ以上遠方で

は、 0.1%以下となり交雑率は低下したが、 最遠

2,500mで花粉源からの花粉が交雑したと考えられ

る個体が見つかった。ただし、 0.0094%（赤 ／緑＝

1/10,592）と非常に低い頻度であった。

（オ）その他の遺伝子拡散要因にかかわる調査

当年抽苔の発生実態を 2006年に調査した。全道

6地域 80ヶ所の圃場を調査した結果、当年抽苔株

の発生には地域間差が認められ、網走東部では 5.9

株 ／lOaと高かったが、それ以外の地域では 2株

/lOa 以下と極少数であった（表 14311-5）。

実際の原料栽培圃場で発生する堀残し株の発生

実態を調査した結果、越冬後に抽苔 ・開花する可

表 14311・2 交配組み合わせおよび雑種目玉軸色の遺伝

円、υ

）

M
 

P

H

F

し

、ーノ

、
ー
ノ
門
口
、
／
圃

ハ
U
一一nvv
nυ
泊
サ

－

D
H

色
一

日

目

幻

ぬ
一mm

h
川

F
J「
－

K
K
K
K
Tひ

止弗
－〈一N
N

N

N

－2

i
－（
（

（

i
H
 

の
一
一

ホ

長
一
N

親
一一
赤
す
待
緑
一0

3

ぃ－－

j

i

－
－PO

I
州ロ
－

－

E

「
A
J

」て
－－
x
x
x
x
－ー

フ
J
E

－

－

w山

♀
謀

緑
繰

一線
戸川

合
一

筈
－

Q

岨
一Mm

－
M
W

M
叩
州
側

脹
－4
H
－0

0
例
制

。

、ノ
F
h
v
 

種雑
赤

370 (100%) 

564 (100%) 

0 (0%) 

0 (0出）

緑

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

442 (lOC弛）

表 14311-4 「NK210BR」系列特有の SSRアレル

NK150に高頻度マーカー名 のアレノレbp

1. BQ586187 139 (100%) 

2. FDSB1008 105 (94%) 

3. BvATT2 163 (100%) 

4. Bvv51 285 (100弘）

1～4し、ずれか 139,105,163,285

各月壬判l色の遺伝子保有頻度（割合）
赤（N=94) 緑（N=l9) 薄赤（N=47)

61 (33%) 18 (95%) 45 (96%) 

164 (89出） 19 (100%) 46 (98弛）

130 (7C%) 19 (100出） 46 (98%) 

36 (23%) 15 (79弘） 44 (94%) 

21 (22%) 13 (68%) 39 (83%) 

図14311-7 花粉飛散のシミュレーション結果

1）実線：シミュレーション、 ・ ：観測値、 ． ．観
測値を採種量と Fl雑種の目玉軸色データをもとに
補正した値

？？ 5与

じ

<;l- 9-- <;l-

2.00目m

大 花粉源
。隔離区
。交雑率＝0%

。交雑率＜0.1%

0・0.1%話交雑率＜0.5%

。：0.5叩亘交雑率＜1.0%

• : 1.0%孟交雑率

Qi；；；，時戸よ 一 てゆ ♀

図14311-8 大規模圃場における交雑性確認試験
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表 14311・5 現地圃場における当年抽苔発生調査

調査地域
圃場数 総面積 抽苔株数 ha当株数
（箇所） (ha) （株）

網走東部 26 69.0 409 

網走西部 12 38.0 

中斜里 5 10.0 4 

訓子府町 17 43.2 74 

上 ) 11 8 9.5 4 

道 南 12 15.9 2 

全 計 80 185.5 494 

全平均

表 14311-7 越冬生存調査

試験年 処理
越冬率 開花率
（%）（%） 

（株／ha)
5.9 

0.0 

0.4 

1. 7 

0.4 

0.1 

2.7 

備考

冠部露出 0.8 0.0 
2008 . 土壌凍結深

完全埋設 38.7 28.2 

冠部露出 70.0 40.8 
2009 早期根雪

完全埋設 83.3 62.9 

1) 08年（31個体／区×2反復、07年11月14日設置）

2) 09年（30個体／区×3反復、08年11月11日設置）

3）完全埋設区の埋土深はlOcm程度

能性がある株が平均して約 2,000株 ／ha認められ

た。また、翌春の越冬生存調査では 24株 ／ha認め

られた（表 14311-6）。また、 2007年秋から 2008年

と2008年秋から 2009年の 2回、埋設深度が越冬生

存率におよぼす影響を調査した結果、土壌凍結深

が比較的深かった 2007年は、冠部を露出した場合

ほとんどが凍死したが、埋設した場合 38.7%が越冬

し、 28.2%が開花した。一方、根雪が早かった 2008

年は、埋設した場合83.3%が越冬し 62.9%が開花に

至った。さらに、冠部が露出した状態でも 70.0%が

越冬し、 40.8%が開花に至った（表 14311-7）。

工考察

テンサイの受粉様式は風培であり、その花粉は直

径 20～27μm程度と非常に微細で、古くから遠距

離への飛散と交雑が指摘されていた（Darmencyet 

al 2））。また、これまで北海道では 2kmとされてき

たが、その根拠となるデータは古く、改めて実態に

沿った隔離距離の設定が必要とされてきた。

本研究において、テンサイ花粉の実際の飛散状

況とその受粉能力を 4か年にわたって調査したが、

l,550m地点での受粉は 4か年、 1,980m地点での交

雑も 2か年続けて確認された。ただし、これら遠距

離区で観察された実際の花粉は極少数であり、この

表 14311・6 原料栽培圃場の収穫時に生じた堀残し株

調査 堀残し 越冬 越冬率
圃場 （株／ha) （株／ha) （%） 
A 1,627 6 0.4 

B 1, 741 。 0.0 

c 1,968 65 3.3 

D 2,725 24 0.9 

平均 2,015 24 1.2 

1）堀残し調査：2006年10月27日

2）越冬株調査：2007年6月11日

観測値から断定することは困難である。本研究では、

さらに脹軸色の遺伝に関する形態マーカーと SSR

マーカーを利用した遺伝子レベルでの判定を行い、

高い確証性で花粉源花粉との交雑を明らかにした。

花粉源から 15m～ 1,980mの各隔離区で得られた

赤目玉軸の Fl雑種は、赤（または薄赤）が緑に対し

て完全優性を示す匹軸色の遺伝様式が認められ、そ

れらは花粉源の「NK150」由来の飛散花粉と受粉

したと考えられる。系統特有の SSRアレルは検出

されなかったものの、赤佐軸の Fl雑種のほとんど

(89%）で「NK150」に高頻度の SSRアレルを保有

していた結果は、上記の結果を補完するものである。

一方、遠距離隔離区において花粉源由来の赤匹軸で

はない緑粧軸もしくは薄赤匪軸の Fl雑種種子が観

察されたが、北海道農業研究センター内で実施差さ

れている本試験以外の採種閏場で使用されていた薄

赤および緑佐軸の花粉親系統「NK210BR」系列に

典型的な 4種類の SSRアレルを保有していたこと

から、「NK210BR」系列がコンタミした結果生じた

ものと考えられた。

さらに、これらの花粉飛散のデータをもとに実施

した A2C委文値モデルを利用したシミュレーション

解析でも、 2kmにおいてテンサイ花粉が飛散しう

ることが示された。Om～840mでは、観察値とシ

ミュレーション値のギャップがやや大きいが、問題

となる 2km前後の距離ではほぼ一致している。こ

の結果からも、花粉は少なくとも 2km程度は飛散

することが明らかであるが、さらに遠距離に至って

も花粉堆積密度の低下が緩やかであることには十分

配慮する必要がある。

網走で実施した大規模圃場での交雑試験では、極

低頻度ではあるが、 2.5kmで花粉源花粉が交雑した

と考えられる結果が得られた。2008年の実施段階
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において、詳細な形態調査や DNAマーカーを利用

した検定ができなかったため、花粉源由来の花粉に

よる交雑種子であることを明確に示すことはできな

いが、上述の花粉飛散特性から鑑みて、その可能性

を否定することはできない。ただし本試験において、

lkm以遠で 0.1%以上の交雑率を観察したデータは

なく、また、さらに交雑許容値を低い値に設定する

場合、実証データに基づいて設定することは困難な

ため、先の花粉飛散予測モデルなどを利用して十分

にシミュレーションを繰り返す必要がある。

一方で、欧米での研究報告においても、高いリス

クのーっとして指摘されている当年拍苔株につい

て、当年抽苔は糖分低下や防除作業の障害、病害虫

の発生減となることから、従来の品種育成において

も不要形質として扱われてきた。しかしながら、既

存の交雑や選抜といった育種法で完全に当年抽苔を

抑えることは困難であるため、抽苔もしくは花粉生

産そのものを制御するメカニズムを開発・導入する

必要がある。また、堀残し越冬株については、収穫

機の収穫精度を高めることが第一の対策となり得る

が、完全に堀残しを防ぐことは困難であり、耕種的

管理法も含めて検討する必要がある。ただし両リス

クに対しては、現状で即実施可能な技術が提言され

ていないので、当面は設定された隔離距離に基づき

採種圃場周辺から原料栽培圃場を隔離することで対

処する。

オ今後の課題

完全に交雑を避けることは、テンサイの花粉特性

上困難なので、交雑率の許容値をどの程度に設定す

るかで隔離距離は決定されるものと考える。

交雑の検出に有効であると考えられた SSRマー

カーは、 f食出アレルが多いことからも明らかなよう

に、複数のテンサイ系統聞の自然交雑を同時に識別

することが可能である。しかしテンサイの品種・系

統内にはアレル多型が内在しているため、より検定

精度を高めるためには SSR多型に基づいた材料の

選抜、さらに検定精度の高い検出法の開発が必要で

ある。

なお、原料栽培圃場からの花粉の飛散・コンタミ

を根絶するには、拍苔・開花しない品種の育成・メ

カニズムの開発・導入が必要である。

力要 約

テンサイの花粉は、少なくとも 1,980mまで飛散

して受粉する能力を有することが、目玉軸色形態マー

カーによる判定、また、その遺伝様式およびSSR

多型による判定結果から明らかになった。また、

A2Cモデルを利用したシミュレーション結果から

も、テンサイ花粉は 2km以上飛散すると予測され

た。さらに、大規模圃場での交雑性調査において、

単年度の結果であり極低頻度ではあったが、花粉源

から 2.5kmの距離で花粉源花粉が交雑したと考え

られる Fl雑種が得られた。以上の結果よりテンサ

イ花粉は非常に遠方まで飛散・受粉する能力を有し

ており、ゼロトレランスを求めることは不可能であ

る。しかし、仮に交雑率の上限を 0.1%とした場合、

今回の結果からは 2km以上の隔離距離を設定する

ことで交雑のリスクを回避できると考えられた。ま

た、当年抽苔株や堀残し越冬株も花粉源となり得る

が、現時点では隔離距離に基づいて採種圃場周辺部

での原料栽培を避けるなどの措置をとることで、リ

スク回避は可能と考えられた。

キ引用文献

1) Bartsch, D. et al (2003). Environmental 

implications of gene flow from sugar beet to wild 

beet current status and future research needs. 

Environmental Bio-safety Research. 2 : 105-115. 

2) Darmency, H. et al (2009). Pollen dispersal in 

sugar beet production fields. Theo. and Appl. 

Gen. 118 : 1083-1092. 

研究担当者（高橋宙之ぺ黒田洋輔）

(12) イタリアンライグラスの部分雄性不稔系統

MSIによる花粉飛散制御に関する研究

ア研究目的

ライグラス類 （Loliumspp.）は種子繁殖の他殖性

風媒交配植物で、欧米を中心に高品質な牧草あるい

は緑化（芝生）用として広く利用されており、多く

の品種が育成されている。わが国では、イタリアン

ライグラス （Loliummultiflorum Lam.）が、関東以

西で冬作の飼料作物として広く栽培されている。イ

タリアンラグラスは、通常一年生（Winterannual) 

としての特性が強く、牧草に中でも大量の種子を生
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産し、それに伴って大量の花粉を遠距離に飛散させ

る。そのため空間的隔離が難しく、春一番草収穫後

も盛んに出穂・開花させるので、開花時期の調整に

よる交雑回避も難しい。また、近縁のペレニアルラ

イグラス（L.perenne L.）と容易に交雑する。その

ため、ライグラス類の組換え体からの遺伝子拡散を

防ぐためには、雄性不稔などによって花粉飛散量を

制限する必要がある。畜産草地研究所で育成した雄

性不稔系統MSIは、 10～ 30%程度の花粉稔性個体

の分離が認められ、その割合も栽培環境によって変

動するが、集団として花粉量が少ないので一定の空

間的距離を確保することによって遺伝子拡散を防止

できると考えられる。また、近縁種に MSIの雄性

不稔遺伝子を完全に制御できる栄養系が見いだされ

ているので、この特性をイタリアンライグラスに導

入することによって花粉稔性個体の分離の比率をさ

らに低下させる維持系統を育成することができる。

また、 MSIは栽培環境で花粉飛散個体の発現が変

動し、暖地で花粉稔性個体率が増加することが認め

られている。

本研究の目的は、①イタリアンライグラスの花粉

密度の低下とその交雑の関係を検討し MSI遺伝子

が周辺のライグラスに広がらないために必要な隔離

距離等栽培条件の策定、②ベレニアルライグラスの

雄性不稔制御因子を導入した花粉稔性個体頻度を極

低水準に抑えたイタリアンライグラスの開発、③環

境条件によって花粉稔性が変わる栄養系を選抜し

て、その特性を明らかにすることである。

イ研究方法

（ア）イタリアンライグラスの花粉密度の低下と

その交雑の関係

イタリアンライグラス MSIは、雄性不稔である

が種子稔性については問題がないことが確認されて

いる。温室で育苗した MSI320個体を畦間 0.75m、

株間 0.30mで2007年5月16日に東北農業研究セン

ター（盛岡）内のライグラス類作付圃場からはm

程度離れた圃場に移植し、開花・結実させた。周辺

部の個体を除いた 64個体を任意に選んで個体毎に

採種し、各個体につき約 200粒の穎果についてその

稔実の可否を軟X線検査装置（Softex社製）で測

定し、種子稔実率を算出した。

（イ）ベレニアルライグラスの雄性不稔制御因子

を導入した花粉稔性個体分離頻度を極低水準に抑え

たイタリアンライグラスを開発

雄性不稔制御遺伝子を持つペレニアルライグラス

2栄養系（Kil及びKi2）とイタリアンライグラス

MSIの維持系統” MSIBl”3栄養系とを交雑させ、

種子を得た。これを播種して出穂させ、雄性不稔性

検定栄養系 A16及び 1-101と交雑させた 15組み合

わせ（11遺伝子型を評価）を供試した。これらを

温室で栽培して出穂させ、個体毎に花粉稔性を調べ

た。

（ウ）栽培環境による MSIの花粉稔性の変動の解

明

東北農業研究センター（盛岡）で育百した

MSI200個体を九州沖縄農業研究センター（合志）

に送り、 2月21日にその圃場に移植した。その後

出穂させて花粉稔性分離個体を選抜して東北農業研

究センターに返送し、東北農研で再度出穂させて花

粉稔性を調べて花粉不稔が認められる個体を選抜し

た。これらの個体を気温・日長と温度を制御した人

工気象温室において異なる温度条件で生育・出穂さ

せて、その稔性回復条件を明らかにする。

ウ研究結果

（ア） MSI集団 320個体中 64個体の種子稔実率

はO～ 21.7%、平均 1.8%であった。各調査個体の

稔実率分布を圃場マップ上に示した（図 14312-1)。

13個体が0%であった一方で 5%以上のものが3個

体認められた。晴天時の風上にあたる南西部分に高

い稔実率の個体があったが、それ以外には調査した

個体の稔実率の分布に一定の傾向は認められず、こ

の高稔性2個体から多量の花粉が飛散し、集団の種

子稔実率に影響したとは考えられなかった。

（イ）雄性不稔制御遺伝子を持つペレニアルラ

イグラス遺伝子型2個体とイタリアンライグラス

MSIの維持系統 MSIBlとの F2世代を雄性不稔性

検定栄養系 A16及び 1-101と交雑させた雑種目組

み合わせ（11遺伝子型を評価）の花粉稔性を評価

した結果、 3栄養系（(B・2xKi2)-1,2,5）の後代では

すべて不稔であった（表 14312-1）。

（ウ）九州沖縄農研センターでは、 MSI200個体

中20個体の花粉稔性個体が観察された。これら 20

個体を東北農研で再度出穂させたところそのうち 9

個体で不稔を確認した。これら 9個体のうち越夏さ
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表 14312・1 (MSIBl×Ki) Fl個体と検定親との交雑

における雄性不稔の発現
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1) Kil, Ki2はペレニアルライグラス栄養系、 64個体
について調査。Bーは、 MSIのB系統由来栄養系

82 
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28 

39 

A-16×｜くi1

A-16×Ki2 

．．〉川 田園 5刊縮図 2-5~ 区三ヨト2＼亡コ舗

図14312・1 隔離圃場における MSI個体

1) MSIを南北32個体、東西 10列に栽培し、周辺個
体以外任意の 64個体について調査

9個体のうち越夏した7個体について
春化処理（10・17℃）35日間

人工気象室・温室において長日処理（7個体、 9月｝

MSIを東北農研の；旦室に揺種（1月｝して宵苗

200個体を九州盟主研園場に移植（2月）
出穣（5月）雄性不稔性調査

東北農研にて再生茎の穏で
雄性不稔性調査（7月｝

MSIからの温度反応性雄性不稔個体の発現と選抜図 14312・2

源からの距離が 150～200mに相当する（上山 1））。

花粉稔性が正常な集団聞の競争受粉条件下では、そ

の距離が lOOm未満で交雑個体が見られなくなるこ

とから、この水準の雄性不稔性を示す集団から、そ

の集団外に飛散させている有効な花粉は極めて少な

く、隣接していてもその集団の花粉稔性が正常であ

れば、交配しないとみなすことができる。このこと

から、花粉稔性に影響を及ぼさない遺伝子に関する

組み換え体であれば、 MSIを素材にすることで遺

伝子拡散を防ぐことができると考えられる。

（イ）細胞質雄性不稔は、ミトコンドリア遺伝子

と核遺伝子の相互作用によって発現するものである

しばしば不安定な特性を示す。MSIは、集

せることができた 7個体について 25℃以上で生育

させ出穂・開花に至った 5個体で花粉稔性が認めら

れた。さらにこのうちの l個体については、 20℃以

下で不稔を確認した（図 14312-2）。

ため、
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考察

（ア）多くのイネ科牧草が風媒性他殖性植物であ

り、種子を結実させるためには「一定以上」の花

粉飛散が必要とみられる。したがって、その水準

を「一定以下」にとどめれば、遺伝子拡散は抑える

ことができる。本試験結果で示された MSIの集団

内における個体の種子稔実率の平均値 1.8%という

水準は、全ての個体が雄性不稔と仮定すると、花粉

工



団内に花粉稔性個体が一定 割合で発現することが

認められており、その遺伝様式は解明されていない

（荒川ら 2））。しかし、近縁種のペレニアルライグラ

スの栄養系に MSIの雄性不稔性に効果がある栄養

系が見いだされている。種間雑種が細胞質雄性不稔

系統を作出する手法のーっとして、 Wit3lも報告し

ており、ペレニアルライグラスを活用した雄性不稔

率向上の試みは有効と思われる。

（ウ）生育温度によって雄性不稔性が変動するこ

とは、イネ（Maruyamaet al. 4l）、コムギ（Xing

et al. 5l）、ユリ（佐藤ら 6））で報告され、遺伝解析

が進められている。荒川ら 7）によると、 MSIの雄

性不稔個体率は、栃木県那須塩原市で 90.7%、長野

県佐久市で94.5%、熊本県玉名市で 65.6%と、生育

温度が高いと不稔個体率が減少する。上述の（ア）は、

寒冷地（岩手県盛岡市）での結果であるので、暖地

でMSIを栽培した場合は、花粉稔性個体が増加し

て、花粉をより多く飛散させる可能性が高く、遺伝

子を拡散させる可能性が高まるので、より大きな隔

離距離を確保する必要がある。一方、西南暖地では、

ライグラス類は圃場や草地での栽培の他に路傍や河

川敷などに広く分布し、寒冷地と比べてその密度は

著しく高く、空間的に隔離することは困難である。

そのため高温条件で発現する花粉稔性に関わる遺伝

子型を除いて、雄性不稔個体率を寒冷地並の水準に

する必要がある。本試験の結果では、暖地でのスク

リーニングした稔性個体を寒冷地で評価すると花粉

稔性が分離し、人為的温度制御条件で再現できたこ

とから、より効果的な温度条件でスクリーニングを

繰り返すことで暖地でも稔性個体率を一定以下のと

どめることは可能と思われる。また、これに関連す

る遺伝子の特定も効率的な選抜に重要である。

オ今後の課題

（ア）イタリアンライグラスの花粉密度の低下と

その交雑の関係

温暖地・暖地における MSIの種子稔性を調べ、

MSIが遺伝子組換体の素材として利用可能な地域

を特定する。

（イ）ペレニアルライグラスの雄性不稔制御因子

を導入した花粉稔性個体分離頻度を極低水準に抑え

たイタリアンライグラスを開発する。

ペレニアルライグラスはイタリアンライグラスと

利用法や適用地域が異なるので、雄性不稔性制御に

関する遺伝子をイタリアンライグラスに導入し、花

粉稔性個体が限りなく少ない系統を作出するととも

に、効果的な稔性回復遺伝子を保有する B系統を

育成する。

（ウ）栽培環境による MSIの花粉稔性の変動の解

明

雄性不稔性の変動に影響する温度の特定とそれに

よって影響を受ける特性を持った個体のスクリーニ

ングによって温度反応性を減少させることと温度反

応にかかわる特性の遺伝行動を明らかにする。

力要約

（ア）イタリアンライグラス MSIを寒冷地で栽培

した場合、 MSI集団の種子稔実率から推定すると、

隣接集団おいてもその花粉稔性が正常であれば、交

配しないとみなすことができた。

（イ）ペレニアルライグラス栄養系とイタリアン

ライグラス MSIの維持系統MSIBlとの交雑後代に

高率の不稔個体が認められたことから、種間雑種に

よる雄性不稔率向上の試みは有効と考えられた。

（ウ） MSIは高温条件で雄性不稔個体率が低下す

るので、暖地では遺伝子拡散を防ぐことは難しいと

考えられる。雄性不稔性が変動する栄養系を選抜す

ることはできたので、これを解析することによって、

暖地での雄性不稔個体率の低下を防ぐ手法を開発す

る必要がある。
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研究担当者（上山泰史ヘ荒川明）

4 混入防止技術の開発

( 1 ) イネの収穫後における種子混入調査法の開発

と混入様式の解析

ア研究目的

現在、我が固における遺伝子組換え農作物の使用

にあたっては、関係法令に基づく安全性確認等の手

続きが必要である。また、これらの手続きに加え、

囲内で実際に栽培を行う場合は生産・流通上の混乱

を招かぬよう、非組換え作物との交雑や混入を防止

する等の配慮が求められている。

そこで、収穫機および乾燥機を共用した場合の種

子混入率判別のための調査法およびサンプリング手

法を確立するとともに、混入防止あるいは低減のた

めの技術指針を策定する。

イ研究方法

（ア）混入した品種の判別手法の確立

調査対象となる籾の母集団が 25kg、粒数では

100万粒を超える場合に対応できる、十分な検出感

度と精度を有するサンプリング方法と判別方法を確

立する。

a 籾ふ先色による判別法の検討

籾を水に漬け、モチ品種の籾の先端にあるふ先色

を利用し、視認により判別を行った。

b 玄米透過光とヨウ素ヨウ化カリウム染色の併

用法の検討

製図用透写台の透過光で光を通さないモチ品種と

透過するウルチ品種の玄米を判別する。予備調査と

して、人為的にモチ品種を一定の割合で混入して精

度の検討を行った。ヨウ素ヨウ化カリウム染色は常

法により行った。

なお、収穫物からのサンプル抽出には均分器を、

籾摺りには試験研究用小型籾摺り機を用い、全行程

において、機器の清掃を行い、積算収穫量の大きな

方から作業を行った。

（イ）混入の実態および混入率の推定

水稲収穫において品種を切り替えた際に発生する

混入の変化を把握するために、清掃の有無の条件に

ついて積算収穫量と混入率との関係を調査した。 2

条刈り（2006年）および4条刈り白脱コンパイン

(2007年.2008年）を供試し、モチ品種を収穫した

後にウルチ品種を収穫した。収穫開始から lOm毎

に穀粒口から穀粒を採取し、採取した調査区毎に重

量と混入率を測定した。採取した籾を玄米に調製し

た後、透過光を使ってモチ品種を選別し、調査区毎

にウルチ品種への混入率を算出した。また、収穫開

始から調査区までの穀粒の重量の積算値を積算収穫

量とした。モチ品種を収穫して排出した後、 5分間

脱穀選別部を空転しウルチ米を収穫した場合を「清

掃なし」、 5分間の空転後、掃除口を開放しエアー

を使って清掃した場合を「清掃あり」とした。また、

積算収穫量と混入率の実測値から、積算混入率を推

定するための近似式を求めた。

（ウ）機内残に関する文献調査

生研センターで実施した白脱コンパイン（種子用）

総合鑑定成績から、清掃前、清掃後の機内残を調査

した。対象としたコンパインは 14機種で、その内

訳は、メーカーが3社、刈取り条数が2～6条であっ

た（表 14401-1）。また、品種を切り替え l回目の排

出までに機体内に残留するすべての穀粒がタンク内

に混入すると仮定した場合の混入率（機内残／タン

クが満量での籾重量）を想定混入卒と仮称し、算出

したD

（エ）熟練者の清掃技術を導入したコンパイン清

掃マニュアルの作成手法の開発

ナレッジとは、企業や作業者の有益な知識・経験・

事例・ノウハウなど付加価値のある情報である（松

村 1））。熟練者のナレッジを抽出・整理・管理する

ことで技術を伝承できる。農業においても熟練者の

知識や技能を継承する手法の lつとして、農作業ナ

レッジの摘出方法が提案されている（山本 2））。

そこで、清掃ナレッジの摘出手法を開発する。ま
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表 14401-1 機内残に関する調査結果

条数 メーカー 籾重量 想定混入率
i需陸前（kg) 掃陸後（g) （%） 

A 0.7 13.9 0.005 

8 2.0 0.7 0.000 
2 

c 2.2 1.6 0.000 

c 2.2 48.4 0.012 

c 2.1 2.6 0.001 
3 

c 2.7 1.3 0.000 

8 1.9 3.2 0.001 
4 c 3.0 0.5 0.000 

8 1.3 2.9 0.000 

8 3.6 18.0 0.003 

5 c 5.2 8.2 0.001 

A 2.6 4.6 0.001 

8 2.0 6.1 0.001 

c 2.5 4.0 0.000 
6 

網掛けは、 調査時、マニュアルまたは構造等に問題

ただし、現在は改善済みである。

た、清掃ナレッジを導入したコンパイン清掃マニュ

アルを作成する。

（オ）ナレッジ清掃マニュアルの検証

ナレッジ清掃マニュアルの効果を明らかにするた

めに従来のマニュアルとの比較試験を行った。供試

コンパインは 2条刈り白脱コンパインとし、被験者

はコンパイン清掃の経験の少ない作業者とした。対

象作物は水稲（品種：朝の光、籾水分 15%、わら

水分 63%）とした。試験方法は、まず、タンクが

ー十不になるまで1又穫し、オーガより籾を排出した後、

被験者によって清掃を行い、清掃時間、機内残を測

定した。収穫から測定までを、従来のマニュアルに

従って 3回繰り返した後、ナレッジ、清掃マニュアル

に従って 1回行った。

（カ）混入防止技術報告書の作成

コンパイン収穫作業における混入防止指針の作成

に必要な技術報告書をまとめた。

ウ研究結果及び考察

（ア）混入した品種の判別手法の確立

a 籾ふ先色による判別法の検討

人為的にモチ品種を混入した予備調査では、実際

の混入率より 3%程度低く示される傾向があった。

籾の状態で判別できるが、調査対象は 1000粒が限

界であり、実用的でないと判断された。

b 玄米透過光とヨウ素ヨウ化カリウム染色の併

用法の検討

予備調査の結果、 10000分の lの混入でも検出可

図14401・1 混入種子の判別方法

1) 上 ：透過光による玄米の判別方法
2) 下 ：ヨウ素ヨウ化カリウム染色による玄米の判別
方法

能であった。色彩選別機の乳白粒を取り除く機能を

利用し、乳白粒を透過光判別に供試することで、抜

き取りサンプルの量を 10万粒（玄米 2kg程度）に

拡大できた。色彩選別機透過光による視認 ヨウ

素ヨウ化カリウム染色という手法が精度、労力とも

現実的と判断された（図 14401-1）。

（イ）混入の実態と混入率の推定

積算収穫量と混入率との関係を図 14401-2に示

す。清掃ありでは、積算収穫量 lOOkgで混入は検

出されなくなったが、清掃なしでは、積算収穫量

200kgで0.001～ 0.01%程度混入が検出された。掃

除口を開けずに脱穀部および選別部を空転しても多

量に機内残が発生するため、継続的に混入が発生し

たと推察された。2007年と 2008年の収穫時籾水分

には大きな差があったが、清掃ありの場合は混入率

の推移に大きな差はなかった。

収穫開始から各調査区までを合わせたウルチ米

に含まれるモチ米の混入割合を積算混入率とした。

積算収穫量と積算混入率との関係を図 14401-3に示

す。また、積算収穫量と積算混入率との関係を累乗

近似し近似式を求めた結果、決定係数 Ft-= 1.00と

高い相関を得た。混入率を省力的に定量測定できる

手法の lつであるリアルタイム PCR法の保証定量

下限は l× 10-1%のオーダーであることから（山本

ら2））、十分に検出限界を下回る値として積算混入

率0.01%未満となる積算収穫量を推定した。積算混
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図14401・3 清掃が積算混入率におよぼす影響

1) 上 ：清掃あり
2) 下 ：清掃なし

図14401・2 積算収穫量と混入率との関係

1) 上 ：清掃あり
2) 下：清掃なし

入率は、調査時にマニュアルまたは構造等に問題の

あった機種を除いて 0.01%未満であった（表 14401-

1）。総合鑑定検査では、コンパインの開発技術者等（以

下、熟練者）が清掃する場合が多く 、高い清掃技術

を有しているために高精度な清掃が可能であったと

推察された。そこで、熟練者の清掃方法を調査した

結果、熟練者は、手順や作業方法、構造等に関して

多くの知識を有していることがわかった。このこと

から、熟練者の清掃技術をマニュアル化することで、

精度の高い清掃が可能になると推察された。

（エ）熟練者の清掃技術を導入したコンパイン清

掃マニュアルの作成手法の開発

ナレッジを導入したコンパイン清掃マニュアル

（以下、ナレッジ清掃マニュアル）の作成手順を図
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入率が0.01%未満となる積算収穫量は、近似式から

「清掃あり」の場合、 2条刈り白脱コンパインでは

370kg程度、 4条刈りでは 30kg～ 50kg程度と推定

された。また、「清掃なし」の場合、 2条刈りおよ

び4条刈り自脱コンパインで 3,300kg～ 7,600kgと

推定された。収量480kg/10aのほ場を収穫したと

仮定すると、積算混入率が0.01%未満となるのに必

要な収穫面積は、「清掃あり」の場合、 2条刈り コ

ンパインでは 8a程度、 4条刈りコンパインでは la

程度であるが、「清掃なし」の場合は 70a～ 160a程

度必要であると推定され、清掃による混入率低減効

果が高いことが示された。

（ウ）機内残に関する文献調査

刈り取り条数およびメーカーに関係なく、想定混



作業肉容

具体的行動

a）清掃マニュアル作成 b）ナレッジ摘出・整理

図14401・4 ナレッジ清掃マニュアルの作成手順

工程 作業内容 ｜ 具体的な行動の仕方

1.作業準備 I 
2フ望。カバー，パ＋ツの取り外し

3寧休Utーツの；昔婦
ーーーーーーーーーーーー．ーーーーーーー

3.4選別部4カッター部のエアー吹き

行動のポイント・判断の基準
（作業者）

．・選別部内（側面，揺動 ・選別部J二，横の隙間，クローラ上．

流板のレーノレと接続 の隙間，車体後方の順に吹く。
部，唐箕，1番2番横ラ ・1番2番にエアーを吹くときには，
セン）にエアーを吹く。 それらが唐箕に戻らなし、ように気

をつける。

図14401-5 技能分析表の例

14401-4に示す。導入手順は、まず、清掃ナ レッジ

を摘出 ・整理し、次に、文章化する。

清掃ナレッジを摘出するため、熟練者の清掃作業

をビデオ撮影し、その映像を熟練者に提示しながら

作業に関する知識をインタピュ形式で聞き取る。ビ

デオ撮影では、移動・固定ビデオカメラによってコ

ンパインを含む作業者の移動経路や動きを撮影し、

作業の流れを観察する。また、帽子等に固定した小

型ビデオカメラによって手元作業を撮影し、作業の

詳細を観察する。

インタピュで、は、最初に、作業した熟練者に作業

全体に対する注意点等について聞き取り、次に、作

業ビデオを提示し、「なぜそうしたのか？」ゃ 「ど

うしてそう判断したのか？」 等の質問によって作業

の動機および判断基準を聞き出す。

清掃ナレッジを整理するため、技能分析表を作成

する（図 14401-5)（森ら 3），森 4））。 ビデオ映像から「工

程」、「作業内容」、「具体的な行動の仕方」、インタピュ

から「行動のポイント ・判断の基準」をまとめる。

ナレッジ清掃マニュアルの作成例を図 14401-6に

示す。作成されたナ レッジ清掃マニュアルは、「 I

章 はじめに」、「E章 作業環境」、「E章 作業手

順」から構成されている。I章は、 清掃マニュアル

の作成意図から想定される利用場面に応じた「作業

の目的」と清掃作業全体を通して気をつける点やコ

ンセプトをまとめた 「作業のポイント」から構成さ

れる。E章では、作業場所、必要な道具・装備、作

業者に必要な条件等についてまとめた。E章は、作

業の判断や次の作業への準備を行うのに必要な全体

作業の順番と作業計画を立てる目安となる作業時間

をまとめた 「作業の流れ」と、個々の作業に関わる

カンやコツをまとめた「個別作業」とから構成され

ている。

（オ）ナレッジ清掃マニュアルの効果の検証

清掃マニュアルの効果の例を図 14401-7に示す。

ナレッジ清掃マニュアルを使うことによ って、機内

残は従来と比較して低減した。清掃時聞が同程度に

もかかわらず機内残が低減したのは、被験者がナ

レッジ清掃マニュアルから熟練者の技術を学習する

ことができ高精度な清掃作業を行えることが示唆さ

れた。

（カ）混入防止技術報告書の作成

収穫現場およびメーカーに示す混入防止指針を作

成する場合の基礎的資料とするため、本課題の研究

期間中の研究成果をまとめ技術報告書を作成した。

本報告書は、 l章「コンパイン収穫作業における混

入の実態と混入率推定手法」および2章「熟練者の

清掃技術を導入したコンパイン清掃マニュアル作成

手法」から構成されている。l章では、水稲と大豆

について積算収穫量に対する混入率の変化を示し、

現場で利用可能な簡易な混入低減方法等についても

示した。また、 2章では、メーカーがコンパイン清

掃マニュアルを作成する場合に利用可能となるよう

に作成例を示し作成手法を解説した。

工今後の課題

日本では、農産物検査における単一銘柄米と して

扱うための異品種混入の許容は 4～ 5%とされてい

る。EUでは、2009年に トウモロ コシについて「Best

practices」が公表されており、遺伝子組み換え作

物の混入の許容値が0.9%と定められている。今後、

日本で遺伝子組み換え作物が栽培され流通するに
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終了

コンパイン田内野日膏帰マニュアル｛巌｝ 生研センター収礎研

Iはじめに

1. 作業の目的

1つのコンバインで異なる品種の作物を収橿する際等におこる「混入Jを防ぐために，

コンバイン内部在効率的に清掃し，穀粒の梅内残をなくする．

2 作業のポイント

・且函凪国国民亙誼li!l.U函宣伝温iti.Wiiiilli量:lil1.Uii幽~
掃除フヲやカパ と共に，受網や燭動流~Iii在外すことで，機内が見やすくなり，機

内に残る般胞を植認しやすくなります．また，作集スペースち唱え，清帰しやすくな

ります．

..，開膏sm::樗官軍曹想宮田園・

高い位置力、ら順に低い位置へと清帰を進めることで， 度清帰した所に穏粒が再び

入り込む可能性が滅り，効率よく清婦できます．

・四冊目開関空事~概要要新開

ラセン同士の怨銃部や脱搬ごぎ瞬周辺などの構造が復雑な部分l立，結胞が妓りやす

いので，構造を知り，意識的に清掃をします．

・~彊llfJlE:ID1翠E蓋．
工アダスターは闇雲に吹くのではなく，状況により工ア流量を調節したり，適正な

角度を狙ったりして使います．穀粒を，強い工アで外に吹き飛ばしたり，弱い工アで

開放却に誘導したり，と，状況に合わぜた使い方で，効率的な清掃ができます．

伊
コンパイシの内郡清帰マ＝ユア）~ （議）

毛織内明
4）選別部とカッタの清掃

① 娼勘淀甑取付録， レー）~却を清帰します．

ー付着したわら屑は手で取り除きます．

・強粒は散乱吉ぜないように，弱めの工ア

で港とします．

② 店慣を下記の手順で満栂します．

（手順｝車体後方より， 唐貨の奥側の箆にや

や弱めの風［矢印①）を当てて，幽面を利

用して（矢印②｝麿鈍の底に銭った殺粧を

手前の1置，2・ラセンへ1亜き出します｛矢

印＠｝．

③ 1醤， 2醤損送りラセンの結粒を鹿板から機

外に落とします．

ーはじめにこぎ竃上から工アを吹きます．

弱いエアで韓粒を底綬等の開服部へ集め

るように行います．ほうきでゴミを集め

るようなイメージです．

生研センヲ収償研

図 14401-6 ナレッジ清掃マニュアルの例

1）表紙 2) I章 はじめに

3) ill章 作業手Ji［買「作業の流れ」 4) ill章 作業手順「個別作業」
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図 14401-7 清掃マニュアルの効果の例

は、穀物の安心－安全を確保するため現在の基準よ

りもより高度な混入防止技術を構築する必要があ

る。本課題では、収穫作業における混入を防止する

ために必要なコンパインの周辺技術の開発に取り組

んだが、機内残低減にはコンパイン本体の改良等も

必要であり、今後の課題である。また、収穫以降の

作業では、乾燥 ・調製 ・貯蔵等での混入が見込まれ

ている。乾燥機、もみすり機等についても、 コンパ

インと同様に清掃マニュアルの開発が望まれる。

オ要約

自脱コンパインによる水稲収穫作業における混入

防止指針を作成するのに必要となる技術を構築する

ため、混入率判別のための調査手法の開発、混入の

実態の解明、混入率の推定手法の開発、機内残の実

態の解明、熟練者の清掃技術を導入したコンパイン

清掃マニュアルの作成手法の開発を行った。

混入率判別のための調査手法の開発では、色彩選

別機透過光による視認 ヨウ素ヨウ化カリ染色と

いう手法が精度、労力とも現実的と判断され、 100

万粒の調査が可能となった。

混入の実態の解明、混入率の推定手法の開発では、

清掃することにより積算収穫量 lOOkg程度で、混

入はほぼ発生しないことが明らかとなった。また、

積算収穫量と混入率との関係から混入率0.01%未満

となる収穫量を推定した結果は、 50～ 400kg程度

であった。

機内残の実態の角平明では、総合鑑定成績から機内

残を調査した結果、刈り取り条数およびメーカーに

関係なく、想定混入率は 0.01%未満であった。総合

鑑定検査では、高い清掃技術を持つ熟練者が清掃す

るため、高精度な清掃が可能であると推察され、熟

練者の清掃技術を導入したコンパイン清掃マニュア

ルの必要性が示唆された。

熟練者の清掃技術を導入した コンパイン清掃マ

ニュアルの作成手法の開発では、清掃ナレッジを導

入したコンパイン清掃マニュアルを作成することが

できた。経験の少ない作業者は、ナレッジ、清掃マニュ

アルから熟練者の知識を学習することで効率的で高

精度に清掃でき、穀粒の機体内残留量を低減するこ

とができた。

最後に、本課題の研究期間中の研究成果をまとめ、

コンパインの混入防止技術報告書を作成した。
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研究担当者（梅田直円ぺ荻原均）

(2) タイズの収穫後における種子混入調査法の開

発と混入様式の解析

ア研究目的

我が固における遺伝子組換え農作物の使用にあ

たっては、関係法令に基づく安全性確認等の手続き

が必要である。これらの手続きに加え、国内で実際

に栽培を行う場合は、生産・流通上の混乱を招かぬ

よう周辺の非組換え農作物との交雑や混入を防止す

る等の配慮が求められている。この内、収穫以降の

ハンドリング過程では、収穫機（コンパイン）や乾燥・

調製施設の共用による混入が想定されるが、混入の

主要な過程で適正なモニタ リングを実施するための

手法を開発することは、遺伝子組換え作物の普及後

にも継続して重要な課題である。本課題では、ダイ

ズを対象作物として、収穫機から乾燥調製過程での
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種子混入状況を把握するための調査法およびサンプ

リング手法を確定するとともに、混入防止あるいは

低減のための技術指針を策定する。

イ研究方法

（ア）収穫時の混入

a ダイズの判別には、黒ダイズと黄ダイズを供

試し種皮の色での混入判別を検討した。試験地であ

る茨城県への気候適性、 2品種の熟期を考慮し、黒

ダイズは玉大黒、黄ダイズはエンレイを選択した。

b 黒ダイズ（玉大黒）を異品種ダイズと見なし

て、黒ダイズをコンパイン収穫した後、黄ダイズ

（エンレイ）をコンパイン収穫した。総刈取り距離

は300mとし、 lOm毎にコンパイン収穫物を全量サ

ンプリングした。これらのサンプルから、割れ、被

害粒等を取り除いた整粒のみにして黄ダイズの中に

混入する黒ダイズの割合を混入率とした。刈取りダ

イズの品種を変える際に、コンパインの清掃の有無

の2区を設けて試験を行った。清掃なし処理は収穫

作業後、掃除口を聞けることなくコンパインの空運

転を 15分行った。清掃あり区は収穫作業後、コン

パインの取扱説明書に則り、エアーコンプレッサと

図14402・1 供試コンパイン A機 （直流式・袋取

り、 17.7kW)

図14402・2 供試コンパイン B機 （軸流式・グレ

ンタンク、 26.5kW、設置したシュート

から直接サンプリングした状況）

掃除機を用いて清掃作業を行った。コンパインは導

入実績の多い機種の中から、脱穀様式の違いとし

てA機（図 14402-1、直流式・袋取り A杜 DC-lA)

とB機（図 14402-2、軸流式・グレンタンク式B社

GS360）を供試した。B機は 850Lのグレンタンク

に収穫したダイズ全量を貯留する方式のため、 lOm

毎のサンプル採取を行えるように l香オーガ出口か

ら直接サンプリングできるようにシュートを設け

た。

c さらに、清掃時の残留部位と残留量を特定す

るため、同じ 2種類のコンパインを供試し、粒径の

異なる 2品種（中粒種：エンレイ、小粒種：納豆小

粒）を収穫した後、それぞれ作業員の清掃後、メー

カー技術者と共にコンパイン内部のダイズ通過経路

を刈取り部から排出部へと順に、適宜、分解を行い

ながら調査した。

（イ）ハンドリング並びに乾燥時の混入

圃場でのコンパイン収穫から乾燥機に投入する

までのハンドリング過程で使用する機器として図

31440-3に示す網袋、フレキシブルコンテナ（フレ

コン）、グレンコンテナを供試した。乾燥機器とし

ては汎用型循環式乾燥機（図 14402-4、稲麦ダイズ

用25石4.5m3 ）を供試した。それぞれの機器を満

載にして使用後、通常の排出を行って、その後の残

留量を計測し、最大混入率を算出した。乾燥機は通

常の清掃後、分解清掃することで通常の清掃後の残

留量を計測して、最大混入率を算出した。

ウ研究結果

（ア）収穫時の混入

a 図 14402-5、図 14402-6に収穫時（10月 18

日～ 19日）のダイズの性状を示す。水分は 15～

18%で、粒度分布は黒ダイズの方がやや粒径は大き

いが、極端な分布の差はなかった。サンプルは通風

乾燥後に整粒のみに選別した後、 2品種を色の違い

により目視で容易に分別でき、混入率を算出できた。

b 積算収穫量と混入率との関係を図 14402-7に

示す。サンプル毎の混入率がどのように変化してい

るかを示している。混入の傾向は、機種による明ら

かな差は認められなかった。清掃なしでは、収穫直

後に 10～90%程度の高い混入率を示し、その後、

徐々に低下するが、積算収穫量 lOOkgでも 0.01% 

を超える混入が検出された。掃除口を開けずに脱穀
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図 14402・3 供試ハンドリング用機器

1) 上 ：網袋
2) 中 ：フレコン 1300L、800L
3) 下 ：グレンコンテナ

部および選別部を空転しても多量に機内残留が発生

し、その後の収穫では継続的に混入が発生したと推

察された。清掃ありでは、収穫直後に 0.01～ 1%程

度混入が認められたが多くのサンプルで混入は検出

されず、積算収穫量 60kg以降ではほとんど混入は

検出されなくなった。供試した 2機種のコンパイン

の場合、清掃後に積算収穫量 60kgまでの収穫物を

隔離 ・排除することでさらに混入を低減できること

が示唆された。

ダイズの積算収穫量と混入率のデータから、サン

プル毎の混入率ではなくではなく、収穫物全体の混

入率がどのように経過するかを推定するため、収穫

開始から各調査区までを合わせた黄ダイズに含まれ

る黒ダイズの混入割合を積算混入率として算出し

た。積算収穫量と積算混入率との関係および積算収

穫量と積算混入率との関係を累乗近似した場合の近

図 14402-4 供試汎用型循環式乾燥機 （25石、 4.5m3)

図 14402-5 収穫時のダイズ性状
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図 14402-6 収穫時のダイズ粒径分布

似式を図 14402-8に合わせて示す。求めた近似式は、

決定係数ぽ＝ 0.923～ 0.996となり、 高い相闘を得

た。混入率を測定できるリアルタイム PCR法の検

出限界値を下回る値として積算混入率 0.01%未満を

推定した。近似式から算出した積算混入率が0.01%

未満となる積算収穫量は、清掃なしの場合、 21t以

上と推定された。清掃ありの場合、 13～ 614kgと
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図 14402-7 積算収穫量と混入率の関係 （清掃あ り、

なし）

推定された。また、収量 200kg/10aの圃場を収穫

したと仮定すると、積算混入率が0.01%未満となる

のに必要な収穫面積は、清掃なしの場合は 10.5ha

以上必要であると推定され、清掃しない場合には継

続的に混入が続くことが示されたのに対し、清掃あ

りの場合、 l～ 30a程度となった。

c 清掃後の分解による調査で特定した機内残

留を表 14402-1、表 14402-2に示す。A機で中粒種、

小粒種を収穫した後、通常の清掃作業ではそれぞれ

4.9kg、3.7kgと多量のダイズが排出された。さらに、

分解清掃した際には、 コンパイン機内にはそれぞれ

95.旬、 22.0gの残留が認められた。B機で中粒種、

小粒種を収穫した後、通常の清掃作業では、それぞ

れ2.5kg、3.3kgとA機と同程度が排出された。さ

らに分解清掃した際の残留は 19.7,20.lgであった。

通常の清掃によって多量の残留が排出できることか

らも清掃は混入を減らすのに有効である。清掃後に
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図 14402-8 積算収穫量と積算混入率の関係（清掃あ

り、なし）

残留する 20～ lOOg程度のダイズの内、明らかに

清掃が不十分なことによる残留（掃除残し）は、最

大でも 13.9%と少ない。その他は、清掃時に残留が

無いことを確認したにも関わらず、分解清掃時にそ

の部位で残留していたものと、取扱説明書に記載な

い部位での残留とに分けられた。即ち、前者は清掃

により他の部位から移動したと考えられ、後者は通

常では清掃しない部位である。現在の取扱説明書は

今回のように混入率を極めて低いレベルにすること
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表 14402・1 清掃後の残留部位と残存量（A機） 表 14402・2 清掃後の残留部位と残存量（B機）

部位 't".f.!L守阜 ’』‘平且f星 部位
，， 怖 qゐ 与色

掃除残し扱胴内部への挟まり・付着 13.336 13.9 13.9 0.869 3.9 3.9 掃除残し 2番還元上部オガ 1.296 ！~ 10.6 I "' ':'I =':'I s.2 供給ベルト下の掃除ロ 0.000 0.0 0.648 2.9 ＇＞ンヲ 0.896 

17.697 18.5 0.866 3.9 フィザ 1.989 9.6 

記載あ後残留 1書オーガ 8.826 ；~ 33.1 
2.239 10.2 

18.3 
扱胴（揺動板の上） 0.936 4.5 

り あり 2番オガ 1.043 0.000 。。 揺動板（グレインパン） 0.000 。。
1番ヱレベーヲ 2.236 2.3 0.091 0.4 取説に 唐箕（風洞部分） 0.645 3 1 

2書工レベ－＇＞ 1.927 2.0 0.176 0.8 記載あ清掃確認 1番オガ 0.534 2.6 

刈刃と力パの問 3.153 3.3 2.030 9.2 後、残留 2番オーガ 0.000 ~.~ 36.9 フィ ずの毘りと供給ベルトの間 0.000 。。 2.837 12.9 あり 2書工レベ一世 0.000 

20.880 21.8 2.209 10.0 ヲンヲ底掃除口 0.000 。。

… 臨
0.387 0.4 

53.0 
0.409 1.9 

77.8 
＇＞ンヲから昇降機へのつなぎ部分 2.964 14.3 

部位 23.464 24.5 2.883 13.1 ヲンヲの昇降機下 0.000 。。
0.000 。。 0.461 2.1 ヲンヴの昇降機出口 0.000 。。
2.249 2.3 3.304 15.0 排出アンロず 0.572 2.8 

0.592 0.6 3.005 13.6 刈刃と力パーの間 0.147 0.7 

95.790 100 22.027 100 ヘッザ下部の隙間 0.337 1.6 
コンケブ隙間 0.000 0.0 

取説に記載ない 揺動 （チャフンーブ）
揺動 、c ブ）部位

19.682 

表 14402-3 ハンドリング時・乾燥時における最大混入量

カヲログ容量

図14402-9 平形乾燥機（2坪型）

は意図していないためで、清掃の順序、残留しやす

い場所を特定した清掃方法の記載等の改善が必要で

ある。

（イ）ハンドリング並びに乾燥時の混入

表 14402-3にハンドリング並びに乾燥時において

想定される最大混入率を示す。残留したものが全て

次の使用時に混入すると想定した数値である。網

袋（ライスロン）、フ レコン（800L,1300L）、グレン

コンテナを用いたハンドリング時の混入はいずれも

0.01 %を超えることはなかった。乾燥機25石満タ

ン時で計算した混入率は清掃なしの時 0.16%、清掃

後には 8.0× 104%と非常に小さくなり、清掃する

ことで混入率は 0.01%を超えることはない。小規模

に乾燥作業を行う場合には図 14402-9に示すような

構造が単純な平形乾燥機を使用する例が多いが、こ

の機種はハンドリングに人手を要するが、使用後の

清掃が非常に簡単で、残存粒は目視で容易に取り除

くことができ、混入率を 0%にすることが可能であ

る。

エ考察

コンパイン収穫での混入低減に清掃は有効であっ

たが、清掃なしの場合の積算混入率が機種、年次に

おいてもほぼ同様であったのに対し、清掃ありの場

合の積算混入率は同一機種でも年次差が大きい。ダ

イズ生育状況の年次差はほとんど無いため、その差

は清掃作業にあったと推定される。即ち、混入率を

極めて低いレベルにするための条件整備がされない

現状では、清掃を人が行う限り、この程度の差は生

じうると考えられる。誰がやっても同レベルの清掃

作業を実現するためには、取扱説明書のより詳細な

手順書を作成するとともに、 コンパイン本体の構造

を清掃しやすく改良する必要もある。また、混入率

を下げるための清掃の意義を徹底して教育すること

も必要となるであろっ 。一方、ハンドリング機器、

乾燥機器に関して混入レベルは低い。コンパインに

比べ、構造が単純で清掃しやすいことが理由である。

ただこの清掃も コンパイン同様、人が行う作業であ

るので、変動する可能性はあるが、構造が単純であ

るためその幅は小さいと考えられる。
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オ今後の課題

今回は個別農家レベルでの収穫から乾燥までの過

程での混入様式を検討したが、大規模な乾燥調製施

設において同一施設を用いたときの混入については

検討していない。荷受計量機に始まり、粗選機、乾

燥機、選別機、貯蔵装置、出荷調量機などとともに、

それらを連結するコンベヤ等の搬送機、これらが複

雑に入り組んだ巨大な施設を調査することは現実的

ではない。今後、大規模な作付けにより大型乾燥調

製施設を利用する場面では、当面、混入が想定され

るような共用は控え、使用する機器を分ける事が現

実的と考える。

力要約

圃場での収穫以降の混入について、コンパインか

ら乾燥機までの混入状況を明らかにした。混入率を

下げる手段としては、いずれの場合も清掃が有効で

あった。ただし、人が行う作業であり清掃の効果を

一定にするには、構造が複雑なコンパインでは清掃

に関する詳細な手順書が必要であった。
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第 2編 次世代遺伝子組換え生物の生物多様性影響評価手法の確立及

び遺伝子組換え作物の区分管理技術等の開発

第 1章生物多様性影響評価手法の開発

( 1 ) 環境ストレス耐性遺伝子組換え作物の生物多

様性影響評価手法の開発

ア研究目的

現在、国内外で皐魅や低温など厳しい環境に耐性

を持つ遺伝子組換え（GM）作物の研究開発が進ん

でいる。このような非生物的ストレスに対して耐性

をもっ作物は、宿主作物に比べ野外環境で生き残り、

周囲の植物相にその分布を拡げ、生態系に影響を与

える可能性がある。しかし、現行の生物多様性評価

システムでは、宿主植物との比較することによりそ

の特性を検討しているため、周辺動植物への影響の

評価は難しく、その生物多様性影響の評価方法は確

立されていない。カルタヘナ法での生物多様性影響

の一つである「周辺野生植物を駆逐する」段階に至

る前には、栽培作業を通して「圃場外へ逸出する」

段階、「個体群を存続する」段階が想定される。そ

こで、本研究では、これまで生態学で用いられてき

た植物個体群の動態解析方法の一つである推移行列

モデルを使って、我が国の環境条件下で、まず「非

GM作物の個体群が存続する」段階を定量化する。

推移行列モデルは、元々固有種や希少種生物の保全

などの分野で、個体数の減少に影響する要因や生活

史の段階を抽出する等の解析に利用され、国際自然

保護連合（IUCN）は、このモデルを用いて、種目、

下の分類群に関する保全上のカテゴリー（絶滅危

倶、危機的絶滅危慎等）を定めている（IUCN1l）。

近年、植物では、交雑種の拡大や圃場外での個体群

の定着の予測（Allainguillaumeet al. 2), Bullock 3l, 

Claessen etal. 4l. 5l, Damgaard and Kjaer 6l）、

Garnier and Lecomte 7l. sl, Hall et al 9l, Hooftman 

et al. iol, Thompson et al nl）に使われている。

環境耐性が付与された GM作物において、この

評価方法を適用する場合には、その特性を考慮して

生存確率を改変し、その作物の生活史に基づいて構

築した行列の固有値、入が l以下となった場合は、

その個体群が減少し、いずれ消滅すると判断され、

周囲の動植物を駆逐する可能性はなく、生物多様性

影響はないと考えられる。

本課題では、上記の考え方に基づいて環境ストレ

ス耐性遺伝子組換え作物の生物多様性影響評価手法

の開発を行う。

イ研究方法

野生化する可能性、枯死する原因等は、宿主とな

る植物の特性によって異なるため、まず、 1. ダイ

ズおよびナタネそれぞれについて、国内で栽培され

た場合の圃場から逸出あるいは、こぼれ落ちによっ

て野生化するシナリオを作成した。 2. そのシナリ

オに沿って推移行列モデルに適用する植物の個体群

の生育段階を決定した。 3. その段階ごとに推移行

列モデルに使用できる生存確率を既存の丈献から抽

出するとともに、 4. 文献からは得られない生存確

率を得るため、以下のような野外試験を行った。初

年度は、雑草性が低いダイズに着目し実験を行ったo

a）圃場外ばらまき試験：圃場の横の通路スペース

に、ダイズ、エンレイ種子を、 6月上旬から 6週間

にわたり 1週間ごとに、 50粒／区画の種子を 5区

画播種し、施肥や除草、鳥虫害の防除などがない人

聞が世話をしない条件で、ダイズがどの生育段階（種

子、実生、開花個体、成熟個体）で死亡するかを記

録した。また、同条件での種子生産量を調査した。 b)

石豆頻度＆種子越冬試験：ダイズ、には、低頻度なが

ら「石豆」と呼ばれる吸水しない種子が、含まれて

おり、これが、休眠・越冬し、次の年の種子として

寄与するならば、この値は推移行列モデルの構築に

必要であるが、石豆についての知見が少ないため、

2011年度は、米国 3品種、カナダ3品種、中国 2

品種、日本9品種を使ってその頻度を求めた。さら

に、得られた石豆を、室温約 25℃で 5000個／品種

を純水に 24時間以上浸し、目視で膨張していない

種子を石豆と判断した。石豆頻度調査で得られた

29個の石豆、および通常の種子各品種50粒、4反復、

近縁野生種のツルマメ 50粒、 4反復を 12月8日に

圃場に埋土し、翌年 3月 19日に堀出し、その発芽率、
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生存率を調査した。種皮の役割を調べるため、北彊

4号では、得られた石豆 18個中、 9個については種

皮を削って埋士した。3月の調査時に生き残った種

子は引き続き土中に埋土し、その後 1か月ごとに発

芽率を調査した。

2012年度は、秋まきで圃場実験の時間を要し、

より雑草性が高いナタネ類（セイヨウナタネ（Bn)

およびセイヨウカラシナ（Bj））に着目した。ナタ

ネ類においてもダイズと同じく、 l 圃場から逸出

した場合の野生化するシナリオを作成し、 2. その

シナリオに沿って推移行列モデルに適用する植物の

個体群の生育段階を決定した。3. その段階ごとに

推移行列モデルに使用できる生存確率を既存の文献

から抽出するとともに、 4. 文献得られない生存確

率を得るための以下の野外試験を行ったo a）圃場

外ばらまき実験 ダイズと同様の試験、 b）烏害競

合試験：除草、防虫しない条件で、 Bn、Bjそれぞ

れ400個／区画を 20区ずつ設定し、 10区のみに烏

害防止用の網をと りつけた。無作為に l区画当たり

5個体を選び、計 10区画、計 50個体の英数、種子

数及び鳥害英数を調査した。野外自生 c）ナタネ収

量調査試験： 2012年5月29日に八間堀川、小貝川、

つくば市花室川、 6月 13日につくば市408号わき、

稲荷川の河原の Bjを無作為に 10個体ずつサンプリ

ングし、その草丈、英数、種子数、種子重を調査し

た。d）発芽試験 ：Bn種子は烏害競合試験で 2012

年6月 1日に収穫した 3個体のそれぞれの種子 50

個を 7月30日から約 1か月ごとに 11月まで、 25℃

明条件、外気温外光条件で 50粒の発芽試験を行っ

た。Bjは、 2012年5月29日に小貝川で採取した 3

個体のそれぞれの種子 50個を 7月30日から約 1か

月ごとに 11月まで、 25℃明条件、 25℃暗条件、外

巳 夏 秋

気温外光条件で 50粒の発芽試験を行った。これら

の圃場実験およびで得たデータを用いて推移行列モ

デルに適用し、群落の存続性を示すラムダを算出し

た。

ウ研究結果

GMダイズが閏場外への逸出を想定して、その野

生化するシナリオ（図 21001-1）を作成した。ダイ

ズでは、秋に休眠性のない種子がこぼれ落ちるた

め l年に 2回、種子からの生育が想定される（図

21001-2）。文献では得難いことが判明した管理しな

い状態での夏・冬季の生存確率および収量を得るた

め、 6週間にわたり圃場外の地表面に播種し（1週

間に一度、 5反復）、結実までの生存率、種子生産

数を調査した。結果、ダイズは、降雨量が多い時期

に種子が散布されれば、野外で生育する個体（播種

適期なら、播種した種子の 14.5%）も存在し、その

後結実するが、雑草との競合 ・虫害などのため、収

穫種子数は、平均 5.7粒／個体と一般の栽培に比較

して極端に少なく、夏季のみのAを算出すると平均

0.532となった。また冬季に播種しても、 2.2%苗立

ちするが、夜温がO度以下になると全個体が枯死し、

冬季のμまOとなった。この結果、ダイズ個体群は、

冬季氷点下となる地域では越冬できず、それ以外の

地域でも個体群は次第に消滅すると予想された。

「石豆」の含まれる頻度は、浸水実験の結果、中

国の品種「北彊」で、最大0.36%、また米国の品種

にも石豆が含まれていたが、日本・カナダの品種で

は検出できなかった（表 21001-1)。また、越冬試験

の結果、得られた石豆 20個のうち、 7個が越冬し、

そのうち 5個の石豆が4月に発芽した。一方通常の

ダイズ種子は、ほとんどが死滅した。北彊4号では、

冬 春 ｜「 夏

τr 宝符砲Ill 生存－~ 日十一ーι 樋子 空符祖2
寸、 nU<  __  ＇.£蒔司 :io，」占 塗盆量 Z ‘J ＇.£存碕 :1! .... 
l':t:: y ， .~~ 0,94・6 匹E ~ --- U .U'-• 置、 晶画

益 金 O問 実 ~ oぞ Ti 1 全 0 雲 5 . 7 ~ 1 . 3 彊 三· ~~014 実 。【姶 詰 .... 
~＂，-tr ; .・·＞ 生・・る 歯－－ ~ 個・・・・〉 ヱー→ 宝 → 画＼ /' 
:'1字 応隊 Jl‘ 一一 体 I~ ,' 

種子 体 λ：1 石亘書 ＼ 体 λ；o ，種子
、、』 眼 。‘0・0036~ Qt_ －ーーーーーー－.. ＇” 

右目 、 極 主理石豆瓦；o3s－’
伊 0.003晶 子

.; 通常相手の場合 00015

図21001・1 ダイズの生活史の流れ図

点線矢印は野生化を想定した場合
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図21001-3 6. 7月に4又干菱したセイヨウナタネ、およ

びカラシナの明 ・暗条件での発芽率の違い

種皮を削った 9個の種子は全て死亡したが、削らな

かった 9個のうち 6個は越冬し、 4個は 4月に発芽

し、石豆は、通常の種子よりも越冬する可能性が高

く、次世代の自生植物として発生する可能性が示さ

れた。ツルマメ種子は全て越冬し、その後3月から

10月まで継続的に発芽したが、累積発芽率は25%

で、残りは休眠したままであった。ここで、ツルマ

メについてのAを既存の文献（中山・ 山口 12））およ

び本課題での試験（不休眠率： 0.25、生存率： 0.18、

種子生産量 68.4、越冬生存率： 1）から、 Aを算出

してみると、 3.8となった。ダイズが野生化するた

めの必要条件は、本実験結果とツルマメの生存率・

種子生産量等の比較から、「休眠・越冬性を持つこ

と」、「種子生産量を増加させること」であった。

ナタネ類では、秋まき時のこぼれ落ちからの逸

出を想定した（図 21001-2）。秋には種子は成熟種

子となり、 Bn、Bjともに高い発芽率を示した。土

壌表面にばらまかれた種子は、 Bn、Bjともに夏で

は、 97%以上の種子が、秋では 82～85%虫害に遭

遇した。秋まきにおける、実生から開花個体までの

生存確率は、 Bnの方が、 Bjより 2倍ほと令高かった

が、 夏まきでは、 Bjで21.3%が開花個体まで成長

するものの、 Bnでは開花個体まで成長するものは

なかった。無管理条件での圃場の Bnの種子生産量

は、 536.1粒に対して、 Bjでは、生息場所によって

3953粒から 24073粒まで6倍以上の差が認められ

るものの、いずれの採取場所でも Bnより多かった

（表21001-2）。発芽試験では、 Bnでは、採取2か月

の7月から 10月までほぼ 100%発芽したが、 Bjで

は明条件で、 7月では約 40%、8月に 60%を超え、

9月にほぼ 100%に達した。暗条件では、 Bjは、 7

月は、 1.8%しか発芽せず、時間とともに発芽率が

上昇した（図 21001-3）。Aを計算すると、 Bnでは、

0.004、発芽が明条件、すなわち種子が土壌表面に

こぼれ落ちたことを想定したAは、 1.8、種子が覆土

されたと想定する暗条件では、 4.4となり、 Bnの値

の約 1000倍となった（図 21001-4）。

エ考察

ダイズ、ナタネ類、ともに存続性に最も影響を与

える要因は、種子の休眠性と種子生産量であった。

前年度のダイズでも種子休眠性（適時に出芽可能を
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図21001-4 ダイズ、ツルマメ、セイヨウナタネおよびセイヨウカラシナ個体群の存続性

表 21001-1 日本産、アメ リカ産、カナダ産、中国産大豆に含まれる石豆の割合

品種 産地 調査数 石豆数 石豆半 品種 産I也 調査数 石豆数 石豆半

おお9ず 日本 5000 。0.00% AG270 アメリカ 5000 3 0.06号も

アキシロメ 日本 5000 。0.00% IA2025 アメリ力 5000 。0 .00~も

タマホマレ 日本 5000 。0.00% IA3027LF アメリカ 5000 4 0.08号も

エンレイ 日本 5000 。0.00% P93B82 カナダ 5000 。0.00% 

サテユタカ 日本 5000 。0.00% S-05T6 力ナタ 5000 。0.00°1も

フクユタカ 日本 5000 。0.00% S-20G7 力ナタ 5000 。0.00% 

著書さよう 日本 5000 。0.00号も 黒河27号 中国 5000 4 0.08% 

とよ主主さり 日本 5000 。0.00% :lt;靖4号 中国 5000 18 0 .36~も

タマフクフ 日本 5000 。o.ooq品 平均 a 29 0.034'lも

表 21001・2 野外に自生するセイヨウカラシナおよび無管理圃場におけるセイヨウナタネの収量構成要素

手重 採取地点 草丈（cm)

it室Jll1t室 156.3 (10) 

八品勢初｜ 170.6 (10) 

小貝川 189. 9 (9〕

セイヨウカラシナ 稲荷川西大沼 183.3 (10) 

品割引｜観音台 139.2 (10) 

稲荷川南中妻 125. 9 (10) 

上記6か所平均 160.9 

セイヨウナタネ 園場 80.4 (50) 

（力、yコ）の数字は反復数

確認）と種子生産量がキーとなる特性であり、夏作

物・冬作物の相違はあるものの同様の結果となった。

すなわち、ダイズが野生化するためには、休眠し、

越冬する能力を持ち、かっ、種子の生産量を増加さ

せる必要があることが示されたが、このようなダイ

ズは、まさにツルマメに類似した特性を持つものと

なる。ナタネ類においては、 作物化が進み、温度、

水分条件が整えば、いつでも発芽するセイヨウナタ

ネでは、結実した直後の夏期に発芽し、生き残り、

爽量究 議子生ヨ歪数 千粒重（g) 条件

24凶 .8(10〕 24073.0 (10) 1.38 (10) 里子生

774.5 (10) 6969.2 (10) 1.71 (10) 里佳

2109.0 (9) 23792.3 (9) 1.42 (9) 里子生

12臼 .4( 10) 8639.0 (10) 1.72 (10) 里性

420.0 (10) 3952.6 (10) 1.50 (10) 野生

422.4 (10) 4149.3 (10) 1.66 (10) 野生

1233.9 11929.2 1.57 野生

47.4 (50) 536.1 (50) 3.67 (50) 富里なし

種子を生産することはできないが、暗条件や収穫直

後には、発芽しにくい性質を持ち、秋ごろに成熟し、

発芽するセイヨウカラシナは、生き残り、生育しや

すく、種子生産量も多い。

これらの成果から、野外において、カラシナが、

セイヨウナタネより繁殖している状況を説明でき、

現在農水省消費安全局が行っているナタネ分布調査

の背景的かっ基礎的データとして有用と考えられ

た。
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オ今後の課題

このモデルを使った手法では、 Aがl以下になる

場合に評価した植物が、生物多様性に与える影響は

ないと判断できるが、 Aが l以上になった場合、周

囲の動植物相に影響を与えるかどうかは判断できな

いため、 Aが l以上になった場合の評価方法が必要

である。

力要約

日本の野外環境において、 GMダイズ個体群およ

びナタネ類（セイヨウナタネ、セイヨウカラシナ）が、

圃場から逸出するシナリオを作成し、推移行列モデ

ルに、圃場試験データおよび文献のデータをあては

め、個体群の存続性を評価する手法を開発した。非

GMダイズおよびセイヨウナタネでは、行列式の固

有値AはO及びほぼOとなった。これに GM作物の

特性を考慮し、生存確率の一部を改変すれば、 GM

作物の生物多様性影響における優位性が評価できる

と考えられた。

キ引用文献

1) International Union Conservation of Nature 

(2001). The red list categories and criteria 

version 3.1日本語版．

2) Allainguillaume et al. (2006). Fitness of 

hybrids between rapeseed (Brassica napus) and 

wild Brassica rapa in natural habitats. Molecular 

Ecology. 15 : 1175-1184. 

3) Bullock (1999). Using population matrix 

models to target GMO risk assessment. Aspects 

of Applied Biology. 53 : 205-212. 

4) Claessen, D. etal. (2005). Which traits 

promote persistence of feral GM crops? Part 

1 : Implications of environmental stochasticity. 

OIKOS. 110 : 20-29. 

5) Claessen, D. et al. (2005). Which traits 

promote persistence of feral GM crops? Part 

2 : Implications of metapopulation structure. 

OIKOS. 110 : 30-42. 

6) Damgaard and Kjaer (2009). Competitive 

interactions and the effect of herbivory on Bt-

Brassica napus, Brassica rapa and Lolium perennι 

Journal of Applied Ecology. 46 : 1073-1079. 

7) Garnier and Lecomte (2006). Using a spatial 

and stage-structured invasion model to assess 

the spread of feral populations of transgenic 

oilseed rape. Ecological Modelling. 194 : 141-149. 

8) Garnier and Lecomte (2006). Stochastic 

modelling of feral plant populations with seed 

immigration and road verge management. 

Ecological Modelling. 197 : 373-382. 

9) Hall et al. (2006). Explaining the explosion : 

modelling hybrid invasions. Proceedings of the 

Royal Society B. 273 : 1385-1389. 

10) Hooftman et al. (2007). Modelling the long-

term consequences of crop-wild relative 

hybridization : a case study using four 

generations of hybrids. Journal of Applied 

Ecology. 44 : 1035-1045. 

11) Thompson et al. (2003). Model-based analysis 

of the likelihood of gene introgression from 

genetically modified crops into wild relatives. 

Ecological Modelling. 162 : 199-209. 

12）中山祐一郎・山口裕丈（2000）.トランスジェ

ニック作物からの遺伝子の生態系への拡散防止に

関する研究 2.ダイズの祖先野生種ツルマメはど

こでどのように生活しているのか．雑草研究. 45 

（別） : 183-184. 

研究担当者（吉村泰幸ぺ大東健太郎）

(2) 耐冷性遺伝子組換えイネの生物多様性影響評

価手法の開発

ア研究目的

本研究では、水田外の湿地で耐冷性遺伝子組換え

イネが野生化する確率を種々の水深条件下での生存

率や種子増殖率などの各種パラメーターを明らかに

することで評価・推定する手法を確立する。また、

耐冷性遺伝子組換えイネでは、越冬後の種子増殖率

が非組換えイネよりも高いことが示されていること

から、本研究では、生理機能の異なる 3種類の遺伝

子を個別に導入した耐冷性遺伝子組換えイネを用い

て人工気象室内越冬モデル試験等を行い、遺伝子組

換えによって強化された耐冷性が推移行列モデルで

使用されている越冬性に係わるパラメーターに及ぼ
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す影響を明らかにする。

イ研究方法

（ア）越冬モデル試験ならびに年間（越冬・越夏）

を通した種子増殖率の推定

12℃に設定した人工気象室において、肥料を含ま

ない培土に原品種「おぼろづき」及び3種類の遺伝

子組換え系統（表21002-1）を播種し、 lcm程度の

湛水条件を保ちながら 6か月間イネを栽培した（越

冬処理）。その後、 25/20℃に設定したグロースチャ

ンパーに移し、出穂率 ・稔実率の推移を調査した。

また、野外の圃場において夏季の種子増殖率を「お

ぼろづき」について調べた。大型容器に無施肥の土

壌を入れ、 lOcm程度に湛水した水面に種子を散播

し、表21002-1に示すパラメーターについて調査し

た。

（イ） 1-SST組換え系統の越冬処理後種子増殖率

が高まった原因の解析

越冬モデル試験において原品種よりも種子増殖率

が有意に高かった 1-SST組換え系統（l-SST9-2）と

原品種「おぼろづき」について、 12℃6か月処理か

ら25/20℃に移動した直後、出穂直前、出穂中およ

び稔実中の植物体から葉および穎花（出穂直前以降）

をサンプリングし、 HPLCを用いて糖の分別定量を

行った。

（ウ）冠水耐性試験（温室）

APX組換え系統（APXl-2-1）と原品種 「おぼろ

づき」の冠水耐性を比較した。鞘葉期のイネを水没

（水深 40cm）させて 3日おきに引き上げ、その後

の生存率と種子増殖率を調査した。

（エ）深水耐性試験（圃場）

遺伝子組換えイネの仮想品種として初期生育が顕

著に優れる欧州の品種「ItalicaLivorno」、比較品種

として北海道の食用品種「おぼろづき」、北海道の

飼料用品種「きたあおば」および北海道の直播向け

品種「はやまさり」を用いて、水深40cmの深水耐

性試験を行い、水面上に抽出するまでの日数および

種子増殖率を調査した。

ウ研究結果

（ア）越冬モデル試験ならびに年間（越冬・越夏）

を通した種子増殖率の推定

越冬試験（温室）の結果ならびに越夏試験（圃場）

の結果を統合することにより、年聞を通した種子増

殖率を推定した。原品種「おぼろづき」および3種

類の遺伝子組換えイネのっち、越冬後種子増殖率が

lを超えたのは 1-SST組換え系統（l-SST9-2）のみ

であり、この系統は越冬後も集団個体数を維持でき

ることが示唆された（表 21002-1）。越冬 ・越夏パラ

メーターを統合することによって年間の種子増殖率

を推定すると、原品種で 26.08、1-SST組換え系統

で61.81となり、遺伝子組換えイネでなくても水田

外で集団個体数を拡大でき、 1-SST組換え系統では

その拡大率が原品種の 2.4倍となることが示された

（表21002-1)。

（イ） 1-SST組換え系統の越冬後種子増殖率が高

まった原因の解析

12℃6か月処理後に 25/20℃に移行させた原品種

表21002・1 遺伝子組換え系統と原品種の種子増殖率に係わるパラメーター

越 冬 越夏 通年

③穏当た
⑤種子泊施率

③穏当た
⑩種子治殖E事

種子1曽施率
①生存率 ②出穂E事

りu花数
③~.i実率 〈①×②×③× ⑤菌立率 ②出稼率

り頴花数
⑤稔実率 ｛⑤×＠×⑧ 

｛⑤x⑮｝ 
＠〉 ×③〉

原品種 0.830 1.186 1.14 0.450 0.489 0.973 1.792 32.08 0.953 53.33 26.08 

1部 ，19・2(a) 0.443 1.793 2.21 0.736 1.159 ． ． ． ． 61.81 

APXl・2・l(b) 0.852 1.062 1.04 0.296 0.284 ． ． ． 15.15 

HSP22・5・9(c) 0.830 1.045 1.07 0.357 0.330 ． ． ． ． 17.60 

(a) 1・SSTfor sucrose:sucrose fructosyltransferase from wheat1), (b) APXa for Ascorbate peroxidase from 
rice2), (c) sHSP17.7 for small heat shock protein 17.7 from rice3）， 原品種：おぼろづき．遺伝子組換え系
統の通年の種子増殖率は、原品種の越夏試験で得られたパラメーターを外挿して算出した
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原品種 ：おぼろづき

原品種 1-SST9 2 

図21002・2 12℃6か月処理後25/20℃に移した後に

出穂した個体の状態

原品種・おぼろづき

「おぼろづき」と 1-SST組換え系統 0-SST9-2）に

ついて、出穂率の推移と HPLCを用いた糖の分別

定量解析を行った。1-SST組換え系統の出穂は原品

種および他の遺伝子組換え系統に比べて遅く、半数

の個体が出穂するまでの日数は 10日遅かった（図

21002-1)。1-SST組換え系統で出穂時の個体サイズ

が大きく（図 21002-2）、穂当たりの穎花数が多い

のは、この出穂の遅れによるものと考えられる。総

糖含量については、 12℃ 6か月処理直後の個体で

は1-SST組換え系統と原品種との間で有意な差異

がなかったが、出穂前の葉では 1-SST組換え系統

において 1-SST産物であるフルクタン（ケストー

スとニストース）が蓄積されており、これにより総

糖含量が原品種の 2.4倍にまで高くなっていた（図

21002-3）。この総糖含量の著しい増加が、出穂の遅

れによるシンク増大に対応しうる糖供給を可能とし

たものと考えられる。また、フルクタンは適合溶質

の一種であり、環境ス トレス耐性を増強する効果が

あることから、稔実率の向上にも寄与していると考

えられる。

（ウ）冠水耐性試験（温室）

APX組換えイネ（APXl-2-1）は、鞘葉期に冠水

した場合には、原品種よりも長く冠水に耐えて生存

したが、その後の種子増殖率は原品種との間で有意

差は認められなかった（図 21002-4）。生存個体は多

くても、その稔実率が原品種よりも劣ったためであ

る。したがって遺伝子組換えによって冠水後の生存

率が向上しても種子増殖率が高まるとは限らない。

（エ）深水耐性試験（圃場）

品種の違いによって深水条件下での各種パラメー

ターが変化したときにそれらが種子増殖率にどのよ

うに影響するのかを検証した。初期生育が顕著に

優れる外国稲「ItalicaLivorno」は、他の品種より

も10日早く水面上に葉が抽出したが（図 21002-5）、

種子増殖率は他の品種との間で有意差が認められな

かった（図 21002-6）。したがって深水からの抽出速

度が顕著に増加しても種子増殖率にプラスに働くと

は限らない。

工考察

本研究では、遺伝子組換えによって、生存率や初

期伸長性なととのパラメーターが変化したときに、そ

れらが種子増殖率にどのように影響するのかを遺伝
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図21002-6 伸長性が異なる品種を用いた深水条件下

での種子増殖率の比較

子組換えイネまたは特異的な性質を持つ非組換えイ

ネ品種を用いて調べた。その結果、冠水後の生存率

が有意に向上しても、また深水からの葉の抽出が顕

著に速くなっても、それらが種子増殖率にプラスに

働くことはなかった。これとは対称的に、越冬後の

種子増殖率は、たとえ生存率が低下しても、生き

残った個体当たりの穎花数と稔実率が高くなれば原

品種よりも向上することが判明した。以上の結果は、

水田外に逸出したイネの野生化を推定するに当たっ

て、個体の生存率に重点を置きすぎることは危険で

あり、水田外で穎花を作りそれを結実させる能力を

評価することが重要であることを示している。

オ今後の課題

本研究は、他植物との競合や鳥・動物・昆虫によ

る食害の影響を排除して行われており、実際に水田

外で集団が定着できるかどっかを推定するために

は、これらの影響を組み込んだ評価法を確立するこ

とが必要である。

力要約

遺伝子組換えによりイネの冠水後の生存率が有意

に向上しても、あるいは伸長性に極めて優れる特異

な性質により深水からの葉の抽出が顕著に速くなっ

ても、それらは種子増殖率の上昇をもたらさなかっ

た。対称的に、越冬後の生存率が原品種より低く

なっても、出穂の遅延や総糖含量の大幅な上昇によ

り、生き残った個体当たりの穎花数と稔実率が高く

なり、種子増殖率が原品種よりも有意に高くなる事

例が認められた。したがって、水田外に逸出したイ

ネの野生化を推定するに当たっては、生存率に重き

を置きすぎることなく、水田外で穎花を作りそれを

結実させる能力を評価することが重要である。
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to drought stress in transgenic rice plants 

overexpressing a small heat-shock protein, 

sHSPl 7.7. Plant Cell Rep. 27 : 329-33. 

研究担当者（佐藤裕＊）

(3) 遺伝子組換え Btダイス。の生物多様性影響評

価手法の開発

ア研究目的

2010年の国際アグリバイオ事業団の報告

(ISAAAl））によれば、世界において遺伝子組換

え作物が栽培されている面積は l億 4800万ha(29 

か国）に及んでいる。その中でも遺伝子組換えダイ

ズ（以下、 GMダイズ）は、 7330万haで作付され、

世界で栽培される組換え作物のほぼ50%を占めて

いる。またこれまでの GMダイズは、主に特定の

除草剤に耐性を有するものであったが、近年栄養価

を高めたものや害虫抵抗性を付与したものあるいは

いくつかの性質を合わせたものなどが開発されてい

る。

GMダイズの生物多様性影響評価については、我

が固に交雑可能な近縁野生種（ツルマメ）が存在す

ることから、関連する科学的知見の集積が進められ

てきた。特に除草剤耐性 GMダイズからツルマメ

への遺伝子の拡散と雑種の適応度については、除草

剤散布がないような選択庄のない条件では、ツルマ

メ個体群内の除草剤耐性遺伝子は、頻度は非常に低

いながらも残存し、何らかの要因で選択圧が高まっ

た場合に急激に遺伝子頻度が高まる可能性がシミュ
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レーションによって予測されている。一方、近々

我が固への導入が予想される害虫抵抗性遺伝子組

換えダイズ（以下、 Btダイズ： CryIAc遺伝子に

より殺虫性を改変した CryIAcタンパク質［以下、

CryIAcタンパク質］が作られる）から野生ツルマ

メへの遺伝子拡散と雑種の適応度に関しては、ツル

マメを寄主とする昆虫類が解明されていないため、

ツルマメ個体群内に残存する CryIAc遺伝子にどの

程度の選択圧が働きうるかを推定することが困難で

ある。そのため本研究では、主に国内のツルマメを

寄主とするチョウ目の見虫相を解明するとともに、

主要種における発生量や摂食量、およびそれらの摂

食行動がツルマメの繁殖適応度に及ぼす影響など、

Btダイズのツルマメに対する生物多様性影響の評

価に資する知見を集積する。

イ研究方法

（ア）ツルマメを摂食するチョウ目見虫相および

発生量の解明

東北、関東、中国四国、九州の各地域それぞれ

数か所のツルマメ自生地において、 2011年および

2012年のツルマメ生育期間（5～ 11月）に定期的

もしくは随時、ツルマメを摂食している幼虫を探索、

採集し、室内飼育により得た成虫の標本を作製した。

種の同定は、幼虫で容易に同定できるものを除き、

飼育によって得た成虫標本に基づいて行った。 2012

年には、ツルマメ発芽期～初期生育期（4～5月）に、

ツルマメ群落内地表部の植物遺体や砂喋の下に潜ん

でいるチョウ目幼虫も調査対象とし、前記と同様の

方法で飼育、同定した。また2012年の生育期調査は、

チョウ目各種の発生量を探索努力あたり確認個体数

として算出できるように、幼虫の探索にかける時聞

を30～60分の範囲であらかじめ決めて実施したD

（イ）チョウ目幼虫のツルマメ摂食量

a 幼虫による発芽実生の摂食

深さ 5cmに土を敷いたプラスチック製飼育容器

(19× 11.5×13.5cm）に子葉と初生葉が展開した

ツルマメ実生を 8本植え、そこに供試幼虫を l匹ず

つ放飼して、幼虫の摂食によって切断されたツルマ

メ個体数、および切断されず、に残っている子葉もし

くは初生葉の数を原則として毎日記録した。供試虫

としては、継代飼育のカブラヤガの 5齢幼虫 15匹

および6齢幼虫 10匹を用いた。ツルマメの実生は

随時追加した。

また野外採集のシロヒトリ幼虫（老齢） 1匹を用

いて同様の調査を行った。ただし、摂食量が多かっ

たため、飼育容器内に植えたツルマメ実生は約 30

本とし、摂食の状況に応じて適宜実生を追加した。

b 幼虫によるツルマメ葉の摂食

野外でツルマメを摂食していた幼虫を採集し、

飼育容器内でツルマメ葉を与えて摂食させた。ツ

ルマメ葉は毎日もしくは適宜交換・追加した。摂

食前後の葉面積をデジタルカメラと解析ソフト

(WinROOF, Mitani Co.）もしくは葉面積計を用い

て測定し、摂食前後の葉面積の差から摂食面積を求

め、終齢幼虫期に摂食した葉面積の合計値を種ごと

の摂食量とした。なお、供試した幼虫は、マメドク

ガ（15匹）、チャパネキボシアッパ（21匹）、ウス

アトキハマキ（10匹）、ウコンノメイガ（13匹）、

オオウンモンクチパ（1匹）、ナシケンモン（1匹）、

シロヒトリ（2匹）である。

（ウ）ツルマメの生育状況の解明

東北、関東、中国四国、九州の各地域のツルマメ

優占地において、昆虫によって大きく摂食されたツ

ルマメ個体群を定期的に探索した。また、ツルマメ

の生活史および各種パラメータの個体群内変動を把

握するため、発芽期と結実期にコドラート（50×

50cm）あたりのツルマメ出芽数、生存個体数、葉

面積、葉重、英数、虫害爽率を調査した。

さらに、ツルマメの個体密度が種子生産に与える

影響を実験的に解明するため、試験圃場において播

種密度の異なる処理区（4、16、64、256、1024粒／ぱ）

を設定し、コドラート（50× 50cm）あたりの出芽数、

生存個体数、葉面積、葉重、種子数、英数を調査した。

（エ）ツルマメの切葉およびハスモンヨトウによ

る食害が種子生産に与える影響

ポットに植えたツルマメの個体サイズを自生地の

生育個体と同程度にするため、開花前の栄養生長期

間中に出現した分枝を適宜切断する等の調整を行っ

た上、開花直後（2012年9月 12日）に個体全葉の

1/6、1/3、／1/2、213、5/6および全数を切除した

区を設けて、それぞれの区の最終的な英数および種

子数を調査した。

また、同様の処置をしたポット植えツルマメにハ

スモンヨトウの終齢幼虫 40匹を開花前もしくは開

花後に 48時間放飼して葉を摂食させ、最終的な爽
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数を調べた。

ウ研究結果

（ア）ツルマメを摂食するチョウ目見虫相および

発生量の解明

ツルマメを摂食していたチョウ目見虫のうち、現

時点までに羽化し同定できたものは、合計 16科 66

種であった（表21003-1）。全国的に広く発生が確認

されたものは，ネズミエグリキバガ、ダイズサヤム

シガ，ウコンノメイガ， ヨモギエダシャク，チヤノt

ネキボシアツノt、オオウンモンクチノf、オオタノすコ

ガ、ハスモンヨトウの 8種で， 4地域すべてで確認

された。また、ツルマメの発芽実生を加害するもの

としては、クロクモヤガ、カブラヤガ、オオカブラ

ヤガ、シロヒトリが確認された。

地域別に見ると、東北ではナシケンモン、ウコン

ノメイガ、モンキチョウ、関東ではダイズギンモン

ハモグリガ、チャバネキボシアッパ、中国四国では

ウコンノメイガ、チャノTネキボシアツノf、ハスモン

ヨトウ、九州ではヒメクロミスジノメイガ、チャパ

ネキボシアッパ、ダイズサヤムシガが多く、地域に

よって発生量の多い種は異なり、また図 21003-1に

示されているように時期によっても発生する種は異

なった。

（イ）チョウ目幼虫のツルマメ摂食量

a 幼虫による発芽実生の摂食

カブラヤガは 5～ 6齢期に約 26本、 6齢期に約

18本のツルマメ実生を摂食した（表21003-2）。ま

たシロヒトリは 17日間で 192本の実生を摂食し、

カブラヤガ6齢幼虫の 10倍以上の摂食量を示した。

b 幼虫によるツルマメ葉の摂食

比較的小型のチャパネキボシアッパ、ウコンノ

メイガ、ウスアトキハマキでは摂食量は約 16～

33cm2であるが、より大型の他 6種では平均で

140cm2以上、最大値はシロヒトリの約 570cm2で

あった（表21003-3）。

（ウ）ツルマメの生育状況の解明

2012年4～5月に、各地域2か所のツルマメ個

体群で発芽実生の摂食を調査したところ、 1rrf以下

の範囲ではあるが数種のチョウ目見虫（シロヒトリ、

カブラヤガ、クロクモヤガ）によって複数の実生が

著しく摂食された個体群を関東地域（茨城県の 2か

所）で見出した。その他の地域では葉の摂食は認め

られたものの、著しい実生の被害は見つからなかっ

た。 7～ 10月の葉の食害調査では、 2011年と 2012

年の両年とも陸生貝類のウスカワマイマイによって

lぱ以上の範囲にわたり葉が著しく摂食された個体

群が複数見つかったものの、チョウ目昆虫によって

強い選択圧がかかるような摂食を受けたツルマメ個

体群はすべての地域で発見できなかった。ただし、

オオタバコガの幼虫によって lrrf以上の範囲にわた

り多数の登熟中の英が摂食された個体群が2012年

に茨城県で、見つかった。

結実期 (11月）に実施したツルマメ個体群調査

では、 2011年と 2012年の両年とも秋田における加

害爽率が最も高く、マメシンクイガ幼虫の脱出孔と

思われる穴の空いた未裂開英が多数認められ（表

21003-4）、その英数全体に占める比率のコドラート

単位の最大値は、 2012年では約 5%であった。

5種類の播種密度処理区における調査では、いず

れの処理区においても地面が見えないほどツルマメ

が一面を覆い、野外のツルマメ優占地と同様の状態

を呈した。播種密度が高まるにつれて結実まで到達

できる個体の生存率は減少し、明確な密度効果が認

められた（表21003-5）。個体あたりの葉面積、葉童、

種子数は密度が低いほど高かったのに対して、各処

理区のコドラートあたりの葉面積、葉重、種子数は

ほぼ一定であった（表21003-6）。これらは、個体

密度が低いほど分枝が多く出現して個体単位の占有

率は増加するが、面積あたりの葉数や種子数はその

土地の環境収容力により制限されることを示してい

る。なお、ツルマメが優占している自生地では、コ

ドラートあたりの葉面積、葉重、種子数（表21003-

4）は密度処理区の値（表21003-5）よりも概ね低かっ

た。

（エ）ツルマメの切葉およびハスモンヨトウによ

る食害が種子生産に与える影響

1/3以上（l,042cm2）の切葉処理で種子数は有意

に減少し、切葉面積に応じて減少する傾向（15%～

93%）が明らかとなった（表21003-7）。

また、ハスモンヨトウ終齢幼虫による食害実験で

は、開花前摂食区では無処理区と比較して英数が約

50%減少したが、開花後摂食区では英数が約 96%

減少した。これは、幼虫が花や爽を直接摂食したこ

とが原因と考えられた。
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表 21003・1 ツルマメを寄主植物とするチョウ目昆虫 (2011～ 2012年）

種名 調査地域

科名
学名 和名 東北 関東

中国
九州

四国

1 ハモグリガ Microthauma gl ycinella Kuroko ダイズギンモンハモグリガ 。。。
2 ホソガ Phodoryctis caerulea (Meyrick) マメハマキホソガ 。
3 キパガ Dichomeris acuminata (Staudinger) コフサキバガ 。。
4ヱグリキパガ Acria ceramitis Meyrick ネズミエグリキバガ 。。。
5 Pandemis dumetana (Treitschke) スジトビハマキ 。。
6 Archips semistructa (Meyrick) ウスアトキハマキ 。。
7 Homona magnanima Diakonoff チャハマキ 。。
8 Homona magnanima Diakonoff ウスキカクモンハマキ 。
9 

ハマキガ
Adoxophyes honmai Yasuda チャノコカクモンハマキ 。。。

10 Dentisociaria armata okui Yasuda オクハマキ 。
11 Olethreutes doubledayanus (Barret) クローパーヒメハマキ 。
12 Matsumuraeses falcana (Walsingham) ダイズサヤムシガ 。。。。
13 Matsumuraeses vic1na Kuznetzov ヒロパサヤムシガ 。
14 Leguminivora glycinivorella (Matsumura) マメシンクイガ 。
15 Omiodes miserus (Butler) ヒメクロミスジノメイガ 。。。
16 Omiodes indicatus (Fabricius) マエウスキノメイガ 。。。
17 Pleuroptya punctimarginalis (Hampson) ウスイロキンノメイガ 。。
18 ツトガ Pleuroptya ruralis (Scopoli) ウコンノメイガ、 。。。。
19 Ostrinia scapulalis Mutuura & Munroe アズキノメイガ 。 。
20 Udea testacea (Butler) クロモンキノメイガ 。
21 Omiodes noctescens (Moore) キノ〈フノメイガ、 。
22 Teliphasa elegans (Butler) ナカアオフトメイガ 。
23 メイガ Endotricha icelusalis (Walker) オオウスベニトガリメイガ 。
24 Oncocera semirube lla (Scopo 1 i) アカマダフメイガ 。
25 

シロチョウ
Colias erate poliographa Motschulsky モンキチョウ 。。 。

26 Eurema mandarina (de I’Orza) キタキチョウ 。
27 シジミチョウ Everes argiades (Pallas) ツバメシジミ 。 。
28 タテハチョウ Neptis sappho intermedia W. B.Pryer コミスジ 。
29 Ascotis selenaria cretacea (Butler) ヨモギエダシャク 。。。。
30 Ectropis obliqua (Prout) ウスジロエダシャク 。
31 Chlorissa obliterata (Walker) コウスアオシャク 。
32 

シャクガ
Culpinia diffusa (Walker) アカアシアオシャク 。

33 Scopula personata (Prout) ナミスジチビヒメシャク 。。
34 Scopula superior (Butler) キナミシロヒメシャク 。
35 Scopula emissaria lactea (Butler) キトガリヒメシャク 。
36 Scopula nigropunctata imbella (Warren) マエキヒメシャク 。
37 

ドクガ
Cifuna locuples confusa (Bremer) マメドクガ 。。。

38 Orgyia thyellina Butler ヒメシロモンドクガ 。 。
39 

ヒトリガ
Chionarctia nivea (M岳n岳tri邑s) シロヒトリ 。 。

40 Spilosoma lubricipedum sangaicum Walker キバフゴマダフヒトリ 。。
41 ミノガ Psychidae Gen. Sp. ミノガの一種 。。
42 スズメガ Clanis bilineata tsingtauica Mell トビイロスズメ 。。
43 Hypena subcyanea Butler アオアッパ 。
44 Hypena tristalis Lederer ミツボシアッパ 。
45 Paragabara flavomacula (Oberthur) キボシアッパ 。
46 Paragabara ochreipennis Sugi チャバネキボシアッパ 。。。。
47 Herminia arenosa Butler ウスキミスジアッパ 。
48 Hipoepa fractalis (Guen岳e) オオシフナミアッパ 。。。
49 Blasticorhinus ussuriensis (Bremer) コウンモンクチパ 。
50 Hypena narratalis Walker ムフサキミツボシアッパ 。
51 Herminia tarsicrinalis (Knoch) トビスジアッパ 。
52 Mocis undata (Fabricius) オオウンモンクチパ 。。。。
53 Ctenoplusia albostriata (Bremer & Grey) エゾギクキンウワバ 。
54 

ヤガ
Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) イチジクキンウワパ 。 。。

55 Ctenoplusia agnata (Staudinger) ミツモンキンウワバ 。 。
56 Microxyla confusa (Wileman) スジモンコヤガ 。
57 Viminia rumicis (Linnaeus) ナシケンモン 。 。
58 Amphipyra livida corvina Motschulsky カフスヨトウ 。
59 Hermonassa cecilia Butler クロクモヤガ 。
60 Helicoverpa armigera armigera (Hubner) オオタバコガ 。。。。
61 Heliothis maritima adaucta Butler ツメクサガ 。
62 Spodoptera litura (Fabricius) ハスモンヨトウ 。。。。
63 Athetis stellata (Moore) ヒメサビスジヨトウ 。
64 Sarcopolia illoba (Butler) シロシタヨトウ 。 。
65 Agrotis tokionis Butler オオカブフヤガ 。
66 Agrotis segetum ([Denis & SchiffermUller]) カブフヤガ 。

O：各地域で確認された種を示す

-474-



60 

。
ロマメドウガ

日川・ハス壬ンヨトウ
（ 

ノ3円 0ウコンノメイガ 〈〉

40 

ふ 企帥口ミスシソメイガ
「、4

＼ I／：：，.マエウスキノメイガ く〉
事訴 30 

lo子ヤハ．ネキホ’シアツ／＼.倒

側諜 20 

く〉

。 今コ
く〉

企 ． 
10 

0 

5/9 5/29 6/18 7/8 7/28 8/17 9/6 9/26 10/16 

図21003-1 中国四国地域におけるチョウ目昆虫の発生量 （2012年）

表21003-2 チョウ目幼虫によるツルマメ実生の摂食量

種類 個体数ツルマメ死亡数 S.D.摂食日数

カブラヤガ（5齢～6齢） 15 

カブラヤガ（6齢） 10 

シロヒトリ （老齢）

表21003-3 チョウ目昆虫各種におけるツルマメ葉の

摂食量

霊童
シロヒトリ
マメドクガ
ナシケンモン
オオウンモンクチバ
オオタバコガ
ハスモンヨトウ
ウコンノメイガ
チャパネキボシアツJ¥ 

ウスアトキハマキ

エ考察

摂食葉面積（cm2)

平均 標準誤差 個体数

569.6 32.4 2 
294.9 21.6 15 
162.3 - 1 
160.6 - 1 

144.0 19.5 17 
142.7 28.0 20 
33.2 1.7 13 
17.1 0.8 21 
16.3 1.0 10 

2年間の調査で、ツルマメを摂食するチョウ目昆

虫として 66種を記録した。従来、ツルマメを寄主

植物とする種は、マメシンクイガ（岡田2）、駒井ら 3))

やスジモンコヤガ（林 4））、イチジクキンウワパ（岸

田5））など数種であったことから、今回の集中的な

調査によって、ツルマメを摂食するチョウ目見虫の

多くが解明されたものと考えられる。ただし、 l年

目（2011年）の調査では確認種数は 47種（安田ら 6))

で、 2年目の調査でさらに 19種が増加したことや、

25.5土 1.8

17.9土 1.2

192 7.2 17 

昆虫の発生量が年次によって大きく増減することを

考えると、今後も調査を継続する必要があると考え

られる。

探索努力あたりの確認個体数に基づいた発生量調

査では、確認虫数の不足のため十分な結果が得られ

なかった地域が多いが、中国四国地方では、ウ コン

ノメイガ、チャパネキボシアッパ、ハスモンヨトウ

が比較的多く（図 21003-1）、それぞれの種の摂食量

（表21003-3）を考慮すると、中国四国地域ではハス

モンヨトウの加害量が多いと推測された。ただし、

ツルマメに影響を与える可能性のある重要種を選定

するためには、摂食時期の他、花や英、種子など器

官別の摂食量とその影響についても考慮する必要が

ある。

ツルマメ自生地における調査や播種密度処理区の

結果から、ツルマメは個体密度が多少低くても、残

りの個体が分枝を出して旺盛に生育することによっ

て、単位面積あたりの種子生産数に大きな差は見ら

れないことが明らかとなった。このことは、ツルマ

メの実生段階や栄養生長期間における摂食は、種子
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表 21003-4 各地のツルマメ優占地における生育状況 （2012年）

脱出痕
コドラート出芽生存葉面積 虫害

調査地点 葉重（g） 種 子 数 総 英 数
数 個体数個体数（cm2) 莱率（%）

英率（%）

2012和（田1
2012秋田2
2012利：田3
2012秋田4
2012利（田5

2012茨城1
2012茨城2

2012岡山1
2012岡山2
2012岡山3
2012岡山4
2012岡山5

2012高知1
2012高知2

2012熊本1
2012熊本2
2012熊本3

平均
S.D. 

n
u
n
t
n
U
R
J
v
n
L
 

1

1

1

 

91.8 
105.5 

12.4 
8.0 
13.6 

686 298 
1,279 556 
1 164 506 

108 362 158 
190 1,835 798 

11 693 301 
1,627 707 

48 958 417 

74 
72 

675 294 
1,636 711 

9.3 
26.5 
22.3 

1.3 
1.9 
3.0 

10 
6 

131.8 10.1 2520 
7.3 3,902 

59 
67 

1,034 450 
627 273 

3.9 
5.7 

1.7 
0.1 

1.6 

1.9 
0.3 

0.2 
0.2 

7.0 
9.5 

10 
5 

10 
7 

10 

142.1 
38.8 5.5 799 
51.6 4.7 
38.1 
46.2 12.0 1671 

78 
53 

969 
570 

421 
248 

表 21003・5 個体密度がツルマメの生存数や生育量に及ぼす効果

3 
4 

3.0 
9.7 

4,223 
2,411 

n
U
4
E
4
E
 

4

・・・
4

・・・
4

・・・

53.6 
5.5 

1.5 
5,812 
7,337 

出 生存数 S.D 出

コドラート（50cmx50cm）あたり

播種数反復出芽数 S.D
葉面積

S.D LAI 葉重（g) S.D 種子数 S.D 爽数
(cm2） 色

79.0 
49.4 

8.4 
5.7 

3,584 
2.187 

S.D 

4 5 4.0 0.0 100 4.0 0.0 100 8,570 254 3.5 95.0 4.2 1,715 236 746 102 

16 5 16.0 0.0 100 15.2 1.1 95 7,576 695 3.0 84.5 4.9 1,626 296 707 129 

64 5 64.0 0.0 100 39.6 3.5 62 8.426 412 3.4 85.5 9.2 1,735 59 754 26 

256 5 237.4 3.5 93 68.0 16.2 29 7,959 132 3.2 88.0 7.1 1,826 211 794 92 

1024 2 824.5 7.8 81 173.5 40.3 21 6,952 2.8 84.0 

全体 148.0 237 97 44.6 49.5 66.8 8,001 633 3.2 87.8 6.4 1,716 206 746 90 

1,619 60 704 26 

参考（1個体を支柱で支えて栽培した場合） 15,402 6.2 325 

生産数にあまり大きな影響を与えない可能性がある

ことを示 している。一方、開花期以降の生殖生長期

間は分枝の出現等に よる補償作用が弱まるため、葉

の摂食が種子数の減少につながりやすいと考えられ

る。

今回の発芽実生に対する摂食調査では、幼虫 l匹

あたりの摂食量は、 カブラヤガ5～ 6齢で約 26本、

シロヒトリ の老齢幼虫で 192本であった。摂食量の

多いシロ ヒトリ 幼虫が狭い範囲で実生を摂食した場

合、ツルマメの個体数は局所的に大きく減少すると
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考えられるが、摂食されなかった個体が少数であっ

ても残っておれば、補償作用が働き、最終的な種子

生産数への影響はそれほ ど大きくない と推測 され

る。

開花後の生殖生長期においては、全葉数の 1/3以

上（1,042cm2）の切葉で種子数が減少 した。一方、

ツルマメの葉への摂食量が最も多いシロヒトリ 幼虫

でも摂食面積は l匹あたり約 570cm2、その他の種

は 300cm2以下であり（表 21003-3）、 l匹の幼虫が

ツルマメ群落の中で特定の l個体のみを選択的に摂



表 21003-6 個体密度と個体あたりの生長量との関係

播種数 葉面積
(cm2) 

S.D 葉重（g) S.D 種子数 S.D 英数 S.D 

4 2142.3 63.5 23.7 1.2 428.8 58.9 186.5 25.6 

16 473.5 43.5 5.3 0.3 107.4 21.4 46.7 9.3 

64 218.8 6.6 2.2 0.2 44.1 4.3 19.2 1.8 

256 152.9 54.9 1.7 0.7 27.8 5.5 12.1 2.4 

1024 47.9 0.6 9.6 1.9 4.2 0.8 

全体 66.9 84.9 7.4 9.4 139.1 166.4 60.5 72.4 

1個体 15.402 325 

表 21003・7 切葉処理がツルマメの種子数や英数に及ぼす効果

処理 ポット数種子数 S.D. 

未処理区 6 663 54 

6分の1切葉区 6 688 ab 85 

3分の1切葉区 6 565 be 45 

2分の1切葉区 6 524 49 

3分の2切葉区 6 383 83 

6分の5切葉区 6 241 43 

全切葉区 6 44 17 

食したとしても、 1/3切葉の場合の切葉面積より明

らかに小さいことから、種子生産数への影響はほと

んどないと考えられる。 しかし、多数の幼虫による

集中的な摂食が起こった場合、ツルマメの種子生産

数にある程度の影響が出る可能性は否定できない。

例えば、マメドクガは他の植物上では集中的に分布

していた事例があり、またハスモンヨトウやオオタ

バコガはダイズ畑でしばしば大発生することが知ら

れている。野外のツルマメ個体群においては、この

ような大発生や集中的分布は 2年間の調査では見つ

かっておらず、また実際には幼虫がツルマメの特定

の個体のみを選択的に摂食することも考え難い。し

かし、見虫の摂食がツルマメの繁殖に及ぼす影響を

解明するためには、幼虫の発生量、摂食器官および

摂食量とともに、生息密度や個体群内の移動距離等

も考慮して検討する必要がある。

オ今後の課題

CryIAc遺伝子をもっ Btダイズと野生ツルマメ

との雑種が生じた場合の生物多様性影響を評価する

切葉面積
減少率

莱数 S.D. (c d，参考 （%，参考値）菌、

306 28 

321 34 521 4 

278 ab 9 1042 -15 

239 11 1563 -21 

181 41 2084 -42 

119 19 2605 -64 

47 6 3126 -93 

ためには、幼虫に対する CryIAcタンパク質の毒性

だけでなく行動影響も解明する必要がある。幼虫

個体数は一定と仮定した場合、毒性により急死す

る幼虫は大きな選択圧にならないが、急死せずに

CryIAcタンパク質を含む葉に対してのみ摂食量が

減少するあるいは摂食を回避する場合は CryIAcタ

ンパク質への選択圧が高まり、 Bt遺伝子の頻度は

上昇すると推測される。一方、ツルマメを主要な寄

主植物として利用しているチョウ目の種が生息して

いた場合、その種の CryIAcタンパク質に対する感

受性が高ければ、その種の生存が脅かされ、結果と

して生物多様性が大きな影響を受けることとなる。

今回記録されたツルマメを摂食するチョウ目見虫

（表 21003-1）のうち、チャバネキボシアッパやオク

ハマキは、今回の調査で初めて寄主植物が明らかと

なったものであり、現時点ではツルマメが唯一の寄

主植物となっている。ツルマメの寄主植物としての

重要性を評価するためには、これらの種の寄主範囲

についても調査しなければならない。

CryIAcタンパク質に対するチョウ目昆虫の感受
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性は海外ではすでにある程度調査されており、種に

よって大きく異なることも知られているが、日本に

おいてはほとんどデータがない。今後はツルマメの

種子生産に影響を及ぼしうる種およびツルマメを主

要な寄主植物としている種を明らかにした上で、そ

れらの CryIAcタンパク質に対する感受性調査を早

急に実施する必要がある。

力要約

ツルマメを摂食するチョウ目昆虫として 66種を

確認した。発生量の多い種は地域によって異なり、

発生時期も種によって異なった。主要種の幼虫によ

るツルマメ葉の摂食量は 16～570cm2／匹（終齢幼

虫）であった。ツルマメの繁殖に影響を与えうる重

要種を特定するためには、摂食時期および摂食器官

別にツルマメ種子生産数への影響を明らかにする必

要がある。

ツルマメの栄養生長段階では補償作用が強く働く

ため、チョウ目幼虫の摂食による影響は、補償作用

が弱まる生殖生長期間が重要であると考えられた。

野外のツルマメ個体群で観察された幼虫の発生密

度および摂食量を考慮すると、チョウ目幼虫の摂食

がツルマメの繁殖に影響を与えるとは考えにくい

が、ハスモンヨトウなどの幼虫がダイズ畑に見られ

るような集中的な摂食を行った場合、何らかの影響

を及ぼす可能性は否定できない。

CryIAc遺伝子の生物多様性影響を評価するため

には、 CryIAcタンパク質がチョウ目幼虫の摂食行

動に及ぼす影響およびツルマメを寄主植物とする

チョウ目の寄主範囲を解明する必要がある。
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(4) 遺伝子組換えダイズの生物多様性影響評価に

必要なツルマメに関するバイオロジードキュメン

卜の作成

ア研究目的

遺伝子組換え（GM）ダイズの使用に際しては、

カルタヘナ法に基づく生物多様性影響評価が必須で

あるが、我が固にはダイズの近縁野生種であり東ア

ジアに固有なツルマメが分布しているため、特に交

雑性等については適切な評価が必要である。そのた

め、生物多様性影響評価では、 OECDから発刊さ

れているコンセンサスドキュメントのように、我が

固におけるツルマメや GMダイズの生物学的情報

などが整理された資料が不可欠である。本研究では、

今後使用される様々な特性を有した GMダイズの

生物多様性影響評価に際して、プロジェクト関係者、

行政部局ならびに申請者等と情報の共有化を図り、

研究の推進及び適正な生物多様性影響評価に資する

ことを目的として、ツルマメの生態学的特性、ダイ

ズとツルマメとの交雑性、雑種後代の特性等に関す

る情報をとりまとめると共に最新の研究成果等を含

めたバイオロジードキュメントを作成する。

イ研究方法

ツルマメのバイオロジードキュメントの主たる

記載項目は OECDのコンセンサスドキュメント

(OECD1））を参考としたが、詳細な項目については

ダイズのコンセンサスドキュメント（OECD2l) 

を参考にしてツルマメ特性に基づき、個々の記載

項目を設けた（表21004-1)。本ドキュメントの作成

に使用する文献等は、コンセンサスドキュメントで

の使用文献を参考にし、①査読論文、②科学雑誌・

刊行物、③政府出版物、④科学的会合の報告書・講

演記録、⑤ウエブサイトの順番で資料を調査し、用

いることにした（OECD3））。また、我が固におけ

るツルマメの分布情報は、標本庫情報（国立科学博
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表21004・1 ツルマメのバイオロジードキュメントで選定した主要な項目

第 1節 分類学的特性：分類、分布（世界および日本）、生育環境

第2節 生育特性 ：生活環（種子発芽、栄養成長、生殖成長）、種子の飛散性

第3節 生態特性 ：競合における優位性と雑草性（種子生産数、生育型）、相互作用（生

物的要因：食害昆虫、非生物的要因）

第4節 繁殖生物学 ：受粉（受粉様式、花粉の生理学的特性）

第5節 ダイズとツルマメ間での遺伝子浸透と雑種特性 ：形態的な差異、遺伝的な差

異、両種間での交雑性、雑種の特性（栽培実験による情報）、雑

種後代の特性（遺伝子拡散モデルへの）適用

表21004・2 ツルマメ採集地点における環境要因

環境要因 平均 範囲

標高（m) 89 0～699 

年平均気温（℃） 13. 7 6.8～17.2 

年間降水量（凹） 1909 782～4002 

暖かさの指数（WI) 107.4 57.4～143.。
寒さの指数（CI) -7.8 -37. 5～0. 0 

物館、東京大学）、公開されているデータベース情

報（農業生物資源研究所 4））より収集した。また、

農業環境技術研究所の RuLISWeb （農村景観調査

情報システム）（農業環境技術研究所 5））によりツ

ルマメ生育地の環境を解析した（表21004-2）。

ウ研究結果

（ア）分類学的特性（第 l節）

ツルマメは植物分類学、細胞遺伝学、考古学等の

様々な観点から、ダイズの祖先野生種であると考え

られている （Hymowitz6））。ツルマメからダイズ

への栽培化は、紀元前 1100年頃に中国東北部で起

こり、ダイズはその後周辺国に伝播したと推定され

ている（Hymowitz7））。日本への伝播は紀元前 200

年以降で、中国もしくは韓国より伝播したものと考

えられている（Hymowiz& Kaizuma s））。日本に

おける栽培化については十分な証拠が得られていな

いが、近年得られた出土炭化種子の形態、土器の圧

痕、炭素年代測定等から、ダイズは縄文時代中期以

降から栽培されていたと考えられている（中山 9)'

会田ら 10））。

a 分類 Glycine属は、大きく Glycine亜属と

5lゲa亜属に分けられる。Glycine亜属には、 22種が

報告されており、いずれも多年生で、主にオースト

ラリアに多く見られる（Hymowitz11））。 その中で G.

tabacina (Labi!l.) Benth. （ミヤコジマツルマメ）は、

アジアからオーストラリアの亜熱帯に分布し、我が

国でも宮古島と石垣島に生育する（大橋凶）。

方、内；a亜属には、 2種が報告されているが、いず

れも一年生である。そのうち G.max（ダイズ）は作

物として世界的に広く栽培されている。G.soja （ツ

ルマメ）は、ダイズの祖先種と考えられ、中国、ロ

シア、台湾、韓国、日本に分布する。また、 Soja亜

属には、前述の 2種の他に、 G.gracilisが知られて

いる。これは、ダイズの雑草型と考えられており、

中国で分布の報告がある。しかし、一部の育種家

や分類学者は、 G.sザa（広義）のみを認め、雑草

型（G. gracilis）はそれに含まれるとして、独立し

た種として認めない見解もある（Hymowitzu), Lu 

13), Zhuang 14）より引用）。そのため、 gracilisとい

う種小名を今後も使用することは困難になっている

(Hymowitz 11））。

b 分布 ツルマメの主たる分布は中国である

が、北緯 24度～ 53度、東経97度～ 153度内の極

東地域に隣接するロシア、韓国および日本に分布す

る（Iwatsuki et al. 15））。 我が国では、九州南部か

ら北海道まで分布するが、北海道においては、分布

が限られており、主に渡島半島および日高地方の太

平洋側で報告されている （三分－ 16））。また、生育

地は標高Om付近の低地から標高 700m近くまで分

布することが報告されている（表21004-2）。

c 生育環境 一般に日当たりのよい野原、路傍、

荒れ地、河原などに生育するほか、果樹園や畑地に
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拡がる（奥田 17））。また、水田の畔や道路法面など

にも群落を観ることが出来る。低い群落を形成する

ほかセイタカアワダチソウ、ススキなど高茎草本に

絡んで伸長する。しかし、本州におけるツルマメ生

育地は路傍、河川敷、荒れ地、畔道などによく見ら

れるが、北海道においては河川敷に限定されている

（島本ω）。

（イ）生育特性（第 2節）

a 生活環

(a) 種子発芽種子は硬実で吸水を妨げるため

休眠が深いため越冬能力は高く、 0.5～5cmの深

さに埋士しても越冬した報告がある。自然生息地

での出芽の記録は、 4月中旬～ 8月中旬まで観察

されている。実験圃場においては、 4月～ 11月に

かけては断続的に発芽し、 1年間の累積発芽率は

4.5%であった。出芽率が生育地で異なること（河

岸の裸地： 0.7%、河原の植物群落： 27.4%）及び

生育型間（巻きっきタイプ： 17.5%、分岐タイプで

5%）でも異なることが報告されている（Ohara& 

Shimamoto 19l）。

(b) 栄養成長 栄養成長期間については 107日

（岩手の系統を岡山で栽培）、 122日（秋田の系統を

岡山で栽培） (Saitoh et al 20l）が報告されている。

野外では、高茎草本やフェンスに絡み付いて生育す

る場合、草丈は 3m以上に達する。

(c) 生殖成長（開花・結実） 8月中旬～ 9月下

旬にかけて開花し、葉版から伸長した枝に 5-6個の

花を側生し総状花序を形成する。各花の寿命は l日

(Ohara & Shimamoto 21l）。生殖期間は 32日（岩手

の系統を岡山で栽培）、 40日（秋田の系統を岡山で

栽培） (Saitoh et al. 20l）。豆果は狭楕円形、褐色毛

を密生し 2-3種子が入る。種子は肩平な楕円体、黒

色（大橋山）。また、開花期に乾燥や低温など不順

な気候にさらされると開花することなく膏のまま受

精（閉花受精）し、開花期の後半はほとんどの花は

閉花受精する（阿部・島本 22））。北海道での実験では、

開放花は全体の 0.9～2.4%で、 97%以上は閉鎖花

となるが、結爽率は開放花の方が高く、 50%を超え

るが、閉鎖花では 30%程度である（宮下ら 23））。岩

手大学農学部の圃場において日本のツルマメ 28系

統と海外72系統を 1973年6月8日、 1974年5月

25日に播種した場合、秋田から宮崎の日本ツルマ

メのなかで最も早く開花したのは秋田産のツルマメ

で8月3日、最も遅いのは宮崎産で9月24日、そ

の差は 54日、最も早く成熟期をむかえたツルマメ

は秋田産 10月19日、最も遅いかったものは宮崎産

12月5日で、その差は 47日、無霜期間の長短が生

育期間の制限要因になり、緯度勾配に沿った地理的

変異パターンが形成されたと考察されている（福井

らおう。

(d) 種子の飛散性英は脱粒しやすく、英

の縦方向の開裂により散布される（Ohara& 

Shimamoto 2u）。飛散する種子数は、親植物からの

離れるほど減少し、最大飛散距離は、 2.8～3m(Li 

et al 25））、 4.白n (Oka 26））、 6.5～ 7mに達するが

99%は5m以内に落下する（Yoshimuraet al. 27））。

200mおよび 12.4kmという長距離の飛散も確認さ

れているが、この原因は水や動物、人間によるもの

と考えられている（Kurodaet al.お））。

（ウ）生態特性（第3節）

a 競合における優位性と雑草性

河原の氾濫原や土手、路傍、畑の周辺や荒廃地な

ど適度の撹乱にさらされる場所をおもな生育地とす

る。ヨモギやススキなど丈の高い植物に巻きつきな

がら、時には地面に旬旬しながら生育している（阿

部・島本 2必）。

(a) 種子生産数 自然生息地における l個体あ

たりの種子生産量は、北海道の自然生息地で、分岐

が多いタイプの平均で 104、分岐が少ないタイプ

で56.5(Ohara & Shimamoto 19））、近畿地方の生息

地で集団ごとの平均で 8.3～ 176、最大で 674（中

山・山口 29））、 219（加賀ら ω））。圃場で栽培した場

合には、 600個以上の種子を生産する個体もあり

(Saitoh et al. 20), Kuroda et al. 28), Yoshimura et al. 

幻））、最大 3570個であった（Kurodaet al. 28l）。北

海道のツルマメ自生地における個体当たりの種子生

産数は 16～235個（平均 74.82 ± 50.33個）、爽数

は7～ 104爽（平均 32.06± 20.31個）、 l爽内種子

数は O～4個（平均 2.29± 0.27個）と報告されて

いる（大原・島本 31)32））。 50cm方形区内に散布さ

れた種子数は河原の植物群落内では 31～50粒に対

し、河岸の裸地では 8～30粒であった（Ohara& 

Shimamoto 19））。

(b) 生育型 つる性、無限伸育型で、茎の太さ、

分岐数に系統聞の変異が見られる（福井・海妻 33））。

関塚・吉山 34）は、ツルマメの草型を茎の太さと纏
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緯性によって 4型に分類しているが、単に分岐が多

いタイプ（Branching）と巻きっきタイプ（Twining)

に分ける場合もある（Ohara& Shimamoto) 19）。また、

人工的に光環境を変えると（0%、45%, 75%の3

段階の遮光処理）、遮光が強くなるほどツルマメは

茎が伸長し、個体重や種子数は減少、 100粒重は増

大する（大原ら 3日）。

b 相互作用

(a) 生物的要因・食害見虫 多種類の見虫など

が食害するが、直麹目と甲虫目による食害が最も多

く、茨城県、佐賀県で調査したチョウ目の食害率は、

2%以下である（Horaket al. 36））。チョウ目の他には、

甲虫目のトウガネブイブイ（黒田ら釦）の食害の

記録もある。安田らお）は、東北、関東、中園、九

州地方での調査を行い、チョウ目害虫合計 12科 47

種を報告した。全国的に広く発生が確認されたもの

は，ダイズサヤムシガ，ウコンノメイガ， ヨモギエ

ダシャク，チャパネキボシアッパの 4種で， 4地域

すべてで確認された。

(b) 非生物的要因 ツルマメ生育地における物

理・化学的環境要因と個体群の推移を調べた研究は

少ないが、中山・山口 29）によると、出芽した個体は、

生育の初期には暑さと乾燥により、その後は除草行

為や河川の増水により多数死亡し、集団ごとの生存

率は O～ 47%であると報告している。

（エ）繁殖生物学（第4節）

a 受粉

(a) 受粉様式 ダイズでは、花が完全に聞く前

に雄ずいが伸長し、裂聞した蔚が柱頭を摩擦し受

粉は開花前に完了する（自家受粉） (Williams 39l, 

Carlson & Lersten的））ため、ツルマメでも同様

と考えられている。ツルマメは他家受粉能力も保

有しており、その結果、他殖率は 2.3% (Kiang et 

al. 41））。 Fujitaet al. 42）は、複数の遺伝子座分析か

らの推定により、 9.3～ 19%、平均他殖率は 13%と

報告している。また、ダイズとツルマメ両種聞に

は、交雑不親和性はなく（Karasawa43l, Kwon et 

al. 44l）、野外におけるダイズとツルマメとの交雑は、

両者を近くで栽培した場合に発生しており、その交

雑率は、 0.73%(Nakayama & Yamaguchi 45l）、 0.01

(Wang & Liu 46l）、0.008%(Mizuguti et al. 47l）、0.14%

(Mizuguti et al. 48））であった。また、温室内で両種

を栽培し、ミツバチの箱を置いた場合には、 0.477%

という報告がある（Mizugutiet al. 49l）。これまでに、

以下のような昆虫が訪花するのが観察されている。

ノ1チ類：ニホンミツバチ、コハナパチ sp.、ハキリ

パチ sp.、クマバチ、ツチパチ、カリパチ類、スズ

パチ、ハナアブ類、セセリチョウ sp.、シジミチョ

ウsp.、Heliothismaritime、ハエ類、アザミウマ類

(b) 花粉の生理学的特性 l花当たり平均 3

個の匹珠及び2000個の花粉粒を持つ（Ohara& 

Shimamoto zu）。ツルマメの花粉の寿命についての

報告はないが、ダイズと同様、通常開花後2～ 4時

間（Andersson& de Vicet 5ol）と考えられる。

（オ）ダイズとツルマメ聞の遺伝子浸透と雑種の

特性（第5節）

a 形態的な差異

(a) ツルマメとダイズの形態的な差異と分化の

過程 ツルマメは、桜の開花する頃に発芽し、つる

性の多数の分枝を生じ，夏から秋にかけて多数の爽

をつける。英は、秋に裂け 黒色の小さな種子を散

布する。散布された種子は休眠性を持ち、土中で越

冬し、翌年の春に発芽して個体となる。一方、ダイ

ズは、様々な特d｜生を持った品種が存在するが、栽培

上問題となるつる性や茎の伸長が抑えられた草型

で、種子はツルマメに比べると 5～ 10倍程度大きく、

黄、緑、茶、黒など多様であるが，種子の数はツル

マメの 1/10程度しか生産されず、ほとんどの種子

自然条件下の土中では越冬できない。

(b) 種子 ツルマメに近い粒重を示したダイズ

の来歴は、主に沖縄県の栽培種や飼料用系統であり、

飼料用系統のなかにはツルマメとの雑種後代から育

成された系統が含まれており（関塚・吉山剖））、そ

れらはツルマメの遺伝子を持つことがわかってい

る（Kagaet al. 5u）。ダイズとツルマメの形態的分

化が不明瞭な系統が存在するが、ダイズとツルマ

メとの中間的な形態的特性を持つ中間型はロシア

(Skvortzow 52））、中国（Wanget al. 53l）だけでな

く、日本でも複数の県から収集されたツルマメ（関

塚・吉山弘））、および東北地方から九州で収集され

た農業生物資源研究所ジーンパンクの保存系統（加

賀ら 30）。 54））にも存在する。また、阿部・島本 22）が

「この 10年以上にわたり日本各地よりツルマメを採

集し、分析してきた。しかし、これまでに収集した

800近い集団の中に、明瞭な中間型は見つかってい

ない」と述べているように、中間体は存在するとし
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ても非常にまれであると考えられる。

(c) 葉型 開花や熟期と同様に、葉型は緯度勾

配に沿った地理的変異パターンが認められており、

低緯度では丸葉型、高緯度では長葉型が優占的であ

る。

b 遺伝的な差異

染色体および遺伝子レベルでの違い ツルマメは

ダイズと同じ染色体数（2n= 40）を持ち、人工交

雑による Fl雑種は種子稔性を持つことが知られて

いる（Carteret al.日））。ツルマメとダイズとの Fl

雑種の花粉稔性を調べることで、染色体構造の違う

ツルマメがこれまで、見つかっている。しかし、日本

のツルマメについては知見が限られており、盛岡で

収集されたツルマメとダイズとの Fl雑種について

報告があるだけで、花粉稔性は 98.6%～ 99.0%を示

し、ロシアの数系統とダイズとの Fl雑種の花粉稔

性（55.3%～ 91.1%）よりも概して高いことが知ら

れている（海妻ら日））。また、次世代型シーケンサー

によって韓国のツルマメ（Kimet al. 57l）および中

国の複数のツルマメ（Lamet al.お））の塩基配列が

解読されている。日本のツルマメの塩基配列は報告

されておらず、今後全塩基配列の解読が期待される。

日本のダイズは世界中のどのツルマメとも遺伝的に

分化しており、韓国、中国、ロシアのツルマメより

も日本のダイズとの遺伝距離が最も近いと報告され

ている（Kurodaet al 59l）。

c 両種間での交雑性

ダイズが広く栽培されていた秋田県ほか5県の

217調査地点のうち、その近隣で自生する 7か所の

ツルマメ個体群のなかにダイズとツルマメの雑種の

自生が確認されている（加賀ら日），黒田ら 37）、黒田

らω），黒田ら 61)，友岡ら 62).Kuroda et al. 63））。雑種

が発見された場所の近くでは、水田輪換畑で大規

模なダイズ栽培があったと記載されている D 雑種

の種子や爽はツルマメに比べて大きく (loo粒重は

5.0g～9.旬、一爽に 3粒入った爽の長さは 4cm程

度）、種皮は黄色（緑含む）または黒色であり、人

工交配により作成された雑種代 1(Fl）世代に類似

し、葉の大きさ、蔓の太さ、蔓の巻き方の強さなど

も同様に中間的であり、各地点で発見された中間体

の個体数は周囲のツルマメの個体数より少なく、生

育分布の範囲はツルマメ集団のなかの特定の場所で

あった。また、黄色い種皮をもっ中間体は各地で l

～ 2個体のみの生育、黒い種皮の中間体は 9個体

(2004年に 7個体、 2005年に 2個体）生育していた

ものの、その分布は 5m以内と報告されている。雑

種より散布された種子が自生地で生存し、発芽する

かの追跡調査（加賀ら 54），黒田ら 37），黒田ら ω），黒田

ら61)，友岡ら 62））では、佐賀の一地点のみ F2以降

の世代まで自生していたが、それ以外では雑種は

Fl世代で淘汰されたと報告されている。 Fl雑種及

び雑種後代からの遺伝子浸透については、 SSRマー

カー解析によりこれらが発見された個体群を含め秋

田県、茨城県、佐賀県の 14個体群でサンプリング

された 1.344の種子の中にはダイズ由来の遺伝子が

個体群へ浸透した形跡は確認されていない（Kuroda

et al. 64））。

d Fl雑種の特性（野外と室内での栽培実験で

得られた雑種の形態や開花期の差異）

雑種種子はツルマメの英の中に形成されるため、

種皮はツルマメ型、その中の子葉はツルマメとダイ

ズとの Fl雑種の遺伝子型といったやや複雑な遺伝

構成になる。種皮はツルマメのもつ硬皮休眠性に

よって越冬し、その後発芽して Fl雑種個体がツル

マメ個体群に生育することになる。ツルマメ個体群

における雑種後代の存在数は Fl雑種が生産する種

子の数や散布された種子の生存率などによって決ま

る。後にマーカー解析によって Fl雑種（Kuroda

et al. 63））と同定された秋田県角館町の雑種個体の

特徴は、周辺のツルマメよりもツル化の程度は弱く、

草姿は半直立型、爽は裂表しておらず、種皮色はツ

ルマメとは異なる（加賀ら 54））。 Fl雑種は 100粒

程度の種子を散布していたと推定されたが、その後

の経時的モニタリングではこの雑種に由来する後代

は見つかっていない（Kurodaet al. 65））。人工的に

作出した Fl雑種の種子生産数はツルマメよりも少

なく、 Fl雑種に実った種子の越冬率（晩秋に埋土

して翌年の春に掘り起こした場合）はツルマメより

も少ない傾向が見られる（Kurodaet al. 65））。

e 雑種後代の特性（遺伝子拡散モデルへの適用）

葉緑体の RFLP解析によりダイズ型の細胞質を

持つ個体群やダイズのごく僅かなゲノム断片が日本

のツルマメの中に取り込まれている可能性を暗示す

る結果がSSRマーカー（Kurodaet al 28））やSNPマー

カー（Kagaet al. su）の Geneticadmixture解析に

よって検出されている。ツルマメやダイズは自家
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受粉によって種子繁殖する白殖性植物であるので、

Fl雑種に実った白殖種子より F2雑種集団におけ

る適応度関連形質の特性情報がもっと重要で、次い

でFl雑種がツルマメに交雑した場合の雑種後代の

特性情報が重要である。 F2雑種集団から得られた

連鎖地図と適応度に関連する QTL情報を利用して、

ツルマメ個体群におけるダイズ遺伝子の残存性を予

測する遺伝子浸透モデルが構築されている。ダイズ

との自然交雑によってツルマメ集団 99個体中に Fl

雑種がl個体生じ、その後はツルマメを含む全ての

個体が自家受粉によって次世代の種子を形成すると

仮定し、集団内の各個体について、種子生産数およ

び種子越冬性に関する QTL座の遺伝子型、その遺

伝子型の QTLの効果および環境分散から次世代と

して残る種子数を計算し、仮想の種子集団を作成し、

これより任意に選んだ 100粒の種子について連鎖地

図情報を用いて遺伝子型が構成される。この過程を

数十世代まで進める試行を 100回繰り返し、ダイズ

遺伝子が集団内に残存していた試行数の割合を残存

率としている。ダイズに由来する種子生産数や種子

越冬性QTLの効果に働く自然選択によって、雑種

初期世代からダイズの遺伝子はツルマメの集団内か

ら急激に消失していくことがわかっている。

エ考察

近年の GMダイズは複数の除草剤に耐性を示す

もの、さらには害虫抵抗性や多産性など個体の生存

や個体群の更新に有利に作用すると考えられる特性

を付与されたものが開発・研究されている。特に、

個体の適応度を高める遺伝子がダイズ近縁種ツルマ

メに拡散する可能性を科学的な生物学的情報に基づ

き評価・予測することはカルタヘナ法に基づく生物

多様性影響評価を行うよで、極めて重要である。本

研究は GMダイズの生物多様性影響評価において

参考とすべきツルマメの生物学的情報を中心にまと

めた初めての成果であると考えられる。

オ今後の課題

ツルマメの生物学的情報は、ダイズ情報に比べる

と極めて少なく、今回収集した情報もダイズの育種

学、遺伝学的観点からの研究に関連する内容が多く

含まれる。それに比ベツルマメの生態学的、生態遺

伝学的情報は少なく、特に本州以西における生態学

的調査研究の事例が少ないのが現状である。また、

生物間相互作用に関連する群落学的調査研究や食害

昆虫の研究も緒に就いたばかりで、今後はこれらの

情報の収集とそれらに基づいて遺伝子組換えダイズ

の生物多様性影響評価に必要となる情報の整理が必

要である。また、近年の新たな遺伝子組換えダイズ

の作出や第一種使用申請に対応して、これらの情報

の共有化を図るためにも整理された情報から順次公

表してゆくことが重要である。

力要約

我が固において GMダイズの生物多様性影響評

価を行う際に必要なダイズの近縁野生種ツルマメの

生物学的情報を丈献等より収集し、ツルマメのバイ

オロジードキュメントとして整理した。
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研究担当者（松尾和人ぺ吉村泰幸、加賀秋人）

(5) 遺伝子組換えナタネの生物多様性影響評価に

必要なカラシナに関するバイオロジードキュメン

卜の作成

ア研究目的

遺伝子組換え生物の第一種使用等は、学会誌や

OECDのドキュメント等の科学的情報に基づいて

生物多様性影響評価書を審査し、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（カルタヘナ法）及び関連法令や通知に則

り、我が国の生物多様性への影響がないと判断され

たものが承認されている。遺伝子組換えセイヨウナ

タネを含め多くの遺伝子組換え農作物において、今

後は環境ストレス耐性や病虫害抵抗性等、多様な遺

伝子組換え農作物の開発が予想され、これまで以上

に多角的な多様性影響評価が求められることも予想

される。我が固に自生するカラシナは弥生時代に導

入された農作物とされて利用され、現在は我が固の

河川等に広く自生している。遺伝子組換えセイヨウ

ナタネの生物多様性影響評価において、カラシナや

在来ナタネは栽培種のエスケープとされていること
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から、守るべき生物多様性でとは考えられていない。

しかしながら、今後、環境ストレス耐性など環境適

応度が増大した遺伝子組換えセイヨウナタネが開発

され、カラシナや在来ナタネとの交雑を通して、間

接的に日本の生物多様性へ何らかの影響を及ぼすこ

とに留意しておく必要がある。そこで、本研究では、

カラシナの分布状況や野生植物との競合の優位性等

に関する科学的知見の集積を図り、我が固における

遺伝子組換えセイヨウナタネの生物多様性影響評価

に際して参考とすべき情報を抽出し、プロジ、エクト

関係者および行政部局に提供する。

イ研究方法

収集するべき情報を表21005-1に示した。バイオ

ロジードキュメント作成については、 Brassica作物

のドキュメント（OECD1））や「栽培作物の生物学

に関するコンセンサス文書のための考慮すべき事

項」（OECE,2l）を参考にし、さらにツルマメの課

題（第2編第 l章（4））及びナタネの課題（第2編

第l章（6））と連携を取って決めることした。

（ア）丈献による情報収集

情報収集は、まず学術論文、学術書および公的機

関によるホームページに記載されている情報から収

集した。

（イ）実験および調査による情報収集

文献等から情報を収集できなかった以下の①～③

の情報については、本研究において新たに実験およ

び調査を実施して知見を得た。

① カラシナの分布（第 l節－ 3) 

日本の各都道府県におけるカラシナの分布情報を

文献等から収集したが、分布情報の得られなかっ

た都道府県においては現地調査を行った。調査は、

2012年6月に河川、線路沿いおよび道路沿いを中

心とした地点で行った。調査の結果、形態的にカラ

シナと考えられる植物を確認し、それらの個体から

種子をサンプリングした。種子は、松尾ら 3）の方

法によるフローサイトメーターを用いた Brassica種

の同定法を参照して種を同定した。

② カラシナの形態的特性

カラシナの栽培品種を 9品種（仙台ばしょう菜、

三池赤高莱、熊本からしな、 BGR413、KAICHOY、

INT IT AINAN/1985/NIAR/611、大芥菜、 LEAF

MUSTARD）とした。黄からしなはタキイ種苗よ

り購入し、他の 8品種は農業生物資源研究所ジーン

パンクより分譲されたものを用いた。日本各地で採

種された野生カラシナ 11系統（永野川（宇都宮大

学金子幸雄教授より分譲）、我孫子 Bj832（農業環

境技術研究所松尾和人氏より分譲）、鬼怒川、多摩

川04-7-3、利根川 05-3、小貝川 941、荒川I920、堺

港 1064、堺港 1082、博多港、四日市港（9系統は

国立環境技術研究所中嶋信美氏より分譲）を栽培し、

形態的特性の観察を行った。

③ 雑種および雑種後代の環境適応度

雑種および雑種後代における稔性と、セイヨウナ

タネ由来染色体領域の残存性を明らかにするため、

カラシナ×セイヨウナタネの雑種、雑種の白殖後代

および戻し交雑後代を作出した。

稔性は、作出した雑種および雑種後代の白殖、カ

ラシナの花粉およびセイヨウナタネの花粉を受粉さ

せる人工交配を行って得られる交配花あたりの種子

数を雌性稔性とした。また、雄性稔性は、酢酸カー

ミンにより染色される稔実花粉の割合を算出した。

次に、カラシナを反復親とした戻し交雑（カラシ

ナ× F1、カラシナ× BC1、カラシナ× BC2）ヵ、ら

得られる後代植物（BC1、BC2、BC3）においては、

セイヨウナタネCゲノム染色体特異的SSRマーカー

(Piquemal et al. 4））を用い、セイヨウナタネ由来の

Cゲノム染色体領域の残存性を解析した。

ウ研究結果

（ア）丈献調査

バイオロジードキュメント作成にあたり、約 260

本の論文や著書等を調査した。

（イ）カラシナの分布

文献等において、長崎県についてのみカラシナの

自生に関する報告がなかったことから現地調査を

行った。その結果、形態的にカラシナと推測された

植物の種子を採種して解析した結果、全個体がカラ

シナであることが確認され（図 21005-1)、日本の全

都道府県においてカラシナが分布していることが確

認された。

（ウ）カラシナの形態的特性

形態的特性は、葉の大きさ、葉縁の形、葉脈の着

色、葉面の敏および毛茸の有無、葉色において栽培

品種および自生系統（図 21005・2）ともに多様な形

質が観察された。
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表 21005-1 バイオロジードキュメントの記載項目

同lj書き

目次

目lj章 本文書作成の背景

1遺伝子組換えセイヨウナタネ （Brassicanapus）の種類

2日本における遺伝子組換えB.napusと近縁種力フシナ （Brassicajuncea）の力

ルタヘナ法との関連性およびB.junceaの生物学的情報を収集する必要’性

第1章 植物学・作物学的情報

1分類

1) B. junc聞が属する分類学上の種に関する情報

2起源と伝播

1) 起，原の中心地あ、よひ、伝婿ルート

2) 多様性

① 作物

② 雑草

3分布と栽培

1) 作物としての世界Lおける栽培地と利用の歴史

2) 作物としての日本における栽培地と利用の歴史

3) 世界における雑草Bjunceaの分布

4) 日本における雑草B.junceaの分布

5) 日本における近縁種

4遺伝学的情報

1) マー力一情報

2) ゲノム情報

第2章 形態的特性および隼育特性

1形態的特性

1) 栽培種の形態的特性

2) 雑草B.junceaの形態的特性

2生育特性

1) 生活環

2) 日本における雑草Bjunceaの開花期

3 B. junceaの有用な特性および遺伝子組換えB.junceaに付与された有用形質に関

する情報

1) B. junceaが有する形質

2) 遺伝子組換えB.juncea 

第3章 生態的特性

1群落学的特性

2競合における優位性および雑早性

3他の隼物との相互作用

1) 病害虫

2) 共生・有益生物

3) B. junceaの他感物質

第4章 生殖生物学的特性

1受粉

1) 受粉様式

2) 花粉の生理学的特性

2交雑親和性

1) 種内交雑

2) 種間交雑

3) 属間交雑

第5章 B. napusからB.junceaへの遺伝子浸透

1 B. napusとの自然交雑性

1) B. juncea×B. napus 

2) B. napus x B. juncea 

2雑種および雑種後代の環境適応度

1) Fl雑種の環境適応度

① 稔？性

② 生育特性

2) 雑種後代の環境適応度

① 自殖後代、戻し交雑後代の稔性

② 組換え遺伝子の残存性

③ B. napusの染色体由来領域の残存性

第6章 参考文献等
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（エ）セイヨウナタネとカラシナの自然交雑

セイヨウナタネとカラシナの自然交雑性は、遺伝

子組換えナタネからカラシナへの遺伝子浸透の評価

に欠かせない知見であるとともに、カラシナを介し

た近縁種への遺伝子浸透の評価にも有用であると考

えられるため、 B.junceaと近縁の種属聞の自然交雑

に関する知見を示した。

セイヨウナタネとカラシナを同一区画内に混植し

た条件下における、カラシナ×セイヨウナタネの交

雑率は、 0.13～ 5.91% (Bing et al. 5l 6), Huiming et 

al. 7), Iのrgensenet al. sl, Tsuda et al. g), Heenan et 

al. io), Liu et al. u））であった。また、セイヨウナ

タネを花粉源として、カラシナをレシピエントとし

た距離と交雑率との関係では、Tsudaet al.9）により、

混植区で 1.62%の交雑率で既報と同様の結果であっ

た。しかし、花粉源から lm離れた地点の交雑率

は0.05%と大きく減少し、 5mおよび 10m地点で

0.04%、雑種が確認された最も遠い地点は 17.5mで、

0.03%であることが報告されている。また、セイヨ

ウナタネ×カラシナについて、混植条件下で、交雑

率はll～ 1.3 % (Bing et al. 5l ・ Gl, J 0rgensen et al. s), 

Heenan et al. iol）であった。

（オ）雑種及び雑種後代の環境適応度 カラシナ

とセイヨウナタネの F1雑種は、両親種の中間的な

形態的特性を示し（図 21005-3）、稔性は、雌性稔性、

雄性稔性ともに非常に低かった。しかし、白殖後代

および戻 し交雑後代は、世代が進むにつれて反復親

に用いた両親種の形態に戻 り、雌性稔性および雄性

稔性も回復していく傾向にあった（図 21005-4）。

カラシナを反復親として作出した戻し交雑後代

におけるナタネ由来の Cゲノム染色体領域の残存

性は、 BC1植物で83マーカー中 71マーカーの大部

分が脱落し、 最終的に BC3植物で全マーカーが脱

落している個体が多く観察され、または残存して

いても 最大2マーカーの残存に留まっていた（図

21005-5) (Tsuda et al. 12））。

200 

図21005-1 カラシナの白生の様子と種の識別

A：河川敷に自生していたカラシナ
B：キャベツ種子 (1）のゲノム量との相対値にカラシ

ナと識別されたサンプリングした種子 （2)

図21005・2 栽培品種 （左図）及び自生品種 （右図）の形態的特性
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図21005-4 F1雑種及び雑種後代の雌性稔性
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図21005-5 セイヨウナタネ Cゲノム染色体におけるカラシナ×セイヨウ

ナタネの雑種および戻し交雑後代で検出された領域

工考察

（ア）作成した文書の利用

カラシナは、多様な形態を持つ野菜として世界各

地で利用され、自生も確認されていることから、遺

伝子組換えセイヨウナタネからの遺伝子浸透のレシ

ピエントとなる可能性が高い種であるものの、これ

までカラシナに関する情報の整理はほとんど行われ

ていない。日本におけるカラシナは、セイヨウナタ

ネの生物多様性影響評価の対照となる植物ではない

が、カラシナを介した日本在来種への遺伝子浸透を

考察する上で、カラシナに関する情報は重要な知見

であると考えられる。

本研究で作成した文書は、文献収集だけでなく、

実験および調査からも必要な情報を得ており、カラ

シナの生物学的な基本情報と、遺伝子組換えセイヨ

ウナタネの生物多様性影響評価において参考とすべ

き遺伝子浸透に関する基本情報を中心にまとめた初

めてのドキュメントであると考える。

（イ）実験・調査による結果の考察

本研究によりカラシナは日本の全都道府県に分布

していることが確認された。

本研究で用いた栽培品種および自生系統におい

て、カラシナの形態的特性の多様性が確認された。

特に各地に自生するカラシナは、日本の多様な気候

に対応して自生していると考えられることから、形

態的特性の多様性のみならず、稔性や生育特性にお



ける適応度も多様である可能性が考えられた。適応

度の変化は、生物多様性への影響を増大させる可能

性も考えられるため、今後は、日本に自生するカラ

シナの稔性などの知見を得ていく必要があると考え

られる。

これまでの研究や本研究に結果、 F1雑種は極め

て低い稔性を示すことから、仮に遺伝子セイヨウナ

タネとカラシナの F1雑種が作出されても、そこか

ら雑種後代が作出される可能性は非常に低いと考察

された。一方、交配によって作出した白殖後代およ

び戻し交雑後代は、世代とともに反復親の形態的特

性に戻っていき（図 21005-3）、稔性も回復してい

く傾向にあった。ただし、カラシナを反復親とした

戻し交雑後代においては、セイヨウナタネの Cゲ

ノム染色体の大部分の領域が、すでに BC1世代で

脱落することが確認され（図 21005-5）、セイヨウ

ナタネ由来の Cゲノム染色体領域は残存しにくい

可能性が示された。しかしながら、本研究では、 2

マーカーではあるものの、ある領域が相同組換えな

どによりカラシナの染色体上に残る可能性も示され

た（図 21005-5）。遺伝子浸透を避ける必要があるな

ら、ターゲッテイング技術を用いて脱落しやすい染

色体領域に遺伝子を導入するなどの検討が必要と思

われる。

オ今後の課題

本研究の目的である現段階におけるカラシナに関

する生物学的情報の収集は、達成できたと考えられ

る。しかし、カラシナの多様性を踏まえた交雑親和

性や環境適応度の評価などは、今後に残された課題

であると思われる

力要約

我が固における遺伝子組換えセイヨウナタネの生

物多様性影響評価に際して文献または実験・調査等

から参考とすべき情報を抽出したカラシナのバイオ

ロジードキュメントを作成し、提供を行った。
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(6) 遺伝子組換えナタネの生物多様性影響評価に

必要な在来ナタネ及びセイヨウナタネのバイオロ

ジードキュメン卜の作成

ア研究目的

これまで遺伝子組換えセイヨウナタネ （Brassica

napus）の第 l種使用申請に関しては、 OECDのド

キュメントなどに基づいて記述された生物多様性影

響評価書を審査し、承認がなされてきた。一方で、

今後、我が国への輸入や国内での実用化が見込まれ

る遺伝子組換えセイヨウナタネは環境ストレス耐性

や病虫害抵抗性等、自然条件下での生存適応度に関

連する遺伝子を導入したものになると予想され、従

来よりなされてきた多様性影響評価手法の再考が求

められている。わが国に自生するセイヨウナタネは

明治以降に導入され、自生集団が形成された外来種

であり、在来ナタネ （Brassicarapa）は奈良時代に

導入された帰化植物である。いずれの種も一般的に

は日本の生物多様性を構成していると認識されてお

り、遺伝子組換えセイヨウナタネの栽培に際しては、

これらの種への影響を懸念する声への対応も必要で

ある。また、導入遺伝子の性質によっては、圏内で

自生するセイヨウナタネおよび在来ナタネ集団への

遺伝子浸透を介した我国の生物多様性影響を考慮す

る必要も出てくると考えられる。そこで、本課題に

おいては、これらの種の野生動植物等との競合の優

位性等に関する科学的知見の集積を図り、わが国に

おける遺伝子組換えナタネの生物多様性影響評価に

際して参考とすべき情報を抽出し、プロジェクト関

係者および行政部局に提供する。

イ研究方法

（ア） OECDのコンセンサスドキュメント（OECD

1). 2) 3））、 CanadianFood Inspection Agencyの

Brassica rapaおよびB.napusのドキュメント（CFIA

4））、オーストラリア政府のドキュメント（OGTR5l) 

を参考にして、在来ナタネおよびセイヨウナタネの

我が固におけるバイオロジードキュメント作製に必

要な調査項目の選定を行う。

（イ）文献および関連省庁による分布調査報告に

より、園内のセイヨウナタネおよび在来ナタネの分

布を明らかにする。

（ウ） 2003年から行われている環境省による遺伝

子組換えセイヨウナタネの分布調査および平成 18

年から実施されている農水省による遺伝子組換えセ

イヨウナタネの分布調査結果および具体的データに

基づき、遺伝子組換えセイヨウナタネの分布情報か

ら空間的拡散状況に関する統計的解析の基盤データ

を収集する。

（エ）セイヨウナタネおよび在来ナタネと近縁種

との交雑親和性に関して、人為交雑ならびに自然交

雑に関する文献調査を行う。

（オ）園内数か所の農水省および環境省の現地調

査に同行し、調査手法の確認などを行う。

（カ）作成したバイオロジードキュメントは、遺

伝子組換えセイヨウナタネの生物多様性影響評価に

利用できるように最終的には学術誌等への公表を予

定している。

ウ研究結果

我が固に自生するセイヨウナタネ （Brassica

napus）は明治以降に導入され、自生集団が形成さ

れた外来種であり、在来ナタネ （Brassicarapa）は

奈良時代に導入された帰化植物である。 fえって、い

ずれも野生種ではないものの、広く圏内に分布して

いることから、遺伝子組換えセイヨウナタネの生物

多様性影響評価においては、これらの植物への交雑

を介し、間接的に野生動植物等の多様性に影響が生

じないかどうかについても評価することとされてい

る。今後、実用化が見込まれる遺伝子組換えセイヨ

ウナタネは環境ストレス耐性や病虫害抵抗性等、自

然条件下での生存適応度を向上させるような形質を

持つものになると予想される。このため、圏内で自

生するセイヨウナタネおよび在来ナタネ集団への遺



伝子浸透を介した我が国の野生生物への影響につい

ては、従来とは異なる、新たな評価方法を検討する

ことも必要と考えられる。本課題においては、我が

固における遺伝子組換えナタネの生物多様性影響評

価に際して参考とすべき在来ナタネの情報を抽出

し、プロジ、エクト関係者および行政部局に提供する

こととした。なお、 2012年 12月 18日にセイヨウ

ナタネおよび在来ナタネを含む Brassica属に関する

コンセンサスドキュメントがOECDにより公表さ

れた（OECD3l）。 OECDのコンセンサスドキュメ

ントは遺伝子組換え作物の使用申請時に使用され

る世界共通の情報である。このため、本課題では、

OECDコンセンサスドキュメントに記載されてい

る情報はできるだけ簡潔にまとめ、分布状況や開花

時期等の我が国内におけるセイヨウナタネおよび在

来ナタネの情報を盛り込み、我が固での生物多様性

影響評価の一助となるよう取りまとめた。

ドキュメントの役割について

（ア）遺伝子組換え植物に関するほとんどの環境

上のリスク・安全性評価は、非遺伝子組換え種（品

種など）の知識と経験の広範な集合体、すなわちそ

の作物とのファミリアリティに基づいている。ここ

でファミリアリティの概念は、ほとんどの遺伝子組

換え生物が、作物のようにその生物学的性質が良く

理解されている生物から作られるという事実に基づ

いている。それは、リスク／安全性評価それ自体で

はないが、その対象生物を「熟知」しているという

ことである。

（イ）生物学に関するコンセンサス丈書の目的は、

この知識の集合体のリスク／安全性評価に直接関連

する部分について、規制当局者に対して容易に入手

可能な形で記述することである。これらの文書は対

象とする種に関する環境よのリスク／安全性評価で

はない。むしろ、コンセンサス文書は遺伝子組換え

生物のリスク／安全性評価の際のベースラインと範

囲（遺伝子組換え生物が比較されることになる比較

対象）を明確にする助けとして、非遺伝子組換え種

の関連する生物学的情報の概要を提供するものであ

る。

（ウ）コンセンサス文書は、詳細な作物ハンドブッ

クもしくは農業や林業、有用植物学のマニュアルで

はなく、むしろ新たに遺伝子が組換えられた植物の

評価に明らかに関連すると考えられる生物学的な情

報およびデータに重点が置かれる。

以上の観点に基づいてドキュメント資料の収取を

行った。

バイオロジードキュメント作成に関する課題であ

る、第 2編第 l章（4）、（5）、（6）間で本ドキュメ

ントに必要な項目の整理と統一を行うと共に、個々

の植物に必要な項目の調整を行った。

ドキュメントが持つべき性格に関する整理を行っ

た。カラシナと在来ナタネは遺伝子組換えセイヨウ

ナタネが栽培された際のレシビエントであり、これ

らを通した生物多様性影響を考える際に個々のド

キュメントは不可欠である。また、セイヨウナタネ

のドキュメントは遺伝子組換えセイヨウナタネの評

価に直接利用されるとともに、野生化したセイヨウ

ナタネがレシピエントとなった場合の環境影響にも

利用することになると整理した。

引用文献に関する優先順位に関しても 3課題担当

者間で、意見の整理と統ーを行った。

文献の収集と整理を行った。ドキュメント作成に

重要な植物のセイヨウナタネと在来ナタネの分布に

関する各県植物誌は不完全であったため、「河川水

辺の国勢調査」（国土交通省 6））や北海道ブルーリ

スト（7）によって補完することにした。

環境省と国立環境研究所（環境ストレス機構解明

研究室）、国立環境研究所（生態遺伝情報解析室）、

農林水産省の遺伝子組換えセイヨウナタネの分布情

報に関する資料の収集を行い整理したが、これら

の情報はドキュメントにおいては追加的情報とし

て取り扱うこととした。ドキュメントの目次を図

21007-1に示した。

本課題の成果は、農業環境研究所報告に他関連ド

キュメント共に掲載される予定である。

エ考察

セイヨウナタネと在来ナタネに関する生物学的情

報は概ね取りまとめられたと言える。一方で、多

様性影響評価においては OECDのコンセンサスド

キュメント、 OGTRやCFIA( CFIA sJ）との相違

はなく、日本固有の問題として必要となる環境適応

度の評価などの情報は、栽培環境についてはあるも

のの自生地の環境に関する情報はほとんどない。こ

れらの情報の必要性の検討も含めて残された課題で

ある。
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図21007-1 在来ナタネとセイヨウナタネのバイオロジードキュメント目次

本研究を通して、保護目標の設定すなわち、「守

るべきものは何か」を明確にする必要があることが

明確になった。在来ナタネおよびセイヨウナタネの

群落そのものはその「保護目標」とはならない。そ

の中で、本ドキュメントが果たす役割を明確にする

必要がある。従って、以下のようなリスクシナリオ

を明確化したうえで必要な知見を得られるドキュメ

ントに仕上げる必要があると考えた。

（ア） GMナタネが栽培地から逸出あるいは搬送

中にこぼれ落ちて圃場外で生育する。

（イ）残存個体が花粉を介して、近縁なカラシナ、

アブラナあるいは野生化したセイヨウナタネと交雑

し、その雑種の生存率（競合性）が高まる。

（ウ）雑種個体群が拡大し周辺の野生生物群落に

侵入する。

（エ）競合により構成種の個体数を減少させる。

さらに、雑種形成の可能性および雑種が拡散する

可能性に基づくリスクの特定が可能になる情報も必

要である。ここで在来ナタネおよびセイヨウナタネ

群落におけるリスクとは、 GMナタネと近縁種（カ

ラシナ、アブラナ）および野生化したナタネ（アブ

ラナ属 3種）が交雑し雑種個体群を形成する可能性

である。しかし実際には暴露量、すなわち GMナ

タネとアブラナ属 3種との接触頻度、これはアブラ

ナ属 3種の分布域と分布量、開花期、越冬率、生存

率、交雑率、遺伝子浸透、種子生産数などで規定さ

れるが、その量が推定できるような情報が必要であ

る。リスクが定義され、暴露量が推定できれば、い
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わゆるハザードの特定と評価が可能になる。バイオ

ロジードキュメントはリスク、暴露量、ハザードを

規定するものではなく、それらを推測するために不

可欠な基本情報を提供するものである。しかし、そ

のような野外環境の情報はほとんどないことも事実

である。

オ今後の課題

我固において遺伝子組換えナタネの栽培がなされ

る場合に、在来ナタネおよびセイヨウナタネの圃場

以外での生存率などのデータの必要性を明確にする

必要がある。すなわち、導入遺伝子の拡散による多

様性影響評価において、圃場以外のデータの蓄積が

不可欠であるのか否かを明確にし、必要であるとす

るならば早急に着手すべきである。

力要約

本課題において、我国の遺伝子組換えセイヨウナ

タネの生物多様性影響評価において利用されうる我

国における在来ナタネとセイヨウナタネのバイオロ

ジードキュメントをイ乍成した。
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研究担当者（大津良ぺ下野綾子、吉田康子）

(7) 大西洋サケと在来サケ科魚類との競合性の解

析

ア研究目的

米国とカナダに拠点を持つ TheCenter for Aqua-

culture Technologies （旧 AquaBounty Technologies) 

は、 2009年 l月に FDAから出された遺伝子組換

え動物の産業利用に関する行政指導（ガイダンス）

に従い遺伝子組換え大西洋サケの市販化申請を行っ

た。その後、 2010年 9月に FDAにおいて遺伝子

組換え大西洋サケの生物特性と表示に関する公聴会

が開催され、 2か月間にわたってパブリックコメン

トが行われ、その後、環境安全性試験についての

追加試験が求められた。その結果が2012年4月に

FDAに認められ、 2012年12月に仮承認の段階に

ある。今後のパブリックコメントで科学的な根拠に

基づく反対意見が出ない場合は、近い将来、米国で

の市販化が開始されると考えられる。これらのこと

から、米国で遺伝子組換え大西洋サケが市販される

可能性が高まって来た。もし、アメリカが市販化に

向かえば日本に輸入されることも十分考えられる。

しかし、宿主となる大西洋サケが我が国で養殖され

た例は少なく、我が固における生物特性の情報も殆
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ど無い。そこで、遺伝子組換え大西洋サケが本州で

養殖されることを想定し、在来種との競合性並びに

繁殖特性を明らかにすることを目的に、自然環境に

近い飼育条件で大西洋サケと在来サケ科魚類との競

合について知見を蓄積すると共に、本州、｜における繁

殖特性を明らかにし、得られた情報をもとに、安全

性を確保した国内での本遺伝子組換え大西洋サケの

利用に貢献するため、関係者が参考となる生物情報

及び行った実験を資料集にまとめることを目的に研

究を行った。

イ研究方法

（ア）競合試験

大西洋サケは冷水性のサケ科魚類であり、養殖現

場から逃亡した場合、河川上流の冷水域に生息する

ようになると考えられる（Sedgwick，り。この様な

冷水域に生息する在来サケ科魚類にはイワナ、ヤマ

メ、アマゴ、アメマスなどを上げることが出来る。

そこで、本州の最も広い地域に生息するイワナを競

合相手として選択して以後の競合試験を行った。

①屋内小型水槽における競合試験

体重、体長が同じ lOcm前後のイワナと大西洋サ

ケの幼魚、を 60L水槽にそれぞれ l尾ずつ入れ、体

重の 1%の餌を与えて飼育開始からの体重変動及び

ビデオを使って、水槽の位置取りを監察した。次に、

l尾ずつの混合飼育を行い、広角ビデオで餌を取る

確率、水槽内の位置取りを監察した。また、イワナ

より大きなサイズの大西洋サケとイワナの混合飼育

を行い、同様の監察を行った。

②屋外水槽における競合試験

自然の河川と近い水の流れがある屋外飼育施設に

おいて、体長25cm前後の大きさを揃えた大西洋サ

ケとイワナをそれぞれ2尾飼育した場合及び、 lj孟

ずつを混合飼育して、体重 1%の給餌を行った場合

の体重変動の計測、水槽内の位置取りのピデオによ

る観察を行った。また、体サイズがイワナよりも大

きな大西洋サケについても同様の試験を行ったD

③飼育密度を変えての混合飼育による競合試験

サケ科魚類は生息密度が低い場合は縄張りを形成

して競合性が強くなるのに対して、高密度では集団

を形成して生息する。そこで、個体識別するために

ピットタグを背中筋肉中に埋め込んだ後2週間後

に、 6尾、 12尾のイワナと大西洋サケをそれぞれ飼

育した時に体重変動、混合したときの体重変動を測

定することにより、 2種の聞の競合性の予測を行っ

た。

（イ）繁殖特性の確認

大西洋サケは、我が固においては青森と北海道で

養殖され、新潟で飼育された例しか無く、本州の他

の地域で飼育されたことがないため、増養殖研究所

の日光庁舎と三重県の中央部にある玉城庁舎の外池

で飼育し、成熟した時に受精を行い、その発生様式

を追うことによって繁殖する可能性を検討した。 11

月下旬から 12月前半に、成熟度をチェックし、成

熟した雌と雄がいた場合には、プラスチックザルに

採卵した。次に、雄から直径 lOcmのタッパーの中

に精子を絞り、精子の運動能力を確認した後に、卵

質の良い卵に精子をかけて、まんべんなく精子が卵

膜に付着する様に撹持した後に、洗卵液を加えて 2

分間放置した。受精が成立した後に、遮光して流水

中で l時開発生させたものを 10℃以下に水温を調

節して、受精後 1日目、 1週間、 2週目以降週毎に

発生している匹を固定して発生様式を調べた。

ウ研究結果

（ア）競合試験

①屋内小型水槽における競合試験

体長 lOcm位の大西洋サケとイワナの幼魚を l尾

ずつ混合飼育してビデオカメラを用いて観察したと

ころ、常にイワナが大西洋サケを攻撃し、常に大

西洋サケを水槽の端に追いやる傾向にあった（図

21007-1）。大西洋サケを単独に飼育した場合はイワ

ナと同様の成長曲線がみられたが、混合飼育を行う

と大西洋サケがイワナに攻撃されて餌を十分取るこ

とが出来なくなるため、大西洋サケの体重の減少が

みられた（図 21007-2）。また、体サイズの大きい大

西洋サケと小型のイワナを混合飼育した場合も、大

西洋サケが餌を取れなくなり、体重が減少する傾向

にあった。

①屋外飼育水槽における競合試験

大西洋サケとイワナを自然環境に近い流水の飼育

環境の屋外飼育施設（2×6m、水深60cm）で大西

洋サケ 2尾とイワナ 2尾を飼育した場合、 l尾ずつ

を混合飼育した場合の位置取りと攻撃行動をビデオ

で観察したところ、大西洋サケのサイズがイワナの

2倍ある場合、はじめ大西洋サケは水槽全体を泳ぎ

-496-



回るが、混合飼育 1週間後には、水槽の隅に追いや

られることが観察された（図 21007-3）。

また、屋内水槽で大西洋サケとイワナを混合飼育

した場合と同様に、大西洋サケがイワナからの攻撃

を受けるため餌が取れなくなり、混合飼育開始時よ

りも 2種間の飼育で大西洋サケの体重が減少する現

象が観察された（図 21007-4）。

②飼育密度を変えての混合飼育による競合試験

サケ科魚類は低密度で飼育すると縄張りを形成

し、種内競合を示す様になり、高密度で飼育すると

集団を形成し、種内競合が弱くなる。そこで、イワ

ナの種内競合の起こる低密度で飼育している中に大

西洋サケを投入した場合と、イワナを高密度で飼育

して種内競合が弱い条件で大西洋サケを投入して、

種間競合がどの様に起こるかを観察した。イワナ 5

尾を lつの屋外水槽で飼育した場合は種内競合を起

こして個体間で成長のバラツキが起こるが、 10尾

（~:J 
赤 イワナ 青 大西洋サケ

空間支配

Sm inごとの両種の水槽内の位置のプロット（30minx5days)

確保する領域の違いを示す。

図21007-1 室内水槽を用いた大西洋サケとイワナの

空間支配

一尾ずつ個別飼育

各1%給餌

競合飼育。

アトラン1%＋イワナ1%=2同給餌

求
時
酬
聾

G
岳

E
喪

・イワナ

混合飼育中の体重変動

イワナはエサを取り成長するが大西洋サケはエサが取れ
ず、逆に体重が減る。

図21007・2 大西洋サケ及びイワナを単独育及び混合

飼育を 2週間行った時の体重変動

を飼育するとどの個体も平均的に成長することが分

かった。そこで、この飼育条件下で大西洋サケを投

入して、その成長をイワナと比較した場合、大西洋

サケは混合飼育する前は成長するにも関わらず、 イ

ワナと混合飼育するといずれの条件でも全ての大西

洋サケの個体の体重が減少することが観察された

（図 21007-5）。

この様に、大西洋サケはいかなる条件下において

もイワナと混合飼育すると、種間競合において劣勢

となり、単独飼育では成長するにも関わらず、混合

飼育では体重を減らすことが観察された。空間支配

においても、大西洋サケはいずれの場合も水槽の端

に追いやられた。

（イ）繁殖特性の確認

旧ソ連から輸入された大西洋サケが北海道、青

森、新潟で養殖又は飼育された歴史はあるが、それ

以外の地域で飼育された報告はない。そのため、遺

伝子組換え大西洋サケが北海道と青森で養殖された

場合、養殖場から逃亡したものが自然界で繁殖して

生息できる可能性はあるが、その他の地域で飼育さ

れた場合、逃亡した後に繁殖、生息できるのか調べ

る必要がある。

－． 
、J叫
・． ． ・ーーーーーーーーーーーーーーーー． 

エサ場・． 、
。一一一一~·・｜ 多少の混在が

．｜認められる。
叫 エサ場V '-' 

4・．・－ 二｜赤：イワナ
1 青：大西洋サ

ケ,-~’~＇・ ． ． 

後半（Dec15♂1）の定位点（1日3固：朝昼タ観察）

試験池1

前半に比べて

力関係が

1エサ掃 ・｜はっきりしてくる。

・- ・ .. I赤：イワナ
．青：大西洋サ

ケ

図21007・3 屋外水槽における大西洋サケとイワナの

空間支配
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期間中の増重率（%初期体重）

育大西洋サケ 赤；イワナ

鼠験池1 鼠験池2

図21007-4 自然観光に近い屋外水槽で大西洋サケと

イワナを混合飼育したときの体重変動

so 

（個別飼育）｜（混合飼育）

図21007-5 イワナを高密度で飼育した状態で大西洋

サケを投入した場合の体重変動

そこで、本州中部の三重県度会郡にある増養殖研

究所の玉城庁舎と栃木県日光にある日光庁舎で大西

洋サケを飼育し、大西洋サケが成熟できるか、成熟

した場合、人工授精を行い完全養殖が可能であるか

を見ることによって、遺伝子組換え大西洋サケの本

州における養殖の可能性と逃亡したものが繁殖でき

る可能性を検討することにした。

北海道大学の七飯淡水魚実験施設から譲り受けた

大西洋サケの僻化仔魚を、 lOcm程度に成長するま

で屋内水槽で飼育した後、屋外の小型飼育池 (lm

×3m）で 25cmまで飼育した後に、 2.5m× lOm

の大型飼育池で2年間飼育した後、成熟した個体を

用いて人工授精を行った。

2011年度の交配試験から受精率は 100%に近い

が、受精卵は中距葉の誘導が起こる前後で発生異常

を起こして死滅することが観察されていた。これは、

水温が高すぎで発生が早く進んだ時に見られる現象

8細胞期

'..'!_:,J ；~/ll. －開．．．．．．．．．． 

1 ・・・~ I. 司・・iI －・・弘置』：~.~ ョ・ll1i．． ．．．．．．．．．． “x • 一

体軸形成期

巴主主ヨ

である。そこで、 2012年度 12月に 6回の交配実験

を行い、得られた受精卵を水温が 10℃以上になら

ないように水温管理を行い、発生様式を観察した。

6回の平均の受精率は 98.3%であった。2011年まで

は、増養殖研究所玉城庁舎で受精卵を発生させるこ

とは出来なかったが2012年度は、歩留まりは 10%

程度と非常に低かったが、発生温度を制御すること

によって騨化するまで発生させることができた（図

21007-6）。

工考察

大西洋サケは本来、北大西洋及び流入する河川に

生息する冷水温性のサケ科魚類であり、本来は 2か

ら12℃の水温のところに生息するサケ科魚類で、あ

る（Sedgwickll）。これまでの報告から、大西洋サ

ケは非常に神経質で、他のサケ科魚類との種間競合

では常に劣勢となるため、ブラウンマス等の競合

する種が生息する河川には遡上しないか、棲み分

けが出来る水深の深い河川にしか遡上しないこと

が知られている（McGinnityらZ), Linnansaariら

3l William ・ Harm 4> ）。そのため、大西洋サケの



養殖が成功するまでは絶滅危倶種に指定され、今

でも絶滅危慎種に指定している地域もある（FOR

IMMEDIATE RELEASE 5l）。この様に大西洋サケ

は種間競合において弱い魚と考えられる。

我が固では、大西洋サケは北海道と青森でしか養

殖されたことが無く、新潟で飼育された記録があ

る。しかし、遺伝子組換え大西洋サケの養殖産業が

我が固で成り立つためにはより広い地域で養殖され

る必要がある。そこで、本州で養殖される場合を想

定すると、大きな河川の水温が低い最も上領域で養

殖される可能性があり、この様な上流域で生息する

在来サケ科魚類としてはイワナやヤマメ、アマゴな

どが考えられる。その中で最も広い地域に生息する

イワナを用いて大西洋サケとの競合試験を行った。

その結果、いかなる飼育条件下でもイワナとの混合

飼育では、大西洋サケはイワナからの種間競合を受

け、飼育範囲が制限され、餌も取れないことから著

しく成長が抑制され、体重の減少を起こした。イワ

ナは在来サケ科魚類のなかで、種間競合が起こっ

た場合に最下層にくる魚である（Linnansaariら3)'

Jonssonら6））。そのイワナとの混合飼育でも大西洋

サケは劣勢となる。今後は、大西洋サケが逃亡して

生息できると考えられる流域に生息する他の在来サ

ケ科魚類との競合試験を行う必要がある。

大西洋サケは水温4℃から 8℃の河川で交尾し、

目玉は 4℃から 8℃で発生すると考えられる（Willium 

ら7））。 2011年までに、三重県度会郡にある増養殖

研究所玉城庁舎の屋外飼育施設で飼育された大西洋

サケも卵の成熟度にバラツキはあるが成熟すること

が確認されていた。そこで、人工授精を行った後に

受精卵を出来るだけ低温で発生させるため、氷で水

温を調節し、発生速度を抑えて受精卵の培養を試み

た。その結果、 2012年の人工授精により受精から

の歩留まりは 10%程度まで減少したが、騨化稚魚

を得ることができた。このことから、本州のほぼ中

央の三重県度会郡の外部飼育環境においても大西洋

サケは成熟し、受精卵が 10℃以下の水温で発生す

る条件が整えば発生することになる、逃亡した大西

洋サケの産卵期は 11月下旬から 12下旬と考えられ

るが、受精以後の河川の水温が8℃位に維持されれ

ば、本州の中部でも養殖現場から逃亡した大西洋サ

ケは繁殖出来ることになる。

米国で市販申請されている遺伝子組換え大西洋サ

ケは、 FDAの環境安全性評価も受理され、最終的

なパブリックコメントの段階にあり、 2013年中に

も市販化される可能性がある。

オ今後の課題

今回の競合試験で、本州、｜に広く分布する冷水性の

イワナとの競合試験で、いかなる飼育条件のもとで

も大西洋サケはイワナから一方的に攻撃され劣勢に

なることが証明された。しかし、更に多くの在来サ

ケ科魚類との競合試験を行わないと、大西洋サケは

在来サケ科との混合飼育で劣勢になるとは結論でき

ない。今後は、ヤマメやアマゴとの競合性試験を行

う必要がある。

また、 2012年の交配試験により、三重県におい

ても大西洋サケは交尾して子孫を作れる可能性が示

唆された。今後は、発生の水温の管理をさらに厳し

くして、受精卵の発生温度も 6℃から 8℃に調節し

て、何処まで歩留まりが高まるかを確認する必要が

ある。

また、大西洋サケが本州でも繁殖する可能性が示

されたため、逃亡した大西洋サケと交雑する可能性

のあるイワナ、ヤマメ、アマゴ等とも人工受精を行

い、発生率を確認する必要がある。

力 要 約

遺伝子組換え大西洋サケが北海道や青森以外の本

州でも養殖されることを想定し、冷水性の大西洋サ

ケが生息できる河川の冷水域に生息するイワナとの

干渉競合と接餌競合を見るため、飼育条件を色々変

えて種間競合を調べたが、いかなる条件においても

大西洋サケはイワナよりも劣勢になった。また、本

州中部の三重県度会郡にある増養殖研究所玉城庁舎

及び栃木研日光にある日光庁舎の外部飼育施設で自

然環境に近い条件で大西洋サケを飼育して人工交配

を行ったところ、受精卵を低温で培養することで、

2012年に騨化まで飼育することに成功した。
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(8) ゼブラフィッシュの在来種に対する競合性の

解析

ア研究目的

筋肉で赤や緑の蛍光タンパク質遺伝子を発現する

遺伝子組換えゼブラフィッシュ（Glofish,TK2）が

開発され、米国のカリフォルニアとフロリダを除く

地域や台湾圏内で鑑賞魚として広く市販されてい

る。米国では、さらに 2種の遺伝子組換えゼブラ

フイツシュの販売も始まった。これらの遺伝子組換

えゼブラフイッシュを開発・市販している企業は我

が固での販売にも興味を持っており、近い将来日本

でも市販に向けた申請がされる可能性が十分考えら

れる。そこで、本研究では観賞用の遺伝子組換えゼ

ブラフイッシュの安全性を確保した囲内利用に資す

るため、主に在来コイ科魚類との交雑性、在来コイ

科魚類による捕食、有害物質産生性を調べると共に

生態特性が似ている在来種との競合性について調

べ、得られた知見は、これまでに得られた知見も含

めてゼブラフイツシュの生物情報及び実験例集にま

とめることを目的に研究を行った。

イ研究方法

（ア）在来コイ科魚類との交雑試験

ゼブラフイッシュ（学名： Daniarerio）はコイ科

のコイ目コイ科ダニオ亜科（ラスボラ亜科，ハエ

ジャコ亜科とも）に属し在来種ではオイカワやカ

ワムツ，カワパタモロコなどに近い（小林・森 1).

ピージーズ 2））。既に、「遺伝子組換え生物の産業利

用における安全性確保総合研究」において、カワパ

タモロコ、デメモロコ、オイカワ、カワムツとの交

雑試験は終わっているので、本プロジェクトでは、

同じラスボラ亜科のハス、ウグイ亜科のウグイ、ア

ブラボテ属のアブラボテ、ヤリタナゴとの交雑試験

を行った。成熟したハスやウグイは lOcm以上の体

長があることからこれらの雌と、 4cm位の成熟し

たゼブラフイッシュの雄が交尾することは考えにく

い。しかし、逃亡したゼブラフイッシュが交尾をし

ている現場にハスやウグイの雄が刺激を受けて射精

し、ゼブラフイッシュの卵と媒精する可能性は考え

られる。また、アブラボテやヤリタナゴの雌はドブ

ガイなどの 2枚貝の殻の中に採卵管を射し込み、雄

が貝の中に入って受精するため、ゼブラフィッシュ

の雄とタナゴ類の雌と交尾することは難しい。しか

し、同様に排卵されたゼブラフィッシュの卵にタナ

ゴ類の雄が媒精する可能性は考えられる。そこで、

ゼブラフイッシュの卵をハス、ウグイ、ヤリタナゴ、

アブラボテの精子で人工授精することを試みた。

ゼブラフイツシュは 60L水槽に 20尾の密度で水

温を 28℃に調節し、 l日2回熱帯魚用のエサ（ヒカ

リクレストグッピー、テトラミン等）を与えて飼育

したD 成熟を促進するために、 l日14時間の電照

処理を行い、成熟して腹のふくれた雌の腹をさす

り、受精可能な卵を排卵する雌を探し、サランラッ

プ上に排卵させた。成熟したハス、ウグイ、タナゴ

類の腹を指でさすり、シャーレ上に射精させた後に

人工精紫（NaCl7.5g, KCl 0.2g, NaHC03 0.2g, CaC12 



0.2g) lmLを加えて希釈し、サランラップ上の未受

精卵に滴下して受精を行った。 1分間放置後受精卵

は、淡水を入れたシャーレに 100個ずつ位に分けて

回収し、 25～ 28℃で発生させた。 1日ごとに実態

顕微鏡で写真を撮影し、発生様式と受精卵の生残率

を調べた。

交配実験の再現性を見るためには、少なくとも 5

回の交配実験を行い、その発生率についての平均値

を得た。

（イ）種判別

交雑匹の種判別は 16SrRNA及びAromataseの

PCR-RFLP法により行った。交雑後代（雑種）検

査方法（種判別方法）の詳細については、取りまと

めた資料「遺伝子組換え生物の環境安全性評価のた

めの実験例集」に記載した。

（ウ）在来種による捕食試験

飼育中の遺伝子組換えゼブラフイッシュが逃亡ま

たは人的に放流される先としては、居住地に近い河

川や池、沼、用水路等が考えられる。日本のこれら

の河川に一般的に生息する魚としては、カワムツ、

オイカワ、ギンブナ、タナゴ類、モロコ類などが考

えられる。そこで、 60L水槽にこれらの魚種の成魚、

5尾とゼブラフイッシュの成魚、 5尾を混合飼育し、

ゼブラフイッシュより大型のこれらコイ科魚類がゼ

ブラフイッシュを補食するかビデオカメラにより観

察した。

捕食を行う在来種については、ゼブラフイツシュ

及びDsRedを筋肉で発現する遺伝子組換えゼブラ

フィッシュと混合飼育し、同様に捕食関係が成立す

るかを観察した。

（エ）有害物質産生試験

遺伝子組換えゼブラフイッシュが自然界に逃亡し

た場合、有害物質産生性によって最も影響を受けや

すいのはゼブラフイッシュを捕食する動物と考えら

れる。ゼブラフイツショを捕食する動物として最も

考えやすいのは同所的に生息するゼブラフイッシュ

よりも大型の魚類、次にサギなどの鳥類、カエルな

どの両生類である。

そこで、ゼブラフイツシュを捕食する在来種（カ

ワムツ）に一般のコイ科魚類用のエサ、ゼブラフイツ

シュ、遺伝子組換えゼブラフイツシュを餌として与

え、健康状態や行動、成長等に及ぼす影響を調べる

ことによって有害物質産生性を調べた。

ウ研究結果

（ア）在来コイ科魚類との交雑試験

本プロジェクトでは、ゼブラフイッシュと同じラ

スボラ亜科（ダニオ亜科）に属するハス、ウグイ亜

科のウグイ、アブラボテ属のアブラボテ、ヤリタナ

ゴとの交雑試験を行った。

ハス雄の精子でゼブラフィッシュの卵を受精して

交雑匹を発生させると、同じラスボラ亜科のオイカ

ワやカワムツの精子と交雑した場合と同様に、中日壬

葉の誘導が起こり、体軸が形成される時期に細胞分

裂の乱れ等により細胞の大きさが不揃いになり、こ

の時点で発生を停止して死滅する（図 21008-1)。し

かし、 PCR-RFLPによる種判別を行うと交雑匹で

はることが確認された（図 21008-2）。ウグイ雄の精

子でゼブラフイッシュの卵を受精して得た交雑匹も

同様の発生異常を示し、体軸形成期に死滅したが（図

21008-1）、 PCR-RFLPによる種判別行ったところ交

雑怪であることが確認された（図 21008-3）。なお、

rRNAは母性遺伝するので、ゼブラフィッシュの卵

と交雑したことが確認された。

ヤリタナゴ雄とゼブラフイッシュ雌の交雑匹は、

中匹葉の誘導、血管形成が正常に行われ、解化後2

週間まで生息することができた。しかし、卵黄吸収

後に餌のワムシを与えたが消化できずに死滅した。

このことから、消化管の発達は未発達であったと考

えられる。この様に、分類上はオイカワ、カワムツ、

ハスよりも離れた種であるヤリタナゴとの交雑怪が

最も長く生息したことになる（図 21008-4）。 PCR-

RFLPによる種判別の結果、得られた交雑匹は交雑

種であることが確認された（図 21008-5）。そこで

同じタナゴ類のアブラボテ雄との交配を行ったとこ

ろ、交雑圧は僻化後20日間生存することができた

（図 21008-6）。同様に PCR-RFLPによる種判別の結

果、得られた交雑圧は交雑種であることが確認され

た（図 21008-7）。

タナゴ類の卵は、排卵管を通して放卵されるた

め、他の魚種と異なり卵がラグピーボール状の形を

している。ヤリタナゴやアブラポテの精子とゼブラ

フイツシュの卵を受精させた場合においても、図

21008・5に見られるように卵黄がラグビーボール状

に変形することは非常に興味深い。

（イ）在来種による捕食試験
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ゼブラ♀ Xウグイ♂ ゼブラ♀ Xハス♂

1 6細胞期 1 6細胞期

64細胞期 64細胞期

桑実旺期 桑実旺期

体軸形成期

図21008-1 ウグイ、ハスの雄とゼブラフィッシュ雌

の交雑匹の発生

Aromatase 1 GS rRNA 

Hs，ρ9211 X旨p I 

500bp M 1 2 3 4 5 6 7 8 M M 1 2 3 4 5 6 7 8 M 

圃令

ー争

・噴砂

ー争

レ ン1ゼブラフィッシュ！ レ ン2ウグイ！

レ ン3～Bゼブラフイツシュ♀×ウグイ♂，M 100bp step ladde' 

‘酔・ ゼブラフイツシュ特異的バンド ‘酔・ ウゲイ特異的バンド

図21008-3 ウグイ雄とゼブラフイッシュ雌の交雑怪

のPCR-RFLPによる交雑匹の種判別

ゼブラフイツシュの成魚 5尾とカワムツ（lOcm）、

オイカワ（lOcm）、ギンブナ（15cm）、ヤリタナゴ

(7cm）、カワパタモロ コ （7cm）各 5尾ずつを組み

合わせて 60L水槽で飼育し、捕食関係が成立する

かを観察した。ヤ リタナゴとカワパタモロ コはゼブ

ラフイッシュを攻撃することはあっても捕食するこ

とはなかった。これは口の形状がゼブラフイツシュ

の成魚を飲み込むには小さすぎるためと考えられ

る。ギ、ンブナ、カワムツ、オイカワはゼブラフイツ

シュと混合飼育すると捕食する。特に、カワムツは

肉食と言うこともあり、好んでゼブラフイッシュの

成魚を捕食し、 10分以内に 5尾のゼブラフイッシュ

Aromatase 16S rRNA 

Hsp 9211 井由eIll 

M12345678M  M 12345678M  

レン1ゼブラフィッシュ1 レン2ハス，

レーン3～B ゼブラフィッシニL♀×ハス♂l M : 1 OObp step laddec 

4- ‘酔・

図21008・2 ハス雄とゼブラフィッシュ雌の交雑粧の

PCR-RFLPによる交雑旺の種判別

ゼブラフイツ‘ンュ♀ Xヤリタナゴ♂

園
一圃

桑実自主期

体馳形成期

圃
目盟胞形成期 勝化仔魚

圃
ゼブラフィシユ 瞬化4日目稚魚
鮮化4日目魚

図21008-4 ヤリタナゴの雄とゼブラフイッシュ雌の

交雑庄の発生

を捕食することもあった。これに対して、ギンブナ

とオイカワはゼブラフイツシュを捕食するものの、

カワムツほど積極的に捕食することはなかった。次

に、カワムツ 5尾と筋肉で DsRedを発現する遺伝

子組換えゼブラフイッシュ 5尾を混合飼育したとこ

ろゼブラフイツシュと同様に捕食することが分かつ

た。そこで、カワムツを用いて有害物質産生性につ

いての試験を行うことにした。

（ウ）有害物質産生試験

カワムツの健康状態や成長に与える影響を指標に

ゼブラフイッシュの有害物質産生性を見るため成魚

のカワムツを使用するのではなく、成長が見込まれ
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Aro何iatase

的yCH 4IV 

165 rRNA 

BsmAI 

500bp M12345678M  M 1 2345678M  

‘ー
4・

レ ン1ゼブラフィッシュ！ レ ン2ヤリ聖ナゴ！

レ ン3～8ゼブラフィッシュ♀×ヤリ告ナゴ♂， M: 1 OCbp step ladder 

‘酔・ ゼブラフィッシュ特異的バンド ‘酔・ ヤIJ＇；！ナゴ特異的バンド

図21008-5 ウグイ雄とゼブラフイッシュ雌の交雑腔

のPCRRFLPによる交雑粧の種判別

Aromatase 16S rRNA 

Rsai BsmAI 

500bp M 1 2 3 4 5 6 7 8 M M 1 2 3 4 5 6 7 8 M 

レーン1ゼブラフイツシュI レーン2:7ブラポ子1

レーン3～Bセ、ブラ7ィッシュ♀×アブラボ子♂， M:100bp st叩 ladder

.・ セ、ブラフィッシユ特異的バンド ‘e・ 7ブラボ子特異的バンド

図21008-7 アブラボテ雄とゼブラフィッシュ雌の交

雑目玉の PCRRFLPによる交雑目玉の種判別

る7～ 8gのカワムツを用いた。カワムツを l尾ず

つ40L水槽に入れ、 コイ科魚類用のエサ 0.2gを与

える試験区 5尾、全長 l.5cm前後のゼブラフイツ

シュを与える試験区 5尾、全長 l.5cm位の遺伝子組

換えゼブラフイッシュを与える試験区5尾を作り、

毎日 l回の給餌を行い、行動や体重の増減を観察し

た。次に、肝臓の代謝経路に対する影響を調べる

ため、 1か月の飼育試験の後、空腹時の肝臓の代謝

活性を調べたところ、コイ科魚類のエサを与えたも

のだけ、違いがみられたが、ゼブラフイッシュと遺

伝子組換えゼブラフイッシュを与えたものについて

トーに ~ 1 12 ~~ I 

図21008-6 アブラボテ雄とゼブラフィッシュ雌の交

雑目玉の発生

l：受精直後、 2:2細胞期、 3：桑実目玉期、 4：胞匹期、
5：嚢旺期、 6：体軸形成期、 7：鮮化稚魚、 8：僻
化後2日、 9：僻化後 2週間
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PCA結果

PC1, PC2はそれぞれ第 1主成分得点．第2主成分得点を示し、
活弧肉の数字は各主成分の寄与率を示す。各ブロットのラベル
はサンプル名を示す．

図21008-8 1か月飼育試験後の各試験区のカワムツ

のPCl,PC2成分の比較

は、主成分も含め違いはみられなかった（図 21008-

8）。現在、継続飼育実験を 3か月続けているが、各

個体の成長曲線に違いは見られなかった。

工考察

ゼブラフイッシュまたはゼブラダニオ（学名：

Dania rerio）は、インド原産の体長5cmほと令の小

型の魚、である。コイ目コイ科ダニオ亜科（ラスボ

ラ亜科、ハエジャ コ亜科とも）に属し（小林 1））、

在来種ではオイカワやカワムツ、カワパタモロ コな

どに近い（小林・森 1)、ピージーズ 2））。インドで
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は、流れが穏やかな底が砂地の川や耕地を流れる

川、草が茂った池等で群れをなして生息し、中層か

ら表層にかけて活発に泳ぎまわる（Barman3l）。イ

ンドの｛也、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、

ミャンマーなどの東南アジア諸国に分布している

(Spence et al. 4l）。我が固においては 2002年以降、

沖縄島北部農業用ため池で繁殖しているとの報告が

ある（国立環境研究所 5））。この様な生息、特性から

囲内で飼育された遺伝子組換えゼブラフィッシュが

逃亡又は放流された場合、流れが穏やかで底が砂地

で草が茂った居住地に近い河川や池、沼に生息する

と考えられ（Spenceet al. Bl）、そこに生息する在来

コイ科魚類との交雑及び競合性が考えられる。

これまでに、ゼブラフイッシュと在来種を交配し

た記録や報告が全くなかったため、在来コイ科魚類

の内、ゼブラフイッシュと分類と棲息環境が近い種

から順にゼブラフイッシュとの交雑試験を行ってき

た。その結果、これまでのところアブラボテとの交

雑匹が最も長く鮮化後20日まで生存し、ヤリタナ

ゴとの交雑粧が鮮化後2週間まで、カワパタモロコ

との交雑匹は僻化後 1週間生存することが分かっ

た。カワバタモロコはゼブラフイッシュと分類上も

近いとされる。しかし、タナゴ類はゼブラフイッシュ

と分類上は近くない。この様に分類とは関係なく、

ゼブラフイッシュと発生速度と細胞分裂速度が近い

種との交雑粧がより後期まで発生することが分かつ

た。しかし、これまで 12種類の在来コイ科魚類と

ゼブラフイッシュとの交雑を行ってきたが、雑種を

形成する種は今のところ見つかっていない。在来コ

イ科魚類の種類は多く、今後どこまで交雑試験を行

うかが問題となる。なお、アブラボテとゼブラフイツ

シュとの交雑怪から得られた僻化稚魚は形態形成異

常が非常に小さいことから発生速度を調節するなど

してより長期間生存可能な交雑種が得られる可能性

はある。

ゼブラフイッシュは成魚の最も大きな個体でも全

長 5cmを越えない小型の熱帯魚である D これに対

して、ゼブラフイッシュが逃亡した河川などに生息

している可能性が高いカワムツやオイカワ、ギンブ

ナ、タナゴ類などは、遁かに体の大きさが大きく、

実際に、今回、成魚同士の混合飼育を行った場合、

口のサイズが小さいタナゴやモロコ類を除いて、ゼ

ブラフイッシュを捕食する。特に、肉食性のカワム

ツは好んでゼブラフイッシュを捕食する。このこと

から、居住地に近い河川などに逃亡または放流され

たゼブラフイッシュは、他の補食する魚種が生息す

ると、その場に生息できない可能性も考えられる。

もし、逃亡した遺伝子組換えゼブラフイッシュが

導入された遺伝子の 2次的な影響で有害物質産生性

を持っていた場合、最も影響を受けるのは同所的に

生息しているゼブラフイツシュを捕食する魚類であ

ると考えられる。そこで、ゼブラフイッシュを好ん

で捕食するカワムツを利用して有害物質産生性を調

べた。カワムツにコイ科魚類用の人工餌料、ゼブラ

フイツシュ、筋肉で DsRedを発現する遺伝子組換

えゼブラフイッシュを餌に与え、健康状態や成長へ

の影響を調べているが今のところ、遺伝子組換えゼ

ブラフイッシュを食したことによる影響は見られて

いない。

オ今後の課題

これまでの在来コイ科魚類とゼブラフイッシュと

の交雑試験で雑種が得られた例は一度もない。日本

には、約 50種類の在来コイ科魚類が生息しており、

どこまで交雑試験を行えばゼブラフイッショは在来

コイ科魚類と交雑しないと言えるのか今後検討する

必要がある。また、我が固においては、沖縄本島の

農業用水路でゼブラフイッシュが繁殖しているとの

報告があるが、他の地域で生息または繁殖している

との記録はない。熱帯魚であるゼブラフイッシュが、

捕食種の多い、越冬が難しい日本の自然環境下では、

沖縄などの一部の地域を除いて生息できる可能性を

判断する実験を考える必要がある。

力要 約

本研究によって、ゼブラフイツシュと分類上は近

くないが、アブラボテやヤリタナゴの雄とゼブラ

フイツシュ雌の交雑種が騨化後最も長く生存するこ

とが分かつたD また、カワムツ、オイカワ、ギンブ

ナはゼブラフイツシュを捕食し、これを利用して有

害物質産生性についての試験を行えることが分かつ

た。今後、ゼブラフィシュは在来コイ科魚類とは交

雑する可能性は無いのか、沖縄など一部の地域を除

いて、我が国の自然環境においてゼブラフイツシュ

は逃亡後に一般河川や池などで生息、繁殖出来ない

のか明らかにする必要がある。
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(9) メダカの競合性に関する研究

ア研究目的

蛍光蛋白遺伝子を導入した遺伝子組換えメダカ

(TK-1)が台湾や韓国で観賞用に市販されている。

本遺伝子組換えメダカ（TK-1) は、ハイナンメダ

カと交雑した不妊性の雑種 F2を流通しているとい

われている。これらから、ハイナンメダカとの交雑

により不妊化した光る遺伝子組換えメダカは、将来、

我が固においても観賞魚として一種使用を申請され

る可能性が高い。そこで、本研究ではメダカの競合

における優位性、捕食性又は寄生性、有害物質の産

生性等の特性を含む生物学的情報に関する文献や、

実験により得られた知見を収集して整理する。また、

メダカと遺伝子組換え動物における上記項目の評価

の際に考慮すべき点等や、評価試験の条件等につい

て検討する。次に、これらを前プロジ、エクト研究「遺

伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合

研究」でまとめたメダカの交雑性やメダカとハイナ

ンメダカの判別手法等も含めて、生物情報と実験の

資料にまとめる。

イ研究方法

生物情報については、文献等からメダカの分類や

競合性、捕食性、寄生性、有害物質の産生性、繁殖

特性及び飼育実験手法の情報等を収集してまとめ

た。また、メダカとハイナンメダカの交雑後代の不

妊性等の足りない知見については、自然交雑試験等

により知見を蓄積した。

評価試験についても、文献等から飼育実験や毒性

試験、環境ホルモン試験、メダカの個体聞における

行動を観察する試験等の情報を収集してまとめた。

なお、メダカの交雑性試験やメダカとハイナンメ

ダカの交雑後代（雑種）検査方法（種判別方法）及

びメダカの集団判別の検査方法の詳細については、

文献（正岡ら 1）～4））や実験の資料に記載した。

ウ研究結果

遺伝子組換え動物については、生物多様性影響の

評価の際に考慮すべき点等や、評価試験の条件等に

ついて整理してまとめた。また、どこの項目で何を

評価するかを整理するため、生物多様性影響を想定

して各項目に分類した。さらに、生物多様性影響を

受ける可能性のある野生動植物等の特定や評価試験

を実施する際の注意点等について整理した。

次に、遺伝子組換え動物の競合における優位性、

捕食性又は寄生性、有害物質の産生性、交雑性、そ

の他の性質について、想定した生物多様性影響を考

慮し、影響を受ける野生動植物等の特定に必要な情

報や手）｜｜真、実験の設定に必要な情報や実験条件、特

定した野生動植物等の情報、結果の報告事項等につ

いて整理した。

メダカの生物情報については、文献等により得た

情報を「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による

生物多様性実施要領平成 15年財務・文部科学・

厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第2号」

（実施要領）の別表第一と同じ項目に分けてまとめ

た。

概要を以下に記す。メダカ（Oryzias latipes）はダ

ツ目メダカ亜日メダカ科メダカ属に属するとされて

いる。日本（本州～琉球列島）、朝鮮半島、中国（中・

南部）、台湾島に分布するが、近年、北海道でも移

殖による分布が認められる。集団遺伝学的研究によ



り、メダカは北日本集団、南日本集団、東韓集団、

中国・西韓集団の 4つの主要集団からなる。メダカ

は肥料として利用されていたことがあり、甲府や新

潟地方では食用にも利用されていた。また、メダカ

は観賞魚としてだけでなく、遺伝学や生理学等の

様々な研究分野で実験材料として利用されている。

その過程で何十世代もの集団交配や兄妹交配を続け

て樹立した系統や近交系がある。全長は最大で約

4cmで、成魚の雌と雄との間で鰭の形態が異なる。

自然環境下では寿命は l年で、まれに 2年生きるも

のもある。平地の池や湖、水田や用水、河川の下流

域の緩やかな流れのところに生息している。塩分に

対する耐性も強く、汽水域にも生息していることが

ある。生息環境の消失、外来捕食者の侵入、農薬等

による水質悪化等により多くの地域で減少傾向にあ

り、絶滅の危険が増大している種としてvu（絶滅

危倶E類）に指定されている。メダカの発生が可能

な水温域は最低 16℃前後～ 34℃までの聞とされて

いる。受精卵は 7～ 10日後（水温23～25℃）に

癖化するが、水温によって騨化日数は大きく異なる。

実験的な高水温に対する抵抗性では、 50%の致死温

度は 34.5～36.7℃である。また、ヒメダカでは全

ての鰭の運動が止まる温度（麻庫温度）の上限は

39.5～41.4℃で、下限は 2.4～4.5℃という報告もあ

る。雑食性で動物プランクトンや植物プランクトン

のほか、小さな落下昆虫等を食べ、底生生物はほと

んど利用しない。昼行性で明るくなると活動を始め、

日中は水深の浅いところで接餌し、夜間はそれより

深いところや水草の中で過ごす。他の生物に対する

寄生性については知られていない。人工飼育下では

癖化後5～6週間で産卵を開始するが、自然条件下

では4～6か月である。性成熟に要する期間は、個

体密度、餌、水温、光量や運動量等によって変動する。

関東・関西地方では 4月（水温 18℃）から 10月ま

でが産卵期で、産卵は早朝に行われる D l回の産卵

数は 2～50個で、 l産卵期の体内卵数は 500～800

程度である。卵表面には付着糸があり、これにより

卵は水草などに付着する。実験室などで水温と光を

調節すると、周年産卵する。なお、産卵を維持する

には 12～ 13時間の照明が必要であり、生殖活動に

対する水温の効果は 13℃以上で、 8～ 10℃以下で

は効果がなくなる。また、排卵した卵が卵巣腔にあ

れば、雄の交尾行動・刺激によって産卵が引き起こ

される。他の生物に対する病原性については知られ

ていない。また、他の生物に対する有害物質の産生

性は知られていない。メダカは魚類、鳥類、両生類、

は虫類、水生見虫、甲殻類に捕食される。しかし、

メダカの補食によってのみ個体群が維持できる生物

種や、メダカの捕食により生物多様性における影響

を受ける生物種は知られていない。

以上の情報等により、国内でメダカに最も生息空

間や食物、繁殖場所が重複する野生動物はメダカで

あり、生物多様性影響を受ける可能性が最も高い野

生動物もメダカであると考えられる。メダカの補食

性や寄生性により生物多様性影響を受ける野生動植

物等はいないと考えられる。メダカの体内に有する

有害物質の産生性及びメダカの体外に産出する有害

物質の産生性の影響は、ほとんど無いと考えられ

る。メダカと交雑可能な近縁種は日本囲内淡水域に

存在しないため、国外からメダカ属魚種を移入した

場合の交雑可能な日本在来種はメダカだけと考えら

れる。

メダカの実験については、競合における優位性、

捕食性又は寄生性、有害物質の産生性、交雑性、そ

の他の性質の評価試験における実験条件、結果の報

告事項等を整理した。また、メダカとハイナンメダ

カの交雑後代（雑種）の検査、メダカの集団判別検

査では、実験サンプル、試薬、使用機器、実験手）｜｜夏、

結果の判定等について整理した。

概要を以下に記す。生息空間、食物、繁殖場所に

ついての競合における優位性の飼育試験（同居試験）

では、特定した野生動物（競合相手）であるメダカ

と遺伝子組換えメダカを飼育する。優位個体、排斥

行動、試験開始と終了時の飼育個体の大きさや外部

形態等を調査し、競合相手（メダカ）と宿主（メダカ）、

競合相手（メダカ）と遺伝子組換えメダカの結果を

比較して評価する。

体内に有する有害物質の産生性の給餌試験では、

メダカと遺伝子組換えメダカをそれぞれ特定した野

生動物である捕食生物（カワムツ等の魚類）に与え

る。捕食生物（カワムツ等の魚類）の死亡率、試験

開始と終了時の飼育個体の大きさ、行動異常、形態

異常等について調査し、メダカと遺伝子組換えメダ

カをそれぞれ与えられた捕食生物（カワムツ等の魚

類）の結果を比較して評価する。

体外に産出する有害物質の産生性の飼育試験の別



居試験では、メダカ（宿主生物種）と遺伝子組換え

メダカの飼育排水で、特定した野生動植物等である

メダカ（感受性生物）を飼育する。死亡率、試験開

始と終了時の飼育個体の大きさ、行動異常、形態異

常等を調査し、メダカ（宿主生物種）と遺伝子組換

えメダカの結果を比較して評価する。

交雑性の飼育試験では、特定した野生動物が交雑

相手であり宿主生物種でもあるメダカの雌雄、遺伝

子組換えメダカの雌雄、メダカ雌と遺伝子組換えメ

ダカ雄、遺伝子組換えメダカ雌とメダカ雄を飼育す

る。生殖行動や産卵数等を調査して、メダカ（交雑

相手）とメダカ（宿主生物種）、メダカと遺伝子組

換えメダカの結果を比較して評価する。

メダカとハイナンメダカの交雑後代（雑種）の

検査では、ミトコンドリア DNAの 16SrRNA遺伝

子と核 DNAの Aromatase遺伝子、 Calmodulin遺
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図21009-1 16S rRNA遺伝子の PCRRFLP 

(Mse I) 

M : lOObp step Ladder。lOObp毎にバンドがあり、太
いバンドは 500bpである。この図では下から 100、
200・・・ 900bpの長さのバンドを示している。
I～ 4：メダカに見られるバンドパターン。l、2は日
本の北日本集団のメダカに見られるパターンで、 lの
パターンが多い。3は韓国の一部のメダカに見られる
パターンである。4は日本の南日本集団、韓国、中園、
台湾のメダカで見られるパターンである。5：ハイナ
ンメダカで見られるバンドパターン。矢印：メダカに
特異的に見られるバンド。ハイナンメダカでは 200bp
以上にバンドが見られない。また、ハイナンメダカで
は約 70bpのバンドも見られない。

伝子及びCaspase-6遺伝子を用いた PCR-RFLP法

で得られたバンドパターンを比較することにより、

メダカとハイナンメダカ及び両者の雑種（Flまた

はF2）を判別する。なお、雑種はメダカとハイナ

ンメダカの特異的なバンドが両方見られるようにな

る。例として、 16SrRNA遺伝子と Aromatase遺

伝子をそれぞれ用いた PCR-RFLP法によるメダカ

とハイナンメダカ及び両者の雑種（Flまたは F2)

の判別について図 21009-1と図 21009-2に示す。な

お、ミトコンドリア DNAは母系遺伝するため、雑

種（Flまたは F2）は、交雑した雌親（PO世代）

の種と同じバンドパターンを示す。

メダカの集団判別の検査では、ミトコンドリア

DNAの 16SrRNA遺伝子と核 DNAのAromatase

遺伝子及びCalmodulin遺伝子を用いた PCR-RFLP

によって得られたバンドを比較することにより、 4
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図21009・2 Aromatase遺伝子の PCRRFLP

( Hs{f;)2 II) 

M lOObp step Ladder。lOObp毎にノtンドがあり、太
いバンドは 500bpである。この図では下から 100、
200・・・ 900bpの長さのバンドを示している。
l：日本の北日本集団と南日本集団、韓国、中国、台湾
のメダカに見られるバンドパターン。メダカは全てこ
のパターンであると考えられる。2：ハイナンメダカ
で見られるバンドパターンO 3：メダカとホンコンの
ハイナンメダカの雑種Fl及びF2で見られるバンド
ノTターン。メダカのノTンドとハイナンメダカのノtンド
を合わせたパターンとなる。一部の DNAが切断され
にくいため、約400bpに薄いバンドが見られる。矢印：
メダカまたはハイナンメダカに特異的に見られるバン
ド。メダカは約 340bpにバンドが見られる。ハイナン
メダカは約 210bp及び約 130bpにバンドが見られる。
雑種には約 340bp、約 210bp及び約 130bpにバンドが
見られる。なお、雑種で約 400bpに薄いバンドが見ら
れることがあるが、これを考慮する必要はない。
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Taq I Bsm A I HpyCH4 N 

バンドパ事ーンA,B, 
AB：北日本集団

バンドパ事ーンC,D, 
CD：甫目本集団

バンド，~$！ーンA, B, E: I 
中国・西韓集団 ｜ 

図21009-3 Aromatase遺伝子の PCR-RFLPによるメダカの集団判別フロー

集団（北日本集団、南日本集団、東韓集団、中国・

西韓集団）をそれぞれ判別する。なお、集団間の

交雑後代（Fl）は、雌親と雄親に用いた両集団の

特異的なバンドが見られるようになる。例として、

Aromatase遺伝子を用いた PCR-RFLP法によるメ

ダカの集団判別フローを図 21009-3に示す。

Aromatase遺伝子の PCR-RFLPによるメダカ

の集団判別では、 1種類の制限酵素を用いた PCR-

RFLPで、 4集団全てを判別することはできないた

め、3種類の PCR-RFLPによって 4集団を判別する。

先ず、日qIを用いた PCR-RFLPでバンドパターン

Bであれば中国・西韓集団と判定できる。それ以外

（ノTンドパターン A）の個体は BsmAIのRFLPを

行う 。次に、 BsmAIでバンドパターン Bであれば

東韓集団と判定できる。それ以外（バンドパターン

A）の個体は Hp)'CH4IVのRFLPを行う 。最後に、

Hp)'CH4 IVでバンドパターン AかBまたは ABで

あれば北日本集団、バンドパターン CかDまたは

CDであれば南日本集団と判定できる。

集団間雑種（Fl) の場合、ゲノム DNAの

Aromatase遺伝子は両親から受け継がれるため、

POの両親のバンドを合わせたバンドパターンを示

す。厄qIを用いた PCR-RFLPでバンドパターン B

を持っていれば中国・西韓集団を片親に持つと判

定できる。BsmAIでバンドパターン Bを持ってい

れば東韓集団を片親に持つと判定できる。日qIと

Bsm AIでバンドパターン Aを持ち、且つ Hp)'CH4

IVでバンドパターン Aまたは Bを持っていれば北

日本集団、バンドパターン Cまたは Dを持ってい

れば南日本集団を片親に持つと判定できる。

工考察

魚類や晴乳類等を宿主とする遺伝子組換え動物で

生物多様性影響の評価の際に考慮すべき点等や、評

価試験の条件等について整理してまとめることがで

きたと考えられる。これは、行政部局や評価者が参

考にできると期待される。

また、生物多様性影響に必要な、宿主生物として

のメダカの生物情報をまとめることができた。さら

に、これらをもとにして屋内で小型水槽を用いたメ

ダカの生物多様性影響を評価する試験方法について

試験条件等をまとめた。まとめたメダカの生物情報

の資料については、遺伝子組換え生物等の第一種使

用等による生物多様性実施要領の別表第一に示され

た収集する情報の、 l宿主又は宿主の属する分類学

上の種に関する情報、に利用できる。一方、作成し

たメダカの実験の資料は、遺伝子組換えメダカの第

一種使用を申請される際に、行政部局や評価者が参

考にできると考えられる。

メダカとハイナンメダカを交雑させると生存性の

ある交雑後代（雑種） (Fl）が得られる（浜口・酒

泉 5））。雑種（Fl）の雌は、卵母細胞が減数分裂前

に細胞質分裂を伴わない DNA複製を l回起こし 2

倍性（2n）の卵（非還元卵）を産み、雄では減数分

裂を経ずに精子形成が進行するため、 l個の精母細

胞から受精能のない 4nの精子様細胞がl個作られ

る（浜口・酒泉 5），酒泉ら 6），栗田ら 7），酒泉ら si,

栗田ら 9），清水ら 10).11））。このため雑種（Fl) の

雄は不妊となり、雑種（Fl）の雌とメダカまたは

ハイナンメダカを戻し交雑すると 3倍体（3n）の

雑種（F2）が得られる（浜口・酒泉 5），酒泉ら 6).8). 

栗田ら 9））。メダカとハイナンメダカの雑種 F2と

メダカを交雑した試験では、生存性のある後代が得

られていない（栗田ら 9），正岡ら 4））。このことか

ら、生物多様性影響を軽減するため、遺伝子組換え

メダカはハイナンメダカとの雑種Flまたは F2が

-508-



観賞用に流通する可能性が高いと考えられる。この

ため、流通している遺伝子組換えメダカが、メダカ

とハイナンメダカの交雑後代（雑種Flまたは F2)

であるか確認する必要がある。しかし、メダカとハ

イナンメダカの外部形態はよく似ており、両種と両

種の雑種を外部形態から判別するのは困難である。

このため、 DNAの塩基配列の違いを利用した検査

方法を開発する必要があった。開発したメダカとハ

イナンメダカの交雑後代（雑種）の検査方法は、メ

ダカとハイナンメダカの種判別及び両種の雑種判別

に有効であると考えられる（正岡ら 1), 3））。これは、

流通する遺伝子組換えメダカがメダカとハイナンメ

ダカの雑種であるか確認するモニタリングに利用で

きる。一方、開発したメダカの集団判別の検査方法

は、メダカの各集団判別及び集団間雑種（Fl）の

判別に有効であると考えられる（正岡らか）。これは、

流通する遺伝子組換えメダカの由来を確認するモニ

タリングに利用できる。

オ今後の課題

遺伝子導入により新たに獲得した形質（導入形

質）によって、考えられる。また、体色が変化した

ことにより生物多様性影響に対するリスクが変化す

るか、自然環境に近い飼育環境での評価をどうする

かということも今後の課題として検討する必要があ

る。これらの課題については、モデルとして作成し

た蛍光蛋白遺伝子を導入した光る遺伝子組換えメダ

カを実験材料に用いて知見を集積する必要がある。

力要約

蛍光蛋白遺伝子を導入した遺伝子組換えメダカ

(TK-1）が台湾や韓国で観賞用に市販されているた

め、圏内における観賞魚利用を想定し、生物多様性

影響評価に必要な情報を収集するとともに、科学的

知見を蓄積した。これらをもとに、メダカの分類学

上の位置付け及ぴ自然環境における分布状況、使用

等の歴史及び現状、生理学的及び生態学的特性を、

メダカの生物情報の資料にまとめた。また、競合に

おける優位性、捕食性又は寄生性、有害物質の産生

性、交雑性、その他の性質の評価試験における、実

験条件、結果の報告事項等について整理した。さら

に、メダカとハイナンメダカの交雑後代（雑種）の

検査、メダカの集団判別検査では、実験サンプル、

試薬、使用機器、実験手順、結果の判定等について

整理した。これらをメダカの実験の資料にまとめた。
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(10) コイと近縁在来種との交雑性と競合性の解

析

ア研究目的

中国では、良質な蛋白源、を確保する目的でソウ

ギヨの成長ホルモン遺伝子を導入した高成長の遺伝

子組換えコイが開発され、市販に向けた申請が既に

行われているとの情報がある。この遺伝子組換えコ

イが中国から輸入されるコイ科魚類に混入された場

合は、日本在来のコイとの交雑が予想され、生態系

に大きな影響を及ぼすことが懸念される。さらに、

コイは他のコイ科魚類、特にフナと交雑する可能性

があるため、遺伝子組換えコイと園内のフナとの交

雑を通じての影響も考えられる。

そこで本研究では、遺伝子組換えコイが園内へ導

入されることを想定して安全性を確保した園内利用

に資するため、これまでに得られている自然交雑の

情報に加えて、研究施設内で行える交雑試験による

交雑魚の妊性の検討及び競合試験の検討を行い、得

られた知見はバイオロジードキュメント及び行政部

局が生物多様性影響評価を行う際に利用できるマ

ニュアルにまとめる。

イ研究方法

（ア）コイとフナ類との交雑試験

コイは増養殖研究所で飼育しているコイを用い

た。研究所外池で飼育しているコイを受精前日に、

予め水温を上昇させた 1トンタンクに雌 l尾に対し

雄2～ 3尾の割合で収容し、翌日早朝に自然採卵さ

せた。自然産卵確認後、雌雄を別々の水槽に収容し、

雌から体内に残っている卵を絞り、タッパーに収容

し、実験に使用するまで4℃で保管した。雄から精

子を絞り、シャーレに収容後、同様に 4℃に収容し

た。

実験に使用したフナ類のうち、ニゴロブナは琵琶

湖天然個体および琵琶湖博物館で飼育していた個体

を用いた。ナガブナは長野県水産試験場佐久支場で

飼育していた個体を用いた。ゲンゴロウブナは埼玉

県の養殖業者から購入した。フナ類は交配予定前

日にヒト胎盤性性腺刺激ホルモン（帝国臓器）を 5

IU/g体重になるように腹腔内に注射し、 20℃の水

槽に収容した。交配の組み合わせはコイ♀×コイ♂、

ニゴロブナ♀×ニゴロブナ♂、ナガブナ♀×ナガブ

ナ♂、ゲンゴロウブナ♀×ゲンゴロウブナ♂、コイ

♀×ニゴロブナ♂、コイ♀×ナガブナ♂、コイ♀×

ゲンゴロウブナ♂、ニゴロブナ♀×コイ♂、ナガブ

ナ♀×コイ♂、ゲンゴロウブナ♀×コイ♂の交配を

行った。受精卵はパットに収容後、止水で飼育し一

部をシャーレに移し、受精率、ふ化率、生存率等を

調査した。

（イ）交雑種を区別する DNAマーカーの開発

得られた雑種の遺伝的由来を調べるため、イン

ターロイキン 1/3遺伝子、インスリン様増殖因子遺

伝子およびL41リボソームタンパク質遺伝子の配

列を利用した。各遺伝子の配列を下記に示すプライ

マーで増幅した。

IL-1 /3 

Forward: 5’ 

-GCTTTATTTTAGAACGATGGCATACC-3' 

Reverse: 5 -CAATCTGGGTCAAACTGACC-3 

IGF-1 （コイ用）

Forward: 5 -CAAAGCAAATAGGCACCTTG-3 

Reverse: 5’－AACGCACAACTAGGCTATGC-3’ 

IGF-1 （フナ用）

Forward: 5’－CAAAGCAAATAGGCACCTTG-3' 

Reverse: 5' -CTGCGCAAATGAACTAACTC-3’ 

L41 （コイ用）

Forward: 5’ 

-GCTACTGTTTGTTGTTTAAC-3' 

Reverse: 5’ 

-AGCCTTAAACGAACAAAAAC-3’ 

L41 （フナ用）

Forward: 5’－TCTTATTTGGTAGTGTTATG・3’

Reverse: 5’－CGCCACTGCAGAAGT AAGCC-3’ 

（ウ）雑種の妊性



得られた雑種の飼育を続け、生殖腺をサンプリン

グし、ブアン固定液で固定し、定法により組織切片

像を作成し成熟の可能性について検討した。

（エ） コイとフナの種間競合試験

コイ とフナ類およびそれらの雑種を用いて水槽内

における棲息空間を調査した。

ウ研究結果

（ア）交配結果について

コイとフナ類を交配した時のふ化率を表21010-1

に示す。ゲンゴロウブナ♀× コイ♂およびコイ♀×

ゲンゴロウブナ♂が83.6および89.1%であったが、

他の組み合わせではいずれも 90%以上のふ化率を

示し、同種同士の交配とほぼ同じであった。その後

の生存率も、特に艶死する組み合わせは無かった。

（イ） DNAマーカーについて

コイとフナ類を区別する DNAマーカーを用いた

結果を図 21010-1～ 3に示す。

IL-1/3配列を用いた結果では長さの異なるバンド

を区別できた。コイ品種間とフナ類の区別はでき

なかった。IGF-1配列を用いた PCRではそれぞれ

コイ特異的、フナ特異的プライマーを用いること

によってバンドを増幅することができた。さらに、

L41配列を利用した PCRでも、それぞれの種で特

異的に増幅可能なプライマーを見つけた。

（ウ）妊性について

妊性について、生殖腺が確認された雑種から生

殖腺を取り出し、組織切片像を作成した結果を図

21010-4から 21010-6まで示す。

組織切片像からは卵および精子の形成は正常に進

んでいた。しかし、中には精巣の中に卵が認められ

る切片像が認められた。

（エ）種間競合性試験について

水槽を 9つの区分に分け、それぞれの種あるいは

雑種が分布した区分を計数した結果を図 21010-7に

示す。

すべての種あるいは交雑種の組み合わせで、水槽

の下層に分布していることが多かった。その中でコ

イとナガブナが比較的中層にも分布した。

表21010・1 コイとフナ類の交配結果 （ふ化率）

♂ 

コイ ニゴ口ブナナガブナゲンゴ口ウブナ

コイ 92.7 90.2 95.6 

♀ニゴ口ブナ 90.5 98.0 
ナガブナ 93.5 94.8 
ゲンゴ口ウブナ 83.6 

コイとフナ属におけるPCR
(I L・1遺伝子部分領域）

M 12346678M  

89.1 

97.3 

ーンl~4 ： コイ（ヤマトゴイ， ニシ手ゴイ， ノゴイ（ ！！~l.~ . 2万＋｝｝，レーン＇5：手ンブナ，レーン

6 ゲンゴロウブナ，レーン7・二ゴロプナ，レーンE－ナ方プナ，H 100bp 宮圭pla<Y.!~ 

‘ー ；コイ鍔雲間バンド .・ ．フナ震特翼肉バンド

図21010-1 IL-1/3配列を用いたコイとフナ類を区別する電気泳動像結果



コイ又はフナ属特異的PCR(IGF-1)

｜コイ穏異的PCRI ｜フナ居持異的陀RI

500bp M 1 2 3 4 5 6 7 8 M M 1 2 3 4 5 6 7 8 M 

レーン1～4 コイ｛ヤマトゴイ，＝シ手ゴイ，ノゴィm芭潔，E万＋｝），レーン5 ： ~ンブナ，レーン

6 ゲンゴロウブナ，レーン7 ＝ゴロブナ，レーンB ナガブナ，M lOObp st却抱出町

4ト・ コイ特量的バンド ‘トー フナ属符霊的パンド

図21010・2 IGF l配列を用いたコイとフナ類を区別する電気泳動像結果

コイまたはフナ属特異的PCR(L41)

｜コイ特異的PCRI ｜フナ属特異的PCRI 

M1 234 6678M  M 12346 678M  

‘ー

レーン1～4・コイ｛ヤマトゴイ，ニシ・:f-ゴイ，Jゴイ｛琵堕渓，E万＋）），レーン5 4ンプナ，レーン

6 ゲンゴロウブナ，レーン7ニゴロブナ，レーンS：ナガブナ，H 100bp st:p ladder 

4ド ：コイ特異的パシド 4トー フナ震符異的バンド

図21010・3 L41配列を用いたコイとフナ類を区別する電気泳動像結果

後も正常に発育した。

図21010・4 コイ♀×ニゴロブナ♂雑種生殖腺組織切

片像 （×200)

l年目で交配のできた組み合わせの雑種は l年で

成熟する ことはなかった。受精後 l年半後に、大き

い個体を選んで生殖腺を固定して、組織切片像を観

察した結果、組織切片像からは雑種でも成熟は進ん

でおり、 2年目の春には成熟すると思われた。ただ

し、雑種の中には精巣の中に卵が形成される個体が

コイ♀×ニゴロブナ♂、ナガブナ♀× コイ♂の組み

合わせで認められた。しかし、 コイ同士の交配で得

られた個体の中（3尾中 l尾）にも確認されたこと

から、これらの異常が雑種特有の現象ではないこと

が考えられた。

工考察

コイとフナ類の雑種は文献によって雑種ができ

る、というものと雑種ができない、と記述のある論

文があった。しかし、今回の結果からは雑種は同種

同士の交配と差が認められず、ふ化した個体はその

コイとフナ類を区別する DNAマーカーは IL-1、

IGF-1およびL41遺伝子の配列を利用することで長



図21010-5 ニゴロブナ♀× コイ♂雑種生殖腺組織切

片像 （×400)

図21010・6 ナガブナ♀× コイ ♂雑種生殖腺組織切片

像 （×200)

コイ×コイ ゲンゴロウブナ×コイ ゲンゴロウブナxゲンゴロウブナ｜

411 22 59 7 7 3 21 23 

1371 133 313 80 48 48 101 33 109 

1951 180 489 413 167 167 744 178 277 

コイ×ゲンゴロウブナ

5 3 2 

62 14 16 

748 278 404 

ナガブナ×コイ ナガブナxナガブナ。 2 4 34 62 114 

32 25 16 173 86 322 

326 103 83 287 137 486 

コイ×ナガブナ

2 。 14 

40 59 109 

1326 103 83 

ニゴロブナxコイ ニゴロブナ×ニゴロブナ

2 。 。 31 

109 14 2 282 25 18 

1272 114 54 1065 66 92 

コイ ×ニゴロブナ。 。
22 11 56 

405 197 929 

図21010・7 水槽内における分布位置 （回数）

さの異なるバン ド、コイ特異的なプライマー、 フナ

特異的なプライマーが明らかになったO 得られた雑

種から DNAを抽出し、本プラ イマーを用いて調べ

た結果、両方のバン ドを持っていることを確認した。

コイとフナ類の雑種は自然界でも確認されており 、

これらの雑種は形態的にはっきり区別できないこと

から、本研究で明らかにされた DNAマーカーは今

後、自然界での交雑の状況を調べるのに強力な調査

手段となる。

コイ、フナ類およびそれらの雑種の水槽内におけ

る分布はすべての種類が下層に分布し、 底生生物を

食べるなどの食性と一致する。これらの種は外見か

ら区別するのが難しく 、同一水槽に入れて攻撃性を

見るなどの試験は今回実施されなかった。大きなコ

イと小さなフナ類を同一水王に収容し、観察したが、

小さな個体は大きな コイと反対側に逃げるだけで、

今回の調査方法ではう まく解析できなかった。

オ今後の課題

本研究機関は 2年間という短い期間であったた

め、得られた雑種の妊性については生殖巣の組織切

片像から推測した。妊性を持っかどうかは遺伝子組



換え生物が逃避した場合の影響を考える場合、非常

に重要な事項である。成熟はするが、得られた精子

や卵が受精しないことは、染色体数が異なる種など

においてしばしば認められる。コイとフナ類は染色

体数が同じで、配偶子が形成されれば、受精能力は

あると思われる。実際に成熟させて確認することが

重要である。また、中国の文献ではコイとフナを受

精させ、雑種をコイに戻し交配させた F2で非還元

卵（減数分裂をしない卵、 2Nの染色体を持ってい

る卵）を産む個体を確認し、この個体から 4惜体個

体を作出し、遺伝子組換えコイの 3惜体作出に利用

しているという報告がある。このことも確認しなけ

ればならない。

力要約

コイとフナ類を用いて人工交配を行った。得られ

た雑種はすべての組み合わせで同種同士の組み合わ

せと同程度の生存性を示した。得られた雑種につい

て遺伝的由来を調べるため、 DNAマーカーを開発

し、 IL-1、IGF-1およびL41の配列を利用すること

で特異的にバンドを増幅することが可能であった。

このことから、得られた雑種はコイとフナの両方由

来の DNAを持つことを確認した。雑種の妊性につ

いては生殖腺の組織切片から成熟し、妊性があるこ

とが示唆された。水槽内における分布からコイ、フ

ナ類は下層に分布する傾向があり、自然界において

競合関係にあることが推定された。
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(11) カイコとクワコの交雑種とクワコの競合性

の解析

ア研究目的

わが国においてカイコと交雑可能な唯一の野生種

であるクワコに対する交雑の影響を評価するため、

カイコとクワコとの雑種の生存可能性および雑種と

クワコとの競合性を解析するとともに、過去にカイ

コとクワコの遺伝子交流があった可能性の探索を行

う。また、知見の蓄積が乏しいクワコの生物特性に

ついての情報の収集を行う。得られた知見は、行政

部局が生物多様性影響評価を行う際に利用できるよ

うに評価マニュアルの中にまとめる。

イ研究方法

（ア）カイコとクワコ聞の遺伝子交流の解析

カイコとクワコの相同な DNA配列を比較し、遺

伝子交流によって野生の日本産クワコ集団中へのカ

イコ由来の塩基配列の侵入・拡散が生じているか否

かを PCR法によりミトコンドリア COI塩基配列を

識別する手法により実施した。また、ミトコンドリ

アCOI[Yl］遺伝子では雌を介した遺伝子しか検出

できないため、核染色体上の識別マーカーを開発し、

塩基配列置換、 PCR断片長多型およびPCR-RFLP

法によって識別を実施した。

（イ）廃棄されたカイコの屋外での生存性

飼育残濯に紛れて屋外に廃棄されたカイコが羽化

して野生のクワコと交雑する可能性について検討す

るため、屋外に lm四方、深さ 30cmの穴を掘り、

中心に羽化直後のカイコ雌成虫を置いてピデオで撮

影しながら観察した。

（ウ）カイコとクワコの交雑個体の生存性ならび

に交雑個体とクワコの競合性

カイコとクワコは人為的に交尾させれば妊性があ



る交雑個体を生じ、その後代を継代飼育できること

が知られているが、野外での生存性については知ら

れていない。そこで、まず、カイコとクワコが野外

で交尾して卵が産まれた場合の生存可能性を知るた

め、クワ枝に産まれたカイコ卵を網室内外の地上に

置いて生存を調べた。また、カイコのメスとクワコ

のオスを交配して得た交雑個体の鮮化幼虫の移動性

について室内での実験を行なった。半径68cmの

円形容器の内壁に粘着紙を貼り、底に園芸用土を敷

いて中心に僻化幼虫を置き、粘着紙に到達した頭数

を1時間ごとに計測した。さらに、カイコ雌成虫と

クワコ雄成虫を交配した交雑個体を屋外網室のクワ

の木に放飼して生存性を調査した。次に、カイコと

クワコの交雑個体とクワコとの競合を調査するた

め、網室内に交雑個体とクワコの鮮化幼虫を放飼し

た。

（エ）フェロモントラップによるクワコの発生消

長調査

茨城、群馬、長野の数か所で、カイコ雌成虫を誘

引源としたフェロモントラップによるクワコ雄成虫

の捕獲調査を定期的に行い、クワコの発生消長を調

べた。

ウ研究結果

（ア）カイコとクワコ問の遺伝子交流の解析

関東地方を中心に採集したクワコ雄成虫につい

て、総計4,192個体の COI塩基配列を解析した結果、

141のハプロタイプに分類されたが、いずれもカイ

コの 8種の COIハプロタイプと 12塩基サイト以上

で異なっており、メスを介した遺伝子交流の形跡は

認められなかった （Yukuhiroet al. l））。

第10染色体上の CAD遺伝子についての解析で

も、カイコ型と日本産クワコ型のハプロタイプは明

瞭に区別でき、ミトコンドリア COI遺伝子と同様

に、カイコと日本産クワコの間での遺伝子交流の形

跡は認められなかった（Yukuhiroet al. 2））。 より多

くの遺伝子を確認するため、新たに 7種の染色体上

DNAマーカー（表 21011-1）を作出し、各遺伝子

について 210～ 236個体のタイピングを実施し、遺

伝子交流の状況について解析を進めている。

（イ）廃棄されたカイコの屋外での生存性

羽化直後のカイコ雌成虫 200頭を屋外の穴に置い

て、ビデオ撮影を行ないながら観察したところ、午

前7時30分から 7時間のうちに、アリなどに捕食

されてすべてが死亡した（図 21011-1)。

（ウ）カイコとクワコの交雑個体の生存性ならび

にクワコとの競合性

約 40cmの長さのクワ枝 15本に産み付けられた

合計 11,154個のカイコ卵を 7月下旬に網室内に置

いたところ、 2か月後には全て消失した。さらに、

10月上旬に合計4,950個の卵が付いた 9本の枝を

網室内に、 5,773個の卵が付いた 8本の枝を網室外

に置いたところ、 4か月後の 2月上旬にはそれぞれ

2,210個（45%）、 1,696個（30%）に減っていた （図

21011-2）。

交雑個体の移動性については、交雑第 l代の僻化

幼虫を実験容器の中心に置いたところ、粘着紙に到

達した頭数は表21011-2のよつになった。粘着紙に

到達するのに要した時間は平均 3.1時間であり、速

度に換算すると平均で時速 11cmとなる。鮮化幼

虫が24時間生存すると仮定すると 2.7m 移動する

ことになる。最も早く 1時間で到達した区について

単純に考えると、 24時間で8.2m となる。

また、交雑個体とクワコの競合性については、

2012年6月、網室内の桑樹に、カイコ×クワコの

交雑第 l代とクワコの鮮化幼虫それぞれ290頭ずつ

を放飼した。12月に網室内を探索したところ、羽

化の形跡のある繭が66個、羽化前に捕食された形

跡のある繭がl個見つかった。また、卵が4か所に

表21011・1 カイコとクワコの染色体遺伝子識別マー

カー

カイコの サンプル数
遺伝子

染色体番号
方法

カイコ クワコ

CAD 10 PCR/シーケンシンク守 146 1,019 

P25 2 PCR/RFLP 147 235 

Ary Ip horine 3 PCR桶幅断片長多型 144 236 

alp 3 PCR桶幅断片長多型 144 218 

Apolipoprotein 16 PCRiRFLP 144 236 

組 00365 19 PCRiRFLP 144 235 

fcaL30Gll 24 PCR/RFLP 142 210 

fdpel7D09 27 PCR/RFLP 144 219 

F
D
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図21011-3 フェロモントラップによるクワコ雄成虫

の捕獲数

時間 1時間 当た り（頭） 累計（頭）

13 13 

2 25 38 

3 38 76 

4 27 103 

5 12 115 

6 3 118 

7 。 118 

24 。 118 

容器の周囲に到達した鮮化幼虫の数表21011・2

考 察

COI遺伝子と CAD遺伝子を用いた検証では、

れまでのところ、カイコから野生の日本産クワコへ

の遺伝子交流を支持する結果は得られていない。

れは、カイコとクワコの交雑が自然界では極めてま

れであり、仮に生じたとしても、子孫が成虫まで成

長するに適した環境で起こることはまれであること

を示す。

これまでの研究から、幼虫を屋外に置いた場合で

も、アリや鳥類によって捕食されて成虫がほとんど

生じないことが示されている。また、仮に成虫が生

じたとしても、今回の成虫の屋外での生存性を調査

した結果から明らかなょっに、屋外に出たカイコ成

虫は飛ぶことができず、速やかに捕食される。自然

界でのカイコとクワコとの交雑が起こりにくい原因

、，
'-

下

、ー，

工分かれて産みつけられていた。それぞれから 5個ず

つ受精卵を採取して、ミトコンドリア COI遺伝子

のハプロタイプを確認したところ、 lか所の卵はカ

イコ型、残りの 3か所はクワコ型であった。

（エ）フェロモントラップによるクワコの発生消

長調査

フェロモントラップによるクワコ雄成虫捕獲調査

の結果を図 21011-3に示した。関東の平野部（茨城

県つくば市および群馬県下仁田町）においては、ク

ワコ成虫は 6月と 7～8月頃に増加し、その後一旦

減少した後 10月末～ 11月に多数が発生するという

2～3山型の発生パターンを示し、標高が高い場所

（長野県佐久市）では、 9月に大きな発生のピーク

ヵτあることカfわかった。



のーっとして、運動能力が低く、白くて目立つカイ

コが捕食による影響を受けやすいことが考えられ

る。さらに、野外に置いたカイコの卵は、夏期には

2か月以内に全て消失し、アリをはじめとする捕食

者の活動が低下する秋に置いた場合でも真冬までに

5～ 7割が捕食あるいは持ち去られた。卵がふ化す

る4～5月までには捕食者の活動が活発になること

から、ふ化までにさらに多くの卵が捕食されると予

想され、前年に産まれた卵が翌春にふ化する確率は

非常に低くなると考えられる。

クワコ成虫の発生期は、地域によって差があり、

標高 20mの茨城県つくば市では、 6月、 8月、 11

月に成虫の発生ピークがあり、年 3世代を経過する

ものと推定される。なお、今回のつくば市大わしの

調査では、捕獲数が少なかったが、前年度までと周

辺での調査結果も同様の結果を示している。関東平

野の周縁部に位置し、やや標高が高い群馬県下仁田

町では、 6～ 8月にかけてのピークがはっきりしな

いのと 9月にも発生が見られることおよび晩秋の

ピークがやや早い点がつくば市と異なっているが、

発生回数は基本的には 3回と考えられる。これに対

し、標高 lOOOmの内山峠では、大きなピークは l

つであるが、わずかながら 6月から成虫の発生が見

られ7～ 8月にも小さなピークがあることから、年

2世代を経過するものと推定される。また、 11月の

発生も見られるので、一部は 3世代を経過している

と考えられる。

オ今後の課題

過去にカイコから日本産クワコへの遺伝子浸透が

あった可能性について、ミトコンドリア COI[YII]

遺伝子と核染色体の CAD遺伝子を用いて解析して

きたが、対象とする核遺伝子を増やしてさらに解析

する必要がある。

仮に野生のクワコとカイコが交雑した場合にそれ

を効率的に検出することが求められるため、より効

果的な調査法を検討するとともに、大量のカイコを

廃棄している施設で調査を行なうことなどにより、

その効果を検証することが必要である。

網室内での競合試験については、卵での調査だけ

では騨化するかどうかが不明であるため、次の僻化

幼虫の DNA型を調査するとともに、定期的にクワ

コを補充することで自然条件下での競合を再現しな

がらカイコ型 DNAの消長を調査することが必要で

ある。

力要約

（ア）ミトコンドリア COIおよび染色体上の

CAD遺伝子を DNAマーカーとして調査した結果、

日本産クワコへのカイコからの遺伝子の流入を示す

結果は得られなかった。

（イ）人為的に作出したカイコとクワコの交雑個

体は、網室内や屋内の飼育環境下では継代可能であ

るが、野外に放置されたカイコは速やかに捕食され

て生存できないことから、野外においては、交雑個

体が生ずる可能性が極めて低いことが推定された。

（ウ）クワコは関東地方の平野部では年 3回、標

高の高いところでは年2回の発生であると推定され

た。

キ引用文献

1) Yukuhiro, K et al. (2011). Nucleotide sequence 

variation in mitochondrial COI gene among 147 
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and Genetic Systems. 86 : 315-323. 

2) Yukuhiro, K. et al. (2012). Little gene flow 

between domestic silkmoth Bombyx mori and its 

wild relative Bombyx mandarina in Japan, and 

possible artificial selection on the CAD gene of B. 

mori. Genes and Genetic Systems. 87 : 331-340. 

研究担当者（木内 信＼行弘研司、富田秀一郎、

河本夏雄）



第 2章遺伝子組換え作物と非組換え作物との区分管理技術の開発

( 1 ) 大規模圃場における稲花粉の長距離飛散と自

然交雑の実態把握：香川県

ア研究目的

将来、遺伝子組換え作物が商業栽培された場合に

遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物の交雑を低

く抑えるための圃場の空間的配置・管理手法を確立

するためには農家圃場規模で起こる稲花粉の飛散や

自然交雑の実態を把握することが重要と考えられ

る。本試験では西南暖地の中山間地に位置する稲の

大規模圃場における稲花粉の飛散や自然交雑の実態

を把握するとともに、開花期における風向風速等の

気象条件を観測して花粉の拡散や交雑に及ぼす影響

を解析し、交雑予測手法の予測精度を高めるための

知見の蓄積を図ることを目的とする。

イ研究方法

（ア）試験区の設置と栽培方法

試験は 2011年に近畿～中国四国地域（香川県さ

ぬき市）に位置する稲の大規模栽培圃場である香川

大学農学部附属農場と隣接する農家の圃場において

実施した（写真 22001-1）。試験区は図 22001-1のよ

うに設置した。すなわち試験圃場は高低差のある 4

圃場（A圃場から D圃場）を用いて花粉親区には

水稲ウルチ品種ヒノヒカ リ （A圃場に 25a）を、種

子親区には水稲モチ品種クレナイモチ（A圃場～

D圃場に合計95a）をそれぞれ設置した。A圃場の

花粉親区と種子親区との境界から D圃場の端まで

約 158mであり、上段にある A圃場は西側、下段

にある D圃場は東側に位置していた。なお当圃場

では麦との二毛作を行っているため出穂期の近い当

地の普通期水稲品種を供試材料に用いた。両品種

とも 5月25日に播種、 6月21、22日に条間 33cm、

株間 22cmの栽植密度で機械移植を行った。肥料、

農薬の施用及び水管理は慣行に従い実施した。なお

出穂期はヒノヒカ リで8月26日、ク レナイモチで

8月27日～ 30日であった。

（イ）開花期の気象観測と空中花粉の採集

図22001-1に示した地点に気象観測装置を設置

し、開花期間中の気温、湿度、風速、風向及び降水

量を観測した。各気象データは 10分間の平均値を

記録した。またダーラム型花粉採集器を各圃場に設

置して開花期間中（8月27日～ 9月9日）のウル

チ花粉とモチ花粉の飛散花粉数を調査した。なお、

花粉採集位置は種子親の穂の高さに相当する地上高

85cmとし、プレパラー トは午前8時半～9時に設

置して午後3時～ 4時に回収した。ウルチ花粉とモ

チ花粉の識別はヨード・ヨードカ リ溶液（0.15%ヨー

ド、1.5%ヨードカ リ）染色後に顕微鏡観察で、行った。

（ウ）調査株の採集

収穫期に図 22001-1に示したように花粉親区から

遠ざかる方向、すなわちライン①、②、③上の各地点、

合計30地点で坪刈り (1地点当たり 100株）を行い、

写真22001”1 試験圃場と周辺の作付状況

1）黄枠内は試験圃場を示した
2）写真中の A～Dは圃場名、括弧内は面積を示した
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図22001-1 試験圃場の配置と調査地点

1）・． 交雑率調査地点
2）×．気象観測地点
3）企． 飛散花粉数調査地点

との関係

フイン⑦
調査粒数粒数交雑率（見）

104227 1 0. 0010 
85049 0 0 
94124 0 0 
81637 0 0 
82738 0 0 
88689 0 0 
78685 0 0 
88904 0 0 
109696 1 0. 0009 
104058 1 0. 0010 

花粉親からの距離と平均自然交雑率 （キセニア）

圃場 ラインω ライン＠
調査粒数粒数交雑率（覧）調劃生数粒数交雑率（紛

102844 0 0 91235 3 0. 0033 
108472 0 0 87452 200 0. 2287 
89645 0 0 91085 0 0 
87758 0 0 95677 0 0 
93773 1 0. 0011 79597 0 0 
83545 0 0 77682 1 0. 0013 
96820 0 0 92255 2 0. 0022 
105800 0 0 98118 0 0 
106834 0 0 11227 4 0 0 
104572 0 0 110617 3 0. 0027 

表22001・1

A
A

A
H

ロυ
口
u
R
U
口
U
円
し
円
し

n
u
n
u

距離（m)

10 
20 
39 
54 
69 
79 
109 
119 
139 
149 

1）調査粒数の合計は 2,833,862粒
2）粒数 ：キセニアを発現した玄米粒数
3）全体の平均交雑率＝0.0075% 

花粉親からの距離とキセニアによる平均自然交雑

率との関係を表22001-1に示した。キセニア発現玄

米の調査粒数は l調査地点当たり 10万粒前後であ

り、全調査粒数は 283万 3862粒であった。ライン

①では B圃場において、ライン③では A、D圃場

において、ライン②ではすべての圃場においてキセ

ニア玄米がそれぞれ観察された。特にライン②及び

③では花粉親から 149m離れた地点においても交雑

が観察された。また平均自然交雑率はライン②の

A圃場で最も高く 0.2287%であったが、その他はす

べて 0.01%より小さい値であった。

（イ）開花期の風向風速と空中飛散花粉数

風乾後に脱穀、籾摺り及ぴ l.8mmふるい選を実施

し、精玄米を得た。

（エ）交雑種子の判別

精玄米を対象にキセニアを発現した玄米を目視に

より選別し、調査地点ごとに平均自然交雑率を算出

した。またキセニア発現玄米については花粉親を同

定するために農林水産省中央農業総合研究センター

で開発された米の品種識別法を用いて DNA判定

（ヒノヒカリとコシヒカリを判別）を行った。

F
D
 

ウ研究結果

（ア）花粉親からの距離と交雑率の関係



後で気象状況は大きく変化した（図 22001-2）。すな

わち、 9月4日と 5日の平均風向は西となり、花粉

親区から種子親区に向かう台風前後とは正反対の風

向であった。また平常時（8月29日）及び台風後（9

月4日）における風向の日変化を図 22001-2に示し

た。平常時では昼間は東風、つまり種子親区から花

粉親区の方向へ風が吹いていたのに対し、夜間は西

風、つまり花粉親区から種子親区の方向へ日変化し

ていた。一方台風後には一日中西風、つまり花粉親

区から種子親区の方向へ風が吹いていた。

各圃場における開花中の飛散花粉数を図 22001-3

に示した。A圃場の花粉親区では 8月31日にウル

チ花粉数が最も多く観察され、 lcm2当たり約 2300

個であった。一方種子親区では、 A、B及びC圃場

におけるウルチ花粉数は 9月4日に最も多かったの

に対し、 D圃場では 8月30日に最も多く観察され

た。なおウルチ花粉数は A、D圃場より B、C圃場

で多い傾向を示し、 lcm2当たり約 400個であった。

またモチ花粉数は B、C、D圃場では 8月30日か

ら31日に多かったのに対し、 A圃場では 9月5日

に多く、圃場開で差がみられた。

（ウ）キセニア玄米の DNA判定

キセニアと判定した玄米について花粉親を特定す

るために DNA判定を行ったところ、ヒノヒカリだ

けではなくコシヒカリの花粉に由来する玄米も存在

することが明らかとなった（表22001-3）。特にライ

ン②では花粉親からの距離に関係なくコシヒカリ花

粉に由来する玄米が分布していた。

開花期における風向風速の日平均値及び日降水量

（開花時間である 10時～ 15時で算出）をそれぞれ

表 22001-2に示した。開花期間中の風速の平均値は

2.8m/sであった。平均風向は東が多く（開花期間

中の 78%を占めていた）、種子親区から花粉親区に

向かう風向であった。また開花期間中降雨はほとん

ど見られなかった。ところが9月2日から 3日にか

けて香川県内を台風 12号が通過したため、その前

出穂開花期間中の風向風速及び、降水量

降水量（mm)

0 
0 
0 

0. 5 
0 
0 
0 
0 

0. 5 
32.5 
23.5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

平均風向

東
東北東
東
東
東
東
東
東

東北東
東北東
東北東

西
西

西南西
南南東

東
東

東北東

平均風速（m/s)
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表 22001・2
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1）風向及び風速は 10分間の平均値を計測
2）降水量は積算値
3）各データは 10～ 15時の平均値
4) 9月2,3日には台風 12号が通過
5）風向が東の時は下段から上段方向

2.8 平均
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図22001・2 8月29日 （平常時）及び9月4日 （台風後）における風向の日変化

1)風向 270は西風、つまり花粉親区から種子親区の方向への風
2）風向 90は東風、つまり種子親区から花粉親区の方向への風
3）各プロットは 10分ごとの平均値を示した
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考 察

本研究では花粉親としてヒノヒカリ、種子親とし

てクレナイモチを用いて、香川県内の中山間地にお

ける lha規模の大規制咽での自然交雑の実態を調

査した。なお花粉親区の面積は 25aであった。その

結果、 A圃場における花粉親区と種子親区の境界

から約 20m離れた地点では 0.2287%という極めて

高い交雑率が観察され、また約 150m離れた地点に

おいても交雑が認められた。条件が整えば、花粉源

から最長 600m離れた場所においても交雑すること

が認められている （丹野ら 3））ことから、充分に交

雑が発生する距離であると考えられる。またイネの

自然交雑率は花粉親品種と受粉品種の開花の一致性

及び開花時の風向に大きく影響されることが明らか

にされている（矢頭ら 2））。本研究における両品種

の出穂期差は4日以内であり、開花期の一致は自然

交雑の発生に寄与していたものと考えられる。また、

開花期の風向風速を観測したところ、東風、すなわ

ち種子親区から花粉親区に向かう風が開花期間の

78%を占めていた （表22001-2）。従って、本試験圃

場における卓越風は種子親区から花粉親区に向かう

風向であった。ところが、開花期間中に台風 12号

が通過し、その後3日間は花粉親区から種子親区に

向かう風向に変化した。つまり卓越風の風向は当初

考えていた方向とは正反対であったが、台風の影響

により開花期間のうち 3日程度は予想していた風向

が観測された。このうちの2日間、すなわち9月4日、

5日における各圃場の飛散花粉数を比較すると、 A

圃場の花粉親区内で観察されたウルチ花粉数よりも

A、B、C圃場の種子親区内のウルチ花粉数が多い

エ
A闘場（花粉親区）

9/9 

各国場における出穂開花中の飛散花粉数

D圃場 （種子親区）

A圃場（種子親区）

C闘場（種子親区）

Bl薗場（種子親区）

『・ー ウルチ花粉
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花粉親からの距離とキセニア玄米の DNA判別

距離（m) ライン③

キセニア 品種
粒数 （粒数）

ライン②

品種
（粒数）

ライン①

キセニア 品種
粒数 （粒数）

表22001・3
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傾向を示した（図 22001-3）。このことは、 9月4日、

5日における風向の変化が花粉親区から離れた方向

に花粉の飛散を増やしていることを示していると考

えられる。また 9月4日、 5日の平均風速がそれぞ

れ2.3m/s、2.Sm/sと比較的大きいことも花粉親区

からより離れた地点でのウルチ花粉数の増加に寄与

しているものと考えられる。本研究では、台風後の

9月4日～6日のみ風向が花粉親区の花粉を種子親

区の方向へ飛散させる条件と一致していた。花粉親

であるヒノヒカリの飛散花粉数がピーク時より少な

い時期であるにもかかわらず、種子親との自然交雑

が認められたことは注目すべき結果である。また花

粉親区の面積が比較的大きかったことも種子親区へ

の花粉飛散には有利に働き、これらの組み合わせが

極めて高い交雑率や約 150m離れた地点での交雑に

つながったものと推察される。

一方、本研究では DNA判定の結果コシヒカリ花

粉に由来する交雑が認められた（表22001-3）。花

粉親区に近い試験区周辺におけるコシヒカリ栽培圃

場の面積はいずれも 2a程度であり、出穂期は 8月

8日頃であった。また種子親区の B、C圃場及びD

圃場に近いコシヒカリ栽培圃場における出穂期はそ

れぞれ8月7日及び7月25日であった。試験区に

おけるクレナイモチの出穂期は8月27日～ 30日で

あったことから、両品種の出穂期は 20日～ 30日離

れていた。モチ品種とウルチ品種の出穂期差が3～

4日以内の場合は交雑の可能性が極めて高く、 6～

7日以上の場合は交雑が少ないことが報告されてい

る（鎌形ら 1））。クレナイモチとコシヒカリの出穂

期差が大きいにもかかわらず交雑が認められたこと

は、出穂期後に開花する穂、すなわち遅れ穂の影響

が考えられる。本研究では、周辺圃場におけるコシ

ヒカリの遅れ穂の出現状況を確認できていないた

め、遅れ穂の影響と断定することはできない。しか

しながらコシヒカリに由来する花粉との交雑が認め

られたことは事実であり、今後このような可能性に

ついても検討することが必要であるD

オ今後の課題

（ア）開花期の気象条件と交雑率の関係

本研究では、卓越風の風向は東、すなわち種子親

区から花粉親区に向かう方向であったため、花粉親

区のヒノヒカリ花粉は種子親区に飛散しにくい風向

であったと考えられる。しかしながら、本研究のよ

うに台風等の影響により風向が変化することは充分

考えられる。そのため、台風の影響を受けやすい地

域では、種子親の圃場の周辺で花粉親となりうる圃

場の位置関係を把握しておくことが重要であり、こ

れらの地域における自然交雑の実態に関する大規模

圃場レベルでの知見をさらに収集する必要があると

考えられる。

（イ）コシヒカリ花粉との受精について

自然交雑の頻度が高まるには花粉親と種子親の出

穂期が近いことが重要である。しかしながら、本研

究では出穂期が20日以上異なるコシヒカリ花粉と

の交雑が認められたことから、開花時期の遅い遅れ

穂の影響が示唆された。そのため、遅れ穂の発生状

況と自然交雑との関係に関する実態調査が必要であ

ると考えられる。

力要 約

香川県さぬき市の中山間地に位置する lha規模の

大規模水田において、ヒノヒカリを花粉親、クレナ

イモチを種子親として自然交雑率を調査した。目視

によりキセニアを調査した結果、花粉親から 20m

離れた地点での交雑率は 0.2287%を示したが、この

地点以外では距離に関係なく交雑率は O～0.003%

の範囲であり、花粉親から最も遠い 149m離れた地

点においても自然交雑は認められた。なおこの地点

のキセニア玄米を DNA判定した結果、ヒノヒカリ

花粉に由来していた。開花期間の風向風速を観測

した結果、開花時間である 10時～ 15時の間は東

風、すなわち種子親区から花粉親区に向かう風が約

78%を占め、ヒノヒカリ花粉との自然交雑が起こり

にくい風向が多かった。ただし、台風通過後3日程

度は反対の風向、すなわち花粉親区から種子親区に

向かう風向に変わり、自然交雑の機会は増加したも

のと考えられたD またすべてのキセニア玄米につい

てDNA判定した結果、コシヒカリ花粉に由来する

玄米も観察された。このことは自然交雑に対する遅

れ穂等の影響も無視できないことを示唆しているも

のと推察された。

キ引用文献

1）鎌形民子ら（1990）.水稲探種栽培におけるもち

品種のウルチ化現象第2報品種と自然交雑防
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止方法．千葉県原種農場研究報告.12 1-7. 

2）矢頭治ら（2003）.囲内イネ品種の自然交雑率に

及ぼす出穂期，稗長，品種の差異等の影響の推定．

育種学研究 5（別 2): 222. 

3）丹野久ら（2011）.イネの穂ばらみ期冷温による

不稔発生条件下における隔離距離と交雑率の関

係． 日本作物学会紀事. 80 : 49-58. 

研究担当者（諸隈正裕＼東江栄）

(2) 大規模圃場における稲花粉の長距離飛散と自

然交雑の実態把握 ：佐賀県

ア研究目的

これまでの遺伝子組換え作物の花粉飛散や交雑に

関する研究課題は、組換え作物の開発に伴う小規模

な栽培実験を円滑に行うために必要な’情報を収集す

ることが主たる目的であった。しかし、将来、遺伝

子組換え作物が商業栽培された場合による遺伝子組

換え作物と一般作物との共存をはかるための行動指

針を確立するためには実規模の圃場で発生する花粉

飛散や交雑の実態を把握し、それらの自然交雑を低

く抑えるための圃場の空間的配置・管理手法を確立

することが重要である。本試験では九州の稲作地帯

である佐賀平野で農家圃場を借り 上げ、農家による

一般的な水稲栽培を行った場合のイネ花粉の飛散や

交雑の実態を把握するとともに、交雑予測手法の予

測精度を高めるための知見を蓄積する。

イ研 究 方 法

（ア）基本情報

試験は 2012年に九州北部地域である佐賀県佐

図22002-1 調査地周辺における作付状況

賀市内の農家閏場 (lha）を借用して行った（図

22002-1）。この水田の風上側に花粉親であるウルチ

品種「夢しずく（16a）」を設置し、風下側に種子親

であるモチ品種「ヒメノモチ（84a）」を設置した。

試験地の周辺ではダイズとウルチ品種である「ヒノ

ヒカ リ」が作付けられていた。両品種の播種目およ

び田植え日は同日とし、それぞれ、 5月27日およ

び6月20日に行った。種子親区の収穫は 9月21日

に行った。

（イ）開花期の気象観測と空中花粉の採集

図22002-2に示した地点に気象観測装置を設置

し、開花期間中の気温、湿度、風速、風向及び降水

量を観測した。各気象データは 10分間の平均値を

記録した。またダーラム型花粉採集器を各圃場に設

置して開花期間中（8月27日～9月9日）のウル

チ花粉とモチ花粉の飛散花粉数を調査した。なお、

花粉採集位置は種子親の穂の高さに相当する地上高

85cmとし、プレパラートは午前8時半～ 9時に設

置して午後3時～ 4時に回収した。ウルチ花粉とモ

チ花粉の識別はヨード・ヨードカリ溶液（0.15%ヨー

ド、1.5%ヨードカ リ）染色後に顕微鏡観察で、行った。

（ウ）交雑調査株の採集と交雑種子の判別

交雑調査のために採集したサンプルの位置は図

22002-2に示す。3本のラインに沿って花粉親から O、

3、6、9、15、20、35、49、63、77m離れた地点で

l方形区あたり約 100株ずつ採集した。乾燥、脱穀、

籾摺り後にキセニアを発現した種子を選別した。さ

らにそれらが「夢しずく」との交雑によるものかを

確認するために DNA分析を実施した。分析を委託

したのは以下の 2機関である。

－農研機構・中央農業総合研究センター

種子観 ｜ 花粉親

77 63 49 35 20 15 963 

78 制 so 36 21 16 1074 

I I 111 ライン2 ｜南

I I I lhライン1

． 
．間蜘・
」配
’..慰謝ll・

図22002・2 交雑調査で採集したサンプルの位置
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ウ研究結果

（ア）空中花粉密度の推移

ウルチ性の花粉は 8月 19日から確認され、8月

25日頃に最も高い密度となり、 8月28日頃に低密

度となった（図 22002-3）。これに対しモチ性の花粉

は8月 14日から確認され、 8月20日頃最も高い密

度となったが、 8月25日頃にもモチ性の花粉は再

び密度が高まり、 8月29日頃低密度となった。本

試験ではウルチ性花粉とモチ性花粉の最大ピークが

重複しなかった。

（イ）花粉源からの距離と交雑の関係

採集したサンプル約 297万粒についてキセニアを

マーカーとした交雑種子の選別と DNA分析により

花粉親の特定を行った。花粉親区と隣接する領域で

のキセニア種子の発現率は 0.035～ 0.170%で花粉

親区から離れるほど発現率は低くなる傾向であった

が、花粉親区から最も遠い 77m地点でもキセニア

種子の発現を確認した（表 22002-1）。

1400 ,. ーーー ウノレチ1
輔・圃 ウノレチ2

1200 ト ーーーーモチ3

ーーーーモチ4

t·~ 
ーーー モチ5

塁将 600 品、

！於給、
200 

0 

8/13 8/15 8/17 8/19 8/21 8/23 8/25 8/27 8/29 8/31 9/2 9/4 

図22002-3 空中花粉密度の推移

表22002・1 花粉源からの距離とキセニア種子の関係

探集地 花紛預からの距離（m)

0 3 6 9 15 20 35 49 63 77 

うイン10.035 0.005 0.001 0.004 0.004 0.004 0.002 0.010 0.014 0.017 

うイン10.066 0.012 O.Q12 0.007 0.001 0.007 0.001 0.003 0.002 0.005 

うインj0.170 0.017 O.Q10 0.005 0.007 0.004 0.001 0.006 0.004 0.002 

これらのキセニア種子を DNA分析で花粉親を

特定したところ、花粉親区と隣接する領域での交

雑率は 0.003～ 0.087%となりキセニア種子による

判別より低い交雑率となった（図 22002-4）。また、

DNA分析によって交雑が確認された最も遠い距離

は49～ 50mの地点であった。

エ考察

空中花粉密度の結果から本試験のモチ品種に生育

のばらつきがあったことがわかり、実際に目視での

出穂、日調査においても閏場内でのばらつきを確認し

ている。また、花粉調査前の 8月9日に幼穂調査を

行ったところ表22002-2のょっな生育のばらつきが

あった。そのため、本試験ではモチとウルチの完全

な開花期の一致が得られなかった。これまでの試験

とは異なり、花粉親区からそれほど遠くない 49～

50m地点が最も遠い交雑個体を確認できた地点と

なった。しかし、花粉飛散のピークが約 5日もずれ

ているにもかかわらず、花粉源から約 50m離れた

ところで、 0.002%の交雑が認められたため、遺伝

0.1 

0.09 

ー＋四ライン1

0.07 
圃・ーライン2

~ 0.06 
ー古田ライン3

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

10 20 30 40 50 60 70 80 

花粉親区からの距離（皿）

図22002-4 花粉源からの距離とキセニア種子の発現

頻度の関係

表22002・2 ヒメノモチの幼穂調査 （8月9日）

採集地

ライン1
ライン2

2玉と2
1) ±は SD

幼穂（cm)

夢しずく ヒメノモチ

1.8 ± 1 .3 1 .2 ± 0.3 
3.8 ±2.2 6.6 ±6.0 
2.1 ±0.8 7.1 ±5.2 
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水稲品種を組み合わせて、最も交雑しやすいと考え

られる条件で水稲を栽培した場合の自然交雑率を調

査する。実験の結果明らかになった交雑率の品種間

差は、交雑予測モデルの予測精度を高めるための知

見として活用する。

子組換え作物と一般作物の共存を図るためには水稲

の自然交雑を皆無にすることは困難であるという認

識に立ってルールを作る必要がある（芝池 1)）。

イ研究方法

（ア）試験区の設定

2011年と 2012年に中央農業総合研究センター北

陸研究センター高田圃場（新潟県上越市稲田）にお

いて、花粉親をウルチ性品種、種子親をモチ性品種

とした自然交雑実験を行った。モチ性品種がウルチ

性品種の花粉によって交雑した場合に半ウルチ性と

なって玄米が半透明になるキセニア現象を利用した

実験である。早生、中生、晩生のウルチ性の3品種（あ

きたこまち、どんとこい、農林8号）と、それぞれ

に出穂期が近いモチ性の 9品種（早生グループ：わ

たぼうし、東京藤蔵嬬、ゆめのはたもち、中生グルー

プ：カグラモチ、らいちょうもち、ツキミモチ、晩

生グループ：クレナイモチ、モチミノリ、日野毛嬬）

を隣接して栽培した（図 22003-1)。

過去の気象観測記録から出穂期間の卓越風の方角

を「北」と予測し、風上に花粉親のウルチ性品種、

風下に種子親のモチ性品種を配置した。ウルチ性品

種は 20株× 100畝＝200株、モチ性品種は 2011年

には 3株× 30畝＝90株、 2012年には 6株× 30畝

= 180株で l株 l本植えとした。栽植密度は畝間

30cm、株間 18cmとした。2011年は 4月14日に播

種し、 5月18日に圃場に移植した。2012年は 4月

12日に播種し、 5月16日に圃場に移植した。

（イ）開花特性調査

出穂期を把握するため、各品種目株について出

穂期間中の毎日の出穂数を計数した。穂、の先端が葉

今後の課題

DNA分析は一通り終了しているが、期待されな

い交雑個体が多数確認されていることと、評価が困

難であったサンプルについてもう 一度再分析を行

い、本試験の自然交雑率を確定する。

オ

力要約

農家による一般的な水稲栽培を行った場合の自然

交雑率を調査した。その結果、花粉源となる圃場か

ら離れるほど交雑率は急激に低下し、 20mほど離

れると自然交雑の発生頻度は 0.002%程度まで低下

した。花粉源から最も遠い地点での自然交雑は約

50mであった。

キ引用文献

1）芝池博幸（2006）.「遺伝子組換え作物の社会需

要と食の安全」遺伝子組換え作物の花粉飛散と

交雑：許容しうる交雑率の合意に向けて。遺伝．

60 : 50-153. 

(3) 水稲の自然交雑率の品種間差異に関する調

査：新潟県

ア研究目的

将来、遺伝子組換え作物が商業栽培された場合に

備えて、遺伝子組換え作物と非組換え作物の交雑や

混入を低く抑えるための管理手法を確立する必要が

ある。本課題では、北陸地方において普及している

研究担当者（堀元栄枝つ
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鞘から突出した時点で出穂として計数した。また出

穂期間中、実際に花粉が飛散していた期間を把握す

るためダーラム型花粉採取器を各品種の群落内に地

上高 lmで設置した。ワセリンを塗布したスライド

を毎日 8時に置き 16時に回収することで日中に空

中を飛散してスライドに付着した花粉数を日毎に計

数した。花粉の計数の際には、ヨード・ヨードカリ

溶液により染色し、モチ性とウルチ性の花粉を識別

した。

また 2012年には、開花時刻の調査を行った。各

品種の出穂盛期に当日多数の開頴が観察できそうな

10穂を選び、 9時～ 13時までの問、約 30分おきに

聞いている穎花数を計数した。調査はグループ毎に

出穂盛期の晴天の日を選び2回ず、つ行った（早生グ

ループ： 7月30日と 7月31日、中生グループ： 8

月10日と 8月11日、晩生グループ： 8月26日と 8

月31日）。

（ウ）品種特性調査

品種間差異を示すパラメータ候補として、各品種

目株について l株あたり 5頴花をランダムに選び、

開穎角度、開穎幅、外穎長、病長、雌蕊長を測定した。

登熟後収穫時には、開花調査株と同じ各品種目株

について、稗長、穂長、穂数、不稔率を測定した。

（エ）気象観測

中央農業総合研究センター北陸研究センター高田

圃場の気象観測露場における気象データ（風向・風

速・気温・降水量・相対湿度・日射量）を取得した。

また、開花期間中は試験圃場の花粉親区内に Gill

社製超音波風向風速計 PGW-100を設置し、地上高

lmの風向風速を測定した。

（オ）交雑率調査

花粉親から 3畝（花粉親から 18cm～54cm）の

90株について自然交雑率を調査したD まずキセニ

ア現象により半透明になった種子を目視で選抜した

後、 DNAマーカーを用いて花粉親品種を特定する

ことにより算出した。 DNAマーカーには、 4種類

のSNPマーカーと 2種類の STSマーカーを組み合

わせて用いた。

ウ研究結果

（ア）出穂期の重複

2011年、 2012年ともに概ね早生グループは 7月

下旬、中生グループは8月上旬、晩生グループは 8

月下旬に出穂した（図 22003-2）。花粉親と種子親い

ずれの組み合わせでも出穂期間は概ね重複したが、

その組み合わせによって重複日数は数日ずつ異なっ

た。また出穂時期の重複程度（完全に重なった場合

をlとし、全く重ならなかった場合を 0として計算

した値）は、 2011年と 2012年とで異なっており、

品種の組み合わせによる違いよりも栽培年による違

いの方が大きかった。

また供試したほとんどの品種で、出穂数の推移と

空中飛散花粉数の推移は 2～3日のずれでほぼ一致

した（図 22003-2）。 2012年は 2011年に比べ、空中

飛散花粉数が少なかった。

（イ）開花時刻の品種間差異

2012年の調査の結果、開花時刻は品種や調査日

によって異なっていた（図 22003-3）。

（ウ）出穂期間中の気象条件

両年とも例年通りの卓越風（北～北北西）が観察

された。 2012年は 2011年に比べ、花粉親から種子

親方向へ吹く風の頻度が低く、降雨は少なく、気温

も安定していた（図 22003-4）。

（エ）自然交雑率の品種間差異

供試した 12品種を識別可能な分子マーカーを選

択し、 DNA判定にもとづく自然交雑率を算出した

（表22003-1）。自然交雑率は品種の組み合わせによっ

て異なり、概ね 1%未満であった。ただし、 2011年

のどんとこい♂×ツキミモチ♀の組み合わせでは

1.099%、2012年のあきたこまち♂×東京藤蔵橘♀

の組み合わせでは 1.805%と、これまでの知見の中

でも高い値を示した。

（オ）品種特性の差異

開穎角度、開穎幅、外穎長、蔚長、雌蕊長、稗長、

穂長、穂数、不稔率において有意な品種間差異が見

られたが、どの特性も自然交雑卒との明確な関係は

見いだせなかった（データ省略）。

エ考察

自然交雑率は 0.0～ 1.8%と品種間と年次によっ

て大きく異なることが明らかとなった。また株別に

自然交雑率を計算すると 3%程度の高率を示す株も

存在した。近年の既存の研究（Endoet al. u，芝池

ら 2），矢頭 3））では、自然交雑率は最大でも 1%未

満であり、本研究で得られた自然交雑率は比較的高

いと考えられる。しかし、今木 4）では、ムラサキ
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1.0 －ーーーわたぼうし7β0 1.0 －ーー・東京議蔵稽7／珂 1.0 －ーー・申曲目はたもち7周
・・・わたぼうし7β1 ．．．東京疎蔵書17/31 －・・ゆめのはたもち7β1

0.8 －ーーーあきたこまち7/30 0.8 ・ーーーあ曹たこまち？βo 0.8 －ーーーあきたこまち7βo
・・・ あ曹たこまち7/31 ．．． 晶曹たこまち7β1 ・・' ・・・ 晶君たこまち7βま

0.6 0.6 0.6 

OA OA OA 

0.2 0.2 0.2 

o.o 0.0 o.o 
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 9・：00 10：・00 11:00 12：・00 13:00 

1.0 －ーーーカタラモ'fS/10 1.0 ・ーーーらいちょうもち8/10 1.0 －ーーーツキミモテ8/10
．．．カグラモチ8/11 ・・・らいちょうもち8/11 ・・・ツキミモテ8/11

0.8 －ーー・どんとこい8/10 0.8 －ーー・どんとこい8/10 0.8 －ーーーどんとこい8/10
・・・ どんとこい8/11 ・・・ どんとこい8/11 ．．． どんとこい8/11

0.6 0.6 0.6 

OA OA OA 

0.2 0.2 0.2 

0.0 0.0 0.0 
9:00 10:00 11・：00 12:00 13:00 9・：00 10:00 11:00 12・：00 13・：00 9・：00 10：・00 11:00 12:00 13・：00

10 ・ーーーヲレ寸イモテ8/Z6 1.0 ーーーーモテミノリ8/Z6 1.0 ー－ 8野毛舗8/Z6
・・・ヲレナイモチ8β1 ・・・モチミノリ8β1 ・・・ E野毛舗8β1

0.8 － ・栴号8/26 0.8 一一息嗣号8/16 0.8 一一農融号8/26
・・・ 農韓8号8/31 ・・・ 患綜8号8/31 ．．．． 畢輯8号8/31

0.6 0.6 0.6 

OA -;-〆－－~，’，， ~，ミ，，〆y、hー、e一、E司一：：：一‘『~心司C、、6・‘ b』 OA OA 0.2 ，， 、、・‘、、 0.2 0.2 

0.0 ーーー ， ‘・1l ' 0.0 0.0 

9:00 10：・00 11・：00 12:00 13:00 9:00 10：・00 11:00 12・：00 13:00 9:00 10:00 11：・00 12：・00 13・：00

図22003-3 種子親品種 （淡） と花粉親品種 （濃） における開花時刻

1）縦軸は開花した頴花数、横軸は調査時刻。
2）上段左からわたぼうし、東京藤蔵橋、ゆめのはたもち、中段左からカグラモチ、らいちょうもち、

ツキミモチ、下段左からクレナイモチ、モチミノリ、日野毛嬬
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図22003-4 出穂期間中の気象観測データ

1）左段は花粉親からの風頻度 （棒）と風速 （企）、右段は気温 （線）と降水量（棒）、横軸は日付。
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品種の組み合わせごとの自然交雑率 （%）表22003・1

交雑率（%）

♂あきた♂どんと ♂農林B
こまち こい 号

2012年
交雑率（%）

♂あきた♂どんと ♂農林8
こまち こい 号

2011年

検定数検定数

0.000 

0.002 

0.002 

0.004 

0.009 

0.000 

84,094 

42,878 

63,510 

0.000 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

101,979 

53,770 

81,610 

皇主~二Z

わたぼうし

東京藤蔵嬬

ゆめのはたもち

0.000 

0.001 

0.004 

0.001 

0.001 

0.006 

107,431 

82177 

100,842 

0.000 

0.003 

0.002 

0.006 

0.002 

0.020 

135,339 

116,762 

131,987 

皇主~

カグラモチ

らいちょうもち

ツキミモチ

0.001 

0.008 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

84,296 

71,518 

45126 

0.002 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

130,870 

113,265 

92,949 

盟主~

クレナイモチ

モチミノリ

日野毛嬬
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ぼす他の要因としては、開花時刻の重複度、不稔率、

気象条件等が考えられる（水口ら 5).6））。本研究で

はこれらの要因を定量的に測定しているため、各要

因が自然交雑率に及ぼす影響の大きさを数値化する

ことが可能である。その結果にもとづき、少ない説

明変数で自然交雑率の最大値を予測できる頑強なモ

デルを構築することができると考えられる。

To 
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オ今後の課題

自然交雑率に影響を及ぼす要因として、出穂期の

重複度、開花時刻の重複度、不稔率、気象条件を説

明変数として用いた解析を行う。この解析により、

出穂期の重複度等、既存のデータベースから入手可

能な説明変数を使って自然交雑率の最大値を予測す

るモデルを構築する予定である。

0.9 

図22003・5 自然交雑率と出穂期重複度との関係

1) 2年分の結果。プロットの文字は品種略名。
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力要約

花粉親として出穂期の異なるウルチ性の 3品種と

種子親として花粉親それぞれに出穂期の近いモチ性

の3品種、計9品種を用いて、自然交雑率の品種間

差異やそれに影響を及ぼす要因を解析するための圃

場実験を 2年間行った。その結果、自然交雑率は O

～ 1.8%と品種間と年次によって大きく異なること

が明らかとなった。自然交雑率に影響を及ぼす要因

としては、出穂期や開花時刻の重複度、不稔率、気

象条件等が考えられた。
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イネ♂と日本晴♀の自然交雑率は最大で4.51%であ

り、本研究の結果と同程度であった。

自然交雑率と出穂期重複度との関係を見ると、出

穂期の重複度が低い株は必ず自然交雑率が低く、出

穂期重複度が高い株は自然交雑率が高いものもあれ

ば低いものもあった（図 22003-5）。このことは、あ

る一定以上出穂期が重複すると自然交雑が生じる

が、例え出穂期が重複しても気象条件や品種特性等、

他の要因の影響により自然交雑が生じない場合もあ

るということを示している。自然交雑率に影響を及
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(4) 水稲の自然交雑率の品種間差異に関する調

査：茨城県

ア研究目的

将来の遺伝子組換え水稲の商業栽培に備えて組換

え水稲と非組換え水稲の共存を図るためには、農家

圃場規模で発生する花粉飛散や自然交雑の実態を把

握することが重要である。近年の研究により、いく

つかの品種については自然交雑の実態が明らかにな

りつつある。しかし、我が固における多様な稲作を

考慮すると、より多くの品種を対象とした自然交雑

率の調査が必要である。本研究では水稲の自然交雑

率にみられる品種間差異を明らかにするとともに、

交雑予測手法の精度向上に資する知見の蓄積を図る

ことを目的とする。

イ研究方法

（ア）栽培品種と圃場配置

2011～2012年の 2年間にわたって、 農業環境技

術研究所（茨城県つくば市）の精密水田において、

以下の 9品種組合せを栽培した（図 22004-1）。キセ

ニアによる交雑種子の選別を行うために、花粉親に

はウルチ品種、種子親にはモチ品種を採用した。

a 早生区

花粉親：あきたこまち

種子親：わたぼうし、東京藤蔵嬬、ゆめのはた

もち

b 中生区

花粉親：どんとこい

種子親：カグラモチ、らいち ょうもち、ツキミ

モチ

c 晩生区

花粉親：農林8号

種子親：ク レナイモチ、モチミノリ、日野毛嬬

2年間に行った主な農作業は以下のとお りである

（表22004-1）。

（イ）開花期の気象条件

開花期の気象条件を把握するために、圃場中に気
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（エ）交雑に影響を及ぼす形質

交雑に影響を及ぼすと考えられる形質として、罰

当たりの花粉数、穂当たりの小花数、株当たりの穂

数、樟長、穂長、不稔率などを調査した（図 22004-

2）。

（オ）交雑種子の判別

種子親から採集した精玄米のうち、キセニアに着

目することにより交雑種子を選別した。また、それ

らが想定される花粉親品種との交雑によることを確

認するために DNA分析を実施した。

象観測装置（WeatherHawk232）を設置し、気温、

湿度、風速、風向、降水量を観測した。

（ウ）開花の推移

花粉親品種と種子親品種の開花期を正確に把握す

るために、品種毎に調査株を定め（各 10株）、出穂

する穂数の経日変化を記録した。また、ダーラム型

花粉採集器を設置し、開花期間中の空中花粉を捕集

した（地上高 lm）。

ウ研究結果

（ア） 2011年の気象条件と開花の推移

7月下旬～ 8月上旬にかけて天候が悪く（図

22004-3左）、早生区の開花が間延びあるいは遅延し

た（図 22004-3左）。そのため、早生区の開花期終

盤と中生区の開花期序盤が重複した。また、 8月19

日には激しい降雨の後、低温の日が4日間ほど続い

た。調査地点において交雑を促進する風向は南東

(135。）で、イネが開花する 9時～ 15時に観察され

た風向には北東（45°）～南 (180。）が多く、交雑

が発生する条件が満たされていた（図 22004-3右）。

この間の平均風速は 0.5m/s以下の日が多かった。

花粉親と種子親の開花が同調したのは早生区では

「あきたこまち×ゆめのはたもち」、中生区では「ど

んとこい×ツキミモチ」、晩生区では「農林8号×

クレナイモチあるは日野毛嬬」であった（図 22004-

4）。

（イ） 2012年の気象条件と開花の推移

主な農作業の記録

2011年： 2012年

播種目｜ 4月11日 ~ 4月13日

移植日｜ 5月26日 ： 5月24日

開花期 17月28日～8月29日；7月29日～8月24日

収穫日 19月20日と10月3日： 9月20日と10月3日

表22004-1

卜 ← 平均風向ID(360度） ｜｜一← 平均鹿速ID(mis) I 
360 4 

晩生区の栽培風景（2011)

ト ←日降水量 （mm) I 
T T T 140 
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9品種組合せの自然交雑率は、 2011年は 0.007%

（あきたこまち×東京藤蔵嬬）～ 2.302%（農林8号

×モチミノ リ）、 2012年は 0.002%（あきたこまち

×わたぼうし）～0.267%（どんとこい×ツキミモチ）

の範囲で変異した （表22004-2）。 農林8号×モチミ

ノリの組合せで観察された 2.302%という自然交雑

率は、他の組合せと比較して桁違いに高い交雑率で

あった。

花粉密度の推移と繁殖や生育に関する諸形質

の結果については、末尾の別図と別表を参照

※ 

2011年と 2012年に観察された自然交雑率の関係

を図 22004-7に示した。2か年の自然交雑率が似て

いると、右上から左下の線上に点がプロッ トされ

-532-

7月中旬に強い雨が降った後は、開花期を含めて

8月末まで晴天が続いた（図 22004-5左）。 気温も安

定しており、雨もほとんど降らなかった。また、開

花期間中、花粉親から種子親への花粉飛散を促す南

風（180。） が卓越した （図22004-5右）。 この期間

の平均風速については、前半は 0.5m/sを上回る日

が多く、後半はそれを下回る日が多くなった。2011

年と比較すると、交雑の発生に好適な気象条件で

あったと考えられる。

早生区の開花期は 7月28日～ 8月14日頃、中生

区は 7月31日～ 8月 15日頃、晩生区は 8月8日～

22日頃であった （図22004-6）。開花期間中の天候

が安定していたこともあり、各品種の開花は概ね順

調で、花粉親と種子親の開花はよく同調した。

（ウ）自然交雑率
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る。全体としてみると、 0.05%～ 0.5%の範囲にば

らつく点が多い。線から外れる点としては、 a)

たぼうし（2011）、 b）東京藤蔵嬬（2012）、 c）モチ

ミノ リ （2011）の 3点が注目に値する。 2011年に

高い自然交雑率が観察された。a）と c）は、どち

らも開花最盛期に低温や雨に遭遇しており、交雑率

を高める要因として検討する必要がある。逆に、 b)

は2012年に自然交雑率が高まっている。花粉親と

種子親の開花の同調性という視点から見ると、 2012

年の方が2011年よりも同調性が高く、この点も交

雑率を高める要因のひとつとして検討する必要があ

わ
<DNA> 
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考 察

（ア）水稲の自然交雑率

囲内で行われた水陸稲の自然交雑に関するデータ

品種や気象条件によるぱらつきはあ

エ

2011年交雑率（%）

図22004-7 2011年と 2012年に観察された交雑率の

比較

を総合すると、
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は自然交雑率が高くなる可能性がある。

（ウ）キセニアをマーカーとした手法の有効性

キセニアをマーカーとして利用した交雑率調査で

は、 1) ウルチ品種（花粉親）からモチ品種（種子

親）への花粉の流れを推定していることになる。一

方、2）モチ品種（花粉親）からウルチ品種（種子親）

への花粉の流れについては、キセニアをマーカーと

して利用できないことから、研究の蓄積が乏しい。2)

の交雑率については、ウルチ品種とモチ品種の正逆

交雑の稔性や両品種の花粉数等が著しく異なること

が明らかでない限り、 1) と同等であると想定する

のが妥当と考えられる。

オ今後の課題

水稲の自然交雑率は多くの要因が複雑に絡み合っ

た系であるために、ある年の自然交雑を高くする、

あるいは低くする要因を特定することが困難な場合

が多い。天候不良のように、あらかじめ予想するこ

とが難しい状況に対応した研究手法を検討する必要

がある。

約要力

るものの、花粉親に隣接する株の自然交雑率の最大

値は約 2%である（芝池・吉村 1））。本研究におい

ても、 1%を越えるような高い値が観察されたのは

2011年の農林8号とモチミノリの l例のみで、そ

の他は概ね 0.05～0.5%の範囲に収まった。芝池－

吉村 1）によると、自然交雑率が 1%を越えるような

事例はわずかで、例外なく交互畦や小さな圃場にお

いて得られた試験結果である。一般的な大きさの農

家圃場では（例えば50a）、 0.005%の自然交雑しか

発生しないことが明らかにされている（根本ら 2））。

（イ）自然交雑率を高める要因

自然交雑を促す要因としては、気象的要因（低温

による雄性不稔などを含む）や環境的要因（隣接し

て栽培される別品種の圃場との距離や開花期の同調

性など）、生理的要因（開穎時間や角度、荷の裂聞

など）が関与していると考えられる。本研究におい

ては、わたぼうしとモチミノリの 2例で、天候不良

との関係で高い自然交雑率が観察された可能性が疑

われた。鎌形ら 3）は、 1988年にツキミモチで 1.30

～9.10%の高いうるち粒混入を観察した。報告の中

で、この年は低温と日照不足等による出穂や開花の

乱れが発生し、例年と比較して異常に高い自然交雑

率が観察されたことを記載している。天候不良年に 2011～ 2012年の 2年間にわたって、水稲の 9品
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別表繁殖や生宵に闘する書留倍賞 T T 下一一 T T l 一「
2011 

品 積 前平当E紛た敏りの 穏小当花た歎りの 株当たりの 樟長 穂長
事邑冒皮 (cm) 【cm)

あ曹たこまち 1142.3 10.5 793 18.6 

わたぼうし 1163.7 112.4 8.8 70.4 21.0 

ゆ東曲京目高は蔵た申も書ち
1 ’：：：~ 19’~－~ 

9.5 95 5 21.5 

93 92.2 21.0 

どんと」い 1 O包7‘。 11.5 69.7 16.6 

カグラモチ 官276.7 145.4 e。 91.6 240 

らも、ちょうもち 1647.7 128.4 ’03 
81.1 23.9 

ツキミモチ 市363.3 117.1 ’之7 85 7 23.1 

鹿林8骨 1419.7 9.9 85.7 21.2 

。レナイモチ ’162.7 87.8 122 79 8 19.3 

モチミノリ 官019.7 90.5 ’07 728 23.4 

日野毛織 1551.7 929 88 99 7 21.8 

種組合せについて自然交雑率を調査した。全体と

してみると、 0.05～0.5%の範囲に収まるものの、

2011年の農林8号とモチミノリの組合せで 2.30%

という高い値が観察された。交雑を高めた要因とし

て天候不良との関連が示唆された。

キ引用文献

1）芝池博幸・吉村泰幸（2005）.「遺伝子組換え作

物の生産と環境影響評価の現状と課題」遺伝子組

換え作物の生態系への影響：白殖性作物の花粉飛

散と交雑．農業および園芸． 80 : 140-149. 

2）根本博雄ら（1974）.稲精品種種子への梗粒の

混入について茨城県農業試験場研究報告. 15 : 

1-12. 

3）鎌形民子ら（1990）.水稲採種栽培におけるもち

品種のうるち化現象第 2報品種と自然交雑防止

方法．千葉原農研報. 12 : 1-7. 

研究担当者（芝池博幸つ

(5) 遺伝子組換え稲を想定した空間的管理手法の

開発：景観スケールで発生する交雑及び混入の評

価・予測システムの開発

ア研究目的

遺伝子組換え体作物の栽培面積はアメリカやヨー

ロッパの一部の国々だけでなく、発展途上国でもど

んどん大きくなっている。日本の基幹作物である稲

については、中国が遺伝子組換え体イネ品種を実用

化して栽培を始めている （Ronget al. 1＞）。 しかしな

がら、ヨーロッパ共同体で評価が行われたように

(Messean et al. 2＞）、遺伝子組換え体作物を栽培に

あたってはその環境影響評価を十分に行う必要があ

る。本課題では、将来、遺伝子組換え稲が商業栽培

された場合に遺伝子組換え稲と非組換え稲の交雑を

低く抑えるための水田の空間的配置及び品質管理の

2012 

軍事章車 務花当粉た敏りの 穏当たりの 樟当稽た歎りの 1 樟長 穂長 本格車
〈%｝ 小平E敏 (cm) (cm) 〈%〉

1市.7 80 7 20.0 

’0.3 116.3 9.5 71.0 2’.5 12.9 

31.6 99.2 

，：~ 一一：：一75 一｛

22.4 

2’：： 36.6 107.5 20.1 

120 694 19.2 

26.8 ’48.8 12.6 96.8 22.，・ ’7.6 
19.9 ’070 9.8 87 7 23.3 16.3 

20.3 116.8 105 859 227 ’1.4 
12.5 78.6 20.2 

19’ 116.3 154 69.9 2。z 22 3 

20.8 992 108 95 6 2市.1 22.4 

18.9 ’05.7 93 858 23.4 24.2 

ための手法を確立する。その一環として、遺伝子組

換え作物と非組換え作物の共存政策のために、花粉

飛散交雑予測シミュレーションモデルを構築し、我

が固における農業生産の実態を踏まえた交雑及び混

入の評価・予測システムを開発し、各種交雑抑制策

の効果の評価も可能なシステムへと発展させること

を目的とする。

以上より、品種聞の交雑率ある地域に遺伝子組換

え体稲を導入する際に、非組換え体稲との交雑を最

小化するためには地域内のどの領域（圃場）に遺伝

子組換え体稲を栽培するべきかを評価・予測するシ

ステムを開発する。同時に、距離による隔離や開花

期調整、圃場の集団化等の交雑抑制策を講じた場合

の交雑抑制効果の評価を可能にする。また、より他

家受粉しやすい作物を対象と した評価・ 予測を行う

ために、自家受粉率の品種間差を取り扱えるように

システムを拡張する。

イ研究方法

地域スケールでの花粉飛散交雑予測を行うため

のシステムの概要を図 22005-1に示す。本システ

ム全体のシステムは個々のモデルは、本プロジェ

クトの前身プロジェクトで作成されたものであり

(Yonemura et al. 3l）各種交雑条件やデータ（気象

デー夕、開花デー夕、田圃場環境 GISデータベー

スからドナーレシピエントの圃場分布）を用いて、

地域スケールでの花粉飛散交雑率を求めて、平均的

な交雑率を算出するものである。

本研究課題につながる一連のプロジェクトでは、

主に物理的要因をもとにしたモデル化を行ってき

た。また、隔離距離などを設定して平均交雑率を求

められるようにモデルを作成した。

最近の 2年間で、以下のような生物的要因を含ん

だ過程について改良を行った（図 22005-2）。

。品種ごとの花粉パラメータを入れて、品種による
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｜気象データ圃亙ヨ1~·環境G崎
ヲ・ー・，.，.、ー－;11,

巨回

~ 
レシピエント
園場からド
ナーから隔離
距離肉にある
領域を省く主プログラム

交雑率分布

雑

b

交

釘

均

例

M

平
率
引

l… 平均交雑率を算出

隔離距離
設定平均
交雑率例
0.0008% 

図22005-1 システムの見取り図

交雑率の大きさの違いを考えたモデル化を行っ

た。

。ドナーおよびレシビエントの開花日のずれを入れ

られるように改良を行った。

品種による交雑率の大きさの違いを考えたモデル

化は、以下のように行った。

lつの小花の交雑確率 hは、以下の式 (1）で得

られると仮定する。

h = DI (R + D) (1) 

ここで、 Dは小花の雌花付近におけるドナー由来

の空中花粉濃度、 Rは同じ場所のレシピエント由来

の空中花粉濃度である。Dは気象条件やドナーの開

花条件が入っているシミュレーションから得る。R

は白花自身の雄花から、小花の開花時に落下するも

のが卓越すると仮定する。この Rを開花初期自家

花粉濃度と呼ぶ。各小花の交雑は独立した事象であ

ると仮定すると、ある時刻におけるレシピエント群

落の平均交雑確率は、 hに等しくなると考える。時

刻iにおける開花粒数を Niとすると、時刻 iにおけ

るレシピエント群落の交雑粒数の期待値 Giは、 Gi

=hi× Niとなり、シーズンを通したレシピエント

群落の平均交雑率 Hは、以下の式（2）で得られる。

H = IGi I INi ＝ヱ（hi * (Ni I INi) ) (2) 

ここで、hiは時刻 iの交雑確率であり、シミュレー

ションによって (1）式から得られる。Ni/SNiは、

時刻 iにおける開花穂数の比率で、圃場での観測値

から得る。シーズンを通したレシピエント群落の交

雑率は、これらの値の積を合計することによって得

られる。今回の検討では、モデルで得られる交雑率

と、実測された交雑率から、品種ごとの Rを推定

した。品種ごとの Rの普遍性について検証するた

めに、 Rと品種特性値との関係を検討した。

一方、交雑率推定システムを用いて各要因を相対

的に変えて全国地点（5地点つくばみらい、雫石、

大潟、讃岐、久留米）で、交雑率の変動の計算を行った。

交雑率には気象（特に風向と風速）が交雑率の大

きさを決める重要な要因になっている。これまでの

一連のプロジ、エク トでは集中実験での気象データを

用いていたが、各地点における長期間の気象条件に

応じてどの程度交雑率が変化するかという評価が必

要である。そこで、本課題では、全国の交雑実験地

点近傍の気象観測官署（地方気象台およびアメダス

地点）の気象値を用いた。モデルに供するには 1時

間ごとのデータが必要であるが、 1991年以降のデー

タが利用できるため 1991年から 2000年までの 20

年間について開花日を 7月～ 9月半ばまで 82日間

変えた。開花パターンについては、 2005年の集中

実験のもの、ドナーレシビエント分布に関しては、

第2編第 2章（6）よりドナー 30%、レシピエント

70%をランダムに配置させたものを用いた。

品種の差は品種による花粉放出パラメータ Asを

変化させることによって行った（図 22005-2）。開発

したモデルでは、交雑率は、品種ごとに Asを決定

し、これに開花穂数および気温の変化率 （ただしプ

ラスの場合のみ）を乗ずることで、決定を行った。

Asパラメータ決定に際しては、これまでに本プ

ロジェクト他課題でデータが得られている 2011年

度の夏に集中実験で得られている交雑率結果を用い

て行った。

ウ研究結果

Rと品種特性値の関係を図 22005-3に示す。
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開花日のずれと交雑率の変化図22005-4Rと品種特性値の関係図22005-3

えて全国地点（4地点 雫石、大潟、讃岐、久留米）

で交雑率の変動を求めた結果を図 22005-4に示す。

圃場の角度を変化させても 10%程度の交雑率の変

化しかなかった。これは他課題から提供されたド

ナーおよびレシピエン トの圃場分布がランダムに配

置されていることを示していると考える。20年間

の気象データを用いて計算された交雑率は、地点に

よって異なる。大きい交雑率は、風速が大きく、雨

。品種ごとに得られた初期自家花粉濃度パラメータ

は品種特性の演算で得られる「開穎角度×外穎長」

に関係することが明らかとなった。

。すなわち、モデルから得られた品種による交雑率

の高低を表すパラメータは、 実測で得られた品種

ごとの「小花の開花空間量」と関係することが示

された。

交雑率推定システムを用いて各要因を相対的に変
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計算された交雑率の分布 （大潟）

がない（降雨時には交雑しない）場合であり、小さ

い交雑率は逆の条件の場合に計算された。最小と最

大で 3～ 10倍程度であった。おおむね交雑率は正

規分布的に分布し（図 22005-5に大潟の例を示す）、

標準誤差は 20%程度であった。シーズン内での交

雑率の標準誤差は 8～ 20%程度であった。

品種ごとのパラメータを変えて、早生、中生、晩

生それぞれについて交雑率の変動要因を調べたとこ

ろ、 2倍程度の差が生じることがわかった。

また、開花日のずれが交雑率に与える影響を、図

22005-4に示す。2日以内の開花日のずれでは大き

な交雑率の変化はない（20%以内）が4日以上のず

れがあると、交雑率は急激に減少した。

工考察

交雑率は本モデルで組み込んだように様々な要因

によって変動する。気象要因については、 20年間

の気象データを用いて、本システムモデルから交雑

率がどの程度変動するか見積もったが、気象データ

は異常気象などの名前が示すように発生確率を推定

することは非常に難しい。しかしながら、本課題で

評価を行った標準誤差（偏差）を考えた正規分布に

より、気象的要因による交雑率の増大の危険度を大

まかに示すことができる。

本課題で評価された花粉パラメータは品種によっ

て大きく異なり、開花日のずれなどなどを合わせる

と実際の栽培においては大きな変動要因となること

を示している。また、ドナーが近傍の風上にならな

いように圃場を配置することが重要であるが、気象

条件の予測や制御は難しい。組換え体稲栽培の際に

表22005・1 要因と交雑率の変動率

要因 変動範囲 変動の大きさ
（標準誤差）

物理的要因
圏場角度 0 360。 10% 

隔離距離 2m 20% 

気象20年間 年間（82日）の交雑率 30% 

生物的要因
品種要因 3種3反復（早生、中生、晩生） 72% 

開花日のずれ 4日で4地点の平均 60% 

は近隣の非組換え稲と開花日をずらす処置が、隔離

距離以上に最も効果的であることを表 22005-1は示

している。

オ今後の課題

本課題が行われた 2年間では、品種パラメータな

とごのモデル化を行ったが、多様な一部の品種の一部

についてのパラメータを行っただけであり、更に精

織な実験に基づ、いたパラメータ化が重要となってく

る。実際の組換え体稲栽培に際しては、隔離圃場で

実品種の花粉モニタリングに よるパラメータ決定な

どが実際的である。

力要約

これまでの一連のプロジ、エク トで作成された地域

スケールでの稲花粉交雑率推定システムをもとに、

花粉パラメータを改良することにより、さらに改良

を行った。これまでに得られている気象データを気

象官署のデータ 20年間にわたるデータに拡張し物

理的要因と生物的な要因がどの程度交雑率の変動に

影響するかの評価を行った。気象は立地条件を除け

ば予測が難しため、変動率を考慮しながらも、生物

的要因によって、数倍の変動があることわかった。

品種によって大きく花粉パラメータは異なり、開花

日のずれなどなどを合わせると実際の栽培において

は大きな変動要因となることを示している。組換え

体稲栽培の際には近隣の不組換え稲と開花日をずら

すのが隔離距離以上に最も効果的である。

キ引用文献
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研究担当者（川島茂人ヘ米村正一郎）

(6) 遺伝子組み換え稲を想定した空間的管理手法

の開発 ：圃場環境 GIS-DBの構築と評価・予測

システムの開発等への応用

ア研究目的

我が国の水稲栽培は、様々な気象条件、品種、そ

して栽培規模において行われている。将来、国内に

おいて遺伝子組換え稲が栽培された場合に向け、こ

のような様々な条件下での組換え・非組換え作物問

の交雑を予測し、基準値を超えない様に制御する技

術が必要とされる。そのためには、圃場単位ではな

く、景観スケールでのシミュレーション計算が必要

とされるが、それには気象データや品種特性、さら

には大型計算機の利用が必要であった。

そこでこれまでに、地理情報システム（GIS）を

用いることにより、交雑リスクを簡便に推定する

ための指標を算出するために、圃場環境 GISデー

タベース（GIS-DB）を作成し、これらを用いて交

雑率推定指標の算出手法を確立した（Yonemuraet 

al. il）。しかし、この指標の算出には時聞がかかる

とともに、交雑率との相関関係が有意ではあったも

のの相関係数が低かった。そこで本研究では、交雑

率推定指標の算出を効率化するとともに、高精度化

を試みることとした。

イ研究方法

（ア）圃場環境 GIS-DBの構築

本研究では圃場環境 GIS-DBを構築するために、

1/2500地形図を元データとした細密GISデータセッ

トと、農林水産省の第4次土地利用基盤整備基本調

査を利用した標準 GISデータセットを作成してい

る。これまでに、日本各地の高緯度から低緯度地域

までデータを作成してきたが、香川県さぬき市およ

び佐賀県佐賀市を対象の細密 GISデータセッ トを

構築し、さらに様々な環境での適応をはかる（図

22006-1）。構築したデータセットについては、第 2

編第 2章（5）においてシミュレーション計算に用

いることとした。また、細密 GISデータセットを

凡例
・・ 広葉樹林
・・ 針葉樹林
・・ 混在
仁コ 回

・・ 畑
Eコ 果樹園
仁コ その他の樹木jUj

Cコ 竹林
Eコ笹地
Cコ 公園
Eコ 芝地
Cコ 圏庭
にコ 河川構造物
Eコ荒地
巳コ 建物用地
Eコ 道路

鉄道敷地
高塔

Cコ 墓地・記念碑等
Cコ材料置き場
Eコlilt土部
Cコ 砂地
亡コ 空白
亡コ 湿地
・・ 水部

図22006-1 佐賀市の細密 GISデータセット
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構築済の関東地方の 11地区を対象に標準 GISデー

タセットおよび圃場環境 GISデータセットを構築

する。

（イ）交雑率推定指標の計算効率化・高精度化

上記の圃場環境 GIS-DBを用いた指標の計算に

は、オープンソースの GISソフトウェアである

GRASS-GISを用いてきたが、指標の算出に時聞が

かかる問題があった。そこで、圃場環境 GIS-DBを

作成に使用している PostGISを利用して、指標を

高速に算出するためのスクリプトを作成することと

した。

また、指標の算出にあたっては、 GM水稲が一定

の割合で作付けされた場合を仮定し、 GM・ 非GM

ほ場の接線長と非 GMほ場の面積を用いて算出し

たが、新たに風向の影響を考慮することにより、高

精度化を試みた。さらに、 GM水稲の作付け率にか

かわらず潜在的な交雑率リスクを評価する指標につ

いてf食言すを行う。

（ウ）交雑率推定指標の検証

これまで交雑率推定指標の算出にあたっては、前

述の通りほ場をランダムに選択しておこなった。し

かし、この選択の違いにより、指標がどの程度の変

動がするかについては検証してこなかった。そこで、

細密 GISデータセットが構築済の関東地方の 11地

区を対象として、ランダムな選択と指標の算出を繰

り返すことにより、どの程度のばらつきが見られる

かを干食言すした。

また気象条件については、ほ場面積や形状の影響

を検証するために、全ての地域について同一条件で

シミュレーション計算を行ってきた。そのため、気

象条件が変化した際に、指標がそれを反映するか不

明であった。しかし、現実の土地利用を用いると、

圃場の形状や接線長により気象条件に対する応答が

異なると考えられるので、指標の有効性を検討する

には不適当である。そこで、仮想のモデル土地利用

を用いて風向・風速を変化させた場合のシミュレー

ション計算を行い、気象条件が変化した場合におい

ても交雑率推定指標の有効かどうかかを検証したD

さらに、これまで指標の算出は 3×4kmのグリッ

ドを一つの単位として行ってきた。しかし、対象と

するグリッドのサイズが大きければ含まれるほ場の

空間特性は多様になり、小さければ均一になる。こ

のことは、計算をおこなうグリッドサイズに依存し

て、指標の値が変化することを意味する。指標の算

出をおこなうにあたっては、グリッドに含まれるほ

場の特徴が均一に近く、一方で隣接するほ場とは異

なることが望ましい。そこで、グリッドサイズを変

更した場合の交雑率推定指標の変化について検討を

行い、評価を行うにあたって適切な空間スケールを

キ食言すした。

ウ研究結果

（ア）圃場環境 GIS-DBの構築

香川県さぬき市を対象として細密GISデータセッ

トの構築を完了した。対象地域内の水田面積率は

54.3%、水田ポリゴン数は 4572、平均面積は 13.2a

であり、一筆の面積は小さかった。佐賀県佐賀市に

ついては、今後の作業の効率化を図ることを目的と

して、佐賀市が販売している DMデータから水田

データのみを抽出し、水田ポリゴンの作成をおこ

なった。対象地域内の水田面積率は 43.7%、ポリゴ

ン数 1894、平均面積27.7aであり、一般的な圃場整

備後の水田地帯の特徴を示した。

関東地方 11地区については、標準GISデータセッ

トを作成し、圃場環境GISデータベースに格納した。

これらの成果から、シミュレーション計算に必要な

GM・ 非GM圃場の位置に関するデータを作成可能

である。

また、標準 GISデータセットの元データとなる

農林水産省第4次土地利用基盤整備基本調査につい

ては、日本全国について圃場環境 GISデータベー

スに格納を完了した。

（イ）交雑率推定指標の計算効率化・高精度化

圃場環境 GIS-DBから PostGISを用いて交雑率推

定指標を高速に計算するためのスクリプトを、ス

クリプト言語である Pythonを用いて作成した。こ

のスクリプトは GM水稲の圃場率、計算反復回数、

計算を行うグリッドサイズを指定することを可能と

したD

指標算出の際の風向の考慮については、風向係

数wを定義した（数式 1）。乗算の前の項は風向と

GM・非 GM圃場の位置関係を示し、後の項は風向

とGM・非 GM圃場の接線方向の関係を示す。この

係数をシミュレーション計算に用いた風向を用いて

9時～ 13時まで 1時間毎に計算し、その平均値を

交雑率推定指標に乗ずる事とした（数式 2）。風向
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計数を考慮した場合と考慮した場合と考慮しない場

合の、平均交雑率との比較を図 22006-2に示した。

一筆毎に算出した指標について対象範囲内の平均値

を求め、平均交雑率との相関を見た場合、 R2は0.383

から 0.730へ高くなり、評価の精度を高めることが

できた。

W=  cos（θw~）＋ I × I sin（θwーの｜ ( e1-::;,. Tr) 
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線の方向を、 θcが接線の重心と非GM圃場の重
心の方向である

,./ TangentGM nonGM 1nα・ex= w_. __ 
日開 AreanonGM 

数式2 風向計数 wを組み込んだ交雑率推定指標の計

算式

叱聞は、 9時か ら13時までの風向計数の平均
値、 TangentcM一nonGA，は GM・非GM圃場の接線長、
Areanor wは非GM圃場の面積で、ある。
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図22006・2 関東地方 11地区における風向を考慮し

た指標と推定交雑率の関係

次に、作付け率にかかわらず潜在的な交雑率を評

価する指標については、ランダムに選択したほ場に

ついて、

（周囲のほ場との接線長） ／ （ほ場面積）

を算出した。これまでの指標については、 GM・

非GMほ場を対象として、 GMほ場との接線長と非

GMほ場の面積から算出したが、この指標について

は、 GM・ 非GMを問わず、選択されたほ場とそれ

に接するほ場の接線長を用いた。この指標を交雑リ

スク指標とし、水稲ほ場の選択率を 30%から 15%

刻みに 90%まで増加させた場合と、全てのほ場を

対象とした場合について、推定交雑率との相関関係

を表22006-1に示す。交雑リスク指標と推定交雑率

の聞には有意な関係が認められるとともに、 90%ま

ではほ場の選択率が増えるに従い相関係数が高くな

る傾向が認められた。

（ウ）交雑率推定指標の検証

（イ）において作成したスクリプトを用いて、関

東地方 11地区を対象に GM圃場率 30%でランダ

ム選択し指標の算出を 100回繰り返した結果を図

22006-3に示す。図22006-3のエラーパーは標準偏

差であるが、交雑率推定指標の値に比べ小さくなっ

た。このことから交雑率推定指標は、ほ場の選択に

よる変動は小さく、対象とする地域について代表性

を持つことが明らかとなった。

風向・風速の影響を考慮するためのモデル土地

利用の作成については、ほ場整備後の標準的な構

成を参考に一筆の大きさが30× 100(30a）のほ場

と、それが20筆集まったほ区を想定し、約 lkm×

lkmのデータを作成した。これを利用して GMが

30%作付けされた場合のデータを作成し、風向 O度

表22006-1 景観スケールでの交雑リスク指標

R2 

0.383 

0.729 

0.278 

0.637 

｜交雑率推問時
玄雑宅推定詣標（風I向考慮）
交雑リスク指標（30九）

交雑リスク指標（45%)

交雑リスク指標（60出）
交雑リスク指標(75%)

交雑リスク指標ー（90弘）
交雑リスク指標（100%) 
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図22006-3 繰り返し計算を行った場合の指標の変動

（関東地方 11地区）

から 45度毎に 315度まで、風速を l、2、4mと変

えた場合のシミュレーション計算を行い、交雑推定

指標との比較を行った結果を図 22006-4に示す。そ

の結果、シミュレーション計算との聞に有意な相闘

が認められた

空間スケールの検討にあたっては、つくばみらい

地区の 7.5× 8kmを対象に、グリッドサイズをそ

れぞれ 1000、500、250mとした場合の交雑率推定

指標について算出し、各グリッドの交雑率推定指標

を対象として、空間的な類似度を評価する Moran’

s lを算出した。Moran’sIは－ 1～ lの値を取り、

1に近づくほど正の空間的自己相関を、－ 1に近づ

くほど負の空間的自己相闘があることを、 0に近

いほど空間的自己相闘がないことを示す。つまり、

Moran’s lの値がOに近いグリッドサイズが周囲の

グリッドと類似性がないという点で、最も適切な空

間的スケールであるといえる。

Moran’s Iを算出する際の隣接関係は、各グリッ

ドの最近傍の 8グリッドを対象とし、結果を表

22006-2に示した。Moran’sIの値はどのグリ ッド

サイズでも小さかったが、 lOOOmの場合に最もが

もっとも Oに近かった。すなわち、グリッドサイズ

lOOOmが評価を行うにあたって適切な空間的スケー

ルであるといえる。しかし、 lOOOmのグリッドで

解析した場合、 P値が0.633であることに留意が必

要である。

0.090 
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lltl' 0.050 
総

自0.040

蝉
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0.020 
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風速4m／秒
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交雑率推定指標（1/m)

図22006-4 風向・風速を変えた場合の推定交雑率と

指標の関係

表22006・2 指標を算出する際のグリッドサイズと

Moran’s lの変動

グリッドサイズ Moran's I P値

1000 

500 

250 

-0.037 0.633 

0.093 0.002 

0.105 0.000 

工考察

（ア）各種指標の利用について

本研究により、これまで用いてきた交雑率推定指

標に加えて、交雑リスク指標を提案した。交雑リス

ク指標は、 GM水稲の作付け率を仮定することなく

算出でき、さらに全てのほ場を用いて算出した場合

であっても、シミュレーション計算による推定交雑

率との間で、高い相関関係を示した。すなわち、任意

の地域における潜在的交雑リスクを一意的に評価す

ることが可能である。そのため、複数の地域を対象

として、交雑リスクの高低を比較する際に有効な指

標であると考えられる。特に、風向などの気象条件

を整備することなく、土地利用の GISデータのみ

から高い精度で推定される交雑率の比較が可能であ

る点は、簡便な検討にあたっては有効であると考え

られる。

一方で、交雑率を決定するのは水田ほ場の形状や

面積だけではなく、 GM水稲の作付け率やその地域
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における卓越風向などの気象条件も含まれる。本研

究で提案した風向を考慮した交雑率指定指標につい

ては、これらの条件を考量した、より精細な交雑率

を評価する際に有効であると考えられる。

実際に利用場面においては、まず交雑リスク推定

指標を用いて交雑率が高くなる恐れある地域を除外

したのち、交雑率推定指標を用いて、想定される

GM水稲作つけ率や気象条件を用い、その地域にお

ける交雑率を推定するという手順が考えられる。

（イ）指標算出の際の空間スケールについて

これまで指標の算出にあたっては、 3×4kmを

単位として計算してきた。しかし、この範囲の中に

は様々な面積や形状を持つほ場が含まれている。交

雑率推定指標の算出にあたっては平均値を用いるた

め、広範囲を対象とした場合、交雑率の高い地域が

平均化され、低く見積もられる恐れがある。一方で

グリッドサイズを小さくしすぎると、数筆のほ場し

か含まれないため全てのグリッドで同様の値を示

してしまう。そこで、空間的類似性の指標である

Moran's Iを用いた空間自己相関の分析を行い、最

もランダムに近い、各グリッドに含まれるほ場形状

を特徴的に表す空間スケールの検証を行った。その

結果、 l× lkmにおいて指標の空間分布がランダ

ムに近いという結果になった。このことは、グリッ

ドサイズを 500m以下にすると、グリッドに含まれ

るほ場の特性が類似してしまうので、 l×lkm程

度のサイズの方がほ場の特徴を反映するということ

を意味している。

オ今後の課題

本研究における交雑リスク指標及び交雑率推定指

標の算出にあたっては、 1/2500国土基本図から作

成した細密 GISデータセットを利用したD しかし、

これらのデータの作成には、現状では多くの労力が

かかるのが問題である。そこで、日本全国を対象に

整備されている第4次土地利用基盤整備基本調査等

のデータを用いた交雑率の推定方法の確立が求めら

れる。

また、国土基本図と同等の精度を持つ DM（デジ

タルマップ）データが整備されている市町村につい

ては、これらのデータの有効利用法についても検討

する必要がある。佐賀県については、試験的にデー

タの作成をおこなったが、手法の改善が必要である。

空間スケールの検証については、これまでの検証

においては最大でも 7.5×8kmとデータを作成し

た範囲が限られているため、より大きなグリッドサ

イズの検証が困難である。そこで、上記の DMデー

タを用いて広範囲の水田ほ場情報を作成することに

より、 l×lkm以上のグリッドサイズの検証が必

要である。また、今回の検証では沖積平地上の水田

地帯が対象であったが、台地面の谷津田等の異なる

地形条件下のほ場についても、同様にグリッドサイ

ズの検証が必要である。

力要約

本研究では国内において遺伝子組換え稲が栽培さ

れた場合にむけ、地理情報システム（GIS）を用い

ることにより交雑リスクを簡便に推定するための指

標について、計算の高速化と高精度化を試みるとと

もに、その有効性を検証した。

計算の高速化にあたっては、スクリプト言語であ

るPythonを用いることにより、高速化を実現した。

また、指標を算出するにあたり、風向を考慮するこ

とにより、高精度化をはかった。さらに、 GM作物

の作付け率に依存しない潜在的な交雑リスク指標を

開発した。

指標の有効性については、前述のスクリプトを用

いてランダム選択を 100回おこなった結果、指標の

分散は小さく、代表性があることが確認出来た。ま

た、モデル土地利用を使用して、風向を考慮した指

標の有効性を確認した。さらに、指標を算出するグ

リッドのサイズを変更し、 Moran’sIを算出した結

果、 l× lkmのスケールで地域特性を最も反映す

ることが示唆された。
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(7) 遺伝子組換え稲を想定した空間的管理手法の

開発：交雑・混入モニタリング調査のための統計

的手法の開発

ア研究目的

本研究では、将来、遺伝子組換え稲が商業栽培さ

れた場合に遺伝子組換え稲と非組換え稲の交雑を低

く抑えるための水田の空間的配置及び品質管理のた

めの手法を確立する。その一環として、水稲の栽培

時に発生する交雑や収穫時に発生する混入が定めら

れた水準以下に収まっていることを評価・モニタリ

ングするための調査法及び統計的手法を開発する。

さらに、これらの手法を米の流通・加工過程におけ

る品質を管理するための手法へと発展させる。ス

タック系統においても正しく検出するために、定性

検査を念頭においた計算式を構築し、小さな確率で

生じる交雑・混入を検出する手法を開発する。

イ研究方法

（ア）サンプリング労力の最適配分法

限界混入率p。をこえる圃場や荷口を 1－β以上

の確率で検出するために必要なサンプル数は、ラン

ダムサンプリングの場合には log（戸）Ip，。で計算す

ることができる。消費者危険率戸を 0.05にした場

合には log（戸）はほぼ3であることから、必要サ

ンプル数は 3/p。によって簡易に計算することがで

き、この方式は「3の規則」と呼ばれている (Jovanovic

and Levy 1l）。このリスク管理法では、圃場の大き

さにかかわらずどの圃場からも同数のサンプルを採

取することになる。しかし、大きな圃場で検出に失

敗した場合と小さな圃場で検出に失敗した場合とを

比べると、大きな圃場の場合には、より多くの交雑

種子が市場に出荷されることになる。したがって、

最終的に消費者が口にする米の組換え体率を低く保

つためには、大きな圃場からより多くのサンプルを

採取する方がよい。このような圃場開のサンプリン

グ労力の最適配分の手法を構築する D

（イ）空間的異質性の起源の推定法

圃場や荷口ではランダムサンプリングではなくイ

ンクリメントサンプリングが行われることが多い。

つまり、圃場内からランダムに米粒が採取されるの

ではなく、株などを単位として米粒がひとかたまり

（インクリメント）として採取される。インクリメ

ントサンプリングは混入率の空間的な異質性の影響

を受けるため、異質性の起源について推定しておく

必要がある。また、隔離距離と花粉拡散率の関係（拡

散曲線）を推定する際にも異質性の問題は重要となる。

（ウ）推定に必要なサンプル数の簡易計算法

サンプリングの目的は主として二つある。一つは

荷口などの合格不合格を決定するためのサンプリン

グであり、もう一つは荷口内の混入率を推定するた

めのサンプリングである。先に述べた「3の規則」

は前者の「合否判定の目的」の際に用いられる簡易

法である。一方、後者の「推定の目的」の際に用い

ることができる簡易法は現時点では存在しない。そ

こで、この目的のための新たな簡易法について検討

する。

ウ研究結果

（ア）サンプリング労力の最適配分法

いま k個の圃場から種子を出荷する場面を想定し、

第 j番目の圃場の大きさ（総種子数）を旬、その圃

場でのサンプル種子数を毛とする (i= 1, 2，…， k）。

圃場における交雑種子率 wは十分に小さいと想定

し、圃場開の wの分布を次のガンマ分布で近似的

に表現する。

f(w) = _!_bawa-l exp(-bw) 
r（α） 

(1) 

ここに aは形状母数、 bは尺度母数（a>O、b>O)

であり、 wの期待値は w=albである。 Wおよびサ

ンプル率 s／叫が十分に小さい場合には、検査後の

交雑種子の総数の期待値は、ポアソン分布のゼロ項

を用いて次式で近似的に与えられる。

ェ：lr均・w偲 p(-s;w)/(w)dw (2) 

この値が最も小さくなるようなサンプル数の組み

合わせは、サンプル率 ξ／niが十分に小さい場合に

はラグランジ、ユの未定乗数法を用いることにより次

式で与えられる。
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検査荷口の大きさ｛総織物数 n;)

ここにAはラグランジュ乗数であり、与えられた

圃場の大きさのセットのもとでサンプル種子数の総

合計値エS；が決まれば一つに決まる。3式は、圃場

の大きさ n；が大きくなるにつれて最適なサンプル

種子数 ξはn，の（a+2) 1乗の形で大きくなること

を意味している。

同一地域の複数圃場からの混入率データが十分

には使用できないため、この方式を輸入植物検疫

のデータ（キウイフルーツ）に適用した例を図

22007-1に示した。ここでは l荷口が l圃場、 l植

物がl種子に相当する。パラメーター a、bの最尤

推定値はそれぞれ 0.350、94.1である。キウイフルー

ツの輸入植物検疫においては、サンプル数配分はほ

ぼ最適配分になっていることがわかる。輸入植物検

疫規程では「標準荷口」のサイズにおいて所定の限

界混入率pと検出確率95%が達成されるように設

計されている。そして、与えられた総検査労力の制

約のもとで、標準荷口サイズよりも大きい荷口につ

いてはサンプル強度を強くすることにより「消費者

の口に入るキウイフルーツにおける不良率」をほぼ

最小に保っていることがわかる（山村 2））。

（イ）空間的異質性の起源の推定法

交雑率の空間的な異質性の起源については「ド

ナー側の異質性」に由来する成分と「レシピエント

側の異質性」の由来する成分という三つの成分が考

えられるであろう 。 ドナー側の異質性としては、一

定量の花粉ごとに稔性が異なる等の異質性が想定で

きる。レシピエント側の異質性としては一定量の株

ごとに局所的に開花率が異なる等の異質性が考えら

蜘

瑚

側

蜘

制

制

抑

制

0
1

サ
ン
プ
ル
数

ω

れる。一般に、交雑数xの分散 V(x）に関して以

下の式が成り立つ。

V(x) = V(μ) ＋£（問。cal(x)) (4) 

ここに Eと Vはそれぞれ全体的な期待値とバリ

アンスであり、 μと v;ocal (x）はそれぞれ圃場内の

局地的な期待値とバリアンスを示す。レシピエント

の開花率等に異質性があるとき、 vを異質性に関す

る定数として v(μ) ＝〆［£ (μ) J 2という性質が

生じる。一方、ドナーの花粉の稔性などに異質性が

あるとき、 Cを異質性に関する定数として町叫（x)

(1 ＋~） E （μ）という性質が生じる。これらの式

を4式に代入すれば次式が得られる。

V(x) ＝〆［£（μ）]2+ (1 ＋~） £(μ) (5) 

これは全体的な期待値 E（μ）に関して 2次多項

式となっている。したがって、その係数から vとご

を推定すれば、 ドナー側の異質性とレシピエント側

の異質性のいずれの成分が重要であるかがわかる。

つくばみらい市における実験データから、 10株

をl単位とする 10単位聞の異質性に関して推定を

行ったところ、 vの2008年および2009年の推定値

はそれぞれ0.69および0.20であり、 Cの推定値は

両年ともゼロであった。したがって、この場合には、

交雑率の異質性はドナー側の異質性ではなくレシピ

エント側の異質性から生じていると判断される。5

式より、分散は期待値の 2乗にほぼ比例する。これ

107 

図22007-1 キウイフルーツの輸入植物検疫検査におけるサンプル数と荷口の大きさの関係

1) 太折れ線は輸入植物検疫規程におけるサンプル数。破線は 3式から計算された最
適サンプル数配分を示す。曲線開の比較を容易にするためにサンプル総数は任意に
100,000果としてある。
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は、拡散曲線を推定する際には誤差変動に「k一定

の負の二項分布」を仮定して最尤推定を行う、ある

いは対数変換後の非線形最小二乗法を用いるのが妥

当であることを示唆している。

（ウ）推定に必要なサンプル数の簡易計算法

先述のように、荷口や圃場の合否判定に関しては、

「限界混入率pをこえる圃場や荷口を l fJ 以上の

確率で検出する」という基準で検査が行われること

が多い。一方、混入率の推定に関しては、サンプル

数計算用の市販の多くの統計ソフトウエアでは、帰

無仮説とする混入率と対立仮説とする混入率を設定

して、さらに、それぞれに対応する危険率αとFを

設定して、その条件を満たすサンプル数を計算する

ようになっている。しかし、これら四つのパラメー

ターをどのように決めるべきかについての定石はな

く、しかも計算には専用のソフトウエアが必要とな

るため、現場で直ちに使用できる手法とは言いがた

しミ。

どの程度の推定精度が必要かについては、それぞ

れの目的によって異なってくるが、多くの人の理解

を得ることができる最低限の基準としては「推定さ

れた混入率は真の混入率と 2倍以上に異なることは

ない」という基準が考えられるであろう。この「2

倍基準」を正確に言い直すと「推定値がpとなった

ときに、真の混入率が0.5p未満や 2p以上の部分に

存在するというすべての帰無仮説を 5%水準で棄却

することができる」という基準である。別の表現法

として、「95%正確信頼区間（95%推測区間）を 0.5p

～ 2pに保つ」と述べることもできる。また、混入

率が小さくなると、所定の精度で推定を行うために

は一般に多くのサンプjレ数が必要となる。しかし、

混入率が極めて小さければ，混入を問題にする必要

がないために、あまり推定精度を高める必要はない。

混入率がある程度以上に大きいときにだけ所定の精

度で推定を行う必要がある。そこで「正確に推定し

たい限界混入率p。」を設定して、推定混入率がよあ

以上の時に「2倍基準」が満たされるようにサンプ

ル数を決定するのが妥当だと考えられる。このとき、

ランダムサンプリングの場合で限界混入率が小さい

場合には、必要サンプル数は 81Poで近似的に与え

られる。すなわち、さきほどの「3の規則」の 3の

部分を 8に置き換えた規則となる。そこで、この規

則を「8の規則」と呼ぶことにしたい。

「8の規則」が成立する理論的背景は以下のとお

りである。推定値の分布を正規分布で近似するとき、

95%スコア信頼下限PLと95%スコア信頼上限Puは

それぞれ次式を満たす pLおよびPLとして与えられ

る： PL+1.96σL = P,。およびPu-1.96σu = Pooただ

し、 σLおよびσuはそれぞれPLおよびPuにおける

推定値の標準誤差（SE）である。ランダムサンプ

リングの場合で混入率が小さい場合には、混入数は

ポアソン分布にしたがうため、推定値の分散（SE2)

は「混入率÷サンプル数」に等しい。サンプル数を

5としてこの関係を上の二つの式に代入すれば近似

的に PL+2J(pjs)=p，。およびPu-2J(Pu Is)= p，。が

得られる。「2倍基準」で必要とされる関係式PL=

0.5p，。およびPu=2p，。をこの三つの式に代入したと

き、「たまたま」両方の式を同時に満たすサンプル

数が存在し、それは s= 8/p，。である。図 22007-2を

見れば、この近似は十分に実用的であることがわか

る。

工考察

今回の推定では、圃場レベルではレシピエント側

の何らかの異質性により混入率に空間的な異質性が

生じていることが示唆された。組換え作物の混入率

に関連するサンプリングでは、現実には何らかのイ

ンクリメントサンプリングが行われていることが多

い。混入率に空間的な異質性が存在する場合にラン

ダムサンプリング用の計算式で代用すると、必要

なサンプル数を過小評価してしまう。（Yamamura

and Ishimoto 3l ）。しかし、異質性が存在する場合

のインクリメントサンプリングであっても、これを

ランダムサンプリングと見なして構わない場面もあ

るであろう。カントリーエレベーターなどにおいて、

米粒を移入あるいは移出する際に、オートサンプ

ラーによりサンプルが採取される場合がある。これ

はインクリメントサンプリングではあるが、全域に

わたって一定間隔の多くの調査地点でサンプリング

が行われている限りは、通常は実質的にランダムサ

ンプリングであると考えてよいであろう。したがっ

て、この場合には上の（1）や（3）の手法を適用す

ることが可能となる。場面に応じて最適な手法を選

択するべきであろう。
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図22007・2 「8の規則」の近似の良さを示す図

1) 上下の実線は、 「8の規則」に沿ってサンプル数を決めたときに、観測された混入
率pが、たまたま 「正確に推定したい限界混入率p。」に等しかった場合の 95%正確
信頼区間（95%推測区間）を示す。上下の破線は 0.5p。および2p，。のラインを示し、
中央の実線はんのラインを示す。

オ今後の課題

混入率の空間的な異質性が大きく、かっ、インク

リメントサンプリングをランダムサンプリングで近

似できない場合については、 異質性のパラメーター

を実際に推定する必要がある。ヨーロッパに輸入さ

れる採油用大豆における組換え体の混入率について

はKeLDAプロジェクトのデータを使用することが

できる。今後はいくつかの代表的な場面ごとに、具

体的にパラメーターを推定してゆく必要があるであ

ろう。

力要約

(1) 交雑種子率の圃場開異質性をガンマ分布で

近似的に表現し、検査後の交雑種子総数の期待値を

最小にするためのサンプル数配分式を導いた。

(2) 圃場における混入率の空間的な異質性の起

源を判別する手法を考案した。つくばみらい市にお

ける圃場データの場合には空間的な異質性はレシピ

エント側の異質性に由来すると判断された。

(3) ランダムサンプリングにおいて小さい混入

率を推定する際の必要サンプル数を計算するための

簡易法（8の規則）を提案した。この規則によれば、

正確に推定したい限界混入率をp。とするとき、必

要サンプル数は 8/p。により近似的に計算すること

ができる。
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研究担当者（山村光司つ

(8) 閉花性稲を実用化するための研究：関東・北

陸以西向け閉花受粉性稲の特性評価

ア研究目的

日本で栽培されているイネの多くはきわめて自殖

性が高いが、イネの花（小花）が聞くときにおしべ

が小花の外まで伸び出て花粉を飛散させるため、1%

以下という低頻度ではあるものの、自然交雑が起き

る。花粉飛散による遺伝子組換えイネと通常のイネ

との自然交雑を抑制するための技術として、閉花受

粉性（開花せずに受粉・稔実する性質）が有効と考

えられる。

イネの開花を引き起こす原動力となるのは「鱗被」

という花器官である。鱗被は外穎の基部にある丸く

小さな器官であるが、開花の直前から急激に膨らみ

始め、外穎を外側に押し出すため、開花が起きる 1）。

鱗被は双子葉植物の花弁に相当し、内部の維管束に

開花の直前から水が流れ込み、膨張を起こすと考え

られる。

課題担当者らが発見した spwl-clsl変異体では、
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鱗被とおしべの形成を制御する転写因子 SPWlに

アミノ酸置換が生じ、その活性がわずかに低下して

いる。このため、鱗被が形態変化して膨潤できずに

開花性となるが、おしべや他の器官には影響がなく

稔実率や他の農業形質も通常のイネと同等である。

圃場試験において、実際に自然交雑を抑制する効果

も確認されており、実用的なツールとして期待され

る2-4）。ただし、同変異は温度感受性を持ち、出穂

前に一定の低温を受けると、鱗被の形態が復帰し、

開花する。このため、同変異は関東・北陸以西での

利用が期待される。

そこで本課題では、早川－clslを持つ準同質遺伝

子系統の育成を進めるとともに、開花の温度反応や

農業特性をさらに詳細に明らかにし、同変異体の安

定的な利用技術の確立に資する。

イ研究方法

（ア）「コシヒカリ」、「日本晴」、「夢あおば」、「ク

サユタカ」、「台中 65号」の各品種に連続戻し交配

で平wl-clsl変異を導入した準同質遺伝子系統「コ

シヒカリ clsl」、「日本晴 clsl」、「夢あおばclsl」、「ク

サユタカ clsl」、「台中 65号 clslBcL」を栽培した。

戻し交配の回数は各系統とも 4回で、 2011年には

BC4F2、2012年には BC4F3世代であった。

（イ）また、 2011年に「夢あおば」に spwl-clsl

変異を導入した準同質遺伝子系統「夢あおばclsl

(Bc2F6）」の玄米について成分分析（全窒素、脂質、

灰分、食物繊維等）を行い、反復親品種「夢あおば」

の玄米と比較した。分析は（財）日本食品分析セン

ターに依頼した。

（ウ）準同質遺伝子系統を効率的に選抜するため、

spwl-clslと各栽培品種とを識別する DNAマーカー

の探索を行った。選定したマーカーを用いて、準同

質遺伝子系統候補の遺伝子型を調査した。

（エ）新潟県上越市、茨城県つくば市をはじめ、

関東、東海、北陸、東北の複数の地点の圃場および

人工気象室において早川－clsl変異体および「夢あ

おばclsl」を栽培し、開花受粉性への環境条件の影

響を調査した。

（オ）複数年・複数地域、および人工気象室での

栽培実験を通して得られた「温度履歴と開花率の関

係」の知見を利用し、全国各地における spwl・clsl

の開花予想、マップを作成することが可能と考えられ

る。そこで、開花予想マップ作成に用いる基礎デー

タとして、 spwl-clslの出穂前の温度データの中か

ら開花に影響を及ぼすパラメーターを選定し、 lkm

メッシュデータを作成した。

ウ研究結果

（ア） 2011年に各準同質遺伝子系統の BC4F2世

代を栽培し、達観の稔実率を指標に 5個体ずつを

選抜した。これらの中から 3個体ずつを系統とし、

2012年に BC4F3世代の 40個体ずつを圃場で栽培

して、諸形質を調査した。また、併せてそれぞれの

反復親品種も栽培して比較を行った。

その結果、「夢あおばclsl」は出穂期や草型、農

業形質が「夢あおば」に近くなっていた。精玄米の

粒重のみ、「夢あおばclsl」の方が少し重い傾向に

あった。

「クサユタカ clsl」は、出穂期は「クサユタカ」

に近くなっていたが、登熟歩合等他の形質はパラつ

いていた。

「コシヒカリ clsl」は「コシヒカリ」に対して 2

日ほど出穂が早い傾向にあった。他の形質について

はパラつきがあったが、「コシヒカリ」に近い個体

もいくつか見られた（表22008-1）。

「日本晴 clsl」は「日本晴」に対して出穂期が少

し早かったが、バラつきも大きかった。他の形質に

ついては「日本晴」に近かった（表22008-1）。

「台中 65号 clslBcL」は出穂期や登熟歩合にパラ

つきが多かった。

いずれの準同質遺伝子系統についても、DNAマー

カーを用いた解析結果（下記）と併せ、より反復親

品種に近い形質・遺伝子型を示した個体を選抜し、

今後のさらなる選抜に用いる系統とした。

（イ） 2011年に行った「夢あおばels(BC2F6）」

と「夢あおば」の玄米の成分分析については、全窒

素、脂質、灰分、食物繊維等の各項目で両者の聞に

有意な差は認められなかった。

（ウ）作物研究所の水稲SSRマーカー情報（http:

I /www.naro.affrc.go.jp/ nics/ we bpage_con ten ts/ 

files/ ssr _marker l .pdf）から、 spwl-clslの原品種で

ある「台中 65号」と「コシヒカリ」、「日本晴」と

の聞で多型を示す SSRマーカーを選定し、 2012年

に栽培した3系統・120個体から DNAを抽出し、ジ、エ

ノタイピングを行った。「日本晴 clsl」では、31マー
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カーによるジェノタイビングの結果、 SPWl座近傍

以外はすべて日本晴型を示す個体が5個体得られた

（図 22008-1）。「コシヒカリ clsl」については、45マー

カーによるジェノタイビングを行い、 SPWl座の近

傍マーカー以外の 98%がコシヒカリ型に置換され

たものが2個体、 97%のものが6個体得られた。

（エ）人工気象室での実験により、夜間 18℃の低

温条件でも、日中 30℃ ・4時間以上の条件を加える

ことにより、 spwl-clsl変異を持つ系統の開花を抑

制できることを確認した（図 22008-2）。

関東（茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川、山梨）、

東海（長野、静岡、岐阜、愛知、三重）、北陸（新

潟、富山、石川、福井）、東北 （福島）の圃場にお

いて「早川－elsI」および「夢あおばclsl」を栽培し、

達観にて開花率を調査した。

2011年の栽培では、福島、栃木、 長野高地、愛

知山間では両系統ともに開花、つくば、千葉、長野

では spwl-clslのみ開花が見られた。

2012年の栽培では、両系統とも開花が観察され

たのは栃木県（2作期）、山梨県の高標高地、長野県、

長野県の高標高地の 4か所だ、った（表22008-2）。ま

た、新潟県では「夢あおばclsl」のみ、愛知県の山

間地では spwl-clslのみ開花が観察された。

（オ）全国における clsl系開花性イネの開花予想

モデル構築に用いるパラメーターを選定するため、

過去数年間の各地での栽培試験における出穂前 1ヶ

月間の温度履歴と開花率との関係を解析した結果、

「最高気温30℃以上の日数」、「平均気温20℃以下の

日数」、「平均最低気温」の 3つが開花率に影響を及

ぼすと考えられた。これらのパラメーターは人工気

象室における栽培実験の結果とよく一致するもので

あった。

そこで、 2009～2011年について、上記パラメー

ターの lkmメッシュデータを作成した。データは、

早生（8月 l日の出穂を想定）、中生（8月 15日の

出穂を想定）、晩生（8月31日の出穂を想定）につ

いてそれぞれ作成した（図 22008-3）。

工 考 察

本研究では、花粉飛散による遺伝子組換えイネの

表22008・1 spwl-clsl準同質遺伝子系統の農業形質

(2012年・新潟県上越市での栽培結果より抜粋）

系統名 出稼日
最畏得喪 1株倦数 最畏倦畏 最畏倦籾数 登熟歩合 糟玄米千住重

(cm) （本） (cm) （干ω （%） (g) 

コシヒカリels!BG.,F3 No.I 713日 77.9土3.69 II.I± 1.40 2日3土日.82 108.2土9.65 825土16.40 23.8土1.15 

コシヒカリels!BG,F3 No.2 7130 70.9土3.33 I 1日土 1.62 20.1土日.88 108.3土12.18 81.3 ± 14.92 26.4土0.87

コシヒカリels!BG,F 3 No.3 7f30 755土2.68 10.5土1.65 19.4土0.69 100.8土11.12 82.7 ± 13.46 24.0土0.83

コシヒカリ 8/1 775土2.75 II 2土1.73 20.1 ± 0.69 110.9土10.43 88.2 ± 592 23.4土0.6日

日本晴c』IBG,F3No.l 8/9 655 ± 2.2日 11.5 ± 1.47 19.0土日.94 79.8 ± 770 86.7 ± 905 22.1土日.61

日本晴clslBG.,F3No.2 8/7 67.1 ± 2.46 12.0 ± 1.27 2日日土日.72 86.7土10.33 87.6 ± 11.13 21 8土日.77

日本晴clslBG.,F3 No.3 8/9 65.1 ± 2.14 12.4土1.85 20日± 1.05 85.1 ± 12.26 87.3 ± 12.19 21.7土日S日

日本晴 8/12 65.0土2.42 12.I土231 2日日土日.91 85.3土1!JO 86.7土905 21.9 ± 2.87 

回

重
ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

？宅言

構
彊
曙
彊

固
固 岡国 回

図22008-1 SSRマーカーによる日本晴cls1Bc4F3世代の 6系統・計 120個体のジェノタイピング

1）横軸に系統 ・個体番号、縦軸に染色体 ・マーカー名を示す。
2）黒：台中65号型領域、白：日本晴型領域、灰色：ヘテロ型領域。オ レンジ色は第6染色体の

S~Wl 座
3）ピンクのマークをした 5個体では、 SPWl近傍以外はすべて日本晴型となっている。
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図22008・2 出穂前 1か月の栽培温度と spwl-clslの

開花率との関係

1）昼25℃ 夜 18℃を基本パターンとし、日中に
30℃で4/2/1時間ずつ処理した。

交雑を防止する技術の確立を目指し、開花受粉性変

異 spwl-clslを交配によって栽培イネ品種に導入す

ると ともに、 準同質遺伝子系統の農業およ び遺伝的

特性を明らかに した。

良食味品種 「コシヒカリ」、飼料用品種である「夢

あおば」、「クサユタカ」、実験用品種の「日本晴」、

平wl-clslの原品種 「台中 65号」をそれぞれ反復親

として、準同質遺伝子系統シリーズの作成を進めた。

「コ シヒカリclsl」と「日本晴 clsl」のジェノタ イ

ピングから、これらの系統では spwl-clsl変異の座

乗する第6染色体の領域以外の大部分の染色体領域

が反復親型に置換されていると考えられる。これら

表22008・2 各地で栽培した開花受粉性系統の開花率と出穂前 30日間の平均気温 （2012年）

夢あおf;J'.clsl spwl-c/sl 

試験地 出穂前 出穂前
出穂日 開花率 JO日間 出穂日 開花率 JO日間

平均気温 平均気温
福島県郡山市 福島県農業総合センヲー 8/13 日日目 24.8 8/23 0.01ん 26.日
茨城県水戸市 茨城県農業総合センヲ一 生物工学研究所 8/1 日日目 24.8 8/7 0.01も 25.8 

茨城県つくば市 作物研究所 7/31 日日% 25.1 8/7 0.01ん 26.2 

栃木県宇都富市 栃木県農業試験場普通期 7/22 l日目 23.1 7/31 0.5% 25.1 

栃木県宇都宮市 栃木県農業試験場晩植 8/18 1.5% 26.5 8/27 4.0% 27.7 

千葉県香取市 千葉県農林総合研究セン告 7/29 0 . 0~も 23.6 8/7 0.01ん 25.2 

神奈川県平塚市 神奈川県農業技術セン9ー 8/8 日日% 26.1 8/20 0.01ん 26.4 

山梨県甲斐市 山梨県総合農業技術セン宇一 8/5 。日出 26.1 8/1 I 日日ちも 26.7 

山梨県富士吉田市 山梨県総合農業技術セン宇一岳重量試験地 8/4 2日日？同 22.4 8/19 1日伊／も 22.7 

長野県須坂市 長野県農業試験場 7/26 〈日5ちも 23.6 8/7 0.1ちも 25.7 

長野県諏訪郡原村 長野県農業試験場原村試験地 8/13 l日伊ん 22.6 8/23 5.0% 22.8 

静岡県磐田市 静岡県農林技術研究所 8/13 0.0% 26.8 8/21 0.01ん 27.0 

岐車県岐阜市 岐阜県農業技術セン告 7/26 日0% 25.9 8/7 0.01ん 28.J 

愛知県愛知郡長久手町愛知県農業総合諒験場 8/26 日0・4 27.4 8/31 0.01ん 27. l 

愛知県豊田市 愛知県農業総合試験場山間農業研究所 8/2 日日目 23.4 8/25 0.3% 24.J 

三重県松阪市 三重県農業研究所 7/23 日日% 25.2 8/6 0.01ん 27.9 

新潟県長岡市 新潟県農業総合研究所作物研究センヲ 7/28 日6ちも 24.8 817 0.01ん 26.5 

新潟県上越市 中央農業総合研究センヲ 北陸研究センヲ 7/31 日目。／。 25.5 8/9 0.01ん 26.9 

富山県富山市 富山県農林水産総合妓術センヲ 農業研究所 7/27 日日目 25.5 8/4 日日ろも 27.1 

石川県金沢市 石川県農業総合研究セン告ー 7/28 日日目 26.1 8/5 0.0＇う色 27.6 

福井県福井市 福井県農業試験場 7/29 日日目 26.1 8/7 日日ちも 27.9 

嶋． ？？で－：－：：ーでτ一.......－：－：＂・二一.. , 何縄岬証一．．”・ー . ；＇：＂竺弓 E万九三.＇＂・・”』

B L一品 c 
図22008-3 開花予想モデル用パラメーターの地図データの例 （早生用 ：200917/1-7 /31) 

1) A）最高気温30℃以上回数、 B）平均気温20℃以下回数、C）平均最低気温



の系統を原品種や戻し交配時の反復親として用いる

ことにより、さまざまな用途の閉花受粉性組換えイ

ネの作出が可能となり、実験栽培および将来的な商

業栽培においても、一般イネとの自然交雑を効果的

に抑制することができる。また、遺伝子組換えイネ

だけでなく、交配によって同変異を有色素米や精品

種などに導入し、品種の純度維持や一般品種との交

雑抑制に利用することもできる。

一方、 spwl-clsl変異を持つ開花受粉性イネを安

定的に利用するためには、 spwl-clslの開花を引き

起こす環境条件を明らかにしなければならない。こ

れまで、の人工気象室で、の実験から、出穂前 1か月間

における一定の低温条件が開花を引き起こすことが

分かつていたが、本研究において、日中の 30℃・ 4

時間処理が低温処理による開花を抑制できることが

確認された。実際の野外栽培においては、夜温は

18℃以下まで下がるが、日中は 30℃以上まで気温

が上昇する場合も多いと考えられ、 clsl系統の栽培

適地を想定するためには、重要な知見である。

本研究ではさらに、関東・東海・北陸および東北

の一部の各地の圃場において、実際に spwl-clsl変

異を持つ系統を栽培したところ、出穂前に冷涼な気

象条件となった場合には開花が見られた。こうした

栽培実験の結果と各地の詳細な温度データを照合す

ることにより、開花を予測するためには、「最高気

温 30℃以上の日数」、「平均気温20℃以下の日数」、

「平均最低気温」の 3つのパラメーターが有効と考

えられた。このことは、これまでの人工気象室での

実験とよく合致しており、信頼性の高い結果と考え

られる。これらパラメーターを lkmメッシュデー

タとすることにより、日本全国の各地において clsl

系統の開花を予測するための基盤が整った。予測モ

デルを高度化することにより、精度高く、 clsl系統

の栽培適地を明らかにすることができるであろう D

オ今後の課題

本研究で得られた戻し交配系統については育種の

母本に使用できる状態となり、実際に育種の現場で

の利用が始まっている。しかし、一部の系統では形

質のパラつきが残っているため、さらに選抜を続け

ていく。

また、開花条件に関する知見を利用し、開花予測

マップの構築の基盤が整った。各パラメーターが

clsl系統の開花に及ぼす影響の寄与率は明らかでな

い。今後は、各パラメーターの重み付けや各地の温

度データや開花率の精査を重ねていくことによっ

て、信頼度の高い開花予測マップを構築できるもの

と期待される。

本研究で得られた clsl準同質遺伝子系統と今後

確立されるであろう clsl系統の開花予測モデルを

統合することに加え、東北以北でも開花しない新規

開花受粉性変異体を開発することにより、関東・北

陸以西のみならず、日本全国における安定的なイネ

の交雑防止技術が確立されるものと期待される。

力要約

閉花受粉性変異 spwl-clslを戻し交配によって栽

培品種に導入し、準同質遺伝子系統の育成を進め、

BC4F3世代での評価により、反復親に近い農業形

質、品質、遺伝的背景を持つ個体を選抜した。

また、人工気象室および関東・東海・北陸・東北

各地での栽培実験により、伊wl-clsl変異を持つ系

統の開花には、「最高気温30℃以上の日数」、「平均

気温20℃以下の日数」、「平均最低気温」の 3つの

パラメーターが重要であることを明らかにした。

これらのパラメーターについて、早生、中生、晩

生のイネに対応した lkmメッシュデータとし、開

花予測マップ作成の基盤を整えることができた。
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研究担当者（吉田均ヘ大森伸之介、矢頭治）

(9) 閉花性稲を実用化するための研究：東北以北

向け閉花受粉性稲の特性評価

ア研究目的

開花しないイネ突然変異体が、台中 65号をメチ

ルニトロソウレア（MNU）で誘発した集団から見

いだされ、「spwl-cls」と名付けられた九この性質

を利用すれば花粉飛散による遺伝子拡散を効果的に

抑制できると期待されている。「宅pwl-cls」では鱗被

形成に関与する遺伝子に変異があり、生成したタン

パク質と相互作用するタンパク質との結合能が低

下することにより鱗被形成に支障がでることが予

想されていること、および20℃以下ではこの結合

能が復活することにより正常に鱗被が形成される

ことが示唆されている（Yosida et al l））。したがっ

て、 20℃以下ではこの変異体は開花する可能性があ

り、温度履歴を主な要因として開花する現象が観察

されている（Ohmoriet al久小池ら 3））。このため

「平wl-cls」は温暖な関東以西に適すると考えられて

おり、東北以北の低温条件においても開花しない新

規開花性稲が必要である。本課題では、「きたあお

ば」、「たちすがた」および「北陸 193号」に由来す

る新規開花受粉性イネ候補について、北海道（札幌

市）、東北（盛岡市）、北陸（上越市）で閉花性およ

び農業形質などを調査し、東北以北における実用可

能性を評価する。このことにより、遺伝子組換えイ

ネの区分管理技術の確立に資する。

イ研究方法

（ア）新規開花受粉性イネ候補の開花特性の評価

2011年は、「spwl-clsl」（従来は「spwl-cls」と記

載）、および新規閉花受粉性イネ候補5系統｜「spwl-

cls2」および「きたあおば変異体A」（原品種：きた

あおば）、ならびに「TMT-C17」および「TMT-C27」

（原品種：たちすがた）、「北陸 193号変異体」（原品種：

北陸 193号）｜について、札幌、盛岡および上越の

水田圃場における開花率と種子稔性を調査した。ま

た、これらの系統の温度反応特性を明らかにする

ため、盛岡の温度勾配温室（TGC: Temperature 

Gradient Chamber）を用いて、幼穂形成期から出

穂期までの温度勾配処理を行い、開花率および種

子稔性を調査した。「spwl-cls2」と「TMT-C27」は

2012年引き続き圃場試験と温度勾配試験を行った。

（イ）閉花性の変異遺伝子と栽培特性との関係

「司pwl-cls2」を札幌圃場で栽培し、出穂期、梓長、

一穂籾数などの特性と、これらの個体間のばらつき

を調査した。また、「平wl-cls2」と「きたあおば」

との交雑 F2集団 436個体を水田圃場で栽培し、出

穂日と稔実程度を達観で調査した。「北陸 193号変

異体」に「きたあおば」を戻し交配した材料（BC2Fl)

を水田圃場で栽培し、出穂期が「きたあおば」に近

い個体に「きたあおば」を戻し交配した。

ウ研究結果

（ア）新規開花受粉性イネ候補の開花特性の評価

a 圃場試験

供試した新規開花受粉性イネ候補5系統のうち、

「TMT-C17」を除く 4系統は、札幌、盛岡、上越い

ずれの圃場においてもほぼ開花は認められなかっ

た。

2011年の圃場栽培における「spwl-cls2」の開花

率は、札幌0.8%、盛岡 3.7%、上越 0.1%であった。

2012年は札幌、盛岡では開花は認められなかった。

「きたあおば変異体A」は「伊wl-cls2」同様ほとん

ど開花は認められなかった。両系統とも、原品種の

「きたあおば」に比較して稔実率が低く（表22009-

1）、「きたあおば変異体A」は草丈が短いなど生育

が劣っていた（表22009-2）。

「TMT-C27」の盛岡と上越における 2011年の

開花率はそれぞれ 1.9%、1.1%であった。札幌で

は生育停止により評価できなかった。 2012年は盛

岡のみで栽培したが、開花は認められなかった。

「TMT-C17」はいずれの地点でも開花した。「北陸

193号変異体」の開花卒は、札幌と上越では 1.1%、

盛岡では 0.0%であった。「たちすがた」、「北陸 193

号」、およびその変異体は、札幌と盛岡では晩生の

ため成熟には至らず、札幌ではほぼ完全に不稔で

あった（表22009-1)。

「spwl-clsl」は札幌では開花することが再確認さ

れた（表22009・1）。

b 温度勾配試験

2011年の温度勾配試験の結果、「spwl-cls2」と

「きたあおば変異体A」はおよそ 17～24℃の範囲、

「TMT-C17」、「TMT-C27」、「北陸 193号変異体」
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はおよそ 20～25.5℃の範囲の調査となった。30%

以上開花がみられた「TMT-Cl7」を除く 4系統の

開花はほとんど認められなかった。稔実率はどの系

統も低く、 24℃以上でも約 70%であった。低温域

の稔実率は著しく低く、「平wl-cls2」と 「きたあお

ば変異体 A」では約 20℃、「TMT-C27」と 「北陸

193号変異体」では約 23℃で急激に稔性が低下した。

（図 22009-1）。

「宅pwl-cls2」と「TMT-C27」については 2カ年の

試験を行った。両年とも開花率は 1%未満であった。

2012年は前年よりも気温が低く、より低温域にお

ける開花率を評価することができた。「spwl-cls2」

ではおよそ 15.5～22℃、「TMT-C27」ではおよそ

17.5～ 25℃の範囲の調査となり、ほとんど開花は

認められなかった。 2012年は前年よりも低温域の

稔性が高かったが、最も高気温の地点における稔実

率は前年同様約 50～ 60%であった（図 22009-2）。

c 開花性の変異遺伝子と栽培特性との関係

札幌の圃場試験の結果、「spwl-cls2」の諸特性は

原品種である「きたあおば」並であったのに対して、

「きたあおば変異体A」は「きたあおば」に比べて

短梓・少穂で生育が劣っていた（表22009-2）。

「spwl-cls2」では 50～ 70%を中心にした稔実率

の分布が見られた（図 22009-3）。「spwl-cls2」と「き

たあおば」との交雑 F2集団では、開花性を示した

個体はほぼ全てで「spwl-cls2」と同様に稔実率が低

かったが、 l個体のみ稔実率が原品種「きたあおば」

並の個体が存在した（表 22009-3、図 22009-4）。開

花性を示した個体は、大部分が「きたあおば」並の

稔実率であったが、「きたあおば」より稔実率が低

い個体が少数存在した（図 22009-4）。

エ考察

「きたあおば」、「たちすがた」、「北陸 193号」に

由来する新規開花受粉性イネ候補のうち、「spwl-

cls2」、 「きたあおば変異体A」、「TMT-C27」、「北陸

193号変異体」は、北海道（札幌市）および東北（盛

岡市）、北陸（上越市）圃場栽培、および幼穂形成

期から出穂期までの温度勾配試験においてほとんど

開花が認められなかった。

「spwl-clsl」では穂の発育期間中の平均気温が

25℃を下回ると開花することが報告されている（小

池ら 3））。本研究では 25℃より低い温度範囲でもほ

とんど開花しなかったことから、新規開花受粉性イ

表22009・1 水田圃場における開花受粉性イネ候補の開花率および稔実率

札幌 盛岡 上越（参考）

開花率 稔実率 出穂前 開花率 稔.率 出世事前 欄干E率 総実率 出也前

品種系統名 年度 （%｝ （%） 平幼気温 （%） （%） 平幼気温 （%） （%｝ 平鈎気温
（℃）柿． 調俳傘 （℃）柿$ 司俳..・ （℃）柿$

spwl-cls2 2011 0.8 53.4 20.7 3.7 59.0 23.0 0.1 73.4 24.8 

2012 0.0 63.2 20.3 0.0 86.1 21.8 1.4 76.4 22.0 

きたあおぼ変異体A 2011 1.6 62.6 20.9 0.0 69.1 23.5 0.5 62.4 24.8 

きたあおぽ原品種） 2011 99.5 89.1 20.9 88.3 87.8 24.8 

2012 >90 97.1 20.3 >90 95.9 21.8 84.4 86.8 22.0 

spwl-clsl 2011 84.8 48.2 20.5 

台中65号〈原品秘 2011 92.8 67.2 20.7 

TMT-C27 2011 牢 牢 17.4 1.9 25.0 23.2 1.1 70.3 27.2 

2012 0.0 61.4 25.0 

TMT-Cl7 2011 59.4 0.3 20.5 70.8 37.3 23.6 38.4 26.6 

たちすがた（原品秘 2011 58.6 6.8 20.5 

2012 >90 68.1 24.7 

北陸193号変具体 2011 1.1 0.1 20.2 0.0 61.3 24.6 1.1 84.1 27.5 

北睡193号〈原品船 2011 80.8 1.2 20.4 

1) .出穂途中で生育が停止したため、評価不能。H 達観による。間出穂前平均気温は出穂前 21日間の
平均気温を示した。川市籾摺り後玄米／全籾数× 100を表示。
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表 22009・2 きたあおば変異体の特性

品種系統名 年度 出穂期
棒長 糟長 穂数 一穂籾数 稔実率
(cm) (cm) （本／個体） （粒） （%） 

spwl-cls2 2011 8/3 76 18.0 15 182 53.4 

きたあおl'i<原品種） 2011 8/2 76 19.0 16 165 89.1 

spwl-cls2 2012 8/8 62.7 18.0 12.6 170.2 63.2 

きたあおぽ原品種） 2012 8/9 63.7 18.0 13.3 176.6 97.1 

きたあおば変異体A 2011 8/1 54 14.3 10 137 62.6 

きたあおぱ原品種） 2011 8/2 76 19.0 16 165 89.1 
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ネ候補 4系統の開花性は低温には影響されない可能

性が高いと考えられた。 しかしながら、 4系統とも

に種子稔性が劣り、かつ低温域での種子稔性が著し

く低下していた。「きたあおば変異体A」では原品

種に比較して生育が劣っていたため 2011年のみの

調査に留めた。

「TMT-C27」、「北陸 193号変異体」は札幌および

盛岡では晩生に過ぎて登熟に至らず、かっ札幌では

ほぼ完全に不稔であった。そのため、 2012年は札

幌では「spwl-cls2」のみ、盛岡では 「spwl-cls2」と

「TMT-C27」について栽培試験を行った。その結果、

両系統ともに札幌および盛岡の圃場栽培、盛岡にお

ける温度勾配試験においてほとんど開花しないこと

を確認した。2012年は、前年に比べて出穂前の平

均気温がやや低めであったにもかかわらず 2012年

の稔実率の方が高かった。これは、「spwl-cls2」に

ついては比較的稔性のよい種子を使用したことに

よるかもしれない。2012年は晴天が多かったこと、

世代が進み生育が安定したことなどが稔実率向上に

結びついたとも考えられる。

本研究で解析した系統は、現段階ではいずれも種

子稔性や耐冷性に劣るため、さらなる検証が必要で

ある。開花性変異遺伝子がこれらの形質と関連して

いる可能性も考えられる。「spwl-cls2」と「きたあ

おば」との交雑 F2集団の閉花性形質の分離比は、

この開花性変異遺伝子が一対の劣性遺伝子に支配さ

れていることを支持するものであった。また、 F2

集団内に、開花性を示し稔実率が「きたあおば」並

に高い個体が見出されたことから、「spwl-cls2」よ

り稔実率が高い閉花性系統を育成できる可能性が示

唆された。今後は後代検定による特性の確認が必要

である。「北陸 193号変異体」に「きたあおば」を

戻 し交配した材料（BC2Fl）のうち、出穂期が「き

たあおば」に近い個体に「きたあおば」を戻 し交配

した集団についても、今後の後代検定により稔実率

向上の可能性を確認する必要がある。
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表22009-3 「spwl-cls2」と「きたあおば」との交雑

F2集団における開花性と稔実率 （2012年）

開花性個体の

内数
個体数

稔実率
90%以上

稔実率
90%来満
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個体
全個体

F2集団

F2集団
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1）稔実率は達観調査による（2012年）。

稔実率（覧）

また盛岡で温度勾配処理試験を行った。その結果

「spwl-cls2」、「TMT-C27」および「北陸 193号変異

体」はいずれの条件でもほとんど開花しなかったた

め、これらは低温によって開花性が変動しない変異

であると考えられた。開花性変異遺伝子と稔性な

どの農業形質との関係を明らかにするため、「spwl-

cls2」と「きたあおば」との交雑 F2集団を調査した

結果、稔性の高い個体を得られる可能性が示唆され

た。

以上のように、「伊wl-cls2」、「TMT-C27」、「北陸

193号変異体」は、東北以北向けの新規開花受粉イ

ネ候補として有望であると考えられた。今後は開花

性変異遺伝子を特定し、その遺伝子発現と農業形質

との関係を明らかにするとともに、種子稔性の高い

個体を選抜し、その耐冷性を検証する必要がある。
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オ今後の課題

「平wl-cls2」、「TMT-C27」および「北陸 193号変

異体」は、いずれも開花性が低温に影響されない可

能性が高い有望な系統であると考えられた。しかし

ながら現時点では、 3系統とも種子稔性が不安定で

特に低温域の稔性が著しく低いという問題点があ

る。「spwl-cls2」と「きたあおば」との交雑 F2集

団を調査した結果、種子稔性は稔性の高い個体の選

抜により改善できる可能性が示唆された。今後は

「TMT-C27」および「北陸 193号変異体」について

開花性の変異遺伝子の特定を進める必要がある。同

時に、開花性形質を東北以北に適した品種に導入し

農業的にすぐれた母本を作出するため、開花性変異

遺伝子と種子稔性やその他農業形質との関係を明ら

かにするとともに、東北以北の寒冷条件に適する耐

冷性を高めることが必要である。

力要約

束北以北向け新規開花受粉性イネ 5系統の開花性

の温度反応特性を明らかにするため、北海道（札幌

市）、東北（盛岡市）、北陸（上越市）で圃場栽培し、
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(10) 閉花性稲を実用化するための研究：新規閉

花性遺伝子のマッピング

ア研究目的

イネは元来白殖性が高い作物であるが、出穂後に

は開花して蔚を外部に露出し、花粉を外部に飛散さ

せる。これにより、通常 1%以下の割合で自然交雑

を起こすことが知られている。このため、遺伝子組

換えイネの栽培においては花粉飛散を介した非組換

えイネへの導入遺伝子拡散が一つの懸念材料とされ

ており、野外栽培実験や一般圃場での栽培等を行う

上での問題となっている。

イネの自然交雑を抑制する手段として、開花受粉

性突然変異 superwomanl-cleistogamy1 (spwl-clsl) 

の利用が挙げられる。この変異を持つイネは開花に

重要な器官である鱗被が正常に形成されず、出穂後

に開花しない（Yoshidaet alY）。実際に水田での交

雑試験において交雑を抑制する効果が確認されてい

るのに加えて、この変異は開花しない以外に他の特

性や形質に大きな影響を与えないことも確認されて

いるため、非常に有効な手段と言える（Ohmoriet 

al.2））。しかし、同変異の開花受粉性には温度感受

性があり、栽培時の温度環境が比較的冷涼な地域で

は開花することが観察されている（大森ら 3））。こ

のため、温度感受性を持たない園内の寒地・寒冷地

で利用可能な新たな開花受粉性突然変異が必要であ

る。

そこで本課題では、「きたあおば」、「北陸 193号」

および「たちすがた」の突然変異処理集団から見出

された温度感受性のない新規閉花受粉性突然変異体

を用いて、その原因遺伝子のマッピングを行い、準

同質遺伝子系統育成のための DNAマーカーの作成

を目指す。

イ研究方法

（ア）「きたあおば」由来変異体

「きたあおば」に EMS処理を行った集団から得

られた閉花受粉性突然変異体Cについて、その穎

花の表現型観察を行い、観察から推定された原因遺

伝子の配列解析を行った。原因遺伝子の確認後は交

配による spwl・clslとの同座性検定を行うとともに、

遺伝子配列の変異部分を使用し、変異の有無を確認

できる DNAマーカーを作成した。また、変異型の

タンパク質の相互作用能について、酵母ツーハイブ

リッド法を用いて解析した。

（イ）「北陸 193号」由来変異体

「北陸 193号」由来の新規開花受粉性突然変異

体日193mtについて、「日本晴」との交配後代か

ら2011年に Fz分離集団 768個体を水田に展開し

た。各個体について、 5段階評価（5＝開花、 1= 

完全開花、 3以上は開花個体）で開花／開花の調査

を行うとともに葉をサンプリングして DNAを抽出

した。また、 Hl93mtと「日本晴」の遺伝子型を区

別できる 66個の SSRマーカーを選定し（図 22010-

1)、ラフマッピングおよび QTL解析（Windows

QTL Cartographer Version 2.5にて CIM法を使用）

を行った。

解析の結果得られた遺伝子の候補領域について、

遺伝子型がヘテロ型だった Fz個体を 4個体選抜し、

採種して 2012年に F3集団として 192個体展開し

た。これらも前年と同様に開花／開花等の形質調査

とDNAの抽出を行った。また、候補領域に新たに

19個のSSRマーカーを選定し、F3集団を用いてマッ

ピングを行った。

（ウ）「たちすがた」由来変異体

「たちすがた」由来の新規開花受粉性突然変異体

TMT-C27について「日本晴」および「Kasalath」

との交配を行った。しかし、「日本晴」との交配で

得られた F1個体は著しい不稔であったため、 2012

年は「Kasalath」との交配後代のみを Fz分離集団

として 248個体水田に展開した。各調査個体につい

てHl93mt／日本晴 F2と同様の開花／開花の調査と

梓長等の測定を行うとともに個体毎に DNAを抽出

した。また、 TMT-C27と「Kasala th」の遺伝子型

を区別できる 45個の SSRマーカーを選定し、原因

遺伝子のラフマッピングを行った。

ウ研究結果

（ア）「きたあおば」由来変異体C

突然変異体Cの穎花では spwl・clslと同様の鱗

被の変形が観察された（図 22010-2A、22010-2B）。

このことから、この変異体の SPWl遺伝子の塩基

配列を確認したところ、宅pwl-clslアリルとは別の

位置にアミノ酸置換（27番目のグリシンがアルギ

ニンに置換）を伴う l塩基置換が発見された（図

22010・3）ため、これが原因遺伝子であると推定し

てこの変異体を甲wl-cls2と命名した。この 2つ
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図22010イ Hl93mtの原因遺伝子のラフマッピングに使用した SSRマーカー

図22010・2 各穎花の鱗被の表現型

1) (A)spwl-cls2の穎花、 （B)spwl-clslの穎花、 （C)
spwl-cls2/spwl-clsl F1の穎花

2）白矢印はそれぞれの変形した鱗被を示す。

:pwf-cls2(G27R) 
GGG>AGG 

SPWI gene 
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!Kb 

図22010・3 spwl cls2の変異位置

のアリルの同座性を確認するために spwl-clslと

spwl-cls2を交配して得られた Fl個体の表現型を調

査したところ、両系統と同様の鱗被の変形が観察

された（図 22010-2C）。 また、 spwl-cls2の l塩基

置換を判別できる dCAPSマーカーを作成した （図

22010-4）。
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図22010-4 dCAPSマーカーによる spwl-cls2の遺伝

子型判定

酵母ツーハイブリッド実験の結果、変異型

タンパク質 SPWlcls2とパートナータンパク 質

(OsMADS2）の結合能は SPWlclslのように低

下せず、野生型の SPWlwtと同等であった（図

22010-5）。

（イ）日193mt

2011年に展開した Hl93mt／日本晴 Fz集団は

開花 開花 ＝5.75: 1に分離した。選定した 66個

のSSRマーカーによってラフマッピングを千子っ

た結果、第 l染色体短腕上のマーカ－ RMlおよ

びRM259付近が候補領域と推定された。また、分

離比から原因遺伝子が複数ある可能性も考慮して

QTL解析も行った。その結果、第 l染色体短腕側

にのみ設定した基準値を超える効果の大きな QTL

が lつ検出され、ラフマッピングの結果と一致した



領域が存在すると推定された。この RM524の遺伝

子型は調査した 192個体で「Kasala th」型：ヘテ

ロ型： TMT-C27型が 79 110・3となり、著しく

TMT-C27型が少なかった。この TMT-C27型を示

した 3個体のうち 2個体が開花受粉性を示した個体

だった。

spwl-cls2はspwl-clslと同様の鱗被の表現型を示

し、遺伝子の配列解析と同座性の検定試験から両変

異の原因遺伝子は同座であることが明らかになっ

た。しかし、 spwl-cls2の開花受粉性は spwl-clslの

ものとは異なり、温度感受性が無い。本研究の酵母

ツーハイブリッド実験の結果によれば、 SPWlc1szは

SPWl c1siと異なり、パートナータンパク質との結合

能は低下していないo spwl-clslの開花受粉性はこ

のパートナータンパク質との結合能の低下によって

起こり、そしてこの結合能が温度の影響を受ける

ために開花受粉性も影響を受けると考えられるが、

spwl-cls2ではタンパク 質同士の結合能は野生型と

変わらず、開花受粉性のメカニズムが異なると推測

される。今後、 spwl-cls2の開花受粉性の特徴を詳

細に把握するためにもメカニズムの解明が望まれ

る。一方、本研究で spwl-cls2の原因遺伝子が特定

され、他の品種・系統への導入に利用できる DNA

マーカーが作成されたことで、この変異の実用に向

けての準備が進んだと言える。

察考エ

（図 22010-6）。

2012年に展開した日193mt／日本晴 F3集団は、

開花：開花＝ 4.82: 1に分離した。この F3集団に

ついて、候補領域に新たに選定した 19個の SSR

マーカーでマッピングを進めた結果、候補領域は

マーカ－ RM6324付近か らRM8146付近までの約

2.5Mbpに狭まった（表 22010-1）。

（ウ） TMT-C27 

2012年に展開した TMT-C27/Kasalath F2集団で

は開花受粉性を示した個体が248個体中 3個体のみ

だった。また、各個体の稗長も多くが「Kasalath」

に近い値を示し、 TMT-C27に近いものは少数だっ

た（図 22010-7）。Fz集団について 45個の SSRマー

カーを用いて行ったラフマッピングの結果、第9染

色体上のマーカ－ RM524付近に原因遺伝子の候補
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図22010・6 Hl93mtの閉花受粉性の QTL解析結果

1）解析ソフト WindowsQTL Cartographer Version 2.5にて CIM法を使用 （基準値は2.7に設定）
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so 表 22010・1 Hl93mt／日本晴F3個体の第 l染色体上

にある候補領域の遺伝子型 （抜粋）
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図22010・7 TMT-C27 /Kasalath F2の最長梓長の

頻度分布

「Kasalath」型およびヘテロ型に極端に偏っていた。

草型と同様に TMT-C27型のものが少なかったこと

から、開花受粉性が上述の不稔や致死の因子と関連

している可能性も考慮する必要があり、今後の解析

には注意が必要である。

今後の課題

spwl-cls2については、開花受粉性のメカニズム

の詳細な解析に加えて、準同質遺伝子系統を作成し

て開花受粉性が他の形質に及ぼす影響の調査や予想

される栽培地での現地栽培試験等を行う必要があ

るo Hl93mtについては、第 l染色体上の原因遺伝

子の候補領域についてより詳細なマッピングを行

い、遺伝子の取得を目指す。TMT-C27については、

「Kasalath」との交配後代を用いて引き続きマ ッピ

ングを行うが、不稔や致死による影響を回避できる

交配組み合わせについても検討し、新たな分離集団

によるマッピングを行う 。

オ

力要 約

温度感受性の無い 3つの新規開花受粉性突然変異

体について、原因遺伝子の探索を行ったo spwl-cls2 

については、原因遺伝子を特定して spwl-clslのア

リルであることを石在認した。また DNAマーカーの

作成と開花受粉性のメカニズムについての解析を

行った。Hl93mtについては、「日本晴」との交配

後代から分離集団を作成し、原因遺伝子のマッピン

グを行った。その結果、第 l染色体上の約 2.5Mbp

Hl93mtの開花受粉性は、温度感受性が無いこ

とと鱗被の形態に異常が観察されないことから、

spwl-clslのものとは異なるメカニズムであると考

えられる。本研究では Hl93mt／日本晴 Fz集団で開

花：開花の分離比が 3:1から外れたことから原因

遺伝子が複数ある可能性も考慮したが、 QTL解析

の結果では大きな効果のある領域が第 l染色体短腕

上にあるのみであり、複数遺伝子の関与は確認でき

なかった。この領域がヘテロとなっていた Fz個体

から展開した F3集団で再び閉花受粉性個体が分離

したことから、少なくともマッピングによって推定

された約 2.5Mbpの領域に開花受粉性に関与する因

子が存在すると考えられる。

TMT-C27の開花受粉性も温度感受性が無いこ

とと鱗被の形態に異常が観察されないことから、

spwl-clslのものとは異なるメカニズムであると考

えられる。本研究では TMT-C27と「日本晴」の交

配後代で不稔が発生し、また「Kasalath」との Fz

分離集団では、 TMT-C27型の草型を示した個体が

非常に少なかった。このことは、 TMT-C27のゲノ

ム中に「日本晴」あるいは「Kasalath」のゲノムと

の組み合わせで不稔や致死を生じる因子が存在する

ことを示唆している。

TMT-C27 /Kasalath F2で開花受粉性を示した

個体は 248個体中 3個体と極めて少なかった。ま

た、ラフマッピングの結果、第 9染色体上のマー

カー RM524付近が開花受粉性の原因遺伝子の候補

領域と推定されたが、このマーカーの遺伝子型も
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の領域が候補領域であると推定された。 TMT-C27

については、「Kasala th」との交配後代から F2分離

集団を作成し、原因遺伝子のラフマッピングを行っ

た。その結果、第9染色体上に候補領域があると推

定されたが、分離集団では著しい分離の歪みが観察

されたため、今後の解析には注意が必要であると考

えられた。
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(11) GM稲等の圏内栽培・流通における区分管

理のための検知技術開発

ア研究目的

わが国では、食品衛生法、カルタヘナ法等、各種

法令により遺伝子組換え（GM）農作物の安全性審

査が義務づけられており、食品としての利用に際し

ては、適切な表示が求められている。現在、多くの

GM農作物が海外から輸入され、適切な表示を担保

する目的で、 GM農作物の検知法が開発、活用され

ている（農林水産消費安全技術センターへ消費者

庁 2））。一方、わが国における GM農作物の開発も

進展しており、将来的な商業栽培に向けた環境整備

が求められる。そこで、本課題においては、圏内で

の栽培および流通が想定される GMイネ等の GM

農作物に関して、収穫後の流通・加工過程における

混入の実態把握に利用可能な実用的な検知法の開発

を実施する。また、開発過程における環境への意図

しない放出を未然に防ぐため、モニタリングに資す

る検知法の開発も併せて行う。

イ研究方法

GM農作物の検知では、組換え遺伝子（DNA)

および組換え遺伝子由来産物（タンパク質）を標的

とした検知法の両者が広く活用されている。 DNA

を標的とした検知法では、タンパク質の変性等を伴

う加工処理を施した試料においても、ある程度の検

知が可能であり、また、タンパク質を標的とした検

知法では、より簡易化が可能である等の特徴を有す

る。本課題においては、 DNAおよびタンパク質検

知の両方向からのアプローチを試みた。

まず DNAを標的とする検知法であるが、 GM農

作物の検知法開発に際して、その作物種特異的な内

在性配列の利用が不可欠である。イネに関して、公

定法として利用されているものを含む既報の種特異

的内在性配列について問題点が明らかとなったた

め、新たに検討した。本課題における検知対象と

して、実用化準備段階にある二種類の国産 GMイ

ネ、「必須アミノ酸高含有飼料用イネ（高トリプト

ファン含有イネ）」（Komatsuet al 3l）および「複

合病害抵抗性 OsWRKY45発現イネ」（Shimonoet 

al 4l）を選定し、当該開発機関より、これら GMイ

ネに関する情報および種子等の試料の提供を受け

た。これら GMイネの発現プロモーターやターミ

ネーターに関しては、今後変更の可能性があること

から、 GM農作物の系統特異的検知として広く用い

られている組換えカセットと宿主ゲノムとのジヤン

クション領域は検知対象としなかった。一方、両者

共に cDNAがゲノムに組み込まれていることから、

エキソン・イントロン構造を利用し、内在性の当該

遺伝子からは増幅せず、導入された cDNAからの

み増幅するような PCRの標的領域を設計した（図

22011-1）。開発した検知法については、擬似混入試

料を調製し、定量分析法の性能評価を行った。

DNA検知の対象とした二種類の GMイネに見ら

れるように、わが国の GMイネの開発では、イネ

が元来有する遺伝子を導入して、形質の付与を行っ

ているものが多く、このような GM作物の場合、

導入遺伝子産物を標的とする検知法では、 non-GM

作物との判別が困難である。そこで、タンパク質を

標的とした検知法においては、選抜マーカー遺伝子

産物（Hygromycinphosphotransferase (HPT）お

よび Neomycinphosphotransferase (NPTII) ）を

検知対象とした。当該タンパク質は大腸菌を用いた
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A GMイネ

非GMイネ
（エキ：JJ イントロJ構造｝

B GMイネ

非GMイネ

・－

図22011-1 (A）高トリプトファン含有イネ。（B)

OsWRKY45発現イネの遺伝子構造。P-Ubi

はユビキチンプロモータ一、 NOSTはノパ

リン合成酵素ターミネータ一、 I～XIIはエ

キソン番号とその位置を示す。矢印は、設

計した cDNAのみを検出するプライマー

の位置を示す。

組換えタンパク質として発現 ・精製を行い、モノク

ローナル抗体作製のための抗原とした。抗原タンパ

ク質はマウスに免疫し、免疫細胞融合、スクリーニ

ング等を行い、それぞれの検知対象に対し複数個の

モノクローナル抗体産生細胞を樹立した。モノク

ローナル抗体の評価を行った後、作製抗体を用い、

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA）、

イムノクロマト試験紙（ラテラルフロー）、ウエス

タンブロッテイングの各検出系を構築し、その評価

を行った。

ウ 研究結果

最初に、 DNAレベルでの検知法開発において、

イネの種特異的内在性配列の検討を実施した。こ

れまで、厚生労働省の安全性未審査米国産 GMコ

メ（LLRICE601）検知法（厚生労働省 5））におい

ては PhospholipaseD (PLD）遺伝子由来配列（以

下 PLDlと表記）が、安全性未審査中国産 GMコ

メの検査法においては Sucrosephosphate synthase 

(SPS）遺伝子由来配列（以下 SPSと表記）がそれ

ぞれ内在性配列として利用されていた。これらのイ

ネ内在性配列のうち、 SPSはPCR効率が著しく低

く（図 22011-2）、全ゲノムが解読されている日本晴

のゲノムデータベースと照合したところ、 Forward

側のプライマー配列にーカ所ミスマッチがあること

が明らかとなった。一方、 PLDlは、トウモロコシ

などイネ以外の作物からも増幅することが明らかと
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図22011・2 各種イネ内在性配列定性PCR結果

1) レーン l～ 22はそれぞれ、あきたこまち、きら
ら397、コシヒカリ、つがるロマン、華越前、ひ
とめぼれ、ヒノヒカリ、ゆめあかり、日本晴、
KASALATH、モミロマン、たちすカfた、クサ
ホナミ、 IR8、IR64、BALILLA、RAFFAELO、
BLUE BELLE、BELLEPATNA、GUANGLAI4、
HE]IANG19、NONGHU6。レーン 23は鋳型 DNA
無しの結果を示す。

’2345678 ’234 56 78 1234 56 78 

図22011-3 各種イネ内在性配列定性PCR結果

1) レーン l～8はそれぞれ、赤米、黒米、トウモロコシ、
ダイズ、アワ、ヒエ、コムギ、オオムギの結果を
示す。矢印は予想される PCR増幅産物の位置を示
す。SPSnew、SPS、PLDl、PLD2のPCR増幅産
物は、それぞれ、 91、81、68、80bp。

なった（図 22011-3）。

そこで、新たにイネ種特異的内在性配列を検討し、

SPS遺伝子のプロモーター領域に、反応特異性 ・検

出感度共に良好な配列を見出した（以下 SPSnew 

と表記）。国内外から、 30品種のイネを収集し、本

配列を標的に、通常の PCRあるいはリアルタイム

PCRによる解析を行った。

全てのイネ品種から SPSnewの増幅産物が得ら

れ（図 22011-2）、期待される増幅長のバンドはイ

ネにおいてのみ確認された（図 22011-3）。さらに、

SPS newの配列は、収集した 30品種のイネ全てに

保存されていることをシークエンスによって確認

した。また、リアルタイム PCRでは、赤米、黒米

を除く 28品種において、 ThresholdLineを0.2に

固定し ThresholdLineに到達するまでに要したサ

イクル数（Ct値）を比較したところ、 SPSnewは

他のイネ内在性配列よりも小さい値を示した（表



22011-1）。なお、用いたイネは、あいちのかおり、

あきたこまち、キタアケ、きらら 397、コシヒカ

リ、つがるロマン、日本晴、はえぬき、 華越前、ひ

とめぼれ、ヒノヒカリ、ほしのゆめ、ま っしぐら、

ゆめあかり、モミロマン、たちすがた、クサホナ

ミ、 KASALATH、BALILLA、BELLEPATNA、

BLUE BELLE、GUANGLAI4、HEJIANG19、IRS、

IR36、IR64、NONGHU6、RAFFAELO、赤米、 黒

米、である。以上の結果より、 SPSnewは、 PLDl

よりも特異性の点で優れ、 SPSよりも増幅効率の点

で優れていることが示された。また、最近になって

安全性未審査中国産 GMコメ検知法（厚生労働省内

に導入された PLD遺伝子由来配列（PLD2と表記）

と比較しても、同等以上の良好な結果が得られた。

次に、 GMイネ検知法開発では、高ト リプトファ

ン含有イネ及びOsWRKY45発現イネに関して、そ

れぞれ、エキソン・イントロン構造特異的標的領域

を設計し、通常 PCR及びリアルタイム PCRによっ

て特異性を確認した（図 22011-4）。さらに、定量分

析法開発を目的に、標的配列を導入した標準プラス

表22011-1 Ct値比較

平均値

SPS new SPS PLDl 

22.24 28.62 22.46 
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ミドを構築し、検量線作成のためのコピー数調製を

行った（図 22011-5）。この際、 GM作物のスクリー

ニング検知等で汎用性の高いカリフラワーモザイク

ウイルス由来の 35Sプロモーターのターゲッ ト領

域（P35S）等の GM共通配列、およびイネ内在性

配列として、本研究で見出した SPSnewに加えて、

PLDl及びPLD2の標的配列も導入 した。また、高

トリプトファン含有イネ （系統KPD-722-4）および

OsWRKY45発現イネ（系統WRKY45#12）のゲノ

ムDNAを用いて、定量の際に必要となる GM系統

固有の係数である内標比を決定した （表 22011-2）。

さらに、それぞれの GMイネと non-GMイネを粉

砕したものを混合し、重量比で0.5,1.0, 5.0, 10.0 % 

の割合で含む疑似混入試料を調製した。

この際、高トリプトファン含有イネはクサホナミ、

OsWRKY45発現イネは日本晴をそれぞれ宿主とす

ることから、疑似混入試料にそれぞれの non-GMイ

ネ種子を用いて調製した。これら疑似混入試料から

DNAをt由出し、リアルタイム PCRによるインノ＼

ウス定量分析を行ったところ、真度 ・精度共に良好

な結果が得られた（表22011-3）。

タンパク質を標的とした検知法開発においては、

選抜マーカー遺伝子産物（HPTおよびNPTII) を

検知対象として選定し、当該タンパク質を大腸菌の

組換えタンパク質として発現・精製した（図 22011-

6）。精製タンパク質を標準タンパク質として以下の

OsWRKY45#8 
OsWRKY45115 

図22011-4 高 トリプトファン含有イネおよびOsWRKY45発現イネにおけるプライマーおよびプ

ローブ特異性の確認

1) A、Bは高トリプトファン含有イネ、 C、DはOsWRKY45発現イネの結果を示す。A、Cは通常
PCR、レーン l～ 16はそれぞれ、あきたこまち、きらら 397、コシヒカリ、つがるロマン、はえぬ
き、華越前、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ほしのゆめ、まっしぐら、ゆめあかり、クサホナミ、たち
すがた、モミロマン、日本晴、KASALATHの結果。レーン 17、18はGMイネ （Aは高トリプトファ
ン含有イネ系統KPD627-7、KPD722-4、BはOsWRKY45発現イネ系統OsWRKY45#8、＃15）。 レー
ン19～ 22はそれぞれ、ダイズ、 トウモロコシ、コムギ、オオムギ、レーン 23は鋳型 DNA無しの
結果を示す。B、Dはリアルタイム PCRの結果を示す。
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図22011・5 本研究用に開発されたGMイネ検知用標準プラスミドの構造（A）、および定量用検量線（B

～ D）。 Trpは高トリプトフ ァン含有イネ標的配列、WRKYはOsWRKY45発現イネ標的

配列、 PLDl及びPLD2は、それぞれ、米国産 GMコメ、中国産 GMコメ検知法におい

て利用されているイネ内在性配列をそれぞれ示す。B、CおよびDはそれぞれ、 SPSnew、

高トリプトフ ァン含有イネ標的配列およびOsWRKY45発現イネ標的配列を対象とした増

幅曲線および検量線を示す。

実験に供した。 まず、標準タンパク質を抗原とし

て、モノクローナル抗体作製のため BALB/cマウ

スに免疫した。2回の追加免疫の後、牌臓を摘出

し、細胞融合を行い、スクリーニング等を経て、抗

NPTII、抗 HPTそれぞれ複数個のクローン化され

た抗体産生細胞を得た。得られた抗体産生ハイブ

リドーマを用い BALB/cマウスの腹水癌化を行い、

定法に従い、腹水採取の後、最終的に抗NPTIIは

7種（Nl～ N7）、抗 HPTは5種（Hl～ H5）の抗

体精製を行った。精製した抗体は、標準タンパク質

を用いたウエスタンブロッティングによる評価の

後、 ELISA、ラテラルフロー、ウエスタンプロッテイ

ングの各検出系の構築・評価に用いた。

サンドイツチ ELISAによる定量系の構築のた

め、精製抗体にピオチン標識を行い、 TMBと

Streptavidin-Poly HRP40による反応系を選択した。

抗体の組み合わせ試験を行った結果、 NPTIIは固

相抗体に N2、抗原を上から挟み込む 2次抗体にピ

オチン標識 N5、HPTは固相抗体に H2、2次抗体

にピオチン標識 H5を用いる組み合わせがそれぞれ

の定量に最も適していることが明らかとなった。こ

れらの組み合わせにより、 NPTIIの検量線作成を

試みたと ころ、検出限界 0.4313ng/mL、定量限界

1.438 ng/mL、HPTでは検出限界 0.0431ng/mL、

定量限界0.1437ng/mLと高感度の検出系の構築を

達成した（図 22011-7）。

ラテラルフローストリップについては、図

22011-8に示す形態にてテストストリップを構築し、

NPTIIおよびHPTそれぞれ7種類のモノクローナ

表22011・2 GMイネの内標比

平鈎値 標準偏差

高トリプトファン含有イネ（KPD-722-4) 0.99 0.102 

OsWRKY45発現イネ（WRKY45#12) 0.80 0.045 

ル抗体を試験紙（金コロイド標識抗体）と判定ライ

ン（囲相抗体）に使用し、 49通りの組み合わせ試

験を行った。その結果、 0.05%の TritonX-100を

含む PBSにて偽陽性反応を示さず、 10ngの標準

タンパク質に対して、明瞭なラインを呈する組み合

わせが、 NPTIIでは 8種類、 HPTでは 3種類得ら

れた。これらの組み合わせの中から、 NPTIIに関

してはメンブレン固相抗体に N5、金コロイド用抗

体に N2,HPTについては固相抗体に H2、金コロ

イド用抗体に日5を用いたテストストリップについ

て検討を行った。まず、 1.0mg/mLの濃度で判定

ラインを調製したテストストリップ用い、所定の

濃度の標準タンパク質（NPTIIまたは HPT）溶液

100 μLをテストストリップに供した （表22011-4）。

その結果、目視およびイムノクロマトリーダーにて

NPTII、HPTともに lngの標準タンパク質を検出

できることを確認した。さらなる高感度化を目的と

して、固相抗体の濃度を 1.8倍にしたところ、 HPT

については偽陽性反応が生じたが、 NPTIIについ

ては検出感度の上昇が認められた（表 22011-4）。

ウエスタンブロッティングについては、キ且t集え｛乍

物中の当該タンパク質の検出の可否について、エ

ンバク・チオニン遺伝子導入 GMイネ（NPTIIお

よびHPTが共に発現）(I wai et al 7), Mi tsuhara et 
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GMイネ定量分析法性能指標評価表 22011-3

精度

相対標準偏差、%

真度

平均値、%偏差、%

WRKY45#12 

n 

GM混入率

% 

精度

相対標準偏差、%平均値、%偏差、%
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図22011-7 サンドイツチ ELISA定量検出系の構築

l)A.: NPTII、B.:HPT
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E. Coli JM109/pQE-hpt 

E. Coli JM 109/pQE-nptll 

Incubate at 37°Cfor 2 h 

Supplement IPTG at 1 mM  

and incubate for another 3 h 

Harvest cells and sonica同 forヨOs,5 times 

Dissolve the sediment in 8 M urea buffer 

Purify wi出 Ni-NTAcolumn 

Change u陪abuffer to Tris-HCI buffer 
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て試みたが、インハウスの定量分析で検証した結果、

従来の系統特異的あるいは構造特異的検知法と遜色

ない性能を有していることが示唆された。本課題に

おいて供与された組換えイネについては、今後プロ

モーターやターミネーターに関して、変更の可能性

があることが示唆されているが、エキソン ・イン ト

ロン構造を用いた本検知法は、それらの変更に影響

を受けるものではない。従って、今回開発した検知

法は、これら組換えイネの商業栽培開始後、直ちに

実用に供しうるものである。また、新たに見出した

イネ内在性配列 SPSnewに関しては、既報のもの

と比較して優れたものであることが示されたため、

今後イネ内在性配列として広く利用されるよう提案

していく予定である。

タンパク質を標的とした検知法開発においては、

NPTIIおよびHPTを検知対象として選定した。現

在、組換え作物の開発の最終段階においては、抗生

物質耐性マーカーの利用は減少、或いは除去される

傾向にあるが、開発初期の段階では広汎に利用され

ている。また、現在、わが国において食品として

の利用が承認されている組換え作物のうち、 20系

統近くに nptIIが導入されている等、検知対象とし

て有用である。本課題において抗NPTIIおよび抗

HPTともに複数個のモノクローナル抗体産生細胞

を樹立することができた。モノクローナル抗体は継

選抜マーカー遺伝子産物の発現および、精製図22011・6

試料展開方向

判定窓

r一一一一_A._一一一一ー、

判定ライン

図22011-8 モノクローナル抗体を用いた金コロイド

免疫クロマト法

al. s））およびルシフエラーゼ遺伝子導入 GMタバコ

(NPTIIが発現） (Mitsuhara et al. 9））を（独） 農業

生物資源研究所の光原一朗博士より分与頂き、検討

した。イネ、タバコ共に緑葉より粗抽出したタンパ

ク質溶液を検：出に供したところ、 NPTIIについて

はN6が、 HPTについては H4が、感度、選択性と

もに良好で、イネ、タバコともに組換えタンパク質

を検出することが可能であった （図22011-9）。 標

準タンパク質との比較から、 0.00008-0.0004 % (wt 

weight）程度の組換えタンパク質の発現が見積もら

れた。HPTについては文献値 （Yanget al. io））を

若干下回るものであったが、 NPTIIに関しては文

献値（Mikiet al. 11））とも一致するものであった。

考察

DNAを標的とした検知法に関しては、エキソン・

イン トロン構造を用いた特異的検知法の開発を初め

工



表 22011-4 ラテラルフローストリップによる NPTIIおよびHPTの検出

囲網抗体濃度

1 Omg/ml 105.7 

1.Smg/ml 131.3 

固梱抗体濃度

1.0mg/ml 67.8 

1.Smg/ml 
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図22011-9 ウエスタンプロッティングによる組換えタンパク質の検出

1）タンパク質抽出は PBST(pH7.4）で行い、 25μg/laneを電
気泳動に供した。

続的な供給が可能なため、将来的に検知法のキット

化等を検討する際に、有用な研究資材となり得る。

オ今後の課題

今回、検知対象とした高トリプトファン含有イネ

において、内標比を決定した系統 KPD-722-4のコ

ピー数は 5と報告されている。内標比は、一般的に、

導入遺伝子組換え配列のコピー数が反映されるもの

と考えられるが、本系統の高トリプトファン含有イ

ネでは、 lコピーの導入が示唆される数値が実験的

に得られた。定量結果の偏差が大きくないことから、

今回得られた内標比は実験的に正しいと考えられる

が、理論値（報告されているコピー数）との解離の

理由は現段階では不明である。高トリプトファン含

有イネの作出には、ウイスカ法による直接導入が用

いられているが、その際、不完全な組換え配列断片

が、ゲノム上に複数導入されたためにコピー数が多

くみえている可能性は否定できない。KPD-722-4の

コピー数と内標比の数値の祖師に関しては、引き続

き検討が必要である。

タンパク質を標的とした検知法開発において、

ELISA、ラテラルフローストリップともに、標準タ

ンパク質を用いた検討において高感度の検出系を確

立することができた。しかしながら、当該タンパク

質を発現する組換え作物を用いた検討においては、

期待される程の検出感度を得ることができず、ウエ

スタンブロッテイングで見積もられるタンパク質量

とは合致しない結果を得た。組換え作物を試料に用

いた際に、十分な検出感度が得られるよう、抗体の

組み合わせを再検討するとともに、高感度化を目指

した取り組みが求められる。

力要 約

GM農作物収穫後の流通・加工過程における混

入の実態把握に利用可能な、組換え DNAを標的と

した検知法開発を、国内での栽培および流通が想

定される 2種類の GMイネについて行った。また、

DNAを標的とした検知法開発において必須の種特

異的内在性配列を新たに見出した。さらに、 GM農

作物の開発過程における環境への意図しない放出

を未然に防ぐため、抗生物質耐性マーカーを標的

としたモニタリングに資する検知法の開発を行い、

ELISA、ラテラルフローストリップ、ウエスタン

ブロッテイングの検出系を構築した。
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(12) 複数遺伝子導入GM農作物に対応するため

の簡易迅速検知技術の開発

ア研究目的

遺伝子組換え（GM）農作物の商業栽培は世界的

に拡大しており、 2011年の時点でその面積は l億

6000万haに及んでいる。これまで除草剤耐性や害

虫抵抗性の GM系統が主に栽培されてきたが、近年、

生産量の更なる向上を目的として 2つ以上の GM

系統を掛け合わせた複数遺伝子導入組換え作物（ス

タック品種）の実用化が進められている。また、将

来的に GM農作物が我が固で実用化される際にも、

スタック品種として利用される可能性もある。しか

し、定量 PCR法などの従来の分析技術はスタック

品種の混入率を過大に評価する傾向があることか

ら、その分析結果にもとづいてスタック品種を含む

GM農産物の混入管理を行うことは極めて困難と

なっている。このため、本研究ではスタック品種を

含む GM農産物の正確な定量的評価技術を確立す

る。また、簡便性、迅速性の観点で実用的な分析技

術へと高度化を図る。

イ研究方法

グループテステイング（GT）法は複数の穀粒で

構成されるグループを規定数、定性分析に供し、そ

れらの分析結果から統計学的に GM混入率を推定・

判定する手法である。 GT法は定性分析にもとづい

た方法であることから原理的にスタック品種の混入

に影響を受けず、 GM農産物の正確な混入卒評価技

術として期待される。我々はこれまでに GMトウ

モロコシに対する GT法について報告している（図

22012・1) (Mano et al 1））。本研究では、このトウモ

ロコシ GT法の信頼性向上に資する評価データの取

得を行う。また、多様な農産物に対して簡便迅速に

GTを実施可能とするための分析技術を開発する。

トウモロコシ GT法では、検査の第一段階とし

て、検査ロットからトウモロコシ穀粒を 20粒ずつ

サンプリングする必要がある。本研究では、はじめ

に、このサンプリングの作業が分析結果に及ぼす影



トウモロコシ ー
検査ロット 〆

〆〆」＼＼入
一定の粒数を含むグループを多数調製

富富富電電宙
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GMが検出されたグループの数から
統計学的lこGM混入率を評価

図22012-1 グループテステイング法の概要

響を評価するため、サンプリング実証試験を行った。

500gのトウモロコシ穀粒試料中に、カラースプレー

で着色した模擬 GM穀粒を l、3、5、7、9%の割合

で混合し、サンプリングを繰り返し行った後、目視

でGTの合否判定を行った。合否判定は、厚生労働

省通知検査 2)（現消費者庁通知検査 3））と同等の信

頼性を有するように、「トウモロコシ 20粒からなる

グループを 10グループ分析し、 GMの検出が6グ

ループ以下であれば合格とする。7グループ以上の

場合には、追加でもう 10グループ分析し、 l回目

と合計 20グループで GMの検出が 12グループ以

下であれば合格、 13グループ以上で不合格とする。」

という基準を採用した（Manoet al 1））。

現在、流通する GMトウモロコシは、カリフラ

ワーモザイクウイルス由来 35Sプロモーター及び

リゾピウム属細菌由来NOSターミネーターのいず

れかを組換え DNAとして有している。このこと

からトウモロコシ GT法では GMの検出に上記2

領域を対象とする リアルタイム PCRを用いている

(Mano et al 1l）。しかし、これらの反応は植物体の

ウィルス感染や土壌微生物の付着などによって偽陽

性検出を生じうるため、 GM農産物の混入を確定す

るために個別の GM系統に特異的な PCRを用いた

最終確認が必要である（Holst-Jensenet al 4l）。こ

のため、トウモロコシ GT法の実施後に、 GMが検

出された試料中の GM系統を特定する試験法につ

いて検討を行った。まず、市販の DNA抽出キット

GMquicker （ニッポンジーン社製）の標準的なプロ

トコルを改変し、 GT実施後の残存試料から高純度

なDNAを安定的に調製する手法を確立した。続い

て、得られた DNAを既報のリアルタイム PCRア

レイ法（Manoet al 5l）で分析し、承認GM系統を

一斉検知する分析プロトコルを定めた。この分析法

の性能を評価するため、擬似混入試料を用いた実証

試験を実施した。具体的には、代表的な GM系統

である MON810、MON863、NK603、MON88017

系統の穀粒のいずれか l粒含むトウモロコシ 20粒

グループと全て NonGMからなる 20粒グループを

多数調製し、各グループをランダムに混ぜた 3つの

試料群を調製した（図 22012-1)。続いて、 GT法及

び系統特定分析のブラインド試験を実施した。分析

完了後に、擬似混入試料の内容と実際の分析結果と

の比較を行った。

GT法を簡便迅速に実施するためには、農産物か

らDNAを精製することなく直接 PCRを行うサン

プルダイレクト分析が必要である。多様な農産物試

料に対しても簡便迅速に GT法を実施可能とするた

め、サンプルダイレクト分析に最適なリアルタイム

PCR用マスターミックスの開発について検討した。

開発には、株式会社島津製作所の Ampdirectバッ

ファー技術及び株式会社ニッポンジーンの PCR用

試薬調製技術を土台として検討を行った。まず、試

薬添加条件の入念な検討を行い、 PCR阻害物質の

共存下でも安定した DNA増幅が得られる反応条件

を見出した。次に、この反応条件のもとで多様な農

産物に対するサンプルダイ レクト分析の可能性を検

証した。試料には、 GMの作出が行われている生物

種を主に用いた。具体的には、穀粒や農作物種子と

してトウモロコシ、ダイズ、コメ、ナタネ、ワ夕、

カボチヤ、ワ夕、テンサイ、アルフアルファ、メロン、

ベントグラス、アマを選択した。また、 果物類とし

てメロン、キウイ、パパイア、イチゴ、バナナ、ブ

ドウを選択した。野菜類としてホウレンソウ、カボ

チヤ、ネギ、トマト、ジャガイモ、サツマイモ、ナス、

ニンジン、ブロッコリー、ダイコン、ナガイモ、シ

イタケを選択した。魚介類としてシャケ、アジ、マ

グロ、サパ、タイ、エピ、イカを用いた。各種試料

5gをSDS、NaCl、EDTA、Trisを含む組織溶解液

とともに家庭用フードミルで粉砕・混合し、その上

清を希釈したものを鋳型 DNA溶液としてリアルタ



に混合した GM系統と実験結果は表22012-1のよう

になった。

入念な条件検討を経て設定した リアルタイム

PCRの反応条件のもとで、各種試料からのサンプ

ルダイレクト分析を試行した。18SrRNA遺伝子及

び、IPCをf票的としてリアルタイム PCRを行ニったと

ころ、各種試料の粗抽出液から図 22012-3の結果が

得られた。

イム PCR分析に用いた。リアルタイム PCRの標的

には真核生物に共通する 18SrRNA遺伝子と人工的

な塩基配列を標的とする IPCを用いた。18SrRNA

遺伝子の検出は各種試料からの DNAの溶出の評価

に用いた。一方、内部陽性標準（internalpositive 

control : IPC）については反応液中に標的配列を含

む低コピーのプラスミド DNAを人為的に添加し、

そこからの DNA増幅を確認することで PCR阻害

の確認に利用した。

考 察

本課題では、まず、既報のトウモロ コシGT法に

おいてサンプリングの作業が分析結果に及ぼす影響

を評価するため、サンプリング実証試験を実施した。

その結果、各 GM混入濃度における検査の合格率

は統計理論によって算出される理論値と合致した結

果が得られた。この結果から、 GT法によって GM

混入率の評価を行う際に、サンプリング作業に起因

した想定外の偏りやぱらつきが生じないことが確認

された。

続いて、トウモロ コシGT法の実施後に、 GMが

検出された試料から GM系統を特定する分析法に

ついて検討した。擬似混入試料を用いて GT及び系

統特定分析のブラインド試験を実施したところ、全

ての分析で正しい結果が得られた。このことから、

本研究で定めた系統特定試験法が信頼性の高い分析

法であることが裏付けられた。 トウモロ コシGT法

リアルタイム PCRを用いた定性分析

の部分については試験室間共同試験により妥当性確

エ
ウ研究結果

サンプリング実証試験の結果、統計学的に算出さ

れる理論的な合格率と実験的に得られた合格率は図

22012-2のようになった。理論値と実験値は合致し

た結果となった。

続いて、擬似混入試料を用いて GT法及び系統特

定分析のブラインド試験を実施した。擬似混入試料

一一合格率｛理論値）

・ 合格率 （実験値 N=40)
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0.6 

係十

字0.4
。日
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。。
については、

10 5 

GM混入率（%）

サンプリング実証試験の結果図22012・2

GT及び系統特定分析のブラインド試験の結果表 22012・1
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回検討に用いたサンプルの前処理方法及びリアル

タイム PCRによって極めて多様な生体試料のサン

プルダイレクト分析が可能であることが明らかと

なった。この結果を踏まえて、リアルタイム PCR

用マスターミックスは「DirectAceqPCR Mix plus 

ROX Tube」として株式会社ニッポンジーンから

2013年 3月に販売開始予定である（図 22012-4）。

商品化により、本課題で開発した分析技術を民間検

査機関等で容易に利用することが可能となることか

ら、 GT法の普及が期待される。分析技術の普及が

期待される。

以上、本研究により、スタック品種を含む GM

トウモロ コシの正確な混入率評価技術として GT法

が確立され、全ての分析工程の信頼性保証が実現し

た。また、サンプルダイレクト分析に適したリアル

タイム PCR用マスターミックスの開発によって、

GT法を簡便迅速に実施することが可能な農産物試

料の範囲が飛躍的に拡大した。

多様な農産物からのサンプルダイレクト分析

認が完了していることから（Manoet al. i＞）、本課

題を通じて、サンプリング、 リアルタイム PCRに

よる定性分析、系統特定分析に至る一連の分析工程

について分析の信頼性が保証された。現在、我が国

の標準分析法では、スタック品種を含む GMトウ

モロ コシの混入率を正確に測定することができない

か、もしくは、多大な検査コストを要する。本課

題で、検討を行ったトウモロコシ GT法の導入によっ

て、検査の正確性向上や作業効率の飛躍的な向上が

期待されることから、本法の標準分析法としての採

択に向け、関係部局への働きかけを今後予定してい
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る。

最後に、 GT法の適用範囲を拡大するため、多様

な農産物のサンプルダイレクト分析を可能にするリ

アルタイム PCR用マスターミックスの開発を行っ

た。最適化した分析条件のもと、多様な試料を用い

てサンプルダイレクト分析を試行した。その結果、

全ての試料で 18SrRNA遺伝子及び IPCに対して

良好な DNA増幅が確認された。このことから、今
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図22012-4 商品化されるリアルタイム PCR用マス

ターミックス

オ今後の課題

我が国に輸入される GM農産物の種類は年々増

加しており、それら全てを検査可能にするためには、

GT法で用いる定性PCR法を適宜改良する必要が

ある。将来的には、 PCRの高度マルチプレックス

化が必要になる可能性が高いことから、そのための

技術開発が必要である。

力要約

複数遺伝子導入組換え作物の混入管理に有用な分

析技術として、 GT法について研究を行った。サン

プリング作業に起因する不確かさの評価や系統特定

試験法の確立によってトウモロコシ GT法の信頼性

保証を実現した。また、多様な試料からサンプルダ

イレクト分析を可能にするリアルタイム PCR用マ

スターミックスの開発により、簡便迅速な GT法の

適用範囲が飛躍的に拡大した。
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( 13) 未承認GM農作物の塩基配列解析手法の開

発

ア研究目的

我が国では、カルタヘナ法をはじめとする各種法

令により、遺伝子組換え（GM）農作物の安全性審

査が求められている。 しかし、安全性が未認可の

GM農作物が市場流通品に混入した事例もこれまで

にある。行政検査機関では、未承認 GM農作物の

流通が明らかとなった時点でモニタリング検査が行

われてきた。 しかし、未承認 GM農作物の流通発

覚後にはじめて検査が可能となる現在の状況では、

検出が可能となった時点で既に未承認GM農作物

が市場に流出し回収等の対応が必要になる場合もあ

り、こうした場合には、社会的混乱を招くおそれも

ある。このため、未承認 GM農作物の混入を未然

に防止するため、組換え DNA情報が未知のものを

含め未承認 GM農作物を幅広く検出する技術が必

要とされている。本課題では、 GM農作物の網羅的

検知にもとづく未承認系統混入推定の精度向上を図

るとともに、最終的に未承認系統であることを同定

するために必要となる塩基配列解析技術について研

究開発を実施する。

イ研究方法

本課題では、塩基配列が未知のものを含めて未承

認 GM農作物を検知し、最終的に塩基配列レベル

で同定まで可能にする分析技術の確立を目指して研



究を実施した。まず、従来の知見を踏まえて、この

目的を達成するための未承認GM農作物検知同定

システムの構想、を明確化した（図 22013-1）。以下、

この構想の実現に向け、研究開発を実施した。

これまでに GM農作物網羅的検知技術としてリ

アルタイム PCRアレイ法について報告を行ってい

る（Manoet al u. 2））。まずは、リアルタイム PCR

アレイ法による未承認 GM農作物混入推定の精度

を向上させるため、リアルタイム PCRアレイ法の

標的の拡充について検討を行った。現在流通する

GM農作物に広く利用されている組換え DNA断片

及び新たに流通が認められた承認系統を標的とする

PCRの追加を試みた。標的には、新規承認GMト

ウモロコシ MIR162系統に加えて、組換え DNA断

片としてジャガイモ由来 PINIIターミネーター、エ

ンドウマメ由来 E9ターミネーター、害虫抵抗性遺

伝子 CyrIAbを選択した。それぞれの標的配列の情

報を収集し、プライマープロープ塩基配列を定めた。

次に、既報の妥当性確認手法 2）に従い、リアルタ

イム PCRアレイ法の反応条件下で反応特異性及び

検知下限濃度について評価を行った。

リアルタイム PCRアレイ法の分析結果から未承

認 GM農作物混入を推定するためには、承認 GM

系統に導入されている組換え DNAの情報と実際の

分析結果を比較し、総合的に判断する必要がある。

この判断を簡便に実施可能とするため、これまでに

未承認 GM農産物混入推定プログラム Unapproved

GMO checkerを作成し、報告している（Manoet 

al 1））。本研究では、リアルタイム PCRアレイ法の

標的拡充に伴い、当該プログラムについても更新を

行った。

リアルタイム PCRアレイ法の結果から未承認

GM農作物の混入が推定された場合、その時点で未

承認GM農作物が持っと思われる組換え DNA断

片も同時に特定される（Manoet al ll）。この組換

m-
4襲撃P

えDNA断片内の塩基配列解析については、基本的

な分子生物学的手法により実施可能であるため、本

研究では検討を省略した。次に、組換え DNA断片

内の塩基配列が明らかとなった後に、その配列を足

掛かりに組換え DNA全体の塩基配列を解析するた

めの手法について検討を行った。未承認 GM農作

物は、 1%を下回る低濃度で混入する可能性も高い

ため、低濃度の混入でも塩基配列の解析が可能な手

法の確立を目指した。まず、目的に適した手法に関

する文献調査を行い、 InversePCR法、 Randomly

primed PCR (RP-PCR）法、 Ligationmediated 

suppression PCR (LMS-PCR）法が最も一般的な

方法であることを見出した。続いて、 GMトウモロ

コシ MON810系統の DNAをNonGM試料の DNA

と100%、10%、1%、0.1%で混合した擬似混入

DNA試料を用い、 3種類の手法について評価を行っ

た。評価には 35Sプロモーター領域を足掛かりに

近傍領域の DNA配列が解析可能かどうかを指標と

した。各手法の比較は、 一定の条件検討がなされた

状態で行われることが望ましいことから、 Inverse

PCR法は既報のプロトコル（真木 3））に従い、実

施した。RP-PCR法については市販のキット DNA

Walking SpeedUp Premix 2 （シージーン社製）を、

LMS-PCR法については GenomeWalker Universal 

Kit （クロンテック社製）を利用した。また、効率

よく塩基配列の解析を実施するため、 Minelutegel 

extraction kit （キアゲン社製）などを利用したダイ

レクトシーケンシング法を確立して研究を進めた。

AGCACG • 

未承認 GM農作物検知同定システムの最終段階

として、解析した塩基配列を既知の GM農作物の

塩基配列と照合し、未承認 GM系統かどうか判

定することが必要となる。最後に、そのための塩

基配列データベースの作成に取り組んだ。データ

ベースは、より一般に広く閲覧が可能となるよう

Microsoft Excelを利用して作成した。データベー

R担GI品 韓 活者U1刊

ブロモ－>i- 9ーミネ－9- 8111 ATGCCGAT・ • 
ACTGG・ .. ATGCG" ・ GA21 TGCACGTT・・

M0,.810 CGTAATGC・ ・ 

ρ検索 ：！5＇筑界 檎進退i王子 3霊境界
τ＇GACGA" ACT CCむ・・ τCGACG・・

リアルタイムPCRアレイ法 喧‘ 禾承認GM混入縫定と 喧‘ 組換えON崎町片 喧‘ 組換えON崎町片 ゆ 解析した鴎 配列を
データベースと照合し、
未承認GMを同定によるGM農産物網羅的 守 それに含まれる組換え 『’ 内の塩基配列解析 守 周辺の塩基配列解析

検知 ON刈室町片の特定

図22013-1 未承認GM農作物検知同定システムの構想
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表22013-1 追加した 4反応の妥当性確認試験の結果

惜祐 ｜検知下限

MIR162 I 0.10% 

TE9 I 0.05% 
TPIN I 0.10% 
CrylAb I 0.25% 

スに収載する項目としては、通し番号、系統名、

OECD UI、植物種、塩基配列、登録された塩基配

列の全長、組換え DNAの構造に関する情報、引用

元の 8項目とした。入力フォーマットの構築後、ト

ウモロコシ、ダイズを中心として、論文や海外の塩

基配列データベースなどに収載されている塩基配列

を中心に配列情報の収集を行った。

ウ研究結果

まず、リアルタイム PCRアレイ法の標的拡充を

検討した。新規承認GMトウモロコシ MIR162系

統、 E9ターミネーター、 PINIIターミネータ一、

CryIAb遺伝子に対する反応を設定し、反応特異

性及び検知下限濃度について評価を行った。組換

えDNAの情報から陽性が予想される GM試料の

みで DNAの増幅が確認された（表 22013-1)。ま

た、検知下限濃度についても 0.25%以下であったこ

とから（表 22013-1)、今回追加した反応はいずれ

も実際の検査に利用可能であると判断した。以上

をもって、各反応の妥当性確認を完了した。また、

未承認GM農作物混入推定プログラム Unapproved

GMO checkerの更新を行い、 Version4とした（図

22013-2）。

次に、擬似混入 DNA試料を用いて InversePCR 

法、 RP-PCR法、 LMS-PCR法の評価を行った。

Inverse PCR法では 10%以下、 RP-PCR法では 1%

以下の擬似混入 DNA試料で塩基配列解析が不可能

であった。これに対し LMS-PCR法は 0.1%の擬似

混入試料においても塩基配列の解析が可能であっ

た。このため、 3つの手法の内、 GM農産物の塩

基配列解析に最も適した手法は LMS-PCR法であ

ると判断した。LMS-PCR法の概要については図

22013-3に示した。さらにその適用範囲の検証を行

うべく、 GMダイズ MON89788についても同様に

100、10、l、0.1%の擬似混入 DNA試料を作成して、
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図22013・2 更新した未承認GM農作物混入推定プロ

グラム

評価を実施した。評価には、 E9ターミネーターを

足掛かりにその近傍領域の解析が可能かどうかを指

標とした。その結果、 MON89788系統についても

0.1 %まで対象とした塩基配列が解析可能であるこ

とが確認された（図 22013-4）。

最後に GM農産物塩基配列データベースの構築

を行った（図 22013-5）。入力フォーマットを構築後、

塩基配列の収集を行い、現在、流通が予想されるほ

ぼすべてのトウモロコシ、ダイズ GM系統につい

て塩基配列の収集を完了した。

工考察

本研究では、未承認GM農作物検知同定システ

ムの実現を目指して研究を実施した。

まず、リアルタイム PCRアレイ法に 4つの標的

を追加した。追加した各反応について反応特異性及
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増幅産物の塩基配列を解析し、
MON89788の組換えDNAである

ことを確認

LMSPCR法によ って増幅された MON89788系統の組換え DNA
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図22013-4

（一部）

プログラムについても更新し、拡充した標的の情報

も合わせて従来よりも 精度よく未承認 GM農作物

の混入推定を可能にした。

次に、組換え DNA断片内の塩基配列を足掛かり

に組換え DNA全体の塩基配列を解析するための
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構築した GM農産物塩基配列データベース

び検知下限濃度の評価を行い、検査に必要な要件を

十分満たしていることを確認することで、分析法と

しての妥当性確認を完了した。これまでに評価を終

えている既報の反応と合わせて 40反応の妥当性確

認が完了した。また、未承認、GM農作物混入推定

図22013・5



手法について検討した。検討した InversePCR法、

RP-PCR法、 LMS-PCR法の内、 LMS-PCR法が最

も低い混入率の試料から塩基配列解析が可能である

ことが確認され、本研究の目的に最適であると判断

された。さらに、 LMS-PCR法によりトウモロコシ、

ダイズともに 0.1%の混入でも塩基配列解析が可能

であることが確認され、生物種を問わず、高感度な

分析が可能であることが示唆された。リアルタイム

PCRアレイ法の検知下限濃度も 0.1%程度であるこ

とから、リアルタイム PCRアレイ法で未承認 GM

農作物の混入が推定された場合には、続く LMS-

PCR法による塩基配列解析も成功する可能性が高

いものと予想された。

最後に GM農産物塩基配列データベースの構築

を行った。トウモロコシ、ダイズについては、現在、

流通が予想される GM系統の塩基配列の収集を完

了し、トウモロコシ、ダイズに関して網羅性の高い

データベースの構築に成功した。実験的に得られた

塩基配列情報とデータベースを照合するためには、

合致する塩基配列の検索機能が必要である。本研究

で実験的に得られた MON810系統、 MON89788系

統の塩基配列をエクセルの文字列検索機能を利用し

てデータベース上で検索したところ、登録情報との

合致を容易に見出すことが可能であった。このこと

から、開発したデータベース及ぴその文字列検索機

能により、塩基配列の由来する GM系統を容易に

同定可能であることが示唆された。

以上の通り、未承認 GM農作物検知同定システ

ムを構成する各分析工程、すなわち、リアルタイム

PCRアレイ法による GM農作物網羅的検知、それ

に基づく未承認GM農作物の混入推定、未承認GM

農作物が有する組換え DNA断片の塩基配列解析、

当該組換え DNA断片の近傍領域の塩基配列解析、

塩基配列データベースによる既知塩基配列情報との

照合、が実際に可能であることが確認された。本課

題を通じて、未承認GM農作物検知同定システム

が確立された。

オ今後の課題

本研究で確立された未承認 GM農産物検知同定

システムでは、既知の組換え DNA断片を含む GM

農産物しか検出されない。高頻度に利用されてい

る組換え DNA断片などを対象としてリアルタイム

PCRアレイ法の標的をさらに拡充することが必要

である。また、完全に未知の塩基配列のみで構成さ

れる未承認 GM農作物を検知するための新規分析

技術についても今後の研究開発が必要である。

力要約

未承認GM農作物の混入を未然に防止するため、

組換え DNA情報が未知のものを含め未承認GM農

作物を見出し、塩基配列レベルで同定する分析手法

の開発を試みた。リアルタイム PCRアレイ法の標

的拡充と未承認GM農作物混入推定プログラムの

更新、組換え DNA断片を足掛かりとした近傍塩基

配列解析手法の開発及びGM農作物塩基配列デー

タベースの作成を通して、未承認GM農作物検知

同定システムが確立された。
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(14) 稲の生産・流通・加工における区分管理の

コストを評価するための研究

ア研究目的

GMOイネが圏内栽培または輸入された場合に備

えて、生産だけでなく流通・加工の段階での混入の

可能性や区分管理技術の必要性を検討しておくこと

が求められている。しかし現在、米を扱うさまざま

な工程で、どの程度の精度の区分管理が実施されて

いるか、データが整えられていない。

法規では、 JAS法に基づく品質表示基準により、

精米・玄米製品への産地や品種の表示が求められて

いる。さらに 2011年7月に完全施行された米トレー
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サピリティ法により、米加工品にも原料となった米

の産地（原産国）の情報伝達が求められている。た

だしこれらの制度では、 GM食品の表示基準とは異

なり、異品種等の意図しない混入を許容する割合の

基準が示されていない。

イネの生産から製品になるまでの過程で複数の箇

所で混入が発生しうることから、各段階での区分管

理の現状や強化する場合のコストを考慮したうえ

で、適切な措置を選択する必要がある。

そこで本研究では、遺伝子組換えイネに由来する

米 ・米加工品の輸入や国内での商業栽培がされた場

合を想定し、米および米加工品の生産・流通・加工

のサプライチェーン全体として、

・米および米加工品の区分管理の実態

－区分管理の精度を高める必要がある場合に、各

工程において実施可能な追加措置

－その追加措置のためのコスト

を明らかにすることを目的とした。なお、「追加措

置のためのコスト」については、本報告書とは別途

とりまとめる。

イ研究方法

（ア）流通経路等の把握

既存の統計等の文献調査や、政府・業界団体への

聞き取り調査によって、国内における米および米加

工品の用途、流通経路、流通規模を把握し、生産者

の出荷から最終製品製造までの間での代表的な工程

を把握した。

（イ）現在の区分管理の実態把握

業界団体から紹介を得るなどして、区分管理が必

要な工程をもっ工場等の事業所を訪問し、以下の事

項についてインタビューや視察を行った。

－入荷から出荷までの工程と、うち混入が発生しう

る工程、その要因

・現在実施されている、混入防止措置（目的、方法、

コスト、推定混入率のデータ）

－混入防止をさらに向上させる場合に、考えられる

措置と想定されるコストのデータ

対象とした事業所は、乾燥調製施設と、精米、く

ず米、米穀粉、米加工品（米菓、清酒、味噌等）、

飼料を製造する事業所である。

（ウ）混入率の計算

意図しない混入の割合を把握するために、事業所

が扱うロットの大きさと、工場内の作業ラインにお

ける残留量を聞き取り、計算によって混入率を推定

した。籾収穫までの既往の研究成果も踏まえ、各段

階での混入率を累積することにより、複数の段階を

通した精米製品への混入を推定した。

ウ研究結果

（ア）現在の米の用途と流通経路

米加工品の統計が最も整っている平成 20年（2008

年）産の米の用途を見ると、国内産 ・外国産を合わ

せた供給量 939万トンが、主食用（中食・外食を含

む） 816万トン、酒造用 26万トン、加工用（統計

のあるものに限る） 57万トン、飼料用 47万トンと

いった規模で用いられている（表22014-1）。

収穫されてからの米の流れを見ると（図 22014-

1)、ほとんどの米は「乾燥調製」「籾摺り」「掲精」

の3つの工程を経て精米となってから、さまざまな

用途に用いられている。「乾燥調製」「籾摺り」の工

程については、カントリーエレベー夕、ライスセ

ンター、自家施設の 3つの場合がある。本研究で

は、籾形態で貯蔵を行うため最も区分管理の必要性

が高いとされるカントリーエレベータを取り上げた

（イ）。

「揖精」の工程については、精米工場、米穀店、

コイン精米がある。本研究では、将来食用の GM

米を精米工場で扱うことを想定し、調査対象として

取り上げた（ウ）。

（イ）カントリーエレベータ

a 混入が発生しうる箇所

表22014-1 日本における米の用途別利用量（2008
年度）

（単位万トン、玄米ベース）

合計 圏内産 外国産他

供給量（2008年生産と輸入） 939 882 56 

主食用 816 808 8 

小売・縁故米・自家消費 500 500 ワ

中食・外食 290 290 ワ

酒造用 26 ’》 イ》

加工用（統計のあるもの） 57 34 23 

米菓 18 9 9 

味噌 8 3 5 

ビール ワ ワ

米粉 14 6 8 

加工米飯 12 12 。
包装もち 4 4 。

加工用（統計のないもの） ワ ’》 ワ

飼料用 47 22 25 
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生産者からの受け入れの時点や、内部の移動操作

の際に、誤って異品種のロットを混入させてしまう

可能性がある。また、昇降機の底部などさまざまな

箇所で、前のロットが残留し、対策を実施していな

い場合には混入が生じる。

b 現在の区分管理策

全農が2005年に「カント リーエレベータにおけ

る運営管理マニュアル（案）」を作成した。ここに

はカントリーエレベータにおいて、 異物や品種など

の混入を防止するためのチェック項目が示されてい

る。これをベースとして、各県本部や JAが自らの

施設のマニュアルを作成し、運営管理が行わるよう

になっている。

本調査でヒアリングを行った事業所 A・Bともに、

このマニュアル（案）を参考に、マニュアルを作成

し、混入防止を図っていた。具体的には、以下のよ

うな方策をとっている。

－施設の計画的な使い分けや時期の調整

．荷受け段階の誤投入防止

－ロット切り替え時の空運転と清掃

．残留を少なくする施設改良

－操作ミスの防止と、作業履歴の記録によるミス発

生の調査可能性確保

c 現在の混入率

品種切り換えのために実施する清掃時に取り除か

カントリーエレベータ（CE).
ライスセン9ー（RC).
または伺人の段傭

図22014-1 国内産米の用途別主要流通経路

れる粒の量をもとに、清掃を行わなかった場合の混

入率を試算（残留粒数をロッ トの大きさで除す）し

たところ、事業者Aでは 0.0007～ 0.04%であった。

事業者Bでは 0.10～0.65%となった。

清掃を実施した場合の残留量を把握するために、

事業者 AのCEにおいてモチ品種を扱ったあとで

ウルチ品種を扱った場合における、モチの混入粒数

を計測した。また、投入したロットについても、ウ

ルチへのモチの混入を実測して差引き、 CE施設内

での混入率を推定したところ、 0.006%となった （表

22014-2）。

d GM米流通に伴って混入防止をさらに向上さ

せる場合の措置の必要性

上述の結果に基づくと、 CEがGM米を扱う場合

には、現在実施している品種別の区分管理と同等の

管理で十分と考えられる。

ただし、 CEの運営者により、清掃や設備対策が

まだ十分でない場合には、事業所 Aで実施してい

るような区分管理対策の実施が必要になる。

CEの稼働率に余裕がある場合には、特定の CE

をGM米専用にすることも合理的である。また、

事業所 Aが早生品種で実施しているように、籾形

態でサイロに保存するのではなく、乾燥が終了した

ら玄米にして CEから取り出すことも、現実的な解

決策になる。

（ウ）精米工場

a 混入が発生しうる箇所

精米工場の工程のうち混入が発生しうる箇所とし

て、張込の際、玄米タンクへの移動の際、さらに精

米タンクへの移動の際に、人為的なミスにより異な

るロットを投入してしまう場合が考えられる。設備

としては、 CEと同様に昇降機の底面やパケットを

つないでいるベルト部分に残留する可能性がある。

表22014・2 CEにおける前ロット品種の混入

m 
サンプル

サンプ サンプ 入
混入率

ル重量 ル粒数 粒

数

荷受け（5サ
1.0kg 46 946 7 0.015% 

ンプル合計）

精選 1.0kg 47,296 10 0.021% 

CEでの混入 0.006% 
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昇降機が大きいほど、残留量は多くなり、次のロッ

トへの混入が生じる。

b 現在の区分管理策

ヒアリング先の精米工場では、以下のような方策

をとっている。

・ロット切り替え時の空運転と清掃

－ロット切り替えを減らす作業計画の工夫

．人為的ミスの予防と発生時の検出

c 現在の混入率

日本精米工業会の丈献をもとに、前ロットの残留

に由来する混入をロットの大きさを仮定して試算し

たところ、残留米対策として施設の改善を行った場

合の混入率は0.105～0.199%（精米工程のみ）となっ

た（表22014-3）。

d GM米流通に伴って混入防止をさらに向上さ

せる場合の措置の必要性

精米工場では、品種・産地等の表示制度に伴って、

コンタミ対策が進められてきた経緯がある。新しい

工場ほど残留を減らす対策が進んでいる。今後は、

操作ミス等による混入を防ぐ仕組み、またミス等を

出荷前に検証できる仕組みが重要と考えられる。

（エ）特定米穀（くず米）の精米工場

米菓・米味噌など米加工品にとり、国産の原材料

の主体は特定米穀（くず米）である。乾燥調製施設

等から簡下米として発生したこれらの米を、特定米

穀事業者が集め、改めて選別し、精米したうえで、

米菓・味噌・製粉・ビール等の用途に供給している。

特定米穀の精米工場では、もち・うるち、国内産・

各外国産の区別はするものの、品種別の区分管理ま

では通常行っていない。

GM米の簡下米を特定米穀の精米工場が扱う場合

には、新たな区分管理が必要となる。工場を別途設

けるか、主禽用精米工場並みの区分管理策をとるこ

表22014・3 精米工場における混入率の試算

竣工後 20 竣工後 10～ 竣工後 10

年以上 20年以上 年未満

精米工程 0. 171児 0. 199% 0. 105切

無洗米工 0. 181九 0. 209% 0. 115切

程を含む

1) 日本精米工業会（2004）をもとに、本研究におい
てロットの大きさや運用を仮定して試算。手作業に
よる清掃をして残留を取り除く場合には、さらに混
入率を下げることができる。

とが求められる。しかし特定米穀は単価が安いため、

GM米の簡下米の発生規模が少ない段階では、区分

管理のコストを吸収できず、 GM米の簡下米の受け

入れをしない、あるいは顧客の了解を得られるなら

ば在来米の簡下米と不分別で供給することも考えら

れる。

（オ）米穀粉製造

米穀粉には、モチ米・ウルチ米をそれぞれ原料と

するものがある。両方を扱う工場では、モチとウル

チの聞の区分管理が必要とされている。製粉の工程

の中では、製粉機や輸送管で前ロットの残留が発生

するため、区分管理のために分解しての清掃や、押

し出し洗浄等を行っている。

現在のモチ米・ウルチ米の区分管理の経験から、

将来 GM米を扱うことになった場合、混入を定め

られた基準以下に抑えるために必要な区分管理措置

を定める実行することができる。ただし、区分管理

そのもののコストに加え、基準以下であることを確

かめるための検査のコストが新たに発生すると考え

られる。

（カ）米某製造

米菓工場では、通常、品種ごとの区分管理は求め

られていない。米トレーサピリティ法にともなう産

地情報伝達の実施のため、外国産を扱う工場では、

米の原産国ごとの区分管理（あるいは混合割合の把

握）が求められるようになった。工場にもよるが、

米・米粉等を原料として生地を作るまでの工程で、

リワーク（工程の最後まで完成できなかったものを

保管しておき、別のロットの製造工程に投入するこ

と）が発生しやすい。 GM米の原料を扱う場合には、

ラインや工場を分けることが現実的と考えられる。

（キ）米味噌製造

米味噌製造の過程のっち、米麹製造の玉程では残

留など混入が懸念される工程はない。大規模な工場

では、大豆と混合したあと熟成樽に送る際に、パイ

プのなかに残留する場合がある。

ただし通常、商品ごとにラインが設けられるため、

仮に GM米を扱う商品を製造する場合でも、追加

的なコストを発生させずに区分管理できると考えら

れる。

（ク）清酒醸造

自杜で精米する醸造メーカーでは、主食用の精米

工場と同様に、昇降機の床面やスクリュ一部分で残



留が発生し、混入の原因になる。

洗米輸送の配管や連続式蒸米機のベルトコンベア

（網状）に微量の残留の可能性がある。それ以降の

醸造工程では徹底した区分管理が行われており、混

入は考えづらい。

一方、副生物（しろぬか、あかぬか、砕米、酒粕）

は現状、品種別の分別はされていない。GM米を原

料として扱う場合には、それらの副生物の分別も新

たなコストとなる。

（ケ）配合飼料工場

配合飼料工場の工程のなかで残留が起こり得る主

な箇所は、「受入口」、「昇降機」、「ベルトコンベア

の隅」の 3か所である。

配合飼料工場にとり、米は副原料の一つである。

したがって現在、米どう しというよりはむしろ、大

豆かす、ふすま、脱脂ぬかといった、異なる種類の

副原料との混入を防ぐ必要がある。「受入口」では

エアーを噴射するなどの清掃、「昇降機」「ベルトコ

ンベアの隅」での空運転と定期清掃を行っている。

将来 GM米を扱う場合を想定すると、通常の米

とは異なる、別の副原料を扱うのと同じような区分

管理を実施することになる。具体的には、原料を収

容するタンクの数が不足し、増設を求められる可能

性がある。清掃・空運転のコストは、現行と変わら

ないと考えられる。

エ考察

（ア）各段階での混入累積の試算

収穫前段階（種籾の純度、栽培中の交雑）、収穫

段階（コンパインでの混入）、個人の乾燥機または

CE、精米工場の各段階における研究結果をもとに、

生産から精米製品に至るまでの混入率を試算した。

その結果、各段階で試算した混入率を累計したと

ころ、精米製品への混入率は 0.275%と試算された

（表22014-4）。

（イ）追加的な混入防止措置の必要性と コスト

表22014-5の結果を見る限り、精米製品について

は、現行の区分管理策を確実に実施すれば、追加措

置を実施しなくてもよいと考えられる。

一方、米加工品を製造する工場のうち、これまで

品種別の区分管理の必要のなかった工場では、あら

たな区分管理策を講じる必要が生じる。

オ今後の課題

区分管理とは別に、基準を満たしているか検証す

ることも必要となる。DNA鑑定に頼った検証をす

る場合には、たとえば 1%未満といった低い基準を

設定すると、相当な粒数を検査しなければ、過誤を

表22014・4 各段階での混入累積の試算

混入要因

種籾

種籾（採種ほ産種子）
種籾生産までの開花期の交

雑、機械的混入、突然変異

ほ場

交雑 開花期の交雑

コンJfイン 前ロットの残留

乾燥調製

乾燥機（個人） 前ロットの残留

籾摺機（個人） 前ロットの残留
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー ーー ーーーー ーー ーーーー ーー ーーーーー

乾燥調製（CE) 前ロットの残留

精米工場

精米工程 前ロットの残留

無洗米工程含む場合 前ロットの残留

累計

個人、 RC利用の場合

CE利用の場合

混入率（%） ロットの大きさの仮定

0.056 
原種の混入隈度を0.005也、50aの圃場で栽培した
場合の混入率限度推定値

0.017 30aの固場における自然交雑率

0.002 
1,944kg（反収540kgの画場、30a分の収穫量、生
籾換算）

0.001 同上

0.022 同上
ーーーーーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーー ーーーー ーー ーーーーー ーーー

0.006 2,605トン

0.199 1トン（荷受から精米、計量、包装まで）

0.209 同上

0 2751※無洗米工程は累計に含めず

0.2631向上

根拠

根本ら（1974)

本プロジェヴト佐賀市2012

農業機械化研究所（発表年不明）

メーカーからの聞き取り

メーカーからの聞き取り
ーー ーーー ーーー ーーー ーー ーーーー ーー ーーーー ー

本研究での実測

日本精米工業会（2004)

日本精米工業会（2004)

1）注）この試算にあたっては、残留した米粒が、次のロットにすべて混入すると仮定している。混入

率は各段階のロットの大きさに依存するため、各段階でロットの大きさを仮定している。さらに同一

段階で複数の混入率の報告がある場合には、より大きいものを選択している。
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表22014・5 米を扱う施設における区分管理の現状と GM米取扱いシナリオ

①籾 ・玄米・精米

闘相 覇 伏

原料の特徴 区分管理

カントリー －その地域で収穫さ －品種目リ・栽培；方法
エレベータ れだ米。 別に管理

・産地・産年・晶種 ・ただレ副生物（＜
がわかる。 す米など〕は別

主食用米の ・ほとんど国産 ・品種目リ・産地別・
精米工場 ・晶種がわかる 栽培方法別に管理

・ただし副生物（く
ず米など〉は別

特定米穀の ・複数の晶種・圏内 ・昂種別の区分管理
精米工場 産地の米が混合され はしていなし＼ （ちち

ている。 や輸入米は区別〉

米穀粉工場 －国産米 －ちち／つるちの区
・輸入米（MA米〕 分管理を実施
－うるち、ちちの両
万

飼料 ・飼料用米は契約栽 （特別な契約があ
I吉 るi君合を除き）米の
・飼料用米は副原料 ロット聞の区分管理
の一つ（主原料は卜 はしていなしl。
ウモロコシ〉 －他の副原料とのj毘

入防止実施。

防げない。そのため、コストが大きくなってしまう 。

記録に基づく確認など、合理的な検証方法を検討す

る必要がある。

乾燥調製や精米の副生物である「くず米」が多く

使われている。GM米が栽培された場合、ここから

も「くず米」が発生し、区分管理のコストを新たに

生じさせる。本来、価格重視の加工原料を扱う事業

者に、新たなコスト負担を求めることに留意する必

要がある。

力要約

遺伝子組換えイネに由来する米の輸入や国内での

商業栽培がされた場合、精米製品については、現在

の区分管理措置により、仮に 1%程度の基準となっ

た場合でも、十分に対応可能と考えられる。ただし、

操作ミスなど人為的エラーへの対策を考慮する必要

カfある。

米加工品の場合、もともと品種別の区分管理をし

ていない品目の製造業者、原料となるくず米を扱う

事業者において、追加の区分管理策が求められる。

工場やラインを使い分けるといった対応が考えらえ

る。

GM米取扱いの想定
取り扱う動様や想定 導入期の区分管理 普及期の区分管

現

・主食用のGM米の乾 ・現在一般的な区分管理を実施すればよ
燥調製 しl。
・飼料用のGM米の乾 －基準が1%程度でも、実現可能。
燥調製
－国産のGM米原料の ・現在一般的な区分管理を実施すればよ
精米製品製造 しl。
・玄米として輸入した －基準が1%程度でも、実現可能。
GM米の精米製自製造
•GMのくす米を加工 ・主食用の精米工場 ・在来品種とGM
用に扱う。 なみの区分管理が!0品種とで別のライ
・GM不分別の原料を 要となり、コスト吸 ンで扱う。
；良う。 収が課題
・GM米を原料とし、 ・遺伝子組み換えの ・在来昂種とGM
GM米穀粉製造。 許容率5%であれ 品種とで、別のラ
•GM不分別の原料を ぱ、もち／うるち閏 インで吸う。
；及う。 と同様の区分管理方

法で苅応可能だが、
コストアップ。

・多収のGM米を利用 •GM米とNon-GM米との聞で、タンク
する。 を分ける。

キ引用文献

1）社団法人日本精米工業会（2004). 意図しない

他品種混入問題とその対策 精米工業. No.205. 

42-49. 

2）根本博雄ら（1974）.稲嬬品種種子への梗粒の混

入について．茨城県農業試験場研究報告 (15) : 

1-12. 

研究担当者（酒井純ぺ志賀麻理子、深津友香）

( 15) 稲以外の遺伝子組換え農作物の生産・流通・

加工過程に関する調査

ア研究目的

我が国は遺伝子組換えのダイズ、ナタネ、トウモ

ロコシ等を食品や飼料の原料として大量に輸入して

おり、遺伝子組換え作物は国民の食糧供給にとって

欠かせない存在となっている。一方で、遺伝子組換

え食品に対する食品関連事業者や消費者の意向は

様々であり 、利用者視点での適切な区分管理が求め

られている。

本研究では、収穫後の流通・加工過程における区

分管理の実態を把握するとともに、現行の区分管理



に対して区分管理の精度を高める必要が生じた場合

に各工程において実施可能な追加措置及び混入防止

策を導入する際に生じる追加的コストを明らかにす

る。

イ研究方法

（ア）生産段階における管理の実態

生産段階における IPハンドリングの実態につい

て、米国のトウモロコシ、ダイズ生産現場を訪問し

調査する。なお、ナタネについては、昨年度は流通

経路を把握する目的で調査対象としたが、日本に輸

入されているナタネは不分別であるため、調査の対

象外とする。

（イ）国内における各事業者による管理の実態

国内に輸入されたダイズ、トウモロコシについて、

国内各自業者による取扱い実態や管理コストについ

て調査する。

（ウ）実施可能な追加措置及ぴ混入防止策導入の

際に生じる追加的コストのまとめ

流通実態調査を踏まえ、 IPハンドリングにおい

て実施可能な追加措置、及び、追加措置導入の際に

生じるコストについて分析を行う。

ウ研究結果

（ア）生産段階における管理の実態

輸出国（米国内）での管理を明らかにするた

め、 USDAの「USDAの NOP(National organic 

program）」に着目し、実態の調査を実施した。

－遺伝子組換え作物は、 USDAによる有機栽培

作物の認証対象外である。

－そのため、有機栽培作物農家、輸送業者、加工

業者、販売業者にとって、 GMのコンタミ対策

は非常に重要である。

－有機栽培農家は、慣行作物栽培との兼業はしな

いのが一般的であることから、器具、農家にお

ける一時貯蔵場所（storagebins）は農家個別

の持ち物である限り、有機作物専用で用いられ

ると考えられる。

－使用前には洗浄が行われ、レンタル機器を使用

する場合は特に念入りな洗浄が推奨される。

また、農家の管理実態は次のとおりである。

－契約栽培を行っており、日本向けに non-GMを

栽培している。

－品種が混じると品質面で信頼を失うので、 GM

かnon-GMかという以前に、品種が混じらない

ように留意している。

－農地が広く、大量に栽培しているので、生産現

場で、は混入は起こりえない。サイロの清掃が十

分でないと、もしかしたら混入することがある

かもしれない。

（イ） 園内における各事業者による管理の実態

納豆、醤油、豆腐・油揚げについて、事業者団体

及びメーカーへの意見聴取を実施した。

a 納豆

・多くが家族経営のような中小企業である。

・non-GMダイズを原材料として使用しており、

「遺伝子組換えでない」という表示を行ってい

る。表示しない場合、消費者からの問い合わせ

が懸念される。

－納豆用の大豆は見た目（粒の揃い方）などの要

件が厳しく、ほとんとミ契約栽培を行っている 0

・そのため、メーカーでの個別の分析依頼は実施

していない0

・non-GM大豆は通常の北米産大豆に比べて 30

～ 40%程度の価格プレミアが付いている。

・コスト負担を商品価格に上乗せできると良い

が、納豆は小売業者にとって集客の目玉であり、

納豆をはじめ、日配品の値上げは困難である。

b 醤油

－醤泊メーカーは全国に 1,500社あるが、上位5

杜で売上の 50%を占めており、中小企業が多

し、。

－醤泊が製造される過程で GM大豆のタンパク

質は残らないものの、 non-GMに対する消費者

の要望が非常に強い。

－そのため、プレミアを払って non-GM大豆を

買って原料として使っている。

－契約栽培であるため、個別の分析は行っていな

I_,）。

・GM作物の安全性をアピールすること加え、

GMを使用したとしても醤油にはタンパク質は

残らないことを消費者に知ってほしい。

c 豆腐

・クローン動物で遺伝子工学技術が話題になった

際に、消費者団体を中心に遺伝子操作への注目

が高まったため、豆腐・油揚げ業界として、「遺
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伝子組み換えでない」という記載をする対応を

取った。そのため、原材料として遺伝子組換え

でないことが前提条件になってしまった。

－冷凍ギョーザ事件など、中国由来の食品の安全

性が問題になったころから、遺伝子組換えへの

消費者の反応の声は小さくなってきている。

・Non-GMを調達するために 30%～40%のプレ

ミアムを支払っている。また、これ以外にも船

賃、燃料費高騰の影響を受けている。これらの

コストは価格への上乗せではなく、事業者が吸

収しており、コスト負担が大きくなっている 0

．コストという観点では、 non-GMにかかる費用

よりもむしろ、先物取引価格や輸送費用に依存

している。

・コストよりも、 non-GMの栽培は農家の手聞が

かかり、日本のために作ってもらいづらくなっ

ているのを心配している。今のところ、信頼関

係があるので作ってもらえている。

－豆腐メーカーと農家とで契約栽培をしている 0

・メーカーによっては、奨励品種を使っている 0

．分別管理の証明書を信頼して取引しているが、

メーカーによっては、自主検査を行っている 0

・中小の豆腐生産者は、差別化のために国産大豆

や有機栽培大豆を使用しているので、 組換え

に関する影響を受けるのは、大企業だろう。

工考察

トウモロコシ、ダイズの流通過程において、生産

現場及び各エレベーターとも、分別管理が行われて

おり、混入対策としては清掃及び各段階に置ける混

入率分析が実施されている。コストが発生するのは

この作業によるためであるが、 non-GMの栽培には

子聞がかかるため、 non-GMを作ってもらうために

農家に支払うプレミア価格もコスト要因となってい

る。

また、 non-GMのプレミア価格は、流通過程でか

かる費用の積み上げではなく、先物取引などの投資

など、実際のコスト以外の事項が要因となっている

場合もある。

ダイズやトウモロコシを原材料とした食品のうち

多くが日配品であり、消費者は低価格を前提として

いるため、 non-GMダイズ・トウモロコシにかかる

原材料の費用高騰分の商品への上乗せが困難となっ

ているのが現状である。また、さらに、穀物の大消

費地である中国が遺伝子組換え作物の輸入を増加さ

せれば、現在日本向けに non-GM作物を生産してい

るアメリカ・カナダ農家も、 GM作物の生産への転

換を図る可能性もある。

そのため、コストの分析の結果や海外の生産実態

の調査を踏まえ、 non-GMの使用にはコストがかか

り、 non-GMを希望するのであれば受益者負担とす

ることも必要であることの説明や、世界的な食料需

給のバランスも考慮した園内での対応が必要であ

る。

オ今後の課題

non-GMの価格の構造として、清掃や分析に関す

る積み上げ型の経費に加え、市場原理により価格が

決定されている要素もあることから、変動要素が大

きいため、例えば混入率の基準の判断を行う際には、

社会動向を背景とした調査・分析も必要である。

力要 約

収穫後の流通・加工過程における区分管理の実態

を把握するとともに、現行の区分管理に対して区分

管理の精度を高める必要が生じた場合に各工程にお

いて実施可能な追加措置及び混入防止策を導入する

際に生じる追加的コストの分析を行った。

キ引用文献

1）茅野信行（2004）アメリカの穀物輸出と穀物メ

ジャーの発展．中央大学出版部．

研究担当者（木附誠一、池田佳代子市、演田美来）
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第 3章海外における生物多様性影響評価・区分管理に関する

知見の調査解析

( 1) EU等における区分管理に関する研究・政策

動向の調査解析

ア研究目的

本研究の目的は、 EUにおいて策定が進みつつあ

る共存政策および区分管理技術開発に関する研究プ

ロジェクトに関して、その成果を精査すると共に、

最近の動向について情報収集を行うことを通じて、

国内区分管理研究および行政部局に示唆を与えるこ

とにある。アメリカや豪州、！などの諸国においても区

分管理に関する政策および具体的管理手法が策定さ

れつつあり、これらの政策動向や研究知見に関して、

わが国における区分管理手法検討上有用な知見を収

集分析する。

EUにおける新たな共存研究プロジェクトに関す

る概要を把握すると共に、先般から EUにおいて懸

案となっている区分管理上の政策課題の対応状況に

ついて、現地調査等を踏まえて情報収集と解析を行

う。 EU以外の国々における区分管理の動向に関し

ても情報収集を行う。

イ研究方法

EU等における現地調査を行うと共に、丈献・イ

ンターネット等により情報を収集した。また海外か

ら専門家を招へいし、意見交換を行った。

ウ研究結果

EUにおける区分管理（共存）政策は、 2003年7

月に公表された共存ガイドライン以降、加盟国毎に

策定されてきたが、その内容は加盟国毎の意向を反

映して実に多様なものとなった。そのようななか、

2010年になって、欧州委員会から GM作物の栽培

および共存に関する新たな政策提案がなされた。以

下では、この政策提案の概要について要約すると共

に、関連する動向について述べることで、今後の

EU等における区分管理政策の展開方向と課題につ

いて指摘する。

（ア） 2010年における新提案の背景

2010年7月 13日欧州委員会は、共存に関する

これまでの政策を大きく転換する方針を発表した。

EU加盟国に、 GM作物の商業栽培に関する判断を

委ねることとし、そのための法律（環境放出指令

2001/18/EC）改訂案（新条文の挿入）を提示する

と共に、 2003年7月の共存ガイドラインに代わる

新たなガイドラインを公表した。

この 2010年7月発表の提案には、閣僚理事会に

おける様々な議論が伏線として存在している。すな

わち、（a)GMO栽培に関する杜会経済的要因を考

慮すべきであるという環境閣僚理事会におけるフラ

ンスの提案（2008年 12月）、（b）農業閣僚理事会

におけるオランダによる同様の提案（2009年3月）、

(c）環境閣僚理事会におけるオーストリアによる提

案と 10か国の賛同（2009年6月）、（d）オースト

リア等が実施しているセーフガード措置の解除命令

案に対する理事会での否決（2005年6月、 2006年

12月、 2007年2月、 2009年3月）などである。こ

こ数年の環境理事会での議論では、 GMO栽培（も

しくは禁止措置）に関しては、加盟国の判断を尊重

することが望ましいという判断がなされてきたとい

うことができる。このような背景のもとで、 2010

年7月の新提案がなされたといえる。

（イ） 2010年7月の新提案とその内容

2010年7月13日に欧州委員会から提案された内

容は、次の 2点である。すなわち、

－商業栽培に関して、加盟国に決定権限を委ねる。

またそのことを明確にするための法改正を提案

する（EuropeanCommission) l）。これは、新

しいアプローチ（NewApproach）あるいはオ

プトアウトの提案と呼ばれる。

・新しい共存ガイドライン（EuropeanCommission)2l 

を公表し、 2003年に公表された共存ガイドラ

イン（2003/556/EC）を廃止する。

以下では、まずオプトアウト提案に関して、その

内容について述べる。

a オプトアウトの提案

今回の欧州委員会の提案では、自圏内における
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GMO栽培に関する制限ないし禁止に関して、加盟

国が独自の判断を下すことができるとした。ただし、

栽培を制限・禁止する根拠は、健康や環境に対する

科学的リスクではない理由によるものとされている

（具体的には、有機農業や非 GM農業に対する経済

的影響などが想定されている）。

また今回の加盟国の判断は、 GMO商業栽培に関

してのみ認められるものであり、 GM種子や GM関

連食品・飼料の域内流通に対して制限や禁止を認め

るものではない。 GM関連食品の禁止までを加盟国

に許容することは、 EU域内市場への影響が大きい

と判断されたためと考えられる。今回欧州委員会が

加盟国に認めようとしている権限は、安全性の根拠

以外の理由による GMO栽培禁止（もしくは栽培制

限）についてであり、安全性を根拠とした栽培禁止

に関しては、現行通り、 EUレベルでの評価および

管理に委ねられる。

加盟国が商業栽培について柔軟に判断できるため

には、これを制度的に担保する法的な整備が必要で

ある。そのために今回は、環境放出指令に 26b条

として、加盟国に栽培禁止を認める追加条項を加え

ることを提案している。指令の改訂は共同決定手続

きによるため、欧州議会と閣僚理事会双方による審

議が必要となる。なお、欧州議会では第 l読会が終

了したものの（2011年7月）、閣僚理事会による提

案に関しては、 2012年6月にデンマーク議長国の

提案が合意に失敗したため、いまだ理事会からの提

案はなされておらず（2013年 1月時点）、検討作業

は滞っている。論議の対象となっているのは、この

新たな提案と、 EU設立条約（特に域内共通市場の

形成）およびWTO協定との整合性という点である。

なお、これまでの認可手続きに関しては、基本的

な変更はない。すなわち、 EFSAおよび加盟国の科

学的リスク評価機関による安全性審査とこれにもと

づく認可システムである。むしろ欧州委員会の狙い

は加盟国に栽培禁止の自由を与えることで、これま

でのような加盟国の政治的な対応が改善され、認可

に対して積極的な協力を得ょうと期待していると伝

えられている。加盟国は認可が即栽培承認と連動し

なくなることで、安全性認可に協力的になってくれ

るのではないかという期待である。ただし、こうし

た点に関しては、 NGOが批判的になっている。す

なわち、欧州委員会が認可をスピードアップさせる

ための取引材料として、今回の提案を出しているの

ではないか、という批判であるo

b 新しい共存ガイドラインの発表

2003年に公表された「共存ガイドライン」（以下、

旧ガイドライン）は、ある意味で科学的かつ 0.9%

という混入上限を前提とした硬直的なガイドライン

であった。旧ガイドラインの前提は、 0.9%以下の

意図せざる混入が表示義務の対象外であるというこ

とにより、加盟国は、この 0.9%という混入水準を

達成するための標準的な手法を科学的に同定するこ

とを期待したものである。

しかし、加盟国が策定をはじめた共存ルールは、

科学的な知見だけによるものでないばかりか、 0.9%

という lつの基準だけを考慮するものでもなかっ

た。有機農産物に関しても、農業大臣会合による決

定（有機農産物に関しても GMOの意図せざる混入

上限を 0.9%とするとの決定）とは別に、実経済上

の取引において、 0.9%よりも低い水準が求められ

ることになり、 0.9%未満であっても経済的損失が

発生するという経済的リスクが存在するとされてい

る。こうした需要側の事情が、加盟国の共存ルール

策定に影響を及ぼしたのである（例えば、慣行農法

に対するものと有機農法に対するものとの間で隔離

距離を変えるというダブルスタンダード）。

以上のような背景のもとで、新しい共存ガイドラ

イン（以下、新ガイドライン）は、 0.9%よりも低

い混入水準をめざした共存ルールを加盟国が設定す

ることを、明確に認めるものとなっている。以下、

新ガイドラインの主なポイントについて述べる。

(a) 経済的側面と環境リスク評価との峻別

商業栽培に関する経済的側面と、環境リスク評価

とは峻別されるべきとしており、今回の提案におけ

る栽培禁止（制限）に関しては、経済的側面への配

慮にもとづくものであり、リスク評価によるもので

はないと指摘している。この点は、旧ガイドライン

における欧州委員会の立場を堅持している。

(b) 比例性

旧ガイドラインと同様、意図せざる混入を回避す

る措置は、その目的に応じた比例性を有したもので

なければならず、関係者に不必要な負担を負わせて

はならない。

(c) 混入を許容する水準

混入を回避するための措置は、当該の国や地域が
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求めている混入許容水準に比例するものであること

としており、旧ガイドラインのように一律基準と

して 0.9%を求めるものではなくなった。要するに、

0.9%よりも低い水準を達成するための共存ルール

の策定も加盟国に認めるものとなった。

(d) GMフリー地域の設定

加盟国によっては GMフリー地域を設定するこ

とも検討してよいとされるが、 GMOを栽培禁止に

するのは、そのような禁止措置によってしか、十分

に低い混入レベルを達成できないためであることを

立証すべきとしている。また栽培禁止や制限措置は、

追求しようとしている目的に見合ったものであるべ

きである（比例性）。この点も、旧ガイドラインが、

厳格な科学的根拠や関係者間の合意を求めていた点

からすると、 GMフリー地域が設定しやすくなって

おり、加盟国のニーズを反映したものとなっている。

(e) 賠償責任ルール

経済的損害に対する賠償責任は、加盟国の権限に

委ねられる。換言すれば、賠償責任ルールに関して

は、 EUレベルでの統一ルールを設けないという従

前の方針が再確認された。

(f) EUレベルでの情報交換

加盟国が共存方策を確立するために、引き続き、

EUレベルでの情報交換が行われる。具体的には、

CO EX-NETによる調整および欧州共存室（ECoB)

による技術的助言や共存方策の作物別検討などの作

業は続けられる。 ECoBからは、 2010年8月にト

ウモロコシに関するベスト・プラクテイス丈書も公

表された（ECoB)3l。

c 新旧ガイドラインの比較

新旧ガイドラインを比較すると、新ガイドライン

は、かなり簡略化され、基本的な方針のみが記され

ているといえる。以下、現行の共存政策およびガイ

ドラインと、新たに提案されている改定案および、

新ガイドラインの特徴を簡単に比較しておく。

現行規制においては、 EUレベルでの栽培認可は、

そのまま EU域内全域での商業栽培も認められるこ

とを意味していたが、加盟国の栽培禁止を認める改

訂提案のもとでは EUでの栽培認可を受けたとして

も、加盟国毎に判断して栽培禁止とすることが可能

となる。

2003年に公表された旧ガイドラインにおいては、

EUにおける意図せざる混入の許容水準（0.9%）を

前提として、この水準をターゲットとした混入防止

措置を検討するという前提があった。しかし、新ガ

イドラインに関しては、実際の経済取引（特に有機

農業など）を考慮して 0.9%よりもはるかに低い水

準を達成するための共存ルール作成を、加盟国に許

容するものである。 GMフリーゾーン設定に関して

も、政府による設定を許容している。

このような共存ガイドラインの変化は、生産者側

よりも消費者、需用者側の選択権をより重視したも

のになっているとの指摘もある（Varela)4l。表示

の導入が消費者への選択権の付与を意味していたこ

とに対して、共存ルールの策定は生産者に対する選

択権の付与を意味しているということができる。た

だし、規制において決められた 0.9%よりも低い混

入率を許容することは、生産者と消費者との聞に存

在していたバランスを、消費者側に移す効果を持っ

ている。

（ウ）共存研究プロジ、エクト

EUは、第6次フレームワークプログラム（FP6)

のもとで、共存に関する比較的大規模な研究プロ

ジェクトに取り組んできた。すなわち、 SIGMEA、

Co-Extra (Bertheau) 5l、Transcontainerである。

これらはそれぞれ農場レベルでの共存研究、サプラ

イチェーンと検知に関する研究、生物学的封じ込め

に関する研究である。つづく第 7次フレームワー

クプログラムにおいては、より現場への普及性を

想定した研究プロジェクトが企画・実施されてい

る。すなわち、 PRICE(Practical Implementation 

of Coexistence in Europe）プロジェクトである。

プロジェクト・リーダーはミュンヘン工科大学の

I ustus W esseler教授であり、 2011年から 2014年

までの 4年間にわたって実施される。プロジ、エクト

の主な内容（課題構成および目的）は表23001・lに

示した通りであり、過去の 3プロジ、エクトの成果を

継承しつつも、現場での普及可能性が高い共存手法

を構築することに主眼が置かれている。プロジ、エク

トの詳細に関しては、ウェブサイトでも閲覧可能で

ある（http: I /price-coexistence.com／）。

（エ）ハチミツ裁判

2011年秋になって、共存政策に新たな論点が提

起された。すなわち、欧州司法裁判所（ECJ）が

2011年9月6日に示した、 GM由来の花粉が含ま

れているハチミツに対する裁定である。裁判の争



表 23001・1 PRICEプロジ、エクトの構成

WP テーマ 目的

1.1 実施計画の適切な策定とモニタリング

1.2 コンソーシアム合意の策定と運営
WP1 プロジェクトの調整と管理 1.3機密事項の適切な運用

1.4科学的成果および会計報告の提出

1.5 欧州委員会との情報交換

2.1 共存道守コストに関する農家調査。トウモロコシ（チェコ、ポルトガル）、トウ

モロコシ・大豆（ルーマニア）、バレイショ（ドイツ）、トウモロコシ・テンサイ・ナタネ

WP2 実践的な共存方策に関する経済分析
（イギリス）
2.2 共存道守コスト低減のために農家が採用している革新的手法の調査

2.3 新規GM作物採用に関する調査分析雄性不稔GMトウモロコシ、除草剤耐

性トウモロコシ、除草剤耐性大豆、除草剤耐性テンサイ、 GMパレイショ

3.1開花、隔離距離、退避区を考慮した共存方策の現地有効性検証

WP3 生物的、物理的封じ込め戦略の評価
3.2 GM由来物質の空中飛散に対する分子検知ツールの開発

3.3 トウモロコシにおける細胞質雄性不稔（CMS）の有効性検証と定量化
3.4 GM一CMSトウモロコシに対する有効な隔離方法と隔離距離の決定

4.1 先行研究で収集された遺伝子流動データセットの更新

4.2効率的かつ費用有効性に優れた圃場内サンプリング戦略の設計

WP4 
実践的共存のための意思決定支援ツールの 4.3 地域の農業生態系システムに適応した共存方策の策定

設計 4.4共存支援のためのGISベース意思決定支援システムの設計
4.5 官民の規制目的に応じた意思決定支援ツールの変更

4.6意思決定支援ツールの実用化のためのフレームワークと提言

5.1 トウモロコシと大豆のEU内および国際的サプライチェーンの構造とガバナ

ンス解明

5.2 共存コストとGM／非GMサプライチヱーンのガパナンス（ポルトガルのトウモ

EU内および国際的サプライチェーンへの共存
ロコシ製品、ドイツ・スイスのGMフリー牛乳）

WP5 5.3各サプライチェーンにおける共存と区分に関する評価
の含意

5.4各サプライチェーンにおける販売費用、構造、ガバナンスにおける変化の

シナリオ分析

5.5 シナリオ分析の結果に基づく、 EU肉および国際的サプライチェーンにおけ
る表示とトレーサビリティに対する勧告

6.1 幅広いステークホルダーへのPRICEプロジェクトの研究成果の効果的・効率
WP6 ステークホルダーとのコミュニケーション 的な情報提供

6.2 プロジェクト期間全体を通じたステークホルダーとの関係構築

資料）PRICEプロジェクト計画書より抜粋。

点のひとつは、 GM花粉に関して GM食品としての

認可が必要かどうかという点であった。EC］の判断

結果は、 GM作物由来の花粉は、 GM食品飼料規則

が対象とするところの食品原材料に当たり、ハチミ

ツの原材料 (ingredient）と認められるとした。こ

のことは、 GM由来の食品原材料として、 GM食品

飼料規則のもとでの認可が必要であることを意味す

る（認可の必要性は、当該製品に含まれる GM花

粉の量に関係なく必須）。換言すれば、認可がなさ

れていなければ、未承認扱いとなる。なお認可され

た場合、 0.9%を超えて含まれている製品には、表

示やトレーサピリテイが求められる（ECJ)6）。

けることとなった。すなわち、 GM栽培地区との隔

離距離に関して、養蜂家を考慮して新たに設定し

直すことも課題となる。その場合には、たとえば3

～ lOkmといった隔離距離が養蜂業界等から提案さ

れている（リトアニアでは 3kmと規定）。また野外

試験からの花粉も、試験栽培されている GM作物

は未認可であることから、その混入に関しては、大

きな懸念事項となるだろう 。さらに EUなどで展開

している GMフリー運動はこの判決に刺激をうけ、

これまで以上に各地で GMフリー化の推進に取り

組んでいる。

ただし、欧州委員会は、 2012年9月にハチミツ

指令（2001/110/EC）の改訂案を発表し（European

Commission) 7）、ハチミツ中の花粉を「原材

今回の判決で、花粉もハチミツの原材料と判断

されたことは、共存政策にも大きな課題を投げか



料（ingredient）」ではなく「天然成分（natural

constituent）」であると明示するよう改訂しようと

している。本改訂が実現すれば、ハチミツ製品の原

材料表示リスト中に花粉を提示する必要がなくなる

と共に、 GMO表示規制（原材料毎に 0.9%以上あ

れば義務表示）に関する業界の懸念（ハチミツ製品

への GM表示）がほぼ払拭されるものと期待され

ている。なお、ハチミツ中に含まれる GM作物由

来花粉に対する安全性評価の必要性は、このハチミ

ツ指令改訂によっても変更されない。

エ考察

以上にみた通り、 EUにおける共存政策に関して

は、欧州共存室（ECoB）によるベスト・プラクテイ

ス文書がトウモロコシに関して公表されるなど前進

も見られるが、 2010年7月に発表された新提案に

よって、新たな展開を見せるに至った。この新提案

に関しては、欧州議会と理事会、欧州委員会との間

で議論が続いており、加盟国はその議論の経過を見

守っている。また 2003年ガイドラインに代わって

新たに欧州委員会から公表された「新ガイドライン」

は、 0.9%よりも低い混入率を目指した共存ルール

を許容するなど、これまで GMOに批判的な立場を

示してきた加盟国の主張に対して、かなりの譲歩を

示すものとなっている。

この新ガイドラインの公表を受け、今後は、加盟

国の中には、従前の共存ルールを見直す動きも出て

くるであろう。当面は、今回の新提案の議論がどの

ような形で終息していくかにかかっていると考えら

れる。

オ今後の課題

区分管理および共存に関する政策は、 GM作物と

有機農業の双方が生産される場面においては、世界

のどこにおいても直面する課題である。ただし、そ

のルール策定に政府がどこまで主導的な役割を果た

すのかに関しては、国ごとに相違がみられる D EU 

以外の固においては、主として民間主導により区分

管理手法が定められつつある（例えばアメリカにお

ける非 GM大豆やトウモロコシに関する民間ベー

スの分別流通管理など）。これら民間ベースでの区

分管理手法と EUが進めつつある共存政策との比較

（生産者や行政部局に対する政策上の含意等）およ

ぴ今後の課題に関しては、十分検討することができ

なかった。今後の GM作物生産の拡大と共に、各

国でどのような手法が採用されつつあるか、またそ

の際どのようなポイントが考慮されているか等に関

して、さらに情報収集範囲を広げる必要がある。

力要約

EUにおける共存政策は、 2003年に公表されたガ

イドラインに基づき、加盟国毎に策定されてきた

ものの、その策定内容は多様である。特に GM栽

培の禁止に関する根強い加盟国の要請に対応して、

2010年7月には新たな政策が提案された。加盟国

に栽培禁止の判断をゆだねるという提案であり、環

境放出指令の改訂が検討されている。またガイドラ

インも改訂され、有機農業等が求める、より低い混

入水準を共存ルールに反映させることが許容される

ようになった。研究プロジェクトも進みつつあるが、

共存や区分管理に関する政策が定着するにはまだ時

聞がかかると見込まれる。
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(2) 北米、豪州における新規遺伝子組換え植物の

生物多様性影響評価をめぐる新知見の分析検討

ア研究目的

北米、豪州は、すでに遺伝子組換え作物が大規模

に栽培されている国であり、現在環境ストレス耐性

など自然環境下において適応度を向上させた次世代

の遺伝子組換え作物の開発が盛んに行われている。

アメリカ、カナダ、オーストラリアはカルタヘナ議

定書を締結していないが、制限なしでの環境放出に

際しては、環境リスクが評価されている。本課題で

は、北米・豪州における新しい遺伝子組換え作物の

開発状況、環境リスク評価手法について情報収集・

整理解析を行い、参考とすべき情報を抽出し、プロ

ジ、エクト関係者および行政部局に提供する。

イ研究方法

論文、書籍、インターネット、海外研究者からの

ヒアリングまたは遺伝子組換え生物や雑草に関する

国際学会に出席し、各国での環境ストレス耐性GM

作物の開発状況、およびこれらの GM作物に対す

る生物多様性影響評価手法およびグリホサート抵抗

性雑草管理等に関する知見を収集し、行政部局と情

報を共有するとともに、情報を解析し、圏内の研究

に対する示唆を得る。

ウ研究結果

（ア）環境ストレス耐性 GM作物の開発状況につ

いて

2011年 5月 11日USDA-APHISは、米国におい

て申請されたモンサント社の乾燥耐性トウモロコ

シMON87460について科学的データに基づいて審

査を行い、「有害な植物ではない」、すなわち、規制

除外とする十分な科学的根拠があると認め、受理し

た規制除外申請を官報に告示するとともに、環境評

価（environmentalassessment以下 EA）および植

物病害リスク評価（plantpest risk assessment以

下 PPRA）を公表した。本課題においては、この

EAとPPRAに記載されている環境リスク評価が、

これまでに申請されている除草剤耐性および害虫抵

抗性トウモロコシと異なるリスク評価のポイントを

調査した。試験方法の中で、これまで申請された害

虫抵抗性および除草剤耐性トウモロコシと異なる点

は、（1）圃場試験において適切な土壌水分条件およ

び土壌水分条件を制限した条件を設定、（2）圃場内

での自生の評価、（3）圃場外での生き残り調査。また、

(4）温室および人工気象室での低温、高温、塩類に

対する耐性の有無を調査の 4つであった。詳細につ

いては、規制から除外されるための請願書（Reeves

1)）かレビュー（吉村・松尾 2））を参照。また、こ

のトウモロコシの 2012年に行われた圃場試験の結

果は、初期の発表では、好成績と報告されている（報

告書参照）。

環境ストレスに耐性を持つ新しい GM植物に対

しての環境リスク評価方法における各国の違いにつ

いて整理し一覧とした（表23002-1）。その結果、環

境ストレス耐性遺伝子組換え植物の環境影響評価に

ついては、各国ともに、現行の評価システムをその

まま適用する、あるいは、その枠組みの解釈を拡大

し、新しい手法を付加しながら、評価していく方針

であると考えられた。第 12回ISBGMOシンポジウ

ムに参加して得た情報によるとオーストラリアで

は、従来の外来雑草のリスク評価に加え、分子生

物学的な手法を用いて評価方法を作成中であった

(Smith 3））。また、カナダの研究者が、推移行列モ

デルによるセイヨウナタネの雑草性の評価方法を公

表した（Hall,L. M. et al. 4））。

モンサント杜の乾燥耐性トウモロコシ以外にも、

北米、豪州を中心に環境ストレス耐性 GM作物の

開発が進んでおり（BASF5). 6). 7), Bayer s). 9). io), 

DOW ll), Monsanto lZ). 13), Pioneer 14). 15). 16). 17), 

Syngenta 18）。 19)' 20））、それを一覧にした（表23002・



表23002・1 各国の遺伝子組換え植物の環境放出に関わる規制に関わる事項および環境ストレス耐性 GM

植物に対する方針

国名 米国 カナダ オーストラリア EU 日本

規制する法 連邦植物保橿カナダ食品検遺伝子技術 2001/18/EC 遇 遺伝子組換え生物

f’ 法 査 ff－ 種子法 2000 伝子組織え体等の使用等の規制
十去 の意図的環境 Lこよる生物の多儲性

放出Lこ関する の確保K関する法樟
EC指令 〈カルタヘナ法〉

安全性評 米国農務省一 カ ナ ダ 食 品検遺伝子技術加盟国リスク評 生物多繍性影響評
価機関 動植物検査局 査庁 規制局 価機関，欧州 価検討会

食品安全機関

安全性評 ファミリアリティ， ファミリアリテ リスク管理の予防原則，リス ファミリアリティ，コンn
価の方針 コンパレータと イ，コンパレー 観点 ク管理の観点 レータとの比較

の比較 タとの比較

理場ストレス 従来の方針通 方針陪従来 従来の方針 方針陪従来通 従来の方針通り．申
耐性 GM植 り．申請者i;i. 通りだが．新し通り．外来雑机他の形質の 請者は，形質bこ特化
物記対する形質Lこ特化した い評価手法を 車評価の経 GM植物と同じ した新たなデータを
方針 新たなヂータを追加する可能験等も活用 〈，新たなガイド 提出している

提出している 性あり ラインLこ従う

放出後モエ なし 現在陪ない な し あり あり〈モニタリング計
タリング が，必要性が 画書揖出〉

提唱されてい
る

表23002・2 6大バイオ企業における環境ストレス耐性製品の開発状況

作物名 製品名、パイヲライン、内容 フェーズ、目標 盆業

トウモロコシ OptimumR AQUAm盟国 2011年より販売 ヂュポン

従来育種による乾燥耐性

AGRISURER ARTESL!屯Nnl 2011年より販売 シンジエンタ

従来育種による乾燥耐性

Drou冨htTolerant 製品化目前 モンサント、 B.!鵠 F

GM乾燥耐性 2013・2014年

2nd-Gen Drought T。lerant 開発前期 モンサント、 BASF

GM乾燥耐性

Drought Tolera且回 n 続念決定 デュポン

AQU.也路加を引き継ぐ・GM乾燥耐性

GM環1尭耐性 2015年より後 シンジエンタ

ワタ Dr。ughtTolerant 開発前期 モンサント、 B油 F

GM乾燥耐性

サトウキピ 環境ストレス対策 2015年 シンジエンタ

コム年 Yield & Stress・ 概念決定 モンサント、 B.也 F

総合防除で収量 UP、乾帰耐性は不明。

乾燥耐性コムギ 不明 バイエル

農薬 MODDUSR 2005年より販売 シンジエンタ

成長抑制剤。地下部増強で乾燥耐性が増す

AgCelen回＠ 2007年より販売 BASF 

殺菌剤ベーヌの総合防除で乾燥耐性を含む

lnvin.5a.TU 製品化目前 シンジエン夕、夕、ウ

乾燥耐性鱗粉薬品 2014年

殺菌剤ベースの乾婦耐・町市助薬品 不明 バイエル



表23002-3 近年、米国、カナダ、オーストラリア、 EU、日本で野外試験が行われた環境ストレス耐性

遺伝子組換え植物とその耐性形質一覧

形質 植物名（国名および栽培回可期間）
乾燥耐性 ナタ＇＊ α02010).トウモロコシ（米201ト12.加2010.日2010-12).ワタ（米2009

寸0).ジャガイモ（米2010・11) ＇ ダイズ（米20日－12).タバコ（米2008・9).コ
ムギ（米20σ7-8.豪2007・現在） ．オオムギ（牽2008－現在）．サトウキピ（豪2009-
現在） ．ペチュニア（米20日ー12). トマ ト（米2007-8) ＇ クリーピングベントグラ
ス〈米2009-12).ベレニアルライグラス（米2010-11)＇バヒアグラス〈米 2008-11).

耐塩性 トウモロコシ（米2010-11).イネ（米2008・9).ダイズ（米2011・12).コムギ（豪
2005－η ．クリーピングベントグラス（米2009-12).ユーカリ（日2008-11)

耐寒性・耐震性 トウモロコシ（米2010-11 ) .ジャガイモ（米2009-10).ダイズ（米201ト12).ユ
ーカリ（米2011-14).リンコ（米2010-13).ワタ（米2010-11).バヒアグラス（米
2008・11) 

高温耐性 トウモロコシ（米2011・12).コムギ（米201ト12.豪2010・現在）．トマト（米2007・
8) .クリーピングベントグラス（米2007・10) ＇ ナタネ（米2010-11).噌

高室素利用効率 ナタネ（米2009-10.加2010-)＇ トウモロコシ（米2010-11).イネ（米2008-9)' 
ダイズ（米201ト12) ＇ コムギ（米2011-12 . 華2010－現在） ． オオムギ（司~2010－現在） ．
サトウキピ（豪2009－現在〉

洪水耐性 ワタ（豪2006-11)

米：米国、加：カナダ、 豪 ：オーストラリア、日－日本
(Biosafety Clearing-House叫 ，CFIA22> • GMOCompass却 ，InformationSystem for Biotechnology 24> • 

OGTR 25) • Smith 26) , Warwick et al.却 を基に作成）。
デンマークおよびスウェーデンで耐霜性遺伝子組換え植物が栽培された記録はあるが、作物名は不明。
栽培認可期間については、最近の申請に基づいて記載した。

2）。下記6大企業が老舗の種苗企業をことごとく買

収し、作物の種子市場が事実上寡占状態にある。開

発が最も進んでいるのは、乾燥耐性に関する商品で

あり、今年の過去 56年で最悪の干ばつも追い風と

なっているようだ。

表23002-3に環境ストレス耐性GM作物の野外

試験の状況を示した。現在のところ、乾燥耐性GM

植物の野外試験が最も多く、現在すでに実用化され

ているトウモロコシ等の作物について、主にアメリ

カ、カナダで行われている。コムギ、オオムギに関

しては、オーストラリアでの開発が盛んであり、耐

寒性以外の特性について開発されている。

（イ）グリホサート抵抗性雑草について

2012年 5月 10日に NationalAcademy of 

Sciences （全米科学学会）が招集した 「ANational 

Summit on Strategies to Manage Herbicide-

Resistant Weeds (http : I /nas-sites.org/hr-weeds-

summit/）」が開催され、これを契機に有名な科学誌

である「TheScientist」、（Coombs28＞）と 「Nature」

(Thompson 29＞）がこの問題について取り上げた

（報告書参照）。さらには、現在の米国の抵抗性雑

草についてもっとも新しい情報と考えられる 2012

年2月にハワイで開催された米国雑草学会の年会

(WSSA鈎））においてグリホサート抵抗性雑草に関

する 61の発表があり、全発表の 7分の lを占めて

いたことから、この問題が米国の農業生産に対して

重大な影響力を持っていることがわかる。この問題

を回避するため、グリホサート使用による除草に加

え、別の防除方法（他の除草剤、機械的な除草、栽

培学的な手法）を合わせることでその対策を講じて

いる。

工 考 察

研究結果に含む。

オ 今 後 の課題

世界的な食糧必要量の増加に伴い、これからも厳

しい栽培環境に耐性を持つ作物の開発、実用化が

進むと考えられるため、世界における環境耐性 GM

作物の開発情報および評価方法の情報は今後も必要

になると考えられる。また、グリホサート抵抗性雑

草も、すでに GM植物が実用化されている固で重

大な問題であり、今後の GM作物の栽培の増加や

衰退に関わってくるため、今後も情報収集を続けて

いく必要がある。
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力要約

米国、カナダ、オーストラリアの環境ストレス耐

性作物の野外試験の状況および環境ストレスに耐性

を持つ新しい GM植物に対しての各国の環境リス

ク評価システムについて整理した。また、グリホサー

ト抵抗性雑草について、米国における現在の対応状

況をまとめた。
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研究担当者（吉村泰幸＊）

(3) 欧州等における新規遺伝子組換え植物の生物

多様性影響評価をめぐる新知見の分析検討

ア研究目的

欧州における GM植物の包括的な環境リスク評

価（ERA：我が固における生物多様性影響評価を

含む）に関する方針については欧州食品安全機関

(EFSA）によって検討が進められている。ここでは、

包括的な環境リスク評価を完遂するために市販後の

環境モニタリングに関しても理論的ならび実践的な

研究が盛り込まれており、今後の我が固における

GM植物の生物多様性影響評価手法の開発に極めて

有用な先行的事例である。本研究では、欧州、｜等にお

けるリスク評価研究の現状並びに新規の GM植物

についての環境リスク評価研究に関する知見の調査

収集を行い、わが固として参考とすべき情報を抽出

し、プロジ、エクト関係者および行政部局に提供する。

特に、欧州食品安全機関（EFSA）で検討されてい

るGM植物の環境リスク評価のうち市販後モニタ

リングに関する具体的な事例を収集し報告する。ま

た、新育種技術（NBT）により作出された作物に

ついて EFSAの評価報告を収集し、その結果を本

プロジ、エクト課題における生物多様性影響評価手法

開発の参考にするとともに行政部局と情報の共有化

を図る。

イ研究方法

（ア）学術論文ならびに欧州食品安全機関

(EFSA）が刊行している EFSAジャーナルの「科

学的意見書」等を参考に情報を取りまとめた。

（イ）次の 2つの国際会議に参加し、欧州および

その他の国々における研究動向等の情報を調査・収

集した。

a GMCCll （第5回農作物の供給チェーンに基

づく遺伝子組換え作物と非組換え作物との共存に関

する国際会議、2011年10月26-28日、パンクーパー、
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カナダ）

b 12thISBGMO （第 12回遺伝子組み換え生物

のバイオセーフティに関する国際会議、 2012年9

月 17-20日）

ウ研究結果

（ア） 環境リスク評価の各段階の目的

環境リスク評価の目的はケースパイケースで GM

植物が放出された受容環境に GM植物が及ぼす悪

影響が直接的であるか間接的であるか、即効性か遅

効性か（累積した長期影響など）を同定し評価する

ことである。そして、これは以下の 6段階から構成

されている（図 23003-1) l）。

① 段階 l：ハザード同定を含む問題形成 （環境へ

の潜在的な悪影響（ハザード）を生ずる可能性の

ある GM植物の特性の特定、影響の性質の特定、

およびGM植物が環境に悪影響を及ぼすであろ

う暴露経路の特定）

② 段階2：ハザード特性評価（問題形成から導き

出された一つ以上の仮設に設定されたハザードに

関連する環境への有害性の質的および／または量

的な評価）

③ 段階3：暴露特性の評価（暴露すなわち悪影響

の発生する可能性を評価し、暴露の量を推定する）

④ 段階4：リスク特性評価（リスクはハザードが

引き起こした結果の規模と結果が発生する可能性

を組み合わせて評価される）

⑤ 段階5：リスク管理戦略（段階4でリスクを特

Environmental R』skAssessment (ERA) 

(1）問題形成（ハザードを含む）

＋ ＋  

(2）ハザ一両函日1日孟三特性評価

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

(4）リスク特性評価

(5）リスク管理戦略

(6）全体的リスク評価と結論

全体的リスク管理、市販後モニタリング（PMEM）を含む

図23003-1 環境リスク評価の 6段階とモニタリ

ングを含むリスク管理との関連

定した後、申請者はそれらを管理する方策を提案

しなければならない。ここでは、 GM植物に関連

する特定のリスクを懸念がなくなるレベルまで引

き下げることを目的とする）

⑥段階 6：全体的なリスク評価（環境リスク評価

の結果およびそれに付随する不確実性のレベルや

証拠の重み付けや受容環境に導入するリスク管理

戦略〔段階5〕を考慮に入れて行われる。また、

GM植物の PMEM〔市販後環境モニタリング〕

における具体的な調査項目について示されなけれ

ばならない）

市販後環境モニタリング（PMEM)z）については、

リスクや重大な不確実性が遺伝子組換え植物と関連

し、その管理方法が環境リスク評価の中で特定され

る場合に行われなければならない。そのために、市

販後に事例固有のモニタリングを行い、環境リスク

評価の情報を増やす必要が指摘されている。具体的

には、遺伝子組み換え植物及び関連する生物相と直

接・間接に関連する生態系機能の変化を記録するこ

と、最も大きな影響を測定できる可能性のある場所

で実施すること、時間的規模は、一年生植物では

10年後まで、その他はケースパイケースで行うが、

これらは GM植物の生活環と生産サイクルと考慮

する必要があるとしている。

（イ ）新たな育種技術（NewPlant Breeding 

System）をめぐる EUの動き

商業育種プログラムに組み入れられている新し

い育種技術では、 ODM、シスジェネシス／イント

ラジェネシスおよび浸漬が多く用いられている 3）。

また、 JRCでは 2010年に発刊した「新しい植物

育種技術 ：商品開発のための最新技術と展望」の

フォローアップとして世界各国における NPBTに

対する規制措置を検討するための国際ワークショ ッ

プ4）を2011年に開催し、その会議記録を 2012年

に公表している。その他、 遺伝子組換え生物を規

制する EUの統一規則案は、 1990年に制定され

（指令90/220/EC）、その後改訂されている（指令

2001/18/EC）が、 GMOの定義は変更されていな

い。そのような背景の中で、従来の遺伝子組換え技

術とは異なる新たな育種技術による作物の実用化が

進んでおり、このような技術により作出された作物

が従来の遺伝子組換え生物の規制の範囲に該当する

かどうかについての規制上の問題が生じている（表
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23003-1)。

2007年に欧州委員会が設置した新技術検討委員

会（NTWG）は、これらの新技術が従来の遺伝子

組換え技術に含まれるのかを検討し、従来の遺伝子

組み換え技術である場合は、その産物がEUの遺伝

子組み換え生物の規制の範囲内に入るかどうか評価

する。また、当該リスク評価にあたり新たなガイダ

ンスが必要かどうかについての検討を行い、さらに

NTWGでは、以下の 8項目の新技術について検討

を行っている。

①ジンクフインガー－ヌクレアーゼ（ZFN）技術

(ZFN-1、ZFN-2、ZFN-3)

②オリゴヌクレオチド誘発突然変異（ODM)

③シスジェネシスとイントラジェネシス

④ RNA依存性DNAメチル化（RdDM)

⑤接木（GM台朴へ）

⑥逆育種

⑦アグロインフィルトレーション（狭義）

⑧合成ゲノム

欧州委員会の要請を受けて、 EFSAは2011年に

新しい植物育種技術（NPBT）について検討する

GMOパネルのワーキンググループが設けられた。

そして、これら新技術による産物を市場に出す際に

新たなガイダンスが必要かどうかなどの検討事項に

取り組むように求められた。

GMOパネルは、現在の遺伝子組み換え植物のリ

スクアセスメントガイダンスをシスジェニック／イ

ントラジ、エニック植物のアセスメントに適応できる

かどうかを検討し、「科学的意見書」 5）として公表

した。 GMOパネルは本報告において、シスジェネ

ニック／イントラジ、ェニック植物と従来型育種又は

現行の遺伝子組換え技術により作出された植物を比

較し、そのリスクに焦点を当てた。その結果、シス

ジ、エニック植物と従来の育種植物には同様のリスク

があり、イントラジ、ェニックとトランスジ、ェニック

には、従来の育種植物とは異なるリスクがあると結

論づけている。また、意図しない変化が生じる頻度

は育種技術により異なり、それは予測不可能である

ためケースパイケースでの評価を要することを提案

している。さらに、一般的に好ましくない表現型は、

選択および試験計画の際に育種家により取り除かれ

るが、ヒトと動物の健康及ぴ環境へのリスクは、植

物が栽培され消費される程度等の暴露因子に左右さ

れると考察している。

最終的には EFSAのGMOパネルは、遺伝子組

み換え植物由来食品・飼料のリスクガイダンスと遺

伝子組み換え植物の環境リスクアセスメントガイダ

ンスをシスジェニック／イントラジ、ェニック食物由

来の食品／飼料の評価及び環境リスクアセスメント

に適用することが可能であり、ガイダンスを別途作

成する必要はないと結論づけている。

次に、欧州委員会は GMOパネルの要望に応じ、

受容種ゲノムの所定の挿入部位において遺伝子の

統合が可能なジンクフインガーヌクレアーゼ技術

3 (ZFN-3）により開発されたリスクアセスメント

についても同様な科学的意見をまとめたへただ

し、ここでは ZFNと同様の機能を有する他のヌク

レアーゼも対象としたため、この技術を ZFN-3で

はなく、部位特異的ヌクレアーゼ 3(SDN-3 ; Site-

directed nuclease）として意見書をまとめている。

ここでの検討方法は、 SDN-3技術により作出され

た植物に関連する危険性（hazards）について従来

の植物育種学技術又はトランスジ、ェネシスにより作

出された植物と比較し、共通点と相違点という観点

でまとめている。最終的な見解として、導入される

遺伝子の危険性の観点においては、 SDN-3技術は

トランスジェネシス又は現在使用されている他の遺

伝子組み換え技術と変わらないとしている。

さらに、本技術とトランスジェネシスとの相違点

を以下のように取りまとめている。現在使用され

ているトランスジェネシスは、動物又は植物細胞

に遺伝子情報を導入する際には、部位を特定せず

に行う技術（non-targetedmanner）である。一方、

SDN-3技術は、ゲノムの所定の部位に DNAを挿入

する点で異なっている。そのため、本技術は遺伝子

及び／又は受容種ゲノムの調整エレメントのかく

乱の危険性を最小にすることが可能である。ただ、

この技術によっても予想できない変化（off-target

changes）を誘発することがあるが、その可能性は

従来育種において突然変異を利用した技術により生

ずる場合よりも希であり、もしそのような変化が起

きるとすれば、それは従来育種技術によって生じた

ものと同様のタイプであると考察している。

これらの検討結果に基づき、 EFSAのGMOパネ

ルは、遺伝子組換え植物由来食品・飼料のリスクア

セスメントガイダンスと遺伝子組換え植物の環境リ
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表 23003・1 主要な機関による NBTに関する公表情報の経過（2011年～ 2012年）

文献 発刊年 資料名および文献名 機関名 概要

番 号

201 1年 4月 新たな植物育種学技術、商 欧州委員会（EC) I 8つの NETの特

品開発のための最新技術 共同研究センター 徴、研究状況、産

3 ) と展望 ( JRC) I未来技術 物の特徴に関す
研究所（ IPTS) る報告

201 1年 7月 オリゴヌクレオチド誘発 自然環境放出に関 ODMの 1干重である

型突然変異を利用した植 する諮問委員会 Ci bus社の RTD法
7) 物育種技術 RTD法に関する (ACRE) によって｛乍出さ

報告 れた除草剤耐性

ナタネの評価

201 1年 9月 新たな育種学技術につい 欧州委員会（EC) I 世界 8カ国からの

ての各国における規制状 共同研究センター 専門家による NET

4 ) 況に関するワークシヨツ (JRC) I未来技術 についての規制

プ 研究所（ IPTS) や評価に関する

ワークショップ

2012年 2月 科学的意見書：シスジェニ 遺伝子組換え生物 シスジェネシス

ック／イントラジェニック に関する欧州食品 とイントラジェ

5 ) 遺伝子組換え植物の安全 安全機関（EFSA) ネシスの技術的

性評価に係る意見書 有識者会議 特徴と従来の遺

伝子組み換え技

術との比較検討

2012年 RTDSrn (The rapid trait Ci bus 宇土 HP RTDS法の説明と

8 ) development systemの略） 作出された除草

について 剤耐性ナタネの

紹介

2012年 科学的意見書： ジンクフィ 遺伝子組換え生物 ジンクフィンガ

ンガーヌクレアーゼ 3およ に関する欧州食品 ーヌクレアーゼ 3

び同様の機能を有する他 安全機関（EFSA) および類似した
6 ) の部位特異的ヌクレアー 有識者会議 技術と従来の遺

ゼを用いて開発した植物 伝子組み換え技

の安全性評価に関する科 術との比較検討

学的意見書

欧州委員会は EFSAに対し、上記の 8つの新たな育種技術によりもたらされる植物を以下の観点
より検討評価することに取り組むように要望した。
①リストに掲載されている技術により作出された産物を市場に出すことを前提に、新たなガイダ

ンスが必要か、または既存のリスクアセスメントのガイダンスをより詳細に更新すべきかを決定
する。

② GMO法案への該当の有無に関わらず、リストに記載されている 8種類の技術が人、動物、そし
て環境にもたらす影響という観点からリスクを明らかにする。後者は、最新の科学文献と植物育
種専門家の知識を考慮に入れ、これらの新しい技術により産出される植物を従来の育種技術によ
る植物および現行の遺伝子組み換え技術による植物と比較する。

スクアセスメン トガイダンスは、 SDN-3i支柿fによ

り開発された植物に由来する食品・飼料の評価、及

び環境リスクアセスメン トの実施に適用することが

可能であり、ガイダンスを別途作成する必要はな

いと考察している。さらには、有効な SDN-3戦略

を使用して生成された植物においては、トランス

ジェネシスや従来型育種と比較して、潜在的な意

図されない効果（位置効果、非特異的効果）が著

しく減少 したことが報告されている。その他の技

術については、英国の ACRE（自然環境放出に関

する諮問委員会） 7）はオリゴヌクレオチド誘発突然

変異技術（Oligonucleotide-directed muta-genesis; 

ODM）を利用した新たな育種技術 RTDS™ (Rapid 

trait development system; Cibus杜） 8）により作出
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されたスルホニルウレア系除草剤耐性ナタネの評価

を行い、それがEUの規制範囲内であるかどうかを

検討し報告している。つまり、欧州においては突

然変異によって作られた有機体は、指令2001/18/

EC （遺伝子組換え生物の環境中への放出について

規定）の別添 lBに従うと、指令から除外される（遺

伝子組換え体ではないとされる）可能性がある。こ

の除外は、組み換え核酸分子を利用しない技術の場

合に適用される。これは、 RTDS™ を化学突然変異

原や放射線といった従来技術（指令から除外されて

いる）と同様に、突然変異技術として認めるかどう

かということであり、ヰ寺に、 RTDS™ システムで

突然変異原として使われるオリゴヌクレオチド（以

下GRON; Gene Repair Oligonucleotide、化学的に

合成された一重鎖のオリゴヌクレオチド）が、宿

主ゲノムに挿入されるのか、一時的に存在するの

ではなく細胞中に存続するのかについて検討する

ことがその要点となる。その経過は以下のように

説明される。 GRONはナタネのアセト乳酸合成酵

素（ALS）遺伝子のひとつの対立遺伝子の特定部

分に交雑するようデザインされており、標的遺伝子

と一塩基対が異なるため、細胞の修復機構に標的遺

伝子中の対応するヌクレオチドを交換させるシグナ

ルとして働く。その結果、 ALS遺伝子中の一塩基

対の変化が、この変化を誘発された細胞から再生さ

れたナタネ（細胞培養段階を経る）にスルホニル尿

素系除草剤耐性を与える。特に、重要な点は、一度

この変化が起こると、挿入されたオリゴヌクレオチ

ドは細胞によって、数時間ほどで素早く分解され

る。この点で、化学的突然変異誘発で使われる化学

物質と GRONは同等である。つまり、これら存続

しない突然変異原に、細胞が一時的に暴露される

のと同様である。さらに、 GRONとALS遺伝子聞

に見られるわずかな違い（一塩基変異多型； single

nucleotide polymorphisms）は、植物によく見られ、

自然に起こるものであると述べている D 以上のこと

より、 ACREはODM技術で作出された生物を EU

での規制の範囲に該当しないと結論づけている D

エ考察

本報告で紹介した EUにおける環境リスク評価に

関する考え方ならびに手法は、今後我が国の規制な

どに参考になるものである。しかし、我が固におけ

るカルタヘナ法に基づく生物多様性影響に関する評

価方法などについてもの我が国自然環境に合わせて

参考にしてゆく必要がある。また、市販後モニタリ

ングに関する知見などについては、さらなる情報収

集が必要と考えられる。

新たな育種技術に関する規制システムについて

は、欧州、！ならびに日本においてもその産物が従来の

規制の範囲内に納まるかどうかが重要な検討ポイン

トになると考えられるが、導入遺伝子の検出の有無

ならびに自然界に生じる突然変異とどのように区別

してゆくかが今後の共通した問題点と思われる。

オ今後の課題

新たな育種技術により作出される生物の評価につ

いては、我が国のカルタヘナ法の規制範囲との関係

を科学的に検討してゆく必要があると共に国際的な

評価などとの統一並びに調整が必要になると考えら

れる。

力要 約

欧州における遺伝子組み換え作物に関する環境リ

スク評価の現状とその考え方について、文献情報に

基づき、取りまとめた。また、新たな育種技術に関

する欧州、｜の動向とシスジェネシス、イントラジ、ェネ

シス、部位特異的ヌクレアーゼ 3、ODN技術、お

よびその産物が従来の規制の範囲内におさまるのか

どうか、新たな規制の必要性の有無に関して文献調

査などにより情報を取りまとめた。
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研究担当者（松尾和人＊）

(4) 米国等で新規に実用化が見込まれる遺伝子組

換え動物の生物多様性影響評価手法の分析検討

ア研究目的

米国では、ゲンゲ科の魚である Oceanpoutの抗

凍結タンパク質遺伝子の発現調節領域とマスノスケ

の成長ホルモン遺伝子を組み合わせて導入した遺伝

子組換え大西洋サケが市販化を目的に FDAに認可

申請されており、 2010年9月には生物特性と標識

に関する公聴会が開催され、その後2か月間パブ

リックコメントが行われた。そこで、追加で求めら

れた環境評価の申請も 2012年4月に承認され、 12

月19日に市販化に向けた仮承認がされた。今後行

われるパブリックコメントで科学的な根拠に基づく

反対意見が出ない場合は、近い将来、米国での市販

化が開始されると考えられる。また、中国において

も食用を目的とした高成長の遺伝子組換えコイが4

系統開発され、市販化にむけての準備がされている。

これら以外にも鑑賞目的の蛍光タンパク質を筋肉で

作る遺伝子組換えゼブラフイツシュやメダカが開発

され米国や台湾などで市販されている。しかし、こ

れまでの調査では遺伝子組換え大西洋サケやコイの

実際の生産目的や開発状況、販売戦略等についての

情報が得られていない。

そこで、本研究では、より現実的な情報を得るた

めに実際に開発を担った研究者や販売企業との接触

をはかり、米国や中国等における遺伝子組換え魚の

研究開発状況や政策動向及ぴ生物多様性影響評価に

関する知見の調査収集を行い、わが国として参考と

すべき情報を抽出し、プロジェクト関係者および行

政部局に得られた情報を提供することを目的に情報

収集を行った。

イ研究方法

文献調査やインターネットによる情報の収集から

米国で市販化が審議されている遺伝子組換え大西洋

サケや中国の遺伝子組換えコイを開発した研究者や

販売申請業者を特定した。

（ア）北米における遺伝子組換え魚の調査

実際に遺伝子組換え大西洋サケを開発したカナダ

のNewfoundland島の ST.John’sにあるメモリア

ル大学海洋科学研究所の Fletcher教授及びPrince

Edward島にある AquaBounty Technologyネ土の石iJf

究所の責任者である JohnBuchanan博士のもとを

訪問し、開発状況や市販化の可能性及び市販化の仕

方などについての聞き取り調査を行った。

また、遺伝子組換えゼブラフイツシュその他の魚

種の開発、市販状況についてはメールで確認を行っ

たD

（イ）中国における遺伝子組換え魚の調査

中国ではコイのゲノム情報を利用した育種研究の

一環として、遺伝子組換えコイの市販化に向けた研

究を行っている。遺伝子組換えコイはウーハン、ハ

ルピン、長沙で開発、研究されており、これらの研

究所の開発代表者とメールによる接触を図り、訪問

が許されたハルピンの黒竜江研究所を訪問し、中国
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の遺伝子組換えコイの開発状況並びに市販化に向け

ての今の研究段階についての聞き取り調査を行っ

た。また、遺伝子組換えコイに先行して中国での市

販化を目的に遺伝子組み換えアカヒレの開発研究を

行っている広州にある珠川水産研究所を訪問し、開

発状況や中国における遺伝子組換え動物について

の規制や安全評価についての聞き取り調査を行っ

た。さらに、台湾で遺伝子組換え魚、を販売している

A Zoo社の日本支社を訪問し、台湾における遺伝子

組換え魚の販売状況についての聞き取り調査を行っ

た。

ウ研究結果

（ア）北米の遺伝子組換え大西洋サケについて

a 遺伝子組換え大西洋サケの開発の経緯

1970年代に、凍結した海の底でゲンゲ科の魚類

が棲息できることを Fletcher博士が謎に思い、ト

ロント大学に在籍していた ChoyHew 博士と共同

研究を行い、血液中に血液を凍結させない不凍タン

パク質が存在することを発見した。 1980年代に入

札肝臓で不凍タンパク質が作られていることを発

見し、そのアミノ酸配列から Oceanpoutの肝臓の

mRNAをもとに cDNAを単離し、さらにゲノム遺

伝子を単離してその発現機構についての研究を行っ

た。その結果、海水温が下がると肝臓で不凍タンパ

ク質の遺伝子の発現が増加することを発見した。

1980年代後半に、この遺伝子の応用を考え、多

くの養殖魚、で海水温が下がると成長が低下すること

に着目し、肝臓で冬でも成長ホルモン遺伝子が発現

すると冬でも成長する魚が作れるのではないかと考

えた。そこで、この発意のもとにマスノスケの成長

ホルモン遺伝子と不凍タンパク質遺伝子の発現調節

領域を組み合わせた発現ベクターを構築し、それ

を養殖産業上重要な大西洋サケの受精卵に導入し

て遺伝子組換え魚を作ることを発案し、 Hew教授

とグラントを獲得し、遺伝子組換え大西洋サケの

開発を進め、 1989年に開発に成功した（Shaoら1)'

Cookら2)'3））。その後、AF-protein社が興味を示し、

1996年に同社に特許権を譲渡した。

b AquaBounty杜について

AquaBounty杜は 1991年に AFProtein杜の一部

門の Farmとして設立された。 1996年に Fletcher

博士と Hew博士から不凍タンパク質の特許を取得

し、 AquabountyFarmは技術面（遺伝子組換え

大西洋サケ： GM大西洋サケ）を担当する形で 2

つの会社に分離した。 AquabountyFarmは2004

年に AquabountyTechnologyに社名を変更し、

2006年に LondonStock Exchangers Alternative 

Investment Market (AIM）に株式を上場した。

AquaBounty杜の本部はボストンにあり、職

員は 24名であった。カナダの PrinceEdward 

島、 Newfoundland島の ST.John’s、カリフォル

ニア、パナマにも拠点を持つ。 CEOはアメリカ

Philadelphiaに在住している。 GM大西洋サケは主

にPrinceEdward島の Farmとパナマの施設で飼

育されている。 PrinceEdward島の Farmはカナダ

政府の許可を取得した設備で、ここで産卵、受精を

行っている。カリフォルニアは温暖な水温で飼育で

きるテイラピアなどの生産及ぴGMテイラピアの

開発を行っている。また、パナマに遺伝子組換え大

西洋サケを成魚に育てる施設を持っており、カナダ

から発眼卵を送ってここで飼育してアメリカ市場に

出荷することを考えている。

c 遺伝子組換え大西洋サケの販売戦略

大西洋サケはフイレで販売するだけではなく、遺

伝子組換え大西洋サケの飼育施設と遺伝子組換え大

西洋サケの 3倍体化した受精卵を含めたシステムと

して販売したいと考えている。すでに、シンガポー

ルや中国から問い合わせが来ている。また、 GMO

大西洋サケの次は GMOニジマスの生産を予定して

いるとのコメントを得た。

d 遺伝子組換え大西洋サケがFDAに認可され

る可能性について

FDAにおいては、すでに認可に関して科学的な

疑問はない状況になっている。しかし、現在の問題

はFDAの段階を超えて、政治的な問題になってお

り、大統領府も巻き込んで、 FDAが対応できる領

域ではなくなっている。そのため AquaBounty杜

にとっても予測がつかない状況になっている。 2011

年に、 FDAはAquabounty杜に数地点における環

境影響評価（EIS）を行うことを義務づけ、 2011年

度の米国予算に中に AquaBounty杜のため調査費

が計上された。 2012年4月に環境影響評価の報告

書案が提出され、 FDAは科学的に問題ないと結論

づけた。 2012年 12月19日に仮承認され、今後開

催されるパブリックコメントにおいて科学的な問題



点が指摘されない限り、市販化が承認されるものと

考えられる。

（イ）北米で市販されているその他の遺伝子組換

え魚

米国の YorkTown Technology社は 2002年か

ら鑑賞用の筋肉で DsRedや EGFPを発現する遺

伝子組換え魚を米国内で販売してきた。 2012にな

り、 TALEN法により体の前半部で縞模様の無いゼ

ブラフイッシュを開発し、 CosmicBlue TMの名前で

発売を開始し、筋肉で DsRedを発現させたものを

Galactic Purple TMの名前で発売を開始した。さらに、

EGFPをブラックテトラの筋肉で発現するようにし

た遺伝子組換えブラックテトラを ElectricGreenの

名前で発売を開始した。これらの遺伝子組換え魚、は

食用ではなく、宿主魚は熱帯魚であるため米国の環

境影響も無いと考えられ、 FDAに申請されても審

議されることなく市販承認がされている。

（ウ）中国における遺伝子組換え魚の調査

中国では、 1990年代にはナマズ，ソウギヨ，

Mud Carp （鰻魚， Cirrhinuschinensis），キンギヨ，テイ

ラピア，コイ，ハクレン， Minnowの一種等で高成

長や耐病性の遺伝子組換え魚、の開発が行われた。し

かし、中国国民の遺伝子組換え魚に対する理解をえ

ることが難しいとの判断から、現在は市販化に向け

て主に遺伝子組換えコイと遺伝子組換えアカヒレの

2魚種を中心に研究が進められていた。これは、将

来の人口増加による食糧危機に備えるため、良質な

動物性蛋白質の生産性を高めておく必要があるとの

判断と、テストケースとして観賞魚の遺伝子組換え

魚の市販に踏み切り、国民の遺伝子組換え動物につ

いての偏見を軽減したいとの政治的な判断がある。

遺伝子組換えコイについては環境安全性等の研究が

進められると共に、その遺伝特性や安全性、不妊化

等の研究が進められていた。遺伝子組換えアカヒレ

は環境安全性の中間評価の申請が行われている状況

であった。

a 中国の遺伝子組換えコイについて

遺伝子組換えコイは、 1990年から武漢にある中

国科学アカデミーの Instituteof Hydrobiologyにお

いて、ヒトの成長ホルモン遺伝子とアクチン遺伝子

のプロモーターを組み合わせて導入したものと、ソ

ウギヨの成長ホルモン遺伝子と/3－アクチン遺伝子

のプロモーターを組み合わせて導入した遺伝子組

換えコイが作出された。これとは別に黒竜江研究

所では、 1999年にサケの成長ホルモン遺伝子とコ

イのメタロチオネイン遺伝子のプロモーターを組

み合わせて導入した遺伝子組換えコイが開発され

ている（Fuら4），日uら5））。さらに、湖南省長沙

にある KeyLaboratory of Protein Chemistry and 

Developmental Biology of Ministry of Education 

of China, College of Life Sciences, Hunan Normal 

Universityでは、 2010年に真鯉の成長ホルモン遺

伝子と/3－アクチン遺伝子のプロモーターを組み合

わせて導入した遺伝子組換えコイも開発されてい

る。この様に、中国では 3つの研究拠点でそれぞれ

異なる 4系統の遺伝子組換えコイが開発され、その

生物特性や安全性、不妊化について研究されている。

現在は、武漢にある Instituteof Hydrobiologyを中

心に国家プロジ、エクトを獲得し、市販化に向けての

研究が進められている。

b 黒竜江研究所で開発された遺伝子組換えコイ

の生物特性について

中国日合爾浜（ハルピン）にある黒竜江研究所では

1999年にコイの成長ホルモン遺伝子とサケのメタ

ロチオネイン遺伝子のプロモーターを組み合わせた

発現ベクターをコイの受精卵に導入し、 189系統の

遺伝子組換えコイが作られ、現在はその F3が経代

されており一部九も作成されている。遺伝的な研

究を行う目的で、現在でも 189系統の 14,000尾が

維持されている。この遺伝子組換えコイの一部の系

統では 3年魚は野生のコイに較べて 1.8倍の大きさ

まで成長する。この家系の一番の特徴は普通のコイ

では騨化後3年を過ぎると殆ど成長しないのに対し

て、それ以降も成長を続け 7年魚、は野生のコイの 3

倍の大きさにまで成長する（図 23004-1）。

しかし、黒竜江研究所で作られた 189系統の全て

の遺伝子組換えコイが同じ成長率を示すのではな

く、そのうちのいくつかの系統で3年以降も成長が

続くことが分かつている。これは、色々な地方の河

川由来のコイの受精卵に遺伝子を導入したことに起

因し、遺伝的な背景が遺伝子組換えコイの成長に影

響を及ぼした結果と考えられた。そこで、黒竜江研

究所では最も高成長の遺伝子組換えコイの系統の個

体と体色の赤い天然突然変異のコイを交配して解析

家系を作出し、成長ホルモンや導入した成長ホルモ

ン以外の成長に関係する遺伝子を探すための連鎖解



析が行われ、特定の連鎖群上にある遺伝子が存在す

ると、導入した成長ホルモンの遺伝子の働きが促進

されることが分かつている。現在、その遺伝子を特

定するための研究が進められている。なお、黒竜江

研水産究所で観察された遺伝子を導入した系統によ

る遺伝子組換えコイの成長の大きな違いは、他の 2

か所の研究所では観察されておらず、黒竜江水産研

究所の遺伝子組換えコイが中国で注目を集めてい

る。その他、感染症抵抗性と成長との関係も研究さ

れている。

c 安全性評価について

また、 遺伝子組換えコイの食品としての安全性を

評価するため、可食部である筋肉で発現する遺伝子

についてデイファレンシャルディスプレー法により

野生型コイと比較されたが、遺伝子発現について違

いは見られなかった。次に筋肉で作られる蛋白質に

ついて 2次元電気泳動により野生型のコイと比較さ

れたが、作られる蛋白質の種類に違いは見られな

かった。そこで、遺伝子組換えコイと野生のコイの

筋肉をマウスが成熟するまで約 3か月間餌として与

え続け、成熟した後に雄と雌の交配を行い、出産さ

れたマウスの形態及び骨の形態について調べられた

が（急性毒性試験）、異常は認められなかった。こ

のことから食品としての安全性は確保されていると

考えられていた。

中国の科学技術研究院では、 一般の養殖業者に遺

伝子組換えコイが渡った場合、完全な隔離飼育施設

で飼育される保証は無いとの考えから、遺伝子組換

え動物については完全に不妊化されていない限り市

販を認めないとの判断がある。そこで、黒竜江水産

研究所では遺伝子組換えコイの 3倍体を作出し、不

妊化を検討した。その結果、今までのコイの 3倍

体で報告されている様に、雌では卵巣の成熟は完

全に抑制され、雄では不完全な精巣の発達が見ら

れ、不完全な精子が作られるが受精能力が無いこと

が確認されている。 しかし、第 2極体放出阻止に

よる 3倍体の作出ではどの方法を使っても 95%前

後の確率で3倍体を作成することは可能であって

も、全ての個体を 3倍体にすることは難しい。そこ

で、コイに近いソウギョやハクレン、コクレンとの

交雑により不妊化出来る可能性について調べると共

に、遺伝子組換えコイの 4倍体を作成し、 2倍体の

コイと交配して全て不妊の 3倍体を作る試みがされ

ているが、黒竜江水産研究所では 4倍体の作出に

は現段階では成功していない。なお、湖南省長沙

にある KeyLaboratory of Protein Chemistry and 

Developmental Biology of Ministry of Education of 

Chinaでは、 真鯉の 4倍体を作出することに成功し

ている（Fengら6））。

黒竜江水産研究所では第 l段階の科学的な遺伝子

組換え動物の安全性評価の申請は受理されており、

現在は第2段階の環境安全性の中間試験の準備中と

のことであった。

d 遺伝子組換えアカヒレ

広州の珠江水産研究所では、遺伝子組換えコイに

先行して市販化することを目的に、遺伝子組換えア

カヒレの開発、研究が行われていた。アカヒレのミ

オシン軽鎖遺伝子のプロモーターと DsRedを組み

図23004・1 遺伝子組換えコイの成長

緑のパーが遺伝子組換えコイでオレンジ、のパーが天然

のコイの成長
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合わせてアカヒ レの受精卵に導入され、全身の筋

肉で DsRedを発現する（図 23004-2）。同様の遺伝

子が導入されている米国で市販されている Glofish

の場合、 DsRedは筋肉だけで発現するのに対して、

本遺伝子組換えアカヒ レでは、眼球や肝臓、ヒレの

軟骨などでも DsRedが発現していることが確認さ

れている。

遺伝子組換えアカヒレの申請は、科学的な安全性

評価については 2004年に申請され受理されている。

すでに、閉鎖系の飼育区画による 5,000尾を使った

環境安全性の中間環境評価の実験が行われ2012年

6月に中間試験報告の届け出が行われている。

e 中国における遺伝子組換え動物の市販化にむ

けての申請について

中国の遺伝子組換え動物の市販化までの申請は 4

つの段階に分かれている。第 l段階は遺伝子組換え

動物を作成する時に科学的な安全が守られているこ

とを評価するもので、遺伝子組換え動物に導入する

遺伝子の特性と開発時の安全性、飼育の安全性、生

物特性等の研究計画と施設について報告することに

なる。第2段階の環境安全性の中間試験報告では隔

離された飼育環境で、魚類の場合は 2,000から 5,000

尾を使って他の生物への影響を l年から 2年行い、

生物多様性影響評価について報告する必要がある。

第3段階の環境放出試験は隔離された飼育環境での

放出試験で、魚類の場合は 10,000から 50,000尾を

用いて l年から 2年間他の生物に与える影響を評価

する必要がある。第4段階の生産性試験では、魚類

の場合は 10万から 30万尾を用いて、 lつの河川や

湖を区切って環境放出試験を行い、他の生物に与え

る影響を報告する必要がある。

－
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1
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a) 

図23004”2 遺伝子組換えアカヒレ

（上）は尾びれの中央部が赤いことから前が付けられ
た小型のコイ科魚類で、遺伝子導入した遺伝子組換え
アカヒレ（下）では、全身で DsRedが発現するため
全身赤い魚になる。

f 台湾の遺伝子組換え魚について

台湾においても、米国と同様に DsRedやEGFP

を筋肉で発現する遺伝子組換えゼブラフイツシュや

メダカが開発され、 2000年から台湾を中心に市販

されている。台湾では、観賞用の遺伝子組換え魚の

市販化のための規制が無いため、交雑不妊に成功し

た後直ぐに市販化されている。2012年になり新し

く開発されたピンク色の色素の遺伝子を筋肉で発現

するエンゼルフイッシュが開発され、市販化にむけ

て準備がされている。

エ考察

米国における遺伝子組換え大西洋サケの FDAへ

の申請は、最終段階の環境安全性についても申請が

承認され、 2012年 12月19日より市販化に向けて

の仮承認の段階にあり、今後開催されるパブリック

コメントにおいて科学的な根拠がある反対意見がな

いかぎり、 20日年度中にも市販される可能性もあ

る。

中国の遺伝子組換えコイについては中国科学技術

院が不妊化されない限り市販化を認めないとの立場

を取っていることから、交雑不妊などの技術が確立

されないと市販化されないと考えられる。しかし、

中国における研究の進歩は著しく早いため、市販化

に向けた大規模環境安全性評価の試験が実施される

日も近いとの感触を得ている。

観賞魚用の遺伝子組換え魚の開発・販売は、市販

化のための申請が食用のものに較べて認可される場

合が多く、今後、色々な鑑賞用魚種で遺伝子組換え

魚、が開発され、市販化される可能性が考えられる。

オ今後の課題

遺伝子組換え大西洋サケが米国で市販化申請が承

認間近であり、新しい鑑賞用の遺伝子組換え魚が

次々に新規に開発され市販される様になっている。

このため、海外における遺伝子組換え魚の開発、市

販動向について情報収集する必要がある。

力 要 約

米国の遺伝子組換え大西洋サケは最終段階の環境

安全性評価の申請も承認され、今後開催されるパブ

リックコメント次第では 2013年度中に市販化され

る可能性がある。また、中国の遺伝子組換えコイは
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環境安全性評価の中間評価の段階にある。観賞用の

遺伝子組換え魚は規制が緩やかと言うこともあり、

今後色々な魚種で開発され市販化される可能性があ

る。
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