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遺伝子組換え農作物網羅的検知法とその

加工食品への適用

わが国の食料安全保証においては海外からの輸入農作物が大変重要であり，醸造発酵食品の味噌，醤油，

納豆の原料大豆，酒類の副原料としてのコーンスターチ等もほとんどが輸入品である。海外で生産される穀

類，豆類の多くは遺伝子組換え品種 (GMO)が作付けされ，これらは安全性，環境影響において認可され

たものであるが，世界的には認可前の組換え品種が流通する可能性がある。わが国では遺伝子組換え品種の

検出技術が開発され，公的試験機関での GMO検査によって，国民の食生活が守られている。本解説では，

GMO検出技術開発の最前線で活躍される研究者に，最新の GMO検出技術であるリアルタイム PCRアレ

イ法について原理と今後の技術展開についてわかりやすく解説していただいた。

1. 遺伝子組換え農作物について

遺伝子組換え (geneticallymodified， GM)農作物

とは，本来その農作物が有していない外来遺伝子を人

為的に細胞に導入することで，新規性質を付与した農

作物，もしくは既存の性質を改良した農作物をいう。

世界における GM農作物の栽培状況については，

国際アグリバイオ事業団 (ISAAA)が毎年報告書を

作成している1)。これによると， GM農作物の商業栽

培が本格的に開始された 1996年当時には， GM農作

物の栽培面積は 170万ヘクタールであったが，それか

ら20年も経ない 2012年には 100倍の l億 7千万ヘク

タールに透している。 l億 7千万ヘクタールとは，わ

が国の国土の約 4.5倍に相当する面積であり，このこ

とからも，いかに GM農作物が急速に普及している

かご理解いただけると思う。

わが国では，食用や飼料用に GM農作物の商業栽

培は行われていないが，一方で、，海外から大量に輸入

され，利用されている 2)。なお， GM農作物について

は食品としての安全性や環境に放出された場合の影響

等について科学的な評価が行われる仕組みが確立され

ており，問題のないもののみが流通されている。 2013
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年 3月現在で，食品としての安全性審査が終了した

GM農作物は 217種類となっている(第 l表)3)。

Z 遺伝子組換え食品の表示制度とその監視

GM農作物の商業栽培開始にあたって，わが国でも

消費者の聞に情報不足に起因すると思われる不安が広

まった。このため，社会的合意を得るための一つの手

段として， ["農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律J(JAS 法)の定める品質表示制度の下

にGM農作物の品質表示基準が策定され， 2001年4

月から実施されている 4)。また，食品衛生法において

も，公衆衛生の見地から食品の内容を明らかにするこ

とを目的として，同様の表示制度が実施されている 5)。

これらの表示基準は，原材料の重量に占める割合の高

い原材料の上位 3位までのもので，かつ，原材料の重

量に占める割合が 5%以上の主な原材料に対してのみ

適用される。また，加工食品については加工工程後も

組換えられた DNAまたはこれから生じたタンパク質

が残存する加工食品として 33品目を指定しており，

これら以外の加工食品(醤油等)については表示が免

除されている。また，表示は以下の 3種類に区分され

ており，食品としての安全性の確認がなされた GM

Comprehensive GMO Detection Method and Its Application to Processed Foods 
1 Hiromichi NORITAKE (Food and Agricultural Materials InゆectionCenter) 

2 Junichi MANO (National Food Research Institute， Natio叩 1Agriculture and Food Research 0ァganization)
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第 1表 わが国で食品用として商品化が可能な GM農作物の現状(2013.3現在)

GM農作物の種類 種類数 (計 217種類)
除草剤の影響を受けないダイズ 6 
オレイン酸潟産生ダイズ 2 
害虫に強いダイズ l 
害虫に強い，及ぴ除草剤の影響を受けないダイズ l 
オレイン酸高生産性.及び除草剤の影電車を受けないダイズ l 
低飽和脂肪酸・オレイン酸高生産性 及び除草剤の影響を受けないダイズ l 
答虫に強いトウモロコシ 11 
除草剤の いトウモロコシ 9 

の影響を受けないトウモロコシ 109 
リシン ウモロコシ l 

シントウモロコシ l 
£トウモロコシ l 

。アミラー .及び筈虫に強いトウモロコシ l 
uアミラーゼ産主主.及び除草剤の影響を受けないトウモロコシ l 

耐熱性αアミラーゼE量生.害虫に強い，及び除草剤の影響を受けないトウモロコシ 5 
乾燥耐性トウモロコシ l 

1 
乾燥l射性，及び除本弗j けないトウモロコシ l 
乾燥耐性， 及び害虫に57の査古影し、響疎トをウ軍受モロコシ

l乾燥耐性.害虫に強い 弗lの影響を受けないトウモロコシ 3 
筈虫に強いジャガイモ 2 
害虫及びウイルスに強いジャガイモ 6 
除草剤の影響を受けないナタネ 14 
除草剤の影響を受けない及び雄性不稔ナタネ l 
除草剤の影響を受けない及び稔性回復ナタネ 3 
除草剤の影響を受けないワタ 9 
害虫に強い及び除草剤の影響を受けないワタ 12 
害虫に強いワタ 6 
除草剤の影響を受けないァンサイ 3 
除草剤の影響を受けないアルフアルフア 3 
ウイルス抵抗↑生パパイヤ l 

出典。厚生労働省医薬食品局食品安全部「安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた遺伝子組換え食品及び添加物一覧」
(http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/ dl/list.pdf) 

第 l表中の仁コを付したセルは GM農作物の中で栽培面積が最大 2)のGMダイズに関する情報を示す。
第 l表中のEコを付したセルは GM農作物の中で栽培面積は 2番目 2)であるが，総種類数の非常に多い GMトウモロコシ
に関する情報を示す。

農作物に関して， ①使用 しているもの(使用)， ②使

用/不使用の有無を確認していないもの(不分別)， 

③使用していないもの(不使用)の 3種類に大きく分

類され，①と②については表示の義務が課され，③に

ついての表示は任意となっている。③の不使用表示を

付すためには，分別生産流通管理 (IdentityPre-

servedハンドリング;IPハンドリング)6)が適切に

行われた農産物を原材料として使用していることが必

要になる。ただし，米国，カナダ等のGM農作物栽

培国から輸入される際には，現状の流通実態では GM

農作物の非意図的混入を完全に防ぐことはでき ない。

このため，わが国では，適切に IPハンドリン グを実

施しても非意図的に混入しうる GM農作物の割合と

して，ダイズ， トウモロコシ等について 5%まで許容

されている。

国内の市場を見渡してみると，この遺伝子組換え体

第 108巻第 7号

不使用の表示が大勢を占めている。これは，圏内の食

品企業の多くが，表示義・務が課されている食品の製造

に際し，原材料費の高騰は承知で IPハンドリングを

経た農作物の調達を行っている こと を示している。

以上のような社会状況を背景として，行政機関によ

る表示制度の監視や，民間事業者による製品の品質管

理を目的として，農産物中の GMの割合が 5%を超え

ていないことを確認するための検知技術が必要とされ

た。このため，わが国では(独)農業 -食品産業技術

総合研究機構食品総合研究所を中心とするグループに

よって GM農作物の検知技術の開発が行われてき た。

開発された分析法はわが国の標準分析法として公開さ

れ，農林水産省及び厚生労働省によるモニタリング検

査に利用されている。

農林水産省側の標準分析法は，農林水産省及び

(独)農林水産消費安全技術センタ ーのウェブサイト
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においてI]AS分析試験ハンドブック」が公開され

ている。 ]AS分析試験ハンドブックは平成 24年 9月

に第 3版への改訂が行われており，この改訂で，食品

総合研究所等から配布されている認証標準物質につい

ての情報が追記された 7)。一方，厚生労働省側の標準

分析法としては，厚生労働省のウェブサイトにおいて

「組換え DNA技術応用食品の検査方法」が示されて

きた 8)。しかし消費者庁設置に伴い，食品衛生法に

基づく表示に関する業務が移管されたため，安全性審

査済みの組換え DNA技術応用食品の検査方法につい

ては，消費者庁から新たに標準分析法が公開されるこ

ととなった。現在は，消費者庁のウェブサイトから

「安全性審査済みの組換え DNA技術応用食品の検査

方法についてJ(平成 24年 11月16日付け消食表第

201号)が示されている。消費者庁通知検査法には，

遺伝子組換え夕、イズ MON89788及びA2704-12の検

知法等が新たに追加されている 9)。一方，安全性未審

査の組換え DNA技術応用食品の検査は，引き続き厚

生労働省のウェブサイトから検査法が公開されている。

3. 遺伝子組換え農作物検知法の概要

食品や農産物中に存在する組換え体を検知する手法

は，組換え DNAの産物である組換えタンパク質を検

出する方法と，組換え DNAそのものを検出する方法

に大別される。前者では，抗原、抗体反応、を利用したラ

テラルフロー法や Enzyme-LinkedImmunosorbent 

Assay (ELISA) 法が用いられている。後者では，

Polymerase Chain Reaction (PCR)法が一般的な手

法として用いられている。わが国の標準分析法では，

Roundup Readyダイズに対して ELISA法が採用され，

CBH351トウモロコシに対してラテラルフロー法が採

用されているが，これら以外は PCRi去によるもので

ある。

PCRは，標的となる DNA配列上に設計されたプ

ライマーと呼ばれる人工合成 DNAをDNAポリメラ

ーゼという酵素で繰り返し伸長することで， 2つのプ

ライマーで挟まれた領域の DNAを特異的に増幅する

技術である。

従来から標準分析法として用いられている定性分析

法では， PCRで標的となる DNAを増幅した後，ア

ガロースゲルを用いて電気泳動を行い，増幅した

DNAのバンドの有無とその位置を目視で確認するこ

とにより，試料の中に GMが含まれていたかどうか

を個別に調べている。検査には， トウモロコシやダイ

ズといった分析対象の植物種に元々存在している

DNA配列(種特異的 DNA配列)と，特定の組換え

体に特異的な DNA配列(組換え DNA配列)に対す

るPCRが必要で，種特異的 DNA配列と組換え DNA

配列がともに PCRで増幅された場合に組換え体が含

まれていると判断される(第 1図)。

〆ぷ泌が込 jjk J 
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第 1図 従来から標準分析法として使用されている定性分析法による分析結果の例
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4. GM農作物網羅的検知を可能にするリアルタ

イム PCRアレイ法(リアルタイム PCRを利

用した定性分析法)

先述のとお り. GM農作物の栽培面積は年々増加し

ており，それに伴って GM農作物の種類も増加し続

けている。多数の GM系統を効率的に検知するため

には，それらを一度に幅広く検出する網羅的検知技術

が必要となっている。食品総合研究所を中心とするグ

ループでは，こうした必要性に応える技術としてリア

ルタイム PCRアレイ法(リアルタイム PCRを利用し

た定性分析法)の開発を行っている ω。

リアルタイム PCRは， PCRにおける DNAの増幅

に応じた蛍光シグナルを リアルタイムに取得する方法

である。一般的には，リアルタイム PCR装置を用い

ることで. 96ウェルプレートによる反応とそれに伴

う蛍光シグナルの取得，データ解析を行う ことができ

る。リアルタイム PCRアレイ法では，多様な標的に

対してリアルタイム PCRを多数設計し 1つの DNA
試料に対して 96ウェルプレート上で各反応を一斉に

実施することで.GM農作物の網羅的検知を実現して

いる。 リアルタ イム PCRアレイ法の具体的な分析方

法は第 2図に示したとおりである。まず，反応に必要

なプライマー及びプロープ溶液を市販の PCR用プラ

スチックプレート上の各小穴(ウェル)に添加し，ア

レイプレートを作製する。次に. DNA試料とリアル

タイム PCR用市販酵素液(マスターミ ック ス)を混

合し，アレイプレート に添加する。その後，リアルタ

イム PCR装置を用いて熱サイクル反応を行う 。最後

に，同装置でDNA増幅曲線の解析を行い，アンプリ

フィケーシヨンプロット上の増幅曲線と，関値を示す

スレ ッシ ュホールドライン (ThresholdLine. Th. 
Line) (リアルタイム PCRアレイ法の場合は 0.256の

固定値)との交差の有無で各標的の検出を判定する

(分析結果の例，第 3図)。

リアルタイム PCRにおいて蛍光シグナルを得るた

めの方法は多数開発されているが， リアルタ イム

PCRアレイ法では TaqManchemistryが採用されて

いる。TaqManchemistryは，プライ マーの間に設計

された蛍光標識DNAプローブがPCRの過程でDNA
ポリメラーゼによって分解されることで，DNAの増

幅量に対応、した蛍光が得られるという方法である。

TaqMan chemistryによるリアルタイム PCRでは，

反応に使用するプライマーに加えて，蛍光標識DNA
プローブも標的部位に適切にハイブリダイズしない限

り，蛍光シグナルが検出されないことから，通常の

PCRに比べて非常に反応特異性が高いことで知られ

ている。リアルタイム PCRアレイ法では，この反応、

特異性の高い TaqManchemistryを採用する こと で，

多様な農産物や食品試料を適用しでも非特異的な検出

が極めて少なく，標的 DNAが含まれていた場合のみ

検出が生じる。つまり， リアルタイム PCRアレイ法

重金1各標的を検出するための諒薬をPCRプレートの対応するウエルにあらかじめ
添加してお〈

CコトウモロコシGM系統

CコダイズGM系統

Cコ多くのGM作物に共通して
導入されている総換えDNA'領犠

繍副 作物種特異的DNA

調属 組換えDNA供与生物

Cコ除性コントロール

操作Z 操作亘 書量絞4
誌料から抽出したDNAと リアル告イムPCR装鐙で DNAt曽緩訟織が得られたウエルを
欝繁濠等を混合し.プレートの 反応させる(約2時間) 陽性と判定する
各ウヱルに添加する

第2図 リアルタイム PCRアレイ法による分析の概要
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第 3図 リアルタイム PCRアレイ法による分析結果の例

は.PCRの標的が網羅的であるだけでなく，適用で

きる試料についても非常に網羅性の高い分析技術とい

うことができる。また， リアルタイム PCRアレイ法

では従来の定性検知法と異なり，電気泳動が必要ない

ため. PCR 後の作業の省力化が達成されている。電

気泳動が不要で三あるということは，発ガン性物質の臭

化エチジウム (ethidiumbromide. EtBr)を使用する

必要がないこと.PCR後のプレートを開封しないた

め実験問のクロスコンタミネーションのリスクが低い

こと，バンドの有無を目視で確認して結果を判定する

必要がないため判定の客観性が高いこと，等の利点も

ある。さらに，リアルタイム PCRアレイ法では，反

応、液量が 10μLと小スケールを採用しており，ラン

ニングコストも決して高額で、はない。分析操作も非常

に簡便であり， リアルタイム PCR装置以外に特殊な

装置も必要なく，多くの機関で広く実施可能な技術で

あるといえる。

開発したリアルタイム PCRアレイ法は，個別の反

応 (リアルタイム PCRによる定性分析法)の集合体

としてとらえることも可能で、ある。年々増加する GM

系統に対応し，個別の反応を順次追加可能で、あること，

また.検査の目的に応じて分析対象の GM系統を分

析法の性能に影響なく変更できること等の特徴を有す

る。このため，本技術は，公的機関によるモニタリン

グ検査や穀物及び種苦の流通における商品の品質管理

等，様々な検査ニーズに継続的に対応可能な分析技術

ということができる。
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5. リアルタイム PCRアレイ法の妥当性確認

「妥当性確認とは， 意図する特定の用途に対して

個々の要求事項が満たされている ことを調査によって

確認し，客観的な証拠を用意することである」と定義

されている1l.12)。例えば，定量分析法の妥当性確認に

関しては，国際的に合意されたガイドラインが存在し

ており. 8カ所以上の試験室で. 5濃度以上の試料を

測定する試験室間共同試験(コラボ試験)の実施が求

められている 13)。

一方，定性試験法の妥当性を確認するためのコラボ

試験については，国際的に合意されたガイドラインが

存在しない。また，コーデックス委員会手続きマニュ

アル (CodexAlimentarius Commission Procedural 

Manual) によると.r同時に多数の分析対象を測定す

る分析法の場合には，コラボ試験で妥当性の確認され

た分析法が利用できない場合がある」と述べられてい

る 14)0 IUPACのガイドラインには 「コラボ試験を実

施することが実用的ではない場合や，コラボ、試験デー

タが入手不能の場合には，単一試験室による妥当性確

認が分析法の信頼性の証拠を提供するものとして適切

である」と記述されている 15)。

リアルタイム PCRアレイ法は同時に多数の分析対

象を測定する分析法であり ，コラボ試験による妥当性

確認は困難であるため，単一試験室による妥当性確認

が行われている。上述のような記述を鑑みれば， リア

ルタ イム PCRアレイ法は 国際的なガイドラインに

従って妥当性確認された分析法といえる。また，妥当
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性確認の過程で確認された各反応の検知下限値は，他

の試験室における分析にも当てはまることが確認され

ており，単一試験室における評価でも信頼性の高いデ

ータが得られているものと考えられる 16)。

6. リアルタイム PCRアレイ法の加工食品への

適用の検討

加工食品中の DNAは，加熱，加圧及び発酵等の加

工の過程で短く断片化されていることが知られている。

また，抽出される DNA量が極めて少ない場合や

PCRの阻害物質等が残存している場合もあり，そう

いった場合には PCRにおいて安定した DNA増幅が

得られないため，注意が必要で、ある。このため，加工

食品を対象として PCR検査を実施する場合には，分

析法の適用性について注意深く評価を行う必要がある。

(独)農林水産消費安全技術センターにおける遺伝

子組換え体の検査対象は主に加工食品である。このた

め，著者らのグループでは従来から標準分析法として

使用されている定性分析法(JAS分析試験ハンドブ

ック記載法)とリアルタイム PCRアレイ法を比較す

ることにより， リアルタイム PCRアレイ法の加工食

品への適用可能性について検討し考察を行った 17)の

で，これについて紹介したい。

まず，ダイズ加工品， トウモロコシ加工品を小売庖

で購入し試料とした。ダイズ加工品は，豆腐，油揚

げ，凍豆腐，おから，ゆば，納豆，豆乳類，みそ，大

豆煮豆，大豆缶詰， きな粉及び大豆たん自を主な原材

料とする魚肉ソーセージの 12品目について各 2点ず

つ，合計 24商品を購入した。トウモロコシ加工品は，

コーンスナック菓子，コーンスターチ，ポップコーン，

冷凍とうもろこし及びとうもろこし缶詰の 5品目につ

いて各 2点ずつ，合計 10商品を購入した。

各試料を， JAS分析試験ハンドブック個別品目編

(定性試験用)に従って前処理を行った後， DNA抽

出に供した。 DNA抽出については JAS分析試験ハン

ドブック個別品目編(定性試験用)及び基本操作編に

従って，前処理後の試料1.0gを採取し DNeasyPlant 

Maxi Kit (QIAGEN， Hilden， Germany)により行った。

抽出した DNA溶液は 260nmの吸光度を測定し， 1 

Q，D， 260 nmを50ng/μLDNA溶液として DNA濃度

を算出し，必要に応じ滅菌超純水で希釈して PCR用

の希釈 DNA溶液を調製した。(濃度は各方法の参考

第 108巻第 7号

文献に従い， JAS分析試験ハンドブック記載法では

10 ng/μL，リアルタイム PCRアレイ法では 20ng/μ 

Lに調製した。 DNAの濃度が規定濃度に達していな

い場合は， JAS分析試験ハンドブックの記載に従い，

そのまま抽出 DNAの原液を試料として用いた。)分

光光度計は NanoDropND-1000 (NanoDrop Technol-

ogies， Wilmington， DE， USA) を用いた。

各品目由来の遺伝子検知の確認については， リアル

タイム PCRアレイ法と JAS分析試験ハンドブック記

載法ともに，検討対象の各植物種における種特異的

DNA配列を検知対象とした。ダイズの種特異的

DNA配列としてはたctin1 (Lel) ， トウモロコシの

種特異的 DNA配列としては starchsynthase llb (SSI-

Ib) を選択した。 JAS分析試験ハンドブック記載法に

ついては， JAS分析試験ハンドブック基本操作編に

従って通常 PCR及び電気泳動を行った。詳細な条件

等については文献 17に記載したとおりである。リア

ルタイム PCRアレイ法については文献 10及び 16に

従ってリアルタイム PCR及びデータ解析を行った。

詳細な条件等については文献 17に記載したとおりで

ある。

ダイズ加工品におけるリアルタイム PCRアレイ法

とJAS分析試験ハンドブック記載法の比較結果は第

2表に示すとおりであった。各定性分析法の聞に大き

な差は見られなかった。検討を行ったダイズ加工品試

料 24商品については，納豆を除く全商品の全併行試

験において種特異的 DNA配列が検知された。納豆に

ついては 2商品で 2点併行試験を行ったうち，種特異

的DNA配列が検知されたのは l商品 1点のみであっ

た。加熱及び発酵によって DNAの分解が進み，検知

が困難になったと考えられる 1810 また，納豆ーlにお

いて 2点併行試験の結果に再現性がみられなかったの

は， JAS分析試験ハンドブック記載法では種特異的

DNA配列が検知された結果の目的バンドが薄いこと

及びリアルタイム PCRアレイ法では種特異的 DNA

配列が検知された結果の Ct値(ある一定の蛍光強度

に達するまでに要したサイクル数) 2)が比較的大きい

ことから，検知下限付近であったため，結果にばらつ

きが生じたものと推測される。一方， トウモロコシ加

工品における各定性分析法の比較結果は第 3表に示す

とおりであった。各定性分析法の聞に大きな差は見ら

れなかった。検討を行ったトウモロコシ加工品試料
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第 2表 ダイ ズ加工品の結果比較

品JL.... ーし 貫品.枚重ーー.....1...........~土 fレ 71 ム'..I'.ÇB..Z..l::'..l 法一ー ーし.lA;?.ft世話墜J¥三Eフケ土記載;法一一
Threshold lineとの交点の有無 j 目的バンドの有無(目視)

i i RUNl i RUN2 i RUNl i RUN2 
i 1 + i + i + i + 
i 2 + + + + 

油揚げ

l ;+i+i+i+  
2 + + + + 

豆腐

i 1 + i ー +
ーー ア“"“““"““"“日.....・ E ・d ・.._--------_._......_--

!2  i 
納豆

i 1 i + i + i + + 
2 +  + i + + 

きな粉

1 + + + + 
2 + + + + 

豆乳類

l i .±L.+j+ ; + 
2i  + i + i + i + 

大豆缶詰

1 ; + ! + ! + ! + 
2 i  + + i + i + 

大豆煮豆

i 1 i + + + + 
i 2  i + + + + 

ゆば

1 + ; + + + 
2 i  + i + + + 

みそ

1 i + i + + + 
2 i  + i + i + + 

凍豆腐

1 + + ; + + 2................，.................:;:.................T............. + .....，一一+ 一 r.................:;:魚、肉ソーセージ

1 + + + + 
2 + + i + + 

おから

第 2表中の仁コを付したセルは遺伝子が検知されなかった結果を示す。

第 3表 トウモロ コシ加工品の結果比較

ーー品目ーーー守 ーー一; 商品枝番 ! リアルタイム PCRアレイ法 L....lA..;?分析試験ハンドブック記載法
tiires"iioI面iii1'e'Eお安点あ有瓦 ; 一日両;¥ンドの有無 l画視)

RUNl i RUN2 i RUNl i RUN2 
1 ; + ; + ; + ; + とうもろこし缶詰 土
2 +  + + + 
1 + + + + コーンスナ ック菓子 ト 土
日 + + + + 
1 + + + + 冷凍とうもろこし ト 一 土
2 +  + + + 

ポップコーン 1 - ;+i..+ー ....i..................:+:..................L.................:+:
2 i  + i + i + i + 

コーンス ターチ 1 i + + + + 
2 + + + + 

10商品については，全商品の全併行試験結果におい

て種特異的 DNA配列が検知された。

検討を行ったダイズ加工品試料 24商品及びトウモ

ロコ シ加工品試料 10商品についてはリアルタイム

PCRアレイ法と標準分析法との間に大きな差は見 ら

れなかった。以上のことから，ダイズ加工品及び トウ

ことが示唆された。 このことから，リアルタイム

PCRアレイ法はジャガイモにも適用が可能と考えら

れた。詳細については文献 17に記載したとおりであ

る。ジ ャガイモについても，今後 GMが流通する可

能性があれば， リアルタイム PCRアレイ法により原

料から加工品に至るまで検査が実施可能であると予想

モロコシ加工品についてリアルタイム PCRアレ イ法 される。

の適用が可能である ことが示唆された。

なお，本調査研究課題においてはジャガイモ加工品
7. おわりに

等についても検討を行ってお り， リアルタイム PCR 消費者庁により「安全性審査済みの組換え DNA技

アレイ法が標準分析法と同等以上の検出感度を有する 術応用食品の検査方法についてJ(平成 24年 11月 16
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日付け消食表第 201号)が示されたことや， (独)農

林水産消費安全技術センター ]AS分析試験ハンドブ

ックの第 3版改訂等， 2012年は GM農作物の標準分

析法に様々な変化がもたらされた年であった。しかし，

GM農作物の種類は年々増加しており，今後も分析法

のアップデートが必要になるものと思われる。分析対

象の増加は，効率的な検査の実施が困難になることを

意味しているが，一方で， DNAの分析技術の進歩も

目覚ましいものがある。このため，継続的な技術開発

によって，流通する GM農作物を漏れなく，かつ，

効率的に検知することができる信頼性の高い分析法が

開発され，それが標準分析法に適時反映されることが

理想的な形といえる。わが国において現在流通する

GMトウモロコシ及びGMダイズの全系統を網羅す

る定性検知法はリアルタイム PCRアレイ法を除いて

開発されておらず，標準分析法化を考える上で本法は

非常に有用であると考えられる。

(1独立行政法人 農林水産消費安全技術センタ-

2独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所〉
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