
青いバラ

花の色は、赤色のシアニジン、オレンジ色のペラルゴニジン、青色のデルフィ
ニジンという成分が合成されるかどうかで決まる。バラに青色のデルフィニジン
を合成するために必要な遺伝子を導入することによって「青いバラ」が誕生。

写真：サントリー社のホームページより



ウイルス抵抗性パパイア

Papaya Ring 
Spot virus



コマツナ・ディフェンシン遺伝子を組込んだ
イネ（どんとこい）のいもち病抵抗性

非組換え体
いもち菌接種

組換え体
いもち菌接種

非組換え体
いもち菌未接種

（中央農研 川田氏、作物研 大島氏から提供）



人口増加と農耕地の拡大

UNFPA（国連人口基金）東京事務所のホームページより



遺伝子組換え技術による植物の生産性の上昇

未来

現在

遺伝子組換え技術

病害虫抵抗性
除草剤耐性
ストレス耐性

生産性の上限を
向上

生産力の上限

病害虫
雑草
環境ストレス

生産性

生産性

ストレス

生産性

ストレス

奈良先端技術大学院大学 新名惇彦教授より提供



第2世代の組換え植物
機能性食品

アレルギー疾患緩和米（花粉症緩和米）
糖尿病対策米
ゴールデンライス（βカロチン増強）
血清コレステロール低下米

経口ワクチン成分等の生産
疾患 発現タンパク質 植物
コレラ CT-Bトキシンサブユニット ジャガイモ
嘔吐下痢症 ロタウイルス表層タンパク質 ジャガイモ
大腸菌性下痢 エンテロトキシンLT-B ジャガイモ他
口蹄疫 口蹄疫ウイルス抗原（VP1） アルファルファ

遺伝子組換え技術を利用した機能性食品の開発状況（安田・高岩、2005）



ゴールデンライス（ビタミンAの増強）

ビタミンA不足の未就学児童は世界で２億５千万人おり、年
間約50万人が失明し、免疫不全などで100-200万人が死亡し
ていると報告されている。そこで、コメにビタミンA前駆体のβ
カロチンを集積



エピトープを作りコメに蓄積させる
遺伝子を作り、イネに導入

スギ花粉症の主要なアレルゲンのエピトープ（アレルゲン性
に関わる部分）だけを集めた短いタンパク質を設計

１日あたり一合ずつ
数週間食べると

スギのアレルゲンを外敵として認識
免疫系を刺激し、過剰に反応する。

肥満細胞

エピトープを摂取することにより
免疫寛容が引き起こされる。 アレルギー反応が起きない。

アレルゲン ア
レ
ル
ゲ
ン

花粉症発症メカニズムと花粉症緩和米により期待される症状の緩和

ヒスタミンの放出
ア
レ
ル
ギ
ー

エピトープを高蓄積したコメ

エピトープ



苗床 5月28日 田植え 6月8日

水田 7月1日
（田植え後3週目）

水田 7月28日（田植え後7週目）
防鳥網設置

隔離圃場の栽培風景

水田 8月31日（田植え後12週目）



9月14日 収穫
バインダーで刈り取り
ハザ掛けして天日干し

9月21日 脱穀
自走式脱穀機で脱穀した

収穫量は籾つきでおよそ400ｋｇ

収穫前

収穫後





②GLP-1分泌

GLP-1

膵臓

④血糖低下

①食事

③インスリン
分泌

インスリン

食後のGLP-1とインスリン分泌 GLP-1の作用

血糖低下

低血糖の副作用なし

膵臓 インスリン分泌

高血糖状態（食後・糖尿病）

膵臓 インスリン分泌しない

通常血糖状態

糖尿病対策米
―血糖値に応じてインスリン分泌を促進―



コエンザイムQ10強化米

非組換えイネ

組換えイネ



環境修復

ダイオキシン類や重金属類による土壌の汚染や、窒素酸化物等による大気の汚染が
問題となっています。環境の保全のため、汚染物質の分解や除去に役立つ組換え作
物が研究・開発されています。

その他の例
水銀気化、水銀耐性の増加 → タバコ、アラビドプシス
カドミウム含有量の増加 → カラシナ

セレン含有量の増加 → アラビドプシス

第３世代の組換え植物

カドミウムをたくさん
吸収する遺伝子を導
入した遺伝子組換え
イネ

カドミウム に汚
染された農地

遺伝子組換えイネがカ
ドミウムを吸収・蓄積 刈り取ったイネを焼却し、

そこからカドミウムを回
収

カドミウムが取り
除かれた農地



太陽エネルギーのサイズ

堂免一成：化学と工業, 52巻, 14号 (1999)

太陽のエネルギー 1.2 x 1034 ジュール/年

地球の受ける太陽エネルギー 5.5 x 1024 （相対値）

地表、海面に達するエネルギー 3.0 x 1024 1000

光合成で固定されるエネルギー 3.0 x 1021 1

食糧となるエネルギー 1.5 x 1019                    0.005

世界のエネルギー消費量 2.9 x 1020 0.1

（うち化石燃料分） 2.8 x 1020 0.095

奈良先端技術大学院大学 新名惇彦教授より提供



植物資源

工業原料生産植物

薪炭、繊維、パルプ、建材、油脂、
堆肥

バイオテクノロジーを

駆使した機能向上

２０世紀

化学工業プロセス

デンプン、セルロース

油脂、ワックス、アミノ酸、

タンパク質、テルペン、

ステロイド、炭化水素、ゴム

アルカロイド、ビタミン、色素

繊維、パルプ、建材、

各種用途ゴム、燃料

高分子素材（フィルム、プラ

スチック、潤滑剤、塗料等）

医薬品

化粧品

香料

食品添加物

１９世紀まで

２１世紀以降

奈良先端技術大学院大学
新名惇彦教授より提供

石油代替

エネルギー

第３世代の組換え植物



日本における遺伝子組換え農作物と
既存農業との共存を進める上での課題

試験栽培
環境安全性：カルタヘナ法 整備済
共存のルール 整備済

「第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」

商業栽培
環境安全性：カルタヘナ法 整備済
共存ルール 未整備
混入率の設定 未整備
セイフティーネットの整備 未整備



欧州における共存方策に関する動向

• 欧州共同研究センターによる「Scenarios of co-
existence of genetically modified, conventional and 
organic crops in European agriculture」（2002.5）

（農業環境技術研究所資料として翻訳）
• 欧州委員会による「共存ガイドライン」（2003.7）

• 英国・AEBCによる「共存と賠償責任」に関する報告
書（2003.11）

• 共存に関する欧州会議（2003.11）

http://www.agrsci.dk/gmcc-03/



共存に向けて
共存に関するガイドライン

（２００３年７月、欧州委員会）

• GMO、Non-GMO、有機農業、いずれの農業に
も権利を認める。

• 但し、当該地域に新規の農業形態が参入する場
合には、既存農業への配慮が必要。

• 欧州レベルではガイドラインを定めるのみ。規制
のあり方は、加盟国に委ねられる。

2004年 デンマークで共存法が制定



デンマークにおけるＧＭＯ共存法
● ２００４年６月成立

検討中 ①補償基金に関する施行規則
②その他、ライセンス、隔離距離等に関する施行規則

●栽培は、政府からのライセンス制
●講習の義務づけ

栽培方法・隔離距離に関する教育の徹底
生産者（２日コース）、取扱業者（１日コース）

●優良生産規範の策定
周辺農家及び担当機関に事前通知
隔離距離（栽培隔離距離＋追加的距離）

●補償基金の設立
出資は、政府＋ＧＭ生産者＋開発企業
ＧＭ生産者は、約1,８00円／ｈａ／年を出資
補償対象

栽培された組換え作物と同一又は近縁品種など条件あり



まとめ

１）組換え農作物の栽培は、先進国及び発展途上国
に関わらず世界中に急速に広まっている

２）安全性審査は国際的な検討を踏まえて、慎重に
行われている

３）食糧確保、健康保持、環境保全を目的として、新た
な組換え体の開発が各国で進められている

４）食糧の安定した流量の確保は食糧の安定供給に
もつながり、生産者にとっても消費者にとって大
きなメリット

４）EUでは、組換え農作物と非組換え農作物、有機
農業との共存が検討されている。我が国も共存
ルールの取り組みが必要な時期に来ている


