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※ 農研機構（のうけんきこう）は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネーム（通称）です。 

令和２年6月28日 

場所：オンライン会議（Google 
Meet）  

 

農研機構企画戦略本部 

新技術対策室 室長 田部井豊 
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食のリスクコミュニケーション・フォーラム 2020 
 

『消費者市民のリスクリテラシー向上を目指したリスコミとは』   
第１回テーマ：『ゲノム編集食品～新たな育種技術のリスコミ～』 

 

ゲノム編集作物の開発状況と規制状況について 



本日の話題 

１．品種改良とは 

  遺伝資源の利用からゲノム編集技術まで 

２．ゲノム編集技術によってどのような作物等
が開発されているのか 

３．ゲノム編集生物の規制について 

４．海外の規制の動向 
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トマトの育種と遺伝資源 
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その他は栽培種 原種 



品種改良とは 
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生物のもつ遺伝的性質を利用して、利用価値の高い
作物や家畜の新種を人為的に作り出したり、改良し
たりすること。交雑法・突然変異法やバイオテクノ
ロジーの利用などの方法がある。育種。  

weblio事典より,一部改変 

変異の拡大 選抜 

新たな育種系統の作出 
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品種改良（育種）とは 

作物が持っていない性質を加えて改良すること 

高品質 

病虫抵抗性 

機能性成分 
除草剤耐性 

環境ストレス
耐性 
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品種改良の流れ 

育種目標の設定 

遺伝資源の探索 

交配 

変異の拡大（変異の創出） 
交雑、突然変異、胚培養、細胞融合、 遺伝子組換え、 

ゲノム編集技術 

選抜・遺伝的固定 

新品種 

育種目的にあった育種素材がない場合、
新たに作り出す必要がある。 

耐病虫性、環境ストレス耐性 
品質向上など 

参考文献： 
Bringing New Plant Varieties to Market: Plant Breeding and 
Selection Practices Advance Beneficial Characteristics 
while Minimizing Unintended Changes 
                (Glenn et al. Crop Science 2017 57:2906-2921) 



・生物のゲノム情報が塩基配列レベルで明らかにされる 
・比較ゲノム・タンパク質工学の進展により、有用なタンパク質をデザイ

ンすることが可能になってきた 

ゲノム上の標的とする遺伝子に狙いを定め、
塩基配列レベルで改変する技術が必要とされ
ている。 

脱粒性を決める配列 
日本晴   
カサラス  

ATTTCA 
ATTGCA 
 

OsALS (644 a.a.) 

A96T 

P171A W548L S627I G95A 

(IMR) 

(SUR) (IMR, SUR, PCR) (PCR) (PCR) 

ALS：アセト乳酸合成酵素遺伝子 

１～数塩基変異の利用 
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突然変異育種 
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ガンマーフィールド 

照射塔 

二十世紀  ゴールド二十世紀 

＜黒斑病抵抗性ナシ「ゴールド二十世紀」などの育成＞ 

草丈が低く、耐倒伏性に優れ
たイネ 「レイメイ」突然変異
育種による国内での実用品種
第１号 （1959年） 
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様々な理由でDNAが切れることは、実は良く起こっている。 
生物は切れても元通りにするが、たまに修復ミスが起こる。 

２本鎖DNA 

１ 2 3 4 6 5 7 8 

DNAが切れる 

１ 2 3 4 6 5 7 8 

１ 2 3 4 6 5 7 8 

元通りに直る場合が多いが・・・ 

１ 2 3 4 6 5 7 8 

修
復
ミ
ス
が
起
こ
る
と
・
・
・ 

１ 2 3 6 7 8 

一部が欠失する 

１ 2 3 ４’ 6 7 8 5 

塩基が置き換わる 

遺伝子に変異がおこる 
（正常に働かない、又は機能が変わる） 

DNAが切れると 

A 

他の配列が挿入される 
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・ゲノム編集は宿主の持っている遺伝情報を改変する技術 
・狙ったところに変異を導入する技術 

イネの背が
高い 

粘り気大き
い 

行先 

行先 

クリスパー 
キャスナイン 

ゲノム編集技術 
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人工制限酵素 

ジンクフィンガーヌクレアーゼ 
  (ZFN)   

 TAL effector nucleases 
  (TALENs) 

CRISPR/Cas9 
NGG 

NCC 

20-nt 

3’ 

5’ 

PAM配列 

ガイド RNA  

ゲノムDNA 

ゲノム編集は、任意のゲノムDNA配列を特異的に切断する人工制限酵素（ヌクレ
アーゼ）を使用することでゲノムの特定の場所に変異を誘導する。人工制限酵素は
いろいろあり、現在使用されている主な人工制限酵素は３つ。 
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タンパク質 

ゲノム編集ツールのタンパ
ク質やRNAを細胞に注入 

DNAを導入していないので 
遺伝子組換え体ではない 

ゲノム編集ツールを作るた
めの遺伝子DNAを導入する 

ゲノム編集ツールの 
DNAを導入した 
遺伝子組換え体 

ゲノム編集後、 
交配等でツールを取り除く 

動物 植物 

DNA 
転写 

mRNA 
翻訳 

(Cas9) 

狙った遺伝子を 
切るための 

ツール 

遺伝子組換え植物になる 

ゲノム編集ツールの導入法 
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SDN-1 SDN-2 SDN-3 
   部位特異的ヌクレアーゼ (SDN)  
   Site-Directed Nuclease  

 
導入遺伝子の除外個体（ヌルセグリガント） 

 
非標的変異（オフターゲット ） 
 

ゲノム編集を考えるうえでツールの導入法 
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ゲノム編集とは 

切断部位に欠失・挿入・塩基置換
が導入できる 

① 標的変異 

欠失 

挿入 塩基置換 

遺伝子の望むべき部位に欠失・挿
入・塩基置換・モチーフ交換が誘導
できる 

② 標的組換え 

                 

5’ 

3’ 

3’ 

5’ 
＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
＊ 

＊ 
＊ 

SDN-1 
（数塩基の欠失・挿入） 

お手本を使わないDNA修復 お手本を使うDNA修復 

標的遺伝子の切断 

SDN-2 
（数塩基の置換） 

SDN-3 
(遺伝子導入) 
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農作物の細胞 

標的遺伝子と相同的な
配列に一部変異を導入
したDNA 

＋ 

導入 

標的遺伝子と相同的な
配列に有用遺伝子(数百
～数千bpの塩基配列)を
導入したDNA 

導入 導入 

＋ 

農水省の資料を一部改編 

（注）植物の場合、タ
ンパク質等を直接導入
しにくいため、人工制
限酵素遺伝子を導入す
ることが多い。そのた
め後代において人工制
限酵素遺伝子を含まな
い個体を選抜･育成 

SDN-1 SDN-2 SDN-3 

人工制限酵素 
遺伝子 

標的遺伝子 
を切断 

数百～数千bp 

有用遺伝子 

ゲノム編集技術の分類 



人工制限酵素をコードするDNAをゲノムに挿入し、 

ゲノム編集が達成された後代で外来遺伝子が抜けた個体を選抜する。 

導入遺伝子の除外（ヌルセグリガント） 

手法としては
遺伝子組換え 

最終的には 
外来遺伝子なし 16 

これをとってくる 
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 自然突然変異や人工的な変異誘導でも、オフターゲットは起こっ
ている 

 ゲノム編集技術はオフターゲットの起きにくい技術 
 生体内で行われる遺伝子治療では起こってはいけないことである

が、作物や動物の育種では選抜することが可能であるため問題と
ならない。 

 利用場面において安全性に関する意味合いは大きく異なる。 

 ⇒ オフターゲット低減のための研究が世界中で行われている 

非標的DNA変異（オフターゲット ） 

CRISPRなどの人工制限酵素が、本来の標的DNA配列以外の
類似配列を認識して切断することによって生じるDNA変異
のこと。（薬学用語集、日本薬学会HPより） 



人工制限酵素をコードするDNAをゲノムに挿入し、 

ゲノム編集が達成された後代で外来遺伝子が抜けた個体を選抜する。 

導入遺伝子の除外（ヌルセグリガント） 

手法としては
遺伝子組換え 

最終的には 
外来遺伝子なし 18 

これをとってくる 



19 

ゲノム編集で開発中のもの（例） 

※ 

肉厚マダイ 

myostatin 遺伝子（骨格筋
増殖の抑制遺伝子）のノッ
クアウトによる筋肉量増加
の研究 
提供：京都大学 

※戦略的イノベーション創造プ
ログラム(SIP)の「次世代農
林水産業創造技術」及び厚
生労働省の資料を一部改変 
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開発事例：ジャガイモ（大阪大学・理研） 

 ジャガイモの芽などに含まれる天
然毒素ステロイドグリコアルカロ
イド（SGA：ソラニン・チャコニ
ンなど）の合成に関わる遺伝子を
改変して働かなくさせることで、
天然毒素を大幅に減らしたジャガ
イモを開発。 

 技術： TALENを利用。 

ゲノム編集により標的遺伝子がすべて改変さ
れたジャガイモ（#19）では、天然毒素の量
が激減。 

（Sawai, Ohyama et al. (2014) Plant Cell 26, 3763-74 を元に
改変） 
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ブドウの果皮色改変 

シャインマスカット 
＝ブドウの希望の星 

ブドウの女王 
「マスカットオブアレキサンドリア」の孫 

●マスカット香 ●肉質良好●日持ち性良 
●裂果性なし ●栽培容易 
★もう二度と育種できないほどの芸術品 

着色あり 
（Myb活性あり） Myb 

Myb 着色なし 
（Myb活性なし） 

レトロトランスポゾンの挿
入 

2006年品種登録 

果樹研究所中島主任研究員より提供 
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 オオムギの遺伝子情報をもとに、種子の休眠に関わる遺伝子
をゲノム編集で改変して働かなくさせることにより、収穫前
の雨でも発芽しにくい（穂発芽耐性を持つ）コムギを開発。  

 技術：CRISPR/Cas9を利用。 

 コムギは３種類のゲノムを持つため、同じ機能を持つ同祖遺
伝子が３つあるが、これら全ての改変に成功。 

ゲノム編集したコムギ（左）の発芽の遅れ 

  霧吹きにより雨濡れ状態を再現した試験（処理開始後12日目） 

開発事例：コムギ（岡山大学・農研機構） 

ゲノム編集コムギ 通常のコムギ 

Abe et al. (2019) Cell Reports より作成 

３つの遺伝子がすべて改変された場合のみ、発芽しにくくなる。 



ゲノム編集高オレイン酸ダイズの栽培試験開始 

市販のダイズ油と比較して、80％のオレイン酸
を含み、飽和脂肪酸は20%減少 

1食分あたりトランス脂肪は0gとなる脂肪酸プ
ロファイルを持つ油 

トランス脂肪が生産されず、さらに飽和脂肪の
減少、フライ寿命の3倍の増加、および高温で
のフライ時の重合の減少など、さらなる潜在的
な利点を提供 

2018年に、この高オレイン酸ダイズを栽培す
るためにサウスダコタ州とミネソタ州で約80人
の生産者と17,000エーカーを超える契約を締
結 

2019年第1四半期に当社の高オレイン酸ダイズ
製品を商品化 
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First Commercial Sale of Calyxt High Oleic Soybean Oil 
（ Calyno™High Oleic Soybean Oil ） on the U.S. Market 



CRISPR-mediated Accelerated Domestication of 
African Rice Landraces  

24 

アフリカイネの在来種「Kabre」を使って、
草丈、穂の長さ、種子サイズなどの収量
を制限する４つの遺伝子座を対象に、
CRISPR-Cas9システムによるゲノム編
集を行い、その結果、収量性が大きく改
善されることを確認しました。 

Elia Lacchini et al. 
PLOS ONE 15(3), e0229782 (2020) 

バイオステーション（https://bio-sta.jp/）り引用 
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CRISPR-mediated Accelerated Domestication of 
African Rice Landraces  

アフリカイネの在来種「Kabre」を使って、
草丈、穂の長さ、種子サイズなどの収量
を制限する４つの遺伝子座を対象に、
CRISPR-Cas9システムによるゲノム編
集を行い、その結果、収量性が大きく改
善されることを確認しました。 

Elia Lacchini et al. 
PLOS ONE 15(3), e0229782 (2020) 

バイオステーション（https://bio-sta.jp/）り引用 
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キャッサバ褐色条斑病抵抗性キャッサバ育成への
試み 

アフリカでは、主要な食材であるキャッサバの生産量低
下をまねくキャッサバ褐色条斑病が問題となっている。 
 

キャッサバのeIF4Eとして、5つのよく似たタンパク質
（アイソフォーム）をコードする遺伝子を特定した。こ
れらのうち、ウィルスの増殖に関与するアイソフォーム
を特定するために酵母を用いた実験を行い、２つのアイ
ソフォームnCBP-1とnCBP-2がウィルスのVPgタンパク
質と相互作用することを確認 
 

キャッサバの2つの遺伝子（ nCBP-1とnCBP-2 ）がこの
病気の原因となるウイルスの感染に関与すると予想し、
これらの遺伝子にゲノム編集で変異を加えて病気への抵
抗性を評価。 
 

その結果、症状の重症化が防止されるとともに病害その
ものの発生率も低下 

ゲノム編集が病害抵抗性のキャッサバ品種の作出に向け
た重要なアプローチとなる可能性が示されました。 
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（Wikimedia Commonsより） 

バイオステーション（https://bio-sta.jp/）より引用 

Michael A. Gomez et al. (2019)  
Plant Biotechnology Journal 17, 
421  doi: 10.1111/pbi.12987 



統合イノベーション戦略において、ゲノム編集技術利用に
より得られた生物のカルタヘナ法上の取扱い及び同技術の
利用により得られた農産物や水産物等の食品衛生法上の取
扱いについて2018年度中を目処に明確化する、とされた。 

ゲノム編集：日本での規制に関する議論 
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議論の経緯 
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2011 2012 2018 2013～2015 

日本学術会議からの報告(2014) 

・各技術の開発現状と特徴  
・規制に関する現状・課題と世界的議論への

対応 我が国における検討状況  
・GM 技術との違いおよび協調的併用 
・社会への情報発信 
・今後の課題 

APEC HLPDAB Workplan 2013-2015 
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関連法令 

カルタヘナ法 

食品衛生法 

環境省 

厚労省 

食品安全基本法 

農水省 

文科省 財務省 

厚労省 

経産省 

食品安全
委員会 

この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の
食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性
にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、
並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消
費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本
的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する
施策を総合的に推進することを目的とする。 

この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の
見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて
国民の健康の保護を図ることを目的とする。 

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 
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関連法令 

飼料安全法 
農水省 飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制を行

うこ とにより、飼料の安全性の確保及び品質の
改善を図り、 公共の安全の確保と畜産物等の生
産の安全を確保  



各省のカルタヘナ法上の取扱い 
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環境省 
 平成31年2月8日 
  ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタ

ヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない
生物の取扱いについて 

   http://www.env.go.jp/press/20190208_shiryou1.pdf 
 
 
 ＋文部科学省 研究開発 
  令和元年6月13日 
  「ゲノム編集技術で得られた生物の取扱いについて（研究段階におけ

る取扱い）」 
    https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2189.pdf 
 
  

https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2189.pdf


各省のカルタヘナ法上の取扱い 
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環境省 
 ＋経済産業省 工業用品の生産 
  令和元年7月10日 
  「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定さ

れた「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱い及び当該生物を拡散
防止措置の執られていない環境中で使用するに当たっての情報提供について
（要請）」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/g
enome_yoryo.pdf 

 
 ＋農林水産省 農林水産物 
  令和元年10月9日付け元消安第2743号農林水産省消費・安全局長通知 
 農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供

等に関する具体的な手続について   
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/attach/pdf/191009-2.pdf 

  
 ＋厚生労働省（医薬） 医薬品/遺伝子治療 
 ＋財務省 酒類の製造  

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/genome_yoryo.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/genome_yoryo.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/attach/pdf/191009-2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/attach/pdf/191009-2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/attach/pdf/191009-2.pdf


日本：カルタヘナ法の規制対象生物 

（定義） 
第２条 この法律において「生物」とは、一の細胞（細胞群
を構成しているものを除く。）又は細胞群であって核酸を
移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定
めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。 

 
２ この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲
げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有す
る生物をいう。 

 
  一 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令

で定めるもの 
 二 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技

術であって主務省令で定めるもの 

33 
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標的遺伝子と相同的な
配列に一部変異を導入
したDNA 

＋ 

導入 

標的遺伝子と相同的な
配列に有用遺伝子(数百
～数千bpの塩基配列)を
導入したDNA 

導入 導入 

＋ 

SDN-1 SDN-2 SDN-3 

人工制限酵素 
遺伝子 

数百～数千bp 

有用遺伝子 

＊ 

規制対象 規制対象外 

人工制限酵素遺伝子が
除かれていること 

ゲノム編集農作物のカルタヘナ法上の取扱い 
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(a) カルタヘナ法に規定される細胞外で加工した核酸又はその複製物が残

存してい ないことが確認された生物であること（その根拠を含む）  
(b) 改変した生物の分類学上の種  
(c) 改変に利用したゲノム編集の方法  
(d) 改変した遺伝子及び当該遺伝子の機能  
(e) 当該改変により付与された形質の変化  
(f) (e)以外に生じた形質の変化の有無（ある場合はその内容） (g) 当該生

物の用途  
(h) 当該生物を使用した場合に生物多様性影響が生ずる可能性に関する考

察 
 （例えば、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（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）別表第二の
下欄に掲げる評価の項目等を参照して記述する。）  

  
  

【情報提供する項目】 



ゲノム編集生物のカルタヘナ法上の取扱い 
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（１）人工ヌクレアーゼ等を直接細胞
に移入する場合 

  人工ヌクレアーゼのmRNA（核
酸）を直接細胞へ移入する場合で
あっても、移入したRNA（核酸）等
が宿主のゲノム中に移転又は複製さ
れない場合 

 
（２）人工ヌクレアーゼ遺伝子を細胞
内に移入して一過性に発現させる場
合 

  人工ヌクレアーゼ遺伝子を含むベ
クター等が宿主のゲノム中に移転又
は複製されない場合。 

 
（３）宿主のゲノムに人工ヌクレアー
ゼ遺伝子を組み込む場合 

  組み込まれた遺伝子を除去した場
合（null segregant） 

確認できた 残っている 

確認してない 
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いずれの場合も、作製の過程において細胞外で加工した核酸を移入するものにつ
いては、得られた生物に当該核酸が残存していないことが確認されるまでの間は、 
「遺伝子組換え生物等」として取り扱い、カルタヘナ法に基づく適切な措置を講
ずる必要がある。  
   
 
（注１）以下の技術の利用により得られる生物は、「遺伝子組換え生物等」に該

当しない。 ・突然変異を誘導する技術（化学物質処理、放射線照射、プ
ロトプラスト培養、 イオンビーム照射等）・倍数体を誘導する技術（化
学物質処理、加圧処理等） 

（注２）宿主と同一の分類学上の種に属する生物の核酸のみを用いた場合（いわ
ゆるセルフクローニング）、自然条件において宿主の属する分類学上の
種との間で 核酸を交換する種に属する生物（ウイルス及びウイロイドを
含む）の核酸のみを用いた場合（いわゆるナチュラルオカレンス）につ
いては、施行規則第２条第１号イ及びロ並びに第２号に該当するため、 
「遺伝子組換え生物等」に該当しない。  

ゲノム編集生物のカルタヘナ法上の取扱い 



38 

ゲノム編集生物のカルタヘナ法上の取扱い 
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関連法令 

食品衛生法 

環境省 

厚労省 

農水省 

文科省 財務省 

厚労省 

経産省 

食品安全基本法 

食品安全
委員会 

この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の
見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて
国民の健康の保護を図ることを目的とする。 

この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の
食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性
にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、
並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消
費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本
的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する
施策を総合的に推進することを目的とする。 



標的遺伝子と相同的な
配列に一部変異を導入
したDNA 

＋ 

導入 

標的遺伝子と相同的な
配列に有用遺伝子(数百
～数千bpの塩基配列)を
導入したDNA 

導入 導入 

＋ 

タイプ1 タイプ2 タイプ3 

人工制限酵素 
遺伝子 

数百～数千bp 

有用遺伝子 

＊ 

規制対象 規制対象外と
なる可能性 

人工制限酵素遺伝子が除かれていること 
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ゲノム編集食品の食品衛生上の取扱い 

自然で生じる 
得る変異の範囲 



ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱い 

○ ゲノム編集技術応用食品の中で、外来遺伝子及びその一部
が除去されていないものは、組換えＤＮＡ技術に該当し、
規格基準に基づく安全性審査の手続を経る必要があること。 

○ ゲノム編集技術応用食品の中で、導入遺伝子及びその一部
が残存しないことに加えて、人工制限酵素の切断箇所の修
復に伴い塩基の欠失、置換、自然界で起こり得るような遺
伝子の欠失、さらに結果として１～数塩基の変異が挿入さ
れる結果となる ものは、食品衛生法上の組換えＤＮＡ技術
に該当せず、また、それらの変異は自然界で起こる切断箇
所の修復で起こる変化の範囲内であり、組換えＤＮＡ技術
に該当しない従来の育種技術でも起こり得ると考えられる
ことから、組換えＤＮＡ技術応用食品とは異なる扱いとす
ると整理することは妥当であること。 
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ア． 開発したゲノム編集技術応用食品の品目・品種名、利用方法及び利用
目的 

イ． 利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容（標的遺伝子、標的遺
伝子の機能やその変化、形質への変化、また、その変化が育種過程の前
後で維持されているか等）  

ウ． 確認されたＤＮＡの変化（オフターゲットによるＤＮＡの変化を含
む）が新たなアレルゲンの産生及び含まれる既知の毒性物質の増強を生
じないこと、その他ヒトの健康に悪影響を及ぼすことがないことの確認
に関する情報（確認時点及び確認方法の情報を含む）  

エ． 外来遺伝子及びその一部の残存がないことの確認に関する情報  

オ． 特定の成分を増強・低減させるため代謝系に影響を及ぼす改変を行っ
たものについては、当該代謝系に関する主要成分（栄養成分等）の変化
に関する情報  

  

開発者等に求める情報 
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 開発者等は、開発する食品の外来遺伝子の残存の有無をサザンブロッ
トや次世代シークエンス解析等の適切な方法を用いて確認し、組換えＤ
ＮＡ技術に該当しないことを判断する。 

Itoh et al. (2020) 
Foreign DNA detection by high-throughput sequencing to regulate 
genome-edited agricultural products.         Scientific Reports 10, 4914 

k-mer 

Hits! 

ゲノム編集作物 

CRISPR/Cas9
などのベクター
配列 

残存しているベクター配列 

ヌルセグレガントの証明 
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届出の内容 

① 開発した食品の品目・品種名及び概要（利用方法及び利用目的） 

② 利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容 

③ 外来遺伝子及びその一部の残存がないことの確認 

 □ 確認済み  □ 未確認   

④ ゲノム編集技術によるＤＮＡの変化がヒトの健康に悪影響を及ぼす新

たなアレルゲンの産生及び既知の毒性物質の増加を生じないことの確認 

 □ 確認済み  □ 未確認   

⑤ 特定の成分を増加・低減させるため代謝系に影響を及ぼす改変の有無 

 □ 代謝系に影響を及ぼす改変を行った。 □ 代謝系に影響はない。 

  ※代謝系に影響を及ぼす改変を行った場合は、標的とする代謝系に関

連する主要成分（栄養成分に限る）の変化の内容 
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取り扱いのフロー図 

開発者等 

厚生労働省 

遺伝子組換え食品等調査会 食品安全委員会 

流通可能とする 

(任意) 諮問が 
必要と判断 

諮問 

届出後、流通開始とする 
(届出後、遅滞なく情報公開も行う）調査会へは事後報告 

申請 

諮問 

評価通知 

官報掲載 
HP掲載 

届出 

（直ちに） 
HP掲載 

遺伝子組換え食品等調査会 

届出に該当 

厚生労働省 

開発者等 

厚生労働省 

食品安全委員会 

厚生労働省 

安全審査に該当 

開発者等 

組換えDNA技術応用食品として
「安全性審査に該当」と判断され
た食品等については遺伝子組換え
食品等と同じ審査を経る 

相談 回答 

回答 
意見を 
求める 

事後報告 



46 

表示について 

YES 
〇厚生労働省に届け出たものは、事業者
が消費者へ表示等情報提供 

〇現段階では食品表示基準の表示対象外 

ゲノム編集技術
応用食品 

厚生労働省の 
食品衛生上の 

取扱い 

安全性審査必要 
安全性審査不要 
（自然界又は従来の品種改良で起
こる変化の範囲内であるため） 

注 食品表示法上、食品表示基準違反に対しては、
指示、命令、罰則が定めれられている。 

※ 今後、流通実態や諸外国の表示制度に関する情報収集も随時行った上で、必要に応
じて整理方針の見直しを検討。 

遺伝子組換え表示制度に 
基づく表示が必要 

国内流通 
不可 

× 

組換えDNA技術に 
該当しないもの 

組換えDNA技術に該当する
もの（遺伝子組換え食品） 

データ蓄積等のため 
厚労省へ届け出 

 

（考え方） 
 
①外来遺伝子等が残存しないものは、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用
いたものか、科学的に判別不能。 

②また、現状、国内外において、ゲノム編集技術応用食品に係る取引記録等の書類による情
報伝達の体制が不十分。 

③消費者の中には、ゲノム編集技術応用食品に対し、選択のための表示を求める声。 

国内流通可能 
（食品としての安全性は確保） 



米国のゲノム編集植物に関する方針 

・農務省 
 ヌルセグリガントであり、植物病害性及び雑草性を示さな
い限りはゲノム編集作物は規制対象外。多数の実績あり。 

・FDA 
 農務省の見解は食品規制の検討に影響しない。 
 2019年4月にFDAのコンサルテーションを完了（no 
further question)。Calyno oilとして食品加工業者を対象
にすでに販売済み、種子も農家に販売。また、動物飼料と
しても販売予定か？ 

・EPA 
 農薬成分規制において、従来の育種技術によって移入され
たPIPs（作物内保護物質）については、承認や試験栽培は
不要。ゲノム編集技術によって作出されたPIPsがこの規定
に当てはまるかについては検討中 
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（植物に限った規制） 

Whelan・Lema (2015)から改変 

N
O 

・仮定の製品
は規制対象に
ならないであ
ろう。 

・実際の製品
は規制対象外。 

バイオセイフティ委員会 
（CONABIA） 

遺伝物質に新しい組合せ 
（new combination）が存在
しているか？ 

NPBTにおいて外来
遺伝子を一過的に
利用しているか？ 

最終製品から外来
遺伝子が除去され
ているか？ 

NO 

申請者 

Yes Yes 

遺伝子組換え生物 
規制対象 

非遺伝子組換え
生物 

Yes 

No 

No 通知 

アルゼンチンにおけるNPBTの事前相談手続き 
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豪州 

遺伝子技術規制官事務所
（OGTR）は、SDN-2と
SDN-3をGMOとして規制す
る方向で規則の改定案を検
討中 
・遺伝子組換え食品につい
ては、豪州・ニュージーラ
ンド食品規制庁
（FSANZ）が定めた基準
に従い、豪州保健省が規制
を行う。 ・遺伝子組換え食品の定義において、遺伝子挿入は規制対
象であるが、欠失や置換については明確に定められていな
いため、現在、FSANZでは上記の基準のレビューを行っ
ており、2018年内に最終報告を予定 
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提案された遺伝子技術法規制の改正 

遺伝子技術不使用、 
遺伝子組換え技術不使用 

自然突然変異 

突然変異誘発 

SDN-1 

規制なし 

遺伝子技術使用、 
遺伝子組換え技術使用 

規制あり 

鋳型なし 

鋳型あり 
SDN-2 ODM  

ODM 

SDN-
3 

遺伝子導入 

オリゴヌク
レオチド 

長い鋳型 



ニュージーランド 

現行HSNO 法が改訂され、2016年4月5日に改定案が閣議決定 

改定案のポイントは、非GM扱いとする技術を明確化 

1998年7月29日（HSNO規則の発効日）以前から利用されてい
た突然変異誘発技術について、非GM扱いとすることを明示 

1998年7月29日以降に開発された、DNAや染色体に影響をも
たらす手法はGM扱いとすることを意味する。 

ゲノム編集などの新たな育種技術を用いて作出された生物は
すべてGMOとして規制対象となる。 

NZは世界ではじめて、ゲノム編集作物を規制を適用する政府
となり、国際的な整合化は困難になるのではないか。 
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HSNO 法：危険物質及び新生物法 



司法判断 
 2018年7月28日 C-528/16 
 ゲノム編集を用いて作出されたものは規制すべきと結論 
 ただし、欧州委員会の法的解釈ではないが、欧州委員会も加盟国も
判断に従わなければならない。 

EU 高等司法裁判所の判断 
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  環境放出及び食品としての利用も規制されることになった。 

2019年11月欧州理事会は欧州委員会に対して、EU法における新たなゲノム技
術（NGTs:New Genomic Techniques)に関する研究を、2021年4月30日ま
でに実施するよう指示する文書を公表。 

規制当局者が実行する上での運用上の課題を明らかにすること 

NGTs のGMO法規制上の実施状況 
EFSA 及び各国レベルで行われたNGTsに由来する植物に関するリスク評価 
NGTsの科学・技術的状況と応用される製品・市場化される商品に関する現
状と将来の可能性 
現状EGE（European Group of Ethics in Science and New Technologies)
が検討しているゲノム編集の倫理的社会的含意に関する分析も考慮。 



ゲノム編集作物の社会実装への道筋 
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規制対応 
（カルタヘナ法・食

品衛生法） 

国民理解・受容 
（ステークホル
ダーの理解） 

社会実装 

優れたゲノム編集作物の開発 

開発コスト 
（開発費用・管理・
知財等のコスト） 



第2期SIP国民理解の取組 

目的 
適切な情報発信と発信する
情報等に関する研究 
 
方法 
・ワンストップで情報発信
できるHPの構築 

・メディアや教育界への情
報発信 

・AIを用いた適切な情報発
信の方法と内容に関する
研究 
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ご清聴ありがとうございました。 


