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遺伝子組換え作物の花粉飛散と交雑 
生物環境安全部 組換え体チーム 

松尾和人  
 
1. はじめに 
遺伝子組換え作物の作付面積は急増しているが、これまでの調査によると 2000 年の作

付面積の増加率は前年比で 11%増､面積では 430 万ヘクタール増えている。この結果 2000
年時点の世界での総作付面積は 4420 万ヘクタールになり、この値は英国の国土面積のほ
ぼ 2 倍に当たると言われている。さらに、2001 年における総作付面積は、はじめて 5000
万ヘクタールを超え、2002 年には 5870 万ヘクタールと算出されている。世界で栽培され
ている主要な組換え作物(2001 年)は、ダイズ(3650 万 ha、世界の総作付面積の 62%)、ト
ウモロコシ(1240 万 ha、同 21%)、ワタ(680 万 ha、同 12%)、ナタネ(300 万 ha、5%)の順
(ISAAA,2003)で、その特性はダイズとナタネでは除草剤耐性のものが圧倒的に多く、また
トウモロコシやワタでは除草剤耐性と害虫抵抗性の作物が栽培されている。 
 遺伝子組換え作物の栽培に伴う周辺環境への生態的な影響については、様々な議論がな

されているが、その主なものは①組換え作物そのものの雑草化、②花粉飛散による影響③

抵抗性植物・昆虫の出現、④ウイルス抵抗性作物が他の植物に及ぼす影響などがあげられ

る。そして、これらの影響が長期にわたることによる⑤生物多様性の低下など生態系への

影響が示唆されている。 
これらの議論の中で、特に「②花粉飛散による影響」については、農業環境に好ましく

ない影響を及ぼす懸念が具体的に指摘されているが、これまでに問題として取り上げられ

たものは大きく二つに分けることが出来る。一つは、非標的生物への影響であり、もう一

つは交雑による影響であるが、本研修では、「遺伝子組換え作物の花粉飛散と交雑」につい

て話題を提供する。 
 
２. 花粉飛散による交雑が及ぼす影響 
前述した遺伝子組換え作物からの花粉飛散による農業環境への影響も大きく二つに分

けて考えることが出来る。一つは、作物間での交雑による生産物の品質や遺伝資源への影

響であり、もう一つは同種あるいは近縁な野生種との交雑により新たな形質を得た野生植

物がもたらす生態的な影響である。このように交雑する対象が異なることにより、もたら

される実害（ハザード）も異なり、想定されるリスクも異なってくると考えられる。 
 

（１）組換え作物からの花粉飛散による非組換え作物との交雑 
前者の遺伝子組換え作物と非組換え作物との交雑に関して、近年、トウモロコシについ

て以下の 2 件が問題となった。一つは、2000 年に起こった、いわゆる「スターリンク問
題」である。これは、米国で栽培されていた飼料用の遺伝子組換えトウモロコシ品種「ス

ターリンク」の種子が食品材料用種子に混入していた事件に端を発している。特に、それ

らの種子がどのようにして混入したのか？あるいは生じたのか？という疑問に対して、流

通経路に原因があるとする指摘の他に遺伝子組換えトウモロコシと周囲で栽培している非

組換えトウモロコシとの交雑の可能性が指摘された。そのため、トウモロコシ花粉は何メ
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ートルまで飛ぶのか？ 交雑する確率はどの程度か？などの疑問があがり、我が国では改

めて遺伝子組換えトウモロコシからの花粉飛散を想定した研究の必要性が指摘された。 
二つ目の事件は、「メキシコ・オアハカ州におけるトウモロコシの在来地方品種への組

換え遺伝子の浸透」（Quist & Chapel, 2001）である。メキシコでは 1998 年以来、遺伝子
組換えトウモロコシの作付けが禁止されているため、このような発見は特に注目された。

当初はこの遺伝子の由来について、「オアハカ州は組換えトウモロコシを商業栽培してい

る米国五大湖周辺から 2000km 以上も離れていることから、花粉飛散に関する従来の常識
を大きく変える可能性がある」と指摘されていた（坂田、2002）。その後のメキシコ政府
による調査では cry1Aのような組換え遺伝子はオアハカ州全体の地方品種から見出された
ものの、その遺伝子の拡散経路については、明らかになっていない。しかし、この地方に

おいては、従来、農民により手持ちの地方品種の改良や種子の交換などが行われており、

今回の組換え体遺伝子が見出された原因の一つに人為的な要素が強く関わっていることが

示唆されている（Alvarez、2002; Berthaud et al., 2002）。従って、前述した組換えトウ
モロコシ花粉の超長距離散布を原因とする見方や、地方品種と組換えトウモロコシ間にお

ける頻繁な自然交雑が組換え遺伝子の拡散に大きく寄与したとする見方があるものの、そ

れよりも農民が有用な形質（特に穂に関する形質）を得るために行ってきた種子の交換や

花粉親を変えての交配などの結果、広い地域において組換え体遺伝子の一部が見出された

と考える方がより妥当であるような印象を受ける。 
(2) 組換え作物からの花粉飛散による野生植物との交雑  
遺伝子組換え作物からの花粉飛散により周辺の同種あるいは近縁野生種との交雑につ

いて近年報告された研究を紹介する。世界で栽培されている主要な組換え作物であるダイ

ズ、トウモロコシ、ワタ、ナタネのうち、我が国に同種あるいは近縁な野生種の分布が知

られているものは、ダイズ(Glycine max)ではツルマメ(G. soja)、ナタネ(セイヨウアブラ
ナあるいは西洋ナタネとも呼ばれるが本稿ではナタネを用いる、Brassica napus)では、そ
の主な近縁種はアブラナ(在来ナタネとも呼ばれる、B. rapa)、セイヨウカラシナ(カラシナ、
B. juncea)があげられる。また、東南アジアにおける稲作を取り巻く状況を考える時、組
換えイネと野生イネ及び雑草イネとの関係は、重要な課題である。 
① ダイズ：ダイズとツルマメとの自然交雑については、Nakayama & Yamaguchi (2002)
の研究を紹介する。中山・山口（2002）は、ダイズとツルマメの自然交雑に大きな影
響を及ぼす送粉昆虫の実態を把握するために、ダイズ畑に隣接するツルマメ集団にお

ける訪花昆虫相を調査した。その結果、コハナバチ類が花粉の移動に大きく寄与して

いること、訪花行動解析のためにツルマメ周辺に開花する他の植物種のフェノロジー

を量的に把握するとともに、組換えダイズ栽培地の周辺環境への影響を評価・監視す

るための資料蓄積が必要であると述べている。また、ツルマメ自生地においてダイズ

とツルマメの雑種後代の生存と繁殖を実験的に調査し、中程度の攪乱がある環境での

雑種後代の生存と繁殖の可能性を示唆するとともに、ツルマメのような野生遺伝資源

植物種の生育する地域での遺伝子組換え作物栽培に慎重な対応が必要であることを指

摘している（中山・山口、2001）。 
②ナタネ：海外、特にオーストラリアやカナダにおいて行われた花粉飛散と交雑に関する 
研究は、生産国の実情を反映して大規模なものである。特に、昨年 6 月に発表されたオ
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－ストラリアの Rieger et al.(2002)らの研究は、オ－ストラリアの三分の一をカバーす
るような幅広い環境条件下において行われ、特に花粉源には、25～100ha の圃場を使用
している。そこで得られた花粉源からの距離と交雑率との関係は、従来多くの植物で観

察されていたような、花粉源からの距離が増すにつれ交雑率が指数関数的に減少するも

のではなく、低い交雑率(圃場当たりの最高値で 0.07％)ながら、長距離(3km)まで不規
則に変動して交雑が観察されている。 
また、除草剤耐性の組換えナタネを大規模に栽培しているカナダでは、複数の除草剤に

抵抗性を示す自生ナタネ(multiple herbicide resistant volunteers)が出現している。 
カナダでは、1996 年及び 1999 年より以下の 4 種類の除草剤に耐性を示すナタネ(カ

ノーラ)を栽培している。それらは、次の除草剤、グリホサート、グルホシネート、臭化
キシニル、イミダゾリノン(Imidazolinones)それぞれに対し耐性を有するナタネである。
前の 3 種類は遺伝子組換え技術で作出され、残りのイミダゾリノン耐性ナタネは突然変
異誘発剤を用いて作出されたものである。そして、これらの除草剤耐性ナタネ栽培によ

りもたらされた環境への好ましい影響として、土壌処理剤の使用量減少による年間

3,120 万リットルのディーゼル燃料使用量(1300 万カナダドルに相当)の減少、耕起回数
を減らすことによる土砂流出の減少、そして年間 6,000 トン（年間に使用される除草剤
総量の約 40%）に及ぶ除草剤散布量の減少などがあげられている(Devine & Buth,2001)。
しかし、除草剤耐性ナタネ導入による変化は、このような利点(benefit)ばかりでなく、
作付けした除草剤耐性ナタネからこぼれた種子が埋土種子として土壌中に残存し、除草

剤耐性を有する雑草性の自生ナタネ(volunteer canola)の発生も上げられる注１）。  
Hall ら(2000)は、グリホサート、グルホシネート、イミダゾリノンの耐性ナタネを隣

接して栽培し、グルホシネート、イミダゾリノン耐性ナタネ圃場から採取した自生ナタ

ネ種子（グルホシネート、イミダゾリノン耐性ナタネのこぼれ種子が埋土種子となり発

芽したもの）から発生した実生にグリホサートを散布した。その結果、生存した個体に

はグリホサートあるいはイミダゾリノンに耐性を示すものが多数見つかった。その上、

選抜した 924 個体中の 2 個体は、グリホサート、グルホシネート、イミダゾリノンの 3
除草剤に対し抵抗性を示した。これらは、グリホサート／イミダゾリノン耐性の自生ナ

タネとグリホサート／グルホシネート耐性の自生ナタネ間相互における花粉を介した

交雑の結果であることが判明した。 
また、これらすべてのタイプのナタネは、耕起や安価な 2,4D と MCPA のようなオーキ
シン除草剤の使用により防除することが可能であり、除草剤耐性の自生ナタネに関する

総合的な管理法が確立されている(Hartman, 2002)。 
これらのことを踏まえ Hall ら(2002)は、遺伝子の拡散はカナダ産ナタネ油（カノーラ

油）や生産物の価値を脅かすものではないこと。また、除草剤耐性ナタネの導入は農業

環境に好ましい影響を及ぼしていること。その導入遺伝子は広い範囲にわたり拡散して

いるにも関わらず、今までのところ環境に好ましくない(negative)結果は、ほとんど報
告されていないことを報告している注２）。 
カナダにおける除草剤耐性ナタネの自生化と導入遺伝子の拡散に関する研究は、今後

の組換え作物のリスク評価及びリスク管理手法の開発に際して、大変有用な情報を提供

している。つまり、リスクを推定するために必要な①ハザード（新たな除草剤抵抗性を
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有する自生ナタネの出現）が特定されており、②ハザードの影響と発生頻度が推定され

ている（圃場における実験結果）。また、除草剤耐性の自生ナタネによるリスクを許容

レベルまでに低減するための具体的な措置として、総合的な管理方法が確立しており

(Hartman, 2002)、リスク管理を計画するための具体的な手段として用いられている。 
一方、我が国においては、ナタネの自給率はわずか 0.1％であり、消費されるナタネ

のほとんどはカナダからの輸入に頼っている。そのため、近い将来に、組換えナタネを

広い面積で商業栽培する可能性は低いと思われる。従って、組換えナタネからの花粉飛

散による影響を想定する際には、カナダやアメリカにおける大規模栽培地からの花粉飛

散によるようなものではなく、こぼれ種子や逸出した個体などによる小規模集団からの

花粉の飛散と遺伝子拡散を想定する方が我が国の実情に合うように思われる。 
遺伝子組換えナタネの多くは、カノーラと呼ばれるナタネ(B. napus)の一品種である。

我が国におけるナタネは、明治時代から搾油のために輸入され、栽培された。そして、

その後、需要は減少したものの、現在では、ほぼ日本全国に野生化して分布し、特に河

原や一部の線路沿いに群生している。セイヨウカラシナもほぼ日本全国に分布し、本州

の一部堤防上に大群落を形成している（河川水辺の国勢調査、2000；清水ら、2001）。
また、アブラナ(B. rapa)は耕作地の周囲などに比較的小さな群落で見ることができるが、
景観植物としても利用され、河川敷や公園などには大きな群落が作られ、春先には一面

に開花している。しかし、本種はカナダにおいては、畑に埋土種子として残存し、次年

度に発生する volunteer weed としてやっかいな存在である。また、本種は粗放な管理
地へ初期に侵入する植物あるいは攪乱地へ侵入する植物として位置づけられている

（CFIA,1999）。しかし、このような記載からは我が国における同種の生態的特性とはや
や異なる印象を受ける。 

Scheffler & Dale (1994)はアブラナ科 17 種について、ナタネとの交雑親和性により順
位付けを行い、アブラナ及びセイヨウカラシナをそれぞれ一位と二位に位置づけている。

そのため、花粉を介して組換えナタネと近縁野生種とが交雑し、それによる環境影響を

想定する場合、我が国においては、近縁野生種として上記 2 種にまず注目し、その種特
異的な生態的特性を明らかにしながら調査を進めてゆく必要がある。 
注１） 自生ナタネはカナダ全土で比較的普通の雑草で、カナダ西部のすべての圃場の

11%に発生している(Thomas & Leeson, 1999)。また、ナタネ種子は、4～5 年間
埋土種子として生存する（Legere et al., 2001）。これらの特性は、ナタネ本来の
特性である。 

注２） この報告は、2002 年 10 月に北京で開催された第 7 回 GMO バイオセーフティ国
際会議における講演 ” Agronomic effects of gene flow : multiple herbicide 
resistance in volunteer crop plants” （Hall M.H., Topinka K., Hartman M. 
and Good A.）より引用した。 

③イネ：東アジアにおける稲作地帯において組換えイネと野生植物との関係を考える時、

野生イネ(Wild rice)と雑草イネ(Weedy rice)は、極めて重要な植物である。野生イネは
遺伝資源としての重要性を有し、雑草イネは農業管理の上で問題になってくると思われ

る。ただし本稿では、我が国における雑草イネとの関係について簡単に述べたいと思う。 
 我が国において水田農業の担い手は高齢化と後継者不足により減少し、今後の水田管
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理は、より効率的な方法に頼らざるを得ない状況である。イネの直播栽培は、水田管理

の省力化と規模の拡大等を目指す際の有効な手段として活用されてきている。しかし、

岡山県では、1960～1970 年、長野県では 1985 年頃より、乾田直播栽培地域において、
極めて脱粒性の高いイネ、いわゆる雑草イネが多発し始めている(石井、2001、斎藤、
2002)。いずれの雑草イネも生育特性は栽培イネと極めて類似しているが、脱粒性が極
めて高いため、年々発生量が増え、栽培種の生育を抑え、収穫時期前になるとほとんど

の籾が脱粒して、著しい減収につながる恐れがある（石井、2002）。 
イネの直播栽培では、イネと雑草の発生がほぼ同じか雑草の方が早く発生する恐れが

ある。そのためイネの生育初期においては、イネと雑草との競合は従来の移植栽培より

強く、イネの生育初期における雑草管理に除草剤の使用は欠かせないものである。特に、

除草剤耐性イネ、例えばグリホサートに耐性を有するイネの生育初期にグリホサートを

散布すると周辺の雑草は枯れるがイネ自体は枯れることはなく、競合雑草がいなくなっ

た環境では、より順調に生育することが出来る。このように、イネの直播栽培に除草剤

耐性イネの導入は、雑草管理の点で極めて効果的と考えられる。 
イネは風媒花で自家和合性を有するが、雌しべが短いため外からの花粉を受けにくく

自家受粉がしやすい構造になっている。しかし、前述したようにイネの直播圃場に発生

する雑草イネの生育特性は、栽培イネとほとんど同じであるため、除草剤耐性イネと雑

草イネが近接して生育するような状況で、開花期が同調した際には、低い確率ではある

が交雑する可能性がある。 
モチ品種とウルチ品種間において交雑した時に種子に発現するキセニアを利用して、

花粉源からの距離と自然交雑率との関係が調べられている。その結果、18cm 離れて隣

接する個体では 0.6%、1ｍ離れた個体では 0.5%の交雑が観察され、4ｍの距離でも交雑
（0.2％）が認められた（矢頭ら、2003）。また、阿部ら（1978）は、花粉源から 30ｍ
までの距離において、距離と交雑率との関係を調べた結果、0.22%(花粉源から 0.3m)、
0.17%(1m)、0.06%(5m)、0.04%(10m)、0.03m(15m)と低い値ながらも花粉源からの距
離と共に減衰し、20m 以上では交雑は確認されなかった。しかし、自然交雑の発生は、

環境条件(花粉源との隣接方向や気象条件、特に開花時間における風向・風速など)に大
きく影響されると考えられるため、今後もこのような知見の蓄積が必要であると考えら

れる（矢頭ら、2003）。          
 
３．遺伝子組換え作物からの花粉飛散による交雑が及ぼすリスクとは？ 
 Wolfenbarger & Phifer (2000)は、組換え作物の導入が経済や環境に損害(harm)を及ぼ
すまでの過程を 2 つの経路に分けて示している。一つは、組換え作物圃場から逸出した組
換え体そのものが管理区域外で繁殖し、個体群を拡大して経済や環境に損害を及ぼすまで

の経路である。もう一つは組換え体からの花粉飛散による近縁野生種との交雑から始まる

経路である。ここでは、最終的に経済や環境に損害を及ぼすまでのステップを 7 段階に分
けて示してある。まず、組換え作物からの花粉が飛散し近縁野生種が受粉する段階（ステ

ップ A）、雑種が形成される段階（ステップ B）、雑種個体が生存してゆく段階（ステップ
C）、雑種個体が繁殖してゆく段階（ステップ D）、近縁野生種へ組換え遺伝子が浸透して
ゆく段階（ステップ E）、そして雑種個体群の拡大と維持、それにより経済あるいは環境へ
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の損害が発生する・・・と続いている。すなわち、組換え作物の導入から損害が発生する

までには、上記の 6 つの段階（ハードル）を超えて行く必要があり、それは近縁野生種の
生活史特性及び新たに得られた形質と環境条件との相互作用により決定される。また、最

終的なリスクは個々のステップの結果と発生頻度に依存している。 
 上記で述べたダイズ、ナタネ、イネについて、それと同種あるいは近縁な野生種との交

雑に関する状況や研究は、ステップ B（雑種形成）あるいはステップ C（雑種の生存）ま
での事例である。今後は、次のステップ D、E における生物的要因あるいは環境要因に関
する解析が必要である。 
おわりに 

2002 年 10 月に北京で行われた第 7 回 GMO バイオセーフティ国際会議において、遺伝
子組換え体の安全性評価に関し、特に基本的な枠組みとして、①科学的根拠(science based)、
②事例ごと(case by case)、③段階的進行(step-wise promotion)に基づく評価の重要性が再
認識された。また、安全性評価への取り組みとして、⑤適正な対照区の設置(base line)と
⑥農業生態系への長期影響(long term monitoring)の重要性が指摘された（岡、私信）。 
組換え体との共存を計るとき、ある程度のリスクがあるとして、受け入れる場合でも、

あるいは受け入れない場合でも社会的なコンセンサスの形成が重要である。そのためにも、

上記のような国際的な枠組みに沿った情報の蓄積が必要であり、それらに基づいた現実的

なエンドポイントの設定とそれを実現するための具体的な研究や技術開発が求められる。 
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