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Ⅰ．はじめに 

 

（１）調査の目的・調査概要 

 

  

 地球温暖化による気候変動の影響や農業等他用途の土地利用の競合により、新たな植

林適地を確保することが益々困難になるとともに、より良質かつ収量の大きい樹種の導

入が求められていることから、林業分野においても遺伝子組換え技術の開発に大きな期

待が寄せられている。ただし、世界的な情勢を見ると、ポプラやユーカリを中心とした

ゲノム構造分析や発現遺伝子の単離、機能解析等が進められている段階が多く、未だ遺

伝子組換え樹木が商業的に栽培された事例はない状況にある。しかし、近年、ブラジル

等において製紙会社を中心に、遺伝子組換え種苗を商業的に植栽しようという動きが盛

んになってきており、米国の Arbogene 社は米国政府に対して、また、ブラジルの大手

製紙会社であるスザノ社の子会社は既にブラジル政府に対して本格的な植栽の申請を

行ったところである。一方、遺伝子組換え樹木については、生物多様性の観点からも、

EU 諸国を中心にその危険性に対して強い懸念が表明されており、FSC 等の森林認証に

おいてもその使用は認められていない。また、生物多様性条約においても、遺伝子組換

え生物が生物多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止す

るための措置としてカルタヘナ議定書が採択されており、我が国を含む１５９カ国が批

准している。 

 

 １年目はこのような状況を踏まえて、海外植林における遺伝子組換え樹木導入の可能

性について、検討委員会を設けて①森林・林業分野における遺伝子組換え技術開発の現

状、②カルタヘナ議定書を始めとする法的な規制措置の概要、③森林認証における遺伝

子組換え樹木の取扱いにおける争点、④海外における遺伝子組換え樹木導入の取り組み

事例等を調査した。 

 

 ２年目については、２０１５年４月にブラジルのスザノ社の子会社である

FuturaGene 社が申請したユーカリの遺伝子組換え樹木の商業的植栽が正式許可され

たことを踏まえて、ブラジルにおけるスザノ社及び米国の Arbogene 社の遺伝子組換え

樹木の取組について、ブラジル及び米国において現地調査を行い、直面する課題及び今

後の植栽の可能性について調査した。 

 

 ３年目については、①既に中国において約４５０ha の遺伝子組換えポプラの商業栽
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培が行われていると報告されていることを踏まえて、積極的に遺伝子組換えポプラの開

発を行っているブラジルのスザノ社の子会社である FuturaGene 社の中国支社及びポ

プラの育種開発について世界的に最も最先端の研究を行っている南京林業大学の取組

について現地調査を行い、中国における遺伝子組換え樹木の植栽の現状、法規制、直面

する問題点及び今後の植栽の可能性について調査する。 

併せて、②併せて、遺伝子組換え技術と同じような成果を得ることができるものの、

カルタヘナ議定書の対象とはならない、ゲノム編集技術などの NBT(New Plant 

Breeding Techniques)の最新の研究動向及びその実現可能性について、法規制や森林認

証における取り扱いを含め調査する。 

さらに、③遺伝子組換え樹木の植林の実施についての社会的な合意形成に最も大きな

影響力のある森林認証制度のＦＳＣ及びＰＥＦＣ並びに国際環境ＮＧＯのＷＷＦの担

当者に直接面談して、基本的な考え方及び今後の取り扱い方針についての意見交換及び

情報収集を行う。 
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海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査：出張面談者 

 

訪問日 場所 組織･面談者 

中華人民共和国 

中国林業科学研究院 林業研究所 

2016年 10月 31日 北京市海淀区 

 

副研究員、修士課程指導教官 

胡 建軍 

南京林業大学 森林資源・環境学院 

2016 年 11 月 2 日 江蘇省南京市 

 

教授、林木遺伝育種系、博士課程指導教官 

諸葛 強 

フトゥラジーンバイオテクノロジー社（上海） 

2016 年 11 月 4 日 上海市徐匯区 

 

集団副総裁、董事総経理 

張 輝 

総経理助理 

李 頴群 
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欧州 

Forest Stewardship Council 

2016 年 12 月 5 日 Germany  

ドイツ連邦共和国 

Bonn 

ボン 

 

Director General 

Mr. Kim Carstensen 

Quality Assurance Director 

Mr. Stefan Salvador 

 

PEFC Council 

2016 年 12 月 7 日 

 

 

 

 

Switzerland 

スイス連邦 

Geneva 

ジュネーブ 

CEO & Secretary General 

Mr. Ben Gunneberg 

 

WWF International 

2016 年 12 月 9 日 

 

 

 

Portugal 

ポルトガル共和国 

Lisbon 

リスボン 

Manager, Plantations and Landscapes 

Mr Luís Neves Silva 

 

出張者 

 

日本製紙連合会 常務理事 上河 潔 

一般社団法人海外産業植林センター 専務理事 大渕 弘行 

一般財団法人日本木材総合情報センター 海外調査部長・農博 趙 川（中国） 
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（中 国） 

 

 

 

北京 

南京 

上海 

フトゥラジーンバイオテクノロジー社 

南京林業大学 森林資源・環境学院 

中国林業科学研究院 林業研究所 

任丘 

遺伝子組換えポプラ植林地 
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（欧 州） 

 

 

 

 

Bonn 

FSC 

Geneva 

PEFC Council 

Lisbon 

WWF International 

担当者面談地 
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（２）人類の生存を支えてきた品種改良（育種） 

 

A．従来の育種技術 

  

人々が自然採取に頼っていた移動生活から、植物を栽培したり動物を飼育したりする

定住生活に入ったのは約 1万 2千年前だと言われている。自然の中から野生種を見出し、

食べられるものを試行錯誤をしながら栽培して作物を作り上げてきた。作物や家畜で自

然のままのものは一つもなく、すべて人類によって改良が加えられている。 

 

地球に生命が誕生して 40 億年経ったが、その間、生命は共通の祖先から突然変異を

繰り返して数えきれない種に分化・進化していった。われわれが豊かな生活を送れるの

は、生物多様性のおかげである。 

 

現生人類は東アフリカから出てきたと言われているが、時間をかけて移動していった

結果、世界中に拡がり、やがて定住して農耕する人々も現れた。文明の発祥地とされる

ところは、農耕の発祥地でもあった。 

 

地域ごとの主な野生種栽培植物（例）は以下のとおりである。ほとんどの栽培植物は

起源地から隣接地へ伝搬した。大航海時代の到来によって、新大陸（中南米）から旧大

陸に数多くの栽培植物がもたらされた。タバコやトウガラシは中南米原産である。 

 

ⅰ．中近東（コムギ、オオムギ、タマネギ、アーモンド、ザクロ、プラム） 

ⅱ．アフリカ（ソルガム、アブラヤシ、コーヒー、オクラ、スイカ、ナス） 

ⅲ．東アジア（イネ、アワ、ソバ、ダイズ、タケ、チャ、キャベツ、モモ） 

Ⅳ．東南アジア（イネ、ゴマ、サトウキビ、バナナ、マンゴー、ドリアン） 

Ⅴ．中南米（トウモロコシ、ジャガイモ、ワタ、トマト、カボチャ、パパイヤ） 

Ⅵ．ヨーロッパ（エンバク、ライムギ） 

 

世界的な植林用樹木について言えば、ユーカリはオーストラリア原産であり、ラジア

ータパインは米国カリフォルニア州、カリビアパインは中南米のカリブ海沿岸が発祥の

地である。園芸用樹木のバラは、元々はチベットや雲南省から伝播したと言われている。 

 

作物を育てる経験が豊富になると、人々はより良いものを選抜するようになった。大

きいもの、病気に強いもの、おいしいもの等を求めたのである。トマトの原種の実は指

先大であり、トウモロコシの原種の穂の長さは 2センチメートル位である。 
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19 世紀末まで、品種改良は主に選抜によって行われた。交雑育種が確立したのはメ

ンデルによる遺伝法則が 1900 年に再発見されてからである。さらに、遺伝子と染色体

の関連性の研究が進み、ハイブリッド（品種間交雑種一代目）に病気に強く収量が多い

現象が現れることが着目され、品種改良に導入された。また、放射性物質の照射による

人為的な突然変異や染色体の観察技術、細胞の培養技術も育種に応用されている。作物

の品種改良には平均で 10年、果樹で 40年から 50年かかるとのことである。 

 

B．遺伝子組換え技術 

 

現在の地球に存在している生物たちは、気が遠くなるような長い時間をかけて、突然

変異を繰り返し、海・山・草原・砂漠・極地・熱帯雨林等、様々な環境に姿・形を適合

させながら多様化を遂げてきたが、全て共通の祖先から進化してきているゆえに、共通

性を持っている。 

 

全ての生物に共通するものは以下の３つでる。 

 

ⅰ．生物は細胞で成り立っている。 

ⅱ．生物はエネルギーを必要とする。 

ⅲ．生物は遺伝情報（ゲノム）を持っている。 

 

ⅰ．単細胞生物・多細胞生物に二分されるが、細菌や植物・動物も基本的な

細胞の構造は似ている。 

 

ⅱ．生命活動のエネルギーは太陽エネルギーが源となっている。植物は、光

エネルギーを化学エネルギーに変えて、無機物から有機物を作り出して

いる。この有機物を他の生物が利用してエネルギーを取り出している。

エネルギーの受け渡し役をするのは、ATP（アデノシン三リン酸）であ

り、生物はすべてこのメカニズムで生きている。 

 

ⅲ．生物は形質（形や性質）を有しているが、それは親から子へ受け継がれ

る遺伝情報（ゲノム）からつくられるタンパク質が決めている。遺伝情

報は DNA（デオキシリボ核酸）で成り立っている。細胞分裂の時は、DNA

が複製される。受精の時は DNAの組換えが起こり、子孫に遺伝的な多様

性が起きるようになっている。 
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人類が地球史に登場して、文明を築き上げ、産業革命以降は科学技術を発展させて

きたが、ついに生命活動を司る遺伝子と DNAの発見に辿り着いたのである。 

 

遺伝子の化学的本体が DNAであることが分かったのは 1940年代である。1953年に

ワトソン（J. Watson）とクリック(F. Crick)が DNAの立体構造“二重らせんモデル”

を提出してからは、科学的な遺伝現象の解明が一層活発になった。 

 

DNAは、リン酸と糖（デオキシリボース）と塩基からなる「ヌクレオチド」と呼ば

れる最小単位で構成されている。この最小単位はリン酸を介して鎖のようにつながっ

ている。塩基にはアデニン（A）,チミン（T）、グアニン（G）、シトシン（C）の 4 種

類あり、A は T とのみ、G は C とのみ結合している。また、塩基と塩基も結びついて

いるので、全体にねじれてらせん状になることから、“二重らせん構造”と呼ばれて

いる。この塩基の並び方が、遺伝暗号を形成しているので、いわば生物のタンパク質

の設計図となっている。 

 

RNAは DNAに記録された遺伝情報をもとにしてタンパク質を合成する際に使われる。

mRNA、tRNA、rRNA の三種類がある。mRNA は DNA の遺伝子情報を写し取り、核の外に

伝える役目をする。mRNA は DNA の片一方の鎖をコピーして作られ、タンパク質の合

成装置であるリボソームと結合する。tRNA は、タンパク質合成に必要なアミノ酸を

リボソームまで運ぶ。rRNAはリボソームを構成する物質である。 

 

生物の持っている力を人類のために役立てる技術であるバイオテクノロジー（生物

工学）が急速に発展したのは、“制限酵素”と“リガーゼ”という 2つの酵素が発見

されたことによる。 

 

1968年にウェルナー・アルバー博士が、大腸菌から DNAを切断する酵素を発見した。

この酵素は、大腸菌に感染するウィルスであるバクテリオファージの侵入から身を守

るためにもっているものである。バクテリオファージの増殖を制限するので、“制限

酵素”と呼ばれている。 

 

同じく、1968年ハミルトン・スミス博士が、DNAの特定の塩基配列だけを分離する

“制限酵素”を発見した。1971年にダニエル・ネーサンズ博士が“制限酵素”を使っ

て DNA切断に成功。遺伝子組換え技術では、この“制限酵素”がハサミとなり、“リ

ガーゼ”がノリとなって重要な役割を担っている。 

 

1962年に下村脩博士によって発見されたオワンクラゲに含まれている GFP（緑色蛍
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光タンパク質）の遺伝子の塩基配列が、1992年解読された。これにより、GFPと目的

のタンパク質の遺伝子を結合させた遺伝子を細胞の中に入れることができ、生体細胞

の中で紫外線や緑色光を当てて光らせて、観察することができるようになった。現在、

がん細胞の様子を観察するなど、生命科学・医学の研究に広く使われている。 

 

2006年、山中伸弥博士がマウスの皮膚細胞に 4個の遺伝子を組み込み、あらゆる全

体組織に成長できるiPS細胞 (人工多機能性幹細胞)を作ることに成功した。その後、

ヒトの皮膚細胞でも成功した。この“万能細胞”も遺伝子組換え技術の応用で誕生し

たものである。 

 

農業分野では“遺伝子組換え作物”が挙げられるが、除草剤耐性、病害虫耐性、貯

蔵性増大などの生産者にとってプラスになるものを“第一世代遺伝子組換え作物”

と呼んでいる。栄養価増大、有害物質減少、医薬品効果付加などの消費者にプラスに

なるものを“第二世代遺伝子組換え作物”と言っている。 

 

遺伝子組換えの長所は、すべての生物の遺伝子を利用することができるようになり、

従来育種ではできなかった品種改良ができるようになることである。 

 

遺伝子組換え作物の栽培国および作付面積は年々拡大しており、ISAAA（国際アグ

リバイオ事業団）の「2013年世界の遺伝子組換え作物の商業栽培に関する状況」によ

ると、栽培国は 27 ヵ国で、栽培面積は 1億 7,520万ヘクタールである。「主要遺伝子

組換え作物：世界の導入率(%)2013 年」では、ダイズ 79%、ワタ 70%、トウモロコシ

32%、ナタネ 24%である。 

 

農業だけでなく、今日では医療、発酵、食品などの分野でも応用されている。創薬

では、遺伝子組換え技術を利用して大腸菌やハムスターなどにヒトの遺伝子を導入し、

タンパク質を含んだ薬になる物質を作らせることができるようになった。トウモロコ

シを利用する創薬研究も行われている。このように遺伝子組換え技術は､今では人類

にとって無くてはならないものとなっている｡ 

 

C．新しい育種技術－NBT(New Plant Breeding Techniques)－ 

 

2011 年、EU（欧州委員会）より「New Plant Breeding Techniques：NBT」という報告

書が公開された。欧州は、遺伝子組換えに対する反対運動が活発なところであり、多く

のバイオテクノロジー企業が米国に拠点を移していった。このような状況下,EUでは作

物の育種に活用できる多様な新技術が開発された。報告書は、論文、特許、開発企業か
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らの聞き取った調査からなっている。 

 

 NBTとは、従来の交配や接ぎ木などの技術に加えて、分子生物学的な手法を組み合わ

せた品種改良技術の総体である。NBTは、目的の性質の作物を作ったり、多数の植物個

体の中から必要とする個体のみ探し出したり、あるいは開花させてから結実するまでの

時間を短縮することで、新品種創出の時間やコストを減らすことが可能となる技術だと

言われている。 

 

 また、NBTでは、遺伝子組換え台木を使った接ぎ木、交雑可能な近縁種の遺伝子を導

入するシスジェネシスなど、遺伝子組換え技術を使うが、最終生産物に外来遺伝子が残

らない、あるいは残っていたとしても自然に起こる変異と区別することが難しい。 

 

 具体的には、土壌病害抵抗性を付与された遺伝子組換え植物を台木として果樹を接ぎ

木する場合、この果樹は遺伝子組換え体と認定されるが、果実からは遺伝子組換えの痕

跡は検知されないのである。この果実は遺伝子組換えであるのか、そうでないのか判断

できない。 

 

NBTを推進する側の考え方は、外来遺伝子を検知できないものを規制対象にするのは

おかしい、反対側の考え方は組換え技術を使うので組換え体であり規制対象にすべし、

との意見である。 

 

 遺伝子組換え作物の開発には、安全性評価に莫大な時間とコストがかかるので,NBT

が遺伝子組換え技術ではないと判断されれば、時間とコストの削減ができる。 

 

 NBTには以下の 8つの技術がある。それぞれの概要は以下のとおりである。 

 

ⅰ．人工ヌクレアーゼを利用したゲノム編集技術 

DNA の特定の部位を切ったり、統合したりできるタンパク質（人工ヌクレアーゼ）を

使う技術 

 

ⅱ．オリゴヌクレオチド指定突然変異導入技術 

人為的に改善をしたい遺伝子の塩基配列（オリゴヌクレオチド）を用いてゲノム中の

塩基配列を改変し、最終的には次世代に受け継がれるような数塩基の変異を植物ゲノ

ムにもたらすが、導入したオリゴヌクレオチドは消滅する技術 
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ⅲ．シスジェネシス/イントラジェネシス 

同種の遺伝子を同種に導入する技術。遺伝子を発現させる調節領域も含めて遺伝子を

そのまま使う場合をシスジェネシス、調節領域は同種由来だが別の遺伝子に由来する

ものを用いる場合をイントラジェネシスという。  

 

ⅳ．RNA依存性 DNAメチル化 

DNA配列を変えずに、DNAのメチル化によって新しい形質を導き出す手法 

 

ⅴ．接ぎ木による新しい遺伝子組換え技術の開発 

遺伝子組換え植物を台木あるいは穂木にした接ぎ木 

 

ⅵ．逆育種 

２倍体植物（染色体が 2組ある）において、外来遺伝子によって、染色体間相同組換

えを抑制した上で、交配や花粉培養等によって、目的遺伝子をホモに持つ個体を効率

的に作成する技術等。育成された品種には、外来遺伝子は残っていない。 

 

ⅶ．アグロフィルトレーション 

植物の葉に 土壌細菌であるアグロバクテリウムや植物ウイルス等を接種し、 一過的

に目的遺伝子を発現させる技術。次の世代に、外来遺伝子は伝わらない。 

 

ⅷ．合成生物 

DNA 配列を人工的に合成して、新生物を作る手法 

 

（３）遺伝子組換え樹木の可能性と論議 

 

A．遺伝子組換え樹木の可能性 

 

ⅰ．樹木の遺伝子組換え技術 

a. 植物のゲノム情報の活用 

 

植物でゲノムの全塩基配列の解読が終了しているのは以下のとおり。 

 

シロイヌナズナ、イネ、トマト、タルウマゴヤシ、ミヤコグサ、ブドウ、ポプラ、コ

ムギ。 
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これらのゲノム情報を活用して樹木の機能を最大限に発揮させることができれば、地

球温暖化をはじめとする多くの問題の解決につながる。 

 

すなわち耐乾燥性、耐霜性、耐塩性、バイオマス量向上、生物多様性に配慮した不稔

化や花成制御などの技術が必要である。 

 

b. 遺伝子組換え方法 

 

遺伝子組換え植物とは、ある植物の遺伝子に新たな遺伝子を入れたり、ある植物が持

つ遺伝子の発現を促進したり抑制したりして、新たな形質を発現させた植物のことを

言う。技術的には以下の方法等が確立している。 

 

①アグロバクテリウム法 

②パーティクルガン法 

③エレクトロポレーション法 

④マイクロインジェクション法 

 

①：アグロバクテリウムという土壌細菌が植物の細胞に自分の遺伝子を導入さ

せる性質、つまり”感染”を利用した方法である。 

アグロバクテリウムの中にあるプラスミド（環状 DNA）を取り出し、制限酵

素（ハサミ）を用いて一部を取り除き、他の植物から取り出した有用遺伝子

を入れて、リガーゼ（ノリ）で接着する。組換えたプラスミドをアグロバク

テリウムにもどしてから、植物に感染させる。樹木では、1987 年に初めて

アグロバクテリウム法を用いて、組換えポプラの作出が報告された。広葉樹

ではアグロバクテリウム法が一般的である。 

 

②：金の微粒子に、目的とする遺伝子を付着させて、高圧ガスの圧力で植物の

組織に打ち込む方法である。針葉樹では、1993 年にパーティカルガン法に

よって組換えカナダトウヒが作出された。 

 

③：細胞に電気パルスをかけると細胞壁に一時的に小さな穴が開く。この穴か

らＤＮＡを細胞の内部に入れることができる。 

 

④：微小なガラス管（先端の外径１～２μｍ）を利用して、ＤＮＡを細胞の内

部に入れることができる。顕微鏡を使って行なわれる。 
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ⅱ．遺伝子組換え樹木に導入される形質 

 

遺伝子組換え樹木に導入される形質として挙げられるのは、以下の 5 項目である。 

 

①リグニン減少 

②害虫抵抗性 

③除草剤耐性 

④環境ストレス耐性 

⑤高生産性 

 

それぞれ項目について説明する。 

 

      ①：パルプ製造工程で必要な化学薬品・エネルギー量が削減される｡懸念される点

は､害虫による食害やウイルス抵抗性の減少の可能性である｡ 

 

         ②：殺虫剤を散布する必要性が低下する｡特定の害虫にのみ効果があるので､生物

多様性保全に役立つ可能性がある｡懸念される点は､害虫抵抗性を克服した害

虫の発達を促す可能性である｡ 

 

         ③：複数回の除草剤処理を行なう必要がなくなる｡懸念される点は､除草剤への抵

抗性を持った植物の発達を促す可能性である｡ 

 

         ④：限界地(寒冷地､塩害地､乾燥地､酸性土壌地等)での生存可能性を高める｡懸念

される点は､競合において優位性を高める樹木が登場することにより､生物多

様性を損なう可能性がある｡ 

 

         ⑤：収穫量の多い植林地が形成されるため､天然林を伐採する圧力が低下し､生物

多様性が維持される｡ 

 

ⅲ．遺伝子組換えユーカリの商業植林 

 

ブラジル SUZANO 社の子会社である FuturaGene 社は､イスラエルのヘブライ大学のバ

イオテクノロジー研究者が 1993 年に設立した CBD テクノロジー社が起源のひとつで

ある。2001年に SUZANO社が出資している。2006年に米国のパーデュー大学のバイオ

テクノロジー研究者が設立した FuturaGene 社と CBD テクノロジー社が合併した。以

下は、GM（Genetically Modified:遺伝子組換え）ユーカリ開発から CTNBio（ブラジ



- 15 - 

  

 

ル国家バイオ安全技術委員会）より商業植林が許可されるまでの流れである｡ 

 

2006年 2月   FuturaGene 社と SUZANO社が共同で GMユーカリ開発に着手 

2010年 7月   FuturaGene 社は SUZANO社の子会社となる 

2014年 5月   FuturaGene 社：GMユーカリの商業植林許可を CTNBio に申請 

2014年 9月   CTNBio：GMユーカリの公聴会を開催※ 

2015年 4月   CTNBio：FuturaGene社の GMユーカリの商業植林を許可 

 

FuturaGene 社が開発した GM ユーカリ H421 は、土壌細菌アグロバクテリウムを利用

した遺伝子導入方法によりシロイヌナズナのタンパク質形成遺伝子を導入したもので

あり､SUZANO 社が使用している従来のクローンユーカリより収量が 20%増加するもの

である｡CTNBio に許可申請を提出するに際に、遺伝子組換え樹木が生物多様性や生態

や環境に影響がないものであることを証明して公聴会を開くことが義務付けられてい

る｡ 

※「平成 27 年度海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査」資料 4-2”(仮訳)遺

伝子組換えユーカリ H421の生物学的安全性”を参考にして頂きたい｡ 

 

GMユーカリ H421は、CTNBioより商業植林の許可が出た直後に、森林認証団体である

FSCより以下の文を含む声明が出されて、利用することができない状態にある。 

 

「FSC認証取得者は GMOの研究をすることはできますが、認証管理区画内であろうと、

外であろうとどのような商業的な利用も認められません。」 

 

B．遺伝子組換え樹木をめぐる論議 

 

ⅰ．遺伝子組換え樹木の商業的植林に対する不安 

 

米国の環境 NGO である TFD(The Forest Dialogue：フォレストダイアログ）は、2013

年 10 月 31 日にイギリスのグロスタシャーで開催された会合に、遺伝子組換え樹木開

発に関連する世界の大手パルプ企業 5社(Fibria、Stora Enso、International Paper(IP)、

Meadwestvaco(MWV)、SUZANO)に出席してもらい、アンケートを依頼した。アン

ケートは市民社会組織や先住民族組織が、林産物関連企業による GM（Genetically 
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Modified：遺伝子組換え）樹木の開発に関して抱いている基本的な”疑問点”を明らか

にすることを目的としている。会合には多くの環境 NGO も参加した。 

 

TFD が行なった企業調査の項目より類推して､NGO は以下の点が問題だと考えてい

ると思われる｡ 

 

 全般的に GM 樹木に対して不信・不安を持っている｡これは情報不足が原因と考え

られる。 

 

 大規模植林に対する不信・不安と重なっている｡ 

 

 GM樹木開発で､十分なリスク評価をしていないのではないかという疑念を抱いて

いる｡ 

 

 早生樹である GM 樹木の植林は天然林への圧力になると考えている｡ 

 

 GM 樹木遺伝子の自然生態系への流出を危惧している｡ 

 

 GM 樹木植林の造成に化学薬品が使われていて､それが動物や人間の健康に被害を

及ぼすことを怖れている｡ 

 

 GM 樹木開発に対する法規制が守られていないかもしれないとの不信を抱いてい

る。 

 

 GM 樹木の植林によって､弱者が排除されるのではないかと心配している｡弱者と

は､先住民・地域コミュニティ・貧困世帯等を指す｡ 

 

遺伝子組換え樹木を使用することについては、生態系への拡散により生物多様性の保

全及びその持続可能な利用に悪影響を与えるという恐れがあるため､消費者団体､自然

保護団体を中心に根強い反対意見がある｡その使用にあたっては、自然環境や人体への

悪影響を回避するためにカルタヘナ議定書に基づく国際的な枠組みが整備されている

が、完全に安全であるかどうかについては議論が分かれている。 

 

このため、多くの環境保護団体が、予防原則の観点から遺伝子組換え樹木の使用に強

く反対している。特に、持続可能な森林経営を推進する FSC，PEFC，SGEC などの森林

認証制度においても、遺伝子組換え樹木を使用することは認められていない。  
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ⅱ．遺伝子組換え樹木を社会に受け入れてもらうための方法 

 

遺伝子組換え樹木に対する不安を取り除く方法について､多様な利害関係者と積極的

で持続的な対話が必要不可欠であると”声明”を掲げている業界団体がブラジルにある

ので紹介したい｡ 

 

ibá（Brazilian Tree Industry：ブラジル植林木産業連合会）は植林木を原料基盤

としているブラジルの紙パルプ・木質パネル・化粧床板・植林等の業界団体である。

2015 年２月に､バイオテクノロジーに関する声明をホームページ(ポルトガル語)に掲

げた。遺伝子組換え樹木を社会に受け入れてもらうために必要な事にも言及している｡

以下はその訳文である。 

 

 

「ブラジル植林木産業連合会によるバイオテクノロジーに関する声明」 

 

この文書は､バイオテクノロジーの発展と利用に関する IBÁの立場を表明するもので

ある｡ 

 

 植林木産業における革新技術の発展と応用は､持続可能性における資源の効率

的な利用と生産性獲得のために最も重要な事である｡植林は世界的に増大する

繊維資源・エネルギー・生物系生産物の需要に対応する持続可能な解決法であ

り､樹木のバイオテクノロジーはこれらの可能性拡大に寄与することができ

る｡ 

 

 全ての戦略と手段は､より少ない資源でより多くの生産をするために役立てら

れなければならない｡新技術は､従来技術の延長上にあるものとして理解され

るべきである｡従来の遺伝的改良は生産性・順応性・抵抗性・資源利用の効率

性等の拡大のために重要な役割を演じてきた｡まだ､追加で得られる余地が残

されている｡ 

 

 遺伝子導入樹木は､生産性拡大､木質改良､生物系生産､害虫・病気・干害・冷害・

塩害等に対する耐性などの特性を獲得するために付加された手段として機能

することができる｡これらの特性は気候変動にも関係している｡この方法論は､

従来の改良に付加されて､土壌・保護・生態生理学の分野において発揮する実

現可能な解決法である｡それらの応用が､限界地域における植林木生産を可能

とし､持続可能な解決策と人類に福利を提供する確実な生産システムとして極
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めて重要なものとなった｡ 

 

 IBÁ は､完全な法規制の枠組みの徹底が重要であると認識しており､それによ

り､研究と技術革新における投資を活発にすることができる｡遺伝子組換え樹

木に関する評価とプロセスの許可における強固な法規制の枠組みは､ブラジル

国バイオ安全法と同様､不可欠なものである｡IBÁ はブラジル国のバイオ安全

法を称賛し､CTNBio(ブラジル国家バイオ安全技術委員会)によって採用され

た透明性の原則と科学的な厳格性は保証されなければいけないと認識してい

る｡ 

 

 健康や社会の発展に環境影響を与える可能性については､広範囲に徹底的に調

査されなければならない｡調査は､事実・数値・科学的研究と､バイオテクノロ

ジーによってもたらされる各事象のリスクや利点の可能性を証明した確固た

る結果に基づいた手法に従わなければならない｡ 

 

 健康や社会の発展に影響を与える可能性について､一件毎に慎重に取り扱う事

は､新しい生産物のリスク可能性に関する妥当な懸念に対処する最良な方法で

ある｡この論題は､環境や人間､動物の健康への影響に関係するとして､しばし

ば喚起されてきた｡これらの影響は使用される技術や植林される樹種､新しい

生産物に適用される環境によって異なる｡多くの不確定要素が考えられるが､

そのことが一件毎に調べる必要性を高める｡ 

 

 従来の改良の場合と同様に､樹木のバイオテクノロジーは技術にアクセスを可

能とする契約植林者や、地域計画などの仕組みを通じて地域の発展を推進すべ

きである｡バイオテクノロジーを利用してもらう場合､平等であることをあら

ゆる面で考慮しなければならない｡特に､小規模農家が企業の生産チェーンに

繋がっている場合､当事者間での利得の保証についてである｡この統一的なモ

デルは既に広く植林木産業で普及されており､他の生産分野でも手本として役

立っている｡ 

 

 IBÁ は､科学者・連邦政府･州政府・公共団体・企業・内外の公開討論・市民社

会等､多様な利害関係者と積極的で持続的な対話を推進している｡透明性や情

報共有は､発展と樹木のバイオテクノロジー利用に関する意思決定過程の理解

を高めるのに不可欠である｡さらに加えて､技術生産者・林産物生産者・最終消

費者の間で､現実的で持続可能な解決策を得て､信頼できる環境を創り出さな

ければならない｡ 
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Ⅱ．中国における遺伝子組換え樹木の研究開発状況 

 

（１）中国における遺伝子組換え作物の研究開発 

 
世界最大の人口を抱える中国は、国家政策として農業に関する技術革新に取り組んで

きた。遺伝子組換え作物の研究もその一環である。1986年より開始され 30年経過した

が、現在、その技術力は世界的にも第一線の水準にあると言われている。しかし、遺伝

子組換え作物の商業化については消費者受容への配慮からか慎重である。 

 
A．中国における遺伝子組換え作物研究の推移 
 

ⅰ．準備段階（1986年～1985年） 

 第 6次 5カ年計画で研究開発の構想が発表されることにより、研究の準備がスタート

した。 

 

ⅱ．技術研究と試験段階（1986 年～1997年） 

 1989 年、タバコ、綿花、トマトの野外試験が始められた。 

 1992 年、モザイクウイルス抵抗性遺伝子組換えキュウリと、モザイクウイルス抵抗

性遺伝子組換えタバコの商業栽培が開始された。 

 

ⅲ．非食糧遺伝子組換え作物の栽培拡大段階（1998 年～2004年） 

 1998 年、抗虫遺伝子組換え綿花の商業栽培が開始された。これ以降、トマト、ピー

マン、ペチュニア、パパイヤ、ポプラが商業栽培の許可を取得したが、大規模栽培に

つながらなかった。 

 

ⅳ．非食糧遺伝子組換え作物から食糧作物への移行段階（2005年～現在） 

 2009 年に 2 種類の遺伝子組換えイネ（ハイブリッド用インディカ品種）と遺伝子組

換えトウモロコシが「農業遺伝子組換え生物安全証書」を取得した。これにより、商

業栽培の審査プロセスに入ったが、品種登録には至っていない。 

 

2016 年現在、大規模に栽培されている遺伝子組換え作物は抗虫綿花だけであり、中

国全土で 280万ヘクタールに及ぶ。（2012 年は 400万ヘクタール） 
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（２）中国における遺伝子組換え樹木の研究開発 

 
中国では 1980年代から、大規模な造林と森林回復活動を行ってきた。「第 10次 5カ

年計画（2001 年～2005 年）」の成果として、中国全土に 3,200 万ヘクタールの植林地

が出現した。これにより、中国の森林被覆率は 2001年の 16.55パーセントから 2005年

は 18.2 パーセントに増加した。 

 

「第 11次 5カ年規画（2001年～2005年）」では、すでに中国は計画経済から市場経

済に移行しているとの認識を受けて、「計画」を「規画」に改めた。「同規画」の約束

指標として、2010年の中国の森林被覆率を 20パーセントとした。（2012年は 20.36パ

ーセント） 

 

 また、「同規画」の期間中に、中国林業科学院の院長が林木生物研究開発の重点につ

いて言及している。 

 

「第 11次 5カ年規画（2006～2010年）」期間中の林木生物研究開発の重点 

 

ⅰ．品種刷新と資源育成 

分子育種，遺伝子組換え等の技術により，優良，多産，多抵抗性の新品種を育成して，

生態林，燃料林，促成林，経済林，都市庭園林等の造林に広く応用する。 

ⅱ．生物エネルギー 

林業生物を利用した燃料用エタノールの生産・利用体系を構築する。 

ⅲ．生態生物防除 

新型林業生物製剤技術等により造林困難地での活着率の向上等を図る。 

ⅳ．生物新素材 

新木質素材の開発等を通じて木材資源総合利用率の向上を目指す。 

ⅴ．林業生物製剤 

植物活性物質の抽出や植物由来新薬の開発を通じて林業生産の無公害化を促進する。 

 

上記より，中国の林木研究において遺伝子組換え技術に大きな期待が寄せられている

ことが分かる。  

 

遺伝子組換え害虫抵抗性ポプラの研究については早い段階より行われており、2002

年には食葉害虫抵抗性を持つ 2種類のポプラ（欧州黒ポプラ、741号ポプラ）が国家林

業局より商業植林の許可を得ている。 
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A．中国林業科学研究院林業研究所訪問 

 

説明： 胡 建軍 （副研究員、修士課程指導教官） 
 

「抗虫（Ｂt）遺伝子組換えポプラについて」 

 

 Bt ポプラの経済的環境的メリット 

植栽後、最初の 6年間の害虫駆除の費用は不要になった。通常、非組み換え 

ポプラ植林には年間 2、3回の殺虫剤の噴霧が必要である。 

 当研究所で開発した Bt ポプラ（Poplus nigra 欧州黒ポプラ）と Poplus deltoids と

の交雑による新しいハイブリッドの創出 

 遺伝子組換えポプラは 2品種のみ商業植林が認められている。黒ポプラと白ポプラ（河

北農業大学が開発）の 2クローンである。 

 遺伝子組換え樹木の法規制 

国家林業局が管理 

林木遺伝子組換工程活動審査管理弁法（2006.7.1） 

実験室レベル・小規模野外試験・環境放出・試験植林・商業化 

遺伝子組換え樹木植林及び生産物の安全評価の技術指導書（2007.6.4） 

 組換えポプラ商業植林までの道程 

1989 年、Bt(土壌細菌バチラスチューリンゲンシスの殺虫タンパク質生成遺伝子)

を欧州黒ポプラに組換えた。 

1991 年、抗虫（Ｂt）遺伝子組換えポプラの生物検定実施 

1994 年、抗虫（Ｂt）遺伝子組換えポプラの野外試験（クローン植林） 

2002 年、商業植林が許可された。（外来種、メス、クローン、乾燥地域） 

 遺伝子組換え樹木 

これまでに 40種以上研究実施 

ポプラ、マツ、トウヒ、ユーカリ、シラカバ、ニセアカシア、クルミ等 

 研究の焦点 

昆虫抵抗性、病気抵抗性、繊維改良、乾燥、塩害、湿地耐性、開花期間、発根等 

 野外試験（2010 年） 

128 件の野外試験が国家林業局より許可されている。84 件は樹木（内、33 件は組

換えポプラ、25件は組換えニセアカシア）他に草本類 44件。 

 遺伝子組換え植林実績 

2,000 年から約 450ヘクタール植林している。一部は伐採した。 

 ポプラに対する国民意識の変化 

ポプラ（オス）が花粉症を引き起こしている。綿毛（メス）も嫌われている。 
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Ｂ．南京林業大学訪問 

 

説明： 諸葛 強 （教授、林木遺伝育種系、博士課程指導教官） 
 

 南京林業大学の学生は 3万人、教員は 1,500人。 

 遺伝子組換えは国の重要政策である。ポプラの組換えもその一環である。 

 成長の良いポプラは、1990 年代に選抜された。ポプラ 30種以上からさらに選抜を行

った結果、アメリカのポプラと欧州のポプラのハイブリッドが江蘇省に適している

ことが分かった。 

 十年前、江蘇省内で数ヘクタール、Bt ポプラ（Poplus nigra 黒ポプラ）の試験植林

を行った。すでに伐採している。 

 塩害地や乾燥地でも Btポプラの試験植林を行っている。 

 ポプラの綿毛（種子）がアレルギーになるので、植林に反対する省もある。 

 食べ物に関する遺伝子組換えは一般に抵抗感があるが、ポプラの遺伝子組換えについ

ては口に入るものではないので、拡大していこうという方針がある。 

 中国から木材製品を欧州に輸出する場合、森林認証を求められることを十分に認識し

ている。数年前に、遺伝子組換え材を使った家具を輸出しようとして断られた話があ

る。 

 遺伝子組換え木材に対する需要が無いと困る。研究もできなくなってしまう。 

 ポプラは華北よりも温暖な揚子江流域の方が成長が良い。華中ではユーカリは寒くて

枯れてしまう。 

  

Ｃ．フトゥラジーンバイオテクノロジー社（上海） 

 

説明： 張 輝 （集団副総裁、董事総経理） 
 

 フトゥラジーンバイオテクノロジー社はブラジルの SUZANO 社の子会社である

FuturaGene社の中国支社である。FuturaGene社は 2015 年 4 月にブラジル政府より遺

伝子組換えユーカリの商業植林の許可を得ている。（森林認証制度で認められていな

いので商業植林は未だ実施していない。） 

 樹木バイオテクノロジーの世界的なパイオニアを自任 

 中国で開所して 11年、多くの官民共同研究を行ってきた。 

 乾燥地域の有用植物及びユーカリ類、ポプラ類に傾注 

 遺伝子組換えユーカリ（クリタマバチ抵抗品種）温室試験中 

 2014年に遺伝子組換えポプラの野外試験地を設立 

 2016年に乾燥地域対策として油糧作物であるブンカンカやシャクヤクの研究開始。 
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エリート遺伝子の選択、組織培養手順書の確立、苗木の生産 

 2016年 8月に発布された「第 13回科学技術開発 5カ年計画」において、「遺伝子組換

え研究プロジェクトのスピードアップ」が求められた。 

 中国全土で 700万ヘクタールのポプラ植林地がある。年間木材生産は 160百万㎥であ

る。推奨されるクローンは中国全土で 18ある。気候区毎に 3クローンずつ。 

 ユーカリ面積（ブラジル 500万ヘクタール、中国 450万ヘクタール） 

ユーカリ年平均成長量（ブラジル 44㎥/ヘクタール、中国 22.5 ㎥/ヘクタール） 

  

（３）遺伝子組換え樹木の法規制 

 

中国の国家林業局は 2006年 7月に遺伝子組換え樹木に関する研究開発、商業植林、

販売に関するすべての活動を管理するための法律、「林木遺伝子組換工程活動審査

管理弁法」を制定した。同法は、林木の遺伝子組換え工程活動の審査行為を規範化

するためのものである。 

 

 法律では、「バイオ安全レベル」を以下のように設定している。 

 

Ⅰ: 人間、動物、微生物および環境に危険はない 

 

Ⅱ: 人間、動物、微生物および環境に対する危険性が低い 

 

Ⅲ: 人間、動物、微生物および環境に対する危険性が高い 

 

 

中国における遺伝子組換え樹木関連の法規制手続きに関しては別紙Ⅱ-1 のとおりで

ある。 
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Ⅲ．国際的な認証機関及び環境保護団体における遺伝子組換え樹木

の取扱い 
 

（１）森林認証機関 

 
FAOの「世界森林資源評価」によると世界の森林面積は約40億ヘクタールであるが、

このうち約 11 パーセントである約 4.4 億ヘクタールが森林認証を受けている。内訳は

FSC が約 1.9 億ヘクタール、PEFC が約 2.7 億ヘクタールであるが、重複して取得して

いるケースも多い。 
 
今般、FSC インターナショナル及び PEFC インターナショナルを訪問する機会を頂

くことができた。双方ともに遺伝子組換え樹木を使用することを禁止している。 
 
A．ＦＳＣインターナショナル訪問（別紙Ⅲ－1 より抜粋） 

 
面談：Mr. Kim Carstensen（Director General） 

Mr. Stefan Salvador（Quality Assurance Director） 
 
(根拠となる文書) 
 Principles and Criteria for Forest Stewardship (FSC-STD-01-001 V5-2)  
原則と基準 (第 5-2 版) FSC ジャパン日本語参考訳 
原則10：管理活動の実施 
組織によって、もしくは組織のために実施される管理区画内での管理活動は、組織の経

済、環境、社会的方針と目的に一致したもののみが選択および実施され、すべての面に

おいてFSCの原則と基準を順守するものであること。 
10.4 組織は、管理区画内で遺伝子組換え生物を使用してはいけない。 
 
（FSC事務局） 
いわゆる「予防原則」に基づくという理由は、具体性に欠けると思っています。特定の

ケースを取り上げるわけではありませんが、農業セクターの団体からは、制御不能なリ

スクに対する懸念や、未知の要素が多い遺伝子組み換え技術がどこまで一人歩きしてし

まうか分からないという、GM 技術そのものに対する漠然とした不安があるのだと思い

ます。つまり反対する具体的な理由や特定の理念があるわけではありません。 
 
「未知の扉を開いてしまった」ことによって、解明されていない新たなリスクが将来発
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生するのではないかという不安です。FSC 会員の中には非常に原理主義的な立場をと

る人がいて、そのために GM 樹木について現在のような方針をとるに至っていると思

います。これまではこの問題に対し、正式な手順を踏んで議論を進める体制ができてい

なかったと思います。GM 樹木の有効利用のための好事例(ベストプラクティス)を提示

し、FSC としてどのような道を歩んでいくべきかを決める明確な枠組みがなかったと

いえます。それが、FSC 会員の資格要件に関する議論にも影響を及ぼしています。 
 
GM 樹木に批判的な立場をとるグループは、社会や生態系に及ぼす悪影響への懸念を訴

えているわけです。いわば、一方のグループが「たかが人工林開発じゃないか」と主張

すれば、もう一方は「利益ばかりを追求している」と非難する。一方が、「これは集約

化を進める一つの方法だ」といえば、「人工林はすでに過剰な管理下で集約化されてい

る」と反論しているわけです。これが今の状態だと私は見ています。 
 
FSC 事務局としては、できる限り対話を進めていける環境づくりをしたいと思ってい

ます。GM 樹木に関する議論について、基本的にオープンな立場をとっています。 
 
世界自然保護基金(WWF)がコーディネートする、『ニュー・ジェネレーション・プラン

テーションズ・プラットフォーム(NGP：New Generation Plantations Platform)』で

も何らかの動きがあるようです。 
 
私たちは現在の FSC の方針は少し時代遅れになってきていると感じています。科学の

進歩は急速で、次々と新たな知見が得られる一方で、組織の方針はそれを追いかける形

にならざるを得ません。FSC の方針は「予防原則」に基づいているので、なおさらそ

うなります。 
 
それでも、この原則は、FSC の方針としてまだ生きています。もちろん、新たな知見

が得られるに伴い、時流を読み、状況に合わせて方針も変えていく必要があります。そ

の際には、GM 樹木利用にかかるルールを作成していく上で、例えば、遺伝子組み換え

農作物開発と実用化に際して、社会配慮の必要性から議論されてきた諸課題が参考にな

ると思います。 
 
現在の取扱い方針が変わるまでには、しばらく時間がかかると思います。 
 
私たちが検討しなければならない課題は、今後、FSC が GMO 方針をどこまで修正し

ていくのかということです。私たち FSC の事務局の役割は、会員総会での合意に基づ

き、それを基本方針等に反映し、実行に移していくことです。事務局が何等かの判断や
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意思決定をできるわけではありません。そのため、方向性を予測することは難しく、私

たちにできることは、現時点で GMO 使用に懸念を持っている会員が、どの程度、方針

改訂のための議論に乗ってきてくれるのかを見極めることくらいです。その予測に基づ

き、会員への呼びかけに際してアプローチを変えていくことはできるかもしれません。 
 
事務局の私たちにできることとして、対話を奨励する努力はしていますが、それを会員

に強制したり誘導したりすることはできません。 
 
FSC では 3 年に一度、総会が開かれますが、2011 年の総会で、ブラジルの企業団体が、

GM 樹木問題を議論すべきだと強く主張したことがありました。その態度が非常に強硬

だったので、多くの会員が反発して、結局、議題に載せられなかったと聞いています。

当時は、GM 樹木について話題にすることもタブーといった状況で、多くの会員の間で

強い抵抗があったと思います。 
 
世界の人口増加と途上国の経済成長による消費の拡大に伴い、木材を含む林産物の需要

の拡大は避けられません。この需要を満たしていくためには、木材の増産が不可欠にな

ってきています。 
 
その解決策の一つが人工植林による生産拡大であり、FSC の方針でも重要な課題と位

置付けられています。FSC としてこの問題に関与していく必要があり、人工植林地に

森林認証を付与することも重要な役割と考えています。 
 
FSC は基本的に、木材増産のために植林地の集約化を進める必要があるという考え方

を、一定の条件付きで支持する立場をとっています。集約化を進めることで、他の用途

に使える土地が確保できるという理論は合理的だと考えます。その上で、植林地が社会

や環境に便益をもたらし、適切な土地に適切な方法で造成され、生物多様性保護の観点

から「高い保護価値(HCV)」の土地や水源涵養地においては、必要なセーフガード対策

が取られるように働きかけていくことが FSC の使命と考えています。 
 
GM 樹木には確かに可能性があると考えています。ただ、それと同時に、GM 樹木は本

当に必要なのか、GM 樹木に頼らなくても、生産性を上げる方法は他にはないのかとい

うことについても再考してみる必要があると思っています。 
 
GM 樹木の開発ばかりを急ぐのではなく、生産性向上に貢献する可能性のある技術なら、

クローン技術やその他の通常の生育を促す育種技術など、すべてを試してみる価値があ

ると思います。 
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Ｂ．ＰＥＦＣインターナショナル訪問（別紙Ⅲ－2 より抜粋） 
 

面談：Mr. Ben Gunneberg (CEO & Secretary General) 
 

（根拠となる文書） 

PEFC INTERNATIONAL STANDARD 
Requirements for PEFC scheme users 
PEFC ST 1003:2010 
PEFC国際規格、森林認証制度のための要求事項 2010年11月26日 
持続可能な森林管理－ 要求事項 
5.4 基準４．森林生態系における生物多様性の維持、保全、及び、適切な増進 
5.4.7 遺伝子組み換え木は使用してはならない。 
注意書：遺伝子組み換え木の使用に対する規制は、予防原則に則って採用された。遺伝

子組み換え木が、人間や動物の健康や環境の上に及ぼす影響が従来の方法による遺伝子

改良を受けたものと同等あるいはそれ以上に肯定的なものであるという十分な科学的

データが揃うまで、いかなる遺伝子組み換え作物も使用されない。 
 
(PEFC 事務局) 
世界銀行は、2050 年までに、現在の木材需要が 4 倍になると予測しています。これは、

森林土地所有者、植林所有者を含め、森林セクターに関わるすべての事業者にとっては、

絶好のビジネスチャンスともいえます。 
 
世界経済は、人口増加と都市化を伴いながら、今後数十年間に劇的に成長すると予測さ

れており、これにより林産物の需要も増加していくでしょう。 Indufor の研究による

と、工業用丸木の年間需要は、2012 年の 15 億立方メートルから 60 億立方メートルに

増加すると予測されています。 
 
世界銀行は、天然林だけでこの需要を満たすことはできないと主張しています。天然林

は大きなリスクにさらされ、社会的および生態系サービスを長期的に供給していく機能

を果たせなくなっていくとされています。一方で、人工植林は、慎重に設計し管理する

ことができれば、天然林に比べて年間/ヘクタール当たりで、より多くの木材を生産す

ることができます。これにより天然林への圧力を軽減し、生態系サービスの提供能力の

維持に貢献することができます。人工植林事業は、過疎地の雇用創出や持続的な地域経

済成長にとって、貴重な機会も提供します。 
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PEFC は、認証製品に遺伝的に改変された物質を含むことを認めていませんし、GM 樹

木に関しては「予防原則」を適用しています。GM 樹木が人間や動物の健康及び環境に

及ぼす影響が、伝統的な方法によって遺伝的に改良された樹木と比較しても、同等もし

くは、むしろ好影響を与えるということが、十分な科学的データをもって証明されるま

では、PEFC が認証する森林管理には GM 樹木の使用を認めません。 
 
GM 樹木問題は、慎重に取り扱う必要があります。私たちは、すべての関係者が既存の

認定要件や先入観によって不利益を被ることなく、この課題について議論できるような

環境をつくることを目指しており、そのためにも、Chain of Custody 基準で GM 樹木

の使用を一時停止（モラトリアム）するようにしています。この禁止は、認証木材と管

理木材の両方に適用されます。 
 
持続可能な森林管理基準では、(GM 樹木を)明確に禁止する一方で、Chain of Custody
基準ではこのようなモラトリアム期間が設けられていることにより、利害関係者が GM
樹木について、安心してじっくり議論できる機会を提供することに役立つと考えていま

す。というのも、（CoC 基準に関する議論において）コンセンサスに基づき決定される

事項は、持続可能な森林管理要件の改訂には直接的には影響しないからです。 
 
モラトリアム期間はもともと、現在の基準改訂プロセスと一致して、2016 年 12 月 31
日に終了する予定でした。 このように期限を設けることにより、関係者が GM 樹木の

問題について議論し、何らかの合意に至ることが求められていたのです。しかし、GM
樹木の影響に関する十分な科学的データが得らなかったため、モラトリアムは 2022 年

12 月 31 日に延長されました。 
 
もし、次の期限までに、GM 樹木に関する十分な科学的データ、すなわち人間と動物の

健康や環境に及ぼす影響が、伝統的な方法によって育種改良されたものと同等か、むし

ろ良い影響を及ぼすことを証明するデータが提出されれば、次回の基準改訂までの間に

利害関係者間で論点を検討する必要があるということになります。 
 

（２）環境保護団体 

 

世界最大の環境保護団体である WWF は 100 ヵ国以上に展開している。森林認証団

体である FSC 設立の母体でもある。 
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A．ＷＷＦインターナショナル訪問（別紙Ⅲ－3 より抜粋） 
 

面談：Mr Luís Neves Silva (Manager, Plantations and Landscapes) 
 

WWF は、これまで主として天然林保全の課題に取り組んできたが、地球環境・資源

問題に取り組んでいく上での植林問題の重要性に鑑み、2007 年に NGP プラットフォ

ーム）を立ち上げた。 
 
今回のインタビューにより、「持続可能な集約化」は地球規模の環境・資源問題に対

処していく上でのキーワードであり、GM 樹木は、その中の技術的オプションの一つで

ある という理解を深めた。しかしながら、広く社会には、大規模植林や遺伝子組換え

生物（Genetically Modified Organization：以下、GMO）に対する根強い反対意見が

いまだに存在しているのも事実であり、植林事業が「ソーシャル・ライセンス」（社会

の理解）を得ることが非常に重要である ことも確認した。 
 
（WWF シルバ氏） 
 持続可能な集約化（Sustainable Intensification） 
 
適切な地域/土地で適切に管理された植林地は、持続的な総合土地利用計画(ランドスケ

ープ・アプローチ)の重要な要素の一つであり、地域の生産性を高めると同時に、劣化

した土地の復旧、天然林の保護、社会文化的価値の保全強化に役立つ。植林地造成、天

然林復旧、責任ある農業、農作物と家畜、植林等を効果的に統合した生産システムであ

るモザイクアプローチを導入することによって、森林と森林が提供する環境サービスを

増進していくことができる。セクター横断的で、かつ革新的な土地利用区分と計画によ

り、生産効率を最適化すると同時に、限られた土地と水資源への競合を緩和することが

できる。NGP プラットフォームでは、環境と社会インフラをモザイク的に組み合わせ

ることで、「開発を進めれば進めるほど、持続性が損なわれる」というパラドックスを

食い止められる可能性があることを経験的に学んできた。 
 
ブラジルが過去 30 年間で取り組んできたのは、主にクローン技術による品種改良であ

る。30 年前、ブラジルの植林地の生産性は現在の半分しかなく、今の生産量を達成す

るために、30 年間、研究開発を重ねてきたことになる。この努力に学ぶことは多く、

継承されていくべき経験といえる。これを続けていくことで、10 年 15 年後には、さら

に生産性を向上することができると考えられる。 
 
（持続可能な集約化は）国や地域が経済成長を続けていくために必要な土地を常に拡張
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していく必要はないということである。より小さな面積で木材を生産できれば、その分、

天然林の復旧が可能になる。 
 
 遺伝子組換え生物（GMO）に対する WWF の考え方 
 
WWF は遺伝子組換え生物（GMO） に関する公式なポリシーを制定してはいないが、

GMO の環境影響については「予防原則」を適用すべきであると強く主張している。

これにより、GMO の環境リスクや、その結果起こりうるシナリオで、環境や生物多様

性に悪影響が及ばないように最低限の基準を設けることが可能になると信じている。 
 
遺伝子組換え生物(GMO)の利用については国ごとに異なっており、WWF は、「予防原

則」にもとづき、GMO が環境、経済、社会に及ぼしうる影響については、透明性のあ

る手法でモニタリングしていくことを呼びかけている。WWF は各国政府や当局が、そ

れぞれの国で GMO 使用を許可する場合には、ケースバイケース(品種ごとに)、厳格な

リスク評価を実施するように要請している。GMO の影響については、他の(在来)品種

の影響とも比較しつつ、継続的なモニタリングを行うことが重要である。 
 
 GM 樹木の開発 
 
GM 樹木の広域導入にあたっては、閉鎖環境での野外試験栽培を実施した後、バイオセ

ーフティ基準をクリアしたことを前提に、各国当局が個別に判断を行っている。アメリ

カでは、ArborGen 社が冷害耐性のある遺伝子組換えユーカリの商業利用許可申請を行

っている。2014 年はじめには、Suzano 社の子会社である FuturaGen 社が、8 年間に

わたる野外試験を経て、ブラジルのバイオセーフティ技術委員会(National Technical 
Biosafety Commission)に、高収量の遺伝子組換えユーカリ開発の申請を行い、2016
年に商業植林の開発許可を得ている。 
 
しかし、法的な基準を満たしたとしても、「ソーシャルライセンス」（社会の理解）を得

られるかどうかは別の問題である。GM 樹木の研究については、森林認証機関から容認

されているが、商業利用に関しては、近い将来において認められることは困難な状況で

ある。Suzano 社のケースのように、GM 樹木の商業植林は未だ実施されていない。 
 

（３）遺伝子組換え樹木の取扱いに関する考察 

 

ＦＳＣのＧＭ樹木に対する考え方は「予防原則」に基づいている。科学的な根拠から
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でなく、漠然とした不安から反対していることを明言した。会員の中にはＧＭ樹木の使

用について認めるべきだとの声があるが、大多数の会員は反対派であり、一時、話題に

することもタブーであったという。事務局は GM 樹木に関する議論について、基本的

にオープンな立場をとっている。ＧＭ樹木の使用禁止を変更する手続きに関するルール

は無く、一般的な方針改訂と同様の手続きが行われると考えられる。会員からの提案に

対し、理事会が作業部会の立ち上げを承認し、会員を対象に公聴会を開き、作成された

議案を理事会が承認し、総会の正式議案となるようである。総会が最終決定権を持つこ

とが定められている。事務局は、現在の取扱い方針が変わるまでには、しばらく時間が

かかると考えており、ＧＭ樹木以外で生産性を上げて欲しいと願っている。 
 

ＰＥＦＣもＦＳＣ同様、「予防原則」に基づいている。ＰＥＦＣの事務局によると、

永続的な使用禁止ではなく、CoC 基準で一時停止（モラトリアム）であり、2022 年 12
月 31 日までに、GM 樹木に関する十分な科学的データ、すなわち人間と動物の健康や

環境に及ぼす影響が、伝統的な方法によって育種改良されたものと同等か、むしろ良い

影響を及ぼすことを証明するデータが提出されれば、次回の基準改訂までの間に利害関

係者間で論点を検討する必要があるということになると説明した。 
 

ＷＷＦの考え方は、ＦＳＣの設立母体でもあり、「予防原則」に基づいている。「持続

可能な集約化」は地球規模の環境・資源問題に対処していく上でのキーワードであり、

GM 樹木は、その中の技術的オプションの一つであるという現実的な理解をしている。

ＷＷＦの基本理念は天然林保全であるので、より小さな面積で木材を生産できれば、そ

の分、天然林の復旧が可能になると考えている。シルバ氏より、大規模植林や遺伝子組

換え生物（GMO）に対する根強い反対意見がいまだに存在しているのも事実であり、

植林事業が「ソーシャル・ライセンス」（社会の理解）を得ることがとても重要である

とのアドバイスを得た。 



 
（別紙Ⅲ-1） 
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FSC との質疑応答【Q&A】 
 
【Ｑ１】ＦＳＣ森林認証 では人工植林に対してどのような基本方針を持ってい

ますか 
 
【Ａ１】 
 
最初のご質問は、人工植林地に関する森林管理協議会(FSC)の基本方針に関するものだ

と思いますので、2012 年に発表された FSC の植林地全般に対する基本ポジションにつ

いてお話しします。植林地の問題は、FSC でも重要な議題の一つで、FSC 設立後間も

ない 1995 年に、植林地に関する最初の決議が行われました。この時、1994 年以前に

すでに造成されていた植林地に限り、FSC 森林認証の対象とできることが合意されま

した。 
 
これ以降も、植林地の扱いについては活発な議論が続けられてきましたが、FSC 会員

間でも意見が分かれるテーマといえます。2012 年開催の FSC 総会では、2004 年から

2009 年までのレビューを行った上で、FSC の植林地に関する基本スタンスとして、『森

林管理評議会(FSC)と植林地：2012 年 12 月 19 日』(FSC and Plantations 19/12/2012)
という文書を発表しました。 
 
今では、人工植林地に森林認証を付与することは、世界でも当然のことになってきてい

ます。ブラジルの FSC 認証森林は、ほとんどが人工植林地ですし、南アフリカに至っ

てはすべてが人工林です。アジア太平洋地域、南ヨーロッパ、中南米でも同じような状

況の国があります。経済的な観点から見れば、ほとんどが人工林ということになります。 
 
【Ｑ２】ＦＳＣ森林認証 において、遺伝子組み換え樹木の研究は認めているも

のの、商業植林は厳しく禁止されている理由は何ですか。 
 
【Ａ２】 
 
いわゆる「予防原則」に基づくという理由は、具体性に欠けると思っています。特定の

ケースを取り上げるわけではありませんが、農業セクターの団体からは、制御不能なリ

スクに対する懸念や、未知の要素が多い遺伝子組み換え技術がどこまで一人歩きしてし

まうか分からないという、GM 技術そのものに対する漠然とした不安があるのだと思い

ます。つまり反対する具体的な理由や特定の理念があるわけではありません。 
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「未知の扉を開いてしまった」ことによって、解明されていない新たなリスクが将来発

生するのではないかという不安です。FSC 会員の中には非常に原理主義的な立場をと

る人がいて、そのために GM 樹木について現在のような方針をとるに至っていると思

います。これまではこの問題に対し、正式な手順を踏んで議論を進める体制ができてい

なかったと思います。GM 樹木の有効利用のための好事例(ベストプラクティス)を提示

し、FSC としてどのような道を歩んでいくべきかを決める明確な枠組みがなかったと

いえます。それが、FSC 会員の資格要件に関する議論にも影響を及ぼしています。 
 
Suzano 社の主張にもみられるように、紙パルプ業界を中心とする生産面にフォーカス

した会員グループは、経済成長に伴い、木材パルプを増産し、供給量を確保していかな

ければならないのだから、GM 樹木開発が必要だという主張を展開しています。一方で、

GM 樹木に批判的な立場をとるグループは、社会や生態系に及ぼす悪影響への懸念を訴

えているわけです。いわば、一方のグループが「たかが人工林開発じゃないか」と主張

すれば、もう一方は「利益ばかりを追求している」と非難する。一方が、「これは集約

化を進める一つの方法だ」といえば、「人工林はすでに過剰な管理下で集約化されてい

る」と反論しているわけです。これが今の状態だと私は見ています。 
 
私の考えを述べさせてもらえるならば、GMO 賛成派は、それぞれの立場や主張の方法

を今一度、振り返り、成長の必要性ばかりを説くのではなく、GM 樹木の社会、環境面

でのメリットについても説明していくべきだと思っています。「量」だけではなく、質

の面での便益について説明し、理解を得ようとする努力に欠けています。農薬はもちろ

ん必要ですが、その必要性を訴えるだけでなく、「それでは、どんどん肥料が必要にな

るばかりで、際限がなくなってしまうだろう」とか、「耐性を持つことにより常に新た

な農薬を投入しなければならなくなる」といった人々の懸念にも答えていく必要がある

と思います。 
 
前向きな議論を進めていくためには、「リスクはゼロではない」ということを真摯に認

めたうえで、相互理解の促進のために話し合っていく姿勢が必要だと思います。社会や

環境面でもメリットがあることを具体的に証明できれば、それが突破口になるかもしれ

ません。現在のところ、FSC が提供する話し合いの場では、そのような説明がされた

ことはありません。 
 
FSC 事務局としては、できる限り対話を進めていける環境づくりをしたいと思ってい

ます。たとえば、会員の一部から、将来の林産業にとって重要性の高い課題 － 植林

や森林管理などについて話し合いたいという要望があれば、少なくても意見交換や議論



 

- 35 - 
 

する場を設ける必要があります。それによって、必ずしも立場を変える必要はありませ

ん。一定の話題を取り上げることをタブーとしたり、強硬手段に訴えるといった態度は

非生産的です。すべての関係者の懸念や関心事項について、オープンに意見交換ができ

る体制を整えていきたいと考えています。 
 
FSC では、GM 樹木に関する議論について、基本的にオープンな立場をとっています。

この問題をめぐっては、15 から 16 年かけて議論してきた歴史があり、これまでに様々

なことがありました。特定の技術や課題に特化してそれを掘り下げる議論も多く行われ

てきましたし、育林という広い文脈の中で、「遺伝子組み換え」が具体的にはどういう

技術であるかという理解も深まりました。FSC 事務局としては新しい知識に関しては

積極的に議論していく方針です。その上で FSC の基本方針を変える必要があるかどう

かは、全く別の話だと思っています。 
 
議論の新たな展開を図るために、2014 年に FuturaGene 社を招いて、同社のリスクマ

ネジメントや、現在の研究活動の実態と制約要因について発表してもらう機会を設けた

こともあります。彼らの研究は、何も植物以外の遺伝子を取り出して、GM 樹木に組み

入れているわけではありません。あくまで植物の遺伝子を他の植物に導入しているわけ

です。魚の遺伝子を樹木に導入しているのではない。フランケンシュタインをつくって

いるのではなく、むしろ従来型の育種技術とそれほどかけ離れたことをしているわけで

はありません。 
 
しかし、現段階では、これが変革につながるかどうかを見極めることは、非常に難しい。

FSC 事務局は、今の議論をもう一段階進めていきたいと考えているグループとも意見

交換を行っています。初期の意見交換の段階は終わり、もう一歩踏み込んだ議論ができ

るように、GM 反対派も含めた利害関係者を一堂に会して協議をしようというイニシア

ティブもあります。GM 技術反対のグループを招いて、具体的に何が問題だと思ってい

るのか明確に訴えてもらい、GM 樹木開発を進めている会社に、直接、質問ができるよ

うな場をもっとつくっていこうとしています。 
 
まだ結論は出ていないと思いますが、少なくても事態は進展していると思います。国連

食糧農業機関(FAO)の場でも同様の協議が進められていると聞いていますが、具体的な

成果がでているかどうかは分かりません。世界自然保護基金(WWF)がコーディネート

する、『ニュー・ジェネレーション・プランテーションズ・プラットフォーム(NGP：
New Generation Plantations Platform)』でも何らかの動きがあるようです。 
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【Ｑ３】生物多様性条約のカルタヘナ議定書に定められた野外試験等の正規の

手続きにより生物多様性に影響を及ぼさないと認定されたものまで無

条件で一切禁止されているのはなぜでしょうか。 
 
【Ａ３】回答なし。 
 
【Ｑ４】ＦＳＣ森林認証 における遺伝子組み換え樹木の取り扱いについては、

将来的に見直しが行われる可能性はあるのでしょうか。 
 
【Ａ４】 
 
私たちは現在の FSC の方針は少し時代遅れになってきていると感じています。科学の

進歩は急速で、次々と新たな知見が得られる一方で、組織の方針はそれを追いかける形

にならざるを得ません。FSC の方針は「予防原則」に基づいているので、なおさらそ

うなります。 
 
それでも、この原則は、FSC の方針としてまだ生きています。もちろん、新たな知見

が得られるに伴い、時流を読み、状況に合わせて方針も変えていく必要があります。そ

の際には、GM 樹木利用にかかるルールを作成していく上で、例えば、遺伝子組み換え

農作物開発と実用化に際して、社会配慮の必要性から議論されてきた諸課題が参考にな

ると思います。 
 
一方で、農業と林産業では状況が異なることも念頭におく必要があります。例えば、農

作物の場合には、改良品種の種子の入手のために、農家の特定企業への依存度が高まっ

てしまったり、従来品種と異なり、農家が自由に種子を使えなくなるといった問題が表

面化しました。そのため、特に開発途上国における遺伝子組み換え農作物の開発と導入

については、社会活動家が非常に強い懸念を訴えています。 
 
現在の取扱い方針が変わるまでには、しばらく時間がかかると思います。例えば、以前

は、ある会員グループが「GM 樹木を導入した」と公表したりすることは考えられませ

んでした。FSC 会員の環境部会や社会部会が支持するとは思えませんでしたし、経済

部会もそれほど関心を持っていませんでした。 
 
だからといって、全く変わらないだろうと言っているわけでもありません。時間的なフ

レームでは、Suzano 社が明日にでも GM 樹木植林に踏み切るとは考えられません。ブ

ラジルの他の企業は Suzano 社よりも GM 技術開発の面では遅れているため、Suzano
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社だけが持っている知見もあります。 
 
彼らが野外試験植林を行っているとしても、その樹木が成木になるまでに、あと 10-15
年はかかります。正確には分かりませんが、Suzano 社が GM 樹木の試験植林を始めた

のは 2015 年だと考えられています。樹木の生長時間を考えれば、伐採できる樹齢にな

るまで、2021～2022 年くらいまでは待たなければなりません。これは最も成長が早い

と仮定した場合であり、これより早くなることは考えられません。 
 
つまり、最初の GM 樹木が市場に出るとしても、それは 2021-2022 年頃であり、もっ

と遅れる可能性もあります。それまでには GM 樹木を取り巻く環境にも様々な変化が

あるでしょう。2017 年 10 月には FSC 総会が開催されますが、そこで何かの方針転換

があるとは考えられません。せいぜい、GM 樹木の認識と、それに関連する課題につい

て協議を進めていくことで合意できる程度でしょう。何らかの意思決定ができるとは考

えられません。その次の総会は 2020 年になり、その時点で会員から何らかの動議が提

出されれば、それが転機になるかもしれません。どんなことが起こるか、どんな提案が

出てくるかは予想できません。 
 
【Ｑ５】もし見直しの可能性が一切ないということであれば、それは何故です

か。 
 

【Ａ５】 
Ａ４で言及されています。 
 
【Ｑ６】もし見直しの可能性があるとすると、どのような状況の変化があれば

見直しの検討が開始される可能性がありますか。 
 
【Ａ６】 
 
私たちが検討しなければならない課題は、今後、FSC が GMO 方針をどこまで修正し

ていくのかということです。私たち FSC の事務局の役割は、会員総会での合意に基づ

き、それを基本方針等に反映し、実行に移していくことです。事務局が何等かの判断や

意思決定をできるわけではありません。そのため、方向性を予測することは難しく、私

たちにできることは、現時点で GMO 使用に懸念を持っている会員が、どの程度、方針

改訂のための議論に乗ってきてくれるのかを見極めることくらいです。その予測に基づ

き、会員への呼びかけに際してアプローチを変えていくことはできるかもしれません。 
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2011 年の FSC 総会で、ブラジルの林産業界の利害関係者がこの課題について協議をし

ようと真剣に試みましたが、その時は失敗に終わりました。でも、それから 5 年がたっ

ています。この質問状にも書かれているとおり、世界自然保護基金(WWF)のような団

体が New Generation Plantations(NGP：新世代プランテーション・プラットフォーム)
というフォーラムを立ちあげ、関係団体の対話の場を作ろうと慎重に呼びかけを行って

います。 
 
議論を進めていくための条件は、以前より整ってきていると思いますが、最終的には会

員の総意にかかっています。FSC の基本方針を変えていくためには、ハイレベルでの

合意が必要です。事務局の私たちにできることとして、対話を奨励する努力はしていま

すが、それを会員に強制したり誘導したりすることはできません。 
 
【Ｑ７】また、見直しの可能性があるとすると、ＦＳＣ森林認証 において、ど

のような機関で議論され、どのような手続きで見直しが行われるのでし

ょうか。 
 
【Ａ７】 
 
FSC では 3 年に一度、総会が開かれますが、2011 年の総会で、ブラジルの企業団体が、

GM 樹木問題を議論すべきだと強く主張したことがありました。その態度が非常に強硬

だったので、多くの会員が反発して、結局、議題に載せられなかったと聞いています。

当時は、GM 樹木について話題にすることもタブーといった状況で、多くの会員の間で

強い抵抗があったと思います。 
 
その次の 2014 年の総会では、GM 樹木が議題にのぼりましたが、何らかの意思決定に

は至っていません。総会の中の公開討論のようなサイドイベントで、FuturaGene 社の

社長が、同社が行ってきた研究開発活動の成果などについて発表し、それに対し、GM
樹木開発に反対の立場をとっている土壌協会の会長(CEO)と公開討論をしてもらいま

した。約 1 時間ほどの討論で、何が主な懸案となるのか、それについてどんな議論が進

められるべきかなどについて話し合われたと思います。 
 
現在、FSC事務局内にGM樹木問題を取り扱う公式な部署があるわけではありません。

しかし、GM 樹木問題に関連して、私どもの品質管理局に、FSC の会員資格に関する

方針の改訂を検討している作業部会がありますます。この方針に対する修正案は、来年

5 月に開催される国際理事会に提出される予定です。 
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しかし、GM 樹木問題に対して、FSC としてどのようなスタンスをとるかという、よ

り大きな課題については、まだ協議は始まっていません。しかし、熱帯地域の植林企業

は、以前からこの課題に強い関心を持っていますし、もちろんグリーンピースのような

環境団体や、主要な社会問題を取り扱っているその他の団体も GM 問題に関心を持ち、

動向を監視しています。 
 
最近の植林に関する動向で特筆に値するのは、FSC 会員のうち、ブラジル企業が中心

となり、IBÁ(ブラジル植林産業連合会)という林産業者団体を結成したことでしょう。

IBÁ は IPEF というブラジルの他の団体とともに、植林地管理者、植林企業の代表を招

き、今年の 8 月にサンパウロで会議を開催しました。 
 
その会合で、FSC 会員間でも関心の高いいくつかの課題について協議しています。ブ

ラジルの主催者は、ヨーロッパの紙パルプ企業も招待し、ポルトガルの Navigator 
Company 社や南アフリカの企業も招待し、会合に参加しました。Mondi 社や Sappi
社も参加していたと思います。オーストラリアやニュージーランドの企業にも声をかけ

たようですが、参加しなかったようです。 
 
この会合では、農薬使用問題が大きな議題の一つだったようです。もちろん GM 樹木

についてもです。CoC 認証(加工流通過程の認証)やサプライチェーン全体での生産品管

理や FPIC(『自由意思による事前の十分な情報に基づく同意』)など、様々な議題が扱

われたようです。FSC に対しては、多様なレベルで協議が行われるべきいくつかの提

言が作成されました。 
 
その時に、ブラジル企業の経営者(CEO)が集まり、「行動への提言(A Call for Action)」
という FSC に行動を求める文書を提出しました。農薬、GM 樹木、CoC 認証等が主な

トピックです。さらに、従来からある課題、『持続可能な集約化』(〝Sustainable 
Intensification”) についても一連の会合や意見交換の場を設けていくように提言され

ました。この概念には、農薬や肥料の使用、GM 樹木など様々な課題が内包されていて、

これらの議題について次の FSC 総会の議題として提出することを考えているようです。 
 
最近の FSC 会員との会合で持ち上がってきたことですが、FSC では、この 2 カ月間、

地域ごとの会員団体との協議を行ってきました。アジア太平洋地域、アフリカ、旧ソビ

エト連邦、ヨーロッパ、それからアメリカ、今日の午後は北米地域との会合があります。

中南米地域の会員との会合も行いましたが、そのうちの植林企業が中心となっている経

済分会から「持続可能な集約化」に関する議題を進めるように要請されました。 
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中南米地域の市民団体からは、ヨーロッパと同様に、GM 樹木導入に反対する意見が多

かったのですが、最近は中南米の市民だけでなく、その他の地域の FSC 会員の中でも

抵抗を感じている団体が多いと思います。それで、この会合で、「持続可能な集約化」

に関する動議が出され、FSC 中南米の社会部会、環境部会でも受け入れられました。 
 
この流れで、2017 年 1 月 1 日から今後 10 カ月の間に、FSC 内部で様々な課題につい

て協議する場が設けられる予定です。その最初のイベントとして 2017 年 5 月にブラジ

ル開催される FSC 国際理事会に合わせて、新たな会合が開催されると思います。 
 
どのような形になるか分かりませんが、FSC 理事会とブラジルの関係団体の間で「持

続可能な集約化」に関して協議が行われるものと思います。来年 10 月にバンクーバー

で開催される総会の議題に関する準備会合のようなものです。 
 
このような会合は意見交換や準備協議のようなもので、何かの意思決定に直接つながる

ものではありません。「FSC の方針を変えます」とか「一定の条件下で GM 樹木を容認

します」といった要求につながるものではありません。まだその段階には至っていませ

んが、いづれはそうなるかもしれません。ここは重要なポイントです。今のところ、意

見交換の段階です。 
 
【Ｑ８】ＦＳＣ森林認証 においては、原生林から人工林への転換は厳しく禁止

されていることと、地球人口増加による農地需要との競合により、植林

地の面積は今後増加することが極めて難しいと考えられるますが、その

場合、将来的に大幅に増大することが予想されている世界の木材需要に

どのように対処するべきと考えますか。 
 
【Ａ８】 
 
JPA のこの質問状でも指摘されているように、世界の人口増加と途上国の経済成長によ

る消費の拡大に伴い、木材を含む林産物の需要の拡大は避けられません。この需要を満

たしていくためには、木材の増産が不可欠になってきています。 
 
その解決策の一つが人工植林による生産拡大であり、FSC の方針でも重要な課題と位

置付けられています。FSC としてこの問題に関与していく必要があり、人工植林地に

森林認証を付与することも重要な役割と考えています。もちろん、森林認証を受けるた

めには、他の森林と同様、植林地も FSC 認証の要求事項を満たす必要があります。「環

境」、「社会」、「経済」という 3 つ側面のすべてにおいてバランスのとれた便益を社会に
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もたらす必要があります。この 3 つの要件を満たして初めて FSC 森林認証の対象とな

ります。 
 
つまり、FSC は基本的に、木材増産のために植林地の集約化を進める必要があるとい

う考え方を、一定の条件付きで支持する立場をとっています。集約化を進めることで、

他の用途に使える土地が確保できるという理論は合理的だと考えます。その上で、植林

地が社会や環境に便益をもたらし、適切な土地に適切な方法で造成され、生物多様性保

護の観点から「高い保護価値(HCV)」の土地や水源涵養地においては、必要なセーフガ

ード対策が取られるように働きかけていくことが FSC の使命と考えています。 
 
【Ｑ９】もし、植林地の単位面積当たりの収穫量を増大すべきと考えるのであ

れば、遺伝子組み換え樹木以外の方策としてどのようなものが有効であ

ると考えられますか。 
 
【Ａ９】 
 
GM 樹木には確かに可能性があると考えています。ただ、それと同時に、GM 樹木は本

当に必要なのか、GM 樹木に頼らなくても、生産性を上げる方法は他にはないのかとい

うことについても再考してみる必要があると思っています。 
 
生産性を上げるためには、従来育種による樹木の改良等、様々な手法があります。例え

ば、今、ブラジルの各企業にこの質問をしたとしたら、GM 樹木が一番有望な解決策だ

という答えは返ってこないと思います。彼らの一番の課題は農薬だと思います。企業の

生産林の大部分を占めている従来の植林地のそれぞれの環境下で、病害虫防除に有効な

農薬の使用許可を得ることの方が大きな懸案です。病害虫による樹木の被害が、目下最

も大きなリスク要因となっています。必要な農薬が許可されないと、植林地の生産性向

上にとっては最大の阻害要因になります。 
 
従来の育種技術にもまだ多くの可能性が残されています。まだ試されていない技術もあ

ります。したがって、今後、10 年から 15 年くらいの間は、従来型の育種技術にも大き

な可能性があり、在来種の品種改良が可能だと思います。私は育種の専門家ではないの

で詳しくは分かりませんが、専門家からそう聞いています。GM 樹木の開発ばかりを急

ぐのではなく、生産性向上に貢献する可能性のある技術なら、クローン技術やその他の

通常の生育を促す育種技術など、すべてを試してみる価値があると思います。（以上） 
 
注※『GM 樹木と FSC の方針〝GM Tree & FSC Policy”』によると、FSC では、GM 樹木
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問題を取り扱う正式な組織は決めれらておらず、品質管理局(Director Quality Assurance)
が暫定的に担当していると考えられる。GM 樹木問題も、FSC の一般的な方針改定の際と

同様の手続きで行われるようである。会員からの提案に対応するために、理事会の承認の

下、FSC 内に作業部会(ワーキンググループ)を形成して、公聴会的な方法で会員の意見を聞

きつつ議案の草稿を作成し、この最終ドラフトが理事会で承認されて初めて、総会の正式

議案となるようである。総会のみが最終決定権を持つことが定められている。 
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PEFC との質疑応答【Q&A】 
 
【Ｑ１】ＰＥＦＣ森林認証では 人工植林に対してどのような基本方針をもって

いますか 
 
【Ａ１】 
 
森林は、私たちに食料、熱エネルギー源、薬の原料、木材などの様々な生産物を提供して

くれます。また、野生動植物の貴重な生息地として、生物多様性の保全にも貢献していま

す。さらに、(地球生態系の)水と炭素の循環にとって不可欠な機能を果たしており、地球全

体の気候調節のためになくてはならない存在です。 
 
世界人口の 5 人に 1 人以上（約 20 億人）が、森林と森林が提供する生態系サービスに依存

して生活しているといると考えられています。 
  
森林は気候変動の調整にも重要な役割を果たしています。木材は地球上で最も持続可能な

原材料の一つであり、気候変動を軽減するという点においても、プラスチック、アルミ、

スチールといった代替品よりも優れています。 
  
一方、森林は世界で最も脆弱な生態系の一つでもあります。 現在、私たち人類と自然生態

系全体が森林から得ている恩恵のすべてを、今後も同じように享受し続けたいのであれば、

森林を保全し、持続可能な方法で管理していく必要があります。 そのためには、天然林、

人工林を問わず、持続可能に管理されていると認証された森林からの木質繊維の供給を増

やしていくことが、特に重要となってきます。 
  
世界銀行は、2050 年までに、現在の木材需要が 4 倍になると予測しています。これは、森

林土地所有者、植林所有者を含め、森林セクターに関わるすべての事業者にとっては、絶

好のビジネスチャンスともいえます。 
 
世界経済は、人口増加と都市化を伴いながら、今後数十年間に劇的に成長すると予測され

ており、これにより林産物の需要も増加していくでしょう。 Indufor の研究によると、工

業用丸木の年間需要は、2012 年の 15 億立方メートルから 60 億立方メートルに増加すると

予測されています。 
 
世界銀行は、天然林だけでこの需要を満たすことはできないと主張しています。天然林は
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大きなリスクにさらされ、社会的および生態系サービスを長期的に供給していく機能を果

たせなくなっていくとされています。一方で、人工植林は、慎重に設計し管理することが

できれば、天然林に比べて年間/ヘクタール当たりで、より多くの木材を生産することがで

きます。これにより天然林への圧力を軽減し、生態系サービスの提供能力の維持に貢献す

ることができます。人工植林事業は、過疎地の雇用創出や持続的な地域経済成長にとって、

貴重な機会も提供します。 
 
PEFC の持続可能な森林管理の認証要件は、植林を含むすべてのタイプの森林に適用され

ます。 植林の性質上、選択された要件（附属書に記載）の解釈が必要です。 
 
【Ｑ２】ＰＥＦＣ森林認証 において、遺伝子組換え（GM：Genetically Modified） 

樹木の研究は認めているものの、商業的植栽が禁止されている理由は何

ですか。 
 

【Ａ２】 
 
PEFC は、認証製品に遺伝的に改変された物質を含むことを認めていませんし、GM 樹木

に関しては「予防原則」を適用しています。は、）GM 樹木が人間や動物の健康及び環境に

及ぼす影響が、伝統的な方法によって遺伝的に改良された樹木と比較しても、同等もしく

は、むしろ好影響を与えるということが、十分な科学的データをもって証明されるまでは、

PEFC が認証する森林管理には GM 樹木の使用を認めないということを意味しています。 
 
PEFC は、国際的に認められている ISO の最良手法に沿って、PEFC 認証に必要な要件を

厳密に規定しています。GM 樹木の使用禁止要件は、PEFC 認証の対象となる森林と植林

地、及び認証製品にのみ適用されます。 
 
【Ｑ３】生物多様性条約のカルタヘナ議定書に定められた野外試験等の正規の

手続きにより生物多様性に影響を及ぼさないと認定されたものまで一

切禁止されているのはなぜでしょうか。 
 
【Ａ３】 
 
PEFC は基準設定組織であり、その基準設定プロセスは、多様な利害関係者間のコンセン

サスによって決められていきます。PEFC 事務局は、各基準設定作業部会が検討する内容

に対して中立的である必要があり、作業部会による基準設定作業が円滑に進められるよう

に支援し、管理をする役割しか持っていません。このようなプロセスに則ってきた結果、
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これまで GM 樹木が禁止され続けてきたということです。 
 
【Ｑ４】GM 樹木についての ＰＥＦＣ森林認証 における取り扱いについては、

将来的に見直しが行われる可能性はあるのでしょうか。 
 
【Ａ４】 
 
PEFC が支援してきた基準改訂のプロセスの中で、認証された森林管理において GM 樹木

の使用が認められるように検討してほしいという要望が、森林セクターの企業から出てき

ていることは認識しています。 
 
PEFC は、主要な森林認証制度として、すべての利害関係者の期待、ニーズ、経験を尊重

するとともに、認証制度によって、持続可能な森林経営に貢献すると証明された革新的な

アプローチが優遇されていくような体制をつくっていく責任があります。 
 
そのために、PEFC は、すべての利害関係者が、GM 樹木の応用研究の進展とその潜在的

利益について話し合う機会を提供していく責務も担っていると考えます。 
 
GM 樹木問題は、慎重に取り扱う必要があります。私たちは、すべての関係者が既存の認定

要件や先入観によって不利益を被ることなく、この課題について議論できるような環境を

つくることを目指しており、そのためにも、Chain of Custody 基準で GM 樹木の使用を一

時停止（モラトリアム）するようにしています。この禁止は、認証木材と管理木材の両方

に適用されます。 
 
持続可能な森林管理基準では、(GM 樹木を)明確に禁止する一方で、Chain of Custody 基準

ではこのようなモラトリアム期間が設けられていることにより、利害関係者が GM 樹木に

ついて、安心してじっくり議論できる機会を提供することに役立つと考えています。とい

うのも、（CoC 基準に関する議論において）コンセンサスに基づき決定される事項は、持続

可能な森林管理要件の改訂には直接的には影響しないからです。 
 
モラトリアム期間はもともと、現在の基準改訂プロセスと一致して、2016 年 12 月 31 日に

終了する予定でした。 このように期限を設けることにより、関係者が GM 樹木の問題につ

いて議論し、何らかの合意に至ることが求められていたのです。しかし、GM 樹木の影響に

関する十分な科学的データが得らなかったため、モラトリアムは 2022 年 12 月 31 日に延長

されました。 
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もし、次の期限までに、GM 樹木に関する十分な科学的データ、すなわち人間と動物の

健康や環境に及ぼす影響が、伝統的な方法によって育種改良されたものと同等か、むし

ろ良い影響を及ぼすことを証明するデータが提出されれば、次回の基準改訂までの間に

利害関係者間で論点を検討する必要があるということになります。 
 
【Ｑ５】もし見直しの可能性が一切ないということであれば、その理由は何で

すか。 
 
【Ａ５】 
 
ご説明したように、PEFC 認証要件は、多様な利害関係者のコンセンサス(総意)によって決

められます。GM 樹木政策に変更が無いということは、政策の変更に関して関係者の合意が

得られなかったということになります。 
 
【Ｑ６】もし見直しの可能性があるとすると、どのような状況の変化があれば

見直しの検討が開始される可能性がありますか。 
 
【Ａ６】 
 
（正確には）GM 樹木禁止の政策をとっているということではなく、利害関係者のコンセン

サスをベースとした意思決定プロセスの中で、合意に至らなかったために認証対象に含ま

れなかったといえます。 したがって、他の森林認証要件と同様、GM 樹木の取り扱い関す

る要件も、基準改訂の議論の対象となっています。 
 
 
【Ｑ７】また、見直しの可能性があるとすると、ＰＥＦＣ森林認証 において、

どのような機関で議論され、どのような手続きで見直しが行われるので

しょうか。 
 
【Ａ７】 
 
前の質問への回答を参照してください。 
 
【Ｑ８】ＰＥＦＣ森林認証 においては、原生林から人工林への転換は禁止され

ていることと、地球人口増加による農地需要との競合により、植林地の

面積は今後増加することが極めて難しいと考えられていますが、その場
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合、将来的に大幅に増大することが予想されている世界の木材需要にど

のように対処するべきと考えますか。 
 
【Ａ８】 
 
私たちは、国際社会、企業、ソフト商品の生産者が、持続可能な景観管理の重要性を認識

するようになっていく必要があると考えています。 
 
世界資源研究所は、修復の必要がある土地が、世界中で 20 億ヘクタール以上あると推定し

ています。森林や樹木を、アグロフォレストリー、小規模農業、集落などの土地利用と組

み合わせたモザイク的な修復が必要とされるのは 15 億ヘクタールあります。大規模な閉鎖

林の復元が必要とされているのは約 5 億ヘクタールです。 
 
現行の PEFC の持続可能な森林管理要件は、すでにそのような機会を考慮しており、森林

外の樹木の認証は、現在進行中の基準改訂において重要な検討事項の一つとなっています。 
 
【Ｑ９】もし、植林地の単位面積当たりの収穫量を増大すべきと考えるのであ

れば、GM 樹木以外の方策としてどのようなものが有効だと考えられま

すか。 
 
【Ａ９】 
  
植林地は、認証された持続可能な木材繊維を供給する上で重要な役割を果たしており、植

林所有者は、持続可能な植林管理という文脈の中で、土地と樹木の生産性を高めるために、

伝統的な手法や新たな可能性のある手法という、双方の選択肢を検討していると考えてい

ます。 
以上 
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WWF（世界自然保護基金）/ Mr Luís Neves Silva 面談概要 
 

 
訪問日   2016 年 12 月 9 日(金) 
場   所    Hotel Roma／ポルトガル共和国リスボン市 
面談者   Mr.  Luís Neves Silva／WWF: Manager, Plantations and Landscapes 
訪問者   上河 潔 ／日本製紙連合会 
〃       大渕 弘行／海外産業植林センター 

 
日本製紙連合会(JPA)及び海外産業植林センター(JOPP)の調査団は、2016 年 12 月に

ポルトガル共和国リスボン市において、WWF の植林・ランドスケープ(Plantations & 

Landscapes)部門マネージャーの Mr. Luís Neves Silva（ルイス・ネーヴェス・シルヴァ

氏）と面談し、ニュージェネレーションプランテーションズプラットフォーム（New 

Generation Plantations Platform：以下、NGP プラットフォーム）の活動や、持続可能な

集約化、森林保全、WWF の遺伝子組換え樹木（Genetically Modified Trees：以下、GM

樹木)に対する方針、その他の関連課題に関して聞き取り調査(インタビュー)を行っ

た。 
 

WWF は、これまで主として天然林保全の課題に取り組んできたが、地球環境・資

源問題に取り組んでいく上での植林問題の重要性に鑑み、2007 年に NGP プラットフ

ォーム）を立ち上げた。 
 

今回のインタビューにより、「持続可能な集約化」は地球規模の環境・資源問題に対

処していく上でのキーワードであり、GM 樹木は、その中の技術的オプションの一つ

であるという理解を深めた。しかしながら、広く社会には、大規模植林や遺伝子組換

え生物（Genetically Modified Organization：以下、GMO）に対する根強い反対意見がい

まだに存在しているのも事実であり、植林事業がソーシャル・ライセンス（社会の理

解）を得ることが非常に重要であることも確認した。 

 

以下は、シルヴァ氏のインタビューを 4 点に集約したものである。 
 

（1）NGP プラットフォームの活動、（2）持続可能な集約化、（3）遺伝子組換え生物

（GMO）に対する WWF の考え方、（4）GM 樹木の開発 
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（1）NGP プラットフォームの活動（The activities of New Generation Plantations 

Platform） 
 

・NGP プラットフォームは、植林事業が、地域社会の福祉向上に貢献し、かつ自然林

やその他の重要な生態系にとって代わることがないように、新たなビジョンづくり

に取り組んでいる。 
 

・WWF は、世界中の企業や政府機関の参加を得て、プラットフォームを運営してい

る。（※） 
 

・NGP プラットフォームは、様々なアイデアを共有し、世界中の事例を通じてより良

い実務を学ぶ場である。 
 

・NGP プラットフォームが企画するスタディツアーでは、多様な価値観、視点、知識、

経験、異なる背景の人々が集まり、実際の体験通じて、これらを共有する貴重な学

習の場を提供する。 

 

・こうした学習体験が刺激となり、人類共通の課題や疑問について、内省的・自己批

判的に再考し、理解を深めることが期待される。 
 

・適切な土地/場所で、適切に管理された植林は、持続可能な環境管理の重要な要素で

ある。 
 

・NGP プラットフォーム参加者は、自社の植林とサプライチェーンで良好な植林手法

を実施することを約束する。 
 

・NGP プラットフォームは、企業や政府機関に対し、植林管理に関し環境面及び社会

面で責任のある決定を下すよう働きかけている。 

 

 

NGP プラットフォームは、参加者間の共感と信頼を築く場であり、それぞれの考え

を自由に表現し、耳を傾け、学び合う場を提供することを目指している。利害や背景

の異なる人々が集まり、それぞれの知識や経験、価値観を共有し、それについて考え

ることで、自らの姿勢や行動についても再考する機会を提供するものである。 
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また NGP プラットフォームでは、世界中の参加者から、実際の経験に基づくグッド

プラクティスの紹介、経験共有の場を設けることで、重点地域での植林地経営の改善

を奨励している。多様な利害関係者が、世界各地のスタディツアーに参加すること

で、異なる考え方について討論を行ったり、知見や地域固有のノウハウを学ぶことが

できる。また参加者が、様々なトップ会合やイベントに参加して、不適切な植林事業

を抑制するために、各国の政策や土地利用に関する意思決定に際して影響力を行使で

きるように支援をしている。 
 

民間企業からの NGP プラットフォーム参加者には植林管理会社の責任者も多い。

NGP プラットフォームのコンセプトをさらに発展・促進させていくことに熱心であ

り、この原則を、彼らが管理するすべての植林事業に適用するように努めている。例

えば、すべての企業メンバーは、自社で管理する植林地のほぼ 100%で FSC 森林認証

を取得している。まだ FSC 認証を取得していない植林地に関しては、その地域での活

動について、情報公開に努め、また NGP プラットフォーム原則の達成に向けて努力を

していくことを公約している。 

 
 
（2）持続可能な集約化（Sustainable Intensification） 

 
人類は自然資源の減少や枯渇に歯止めをかける方法を、いまだに見つけられずにい

る。しかし、人類の生存が、地球という惑星の資源に依存しているということに関し

ては異論がなく、いかにして持続可能な社会を築いていくかは、人類共通の課題であ

る。 
 

地球環境問題はハイレベルでの政治課題の中心にもなってきている。気候変動枠組

条約の第 22 回締結国会議(COP22)では、巨大排出国が、ようやく真剣に温暖化対策を

講じていかなければならないと認識し始めた。食料問題にも取り組んでいく必要があ

る。今後、人口増加が集中すると予測されているアジアやアフリカでは、生活水準の

向上とともに、様々な消費材の需要が増加すると考えられる。 

 
適切な地域/土地で適切に管理された植林地は、持続的な総合土地利用計画(ランドス

ケープ・アプローチ)の重要な要素の一つであり、地域の生産性を高めると同時に、劣

化した土地の復旧、天然林の保護、社会文化的価値の保全強化に役立つ。植林地造

成、天然林復旧、責任ある農業、農作物と家畜、植林等を効果的に統合した生産シス

テムであるモザイクアプローチを導入することによって、森林と森林が提供する環境

サービスを増進していくことができる。セクター横断的で、かつ革新的な土地利用区
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分と計画により、生産効率を最適化すると同時に、限られた土地と水資源への競合を

緩和することができる。NGP プラットフォームでは、環境と社会インフラをモザイク

的に組み合わせることで、「開発を進めれば進めるほど、持続性が損なわれる」という

パラドックスを食い止められる可能性があることを経験的に学んできた。 

 
ブラジルが過去 30 年間で取り組んできたのは、主にクローン技術による品種改良で

ある。30 年前、ブラジルの植林地の生産性は現在の半分しかなく、今の生産量を達成

するために、30 年間、研究開発を重ねてきたことになる。この努力に学ぶことは多

く、継承されていくべき経験といえる。これを続けていくことで、10 年 15 年後に

は、さらに生産性を向上することができると考えられる。 

 
つまり、国や地域が経済成長を続けていくためには、必要な土地を常に拡張してい

く必要はないということである。より小さな面積で木材を生産できれば、その分、天

然林の復旧が可能になる。それによって、水質改善、生物多様性の保全、周辺の地域

住民の生計に必要な資源の調達ができる。(集約化による)こうした利点も含めること

で、議論を進展させることができる。 
 

 

（3）遺伝子組換え生物（GMO）に対する WWF の考え方（WWF’s approach to GMO’s） 

 
WWF は遺伝子組換え生物（GMO） に関する公式なポリシーを制定してはいない

が、GMO の環境影響については「予防原則」を適用すべきであると強く主張してい

る。これにより、GMO の環境リスクや、その結果起こりうるシナリオで、環境や生物

多様性に悪影響が及ばないように最低限の基準を設けることが可能になると信じてい

る。 
 

遺伝子組換え生物(GMO)の利用については国ごとに異なっており、WWF は、「予防

原則」にもとづき、GMO が環境、経済、社会に及ぼしうる影響については、透明性の

ある手法でモニタリングしていくことを呼びかけている。WWF は各国政府や当局

が、それぞれの国で GMO 使用を許可する場合には、ケースバイケース(品種ごとに)、

厳格なリスク評価を実施するように要請している。GMO の影響については、他の(在

来)品種の影響とも比較しつつ、継続的なモニタリングしていくことが重要である。 
 

WWF が GMO の利用に携わっている関係企業・団体等と連携・協力をしようとする

際には、GMO を導入しようとする地域に及ぼしうるリスクと便益について、事前に共

通の枠組みによるリスク分析を実施するようにしている。これは「予防原則」と「バ
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イオセーフティに関するカルタヘナ議定書」のような国際的取決めに則っており、

WWFはこのリスク分析をもとに、その地域ごとの戦略を作成している。 
 

WWF は、「責任ある大豆の円卓会議」(RTRS)や「ベター・コットン・イニシアティ

ブ」（BCI）のような、 GMO を含む生産品に関する持続性原則の作成を進めるイニシ

アティブと連携することで、非遺伝子組み替え品種の認証基準の制定を促進・支援し

ている。これにより非遺伝子組換え製品が市場のオプションとして残ることを助け、

農薬使用による影響等に関して、GMO 製品のパフォーマンスと比較する基準にもなり

生産者や消費者の誰もが非遺伝子組換え製品にアクセスできる環境を維持することが

できると考えている。WWF は各企業との関係に関しても同じ原則を適用している。 

 
 
（4）GM 樹木の開発（Development of GM Trees） 
 

現在、世界で商業利用が許可されている GM 樹木は、Bt 遺伝子(害虫に対して毒性の

ある土壌細菌のタンパク質を作成)を操作したポプラだけである、この技術は、多くの

GM 農作物にも導入されている。この遺伝子組換えポプラは、2003 年に中国で導入さ

れた。この遺伝子特性は、近接する地域に生育する在来種のポプラとの交雑の可能性

を否定できないが、現在のところ、こうした悪影響は報告されていない。アメリカで

は、ウイルス耐性のある(遺伝子組換え)パパイヤの商業利用が許可され、ハワイで導

入されているほか、ウイルス耐性プラム（セイヨウスモモ）の許可申請が、米国環境

保護局に提出されている段階である(Constanza and McCord, 2009)。 
 

GM 樹木の広域導入にあたっては、閉鎖環境での野外試験栽培を実施した後、バイ

オセーフティ基準をクリアしたことを前提に、各国当局が個別に判断を行っている。

アメリカでは、ArborGen 社が冷害耐性のある遺伝子組換えユーカリの商業利用許可申

請を行っている。2014 年はじめには、Suzano 社の子会社である FuturaGen 社が、8 年

間にわたる野外試験を経て、ブラジルのバイオセーフティ技術委員会(National 

Technical Biosafety Commission)に、高収量の遺伝子組換えユーカリ開発の申請を行い、

2016 年に商業植林の開発許可を得ている。 
 

しかし、法的な基準を満たしたとしても、「ソーシャルライセンス」（社会の理解）

を得られるかどうかは別の問題である。GM 樹木の研究については、森林認証機関か

ら容認されているが、商業利用に関しては、近い将来において認められることは困難

な状況である。Suzano 社のケースのように、GM 樹木の商業植林は未だ実施されてい

ない。  
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（※）NGP プラットフォーム会員リスト 
 

African Plantations for Sustainable Development Ghana (APSD) 

China Green Carbon Foundation 

CMPC 

Fibria Celulose S.A. 

Frolestal Arauco S.A. 

Governo de Estado do Acre 

Kimberly Clark 

Mondi 

Stra Enso 

Suzano 

The Navigator Company 

UK Forestry Commission 

UPM 

Veracel Celulose S.A. 
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Ⅳ．まとめと今後の課題 

 
ＦＳＣ、ＰＥＦＣ、ＷＷＦともに「予防原則」に基づいているが、「予防原則」はリ

スクがほぼゼロにならないと認めないという極めて厳格な原則であり、よほど詳細かつ

決定的な科学的データを示さないと受け入れてもらえない。ＰＥＦＣ事務局による、

“GM 樹木に関する十分な科学的データ、すなわち人間と動物の健康や環境に及ぼす影

響が、伝統的な方法によって育種改良されたものと同等か、むしろ良い影響を及ぼすこ

とを証明するデータが提出されれば”という条件は極めてハードルが高いと言わざるを

得ない。 
 
 ３者とも、現時点ではＧＭ樹木以外の手法で生産性を上げるのが現実的であるとして

いるが、従来育種の方法ではほぼ限界に達しているからこそ遺伝子組換えに関する研究

が現在世界各地で盛んに行われている実情を理解する必要がある。 
 
 ＷＷＦのシルバ氏は、GM 樹木は、地球規模の環境・資源問題に対処していく上で「持

続可能な集約化」を実現してゆくための技術的オプションの一つと理解しているが、本

当のところＧＭ樹木を巡る社会的な状況はかなり厳しいものであると認識せざるを得

ない。すなわち、“法的な基準を満たしたとしても、「ソーシャルライセンス」（社会の

理解）を得られるかどうかは別の問題である。GM 樹木の研究については、森林認証機

関から容認されているが、商業利用に関しては、近い将来において認められることは困

難な状況である。” 
 

遺伝子組換えは既に確立された技術であり、地球温暖化対策に有効な技術が確立され

ていない中で、効率的に二酸化炭素を吸収できるのは樹木であることから、遺伝子組換

え技術はこの能力を確実に高めることができる。ＷＷＦが提唱する「持続可能な集約化」

を実現するための核心的な技術ともなりうるのであり、「予防原則」によるＧＭ樹木使

用禁止が、将来の地球環境にとって負の影響を生み出すおそれがあるとも考えられる。 
 
いずれにしても、GM 樹木による商業栽培を実現するためには、「ソーシャルライセ

ンス」（社会の理解）を得ることが最も重要である。そのためには、ＦＳＣ、ＰＥＦＣ

あるいはＷＷＦにおいて GM 樹木の商業栽培に関するコンセンサスを得る前提として、

ＦＡＯ等の国連機関などにおいて国際的な合意を得る必要がある。 
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育種の視点から農業と環境を考える
～育種の歴史に見るNew Plant Breeding Technology（NBT）と遺伝子組換え技術～

筑波⼤学 ⽣命環境系
⼤澤 良

1

2016年11⽉24⽇（⽊）
港区三⽥いきいきプラザ 集会室Ｃ

『遺伝⼦組換え』シリーズ・シンポジウム 第３回

本⽇の話題提供

I. 育種が⾷料⽣産に果たしてきた役割
II. 新しい育種技術（遺伝⼦組換え、ゲノム編

集)の課題と将来
III.遺伝⼦組み換え作物の環境への影響評価に

ついて

2

3

育種(品種改良）の定義

• 育種（breeding）とは⽣物を遺伝的に改良して新しい品
種を作成すること

• 育種学(breeding science)とは，そのための原理と⼿法を
攻究する学問

• “Plant breeding is the art and the science of
improving the heredity of plants for the benefit of
humankind.” （Poehlman＆ Sleper 1995）

⽣産性の遺伝的
能⼒(潜在能⼒)

実際の⽣産性

在来種
交雑育種・突然変異利⽤

遺伝⼦組換え・ゲノム編集

導⼊育種・純系分離

ストレスによる
⽣産性減少
・病気
・害⾍
・不良環境
・雑草

ストレス耐性の向上

⽣産性の遺伝的向上

⽣産性の遺伝的向上
ストレス耐性の向上

図１ ⽣産性の向上に関する育種の効果

5

★遺伝的変異の創出・拡⼤
品種改良の素を作る

★希望型の選抜・品種化
欲しい性質を効率よく選び出す

★品種の維持・増殖
性質が変わらないように増やす

 交雑
 遺伝資源利⽤
 突然変異利⽤
 種間交雑
 遺伝⼦組換え
 NPBT(ゲノム

編集など）

品種改良(育種)の３原則 変異を⽣み出す⽅法

変異誘発⽅法は育種の⼀部である。 6

年代 育種法 海外 ⽇本
1843

導⼊育種・
純系分離

英国ロザムステッドに世界で最初の農事試
験場が設⽴される.

1846 アイルランドのジャガイモ作に疫病が蔓延
し、1850年までの⼤飢饉（The Famine)
が始まる.100万⼈以上が餓死し、150万⼈
以上が他国へ出る.
フランスのヴィルモランが欧州全⼟から収
集したジャガイモ品種は177あった.

1849 ドイツのGaertnerが種間交雑についての書
を著す.80属700種について約1万種類の交
雑を⾏い、350の雑種植物を得る.

1859 英国の DarwinがʼOrigin of Speciesʼ（
種の起源）を著す.

1865 Mendelが、ブリュン⾃然研究会でエンドウ
の交雑実験結果にもとづく遺伝法則を発表.

1871
明治４年

⽶国のBurbankがジャガイモについた果
実から種⼦を得て、その実⽣からのちに
品種'Burbank Potatoʼを育成.

東京⻘⼭に東京農業試験場が設⽴さ
れ、輸⼊の作物や家畜の栽培・飼育
が試みられる.

栽培化と育種？
栽培植物の改良は農耕の発祥とともにはじまったが，品種改良の科学としての育種学は1900年のメンデルの

法則の再発⾒による近代遺伝学の誕⽣からである.
１．農耕の起原と植物改良の始まり（採集から栽培へ） 約１２０００年前(旧⽯器時代：２００万年前) 
２．栽培植物の選抜による改良
３．栽培植物の伝播
４．選抜による改良

品種改良(質的形質の個体選抜)
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7

年代 育種法 海外 ⽇本
1877

導⼊育種・
純系分離

兵庫県の丸尾重次郎，無芒の⾃
然突然変異体を発⾒．短稈・多
収『神⼒』と名づけられ、全国
に普及した.

1890 スエ－デンのH.Hjalmar Nilsson がス
ワレフ研究所の所⻑に就任し、オオムギ、
コムギ、エンバクなどで初めて穂別系統
法を採⽤して育種に成功.

横井時敬が東京帝⼤農科⼤学の
講師として作物学汎論講座で稲
作論を講義.

1892-93 スウェーデンのHjalmar Nilssonがコム
ギ、オオムギ、エンバク、ヴェッチなど
で⼤規模な純系分離実験を開始.

⼭形県の阿部⻲治，耐冷性・⾃
然突然変異体を発⾒『⻲ノ尾』

1895 北海道の江頭庄三郎，イネ品種
「⾚⽑」から耐寒性・無芒個体
発⾒『坊主』．
耐寒性の強い品種として、北海
道の⽯狩、空知、上川地⽅に普
及し稲作北限の拡⼤に貢献.

１９００年（明治３３年） 以降
メンデル遺伝に基づく品種改良が始まった

8

近代遺伝学と交雑育種の発展
１９００年 メンデルの法則の再発⾒、１９０３年 ヨハンセンの純系説(量的形質の選抜）

突然変異育種の誕⽣
１９２７年マラーの発⾒(ショウジョウバエ）、スエーデンのエーレとグスタフソンによる突

然変異育種法の確⽴

１９４４年 Avery DNAの証明
１９５３年 WatsonとCrick ⼆重らせん構造
１９６８年 I型制限酵素
１９７０年 II型制限酵素

遺伝⼦組換え育種の勃興
１９７３年遺伝⼦組換え技術の開発(⼤腸菌)
１９８０年代アグロバクテリウム法による⾼等植物での遺伝⼦組み換え技術の確⽴

ゲノム編集など新しい育種技術の進展 2007年以降 話題に

近代育種は1900年以降の出来事である

品種改良の原点
すべての品種がいまみられるような完全な，また有
⽤なものとして，突然に⽣じたとは想像できない.
実際，いろいろの例で，品種の歴史はそのようなも
のではないことが，わかる.
その鍵は，選択をつみかさねていくことができる⼈
間の能⼒にある.
⾃然は継起する変異をあたえ，⼈間はそれを⾃分に
有⽤な⼀定の⽅向に合算していく.
この意味で，⼈間は⾃分⾃⾝に役だつ品種をつくり
だしていくのであるといえる.

Charles Darwin 1859. (種の起源，⼋杉⻯⼀訳)

⼈間は⾃然突然変異を利⽤して⼈間に有益
な作物・家畜を作ってきた！ ダーウィン

9

飼育栽培下での⽣物の発展と諸特徴栽培化シンドローム

（１）形態的変化
１．⽬的形質の巨⼤化・⼤型化

乳⽜の乳房，乳量，リンゴ，桜島⼤根
２．穀物の脱粒性
３．器官の特徴化 B.oleraceaの変異

（２）⽣理的変化
１．早⽣化：⽇⻑反応性，耐冷性

現在の⽇本のイネは野⽣種に⽐べ半年から数ヶ⽉短縮
４．多産・稔性の向上

栽培植物の種⼦稔性
５．休眠性の喪失
６．⼈為的環境に対する中⽴化

⽇⻑反応性の喪失，温度反応だけ→促成栽培，冬の栽培
７．栄養条件に対する反応性の増⼤による物質⽣産性の向上

イネのジャポニカは肥料反応性（短稈，耐肥性，耐倒伏性）が良いが，インディカでは劣る
10

作物の巨⼤化

ツルマメ ダイズ

ハマダイコン

野⽣のリンゴ

アワ
Setaria viridis Setaria italica

11 12
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いくつの遺伝⼦が関わってこんな変化をしたのだろうか？

栽培化関連遺伝⼦数＜＜多様化関連遺伝⼦数

イネには約 32,000個の遺伝⼦
野⽣イネと栽培イネとのあいだでは
305個の変異，
インディカとジャポニカとのあいだ
で1120個の変異．

ﾌｰﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨについて
レスターブラウン（2010）

「⽯油不安」は「⾷料不安」とは違う。
空っぽのガ ソリンタンクと、空っぽの胃袋は別物なのだ。
⽯油 の代替品はあるが、⾷料の代替品はない。

地球規模の育種課題：
90億の⼈々をどのように養うのか？

14

15

誰のための品種改良？
美味しい
⾝体にいい
⽢いトマト・メロン
涙の出ないタマネギ
ソラニンのできないジャガイモ
花粉症に効くイネ
⻘臭くないダイズ
カラフルな野菜
低アミロース⽶
カフェインレス茶
⾼カテキン茶
etc

多収性
耐病性
耐⾍性
早晩性
除草剤耐性
ストレス耐性

(乾燥、冠⽔、低温、⼟壌 etc)

⽇本では
⾷糧⽣産に直結する育種は理解されにくい
機能性改変は消費者に魅⼒的 16

品種改良の成果

消費者メリット

17

疫病菌 トマト潰瘍病輪紋菌

トマト茎疫病

品種改良の成果
耐病性など

⽣産者メリット
消費者には⾒えない改良

18

あわゆき

とうくん(桃薫）

輪班病

灰色カビ病

A：イチゴの葉、B：イチゴ
の実、C：イチゴの葉の⾛
査型電⼦顕微鏡（SEM）写
真
炭素病菌により、⻑径3〜
7mmの病斑が葉や果実に発
⽣し、この病斑が拡⼤する
と茎や葉柄をとりまき、折
れたりして枯れる。

イチゴ品種図鑑より

品種改良の成果

消費者メリット ⽣産者メリット
消費者には⾒えない改良
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作物の品種改良の
成果

⾼温耐性など

⽣産者・消費者メリット
消費者には⾒えにくい改良

19

COTTON

モンサント提供 20

21

広⼤なトウモロコシほ場 in USA

品種改良の成果
耐⾍性・除草剤耐性など

⽣産者メリット
消費者には⾒えない改良

ビタミンAの前駆体であるβ-カロテンを内胚乳に含有するため精米された米が黄色を呈する

品種改良の成果
栄養性向上など

消費者メリット

世界で１億人以上の子供がビタミンＡ欠乏の影響を受けている。
その結果、毎年２００万の子供達が死に５０万の子供が失明している。

22

今 世界でどれくらいの⾯積に遺伝⼦組換え作物が栽培されているのか？

Source: Clive James, 2010
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25

★遺伝的変異の創出・拡⼤
品種改良の素を作る

★希望型の選抜・品種化
欲しい性質を効率よく選び出す

★品種の維持・増殖
性質が変わらないように増やす

 交雑
 遺伝資源利⽤
 突然変異利⽤
 種間交雑
 遺伝⼦組換え
 NPBT(ゲノム

編集など）

品種改良(育種)の３原則 変異を⽣み出す⽅法 変異の拡⼤
1. 交雑による変異拡⼤
2. 突然変異による変異の拡⼤
3. 遺伝⼦組換えによる変異の拡⼤
4. ゲノム編集による変異の拡⼤

http://www.asahi.com/articles/DA3S11531216.htmlhttps://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kouho/mori/mori‐80.html

27

変異誘発⽅法の違いと⽬的形質の改変
変異誘発の⽅法 変異の拡⼤ 特定形質の改変
交雑育種 ○
交雑育種＋戻し交雑 ○
細胞融合 ○
体細胞変異 ○
体細胞変異＋戻し交雑 ○
⼈為突然変異（γ線，化学変異原） ○ ○
遺伝⼦組換え技術 ○
ゲノム編集技術 ○

交雑育種

×

28

ゲノムをシャッフルして新しい組合せに期待する
複数の形質の改変が可能

29

育種の流れ
１年⽬

２年⽬

３年⽬

４年⽬

５年⽬

８年⽬

６年⽬
７年⽬

10年⽬

９年⽬

交配 夏
F1 冬季温室

集団養成 F2
集団養成 F3

個体選抜 F4

系統選抜 F5

⽣産⼒検定予備試験 F6

⽣産⼒検定試験 F7

新配布系統：⽣産⼒検定試
験 F8-F9

新品種 F10

両親の選定

レギュラー候補
選抜

紅⽩戦

都道府県代表
チーム選抜

天皇杯(１-7回戦）
地域代表とシード
（Jリーグ）勝ち抜き

天皇杯(決勝戦）

特性調査
・熟期，姿、収穫量
・品質，⾷味
・病気の強さ、害⾍への強さ
・倒れにくさ
・その他

100組合せ/年 交配

5-６年に１回

2000個体/組合せ 選
抜対象

100ｘ2000ｘ5＝1,000,000個体に１品種 30

××

×

戻し交雑(backcross)育種法
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変異の拡⼤
突然変異による育種
突然変異処理によって誘発された⼈為突然変異(induced mutation)を品種改良に利⽤する⽅法を突然変異育
種（mutation breeding）という.

⻑所：
1. 育種⽬標にかなう形質が既存の品種中にない場合に，突然変異を誘発し、それを直接に新品種として、または

間接的に交雑育種における交配親として利⽤できる．突然変異育種は遺伝資源の⼈為的拡⼤に役⽴つ．
2. 原品種の遺伝⼦型を全体としていちじるしく変えずに特定形質を突然変異によって改良または付加できる．遺

伝⼦当りの突然変異率は低い（10-6レベル以下）ので，ある突然変異形質について選抜した突然変異体は他の
ほとんどの遺伝⼦については変化していないと考えてよい．

短所：
1. 突然変異率は実⽤形質については低いので，処理後代で⽬的の突然変異体を選抜するには，⼤量の個体を栽

培し調査しなければならない
2. 種⼦や植物体の処理によって得られる突然変異は，遺伝的に優性から劣性への⽅向がほとんどで，劣性から

優性への突然変異はほとんど得られない．
3. 突然変異が劣性であるので，倍数性植物では突然変異遺伝⼦についてホモ接合の個体でも、遺伝的重複のた

め突然変異形質が表現型に現れにくく、選抜がむずかしい．

⻑所と短所（交配育種に⽐べて）

変異原(mutagen)
放射線(radiation)
γ線(γ-rays)：原⼦番号が同じで質量数が異なる元素を同位元素という.このうち放射線をだすものを放射性同位元素
(radioisotpe)という.γ線の線源としては、60Ｃや137Ｃsなどの放射性同位元素を⽤いる.

X線(X-rays)：放射線育種の初期にはもっぱらX線が変異源として⽤いられた.X線はγ線と発⽣⽅法が異なるだけで、同種の
放射線で、⽣物効果もγ線と変わらない.

イオンビ－ム(ion-beams)：12C5+,4He2+,1H+などのイオンビ－ム照射はLETがきわめて⾼く、特異な突然変異が誘発できる.
照射対象として、アラビドプシスの乾燥種⼦、タバコの葯、キクの葉⽚や花⽚などの例がある.残留放射能は中性⼦のように
は⾼くない.照射は⽇本原⼦⼒研究所⾼崎研究所のイオン照射研究施設（TIARA）で⾏われている（Tanakaら1997）.

化学変異原(chemical mutagen)

1. ethyl methanesulphonate（EMS）
2. N-methyl-N-nitrosourea（MNU）：⽣体内で塩基対の変異GC→ATという

変異が⽣じることが知られている.
3. Sodium azide(NaN3）：もともとは呼吸阻害剤であるが、Nilanによりオ

オムギで⾼い突然変異性があることが発⾒された.

突然変異体の選抜

系統内個体数は10個体程度がよい.

⽬標形質の突然変異率が10-3から10-4程度の
突然変異を選抜したいときには、Ｍ１個体は
少なくとも1万、Ｍ２個体は1-5万個体とする.

突然変異率が低い場合にはそれに応じて穂数
を増やす．系統内個体数を増やしても効果は
⼩さい.

⾃殖性作物の場合
ガンマ―フィールドの成果

解 説
ミルキークイーンは、南東北地方以南の栽培に適する低アミロース品種で、コシヒカリと形態

的・生態的特性、栽培特性などが全く同じである。玄米はやや白濁し、アミロース含量は
１０～１２％で、一般飯米、加工米飯などに適する。

来歴・特性
来 歴：コシヒカリの突然変異、（関東１６８号）、平成１０年品種登録、水稲農林３３２号。

特 性：低アミロース米、関東でコシヒカリと同じ早生の晩、長稈・中間型、耐倒伏性弱、いも
ち耐病性弱、耐冷性極強、穂発芽性難。

おにぎりが美味しい
［写真提供：明治ライスデリカ（株）］

左：ミルキークィーン、
右：コシヒカリ

36

⼈為突然変異
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この品種は，昭和60年（1985）に農業研究センター（茨城県つくば市）において，「コシヒカリ」に受精卵メチルニ

トロソウレア処理を行い，変異第２代でアミロース含量に着目した個体選抜を行って育成された固定品種である。
平成２年から生産力検定試験，３年から特性 検定試験を行い，４年以降「関東168号」の系統名で地域適応性
を検討し，６年にその特性を確認して育成を完了した。
平成７年（1995）は変異第10代である。

ミルキークイーン育成経過

37

⼈為突然変異

突然変異は⼿に⼊っても、選抜、⽣産⼒検定試験などで９年を要した

１．草型は中間型，
２．稈⻑はやや⻑，
３．稈の細太はやや太，
４．稈の剛柔はやや柔，
５．⽌葉の直⽴の程度はやや垂である。
６．穂⻑及び穂数は中，
７．粒着密度はやや密である。
８．穎⾊は⻩ ⽩，
９．ふ先⾊は⻩⽩－⻩，
１０．芒の有無と多少は稀である。
１１．⽞⽶の形及び⼤⼩は中，
１２．精⽞⽶千粒重は⼩，

１３．⾒かけの品質は中の下，
１４．光沢はやや良，
１５．⾷味は上の中である。
１６．出穂期及び成熟期は早⽣の晩，
１７．障害型耐冷性は極強，
１８．穂発芽性は難，
１９.  耐倒伏性は弱である。
２０．いもち病抵抗性推定遺伝⼦型は＋ ，
２１．⽩葉枯病圃場抵抗性は弱，

アミロース含量は低である。
「コシヒカリ」と⽐較して，アミロース含量が低
いこと等で区別性が認められる。

この品種は，「コシヒカリ」に受精卵メチルニトロソウレア処理を⾏い，アミロース含量に着⽬して選抜，
育成された固定品種であり，育成地は茨城県つくば市。

この品種は，「コシヒカリ」に受精卵メチルニトロソウレア処理を⾏い，アミロース含量に着⽬して選抜，育 成された固定品種であり，育成地（茨城
県つくば市）における成熟期は早⽣の晩，稈⻑がやや⻑，障害型耐冷性が極強，耐倒伏性が弱く，アミロース含量の低い 良⾷味の⽔稲，粳種である。

品種育成（ミルキークイーン）と変異の創出（低アミ
ロース）は次元が違う話

1遺伝⼦変異で出来ること
多数遺伝⼦の変異で出来ること

38

突然変異を利⽤した育種

変異が起こる場所によって、
⽣物の性質が変わることがある。

これが突然変異の基になる。
その確率は10万〜100万分の1。

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。

まれに修復ミスがおこると
DNAに変異がおこる

その他、細胞分裂時にDNAのコピーミスが起こり、
突然変異が起こることもある。

突然変異で起こる遺伝⼦の書き換わりの例

ジャポニカ型
（⽇本のおコメ）

インディカ型
（外国のおコメ）

イネのDNAの⼀部分の配列
ジャポニカ型 A T T T C A
インディカ型 A T T G C A

この１⽂字だけで
粒が落ちやすい/落ちにくい

の違いがでる。

例：イネの籾の落ちやすさ

写真：⾹川⼤学農学部 杉⽥（⼩⻄）左江⼦⽒より
40

突然変異で起こる遺伝⼦の書き換わりの例

例：受粉しなくても実がなるナス

植物ホルモンの合成に関係する遺伝⼦の⼀部（約4,600⽂字分）が無くなると、
受粉しなくても実が⼤きくなるようになる。

普通のナス品種
受粉しないと実が
⼤きくならない

突然変異体 受粉しなくても
実が⼤きくなる

写真：タキイ種苗株式会社より
41

• ロックフェラー財団，フォード財団，発展途上国
緑の⾰命（Green Revolution）とは何か？

コムギ
緑の⾰命の⽗
矮性遺伝⼦の利⽤
CIMMYT
ノーベル平和賞1970

飢餓からの開放

Mankombu Sambasivan Swaminathan (born 7 
August 1925) is an Indian geneticist and 
international administrator, renowned for his 
leading role in Indiaʼs "Green Revolution".

Norman Borlaug

42
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ミラクルライス IR８

草丈が低く倒伏しにくい。収量性は高い.

ひとつの遺伝子（ｓｄ１）による大いなる成果

43 穀物の収穫（ピーテル・ブリューゲル）絵画にみる緑の⾰命以前のコムギやイネの姿

45
PNAS（2011） 108：11034‐11039

イネのsd1遺伝子は、ジベレリン生合成系のGA20酸化酵素の機能損失により、ジベレリン合成量を低
下させる劣性遺伝子である

• 遺伝子領域の変異
• 新たな対立遺伝子の登場
• 選択

特定の遺伝⼦
領域の関与

46

Nature 406, 910-913 (24 August 2000) | doi:10.1038/35022611; Received 22 March 2000; 
Accepted 6 June 2000
JOINTLESS is a MADS-box gene controlling tomato flower abscission zone 
development
Long Mao1, Dilara Begum1, Huey-wen Chuang2, Muhammad A. Budiman1, Eugene J. 
Szymkowiak3, Erin E. Irish3 & Rod A. Wing1

トマトの離層形成にはMADS‐box 遺伝子
が関わっている

Science. 2006 Jun 2;312(5778):1392‐6. Epub 2006 Apr 13.
An SNP caused loss of seed shattering during rice 
domestication.
Konishi S1, Izawa T, Lin SY, Ebana K, Fukuta Y, Sasaki T, Yano M.

イネの栽培化の鍵となった脱粒性抑制遺伝子を同定

ジャポニカ型イネの栽培化に必要であったと考えられる種子が穂から落ちやすい性質を抑制する遺伝子を同定
しました。さらに、祖先型イネがもってい た遺伝子 のどこに変化がおきたために脱粒性抑制遺伝子へと変化し、
それが古代の人間によって選抜を受け、現代のイネに引き継がれたのかを明らかにしました。

• 遺伝子領域の変異
• 新たな対立遺伝子の登場
• 選択

特定の遺伝⼦
領域の関与

これが育種の力 突然変異の集積
いくつの遺伝⼦がこの増収に
関わっているのか？

GMで出来ること？
NPBTで出来ること？
それぞれの貢献の可能性を⾒
極める

47半矮性遺伝子(sd１)の導入 48
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•味が良い•病気に強い

•味がそこそこ良い
•病気に強い •単収が高い

•味が良い
•病気に強い
•単収が高い

染色体

耐病性に関わる遺伝子（塩基配列）

Ａ

Ａ Ａ ＡＴ

Ｔ Ｔ

Ｔ

ＴＡＣ

Ｃ Ｃ

ＣＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ａ

Ｔ

Ｃ

Ｇ Ａ

ＴＡ Ａ Ａ

Ｔ Ｔ ＴＣ Ｃ Ｃ

Ｇ Ｇ Ｇ

染色体

細 胞

味に関わる遺伝⼦

収量性に関わる遺伝
⼦

農林⽔産省 鈴⽊⽒より提供

10-20年 5,6年

機能がわかっている遺伝⼦を改良してみる 49

NPBT利⽤の期待 特定の遺伝⼦領域の改変
育種年限の短縮

ゲノム情報の解読と育種技術の進歩

○ 近年、イネ等の農作物のゲノム情報の解読が進み、有用な農業形質に関与する遺伝子が次々と同定。これら遺伝子情報を活用することによって、
画期的な農作物を短期間に選抜することが可能に（DNAマーカー選抜育種法等）。

育種利用のためのゲノム設計図
－設計図に基づく計画育種へ－

イネで同定された遺伝子の例

注） 染色体上の遺伝子は、同定された一部のもの

農林⽔産省 鈴⽊⽒より提供

形質を改良してきた120年間の
近代育種と遺伝学の成果

それぞれの遺伝⼦を利⽤できる

50

育種技術の目的による分類

目的 新しい育種技術（NPBT）

ゲノムの特定位置への
外来遺伝子の挿入

遺伝様式の基礎解明

特定遺伝子の
発現抑制

樹木・果樹での世代促進

種子生産の効率化

野生種の耐病性
遺伝子の導入

特定の遺伝子の編集
（塩基置換、欠失）

従来育種

遠縁交雑

雄性不稔・
自家不和合性

交配と選抜

染色体付加・
置換系統

接ぎ木の
高度利用

GM技術
（改良型）

GM技術
（RNAi）

GM技術

エピゲノム編集

接ぎ木

変
異
の
創
出

育
種
効
率

基
礎 逆育種

SPT（デュポン社） TMS循環選抜

ウイルスベクターによる
開花関連遺伝子の操作

交雑

ゲノム編集技術

シスジェネシス・
イントラジェネシス

突然変異と
選抜技術

選抜効率の向上 マーカー選抜

JATAFF ⼾栗⽒ 提供
51 52

新しい植物育種技術 内容 変異の
拡大

特定形質の
改変

オリゴヌクレオチド誘
発突然変異導⼊技術
(Oligonucleotide-
Directed Mutagenesis)

特定遺伝⼦領
域の改変

○

ジンクフィンガーヌクレ
アーゼ技術(Zinc Finger
Nuclease)

特定遺伝⼦領
域の改変

○

CRISPR/CAS9 特定遺伝⼦領
域の改変

○

これまでに開発されている人工制限酵素
設計 作製 サイズ 効率

難 難 小 低

易 やや難 大 中

難 難 中 低

易 易 中 高

（学術会議報告を改変）

CRISPR/Cas9

ZFN

TALEN

Meganuclease

“偶然”を計画的に起こさせるゲノム編集技術

⽬的の変異が起これば、
特注のハサミはもう必要がない。

設計図が分かっていれば、計画的にDNAの書き換えができるはず。
偶然起こる変異を待たなくて良い。

変異を起こしたい部分だけを
切ることができる特注のハサミを
細胞内で作らせて、DNAを切る
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突然変異を計画的に起こせるゲノム編集

突然変異体
受粉しなくても
実が⼤きくなる

特定の遺伝⼦の特定の部分を狙っ
てハサミで切る。

普通のナス品種
受粉しないと実が
⼤きくならない

植物ホルモン合成遺伝⼦

ゲノム編集技術で
書き変える⾃然突然変異で

書き変わる

遺伝⼦の⼀部が
偶然⽋ける。

働かなくなった
植物ホルモン合成遺伝⼦

どの技術を使っても、最終的にできるものは同じ！

55

これからは
こちらの⽅法も現在

写真：タキイ種苗株式会社より

提供：ＮＰＯ法⼈くらしとバイオプラザ２１
ゲノム編集：ハサミを道具に設計図を書き換える

ゲノム編集技術：
その⽣物が持つ
性質を利⽤する

56

要らない道具ハサミ遺伝⼦は⽚付ける

57 58

他の⽣物の性質を利⽤する遺伝⼦組換え技術

遺伝⼦組換え技術：
他の⽣物の性質を
利⽤する

ゲノム編集と遺伝⼦組換えとの違いは？

遺伝子組換えで
できる作物

ゲノム編集で
できる作物

目的
他の生物の遺伝子を

利用する
（新しい設計図を入れる）

その作物自身の遺伝子の
必要な部分だけ変える

（設計図を少し書き変える）

従来の育種と
比較して

従来の育種では
できないものも作れる

科学的には従来育種で
できたものと同等

終製品に
外来遺伝子が

残る 残らない

59

ゲノム編集技術のメリットは？

より良いものを
より早く

⽣産者、消費者へ

国内に今ある
品種・素材を
最⼤限に、
有効に活かす

国内外の
⾮常事態へ
すばやく対応

育種の効率化
⼿間、時間、

コストを減らす

遺伝資源の活⽤
⽣物の潜在能⼒を

上⼿に利⽤

新しい育種技術

国内種苗会社の
新規参⼊による
育種の活性化

遺伝⼦⼯学を応⽤して、

60
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NPBTの実⽤化に向けて

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
「次世代農林水産業創造技術」において

実施する研究開発について

61 62

SIP: 新たな育種体系の確立． ４グループ編成で５年間を予定

担い手の大幅な減少、企業による農業生産の拡大、和食に対する関心の世界的な高まり等、我が国の農林水産業や食品産業を取り巻く状況
が大きく変化する中、様々な市場のニーズに対応する多様な農林水産物の可能な限り速やかな開発の重要性が増大している。

このような中、農林水産物の品種開発に必要な育種技術そのものを高度化するためのこれまでの取組を府省連携を通じて加速化し、様々な
品目における育種期間の大幅な短縮と育種材料の多様化を早期に実現する。

1系：ゲノム編集技術等
を開発・改良

【目標とするアウトカム】概ね10年後を目処に、育種の担い手たる国や地方の研究機関及び民間の種苗会社等が、新たな開発された育種
技術を活用し、多様なニーズに対応した様々な新品種を次々に開発するとともに、それらの新品種の市場投入が円滑に行われることにより、
国産農林水産物の品質・価格両面における市場競争力が向上する状況を創出。

2系：オミクス解析技術等を育種
に応用するための技術を開発

3系：ゲノム編集技術を用いて
画期的な農作物等を開発

4系：円滑な社会実装の
方法に関する調査研究
等を実施

進
捗
状
況
に
応

じ
、
開
発
さ
れ
た

技
術
を
活
用

育種関係者に新しい技術の有用性を提示／社会
実装に至るまでの課題を抽出し、対応策を検討

円滑な社会実装のための
戦略・手法を提案

おとなしいマグロ
（集約飼育が可能）

オミクス解析（代謝物等の網
羅的解析）技術の活用

想定している画期的な農作物等の例

開発された技術をパッケージ化し、国内のユーザーに提供

果樹の超早期開花技術 作物等への重イオン照射技術の
活用

ゲノム編集技術
超多収イネ

63

本当にはさみ遺伝⼦は残らないの？

・本当に残らないの？
→理論的だけでなく、本当に残らないのか、今までにデー

タが取られたことはありません。
そこで現在、モデル実験を⾏い、データを取っています。

・確認はできるの？
→外から導⼊したDNA（設計図）の情報は分かっているの

で、取りきれていないDNAは確認できます。
しかし、完全に取り除かれると調べても確認できません。

⾷べても安全なの？
・そもそも遺伝⼦組換え作物って安全？

→少なくとも、流通している遺伝⼦組換え作物は環境への
影響、⾷品や飼料としての安全性について科学的に評価
され、今ある科学的知⾒を総動員して安全だとされたも
のです。

・ゲノム編集で出来た作物の安全性は？
→導⼊した外来（はさみ）遺伝⼦が⽚付けられれば、理論

的にはこれまでの育種技術で作られた品種と同等の安全
性になると考えられますが、今後、さらなる科学的な検
討が必要と考えられます。

ゲノム編集技術で取り組んでいる事例
⾷中毒リスク低減ジャガイモ（⾷のリスク低減）

ジャガイモの芽や緑⾊の部分にはソラニンという
毒素が作られ、⾷中毒の原因となる。

ソラニンの合成過程で働く酵素
遺伝⼦にゲノム編集で変異を起こす

年 発生件数 摂取者数 患者数

2014 3件 223人 106人

2013 3件 38人 9人

2012 3件 62人 28人

2011 1件 47人 5人

2010 3件 82人 42人

ジャガイモによる⾷中毒発⽣の状況

ソラニンをほとんど作らない
ジャガイモ

厚⽣労働省 ⾷中毒発⽣事例より作成 66
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ゲノム編集技術で取り組んでいる事例
⽣産コスト減で美味しいトマト（⾼付加価値）

⼈の⼿による受粉作業がトマト栽培の⼤きな負担。

ゲノム編集で、関係する複数の
遺伝⼦に⼀度に変異を起こす。

負担もコストも低減した、
美味しいトマト

ハウスで栽培する際、夏や冬は蜂の働きが
悪くなると、⼈間が受粉作業をしなくては
いけなくなることもしばしば。
この作業はとっても⼤変！

67

ゲノム編集技術で取り組んでいる事例
アレルゲンを押さえたコメ

コメアレルギー患者数は国内でおよそ30万⼈。
原因はグロブリンというタンパク質。

ゲノム編集で、グルテリン合成
経路の遺伝⼦に変異を起こす。

グロブリン量を低減したコメ
現在は化学的な処理でアレルゲン（タンパク質）
を分解したコメで炊いたご飯を、アレルギー患者
だけ別途⽤意して⾷事するケースが多い。

家族みんなで同じご飯
が⾷べられるようにな
ると、経済的、時間的、
精神的な負担を軽減し、
より豊かな家族団らん
の時間を作ることがで
きる。

68

適材適所 技術は⽬的に合わせて選んで使う

69

突然変異体
受粉しなくても
実が⼤きくなる

普通のナス品種
受粉しないと実が
⼤きくならない

遺伝資源があるか？
遺伝⼦の情報があるか？
どのような性質の品種を作るか？
緊急度合いは？

交配でつくる

突然変異でつくる

遺伝⼦組換えでつくる

ゲノム編集でつくる

使える技術は多いほうが良い！

ケースバイケースで技術を選び、⽬的を達成する。

本課題の目的：
新たな育種技術（NBT)の社会実装に向け、国民理解を進めるためには丁寧な説
明が必要である。そのための道具と仕組みを作る。

上述の懸念に対して正確な科学的知見の集積と、わかりやすく説明する仕組みが重要

道具： 「自然科学系の手法を用いた知見の集積」
仕組み：「社会科学的手法による知見の集積と社会実装への戦略」

null segregant：遺伝分離により後代において導入遺伝子が除かれた系統
社会実装：研究開発の結果が社会で実際に使えることを具体的に確認する

国民がNPBTなど新規技術に懸念する点として、
①どのような未知の現象が起こりうるのか？
⇒非意図的変異の発生程度
②遺伝子組み換え技術を利用しているのに育成された作物は遺伝子組換え作物とどのように異なるか？
⇒導入遺伝子の残存性（null segregant への信頼性)
痕跡なき技術を用いることで、開発者は消費者に対して遺伝子組み換え技術を使っていることを隠そうとしているという産官学への不信感がある

70

レギュラトリーサイエンス（内⼭ 1987）は、的確な予測、評価、
判断によって、
①限りなく進歩する科学技術を正しく⽣かして有効に利⽤する最善の
道を⾒出すことと、
②⼈間の願望から出発した科学技術が、社会や⼈間を無視して発達す
ることによってもたらされる深刻な影響を未然に防ぐこと、
の⼆つの⼤きな⽬的および役割を担っている。新技術や新物質を⼤い
に活⽤すると同時にその安全性を確保するという、⼀⾒すると⼆律背
反に近い困難な問題を、科学的根拠と社会的⾒地に基づいて解決する
ための新しい科学分野である。

レギュラトリーサイエンスの必要性
• GM作物育種
• NPBTの育種への応用
• 社会実装に向けて

71

社会実装に向けた課題と対応⽅向（４系）

課 題 対 応 方 向

 ＧＭ規制上の取扱いの明確化

（自然科学系グループ）

 規制の適用判断に資する科学情報の収集
（レギュラトリー・サイエンス）

→ 導入遺伝子が残存していないことの立証方法の確立

→ 自然突然変異に関するエビデンスの収集

→ 安全性等に関する情報の充実 等

 消費者の受容性の向上

（社会科学系グループ）

 リスク認知
→ 上記レギュラトリー・データ等に基づくリスク・コミュニケーション

の展開

 ベネフィット認知
→ 民間事業者と連携し、生活向上に直結する食品等の提案

 信頼感の醸成
→ 情報開示、研究開発段階からの積極的なコミュニケー

ションの実施
研究者によるアウトリーチ活動の強化 等

社会実装に向けた課題と対応⽅向

15
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食の安全安心に対する関心が高い
40代以上・女性が多い

レイトフォロワー

社会・技術への関心
は中程度
30代が多い

フォロワー

社会・技術の関心強い
品種改良技術に詳しい
20代・男性が多い

リーダー

「温暖化による産地移動の可
能性」など

解決すべき社会的な課題の
提示が重要

先端技術に対する⼀般消費者の受容態様

調査時期：2015年2月
調査方法：インターネット調査

有効サンプル数3100件
調査内容：先進技術（早期開花技術；8頁）を利用したリンゴ

に対する消費者の支払い意思額等

16

受容環境を整備するための今後の取組（４系）

２６年度 ３０年度

マスコミ、

消費者団体等の
オピニオンリー
ダー
等

○ 科学的なエビデンスに基づき
リスク情報を分かりやすく発信

○ 社会・経済的な意義等も含め、
コミュニケーションを強化

一般消費者

○ ベネフィットが身近に感じ取れ
る条件づくり

生産者、
食品事業者

大学等のサイエンス・カフェ

消費者団体との学習会

研究成果の巡回展示 子供向け実験教室

ベネフィットが実感できる商品づくり、マーケティング戦略

受容環境を整備するための今後の取組

17

「情報提供・説得」から「市民を含むステークホルダーの関与」

社会的受容を高める仕組み

✔しっかりとした科学的根拠

✔適切な情報発信、専門家との対等な対話
山岸俊男(1999)「安心社会から信頼社会へ」科学的信頼関係が成り立つ条件

ゴール

早い段階から多様なステークホルダーが関与して決めたルールは実効性が高まる。

受
容
度

高

低

情報量
少 多

情報量が有効な領
域

情報源の信頼性
参加・体験
周囲の影響

従来の考え方：情報がないので理解できない（欠如モデル）。

情報が増えれば理解が高まる。

リスク心理学の知見から情報が多いから安心して理解が進むのではないことがわかっている。

早期には情報提供で理解があがるが、それ以上の領域は双方向コミュニケーションなど、参加
体験型の経験、協働、共創が必要

75

遺伝子組換え作物が生態系に
及ぼす影響の可能性

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（2003年6月公布．2004年4月施行）

http://www.biodic.go.jp/cbd/biosafety/index.html

組換え食品及び生物の安全性評価の指導原理

• 実質的同等性(Substantial equivalence)
組換え食品の安全性を評価する際の原理．既に食品とし

て利用されている生物を評価の基準に置いて，それ食品と
して利用しようとする組換え生物とが，外形形質や成分組
成で同一と判断できれば，食品として安全であると評価す
る．そうでない場合に安全性を詳しくチェックする．

• ファミリアリティ(Familiarity)
組換え生物の生育を解放利用に向けてスケールアップす

るときに環境安全性を評価する際の原理．組換え生物が，
形態特性，開花・繁殖特性，生態的特性，生育地の自然環
境・農業条件等の点で，既知の親生物と変わらないと判断
される場合は，familiarityが高いとして，従前から蓄積され
た知見に基づいて，必要な環境安全性確保のための実験や
安全性確保のための条件を指摘する． 78
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79

生物多様性条約（ １９９３年１２月）
自然保護を中心とする運動の帰結。

野生生物の保護、クジラやパンダの絶滅防止、国立公園の整
備などから出発した環境保護運動が本条約の背景にある。

農業分野で進行していた遺伝資源の浸食は、当初この条約に
は含まれないものであったが、農業生物多様性が重要であると
の認識が年々高まり、多様性条約にこれを取り込むことにした。

生物の多様性に関する条約: Convention on Biological Diversity / CBD）
生物の多様性を「生態系」「種」「遺伝子」の3つのレベルでとらえ、
(1)生物多様性の保全、
(2)生物多様性の構成要素の持続可能な利用、
(3)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

を目的とする国際条例である。

具体的な措置として、

• 多様性の保全および持続可能な利用を目的とす
る国家的戦略の作成

• 生息域内保全（制度の確立、管理指針の作成、
規制・管理、種の回復措置、環境に悪影響のある
バイテク生物の排除、外来種の制御） →組み換
体の野外利用の審査もこれに基づく

• 生息域外保全（原産国に施設の設置・維持、種
の回復措置）

バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書

• 目的：生物多様性条約に基づき，バイオセイフティ（遺伝子
組換え生物が環境にエスケープした場合に起こす，生物多様
性の保全と持続可能な利用に及ぼす潜在的な悪影響を排除し
て，人間の健康と環境を保護すること）と貿易とを両立させ
る（2000年１月採択）．

• 対象生物：環境に放出する種子や，環境放出を意図しないが，
放出される可能性のある食品・飼料・加工用の組換え生物が
対象．人の医薬品は対象外．

カルタヘナ法における審査

•交雑性

•競合における優位性

•有害物質の産生性
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大規模栽培になったときの環境影響とは？

大規模栽培されたとしたら

生物多様性の観点から考える

同一作物種non GMへの交雑

・一般農作物との交雑による遺
伝子拡散
・安全性への心配？
・混入の防止策？

・抵抗性を持つ雑草や害虫の発生
・交雑による生態系(野生・田畑）へ
の影響

GM作物の生態リスクが生じるステップ 水口（2011）より

GM栽培する

種子が逃げ出す 定着する 他の植物を駆逐する

花粉で逃げ出す

近縁種と交雑する 雑種ができる

雑種が定着する 雑種に置換わる

生態系への悪影響

長期的勝大規模な調
査が必要

望ましくない出来事
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Problem formulationとは？

「環境リスク評価」の基本概念

＝ （

リスクは規定された害（ハザード）とその発生
（曝露）の尤度の関数である

問題の定式化

評価エンドポイントの定義と概念モデルおよび分析計画の構築からなるプロセス

一般に問題解決のプロセスは，問題を設定する、あるいは与えられた問題を自分が
取り組みやすい具体的な問題に言い替えるプロセスである「問題の定式化プロセス
(problem formulation process)」と，そこで捉え直した問題を実際に解決していくプロ
セス，すなわち「問題の解決プロセス(problem solving process)」の循環からなる。

遺伝子組み換え作物の環境安全性評価に関する国際的動向

Assessment endpoint 評価エンドポイント

保護されるべき環境的価値を明示的に表現したもの。運営上、被
害の影響を受けやすいと同定された環境的に有益な存在、または
被害のエビデンスを示す特性により定義される。たとえば、益虫は
生態学的に有益な存在である。農業生態系内における存在量は
重要な特性である。そのため『益虫の存在量』は評価エンドポイン
トとなる。

Environmental Risk 
assessment(ERA) 環境リスク評価

環境に対する顕著なリスクを同定し、リスクレベルを推定し、リスク
レベルを低下させる対策を要するリスクを判定するプロセス（USEPA 
1998）

Environmental value 環境価値 環境が資源を生産するプロセスを含む、環境の有益な活用法。

Exposure 暴露 GM作物の改変形質と環境的に有益な存在の接触または共出現。

Exposure Scenario 暴露シナリオ
環境的に有益な存在に対して有害となる可能性について記述して
いる一連の状況。

Harm 被害 ある作用または事象がもたらす負の結果または影響（＝悪影響）。

Measurement endpoint 測定エンドポイント
植物の改変形質に対する測定可能な応答のうち、評価エンドポイ
ントに対して定量的に関連付けられるもの（USEPA 1998）。

Problem context 問題の背景
リスク評価のパラメータを確立する行為のことで、方針目標、範
囲、評価エンドポイントおよび方法論を含む。

Problem definition 問題の定義
ある特定のERAの事例に関するさらなる解析の根拠となる顕著
な想定リスクの同定につながり、解析計画の規定につながる行
為。

Problem formulation 問題の定式化
方針目標、範囲、評価エンドポイントおよび方法論から問題を
明文化し解析アプローチを構築する、ERAにおける第一段階。
問題背景および問題定義からなる。

Risk hypothesis リスク仮説
議論または検討のために真とみなされる仮の説明。これを、
ERAの分析フェーズの一部を構成する試験可能な特定の科学
的仮説と混同すべきではない。

By Wolt et al 2010

イネ・コムギ・トウモロコシ・ダイズ・ジャガイモなど21種類の代表的な作
物について、原生種から現在の作物に至るまでの進化を詳しくたどる。
かんきつ類 共通の原生種がアフリカ東部、インドおよびアジア、オース
トラリア、さらにパプアニューギニアに分布しているのは、ウェゲナーが
唱えた大陸移動説を裏付けるのではないかとの説を提起するなど、興
味深い科学読み物としてお薦め。 --東京新聞(2011,02.20) 

日本人の食生活を多彩でゆたかにしてきた栽培植物の歴史を、
社会情勢や人びとの嗜好といった改良の背景をふくめて跡づけ
るとともに、ゲノム情報の利用など 先端の技術も紹介。組織
的な育成機関または民間の篤農家による新品種の育成と普及
のようす、その後の社会への影響を、歴史的な写真やイラストと
ともに詳 述。

はじめに
第１章 イネ
第２章 コムギ
第３章 オオムギ
第４章 トウモロコシ
第５章 ソルガム
第６章 アワ
第７章 ソバ
第８章 ダイズ
第９章 ジャガイモ
第10章 サツマイモ
第11章 テンサイ
第12章 サトウキビ
第13章 トマト
第14章 イチゴ
第15章 アブラナ科作物（ブラシカ）
第16章 ネギとタマネギ
第17章 ブドウ
第18章 カンキツ
第19章 リンゴ
第20章 チャ
第21章 バラ

１章 イネ （横尾政雄）
２章 コムギ （藤田雅也）
３章 トウモロコシ （濃沼圭一）
４章 ダイズ （高橋信夫）
５章 サツマイモ （吉永 優）
６章 トマト （加屋隆士）
７章 イチゴ （望月龍也）
８章 ハクサイ （生井兵治）
９章 タマネギとネギ （小島昭夫）
10章 ダイコン （金子幸雄）
11章 ブドウ （佐藤明彦）
12章 カンキツ （國賀 武）
13章 リンゴ （阿部和幸）
14章 ナシ （梶浦一郎）
15章 カキ （山田昌彦）

従来育種の⽂脈の中で新技術を捉える必要がある。
育種とは何か？

94
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中国における遺伝子組換え作物の導入と今後の見通し 

【要 旨】

中国は、1986 年に遺伝子組換え作物の研究を開始してから、20 年以上にわたり研究開

発を積極的に推進してきた。中国は、技術研究や田間試験の段階において世界をリードす

る水準にある。2010 年 2 月時点で、中国国内で研究や試験を行っている遺伝子組換え生

物は、動物、植物、微生物を合わせて 100 種類超、200 以上の遺伝子に及ぶ。 

遺伝子組換え技術がまだ確立していないため、中国の学者・有識者の態度もさまざまで

ある。中国政府の遺伝子組換え生物の研究、開発、審査における透明性が低いため、中国

の消費者は遺伝子組換え食糧の現状についてあまり知らない。その結果、大多数の消費者

はマスコミや学者・有識者の声に影響され、遺伝子組換え作物に対して不信感や抵抗感を

持っている。

中国政府の遺伝子組換え技術と作物に対する姿勢は分かれている。深刻化しつつある食

糧安全保障問題を解決する重要な手段として、遺伝子組換え技術の研究開発を推進してい

る。一方、安全面への配慮から、遺伝子組換え作物に対して非常に慎重でもある。実際、

遺伝子組換え作物の研究、試験、生産加工、販売の各段階で安全評価を義務付けているた

め、遺伝子組換え作物の商業化のスピードは遅い。1992 年以降、中国政府が商業化を許可

した遺伝子組換え作物は 6 類別の 10 品目（いずれも非食糧作物）しかなく、しかも遺伝

子組換え抗虫綿花を除き、大規模に商業化された作物はない。

中国では、3 品目の遺伝子組換え食糧（稲 2 品目、トウモロコシ 1 品目）が既に「農業

遺伝子組換え生物生産応用安全証書」を取得しており、今後、2～4 年のうちに商業化が許

可される見通しである。しかし、大規模な商業栽培は専門家や国民の強い反発や抵抗を受

ける可能性が大きく、中国政府はより慎重な態度をとることで、遺伝子組換え食糧の商業

栽培のスピードを緩める可能性がある。
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1. 遺伝子組換え作物の開発と輸入の全体像 

(1) 中国における遺伝子組換え作物の研究開発の推移 
遺伝子組換え作物の開発は、通常、①技術研究、②田間試験 1（中間試験 2、環境釈放 3、

生産性試験 4）、③商業化（栽培、生産加工 5

中国は、1986 年の開始から 20 年以上にわたり、遺伝子組換え作物の研究開発を積極的

に推進してきた。現在、中国の遺伝子組換え作物の技術力は、研究開発や田間試験の段階

において世界をリードする水準にある。2010 年 2 月時点で、中国国内で研究と試験を行

っている遺伝子組換え生物は、動物、植物、微生物を合わせて 100 種類超、200 以上の遺

伝子に及ぶ。2006 年には、米国、アルゼンチン、カナダ、オーストラリア、メキシコと並

んで、国際アグリバイオ事業団（International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications：ISAAA）から遺伝子組換え技術研究の「創始国」

、販売）などの段階に分けて進められる。②

田間試験とは「農地で試験する」との意味で、実験室での試験と区別されている。 

6

しかし、遺伝子組換え作物の商業化では、中国のスピードは遅い。中国は、世界最大の

遺伝子組換え抗虫綿花の栽培国であるにもかかわらず、1992 年以降、政府が商業化を許可

した遺伝子組換え作物は 6 類別 10 種類だけで、いずれも非食糧作物である。しかも、抗

虫綿花を除き、大規模に商業化された作物はない。 

と評された。これは、中

国が世界の遺伝子組換え技術において、重要な地位を占めていることを示唆する。 

 
1） 中国における遺伝子組換え技術と作物の推移 
中国における遺伝子組換え技術の研究は、1981 年に研究開発の構想が発表されたことに

始まり、以下のような段階を辿って進展してきた。 
①準備段階（1981～85 年）： 

1981～85 年の第 6 次五カ年計画で、遺伝子組換え技術の研究の準備を進めることが

言及された。 
 

②技術研究と試験段階（1986～97 年）： 
1989 年にタバコ、綿花、トマトなどで遺伝子組換え作物の田間試験がスタートした。

1995 年には、中国国内の試験田は 60 カ所に達し、世界でも遺伝子組換え研究のトッ

プを走る国の一つとなった。1992 年には抗キュウリ・モザイクウイルスと抗タバコ・

1 中間試験、環境釈放、生産性試験は試験区域と規模に従い順次進められる。どの段階に入る前にも農

業部に申請を出す必要がある。詳しくは「（2）遺伝子組換え品目に関する管理制度」に記述。 
2 中間試験とは、管理されたシステム内または管理された条件下で行われる小規模の試験。 
3 環境釈放とは、自然条件のもとで安全措置を取りながら行われた中規模の試験。 
4 生産性試験とは、生産と応用の前に行われる大規模な試験。 
5 商業化段階は、商業栽培、商業化生産加工（種の育成と農作物の収穫後の再加工を含む）、販売に分け

られ、農業部に申請を出すことが必要。詳しくは「（2）遺伝子組換え品目に関する管理制度」に記述。 
6 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2005」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2006 年。 
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モザイクウイルスの形質を備えた遺伝子組換えタバコの商業栽培が始まり、遺伝子組

換え作物を大規模に商業栽培する世界初の国となった。報道などによれば、中国の遺

伝子組換えタバコの栽培面積は 100 万ヘクタール以上に上る 7

 
。 

③非食糧遺伝子組換え作物の栽培拡大段階（1998～2004 年）： 
1998 年、遺伝子組換え抗虫綿花の商業栽培が許可され、大規模に栽培されるように

なった。その後、10 年余りの間に遺伝子組換えのトマト、ピーマン、ペチュニア、

パパイヤ、ポプラが順次商業栽培の許可を取得したが、いずれも大規模栽培には至ら

なかった。 
 

④非食糧遺伝子組換え作物から食糧作物への移行段階（2005 年～現在）： 
2009 年に、10 年を超える研究開発と試験段階を経て安全性評価の審査を通過した 2
種類の遺伝子組換え稲と１種類の遺伝子組換えトウモロコシが「農業遺伝子組換え生

物安全証書」を取得した 8。引き続き、次の段階である商業栽培の審査プロセスに入

っており、順調に進めば、今後、2～4 年のうちに許可される見通しである 9

 
。 

2） 自主研究開発の遺伝子組換え非食糧作物の現状 
これまでに中国政府が商業栽培を許可した自主研究開発の遺伝子組換え作物は 10 種類

しかなく、いずれも非食糧作物である（図表 2-1-1）。このうち、大規模に栽培されている

のは抗虫綿花だけで、他の種類の作物は、一部の限定された地域や研究開発を行った省の

中でしか栽培されていない。 
 

7 「Global Status of Transgenic Crops in 1997」、International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications (ISAAA)、1997 年。 
8 研究開発と試験段階の審査を通れば、「農業遺伝子組換え生物安全証書」を取得し、次に商業化段階の

審査を申請できる。詳しくは「（2）遺伝子組換え品目に関する管理制度」に記述。 
9 「中国が初めての抗虫遺伝子組換え稲安全証書を発給。他国の真似を招く可能性も」ロイター通信社

HP、2009 年 11 月 30 日。 
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図表 2-1-1 商業化が許可された遺伝子組換え作物 

遺伝子組換え作物 

の品目 
種類 商業化許可年 商業栽培規模 

耐貯蔵トマト 2 1997 年、2000 年 
合計栽培面積 3,000 ヘクタール以下 

抗ウイルストマト 1 1998 年 

抗虫綿花 3 
1997 年、1997 年、

1999 年 

唯一大規模栽培の遺伝子組換え品目。2009 年

300 万ヘクタール 

鑑賞植物ペチュニア 1 1997 年 （不明） 

抗ウイルスピーマン 1 1998 年 （不明） 

抗虫ポプラ 1 2008 年 400 ヘクタール 

抗ウイルスパパイヤ 1 2007 年 広東省で栽培、合計 4,500 ヘクタール 

（資料）中国農業科学院植物保護研究所の「中国農業有害生物情報システム」を基に整理作成。データは

2010年 9月に取得。 

2010 年 6 月 2 日までに、農業部は 8 回にわたって合計 770 件の農業遺伝子組換え生物

安全証書を発給した。内訳を見ると、90%以上は各種抗虫綿花で、食糧作物はわずか 3 件

と非常に少ない（図表 2-1-2）。 

図表 2-1-2 2007 年以降発給された「農業遺伝子組換え生物安全証書」の構成 

種 類 件 数 割 合 

遺伝子組換え非食糧作物 717 93.0% 

遺伝子組換え食糧 3 0.5% 

その他 50 6.5% 

合計 770 100.0% 

（資料）「農業遺伝子組換え生物安全証書許可リスト」中国生物安全ネット、2007～10年。 

以下では、これまでに安全証書が発給された綿花、トマト、ピーマン、ペチュニア、パ

パイヤ、ポプラについて、研究開発の経緯と現状を取りまとめた。

①抗虫綿花

オオタバコガにより中国の綿花生産が大きな被害を被ったことなどを背景に、1991 年に、

国家ハイテク研究発展計画である「863 計画」10

10 「863 計画」は、1986 年 3 月から始められた国家ハイテク発展計画で、バイオ技術、宇宙技術、情報技

術、レーザー技術、自動化技術、エネルギー技術、新材料をハイテク研究の 7 つの重点分野としている。 

の 7 つの重点研究分野の一つとして、遺

伝子組換え抗虫綿花研究プロジェクトが発足した。同プロジェクトにおいて、中国農業科

学院生物所、中国科学院遺伝と発育生物学研究所、微生物研究所などの遺伝子研究開発機

関は、独自の研究で知財権を持つ抗虫遺伝子の開発に成功した。その後、国家発展改革委

員会（以下「国家発改委」と略称）の支援の基に、中国農業科学院綿花研究所を中核とし

省レベル研究機関が加わった、全国的な研究体制が形成された。

-20-



1998 年に中国政府は、中国と米国がそれぞれ開発した遺伝子組換え抗虫綿花の商業化生

産を許可し、河北省などで試験栽培が始まった。1998 年末時点で、遺伝子組換え抗虫綿花

の栽培面積は 6 万 3,000 ヘクタールに達し、そのうち、米モンサント社（Monsanto 
Company）の中国支社の技術による遺伝子組換え抗虫綿花が 5 万 3,000 ヘクタールで、す

べて河北省で栽培されていた 11

遺伝子組換え抗虫綿花のメリットは著しく、少なくとも殺虫剤の約 80％、金額にして 1
ヘクタール当たり年間 1,200～1,500 元が節約できるようになった。そのため、遺伝子組

換え抗虫綿花は綿作農家の間での需要が高まり、1999 年には大規模に栽培され始めた。

2002 年になると、遺伝子組換え抗虫綿花を栽培する省は 9 つに増え、栽培面積は合わせ

て 210 万ヘクタールに達し、全国の綿花栽培面積の半分以上を占めるようになった。2004
年以降、遺伝子組換え抗虫綿花の栽培面積は、全国の綿花栽培総面積の 60%を上回る 300
万ヘクタール超を維持している。2009 年には綿花栽培総面積の 75%にまで上昇し、12 省、

700 万人を超える綿作農民が遺伝子組換え抗虫綿花を栽培している（図表 2-1-4）

。一方、中国の自主研究による遺伝子組換え抗虫綿花は、

安徽省、山東省、山西省、湖北省の 4 省で栽培されている。 

12。また、

報道などによれば、中国の自主技術の進歩と品質の向上に伴い、2006 年以降、中国で開発

された品目が、中国国内で栽培されている遺伝子組換え抗虫綿花全体の 93%を超えるシェ

アを占めている 13

 
。 

11 「Global review of Commercialized Transgenic Crops: 1998」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、1999 年。 
12 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2009」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2010 年。 
13 「遺伝子組換えの注目される特集報道」中国農業部ネット、2010 年 7 月。 
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図表 2-1-3 中国の遺伝子組換え抗虫綿花の栽培面積の推移 
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（資料）「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: Brief」International Service for 

the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)、1995～2009。 

 
このように中国の自主研究による遺伝子組換え抗虫綿花の技術と品質が向上するにつれ

て、中国の研究機関や企業による発展途上国への協力が増えている。2005 年には、遺伝子

組換え抗虫綿花のパキスタンへの技術協力が始まった。2006 年には、自社開発による知財

権を持つ遺伝子組換え先端企業がインド企業と提携して、複数の抗虫綿花を開発した。こ

れらの品目は、その後、インドで商業栽培されている。 
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図表 2-1-4 遺伝子組換え抗虫綿花の栽培地域 

 
（資料）「遺伝子組換えの権威的注目」特集（農業部 HP、2010年 9月）を基に作成。 

 

②遺伝子組換えトマト 
中国での遺伝子組換えトマトに関する研究は遺伝子組換え綿花より早く、1993～94 年

に最初の田間試験が行われた。中国が自主的に研究開発した遺伝子組換えトマトは抗ウイ

ルスと成熟遅延（耐貯蔵）の形質を持つものである。遺伝子組換えトマトの中国における

栽培面積は、現時点で 3,000 ヘクタール以下で大きくない 14

 
。 

【抗ウイルストマト】中国の著名な学者である陳章良教授（現在、広西チワン族自治区

政協副主席）を代表とする北京大学科学研究チームが開発した抗キュウリ・モザイクウイ

ルス（CMV）の遺伝子組換えトマト「PK-TM8805R」は、1998 年に農業部から商業栽培

を許可された。商務部によれば、この遺伝子組換えトマトの発病率は、一般的な非遺伝子

組換えトマトより 70%以上低く、生産量は 10.6%多い 15

 
。 

【耐貯蔵トマト】中国では、これまでに 2 種類の耐貯蔵トマトが商業栽培・生産加工の

許可を取得している。1 つは、1997 年に華中農業大学で開発された「華番 1 号」トマトで

ある。同品目は、エチレンシンターゼ・アンチセンス遺伝子をトマトに組み込むことによ

って、成熟遅延の形質を獲得させ、更にヘテロシス育種と交配して育成した雑種である。

14 「Preview: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2004」International Service for the Acquisition 
of Agri-biotech Applications (ISAAA)、2005 年。 
15 「河北商務庁推薦：遺伝子組換え抗ウイルストマト」中国商務部ネット、2005 年 8 月 9 日。 
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同品目は、常温で 45 日間程品質の劣化なく保存できる。もう 1 つは、中国科学院で育成

された遺伝子組換え貯蔵トマト「大東 9 番」で、同品目は 2000 年に商業栽培・生産加工

の許可を取得した。 
 

③遺伝子組換えピーマン 
ピーマンは栽培している間にウイルスに感染されやすいため、抗ウイルスの形質を持っ

た遺伝子組換えピーマンの開発が、中国の遺伝子組換え作物の最初の研究開発対象とされ

た。北京大学の研究者が遺伝子組換え技術を利用して育成した抗キュウリ・モザイクウイ

ルスのピーマン「双豊 R」は、1993 年に田間試験を始め、1998 年に商業栽培が許可され

た。 
 
④遺伝子組換えペチュニア 
遺伝子組換えペチュニアは、1993～94 年に田間試験の段階に入り、北京大学未名バイ

オエンジニア集団有限会社によって育成され、1998 年に商業栽培・生産加工の許可を取得

した。高等植物の花色素の合成に携わる重要な酵素はカルコン合成酵素（CHS）で、植物

における発現量の多さが花の色に影響する。研究開発者は、ペチュニアの特定発育段階に

ある花弁 cDNA からカルコン合成酵素遺伝子をクローニングして、同遺伝子をペチュニア

に導入し、大量に発現させるようにした。CHS 遺伝子の発現が抑えられるため、遺伝子組

換えペチュニアの花の色は紫から真っ白、赤と白、あるいは他の雑色の組合せによって変

化し、同じ株でも枝によって違う色の花や、同じ枝でも違う色の花が咲くようになった。 
 

⑤遺伝子組換えパパイヤ 
2006 年 9 月、中国国家生物安全委員会は、中国が遺伝子組換えにより自主開発した抗

パパイヤ輪点ウイルス・パパイヤの商業栽培を承認した。華南農業大学によって 2005 年

に研究開発されたウイルス・レプリカーゼ遺伝子を導入しており、この遺伝子組換えパパ

イヤは、地域によって異なるパパイヤ輪点ウイルス（PRSV）のすべてに対し抵抗力を持

つ。パパイヤのように全国で大量に消費されている果物に対して、中国政府が遺伝子組換

え作物の商業化を許可したことは、遺伝子組換えの歴史において大きな進展だと言える。

2008 年時点で、広東省で栽培されたパパイヤ 5,100 ヘクタールのうち 9 割弱に当たる

4,500 ヘクタールは遺伝子組換えパパイヤである 16

 
。 

⑥Bt 遺伝子組換えポプラ 
北京林業科学院は、2003年に中国で初めてのBt遺伝子組換え抗虫ポプラを研究開発し、

その後、商業栽培も始めた。2008 年時点で、中国全土で合計して 400 ヘクタール、24 万

16 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2008」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2009 年。 

-24-



本の遺伝子組換えポプラが栽培されている。加えて、2 万本のポプラ苗木（うち、1 万本

は白ポプラで 1 万本は黒ポプラ）が 2009～10 年に栽培される予定であった（2011 年 3 月

時点で未確認）17。Bt遺伝子組換えポプラは、虫害の確率を80%から10%以下に減らした 18

 

。

更に、ポプラの幹を破壊するアジアカミキリムシに抵抗性を有する遺伝子組換えポプラが

現在テストされているところである。 

3） 自主研究開発の遺伝子組換え食糧の現状 
コメ、小麦、トウモロコシなどの食糧について、中国政府は、これまで遺伝子組換え作

物の商業栽培と生産加工を許可していない。世界的にも、遺伝子組換えバイオ技術は既に

広く応用されているが、遺伝子組換え食糧はまだ広く受け入れられていない。安全性の問

題から、ヨーロッパや日本では特に抵抗が強い。 
遺伝子組換え食糧が人間の健康を脅かすかどうかについては定説がないため、中国にお

いても、食糧作物の遺伝子組換えは依然として研究と試験の段階にある。遺伝子組換え食

糧は、人体への影響だけでなく、自然災害などに対する耐性が少ないため、有事の減産幅

が大きくなりがちであると指摘する学者もいる 19

一方、人口･食糧問題が注目を高める中にあって、中国政府は 1990 年に遺伝子組換え食

糧の研究をスタートした。対象とされた作物は、コメ、トウモロコシ、小麦、大豆などで

ある。1993 年には 1 種類の遺伝子組換えコメが田間試験の段階に入った。その後、中国

の遺伝子組換え作物の研究開発における食糧作物の割合は高まっている。例えば 1997～
99 年に、中間試験と環境釈放段階に入った遺伝子組換え食糧は合計 33 品目で、同段階に

あった遺伝子組換え作物全体の 4 分の 1 以上を占めた

。このような意見も遺伝子組換え食糧の

発展を制約していると考えられる。 

20

研究開始から 20 年近く経過した 2010 年に、稲 2 品目、トウモロコシ 1 品目、合計 3
品目の遺伝子組換え食糧（図表 2-1-5）が「農業遺伝子組換え生物生産応用安全証書」を

取得

。 

21

 
したことで、遺伝子組換え食糧の研究開発はようやく実質的な進展を遂げた。 

17 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2008」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2009 年。 
18 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2008」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2009 年。 
19 「広東テレビ財経郎眼：郎咸平が遺伝子組換えについて語る」捜狐ブログ

http://loveguhai.blog.sohu.com/144687509.html、2010 年 2 月。 
20 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2000」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2001 年。 
21 「農業部農業遺伝子組換え生物安全管理事務局責任者の遺伝子組換え技術と応用の促進に関する記者会

見における回答」経済日報、2010 年 3 月 3 日。 
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図表 2-1-5 安全証書を取得した遺伝子組換え食糧 

（資料）中国農業科学院植物保護研究所の「中国農業有害生物情報システム」を基に整理作成。データ取

得は 2010年 9月。 

 
「農業遺伝子組換え生物生産応用安全証書」は、遺伝子組換え作物が田間試験における

3 段階の安全審査に合格した後、農業部から発給される安全認証で、遺伝子組換え生物の

商業化審査の中で最も厳しいと言われる。上記 3 品目の遺伝子組換え食糧が安全証書を取

得したことは、少なくとも技術と安全性の両面において中国政府に正式に認められたこと

を意味し、遺伝子組換え食糧の中国での商業栽培を今後加速させる可能性が大きい。安全

認証の次に、品目審査、種子の生産許可、種子の販売許可などの段階があり、2～4 年で商

業化に至ると言われることから、一部の専門家は、今後 5 年程のうちに遺伝子組換え食糧

が中国人の食卓に並べられると予測している。 
中国における遺伝子組換え食糧の状況は以上の通りであり、まだ商業化が許可されてい

ない。それにもかかわらず、一部地域で中国政府の許可なしに遺伝子組換えの稲が栽培さ

れていると報道されている。2005 年以降、食糧作物の違法栽培の話題が何度もマスコミに

登場している。2005 年 2～4 月には、国際的な環境保護団体（NGO）であるグリーンピー

スが湖北省の農村と市場を 4 回にわたって調査し、地元で採取したコメの種子、稲などを

試験・検査した結果、遺伝子組換えの抗虫コメが生産・販売されていたことを突き止めた 22

しかし、2010 年 3 月にグリーンピースは再び報告書を発表し、湖北省など多くの省で

遺伝子組換えコメの違法栽培が行われており、中国政府が遺伝子組換えコメの種子市場を

管理できていないと指摘した

。

この事態に対して、中国政府は、違法栽培や生産性試験の過程にある遺伝子組換え作物の

拡大栽培を行った会社を処分するなど、違法に栽培された遺伝子組換えコメを徹底的に取

り締まった。 

23。これに対して、湖北省農業庁は、グリーンピースの報告

書が事実でないとの声明を発表した 24

22 「湖北省遺伝子組換えコメの違法市場進出に関する調査」鳳凰週刊、2005 年 6 月 28 日。 

。現状、中国で遺伝子組換えコメの違法栽培が行わ

れている可能性はあるが、その規模は不明である。 

23 「グリーンピース」の検査試験報告書、グリーンピース組織 HP、2010 年 3 月 15 日。 
24 「違法遺伝子組換えコメをタイムリーに阻止しなかった非難に対して、湖北農業庁が回答」長江日報、

2010 年 7 月 21 日。 

品 目 概 要 

抗虫遺伝子組換え稲 

「華恢 1 号」 

華中農業大学が栽培し、知財権を持つ。鱗翅目害虫の問題を基本的に解決し、コ

メの農薬使用量を 30～50%減少させる。 

抗虫遺伝子組換え水稲雑

交種「Bt 汕優 63」 
華中農業大学が栽培し、知財権を持つ。「華恢 1 号」と「珍汕 97A」を交雑したもの。 

フィターゼ遺伝子組換えト

ウモロコシ「BVLA430101」 

中国農業科学院生物技術研究所が栽培し、知財権を持つ。フィターゼを入れること

によって、動物のリンの利用効率を高め、高濃度のリンの粪排出を減らし、環境を

よくする。 
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(2) 輸入遺伝子組換え作物の現状 

輸入遺伝子組換え作物を中国市場に導入する主な方法として 2 つある。一つは、中国の

食糧・食用油企業を通じて国外から製品または半製品を輸入することである。もう一つは、

中国市場への導入を検討している外国企業が中国企業と提携して中国国内に種子会社を設

立し、海外から遺伝子組換え作物の種子を輸入し、中国国内で商業栽培を行うことである。

中国の現行の法律は、輸入プロセスを規定しているが、外国で開発された遺伝子組換え作

物の種子を輸入・栽培することを禁じていない。しかし、実際に中国国内で商業栽培を行

っているものは非常に少ない。 
中国科学院生物技術研究所が管理している「遺伝子組換え作物管理監督システム」の中

の「遺伝子組換え作物バンク」で、中国政府が輸入と栽培を許可した遺伝子組換え作物を

調べると、図表 2-1-6 に整理したように、これまでに輸入が許可された遺伝子組換え作物

は全部で 19 品目ある。この中で、前述した米モンサント社の遺伝子組換え抗虫綿花だけ

が 1997 年に商業栽培を許可されている。外国で開発された遺伝子組換え作物の商業栽培

が進まない理由として、中国政府が遺伝子組換え作物の栽培に非常に慎重であることや、

中国政府が自国の遺伝子組換え作物研究を保護するために外国の遺伝子組換え製品に対す

る審査を厳しくしていることなどが考えられる。その結果、他の 18 品目の遺伝子組換え

作物は、輸入されてから加工原料あるいは飼料としてしか利用されていない。 
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図表 2-1-6 商業化が許可された輸入遺伝子組換え作物（2010年 9月時点） 

遺伝子組換

え作物 
遺伝子組換え形質 

遺伝子組換え 

コード 
開発会社 

商業化の許

可内容 
許可年 

トウモロコシ 

除草剤耐性 T25 Bayer CropScience（ドイツ） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性 GA21 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2004 

抗虫 MON810 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2004 

抗虫 MON863 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2005 

除草剤耐性 NK603 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性と抗虫 TC1507 
Mycogen(c/o Dow AgroSciences)、 

Pioneer(c/o Dupont)（米国） 

生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性と抗虫 176 Syngenta Seeds（カナダ） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性と抗虫 Bt11 Syngenta Seeds（カナダ） 
生産加工、

販売 
2004 

綿花 

除草剤耐性 MON1445/1698 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2004 

抗虫 
MON531/757/10

76(33B) 
Monsanto Company（米国） 

栽培、生産加

工、販売、 

1997 

(栽培許可) 

大豆 

除草剤耐性 Mon89788 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2008 

除草剤耐性 GTS 40-3-2 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2004 

アルゼンチ

ン・ナタネ 

除草剤耐性 MS1,RF1 PGS1 Bayer CropScience（ドイツ） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性 MS1,RF1 PGS2 Bayer CropScience（ドイツ） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性 MS8×RF3 Bayer CropScience（ドイツ） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性 OXY 235 Bayer CropScience（ドイツ） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性 T45(HCN28) Bayer CropScience（ドイツ） 
生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性 
Topas19/2(HCN9

2) 
Bayer CropScience（ドイツ） 

生産加工、

販売 
2004 

除草剤耐性 GT73,RT73 Monsanto Company（米国） 
生産加工、

販売 
2004 

（資料）中国農業科学院植物保護研究所「中国農業有害生物情報システム」を基に整理作成。データの取得は 2010 年 9 月

15日。 

 
 

-28-



上記 19 品目の輸入遺伝子組換え作物は、加工原料・飼料として輸入され、1 品目は栽培

が、残り 18 品目は生産加工・販売が許可された。中国市場におけるこれら品目の浸透度

を見ると、消費者の受容度が低いこと、中国市場における類似の遺伝子組換え製品が多い

こと、代替品の種類が多いことなどから、市場シェアは高くない。唯一の例外は遺伝子組

換え大豆である。 
中国の国産大豆は、価格面では国際競争力に劣り、また、品質面でも油含有量が 17%前

後で、国際市場で流通している遺伝子組換え大豆の油含有量 20%前後 25に劣る。このよう

な背景の下、2004 年に輸入遺伝子組換え大豆に安全証書が発給され、米国からの遺伝子組

換え大豆の大量輸入が始まった。2006 年以降は、ブラジル産遺伝子組換え大豆の輸入も始

まった。2009 年には、中国市場における遺伝子組換え大豆のシェアは、国内大豆供給量（生

産量＋輸入量）の 75%を上回った 26

現在、中国では、遺伝子組換え大豆は主として搾油に使われ、遺伝子組換え大豆油は市

場で流通している。これらの製品には、「遺伝子組換え大豆を使った大豆油」の表示が行わ

れている。輸入遺伝子組換え大豆の商業化許可の範囲は「生産加工・販売」であり、搾油

のほか、原材料として豆腐、納豆などの食品に生産・加工してもよい。しかし、現在、遺

伝子組換え大豆油を除き、「遺伝子組換え大豆の加工製品」と表示された大豆加工製品は市

場に出回っていない

。 

27。豆腐などが遺伝子組換え大豆を使用しているのではないかとの報

道もあるが、これを裏付けるような証拠はない 28

一方、遺伝子組換えトウモロコシについては、2004 年に安全証書が発給され、2006 年

に少量の遺伝子組換えトウモロコシが輸入された。その後、輸入は行われていなかったが、

自然災害などにより中国国内のトウモロコシの生産量と備蓄が急速に縮小したため、2010
年 6 月、中国最大の国有食糧・食用油集団である中糧集団が、4 年ぶりに米国から遺伝子

組換えトウモロコシを輸入した。 

。 

 
(3) 遺伝子組換え作物の開発と関連輸入機関 
中国の遺伝子組換え作物の自主的な研究開発体制の流れとしては、まず、国務院と農業

部がプロジェクトを許可・確定し、その次に、研究機関やバイオ技術関連企業が具体的な

プロジェクトについて申請する。中国における遺伝子組換え生物研究機関とバイオ技術関

連企業を下図表に取りまとめた。中心的な研究機関としては、中国農業科学院生物技術研

究所、中国農業科学院綿花研究所、中国科学院遺伝と発育生物学研究所、中国科学院微生

物研究所などが挙げられる。 
一方、遺伝子組換え作物の輸入を行っているのは、国家食糧局と食糧・食用油会社であ

25 「中国は遺伝子組換え大豆にゴーサインを出す」福建省経済貿易協力庁、2008 年 4 月 8 日。 
26 「中国統計年鑑」（2009 年版）のデータにより推計。 
27 「遺伝子組換え食品は大量に中国消費者の食卓へ」深センニュースネット・晶報、2011 年 2 月 27 日。 
28 「山東省淄博市の豆腐に遺伝子組換え大豆が使われる疑いに、多くの企業は知らないと表明」魯中ネッ

ト、2010 年 10 月 18 日。 
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る。食糧・食用油会社は、中糧集団、魯花集団など、大半が国有企業である。 
 

図表 2-1-7 中国における遺伝子組換え技術の研究開発機関・企業 

機関・企業 ウェブサイト 

国家レベル研究機関 

中国農業科学院生物技術研究所 http://bri.caas.net.cn/ 

中国農業科学院綿花研究所 http://www.cricaas.com.cn/ 

中国科学院遺伝と発育生物学研究所 http://www.genetics.ac.cn/ 

中国科学院微生物研究所 http://www.im.ac.cn/ 

省レベル研究機関 

北京林業科学研究院 — 

山東綿花研究中心 http://www.cotton.sd.cn/ 

邯郸農業科学院 http://www.hdnky.com/ 

河北省農林科学院旱作農業研究所 http://www.hbhzs.com/ 

河北省農林科学院綿花研究所 http://www.hebnky.com/cotton/index.htm 

大学 

河北農業大学 http://www.hebau.edu.cn/ 

南京農業大学 http://www.njau.edu.cn/ 

華中農業大学 http://www.hzau.edu.cn/ 

バイオ技術関連企業 

河北冀農種業有限責任会社 http://www.jinongzhongye.com/ 

河南省太行トウモロコシ種業有限責任会社 
http://swyy.zzgx.gov.cn/html/028810216c820e80116c82f913b

0011/26847.html 

山東中綿綿業有限会社 http://www.sdkjg.com/yp/?2833 

（資料）「農業遺伝子組換え生物安全証書許可リスト」中国生物安全ネット、2007～10年。 

 
 

(4) 中国における外国種子会社の動き 
1） モンサント社 
米モンサント社（Monsanto Company）は早い時期に中国に進出し、中国の企業や研究

機関と積極的な協力を展開してきた。まず、1996 年 11 月に河北省農業庁に所属する河北

省種子ステーション、岱字綿会社と提携し、生物技術合弁企業である冀岱綿種子技術有限

会社を設立した。1998 年 7 月には、安徽省に同社 2 番目の生物技術合弁企業となる安徽

安岱綿種子技術有限会社を設立した。また、2001 年には中国種子グループと合弁で、中種

迪卡種子会社（CNSGC-DEKALB Seed Co.）を設立した。この会社はトウモロコシなど

の農作物の販売が許可された中国で初めての中米合弁企業である。モンサント社は中国の

多くの科学研究機関・企業とも密接な協力関係を築いてきた。特に関係の深いところとし

ては、中国農業科学院、華中農業大学、湖南大学などがある。 
モンサント社は、研究開発本部を米国に置き、ヨーロッパ、ブラジル、インドなどに研

究センターを展開している。中国においても、研究機関や企業との協力関係の深まりに伴
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い、2009 年 11 月、北京に同社で初めての研究所であるモンサント生物技術センターを開

設した。同センターは、モンサント社の世界的な研究活動の一環として、以下の 3 つを主

要目標としている。 
①ゲノミクスと生物情報学を中心とする自主研究開発 
②中国の科学者や研究機関との協力の強化 
③モンサント社の中国での製品に対する技術サポート 
 

2） バイエル作物科学有限会社 
バイエル作物科学有限会社は、独バイエル（Bayer AG）グループ傘下にある、作物科学

を研究する全額出資の子会社である。1991 年に中国で初めての農業化学品合弁企業を設立

した。現在、北京に本部を置き、中国国内に 2 社の合弁企業、3 つの研究農場、23 カ所の

事務所・連絡所、350 人余りの従業員を擁す。 
バイエル作物科学（中国）有限公司は、バイエル作物科学有限会社、バイエル中国有限

会社、杭州市工業資産経営有限会社の共同出資により設立された合弁会社で、バイエル作

物科学有限会社とバイエル中国有限会社が合わせて 98.9%の株式を保有する。会社の本部

は杭州経済技術開発区にある。 
バイエル作物科学有限会社が協力している科学研究機関や企業としては、中国国家水稲

研究所、中国農業科学院、中国農業大学などがある。 
 

(5) 各方面の遺伝子組換え作物に対する態度 
1） 中国政府の立場：支持するが、慎重に対処 
中国政府の遺伝子組換え技術に対する態度は、研究開発と商業化で大きく異なっている。

すなわち、遺伝子組換え技術の研究開発については積極的に推進するが、遺伝子組換え作

物に対しては非常に慎重である。 
前述したように、中国政府は改革開放直後の第 6 次五カ年計画（1981～85 年）に遺伝

子組換え技術開発の準備段階を盛り込んだ。その後の第 7 次五カ年計画（1985～99 年）、

第 8 次五カ年計画（1991～95 年）では遺伝子組換え技術の研究開発を取り上げた。これ

ら計画の下で、1986 年 3 月に国家ハイテク研究計画である「863」計画が発足し、遺伝子

組換え技術開発を含むバイオ技術が 7 つの最重要分野の一つとされた。 
2000～05 年の間、中国政府が、毎年、遺伝子組換えバイオ技術の研究開発に拠出した

予算は約 8 億元である 29

29 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2000」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2001 年。 

。2002 年には、中国は、発展途上国の中で、遺伝子組換えバイ

オ技術の研究開発への投資額が最大の国となった。先進諸国を含めた世界中でも、投資額

において、米国に次ぐ国となった。2004 年に、中国の遺伝子組換えバイオ技術研究開発へ
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の投資額は 15 億元を超えた 30。温家宝総理は、2008 年に中国科学院を視察した際、中国

政府の遺伝子組換え技術に対する強い関心と意志を表明し、今後 12 年間に年平均で約 20
億元、合計 240 億元の予算を投入することを示唆した 31

中国で人口増が続き、食生活が高度化する中にあって、食糧安全保障問題は最重要政策

課題の一つとなった。政府は、遺伝子組換え技術への予算を増やし遺伝子組換え食糧を重

点的に発展させることによって

。 

32、食糧問題の解決手段の一つとなることを期待している。

温家宝総理は、中国にとって遺伝子組換えのような科学的手段を用いて食糧問題を解決す

る必要があると表明している 33

一方、中国政府は、遺伝子組換え作物に対して、慎重な態度をとってきている。1992
年に遺伝子組換え作物の商業栽培を開始してから 18 年間に、商業栽培の許可を取得した

遺伝子組換え作物はわずか 10 種類余りだけである。また、大規模に栽培されているのは

抗虫綿花だけである。実際、中国の遺伝子組換え作物の栽培面積は世界第 6 位で

。安全証書を取得した 3 品目の遺伝子組換え食糧の形質は

抗虫やリン利用率改善などで、虫害などによる減産を抑えることによって単位面積当たり

の生産量を高めることが可能となり、食糧安全保障問題に対処したものと言える。 

34

 

、研究

開発の開始が遅かったカナダやインドよりも小さい。農民の受容度が低いこともあるが、

中国政府の遺伝子組換え作物に対する慎重な態度が商業栽培が進まない大きな要因となっ

ている。特に、食用の遺伝子組換え作物に対する中間試験と環境釈放の 2 つの段階におけ

る審査にかなりの時間をかけ、生産性試験段階に入るための審査も極めて慎重に行われて

いる。20 年近くの研究開発を経て、ようやく 2009 年に 3 つの遺伝子組換え食糧に安全証

書が発給されたことは、このような中国政府の慎重さを物語っていると言える。また、国

内生産や備蓄の不足のために海外から輸入された遺伝子組換え食糧は、生産加工と飼料用

だけに使ってよいとされ、商業栽培は認められない。これらから判断して、中国政府は、

技術の自主開発を積極的に進める一方で、遺伝子組換え作物の安全性を非常に重視してい

ると言える。 

2） 学者・有識者の態度：疑問視が支持を上回る 
遺伝子組換え技術が未熟な中にあって、中国の学者・有識者の態度はさまざまである。

例えば、上記 3 品目の遺伝子組換え食糧が安全証書を取得したことに対して、学者・専門

家によって全く異なる見方を持っている。 
支持派の主な意見としては、以下のようなものがある。 

30 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2004」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2005 年。 
31 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2008」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2009 年。 
32 「遺伝子組換え：食糧安全の必然的な選択」「財経文摘」、2008 年 12 月 29 日。 
33 「国務院総理温家宝：科学技術を中国の持続的発展の牽引役に」新華社、2009 年 11 月 23 日。 
34 「Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2008」International Service for the Acquisition of 
Agri-biotech Applications (ISAAA)、2009 年。 
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①これら 3 品目の遺伝子組換え食糧が安全証書を取得できたのは、20 年にわたる地道

な研究開発と実験を積み重ねた結果であり、この進展を前向きに評価すべきである。 
②コメは主要食糧で、その安定的な供給について、政府は中国国民やその子孫に対する

責任を負っている。そのため、農業部と農業遺伝子生物安全委員会は、遺伝子組換え

コメの安全評価を非常に厳しく、慎重に行っている。このようにして発給された安全

証書は十分な信頼に値する。 
③中国は食糧消費大国で、食糧安全保障問題は重要さを増している。合理的に食糧生産

量を増やすためには、積極的に遺伝子組換え技術を利用するべきである。 
 
注目すべきこととして、中国で「交雑コメの父」と呼ばれ、国民への大きい影響力を持

つ著名コメ栽培家の袁隆平が、2010 年 3 月に慎重な支持態度を表明したことである。袁

は、「遺伝子組換え生物が一概に問題であるとかないとかは言い切れない。一部の遺伝子組

換え食物には毒性はない」と指摘し、遺伝子組換えコメを食べてもよいと述べた。同時に、

袁は、「遺伝子組換え作物が人間に有害であるか否かは、二世代にわたって観察しないと結

論を出せない」とも述べた 35

一方、反対派の主な意見として、以下のようなものがある。 
。 

 
①安全要素の不確実性に注目すべきで、農業遺伝子組換え食糧には 5 つの危険性がある

（図表 2-1-8）。実際、諸外国では、遺伝子組換え食物について、これら 5 つの危険性

に関連した出来事が起きている。 
②環境への影響が懸念される。例えば、害虫や旱魃に対して強い抵抗力を持つ農作物の

開発は、花粉の飛散などによって在来生物や野生生物と交雑し、生態系へ悪影響を与

える恐れがある。 
 

35 「袁隆平が遺伝子組換え食糧に慎重な対応を呼びかけ、食べてもよいと表明」「経済観察報」、2010 年

3 月 5 日。 
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図表 2-1-8 学者・有識者が抱いている遺伝子組換え食糧の 5つの危険性 

（資料）「遺伝子組換え食品」百度百科、2010年 9月 15日。 

 
3） 中国消費者の態度：無知から生まれる強い反対 
中国政府の遺伝子組換え農作物の研究、開発、審査における透明性が低いため、中国の

消費者は遺伝子組換え食糧の現状についてあまり知らない。一方、専門家や学者などがマ

スコミで発言する内容についてはよく知っており、その結果、大多数の消費者は、マスコ

ミや学者・有識者の声に影響され、遺伝子組換え生物に対して不信感や抵抗感を持ちがち

である。実際、中国では、国民が自分の考えを比較的自由に表しているインターネット上

で、遺伝子組換え生物に関する否定的な意見や書込みが多数見られる。 
2010 年初、「人民ネット」（www.people.com.cn/）上の調査で、「遺伝子組換え食品を食

べる勇気があるか」との質問に対して、5 万人の回答者のうち、84.3%が「安心感がなく、

食べたいとは全く考えない」を選択し、14.2%だけが「もし本当に良ければ、適宜、食べ

てみたい」と答えた 36

一方、別な問題が生じている。中国での食糧の流通に対する監督が厳しくないため、中

国南部の一部都市で違法遺伝子組換え食糧が市場に出回った。農業部はこれまで 1 品目も

遺伝子組換え食糧の商業化を許可しておらず、このような違法遺伝子組換え食糧には欠陥

や毒性がある恐れがある。更に、これら違法遺伝子組換え食品は健康に有害であるとする

記事が報道され、国民の遺伝子組換え食糧に対する懸念が高まっている。 

。この結果は、中国消費者の態度をある程度正しく反映しているも

のと見られる。 

 

36 「グリーンピースの調査報告書：遺伝子組換え作物の代価が大きい」経済観察報、2010 年 3 月 1 日。 

危険性 危険性の概要 

毒性の問題 
遺伝子の人工組換えが予想した效果を達成すると同時に、食物が持つ微量の毒素を

増やす可能性もある。 

アレルギーの問題 

特定の食物にアレルギー反応を持つ人は、これまで問題がなかった食物にも反応す

るようになる可能性がある。例えば、トウモロコシの遺伝子をクルミや小麦などに加え

ると、これら食物に対してアレルギー反応を起こすようになる。 

栄養の問題 
外来遺伝子は、人類にとって未知の方法で食物の栄養成分を破壊する可能性があ

る。 

抗生物質への 

抵抗作用 

抗生物質の遺伝子が遺伝子組換え食物の開発に利用されており、開発された遺伝子

組換え食物が人体の抗薬性を引き起こすことが懸念される。 

環境への脅威 

多くの遺伝子改良品目の中に、桿菌から取り出された細菌遺伝子が含まれている。こ

れら遺伝子は昆虫や害虫に有毒な蛋白質を生み出す恐れがある。実験では、蝶の幼

虫が桿菌遺伝子を含む花粉を食べた後、死亡や異常発育の現象が起きている。改良

されない生物は改良生物の被害者になる可能性がある。 
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2. 遺伝子組換え品目に関する管理制度 

(1) 安全管理機関 
図表 2-2-1 に示したように、国務院・農業遺伝子組換え生物安全管理部際・聯席会議が

中国の遺伝子組換え安全分野における最高管理機関である。同会議は、農業部が組織・主

管し、農業、科学技術、衛生、商務、環境保全、検査検疫などの部門が参与している。主

な責務は、①国務院の農業遺伝子組換え生物安全管理に関する戦略と方針を徹底すること、

②農業遺伝子組換え生物安全管理事業に関する重要な政策を検討し政策提言を行うこと、

③「農業遺伝子組換え生物安全管理条例」と関連規則を充実すること、④農業遺伝子組換

え生物の安全性に関する重大・緊急事件の対策を検討・調整すること、⑤農業遺伝子組換

え生物の標識（表示）目録を制定・調整することなどである。 
具体的な遺伝子組換え安全管理の仕事は以下の 5 つの機関によって担われている。これ

らの機関は農業部内に設置されているか、あるいは農業部に管理されている。 
 
①農業遺伝子組換え生物安全管理指導者チーム： 

農業部の関連司・局責任者から構成され、主要な責務は、（ア）農業遺伝子組換え生

物安全管理に関する重要な問題を検討すること、（イ）農業遺伝子組換え生物安全管

理に関する法令の起草や改正を審議すること、（ウ）標識（表示）管理実施の農業遺

伝子組換え生物目録を審議することである。また、農業遺伝子組換え生物安全管理事

務局の業務を指導する。 
 

②農業遺伝子組換え生物安全管理事務局： 
農業遺伝子組換え生物の行政管理監督体系における最も重要な機関で、責務の範囲は

広い。具体的には、（ア）農業バイオ技術と安全管理に関する政策・法令・計画・技

術基準を起草し実施すること、（イ）全国規模で農業遺伝子組換え生物の安全性の管

理監督を行うこと、（ウ）農業遺伝子組換え生物に関する安全性評価の申請、標識（表

示）審査の認定申請、輸入申請の受け付け、関連証書・許可書の許可・発給を行うこ

と、（エ）国家農業遺伝子組換え生物の安全性評価、検査機関による認証・管理及び

安全観察体系の整備を担当すること、（オ）各省・自治区・直轄市の農業行政部門が

設置した、各地域の農業遺伝子組換え生物安全管理監督の機関を監督・指導すること、

などに携わる。 
 

③国家農業遺伝子組換え生物安全委員会： 
農業部に設置されたものであるが、国家発改委、商務部、科学技術部、衛生部、教育

部、環境保護部、国家品質監督検験検疫総局、中国科学院、中国工程院、及び農業部

所属の機関が推薦した 58 人の専門家から構成され、（ア）農業遺伝子組換え生物に関

-35-



する技術研究、（イ）生産、加工、検査検疫、衛生、環境保全、貿易などにおける安

全性評価審査、（ウ）技術コンサルティングと技術指導、などに携わる。 
 

④農業遺伝子組換え生物安全管理基準化技術委員会（以下「遺伝子組換え標委会」と略

称）： 
主な機能は、（ア）遺伝子組換え生物安全基準化に関する方針、政策、関連技術措置

などを打ち出すこと、（イ）遺伝子組換え生物の安全性の基準化体系を制定すること、

（ウ）遺伝子組換え生物（植物、動物、微生物及び関連製品）の研究、試験、生産、

加工、販売、輸出入、安全管理の面において国家基準の制定・改正と基準技術の再審

査、宣伝、諮問、調査分析を行うこと、などである。 
 

⑤地方の農業遺伝子組換え生物安全管理監督組織： 
地方における農業遺伝子組換え生物の安全管理監督は、以下のような枠組みとなって

いる。 
省レベル農業遺伝子組換え生物安全管理機関は、各省の農業遺伝子組換え生物管理指

導者チームあるいは農業遺伝子組換え生物管理事務局で、地域の省レベル農業庁・局

に所属する。省レベルの下には、市、県レベルの農業遺伝子組換え生物管理指導者チ

ームがあり、それぞれ市、県レベルの農業局に所属している。遺伝子組換え生物の種

子は、種子会社、研究所などから県レベル種子管理ステーションを経由して農民に販

売され、また県レベル種子管理ステーションによって管理監督される。遺伝子組換え

種子の栽培・指導などの事業は、各地の県レベル種子管理ステーション及び各市・県

レベルの農業遺伝子組換え生物安全管理指導者チームが担当している。 

-36-



図表 2-2-1 中国政府の遺伝子組換え生物行政管理監督体系 

 
（資料）「農業遺伝子組換え生物安全管理条例」（2001年 5月）及び各部門 HPの情報を基に整理作成。 

監督・指導 

国務院・農業遺伝子組換え生物 

安全管理部際・聯席会議 

 

調整、重大・緊急事態への対処 

農業遺伝子組換え生物 

安全管理指導者チーム 

農業遺伝子組換え生物 

安全管理事務局 

国家農業遺伝子組換え 

生物安全委員会 

 

農業部 

省レベル農業遺伝子組換 

え生物の安全管理機関 

（政策制定） 

（日常管理） （安全性評価） 

設置・管理 

遺伝子組換え 

標委会 

（基準制定） 

指導 

市レベル農業遺伝子組換 

え生物の安全管理機関 

監督・指導 

監督・指導 

県レベル農業遺伝子組換 

え生物の安全管理機関 

県レベル種子管 

理ステーション 種子の供給 

 

監督・指導 

種子会社、研究所など 

遺伝子組換え種子経営機関 
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(2) 安全管理プロセス 

中国の遺伝子組換え生物安全管理システムは、2001 年 5 月付「農業遺伝子組換え生物

安全管理条例」を基に構築されている。同条例によれば、図表 2-2-2 のように、遺伝子組

換え生物を、①研究、②試験（田間試験）、③生産（栽培）・加工、④商業経営（販売）の

4 つの段階に分けて管理している。①～③の 3 段階では、「農業遺伝子組み換え生物安全評

価管理方法」（2002 年 1 月）に基づき、各段階の終了時に安全性評価を行い、合格しては

じめて次の段階に進むことができる。人間、動植物、微生物、生態環境に対する潜在的リ

スクの大きさから、農業遺伝子組換え生物は、I 級（リスクがない）、II 級（低度のリスク

を持つ）、III 級（中度のリスクを持つ）、IV 級（高度のリスクを持つ）の 4 つの安全等級

に分けられる。 
 

図表 2-2-2 農業遺伝子組換え生物の安全管理プロセス 

 
（資料）「農業遺伝子組換え生物安全管理条例」（2001年）を基に作成。 

 
各段階における安全管理の概要は以下の通りである。 
 

【研究段階】 
農業遺伝子組換え生物の研究を始める前に、研究の対象に I～IV 級の安全等級をつける

必要がある。III、IV 級の場合、農業遺伝子組換え生物安全管理事務局に報告・申請しな

①研究 

②試験 

「生産許可書」または「加工許可書」

の取得が必要 

「経営許可書」の取得が必要 

③生産・加工 

④商業経営 

3段階に分けられ、いずれも安全性評

価が必要。すべての段階で合格後

「農業遺伝子組換え生物安全証書」を

発給 

安全性評価 

安全性評価 

安全性評価 
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ければならない。また、研究終了後、農業遺伝子組換え生物安全管理事務局に安全性評価

を申請し、審査に合格した場合のみ、次の試験段階に進むことができる。 
 

【試験段階】 
図 2-2-3 に示されているように、試験（田間試験）は、①中間試験、②環境釈放、③生

産性試験の 3 つの段階に分けられる。いずれの段階においても、終了時に農業遺伝子組換

え生物安全管理事務局へ安全性評価の申請を行い、許可された後、次の試験段階に進む。

試験段階がすべて終われば、試験機関は農業遺伝子組換え生物安全管理事務局に安全性評

価を申請し、合格すれば、同事務局より「農業遺伝子組換え生物安全証書」が発給される。 
 

図表 2-2-3 農業遺伝子組換え生物試験の 3つのステップ 

 
（資料）「農業遺伝子組換え生物安全管理条例」（2001年）を基に作成。 

 
【生産（栽培）・加工段階】 
この段階では、農業遺伝子組換え安全管理事務局が「農業遺伝子組み換え生物加工審査

許可方法」（2006 年 1 月）に基づき管理を行う。 
遺伝子組換え作物が「農業遺伝子組換え生物安全証書」を取得した後、生産・加工を行

う機関・企業は「安全証書」とともに、国務院または省レベルの農業遺伝子組換え安全生

物管理事務局に申請書類を提出する。有効期間 3 年間の「生産許可書」または「加工許可

書」を取得して、はじめて生産・加工を開始することができる。同時に、地域の農業行政

主管部門において生産調書を作り、製品の販売先を記録する必要がある。 
 

試験 

安全性評価 

安全性評価 

①中間試験 

③生産性試験 

②環境釈放 

安全性評価 

「農業遺伝子組換え生物

安全証書」を取得 
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【商業経営（販売）段階】 
この段階は農業遺伝子組換え安全管理事務局によって管理される。農業遺伝子組換え生

物・製品の商業経営（販売）及び農業遺伝子組換え生物の関連製品の販売に当たって、当

該製品が安全性評価に合格することだけでなく、各種製品に求められる一般国家基準（遺

伝子組換え製品に限らず）を満足しなければならない。この段階で、企業は農業遺伝子組

換え生物安全管理事務局が発給する「経営（販売）許可書」を取得する必要がある。また、

地域の農業行政部門において経営調書を作り、販売先を記録するとともに、「農業遺伝子組

み換え生物標識管理方法」（2002 年 1 月）の標識（表示）規定を遵守することが義務付け

られる。 
 

(3) 農業遺伝子組換え生物の安全性評価 
農業遺伝子組換え生物の安全性評価とは、評価対象である農業遺伝子組換え生物の受体

生物、関連製品の生物学的特性、応用見通し、釈放環境などの基準によって、人間の健康

と生態環境にもたらし得る潜在的リスクと影響を総合的に評価することである。また、そ

の安全等級を確定するための検査・観測・制御の技術や方法を提案することを目指す。安

全性評価のプロセスを「農業遺伝子組換え生物安全性評価管理方法」に基づき、図表 2-2-4
に整理した。 
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図表 2-2-4  農業遺伝子組換え生物の安全性評価プロセス 

 
（資料）「農業遺伝子組換え生物安全性評価管理方法」（2002年 1月）を基に作成。 

 
 

(4) 遺伝子組換え食品の表示制度 
遺伝子組換え食品の表示管理は、主として「農業遺伝子組み換え生物標識管理方法」（農

業部、2002 年 1 月）を根拠としている。図表 2-2-5 のように、遺伝子組換えの製品はいず

れも標識（表示）を付けなければならない。ただし、遺伝子組換え成分を含まない製品に

ついては、「非遺伝子組換え製品」などの表示は義務付けられていない。 
 

受体生物の安全等級を確定 

遺伝子操作による受体生物の安 

全等級への影響類型を確定 

農業遺伝子組換え生物の安全等級を確定 

生産・加工による遺伝子組換え生物

の安全性への影響を確定 

農業遺伝子組換え製品の安全等級を確定 

 

環境釈放による安全性への影響を確定 

安全等級 I、II、III、IV 級 

 

監視・制御技術の有効性を確定 

安全等級 I、II、III 型 

 

安全等級 I、II、III 型 

 

安全等級I、II、III、IV級 

 

安全等級 I、II、III、IV 級 

 

総合的評価と提案 

等級評価 

 

等級評価 

 

等級評価 

 

等級評価 

 

等級評価 

 

等級評価 
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図表 2-2-5農業遺伝子組換え生物の表示方法 

製品の種類 表示方法 

遺伝子組換え製品、遺伝子組換えがある製品 
「遺伝子組換え○〇」と表示。例えば、「遺伝子組換え

大豆」 

遺伝子組換え農産物の直接加工品 
「遺伝子組換え○〇加工物（製品）」または「加工原材

料は遺伝子組換え」 

遺伝子組換え生物または遺伝子組換え生物成分を含

む原材料から加工された製品であるが、最終製品には

遺伝子組換え成分がなくなっていたり、または測定でき

なくなったりした製品 

「本製品は遺伝子組換え○○から加工されたが、本製

品には遺伝子組換え成分は既になくなっている」または

「本製品の加工原材料に遺伝子組換え○○が含まれ

ているが、本製品には遺伝子組換え成分は既になくな

っている」 

（資料）「農業遺伝子組み換え生物標識（表示）管理方法」（2002年 1月）を基に作成。 

 
実際の実施過程を見ると、遺伝子組換え大豆油は、標識（表示）制度を正しく守ってい

る。すなわち、遺伝子組換え大豆から搾られた大豆油のほとんどは「加工原材料は遺伝子

組換え大豆」あるいは「本製品は遺伝子組換え大豆から加工された」などと表示されてい

る。また、規定はないが、非遺伝子組換え大豆から搾られた大豆油で、消費者を引き付け

るために、包装に「非遺伝子組換え大豆で搾られた」と表示している製品も多い。 
一方、遺伝子組換え大豆油を除けば、遺伝子組換え成分が含まれていることを表示して

いる商品はほとんどない。現状、大半の食品は遺伝子組換え生物を使用していないと推測

されるが、新聞報道などによれば、遺伝子組換え成分が含まれているのに表示していない

食品もある 37

 
。 

(5) 輸入農業遺伝子組換え生物の安全管理 
輸入農業遺伝子組換え生物の申請と審査・許可に関する手続きは、農業遺伝子組換え生

物安全管理事務局によって担当され、「農業遺伝子組換え生物輸入安全管理方法」（2002
年 1 月）に基づいて管理されている。同管理方法によれば、輸入される農業遺伝子組換え

生物は、使われる前に、使用目的に応じた各段階の安全性評価を受けなければならない。

今のところ、中国は栽培用の農業遺伝子組換え作物の種子の輸入を認めておらず、研究、

試験または生産・加工の原料に使われる遺伝子組換え製品しか輸入できない。 
 

(6) 外資企業の遺伝子組換え事業への進出に関する規定 
中国政府は、外資企業に対して無条件ですべての産業への投資を認めている訳ではなく、

「外商投資産業指導目録」で、①奨励、②許可、③制限、④禁止の 4 業種を指定している。 
2007 年に改正・公布された「外商投資産業指導目録」によれば、農作物新品目育種と種

子開発生産は制限産業に該当し、中国側が過半の株式を持つことが条件とされている。す

37 「Calbee粟一焼などのおやつは、遺伝子組換え成分があることを表示していない」解放ネット・毎日経

済新聞（上海）、2008 年 7 月 8 日。 
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なわち、外資企業は中国の種子企業などと合弁企業を設立し、共同で農業遺伝子組換え生

物を研究・開発することになる。また、合弁企業の経営権は基本的に中国側が握ることに

なる。これは、遺伝子組換え作物の知財権などを保護しようとする中国政府の意向による。 
 

3. 今後の見通し 

(1) 遺伝子組換え作物開発の政策方針 
前述したように、中国政府は遺伝子組換えについて積極的に支援するとともに、非常に

慎重な態度をとっている。いずれにしろ、遺伝子組換え作物の研究開発は、中国の食糧安

全保障問題を解決するための重要な手段であり、政府が取り組むべき中・長期の重要分野

として、各中・長期計画に取り入れられている。現在審議中の第 12 次五カ年計画（2011
～15 年）の草案でも、農産品供給、すなわち食糧安全保障問題は、農業計画全体の中核と

されており、また、遺伝子組換えによる新品目開発のための中核的な技術を獲得する目標

も掲げられている。 
近年、遺伝子組換えに関連した政策の整備が進んでおり、遺伝子組換え技術を重要分野

として発展させようとしている政府の意向が表れている。2006 年以降に公布された遺伝子

組換え生物に関する重要政策を図表 2-2-6 に取りまとめた。遺伝子組換え生物に関する研

究開発は、今後も国家戦略の重点項目として長期的に政策的支援を受けるものとみられる。 
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図表 2-2-6 近年の遺伝子組換え生物に関わる重要政策 

番号 政策名称 公布時期 公布機関 遺伝子組換えに関わる内容 

1 
国 家 中 長 期 科 学 技 術 発 展 計 画 綱 要

(2006～20 年) 

2006 年 

2 月 7 日 
国務院弁公庁 

遺伝子組換え技術を含む多数のバイオ技術

は、今後 15 年間における 8 つの重要技術分

野のトップに位置付けられている。 

2 

2007 年中央第 1 号文書「近代的農業を積

極的に発展させ、社会主義新農村建設の

推進に関する若干意見」 

2007 年 

1 月 29 日 

中国共産党中

央委員会・国務

院 

遺伝子組換え食品表示制度の管理監督の強

化を強調。 

3 

2008 年中央第 1 号文書「農業インフラ整

備の的確強化、農業発展・農民所得増加

の更なる促進に関する若干意見」 

2008 年 

1 月 30 日 

中国共産党中

央委員会・国務

院 

遺伝子組換え生物の新品目育成を重大科学

技術特定項目の 1 つとする。 

4 
国家食糧安全中長期計画綱要（2008～20

年） 

2008 年 

11 月 13 日 
国家発改委 

遺伝子組換え新品目育成の重大科学技術特

定項目を立ち上げる。 

5 

2009年中央第1号文書「2009年の農業の

安定的発展、農民の持続的所得増加の

促進に関する若干意見」 

2009 年 

2 月 1 日 

中国共産党中

央委員会・国務

院 

遺伝子組換え生物新品目育成の重大科学技

術特定項目の推進を改めて言及。 

6 
全国 1,000 億斤食糧増産生産能力計画

（2009～20 年） 

2009 年 

11 月 3 日 
国家発改委 

食糧自給率 95%を達成できるようにいくつか

の主要技術路線を確定。このうち、遺伝子組

換え技術について、遺伝子組換え大豆新品

目の研究開発、遺伝子組換え高生産食糧新

品目の研究開発、及び遺伝子組換え病虫害

防止新品目の研究開発を主要任務とする。 

7 

2010 年中央第 1 号文書「都市・農村の総

合的発展の推進、農業・農村発展基盤の

更なる強化に関する若干意見」 

2010 年 

1 月 31 日 

中国共産党中

央委員会・国務

院 

遺伝子組換え生物新品目育成の重大科学技

術特定項目の重要性を改めて強調。 

（資料）中国政府 HP、新華ネットなどの内容を基に作成。 

 
(2) 遺伝子組換え品目に関する管理制度の見通し 

現在、中国の遺伝子組換え関連の法律・法規は、遺伝子組換え作物の研究開発から商業

化流通までの各段階を網羅している。しかし、立法から運用までにはまだ多くの問題があ

る。大きな問題としては、遺伝子組み換え標識（表示）管理の対象範囲が狭く、また、遺

伝子組み換え食品成分の含有量の表示に関する基準がないことや、遺伝子組み換え食品の

リストのないことが挙げられる。また、遺伝子組み換え農産物の測定水準が低く、遺伝子

組み換え農産物の毒性、農薬への耐性、栄養分の破壊などに対する計測も始まったばかり

である。 
これらの問題に対して、2010 年に全人代代表が、遺伝子組換え食品管理制度についての

意見と提案を発表した 38

38 「方新氏：遺伝子組換え食品を指導し、大衆に選択権を与える」全人代ネット、2010 年 2 月 26 日。 

。まず、2011 年 1 月に、全人代の農業農村委員会は、国務院の

関連部門が食糧遺伝子組換え管理の関連問題を研究し、2011 年に「食糧法」草案を全人代

常務委員会で審議すべきであると報告した。その後、環境保全部は「遺伝子組換え生物安

全法」の起草作業を始め、科学技術部が「遺伝子組換え生物の安全」に関する立法のため
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の準備を開始し、商務部が「食糧法」起草に合わせて遺伝子組換え立法の研究を進めてい

る 39。国家発改委は「国家発改委による、全人代常務委員会の国家食糧安全の作業状況に

対する審議意見の執行に関する報告書」で、遺伝子組換え生物管理体系を充実させる計画

を発表した。具体的には、①国内の遺伝子組み換え農作物の研究、試験、生産、輸入など

の活動について厳格に安全審査を行うこと、②農業遺伝子組み換え生物標識（表示）管理

を強化し、国民の知る権利と選択権を保障すること、③遺伝子組み換え生物安全管理の法

令を充実させ、「農業遺伝子組み換え生物安全管理条例」を改正すること、④引き続き遺伝

子組み換えの知識を普及させ、専門家を組織して国内外の遺伝子組み換え技術研究、安全

管理、産業発展などを報告させ、国民の遺伝子組み換え技術に対する認知度を高めること、

などを盛り込んでいる 40

 
。 

(3) 商業栽培の見通し 
3 品目の遺伝子組換え食糧は、「農業遺伝子組換え生物生産応用安全証書」を取得し、今

後 2～4 年 41

 

のうちに商業化が許可される見通しである。しかしながら、遺伝子組換え技

術に反対する意見も多く、大規模の商業栽培は専門家や国民の強い反発や抵抗を受ける可

能性は大きい。中国政府は、大規模商業栽培に対して明確な立場を表明しておらず、今後、

より慎重な態度を取り、遺伝子組換え食糧の商業栽培のスピードを緩める可能性がある。 

39 「遺伝子組換えの立法を急ぐ。全人代が提案し、環境保全部、科技部、商務部が準備」人民ネット、

2011 年 1 月 5 日。 
40 「中国が農業遺伝子組換え生物安全管理を強化へ」新華ネット、2011 年 2 月 27 日。 
41  「農業部専門家：遺伝子組換え稲の産業化は緩まず、早くて三年で食卓に載せられる」「広州日報」、

2010 年 3 月 9 日。 
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中国の遺伝子組換え林木の現状 

山下憲博 

１．中国林業の現状 

 中国では1980年代の初め頃から，三北（華北，東北，西北）防護林，長江上中流域

防護林，沿海防護林，平原部緑化等の林業生態プロジェクトを実施し，また全国民に

よるボランティア植樹運動を推進して，大規模な造林と森林回復の活動を展開してき

た。現在も，天然林資源保護，退耕還林（耕地を林地に戻す事業），三北･長江流域防

護林，北京･天津黄砂源管理，野生動植物保護･自然保護区建設，速成多産林建設等の6

大林業重点プロジェクトを実施しているところである。当面している課題としては，

林権制度の改革，国民参加の生態建設，林業発展への積極性の発揮等への取組がある。

第10次5カ年計画（2001年～2005年）終了後の2005年の林業分野における成果は，5年

間で全国において完成した造林面積が4.8億ムー（3,200万ha），全国民ボランティア植

樹は120億株で，これらにより全国の森林被覆率は2001年の16.55％から2005年は18.2

1％にまで増加した（「第11次5カ年規画期間に我が国の被覆率は20％に達する」新華

ネット2008年9月1日）。

中国国家林業局が毎年発行している『中国林業発展報告』の2007年版の概要が2007

年10月に公表されているが，これに拠ると，2006年の中国林業の状況は次の通りであ

る。 

2006年の造林緑化事業の継続的推進については，全国の造林完成面積は271.79万ha，

うち人工造林（人力による造林）が244.61万ha，飛行播種造林（航空機による播種）

が27.18万ha。封鎖育林面積（立ち入り制限を実施して行う育林）が147.17万haであっ

た。2006年の退耕還林事業については，退耕還林による造林完成面積は104.85万ha，

補助金支払い対象面積は878.03万haで補助金等投入合計金額は258.10億元で，補助金の

対象農家数は2,800万戸であった。2006年のその他実施した事業については，北京天津

地区黄砂防止計画，三北及び長江流域等重点防護林体系建設計画，野生動物保護及び

自然保護区建設計画，湿地保護計画，重点地区速成用材林基地建設計画を実施した。2

006年の科学技術研究開発･普及の活動については，先進技術導入計画項目が128項目，

導入新技術が6項目で，研究開発成果は200項目，新開発技術が72項目，新工芸開発が1

2項目，新製品･材料開発が13項目であった。また，技術普及のためのトレーニングコ

ースの実施は延べ500回，同トレーニングコース参加者は延べ5.5万人，普及林木優良

品種は20品種，普及林業新技術は67項目，県級以上のモデル建設は115箇所で行った。

2006年の法令整備については，『森林法』の改正（自然保護区活動の追加），『森林

防火条例』の改正，『林木遺伝子組換え工程活動審査管理弁法』と『林木種苗品質管
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理弁法』の施行を行った（「2007中国林業発展報告（摘要）」中国緑色時報2007年10

月22日）。 

 「第11次5カ年規画（2006～2010年）」はこれまでの5カ年計画と中身はおおむね同

じであるが，すでに中国では計画経済から市場経済に転換していることから，その名

称の「計画」を「規画」に改めたものである。この「第11次5カ年規画」において，林

業分野の関わる重要指標として森林被覆率に言及しており，2005年に18.2％であった

全国の森林被覆率を2010年に20％とすることを目標に掲げている。これは，「同規画」

の中で「約束指標」という位置づけになっており，これは政府としてなんとしてでも

達成しなければならない重要な目標であることを意味している。「同規画」の中では

林木研究開発にかかる詳細な事項は触れられていないのであるが，中国林業科学院･

江沢慧院長が「同規画」期間中の林木生物研究開発の重点について言及しているとこ

ろ，その概要は次の通りである（江沢慧「中国の林業生物産業」科技日報2006年4月1

8日）。 

「第11次5カ年規画（2006～2010年）」期間中の林木生物研究開発の重点 

①品種刷新と資源育成

分子育種，遺伝子組換え等の技術により，優良，多産，多抵抗性の新品種 

を育成して，生態林，燃料林，促成林，経済林，都市庭園林等の造林に広く応

用する。 

②生物エネルギー

林業生物を利用した燃料用エタノールの生産・利用体系を構築する。 

③生態生物防除

新型林業生物製剤技術等により造林困難地での活着率の向上等を図る。 

④生物新素材

新木質素材の開発等を通じて木材資源総合利用率の向上を目指す。 

⑤林業生物製剤

植物活性物質の抽出や植物由来新薬の開発等を通じて林業生産の無公害化を

促進する。 

 この中国林業科学院･江沢慧院長の表現からも明らかなように，新品種の開発と新資

源の育成においては，分子設計育種，遺伝子組換え等の技術を中心として取組の重点

が置かれている。このことから，中国の林木研究において遺伝子組換え技術に大きな

期待が寄せられていることが分かる。 

２．林木研究開発の方向 
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 最近の中国の林木研究開発の方向について，中国農業科学院植物技術研究所･黄大昉

所長は，次のように概括している（黄大昉「遺伝子組換え作物と植物保護」農博ネッ

ト2008年1月30日）。

中国の遺伝子組換え作物の研究は1980年代に始まっており，中国は世界でもっとも

早くから農業生物技術応用を開始した国の１つである。この二十数年の間の努力の結

果，遺伝子組換え技術と作物育種においては発展途上国の中では先導的な地位にあり，

すでにいくつかの項目においては国際的先進レベルに達している。1997年以降今日ま

で，192の機関により1,525項目の安全評価申請が行われて，424項目について安全保証

書が発出されている。これらの対象作物は水稲，綿花，トウモロコシ，菜種，馬鈴薯，

大豆，小麦等30種類以上に及んでいる。 

 遺伝子組換え害虫抵抗性ポプラの商品化生産については比較的早い時期から研究が

始まっており，2002年には食葉害虫抵抗性を持つ2種類のポプラ（欧州黒ポプラ，741

号ポプラ）が国家林業局から商業化植栽の許可を得ている。特に欧州黒ポプラは商業

化第1号の遺伝子組換え樹種で，現在，植栽面積は400ヘクタールに達している。この

他に5種類の害虫抵抗性を持つ遺伝子組換えポプラがすでに試験段階に入っている。ま

た，遺伝子組換えウイルス抵抗性パパイアの生産許可については，熱帯果実であるパ

パイアはパパイア輪点ウイルス（PRSV）に冒され易いという弱点があったが，遺伝子

組換えにより有効な機能が確保された。この技術はすでに生産性試験と生物安全性評

価を終えて，2006年に農業部から安全証書を獲得し，商業栽培と販売が許可されてい

る。この遺伝子組換えウイルス抵抗性パパイアは中国で初めて許可された果物であり，

かつ多年に渉る厳格な管理の下で開発された第一番目の商業生産への普及に供される

ことが可能となった遺伝子組換え植物でもある。 

 今後の遺伝子組換え作物の研究と産業化については，中国の遺伝子組換え作物研究

の全体的レベルはまだ先進国とは一定の差があるが，伝統的育種の上に独自の特色と

優位性を形成しつつある。今後の重点は，水稲やトウモロコシ等の食糧作物の遺伝子

組み換え作物産業化の推進である。最近，「遺伝子組換え生物新品種の育成」が『第1

1次5カ年規画及び中長期（2006～2020）科学技術発展規画』の中に取り入れられ，月

面探査，有人宇宙飛行等とともに16重大項目の１つとして国の重点技術開発の中に位

置づけられた（黄大昉「遺伝子組換え作物と植物保護」農博ネット2008年1月30日）。 

 これまでに入手できた資料による遺伝子組換え林木の品目別の現状をまとめると以

下の通りになる。なお，以下4品目以外の遺伝子組換え林木については現在のところ全

く不明である。 

遺伝子組換え林木の品目別の現状 

（１）ポプラ 
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 害虫抵抗性を持つ2種類のポプラ（欧州黒ポプラ，741号ポプラ）が国家林業局の許

可を得て商業化生産されている。現在，この他に害虫抵抗性ポプラ5種類を申請中であ

る。（「遺伝子組換え作物と植物保護」農博ネット2008年1月30日） 

（２）パパイア

 パパイアは「木というよりもむしろ巨大な草本性植物」（『図説熱帯の果実』農林

水産省国際農林水産研究センター2001年1月）であるため，中国においても国家林業局

ではなく農業部が所管しており，2006年に農業部がウイルス抵抗性を持つGMO品種の

商業栽培について許可を出している。ただし，実際に商業栽培が開始されているかは

不明である。（「遺伝子組換え作物と植物保護」農博ネット2008年1月30日） 

（３）枸杞（クコ）

ナス科の落葉低木。果実は熟すと赤色の卵形。根，葉，果実は漢方薬に用いられる。

 2006年1月にアブラムシ抵抗性を持つ遺伝子組換え枸杞が寧夏農林科学院で開発され

たという報道があるが，その他詳細は不明である。（「寧夏で遺伝子組換え枸杞新品

種の開発に成功」中国食品産業ネット2006年1月18日） 

（４）胡桃（クルミ）

 2007年12月に中国林業家学院と中国農業科学院生物技術研究所が陝西省商洛市胡桃

研究所とともに陝西省商洛市において胡桃遺伝子組換え育種研究試行実施地を選定し

て，今後研究を開始するとの報道があるが，この詳細及びその後の動向は不明である。

（「全国の胡桃専門家が陝西省で現地調査を実施」陝西省林業庁2007年12月25日） 

３．林木遺伝子組換え活動の管理 

 中国国家林業局は2006年7月に遺伝子組換え林木にかかる研究開発及び商業生産か

ら販売に至るまでのすべての過程における活動に対して管理することを目的とした法

律を制定した。この法律は『林木遺伝子組換工程活動審査管理弁法』で，2006年7月1

日に施行されたもので，この法律の概要は以下の通りである（別添参照：同弁法の全

文仮訳を別添として添付）。 

 同弁法は27条からなり，林木の遺伝子組換え工程活動の審査行為を規範化するため

の国家林業局令（第1条）である。同弁法でいう「林木の遺伝子組換え工程活動」とい

うのは，遺伝子組換え林木の研究，試験，生産，経営及び輸出入の活動を含む，と定

義されており，また，「遺伝子組換え林木」については，遺伝子構成改変して林業生

産あるいは林産物加工に用いられる森林植物，同産物，同加工品及びこれらの成分を

含有する関連産物，を指す，とされている（第3条）。林木遺伝子組換え工程活動の安

全レベルは，Ⅰ級：危険なし，Ⅱ級：低度の危険，Ⅲ級：高度の危険，の3段階に分け

られ，安全レベルの区分標準と評価基準は国家林業局が別に定める，こととされてい

る（第4条）。 安全レベルがⅠ･Ⅱ級の遺伝子組換え林木の研究をする場合は，その研
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究が開始される以前に国家林業局に報告しなければならない，とされており，また，

安全レベルがⅢ級の遺伝子組換え林木の研究をする場合は，その研究が開始される以

前に国家林業局にその研究の実施について申請しなければならない，ことが明記され

ている（第6条）。遺伝子組換え林木の試験については，①中間試験（制御環境下の小

規模試験），②環境開放試験（自然条件下で安全措置を伴う中規模試験），③生産性

試験（生産及び応用のための大規模試験），の3段階に分かれるが，②と③の試験は同

時に実施しても構わない，こととされている（第7条）。遺伝子組換え林木の研究の終

了後，中間試験を実施する必要が生じた場合は国家林業局に中間試験の実施について

申請しなければならない，とされている（第8条）。さらに，遺伝子組換え林木の中間

試験の終了後，環境開放試験を実施する必要が生じた場合，あるいは環境開放試験と

生産性試験を同時に実施する必要が生じた場合，並びに環境開放試験の終了後に生産

性試験を実施する必要が生じた場合には，国家林業局に生産性試験の実施について申

請しなければならない，とされている（第9条）。生産性試験の終了後に遺伝子組換え

林木安全証書を申請する必要が生じた場合は国家林業局に申請しなければならない，

とされているが，国家林業局は遺伝子組換え林木安全証書の申請に対して安全性評価

に合格した場合は遺伝子組換え林木安全証書を発行しなければならない，とも定めら

れている（第11条）。遺伝子組換え林木の生産，経営を行う機関及び個人は，遺伝子

組換え林木安全証書を取得していなければならない，とされており，また，遺伝子組

換え林木の種子を販売する場合には明確な文字表示を行い，使用時の安全制御措置を

明示しなければならない，とされている（第13条）。国外から遺伝子組換え林木を導

入して研究，試験，生産あるいは経営に用いる場合は，国家林業局に申請しなければ

ならない，とされている（第14条）。罰則規定としては，同弁法に違反して林木遺伝

子組換え工程活動を展開した場合，国家林業局は警告を与えることができ，3万元以下

の罰金に処することができる，こととされている（第24条）。 

 同弁法は，2002年3月20日から新たに施行された『農業遺伝子組換え生物安全評価管

理弁法』をほぼ踏襲しつつ，それを一部簡略化した内容の法律になっている。中国の

場合，林木に関しては国家林業局が所管しており，農産物については農業部の所管で

あるため，遺伝子組換え林木を規制する法律が遺伝子組換え農産物を規制する法律と

が別のものとして異なった時期に定められている。 

４．遺伝子組換え林木の課題 

 林木は農産物よりも生育期間が長く，また林木は森林を形成して環境保護機能その

ものを構成する要素となるものだけあって，利用者に与える直接的損害ということよ

りも，生育が図られる生態環境における潜在的な危険性に対する課題がより大きいも

のと認識されていると言える。 
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 遺伝子組換え林木の潜在的危険性については，康向陽ほか「遺伝子組換え林木の生

態環境における潜在的危険性」（『応用生態学報』第15巻第7期2004年7月）によると，

GMO林木の大量増殖は林木遺伝子の多様性を喪失させる恐れがあるとしており，その

理由として次の3点を挙げている。 

①林木は生育期間が長く，短くて5～6年，長いものは100年を越える生育期間を有す

るため，多くの予測不可能な環境条件の変化の影響を受け易い。 

②遺伝子型の同一性は一定の病虫害には強いが，別の特定の病虫害を受け易くなり，

却ってリスクが増加する。 

③栄養繁殖により遺伝子の喪失を防ぐという持続的な利用が可能となるが，このこ

とは林木遺伝子の多様性の低下をもたらす。 

 また，GMO林木の開放は環境多様性に影響する恐れがあるとして，その理由には次

の2点を指摘している。 

①遺伝子組換え植物はその組換えた遺伝子の性状により経済的有益性を持つが，花

粉の伝播を通して他の植物種の遺伝子のシステムを破壊して後代の遺伝に影響をもた

らす可能性がある。 

②害虫抵抗性の遺伝子組換え林木が自然界に開放された場合，直接的あるいは間接

的に生態系の食物連鎖の一環を断絶させる可能性があり，これが連鎖反応を引き起こ

し自然生態均衡を破壊する恐れがある。特に林木は生態系統の主体であり，かつ農作

物よりも生体として巨大で寿命も長く，風媒が多くて花粉の活動時間も長くなってお

り，他植物種の開花期に遭遇する可能性が高いこともあり，生態系への影響は大きい

と考えられる。 

 なお，これは2008年11月上旬に中国の大学関係者から聞いた話であるが，中国の農

業経済研究者として著名で外国にも名前がよく知られている某博士が米国の遺伝子組

換え作物の種子を扱う某種子会社から委託されて調査をした結果，中国で普及してい

る遺伝子組換え綿花に利用されている遺伝子組換え関係技術の80～90％は米国の企業

が開発した技術であるということを確認した，との報告書をまとめたとのことである。

一部の中国の研究者は，この某博士の行為を激しく批判しているとのことであるが，

この某博士の調査結果の数字が正確かどうかは別にしても，米国の種子会社が中国の

遺伝子組換え綿花に対して，知的所有権の権利主張を行う可能性があることについて，

中国の遺伝子組換え綿花の関係者は非常にナーバスになりつつあるということである。

このことは，中国において遺伝子組換え生物にかかる知的所有権がきちんと確立され

ていないことを表していると言える。この種の知的所有権にかかる問題が，中国で開

発された遺伝子組換え林木のポプラやパパイアにあるのかどうかは筆者には詳らかに

することができないが，綿花において生じたことが，今後，遺伝子組換え林木の開発

-52-



と普及が進む中で，まったく生じる心配がないとは言い切れないと思われる。 

 したがって，中国の現状では，遺伝子組換え林木の研究開発とその商業的利用に関

しては，長期的な課題としては生態環境における潜在的な危険性に対する調査研究が，

また短期的な課題としては知的所有権の確立が重要であると指摘できるだろう。 
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〔 別添 〕 

 【仮訳】 

林木遺伝子組換え工程活動審査管理弁法 

（2006年4月11日国家林業局令第20号） 

 

 第1条 林木の遺伝子組換え工程活動の審査行為を規範化するため，『中華人民共和

国行政許可法』，『国務院の行政許可に必要な行政審査項目についての決定』（国務

院令第412号）及び国家の関係規定に基づき，本弁法を制定する。 

 

 第2条 林木の遺伝子組換え工程活動の実施にかかる行政許可は，本弁法を遵守して

行わなければならない。 

 

 第3条 本弁法で言う林木遺伝子組換え工程活動とは，遺伝子組換え林木の研究，試

験，生産，経営及び輸出入の活動を含むものである。 

 本弁法で言う遺伝子組換え林木とは，遺伝子組換え技術を利用して遺伝子構成を改

変して，林業生産あるいは林産物加工に用いられる森林植物を指し，主に以下のもの

を含む。 

（１）遺伝子組換え森林植物 

（２）遺伝子組換え森林植物産物 

（３）遺伝子組換え森林植物の直接加工品 

（４）遺伝子組換え森林植物及びその産物の成分を含有するその他の関連産物 

 

 第4条 林木遺伝子組換え工程活動の安全レベルは，それが人類，動植物，微生物及

び生態環境に対して及ぼす危険度に応じて，以下の3段階に分けられる。 

Ⅰ級 危険が存在しない 

Ⅱ級 低度の危険を有する 

Ⅲ級 高度の危険を有する 

林木遺伝子組換え工程活動の安全レベルの具体的な区分標準と評価基準は，国家林

業局が別に定める。 

 

 第5条 遺伝子組換え林木の研究と試験に従事する機関は以下の条件を備えていな

ければならない。 

（１）遺伝子組換え林木の研究と試験に従事する専門技術人員 

（２）研究及び試験のどちらにも適応できる機器設備及び施設条件の具備 

 遺伝子組換え林木の研究及び試験に従事する機関は遺伝子組換え林木安全管理組織

を設立して，同機関の遺伝子組換え林木の研究と試験の安全工作について責任を負わ
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なければならない。 

 

 第6条 安全レベルがⅠ級及びⅡ級の遺伝子組換え林木の研究に従事する場合，研究

機関はその研究が開始される以前に国家林業局に報告をしなければならない。 

 安全レベルがⅢ級の遺伝子組換え林木の研究に従事する場合，研究機関はその研究

が開始される以前に国家林業局に申請して，以下の資料を提出しなければならない。 

（１）申請書 

（２）林木遺伝子組換え工程活動の安全レベル及び安全レベルを確定した根拠 

（３）安全レベルに対応した安全設備，安全管理及び防止措置等の状況説明資料 

（４）所在地の省級林業主管部門あるいは大学･専門学校，中央政府直属研究機関の

審査意見 

 

 第7条 遺伝子組換え林木の試験は，一般的に中間試験，環境開放及び生産性試験の

3つの段階に分かれる。中間試験は，制御環境下において実施される小規模な試験を指

す。環境開放は，自然条件下で相応した安全措置をとって実施される中規模の試験を

指す。生産性試験は，生産及び応用の前に実施される比較的大規模な試験を指す。 

 遺伝子組換え林木の環境開放と生産性試験は同時に実施しても構わない。 

 

 第8条 遺伝子組換え林木の研究の終了後，中間試験を実施する必要が生じた場合，

試験機関は国家林業局に申請して，以下の資料を提出しなければならない。 

（１）申請書 

（２）研究総括報告 

（３）林木遺伝子組換え工程活動の安全レベルと安全レベルを確定した根拠 

（４）相応する安全研究の内容，安全管理及び防止措置等の状況説明資料 

（５）所在地の省級林業主管部門あるいは大学･専門学校，中央政府直属研究機関の

審査意見 

 

 第9条 遺伝子組換え林木の中間試験の終了後，環境開放を実施する必要が生じた場

合，あるいは環境開放と生産性試験を同時に実施する必要が生じた場合，並びに環境

開放の終了後に生産性試験を実施する必要が生じた場合，試験機関は国家林業局に申

請して，以下の資料を提出しなければならない。 

（１）申請書 

（２）林木遺伝子組換え工程活動の安全レベルと安全レベルを確定した根拠   

（３）相応する安全研究の内容，安全管理及び防止措置等の状況説明資料     

（４）先の試験段階にかかる総括報告                                           

（５）国家林業局指定の検査機関による検査報告 
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（６）所在地の省級林業主管部門あるいは大学･専門学校，中央政府直属研究機関の

審査意見 

 

 第10条 安全レベルがⅢ級の遺伝子組換え林木の研究，または遺伝子組換え林木の

試験を申請する場合，以下の条件に符合していなければ，承認を受けることができな

い。 

（１）根拠を有する安全性評価を具える 

（２）安全レベルが求める安全措置を具える   

（３）本弁法第5条に規定する条件に符合する 

（４）国家の関連法律，法規の規定に符合する                                     

 

 第11条 生産性試験の終了後，遺伝子組換え林木安全証書を申請する必要が生じた

場合，試験機関は国家林業局に申請して，以下の資料を提出しなければならない。 

（１）申請書 

（２）林木遺伝子組換え工程活動の安全レベルと安全レベルを確定した根拠   

（３）生産性試験段階にかかる総括報告    

（４）所在地の省級林業主管部門あるいは大学･専門学校，中央政府直属研究機関の

審査意見 

（５）その他の関係資料 

  国家林業局は遺伝子組換え林木安全証書の申請に対して安全性評価を行う組織を設

置して，安全性評価に合格した場合，遺伝子組換え林木安全証書を発行しなければな

らない。 

 

 第12条 遺伝子組換え安全証書には，遺伝子組換え林木の名称，証書番号，規模，

範囲，有効期間及び関係責任者，安全制御措置等の内容を明記しなければならない。 

 

 第13条 生産，経営に用いられる遺伝子組換え林木は，遺伝子組換え林木安全証書

を取得していなければならない。 

 遺伝子組換え林木の生産，経営を行う機関及び個人は，遺伝子組換え林木安全証書

に明記された内容に準拠して生産，経営の活動を行わなければならない。 

 遺伝子組換え林木の種子を販売する場合には，明確な文字表示を行い，また使用時

の安全制御措置を明示しなければならない。 

 

 第14条 国外から遺伝子組換え林木を導入して研究，試験，生産あるいは経営に用

いようとする場合，国家林業局に申請して，以下の資料を提出しなければならない。 

（１）申請書 
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（２）輸入遺伝子組換え林木安全管理登記表 

（３）導入しようとする遺伝子組換え林木にかかる，国外においてすでに実施され

た相応の研究，試験あるいは経営についての証明文件 

（４）導入過程において実施された安全管理及び防止措置 

 遺伝子組換え林木を導入して生産，経営に用いようとする場合，輸出国あるいは地

域において科学的試験を経て，人類，動植物，微生物及び生態環境に対して有害では

ないと証する資料を提出しなければならない。 

 

 第15条 国外から遺伝子組換え林木を導入して研究，試験，生産あるいは経営に用

いようとする場合，本弁法の規定に基づき執行されなければならない。 

 

 第16条 林産物を国外に輸出する時に，相手国側が遺伝子組換え林木に属するかど

うかの証明の提供を要求する場合，国家林業局は関連する証明資料を提供することが

できる。 

 

 第17条 国家林業局は林木遺伝子組換え工程活動の展開にかかる申請を受けた後，

申請資料が完備されており，法定形式に合致している場合には，これを受理して『国

家林業局行政許可申請受理通知書』を発出しなければならない。受理しない場合には，

この旨を申請人に伝えるとともに理由を説明して，『国家林業局行政許可申請不受理

通知書』を発出しなければならない。申請資料が完備されていない，あるいは法定形

式に合致していない場合には，5日以内に申請人に対して補正の必要なすべての内容に

ついて告知して，『国家林業局行政許可申請補正資料通知書』を発出しなければなら

ない。 

 

 第18条 国家林業局は行政許可の決定を下すときには，専門家を組織して評議審査

あるいは指定する検査機関による検査を行う必要があり，受理した日から10日以内に

『国家林業局行政許可申請に必要な公聴会，入札，販売，検査，検疫，鑑定及び専門

家評議審査にかかる通知書』を発出し，専門家の評議審査及び検査に要する時間につ

いて申請人に告知しなければならない。 

 専門家の評議審査及び検査に要する時間が計算できない場合は，行政許可決定の期

限内に行うものとする。                       

 

 第19条 国家林業局は受理した日から20日以内に行政許可を承認するか否かの決定

を下し，『国家林業局行政許可承認決定書』あるいは『国家林業局行政許可不承認決

定書』を発出して，申請人に告知しなければならない。 
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第20条 法定期間内に行政許可にかかる決定ができない場合には，国家林業局の主

管責任者の承認を経て，国家林業局は法定期間満期の出勤日5日以内に『国家林業局行

政許可延期通知書』の手続きを行い，申請人に告知するものとする。 

第21条 林木遺伝子組換え工程活動の展開にかかる行政許可決定証は，関係規定に

基づき公示，公告が行わなければならない。 

第22条 国家林業局は，林木遺伝子組換え工程活動の展開にかかる許可を受けた者

の状況に対して，法に基づき管理監督検査を実施しなければならない。 

第23条 許可を受けた者が欺瞞，賄賂等の不正手段によって承認を取得していた場

合，国家林業局はその林木遺伝子組換え工程活動の行政許可を取り消し，このことを

公示，公告しなければならない。 

 行政許可決定の取り消しに当たっては，国家林業局は許可を受けた者に対して書面

をもって通知し，法に基づき行政不服審査の申請あるいは行政訴訟を行う権利を有す

ることを告知しなければならない。 

 第24条 本弁法の規定に違反して，林木遺伝子組換え工程活動を展開した場合，国

家林業局は警告を与えることができ，違法な所得があった場合には，違法な所得に相

当する額以上3倍以下で，かつ3万元を超えない罰金に処することができる。違法な所

得がなく，非経営活動に属する場合には，一千元以下の罰金に処することができ，経

済活動に属する場合には，一万元以下の罰金に処することができる。 

 第25条 国家林業局の関係人員が林木遺伝子組換え工程活動の展開にかかる行政許

可について審査を実施している間に職権乱用，不正行為を起こした場合は，法に基づ

き行政処分を行う。悪質な場合，犯罪を構成する場合には，法に基づき刑事責任を追

及する。 

 第26条 林木遺伝子組換え工程活動の展開にかかる関係申請資料はすべて一式10部

とし，国家林業局が規定する様式にしたがって作成されるものとする。 

第27条 本弁法は2006年7月1日から施行される。 
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FSC and Plantations – 19/12/2012 
FSC’s position on plantations 
 

FSC と植林（仮訳） 
植林に関する FSC の立場 

2014 年 9 月発行 
 
 
FSC は、世界の森林に環境的に健全で、社会的に有益で、経済的に持続可能な管理を

推進する独立した非営利団体です。 
 
FSC の展望は、世界の森林が将来の世代の人々の社会的、生態学的、経済的権利とニ

ーズを損なうことなく現代の世代の諸権利を満たすことです。 
 
 
 
 
内 容 
 
1. 森林（天然林）への圧力は引き続き増加する 
2. 植林の役割 
3. 植林に関する FSC の立場 
4.  FSC 認証による植林管理の改善 
5. 植林認証の環境側面 
6. 植林認証の社会的側面 
7. 植林認証の経済的側面 
 
結 論 
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1. 森林（天然林）への圧力は引き続き増加する 
 
 
人類の生存と繁栄は、常に本質的に森林に結びついています。 森林は、木材、燃料、

繊維、食糧、避難所、薬、その他の重要な資源を私たちに提供してくれます。 
 
しかし、人口の増加と人類繁栄の増大は、森林生態系への前例のない圧力をもたらし、

森林減少、森林劣化、地域社会の疎外化をもたらしています。 
 
森林を保護したり管理するための持続可能な措置は、いくつかの影響をもたらします。

FAO によると、2000年から 2010年における天然林の消失面積は 13百万 ha/年で、1990

年から 2000年における天然林の消失面積 16百万 ha/年よりも幾分緩和されました。そ

れでも年間消失面積は（FAOが指摘しているように）ニカラグアの国土面積に匹敵する

位で、驚くほど高いです。わずか 20年で、全世界の森林面積 40億ヘクタールの約 7％

が失われたことになります。 

 

 
2011 年の世界人口は 60 億人を超え、2050 年には 96 億人に達すると推定されており、

特に貧困削減に努めているので木材資源に対する需要がさらに早くなる可能性があり

ます。 環境意識の向上と保全政策の実施にもかかわらず、世界的な森林減少のリスク

は継続しています。 
 
森林に対する圧力を減らす機会があります。 効率的な資源の使用、廃棄物の最小化と

リサイクルの増加、持続不可能な消費パターンの防止が好事例です。このような森林の

劣化や転換を取り除くために森林管理を改善することは、もう一つの貢献であり、FSC
が重要な役割を果たしています。森林には化石燃料への依存を減らす役割を果たしてい

くことも期待されているため、今後数十年に世界的な林産物の消費が減少する可能性は

極めて低い。したがいまして、植林は人間のニーズを満たすために不可欠です。 
 
 
2. 植林の役割 
 
 
植林は新しい現象ではありません。 何世紀もの間、人々は木を植えて、森林を作り、

資源の産出高を増やし、森林を再建し、レクリエーションや美学の目的で森林を作って

きました。 
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以下の機能を提供するために、多くの異なる種類の植林が存在しております。 
 
 環境サービス：保護地域、土壌保全、水保護または炭素貯蔵のための緩衝地帯 
 経済的および社会的便益：例えば、アグロフォレストリーシステムや小さな樹木地

など、小規模農家や村落共同体のための食糧、薪炭、住宅資材や現金収入 
 高収量繊維生産：紙、木材、パネル、バイオマス用 
 
数千ヘクタール規模から 1 ヘクタールに及ぶ商業植林は、民間企業、農家、地域協同組

合および他の組織によって管理されています。 
世界の植林の半分はアジアにあり、ヨーロッパが 30％、北米及び中米で 10％、残りが

南米、アフリカ、オセアニアにあります。 
世界の植林面積の半分は政府によって所有されており、個人所有が第 2 グループ、大企

業が第 3 グループとなっております。 
 

FSC は、植林を「外来種または生来種を 1 つまたは数種類、規則的な間隔および樹

齢を管理して植え付けることによって確立された森林区域で、自然林の主要な特徴お

よび主要な要素のほとんどを欠いている。」と定義しています。 
 
近年、植林された森林面積（累計）は 1990 年時点の 1 億 7,800 万 ha から 2010 年時点

には 2 億 6,400 万 ha に急増し、ほぼ 50％増加しました。 
今日の植林面積は、世界の森林面積合計の約 6.6％を占めています。 
 
多くの植林用樹種の成長率は天然林の樹種を上回っているため、生産指向の植林では安

定した品質の木材を集中的に生産することができ、天然林への伐採圧力を下げることが

できます。 実際、植林はすでに木材やその他の林産物の供給において重要な役割を果

たしています。FAO は、2005 年に植林地が世界の産業用木材の約 33％を供給している

と推定しています。 
 
しかし、多くの場合、植林は大きな環境問題や社会問題を引き起こしています。 
これは、自然林や貴重な生態系を破壊して植林を行った場合、またはその造成が先住民

族や地域社会の権利を侵害した場合に特に当てはまります。 
農業や森林の限界地に植林を設立することは、収穫期や播種期のみに移住労働者や地元

の労働者を雇用することにより、貧困層に負担をかけることや雇用の不安定化を招く可

能性があります。 
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3. 植林に関する FSC の立場 
 

FSC は、天然林の保全と持続可能な利用を補完する戦略として植林の責任ある利用を

支援しています。植林は自然林の豊かさ、安定性、美しさ、または生態系サービスの複

雑系を置き換えることはできませんが、FSC の基準を適用することで、管理が透明性

と公平性によって定められ、環境影響や社会的影響が最小限に抑えられます。 
 

1995 年に、400 人強の FSC 会員が、植林認証を可能にするために投票し、89％の多数

決で、1994 年 11 月以降に天然林を転換して設立された植林地を除外することが決定さ

れました。FSC は天然林転換を認める立場ではないため、1994 年のルールは重要なも

のです。既存の天然林の環境、経済、社会的価値を維持し改善することが優先されます。

他の森林施業と同様、認証された植林は厳格な FSC の要求事項を遵守しなければなり

ません。 
 

2004 年に、早生樹による大規模経営植林の認証に関するステークホルダーの懸念に応

えて FSC Plantations Review（再検討）が開始されました。生物多様性の損失、労働者

の搾取、人の移動などの問題に批判的な意見が集中しました。審査の中で、多くの専門

家作業グループが FSC の植林に関する取り決めを見直すことを任されました。 
 

2009 年には、植林に関する FSC の立場を明確にし、証明書のガイダンスを提供する重

要な文書が作成されましたが、意見の複雑さと分裂により、FSC Principles＆Criteria（P
＆C）の見直しが要求されました。（P＆C）は FSC の森林管理基準に基づいています。 
これにより、最終的には P＆C の改訂動機が醸成され、2012 年 2 月には、植林管理の

要件をすべてのタイプの森林に合致するよう統合された FSC P＆C の第 5 版が会員に

より採択されました。 
 
P＆C 見直しの期間中に、FSC の 2011 年総会が開催されましたが、バランスの取れた

会員のワーキンググループが、独立して植林に特別の注意を払うことを続けるべきであ

ると決議されました。 
 

FSC は、2011 年 4 月にブラジルで植林会議を開催し、コミュニティ代表、企業、NGO、

研究者、実務家を集め、FSC システムにおける企業と地域の協力を探求し、大規模な

植林経営による負の影響を最小化することについても話し合われました。 
 
会議では、ラテンアメリカ、アフリカ、南太平洋の FSC 認証企業が地域の経済発展を

促進し、紛争を改善するために地域社会に取り組む方法を強調した 5 つのケーススタデ
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ィが発表されました。 さらに、参加者は、地域社会との企業参加に関連する指標に展

開して議論された。 これらは IGI （International Generic Indicators：国際総合指標）ワー

キンググループによって考慮されております。 
 
 

4. FSC 認証による植林管理の改善 
 
 

FSC 認証は、植林管理者にポジティブな変更の指針を提供する強力なツールです。 企
業の責任プログラムのように、それはしばしばより透明で開かれた社内企業文化の発展

につながり、市民社会と市場の要求との整合性を改善します。 
 
FSC 認証は単なる「承認のスタンプ」ではなく、進行中の複数ステークホルダーの関

与と森林管理業務の見直しを通じて森林管理の改善を促すシステムです。 
国内の森林基準は、先住民族、環境 NGO、労働組合など幅広いステークホルダーとの

対話を通じて開発され、その国にとって最も適切な森林管理方法を決定します。 
 
さらに、FSC 認証企業は、FSC 基準を満たすように業務を適合させ、継続的な監査や

繰り返される利害関係者協議、FSC 紛争解決システムの仕組みを通じ、外部からの調

査に自ら意識的な決定を下します。 
 
ステークホルダーの苦情や紛争が関係当事者間で直接解決できない場合は、FSC 紛争

解決システムを採用しています。これは、解決のための透明で公正な手続きから成り立

っています。 
 
FSC は、認証が植林を巡るすべての論争を解決すると公言しておりません。 
その代わりに、環境に適した、社会的に有益な、経済的に実行可能な植林の森林管理の

最適な組み合わせに向けて、植林管理の基準を大幅に引き上げるための手段として、管

理方法に関する継続的な議論とステークホルダー調査のプラットフォームを提供しま

す。 
 

南アフリカでの FSC 認証 
 
南アフリカの植林は、同国の経済にとって非常に重要な部分です。 
産業植林は国内総生産（GDP）の 4.5％を占め、労働力の 1％を雇用し、木材製品の

95％を提供しています。南アフリカの 150 万ヘクタールの植林の 84％が FSC 認証
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を受けています。 一般に、認証の原動力は、企業が認証製品の市場シェアを拡大す

ることができるという認識でした。 
 

 

FSC 認証の取得は、企業が森林管理を体系的に改善し、市民団体や政府との議論にお

いて透明性を高めるための取り組みを促進しました。 
また、持続可能な森林管理のための国家基準の開発や、国の森林資産のリースにおける

認証を強制的な条件とする政府の支援も引き起こしました。 
 
Forest Producers Association of Coruche, Portugal 
ポルトガルのコルシェ森林生産者協会 
 
コルク樽の樹皮はポルトガルで数千年間持続的に収穫されてきました。主にワインボ

トル栓の供給源です。国は世界のコルクのほとんどを生産しています。 
 
コルチェ森林生産者協会（APFC）はポルトガル中央部の民間森林所有者のグループ

で、コルク森林を含む様々な森林生態系を管理しています。その中にはユーカリ植林

を含んだものもあります。 
 

2006 年には、認証コルクに関する国際市場の需要に支えられて、APFC は FSC 認証

を申請しました。2 年間の認証プロセスの間、認証された FSC 認証機関による訓練

と評価を受けました。これには、ベストプラクティス（好事例）、報告および管理に

関する指針へのアクセス等を学ぶために、既存の認証グループへの訪問が含まれてい

ました。世界野生生物保護基金からの広範な支援も受けました。 
 
この保全努力のためのアドバイスは特に価値がありました。 APFC のメンバーは森

林保全の基本に精通していましたが、絶滅危惧生物種や保全や保護区の定義、または

植林の環境価値向上のための管理についてはほとんど知りませんでした。 
 

FSC 認証は、すべてのメンバーのために単一の森林管理計画を策定し、経営効率を

改善しました。 APFC は、完全に保護された森林の 5％を残しています。 
環境モニタリングと予防措置が改善され、審査記録が実行されました。 FSC 認証の

ユーカリとコルクの価格プレミアムも経済的利益をもたらしました。 
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ブラジルの植林労働者の生活の質の向上 
 
ブラジルの植林で FSC 認証を取得したパルプ・紙製造会社のクラビン社（Klabin）
は、委託労働者の技能向上を目的とした教育プログラム「Crescer（Grow）」を導入

しました 
 
このプログラムは、国家産業社会サービスの政策に基づいて、Klabin の林業ユニット

に属する地元のサービス提供企業と提携して行われます。非就業時間中に労働者に 1
時間の教育活動を提供する「Crescer」は、「労働者のスキルを高め、企業とのコミュ

ニケーションの場を開くという特定の目標を持って」作成されました。 
 

2010 年の労働者の調査では、「参加者の間でプログラムに対する満足度が高い」こと

が示され、さらに、労働者は事故防止に関してより良い環境になり、生活の質も向上

しました。 
 

 
 

5. 植林認証の環境側面 
 
 
植林、特に大規模な、単一樹種や集中的に管理される事業は、農薬使用、外来種の導入、

生物多様性の損失などの環境への悪影響があると批判されることが多いと言われます。 
植林管理に透明性をもたらすことにより、FSC 認証は、環境に有害な慣行の実質的か

つ測定可能な削減をもたらすことを目指しています。 
 

FSC 認証活動は厳しい環境面での要求事項に従います。 
例えば、遺伝子組換え生物の使用は認められておらず、殺虫剤の使用を可能な限り統合

的な害虫管理とモニタリング、土壌肥沃度や水資源への影響を最小限に抑えなければな

らず、土壌構造の維持や改善、 土壌を劣化させたり、周囲の環境に影響を与えてはい

けません。害虫、病気、火災、侵入した植物の発生の予防と最小化を図るための対策も

講じなければなりません。 
 
さらに、FSC 認証植林のデザインと設計には、天然林の保護、修復、保全を促進し、

天然林に対する圧力を増大させないことが求められています。 野生生物の回廊、河岸

地域、さまざまな樹齢や回転期のモザイクを、植林の規模やレイアウトで考慮する必要

があります。 
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FSC は、認証された各事業において、保全価値の高い地域を特定するために複数の利

害関係者プロセスが行われることを要求しています。 これらの地域は予防措置を講じ

て管理しなければならず、収穫は行われず、他の生態系の介入も不可能である。 
2005 年と 2008 年の FSC 認証林業のすべての分析では、植林地は認証されたすべての

森林施業の平均 16％よりもかなり大きな保護地を持つ傾向があることが判明しまし

た： 
HCVF の管理を改善するためには、62％が認証を受けたり維持する必要がありました。 
 
 

6. 植林証明の社会的側面 
 
 
認証された植林は、森林労働者や地域社会の長期的な社会的・経済的幸福、先住民と労

働者の権利の尊重、安全な労働条件など、さまざまな社会的指標を尊重しなければなり

ません。 植林事業者は地域の大規模な雇用主であることが多いため、認証は林業活動

の便益が労働者に伝わることを確実にするための重要な手段となります。 
 
認証基準を満たすことは、しばしば、労働者がより良い給料を受け取ることを意味しま

す。2009 年の調査によると、ブラジルの FSC 認証企業は非認証企業の給与を上回り、

長期雇用、契約、未認証の森林には見られない可能性が高い健康および社会給付を提供

しています。 これらの知見は、FSC 認証が労働者の健康と安全、職業訓練、農薬の取

り扱いと減量、および生活の質にプラスの影響を及ぼしたと結論付けた先の研究の結果

を反映しています。 
 
ブラジルの林業・木材ユニオン（労働組合）リーダーのための 2012 年 11 月の訓練コ

ースで、FSC 認証の社会側面と題して、参加者は、「FSC 認証はブラジルの林業と木材

部門における環境と労働条件の改善に寄与している」ことを認めました。彼らは諸条件

を改善し続けるために、特に社会的条項に関して、さらなる算入を歓迎しております。 
 
FSC 認証は複雑な歴史的土地紛争を救済することはできませんが、土地所有権、土地

利用権、土地保有権が明確に確立されている必要があります。 企業はまた、十分な情

報と公正なプロセスに基づいて、活動の影響を受けるコミュニティとの交渉と事前合意

を得なければなりません。 これは、紛争を防止または解決し、透明で公正な契約上の

関係を促進することによって、認証の完全性を提供する仕組みです。 
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7. 植林認証の経済的側面 
 
 
植林と自然林の両方の FSC 認証は、ブランドの信頼性を築くことや新しい市場へのア

クセスを提供することなど、さまざまな経済的利益をもたらします。さらに、FSC 認

証製品の場合、企業や最終消費者がより高い価格を支払うことがある場合があります。 
2001 年から 2006 年の間に、例えば、米国ペンシルベニアのバイヤーは認証されてい

ない木材よりも FSC 認証木材に約 10％多く支払っています。 
 
日本では、認証木材を探しているバイヤーが、60 年以上前に植えられて自然林のよう

に管理されている梼原（ユスハラ）森林組合の認証された製材工場から直接購入してい

る例があります。森林組合にとってより有利な価格設定を可能にしております。 
 
また、認証は企業に自らの組織構造を客観的に見せて、より効率的になる方法を模索す

る誘因となります。 
 
パルプおよび製紙会社は、認証が良いビジネスケースとなっていることを認識していま

す。世界の業界の約 40％が COC 認証を取得していることが関心の高まりを示しており

ます。2007 年には、カナダの文芸出版社の 60％が、英国の文芸出版社の 40％が FSC
認証紙などの環境に配慮した紙に移行しました。 
 
FSC 認証は、長期投資を引き付けるのにも役立ちます。 
カナダの 2001 年の調査では、森林管理者が厳格な環境基準および社会基準に従ってい

ることを確実にする堅固なフィードバックメカニズムを持つ FSC 認証は、潜在的な投

資家に、「優れた森林管理方法が守られていることを示す最善の指標」であることが判

明しました。従いまして、「FSC 認証は、年金基金やその他の長期機関投資家が長期的

な資金投資を保護し、将来の健全な収益を確保するのに役立ちます。」 
 
 
結 論 
 
 
FSC 認証は、あらゆるタイプの森林管理を改善し、透明性、民主的な標準設定、厳し

い環境及び社会の要求事項をもたらすことができます。 可能な範囲で最大限の森林タ

イプを認証することにより、森林管理の実績を向上させ、森林管理の監視を強化するこ

とができます 
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FSC 認証は、植林地経営者が植林を責任ある形で管理するための手引きとなります。

多くの場合、FSC ロゴの要望は、認証要件の遵守を通じて森林管理の実践を改善する

のに役立っています。 これらの改善は FSC の使命の核心です。したがって、FSC 基

準の高い社会的、環境的および経済的要件を満たす 1994 年以前に設立された植林は、

FSC 認証を与えることができます。 
 
植林は人類が必要なものを得るのに不可欠な役割を演じています。 
厳格な FSC の原則と基準を植林に適用することにより、FSC は、植林が環境面でも社

会面でも責任のある方法で、世界の残された天然林に対する圧力を減じたり、森林が減

少する速度を遅くしたりして確実に貢献することができます。 



資料Ⅳ-1 
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中国林業科学研究院林業研究所訪問（北京） 
左は胡博士 

胡博士より抗虫（Bt）遺伝子組換え 
ポプラの説明を受ける 

抗虫（Bt）ポプラの野外試験と植林 抗虫（Bt）ポプラの植林（北京市） 

抗虫（Bt）ポプラとの交雑による 
ハイブリッド創出 

遺伝子組換え樹木の法規制 
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研究の焦点：病害虫抵抗性、 
環境ストレス、材質、開花コントロール 

林業研究所 試験室内 

林業研究所 試験室内 林業研究所 試験室内 

林業研究所 温室内 林業研究所 温室内 



 

71 
 

 
 
  

これまでにポプラ、シラカバ、ニセアカ

シア、クルミ等 40 種以上研究実施 
林業研究所 温室内 

林業研究所 試験棟 「林木遺伝育種国家重点実験室」の 
看板が掲げられている 

11 月初旬の北京市郊外路上 北京市を出て任丘市に向かう途中 
景色は単調で、農地とポプラ植林が続く 
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任丘市（河北省）の遺伝子組換え（GM）

商業植林地（約 40 ヘクタール） 
中国林業科学院で創出した抗虫（Bt）遺

伝子組換えポプラ（GM 黒ポプラ） 

GM黒ポプラ：樹高20m、胸高直径20～25cm 
左は案内兼通訳の趙博士 

2003 年植栽 GM 黒ポプラ 
右から胡博士、上河、大渕 

河北農業大学で創出した抗虫（Bt） 
遺伝子組換えポプラ（GM 白ポプラ） 

GM 黒ポプラ 



 

73 
 

  

滄州西駅（河北省滄州市） 滄州西駅 
 

南京林業大学構内 
カワイイという言葉が使われるようになった 

国家級重点学科・林木遺伝子工学重点実験室 
中国が遺伝子工学に力を入れていることが分かる 

林木遺伝育種系の研究室案内版 理化学研究所と共同研究を行っている 
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試験室内 南京林業大学構内 
学生３万人、教員 1500 人 

授業を終えた学生達 材料科学工学部木造建築系の闕教授(中央)と面談 
教授は京大生存圏研究所客員研究員兼務 

森林資源・環境学院の諸葛教授と面談 試験室内 
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南京から上海へ新幹線を利用 上海ガニ（チュウゴクモクズガニ） 
淡水性であるが、産卵のために河口や海水域に移動 

上海市内に残る水郷古鎮 フトゥラジーンバイオテクノロジー社 
（F 社）訪問 

F 社が中国で開所して 11 年。多くの官民

共同研究を行ってきた 
ブラジルの F 社が 2015 年４月にブラジ

ル政府より、GM ユーカリ（20％収量増）

の商業植林の許可を得た 
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中国全土で 700 万ヘクタールのポプラ植

林地があり、推奨クローンは 18 
ユーカリ年平均成長量の比較 
ブラジル 44ｍ3/ha、中国 22.5m3/ha 

乾燥地対策として油糧作物の研究を開始 F 社でのミーティング 

F 社の入り口にて 
左から李、趙、張副総裁、上河、大渕 

風水による奇観 



 

77 
 

 

フランクフルト空港駅 ライン川に沿って、ボンに向かう 

ドイツ連邦共和国ボン市 
FSC の Mr. Kim Carstensen(中央)、 
Mr. Stefan Salvador（左）と面談 

スイス連邦ジュネーブ市 
PEFC の Mr. Ben Gunneberg と面談 

ポルトガル共和国リスボン市 
WWF の Mr. Luis Neves Silva と面談 

リスボンの街並み 
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鵜飼保雄,大澤 良．2010．品種改良の世界史・作物編．悠書館, 東京 

 

江面 浩,大澤 良．2013. 新しい植物育種技術を理解しよう・国際文献社, 東京 

 

「育種の視点から農業と環境を考える」 

Copy Right 筑波大学 生命環境系 教授（植物育種学）農学博士 大澤 良 

 

NPO法人くらしとバイオプラザ 21ホームページ．新しい育種技術 NBT 

http://nbt-japan.com/docs/index.html 

 

「中国における遺伝子組換え作物の導入と今後の見通し」(農林水産省) 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h22/pdf/asia_h2

2_02.pdf 

 

「中国の遺伝子組換え林木の現状」（農林水産政策研究所）  

http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/pdf/gm3.pdf 

 

Forest Stewardship Council, 2012, FSC and Plantations, FSC’s position on 

Plantations 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h22/pdf/asia_h22_02.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h22/pdf/asia_h22_02.pdf
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/project/pdf/gm3.pdf
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