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２．定　性　法 

① GMO定性検知法の妥当性確認

1.　はじめに
　1996年に遺伝子組換え技術を利用した（GM; Genetically Modifi ed）農産物の商
業栽培が開始されてから，既に10年以上が経過した。この間，GM農産物の生産
は毎年増加し続け，生産国も当初の６カ国から22カ国に，また耕作面積も60倍
に増大し，承認を受けたGM農産物の耕作面積は2006年の段階で一億ヘクター
ルを上回った1）。わが国においても安全性審査を終了し商業利用が可能なGM農
産物は，2008年２月現在88品種を数える（表１）。この技術の産業利用について
社会的合意を得るための一つの手段として，2001年から表示制度が導入されて
いる。しかしながら，現在市場を見渡してみても，「遺伝子組換え体不使用」の
表示が大勢を占めこの技術の受け入れが進んでいるとは言い難い状況にある。こ
れは，表示制度の導入に際し，消費者の関心の高さから小売業者が組換え体由来
の食品の販売に消極的になったこともその一因であると考えられる。現在，多く
の食品企業が調達している非遺伝子組換え（non ̶GM）農産物であるが，適切な
分別生産流通管理（Identity Preserved Handling；IPハンドリング）を行うことが必
要である。しかし，米国，カナダ等からの輸入の場合，現状の流通制度から組換
え体の意図しない混入は避けられない。そこで，わが国では IPハンドリングを
実施しても非意図的に混入してくる組換え体の許容限度を設け，ダイズ，トウモ
ロコシについては最大５％としている。そのようななかで，農林水産省及び厚生
労働省は，新たに導入した表示制度を監視するGM農産物の検査技術を必要とし
た。これはまた，企業が自ら調達したnon ̶GM農産物の品質管理を行うために必
要な技術でもあった。このようなことを背景にGM農産物の検知技術の開発が進
展し，それと並行して国際基準の策定作業も進んできた。わが国では，食品総合
研究所等を中心とするグループにより新しいGM農産物検知技術が開発され，「標
準分析法」として「遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル」＜改訂第２版＞2）

及び「組換えDNA技術応用食品の検査方法について」3）に掲載されている。この
分析法を使用して，農林水産省，厚生労働省がモニタリングを実施しており，こ
れにより表示の適切性の管理も行われている。本稿においては，開発された定性
検知法について，実際の試験結果等についても言及しながら試験室間共同試験に
よる妥当性確認の概説を行う。
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表１　わが国で食品用として商品化が可能なGM農作物の現状
2008.２現在

GM農作物の種類計　88件 種類数

除草剤の影響を受けないダイズ 4

オレイン酸高生産ダイズ 1

除草剤の影響を受けないトウモロコシ 5

害虫（ガの仲間）に強いトウモロコシ＊1 6

害虫（ガの仲間）に強い及び除草剤の影響を受けないトウモロコシ＊2 23

高リシントウモロコシ 1

害虫（ガの仲間）に強い及び高リシントウモロコシ＊3 1

害虫（甲虫類）に強いジャガイモ 2

害虫（甲虫類）に強い及びウイルスに強いジャガイモ 6

除草剤の影響を受けないテンサイ 3

除草剤の影響を受けないナタネ 13

除草剤の影響を受けない雄性不稔ナタネ 1

除草剤の影響を受けない稔性回復ナタネ 1

除草剤の影響を受けないワタ 6

害虫（ガの仲間）に強いワタ 3

害虫（ガの仲間）に強い及び除草剤の影響を受けないワタ＊4 9

除草剤の影響を受けないアルファルファ＊5 3
＊1 ：１種はすでに安全性審査済みの２種類の害虫に強いトウモロコシの後代交配種
＊2 ： 16種はすでに安全性審査済みの害虫（ガの仲間）に強いトウモロコシと除草剤の影響を
受けないトウモロコシの後代交配種

＊3 ：１種はすでに安全性審査済みの害虫（ガの仲間）に強いトウモロコシと高リシントウモロ
コシの後代交配種

＊4 ：７種はすでに安全性審査済みの害虫（ガの仲間）に強いワタと除草剤の影響を受けないワ
タの後代交配種

＊5 ：１種はすでに安全性審査済みの２種類の除草剤の影響を受けないアルファルファの後代交
配種

出典：厚生労働省医薬食品局食品安全部「安全性審査の手続を経た遺伝子組変え食品及び添加物一覧」
　　  http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/dl/list.pdf
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2.　GMOの現状
⑴わが国の食品安全性規制
　遺伝子組換え技術を用いた食品または添加物としての利用は，長い人類の食経
験からすると短い。従って，この技術を用いて製造される食品及び添加物につい
ては，その安全性について十分配慮する必要がある。食品としての安全性評価に
ついては1991年に「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」
を策定し，開発者等が自主的に提出する安全性評価資料を食品衛生調査会が審査
を行い，厚生大臣が指針適合確認を行うという形を取っていた。1996年にはGM

食品（７品種）の安全性を初めて確認し，わが国におけるGM食品の商品化の端
緒となった。しかしながら，社会的な関心の高さや，国際的な組換え技術応用食
品の開発・実用化の進展に合わせて，安全性を審査していないものが国内で流通
しないようにするために，2001年４月からは食品衛生法のもと安全性評価基準
に基づく審査が義務づけられた。その後，2003年７月の食品安全委員会発足に
伴って，GM食品のリスク評価は，同委員会のもとに設置された「遺伝子組換え
食品等専門調査会」が担当することとなった。同年９月から同専門調査会が活動
を開始し，同委員会としての安全性評価基準の策定を進め，安全性評価の審査を
開始している。前項で述べたように，現在88品種の食品としての安全性評価が
終了している。

表２　遺伝子組換え食品の表示
分類 表示例 表示

従来のものと組成，栄養価等が著しく異なるも
の（高オレイン酸大豆・高リシンとうもろこし）

「大豆（高オレイン酸遺伝子組換
え）」等

義務表示

従来のものと組成，栄養価等が同等のもの

①

加工後も組換えられたDNAまたはこれによって生じたタンパク質が残存する加工食品

ｉ
遺伝子組換え農産物を原材料とする場
合

「遺伝子組換えのものを分別」等 義務表示

ii

遺伝子組換えのものと非遺伝子組換え
のものが分別されていない農産物を原
材料とする場合

「遺伝子組換え分別」等 義務表示

iii

生産・流通段階を通じて分別された非
遺伝子組換え農産物を原料とする場合

表示不要 (当該対象農産物の名称
のみ）　「遺伝子組換えでない」等
可能

任意表示

②
加工後に組換えられたDNA及びこれによっ
て生じたタンパク質が残存しない加工食品
（大豆油，醤油，コーン油，異性化液糖等）

表示不要 (当該対象農産物の名称
のみ）　「遺伝子組換えでない」等
可能

任意表示
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⑵わが国における遺伝子組換え食品の表示概要
　遺伝子組換え農産物含有可能食品について，「農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律（JAS法）」の「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食
品品質表示基準第７条第１項及び生鮮食品品質表示基準第７条第１項の規定に基
づく農林水産大臣の定める基準4）」に基づき，表示の義務化が2001年４月から導
入された。同様の表示義務は食品衛生法によっても課されている。表示義務の対
象となるのは，大豆，とうもろこし，ばれいしょ，なたね，綿実，アルファルフ
ァ，てん菜の７種類の農産物と，これを原材料とし，加工工程後も組換えられた
DNAまたはこれによって生じたタンパク質が検出できる加工食品32食品群及び
高オレイン酸遺伝子組換え大豆，高リシン遺伝子組換えとうもろこし及びこれを
原材料として使用した加工食品（大豆油等）である。表示の概要は表２に示した
とおりである。高オレイン酸大豆のように，従来のものと組成，栄養価等が著し
く異なるものについては表示義務が課されている。従来のものと組成，栄養価等
が同等のものに関しては，加工後も組換えられたDNAまたはこれによって生じ
たタンパク質が残存する加工食品が表示の対象となっている。さらに，対象加工
食品は表中のｉ，ii，iiiの３つに分類されている。遺伝子組換え農産物を原材料
とする場合は，「遺伝子組換え」等と表示することが義務づけられている（ｉ）。
また，遺伝子組換えのものと非遺伝子組換えのものが分別されていない農産物を
原材料とする場合は「遺伝子組換え不分別」等と表示することが義務づけられて
いる（ii）。一方，IPハンドリングされた非遺伝子組換え農産物を原料とする場
合には，表示義務はないが，任意で「遺伝子組換えでないものを分別」等の表示
が可能である（iii）。加工後に組換えられたDNAおよびこれによって生じたタン
パク質が残存しない大豆油，醤油，コーン油，異性化液糖等は表示が不要であり，
表示を行うのは任意となっている。

⑶GM作物の検知技術と標準分析法
　組換えDNAの科学的検知技術としては，ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase 

Chain Reaction; PCR）法によるDNA分析や，標的とするタンパク質に特異的な抗
体を用いた酵素免疫測定（Enzyme Linked Immunosorbent Assay; ELISA）法やラテ
ラルフロー法がある。このうち，抗原抗体反応に基づくELISA法等の手法は検
知するタンパク質が加工工程中に変性してしまえば検査することが困難であり，
標的とするタンパク質に特異的な抗体の生産が必要である。GM農産物の開発企
業等では，商品化に合わせて当該系統で発現するタンパク質を検査するキットと
して，ELISAまたはラテラルフローを販売している場合が多い。一方でPCR法は，
食品や飼料のような複雑な成分を含む対象物からでも精確に検出でき，DNAの
分解が起きていなければ定量することも可能であるため，世界中で多くの検知技
術開発が行われるようになった。PCR法による検知技術は，わが国の「標準分析
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法」にも数多く採用されており，その主体をなしている。本稿においては，この
うちPCR法に基づく定性検知法について取り上げる。

3.　妥当性確認の必要性
　食品を含む物流のグローバル化が進行し，食品供給の広域化・多様化はとどま
るところを知らない。また，様々な加工食品の開発も進み，食料供給の仕組みそ
のものも大きく変貌を遂げている。このようななか，食品の供給者は，食品の情
報を的確に消費者に伝えることが，従来にも増して強く求められている。行政に
おいては食品のリスク管理を厚生労働省と農林水産省が担当しているが，食品の
供給者と同様に，管理者である行政も，品質や来歴の科学的検証に求められる要
件を整理・理解し，その手法を使いこなすことが望まれてきている。食品の品質
を保証するための分析は，科学技術の進展により，著しい進歩を遂げてきた。そ
して，食品検査の分析法に妥当性確認が欠かせないという認識も，国際機関，食
品業界そして行政部局をはじめとする関係者にも広がっている。世界最大級の食
料輸入国であり，また食品産業の発展著しいわが国では，妥当性確認のなされた
分析法によって食品分析を行っていくことが今後さらに望まれていくことは確実
である。規制を伴うGM食品の表示において，信頼のおける検査結果を得ること
は必要不可欠であり，そのためにも妥当性確認のなされた検査法を提供すること
は重要な課題である。

4.　定性分析法の妥当性確認のための試験室間共同試験
　分析法の妥当性確認の方法として最も望ましいのは試験室間共同試験（以下，
共同試験）であり，英語では interlaboratory test, collaborative study, ring trial testな
どと呼ばれている。定量分析法と異なり，定性分析法の妥当性試験のあり方に
ついては，現在のところ国際的に合意されたガイドラインは存在しない。しか
し，AOACの定めたガイドライン5）中に国際的に合意されたガイドラインに含ま
れない旨但し書きもあるが，定性分析法の共同試験に関する記載もある。また，
McClureの論文6）を参考にした定性分析法の共同試験も報告されている。本項に
おいてこれらを参考に，定性分析法の共同試験の要件の概要を記す。また，共同
試験において注意すべき一般的な要件等も一部記すが，詳細については他書7）を
参照にされたい。

⑴共同試験における定性分析法の特徴
　分析種を含まない（陰性）試料と，有意の量を含む（陽性）試料を区別できる
必要がある。また，定量分析法よりも統計解析に必要な一濃度当たりの反復試料
数が一般に多くなる。
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⑵定性分析法の共同試験に必要な試験室数と試料数
　AOACのガイドラインによれば，参加試験室数は少なくとも10試験室以上と
し，１試験室当たり，陽性であると既知の試料６反復，陰性であると既知の試料
６反復が最小規模となるとしている。また，McClureによれば参加試験室数は，
最低10試験室以上とし，かつ362≦Lm2 （Ｌ：参加試験室数，ｍ：１濃度レベル
の試料数）となることが望ましいとしている。

⑶外れ値検定
　実施機関に集められた各参画試験室の判定結果について，外れ値検定を行い無
効試験室の棄却を行う。このとき用いる外れ値検定はCochranのQ検定8）であり，
他の試験室と正解率が異なる機関の有無を検出するものである。

⑷定性分析法の精度指標（Performance Indicator Rate; PIR）
　定量分析法の繰り返し精度（repeatability），室間再現精度（reproducibility）の
代わりに，定性分析法では互いに関連のある感度（sensitivity），特異性（specifi city），
偽陽性率（false positive rate），偽陰性率（false negative rate）の４種類の精度指標
に関して解析を行う。
　　４指標の定義
　　・感度，sensitivity rate （p+）
　　　　陽性（positive）であると既知の試料を陽性と判断した比率
　　　　　＝Npp /（Npp+Npn）
　　・特異性，specifi city rate （p ̶）
　　　　陰性（negative）であると既知の試料を陰性と判定した比率
　　　　　=Nnn / （Nnp＋Nnn）
　　・偽陽性率，false positive rate （pf＋）
　　　　陰性であると既知の試料を陽性と判定した比率
　　　　　＝1̶Nnn / （Nnp＋Nnn）
　　・偽陰性率，false negative rate （pf ̶）
　　　　陽性であると既知の試料を陰性と判定した比率
　　　　　＝1̶Npp / （Npp＋Npn）

⑸検出限界（Limit of Detection; LOD）
　GM農作物の分析のための一般原則について書かれている ISO 242769）では，
定性分析法においてLODは偽陰性率が５％以下である最低濃度と規定されてい
る。
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⑹参画試験室及び分析者
　分析者は１試験室１名と規定されているため，同一機関に複数の試験を依頼す
る必要が生じた際には，（物理的，品質管理的に）異なる試験室を使用する必要
がある。また，参画試験室同士が共同試験実施中に連絡を取り合わないように，
参画試験室名，分析者に関する情報は開示してはならない。

⑺ブラインド試料
　分析法の妥当性確認のための共同試験には，認証標準物質（Certifi ed Reference 

Material; CRM）を使用することが望ましい。しかしながら，GM農産物分析法に
関しては，必ずしも望ましいCRMが提供されているわけではない。このため，
筆者等のグループではこれまで共同試験の実施に際しては，CRM製造と同等の
品質管理を行いながらダイズ，トウモロコシ種子粉砕物の混合試料を製造，配付
してきた。さらに，2007年には国際規格（ISO Guide 34: 2000 （JIS Q 0034: 2001）
及び（ISO/IEC 17025：2005（JIS Q 17025: 2005）に基づいた標準物質生産者とし
ての認定を取得し，GM農産物分析法のためのCRM製造・配付を計画している。
　GM食品分析における定性PCR法では，試料中のGM農産物の混入の有無は，
電気泳動に供したPCR産物を，エチジウムブロマイドで染色した後，紫外光照
射下により目視で確認することで判断している（図１）。この際，目的とするバ
ンドが不明瞭な場合が予想されるが，そのような場合は，陽性対照，陰性対照の
試料の検査結果が妥当であるかを確認の上，実験の再試行を検討する必要がある。
また，サーマルサイクラーの性能，増幅DNAの有無を検出する方法等について
事前に十分に調査し，更には一般的に使用されているゲル電気泳動による判定の

図１　電気泳動におけるRRSのバンドの有無による判定例
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場合は，写真撮影装置の感度等についても考慮した上で，分析法の詳細な手順書
を（報告様式等を含める）を作成する必要がある。また，分析に使用する機器の
限定等についても検討しておく必要があり，複数機種を対象とする場合には，機
種ごとに必要な部分も考慮の上，共同試験手順書を作成する。

５．RRS定性検知法
　食品総合研究所等を中心とするグループによりGM農産物分析技術が開発さ
れ，「標準分析法」としてその詳細が JASハンドブック2），及び厚生労働省の「組
換えDNA技術応用食品の検査法について」3）に掲載されていることは前述したと
おりである。本項では，遺伝子組換え食品分析のための試験法のなか，PCR法に
よる組換え遺伝子の定性検出法について JASハンドブックから概要を抜粋し以下
に記す。詳細については JASハンドブックを参照のこと。

⑴試験における一般事項
　PCRでは，微量の鋳型DNA であっても増幅されるので目的外のDNA（特に
PCR産物）の混入を防ぐとともに，試料の酵素的分解を防ぐために，人間の皮膚
表面等から分泌されているDNaseの混入を防止しなければならない。そのため，
JASハンドブックのコンタミネーション防止編を参照し，適切な操作を行うこと
が必要である。

表３　組換えダイズ検知用プライマー対*
対象遺伝子 記号 増幅長 増幅部分 備考

内在性遺伝子
Le1用 Le1-n02 118 bp Le1

組換え遺伝子
p-35S用

P35S-1 101 bp P-35S

このプライマー対は遺伝子組換え
農産物以外のCMVに感染した植物
等の混入によっても増幅を示すの
で結果の判定に注意すること

組換え遺伝子
NOS-ter用

NOSter-2 151 bp NOS-ter

このプライマー対は遺伝子組換え
農産物以外の土壌細菌等の混入に
よっても増幅を示すので結果の判
定に注意すること

組換え遺伝子
RRS用

RRS-01 121bp
CTP4from P. hybrida 

- CP4EPSPS間
* 独立行政法人食品総合研究所，アサヒビール株式会社及び日本製粉株式会社により，特許出
願中である。

出典：遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル
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⑵DNA抽出
　シリカスピンカラムを使用した方法，イオン交換カラムを使用した方法または，
CTABを使用した方法によりDNAを抽出する。JASハンドブック中では，シリカ
スピンカラムを使用した方法としてQIAGEN社DNeasy Plant Maxi kit，イオン交
換樹脂カラムとしてQIAGEN社Genomic tip 20/Gを使用した方法が示されている
が，これらに限定するものではない。但し，同程度の品質のDNAが抽出できる
ことを確認した上で試験を行わなければならない。
　抽出後のDNA溶液はTE緩衝液を加えて希釈し，200~300 nmの範囲で紫外吸収
スペクトルを測定し，230，260及び280 nm の吸光度を測定する。これは，DNAは，
230 nmで吸収極小を示し，260 nmで吸収極大を示し，またタンパク質等不純物は，
280 nm付近に吸収を示すことによるものである。1 O.D. 260 nmを50 ng/ µl DNA溶
液としてDNA濃度を算出し，滅菌水によりPCR 用の溶液を調整する。

⑶PCR増幅及びゲル電気泳動
　抽出DNAを鋳型として，JASハンドブックの記載に従いPCRを行う。JAS

ハンドブックにおいてはサーマルサイクラーとしてMJ Research社PTC ̶200 

表４　PCR溶液の組成
液量 / tube 終濃度

滅菌水
AmpliTaqTM Gold

10x PCR bufferII

dNTP (2mmol/Leach)

MgCl2 (25mmol/L)

プライマー対 (25 μmol /Leach)

鋳型DNA (10ng/μL)

15.375μL

0.125  μL

2.5      μL

2.5      μL

1.5      μL

0.5      μL

2.5      μL

0.625U
1 x
200μmol/Leach

1.5 mmol/L

0.5 μmol/Leach

25ng

全量 25　  μL

出典：遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル

表５　PCR温度条件
温度 時間 サイクル数

最初の変性 95℃ 10 min 1   サイクル
変性
アニーリング
伸長反応

95℃
60℃
72℃

30 sec

30 sec

30 sec

40 サイクル

最後の伸長反応 72℃   7 min 1   サイクル
保存   4℃
出典：遺伝子組換え食品検査・分析マニュアル
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DNA Engine，宝酒造㈱製TaKaRa PCR Thermal Cycler MP，Applied Biosystems社
GeneAmp system 9700（昇温モード：MAX），またはこれらの機器を用いて行った
PCRの結果と同等であるもの，との指示がある。JASハンドブックに記載されて
いる組換えダイズ検知用プライマー対は表３の通りである。また，PCR溶液の組
成及び温度サイクルはそれぞれ表４及び表５に記したとおりである。
　ダイズについては，適用範囲は遺伝子組換えダイズRoundupReady® Soy （RRS） 
（40̶３̶２系統）の特異的検知である。
　反応終了後の試料は冷蔵或いは冷凍保存をするか，或いは直ちに電気泳動を行
う。電気泳動は，「前染色によるゲル電気泳動」または，「後染色によるゲル電気
泳動」を行う。泳動後のゲルはトランスイルミネーター上にて紫外線を照射し，
CCDカメラによる撮影で泳動パターンを確認し，DNA分子量マーカーと比較し
て目的のバンドが得られたか確認する。

⑷結果判定
　PCRの成否を，ネガティブコントロールでバンドがみられず，ポジティブコン
トロールから予想される長さのバンドが見られることで確認する。ダイズ用標準
プラスミドとして「GMダイズ（RRS）陽性コントロールプラスミド」が市販さ
れているので，PCR反応のポジティブコントロール，及び遺伝子組換え農産物検
知の判定のためのポジティブコントロールとして使用する。
　結果の判定は目的のPCR産物の有無を電気泳動結果から判定して行う。すな
わち，内在性遺伝子に対応する長さのPCR産物が得られ，かつ遺伝子組換え農
産物に対応する長さのPCR産物が得られた場合，遺伝子組換え農産物が検出さ
れたとする。
　尚，内在性遺伝子に対応するPCR産物が認められない試料については，既に
抽出しているDNA溶液を用いて，再度PCRを行う。それでも，内在性遺伝子に
対応する長さのPCR産物が得られない場合は，再度DNAの抽出を行い，PCRを
行う。それでも，内在性遺伝子に対応する長さのPCR産物が得られない場合は，
「検出不能」とする。

６．定性分析法の試験室間共同試験例
　今回，GMダイズ（RRS）について，PCR法を用いた定性検知技術の分析法と
しての妥当性確認試験を行ったので，その結果を本項に示す。

⑴共同試験の流れ
　GMO定性分析は，大きく「サンプリング」，「DNA抽出（前処理）」及び「PCR

（電気泳動を含む）」操作の３段階に区分できる。本共同試験では，「DNA抽出」
及び「PCR」操作について，妥当性を検証した。また，本共同試験は，「画像最
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適化試験」，「PCR装置最適化試験」，「プレテスト」及び「ブラインド試験」の４
試験からなるが，本項においては，「ブラインド試験」の結果についてのみ述べる。
定性分析法の妥当性試験の設計については定量試験と異なり，現在のところ国際
的なガイドラインは存在しない。また，上述のように J.AOAC Int.にはMcClureの
報告を参考にした共同試験が報告されている。そこで，McClureの報告を参考に
してブラインド試験を計画した。

⑵共同試験の実施
　参加試験室：本共同試験には国内の14試験室が参加した。McClureは，参加機
関数は10機関以上で，かつ362≦Lm2（Ｌ：参加機関数，m：１濃度レベルの試料数）
となることが，望ましいと述べている。本共同試験では，Ｌ＝14，m＝６すなわち，
Lm2＝504（＞362）であり，この用件を十分に満たすものであった。
試料：GMダイズ（RRS）種子は，開発企業（MonsantoCo.）より入手し，Non ̶
GMダイズ種子は，IPハンドリングされたダイズを入手した。GMダイズは，３
濃度（重量比：0，0.05，0.1%）含有するようにnon ̶GMダイズの粉砕物と混合し，
共同試験用の均一な試料（ブラインド試料）を作製した。
試薬：プライマー及びポジティブコントロール用プラスミドは，JASハンドブッ
クに記載のものを購入，配付した。
DNAの抽出：DNeasy Plant Mini Kit（QIAGEN社製）を用いたDNA抽出法を新た
に開発して用いた。
PCR：ダイズ内在性遺伝子（soy lectin （Le1））検知用プライマー対とRRS検知用
プライマー対を用いた２検知系によりPCRを行った。PCR反応液組成及びPCR

温度条件は，JASハンドブックに従った。尚，参加試験室のPCR機器は各試験室
が検査等に通常使用しているものを用いた。
ブラインド試験：各参加試験室へ３濃度のGMダイズブラインド試料（0, 0.05, 
0.1%）を各濃度６点ずつ配付した。各機関は予め配付されたプロトコルに従い，
DNA抽出，及びPCR反応を行い，内在性遺伝子（Le1）及びRRS配列の検出を行
った。
統計解析：McClureの報告に従って，集められた各機関の判定結果について，外
れ値検定（CochranのＱ検定を用いて，他の機関と正解率が異なる機関の有無を
検出する）を行って無効機関の棄却を行った。その後，定性分析法の４つの精度
指標（感度，特異性，偽陰性率，偽陽性率）を算出した。

⑶共同試験結果
　試験室間共同試験には国内の14試験室が参加した。ダイズ内在性遺伝子Le1検
知系を用いたPCR反応では，全ての試験室において全試料から期待された増幅
長のPCR産物が得られた。これにより，配付した全ての試料からPCRに適した
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DNAが抽出されることが確認された。
　RRS検知系を用いたPCRを行い，試料中のGMダイズRRSの混入の有無につ
いて分析した。CochranのＱ検定（α＝0.05）を実施した結果，他の試験室と正
解率が異なる試験室（棄却試験室）は存在しなかった。
　GMダイズに対する定性PCR法の感度，特異性，偽陽性率及び偽陰性率は表６
に示すとおりであり，0.05％試験区より0.1％試験区の方が良好な値を示した。0.1
％試験区の偽陰性率は2.4％であり，ISOにおける定性分析法の検知下限の基準
である５％より小さい値であった。従って，本分析法の検知下限は0.1％程度で
あることが示された。
　以上の通り，GMダイズ（RRS）の定性分析法について妥当性が検証された。

７．おわりに
　遺伝子組換え技術は日々進歩しており，GM農産物の生産は毎年増加し続けて
いるが，現在わが国の市場を見渡してみても「遺伝子組換え体不使用」の表示が
大勢を占めこの技術の受け入れが進んでいるとは言い難い状況にある。しかし，
食糧の60％以上を海外からの輸入に頼るわが国において，GM農産物の食品とし
ての利用は増加していくことが見込まれる。一方，近年食品表示の信頼性を揺る
がすような事件が立て続けに起こっている。このようななか，信頼性のおける分
析法によって得られた分析結果に基づく，信頼のおける表示がますます求められ
ていくことは確実である。
　そのためにも，今後も増加していく種々のGM農産物に対応できる実用的な検
知技術の開発は必要不可欠であり，その妥当性確認も重要な課題である。

（食品分析研究領域　ＧＭＯ検知解析ユニット　橘田　和美）
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