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生物多様性影響評価検討会総合検討会議事録

平 成 １８年 ２月 １５日

於・農林水産省第二特別会議室

開 会

○龍口技術安全課長補佐

それでは、定刻となりましたので、ただいまより生物多様性影響評価検討会総合検討

会を開催いたします。

本日は、御多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、嶋田委員及び武田委員より御都合により御欠席との連絡をいただいておりま

す。

それでは、開会に当たりまして、技術安全課長の東條より御挨拶申し上げます。

○東條技術安全課長

それでは、一言御挨拶申し上げます。

本日は、大変御多忙のところ生物多様性影響評価検討会総合検討会に御出席を賜りま

して誠にありがとうございます。

また、日頃から遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の検討に当たりましては、

大変お世話になっておりましてこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。

本日の総合検討会ですが、環境省と、農林水産省の共同開催ということになってござ

いまして、農林水産大臣がその生産または流通を所管をいたしております遺伝子組換え

農作物として農林水産大臣、それから環境大臣に申請がありました第１種使用規程承認

申請２件につきまして、本日は御審議を賜りたいと思います。

遺伝子組換え技術につきましては、大変可能性の大きな技術でございますが、一方で

新しい技術であるということもございまして、なお関心が高い分野でもございます。そ

ういった観点から、この件についてはケース・バイ・ケースで案件ごとに慎重に御審査

を賜っているところでございますが、本日もぜひ幅広い観点からご審議をいただきたい

と思います。

ここで、案件の承認状況について若干ご紹介をしたいと思います。

お手元の資料の参考資料の１というのが後ろの方についていると思いますが、それを

御覧いただきたいと思います。Ａ４の３枚つづりになっていますが、その４ページ目を

お開きいただきたいと思います。

２月 日付で７件ほど承認がされています。この表でいきますと、 番の除草剤グ10 50
リホシネート耐性ワタ以下７件ということでございまして、作物の種類で言いますと、

ワタが３件、それからアルファルファが３件、それからトウモロコシが１件という内容

でございます。
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なお、 番の除草剤グリホシネート耐性トウモロコシＴ 、これについては経過措置54 14
案件で承認されたということでございます。

その関係で、次の参考資料２というのがございますが、それは経過措置案件の一覧表

でございます。ダイズ３件、トウモロコシ６件、ナタネが 件、パパイヤ１件というこ10
とでございますが、先ほど言いましたように経過措置で１件承認されましたので、トウ

モロコシが１件減って６件ということで、全体で 件ということでございます。20
それから、参考資料の３の方は、総合検討会の方で意見の取りまとめが終了して承認

の手続き中となっているものの一覧ということでございまして、全体で 件ということ13
でございます。

以上が、承認状況でございます。

それから、もう一点、先生方にご審議を賜りたいということで事前に資料をお送りし

ている案件の中で取り下げのあったものが２件ございますので、既にお知らせはしてお

りますけれども、昨年の８月、それから 月に申請をされた案件につきまして申請者の11
事情によりまして取り下げとなっておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思い

ます。

以上でございます。よろしくお願いします。

配付資料の確認等

○龍口技術安全課長補佐

それでは、議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきます。

お手元の本日の検討会の議事次第の次に配付資料一覧がございますので、御確認願い

ます。資料一覧の下に本日の座席表、その下に資料１といたしまして、本日ご審議いた

だきます案件の安全性の確認状況。そして資料の２－１、２－２といたしまして本日の

１件目、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシの農作物分科

会における検討の結果と、あと申請書の概要。そして資料の３－１、３－２といたしま

して本日の２件目、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネの分科会の検討結果と申請

書の概要。それと今課長の方から紹介がありましたが、参考資料の１、２、３といたし

まして現在のカルタヘナ法に基づく承認の状況、あと経過措置の一覧、それと本総合検

討会を終了しているものの確認に至っていない案件の一覧でございます。

不足している資料等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

傍聴の方々に申し上げます。傍聴される方への留意事項に記載されている事項を守っ

ていただくよう、よろしくお願いいたします。

それでは、以降の議事進行について原田総合検討会座長よろしくお願いいたします。

議 事

（１）遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について
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○原田座長

それでは、議事次第に従いまして、本日の総合検討会を進めていきたいと思います。

よろしくご協力をお願いしたいと思います。

まず、議事の１番目でございますけれども、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の

承認に係る申請書等の検討となっております。既に農作物分科会での専門的な見地から

検討が終了したものでございます。本日の総合検討会では、農作物分科会での検討の概

要を農作物分科会の近藤座長から報告していただいて、その後より幅広い視点から総合

検討会委員の皆様から遺伝子組換え農作物の第一種使用による生物の多様性に及ぼす影

響についてご検討をいただきたいと考えております。

議事の進め方といたしましては、まず事務局から資料１について説明を受け、それぞ

れの案件について農作物分科会における検討結果について御報告をいただいた後で、こ

の総合検討会の委員の皆様で検討を行いたいと思います。その後で、委員からの意見を

集約いたしまして申請案件についての総合検討会の取り扱いを決めたいと思います。

では、最初に農作物分科会での検討状況及び食品等の安全性審査状況を事務局から御

説明をお願いしたいと思います。

〈第一種使用規程の承認に係る申請案件の安全性確認状況について〉

○龍口技術安全課長補佐

それでは、資料１に基づきまして農作物分科会での検討状況、食品等の安全性の審査

の状況についてご説明いたします。

資料１を御覧ください。

本日の１件目、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ

（ ）でございます。申請者はダウ・ケミカル日本株式会社です。TC6275
11 14 12 19 19これにつきましては 農作物分科会で昨年の 月 日 月 日また本年の１月、 、

日に検討を行っております。本申請は、隔離ほ場における栽培等ということでございま

すので、現在のところ食品、飼料についての安全性の審査は終了しておりません。

RT200続きまして、２件目でございますが、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ

でございます。これは、日本モンサントから申請があったものでございます。

これにつきましては、農作物分科会で本年の１月 日と２月３日に検討を行っており19
ます。これにつきましては、旧指針において隔離ほ場申請の確認が 年、コモディテ2001
ィと栽培につきまして 年に旧指針での確認を行っております。2003

そして、食品としての安全性確認は、 年、飼料としての安全性確認は、 年に2002 2003
行われております。

以上でございます。

○原田座長

どうもありがとうございました。

それでは、最初の案件でございますが、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネー
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ト耐性トウモロコシ の検討を行いたいと思います。TC6275
最初に、近藤農作物分科会座長からご報告をお願いいたします。

〈チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシの生物多様性

影響評価について〉

○近藤委員

それでは、資料２－１を報告させていただきたいと思います。

農作物分科会における検討の結果について。

名称は、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ

（ （ ） （ ）cry1F,bar,Zea mays subsp.mays L. Iltis TC6275,OECD UI:DAS-06275-8）

第一種使用等の内容は、隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに

付随する行為。

申請者は、ダウ・ケミカル日本株式会社です。

農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る

第一種使用規程に従って本組換えトウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性

影響に関する申請者による評価の内容について検討を行いました。主に確認した事項は

以下のとおりです。

１、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性について。

本組換えトウモロコシは、アグロバクテリウム法を用いて作出されており、プラス

（ 、 、ミド に由来する 領域 プロモーター イントロンPHP12537 T-DNA UBI1ZM UBI1ZM
PIN CaMV35S改変型 遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子 、 Ⅱターミネーター、cry1F ）

エンハンサー、 プロモーター、 イントロン、 遺伝子（除草剤グルCaMV35S ADH1 bar
PIN Right-Border UBI1ZMホシネート耐性遺伝子 、 Ⅱターミネーター）のうち、 から）

プロモーター及び イントロンの一部にかけての領域及び の一部領UBI1ZM Left-Border
域が欠けた形で１コピー移入されていることが、複数世代におけるサザンブロット分

析の結果から確認されております。

また、移入された改変型 遺伝子及び 遺伝子が複数世代の複数個体においcry1F bar
て安定して発現していることを、ヨーロッパアワノメイガを用いた生物検定及び除草

剤グルホシネートの葉面塗布によりそれぞれ確認しております。

２、競合における優位性について。

宿主が属する生物種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたり栽培等が

されているがこれまで自生化するとの報告はされていません。また、米国及びカナダ

において本組換えトウモロコシの一般的な栽培特性が調査されているが、非組換えト

ウモロコシとの間に差は認められていません。

Cry1F本組換えトウモロコシには 移入された改変型 遺伝子が発現 産生する、 、cry1F
蛋白質によりチョウ目害虫抵抗性が、また、 遺伝子が発現、産生する 蛋白質bar PAT
により除草剤グルホシネートへの耐性が付与されています。しかし、チョウ目害虫に

、 、よる食害が トウモロコシの自然条件下での生育を困難にさせる主な要因でないこと
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また、グルホシネートは自然環境下で選択圧になることはないと考えられるため、こ

れらの性質を有することにより競合において優位性が高まることは考えにくいとされ

ています。

これらのことから、第一種使用等により影響を受ける可能性のある野生動植物等は

特定されず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないと

の申請者による結論は妥当であると判断しました。

３、有害物質の産生性について。

宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物に影響を及ぼすよ

うな有害物質を産生するとの報告はされていないとされています。

本組換えトウモロコシは、チョウ目昆虫に殺虫活性を有する 蛋白質及びグルCry1F
ホシネートへの耐性を有する 蛋白質を産生します。 蛋白質が野生動植物等にPAT PAT
対して有害性を示すとする報告はされていない。また、 蛋白質は基質特異性が高PAT
く、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられております。

一方、 蛋白質については、チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有しており、本Cry1F
組換えトウモロコシを隔離ほ場で栽培した場合、花粉で発現する 蛋白質が、ほCry1F
場周辺に生息するチョウ目昆虫に影響を与える可能性が考えられることから、同じ

蛋白質を産生する組換えトウモロコシ との比較により以下のように評価さCry1F 1507
れました。

本組換えトウモロコシの花粉における 蛋白質の産生量は、 の約１／６でCry1F 1507
あり、ヤマトシジミの幼虫が花粉を載せた食餌植物が与えられた場合に約 ％死亡す50

1507 100 cm 50る の花粉密度は約 個／ であったことから、ヤマトシジミの幼虫が約2

％死亡する本組換えトウモロコシの花粉密度は約 個／ であると推定されてお600 cm2

ります。トウモロコシ花粉の最大堆積密度についての らのモデル式を利用Kawashima
するとヤマトシジミの幼虫が ％死亡する花粉密度とされる 個／ 以上の花粉50 600 cm2

が堆積する範囲はほ場の縁から ｍ以内と推定されたが、チョウ目昆虫が、本組換え45
トウモロコシを栽培する隔離ほ場周辺でこの推定範囲内に局所的に生息しているとは

考えにくいこと、また、他の研究結果によると屋外におけるトウモロコシ花粉の実際

の堆積密度は らの推定よりかなり低いと考えられることから、個体群レベKawashima
ルで本組換えトウモロコシから飛散する花粉による影響を受ける可能性は極めて低い

と判断されております。

以上のことから、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはな

いとの申請者による結論は妥当であると判断いたしました。

４、交雑性について。

我が国の自然環境中にはトウモロコシと交雑可能な野生植物は生育していないこと

から、影響を受ける可能性のある野生植物は特定されず、交雑性に起因する生物多様

性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断しました。

以上を踏まえ、本組換えトウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に、

生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であ

ると判断しました。
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以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

ただいま、近藤委員からチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロ

コシについての報告をいただいたわけですけれども、この件につきまして、ご質問、ご

意見をいただきたいと思います。

何か質問、ご意見がございましたらどなたでも結構です。いかがでしょうか。

○髙木委員

言葉の問題なんですけれども、今の１の移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定

性のところで、７行目ぐらいのところでしょうか 「一部領域が欠けた形で１コピー移、

入されていることが」と書いてあるけれども、従来からですと、移入され安定して後代

に遺伝していることがというのが従来の書き方ですよね。これだと安定に後代に遺伝し

ていると、文章を読めばそういうような意味で複数世代におけると書いてありますけれ

ども、一応従来の書き方ですと、１コピー移入され安定して後代に遺伝していくことが

複数世代におけるという方がいいんじゃないかと思いますけれども。

○原田座長

事務局の方、メモをとっておいていただけますか。

そのようにしたいと思います。

○近藤委員

特に、これが隔離ほ場試験であるということとか、開放系での利用とかで表現は変え

てはいないわけですか。

○龍口技術安全課長補佐

これまでも変えてはいないですね。

○原田座長

明確にするという意味で、今の髙木委員のようにいたしましょうか。

ほかにいかがでしょうか。

○小野里委員

訂正の方で、資料２－２の８ページの下の方ですけれども、ロ特性とありますけれど

も、その②のところで 「テトラサイクリンとスペクチノマイシンを発現し」ではなく、

て、これは耐性ですね。

○原田座長
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そうですね 「この二つの薬剤に対する耐性を発現し」ですね。。

ありがとうございました。

ほかにないでしょうか。

○林委員

この組換え作物の導入遺伝子である と 単独の発現蛋白質についてcry1F bar それぞれ

は、いくつかの作物でも単独の安全性はかなりもう認められてきていると思います。

の 年の報告では、このようにスタックになっているものについては、組換ISAAA 2005
え作物全体の商業栽培面積 万ヘクタールの ％で、 年から 年にかけて9,000 11 2004 2005
は約 ％も増えていまして、今後もスタックはどんどん増える傾向にあると思います。50
それで、今までスタックの評価について 、例えば今回の場合では、 と の両遺、 cry1F bar
伝子が発現する蛋白質の相互作用の有無を確かめるための検討を行ったと思うんですけ

れども、それは評価書及び資料 の ページのところに述べてあります。これについ2-2 11
ては理解されますので、これらの蛋白質に相互作用がないということが確認できれば、

資料 の分科会のご報告は、私は適当ではないかと思っております。2-1

○原田座長

ありがとうございました。

○安田野生生物課長補佐

安定して後代に存在するという話なんですけれども、資料 、申請書の概要の ペ2-2 11
ージを見ていただければと思うんですが、発現の安定性をここでは、下の方のニのとこ

ろなんですが、それぞれの発現している形質を見ていまして、遺伝子そのものを見てい

るわけではないんですね。

○髙木委員

こっちではサザンブロット分析で確認していますね。

○安田野生生物課長補佐

サザンブロット分析のところは、ロの移入された核酸のコピー数のところで２世代に

ついての 世代と 世代について、このコピー数が１コピーであるということをT1S1 BC5
確認はしているんですけれども、多くの世代において安定して存在しているかどうかと

いうことは、そのサザンブロット分析では見ていないですね。

○髙木委員

ただ、 というのは、相当後ろの方の世代ですね。確かに多くの世代について確認BC5
すればするほどいいんでしょうけれども、評価書の ページにある育成図に育成過程の12
世代について載っていて、この図によりますと、 というのは、相当後の世代で、最BC5
初の方の も併せて確認されています。だから、これで僕は安定して遺伝しているT1S1
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と言っているのかなと思ったんですが、おそらくその程度で従来のものも確認されてい

て、全部の世代について確認していたわけではないと思いますが。

○安田野生生物課長補佐

わかりました。

○原田座長

ほかにございませんでしょうか。

○近藤委員

資料２－２の概要書についてですが、図とか表は、本文中に、どの図や表が記載内容

に該当するのか図１とか図２とかほとんど書かれているんですが、表２の本文中の該当

箇所だけ何も書かれていません。 ページの（４）のイの本文中に何か表２と明記すべ11
きだと思うんですが。

○東條技術安全課長

どこで引用しているかが記されていないということですか。

○近藤委員

そうですね。

○原田座長

（４）の下のイの後に入れればいいんじゃないでしょうかね。

○近藤委員

２行目の「分析した」の後に括弧と入れればいいでしょうか。あるいは、その一番最

後の行の「確認した」の後でもいいと思いますが。

○原田座長

ほかに御意見がないようでしたら、この案件のこの検討会としての意見をまとめたい

と思います。

次のようにしたいと思います。

申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコ

シ（ ）を第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じることがTC6275
ないとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断する。微小な修正は、事務

局の方でお願いしたいと思います。

以上でよろしいでしょうか。

それでは、次の案件に進めさせていただきます。

除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ（ ）の検討でございます。RT200
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最初に、近藤農作物分科会座長からご報告をさせていただきたいと思います。

〈除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネの生物多様性影響評価について〉

○近藤委員

それでは、資料３－１を報告させていただきます。

農作物分科会における検討の結果です。

名称は、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ（ ）cp4 epsps gox Brassica napus, , L.
（ 。RT200,OECD UI:MON-89249-2）

使用等の内容は、食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び

廃棄並びにこれらに付随する行為。

申請者は、日本モンサント株式会社です。

農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る

第一種使用規程に従って本組換えセイヨウナタネの第一種使用等をする場合の生物多様

性影響に関する申請者による評価の内容について検討を行いました。主に確認した事項

は以下のとおりです。

１、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性について。

ササンブロット分析等の結果から、本組換えセイヨウナタネの作出に用いられたプ

ラスミド のうちの改変型 遺伝子（グリホサート耐性遺伝子）発PV-BNGT03 cp4 epsps
現カセット及び 遺伝子（グリホサート耐性遺伝子）発現カセットを含む 領gox T-DNA
域が、本組換えナタネのゲノム上の１カ所に１コピー移入されていることが確認され

ています。また、改変型 及び が安定して後代に遺伝していることが、複cp4 epsps gox
数世代を用いたサザンブロット分析により確認されています。さらに、これらの挿入

遺伝子により宿主に新たに付与された形質が安定して発現していることが、複数世代

を用いたグリホサート散布試験により確認されています。

２、競合における優位性について。

宿主が属する生物種であるセイヨウナタネは、我が国へは明治初期に導入され、河

川の土手や路傍、種子が陸揚げされる港湾周辺等で生育していることが報告されてい

ます。一般に、路傍や工場跡地のような定期的に入手が加えられる環境では自生化し

得ることが知られていますが、人手がほとんど加えられない自然条件下では多年生の

野生植物などとの競合に敗れて自生化することは困難であることが知られており、日

本の在来植物を駆逐して生物多様性に影響を及ぼす侵略的な外来種とはみなされてい

ません。

本組換えセイヨウナタネには、導入された改変型 及び により除草剤グcp4 epsps gox
リホサートへの耐性が付与されているが、グリホサートが自然条件下で選択圧になる

とは考えにくいとされています。また、我が国の隔離ほ場において本組換えセイヨウ

ナタネの競合における優位性に関わる諸形質が調査されており、調査項目のうち、開

花期、７日目の開花数及び百粒重に関して非組換えセイヨウナタネとの有意差が認め

られるものの、この差異により本組換えセイヨウナタネの競合における優位性が高ま
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り、生物多様性への悪影響が生じるとは考えにくいとされています。

仮に、雑草の防除を目的として除草剤グリホサートが使用される路傍等に生育して

いる本組換えセイヨウナタネが、除草剤散布により残存したとしても、そもそも非選

択的な除草が行われる場所であり、グリホサート以外の除草剤の使用や刈り取り等に

よって本組換えナタネの除去が可能です。さらに、上述のように、除草剤耐性である

ことが自然条件下での選択圧に対して非組換えナタネに比較して優位に働くことはな

いと考えられることから、本組換えナタネが残存したとしても、路傍等からさらに広

がって、人の手が加えられない自然条件下において優占していく可能性は極めて低い

と考えられます。

以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、競合における優

位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当で

あると判断しました。

３、有害物質の産生性について。

従来のセイヨウナタネの種子には、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質としてエ

ルシン酸及びグルコシノレートの産生が知られている。本組換えセイヨウナタネの宿

主品種である は、品種改良によりエルシン酸及びグルコシノレートの含有量をWester
低減したいわゆるカノーラと呼ばれる品種の一つであり、本組換えナタネの成分分析

においても、エルシン酸及びグルコシノレートの含有量がカノーラ品種として規定さ

れる範囲内であることが確認されています。

本組換えセイヨウナタネは、グリホサートへの耐性を付与する改変型 蛋CP4 EPSPS
白質及び 蛋白質を産生するが、これらの蛋白質が有害物質であるとする報告はGOX
ないとされています。

蛋白質は芳香族アミノ酸を合成するシキミ酸経路を触媒する酵素であるが、EPSPS
当該経路の律速酵素ではないことが明らかになっており、 活性が高まったとしEPSPS
ても、本経路の最終産物である芳香族アミノ酸濃度が高まることはないと考えられて

います。さらに、 蛋白質はホスホエノールピルビン酸及びシキミ酸 リン酸とEPSPS -3-
特異的に反応する酵素であることから、 蛋白質が他の物質の反応を触媒しCP4 EPSPS
て異なる物質が産生されることはないと考えられています。

蛋白質は、グリホサートをアミノメチルホスホン酸とグリオキシレートに分解GOX
する反応を触媒する酵素であるが、高い基質特異性を有しており、植物中の他の代謝

経路に作用することはないとされています。

また、我が国の隔離ほ場等において、有害物質の産生性（根から分泌され他の植物

に影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部

に有し枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）が調査されているが、非組換えセ

イヨウナタネとの有意差は認められていません。

以上から、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産生

性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であ

ると判断しました。

４、交雑性について。
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我が国の自然環境中には多くのアブラナ科植物が生育しているが、セイヨウナタネ

（ ）と交雑可能な種として、セイヨウナタネ自身の他に 属にBrassica napus BrassicaL.
（ 、 、 ）、 （ ） （ 、属する カブ コマツナ 在来種ナタネ等 カラシナB.rapa B.junceaL. L. Czern

タカナ等 、 （ ） （クロガラシ）及び （セ） B.nigra Raphanus raphanistrumL. W.D.J.Koch L.
イヨウノダイコン）が知られています。

セイヨウナタネ、 、 、 は、すべて明治以降に人為的にB.juncea B.nigra R.raphanistrum
我が国に導入されたとされる外来種であり、また についても我が国への導入時B.rapa
期は古いが、栽培由来の外来種であり、いずれも影響を受ける可能性のある野生動植

物としては特定されません。

以上のことから、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、交雑性に

起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると

判断しました。

５、その他について。

１）交雑に起因して間接的に生物多様性影響が生ずる可能性について。

我が国の自然環境下における本組換えセイヨウナタネとセイヨウナタネを含めた

近縁種との交雑に起因して、間接的に生物多様性影響－ここに括弧をして下の①、

②というふうに加えてください。－間接的に生物多様性影響（下の①、②）が生ず

る可能性を評価しました。

① 交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物種の個体群

を駆逐する。

② 交雑により浸透した導入遺伝子の影響により近縁種の個体群が縮小し、それら

に依存して生息している昆虫等の野生動植物等の個体群の維持に支障を及ぼす。

ア、セイヨウナタネ（ ）との交雑に起因して間接的に生物多様性影響が生B.napus
ずる可能性について。

セイヨウナタネの風媒や虫媒による他家交雑率は５～ ％と報告されていま30
す。

我が国の隔離ほ場における交雑率に関する試験及び非閉鎖系温室における花

粉稔性、花粉飛散性、ミツバチの訪花行動などの生殖に関わる特性に関する試

験結果から、本組換えセイヨウナタネの交雑性は非組換えセイヨウナタネの交

雑性と同程度であることが示されています。

以上から、本組換えセイヨウナタネがこぼれ落ちや栽培に由来して路傍等で

生育し、路傍や河川の土手等に生育しているセイヨウナタネと交雑することに

より雑種が生じる可能性があります。

しかしながら、２において考察したように、本組換えセイヨウナタネに導入

された改変型 及び により付与された除草剤グリホサート耐性が、cp4 epsps gox
自然条件下での競合において優位に働くことは考えにくく、本組換えセイヨウ

ナタネと非組換えセイヨウナタネの雑種が非組換えセイヨウナタネ以上に競合

において優位となり、他の野生動植物種の個体群を駆逐する可能性は極めて低

いと考えられます。
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また、除草剤耐性遺伝子が浸透することによりセイヨウナタネの個体群が急

速に縮小することは考えにくいとされています。

イ、 、 、 、 との交雑に起因して間接的に生物B.rapa B.juncea B.nigra R.raphanistrum
多様性影響が生ずる可能性について。

、 、 、 は、我が国ではいずれも荒地や路B.rapa B.juncea B.nigra R.raphanistrum
傍等に自生しています。セイヨウナタネとの交雑率については、海外の文献調

査で では ～ ％、 では３％とされており、 及びB.rapa B.juncea B.nigra0.4 13
では極めて低いことが示されています。さらに、交雑したとしてR.raphanistrum

もこれらの近縁種はそれぞれ染色体の数や構成が異なっていることから、交雑

で生じた種間雑種の花粉や種子の稔性は著しく低下するというような雑種崩壊

のメカニズムがあることが示されています。

B.napus我が国における隔離ほ場試験において、本組換えセイヨウナタネと

との交雑性が調査され、非組換えセイヨウナタネと同程度であることが示され

ていることから、試験が行われていない 、 、 及びB.rapa B.juncea B.nigra
について、本組換えナタネの近縁種との交雑に関する性質は非組R.raphanistrum

換えセイヨウナタネと比較し大きく異ならないと考えられます。

B.rapa B.juncea B.nigra R.raphanistrum従って 本組換えセイヨウナタネが、 、 、 、

と交雑する確率は低く、交雑したとしても導入遺伝子がこれらの個体群中に浸

透していく可能性は極めて低いと考えられます。

以上から、交雑に起因して間接的に生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申

請者による結論は妥当であると判断しました。

２）組換えウイルスが発生し、生物多様性影響が生ずる可能性について。

、 （ ）本組換えセイヨウナタネには 属に属するCaulimovirus Figwort mosaic virus FMV
の プロモーターが使用されています。我が国には は分布しないが、35S FMV

属に属するウイルスとして （ 、Caulimovirus Carnation etched ring virus CERV）

Cauliflower mosaic virus Dahlia mosaic virus Strawberry vein banding（ ）、 （ ）、CaMV DMV
（ ）が分布しており、このうち は、 属を宿主とすることがvirus BrassicaSVBV CaMV

知られています。このことから、相同組換えにより、 に の プロモCaMV FMV 35S
ーターが取り込まれ、組換えウイルスが発生する可能性を評価しました。

しかし、本組換えセイヨウナタネに使用されている プロモーターとFMV35S
プロモーターの塩基配列の相同性は、ほぼ全長にあたる の塩基配列CaMV35S 553bp

68 56bp 10を比較すると ％の相同性を示す連続する の領域があるものの 全体では、 、

％以下であるため、相同組換えを起こす可能性は極めて低いと考えられたとされて

います。よって、組換えウイルスが発生する可能性も極めて低いと考えられます。

以上から、組換えウイルスが発生することに起因して生物多様性影響が生ずるおそれ

はないとの申請者による結論は妥当であると判断しました。

以上を踏まえ、本組換えセイヨウナタネを第一種使用規程に従って使用した場合に、

生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当である

と判断しました。
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○原田座長

どうも長いご報告をありがとうございました。

それでは、委員の皆様からご質問、ご意見等を伺いたいと思います。

いかがでしょうか。

○井出委員

３ページの４の交雑性なんですけれども、以前にちょっと申し上げたように我が国の

野生のアブラナ科植物と、いろいろほかの植物がたくさんありますが、それとセイヨウ

ナタネとの交雑性というのは調べられていないわけですね。そういうことで、既に交雑

するというのが知られているのはこの 、 、２つあるというのはわかってB.juncea B.nigra
いるけれども、ほかのものについては調べられていないので、野生動植物等が特性され

るというふうな文言にたどり着くのか、ちょっと飛躍があるというのが気になっている

んですが。それでないのかなと思って、最近読んだ雑誌で他の属の例ですけれども、他

の属でも結構染色体数の違うものでも一応交雑はしているようなので、日本の野生植物

と野生のアブラナ科と交雑しないという結論はどうなのかなというふうに思い始めたと

ころなんですが、いかがでしょうか。

○原田座長

分科会の方で何か議論はございましたか。

○近藤委員

一般的に、染色体の数が違うとか、それから構成が違うものに関しては交雑したとし

ても、それが後代まで残っていくことはないということで、議論としては終わっている

と思いますけれども。

○井出委員

、 。その辺のところは理解できるんですけれども それは後の方で説明が来るわけですね

○近藤委員

これまでも報告がないということしか言えないんです。だから、報告がないものにつ

いて、すべてどうであるかということは言えないということで、報告がないという表現

にとどめています。ここも同じ表現になっています。

○原田座長

影響を受ける可能性がある野生動植物は特定されないとなっているわけですから、交

、 。雑の可能性のある野生動植物が特定されないという場合とは ちょっと違うわけですね

○近藤委員
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、 、すべてについて 交雑するかしないかについての実験がされているわけではないので

こういう表現になっているんですが、当然おそれがあると考えられれば、それは議論し

、 、なければいけないわけで 試験が行われていないものでも可能性があると考えられれば

問題にしなければいけないと思います。

○原田座長

いかがでしょうか。

林先生、何かＯＥＣＤの方で、こういう問題については御議論ございますか。

○林委員

今の直接の回答にはなりませんけれども、 と については日本も含めてB.napus B.rapa
いろんなデータがあります。それで、今、原田先生、近藤先生がおっしゃったように交

雑することはあります。しかし、交雑した から、その持っている形質が後代の近縁F1
野生種の集団の中にどんどん広がっていくというデータは今のところはありません。そ

れから、昔、植物遺伝資源図鑑というものがありまして、それの中でも日本において

を実験的に交雑させようとした試みはいっぱいあるんですけれども、結局実験B.juncea
的に頑張ってもなかなか交雑しない。交雑してもうまくいかないので、やっぱり障壁と

いうのはあるということで、めったに交雑しないし、交雑してもすぐ広がっていくこと

がないということは、 と 、 と の間では大体間違いないだB.napus B.rapa B.napus B.juncea
ろうと思われます。

そうこうしているうちに、ＯＥＣＤでは、今までは についてのコンセンサスB.napus
、 、ドキュメントがあったんですけれども 今度韓国が ( だけでchinese cabbage Brassica rapa)

独立のコンセンサスドキュメントをつくりたいというような提案がありました。でも私

はそういうことを言い出すと、 にだってカブだ、コマツナだといろいろありますB.rapa
し、一方、 でもキャベツ、ブロッコリーなどいろいろあります。それぞれの種oleracea
内での変異を一つ一つコンセンサスドキュメントにするのではなくて という科Brassica
で大きくまとめてくれないかということをカナダに頼んで、カナダはやるということに

なりました。それで、これまでＯＥＣＤのコンセンサスドキュメントは だったB.napus
のが、今度は 、 、 、それから を含めた広範囲なコンセンB.napus B.rapa B.oleracea B.juncea
サスドキュメントをつくるということについて、今カナダが率先して作業を始めて、そ

の作業グループに日本も入っています。そういう状況です。

ですから、今のご質問については、これまでは と の関係が主体でしたB.napus B.rapa
けれども、 の関係も含めて、特に交雑について、その後のデータがありますけB.juncea
れども、結果的には、拡散する可能性は非常に低いということを確かめるようなデータ

を加えたコンセンサスドキュメントができるだろうと思っております。以上です。

○原田座長

ほかにいかがでしょうか。
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○小野里委員

資料３－２の申請書の概要 ページの最後のパラグラフのところで 「近縁種のゲノ32 、

ムに移入したとしても負担にならないことから挿入遺伝子が原因で交雑した近縁野生種

が駆逐される可能性が低い」というふうに書かれておりまして、これを読んでいるとあ

たかも、だから安全だというような意味にとれるんですが、私は、挿入遺伝子が非常に

負担になれば、その導入遺伝子というのは速やかに駆逐されて、そちらの方がむしろ安

全じゃないかと思うんですが、分科会の方の見解はいかがでしょうか。

○近藤委員

ここの議論にありますのは、ある遺伝子が移っていって、それは通常の状態では負担

にならないで、そのまま生育をしていく、何代か生育をしていったときに、あるときち

ょっとした環境の変化などで、非組換え体よりも競争が弱くなるというふうなことがあ

りますと、その間に組換え遺伝子がどんどん広がっていったとします。そうすると、組

換え遺伝子が広がっていない場合にはちょっとした環境でも、ナタネが大きなダメージ

を受けるから全部枯れてしまうというようなことがないときでも、組換え遺伝子が広が

ったときに急にそれがぱっと生育できなくなるようなことになりますと、ナタネも含め

た生態系ができているときに、それがなくなったことによってほかの植物や動物が影響

を受ける可能性があるのではないかという考え方を踏まえています。

それから、直ちに遺伝子が伝搬したものがなくなってしまうのは構わないんですけれ

ども、それがこの場合に、特にこの遺伝子を入れたことによって競合において不利にな

るとは考えにくい。広がっていく可能性が、可能性だけですけれどもありますので、そ

れが広がってしまった後に突如なくなってしまうということがありますと、生態系に大

きな影響をあるのではないかという考え方から、負担になってある日突然なくなるとい

うことはないと見ています。さらに、遺伝子がある程度広がったとしましても、広がる

相手方が栽培種起源のものであるので、生物多様性影響の評価という面からは、問題は

ないだろうと。ただ、遺伝子が広がった結果として突如、 年後かそれ以上の年数後に10
遺伝子が入った種がなくなってしまうとすれば生態系に影響を与える可能性があると考

えるのですが、そういうことはないということで、遺伝子の負担については見ておりま

す。

○小野里委員

裏をかえしますと、大部分の近縁種にこの遺伝子が入っていって、何か環境変化が起

きたときに遺伝子が入った全個体がぱっと滅ぶということを予測しているとすると、遺

伝子が広がるということが前提になっていますよね。

○近藤委員

仮に広がったとした場合においてもという話です。

○小野里委員
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やはりこういうのは、非常に負担になれば交雑を起こしてもすぐ淘汰されますね。雑

種崩壊もその一つかなと僕は思っているんですけれども、交雑してもすぐにそれは絶え

てしまうから安全だと。いい環境下であれば生きられるけれども、自然に出たら負担で

。生きられないという方がむしろ安全性が高いんじゃないかというふうに考えるんですが

○近藤委員

そうです。全くそのとおりなんです。ただ、この場合には、遺伝子が移ったとしまし

ても負担にならないだろうと。つまり、これまでの試験で組換え体と非組換え体の間で

いろんな特性に変化がないわけです。ですから、これが自然環境の中で特に組換え体だ

からと言って負担になるというような結果にはなっていないわけです。

○小野里委員

環境の変化によって、負担になるときに消滅するわけですね。

○近藤委員

はい。それが、あるとき急に起こると、遺伝子が広がった後にそういうことが起こる

と困るわけですね。

○小野里委員

いかに遺伝子が広がらないかということが、ここでの前提なんじゃないかなというふ

うに思いますが。

○近藤委員

前提の一つです。ただ、この場合には、仮に広がったとしてもという考え方です。広

がることが、この場合は相手方が栽培種由来であるということで広がるということがあ

、 。ったとしても 生物多様性影響という面では議論しなくてもいいだろうということです

ですから、そういう前提の中で、もし広がったとしてそれが生態系に何か影響を与え

る可能性があるかどうかということを評価しているわけです。広がるというふうに考え

ているわけではなくて、広がったとしても生物多様性に影響が無いかという議論をして

おりますから、広がった場合にはどうなるかということを次に考えているわけです。

○小野里委員

、 。私としては むしろ負担になる方を議論すべきかなというふうに思うんですけれども

○近藤委員

それはそうなんです。入った遺伝子が負担となって、そのものが短期間になくなって

しまうのが一番いいんです。だけど、そうならないで広がった場合にどうなるかという

議論です。
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○小野里委員

ですから、この概要を読んでいきますと、これは負担にならないから、どちらかとい

うと安全という書き方なんですよね。

○近藤委員

そうじゃなくて、例えば最初から遺伝子が入ったものが生き残らないということであ

れば、その方がいいわけです。遺伝子が広がりませんから。ただ、この場合にはこれま

での試験結果から負担にならないわけですから、負担になって、それがすぐに消滅する

という前提は置けないわけです。

○小野里委員

だから、負担にならないということを強調するよりも、雑種崩壊なり、そういう形で

自然界にはほとんど広がっていく可能性が小さいというところを強調した方が良いので

はないかと。

○近藤委員

そういうことも書いてあるんですが。

○龍口技術安全課長補佐

この項なんですが、仮に近縁種と交雑したときにそれによって間接的に、例えばナタ

ネに依存をして生きている動植物が仮にいたとして、その動植物に対しての影響評価し

ている項ですので、直接的に交雑をしたことではなくて、ですから、例えばセイヨウナ

タネに遺伝子が広がっていったときに、ミツバチなり、ハチとか虫が多いかと思うんで

すけれども、それがそのセイヨウナタネに頼って生きている動物種があったときに、そ

の個体が急になくなってしまったら、それに頼って生きている動物たちも滅んでしまう

と、そういった影響が起きにくいということだけをここで述べていますのでこのような

記載となっております。

○小野里委員

それは、あくまでも非常に広く組換え体が、広まったことが前提で今の論議になるわ

けですね。広がることが非常に限られたものであると、そういう論議にはならないかな

と思うんですが。

○安田野生生物課長補佐

在来ナタネとかカラシナの場合は、種が異なりますので、雑種崩壊とか言えると思う

んですけれども、ここで対象としているのはセイヨウナタネ自体なので、これについて

は遺伝子が広がっていく可能性というのは否定できないと思うんですね。そのときに広

がったときに生態系に影響を及ぼさないかどうかということを評価しているということ

だと思います。
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○髙木委員

微生物なんかでもコピー数が非常に多いプラスミドを入れた場合に負担になって生育

が落ちるというのはあるけれども、植物のように数万の遺伝子の中に１つ遺伝子が入っ

たぐらいでは、なかなか負担になるという現象は、入る場所が非常に変な場所に入った

のは当然選ばれてこないわけですから、普通に導入している分にはほとんど負担はない

んじゃないでしょうか。今の議論とはちょっと違うかな。

○小野里委員

きっと遺伝子の量が増えたということではなくて、場合によっては自然界で広がるに

際して遺伝子量ではなくて機能的にブレーキになるような場合ですね。そういう場合で

あれば、むしろ安全かなと。そういう方を開発した方がより安全度が高まるんじゃない

かなというふうに私は今まで考えていたものですから、これを読むとちょうど相反する

逆の書き方だったものですから、それでお聞きしたんです。

○近藤委員

自然環境中に出たら特に負担にもならないし、優位でもないという、中立のような言

い方をしていると思うんですが、そういった遺伝子は普通に考えますと、余分な遺伝子

、 。が入っているので むしろ減っていく可能性の方が高いのではないかと思われるんです

ただ、一方で狭い範囲の生態系だけを見ますと、本来ならば広がっていくような性質の

遺伝子ではないにもかかわらず、広がってしまうことがあるようなんですね。そういう

ことがあるとしますと、ある範囲の生態系ではほとんどすべてその遺伝子を持ってしま

うということが起こり得るらしいんです。そのときに、それが通常は中立なものですか

ら何の影響もないんですけれども、たまたまある環境変化が起きてその遺伝子が負担に

なるということで、例えば極端な例ではナタネがすべてなくなってしまうというような

ことが起こった場合には、そういったナタネに依存している生物に影響を与えるだろう

というその可能性だけを述べています。それが、頻繁に起こるとはとても考えられない

わけです。むしろほとんどないのではないかと思うんですが、生態学的なそういう可能

性は考えられるようなので、その可能性を述べているということです。

○小野里委員

現段階では負担にならないというのが、この文章の内容ですね。だけど、その環境が

変わったときに負担になるかどうかということはわからないということですね。

○近藤委員

そうなんですけれども、この場合ではほとんど変わらないだろうと考えられるわけで

すが、場合によっては負担になるような遺伝子もあるということです。

○髙木委員



- 19 -

評価とは直接関係ないんですけれども、 という遺伝子について教えていただきたgox
いんですけれども、評価書の７ページの下のところにありますように、既に使われてい

る遺伝子ですか。一番下の段落に 「本組換えセイヨウナタネと既に我が国で」云々と、

いうところに、既に が入ったんですね。これは、本当に 遺伝子のようなシキgox epsps
ミ酸合成系のグリホサートに耐性な遺伝子を入れた効果にさらにこのグリホサートを分

解する遺伝子を入れると耐性が強力になるんでしょうか。あるいは逆にこの だけでgox
もグリホサート耐性の植物ができるのか、その辺の情報は何かありますか。

○近藤委員

一般的に言えば、例えばこの遺伝子がなくてもシキミ酸合成経路は確保されるので、

影響がないというふうに思われるんですが、私はそれで十分ではないかと思いますけれ

ども、さらに分解することによって可能性を下げる、組み込んだシキミ酸合成経路の遺

伝子がグリホサートの濃度がどこまで高くても安全なのかというのは、ちょっとこれは

わからないと思うんですね。食用の場合には、割と低濃度で散布されるけれども、かな

り高濃度まで耐性をもたせるという場合に、分解することによって、さらに入れたシキ

、 、ミ酸合成酵素の安全性を保つということはあるかと思いますけれども それについては

私たちは実験をしていませんので、推測でしかありませんが、普通に考えればそういう

ことかと思います。

○髙木委員

今の同じ資料３－２の９ページの一番下から６行目のところに、これも評価に直接関

わりませんが 「翻訳された蛋白質の葉緑体への輸送を容易にし」と書いてあって、こ、

goxれは本来作用するとすれば 細胞の外に出たり あるいは葉緑体の中に輸送されたら、 、

が働かないんじゃないかということでしょうか。細かいことですけれどもちょっと教え

ていただけますか。 をこういう形で入れてグリホサートを分解するというメリットgox
があるんですか。余り意味のない遺伝子だったら入れないでしょうけれども。

○近藤委員

これが葉緑体に入ることによって、葉緑体でのアミノ酸合成経路に対して除草剤がし

み込んできたという場合には、そこで分解させるということだと思いますけれども。

○髙木委員

シキミ酸合成経路は葉緑体にあるんですか。

○渡邉研究調査官

９ページの①の第２パラグラフの２行目に記載があります。

○髙木委員

「葉緑体または色素体に存在する 、じゃ、そこに葉緑体に入れれば効くということ」

ですね。わかりました。
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だけを入れた植物体というのはあるんですか。gox

○龍口技術安全課長補佐

申請されてきたことはないはずです。

○安田野生生物課長補佐

が使われているのは、今までのところではナタネだけです。あとトウモロコシでgox
入れたけれども落ちてしまったということがあったかと思います。

○髙木委員

両方入れるというのは、結構行われているのでしょうか。

○近藤委員

この場合には、やっぱりシキミ酸合成酵素の遺伝子を入れているということが一番の

売りで、分解酵素、分解だけではちょっと不十分で影響が出てしまいますので、こちら

だけ入れるということは効率的ではないと思いますけれども。

○原田座長

毎回出てくる表現ですが、資料３－１の３ページの１行目と２行目で 「有害物質の、

産生性 、括弧の中で 「根から分泌され他の植物に影響を与えるもの 、それからまた」 、 」

「根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの」となっていますが、ここは良かった

ら今後 「根から分泌され他の植物や土壌微生物に影響を与えるもの」とまとめてはい、

かがでしょうか。

○近藤委員

これは試験項目に合わせて書いているんですけれども、確かに少々冗長かもしれませ

ん。

○龍口技術安全課長補佐

後作試験と土壌微生物試験を反映させた記述にしているんですが。

○原田座長

ただ繰り返しを避けた方がいいかなと思っただけですけれども。ほかにいかがでしょ

うか。

○小野里委員

先ほどの件ですけれども、そういう負担をかけさせることによって外への進出を防ぐ

というのも一つの戦略としてあり得るということは認識しているわけですね。
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○近藤委員

。 、 、 、それはそうです もちろん それがベストで それで１回で終わってしまいますから

もとに戻るということはないわけで、それはいいと思いますが、作物を１回栽培して収

穫したら、収穫までは保証されるけれども、その後、ほかで収穫されるということはな

くなりますから、それがベストだと思います。

○原田座長

ほかにないようでしたら、集約させていただきたいと思いますけれども、これも先ほ

RT200どのと同じように申請者から提出された除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ

について第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生ずるおそれはない

とした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断するとしたいと思いますがいか

がでしょうか。ご異議がなければそのようにさせていただきます。

先ほど、近藤農作物分科会座長からありました３ページのところの下の方、①、②の

ところの修正ですが、これは確かに上のところにちょっと加えていただいた方が文章が

明瞭になると思います。

そうしますと、この意見の集約については終わりました。次に、議事の２のその他で

すけれども、何か事務局の方から報告等ございますか。

（２）そ の 他

○龍口技術安全課長補佐

次回の総合検討会の日程でございますが、３月 日、水曜日、１０時半から、今度は22
普段開催しております技術会議の委員室で開催を予定しております。

以上でございます。

○原田座長

ありがとうございました。

まだ、 日の予備日のところは現段階では未定ということですか。31

○龍口技術安全課長補佐

一応、役所の大みそかではあるんですが、農作物分科会を開催をさせていただけたら

と思っております。

○原田座長

では、可能性が非常に高いということで予定表に書いておいていただけたらと思いま

す。これも場所や時間は決まっていますか。

○龍口技術安全課長補佐

１４時半から、農作物分科会を技術会議の委員室でということでございます。
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○原田座長

１４時半からですね、わかりました。

この総合検討会の委員の先生方もご都合がつくようでしたら分科会の方にも来ていた

だければありがたいと思います。

それでは、ほかに特段のことございますでしょうか。よろしいでしょうか。

もし、ございませんようでしたら事務局の方にお返しします。

○龍口技術安全課長補佐

熱心なご審議ありがとうございました。

以上をもちまして、生物多様性影響評価検討会総合検討会を閉会いたします。

本日は、どうもありがとうございました。

閉 会


