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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 １ ８ 年 ６ 月 １ ２ 日 

於・農林水産技術会議委員室 

 

 

開      会 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 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、井出委員及び近藤委員より御欠席されるとの御連絡をいただいております。 

 総合検討会での審議に当たりまして、農作物分科会での検討結果については、通常、農

作物分科会座長の近藤委員より御報告いただいているところでありますが、本日は近藤委

員が御欠席、また分科会の日比座長代理も本日は御都合がつかないということでございま

す。したがいまして、本日は、分科会の検討結果につきましては、農作物分科会の委員も

お引き受けいただいております嶋田委員から御報告いただくということで御了解を賜って

おります。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、開会に当たりまして東條技術安全課長より御挨拶申し上げます。 

 

○東條技術安全課長 

 それでは、開会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 

 本日は、委員の先生方には大変お忙しいところ、この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。 

 ６月からクールビズということでございまして、我々ノーネクタイで対応させていただ
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いておりますが、失礼ながらよろしくお願いいたします。 

 従来から申しておりますように、遺伝子組換え技術につきましては既に様々な農作物に

導入されておりまして、我々の食品、あるいは畜産の飼料、そのような分野で広く利用さ

れているところでございます。また、将来にわたりましては我々の生活の質の向上、ある

いは環境の改善等いろいろな可能性を秘めた技術ということでございます。 

 しかしながら、一方でこの技術を利用した農作物の実質的な利用というのが約 10 年前

からで、つい最近のことであります。また一方で非常に国民の関心の高い分野でもござい

ます。そういった観点から国民の方々の理解を十分得ながら進めていく必要があるという

ふうに考えている次第でございます。 

 そのため、国としては安全性につきまして確認をされたものでなければ流通をしない、

使用しない、そういった法的な枠組みのもとで食品分野あるいは飼料の分野、そして本日

お願いしております環境の分野等々それぞれの分野において専門の先生方に御審査を賜り

ながら進めているという状況でございます。 

 本日は、この総合検討会につきましては、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又は流通を所管する遺伝子組換え農作物と

して農林水産大臣及び環境大臣に申請のありました第一種使用規程承認申請１件につきま

して御審議を賜り、その生物多様性影響評価に関しまして幅広い見地から御意見を賜りた

いと考えているところでございます。 

 ここで第一種使用規程の承認状況について、前回の総合検討会以降の状況について御報

告させていただきたいと思います。お手元の参考資料の１、２、３とございます。参考資

料１が承認案件の一覧でございまして、前回４月 20 日の検討会以降５月２日付けで５ペ

ージ目の 66 番から 69 番までの４件、それから５月 29 日付けで２件、70、71 番。それか

ら、本日６月 12 日付けになりますけれども、72 と 73 ということで２件承認されるとい

うことでございまして、合計で前回から８件承認が増えたということになります。 

 それから、参考資料２が経過措置の案件、参考資料３が総合検討会の御審査が終わって、

承認待ちの案件ということでございます。 

 本日御審査いただくのは参考２の方の経過措置案件のセイヨウナタネの１番目、除草剤

グルホシネート耐性及び雄性不稔ナタネＭＳ８です。 

 以上、前回の総合検討会以降の承認状況でございます。本日はどうぞ御審議の方よろし

くお願いしたいと思います。 
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配付資料の確認等 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

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たいと思います。 

 お手元に本日の検討会の資料一式を配付させていただいておりますが、議事次第の次に

座席表がございます。その次に配付資料一覧をつけております。これに基づきまして配付

資料の御確認をさせていただきたいと思いますが、資料１としまして「第一種使用規程の

承認に係る申請案件の審査状況」、資料２－１としまして「農作物分科会における検討の

結果」、資料２－２としまして、セイヨウナタネの申請書等の概要、あと、参考資料１、

２、３がついております。 

 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。 

 傍聴者の方々には「傍聴される方への留意事項」に記載されている注意事項を守ってい

ただきます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きましては原田座長にお願いいたします。 

 

                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 

 

○原田座長  

それでは、委員の先生方及び事務局の御協力をいただきながら本日の議事を進めたいと

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の検討が

終了しております。 

 本日の総合検討会では農作物分科会での検討の概要を嶋田委員から御報告いただきまし

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

使用等による生物の多様性に及ぼす影響について御検討いただきたいと思っております。 

 議事の進め方といたしましては、まず事務局から資料１に基づいて今回の申請案件の審
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査状況を報告していただいた後に委員の皆様で検討を行いたいと思います。その後、各委

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。 

 それでは、最初に、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

 

     〈第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況について〉 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、資料１に基づきまして御説明申し上げます。 

 今回の申請案件は除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネでございます。 

 使用等の内容としましては、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となっております。 

 検討状況につきましては、農作物分科会におきまして 2004 年６月 25 日、2006 年３月

31 日、５月 11 日と３回御審議いただいております。総合検討会には本日初めて御検討い

ただくということでございます。 

 承認等の状況につきましては、カルタヘナ法に基づく承認はこれまでなされておらず、

旧指針に基づきまして、隔離ほ場、一般利用としまして、それぞれ 1998 年、2002 年に承

認がおりていたということでございます。また、食品衛生法又は飼料安全法に基づきまし

て、食品としましては 2001 年、飼料としましては 2003 年に承認がおりたということでご

ざいまして、これらは法律に基づいて義務的な手続ということでこの年に承認がおりたの

ですが、この前にも旧指針に基づきましてそれぞれ 1998 年と 1999 年に承認が得られてい

たというものでございます。 

 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、今回の申請案件であります除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウ

ナタネについて検討を行いたいと思います。 

 最初に、農作物分科会での検討結果につきまして嶋田委員より資料２に基づいて御報告

をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
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○嶋田委員 

 それでは、除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネの分科会での検討結

果について御報告いたします。 

 名称、除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネ（bar，barnase，

Brassica napusＬ.）（ＭＳ８，ＯＥＣＤ ＵＩ：ＡＣＳ－ＢＮ005－８）です。 

 使用等の内容、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。 

 申請者はバイエルクロップサイエンス株式会社であります。 

 では、結果を御報告いたします。 

 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。 

 サザンブロット分析などの結果から、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ｐＴＨＷ107 のうちの改変型 bar 遺伝子（グルホシネート耐性遺伝子）発現カ

セット及び barnase 遺伝子（ＲＮＡ分解酵素遺伝子）発現カセットを含むＴ－ＤＮＡ領

域が、本組換えナタネのゲノムの中の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 bar 遺伝子及び barnase 遺伝子が安定して後代に遺伝している

ことが複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

世代を用いたグルホシネート散布試験及び雄性不稔性（稔性のある花粉が産生されてい

ないこと）の観察により確認されております。 

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セイヨウナタネ（Brassica napusＬ．）は、我が国へは明

治時代に導入され、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人手が加えられる

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
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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

なされておりません。 

 本組換えセイヨウナタネには、 

（１）除草剤グルホシネート耐性が付与されているが、自然条件下でグルホシネートが選

択圧になるとは考えにくいこと、 

（２）雄性不稔性が付与されており、自殖で後代に残すことはできないと考えられること、 

 等から、これらの形質により、自然条件下で本組換えセイヨウナタネの競合における

優位性が高まるとは考えにくいとされております。 

  さらに、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、着莢率に関して非組換えセイヨウナ

タネより有意に低いことが認められたものの、このほかの項目については有意差は認め

られていないことから、本組換えセイヨウナタネの競合における優位性が高まるとは考

えにくいとされております。 

  以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物は特定されず、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おります。本組換えセイヨウナタネの宿

主品種は、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軽減したいわゆ

るカノーラと呼ばれる品種の一つであり、本組換えセイヨウ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おります。 

  本組換えセイヨウナタネは、グルホシネートへの耐性を付与する改変型ＰＡＴ蛋白質

及びＲＮＡ分解酵素であるＢＡＲＮＡＳＥ蛋白質を産生します。 

  ＰＡＴ蛋白質は、野生動植物等への有害性を有するとする報告はされておらず、高い

基質特異性を有することが示されており宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考え

られます。 

  また、形態や生育の特性等に関し、本組換えセイヨウナタネは雄性不稔性を示す以外

には、着莢率において非組換えセイヨウナタネとの間で差が見られたのみであったこと
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から、ＲＮＡ分解酵素であるＢＡＲＮＡＳＥ蛋白質が葯以外の組織の代謝系に影響を及

ぼすことは考えにくいとされております。 

  さらに、ＰＡＴ蛋白質及びＢＡＲＮＡＳＥ蛋白質のアミノ酸配列に基づいて包括的な

相同性検索及びアレルゲンエピトープ検索を行った結果、いずれの蛋白質においても既

知のアレルゲンとの相同性は認められませんでした。 

  我が国の特定網室内において、本組換えセイヨウナタネの有害物質（根から分泌され

他の植物へ影響を与えるもの、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）の産生性に関する調査が行わ

れているが、非組換えセイヨウナタネとの間で有意差は認められておりません。 

  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。 

 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

（Brassica napusＬ．）と交雑可能な種として、セイヨウナタネ自身の他に Brassica

属に属する B.ｒapaＬ.（カブ、コマツナ、在来種ナタネ等）、B.juncea（Ｌ．）Czern

（カラシナ、タカナ等）、B.nigra（Ｌ．）W.D.J.Koch（クロガラシ）及び Raphanus 

raphanistrumＬ．（セイヨウノダイコン）が知られております。 

 セイヨウナタネ、B.juncea、B.nigra、R.raphanistrum は、すべて明治以降に人為的

に我が国に導入されたとされる外来種であり、また、B.ｒapa についても我が国への導

入時期は古いが、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。 

  上記の交雑可能なセイヨウナタネ及び近縁種との交雑に起因して、間接的に生物多様

性影響が生ずる可能性（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

植物の個体群を駆逐する可能性、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
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に支障を及ぼす可能性）を評価しました。具体的には、 

（１）本組換えセイヨウナタネは、雄性不稔性により花粉を形成しないため、花粉親とし

て他の個体との間に交雑後代を生じない。また、交雑後代が得られるのは、種子親と

しての場合に限られ、その場合に、 

  ① セイヨウナタネとの交雑性に関し、雄性形質としての雄性不稔性を有するセイヨ

ウナタネの交雑後代は、世代を重ねるにつれて集団から速やかに失われるとの報告

があること、 

  ② 近縁種との交雑性に関し、雑種そのものの形成が困難であり、雑種が形成された

としても、その後代の稔性は低いとの報告があること、 

（２）２において考察したように、自然条件下において、グルホシネート耐性及び雄性不

稔性により、競合における優位性が高まるとは考えにくいこと、 

等から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。また、同様の理由により本組換えセイヨウナタ

ネの導入遺伝子がセイヨウナタネ及びその近縁種に浸透することによりそれらの個体群が

急速に縮小し、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。 

 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。 

 以上であります。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネについて嶋田委員から

御報告をいただきましたが、本件につきまして御質問、御意見を委員の皆様からいただき

たいと思います。どなたからでも結構です。いかがでしょうか。 

 どなたか、コメント、質問等ございますか。 

 武田先生、何かございますか。 
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○武田委員 

 今回の申請書は従来に比べかなり読みやすいという印象があったのですが、若干気に

なるところがあるので質問いたします。 

 

○武田委員 

 資料２－２の 18、19 ページに系統樹に関連する内容が書かれているのですが、これは

申請書の例えば別添資料３の 30 ページもそうなんですけれども、ＢＣ１、ＢＣ２とまで

書いてあって、つまりバッククロスを１回あるいは２回したというところまでは書いてあ

るのですが、それらがどういう世代になっているかということの情報がないんですね。お

そらくこれは文脈からいってＦ１だろうと思いますけれども、ＢＣ１Ｆ１、ＢＣ２Ｆ２と

いうふうこのＢＣの後ろへくるＦの幾つかというのは、これは省略せずに書かなければい

けない情報だと思います。 

 

○原田座長 

 申請書の方の添付資料３の 30 ページの植物材料のカラムのところですね。 

 

○武田委員 

 そうです。 

 

○嶋田委員 

 武田先生の御指摘は、ＰＣの 24 とか、ＰＣの 33 とかというナンバーで書くのではなく

て、本文についてのものですね。これだとこういうふうにきちんとＦ１植物体、ＰＣ24

とかＰＣ33 とか、バッククロスの１とかバッククロスの２とか全部書いてあるけれど、

こちらの概要の方が書いてないという、そういう御指摘ですか。 

 

○武田委員 

 バッククロスの回数は書いてあるのだけれども、バッククロスの集団の世代が書いてな

いんですね。ＢＣ１Ｆ１と書かなければいけないはずですね。 

19 ページの下から３行目でも、同じようにＢＣ２及びＢＣ４世代としか書いてないです
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ね。 

 

○嶋田委員 

 本文の 19 ページのところには、ＢＣ１とかＢＣ２とかＢＣ４というのはバッククロス

の回数はわかるようになっているのですが、それに問題がありますか。 

 

○武田委員 

 バッククロスの回数がわかるだけで、世代はわからないと思います。この書き方は問題

だと思います。 

 さらに、妙なのは、Ｔ１、Ｔ３、Ｔ５とありますね。これはもとの Drakkar をバックク

ロスしていった世代なんですね。だから、普通セルラインのときは培養系の場合、Ｔ１と

かＴ３、Ｔ５という言い方をすると思いますけれども、この場合はドナーの Drakkar を１

回あるいは２回、４回というふうに交配していっているので、Ｔの何番と書くこと自体が

私は非常に奇妙だと思います。 

 さらにこの図で言うと、ＢＣ１、２、４とありますけれども、Ｆの何番になっているか

というのがわからない。多分これは全部Ｆ１だから省略したのではないかと思います。 

 

○嶋田委員 

 ただ、Ｔ３とかＴ５の方は、間に Drakkar があって、それで２回かけるということから、

ここに２世代あり、またさらに２世代あるということはわかるのですけれど、バッククロ

スとかの方に何世代目のところなのか、このままだと世代が見えないという感じにはなり

ますね。 

 

○武田委員 

 そうですね。Ｔ１、Ｔ３、Ｔ５という書き方は普通ですか。 

 

○原田座長 

 個体であればこうは書かないかもしれないですね。 

 

○武田委員 
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 セルラインとか培養系ですとこう書きますけれどね。 

 

○原田座長 

 Ｔを使うようになったのは、僕の認識では培養系が出てきてからだと思います。 

 

○武田委員 

 そうだと思います。これは明らかに宿主をバッククロスしています。むしろＢＣの何で

Ｆの何かという書き方になるだろうと思います。しかし、これは申請書そのものですから、

ここで議論してもしようがないのかとは思います。 

 

○原田座長 

 訂正はしてもらった方が良いと思います。 

 

○武田委員 

 そうですね。少なくとも育種学の教科書ではこう書かないと思いますが、どうですか。 

 

○田中研究調査官 

 私もここに来てＴ幾つかという書き方をよく見るようになったのですが、これは一般的

ではないと考えた方が良いのですか。むしろほかの評価書ではＲ幾つというふうに書いて

ある評価書もあるのですが、それよりもバッククロスしてあるのであれば、ＢＣ２Ｆ１だ

とか、ＢＣ２Ｆ２だとか、そういうような書き方をする方が望ましいと思います。 

 

○原田座長 

 Ｒも使うようになったのは培養系が始まってからですよね。Ｒ０とか、Ｒ１とかね。 

 

○田中研究調査官 

 Ｔと同じ意味で使いますね。 

 

○ 原田座長 

 そうですね。 
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 では、ここは今武田委員が御指摘になったように、一般の方にもわかりやすくするため

に手を加えていただくということにしたいと思います。 

  

○武田委員 

 もう１つ、ちょっと気になったのは、アレロパシーを確認するために比較している別添

の資料の２の６ページあたりからですが、これは明らかに数字を見ますと、有意差がない

というのは平均値を比較するだけでわかるのですが、非常に私にとって奇異だったのは、

分散分析表のＦ値が 0.0 幾らというような数字がたくさん並びまして、これはもし品種の

効果がゼロならばＦ値は１になるわけですよね。 

 

○嶋田委員 

 １より小さくなりますよ、Ｆは。 

 

○武田委員 

 引いているんですか。 

 

○嶋田委員 

 いえ、普通に１より小さくなる場合が頻繁にあります。それは大丈夫です。 

 

○武田委員 

 でも、誤差分散を含むわけでしょう。 

 

○嶋田委員 

 はい。 

 

○武田委員 

 誤差分散を含んで、さらに品種の効果がなかったときはＦ値は１になりますね。分母と

分子が一緒になりますから。 

 

○嶋田委員 
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 実際には推定なので、こういうふうにして１より小さくなることがあります。 

 

○武田委員 

 でも、0.0 幾つというようなことがありますかね。 

 

○嶋田委員 

 そういう点では随分Ｆ分布のピークのところよりもかなり左側にきているような感じで

はあります。いずれにしても１よりも小さいＦ値を持つことはあります。 

 

○武田委員 

 このモデルはどういうふうになっているのですか。 

 測定値が 10 個あって、誤差の自由度は４、４の８でしょう。２つの品種で１ですよね。

だから、このコンポーネントを考えると、分散のところに誤差の分散、シグマスクエアの

Ｅがきたとしたら、品種のところはシグマスクエアＥプラス５倍のシグマスクエアＧとい

うことになるのではないですか。 

 

○嶋田委員 

 平均平方を実際に計算してもらえれば一番本当はわかるのですけれども、この分散と書

いたこれが平均平方の値になっていると思います。 

 

○武田委員 

これ、差し引きして、それそれぞれのコンポーネントを計算しているのかなという気も

するけれど、普通、分散分析というとそういうものは出さないですよね。それぞれの平方

和を自由度で割るわけでしょう。ここへ出てきている分散は。 

 

○嶋田委員 

 はい。 

 

○武田委員 

 これは、私には違和感がありますけれど。 
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○嶋田委員 

 平均平方として分散が誤差の方が分母になっていて、それで分子の方に品種の方の値が

上に上がるというふうなことでＦ値が出ると思います。 

 

○武田委員 

 だけど、分子には誤差も入っているでしょう。 

 

○嶋田委員 

 もちろんそうです。 

 

○武田委員 

 差し引いていないでしょう。 

 

○嶋田委員 

 差し引きは普通しないと思います。 

 

○武田委員 

 しないでしょう。 

 

○嶋田委員 

 はい。 

 

○武田委員 

 ということは、分散の加法性がある以上、全部プラスですからね。分子の方が小さくな

ることは、普通はないのではないですか。 

 

○嶋田委員 

 だから１よりも小さくなります。実際には品種というものをベースにして、分散を群間

の分散として推定するわけですから、実際にはこういうふうにして出てくると思います。 



 - 15 - 

 

○武田委員 

 ですから、分散のコンポーネントは今の私の割り方でいいですか。シグマスクエアＥで、

誤差ですね。 

 

○嶋田委員 

 はい。 

 

○武田委員 

 品種のところは、シグマスクエアＥプラス５倍の、つまり、それぞれの５つの測定値に

なっていますから、５倍のシグマ自乗、Ｇですよね。Ｇというか、Ｖでもいいけれど。品

種ですよね。そうすると、分子の方が小さくなるということはないのではないですか。 

 

○嶋田委員 

 いいえ、実際に平均平方の値を計算するときに、平方和と自由度で割るわけですけれど

も、そのときの平方和が要するに群内で、要は統計量として平方和を計算すると小さくな

ることもあり得るわけです。 

 だから、当然のことながら、分子の方は誤差を必ず含んでいるのだというふうなことは

あっても、下の方の群内とは違うわけですから、そういう点では１よりも小さくなること

は実際にあります。 

 もちろんＦ値が１よりも小さかったら有意であることを考える必要もないということで

はありますけれども、有意差ではないというふうに初めからみなされれば、それで簡単で

はあります。ただ、計算そのものが１よりも小さくなるかということに関してだったら、

もちろんＦ値は１より小さくなることはあります。 

 

○武田委員 

 それは１からの誤差の範囲と違いますか。0.0 なんていう値、出てきますか。 

 

○嶋田委員 

 そういう点では物すごくぴったり合っているようなＦ値の場合には 0.05 とかというの
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は一番Ｆ分布の左の端ですね。Ｆの左の端のような状態になるということは普通余りない

です。 

 

○武田委員 

 これは宮崎大学の委託実験とのことなので、責任は宮崎大学にあるのかもしれないが、

少なくとも私も長くこの商売をやっていますが、こういう分散分析表というのは、あんま

り自分のデータで出てきたことがないものですから。 

 

○嶋田委員 

 多分、おそらく繰り返しが少ないから、たまたまぴったりデータが一致しているような、

そういうふうなものの繰り返しの少ないデータセットを使って見ると、こういうふうにし

て分散分析の分子の方の部分が物すごく小さくなるということはあると思います。そうし

たときに、Ｆ分布の一番左端の、それこそ本当に、何でそんなにぴったりと合うのだとい

う、前回に武田先生の御指摘が別の案件でもありましたけれども、そういうふうにしてＦ

の値が非常に小さい、0.05 とかというような、今度は逆に幾ら何でも合い過ぎているだ

ろうというふうなぐらいの結果に実はなってきますよね。本来は十分な繰り返しがありさ

えすれば普通はほどよい値になると思います。 

 

○武田委員 

 Ｆ値を比較しただけで差がないというのはわかるのでかまわないのですが、ちょっと感

想としては非常に違和感があります。 

 

○原田座長 

 ここは宮崎大学を信じることにしますか。 

 

○武田委員 

 そうですね。結構です。 

 

○原田座長 

 それで先生の疑問点はよろしいですか。 
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○武田委員 

 はい。 

 

○原田座長 

 ほかに何かございますか。 

 

○小野里委員 

 雄性不稔のことで説明いただければと思いますが、これは barnase という遺伝子を使う

ことによって花粉をつくる細胞を選択的に殺すことによって雄性不稔が獲得できるという

意味でよろしいのでしょうか。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○小野里委員 

 それで、今度 barstar という遺伝子は、その barnase 蛋白と特異的に結びついて

barnase 活性を抑えるために稔性が回復する。稔性というか、雄性不稔が回復するという

ことですね。 

 ここで、そうすると、雄性不稔の個体で実を結ばせるためには、花粉ができる個体と交

配しなければいけないわけですね。そうすると花粉をつくる個体には barstar が組み込ま

れているということでよろしいのでしょうか。 

 雌の方は barstar が入っていないために雄性不稔だけれども、もう一方の雄として働か

せる方には barstar を組み込むことによって初めて雌株の方で種ができるという解釈でよ

ろしいのでしょうか。 

 

○原田座長 

 田中さん、何かございますか。 

 

○田中研究調査官 
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 実際の種の生産の場合には、使う種の親としては barstar も一緒に入って、稔性がない

と親としては使えません。このＭＳ８を維持するためには、この場合、Drakkar という品

種を常にバッククロスして、それをグルホシネートで選抜すれば、グルホシネートと

barnase が同じワンセットで入っていることになるので、それでグルホシネート耐性でス

クリーニングすれば雄性不稔の個体がとれる。それに Drakkar をかけることで維持してい

く。そういう設計になっています。 

 

○小野里委員 

 よくわからないので、barstar という遺伝子を組み込んだ個体があるわけですね。 

 

○田中研究調査官 

 それはＲＦ３という別の組換え体です。 

 

○嶋田委員 

 ＲＦ３というのが後々出てくるのですが、今回は barstar は外してあるわけです。 

 

○小野里委員 

 今回の申請する植物からはこれは外れているわけですね。 

 

○嶋田委員 

 はい、ＭＳ８というのは barstar を外してあるものなんです。barstar を組み込んだも

のがＲＦ３としてこの次、また案件として出てくることになります。 

 

○小野里委員 

 概要の 14 ページのプラスミドは、これは申請にはない barstar が入っていますね。 

 

○嶋田委員 

 そこが３月 31 日の分科会でも不思議に思われるのですが、レフトボーダーよりも外側

なので、実際にはこれは入らないのです。ところが、なぜ barstar をこんなところにつけ

ているのだということは、分科会の中で審議しました。 
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○高木委員 

資料２－２の９ページの表には barstar が入っているのですね。 

 資料２－２の９ページの構成要素の由来及び機能という表がありますよね。これの一番

下の方には barstar が入っているので、今先生がおっしゃったのと同じように、今回の申

請の案件は barstar が入っているのか、入っていないのかがよくわからなくて、ちょうど

伺おうと思っていたところなのですが、入っていないのですね。だから、これは９ページ

のこの表で一番下のところは要らないわけですね。 

 

○嶋田委員 

 そういうことです。barstar があったとしても、それは関係ない。 

 

○原田座長 

 ただ、レフトボーダーの外側でもこっち側の図に書いてあるから、この表に入れてある

ということですね。 

 

○嶋田委員 

 書いてあるが、分科会で我々委員にもその理由がわからず、、大分こんがらかったので

す。 

 

○田中研究調査官 

 使ったプラスミド、ベクターには入っているけれども、実際の植物には入っていないと

いうことです。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

 微生物で選抜をかけるときに barnase が働いてしまって、微生物自体が再生できなくな

ってしまうので、ここに barstar が入れているということだそうです。 

 

○小野里委員 

 ９ページで見ていただいてもよろしいのですけれども、pat 遺伝子を発現させるための
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プロモーターが緑色組織ですね。それで概要の 14 ページのプラスミドの図の中で bar と

書いてあるのが耐性を発揮するための遺伝子ですね。それのプロモーターPSsuAra が、緑

色組織でのみ発現させるプロモーターということですと、緑色組織がない組織では耐性が

果たして維持できるのか、これからすると維持ができないのではないかというふうに感じ

たのですが、いかがですか。 

 

○嶋田委員 

 プロモーターとして、一番上に PTA29 というものがあります。葯のタペート細胞におい

てのみ発現を誘導するというものですけれど。 

 

○小野里委員 

 そちらではありません。 

 

○嶋田委員 

 こちらの方ですか。 

 

○小野里委員 

 ええ、PSsuAra というプロモーターで、これは緑色組織のみにおいて発現を誘導すると

いうことですね。 

 

○嶋田委員 

 はい。 

 

○小野里委員 

 その後ろについている遺伝子がＰＡＴ蛋白を発現する遺伝子ですね。 

 

○嶋田委員 

 はい。 

 

○小野里委員 
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 そうすると、このＰＡＴ蛋白というのは緑色組織でしか発現をしないとなると、それ以

外の組織で薬剤耐性が維持できないのではないかという疑問が生じたんですけれど、どう

なのでしょうか。 

 

○原田座長 

 実際には茎葉、ほとんどこの場合は緑色組織ですから、根は関係ないですから、問題な

いのではないかと思います。 

 

○小野里委員 

 アンモニアを代謝する酵素は緑色組織でしか発現しない。 

 

○高木委員 

 農薬が働いたところでだけ働けばいいわけですよね。 

 

○小野里委員 

 そうですね。 

 

○高木委員 

 農薬をアセチル化する酵素。 

 

○小野里委員 

 それは葉だけというか、緑色組織のみで働く。 

 

○高木委員 

 緑色組織でのみ、農薬が働いているのだと私は解釈したのですけれども、ほかのところ

では農薬は働かない。それでよろしいですか。私はそう思って読んでいたのです。 

 

○原田座長 

 薬剤によっては吸収されて、根に働くのもありますけれども、この場合は茎葉部分とい

うことの解釈でいいのだと思います。 
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○小野里委員 

 この薬剤は根には影響を与えないというふうに考えて。 

 

○原田座長 

 でも、地上部が枯死すれば、根も当然枯死しますね。 

 

○小野里委員 

 そうですね。 

 

○原田座長 

 ほかにございますか。 

 

○小野里委員 

 それから、概要の 11 ページですけれども、それの下から４行目からですかね、「Ｆ１世

代では BARSTAR 蛋白質が BARNASE 蛋白質の作用を抑制して稔性を回復させる」というふう

に書いてあるのですけれども、これは BARNASE 蛋白質があっても稔性はあるわけですね。

ただ雄性不稔というだけですね。 

 

○原田座長 

 雌蕊の方のことをおっしゃっているわけですか。 

 

○小野里委員 

 そうですね。 

 

○原田座長 

 それは関係ないのだと思います。 

 

○小野里委員 

 この植物体は、他家受粉であれば十分稔性は示すわけですね。だからやっぱり正確に書
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くとすれば、｢稔性を回復させる｣というよりも、「雄性の稔性を回復する」というふうに

書くべきではないかと思います。 

 

○原田座長 

 その方が正確だと思います。この点はよろしいですか。 

 

○川口国際基準専門官 

 ここで言っていますのは、このＭＳ８の後代の話をしております。先ほどおっしゃいま

したようにＭＳ８自体は雌性ですね、雌の方の稔性はあって、雄の方の稔性がないから雄

性不稔という系統です。それに今後出てまいりますＲＦ３という稔性を回復する遺伝子を

持った系統とかけ合わせてＦ１品種ができます。それが商用品種なのですが、そのＦ１に

なりますと、barstar と barnase が同一の個体の中に遺伝子として両方存在するというこ

とで、つまりＦ１の品種は種子をつくるための稔性を完璧に持っているという意味で、つ

まり今度出てくるＲＦ３というのは稔性回復用セイヨウナタネという名称になります。 

 

○小野里委員 

 雄性不稔を解除するということですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 つまり種子の稔性ですね。雄性不稔、両方だと思います。 

 

○小野里委員 

 しかし、もともと barnase がなくても他家受粉であれば稔性はあるんですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 一般的にそういう３系交配、２系交配みたいなもので、種子稔性、花粉稔性を回復しま

す。そうしたもののときには稔性を回復させるというふうには表現します。 

 

○小野里委員 

 自家受粉では実を結ばないような植物は稔性がないとは言わないわけですね。 



 - 24 - 

 

○川口国際基準専門官 

 つまり、なぜかという原因を持っていくと、雌の方に原因がある不稔と雄の方にある不

稔、いろいろありますね。 

 

○小野里委員 

 したがって、これはあくまでも雄性の稔性が回復するのですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 そうですね。 

 

○小野里委員 

 ですから、不稔というと実が結べないというふうに感じます。だから、雄性不稔だって

他家受粉であれば実を結ぶことができるのであれば、決して稔性がないわけではないとい

うふうに。 

 雄性不稔は確かに雄性不稔ですけれども、ここで言うのはあくまでも雄性の稔性が回復

するということですね。 

 

○田中研究調査官 

 単独では雄性不稔であれば当然稔性がないわけですから、一般的に不稔の原因として、

稔率が低いことの原因として雄性不稔がある。ここではより限定的に雄性の不稔ときっち

り書いた方がいいということですね。 

 

○小野里委員 

 どちらかというと、自家受粉で主体的に実を結ぶものであるから、雄性不稔だとなかな

か実を結べない。それが実を結べるようになったということでしょう。 

 

○田中研究調査官 

 限定的に雄性の不稔性を回復させるという記載の方が方がより限定的ではっきりしてい

ていいのではないということですね。 
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○武田委員 

 植物の場合、Ｆ１品種を採取する場合、雌が大丈夫というのは大前提なのです。だから、

その大前提があるから、そこは置いておくというところはあります。 

 

○田中研究調査官 

 それは余り限定しては書かないですね。 

 

○原田座長 

 ここの場合は限定して書いた方が文脈上はっきりするかもしれないので、特に反論がな

ければそうしてよろしいですかね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 林先生、別にございませんか。 

 

○林委員 

 外側のお話ではありますけれども、ＯＥＣＤの会議から帰ってきたばかりなのですが、

ナタネについては今までＯＥＣＤのコンセンサスドキュメントは napus しかなかったので

すけれども、いろいろもっと拡大した方がよろしいであろうとという話になったのです。

2005 年のデータでもナタネの世界の栽培面積の中で組換えナタネは 18％、この数字は前

年比べで１％落ちていますけれども、ほとんど変わっていない。ですから、今後も重要性

はなくならないということで、むしろ、６つの種を網羅するような Brassica 全般のコン

センサスドキュメントを書くという合意がなされまして、カナダがリードカントリーで、

カナダ、アメリカ、日本、韓国、オーストラリア、５カ国が加わって新しいコンセンサス

ドキュメントをつくることになりました。 

 それで、大体どういうことを書くか。目次の紹介が今回の会合でありまして、その中で

は今までに加えて、インタースペシフィック・ハイブリダイゼーションとイントログレッ

ションということがかなりいろいろ最近のものを取り入れて書いてあります。ですから、

ここでの議論なんかでもこれからはそれを使っていただけるのではないかと思います。 

 それから、特にカナダなどですと、除草剤耐性がスタックになっているというようなこ

とがあって、それはカナダの経験も書き加えるというようなこともあります。 
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 それから、最後にアネックスでは、遺伝子組換えナタネについての現状を報告するとい

うことで、それだとグリホサートとグルホシネート、２つの除草剤耐性に加えて、今お話

しになっている barstar と barnase、これは既に商業化されている特性としてこういうも

のがありますと書いてあります。今いろいろ御議論がありましたけれども、90 年代から

商業化されて、barstar、barnase について、実際使用について不都合を生じたというこ

とはないであろうというふうにそれからも判断されます。 

 そんなことで、コンセンサスドキュメントをつくるのは、１年は最低かかる仕事ですけ

れども、なるべく早くできれば、こちらでもいろいろ参考にしていただければよろしいの

ではないかと思っております。 

 

○原田座長 

 では、また進捗状況など折に触れてお話ししていただければと思います。 

 高木先生、何かございますか。 

 

○高木委員 

 今ちょうど林先生がおっしゃったことに関係あるのですが、資料２－１、今お読みいた

だいた文章の下から６行目ぐらい、ちょうど段落になる前なんですが、「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ない」という文章

ですね。これがもし、みなされているかとか、いないとかというのがはっきり、特に、今、

林先生がおっしゃったように、みなされていないというコンセンサスが世界的に、あるい

は日本国内でもいいのですが、そういうものがどういう作物についてあって、どういう作

物についてないかという情報が一般に知らされると、申請書を書く側も非常に役に立つ情

報ではないでしょうか。そういうものがあれば調べる必要はないということになるわけで、

こういう情報が今の場合、セイヨウナタネですけれども、例えばワタとか、今出てきてい

るいろいろな作物についてみなされているとか、いないとかということが一覧表になり得

るのかどうかというのは非常に興味を持って、この文章を拝見したのだけれど、こういう

みなされていないで済んでしまうならば、もう非常に楽ですね。 

 

○林委員 

 そこに関するこの資料の２－１のこの記述は、ページ３の上の方で、４行目ぐらいから
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ありまして、日本においては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ない

という、日本における状況があります。ですから、先生の御指摘のこの文章、１ページの

下から６、７行目、「日本の在来植物を」というところが非常に大きいわけです。日本に

とってはどうかということで、日本においては、在来種として特定されないから生物多様

性影響は生じない。国によっては昔から生存するものがあったら、それは関係を生ずるか

もしれないけれども、国によって状況が異なりますので、ナタネは絶対に侵略的な外来種

とはみなされていないというのを一概に言うことはおそらくできないのではないかと思い

ます。 

 むしろ新しい情報としては、最初のコンセンサスドキュメント（97 年）以降、交配は

人為的にも自然でも起こりましたよというようなことがいろいろございますし、それにつ

いて非常にいい本も書かれていますから、それでそういうふうに交雑するしないというこ

とと、交雑した結果、先生御指摘のように駆逐するようなことがあったかないか、フィッ

トネスとの問題ですけれど、そういうようなものの試験結果を入れていくというのが新し

く書き直す１つの大きいポイントです。野生種がない場合には、生物多様性影響は生じな

いということで、日本全体で起きていることはこのようなことだと判断するには役立つと

思います。 

 ただ、一般的にナタネの侵略性を断定的に言うのは難しいと思います。日本においては

こう、中国においてはこうというふうになるのではないでしょうか。 

 

○高木委員 

 日本においてでもいいと思うのですが、例えば僕なんか出席している微生物関係の工業

利用などは、大腸菌なら大腸菌の宿主とこの遺伝子の組み合わせはオーケーですというよ

うに、審査から除外できるシステムをつくるわけですね。それと同じにこういうナタネに

ついては競合における優位性はないとみなされているというような、そういう意味の調べ

なくていいという除外規則がいろんな種について出てくれば、非常に役に立つと思います。 

 

○原田座長 

 それは 200 種以上あったと思いますけれども、環境省でつくった在来種とみなされてい

る植物のリストが１度配られたことがありますが、あれに載っているのはいいわけですね。 
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○安田外来生物対策室長補佐 

 以前お配りしたのは、侵襲的かどうかは別にして、とにかく移入種としてみなされるも

ののリストというのをお配りしました。その中でさらにそれが侵襲的かどうかという判断

をまさに今環境省でやっていて、それが侵襲的であるというものについては、外来生物法

の方で問題になるものだとして規制をしているわけです。その中の議論に、少なくとも

Brassica 属は挙がってきていないよということで、こういう書きぶりになっているとい

うことでございます。 

 

○原田座長 

 この資料集にそれは入っていますね。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

 はい、移入種リストというのが入っております。 

 

○高木委員 

 何番ですかね。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

 12 番です。 

 

○高木委員 

 むしろこれは調べなくていいよというのではなくて、これを調べなさいという方が載っ

ているわけですか。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

 いや、これはバックグラウンドとして、とにかく移入種であるものについて、これは明

治ということで一応線を引いているんですけれども、それ以降に入ってきた移入種という

ふうに考えられるものはこれですよということで挙げています。ただ、これについてはあ

る程度日本の在来のものではないので、遺伝子が浸透していっても問題はないという言い

方はできるのかもしれません。それが、遺伝子が浸透した結果、競合において優位になる
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とか、そういうことがあればそれはもちろん評価していかなければならないと思います。 

 

○原田座長 

 その侵襲性の有無についてのリストというのはいつごろできそうなのですか。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

 侵襲性の方は今個別に判断しているところで、まさに特定外来生物として法律で挙げら

れているのは侵襲性の強いものということで、とにかく対応していかなければいけないと

いう問題ですね。 

 そのほかに未判定というのがありまして、それはまさにここと同じように、何か日本に

入れようとした場合には個別にリスク評価をして、判断していこうというふうになってい

るものがあります。 

 

○原田座長 

 よろしいでしょうか。 

 

○高木委員 

 はい。 

 

○原田座長 

 他に何かまだございましたら。 

 

○小野里委員 

 この案件は、分科会にかかってから大体１年ぐらい経過しているのですが、何か問題が

あったのでしょうか。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

 ガイドラインの時代は特に有害物質の産生性とか、求めていなかったデータがあるんで

すね。それで、そのデータを再度とっていただいていたということでちょっと時間がかか

っています。すき込みとかですね。 



 - 30 - 

 

○嶋田委員 

 後作とか鋤込みのような試験をしなかった時代があったわけです。今回の場合はそれが

すべて必要というふうになっていますので、それで時間をかけて試験をやってくださいと

いうことでこういうことになりました。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

 とりあえずそのデータがない状態で申請していただいたのですけれども、やっぱり分科

会の方で議論して、そこのデータは必要でしょうということでとっていただいたというこ

とでございます。 

 

○林委員 

 高木先生がお喜びになるようなアイテムがこれから作業するコンセンサスドキュメント

にありまして、それは Weediness and invasiveness of Brassica species という１

項があります。そこでどこまで記述できるか。先生の、そういうような記述にコンセンサ

スが得られれば非常に使い勝手がいいと思いますけれど、どうなるか、もうちょっと１年

ぐらいお待ちいただきたいということでございます。 

 

○高木委員 

 ほかの種に広がるということですか。 

 

○林委員 

 そのことが一応項目に入っていますので、何らかの記述はなされると思います。 

 

○原田座長 

 よろしいでしょうか。 大体御意見は出されたところでしょうか。 

それでは、各委員からいただいた意見を集約したいと思いますけれども、この案件の総

合検討会としての意見を次のように取りまとめたいと思います。 

 申請者から提出された除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔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じるおそれはないとした生物
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多様性影響評価書の内容は適正であると判断しますが、評価書の記述に一部不適切な部分

があるので、該当部分を修正し、総合検討会委員の確認を受けることを条件とします。そ

ういうことでよろしいでしょうか。 

 先ほど特に図の説明がありました。最初に武田委員が指摘された問題、後はマイナーな

訂正ではないかと思いますけれども、19 ページのところは書き直していただいて、ファ

クスか何かで委員に送っていただければいいのではないかと思います。 

 では、申請者の方にはそういうふうにお伝えしてください。 

 どうもありがとうございました。 

 

（２）そ  の  他 

 

○原田座長 

 これで大体議題そのものは終わったのではないかと思いますが、事務局の方、何かござ

いますか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回以降の総合検討会の開催日につきましては、現在委員の皆様の御都合をお伺いして

いるところでありまして、まだ決まっておりませんが、第一種使用規程の承認に係る申請

書は上がってきておりますので、これまで同様の頻度で総合検討会にて御審議いただくこ

とになるかと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 その他、本日の議事全般について何か特にございましたら。せっかくお集まりいただい

た機会ですので何かあれば意見交換したいと思いますが、特には本日のところはございま

せんでしょうか。 

 

○高木委員 

 質問させていただいてよろしいですか。 

 さっきの barstar の件で、２－２の 14 ページのプラスミドの構造が出ているわけです
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けれども、左側に大腸菌とシュードモナスで働くプリベーションオリジンが入っていて、

アグロバクテリウムと大腸菌で増えるようになっている。そのときに bar が働いてしまう

と大腸菌やアグロバクテリウムが死んでしまうので、barstar というのは常に、barnase

を使うときには常に入れておくということですね。 

 

○安田外来生物対策室長補佐 

そうですね。 

 

○高木委員 

これはプロモーターははっきり書いてないけれども、大腸菌でもどこでも働くようなプロ

モーターというか、barstar というもともとのプロモーターがついたまま使っているので

すか。おそらくそうなのでしょう。Bacillus amyloliquefaciencs 由来と書いてあるか

ら。それがそのまま大腸菌とかアグロバクテリウムで働くということですね。 

 わかりました。どうもありがとうございました。 

 

○原田座長 

 では、ほかにないようですので、これで終わりたいと思います。 

 あとは事務局の方にお返しします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 本日は熱心な御審議、誠に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。 

 

閉      会 

 


