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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１２月１９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

催させていただきます。 

 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。 

 委員の出欠についてですが、嶋田委員より御欠席との御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、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、委員の皆様方には、大変お忙しいところ、この生物多様性影響評価総合検討会に御

出席いただきまして、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、大変お世

話になっておりまして、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

 今年も年末になりまして、今年の総合検討会は、今回が最後になろうかと思いますが、従来

から申し上げていますとおり、遺伝子組換えの技術につきましては、大変、国民の関心の高い

技術でございます。そのような観点から、国民の理解を得ながら、遺伝子組換え技術の活用に

ついて進めていく必要があると考えているところでございまして、本日の総合検討会におきま

しても、ぜひ幅広い見地から御議論、御意見をいただきますよう、よろしくお願いしたいと思

います。 

 本日の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林木及び農作物として農林水産大臣及び

環境大臣に申請があった第一種使用規程承認申請４件について、今回は御審議を賜りたいと思

っております。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 環境省で人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。 

 

○鳥居外来生物対策室長 

 12月１日付けで外来生物対策室長になりました鳥居でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

〈配付資料の確認〉 

 

○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ます。 

 本日の検討会の議事次第の次に座席表がございまして、その次に配付資料一覧がございます

ので、こちらに基づきまして確認させていただきます。 

 資料１が「申請案件の審査状況」、資料２－１が「林木分科会における検討の結果」、資料

２－２が「生物多様性影響評価書の概要」、資料３－１も「材木分科会における検討の結果」、

資料３－２がその評価書の概要、資料４－１が「農作物分科会における検討の結果」、資料４

－２がその評価書の概要、資料５－１が「農作物分科会における検討の結果」、資料５－２が

その評価書の概要となっております。 

 次からが参考資料です。参考資料１が「承認された遺伝子組換え農作物の一覧」、参考資料

２が「承認がなされたものとみなされる遺伝子組換え農作物の一覧」、いわゆる経過措置案件

の一覧でございます。その次が参考資料３、「学識経験者の意見の聴取を終えた審査中の案件

一覧」となっております。 

 配付資料については、揃っておりますでしょうか。 

 それでは、参考資料１から３に基づきまして、承認状況等について御説明させていただきま

す。 

 参考資料１の承認された遺伝子組換え農作物一覧につきましては、前回の11月30日の総合検

討会以来、新しく加わったものはございません。 

 参考資料２の経過措置案件の一覧についてですが、この中でトウモロコシの一番目、チョウ
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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(Bt11)、これが本日御審議いただく

ものです。また、その下のセイヨウナタネの２番目、除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復

セイヨウナタネ(RF3)、これも本日御審議いただく案件となっております。 

 参考資料３でございますが、これら５件のうち、上の３つにつきましては10月５日の総合検

討会で御審議いただいた案件でございますが、今、パブリックコメントを受け付けているとこ

ろでございまして、今月21日に終了することになっています。４番目と５番目につきましては、

11月30日に総合検討会で御審議いただいた案件でございますが、御指摘いただいた点につきま

して評価書の内容などを若干修正しているところでございまして、御確認いただいた後にパブ

リックコメントにかけることになります。 

 参考資料１から３につきましては、以上でございます。 

 それでは、傍聴の方々には、「傍聴される方への留意事項」を配付させていただいておりま

すが、そちら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）遺伝子組み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 

 おはようございます。それでは、皆様の御協力を得ながら、本日の議事を進めていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 まず、議事の１番目ですが、遺伝子組換え林木及び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。 

 すでに林木分科会、または農作物分科会での専門的な見地からの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林木分科会での検討結果を井出委員から、また農作物分科会で

の検討結果を近藤委員から御報告いただきまして、より幅広い視点から遺伝子組換え林木及び

農作物の第一種使用による生物多様性影響について、御検討いただきたいと思います。 

 議事の進め方といたしましては、まず資料１に基づいて、今回の申請案件の審査状況を事務

局から御報告いただいた後で、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

の御意見を集約し、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。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、資料１につきまして、御説明申し上げます。本日御審議いただく案件は、こちら

にあるとおり４件でございまして、上の２つは高セルロース含量ギンドロ、これらは林木分科

会で御審議いただいたものでございまして、下の２つが農作物分科会で御審議いただいたもの

であります。 

 使用等の内容につきましては、高セルロース含量ギンドロにつきましては、「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」となっております。３つ目と４

つ目、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(Bt11)と除草剤グルホ

シネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ(RF3)につきましては、「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。 

 検討状況についてですが、上の２つの案件、高セルロース含量ギンドロにつきましては、林

木分科会におきまして、2006年８月と９月に御審議いただいております。また、上から３つ目

のトウモロコシにつきましては、2004年10月、2005年８月、10月、2006年９月、10月、11月と、

６回にわたり審議いただいております。最後のセイヨウナタネについては、2006年３月10月、

11月と３回御審議いただいております。 

 総合検討会につきましては、いずれの案件も本日が最初の審議でございます。これまでの承

認等の状況につきましては、高セルロース含量ギンドロにつきましては、旧指針も含めて過去

に承認を得たことはございません。３つ目のトウモロコシについては、旧指針に基づきまして、

隔離ほ場での承認が1996年に下りておりまして、一般利用での承認が1996年に下りておりまし

て、栽培につきましても2002年に承認が下りております。また、食品、飼料については、旧指

針に基づきましてどちらも1996年に承認が下りておりまして、食品衛生法及び飼料安全法に基

づきまして、それぞれ2001年と2003年に承認が下りております。 

 最後のセイヨウナタネにつきましては、旧指針に基づきまして、隔離ほ場での承認が1998年、

また一般利用での承認が2002年に承認が下りております。食品及び飼料については、旧指針に

基づきまして、それぞれ1998年、1999年に承認が下りており、また、食品衛生法、飼料安全法

に基づきまして、それぞれ2001年、2003年に承認が下りております。 

 以上でございます。 

 

○原田座長 
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 それでは最初に、高セルロース含量ギンドロについて、検討したいと思います。 

 ギンドロに関する申請は２件でございますが、導入遺伝子のコピー数が異なる点以外はほぼ

同様の内容ですので、まとめて検討したいと思います。それでは、林木分科会の検討結果につ

きまして、井出委員より資料２及び３に基づいて御報告をお願いしたいと思います。 

 

〈高セルロース含量ギンドロの生物多様性影響評価について〉 

 

○井出委員 

 それでは、資料２－１及び３－１の「林木分科会における検討の結果」に基づいて御報告さ

せていただきたいと思います。 

名称：高セルロース含量ギンドロtrg300-1（AaXEG2, Populus alba L.） 

第一種使用等の内容：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：独立行政法人林木技術センター 

 林木分科会は、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ギンドロ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 

 本組換えギンドロは、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

pBE2113-AaXEG2に由来するAaXEG2遺伝子（キシログルカナーゼ遺伝子）が本組換えギンド

ロのゲノム中に１コピー移入されていることがサザンブロット分析による結果から確認されて

います。 

 また、移入されたAaXEG2遺伝子により産生されるキシログルカナーゼが栄養繁殖する範囲

において発現が維持されていることが、２回のさし木により得られた個体におけるウエスタン

ブロット分析の結果から確認されています。 

２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるギンドロ（Populus alba L.）を含むヤナナラシ節（Leuce）の天然

更新の多くは栄養繁殖により行われ、遷移の途中相で優占する陽樹であり、山火事等により主

幹が損失を受けた場合に根萌芽により一斉更新し、優占樹種となります。しかし、時間の経過

とともに他の樹種が侵入し、個体数は減少するという報告があります。これらの特性はギンド
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ロが典型的なパイオニア植物であることを示しています。 

 本組換えギンドロは、非組換えギンドロと比べ、セルロース含量と比重が増加するとともに、

引張あて材形成による姿勢制御能が低下するなどの相違があります。しかしながら、このよう

な性質が、自然環境下において本組換えギンドロの競合における優位性を宿主以上に高めると

は考えにくいです。また、本組換えギンドロは、非組換えギンドロと比較して葉が厚く小さく

濃い色を呈していることから、光合成の特性が違うことに起因して生長量が変化することが考

えられます。しかしながら、本組換えギンドロのさし木１カ月後の初期成長量は非組換えギン

ドロと比較して大きいものの、その後は宿主との間で顕著な差が認められなかったことが特定

網室における生育試験で確認されていることから、競合における優位性が宿主以上に高まると

は考えにくいです。 

 本申請では、地下１ｍの擁壁を設置した隔離ほ場内で１年生のさし木苗を５年生となるまで

栽培しますが、この生育期間において根萌芽を発生させる水平根の著しい発達はないと考えら

れ、さらに、栽培終了後に除草剤グリホサートを用い、根系を不活化することとされています。

なお、ギンドロの根系は、除草剤グリホサートにより根絶できることが薬剤処理試験により確

認されています。したがって、第一種使用規程に従い本組換えギンドロを隔離ほ場にて栽培す

る限りにおいて、本組換えギンドロが栄養繁殖により隔離ほ場外で繁殖するおそれはないと考

えられます。 

 以上から、本組換えギンドロは、非組換えギンドロに比べ、セルロースの含量と比重が増加

することなどにより、競合における優位性が高まるとは考えがたいばかりでなく、本申請にお

いては、隔離ほ場での栽培に限定され、隔離ほ場外にて野生化しないよう措置を講ずることか

ら、影響を受ける可能性のある野生動植物等が特定されず、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 

 ギンドロを含むハコヤナギ属（Populus L.）が我が国の自然生態系に対して生物多様性に著

しく影響を生じさせるような有害物質を産生しているという報告はされていません。 

 本組換えギンドロに移入されたAaXEG2遺伝子の産物であるキシログルカナーゼは、植物細

胞壁多糖ヘミセルロースを構成する成分の１つであるキシログルカンを特異的基質とする酵素

であることが知られており、有害物質には該当せず、キシログルカンを分解する以外は代謝系

に直接影響しないと考えられます。また、特定網室における有害物質（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及び植物体が内部に有
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し、枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性試験の結果、宿主との有意差は認め

られていません。 

 これらのことから、本組換えギンドロの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、有害物質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 

（１）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

 我が国には、ドノロキ節(Tacomahaca）に属するドロノキ（Populus maximowiczii A.Henry）

並びにヤマナラシ節に属するヤマナラシ（Populus sieboldii Miq）及びチョウセンヤマナラシ

（Populus tremula L.var.davidiana Schneid）が自生していることが報告されています。 

 ギンドロは、ドロノキとの交雑は難しいものの、ヤマナラシ及びチョウセンヤマナラシとは

交雑可能であることが知られているほか、ハコヤナギ属の種間交雑に関する報告から、ギンド

ロは、ヤマナラシ節内の種間交雑種とも交雑可能であると考えられます。 

 これらのことから、本組換えギンドロが開花樹齢に達するまで屋外で栽培した場合には、本

組換えギンドロと交雑の可能性がある野生植物として、ヤマナラシ、チョウセンヤマナラシ及

びヤマナラシ節内の種間交雑種が特定されます。 

（２）影響の具体的内容の評価 

 ヤマナラシ、チョウセンヤマナラシ又はヤマナラシ節内の種間交雑種とギンドロとが交雑し

た場合の稔性についての報告はされていませんが、これらの種間の交雑は同一節内の交雑であ

ることから、一定の稔性を有する可能性が高いです。このことより、本組換えギンドロに移入

された核酸がヤマナラシ節内の種や節内の雑種に伝達されることが考えられます。 

（３）影響の生じやすさの評価 

 チョウセンヤマナラシの国内の分布域は、北海道及び岩手県早池峰という報告があり、野生

のチョウセンヤマナラシと隔離ほ場で栽培する本組換えギンドロが交雑することはありません。

一方、ギンドロとヤマナラシの交雑率について具体的な報告はなされていませんが、北海道札

幌市周辺におけるヤマナラシの開花時期は４月下旬、ギンドロの開花時期は５月上旬であると

いう報告があります。また、茨城県つくば市周辺におけるヤマナラシの開花時期は３月下旬か

ら４月上旬で、ギンドロの開花時期は４月上旬という報告があり、茨城県つくば市周辺では開

花時期が重複する期間がありますが、開花期が重複する場合においてもギンドロとヤマナラシ

の交雑種については報告されていません。しかし、交雑の機会が否定できない範囲内にヤマナ
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ラシが自生している可能性が考えられます。さらに、ヤマナラシ節内の交雑による種間交雑種

も自生している可能性が考えられます。 

 ギンドロは開花までに10～15年を要することが報告されており、隔離ほ場で栽培する本組換

えギンドロはさし木による１年生であるので、栽培終了時の本組換えギンドロは５年生となり

ます。したがって、栽培予定期間中に本組換えギンドロが花芽を形成することはないと考えら

れます。しかしながら、本組換えギンドロが宿主と比較して開花樹齢が早まらないと断定する

ことはできないことから、花芽形成が認められた場合は花芽を切除するなどして交雑防止措置

をとることとしています。このため、本組換えギンドロが野生種と交雑することはないと考え

られます。 

（４）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 以上のことから、本組換えギンドロとヤマナラシ及びヤマナラシ節内の種が交雑する可能性

は極めて低いと考えられ、隔離ほ場における本組換えギンドロの第一種使用等により、交雑性

に起因する生物多様性影響が生じるおそれはないと考えられます。 

５ その他 

 本組換えギンドロは、非組換えギンドロと比較してセルロース含有量及び比重が増加すると

ともに、柵状組織が肥大し、細胞間隙が少なくなった結果、葉は厚く小さく濃い緑色を呈する

形態的な変化も見られるなど、非組換えギンドロと異なる特性を有しています。 

 このため、本ギンドロが、上記特性に起因して、間接的に生物多様性影響が生じるか否かを

評価しました。 

（１）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

 ギンドロを食害する野生動物として、チョウ目（Lepidoptera）及びコウチュウ目

（Coleoptera）の食葉性害虫や穿孔性害虫等が挙げられます。また、ギンドロに被害をもたら

す病害も知られており、これらの病虫害の程度が本組換えギンドロと非組換えギンドロの間で

異なる可能性が考えられます。 

（２）影響の具体的内容の評価 

 本組換えギンドロと非組換えギンドロ間における病虫害による程度の差は、現時点では不明

です。被害が大きくなり病虫害の原因となる害虫や病原菌類の密度が増加した場合に、周囲の

環境が本組換えギンドロにより間接的に影響を受ける可能性を完全に否定することはできませ

ん。このため、本組換えギンドロを隔離ほ場で栽培する期間において、本組換えギンドロの病

虫害の種類と被害の程度を非組換えギンドロと比較することとします。 
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（３）影響の生じやすさの評価 

 本組換えギンドロは、限定された環境である隔離ほ場での栽培であることに加え、隔離ほ場

周辺は管理された樹木試験地が主であり、ギンドロの病虫害を引き起こす害虫や病原菌類の密

度は高くないと考えられます。また、隔離ほ場で本組換えギンドロの病虫害の被害が周辺環境

に影響を及ぼすと判断されるほど増加した場合には、直ちに防除を行うなどして、周辺環境へ

の影響を防ぐこととしています。このことより、本組換えギンドロを隔離ほ場で栽培する際に、

病虫害を介した周辺環境への影響はないと考えられます。 

（４）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 以上のことから、本組換えギンドロが、非組換えギンドロと比較してセルロース含量及び比

重が増加するとともに、葉が厚く小さく濃い緑色を呈する形態的な変化を示すことに起因して、

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、本組換えギンドロ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。 

 

 以上がtrg300-1ですが、資料３－１のtrg300-2は御説明したものとほぼ同じ内容で、「１ 移

入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性」のうち、キシログルカナーゼ遺伝子が、ゲノム

中に２コピー移入されている点が異なっているだけですので、省略させていただきます。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま高セルロース含量ギンドロについて御報告いただきましたが、本件につきまして、

御質問、御意見をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。 

 委員の皆様がお考えのうちに、私は小さいところをちょっと気がついたのですけれども、資

料２－１の１ページの下から８行目でしょうか、「葉が厚く小さく濃い色を呈している」と書

いてあって、後の方にはちゃんと「濃い緑色」と書いてあるので、ここも「緑」を入れた方が

はっきりするかなと思いました。 

 それから、もう１つ小さいことなのですが、２ページの「３ 有害物質の産生性」の１行目、

「ハコヤナギ属（Populus L.）」となっていますが、今までジーナスネームだけのときはオー

サーネームをつけていなかったのではないかと思うのですけれども、この「L」は削除した方
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がいいのではないかと思いました。 

 何か御意見はございませんでしょうか。どうぞ。 

 

○武田委員 

 コメントなのですが、新しくいただいた資料２－２の27ページから28ページになると思うの

ですけれども、ほかの植物に対する影響を与えるものの産生性というところで、分散分析表を

見ると、誤差の考え方なのですが、きちんとした反復をとっていなくて、プロット間の反復を

とっていなくて、プロットの中で４ないし８個体をとって、その個体間を誤差のベースにして

いるのですね。こういうやり方ですと、サンプリングの仕方によって誤差が大きくも小さくも

なりますので、あまり推奨できる検定方法ではないと思いますので、プロット間できちんと反

復をとるようにしていただいた方がいいと思います。 

 

○原田座長 

 次の試験からそういう報告でということでよろしいでしょうか。 

 

○武田委員 

 次からで結構です。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○林委員 

 細かいことは申しませんけれども、これは初めての林木ですね。それで冒頭御説明いただい

た資料１の経過表でもすでに林木分科会でやって、私も林木分科会に出席していろいろ拝聴し

ましたけれども、御関係の方は初めてのケースで随分いろいろ御苦労なさって、それで皆さん

の御努力でこの申請書がこのようにまとまったということです。その御努力に敬意を表したい

と思います。 

 内容的に、林木分科会の井出委員が御報告なさったことについて、安全性については異論が

ございません。むしろ、今まで植物、作物の審査に関して、形式とか内容とかそういうものが

一応はできていたわけです。そのやり方はファミリアリティという考え方に基づいてきたと思
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うのですけれども、それが林木でも大体その形式、考え方でいけるということが、このドキュ

メントを拝見すると理解できるわけです。そういう意味で、今までの作物関係でやってきたプ

ロトコルで、今後林木もこういうことでやっていけるということの１つのお手本になるので、

そういう意味でも意義は大きいと思います。 

 もう１つは、今日いただいたこの資料２の添付資料で、８ページですか、資料２－２の終わ

りの方の添付資料の８ページに海外での評価がありますけれども、大きく言ってこのPopulus

とEuropean Aspenと２種類ですね。これが非常に貴重な資料になるのではないかと思うのです。

特に、Populusについてはアメリカ、カナダ、中国ぐらいで、日本でセルロースのギンドロに

ついてファンクショナルな点をやったということは非常に新しい点で、今、武田委員からも御

指摘がありましたけれども、これからいろいろなさる仕事を進めていらっしゃる間、この統計

処理と相対的安全性のコントロールをとって比較していくという、その２点に十分御留意いた

だいて、できればこれが何年かたったところで、英文のペーパーを書いていただいて、私は国

際バイオ生物学会に関係していますけれども、そういうペーパーを書いて、それで日本から科

学的情報として発信していけば、これだけのことをなさったというのをお使いいただければ、

非常に貢献するところは大きいと思うのです。統計的処理とコンパラティブなコントロールと

の比較ということが憂慮されますので、そのことに御留意いただいて、将来そういうことをま

とめることも視野に入れるということでお進めいただけると意義は大きいと思います。 

以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 この実験をやられた方々、本日もおいでになっていると思いますので、今の林委員のコメン

トを十分にくみ取っていただければと思います。どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○高木委員  

１つは、私は微生物学者の立場からいうと、この資料２－２の17ページにキシログルカナ

ーゼ遺伝子をとったコウジカビのことが少し出ているわけですけれども、この記述はやっぱり

かなり不完全で、もちろん引用文献を読めば内容はわかりますけれども、前にもちょっとお話

ししたと思いますけれども、例えば17ページの左側の２つ目のパラグラフで、「コウジカビ」
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という言葉を使っていらっしゃるわけですけれども、コウジカビ由来のキシログルカナーゼ

XEGというのと、これもコウジカビで今度使っているAaXEG2、これもコウジカビで、「１ア

ミノ酸残基のみが異なる」という書き方をしているわけですけれども、やはりちゃんと種名を

書いて、しかもできればそのカビの安全性といいますか、これはアスペルギルス

（Aspergillus）でも病原性のカビもいるわけで、もう少し遺伝子をとったオリジンの微生物に

ついての配慮がほしいという気がちょっとしました。 

 それからもう１つは、最後の方についている別紙７というところに、サザンハイブリダイゼ

ーションの結果が載っているわけですけれども、これで１と２という２つの違いが出たので

別々に申請を出されている。それは非常にいいと思うのですけれども、このサザンだけでコピ

ー数が１と２というのはちょっとわからないのではないかと思います。ほかにデータをお持ち

なのだろうと思いますけれども、１と２が違うということは言えると思うのです。だけど、そ

れぞれが１個と２個であるということは、このデータだけだと言えないと思います。タンデム

に入っている場合などを考えれば、このデータだけでは言えないので、その辺少し表現という

か、不備があるような気がいたします。ただし、２つが違うというので、別々に申請を出され

るというのは非常に結構なことだと思います。 

 

○田中（淳）研究調査官 

 挿入されている部位が１カ所と２カ所であることはわかるけれども、コピー数についてわか

らないということでしょうか。 

 

○高木委員 

 ええ、HindⅢで切っているだけですから、これではタンデムに並んでいる場合もあります。 

 

○田中（淳）研究調査官 

 わかりました。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。それでは、資料２－２の17ページのコウジカビのところは、

少なくとも学名を入れていただきたいと思います。 

 それから、２つ目の御指摘、別紙７のところがありましたけれども、ほかの補強する資料が
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あれば、別紙として加えられれば加えていただければいいのではないかと思いますけれども、

そういうことでよろしいですかね。ほかにいかがでしょうか。 

 

○近藤委員 

 補充するペーパーがなく、１コピーとか２コピーとは言えない場合には、この報告の記述を

少し変えるということになるのでしょうか。 

 

○高木委員 

 ほかにデータを持っていらっしゃると思います。 

 

○田中（淳）研究調査官 

 その点は確認して、適切な表現に変えたいと思います。 

 

○原田座長 

 そのほか、御意見はございますか。 

 それでは、特にこれ以上ないようでしたら、取りまとめに移りたいと思います。次のように

取りまとめることでいかがでしょうか。 

 申請者から提出された高セルロース含量ギンドロについて、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、該当部分を加筆修正し、総合

検討会委員の確認を受けることを条件とします、ということでよろしいでしょうか。 

 御異議がないようですので、そのように指示させていただきます。では、事務局の方、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは次に、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(Bt11)につ

いて、検討を行いたいと思います。 

 まず、農作物分科会での検討結果につきまして、近藤委員より資料４に基づいて御報告をお

願いしたいと思います。 
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〈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(Bt11)の

生物多様性影響評価について〉 

 

○近藤委員 

 それでは、資料４－１に基づいて、御報告させていただきたいと思います。 

名称：チョウ目害虫抵抗性及びグルホシネート耐性トウモロコシ（改変cry1Ab, pat, Zea mays 

subsp. mays (L.)Iltis)(Bt11, OECD UI: SYN-BT011-1） 

第一種使用等の内容：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：シンジェンタ シード（株） 

 

 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 

 本組換えトウモロコシは、エレクトロポレーション法を用いて作出されており、プラスミド

pZO1502に由来する改変cry1Ab遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）及びpat遺伝子（除草剤グ

ルホシネート耐性遺伝子）が本組換えトウモロコシのゲノム中にそれぞれ１コピー移入されて

いることが、サザンブロット分析により確認されています。 

 また、移入された改変cry1Ab遺伝子及びpat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、米国での複数年にわたる栽培試験でのチョウ目害虫抵抗性の観察

及び育種選抜の過程での除草剤グルホシネート散布試験によりそれぞれ確認されています。 

２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシ（Zea mays subsp. mays (L.) Iltis）は、我が国におい

て長期にわたり栽培等がなされていますが、これまで自生化するとは報告されていません。我

が国の隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの形態及び生育特性が調査されています

が、生物多様性に影響を及ぼすような非組換えトウモロコシとの差異は認められていません。 

 本組換えトウモロコシには、移入された改変cry1Ab遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が、ま

た、pat遺伝子により除草剤グルホシネート耐性が付与されています。しかし、自然環境下に

おいて、チョウ目害虫による食害がトウモロコシの生育を困難にさせる主な要因ではなく、グ
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ルホシネートが選択圧になることはないと考えられるため、これらの性質により競合における

優位性が高まることは考えにくいです。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動物食等は特定されず、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 

 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なされていません。我が国での隔離ほ場試験において、本組換えト

ウモロコシの有害物質（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

産生性が調査されていますが、非組換えトウモロコシとの間で有意差は認められていません。 

 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改変Cry1Ab蛋白質及びグルホ

シネートへの耐性を付与するPAT蛋白質を産生します。 

 PAT蛋白質が野生動植物等に対して有害性を示すとする報告はなされていません。また、

PAT蛋白質は基質特異性が高く、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。 

 一方、改変Cry1Ab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います。し

たがって、本組換えトウモロコシを栽培した場合、花粉で発現するCry1Ab蛋白質がほ場周辺

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ものの、当該蛋白質の花粉での発

現は低く、実際に花粉を食餌植物とともに摂食させた生物検定による結果等に基づき、影響を

受けるとしても極めて狭い範囲に限定されることから、本組換えトウモロコシから飛散する花

粉により個体群レベルで影響を受ける可能性は極めて低いと考えられます。 

 なお、PAT蛋白質及び改変Cry1Ab蛋白質は、アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のアレ

ルゲンと構造的に類似性のある配列を持たないことが確認されています。 

 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、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 

 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。 

５ 農作物分科会の結論 
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 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。 

 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、ただいま御報告のありましたチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性

トウモロコシについて、御意見、御質問をいただきたいと思います。どなたからでも結構です

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○武田委員 

 概要書も非常にかっちり書かれておりまして、検討委員会の結果についてもきちっとしてい

ると思って見ていたのですけれども、評価書に詳細な別添資料を付けてくださったものですか

ら少し気になるところが作物屋としては出てきました。これもまた非常にきちっとデータを付

けてくださっているので模範的だと思っているのですけれども、それだけに目につくところも

出てくるので、ちょっと申し上げさせていただきます。 

 まず１つは、コントロールとの比較はＦ１を使ってハイブリットと的確にやっておられます。

例えば稈長のデータを見ますと２メートル超えるほど立派に育っていますから、これは大変結

構だと思ったのですが、その割には雌穂長、つまり食べるところの長さが18ｃｍとか16ｃｍと

かちょっと信じられない、大学で育ったのではないかと思うような数字で、何が起こったのか

なと思ったのですが、それに答えるような写真をつけてくださっていまして、これで疑問は氷

解したのです。別紙３の24ページを御覧いただくと、きれいなカラー写真が入っています。な

ぜこれは雌穂長が短かったかというと、穂の先端に不稔の部分があるのですね。これはどうい

うときに起こるかといいますと、トウモロコシというのは御存知のように雄穂が先熟いたしま

す。ですから、まず花粉が飛んで、その後雌しべが出てくる性質なのですね。ですから、集団

が十分大きければ最後まで花粉があるのですけれども、小さいサイズでは後半花粉が極端に減

ってしまって、それで先端が不稔になる、結果的に穂も短くなるのです。私が申し上げたいの

は、もし、もっときちっと花粉が広範まであるような状態でフルにこの遺伝的な能力を発揮さ

れるとすると、穂長が18ｃｍなんてことはありませんので、そういう条件ではもしかするとこ

の組換え体とコントロールの間に何らかの差が見えてくる、そういう可能性もあるという危惧
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が１つです。これはこのデータを見て不思議に思って、写真も見て受けた印象です。 

 それからもう１つ、有害物質の鋤込み試験で、有害物質の検定をして、組換え体と非組換え

体の間には有意差はないといってデータもきちんと示されています。そのとおりなのですが、

この別紙11の５ページを見ていただきますと、これも詳細なデータを付けていただいたので、

逆に見えてくるわけですけれども、ここにハツカダイコンの10個体当たりの乾燥重５反復とい

う非常にしっかりした実験がありまして、何も入れていないところは2.05、ところが入れてい

る方は1.49、1.68と有意差があるのですね。つまり、組換え体と非組換え体の間には有意差は

ないですけれども、これは葉っぱを入れることによって明らかに有害物が出ているということ

は見ているわけです。ですから、もしもう少し、例えば鋤込み量を増やすとかした場合に、こ

の有意差は出てくるかもしれないと思います。しかもちょっと気になるのは、やっぱり組換え

体の方が1.49で非組換え体は1.68で、やや差はあるわけですね。もう少し濃厚な処理をすると

有意になるかもしれないという印象もちょっと持ちました。 

 ただ、全体にデータの出し方とか単に分散分析表だけを出すのではなくて、きちんと我々が

トレースできるような形でデータを出しておられるというのは見事な報告書だという印象は持

ちました。 

 

○原田座長 

 貴重な御意見をありがとうございました。今後の参考になると思います。どうぞ。 

 

○高木委員 

 今の評価書の16ページ、17ページのところに、また制限酵素の切断部位ですけれども、この

サザンブロッティングというのはもちろん皆さんやっていただくようになっているわけですけ

れども、やはりどこに入っているかわからないにしろ、何コピーあるかとか、それからそれが

動くか動かないかというので非常に重要なデータだと思うわけです。ちょっと信じられないの

ですけれども、この図５の下に青い線が書いてあるのがSacⅡによる切断断片3.2kbで、これに

対して上の改変cry1Abというのをプローブにしたと書いてあるのですが、これをプローブにし

てしまうと、コピー数もわからないし、場所もわからないし、このサザンは中のものを選んで

しまって、これが何コピーあっても3.2kbpのサザン番号が出てくるわけですね。だから、これ

は、もしこれだけで議論しているのだとすると、ちょっと方法が間違っているのではないかと

いう気がします。この大きいところが幾つ入っていても、小さいところで見ればバンドは１し
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か出ないですよね。だから、これはちょっとプローブの選び方がおかしいと思います。 

 

○田中（淳）研究調査官 

 伝達安定性のところで記述されているので、これはこれで目的のバンドサイズが出ていいと

思うのですけれども。 

 

○高木委員 

 さっきの場合と同じで、ほかの制限酵素で切ったデータを持っていらっしゃる可能性が非常

に高いと思います。 

 

○田中（淳）研究調査官 

 このイベントに関しては、周辺配列の配列等もとっておりまして、図７の方にその構造、あ

るいはＰＣＲでこれがちゃんと増えることを確認していますので、これはここには１コピーで

入っているという証明がＰＣＲである程度はできるとは思います。 

 

○川口国際基準専門官 

 15ページで、この中にサザンブロットにおけるコピー数の確認というところの中で、複数の

制限酵素。ゲノムの中に切断部位のある酵素を用いて、ちょっとわかりにくいのですが、ここ

のページでコピー数の確認をしておりまして、次のページのサザンブロット解析に関しては、

導入遺伝子内に切断部位があるものを使用しているのですが、これは伝達の確認というところ

で使っているというふうに。 

 

○高木委員 

 サザンのデータは図６しかないので、どうしてもそう見えてしまうのです。 

 

○川口国際基準専門官 

 そうですね。 

 

○高木委員 

 そちらで確認しているのなら。 
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○田中（淳）研究調査官 

 それから、先ほどのギンドロの導入遺伝子のコピー数ですが、ちょっと話が飛んでしまいま

すけれども、確認しましたら、こちらはやっぱりこれで１コピーで見えるはずで、プローブの

挿入サイトの中にHindⅢのサイトがあって、プローブとしてプローブはその改変を使っている

ので、これはこれで２コピーだと言えると思うのです。 

 

○高木委員 

 染色体のHindと挿入のHindの間の…。 

 

○田中（淳）研究調査官 

 はい、中のHindⅢということで切っているので。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 今回の審査の本質にかかわることではないのですが、評価書別添資料の別紙３―１の１ペー

ジに「害虫抵抗性トウモロコシ（Bt11系統フィールドコーンとスイートコーン）の安全性評

価」という表題があると思います。トウモロコシの場合、グレインのタイプによってデント、

フリント、ポップ、スイートとあるのは皆さんもうよく御存知で、これはバラエティまで売っ

ているのですけれども、今回初めて「フィールドコーン」という言葉が出てきて、作物屋とし

ては大変当惑しています。スイートコーンだってフィールドで植えるのはありまして、ポット

の上ばかりではないので。多分アメリカでこういうことを言い始めているのだと、いずれ日本

にも上陸してくる可能性があるのですけれども、言葉のある種乱れだと私は思うので、フィー

ルドコーンとスイートコーンという言い方は、ちょっと今回の議論とはかかわりないのですが、

少なくとも日本ではあまりはやらせたくないと思って見ていたのです。あるいは、これはシン

ジェンタ本社の方ではフィールドコーンで通すつもりでいらっしゃるのか、それは何のことな

のでしょうか。フリント、デントを一緒にフィールドコーンというのか、ポップはどうなるの

か。あるいは、グレイン用なのかサイレージなのかでいろいろなレギュレーションは出てくる
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と思います。これが気になったところの１つです。 

 

○原田座長 

 まだトウモロコシが出てくる可能性が高いと思いますので、もしフィールドコーンと書いて

あっても、どこかに何を指しているのかちゃんと明示してもらう必要があるかと思いますが。 

 

○田中（淳）研究調査官 

 もともと全部に出ているのですけれども、おそらくフリントを交雑したりしているからこう

いう書き方をしているのかもしれないですけれども、そこは確認して適切な書き方にしたいと

思います。 

 

○原田座長 

 いかがでしょうか。 

 

○林委員 

 有害物質の産生性について、今、武田委員から御指摘がありましたが、これが評価書24ペー

ジの下の方に再度テストしたということが書いてありまして、これに基づいて再度テストした

結果こうなったということで、今後気をつけて、これで再度テストとしてこういうことを一応

確認したということで、それがこの申請がここまで繰り上がってきた１つの理由だと思うので

すけれども、そこのところは一応クリアされたと理解しております。 

 もう１つは、評価書27ページから28ページにかけて、有害物質の産生性で意図せざるターゲ

ットに対する影響ということで、特に28ページの冒頭２行にＥＰＡの文献を引用されています。

これは最近スイスの連邦政府がここ10年の欧米を中心に世界中の303の文献を全部レビューし

て、非常にいいペーパーを出しました。それの中でも批評的に昆虫に対するBtの影響というも

のはこのＥＰＡの引用をもって、大体これでいいのではないかといって、そちらの方でもこれ

は合意していることので、この引用は間違いないだろうと思っております。 

 それから、今、御指摘がございましたフィールドコーン、スイートコーンは、評価書別紙５

の表にも右の方に、僕もここにクエスチョンをしているのですけれども、フィールドコーンの

それに対応する状態とスイートコーンとあって、フィールドとスイートで対比されているので、

武田委員のおっしゃるように、このフィールドコーンというのは何だろうとちょっと思いまし
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た。 

 それと関連しますけれども、別紙５の「各国での登録状況」の下の方を見て、ヨーロピアン

ユニオンというのが３つ書いてありますけれども、ここは一応これをそのまま素直に見ると、

Food useが承認されているように読めて、ほかのところは承認されている。例えば、ＵＳＡと

かカナダはCultivationが承認だと書いていますので、書き分けてある。これはFood useだけな

ので、本文中の記述で25ページの下から３行目、「カナダ、アルゼンチン、南アフリカ、欧州

連合（ＥＵ）等において現在までに食品・飼料としての使用及び栽培」、これがＥＵを含めて

いいのかどうかということですね。ここにCultivationがないから、あるいは最近できるように

なったのかもしれません。そこのところがこの記述でいいかどうかということをちょっとチェ

ックして。細かいようだけれども、別に安全性にかかわることではないのですけれども、そこ

のところがちょっと気になりました。 

 以上でございます。 

 

○原田座長 

 たしかに、このＥＵのところは、「Import and feed use」で、次のが「Food use, field corn」、

次のが「Food use, sweet corn」。あまり勘違いしないと思いますけれども、チェックしていた

だけたらと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。大体よろしいですか。 

 この文献につきましては、いろいろ有用なコメントをいただきました。今後の参考になると

思います。ただ、この安全性については特に直接的に関係するようなコメントはなかったと思

いますので、もしよろしければ次のようにまとめたいと思います。 

 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します。 

 このようなまとめにしていただいて、いろいろコメントをいただいたところは、事務局の方

で加筆訂正していただければと思います。そのように処置してください。 

 それでは、４番目、除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ(RF3)につい

て検討したいと思います。 

 まず、農作物分科会での検討結果につきまして、近藤委員より資料５に基づいて御報告をお

願いしたいと思います。 
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〈除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ(RF3)

の生物多様性影響評価について〉 

 

○近藤委員 

 資料５－１に基づいて御報告させていただきたいと思います。 

名称：除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ（改変bar,barstar,Brassica 

napus L.)(RF3, OECD UI: ACS-BN003-6） 

第一種使用等の内容：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：バイエルクロップサイエンス（株） 

 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 

 本組換えセイヨウナタネはアグロバクテリウム法を用いて作出されており、サザンブロット

分析等の結果から、プラスミドpTHW118のうちの改変bar遺伝子（グルホシネート耐性遺伝

子）発現カセット及びbarstar遺伝子（リボヌクレアーゼイインヒビター（RNA分解酵素活性阻

害蛋白質）遺伝子）発現カセットを含む完全なT-DNA領域１コピー及びそれに隣接した不完

全なT-DNA領域１コピーが、本組換えナタネのゲノム中の１カ所に移入されていることが確

認されています。また、改変bar遺伝子及びbarstar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稔性回復性の観察により確認されています。 

２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるセイヨウナタネ（Brassica napus L.）は、我が国へは明治時代に

導入され、河川や土手や路傍、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。路傍、崖、河川敷などのように撹乱が定期的に起こる立地条件でなければ、やがて

セイヨウナタネは多年生草木や潅木に置き換わることが知られています。 

 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、自然環境下でグルホシネートが選択圧
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になるとは考えにくいこと 

（２）稔性回復性が付与されているが、リボヌクレアーゼにより雄性不稔性が付与された組換

えセイヨウナタネと交配させる場合にのみ意図された機能を果たすものであること 

等から、これらの形質により、自然環境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です。 

 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かかわ

る諸形質が調査されており、調査項目のうち、非組換えセイヨウナタネと比較して結実粒数の

平均値がやや少なく、有意差が認められたものの、この他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で

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 

 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低減したいわゆるカノーラと言われる

品種の１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

ノレートの含有量は宿主と同等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、グルホシネートへの耐性を付与する改変PAT蛋白質及びリボヌ

クレアーゼ活性を阻害するBARSTAR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なされておらず、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、BARSTAR蛋白質は稔性回復性を示す以外には、宿主の代謝系に影響を及ぼすことは

考えにくいです。 

 さらに、PAT蛋白質及びBARSTAR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、いずれの蛋白質につ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
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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として後作試験、土壌微生

物相試験及び鋤込み試験が行われています。このうち後作試験及び土壌微生物相試験において

は対照の非組換えセイヨウナタネ処理区と比較して相違は認められませんでした。鋤込み試験

においては、検定植物であるダイコンの草丈に関し、２回目の試験では、試験開始直後には非

組換えセイヨウナタネ処理区の方で、４週間後には本組換えセイヨウナタネ処理区の方で、ダ

イコンの草丈がやや大きく、有意差は認められたものの、１回目の試験では有意差は認められ

ませんでした。また、ダイコンの根長、生重及び乾物重に関しては、２回の鋤込み試験いずれ

においても有意差は認められませんでした。 

 以上より、影響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 

 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 napus L.）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.rapa L.（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 raphanistrum L.（セイヨウノダイコン）が

知られています。 

 セイヨウナタネ、B.juncea、B.nigra、R.rahpanistrum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。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物特定されず、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有意になり、他の野生動物種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に支障を及ぼす可能性）について評価

しました。 

（１）本組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネ又はB.rapaとの交雑率は、既往の知

見を上回るものではないことが確認されていること 
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（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ったり、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 

（３）２において考察したように、自然環境下において、グルホシネート耐性及び稔性回復性

により競合における優位性が高まるこ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、改変bar遺伝子及びbarstar遺伝子の両方を有する組換えセイヨウナタネとB.rapaの雑

種に、除法剤グルホシネートによる選抜を加えつつ、B.rapaを３回戻し交雑して得られたBC３

世代における耐性個体と非耐性個体との比較において、花粉稔性、生存性及び種子生産量に相

違は認められなかったと報告されています。よって、改変bar遺伝子及びbarstar遺伝子が負担

となり、短期的に種間雑種の個体群の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。 

 以上より、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。 

６ 農作物分科会の結論 

 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。 

 以上でございます。 

 

○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、除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネについて

御報告いただきましたけれども、本件につきまして、御質問、御意見がございましたら、よろ

しくお願いいたします。どなたからでも結構です。 

 

○武田委員 

 ちょっと私も見落としているのだと思うのですけれども、有害物質の産生性のところで、セ

イヨウナタネがもともと含んでいるエルシン酸とかグルコシノレートの含有量を下げてカノー

ラができたということですけれども、これは最初のパラグラフの３行目から５行目あたりで、

本組換えセイヨウナタネの成分分析において宿主と同等であることが確認されているというふ
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うにありますね。これは評価書のどこに具体的に記載がありましたか。Drakkarが確かにカノ

ーラで下がっているのはわかっているのですけれども、Drakkarと組換え体が同じだという記

載はありますか、あるいは分析があるのでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 評価書33ページに、13行目あたりに、「さらに」から始まる２行があります。 

 

○武田委員 

 概要書にも同じ記載がありますか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 両方に入っております。 

 

○川口国際基準専門官 

 概要のコピーの方ですと32ページ、評価書ですと33ページになって、このページの２パラ目

に２行ほど記述がございます。 

 

○武田委員 

 別添資料９ですね。わかりました。ありがとうございました。それから、ちょっとコメント

ですが、概要書の19ページの下から５行目に分離の話が出てきまして、「S2世代において完全

に耐性を示すS1個体と、S2世代において３：１に適合する分離比」とありますけれども、「完

全に耐性を示す」というのは、「耐性で固定した」というのが多分正しいと思うのです。 

 

○原田座長 

 そうだと思います。 

 

○武田委員 

 もう１つ腑に落ちない部分があります。花粉稔性のことで、概要の24ページの「④花粉の稔

性及びサイズ」のところですが、「花粉採取28時間後には発芽率０％を示し」とありますね。

これは一般性状の話で、７ページの真ん中あたりには１週間放置しても70％程度発芽するとあ
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ります。この差は何でしょうか。 

 もう１つは７ページ、セイヨウナタネの一般性状として、花粉は１週間もつと書いてあるの

ですね。この差があまりに大きくて、審査の本質にはかかわらないといえばかかわらないので

すけれども、私は当惑しました。 

 

○原田座長 

 ちょっとチェックしてくださいね。ほかにいかがでしょうか。 

 林委員、特にコメントございませんでしょうか。 

 

○林委員 

 結構です。 

 

○原田座長 

 それでは、まとめに入らせていただきたいと思いますけれども、次のようにまとめたいと思

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稔性回復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します、ということでいいでしょうか。 

 御異議がないようですので、そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは、事務局の方、よろしく申請者にお伝えください。 

 それから、１つ武田委員から御質問のあった点については、調べてください。 

 次の議題に移らせていただきます。その他となっていますが、何か報告すべきこと、事務局

の方ございますか。 

 

（２） その他 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会の開催日につきまして、御連絡申し上げたいと思います。１月12日金曜日、

午後２時より農林水産省の共用第８会議室にて開催させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 
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○原田座長 

 その他、本日の議事全般について、何か御意見はございませんでしょうか。 

 特にございませんようでしたら、これで議事は終了しましたので、事務局の方にお返しいた

します。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 本日は熱心に御審議いただきまして、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させていただきます。 

 

閉     会 


