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生物多様性影響評価検討会総合検討会  

 

 

平成２０年１０月２日  

於：農林水産技術会議委員室  

 

＜開会＞  

 

○浦野技術政策課課長補佐  それでは、定刻となりましたので、ただいまより「生

物多様性評価検討会総合検討会」を開催いたします。  

 本日は、先生方におきましては、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。  

 まず、開会に当たりまして、横田技術政策課長からごあいさつをしていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。  

○横田技術政策課長  技術政策課長の横田でございます。  

 委員の皆様方には日ごろお世話になっておりまして、本当にありがとうございま

す。私どももこれからできるだけ先生方に情報をお出しし、意見交換をしながら、

今後のＧＭＯについての研究開発なり実用化というものを進めていきたいと考え

てございます。今日は、そのうちの最新のネタということで、１～２点ほど情報提

供をしておきたいと思います。  

 １つは、技術会議の方も組織再編が行われて、 8 月には新しい体制になったんで

すが、その後、9 月 19 日付で竹谷局長は生産局長に異動になりまして、その後任に、

前の研究総務官をやっておりました佐々木が新しい局長として着任いたしました。

また、研究総務官の小栗は、これも人事の関係で、今度は生産局の審議官という形

で、その後は空席状態になってございまして、私どももその中で仕事を日々やって

いるという状況でございます。  

 最新ネタを１点、情報提供しておきたいと思いますが、総合科学技術会議の中に

ＢＴ戦略官民会議を今年立ち上げまして、今年内にはその方向性を定めるという形

で会議が行われております。大きなタマの１つとして、このＧＭＯがございます。

特に今後の実用化を目指して研究開発を進めるということと、国民理解の増進に努

めるという形で今、検討が行われております。  

 夏休みがございましたけれども、再開されまして、今は 10 人弱の作業部会とい

う形で、学識経験者の委員の方、産業界の委員の方、それと役所の方では主に課長

クラスの人間が入りまして、具体的な中身の詰めをやっているということでござい

ます。恐らくこの会議の方向性と私どものいろんな評価は連携してくることが多く

あると思いますので、また動きがございましたら、先生方にも逐次情報提供してい
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きながら、できるだけスムーズに進めていきたいと思いますので、今後もいろいろ

お手数かけると思いますけれども、よろしく御協力、御支援のほど、お願いいたし

ます。  

 申し訳ございません。私、別の会議があるので、退出いたします。  

○  浦野技術政策課課長補佐  ありがとうございました。  

 

＜配布資料の確認＞  

 

 それでは、議事に入ります前に「生物多様性影響評価検討会総合検討会配付資料

一覧」に基づきまして、本日配付させていただきました資料につきまして御確認を

お願いいたします。  

 配付資料一覧に続きまして、本日の検討会の議事次第、委員名簿、座席表。  

 資料１が「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が「農作物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でございます。  

 資料３－１が除草剤グリホサート耐性ダイズに関する学識経験者の意見  

資料３－２が遺伝子組換えダイズとツルマメとの自然交雑の検討結果  

資料３－３が平成 20 年９月 30 日に農業環境技術研究所がプレスリリースをいた

しました遺伝子組換えダイズとツルマメとの自然交雑の検討結果でございます。 

 参考資料１－１が遺伝子組換え農作物の承認一覧、参考資料２が意見聴取を終え

 審査中の案件一覧となっております。  

 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。  

 

＜参考資料の説明＞  

 

 それでは、参考資料１及び２につきまして御説明をさせていただきます。  

 参考資料１でございますが、こちらは９月 18 日現在の第一種使用規程が承認さ

れた遺伝子組換え農作物一覧でございます。  

 10 ページ目をお開けください。９月 18 日現在で前回よりも２件追加されまして、

承認件数が 10 作物 115 件となっています。  

 続きまして、３ページをめくっていただきまして、セイヨウナタネの 10 番の除

草剤ブロモキシニル耐性セイヨウナタネが９月 18 日に新たに承認をされておりま

す。  

 続きまして、４ページのダイズの 11 番、高オイルダイズが、やはり同じく９月 1

8 日に承認をされております。  

 この２件が前回の総合検討会以降、新たに承認をされたものでございます。それ
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に基づきまして、10 ページ目の経過措置が適用されている遺伝子組換え農作物一覧

から先ほどのセイヨウナタネが１件減りましたので、経過措置案件は２件となりま

した。  

 以上でございます。  

 傍聴の皆様方には、傍聴される方への留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。  

 以降の議事進行につきましては、原田総合検討会座長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。  

 

＜議事＞  

 

○原田座長  それでは、議事に従いまして、本日の申請書の検討を行いたいと思い

ます。  

 議事の１番目ですが「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」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

検討が終了したものです。本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を近

藤委員から御報告していただきまして、より幅広い視点から遺伝子組換え農作物の

第一種使用等による生物多様性に及ぼす影響について、本日、委員の皆様と検討し

てい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、資料１に基づいて今回の申請案件の審査

状況を事務局から説明していただきまして、その後、本日の申請案件１件でござい

ますけれども、委員の皆様で検討し、意見を集約した後に、総合検討会としての取

扱いを決めたいと思います。  

 それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いしたいと思います。  

○浦野技術政策課課長補佐  それでは、お配りいたしました資料１に基づきまして、

申請案件の審査状況の御説明をさせていただきます。  

 申請者はサントリー株式会社、申請品目といたしましては、青紫色カーネーショ

ンでございます。  

 使用等の内容といたしましては、切り花の用に供するための使用、栽培、保管、

運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為でございます。  

 検討状況といたしましては、農作物分科会で 2008 年７月 24 日、８月 28 日と２

回の御審議をいただきまして、本日の総合検討会で御審議をいただくこととなって

おります。  

 本件に関しましては、昨年 2007 年に隔離ほ場の認可が取れているということで

ございます。  

 本品目につきましては、一番右でございますが、食品衛生法または飼料安全法の
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認可は不要でございます。  

 以上が申請品目の審査状況でございます。  

○原田座長  どうもありがとうございました。  

 それでは、青紫色カーネーションについて検討を始めたいと思います。まずは、

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２に基づいて御報告、

よろしくお願いいたします。  

 

＜青紫色カーネーション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を読ませていただきまして、農作物分科会の報

告とさせていただきます。  

農作物分科会における検討の結果。  

名称：青紫色カーネーション（Ｆ 3’5’Ｈ，ＤＦＲ，surＢ ,Ｄ ianthus caryophyll

us Ｌ．） (123.8.12, ＯＥＣＤ  ＵＩ :ＦＯＬ -40689-6）  

第一種使用等の内容：切り花の用に供するための使用、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：サントリー（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カーネーション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った。主に確

認した事項は以下のとおりである。  

 

１  細胞内に移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性  

 本組換えカーネーションは、アグロバクテリウム法により作出されており、プラ

スミドｐＣＧＰ 1991 に由来する surＢ遺伝子 (アセト乳酸合成酵素（ＡＬＳ）遺伝

子）、ＤＦＲ遺伝子（ジヒドロフラボノール 4-還元酵素遺伝子）及びＦ 3’5’Ｈ遺

伝子（フラノボイド 3’ 5’ -水酸化酵素遺伝子）が本組換えカーネーションのゲノ

ム中に尐なくとも１コピーずつ移入されていることがサザンブロット分析等の結

果から示されている。このうち、Ｆ 3’5’Ｈ遺伝子については複数コピーが本組換

えカーネーションのゲノム中に存在していると考えられるが、移入された核酸の周

辺配列の解析からは、複数コピーが隣接して存在していることを示す結果は得られ

ておらず、導入遺伝子は離れて存在するものと考えられる。  

 移入されたＦ 3’5’Ｈ遺伝子及びＤＦＲ遺伝子の花弁での発現については、それ

ぞれノーザンブロット解析、ＲＴ -ＰＣＲを用いた解析により確認されている。ま

た、花弁における青紫色の発現は安定しており、他の花色を示したという事例はな
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いことから、両遺伝子は安定して発現していると考えられる。  

 また、移入された surＢ遺伝子の発現は除草剤クロロスルフロンを添加した培地

での本組換えカーネーションの組織培養により確認されている。  

 なお、本組換えカーネーションは全て挿し芽等による栄養繁殖により生産される

ことから、移入された核酸の複数世代における伝達の安定性については調査されて

いないが、栄養繁殖を繰り返した場合に導入遺伝子が安定して伝達されていること

がサザンブロット分析により確認されている。  

 

２  競合における優位性  

 カーネーションは、我が国においても長期間の使用等の歴史があるが、これまで

に我が国を含め、逸出して自然環境下で生育している事例は報告されていない。  

 競合における優位性に係る諸形質について調査した結果、本組換えカーネーショ

ンと宿主との間で、特定網室試験では葯の存在率、隔離ほ場試験では花の直径に統

計学的有意差が認められた。しかし、宿主及び組換えカーネーションにおいて葯中

に花粉の存在は認められなかったこと、葯の存在率及び花の直径以外の諸形質にお

いては有意差が認められなかったことから、葯の存在率及び花の直径の相違により

競合における優位性が高まるとは考えにくい。  

 本組換えカーネーションは、移入されたＤＦＲ遺伝子及びＦ 3’5’Ｈ遺伝子の発

現により、花弁においてデルフィニジン及びミリセチンが生成された結果、花色が

青紫色に変化しているが、カーネーションには訪花昆虫はほとんど認められないこ

とが本組換えカーネーションを用いた隔離ほ場における訪花昆虫調査においても

確認されていることから、本組換えカーネーションの栽培により、訪花昆虫相に変

化が起こる可能性は極めて低いと考えられる。  

 また、本組換えカーネーションは surＢ遺伝子によりクロロスルフロン耐性を獲

得しているが、自然環境下でクロロスルフロンが選択圧になることはないと考えら

れるため、この性質により競合における優位性が高まるとは考えにくい。  

 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、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た。  

 

３  有害物質の産生性  

 カーネーションが、野生動植物等への有害物質を産生するとの報告はなされてい

ない。  

 本組換えカーネーションは、導入遺伝子の発現の結果、青みを帯びたアントシア

ニン類の生合成を誘導するが、これらは青みを帯びたパンジーやペチュニアの花弁

にも含まれるものであり、他の野生動植物等への有害性を有するとは報告されてい
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ない。  

 さらに、本組換えカーネーションの有害物質（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るが、非組換

えカーネーションとの間で有意差は認められていない。  

 ＡＬＳ蛋白質、ＤＦＲ蛋白質及びＦ 3’5’Ｈ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

れている。  

 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、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た。  

 

４  交雑性  

 一部の限られた園芸種は、ナデシコ属の近縁野生種と交雑可能であり、日本には、

４種及び２変種が自生している。本組換えカーネーションとこれら近縁野生種が交

雑する可能性について、花粉の特性、虫媒、風媒の観点から評価した。  

（１）花粉の特性  

 園芸種の花粉は極めて尐ないかあるいはまったく生産されず、花粉が存在する場

合であっても、その稔性は低い。さらに花粉の寿命は１－２日と短く、３日目には

完全に発芽能を失う。以上のような園芸種の特性から、本組換えカーネーションの

自然条件下における交雑は極めて困難であると考えられる。さらに、宿主及び組換

えカーネーションの花粉の存在と発芽率について調べたところ、葯の存在は認めら

れたが、花粉の存在は認められなかったことから、本組換えカーネーションの交雑

の可能性はほとんどないと考えられる。しかし、仮に本組換えカーネーションにお

いて花粉が生産された場合、虫媒や風媒による近縁野生種との交雑の可能性も考え

られるため、これらについても評価を行った。  

（２）虫媒による交雑の可能性：園芸種は、花弁の端から蜜腺までの距離が長いた

め、蝶や蛾でも蜜を吸うことはできず、他の種類の訪花昆虫もほとんど認められな

い。ナデシコ属の野生種についても、蜜腺が花の最下部にあり、吻の長い昆虫しか

蜜腺に届かないため、吻がそれより短い蝶などがナデシコ属の花を訪れることはな

い。蟻の訪花も想定されるものの、蟻の移動距離は数メートルで、蟻の分泌物が通

常花粉を不活化してしまうことが知られており、蟻が花粉を媒介することはほとん

どない。本組換えカーネーションの花の形状などの特性は、園芸種と同様であるた

め、虫媒による交雑の可能性はほとんどないと考えられる。  

（３）風媒による交雑の可能性：園芸種については、葯が花弁の中に埋もれており、

花粉は極めて尐なく、さらに粘性が高いため、風媒によって花粉が飛散する可能性
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は非常に低い。本組換えカーネーションも園芸種と同様で葯は花弁に埋もれている

ことから、花粉が飛散する可能性は低い。オランダでは、園芸種の栽培が盛んであ

るにも関わらず、空中から園芸種の花粉は検出されなかったと報告されている。  

 以上のことから、本組換えカーネーションと近縁野生種との交雑の可能性はほと

んどないと考えられ、交雑性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た。  

 

５  農作物分科会の結論  

 以上を踏まえ、本組換えカーネーション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評価書の結論は妥当で

あると判断した。  

○原田座長  ありがとうございました。  

 ただいま、青紫色カーネーションについて御報告を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。いかがでしょうか。どうぞ。  

○高木委員  先ほどの参考資料１の２ページ目にカーネーションが既に５つ６つ

出ています。それとの違いはどこにあるのか。これを読んでもはっきり書いていな

くて、従来のものとの位置づけはどうなっているのか、教えていただければと思い

ます。  

○浦野技術政策課課長補佐  こちらのカーネーションと本申請のカーネーション

は、入っている遺伝子としては同じですけれども、発現量が違うために、花の色が

多尐違っております。  

○高木委員  要するに、イベントといいましたか、イベントが違って、よりよいも

のができたので、やり方は同じだけれども、新たに申請したということですか。  

○嶋田委員  よりよいものではなくて、サントリーさんは、青色系で、いろんな青

色のものを、バリエーションを出したいと、そうすると、それなりにきれいだから

というぐらいではないですか。  

○高木委員  コンストラクトとか、そういうのは従来と全く同じなんですか。  

○浦野技術政策課課長補佐  大体そこは同じで、形質としては、色が多尐。  

○原田座長  前の申請書に色について大分、写真だとか、ありましたね。  

○高木委員  何もそういうことが書いていないので。  

○原田座長  この表の方にですか。  

○高木委員  いえ、資料の方に。  

○嶋田委員  別添８の２ページくらいの中に。  

○浦野技術政策課課長補佐  別添８の２ページに載っております。  

○高木委員  従来との比較ですか。失礼しました。  
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○嶋田委員  今回のものは、どちらかというと薄いんですね。薄いのでいいんです

かと言ったら、好みもあるし、いろいろとバリエーションをということらしいです。 

○高木委員  わかりました。  

○原田座長  ほかはいかがでしょうか。今日は 1 件だけですので、あれば、どうぞ。

私は、非常にマイナーなことを１つ提案したいと思っているだけですので、何か重

要なことがございましたら。  

○高木委員  では、一緒に伺いたいんですが、サザンブロッティングをやっていら

っしゃって、これは栄養繁殖なので、幾つかの時期でやっているのが別添資料３の

４ページ目と５ページ目にあるんですけれども、これで見ると、遺伝子の破片とい

いますか、遺伝子が染色体の上に何個かばらけて存在するという結果だと思うんで

す。その場合の栄養繁殖した個体の性質の差というのは、今、ここで述べられたぐ

らいのことしか調べられないんでしょうか。かなり影響が出るのかなという気もす

るんです。  

 というのは、４ページ目のは３本バンドが出ていまして、これはハイドロキシレ

ースの遺伝子をプローブにした場合、21.2kb よりちょっと小さいところと、その下

に 4.3kb と、３ kb ぐらいのところにバンドが３つ出ているわけですけれども、これ

は濃さから考えて、下の方の２つのコピー数は上より大分多そうです。しかも、こ

の位置が次の surＢですか、このマーカーにしている遺伝子の位置と違うというこ

とは、切れているということですね。両方ともＥ coＲⅠで消化しているわけだから、

もし同じ断片に入っているなら、同じ位置に出るはずだと思うんです。だから、コ

ピー数といい、 surＢとハイドロキシレースの遺伝子が切り離されているというと

ころから考えて、染色体のかなりいろんなところにばらけてプラスミドの部分が入

っているような印象を受けるんですけれども、この辺は特にコメントはないんでし

ょうか。  

 この５ページの図ではバンドが１つ、これは４ページの図とバンドの濃さは比較

はできないと思うんだけれども、恐らくこれは１か所で、それとは違うＤＮＡ断片

として、４ページの図にあるハイドロキシレース遺伝子をプローブにしたときは、

尐なくとも３か所で、そのうちの２か所には多コピー、２か所の断片は１つではな

いという入り方ですね。その辺、染色体の相当いろんなところにＤＮＡが入ったと

いう植物ができた。ただし、それは安定している。  

○浦野技術政策課課長補佐  このサザンから見て、 surＢの方から見ると、４ペー

ジの 21.2kb の方がむしろ近いからということです。この下の 4.3kb とか 3.5kb と

いうのは、同じＥ co で切っていますから、かなり離れたところということが想像で

きるということです。  

○高木委員  でも、４ページと５ページでは一番上のバンドの位置が違うから、同

じＥ coＲＩ断片ではないと考えた方がいいでしょう。  
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○小野里委員  これはプローブが違って、だから、別なところを見ているんです。 

○高木委員  いえ、プローブが違っても、入れた断片は同じプラスミドを入れてい

るわけです。  

○小野里委員  いえ、違うんです。Ｅ coＲＩで全然別なところ、別な断片を見てい

るんです。  

○近藤委員  ここら辺りでたくさん切れているので、図を見ると、ほかのところの

遺伝子は別々になります。だから、これはいいんではないでしょうか。  

○高木委員  連続して存在したら、同じところに出ませんか。  

○近藤委員  ただ、Ｅ coＲＩの配列はたくさんあるので、ばらばらになってしまう

んです。  

○高木委員  ２ページで見ればよくわかると思うんです。プローブが黄色で書いて

ある。  

○小野里委員  だから、これがもしつながっていればね。  

○高木委員  その間がずたずたに切られている。  

○浦野技術政策課課長補佐  これはアグロバクテリウムですから、ライトボーダー

とレフトボーダーがございます。ここに書かれていないゲノム内にもＥ coＲ断片を

持っている場合があります。  

○高木委員  理屈から、そうなりますか。  

○小野里委員  一番端と端を見ているものですから、どちらも、もともとのゲノム

の断片をくっつけているところだけを見ているんです。今回入れたものだけの部分

はＥ co でいっぱい切れていますけれども、プローブがそこには入っていないもので

すから、それは見ていない。だから、ライトボーダー分とレフトボーダー分のつな

がっているところだけ見ている。  

○高木委員  ４ページの一番上の断片と５ページの１つ出ている断片は連続して

入っている可能性があるわけですか。  

○近藤委員  いえ、これはない。Ｅ coＲがあるので、切れてしまっている。  

○高木委員  だから、染色体の上ではつながっている。  

○近藤委員  それは可能性があります。  

○高木委員  そうすると、４か所ではなくて、３か所に入っているということです

ね。  

○小野里委員  ３か所入っていて、１か所のものはほぼ完全な形で入っていて、あ

と２か所は断片だというふうに考察しているんです。  

○高木委員  そういうことで、かなりいろんなところに入っている。２番目と３番

目の濃さが上と大分違うんで、尐なくとも複数個入っているというような印象で、

それだけ染色体がいろんな場所に入ると、性質が変わるようなことを何か見る必要

はないのかなという気がしただけです。  
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○近藤委員  花の大きさとか、幾つか違うところがあるので、そういうのが入って

いるかもしれないです。ただ、それが生物多様性には影響はないという話になって

いると思います。  

○原田座長  葯と、もう一つ何でしたか、２点はここに書いてあったと思いますけ

れども、有意差がある。  

○小野里委員  関連して、今のところなんですけれども、もうちょっと後ろの方に、

過去に網室でやったのと、今回の隔離ほ場でやったのと、同じサザンをやって、結

果が違っていて、その説明が書かれているんです。最終的に誤りというふうになっ

ていますので、今回のは非常に安定しているから問題ないと思うんですけれども、

前回と今回の結果の違いの説明が、よく読んで十分理解できなかったものですから、

もし御説明いただければなと思うんです。  

○原田座長  それは何ページ辺に書いてありましたか。  

○小野里委員  ９ページの訂正についてというところから、そのことについて論じ

ているんです。  

○原田座長  テキストではなくて、別添資料の方ですか。  

○小野里委員  別添資料３です。今回の結果が４ページで、前回の結果が 12 ペー

ジで、その違いについて、いろいろ調べられているんですけれども、そこが読んで

十分に理解できなかったんです。  

○原田座長  ９ページの一番上のところですね。  

○小野里委員  はい。  

○浦野技術政策課課長補佐  まず、別添資料３の 14 ページにありますとおり、サ

ザンブロット解析データは、最初、オーストラリアのフロリジン社で特定網室と隔

離ほ場試験で異なったことから、再確認を行ったということなんです。再確認の結

果、結局、前に出した試験データがおかしかったという結論が得られたことから、

前に出した試験結果はおかしかったということで、きちっとした報告が９ページ以

降にされているということでございます。  

○小野里委員  その流れは理解したつもりなんですけれども、前回の 12 ページに

書かれているものと今回の結果との違いが、どういうところに問題があって、こう

いうふうに違ってきたかというところが理解できなかったんです。  

○浦野技術政策課課長補佐  その点に関しましては、事務局の方で再度お調べをし

まして、御質問いただきました小野里先生の方に御回答させていただくということ

でよろしいでしょうか。  

○原田座長  恐らく申請者の方としては、前の、いわばうまくいかなかった実験の

原因まで申請書に書く必要はないと思ったんではないかと私は判断します。小野里

先生、そういうことでよろしいですか。御質問は、実験上のどこでまずいことがあ

ったかということですね。  
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○小野里委員  ここでその違いを知るための実験がされているものですから、それ

で結果が書かれているもので、そこが十分に理解できなかったということです。  

○原田座長  もし事務局の方で情報を得られれば、そういう処置でよろしいですか。 

○小野里委員  私の方は結構です。  

○原田座長  ほかに何かございますか。もしないようでしたら、私、毎回、この表

現はもう尐しうまくできないかなと思っている所があります。単に表現の問題なん

ですけれども、例えば、さっき近藤先生に読んでいただいた「農作物分科会におけ

る検討の結果」の２ページの３の上から５行目「さらに」で始まっているところ。

これも毎回、概要にも出てくるし、本文の方にも出てくるんですけれども、括弧の

中に「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」と「根から分泌され」というのが２度必ず繰り返されている

んですが、これは「根から分泌され他の植物及び土壌微生物に影響を与えるもの」

とした方がよほどクリアではないかと思います。  

 それから「植物体が内部に有し」と続く文章に書いてあるんですが、これは内部

であろうと表面であろうと、両方、結局、バイオロジカルで見ているわけですから

「内部に」を取ってしまって「植物体が枯死した後に植物」、それから、微生物も

やっているならば、ここにも「土壌微生物に影響を与えるもの」とした方が論理的

かなと思います。そういうふうにしてまずいことはございますか。マイナーなこと

ですけれども、何々の有害物質という後の括弧書きは毎回繰り返されている表現で

す。  

○武田委員  土壌微生物は土の抽出物です。  

○原田座長  それだったら、ますますもって、今回の場合は「根から分泌され他の

植物へ影響を与えるもの」として、その次は全部取り払って「植物体が有し枯死し

た後に他の植物に影響を与えるもの」と、そういうことでいいですか。  

○近藤委員  ２番目の「根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの」はやって

います。  

○原田座長  では、前の方ですね。  

○近藤委員  先ほど先生おっしゃったように、下の「植物及び土壌微生物」でいい

んだろうと思います。  

○原田座長  ２つ目ではなくて、最初のです。  

○近藤委員  最初の２つをまとめて「根から分泌され他の植物及び土壌生物に与え

るもの」ということでよろしいと思います。  

○原田座長  よろしいですね。ただ、武田先生がおっしゃったのは、私がその後「植

物体が有し枯死した後に他の植物及び土壌微生物」と、そこはやっていないんです

ね。  

○近藤委員  そこはやっていないんです。  
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○原田座長  では、そこは加える必要はないと思います。余りにも毎回出てくる表

現ですので、今後、そういうふうにしていただければと思います。  

○浦野技術政策課課長補佐  そうしましたら、今回の「本組換えカーネーションの

有害物質（根から分泌され他の植物及び土壌生物に影響を与えるもの）」として、

植物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」は削除する。  

○原田座長  いえ、これはいいんですけれども、ただ、私は、そこにも土壌微生物

というのを入れたらと申し上げたんですが、今回はやっていないということです。 

○浦野技術政策課課長補佐  わかりました。  

○原田座長  ほかに御質問、御意見ございますか。もしないようであれば、この案

件への本総合検討会としての意見をとりまとめたいと思います。  

 先ほど１つ小野里先生の方から質問ございましたが、これは事務局の方から情報

が得られればお伝えしていただくことにしまして、本委員会としては、申請者から

提出された青紫色カーネーションについて、第一種使用規程に従って使用した場合、

生物多様性へ影響が生じ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

正であると判断しようと思いますが、よろしいでしょうか。御異議がございません

ようでしたら、このようにさせていただきます。  

 何かありますか。  

○小迫研究専門官  先ほどの小野里先生からの御指摘について、別添資料３の 19

ページに「特定網室試験における細胞内に移入した核酸の存在状態の再検証」とい

うところで、なぜこういったことが違っていたのかということが書かれておりまし

て、まず➀として、用いたＤＮＡ量がどうだったかということを調べております。

その結果としては、先の誤った方はＤＮＡ量が尐なかったということが１点ござい

ます。  

 それから、21 ページにサザンブロットをもう一度解析しておりまして、その結果、

用いたＤＮＡ量が尐なかったために検出感度以下となったことと、一般に高分子量

のＤＮＡはナイロン膜への転写効率が低い、こういったことが重なりまして、特定

網室試験では約 21kb の高分子の部分のシグナルが得られなかったというふうに考

察しております。そこの部分が今回訂正された点になろうかと思います。  

○原田座長  なかなか別添の方まで細かく見ないケースもあるんで、今のでよろし

いでしょうか。 19 ページと 21 ページです。  

○小野里委員  この６ kb 近いところに過去のものはいって、今回は出ていませんね。

それはどういうふうに解釈していたんですか。  

○小迫研究専門官  ６ kb の、そこらにあるだろうという予測はしていたけれども、

出なかったということだと思います。その他のものは出ているんではないかと思い

ます。  

○小野里委員  たしか６キロはあるだろうと思ったら、実際にあったというふうに
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解釈したんですね。それで赤の星印がついているんですけれども、今回の新しい結

果では、そこのところにバンドがない。  

○浦野技術政策課課長補佐  そこにつきましては、18 ページに、テーブル４、コピ

ーが３で、対応するシグナルとしては、 3.4kb、 4.2kb、 6.6kb のところに認められ

た、わずかに薄いバンドのシグナルを確認したと書いてあるけれども、結局は 6.6

のところはバンドではなかったということです。  

○小野里委員  そうしますと、前回は一応そこにシグナルと思ったけれども、実際

にそこにシグナルはなかった。高分子の方はうまく検出できなかった。わかりまし

た。  

○原田座長  では、先ほど申し上げたようにまとめさせていただきますので、事務

局の方から申請者によろしくお願いしたいと思います。  

○高木委員  済みません。今、原田先生が有害物質とおっしゃったので、ちょっと

見直したんですが、別添資料５の 14 ページに「土壌微生物相に与える影響」とい

うのがあるんですけれども、私は微生物の専門なのでよく見るんですけれども、真

菌数と細菌数は逆ですかね。  

○菅野研究副主幹  オーダーがおかしくなっているということですか。  

○高木委員  細菌数が 10４で真菌数が 10７というのは見たことがないんで、これは

恐らく逆ですね。それだけです。  

○浦野技術政策課課長補佐  確認させていただきます。  

○原田座長  それを確認していただいて、議事の１は終わりにしたいと思います。 

○浦野技術政策課課長補佐  今のところは、確認して先生方への御報告だけでよろ

しいでしょうか。  

○原田座長  はい、そう思います。  

 議事の２は「その他」となっているわけですが、事務局の方で何か報告事項はご

ざいますか。  

○浦野技術政策課課長補佐  そうしましたら、お手元に資料３－１「学識経験者か

らの意見」と資料３－２、３－３のパワーポイントの資料を御用意いただければと

思います。  

 本日は、農環研で行っていましたダイズとツルマメの交雑性に関する試験結果が

まとまりましたので、御報告をさせていただきたいと思います。  

 本試験を行いました背景といたしましては、資料３－１を２枚ほどめくっていた

だきまして、５ページ目を御用意いただければと思うんですが、まず、平成 17 年

の２月に、ここに書いてあります除草剤グリホサート耐性ダイズ 40-3-2 について

御審議をいただいた際に、本検討会からの要望事項ということで、資料３－１の５

ページ目に書いてあります５点の要望事項が提出され、それにつきまして、公的機

関による情報収集を行いなさいということを農水省として受けました。それに基づ
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きまして、これら５つの要望事項に対応するため、平成 17 年度から、農林水産省

といたしましては調査を開始しまして、今般、要望事項のうち➂の本組換えダイズ

とツルマメとの自然交雑率に関する試験結果がまとまりましたので、御報告をさせ

ていただきたいと思います。  

 なお、本試験結果につきましては、資料３－２に基づきまして、本試験を実施い

たしました独立行政法人農業環境技術研究所生物多様性研究領域の吉村様から御

報告をいただきたいと思います。  

 また、本試験結果につきましては、平成 20 年９月 30 日に試験を行いました農業

環境技術研究所におきまして、資料３－３のとおりプレスリリースが行われており

ますので、併せて御報告をさせていただきます。  

 それでは、資料３－２に基づき、吉村様、御説明をよろしくお願いいたします。 

○農環研  農業環境技術研究所生物多様性研究領域の吉村です。よろしくお願いし

ます。  

 それでは、早速、資料３－２に基づきまして説明に入らせていただきたいと思い

ます。  

 当研究所では、平成 17 年～ 19 年度まで、ほ場条件下における遺伝子組換えダイ

ズとツルマメとの自然交雑という課題で３年間、研究を行ってまいりました。本日

は、この３年間の試験結果について「遺伝子組換えダイズとツルマメとの自然交雑

を検討」というタイトルで発表させていただきたいと思います。  

 それでは、１ページ目です。皆さん御存じのように、尐し内容がかぶるものもあ

ると思いますが、お聞き頂ければと思います。この研究の背景です。左の写真が遺

伝子組換えダイズの群落とその花です。右側がツルマメです。  

 このツルマメはダイズの近縁野生種で、その祖先種と考えられており、日本を含

め、中国、韓国などの東アジアに自生しています。また、ツルマメは河原や空き地

に生育するつる性の雑草です。  

 一方、遺伝子組換えダイズは日本では商業栽培が行われておりませんが、本研究

でも使用された除草剤グリホサート耐性ダイズは世界で最も広く栽培されており、

2007 年には 5,860 万ヘクタール、日本国土の約 1.5 倍の面積が栽培されています。 

 ツルマメはダイズと交雑が可能ですから、組換えダイズが栽培された場合には、

ダイズからツルマメへ花粉を介して交雑が起こるという懸念の声もあります。しか

しながら、ダイズとツルマメは自殖性の植物で、当研究所で行われた実験でも、ダ

イズの自殖率は、隣のうねに別の品種が栽培されている場合でも 99％以上であり、

組換えダイズとツルマメとの自然交雑はほとんど生じないと考えられています。  

 それでは、２ページ目です。改めて、本研究の目的です。平成 16 年の「生物多

様性影響評価検討会」におきまして、本実験で使われた遺伝子組換えダイズ 40-3-

2 系統は第一種使用規程の承認を受けました。同時に、同検討会におきまして、次
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の➀～➄について、公的機関による情報収集を求めるという要望事項がありました。 

 ➀自然環境下におけるダイズとツルマメの交雑率。  

 ➁ダイズとツルマメの雑種後代の適応度。  

 ➂本組換えダイズとツルマメとの自然交雑率及び雑種後代における当該組換え

遺伝子の適応度。  

 ➃ツルマメの地理的な遺伝的変異等。  

 ➄➀～➃を踏まえた遺伝子の挙動に関するモデルの作成です。  

 当研究所では、➂の赤線の部分を担当いたしまして、これを農林水産省委託プロ

ジェクト研究「遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究」におき

まして、平成 17～ 19 年度の３年間にわたり研究を実施してまいりました。  

 それでは、３ページ目です。本実験で使用された遺伝子組換えダイズは、除草剤

グリホサート、商品名ラウンドアップをかけても枯れない特性を持つダイズ（ 40-3

-2 系統）です。この安全性の確認につきましては、平成 13 年３月に食品衛生法に

より食品の安全性が確認されています。また、平成 15 年３月に飼料の安全性が確

認されております。更に、この組換えダイズはカルタヘナ法に基づいて第一種使用

規程の承認を平成 17 年５月に取得しています。  

 続きまして、４ページ目です。この実験の基本的な手順について説明させていた

だきます。まず、試験ほ場で組換えダイズとツルマメを絡みつくほど近くで栽培。

これをこの実験の中で混植区と呼んでいます。また、一定の距離を離して栽培、こ

れを距離区と呼んでいます。開花期にはダイズ、ツルマメの開花数を調査いたしま

した。そして秋にツルマメ種子を採取します。その後、閉鎖系温室内で交雑個体の

有無を検定しました。具体的には、ほ場で採取したツルマメを播種します。幼植物

にグリホサートを散布しまして、耐性個体を選抜します。その選抜した耐性個体に

ついて組換え体に特有のタンパク質、ＤＮＡの検定等を行い、交雑の有無を確認い

たしました。  

 続いて、５枚目です。１年ごとに尐しずつ実験条件が異なりますので、１年ごと

にその実験条件と結果について御説明いたします。  

 平成 17 年は、 11ｍ×12ｍのほ場に、まず５月 27 日ごろにツルマメの幼植物を 6

0 個体移植しました。それが□です。用いた組換えダイズは 1 品種なんですが、Ａ

Ｇ 3701ＲＲというもので、３回に分けて、ツルマメに隣接して播種をいたしました。

６月 20 日播種は赤い○、７月５日播種は青い□、７月 20 日に播種したものは▲で

表しております。左の写真は、両種がかなり成長した状態の写真です。このように、

遺伝子組換えダイズとツルマメが絡んだ状態となりました。下側の大きな葉っぱを

持つ、尐し緑色の濃いものが組換えダイズです。葉が小さくて黄緑色のものがツル

マメです。  

 次は６ページです。それでは、 17 年の結果です。この四角に囲われている図は、
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組換えダイズとツルマメの開花状況を示しています。横軸が日数、縦軸が開花数を

示しています。  

 ３回に分けて播種した組換えダイズの開花は、早く播種した順に早く開花し、最

も遅く播種した７月 20 日播種区で最も開花期が遅くなりました。  

 ツルマメは更に遅い時期に開花をいたしました。３回に分けて播種したすべての

区で開花期の重複は見られます。また、開花数の分布を山に見立てると、ダイズの

山とツルマメの山が重なった面積が、同時に存在している両種の花の量、花の多さ

表しています。したがって、最も遅く播種した組換えダイズとツルマメとの間で、

同時に最も多くの花が存在していたということを示しています。  

 そして、その結果といたしましては、６月 20 日、７月５日に播種した組換えダ

イズと、近接して栽培したツルマメの種子からは交雑個体は得られませんでした。

７月 20 日に播種した組換えダイズと隣接したツルマメ個体 11,860 個体からは１個

体、交雑個体を得ました。合計では 32,502 個体中１個体の交雑個体を得ました。  

 続きまして、７ページをお願いします。平成 18 年、19 年度もまた 17 年度と同様

に絡みつくほど近くで栽培する混植区に加え、どのくらいの範囲まで交雑が起こる

かを調べる実験を行いました。ほ場は 25ｍ×75ｍのほ場を用いまして、上の四角い

赤い枠を拡大して示したものが左側の図です。黄色い○が組換えダイズ、●がツル

マメを示し、ツルマメは下の写真のように網状の壁に沿って栽培をいたしました。

距離区は組換えダイズの左側に配置し、ツルマメを組換えダイズから２、４、６、

８、10ｍの位置に、やはり網状の壁を設置して、それに沿わせて栽培をいたしまし

た。このような区を８反復設けました。  

 続いて、８枚目に入ります。これが平成 18 年度の実験の様子です。列で栽培さ

れているのが組換えダイズです。右側が距離区で、左側に混植区があります。  

 それでは、９枚目、平成 18 年の結果に移ります。四角の中のＡＧ何々というの

が組換えダイズの品種で、この数字が大きいものほど開花期が晩生であることを示

しています。この年は前年よりも開花期の遅い品種も含めて、組換えダイズを４品

種、６月 20 日に播種いたしました。  

 開花期は晩生の品種ほど遅く開花し、ツルマメはそれよりも遅く開花をいたしま

した。組換えダイズの山の右側の裾野では、やはり組換えダイズとツルマメとの開

花期の重複というのはあります。しかしながら、同時に存在する花の数がほとんど

なく、結果といたしましては、混植区 44,348 個体、距離区 68,121 個体の中に交雑

個体を得ることができませんでした。  

 そこで、平成 19 年度は、ほ場自体の配置は左上の写真と同じですが、平成 18 年

で用いた品種よりももっと晩生の品種を加え、更に１か月遅く播種する区も設けて、

両種の開花期をより重複するように設計をいたしました。  

 結果が 10 枚目です。四角の中が品種、ＡＧ 5905ＲＲとＡＧ 6702ＲＲの２品種を
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用いて、２回に分けて播種した開花状況です。６月に播種した区の開花数の分布が

点線の山で、７月に播種した区が実線の山です。やはり早く播種したものが早く開

花し、遅く播種したものが遅く開花したわけですが、ツルマメの開花期は更にそれ

よりも遅くなりました。  

 しかしながら、７月播種した区では、ツルマメの開花のピークが３年の中で組換

えダイズと最も近くなりました。したがって、７月に播種したダイズの開花数の分

布を示す山とツルマメの開花数の分布を示す山の重複が大きくなり、同時に存在す

る花の数が多いという結果となっています。そして、自然交雑の結果としましては、

混植区で 25,741 個体検定いたしまして 35 個体、距離区では組換えダイズから２、

４、６ｍ離した網壁で各１個体ずつ交雑個体を確認しました。また、８ｍ、10ｍで

は交雑個体は認められませんでした。  

 最後の「報告の要旨」です。平成 18 年度の実験から、組換えダイズとツルマメ

の開花期がほとんど重複しない場合には、自然交雑は生じませんでした。  

 組換えダイズとツルマメの開花期がある程度重複し、両種が絡まるほど近くで栽

培された場合には、平成 17 年の試験から、自然交雑は 32,502 個体中１個体でした。

また、平成 19 年度の混植区の結果から、25,741 個体中 35 個体でした。また、平成

19 年の距離区の結果から、組換えダイズとツルマメの開花期がある程度重複し、両

種間の距離が２、４、６ｍの場合には自然交雑はそれぞれ１個体であり、８ｍ、 10

ｍの場合には自然交雑は生じませんでした。この距離区は検定総数が 66,671 個体

の結果です。  

 本試験のデータは、両種の開花期の重なりを大きくし、近づけて栽培するなど、

両種を交雑しやすい条件で栽培すれば交雑は発生するということを示しています

が、極めて起こりにくいということも明らかになりました。実際の自然条件下にお

いて自然交雑が生じる程度は、これよりも更に小さくなるものと考えられます。  

 以上で報告を終わります。  

 御質問がありましたら、お願いいたします。  

○嶋田委員  ツルマメの産地の個体群というか、系統とか、品種とか、何々地方の

何々とか、特定できるような情報がありますか。  

○農環研  我々の用いたツルマメについては、研究所内で自然に自生しているもの

を前年に取ってきまして、それを播種しています。ですから、本当に地元のつくば

産のツルマメを使っています。  

○嶋田委員  ツルマメの場合に、地方によっては、あるいは地域個体群の遺伝的な

組成かもしれませんけれども、栽培植物ではないために、開花期がかなり、いろい

ろと変異があると言われているんですが、例えば、ダイズの場合には、何月何日に

播種すると、何月何日ごろには開花の分布が大体こんなふうになるというのはわか

ると思うんですけれども、ツルマメの方は、地方によっては、もう尐し早い時期に
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開花するものから、遅い時期に開花するものまでいろいろだろうと思うんです。そ

ういうときに、ツルマメ１系統だけでこういう実験というのは、ここまでやるのも

随分大変だったとは思うんですけれども、そこら辺、ツルマメとダイズとでどれく

らい自然交雑するのかというときの１つのデータにはなると思うんですけれども、

それをツルマメ全体に敷衍していいものかなという、そこなんです。  

○農環研  幾つかの質問が中にぎゅっと詰められたような気がするんですが、まず、

17 年度に別の試験を行って、ツルマメを３回、別の時期に播種したという試験があ

りました。しかしながら、３回に分けて播種しても、大体同じ時期に花が咲いてい

ます。つくば産では大体、日長性が強いというのか、ある一定の時期に咲いている

という結果を得ています。  

 また、地方によっていろいろツルマメの開花期の変異があると言われたと思うん

ですが、関東ではツルマメの方がダイズよりも１か月ぐらい遅く開花すると言われ

ています。そこで、我々の試験では、ダイズの播種期を変えることによって両者の

開花期を近づけることを行っています。西に行くと、ツルマメの開花期とダイズの

開花期が合うと言われておりまして、本実験の設定は、より近い開花期を持つ地方

を想定して近づけてやったということで、そういう地方も、全国とは言いませんが、

かなり近い時期も想定して実験を行っているということです。  

○嶋田委員  わかりました。データのグラフの開花期の分布が、横軸が日数となっ

ているだけで、実際の具体的な日数の何月何日というのがないために、どのぐらい

重複しているのかがわからない部分もあるんですが、実際に横軸にこのデータを入

れることはできるんですか。  

○農環研  はい、できます。ここではお示ししていないですが、例えば、17 年の結

果ですと、ツルマメのピークが９月３日～４日ぐらいにきていまして、組換えダイ

ズの７月 20 日に播種したものが８月 26 とか 27 日ぐらいにきていますので、１週

間ぐらいピークが違うことになります。  

○嶋田委員  ありがとうございます。  

○農環研  普通だと１か月ぐらいは違うんですが、遅く植えることによってピーク

を１週間ぐらいの違いにできている。  

○井出委員  交雑をするには虫が来ないといけないと思うんですけれども、主なポ

リネーターはどんなもので、この地域におけるポリネーターの活動というのは調べ

られているんでしょうか。  

○農環研  18 年、 19 年度におきましては、ツルマメと組換えダイズごとに昆虫の

データを取っております。一般的なツルマメ、ダイズに来る昆虫としましては、媒

介していると考えられているのは、コハナバチなど、小型のハチというふうに文献

にありまして、実際に我々の調べたデータでも、ハチ目、チョウ目、アザミウマ目

が見られておりまして、これがダイズとツルマメに共通して見られた昆虫です。  
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 ハチ目としましては、農環研で多いのはツルガハキリバチとバラハキリバチが最

も多く、尐ないものとしてはアカガネコハナバチやヒメハラナガツチバチ、シロス

ジカタコハナバチが見られます。また、チョウ目では、ヤマトシジミやツバメシジ

ミ。アザミウマ目では、ヒラズハナアザミウマ、ビワハナアザミウマなどが見られ

ておりまして、実際、アザミウマは空中を飛んでいるわけではないので、花を振っ

てというか、花から出して調べるんですが、花 30 個体の総数としまして、例えば、

ヒラズハナアザミウマだと、９月３日に調査したダイズでは、51 匹観測されていま

して、昆虫の中では一番密度が高いというか、農環研のほ場で最も見られるのがア

ザミウマ目で、ダイズ、ツルマメに共通して見られています。  

○井出委員  ちょっとお聞きしたいんですが、自家受粉をするんですけれども、ダ

イズもツルマメも開花はするんですか。竜骨弁が下がって、雌しべも雄しべも外か

ら見える状態ですか。  

○農環研  見える状態にはならないです。内側に隠れている状態で、中に潜り込む

昆虫とか、アザミウマみたいに花粉を食べる昆虫がポリネーターの可能性があるん

ではないかと言われています。  

○井出委員  ありがとうございます。  

○原田座長  ２つほど教えていただきたいんですが、この検定個体数というのは、

ツルマメだけから取った種子で、ダイズの方は別にチェックはされていないわけで

すね。  

○農環研  はい。ダイズからツルマメへの交雑の調査ですので、ツルマメだけをや

っています。  

○原田座長  もう一点は、幼植物体にこの除草剤をまいて生き残ったのを、またＤ

ＮＡをチェックされているわけですけれども、グリホサートと全く関係なく耐性を

示したようなものはありませんでしたか。  

○農環研  それはありません。グリホサートをかけて残ったものはきちんとグリホ

サート耐性の個体で、ＤＮＡもそれに応じた特定のＤＮＡが見つかっています。  

○武田委員  大変な労作だと思いますが、私、このデータを見て、この実験の最も

強いメッセージは、ツルマメとダイズは播種期を工夫しても、なかなか開花期が合

わないものである。だけれども、一旦開花期が合ったら、例えば、パーミルぐらい

のレベルの交雑が起こるものだということですね。進化的に考えると、パーミルぐ

らいの率で交雑が起これば、十分というか、それは強過ぎるかもしれないけれども、

いろんな面白いことが起こることは事実です。ダイズもものすごく品種があるわけ

で、ツルマメとほとんど開花期がかぶるようなものもないわけではないし、さっき

どなたかがおっしゃったけれども、ツルマメの方だっていろんな自然変異があるわ

けです。だから、これでなかなかかからないよということを既にプレスリリースし

たみたいだけれども、それは言ってみれば見解の相違というか、立場の相違で、開
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花期が合ってしまったら結構かかるよということもこの同じデータで言えますね。 

○農環研  開花期が重なることと、もう一つは、要するに、絡ませるほど近くで両

種を栽培しているという条件も加わっていると御理解いただければ、開花期が合っ

ただけでは、今回得られたほどの交雑個体数は得られないと想定されるわけです。 

○武田委員  アメリカのダイズ畑ならそういうことは起こらないけれども、日本の

山間地のおじいちゃん、おばあちゃんがつくっているようなダイズ畑では、ダイズ

にツルマメが絡むということだって、ニアミスはあります。それは現場に出てみら

れるとよくわかる。そこを議論するつもりはないんだけれども、意外にかかるなと

いう印象を私は強めましたので、今後そういう観点で物を言っていきます。  

○林委員  この環研のお仕事は３年間の非常に労作で、これは私は大変だったと思

います。ここに書かれているメッセージはそのとおり素直に受け取りたいんです。

つくばでの成績だと思います。  

 先ほど嶋田先生から日本のほかのはどうだという御質問があって、私は分科会や

何かでたびたび言っていますけれども、農環研の方には申し訳ないけれども、もう

一つ別で、生資研の加賀さんたちのグループがやっているんです。今年のクロップ

サイエンスの volume48、５－６月号で、 1071～ 1079 ページに黒田ほかで生資研の

研究が出ています。その要点は、ちょうど嶋田先生から御質問があった、日本の中

でどうかということで、日本の北部、中部、南部のツルマメの自然集団 14 につい

て、ダイズと近接している自然集団についての解析です。細かいことは省きますけ

れども、交雑率は、北で 0.8、中央で 2.2、南部で 3.3、平均で約 2.2％というふう

に一応、算出されています。  

 この結果はクロップサイエンスで出ましたけれども、この結果以外に、今度、11

月にニュージーランドで国際バイオセイフティ学会シンポジウムがありまして、そ

こでこの研究者の加賀さんが壇上で発表します。これはクロップサイエンスのこの

ことプラス、交雑した後の雑種のフィットネスがどうだということまで触れている

かもしれないです。そこのところはわからないです。クロップサイエンスでは、こ

のフィットネスのことは余り触れていません。それで 11 月にどういう発表になる

か、国際的なシンポジウムでも発表されるという段取りになっています。  

 ですから、要望事項の①、③、④関係の話だと思いますが、国際的なレベルでの

報告がなされて、その評価がなされると思います。そういうことが今、走っている

ということを御報告しておきます。嶋田先生、御関心が強いようですから、これを

ごらんいただければと思います。  

○嶋田委員  ありがとうございます。  

○浦野技術政策課課長補佐  事務局から追加補足説明でございますけれども、今、

林先生の方からありましたとおり、今回は、この検討会からの要望事項の➂の前半

の本組換えダイズとツルマメの自然交雑率のみの御報告とさせていただきました
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けれども、➀とか、ほかのものについても試験をやっている最中でございますので、

結果がとりまとまり次第、随時、検討会の方には御報告をさせていただきたいと思

いますので、またよろしくお願いいたします。  

 何かほかに質問はありますか。  

○原田座長  あと１つだけ、釈迦に説法になるかもしれませんけれども、ダイズは

すごく日長感に敏感なものがあります。商業的には余り重要ではない品種かもしれ

ませんけれども、開花期が完全にツルマメとオーバーラップするような、もし必要

があれば、さっきの武田先生の御意見もあるんで、そういう品種を使うこともでき

るんではないか。ホォトペリオリズムが発見されたのはダイズとタバコで、 1920

年ごろ使われたわけですから、そういう品種も使えばいいのではないか。  

○農環研  はい。  

○高木委員  １つ、参考までに、直接関係ないんですが、耐性個体のタンパク質と

データを検定したと書いてありますけれども、タンパク質で何か差は出るんですか。 

○農環研  済みません。あるなしだけの検定なので。  

○高木委員  何がですか。  

○農環研  グリホサート耐性のタンパク質です。  

○高木委員  抗体で、免疫学的に見て、データがＤＮＡと一致する結果ですか。  

○農環研  はい、そうです。  

○小野里委員  今回はグリホサートをかけて生き残ったものだけを選び出してこ

られたと思うんですけれども、それらの個体は全部雑種であることをＤＮＡでチェ

ックされているんでしょうか。  

○農環研  そうです。  

○小野里委員  我々、水産生物をやっていると、かなり離れたので交雑すると、単

為発生というか、この場合だと有性発生しかないんですけれども、そういうのが起

こるし、例えば、シジミなどは、有性発生そのものを繁殖手段としているんです。

こういうものにそういう単為発生というのは割と起こるものなのか、ほとんど起こ

らないものなのか。  

○農環研  今回、ツルマメの種子を調べて、ダイズの遺伝子が入っていることを確

認しています。  

○小野里委員  だから、単為発生としては、有性発生しかないですね。  

○嶋田委員  小野里先生は、要するに、アポミクシスがあるんではないかという懸

念ですか。  

○小野里委員  いえ、そうではなくて、この場合、花粉ですけれども、受精した後、

花粉の方からだけ発生してしまう。例えば、シジミなどは、卵の方の核を追い出し

て、精子の方から子どもができてしまう。  

○嶋田委員  魚とか軟体動物でそういうのはあるかと思いますけれども、植物でも
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同じようにアポミクシスという現象があります。  

○原田座長  でも、マメ科のはないです。私は聞いたことがないですね。  

○嶋田委員  キク科とか、そういうのは多いです。  

○小野里委員  起こりやすいのは、どっちかというと、雌性発生といって、卵核だ

けからの発生が多いんですけれども、ときどき精子核からの発生も水産動物の場合

にはあるものですから、お聞きしました。  

○浦野技術政策課課長補佐  ほかに何か御質問等ございますか。ないようでしたら、

事務局の方から、２点目といたしまして、次回の開催日でございますが、次回の総

合検討会につきましては、現時点で未定でございますので、決定次第、御連絡をさ

せていただきますので、日程の確保方、どうぞよろしくお願いいたします。  

○原田座長  では、本日の議事全般について、何か御意見、コメントございますで

しょうか。特にないようでしたら、事務局の方にお返しします。  

 

＜閉会＞  

 

○浦野技術政策課課長補佐  本日は御熱心な御議論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」を閉会といたします。

どうもありがとうございました。  


