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＜総合検討会報告用＞資料 ５ 1 

生物多様性影響評価情報の検討状況について（案） 2 
 3 
Ⅰ 背  景 4 
 5 
・カルタヘナ法については、法施行後５年を経過したことから、「中央環境審6 

議会 野生生物部会 遺伝子組換え生物小委員会」において、施行状況の検7 
討が行なわれた。本年８月に検討の結果が取りまとめられ、10 月 5 日の総8 
合検討会で環境省から報告された。 9 
この報告書において、 10 
－生物多様性影響評価に資する知見の充実と最新の知見に基づく評価が11 
重要 12 

－生物多様性影響評価で必要とされるデータについては、蓄積された知見13 
と経験を踏まえ、適宜点検することが必要 14 

との指摘がなされた。 15 
・上記の検討結果を踏まえ、遺伝子組換え農作物の生物多様性影響評価に必要16 
とされる情報について、総合検討会において検討を行い、必要に応じて見直17 
しを行うこととされた。 18 

・このため、総合検討会の下に評価情報点検作業部会を設置し、広く点検作業19 
を行うこととされた。 20 

 21 
Ⅱ 経  緯 22 
・第 1 回作業部会において、総合検討会や農作物分科会で各委員から出された23 

意見等を参考に、生物多様性影響評価情報全般について広く意見交換を行い、24 
検討が必要と考えられる具体的項目を選定し、第 2 回作業部会から、その項25 
目についての検討を開始した。 26 

 27 
＜具体的点検項目について＞ 28 
・使用等の内容に応じた評価 29 

―隔離ほ場栽培の申請時に必要な情報について― 30 
・遺伝子組換え生物の種類に応じた評価 31 

―スタック系統の評価情報について― 32 
・評価項目・評価情報全般の点検について 33 

―「交雑性」と遺伝子浸透との関係について― 34 
・その他 35 
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Ⅲ これまでの検討結果 1 
１ 使用等の内容に応じた評価について 2 

―隔離ほ場栽培の申請時に必要な情報について― 3 
 4 
・カルタヘナ法では遺伝子組換え農作物の使用方法を定め、その使用方法等ご5 

とに生物多様性影響の有無について評価を行うこととされている。これまで6 
に評価を行ってきた使用方法等は大きく分けて、使用場所、使用期間等を特7 
定しない使用（以下「一般使用等」という。）、隔離ほ場に限定した使用（以8 
下「隔離ほ場における使用」という。）に大別される。 9 

 10 
・これまで一般使用等と隔離ほ場における使用に係る申請時に提出されている11 
評価書は、評価のための情報の記載内容に明確な差はない。この背景として、12 
①海外で既に使用実績のある遺伝子組換え農作物を対象としたものが多く諸13 
外国におけるデータが存在していること、②申請者が、隔離ほ場における使14 
用申請の段階から一般使用等の評価を想定して評価書を作成してきたという15 
経緯があることに加え、生物多様性影響評価検討会から、追加データを要求16 
される可能性を考慮して、あらかじめ広範囲な情報を評価書に記載してきた17 
ことも考えられる。 18 

 19 
・このため 20 
①カルタヘナ議定書や諸外国の生物多様性影響評価に関するガイドライン 21 
②諸外国における野外試験の申請時の評価書の内容 22 
③国内の隔離ほ場の情報 23 
④隔離ほ場試験の申請前に得られる生理・生態学特性に関するデータの内容 24 
等を基に、隔離ほ場における使用の申請時に提出される評価書に記載すべき情25 
報について検討した。 26 
 27 
・その結果、 28 
－諸外国におけるガイドライン等では「受容環境」における生物多様性影響を29 
評価することが明確に位置づけられている。 30 

 31 
－諸外国の野外試験の申請時の評価書では、受容環境に関する情報として実際32 
に使用する試験ほ場及びその周辺環境の情報やリスク管理の情報が詳細に記33 
述され、その情報を基に評価が行われている。また、野外試験を申請する段34 
階では各イベントの生理・生態学特性についての詳細なデータが必ずしも記35 
載されていない。 36 
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－我が国の隔離ほ場の使用にあたっては、遺伝子組換え農作物のほ場外への持1 
ち出し防止措置が講じられている。また、花粉等の拡散防止措置と併せて交2 
雑可能な野生植物種が存在する作物種についてはモニタリング措置が講じら3 
れている。 4 

 5 
－生理・生態学特性に関するデータについては、閉鎖系温室・特定網室の栽培6 
で得られるデータと隔離ほ場試験で得られるデータとでは、宿主によっては、7 
精度が異なっている。 8 

 9 
・今後は、 10 

①隔離ほ場の使用における申請時に提出される評価書に、隔離ほ場及びその11 
周辺環境の情報や遺伝子組換え農作物の管理に関する情報を体系的に記載12 
させること 13 

②隔離ほ場の使用における申請時に提出される評価書に記載すべき生理・生14 
態学的特性に関するデータについて、遺伝子組換え農作物の隔離ほ場外へ15 
の拡散防止措置、交雑可能な野生植物の存在の有無、導入する遺伝子の特16 
性等に応じて、その必要性を整理すること 17 

が必要であると考えられる。 18 
 19 
２ 遺伝子組換え生物の種類に応じた評価について 20 

―スタック系統の評価情報について― 21 
 22 
１）スタック系統の生物多様性影響評価の考え方について 23 
・現在、全ての親系統が第一種使用規程で承認されているスタック系統の評価24 
に当たっては、 25 
①スタック系統の情報として導入遺伝子間の相互作用の有無を判断するため26 
の情報 27 
②スタック系統の特性に関するその他の情報 28 
③親系統に関する情報 29 
を踏まえ、スタック系統から派生する中間型スタック系統も含めて生物多様30 
性に影響を与える導入遺伝子間の相互作用の有無を総合的に評価していると31 
ころである。 32 

これまでの評価書では、親系統に移入された核酸による意図された形質間33 
の相互作用の有無について、それらの発現蛋白質の特性等から理論的考察を34 
行っている。これまでに、このような理論的考察から親系統に移入された核35 
酸による意図された形質間に相互作用があると判断されたものはない。また、36 
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申請者は、上記の相互作用が示されていないことを、意図された形質につい1 
て親系統と比較することによって確認している。 2 
これまでのところ、スタック系統の個別の評価書を検討する過程で、上記3 

の評価の考え方について変更の必要性等は指摘されていないことから、今後4 
も同様の考え方で評価していくことが妥当である。 5 

 6 
２）相互作用の有無を分子レベルで検証する方法とその有用性 7 
・作業部会において、相互作用の有無を分子レベルで検証する方法として DNA8 

マイクロアレイを用いた場合の有用性について検討したが、現時点では、相9 
互作用の有無の検証を分子レベルで行うことは、評価を行う上で意味がある10 
とは考えられないと判断した。 11 

 12 
３ 評価項目・評価情報全般の点検について 13 

―「交雑性」と遺伝子浸透との関係について― 14 
 15 
・生物多様性影響評価項目や評価手順については、カルタヘナ法の関連告示に16 
その方法が定められており、評価項目の 1 つである「交雑性」については、17 
以下のように評価が行われてきた。 18 

 19 
①我が国の自然環境下で生息・生育する宿主と近縁野生動植物の生理・生態20 
学特性等に関する情報を収集した上で、交雑する可能性がある野生動植物21 
が存在する場合は、「影響を受ける可能性のある野生動植物」として特定す22 
る。 23 
 24 

②「影響を受ける可能性のある野生動植物」が特定された場合、遺伝子組換25 
え生物に移入された遺伝子の浸透が野生動植物の種又は特定の地域個体群26 
に生ずる可能性（影響の具体的内容）について検討する。 27 
 28 

③野生動植物の種又は特定の地域個体群に生じる遺伝子浸透がどの程度の割29 
合で起こり、拡散し得るのか（影響の生じやすさ）について検討し、生物30 
多様性に対する影響の有無を総合的に評価する。 31 
 32 
これまでのところ、国内に交雑可能な野生種が存在するダイズ、バラ等を33 
宿主植物とする個別評価書を検討する過程で上記の評価の考え方について34 
変更の必要性等は指摘されていないことから、今後も同様な考え方で評価35 
していくことが妥当である。 36 
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４ その他 1 
 2 
・遺伝子組換え技術を利用した品種育成を行うにあたっては、分子生物学的特3 
性の詳細が明らかでない初期世代を隔離ほ場でスクリーニングする場合が想4 
定されるとの議論があり、宿主の種類、導入遺伝子の特性、隔離ほ場の管理5 
措置の状況等を考慮して整理していくものであるが、具体的な事例等を基に6 
検討するべきであろうとの意見が出された。 7 
 8 

 9 
 10 
Ⅳ 今後の予定 11 
 12 
・生物多様性影響評価情報の検討状況を報告し、総合検討会でその方向性につ13 
いて検討していただき、作業部会でさらに具体的内容等について、検討を進14 
めることとする。 15 



これまでに提出された隔離ほ場栽培申請のための評価書

①海外で既に使用実績のある遺伝子組換え農作物を対象としたものが
多く、諸外国におけるデータが存在している。

②申請者が、隔離ほ場における使用申請の段階から一般使用等の評
価を想定して評価書を作成してきたという経緯があることに加え、生物
多様性影響評価検討会から、追加データを要求される可能性を考慮
して、あらかじめ広範囲な情報を評価書に記載してきた。

１ 使用等の内容に応じた評価について
―隔離ほ場栽培の申請時に必要な情報について―

生物多様性影響評価を行ってきた使用方法等の種類
＊使用場所、使用期間等を特定しない使用・・・「一般使用等」
＊隔離ほ場に限定した使用・・・「隔離ほ場における使用」
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カルタヘナ議定書
Annex III
RISK ASSESSMENT
Objective
1.The objective of risk assessment, under this Protocol, is to identify and evaluate the 
potential adverse effects of living modified organisms on the conservation and 
sustainable use of biological diversity in the likely potential receiving environment, 
taking also into account risks to human health.

General principles
6.Risk assessment should be carried out on a case-by-case basis. The required 
information may vary in nature and level of detail from case to case, depending on the 
living modified organism concerned, its intended use and the likely potential receiving 
environment.

Points to consider
9. Depending on the case, risk assessment takes into account the relevant 
technical and scientific details regarding the characteristics of the following subjects:
(h) Receiving environment.  Information on the location, geographical, climatic 
and ecological characteristics, including relevant information on biological diversity 
and centres of origin of the likely potential receiving environment. 
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諸外国のガイドライン等における
「受容環境」に関する情報の位置付けとその内容－１

日本
通知 別表第１
３ 遺伝子組換え生物等
の使用等に関する情報

EU
DIRECTIVE 2001/18/EC
ANNEX III B

第一種使用規程
承認申請書の第
一種使用等の方
法の欄に記載した
事項と同様の事項
を記載するととも
に、隔離ほ場試験
の場合は、隔離ほ
場の所在地を示す
地図及び隔離ほ
場内における試験
区の配置図並びに
隔離ほ場試験の
計画を添付するこ
と。

E. INFORMATION RELATING TO THE SITE OF RELEASE
1. Location and size of the release site(s).
2. Description of the release site ecosystem, including climate, flora 
and fauna.
3. Presence of sexually compatible wild relatives or cultivated plant 
species.
4. Proximity to officially recognised biotopes or protected areas which 
may be affected.
F. INFORMATION RELATING TO THE RELEASE 
1. Purpose of the release.
2. Foreseen date(s) and duration of the release.
3. Method by which the genetically modified plants will be released.
4. Method for preparing and managing the release site, prior to, during 
and postrelease, including cultivation practices and harvesting 
methods.
5. Approximate number of plants (or plants per m2). 3



試験ほ場及びその周辺環境の情報やリスク管理の情報が詳細に記述されている。

南アフリカ（ガイドライン） オーストラリア（Limited and controlled release of maize 
genetically modified to investigate gene function）

5.1 Full details are required as to the manner in which the trial release of 
the GMO is to be undertaken. The following aspects, at least, should
be addressed:
5.1.1 the location of the site for the proposed released (e.g.
Ordinance survey map of appropriate scale with site marked);
5.1.2 description of the test site in terms of -
* size, * soil, * groundwater level, * topography, * flora and fauna, 
* climate, especially prevailing winds, * former use
• distance from the nearest human settlements, along with the size of 
such settlements
• distance from surface waters
• distance from environmentally and otherwise protected areas;
5.1.3 description of the environment immediately surrounding the release 
site;
5.1.4 the barriers planned in order to segregate the experiments
comprising the trial release from the surrounding environment;
5.1.5 the supervision and monitoring of the trial release
5.1.6 the contingency plans to deal with extreme conditions such as 
storms, floods and bush fires during the course of the trial release;
5.1.7 the provisions to remove or eliminate the GMO from the test site 
or any other place where it may be found upon completion of the trial 
release and to restore the test site and any such other place to its 
original form;
5.1.8 the arrangements for producing the GMO in quantity;
5.1.9 the arrangements for transporting the GMO to the release site; and
5.1.10 the quantity of the GMO to be released

Section 6  The receiving environment
・試験地の面積、位置、期間、周辺情報
6.1  Relevant abiotic factors
・商業用トウモノロコシの生育や分布に関する非生物的な要因
・試験地の気象データ（気温、降水量）
・洪水の影響の有無、水路からの距離、暴風雨の影響の有無、囲いについ
て
6.2  Relevant biotic factors
・商業用トウモノロコシの生育や分布に関する生物的な要因
6.2.1  Presence of non-GM maize in the receiving environment
・試験地でのNonGMトウモロコシの栽培履歴、自生トウモノロコシの有無に
ついて
6.2.2  Presence of other sexually compatible plants in the receiving

environment
・試験地近辺での交雑可能な種の存在について
6.2.3  Presence of the introduced genetic elements, encoded

proteins and end products in the environment
・自然環境下における導入遺伝子要素の有無について
6.2.4  Presence of other biotic factors in the receiving environment
・試験地内の生物の導入遺伝子産物との接触、囲い、NonGM植物のバッ
ファーとしての利用について
6.3  Relevant agricultural practices
・トウモロコシの栽培暦、GMトウモロコシの栽培管理、GMトウモロコシの除
雄、GM種子の運搬、試験圃場の準備（除草剤利用の有無、肥料、農業機
械の利用）
・栽培後の植物の処理について（種子の除去や茎等のすきこみ、休閑期間
等）

諸外国のガイドライン等における
「受容環境」に関する情報の位置付けとその内容－２
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諸外国の野外試験の評価書に記載されている
導入遺伝子や生理・生態学的特性に関する情報

＊導入遺伝子に関する情報については、実験データに基づいて記
述されている。

＊生理・生態学特性に関する情報については、他国での栽培や試
験においての観察を記述するのみで、試験データは記載されてい
なかった。

我が国に提出される評価書の記載状況：
実験・試験データに基づいて記述し、その内容を添付している。

導入遺伝子に関する情報：コピー数、付与された発現の安定性等

生理・生態学的特性：稈長や分けつ数等の形態特性、生育段階の
時期（出穂期等）、花粉の稔性、種子の生産量、発芽率等
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我が国に隔離ほ場栽培を申請された遺伝子組換え農作物の
評価書における生理・生態学的特性に関する情報の収集

培養室 隔離温室 特定網室 隔離ほ場

第二種使用（研究二種） 第一種使用

１．海外で開発された場合

２．我が国で開発された場合

＊隔離温室や特定網室で収集したデータを利用

＊野外試験で収集したデータを利用

隔離ほ場 一般使用海 外 の 野 外 試 験

6
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我が国で開発された遺伝子組換え農作物の評価書に
記載されている生理・生態学的特性に関する情報

＊隔離温室、特定網室、隔離ほ場で収集されたデータを比較する
と、隔離温室でのデータは、特定網室、隔離ほ場で収集された
データと大きく異なっているものがあった（イネ）。

＊特定網室、隔離ほ場で収集されたデータは、平均値では大きな
差はないが（イネ、カーネーション、バラ）、隔離ほ場では調査点数
が多く、反復を設定して実施されていた（イネ、バラ)。

１．「高トリプトファンイネ」
２．「青紫色カーネーション」、
３．「フラボノイド生合成経路を改変したバラ」
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