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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 ７ 年 ９ 月 ２ ９ 日 

                                                     於・農林水産技術会議委員室 

 

開    会 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 それでは、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。 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 開会に当たりまして、技術安全課長の東條より、一言御挨拶申し上げます。 

 

○東條技術安全課長 

 それでは、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は、大変お忙しいところを、先生方には、この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に当たりましては、種々お世

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。 

 最近の状況でございますけれども、実は先週、コーデックスの方の応用食品特別部会が

日本で開催されるということがございまして、その中で、食品の安全性の評価ということ

ではございますけれども、組換え動物由来のもの、あるいは栄養または健康に資する組換

え植物由来のもの、そういったものについて新たに取り組んでいるというような方向で取

りまとめられたというふうに伺っておりまして、そういう意味では、また新しい国際的な

動きも出てきているかなというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、この遺伝子組換えの技術については、今後の食料問題あるい

は環境問題の解決という観点から非常に重要な技術でございますけれども、やはり国民の

理解を得て進めていくということが重要でございますので、ぜひ、今後ともそういう意味

で、幅広い観点から先生方の御意見を伺っていきたいと思っております。 

 前回、この総合検討会、９月５日に開催をさせていただきましたが、そのときに５件ほ

ど御審議を賜りました。その案件につきましては、昨日付で消費・安全局長及び環境省の

方に検討結果の報告をさせていただいております。案件については、除草剤グリホシネー

ト耐性トウモロコシ等、全体で５件あったかと思いますが、そういう案件については今の

ような処理をさせていただいているところでございます。 

 本日の総合検討会は、環境省と農林水産省の共同開催ということでやっておりますけれ

ども、農林水産大臣が、その生産または流通を所管する遺伝子組換え農作物として、農林

水産大臣の方に第一種使用規程の申請のありました１件につきまして、これから御審議を

賜るということでございます。ぜひ、幅広い観点から御意見を賜りますよう、よろしくお

願いしたいと思います。 
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配布資料の確認等 

 

○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。 

 お手元に、本日の検討会の議事次第、その次に配付資料の一覧がございますので御確認

願います。その下に本日の検討会の座席の配置図。 

 その次に、資料１といたしまして安全性の確認状況、資料２－１といたしまして、本日

の検討案件でございます除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネの農作物分科会における

検討の結果、資料２－２といたしまして、この案件の申請書の概要でございます。 

 不足している資料等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注意事項を守

っていただくよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、以後の議事進行につきまして、原田総合検討会座長にお願いいたします。よ

ろしくお願いします。 

 

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、議事に従いまして進行させていただきます。御協力をよろしくお願いしたい

と思います。 

 まず、議事の１番目ですけれども、「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」でございます。 

 既に、農作物分科会の方で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農作物分科会の近藤座長から報告していただき

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

の第一種使用による生物の多様性に及ぼす影響について御検討をいただきたいと考えてお

ります。 

 議論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まして、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の報告をいただいた後で、

この委員会の委員の皆様で検討を行いたいと思います。その後、委員からの意見を集約し

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説明

をお願いします。 

 

〈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に基づいて、農作物分科会での検討状況、また食品等の安全性審査状
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況について御説明いたします。資料１をご覧ください。 

 本日の案件、１件でございますが、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ RT73 でござ

います。これにつきましては農作物分科会におきまして、本年の６月６日、７月 15 日、８

月 10 日、９月 15 日の４回にわたりまして検討を行っております。 

 旧指針における安全性の確認状況でございますが、隔離ほ場につきましては 1995 年、コ

モディティと栽培につきましては 1996 年に確認を行っております。 

 また、食品につきましては 2001 年、飼料につきましては 2003 年に安全性の確認が終わ

っております。 

 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、本日の議題であります除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ RT73 の検討を

行います。 

 最初に、近藤農作物分科会座長から御報告をお願いしたいと思います。 

 

〈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２－１に基づき報告させていただきます。 

 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.） 

（RT73，ＯＥＣＤ ＵＩ：ＭＯＮ-00073-7）。 

 使用等の内容は、食用また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です。 

 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。 

 サザ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 PV-BNGT04 のうちの改変型 cp4 epsps 遺伝子（グリホサート耐性遺伝子）発現カセッ

ト及び gox v247 遺伝子（グリホサート耐性遺伝子）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 cp4 epsps 及び gox v247 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（Brassica napus L.）は、我が国へは明治初
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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るが、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おりませ

ん。 

 本組換えセイヨウナタネには、導入された改変型 cp4 epsps 及び gox v247 により除草剤

グ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。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、非組換えセイヨウナタネとの有意差は認められ

ておりません。 

 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あります。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 Wester 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

が確認されております。 

 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 CP4 EPSPS 蛋白質

及び GOX v247 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あり

ません。 

 EPSPS 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、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、EPSPS 活性が高まったとしても、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、EPSPS 蛋白質はホスホエノールピルビン酸及びシキミ酸-3-リン酸と特異的に反応する

酵素であることから、CP4 EPSPS 蛋白質が他の物質の反応を触媒して異なる物質が産生さ

れることはないと考えられます。 

 GOX 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、その改変型である GOX  
v247 蛋白質が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。 
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 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。 

 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 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 

 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が生ずる可能性を評価したとあり

ますが、ここのところを、「生ずる可能性として、下記の①、②について評価した」

というふうに変えていただきたいと思います。 

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（B.napus）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５～30％と報告されている。 

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る。 

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る。 
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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 cp4 epsps 及び gox v247 により付与された除草剤グリホサート耐性

が、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。 

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 B.rapa、B.juncea、B.nigra、R. raphanistrum 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について 

   B.rapa、B.juncea、B.nigra、R. raphanistrum は、我が国ではいずれも荒地や路

傍等に自生している。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、

B.rapa では 0.4～13％、B.juncea では３％とされており、B.nigra 及び 

R. raphanistrum 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

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ことが示されています。 

   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 B.rapa、
B.juncea の自然交雑率については、隣接０ｍ区が最も高く B.rapa で 8.5％、

B.juncea で 3.4％、10ｍ離れたところではどちらも０％であることが示されてい

ます。また、アで述べたように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。これらの結果から、

試験が行われていない B.nigra 及び R. raphanistrum も含め、本組換えナタネの近

縁種との交雑に関する性質は非組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。 

   従って、本組換えセイヨウナタネが B.rapa、B.juncea、B.nigra、R. raphanistrum
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、Caulimovirus 属に属する Figwort mosaic virus（FMV）

の35Ｓプロモーターが使用されている。我が国にはFMVは分布しないが、Caulimovirus
属に属するウイルスとして Carnation etched ring virus（CERV）、Cauliflower mosaic virus
（CaMV）、Dahlia mosaic virus（DMV）、Strawberry vein banding virus（SVBV）が分

布しており、このうち CaMV は、Brassica 属を宿主とすることが知られている。この

ことから、相同組換えにより、CaMV に FMV の 35S プロモ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 FMV35S プロモーターと

CaMV35S プロモーターの塩基配列の相同性は、ほぼ全長にあたる 553bp の塩基配列

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



 - 7 -

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ました。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。以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。ただいま除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネにつ

いて御報告をいただきましたが、この件につきまして、御質問、御意見をいただきたいと

思います。いかがでしょうか。 

 一つお聞きしたいのですが、４ページの中段のイのところの３行目あたりですが、

「B.rapa、B.juncea、B.nigra、R. raphanistrum は、我が国ではいずれも荒地や路傍等に自

生している」と書いてあるんですが、我々の委員会としては、水田とか畑で栽培されてい

る栽培植物に対する影響については検討の対象としていないので、「荒地や路傍等に自生

している」という表現に加えて、「畑地で栽培されている以外に」というような言葉を入

れた方がはっきりすると思ったんですけれども、それは無用ですか。今までも、そういう

表現は使っていないですか。 

 

○安田野生生物課長補佐 

 ここでは、野生動植物に対する影響の評価が主体であるということでこのような表現と

なっておりまして、特段追記はしなくてもよろしいかと思います。 

 

○原田座長 

 ほかに、いかがでしょうか。 先ほど事務局から説明がありましたけれども、この審査

案件につきましては、作物分科会の方で４回にわたって検討されているわけです。それか

ら、前の旧指針のときにも検討し、環境安全性について確認をされております。農作物分

科会では細部にわたり検討していただいたところですが、幅広い視点から御意見をいただ

ければと存じます。どうぞ。 

 

○高木委員 

 資料２－１の一番最後のところで組換えの問題ですが、これは前回の打合せの際に相同

組換えの可能性について質問させてもらったのですが、その後、渡邉さんから、植物では

この程度の相同性では組換えは起きないということをはっきりさせていただきましたので

納得いたしました。全く同じ表現ですね。 

 

○原田座長 

 表現は変わっていないと思います。 

 ほかには何かございますか。どうぞ。 
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○武田委員 

 これに限った話ではないんですけれども、ＬＭＯに対する慎重派の大きな論点は、やは

り交雑性に由来する遺伝子の浸透というか、拡散ということに対する心配が非常に強いと

思うんですね。 

 事実、この概要書を見ていましても、隣接するプロットでは数パーセントの種間交雑が

起こっているというような数字を見ると、これは、普通の人は大変なことであると認識す

ると思うんですが、特に、こういう種間交雑、遠縁交雑の場合、交雑が起こったとしても、

その後、新しい生物種が成立するということは極めてまれであって、自然は遠縁交雑とい

う、言ってみれば、進化をドライブするアクセルも用意していますけれども、一方、雑種

崩壊という言葉で代表される、それに対してブレーキを踏むようなメカニズムが必ずあり

まして、数パーセントという頻度で交雑が起こったとしても、それが２代、３代成立する

ということはほとんどないわけです。 

 ですから、遠縁交雑、種間交雑というようなキーワードだけが前面に出てしまって、雑

種崩壊というきちっとしたブレーキが自然界にはあるということが、余り前面に出てきて

いないように私は感じるんですね。 

 ですから、これは一般論なんですが、これからいろいろな議論をしていくとき、あるい

は評価書をお書きになる立場の方も、その辺のバランスというんでしょうか、両面あると

いうことを十分認識していただいたらよろしいのではないかと思います。 

 

○原田座長 

 ありがとうございます。 

 

○近藤委員 

 どこかに、そういう文言がこの中にもありましたね。 

 

○東條技術安全課長 

 ４ページのイのところの真ん中辺に、「さらに、交雑したとして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ことが示されている」ということで、そういう表現をさせていただ

いております。 

 

○原田座長 

 嶋田委員は、いかがでしょうか。 この前、御紹介はあったんですけれども、御都合で

御欠席だったものですから、今回ご出席は初めてということで、何か、特にコメントがあ

ればどうぞ。 

 

○嶋田委員 

 今の問題ですけれども、私たち委員の中で、非公開でのいろいろな下調べの検討会で、

武田先生からこの点は、もう一度、ここのところをはっきり出した方がいいんじゃないの
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かというようなことで、農作物分科会では、ここの文言をどのようにするかということで

変えました。それで、このようにしたわけですが、武田先生、どうでしょうか。もう少し

はっきり、複二倍体というような、そういうふうな表現にした方がいいですか。それとも、

もう少し一般的に、「それぞれ染色体の数や構成が異なっていることから」というような

表現にしたんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 今、あえて申し上げたのは、雑種崩壊という言葉があるものですから、それを前に出さ

れるといいかなというふうに私は思っているんです。 

 

○嶋田委員 

 そうすると、「生じた種間雑種の花粉や種子の稔性は著しく低下することが示されてい

る」というのを、もう少し専門用語として、「種間雑種の雑種崩壊」というようなことを、

そのままそこにダイレクトな用語で書けばいいのではないかという御指摘ですね。 

 

○武田委員 

 私の中では、種間交雑、遠縁交雑が起こるということは、むしろまれで、雑種崩壊の方

が、はるかに普遍的なことだと思っています。 

 実は、自然界は安全装置を巧みにかけてあって、間違って遠縁交雑が起こっちゃうとい

うリスクよりは、そういう間違いが起こっても、それを確実に排除していくようなブレー

キの方が的確に働いているのではないかというふうに感じています。 

 そういう意味で、雑種崩壊という整理された概念がありますので、それを入れていただ

く。そういうのを、一つの文言を考えるときのポイントにしていったらどうかというふう

に思っています。 

 

○原田座長 

 今回は、少なくとも３種の交雑のおそれがあるものがあるわけなので、雑種崩壊という

言葉をここのところに挿入した方が、交雑についての評価が明確になると思います。 

 

○東條技術安全課長 

 例えば、「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雑種崩壊

のメカニズムがあることが示されている」とか、そんなような表現でよろしいでしょうか。 

 

○小野里委員 

 ただ、今の点に関しては、現存している我々の身の回りの顕花植物の見積もりによるけ

れども、70％から 90％が遠縁の交雑で、そして染色体が倍加した、いわゆる複二倍体由来

とされているんですね。 

 実際に、我々は雑種生物を主に研究していますけれども、今おっしゃったような雑種崩

壊、それは非常に頻繁に見られて、そういう新たな種として成立する機会というのは、非

常に確率的には小さいというのは重々承知しているんですけれども、現存している植物の
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ほとんどは、そういう遠縁の交雑で、それを祖先としてまた分岐してきて、また、それが

現在でも今度は、それ同士の離れたものが交雑して新たな種ができてくるということが起

こってはいるんです。 

 

○原田座長 

 それは、武田先生がアクセルという表現でさっきおっしゃった件ですね。進化の過程で、

そういうメカニズムが進化を促進するように働いているわけですね。 

 

○小野里委員 

 そうですね。種としてまで成立する機会というのは本当に小さいんですけれども、一旦

成立すると、いわゆる雑種強勢が逆に働いて、非常にそれがはびこってくる。種によって

は、本当に１個体のＡ種と１個体のＢ種で交雑して、それぞれ１個体由来で１つの種を形

成しているというものも知られているぐらい、非常にそういう交雑後の成立した後の勢力

というのは大きくなる場合がある。それがゆえに、大部分の種が、そういうイベントを通

して現存種が残っているというふうに考えられているわけですね。 

 だから、確率的には非常に小さいですけれども、僕は、全く無視するということはでき

ないかなと思っているんですね。 

 多分、最近動物でもそういうことが言われ始めて、動物も何回か染色体の倍加を経験し

ているんですけれども、同質四倍体、同種どうしの倍加ですと、減数分裂の際に時々問題

を起こして、うまく子孫が残せないことが多くて、逆に遠縁の種間の交雑ですと、それぞ

れの種が、染色体が２セットずつになるものですから、減数分裂の際の対合が非常にうま

くいって子孫を残しやすいということも知られているんです。 

 ですから、確率的に非常に低い、残る確率が非常に低いということは十分僕も理解でき

ますが。 

 

○原田座長 

 ここでは、もしかすると種の残存性に中心を置いての議論で、新しい種ができてくると

か、進化の問題よりは種の残存性の話だろうと思いますので、それで武田先生も、「アク

セルの働きもメカニズムもあるけれども」とおっしゃっていたわけですけれども、我々の

議論の対象は、どっちかというと、そういうふうに交雑種が優占になっていくかどうかと

いうところが一番の議論の中心じゃないかと思います。 

 

○安田野生生物課長補佐 

 資料２－１４ページのイのところも、最後は結論のところで、「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る」ということで、全く否定し切っているわけ

ではない、リスクは極めて小さいという結論でまとめております。 

 

○小野里委員 

 それを低くしている原因は、先ほどおっしゃられたような雑種崩壊等が非常にかかわっ

ているんですね。 
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○原田座長 

 だから、今の小野里先生の御意見も、我々としては常に頭の中に入れながら、さきほど

東條課長が示された修文案で修正することで御異議がなければそうしたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 大事なポイントなので、もうちょっと議論をさせていただいてよろしいでしょうか。 

 確かに、小野里先生がおっしゃるように、動物の場合でも、植物の場合でも、やはり進

化というダイバージョンとコンバージョンの繰り返しですから、いろいろなことが起こっ

ております。要するに、いろいろなことが起こったからこれだけ多様であるわけです。 

 ただ、そういう我々サイエンティストの慎重な言いぶりが、ともすると善良な市民の方

に、十分な説明がないがために誤解を与える場合もありまして、結局、何が問題なのかと

いうと、自然界の生物の進化の時間というのは 100 万年とか数百万年、場合によると億の

時間単位なんですね。その間には、非常にたくさんのことが起こっている。 

 ところが、例えば農耕の歴史の後の１万年で考えてみると、しゃかりきになって新作物

をつくろうとしても、我々が成功したのは作物の場合は、例えばライムギとコムギの雑種

のライコムギ、ハクサイとキャベツの雑種のハクラン、それからカラタチとオレンジ、い

わゆるオレタチとか、極めてわずかなケースで、しかも、それらは、今、市場的には成立

していないんですね。 

 もちろん、可能性としてはいろいろなことが起こっている。ですから、私もアクセルと

ブレーキと申し上げましたけれども、少なくとも、実際の我々が生きているぐらいの時間

軸の中で、しかも日本の町で、200 万ヘクタールぐらいの農地の中で起こり得る現象とし

ては、ここに隕石が落ちてくる確率よりも多分低いんですね。その辺のところをバランス

よく議論するための一つのキーワードとして雑種崩壊という、自然はちゃんとした安全装

置を持っているのだから、種間交雑は起こらないとは言わないけれども、それはほとんど、

10 マイナス何乗という頻度しか残れない程度のメカニズムを生物は持っているんだと、そ

ういう形で種の特異性が担保されてきたんだというようなことを、ここにおいても一つの

物事を考えるときのベースになるのではないかというふうに感じているものですから、あ

えて申し上げたところです。 

 

○小野里委員  

 同じようなことは、我々が持っている遺伝子一つ一つが、たった１個体に出た変異が全

種に、あるいはもっと広い範囲に行き渡っている。だけれども、１つの遺伝子が、今度、

本当に行き渡る確率というと極めて低い。だから、極めて低いから、それを全体の生物に

行き渡ることを否定することはできないという、そういう点で申し上げたわけです。 

 

○原田座長 

 先ほど武田先生がおっしゃった種間交雑の３つの例ですけれども、オレタチは、たしか

プロトプラスト融合で、ハクランは胚培養を使っているんですね。ですから、人工的な手
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法により作られていますものですので、自然界では大変少ないということになっておりま

す。 

 

○林委員 

 今、武田先生のおっしゃったとおりだと思うんですけれども、実は、私はこの問題は重

要だと思って、最近の文献とか学術誌とかをいろいろ読みまして、そういう一般論ではな

くて、具体的な、科学的なデータとして国際的に認知されているものが幾つかあるので―

―「農作物分科会の検討の結果」の文章をどうこう変えるということではなくて、先生の

おっしゃったことが確かだということを確かめるために、ちょっと御紹介したいと思いま

す。 

 2004 年に、ＣＡＢＩインターナショナルという有名なイギリスの出版社から

「Introgression from Genetically Modified Plants into Wild Relatives」という題で厚い本が出ま

した。そこに 27 ペーパーがあるんですけれども、Brassica に関するペーパーが６つありま

す。 

 それで、細かいことは触れませんけれども、その６つを要約しますと、１つは gene 
introgression、もう一つは fitness（適応度）のことが読み取れます。特に gene introgression
については、rapa と napus の関係が最重要であるが、両者の交雑というのは、遺伝子組換

えの有無にかかわらず昔から熟知のことで、別に新しいことではありませんということで

す。だから、このこと自身は問題ではない。問題は、それによって生じたところのＦ１と

か、あるいは戻し交雑して生じたＢＣ１に導入された遺伝子がどういうふうに伝っていく

か、あるいは定着するかということです。これは我々の理解のとおりだと思います。 

 それで、最近のいろいろな研究を集約すると、napus と rapa との間でＦ１、ＢＣ１ある

いはＢＣ２、そういうような集団中に、導入遺伝子が伝播していく確率は極めて低いとい

うことがデータでも出ています。ですから、武田先生のおっしゃっていることを支持して

いる内容になっているわけです。 

 それで、その低いということは、ＢＣ１がＢＣ２に集団の世代が進むに従って、なお減

少していくということで、したがって、集団中で増加していくことはありませんというデ

ータが出ております。以上が gene introgression です。 

 fitness については、この本以外に、最近、International Society for Biosafety Research とい

う学術誌の最近号(2005 年)で fitness を報告した人がいまして、1997 年の Heredity の他の人

のデータも含めて集約したものが出ています。B.rapa、B.napus の間では、例えばほ場の

生存率、光合成能力、花粉の活性、結実率とか、そういうような量で fitness を推定すると、

いずれも親の rapa の集団を１とすれば、Ｆ１が 0.786、ＢＣ１が 0.644 ということで、だ

んだんと低下していくということがやはり数値に示されて、親の、この場合は rapa ですけ

れども、野生の集団を圧迫するということはない、そういうことが数値で示されています。  

武田先生のおっしゃったことは間違いないんですけれども、もしも科学的なデータという

ときには、そういうものをお使いいただいても結構だと思います。文章を、もちろん変え

る必要はありませんけれども、そういうことが、最近読んだ中でも明らかになっていると

いうことであります。 
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○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 

○近藤委員 

 遺伝子組換えによって、生物が 30 億年ぐらいかけて進化してきた変化みたいなことが、

直ちに何か、組換えると起こるみたいな感じですぐ言われてしまうので、ここでそういう

ことを議論するというのはとても大事なことじゃないかなというふうに思うんですね。 

 

○原田座長 

 タイムスケールも頭に入れてということですね。 

 

○近藤委員 

 はい。 

 

○原田座長 

 ありがとうございました。 井出先生、何か、特に御意見ございますか。 

 

○井出委員 

 特にありません。 

 

○原田座長 

 もし、今以外に御意見がなければ取りまとめに入りたいと思いますけれども、小さなモ

ディフィケーションだけですので、この提示された「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、そういうことでよろ

しいでしょうか。 

 あと、先ほどの課長の修文は、再度確認させていただければと思いますが。 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 今、読み上げて確認をさせていただけたらと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○原田座長 

 お願いします。 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 それでは、資料２－１の４ページのイの B.rapa、B.juncea、B.nigra、R. raphanistrum の

関係でございますが、それの１パラ目の５行目から読み上げます。「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

示されている」という文章に修文したいと思います。 
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○原田座長 

 確認しますと、原文の「さらに、交雑したとしても」からはずっと残して、点があって、

「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」の後に追加するというこ

とですか。 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 その後に、「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る」という文

言が入ります。 

 

○原田座長 

 では「低下する」まではずっと生きていて、その後に、今の文言をつけ加えるというこ

とですね。 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 はい。いかがでしょうか。 

 

○林委員 

 これは、近縁種じゃなくて近縁交雑種ではないでしょうか。 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 その前のところですね。「これらの近縁種は」というところは、これは、あくまでも rapa
なり juncea なりを指している意味ですのでこれでよろしいかと思いまして。 

 

○原田座長 

 その後の箇所で種間雑種といっているので、これでいいかなと思いますが。 

 

○林委員 

 わかりしました。 

 

○原田座長 

 それでは、そういう修文をしていただいて、これは完結したことにいたしたいと思いま

す。 

 

（２）そ の 他 

 

○原田座長 

 それでは、次の議題に移りますが、次の議題はその他ですけれども、事務局の方から何

かございますか。 

 

○龍口技術安全課長補佐 
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 次回の総合検討会の日程でございますが、10 月 31 日、今度は月曜日になります。時間

は、同じ２時から、この委員会室で開催を予定しておりますので、またよろしくお願いい

たします。（事務局注：10 月 31 日に予定した総合検討会は農作物分科会で検討が終了し

た案件がないことから中止いたしました。次回は 11 月 25 日を予定しております。） 

 

○原田座長 

 それでは、委員の先生方、何か全体的なことで意見があればですけれども、よろしいで

しょうか。 

 そうしますと、この総合検討会は 10 月 31 日、大体 1 カ月後ですね。その前に３度ほど

分科会がございますので、私も、できるだけ分科会の方に出るようにしたいと思っていま

す。今までですと、林先生がほとんど皆勤していただいていて、委員の先生方も、可能な

範囲で出ていただいているんですけれども、また――特に嶋田先生なんか、お忙しいでし

ょうけれども、分科会の方も出ていただければと存じます。 

 

○嶋田委員 

 大学に近いですから、これぐらいの時間だったらＯＫです。 

 

○原田座長 

 それでは、ほかになければ事務局の方にお返しいたします。 

 

○龍口技術安全課長補佐 

 熱心な御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 

 

 


