生物多様性影響評価検討会での検討の結 果
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生物多様性影響評価の結果につい て
本 組 換 え ダ イ ズ は 、 大 腸 菌 由 来 の プ ラ ス ミ ド pBR322 な ど を も と に 構 築 さ れ た
PV-GMPQ/HT4404 をアグロバクテリウム法により導 入し作出されている。
本組換えダイズは、ダイズ由来の Δ-12 デサチュラーゼを コードする FAD2-1A 遺 伝子
の断 片、パ ルミト イル アシル キャ リア蛋 白質 チオエ ステラ ーゼ をコー ドす る FATB1-A
遺伝子の断片及び Agrobacterium sp. CP4 株 由来の 5-エノールピルビルシキミ 酸-3-リ ン
酸合成酵素蛋白質をコードする改変 cp4 epsps 遺伝子等を含む T-DNA I 領域及び T-DNA
II 領域 が隣接した形 で染色体上に １コピー組み込ま れ、複数世代にわ たり安定して伝 達
されてい ることが 遺伝子の分 離様式やサ ザンブロ ット分析によ り確認され ている。本 組
換 えダ イ ズ の FAD2-1A 遺 伝 子 及 び FATB1-A 遺 伝子 の 発 現 につ い て は 、移 入 さ れ た

FAD2-1A 遺伝子の断片と FATB1-A 遺伝子の断片による RNAi よって抑制されてい るこ
とがノーザンブロット解析により確 認されている。また、改変 cp4 epsps 遺伝子の 発現
については、複数世代にわたり改変 CP4 EPSPS 蛋白質が安定して発現しているこ とが
ウエスタ ンブロッ ト分析によ って検出さ れている 。これらのこ とから、移 入された核 酸
が染色体上に存在し、その伝達や発 現は安定したものであると判断された。
(ア)

競合における優位性

宿主が属する生物種であるダイズ は、我が国において長期にわたり栽培されている が、
自生化しているとの報告はなされて いない。
我が国の 隔離ほ場 において、 本組換えダ イズの競 合における 諸形質につ いて調査が 行
われた結 果、発芽 個体数、分 枝数、一株 当たりの 精粒重及び百 粒重におい て本組換え ダ
イズと対 照の非組 換えダイズ との間に統 計学的有 意差が認めら れた。また 、統計処理 を
行わなか った項目 では、発芽 期及び発芽 揃いにお いて本組換え ダイズと対 照の非組換 え
ダイズとの間に違いが認められた。
発芽個体数は、本組換えダイズが 944 個体、対照の非組換えダイズが 879 個体で あっ
た。しか しながら 、収穫種子 の発芽個体 数におい て本組換えダ イズと対照 の非組換え ダ
イズとの 間に統計 学的有意差 は認められ なかった 。さらに、米 国で行われ た発芽試験 に
おいても 本組換え ダイズと対 照の非組換 えダイズ との間に統計 学的有意差 は認められ な

かった。
発芽期については本組換えダイズ が 7 月 12 日、対照の非組換えダイズが 7 月 13 日 で
あり、発芽揃い については、本組換えダイズが 7 月 13 日、対照の非組 換えダイズが 7
月 14 日であり、それぞれ の項目における差は１日のみであった。
分枝数は、本組 換えダイズが 7.0 本 、対照の非組換えダイ ズが 6.1 本であった。し か
しながら、種子 の生産に関わる項目( 稔実莢数、一株当た りの粗粒重、一株当たりの精 粒
重及び百粒重) において、本組換え ダイズの種子の生産性 が高まるような違いは認めら れ
なかった。
一株当たりの精粒重は、本組換え ダイズが 41.3 g、対照の非組換えダイズが 44.6 g で
あった。 しかしな がら、精粒 重が低いこ とが本組 換えダイズの 種子の生産 性を高める も
のではないと考えられた。
百粒重は、本組換えダイズが 18.2 g、対照の非組換えダイズが 19.4 g であった。 しか
しながら 、本組換 えダイズの 百粒重の平 均値は、 これまでに報 告されてい る従来ダイ ズ
の百粒重の範囲内であった。
これらの ことから 、観察され た差異は競 合におけ る優位性を 高めるもの ではないと 考
えられた。
本組換えダイズでは移入された FAD2-1A 遺伝 子の断片及び FATB1-A 遺伝子の断 片に
よる RNAi に より、種子中の飽 和脂肪酸含量が 低下しており、ま た、オレイン酸から リ
ノール酸 へ不飽和 化される量 が減少する ことで、 結果的にオレ イン酸含量 が増加しリ ノ
ール酸含 量が減少 している。 一般的にダ イズ種子 中の油分は、 ダイズ種子 におけるエ ネ
ルギー源 として貯 蔵され、主 に発芽など において 利用されるこ とが知られ ている。し か
しながら 、本組換 えダイズに おいて、種 子中の飽 和脂肪酸含量 の低下やオ レイン酸含 量
の増大が 発芽にお けるエネル ギー供給に おいて特 に有用である との報告は ない。また 、
本組換えダイズは改変 cp4 epsps 遺伝 子の恒常的な発現により、除草剤グリホサー トに
耐性を持 つ。しか しながら、 グリホサー トを散布 されることが 想定しにく い自然条件 下
において競合における優位性を高め るとは考え難い。
以上より 、影響を 受ける可能 性のある野 生動植物 等の特定は 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。
(イ)

有害物質の産生性

宿主が属 する生物 種であるダ イズについ ては、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。
本組換えダイズは、改変 CP4 EPSPS 蛋 白質を産生するが、当該蛋白質が有害物 質で
あるとす る報告は なく、既知 のアレルゲ ンと構造 的に類似性の ある配列を 有しないこ と
が確認されている。改変 CP4 EPSPS 蛋 白質は、芳香族アミノ酸の生合成経路であ るシ
キミ酸経路において EPSPS 蛋白質と同様の酵 素としてはたらくが、EPSPS 蛋白質は 本
経路における律速酵素ではなく、ま た、改変 CP4 EPSPS 蛋白質は基質特異性が高 いた
め、当該 蛋白質が 宿主の代謝 系に影響を 及ぼし、 新たな有害物 質を産生す る可能性は 極
めて低いと考えられた。移入された FAD2-1A 遺伝 子の断片と FATB1-A 遺伝子の断 片に

ついては、これら遺伝子の断片によ る RNAi よって本組換えダイ ズの FAD2-1A 遺伝 子と

FATB1-A 遺 伝子の発現が抑制されるの みで、これらが起因となり新たな蛋白質が産 生さ
れることはないと考えられた。
我が国の 隔離ほ場 において、 本組換えダ イズの有 害物質（根 から分泌さ れて他の植 物
及び土壌 微生物へ 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 産生性の有 無を土壌微 生物相試 験、鋤込み試 験及び後作 試験により 検
討した結 果、本組 換えダイズ と対照の非 組換えダ イズとの間に 統計学的有 意差は認め ら
れなかった。
以上より 、影響を 受ける可能 性のある野 生動植物 等の特定は 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。
(ウ)

交雑性

ダイズの近縁種としてはツルマメ が知られており、ともに染色体数が 2n=40 であ り交
雑可能で あること から、影響 を受ける可 能性のあ る野生植物と してツルマ メを特定し 、
以下の検討を行った。
ダイズと ツルマメ の人為的な 交雑を行っ た雑種の 生育には特 に障害が見 られないこ と
から、我 が国の自 然環境下に おいて本組 換えダイ ズとツルマメ が交雑した 場合は、そ の
雑種が生 育すると ともに、当 該雑種から ツルマメ への戻し交雑 を経て、本 組換えダイ ズ
に移入さ れた遺伝 子がツルマ メの集団中 で低い割 合にとどまら ずに拡散し ていく可能 性
がある。 また、ツ ルマメは全 国に分布し 、河原や 土手、畑の周 辺や果樹園 等に自生し て
いることから、本組換えダイズが近 接して生育した場合、交雑する可能性がある。
しかしながら、
①ダイズ とツルマメの 雑種形成及び 後代への遺伝 子浸透について、 数年間、日本各 地
のダイズ 畑周辺の集団を追跡 調査した結果、ダイズ とツルマメの雑種後代を示唆 す
る遺伝マーカー は検出されなかったとの報告があること、
②ダイズと ツルマメは一 般的に開花期 が重なりにく いことが知られ ており、人為的 に
開花期を一致させて交互 に株間 50cm の 隣接栽培を行った場合でも、交雑率は

0.73

％であるとの報告がある こと、
③除草剤グリホサート耐性組換え ダイズ 40-3-2 系統とツルマメの開花期を一致さ せ、
隣接して栽 培しダイズにツルマメ が巻きついた状態で生 育させた交雑試験では、 収
穫したツルマメ種子 32,502 粒中 1 粒がダイズ と交雑していたとの報告がある。
さらに、 我が国の 隔離ほ場に おいて本組 換えダイ ズと対照品 種である非 組換えダイ ズ
とを隣接 した試験 区で栽培し 、非組換え ダイズへ の自然交雑を 調査したと ころ、交雑 は
認めら れなか った。 生殖に 関わる 形質(花 粉の稔 性、花粉 形態、 種子の 生産性) を調査 し
たが、本 組換えダ イズの特性 は種の範囲 を超える ものでなく、 本組換えダ イズとツル マ
メとの交雑性は従来のダイズとツル マメ同様に極めて低いと推測された。
また、本組換えダイズとツルマメ が交雑した場合、その雑種は改変 cp4 epsps 遺伝 子
により、 グリホサ ート耐性の 形質を有す ると考え られるが、本 形質が競合 における優 位

性を高め るとは考 え難く、グ リホサート 耐性の形 質を有する雑 種が生じた としても、 そ
の雑種がツルマメの集団において優 占化する可能性は低いと考えられる。
以上より 、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た。
(2) 生物多様性影響評価を踏まえた結論
以上を踏 まえ、本 組換えダイ ズを第一種 使用規程 に従って使 用した場合 に、我が国 に
おける生 物多様性 に影響が生 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
当であると判断した。

