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河本

Natuo KOMOTO， Mai TSUDA， E話iOKADA， Tetsuya IIzUKA， Nobuo KUWABARA， Hideki SEZUTSU and Yutaka TABEI: 

Development ofmethods for risk assessment oftransgenic silkworms rearing on biodiversity 
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Recently， various kinds of transgenic silkworms， Bombyx mori， which spin innovative silk， such as fluorescent or ex-

tremely thin one， have been developed. Practical application of the value-added silkworms can be a major solution to revト

talize sericultural farmers， who confront low cocoon price. The use of transgenic organism is regulated by the Cartagena 

law in Japan on the purpose to conserve biodiversity. Silkworm itself is a highly domesticated animal which is unable to 

feed or reproduce under natural conditions without human care. It is unlikely that the introduction of the genes encoding 

genetically engineered silk enables the silkworm survive independently to become a threat to biodiversity through competト

tion with wild animals or feeding on natural plants. The wild silkworm， B. mandarina， inhabiting Japan can cross with B. 

mori artificially but no hybrid has been identified in the natural population of Japan. One reason of the absence of hybrids 

is that moths do not emerge in sericultural farms because pupae are killed in their cocoons for silk reeling. It is also sup-

posed that the silkworms discarded outdoor cannot grow to mate with their wild relatives. In this study， we found that both 

larvae and moths of B. mori were preyed rapidly under natural conditions by various predators， such as birds， wasps， ants， 

and carrion beetles. We also developed methods for the risk assessment of rearing transgenic silkworm on biodiversity and 

applied them to a transgenic silkworm strain producing fusion protein of fibroin and green fluorescent protein (GFP) of je卜

Iyfish (Aequorea victoria). In the measurement of walking distance of individual fifth-instar larvae in 16 hours， no statistical 

difference was observed between transgenic and non-transgenic silkworms. We also compared the position of eggs laid by 

individual female moths after mating and obtained a result that transgenic sillくmothslaid eggs in smaller area than non-

transgenic ones. The production of allelochemical substances was also tested by biological assay. On the soil mixed with 

freeze-dried powder of larval body or feces， there were no statistical differences between transgenic and non-transgenic 

silkworms for the rate of germination or weight of the seedling. The number of bacteria and fungi was also compared after 

the incubation of the soil mixed with the powdered specimens， resulting in no statistical differences between transgenic 

and non-transgenic silkworms in most of the tests. In combination with conventional statistics in silkworm breeding， such 

as larval days， cocoon weight， and egg numbers， researchers can assess the risk of their transgenic silkworm on biodiver-

sity for the application of permission to rear them in sericultural farms. 1) Nationallnstitute of Agrobiological Sciences， 

Owashi 1・2，Tsukuba 305・8634，Japan; 2) Gunma Sericultural Technology Center， Soja 2326-2， Soja-cho， Maebashi， 371-

0852，Japan 

Key words: Bombyx mori， transgenic silkworm， green fluorescent protein， risk assessment， biodiversity 
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低価格の輸入品とは差別化された付加価値の高い繭の生

産が求められている。従来の交配による育種でも多様な

蚕品種が作られてきたが，高付加価値のカイコを開発す

るには必ずしも十分とは言えない状況にあり，これまで

にない画期的な絹糸老生産するためには，遺伝子組換え

技術による品種改良は不可欠である。世界で初めての遺

伝子組換えカイコが 2000年に作出されて以降 (Tamura

et al.， 2000)，遺伝子機能解析等の基礎研究と並行して，

産業利用のための研究開発も進められてきた。近年では，

E司

現在，繭の取引価格が低く厳しい状況に置かれている

日本の養蚕業では，高齢化や後継者不足により養蚕農家

の減少が続いている。飼育のコストを現状からさらに削

減することは困難であり，養蚕業の振興を図るために，

緒
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蛍光を発する絹糸や超極細絹糸，クモ糸の成分を含む絹

糸など，さまざまな高機能絹糸を生産する遺伝子組換え

カイコの開発が報告されている (Iizukaet al.. 2013 ; 

Kojima et al.， 2007;田村ら，2009;Wenetal.，2010)。また，

医薬品や化粧品の原料などを生産する遺伝子組換えカイ

コについては，すでに一部で実用化が始まっている

(Tomita et al.， 2003)。医薬品等を生産する遺伝子組換え

カイコについては，医薬品製造の基準によってタンパク

質成分の品質を適切に管理するために閉鎖系条件下で飼

育されているが，今後の養蚕業の振興を考えれば，繊維

製品として利用される高機能絹糸を生産する遺伝子組換

えカイコを，一般の養蚕農家において従来と大きく変わ

らない条件で飼育できるようにする必要がある。

日本国内での遺伝子組換え生物の栽培や飼育は， 1遺

伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律J(以下， 1カルタヘナ法」という)に

よる規制に従う必要があり，遺伝子組換えカイコについ

ても同様である。同法に基づく遺伝子組換え生物の使用

には，拡散防止措置を執って行なう第三種使用等と，拡

散防止措置を執らずに行なう第一種使用等がある。養蚕

農家における飼育を考えた場合，幼虫の飼育そのものは

蚕室内で行なわれることから第二種使用等での飼育が可

能とも考えられるが，実際には飼育残漬の処理が課題と

なる。現在の養蚕農家ではクワを枝ごと与える条桑育に

よる省力的な飼育法が一般的であり，上藤後には大量の

枝を含む飼育残誼が残される。その中には，カイコの幼

虫や踊が混入する可能性が考えられることから，第二種

使用等で求められる拡散防止措置を執るためには，カイ

コの幼虫や摘を殺す処理(不活化)をしないと屋外に廃

棄することができない。飼育室内で可能なカイコの不活

化の手段としては，一般に冷凍やオートクレーブが用い

られているが，養蚕農家での大規模飼育では現実的とは

言えない。そこで，第一種使用等としての飼育を実現す

る必要が生じる。

カルタヘナ法では，第一種使用等をしようとする場合

は，遺伝子組換え生物の種類ごとに第一種使用規程を定

め，生物多様性への影響を評価した資料を添えて主務大

臣に申請し，承認を得る必要がある。遺伝子組換え生物

の使用による生物多様性影響の評価の方法については，

「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性

影響評価実施要領(平成 15年財務・文部科学・厚生労働・

農林水産・経済産業・環境省告示第2号)J(以下， 1実

施要領」という)に定められており，遺伝子組換え動物

については表 Iに示す項目を評価することとされてい

る。

産業利用目的での遺伝子組換えカイコの第一種使用等

をしようとする場合の実際の申請の手順や，その際に必

要となる生物多様性影響評価書を含む申請書の書き方な

どは， 1農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺

伝子組換えカイコに係る第一種使用規程の承認申請につ

いて(通知)J (農林水産省消費・安全局長，農林水産省

農林水産技術会議事務局長，環境省自然環境局長，平成

25年7月 19日)を参照されたい。

遺伝子組換え生物の第一種使用等による生物多様性影

響の評価は，単にその遺伝子組換え生物を飼育・栽培し

た場合の影響を判断するのではなく，宿主である非遺伝

子組換え生物に比べて，生物多様性への影響の程度が高

まるおそれがあるかどうかを判断するものであることに

留意する必要がある。すなわち，元の宿主の生物を栽培・

飼育することも周辺の野生生物に何らかの影響を与える

ものであり，その影響を基準にして遺伝子組換え生物の

影響を評価する。遺伝子組換えカイコの場合も同様に，

通常に飼育する場合に比べて生物多様性影響の程度が高

まるおそれがあるかどうかを科学的に評価することとな

る。

そこで最初に，通常の養蚕農家でのカイコの飼育が周

辺の野生生物に与える影響在考えてみる。カイコは，幼

虫期に餌を探して動き回ることもなく成虫は飛ぶことも

できないことから，そもそも野外で自立的に生育したり

繁殖したりすることはないため， 1 (1)競合における優

位性」や 1(2)捕食性又は寄生性」による生物多様性影

響は生じないと考えられる。また， 1(3)有害物質の産

表 1目遺伝子組換え動物の生物多様性影響評価の項目

評価の項目 生物多様性影響を生じさせる可能性のある性質

(1)競合における優位性 野生動物と食物，営巣場所，生息場所等の資源を巡って競合
し，それらの生息に支障を及ぼす性質

(2)捕食性又は寄生性 野生動植物等を捕食し，文は野生動植物に寄生することによ
り野生動植物の生息又は生育に支障を及ぼす性質

(3)有害物質の産生性 野生動植物等の生息又は生育に支障を及ぼす物質を産生する
性質

(4)交雑性 近縁の野生動物と交雑し，法が対象とする技術により移入さ
れた核酸をそれらに伝達する性質

(5)その他の性質 上に掲げる性質以外の性質であって，生態系の基盤を改変さ
せることを通じて間接的に野生動植物等に影響を与える性質
等生物多様性影響の評価を行うことが適切であると考えられ
るもの

「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領(平成 15年財務・文
部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第2号)Jから抜粋して一部を改変
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が見つからない要因のーっとして，屋外に廃棄されたカ

イコが捕食されることによってクワコとの交尾が抑えら

れると想定し，検証を行なった。

遺伝子組換えカイコを第一種使用等により飼育するこ

とによる生物多様性影響については，宿主であるカイコ

による影響との比較で検討するととになるが，たとえば，

蛍光絹糸や超極細絹糸を産生させる遺伝子を導入したこ

とで，幼虫が餌を求めて歩き回るようになったり，成虫

が飛ぶようになったりしたことはなく，野外で繁殖が可

能になるほど運動機能が大きく変化することは考えられ

ない。考えられる課題は，クワコとの交雑性による生物

多様性影響であろう。ただ，第一種使用等で飼育してい

る遺伝子組換えカイコと野生のクワコの F，が生じるこ

と自体が問題となるわけではない。非遺伝子組換えカイ

コを飼育した場合と比べて，クワコとの交雑個体が生じ

る頻度が高まったり，その結果として，導入遺伝子を持っ

た交雑後代が野生集団の中に増えたりすることがないか

を評価するのが，生物多様性影響評価の考え方である。

実際の生物多様性影響評価は 第一種使用規程の承認

が得られる前に行なうため，生きたままの遺伝子組換え

カイコ在野外に出すのではなく，第二種使用等として限

られた空間や不活化した試料を用いて試験を行なう必要

がある。遺伝子組換え植物については，圏内での第一種

使用規程の審査が数多く行なわれており，生物多様性影

響評価の手法は定まってきているが，遺伝子組換え動物

の第一種使用等はこれまで例がなく，遺伝子組換えカイ

コの実用化が進む中で，その生物多様性影響を評価する

手法の検討が求められている。ここでは，遺伝子組換え

植物での例を参考に遺伝子組換えカイコの具体的な評価

項目やその手法を表2に示すように整理した。

このうち， (1)導入した遺伝子の安定性については，

すでに確立された技術によって実施可能であるので，本

報では取り上げない。また， (2)生育や繁殖，行動等の

特性のうち， 1)幼虫の各齢の日数および体重， 2)営繭

率や繭重，繭層重， 3)産卵数や受精率，卵字化歩合につ

いても，蚕品種育種において通常に調査されている項目

生性」に関しても，飼育残誼を桑畑に廃棄することは普

通に行なわれていることであり，それによって生物多様

性に影響を与えたとする事例の報告はない。

1(4)交雑性」については注意が必要であろう。日本

国内では奄美地方や沖縄県を除いて，カイコと交雑可能

な近縁野生種であるクワコ (Bombyxmandarina)が生息

しており(河原畑， 1998;伴野・中村， 1999)，カイコ

とクワコの交雑の可能性については様々な報告がある。

たとえば，カイコの雌成虫をフェロモン源としたトラッ

プを木から吊るしておくなどするとクワコの雄成虫が飛

来して交尾することはよく知られている (Yukuhiroet al.， 

2012a)。また，カイコの雌成虫とクワコの雄成虫を同じ

容器に入れておいても交尾させることが可能であるが，

カイコ同土やクワコ同士に比べて交尾率が低くなる傾向

がある(中村ら， 1997;飯塚・行弘， 2007)。逆に，ク

ワコの雌成虫とカイコの雄成虫の組合せでは，クワコの

雌成虫を冷蔵して動けなくするなどの人為的な措置を執

らないと，自然に交尾することはない(河原畑， 1998; 

中村ら， 1997;飯塚・行弘， 2007)。現在も養蚕が行な

われている地域やかつて盛んだ、った地域において採集し

たクワコのミトコンドリア coxl遺伝子および核ゲノム

の CAD遺伝子の多型を調べた結果，カイコからクワコ

への遺伝子流入の痕跡は見つかっていない (Yukuhiroet 

al.， 2012a， b)。独立行政法人農業生物資源研究所におい

ても， 1980年から 30年以上にわたって現在の敷地内で

毎年 10万頭以上のカイコ幼虫を屋外に廃棄してきたが，

クワコとカイコの交雑個体は見つかっていない。以上の

ことから，自然条件下ではクワコとカイコの交尾を妨げ

たり，交雑卵が生じても生存できないなど，交雑個体が

生じない何らかの要因があると考えられる。養蚕農家で

の飼育においては繭を出荷して乾繭することにより中の

踊は殺すためカイコの成虫を生じさせることはなく，カ

イコが屋外に出る機会は飼育残誼に混入して廃棄される

場合に限られることから，クワコとの交雑の可能性はさ

らに限定的になる。

本研究では，自然条件下でカイコとクワコの交雑個体
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表 2.遺伝子組換えカイコの生物多様性影響評価の具体的な項目やその手法の整理

(1)導入した遺伝子の安定性
1) piggyBacへlレバーフ。ラスミドが残存していないことの確認 (PCR等)
2)導入された遺伝子のコピー数の確認(ゲノムサザ、ンハイブリダイゼーシヨン等)
3)導入された遺伝子が安定的に維持されていることの確認(ゲノムサザンハイブリダイゼーション等)
4)導入された遺伝子が安定的に発現することの確認(導入した遺伝子の性質に応じて， RT-PCR，ノーザンハイブリ

夕、イゼーション等)

(2)生育や繁殖，行動等の特性(第二種使用等による調査)
1)幼虫の各齢ごとの日数および体重
2)営繭率や繭重，繭層重
3)産卵数や受精率，解化歩合
4)幼虫の行動範囲
5)雌成虫の産卵範囲 く

0 

∞ 
u.l (3)有害物質の産生性(不活化したカイコの幼虫または糞を土壌中に混入して調査)

1)植物の発芽率・生育に与える影響
2)微生物数に与える影響 z

o
N
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であることから，本報では論じない。したがって，本研

究では，表2に挙げた項目のうち，これまでに手法が確

立されていない調査項目として， (2)の4)幼虫の行動

範囲と 5)雌成虫の産卵範囲について，新しく考案した

手法を報告する。また， (3)有害物質の産生性について

は，遺伝子組換え植物で行なわれている試験に準じた手

法が遺伝子組換えカイコにも適用できることを実証した

ので報告する。

材料と方法

カイコ

自然条件下でのカイコの生存の可能性の調査には，

CI08系統を使用した。全齢で桑葉を与え，屋外に出す

までの飼育は 230Cから 280Cで、行なった。

遺伝子組換えカイコとしては，オワンクラゲ (Aequorea

victoriα)由来の緑色蛍光タンパク質 (EGFP) とカイコ

由来のフィブロインタンパク質の融合遺伝子を発現する

遺伝子組換えカイコを用いた (Kojimaet al.， 2007)。遺

伝子導入のマーカーとしては，イソギンチャクモドキ類

(Discosoma sp.) 由来の赤色蛍光タンパク質 (DsRed2)

在眼で発現している。この遺伝子組換えカイコを，群馬

県オリジナル蚕品種「ぐんま 200Jの原種である「ぐんま」

または 1200Jに戻し交雑して， IGFPぐんま」と IGFP

200Jを作出した (Iizukaet al.， 2013)。これらの交雑種

である IGFPぐんま xGFP 200Jも用いた。 3齢まで人

工飼料を， 4齢と 5齢は桑葉をそれぞれ与え 250Cで飼

育した。

野外におけるカイコの生存の可能性の調査

農業生物資源研究所(茨城県つくば市)の敷地内で桑

畑から 100m以上離れた場所に穴 (1m四方，深さ

30 cm)を掘って調査地とした。ハチ等の飛期性昆虫や

鳥類による捕食の影響の程度在確認するための比較対照

として，網(寒冷紗)そ穴に掛けて覆いとする試験区を

設けた。使用する系統はいずれも CI08とし，幼虫の場

合は 4齢2日固または 5齢2日目，成虫の場合は羽化当

日の未交尾雌を用いた。幼虫での試験では，毎日 l回桑

葉を与えた。観察は， 1日l回以上行なった。鳥類の飛

来の確認はビデオカメラ(ソニー， DCR-DVD403) に

よる撮影で、行なった。

幼虫の行動範囲の調査

150 cm四方の紙の上に， 20cm間隔で 5}Ux 6列の合

計 30個の点をつけ，各点上に 5齢2日目のカイコ幼虫

を l頭ずつ合計 30頭置いて 1つの試験区とした。「ぐん

ま200J と IGFPぐんま xGFP 200J 30頭ずつを用いて

それぞ、れ調査を行なった。個体識別のため，幼虫にはサ

インペン(三菱鉛筆，ポスカ)で胸部背側に通し番号を

書いた。カイコを置いてから暗条件で 16時間経過した

のちに，それぞれのカイコの元の位置からの距離を記録

した。試験中は餌を与えなかった。
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雌成虫の産卵範囲の調査

半径 19cm，高さ 5cmの円柱状の枠を段ボール紙で

作り，黒画用紙の上に乗せて調査容器とした。雌成虫を

羽化当日に交尾させ， 2時間後に割愛してから，調査容

器の中心に 1頭ずつ置いた。雌成虫を入れた調査容器を

積み重ね，一番上の容器には黒画用紙老載せて蓋とした。

雌成虫を置いてから 24時間後に画用紙を回収した。産

卵させた画用紙を部分ごとにスキャナ(ブラザー，

MFC-8460N)で読み取ってピットマップファイルとし

て保存し， Photoshop Elements 8 (Adobe社)で画用紙 l

枚ずつに再構築した。 ImageJ (1.46r)を用いて卵ごと

の座標を測定し，その数値を元に中心からの距離を計算

した。産み付けられた卵は，受精の有無にかかわらずす

べて集計した。

有害物質の産生性

カイコ幼虫は 5齢 5日目のもの，糞は 5齢期の 1日目

から 5日目のものを集めて -200Cで冷凍保存し，凍結

乾燥機(東京理化器械株式会社， FD-550)を用いて凍

結乾燥してからミキサーで粉末にした。

植物に対する有害物質の影響を調査する試験では，供

試植物としてブロッコリー(品種名:緑嶺)を用いた。

無肥粒状培士(協同，育苗・芝植用土)に幼虫または糞

の凍結乾燥粉末を 1%重量になるように混和し， 7.5 cm 

角の連結トレイに 100gずつ入れた。 1穴にブロッコリー

種子 30粒そ播種し，自然光の 200C条件下で栽培した。

播種後 1週間自に発芽数を確認し，播種後2週間自に地

上部を回収して新鮮重を測定した。

土壌微生物に対する有害物質の試験では，前年にムギ

を栽培した圃場の土を土壌消毒しないで用いた。幼虫ま

たは糞の凍結乾燥粉末を 1%重量になるように土に混和

したもの 100gに 5mlの滅菌水を添加した後に 250C

で2週間振還培養した。培養後， 5 gを秤量して 45ml

の滅菌水と混合した後， 102 ~ 106倍希釈液在調製して

試料とした。糸状菌については，10
2， 103， 104倍希釈

液 200μ1;をシャーレ(直径 9cm)に作成したローズベ

ンガル培地上に塗布し， 250Cで4日間培養後にコロニー

数を調査した。細菌・放線菌については， 10
4， 105， 10

6 

倍希釈液 200μ1;をシャーレ(直径 9cm) に作成した

PTYG培地上に塗布し， 250Cで4日間培養後にコロニー

数を調査した。

結 果

野外におけるカイコの生存の可能性

飼育残誼に紛れてカイコ幼虫が屋外に出る状況を模し

て生存の可能性を検証するため，調査地である穴に 5齢

2日目の幼虫を置いて， 1日l回給桑しながら経過を観

察する調査を行なった(表 3)。また，ハチ等の飛朔性

昆虫や鳥類による捕食の影響の程度を確認するため，穴

全体を網で、覆った場合と覆わなかった場合とを比較し

た。
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類による攻撃を受けて休が分断されることなどにより，

開始から 5時間後にはほとんどすべてが死亡し， 7時間

後には生存個体がなくなった。

幼虫の行動範囲の調査

幼虫が飼育残誼に紛れると しても密度は低いと考えら

れることから 1頭ずつ離した状態で行動範囲を調査し

た。遺伝子組換えカイ コ (GFPぐんま xGFP 200) と，

非遺伝子組換えカイコ(ぐんま 200)とについて，幼虫

の 16時間での移動距離を比較したととろ(図 2)，移動

距離の平均値土標準偏差は，遺伝子組換えカイコで 9.4土

5.4 cm，非遺伝子組換えカイコで 9.6:l:5.0 cmで，両者

に統計的な有意差はなかった (t検定で P= 0.87)。移動

距離の最大値は非遺伝子組換えカイコの23.3cmであり ，

用意した試験場所の中に収まる程度で、あった。

産卵範囲の調査

成虫が飼育残誼中に生じるとしても密度は低いと考え

られるととから，割愛した雌成虫の産卵範囲を l頭ごと

に調査した(図 3)。遺伝子組換えカイ コ (GFPぐん

ま xGFP 200) と非遺伝子組換えカイ コ (ぐんま 200)

それぞれ 21頭ずつ用いて試験を行なったが，遺伝子組

換えカイコのう ち2頭はごく少数 (30個と 41個)しか

産卵していなかったため 集計には加えなかった。調査

に使った枠まで到達して産卵した個体があったため平均

値を用いて比較することはしないが，遺伝子組換えカイ

コが非遺伝子組換えカイコに比べて中心に近い位置に産

卵していることが確認された (Mann-WhitneyのU検定

でPく 0.001)。なお，産み付けられた卵の中には未受精

卵もあったが，本試験は雌成虫の産卵行動について調べ

ることを目的としていることから，受精の有無に関わら

ず集計した。

覆いを掛けた試験区では，試験開始後すぐにアリ類や

シデムシ類の攻撃を受けるようになり ，体が傷つけられ

て絹糸腺等が体外に露出した状態で死亡した個体が見ら

れた。2回の試験(合計 300頭)で，それぞれ約半数(合

計 159頭)が熟蚕になったものの，同様に攻撃を受け，

最終的に確認された繭は 5個だった。その後も毎日観察

したが，成虫の発生は認められなかった。繭形成から

20日後に繭を回収して調べたところ，3個については繭

の中に踊の一部が残っており 1個は羽化した成虫が繭

の中で死んでいた。残る l個については，成虫が繭から

出るときに繭に生じる穴が確認されたが，成虫そのもの

は確認されなかった。繭形成後の観察は毎日 10時から

14時の間に行っており 成虫が午前中に羽化するこ と

から考えると，羽化後間もなく捕食されるなどして死亡

したと推察される。

一方，覆いがない状態では， 4回 (合計 800頭)の試

験のすべてにおいて開始から 4日後までには生存個体が

なくなった。ビデオ撮影をしながら観察したうちの l試

験区(表 3，2012年 5月)では，ムクドリが飛来して約

2時間で約 200頭のカイコ幼虫すべてを捕食したことが

確認された(図 1)。また，他の誌験区ではスズメバチ

類による捕食も観察された(表 3，2012年 9月)。覆い

を掛けた場合と同様に覆いを掛けない場合もすべての試

験区でア リ類やシデムシ類による攻撃も見られた。

次に，4齢2日目のカイコ幼虫 500頭を同様に穴を掘っ

て屋外に置いて覆いを掛けておいたところ，アリ類やシ

デムシ類の攻撃を受けて，2日後には生存個体がなく

なった。羽化当日の未交尾の雌成虫 200頭を置いて，覆

いを掛けずにビデオ撮影しながら観察したと乙ろ，ア リ
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有害物質の産生性

カイコの幼虫または糞の凍結乾燥粉末を混入した土壌

でのブロッ コリーの発芽率と生重量を測定した結果を図

4Aおよび Bに示す。遺伝的背景がそろっている系統間

での比較では，いずれの場合も統計的に有意な差は認め

られなかった (t検定で P>0.05)。生重量の比較では，

土壌に何も混入しない場合に比べて，遺伝子組換え，非

遺伝子組換えに関わらずカイコの幼虫や糞を混入した場カイコ幼虫を捕食するムクドリ 2羽図 1
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力イコ 5齢幼虫を屋外で飼育した場合の経過

2008年7月

2012年5月

2012年 7月

2012年 9月

表 3.

頭数

100 

200 

200 

200 

200 

200 

経過

62頭が熟蚕。嫡化した個体はなかった。

97頭が熟蚕。繭が 5個形成されたが，成虫の
発生は認められなかった。

2日後には生存個体がなくなった。

2日後には生存個体がなくなった。

4日後には生存個体がなくなった。

4日後には生存個体がなくなった。

覆い

有

有

無

価

無

鉦

調査期

2008年 5月

2008年 7月
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5齢幼虫を 20cm間隔で置いて 16時間後の移動距離を個体
ごとに計測したヒス トグラム。灰色が遺伝子組換えカイコ
(GFPぐんま xGFP 200，平均値土標準偏差は9.4土5.4cm)， 
黒色が非遺伝子組換えカイコ(ぐんま 200，同 9.6土5.0cm)。
両者の平均値に統計的な有意差は認められなかった (t検定
でp=0.87)。
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土壊にカイコの幼虫または糞の凍結乾燥粉末を混入するとと
による影響を，遺伝子組換えカイコと非遺伝子組換えカイコ
とで比較した。(A)ブロッコリ ーの発芽率，(B)発芽後 2
週間のブロツコ リーの地上部の生重量，(C)糸状菌の数， (0) 
細菌および放線菌の数。無処理，カイコの幼虫や糞を浪人し
ていない土壌。へ t検定で P>0.05。
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中心からの距離 (cm)

図3. 雌成虫の産卵範囲の比較
半径 19cmの円形の枠の中心に割愛後の雌成虫を l頭ずつ置
いて， 24時間のうちに産んだ、卵の中心からの距離を計測し
たヒストグラム。各区それぞれで調査結果をまとめている。
灰色が遺伝子組換えカイコ (GFPぐんま xGFP 200)，黒色
が非遺伝子組換えカイコ(ぐんま 200)。遺伝子組換えカイ
コは非遺伝子組換えカイコに比べて中心に近い位置に産卵し
ている(差がないことを帰無仮説とした Mann-WhitneyのU
検定で P<O.OOI)。

美地方と沖縄県にはクワコが生息しておらず，生息地の

境界線は，悪石島と小宝島 ・宝島の閣のいわゆる「渡瀬

線」にある(金井ら，2013; I責森，2001)。

カイコとクワコでは，カイコの雌成虫とクワコの雄成

虫の組み合わせであれば，人為的に遭遇させるなどして

交尾させ，妊性のある後代を得ることができるが，野生

のクワコ集団の遺伝子多型を調査した結果では，カイコ

からクワ コへの遺伝子流入の痕跡は見つかっていない

(Yukuhiro et al.， 2012a， b)。リボソーム遺伝子領域にある

EcoRl認識部位の多型に基づいてカイコからクワコへの

遺伝子疏入が論じられたとともあったが (Kawanishiel 

al.， 2008)， 1塩基だけの多型では日本のクワコの集団に

元からあった可能性を排除できない。実際，その後に近

傍の塩基配列多型を総合的に調査した結果では，カイコ

合に低い値を示した。

土壌微生物に対する影響は図 4Cおよび Dに示す。糸

状菌の数は，何も混入しない土壌に比べて，カイコの幼

虫や糞の凍結乾燥粉末を混入した土壌で増加していた

が，遺伝子組換えカイコと非遺伝子組換えカイコとの比

較では，いずれの場合でも統計的に有意な差は認められ

なかった(図 4C，t検定で P>0.05)。細菌および放線

菌については，幼虫粉末を混入した土壌における「ぐん

ま」と IGFPぐんま」との比較のみにおいて統計的に

有意な差がある結果を示した (pニ 0.03)。その他の試験

区では遺伝子組換えカイコ と非遺伝子組換えカイコとの

比較では，統計的に有意な差は認められなかった(図

4D， t検定で P>0.05)。

日本には，カイコと交雑可能な近縁種としてクワコが

生息している(河原畑， 1998;伴野 ・中村， 1999)。奄
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小泉・松田 (1960)は， 5齢幼虫に番号を付けて蚕座に

置き，各個体の移動の程度を調査している。本研究では，

この方法在参考に， 5齢2日目の幼虫に番号を書いて追

跡することとした。また，屋外に廃棄された状態に近い

条件とするため，各個体の聞を 20cmずつ離して，餌が

ない状態での移動距離を測定した。その結果，遺伝子組

換えカイコ IGFPぐんま xGFP 200J と非遺伝子組換え

カイコ「ぐんま 200Jの聞で幼虫の行動範囲に有意差が

ないことが示された。

カイコの雌成虫がどの程度の範囲に産卵するかを調査

した論文はこれまでなかった。幼虫の場合と同様に，屋

外に廃棄された飼育残誼中にカイコ成虫が生じる場合に

は低密度になることが想定されるため，産卵範囲の調査

においても l頭ずつに分けて調査した。その結果，非遺

伝子組換えカイコよりも遺伝子組換えカイコの成虫の産

卵範囲が狭いことが示された。産卵範囲が狭いことは，

醇化幼虫がクワに到達する可能性老低下させることにな

るため，生物多様性への影響を高める変化ではないと考

えられる。今回は示していないが，生育経過や産卵数等

の比較も行なっており，その結果と合わせると，競合に

おける優位性，捕食性，交雑性のいずれに関しても，こ

の遺伝子組換えカイコの生物多様性影響の程度が非遺伝

子組換えカイコに比べて高まることはないと考えられた。

有害物質の産生性については，すでに遺伝子組換え植

物での評価手法についての検討が重ねられ，一定の手法

が用いられている(田部井ら， 1994)。その中では，遺

伝子組換え植物を栽培した後の土壌や，遺伝子組換え植

物そ鋤き込んだ土壌に，その植物とは異なる植物の種を

蒔いて発芽率や生重量を調べる試験と，遺伝子組換え植

物を栽培した土壌中の微生物数を調べる試験が行なわれ

ている。遺伝子組換えカイコによる有害物質産生性につ

いては，死体や糞が飼育残誼に紛れて廃棄され土壊中に

混入した場合の影響を評価することになることから，遺

伝子組換え植物における鋤き込み試験に準じて調査する

ことが適当であると考えられた。その際，土壌中に均一

に混入することが必要であるから，試料を凍結乾燥して

粉末;こするなどの工夫を行なった。その結果，ブロッコ

リーの発芽率と重量，糸状菌数については，遺伝子組換

えカイコと，それと同等の遺伝的背景を持つ非遺伝子組

換えカイコとの聞で統計的に有意な差は認められなかっ

た。細菌・放線菌数については，幼虫粉末を用いた「ぐ

んま」および IGFPぐんま」聞の比較のみで統計的な

有意差 (p= 0.03)が示されたが，必ずしも明白な差が

あるとは言えない。また，有害物質産生性については，

検出された有意差が生物多様性に影響そ与えるものであ

るかを総合的に判断されるべきものである。ここでは，

養蚕農家で飼育することが想定される IGFPぐんま×

GFP 200J と「ぐんま 200J との聞では有意差が認めら

れないことから，実際には生物多様性影響を与えるよう

な違いはないと考えられる。

この他，土壌に何も混和しない無処理群と比較して，
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と日本のクワコは明確に区別されることが示されている

(川西ら， 2010)。そのため，通常の養蚕の過程ではカイ

コとクワコが交尾することがないか，交尾しでもその後

代が生存できないなど，何らかの障壁があることが考え

られる。

糸繭生産ではカイコの成虫が発生する前に繭の段階で

出荷して乾繭することから，基本的には養蚕農家におい

て成虫が生じることはない。ただ，生育が遅れた幼虫が

飼育残誼に混入したまま屋外に廃棄された場合や，上競

室で、藤外に繭そ作ったものが見逃された場合には，予期

せず成虫が生じる可能性がある。上藤室でカイコの雌成

虫が生じてクワコの雄成虫が飛来して交尾しでも，カイ

コの雌成虫は飛ぶことができないので上競室内に卵を産

むにすぎず，交雑個体が鮮化しでも生存することはでき

ない。一方，桑畑に廃棄した飼育残漬の中で成虫が生じ

た場合に，クワコと交尾して交雑卵を産み，鮮化した交

雑個体が桑樹に到達して生存する可能性は検討する必要

がある。そこで，本研究では，屋外でカイコが生存でき

ないためにクワコとの交雑個体が生じないという障壁を

想定して，屋外でのカイコの生存の可能性老調査した。

これまでに，桑畑の桑樹にカイコ5齢幼虫を放飼し， 1，800

頭中 11頭が生存して踊になったことが報告されている

(飯塚・行弘， 2007)。しかし，実際の養蚕農家ではカイ

コの幼虫を桑樹に乗せることはない。本研究では，より

実態に即した状況として，土の上で放飼したカイコの生

存の可能性を調査した。その結果，クワコと交雑可能に

なる前にアリ類や鳥類等に捕食される可能性が高いこと

が示された。したがって，カイコとクワコとの交雑個体

が確認されない障壁の大きな要因は，捕食されるために

カイコが屋外で生存できないことにあると考えられた。

次に，遺伝子組換えカイコが屋外に出て，それが自立

的に生存・繁殖することがないかを念のため検討した。

結果として，幼虫や成虫の行動特性が，通常の非遺伝子

組換えカイコと同等であれば，自然条件下で生存・繁殖

することはなく，遺伝子組換えカイコによる新たな競合

における優位性や捕食性による生物多様性影響は生じな

いと考えられる。今回，幼虫の行動範囲と雌成虫の産卵

範囲を調査する手法を考案し，緑色蛍光絹糸老生産する

遺伝子組換えカイコについて試した。

幼虫の行動範囲の測定については，蟻蚕での調査の報

告がある。たとえば， Nagasaka et al. (1998) は，蟻蚕

を lか所にまとめて置いた後，一定時間ごとに散らばり

の程度を調査して系統聞の比較を行なっている。しかし，

遺伝子組換えカイコの生物多様性影響の評価として考え

ると，稚蚕期に屋外に出ても上競までの長期間にわたっ

て生存するとは考えられないことから，壮蚕期に調査す

ることが必要である。また，カイコの幼虫の密度在高め

て他個体に接触する状態にすると移動が抑制されること

が報告されているため(奥井， 1963)，屋外に廃棄され

る際には低密度になることを想定すると， 1頭ずつ離し

て置いた場合の移動の程度を調査することが望ましい。
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ブロッコリーの重量が低下したり，糸状菌数が増加した

りした影響は認められたが，これは，遺伝子組換えカイ

コと非遺伝子組換えカイコとで同じように見られたもの

であり，導入した外来遺伝子(ここでは緑色蛍光タンパ

ク質)による影響ではないと考えられた。

一方，野外にカイコを置いた場合に鳥類や毘虫類に捕

食されることが確認されていることから，そのような動

物に対する有害物質の産生性についても検討が必要とな

る可能性がある。まず，通常の養蚕の過程においては，

飼育残誼とともに屋外に廃棄されるカイコ幼虫はきわめ

て少数であり，実際には捕食動物に対する有害物質の産

生性による影響は起きにくいと考えられる。その上で，

今回供試した遺伝子組換えカイコにおいて発現する GFP

及び DsRedについては，様々な遺伝子組換え実験で用

いられる中で有害物質であるとの報告はなく，既知の有

害タンパク質やアレルゲンと類似のアミノ酸配列は認め

られないことから，捕食動物に対する有害物質の産生性

による影響は想定されなかった。今後は，発現させるタ

ンパク質に毒性が想定される場合など，個別の導入遺伝

子に応じて，捕食動物に対する影響の程度を調査するこ

とが必要とされる可能性も考えられる。

以上のことから，今回供試した遺伝子組換えカイコ

IGFPぐんま xGFP 200J に関しては，同等の遺伝的背

景を持つ非遺伝子組換えカイコ「ぐんま 200J に比べて

生物多様性影響が高まるおそれはないものと推定され

た。

本研究によって，新しく構築された行動範囲の調査法

と，有害物質産生性について行なわれてきた既存の方法

が，遺伝子組換えカイコの生物多様性影響評価にも適用

できることが確認された。これらの評価手法は，今後の

遺伝子組換えカイコの評価において有用な情報となるで

あろう。

最後に，試験の結果に基づいて，生物多様性影響を総

合的に評価する場合の注意点を述べておきたい。生物多

様性影響評価の項目については，実施要領などに記載さ

れているものに基づくことになるが，個別の遺伝子組換

え生物の性質(導入した遺伝子の性質)によっては，ケー

スパイケースで対応することが求められる。また，一部

の試験結果で，遺伝子組換えカイコの方で影響が大きく

なるような結果が得られた場合でも，その他の試験結果

等と合わせて総合的に判断することが重要である。たと

えば，遺伝子組換えカイコの幼虫の行動範囲が，非遺伝

子組換えカイコに比べていくらか広くなっていたとし

て，そのためにその遺伝子組換えカイコが野外で生存で

きるようになるとは考えられない，と判断するのが妥当

であろう。圏内での遺伝子組換え動物の第一種使用等と

それに先立つ生物多様性影響評価はまだ誰も経験してい

ない領域であり，まずは，屋外での生存ができない遺伝

子組換えカイコで事例を積み重ねることで知見を集積す

ることが求められる。
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摘要

養蚕業の振興とカイコを用いた新産業創出のため，蛍

光を発するなど付加価値の高い絹糸を生産する遺伝子組

換えカイコの開発が進められている。遺伝子組換えカイ

コを養蚕農家で飼育するための第一種使用規程の承認を

得るには，生物多様性への影響が高まることがないこと

を示す必要がある。カイコは本来，野外で自立的に生存・

繁殖することはないが，近縁野生種であるクワコとの交

雑による影響を考慮することが求められる。養蚕農家で

カイコが屋外に出るのは飼育残誼に幼虫が混入する場合

であり，それを想定して屋外にカイコそ放飼したところ，

鳥類やアリ類等による捕食を受けることにより，交雑可

能な成虫が生じることがないことが明らかになった。ま

た，遺伝子組換えカイコの行動特性の評価として，幼虫

の行動範囲と雌成虫の産卵範囲を調査する手法を開発し

た。有害物質の産生性については，遺伝子組換え植物で

の事例に準じた手法を適用してその有効性を示した。以

上のことにより，遺伝子組換えカイコの生物多様性影響

を評価する手法が構築された。
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