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生物多様性評価検討会総合検討会議事録

平成１６年３月８日（火） 於 農林水産技術会議委員室

開 会

○青木技術安全課長補佐

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。

あ い さ つ

○青木技術安全課長補佐

それでは、開会に当たりまして、農林水産技術会議事務局石原事務局長よりごあいさつを申し上

げます。

○石原事務局長

石原でございます。本日は、お忙しい中、生物多様性影響評価検討会総合検討会に御出席いただ

きまして、大変ありがとうございます。

総合検討会につきましては、１月の16日に開催して、検討会の進め方等御検討いただいたところ

です。分科会を設けるということで、２月の12日に農作物の分科会を開催いたしまして、検討を行

ってきたところでございます。本日は、この検討結果等につきまして、都合３件につきまして御審

議をいただければと考えております。

なお、申しわけございませんが、国会の関係がございまして２時過ぎに退席させていただきます

ことをよろしくお願いいたします。

それでは、よろしく御審議のほどお願いいたします。

○青木技術安全課長補佐
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それでは、初めに、お手元の座席表の順に委員の方々を御紹介させていただきます。

こちらの角になりますが、信州大学理学部教授、小野里委員でございます。

○小野里委員

小野里です。よろしくお願いいたします。

○青木技術安全課長補佐

左側になりますが、新潟薬科大学応用生命科学部長、高木委員でございます。

○高木委員

高木です。よろしくお願いします。

○青木技術安全課長補佐

隣が、ＯＥＣＤバイオテクノロジー規制的監督調和作業部会副議長、林委員でございます。

○林委員

林でございます。

○青木技術安全課長補佐

隣が、筑波大学名誉教授、原田委員でございます。

○原田座長

原田です。よろしくお願いいたします。

○青木技術安全課長補佐

隣が、東京大学大学院理学系研究科教授、近藤委員でございます。

○近藤委員

近藤です。よろしくお願いします。
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○青木技術安全課長補佐

隣が、岡山大学資源生物科学研究所教授、武田委員でございます。

○武田委員

武田です。よろしくお願いします。

○青木技術安全課長補佐

隣でございますが、東京大学大学院農学生命科学研究科教授、鷲谷委員でございます。

○鷲谷委員

鷲谷です。どうぞよろしくお願いいたします。

○青木技術安全課長補佐

それでは、引き続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。

配付資料につきましては、本日の議事次第の下の方に配付資料一覧ということで記載されており

ます。丸印が打ってございますのが議事次第、その１枚次のページが本日の座席表となってござい

ます。その次、１枚めくっていただきますと 「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施行規則第10条の規定に基づき農林水産大臣及び環境大臣が意見を聴く

学識経験者の名簿」という、３点がつけられてございます。その次の次のページになりますが、本

日の検討会の資料１としまして 「青紫色カーネーションについての生物多様性影響評価の概要 、、 」

それが14ページありまして、この次は資料２となりまして 「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシに、

ついての生物多様性影響評価の概要」というのがついてございます。それが14枚ほど続きまして、

最後、資料３ということで 「コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシについての生物多様性影響評、

価の概要」というのがつけられてございます。一番最後でございますけれども、資料４ということ

で 「今後のスケジュールについて」という１枚紙がつけられてございます。、

以上が本日の検討会の資料でございます。

なお、委員の皆様方の机の上には、本日御検討いただく３件に係る「第一種使用規程承認申請

書」及び「生物多様性影響評価書」を置いてあります。本資料の中には企業秘密に係るデータが入

っておりますので、取り扱いに注意してください。

また、傍聴者の方々には 「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、
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ただくようお願いいたします。

それでは、以降の議事進行につきまして、総合検討会の原田座長にお願いいたします。よろしく

お願いします。

議 事

〈遺伝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、議事進行をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。

本日の議事は 「第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討」となっておりまして、既に２月、

12日に開催されました農作物分科会で専門的な見地から検討されております。本日の総合検討会で

は、農作物分科会での議論の概要を農作物分科会座長の近藤先生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。

議事の進め方といたしましては、農作物分科会座長から、分科会での議論の概要を踏まえて、

「生物多様性影響評価書」の概要について10分程度御報告をいただきまして、その後、委員の皆様

で検討を行いたいと考えております。その後、委員からの意見を集約いたしまして、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。本日３件ございますけれども、その申請案件

３件の１つ１つについて行いたいと思っております。

〈青紫色カーネーションについての生物多様性影響評価の概要〉

○原田座長

それでは、議事１の「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」の１

番目の「青紫色カーネーションについて」を、近藤先生から御報告お願いしたいと思います。

○近藤委員

それでは、２月の12日に開催されました農作物分科会での、青紫色カーネーションについての生

物多様性影響評価の検討概要について御報告いたします。

この２月12日の分科会では、申請者から提出されました「第一種使用規程承認申請書」及び「生
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物多様性影響評価書」について検討を行いました。この検討の内容ですが、生物多様性影響評価を

行う上で、この申請書に書かれております、事前に収集した遺伝子組換え生物等に関する情報等が

十分であるか。さらに、生物多様性影響評価につきましては、競合における優位性、有害物質の産

生性、交雑性といった各項目ごとに検討・評価を行い、さらに総合的な評価が書かれているわけで

すが、そういった評価につきまして、科学的な知見という意味から、実験方法とかデータの扱い、

考察の妥当性等について検討を行ってまいりました。

実際に検討する手順ですが、まず、申請者から「第一種使用規程承認申請書」及び「生物多様性

影響評価書」について説明していただきまして、その内容につきまして、農作物分科会委員と質疑

応答を行いました。その後、いったん申請者には退出していただき、委員の間で専門的な立場から

検討をしてまいりました。検討の過程で、申請案件の扱いについて決定するわけですが、その指摘

事項等があるかどうか、あるいは、あればどういった考え方でまとめていくかということについて、

分科会として結論が出たところで申請者に再度入室していただき、申請者に我々の議論の結論並び

に結論に至った考え方等について説明してまいりました。

今回、ここに生物多様性影響評価の概要書が出ておりますが、何分にも申請者から提出されまし

た「第一種使用規程承認申請書」及び「生物多様性影響評価書」というのが非常に分厚い資料であ

るということと、企業秘密等も含まれておりますことから、今回、この公開の総合検討会において

改めて資料を提出していただいたものです。この概要書に基づきまして、農作物分科会における検

討の概要及び「生物多様性影響評価書」の概要について報告いたします。

最初の案件であります青紫色カーネーションについて、検討の結果を御報告いたします。これは

サントリーフラワーズ株式会社から申請されたものですが、まず第１に、遺伝子組換え生物等の特

性と第一種使用等の内容ですが、この当該組換えカーネーションは、ペチュニアのＤＦＲ遺伝子、

これにつきましては今日の資料の６ページに示されておりますが、これはアントシアニン生合成経

路が書かれておりまして、ＤＦＲというのは、一番右側の青紫色の色素をつくるために必要な酵素

で、上の方にあります。ジヒドロフラボノール４―還元酵素という酵素の遺伝子ですが、この遺伝

子を導入することによって、花の色が青紫色になるというものです。第一種使用等の内容につきま

しては、切り花の鑑賞、栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随した行為というふうになっ

ております。

次に、具体的に遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容について御説明いたします。生

物多様性影響評価の結果というのは、次のとおりです。通常、園芸種カーネーションは、施設内で

の栽培を想定しておりますが、この「生物多様性影響評価書」におきましては、一般ほ場での栽培
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を考慮した評価が示されております。一般ほ場でということですが、具体的には、栽培というのは

ほとんど施設の中あるいは温室等で行われるわけですが、完全に閉鎖系温室で行われるということ

ではないということも想定して、一般ほ場での栽培ということになっております。

また、一般的に園芸種カーネーションは、種子繁殖が困難なため、挿し穂等の栄養繁殖で栽培し

ております。こういったことから、この宿主、組換え体とも種子繁殖では栽培しないということが、

この「生物多様性影響評価書」に示されております。

競合における優位性につきましては、園芸種カーネーションが自生化した報告はないということ、

競合における優位性にかかわる諸形質の一つとして形態的特性を調査しておりますが、この中で、

ほとんどは組換え体と宿主の間に差はないのですが、用いました２系統のうち１系統のみ、花弁数

において有意差が認められております。それにつきましては、きょうの資料の８ページの下から７

行目から６行目にかけて書かれておりますが、花弁数56.9から48.9に減少したということが書かれ

ております。しかし、それ以外は競合における優位性に関する諸形質に有意差が認められなかった

ということが示されております。

交雑性につきましては、宿主である園芸種カーネーションは、ナデシコ属の近縁野生種と一応交

配可能ではありますが、訪花昆虫はほとんど認められないこと、媒介可能な昆虫は実際の花の構造

上特殊なものに限られること、花粉は極めて少ないか全く生産されないこと、花粉の稔性は極めて

低いこと、花粉の寿命は１～２日と短いことなどから、人為的に交雑する以外には、花粉が媒介さ

れる可能性はほとんどないということが示されています。

有害物質の産生性につきましては、鋤込み試験、後作試験。鋤込み試験というのは、植物体をほ

場に鋤込むということ、あるいは後作試験というのは、栽培した土地に後で植物を植えて様子を見

るというようなことですが、そういった試験等により、宿主と組換え体の間に差異はなかったとい

うことが示されております。

農作物分科会の結論といたしましては、農作物分科会では、これらの「生物多様性影響評価書」

の内容は適正であり、当該第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合には、生物多様性影響

のおそれがないというふうに判断いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

ただいま近藤農作物分科会座長から御報告がございました青紫色カーネーションについてですけ
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れども、この点につきまして、委員の皆様から何か御質問、御意見があれば、ぜひいただきたいと

思います。どなたからでも結構ですので、御質問、御意見がありましたらよろしくお願いしたいと

思います。どうぞ。

○鷲谷委員

水平伝達を介した生物多様性への影響という検討はなされなかったのでしょうか。といいますの

は、おそらく種子とか花粉を介したものというのは余り考えられないと思うんですけれども、野生

の植物に遺伝子がウイルス病などとの関係で移って発現しますと、花の色が変わるというのは、昆

虫との生物間相互作用の面からかなり大きな生態系影響になる可能性があるんじゃないかと思うん

です。カーネーションに関しては、ウイルス病がおそらく、カーネーション斑紋ウイルスですか、

そのようなウイルスで非常に多くの野生植物にもかかるウイルスが知られていて、それが汁で伝播

するということを聞いたことがあるんですが、今検討している遺伝子が挿入された場所とか、ほか

のウイルスとの相互作用の関係とかについては検討がなされているんでしょうか、それについて伺

いたいと思います。

○近藤委員

分科会の方もそういう検討はされていませんし、評価書の中でもそういうことは記載されており

ませんが、ただ、それがどの程度問題になるか、このカーネーションだけに限った話ではないかと

思うんですが、ちょっと議論する必要はあるかもしれないですね。

○原田座長

ほかにございませんでしょうか、御質問、御意見。

ただいまウイルスに関してのコメントというか御質問がございましたけれども、特にここで遺伝

子組換えに使われている遺伝子とは直接的には関係ないかと思いますので、もう少し一般的に。

○鷲谷委員

ウイルスによる水平伝達のダイナミズムとか、進化学的、生態学的にはそういうような可能性と

いうのは否定できないんだと思うんですね。そういうことに関してもう少し知見があれば判断がで

きると思うんですが、遺伝子を挿入した場所と今知られているカーネーションの病気のウイルスが

ＤＮＡに取り込まれる場がどういう関係にあるかとか、組換えの可能性があるのかとか、そういう
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ようなことは分子レベルの研究ではないんでしょうか。

○原田座長

少なくともこの申請書には、さっき近藤委員が言われたように触れられてなかったと思いますの

で、もしその辺のこと、関係があるようであれば、当然書かれていたんじゃないかと思うんですけ

れども。

○鷲谷委員

おそらく生物多様性影響ということに関して、かなり限定的にとらえてこの評価書がつくられて

いたので、そういうことに関する検討がなかったのかなとも思うんですが……

○原田座長

非常に遺伝子とウイルスの持っているものとが接近しているとか、あるいは相関が強いというこ

とがあれば、当然書かれたと思いますけれども。

○林委員

私、ＯＥＣＤに関係していますけれども、ＯＥＣＤでも、先生のおっしゃっていることは非常に

重要だということで、かつて討議されまして、ウイルスの外被蛋白を入れて、抵抗性を与えるとい

う仕事の一環でドキュメントが出まして、３つの可能性、シナジーとリコンビネーションとトラン

スキャプシデーションがあるということで検討されましたけれども、その３つについて、組換え体

の性格の表現に与える影響は、非組換え体と差がないということで集約されています。ですから、

未来永劫にないということではないですけれども、実験的に証明された範囲では影響はないという

ことで、集約されているんです。

○鷲谷委員

おそらく10の－８乗ぐらいで、作物ですから持続的にかなりの量、栽培される可能性があります。

このことも、それからこの後に出てくるものもそうだと思うんですけれども、そうすると、かなり

低い頻度で起こる可能性がありますね。そういうようなことを評価できるような、一部は室内実験

も可能かとも思うんですけれども、そういうことを踏まえた上で、野外で今度はそういう現象です

ね、ウイルスなどとのインタラクションがあるかどうかの検討。野外で実験するという意味ではな
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いんですけれども、そういうシステムのダイナミズムも踏まえた予測というのが必要なのではない

かという気もするんですが。

○林委員

ウイルスそのものの研究ということでは、本当におっしゃるとおりだと思うんです。ＯＥＣＤで

すと先進国のいろんな研究者のグループですけれども、それの考え方は、今先生が御指摘になった

ようなことについて、組換え体と非組換え体との間において、生物多様性に影響を与えるような大

きい差があるかどうかということがいつも討議されます。さっき申し上げたのは、それでの検討に

おいて、今までのずっと情報を集めて、それから研究者の仕事も集約して、その３つの分野におい

てはないでしょうということです。

○鷲谷委員

精密な議論もあるかもしれませんけれども、文献的には、遺伝子を発現させるのに利用するカリ

フラワーモザイクウイルスのプロモーターの性格からいって、ウイルスとのインタラクションであ

るとか、植物のゲノムの中には、移動性の遺伝因子だけれども進化の過程で飼い慣らされてサイレ

ントになっているようなものがあるわけですけれども、そういうものが、こういうプロモーターが

導入されることによって目を覚ます可能性とか、そういうことも指摘されていることもあるように

思うんですが。

○高木委員

横からで申しわけないです。従来、遺伝子の移動に関する検討は、もちろん今問題にしているハ

イドロキシレースと、もう１つ酵素がありますね、こういう遺伝子が非常に移動しやすいところに

入っているケースについては、やはり非常に問題だということで、サザン分析を必ずやりなさいと。

この報告だと７ページの下でしょうか 「伝達の安定性」ということを必ず見るようにと。それが、、

さっきおっしゃったトランスポゾンのような非常に動きやすいところに入っている場合には、これ

は動くわけですね。そういうやつについて、やはり問題として扱うべきだということで、サザン分

析を必ずやるということを義務づけてきたと思います。

それで、このサントリーフラワーのケースもサザン分析をやって、非常に動きやすいところには

入っていないということは確かめていて、そうなれば、世の中にその遺伝子はたくさん既にあるわ

けですね、ペチュニアに。だから、その遺伝子が世の中にあるものをちょっとふやすと、そういう
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意味になるわけですね。

○鷲谷委員

皆さんほど組換え技術については知識がないわけですけれども、その理解によれば、むしろプロ

モーターの性質によってリコンビネーション、ホットスポット的な構造を持っているために、ウイ

ルスとのインタラクションが起きやすかったり、組換えを促進するようなことがあるというような、

そんな指摘もあったと思うんですけれども。

○高木委員

通常、プロモーターというのは遺伝子の発現にかかわるんですが、組換え頻度をふやすというの

と。

○鷲谷委員

そうですね。それで、かなり幅広いホストの中で作動するということもあって、そういう問題が

懸念されるというのを、ちょっとにわか勉強ですけれども、ホームページなどを検索すると、そう

いう問題点の指摘が多いように思いました。

○高木委員

ただ、プロモーターを変えたときに、その遺伝子が飛びやすくなったという例は、私が知る限り

は、報告はないんじゃないですかね。

○鷲谷委員

そうですか、何か室内実験で。

○高木委員

むしろＤＮＡの入る位置ですね、位置によっては当然飛びやすい…

○鷲谷委員

全くなくはないようでしたけど、情報の中では論文も引用してあったように思います。そういう

意味では、もうそういうことについては考えなくていいというほど知見がしっかりしたものではな



- 11 -

いような印象を受けるので。

○高木委員

ただ、微生物で私が知っている限りでは、プロモーターを変えたからリコンビネーションが上が

ったというようなケースは、報告としては、僕は知らないんですけど。

○鷲谷委員

一応そのことに関するサイトなどで調べたところでは、構造自体に問題が――問題というのは、

それは遺伝子組換えをするのに都合のいい性質なわけですけれども、リコンビネーション、ホット

スポット的な性格を持っているということがウイルスなどとの相互作用、そういうことを通じて新

規のウイルスを生み出す可能性であるとか、そのウイルスを介してほかの植物に伝達する可能性が

あるというようなことが懸念されるということだったんです。それは非常にまれな現象かもしれま

せんけれども、ウイルスの進化というものを考えてみると、共通の祖先から動物、植物、微生物の

ウイルスまで多様なウイルスというのが進化してきたわけですね。そういう進化の過程を考えると、

どこかの宿主の中でまれに起こる事象によってそういうことが起こってくるわけですね。組換えの

作物を使う場合には、大量にそれが存在するということで、まれな現象というのも起こる可能性が

あると思うんです。少しだけ。

○高木委員

ただおっしゃっているのは、組換えとは直接関係のないことで。

○鷲谷委員

組換えと関係があって。ですから、組換えの技術自体が、組換えが起こりやすくするとか、遺伝

子が構成的に過剰に発現するようにするという、そういう技術ですね。

○高木委員

発現は高発現しないと意味がない。発現は上がっているけど、組換えがしやすくはなってないと

思いますけど。

○鷲谷委員
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でも、導入するに当たっては組換えという……

○高木委員

いや、導入は非常にいい条件でどうしても組換えたいわけですから、無理に組換え……

○鷲谷委員

すべての組換え体がそうではないにしても、カリフラワーモザイクウイルスの35Ｓプロモーター

に関してはそういう懸念があるというふうに言われていると思うんですが。

○高木委員

普通はないと思いますが、実際、実験室の中とかあるいは閉鎖系とかいろんなところで、レベル

でやって、その飛びやすいというような現象が出てきてないということは見ているんじゃないかと

思いますね。

○鷲谷委員

ウイルスとの関係というようなことについてもデータを出していただいて、野生の植物とかとの

間で遺伝子がやりとりされる可能性が非常に低いというのはちょっとあれかもしれませんけど、で

きれば10の何乗ぐらいの確率で起こり得るのかということを出していただければ、それから予測が

できると思うんです。いろんな場を想定したシミュレーションによって。確率的な現象ですので、

どのぐらいの頻度でそういうことが起こり得るか、それぞれのプロセスの確率を組み合わせて検討

すればいいんだと思いますけれども、実験室レベルで検討できることを組み合わせて、そういう確

率について述べていただくのが一番いいと思います、リスクの評価としては。

○近藤委員

私、そういう関係詳しくはないんですけれども、今鷲谷先生言われたことは、納得できる部分か

なりあるように思います。それは、１つは組換えに使っているカリフラワーモザイクウイルス、そ

ういったものが入っているということは、ウイルスとのインタラクションがしやすくなるだろうと

いうことと、それから高頻度で発現するということは、発現しているということによって、またそ

れがアタックされやすくなるということで、理屈の上では確かにウイルスとのインタラクションの

可能性がふえるというふうに私も思います。
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ただ、こういう問題というのは、どちらかと言うとまだ研究のレベルじゃないかというふうに思

うんですね。これは組換え体の今後の興味深い研究テーマでもあるんじゃないかというふうに私は

思います。現時点でこれに関するデータを求めるのはかなり酷ではないかというふうに私は思いま

すけれども。

○鷲谷委員

それは、ちょっとこういうふうに考えるんですけど、結構まれにでも起こった場合、もしかする

と影響が大きいことかもしれないんです。青色のカーネーションがどうのということではないんで

すけど、新しいウイルスが出現するなどというのは、社会にとってもとても大きな問題になると思

います。なので、ブレーキがついているのか、ブレーキのきき方がどうなのかを考えてからアクセ

ルを踏むというあり方もあるのかなというふうに思うんですけど。まだそこのところは研究レベル

なのでというふうにしておいておきますと、先にアクセルを踏んでしまうことにはなりはしないか

と、そういう懸念なんですね。もう少し活性の高い部分があるということがどんな問題をもたらす

かということに関して、評価なり、研究が必要なのかもしれませんけれども、それでしっかり議論

をしてからアクセルを踏むことにしてもいいんじゃないかなという印象を受けているんですが。

○原田座長

今までのデータから言いますと、組換え作物――作物だけじゃなくて植物全体、さっきお話のあ

ったベクター、プロモーターを使っているケースは非常に多いわけですね。1982～3年から始まっ

ているわけですから20年間やられてきて、そういう心配されるようなことは今まで起こってないと

いうことが一つあって、それからもう１つは、この申請書にもついていますけれども、緊急の対策

をどうとるかというのが最初に出ていますので、その辺は申請者も十分に認識していて、少しでも

今までにないような現象が見出されたときは、どういうふうに対応するかというのを義務づけて提

出してもらっていますので、さっき近藤座長が言われたように、今後の研究のテーマとしては、ウ

イルスの研究者もやられているようですけれども、この組換え体についての影響評価ということか

らは、現段階では、もしそういう細かい実験データまで全部出なければというようなことは、先ほ

ど林委員も言われたように、ＯＥＣＤの加盟国では現在のところはやってないようですので、余り

加盟国の一国だけで突出したことをするのも、これもまたまずいと思いますし、緊急の対応がはっ

きり決められているわけですので、ほかの委員の御意見も伺いたいと思いますけれども、私の考え

るところはそういうことじゃないかなというふうに思います。
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○鷲谷委員

それで、今まで使われてきて何も起こっていないかどうかなんですけれども、アメリカ合衆国で

新規のトウモロコシのウイルスというのが２種類ぐらい、ちょうど遺伝子組換え作物などが広く栽

培されるようになったころに出現した。もちろん、まだ研究途上で結論は出てないようですけれど

も、それが遺伝子組換え作物由来ではないかということも疑って研究されている研究者もいらっし

ゃるようなんですね。20年というのは余り長くなくて、生態学的な現象を考えるとなると、20年と

いうのは非常に短いような気がするんですが、そういう研究の経緯なども見守ったり、あるいは、

こちらでも積極的にそういう研究といいますか検討をしてということも必要なのかなというふうに

思います。

○原田座長

おそらく全委員それを十分に認識していると思いまして、特に何か新しい科学的なデータが出て

きたとか、現状で。

○鷲谷委員

そのためのモニタリングが行い得るかということも問題になると思うんですが、植えてある周り

の野生植物に関してのモニタリングなどをしっかりするとか、新規のウイルスというと、どの範囲

までというのは難しい点もあるかもしれませんけれども、そういうことを。

○原田座長

遺伝子組換え作物によるよらないは別にして、新しいウイルスというのは現実に毎年いろんなと

ころで発見されているわけですので、それが特にこのカーネーションの組換え体と直接……。

○鷲谷委員

だから、この組換えをしたことによる影響として、そういうことが出てくることがないかどうか

の監視が必要なんだと思います。カリフラワーモザイクウイルスの35Ｓプロモーターを使っている

ことに関連するような新規ウイルスの発生というような現象がないのかどうかとか、もし栽培され

るのでしたら、そういうようなことをしっかり評価できるようなモニタリングのやり方ですね、計

画を提示していただくということが必要なんじゃないかと思います。
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○原田座長

モニタリングについて、栽培目的の場合は緊急措置計画書、鑑賞に供する切り花の場合というこ

とで２枚目と３枚目に書かれているわけで、これは今までのガイドラインの時代と違いまして法律

になったわけですので、この２点は提出するようになっているわけですけれども。

○近藤委員

御指摘の点を特に考慮してモニタリングしていくということは必要じゃないかと思いますね。こ

れ、結局一般開放系での使用が認められますと、つくられていくわけですから、同時にモニタリン

グが義務づけられていますので、その視点でモニタリングをしてもらうということが必要じゃない

かと思うんですよね。

○鷲谷委員

そういう懸念事項についての発言があったというようなことを踏まえて許可にしていただけたら

と思います。手放しで、これで生物多様性影響がないんだというふうにはとても言えない状態だと

思います。

○近藤委員

結局これは、まだ我々としても十分な知見を持っていないということがありますから、こういう

ものを許可したとしても、絶えずモニタリングをしていくということは間違いなく必要で、実際、

ほかのものもそうですけれども、そういった安全に対する我々の考慮というのは当然なされていか

なきゃいけませんし、それからモニタリングをしなきゃいけないという、そこは気をつけなきゃい

けない。

○鷲谷委員

そうですね。そういう段階に必要な知見は、やはりしっかりと蓄積する必要があると思うんです。

今、多少なりとも懸念されているようなことに関して、どのぐらいのリスクなのかという、そうい

う確率的なものを含めて評価できるようになって初めて、少し規模を大きく栽培が可能なのかなと

いう、生態学とか進化学の立場からそんなふうに感じます。

○原田座長



- 16 -

もう１つつけ加えさせていただきますと、これ、栽培と書いてありますけれども、我が国では実

質的に栽培されないということですので、このカーネーションは。

○近藤委員

我が国で栽培されなきゃいいということにはならないとは思うんですけれども。

○鷲谷委員

栽培も許可をすることになるわけですから。

○近藤委員

ですから、今御指摘があったことを踏まえて、モニタリングというものをかなり重視して、我々

としてもそういう知見が欲しいですから、それは重要なことじゃないかと思いますね。

○鷲谷委員

今後もう少し自信を持って評価を下せるような知見というのは、蓄積していかないといけないと

思いますし、まだ研究のほとんどないに近い状態だと思います。

○近藤委員

この機会に、そういった分野の研究も活発になるといいですね。

○原田座長

確かにそうですけれども、ほとんどの場合、ほとんどの植物、御存知のようにウイルスに感染し

ますし、ここに出てくるのは遺伝子を導入したのが出てくるわけですので、おっしゃるようにモニ

タリングは非常に重要だと思いますし、片や研究面での推進というのも重要だと思いますので、そ

れは、我々委員はおそらく全員心していると思います。さらに、毎回申請者の方に、新しいデータ

を積み重ねるなり、新しい知見が出たらすぐ報告してもらうようには強く要請したいと思いますけ

れども、そういうことを要請するという条件でよろしいでしょうか。

○鷲谷委員

はい。
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○原田座長

では、そういうことは委員からも事務局からも申請者に十分伝えてもらうようにということで。

○鷲谷委員

疑問事項の内容を明確に伝えていただいて、それにこたえるようなモニタリングの性格にしてい

ただきたいということです。

○原田座長

ということを伝えればよろしいわけですね。

○鷲谷委員

はい。

○原田座長

では、それは私と事務局の方で、どういう形にしたら一番いいか打ち合わせして、この案件につ

きましては御承認いただいたということにさせていただきたいと思います。

〈チョウ目害虫抵抗性トウモロコシについての生物多様性影響評価の概要〉

○原田座長

それでは、２番目は、資料２、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシの御報告をよろしくお願いしま

す。

○近藤委員

それでは、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ、これはモンサント社からのものですが、これにつ

いて御説明いたします。

まず、遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容につきましてですが、当該組換えトウモ

ロコシは、Ｃｒｙ１Ａｂ蛋白質、これはいわゆるＢｔトキシンと言われているものですが、これが

植物体各部位で発現することにより、チョウ目害虫であるアワノメイガに対する抵抗性が付与され

ています。第一種使用等の内容は、食用、飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬、
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廃棄及びこれらに付随する行為となっています。

遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容は、次のことについて検討しております。競合

性にかかわる諸形質につきましては、宿主と組換え体間で稈長において幾分有意差が認められまし

たが、それ以外の競合における優位性に関する諸形質には有意差が認められませんでした、という

ことが示されております。

また、チョウ目害虫抵抗性を有することにより、一時的に生存率が高まるなどということも考え

られますが、その他の競合における優位性に関する諸形質では、先ほどの稈長以外では宿主と組換

え体間で相違がないということから、この形質のみで競合における優位性が高まることは考えにく

いというふうに考えております。

有害物質の産生性についてですが、この花粉中に発現するＢｔトキシンによって、非標的チョウ

目昆虫が影響を受ける可能性があるかどうかということなんですが、ほ場からの花粉の落下あるい

はその距離とか、あるいは花粉量、ヤマトシジミを使ったバイオアッセイ試験などを行って、その

影響について評価をしております。この結果、調査した実験、条件下におきましては、最大限に見

積もった花粉の落下量等を考慮して、非標的チョウ目昆虫に対して影響を与える可能性というのは

若干考えられるわけですが、その考えられる昆虫の生息域、資料12ページに考えられる非標的昆虫

と主な生育場所というのが書かれていますが、若干影響を受ける可能性は考えられるわけですが、

生息地域などを考えますと、このわずかな影響によって個体群全体として影響を受ける可能性は極

めて低いということを述べています。

交雑性につきましては、トウモロコシと自然交雑可能な野生植物は、我が国には生育していない

ということが示されております。

最後に、農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では、これらの「生物多様性影響評価書」の

内容は適正であり、当該第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合には、生物多様性影響の

おそれがないと判断するというふうに結論をいたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

それでは、委員の皆様から、何か御質問、御意見等ありましたら、どなたからでも結構ですので

お願いしたいと思います。
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○鷲谷委員

先ほどのと同じなんですけれども、これもカリフラワーモザイクウイルスの35Ｓプロモーターを

使っているものですので、やはり同じようなことが懸念されるんじゃないかと思います。ウイルス

でほかに伝えられる可能性や、あるいはそこがアクティブであるということで、新たな新規ウイル

スが生じる可能性とか、そういうようなことを通じての生物多様性影響というのは懸念されると思

いますので、その点についてのしっかりしたモニタリングなどを求めたいと思います。

○原田座長

万が一のことを考えて、今お話しになったようなモニタリングについての注意は十分に喚起した

いと思いますけれども、新しいウイルスが出るかどうかというのは現段階では予測の問題だと思い

ますので、その辺のことは非常に難しいと思います。

○鷲谷委員

研究テーマとして重要かもしれませんね、今後。遺伝子組換え作物についてのリスク評価をどう

するかということの根本にもかかわることかもしれませんので。

○原田座長

ほかにいかがでしょうか。 どうぞ。

○小野里委員

植物体を直接食するとき、それは害虫になるわけですけれども、私もほんの少しだけ作物をつく

っているんですけれども、いろんな植物を刈り取った後、堆肥にしようと思ってまとめておくと、

その中にいろんな幼虫が出てきているんですね。この物質が、結局トウモロコシが生きているとき

に食べれば害虫ですけれども、それを土の中に鋤込んだときに、それを食べるいろんな幼虫に対し

て影響がないかどうか。その点が一番私は気にかかっているんですけれども、トウモロコシを収穫

した後、幹、葉は一体どんなふうに処理されているのかということと、あと、そういうふうに土の

中に入れた場合に、この物質がどのくらい幼虫に対して影響があるのか、その辺をちょっとお聞き

できたらと思います。

○近藤委員
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鋤込んだものが例えばＢｔトキシンを出すことによって、ほかのチョウ類等へ影響を与えるかと

いうことになるかと思いますが、それに関しては、実際に花粉が飛んでチョウ類に影響があるかど

うかということと同じレベルで考えてもいいかなというふうには、一応判断はしていますけれども。

○小野里委員

花粉の場合には、飛散してほかの植物について、そのほかの植物を食草としている昆虫に対して

害を与えるかどうかという試験ですけど、この場合は直接鋤込んだものを食べていくわけですね。

ですから、花粉とは比べものにならないほど、影響があるとすると大きな影響が出るんじゃないか

なと。

○近藤委員

鋤込んだ場所の密度は高いですよね。

○小野里委員

そうですね、植物体そのものですので。ただ、そういう物質が、Ｂｔが非常に短時間に分解され

てしまうというんですと、また話は別なんですけれども、かなり長時間存在しているとなると、そ

ういうほかの昆虫に対しての影響ということも考えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんで

すが。

○原田座長

おそらく非常にチョウ目の害虫にスペシフィックな影響を与えるわけで、土壌あるいは堆肥の中

にいる昆虫相は、このＢｔトキシンに対する受容体を持っているのはいないんじゃないかと思うん

ですよ。非常にスペシフィックなわけですよね、この形というのは。

○小野里委員

ただ、ガが土中に卵を産み込んでいっぱい出てきますよね。多くは、僕ら畑やっていると害虫な

んですけれども。

○鷲谷委員

ガの仲間は、はっきり言ってそういうものがある。それから、Ｂｔ毒素の特異性にもよると思う
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んですが、これは鱗翅目だけなんでしょうか。Ｂｔ毒素の中には、ほかのものに効果のあるものも

あるんだと思います。もし特異的だとしても、変わってしまう可能性というのはあると思うんです

ね。特異性というのは割合変化しやすいものですから。そうすると、鱗翅目以外のものについても

考慮しなければならないということが出てくるかもしれません。

○近藤委員

今の特異性なんですが、次に出てくるのはコウチュウ目ですから、これはまた構造が違う蛋白な

んですね。ですから、蛋白側から見れば、蛋白が例えば土の中で変わって、ほかのものにというこ

とはちょっと考えにくいんですが。

○鷲谷委員

遺伝子のレベルで、突然変異などで変わる……。

○近藤委員

それは当然皆さん心配していることで、例えばチョウ目自体に効くといってますけど、抵抗性は

チョウ目には出てくるだろうとか、そういう心配をしているわけで、そういう意味の。

○鷲谷委員

抵抗性の進化に関しては、予測がなされているんです。アメリカ合衆国などで、随分そういうよ

うな研究があったように思うんですけど。

○近藤委員

進化の方はわかりませんが、特に今回は評価の対象にしていませんけれども、この毒物に関して

は、特異性はかなりはっきりしているということと、これはほかの生物の場合には簡単に分解され

てしまうんですね。このチョウ目とか、あるいはその次のコウチュウ目に関しては、実際被害を受

ける昆虫では分解が中途半端にしかできないということで毒性が発揮されるということで、それは

どちらかと言うと特殊な事情で、大部分の生物はそれを速やかに分解していくために。

○鷲谷委員

でも、特異性の範囲としては、鱗翅目にはかなり広いということですね。
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○近藤委員

これはそうです。

○鷲谷委員

そうすると、鱗翅目は種類がかなり多いですから、先ほど御懸念なさったように、影響範囲は大

きいんじゃないかなと。

○近藤委員

あると思います。ただ、土壌中でどのくらい残っているかということだと思うんですが、植物体

も含めてかなり早く分解されてしまうというのは、蛋白ですから考えられますけれども。

○鷲谷委員

抵抗性の進化に関してはどんなデータがありますか。

○近藤委員

それはわからないです。

○鷲谷委員

たしかアメリカ合衆国では、抵抗性が進化しないような毒の発現の仕方をデザインするというコ

ンセプトで最初は栽培されていたんだと思いますけれども、それでも、死なないものがあると抵抗

性が進化する可能性がありますよね。そういうことが起こったという報告を大分前に見たことがあ

るんですが、そのあたりの研究成果など、まとめてデータとして提供されているのかどうかという

問題。

○原田座長

皆さん御存じのように、アメリカなんかでは非常に広範囲に栽培するわけですから、ほとんど栽

培技術の一つになっているんでしょうけれども、どのくらい離すとか、どういうふうに感受性の同

じトウモロコシを植えるとか、そういう栽培上の研究は多くあって、それは皆さんよく御存じだと

思います。先ほど近藤座長が言われたように、これは万が一のことを考えての話ですので、鋤込ん

で後作の影響を見るというのも、ほとんど実験室レベルの話なんですね、これは。
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○鷲谷委員

ただ許可は、栽培してもいいということで許可されるわけですね。予定がなくても、急に予定が

変われば栽培することもあり得ると思いますので、それも前提にした評価が……。

○近藤委員

ですから、それに関しては当然モニタリングをしっかりしなきゃいけないということになります

ね。

○鷲谷委員

そうですね。

○原田座長

ほか、いかがでしょうか。

○武田委員

ちょっとコメントなんですが、これ、2～3日前にどかっと資料が来まして、いずれ概要書を用意

するからとは書いてあったんですけど、せっかく送っていただいたのに見ないといかんと思って、

ほとんどのところずっと見たんですけど、たまたま今の議論ですと、後作試験のところで、１回目

の試験では有意差が出てしまったと。これはいかんというのでやり直してみたら、今度はなかった

と。正直に書いていますね。バイオアッセイの実験なんていうのは感度粗いですから、何回か繰り

返していれば、必ず都合の悪いデータも出るし、都合のいいデータも出るんですね。しかも、この

場合どういうふうに有意差が出たかというと、実は組換え体の方が後作に対する影響は小さいとい

う形で有意差が出ているんですよ。有意差はあったけれども、問題はなかったと書いているんです

ね。あえて実験を繰り返しているということは、データの生産現場がどういうことを考えて、つま

り都合の悪いデータが出たときには、どうも実験をリピートしているような生産現場だということ

になるのであれば、ちょっと私たちは困るなと。正直に言ってもらった方がいいんですね。そこの

ことは、この案件に関して強く印象を持ちました。あえて申し上げておきます。

○近藤委員

これは、ある意味では逆に正直に書いているわけですね、すべて。



- 24 -

○武田委員

そうですけれども、本音が見え見えになっているところが問題だと思うんですよね。

○近藤委員

内容を申しますと 「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」のもとで行った以、

前の組換え体利用専門委員会でこのデータが出たときに、これはまずいというふうに私たちは判断

したわけです。というのは、大体実験が振れていて、これは実験がまずいと、これでは何もわから

ないので、もっとちゃんとした実験をしてほしいというふうに要求した経緯があります。その結果

が全部書かれているということで、要するに実験方法がまずいためにはっきりした結論が出ないよ

うなデータは困るという、そういうふうに私たちは考えています。

○武田委員

ある部分だけやり直したんではなくて、全部やり直しているわけですか。

○近藤委員

全部じゃなくて、特にデータが振れているものは、これはよくないと、実験の方法がまずいとい

うふうに私たちは判断したわけです。こういう実験というのは、よほど注意してやらないともとも

と難しいんですね、土壌を使った試験というのは。

○武田委員

どういう答えでも出せるという言い方もできるので、それであるだけに、やっぱり――それはデ

ータを生産する現場は、都合の悪いデータが出たら困るから、なるべくということはあるんでしょ

うけど、それに準拠して判断する方は、有意差がなかったと言われても、実験が粗いから有意差が

出ない場合もあるわけですよね。むしろきちっとやると差が出て、ラフにした方が有意差は出ない。

有意差はないという結論を出したかったら、反復の数を減らすとか。

○近藤委員

私たちの農作物分科会での議論というのは、その辺はかなりの時間を割いて議論しています。統

計処理がちゃんとしているかどうかとかですね。それについては、必ずしも十分な統計処理がなさ

れてないケースもありますので、それはしっかりしてほしいということはコメントしています。で
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すから、データの信頼性ということは、非常に重要なこととして十分に議論しています。今の指摘

は全くそのとおりだと思います。

○鷲谷委員

おそらくそういう実験というのは、結果が状況に大きく依存すると思うんです。それで、ある１

回の実験の結果から結論を出すというよりは、いろいろなプロセスに関して詳しい検討をしたもの

を積み上げて、モデルによって、いろんな状況に関してシミュレーションで予測を出すというよう

なやり方が適切だと思います。そうじゃないと、そのある条件のところに特定された結論しか出せ

ませんので、一般化していく必要があると思うんですね。そういうような検討の仕方になっている

かどうかというようなことは重要かもしれません。

○原田座長

ちょっとよくわからないところがあるのですけど、こういう実験をシミュレーションによって一

般化するという。

○鷲谷委員

することを目標にした実験デザインをつくって、そのときに出た実験の結果で何か結論を出すん

ではなくて、検討のための要素として、それを組み合わせたモデルで答えを出していくというよう

なやり方が、リスクの評価としては適切なのではないかと思います。

○林委員

先生のおっしゃった一般化ということは、随分いろんなところでも、こういうテストをやるのに

悩んでいたことなんでしょうけれども、結論としては、今のところ、やはり対照の種と対照の組換

え体が栽培される地域とか、そういうような特定条件下での確実なデータが必要となります。

○鷲谷委員

一般化というのはそれ以上の一般化ではなくて、もちろん種と。

○林委員

ですから、そこは、そのものについてはそういうふうに一般化できるような余地を残したような



- 26 -

デザインにしようと、そういう御指摘は。

○鷲谷委員

その地域で、その種に関しての一般化ができるというふうに。

○林委員

ケース・バイ・ケースという原則は崩さないけれども、その中でそういうデザインが可能ならば

ということですね。

○鷲谷委員

たまたまその実験をした時期の影響が出てしまうようなデザインは。

○林委員

僕も、今近藤先生がおっしゃったみたいに、これは随分議論があったように思います。確かにう

んと振れるようなことを見込まれたようなデザインでやって、たまたまいいところだけ出される、

それは避けられたけれども、だからといって、もともと振れるようなデザインはおかしいんじゃな

いかと。非常にていねいな統計処理がなされていますなら、その統計処理でやられている範囲内で

。結論を出すということを尊重しましょうと、そういうことではないでしょうか

○鷲谷委員

統計処理の前に、研究のモニタリングでも実験でもデザインの問題なんですけれども、そこで起

き得る現象の幅全体を見渡したデザインになっているかどうかということだけです。実験の回数だ

とか広さであるとかそういうことに関して、余りに個別特定の事象だけを見ることになってしまわ

ないかということだけです。そういうのをいろんなタイプでやってみて全体像を把握するとか、そ

ういうようなアプローチが必要なのではないかという、その程度のことです。

○原田座長

これを言いかえますと、実験設計をちゃんとしなさいということですね。

○鷲谷委員
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はい。

○原田座長

その辺はそれぞれの分科会の先生方も、この総合検討会のメンバーは別に分科会に出ることを求

められているわけでもないんですけれども、まだ始まったばかりですので、私も勉強のために一部

出席させていただいたんですけれども、各案件ごと非常に時間をかけて、相当議論を熱心にされて

いたことだけは一言御報告しておきたいと思います。できるだけ頻繁に、今のような御指摘は申請

者の方に伝えるようにしたいというふうに思っております。

そのほかよろしいでしょうか、この第２番目の案件につきまして。特に御異議がなければ、そう

いうことを申請者の方に伝えるということで御承認いただいたことにしたいと思います。

〈コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシについての生物多様性影響評価の概要〉

○原田座長

それでは、３番目の案件に参りたいと思います。コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシの検討で

すけれども、近藤先生よろしくお願いします。

○近藤委員

それでは、３番目の案件でありますコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ、日本モンサント社か

ら出されていますが、これについて御説明いたします。

まず、遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容ですが、当該組換えトウモロコシは、コ

ウチュウ目害虫抵抗性が付与されております。これは、先ほど出てまいりましたＢｔトキシンと基

本的に同じものなんですが、先ほどのものとは蛋白質の構造が違っております。第一種使用等の内

容ですが、食用、飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随す

る行為となっております。

遺伝子組換え生物多様性影響評価の内容につきましては、検討した結果は以下のとおりです。ま

ず、競合性にかかわる諸形質ですが、こちらの方は先ほどと違いまして、形態等に宿主と組換え体

の間に相違は認められておりません。このコウチュウ目害虫抵抗性を有することによって一時的に

生存率が高まる可能性も考えられますが、その他の競合における優位性については相違がないとい

うことで、ただいまのコウチュウ目害虫抵抗性を有するということのみでは、競合における優位性
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が高まるとは考えにくいというふうに述べております。

有害物質の産生性についてですが、問題になるのはこのＢｔトキシンですが、この非標的コウチ

ュウ目昆虫が影響を受けるかどうかという可能性について検討がなされております。このＢｔトキ

シンは、アメリカにおける検討におきましても、農業上害虫となるようなコウチュウ目昆虫に対し

ては２種類しか効果が確認されておりません。他の非標的昆虫への影響は確認されておりませんが、

この２種類のコウチュウ目昆虫は、我が国では生息しておりません。ただ、ほかに調査してないコ

ウチュウ目昆虫の中に、本組換え体の花粉中のＢｔトキシンが影響を与えるかどうかということに

ついてはわかりませんので、その影響の可能性については検討しています。

先ほどと同じように、どの程度花粉が飛散するかということと、Ｂｔトキシンによってどの程度

昆虫が影響を受ける可能性があるかということが問題になります。特にこのトキシンに対して、感

受性の高い昆虫を用いたバイオアッセイがなされておりますが、その結果は９ページ以下に書かれ

ているかと思いますが、ここに影響を与える可能性のある量としては、１平方センチメートル当た

りに2,000粒とかそういった値が出ております。そういったことを含めて考慮しますと、先ほどと

同じように、栽培している栽培地から非常に近いところで全く影響がないというふうには言えない

わけですが、可能性のある昆虫種として、10ページに、こういったものが考えられるということで

出ておりますが、これを考慮しますと、若干畑地などにもこういった昆虫が生息をしますので、全

く影響がないというふうには言い切れないわけですが、トウモロコシを栽培している畑地に生息し

ている量、比率というのは非常に小さいというふうに考えますと、まず、こういったトウモロコシ

によって個体群として影響を受ける可能性は極めて少ないだろうというふうに判断をしています。

こういった昆虫に対する影響評価をすればいいというふうに思われるかもしれませんが、実際に

は、こういった昆虫を人工的に飼育してバイオアッセイするというような方法が確立しておりませ

んので、結局は、こういうバイオアッセイに使える昆虫を用いた結果だけでこういった判断をして

おります。

農作物分科会の結論といたしましては、農作物分科会では、これらの「生物多様性影響評価書」

の内容は適正であり、当該第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合には、生物多様性影響

のおそれがないというふうに判断いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。
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ただいまの近藤座長の御報告につきまして、何か御質問、御意見ございましたら、どうぞ遠慮な

く。

○鷲谷委員

個体群に影響を与えないというのは、どういう根拠でそういう御説明になるんでしょうか。

○近藤委員

一応私たちの考え方としましては、影響があるかどうかは実際に試験できないのでわからないの

ですが、最も感受性の高い昆虫を用いたバイオアッセイから、この程度の範囲で影響があり得ると

いう、例えば10メートル、20メートル範囲で影響があるかもしれないというふうに考えるわけです

が、そこに仮にそういう昆虫がいたとしても、それは影響を受けるかもしれません、ただ、それに

よって昆虫、その種が絶滅するとか大きな影響を受けることはないというふうに判断をしています。

これは影響を受けるという仮定のもとの判断です。実際には、このＢｔトキシンは非常に影響を与

える種類が限られていまして、コウチュウ目昆虫すべてに与えるのではなくて、わずか２種類しか

与えなかったという。

○鷲谷委員

２属って書いてありましたけど。この評価書には２属になっていました、２種類じゃなくて。

○近藤委員

そうですか。

○鷲谷委員

その論理でいいのかはちょっとわからない。生物多様性影響の「おそれはない」と言ってしまっ

ていいのかどうかということに対しては。

○近藤委員

私たちの評価はどういうふうにしているかと言いますと、毒物が全く何の影響もないというふう

な評価はあり得ないというふうに考えております。
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○鷲谷委員

「影響は小さいと考えられる」とか、そういう表現だったらまだいいと思うんですけど 「おそ、

れはない」というふうに言われると、余り科学的な表現ではないように思うので、そのあたりは表

現を少し変えてほしいと思いますけど。

○近藤委員

表現をどうするかという問題はありますが、内容的には、先ほどの御指摘もありましたけど、確

かにどんなものでも全くないということは言い切れないんですけれども。

○鷲谷委員

でも、どんなものって、そういう論理ではなくて、やっぱりこれは野生のコウチュウに対する殺

傷効果というのもあるわけですから、状況によっては……

○近藤委員

というか、我が国ではあるかどうかわかりません。

○鷲谷委員

でも、栽培を認めるということで許可をして、もし広範に栽培されることになったら、そういう

ことも考えなければいけないと思うんですね。この評価はそれのためにやっていると思いますので。

そうすると 「ない」という表現というのは余り適切ではないように思います。、

それから、もう１つ、私が何度も出しているような問題を介した生物多様性影響については、ま

だ十分に評価できないという現状なんですね。だから、今検討されている評価項目に関しては、影

響は少ないと考えられるけれども、それで生物多様性影響評価として十分であるかどうかというこ

とはまだ問題として残ると思いますので 「ない」というのはとてもつらいんですよね。、

○近藤委員

個体群にどうかということに関しては、確かに畑の近くにいた昆虫に影響を与える可能性という

のは当然あるわけですから。

○鷲谷委員
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そうですね、それが、畑が狭い状況だったら、確かに個体群に影響はないかもしれませんけど、

広大な面積にこれがもし栽培されて、例えば畑の間にわずかに緑地があって、そこが主なこういう

昆虫の生息場所になったような状況を想定すると、それは大きな影響ということになると思うんで

すね。

○原田座長

今、直接的にないというのはまずいという御意見だったら、例えば「ほとんどない」とか 「無、

視できる範囲」とか、いろんな表現がいっぱいあると思うんですけれども、鷲谷委員はどういう、

例えばの話。

○鷲谷委員

「栽培面積がそれほど大きくなければ」とか、何か限定 「生物多様性影響が小さいと考えられ、

る」というような言い方だったら科学的だと思います。

○近藤委員

そうですね。

それから、先ほどの例えば技術とかそういったことに関しては、私たちはそれについて、データ

を持ってないということとかの判断からできないということで、現在の段階では、判断できないこ

とに関しては考慮してないことにしています。モニタリングとかそういうところに考慮するという

ことはもちろん必要なんですが、それ以外の部分では、一応「ある」というふうには表現をしてい

ません。

○鷲谷委員

「ある」とは表現しなくていいと思うんですけれども、影響が「ない」という言い方は余り適切

ではない。予防的なアプローチという視点からは、そういう懸念が出されて、まだ解決してないと

きは、慎重に振る舞った方がいいんだと思うんですね。

○近藤委員

それはそのとおりで、具体的にやる場合にはもちろん慎重にすべてやるのが条件になっています

が、まだよくわからない、可能性は幾らでもあると思うんですね。そういうものをすべて列挙する
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ということはしていません。ですから、今現在の段階で明らかに可能性のあるものは、もちろん注

意して議論をしますし、そうじゃないものについては、モニタリングをしっかりしろというような

立場にあります。

○鷲谷委員

そうですね。そういうふうにした場合 「ない」と言い切るのは難しいですよね、論理的に。懸、

念事項があるからモニタリングをするということですので。

○林委員

今の先生おっしゃった問題は、11ページのところは 「可能性は極めて少ない」という文言にな、

っています。

○鷲谷委員

「極めて」を取ってもいいんじゃないでしょうか。

○林委員

可能性は「ない」とはもともと書いてないです。

○鷲谷委員

わかりました 「極めて」というのはすごく強い言葉のように思います。。

どんな現象が心配されるかというのは、完全にどのぐらいの量で栽培されるかに依存すると思い

ます。ですから、すべてそうですので、極めて少ないというのは、確かに栽培面積とかが限定され

ているときにはそうかもしれませんけど、それが広い範囲で栽培されるようになったら、そうとも

言えないということだと思うんです、大体生物多様性影響というものは。

○武田委員

そういう意味では、３つの案件とも最後の結論は 「生物多様性影響が生じるおそれはないと判、

断される」と。

○鷲谷委員
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「ない」ってありますよね。だから、私はそれを気にしたんです 「ない」と書いてある。。

○近藤委員

この表現をどうするかというのは。

○新本農産安全管理課調査官

ちょっと事務局から。今の言葉の定義なんですけれども、最後の方は「生物多様性影響が生じる

おそれはない」という言葉を使っていますけれども、カルタヘナ法第３条に基づく基本的事項とい

うのがございまして、その中で、次のようなケースは生物多様性影響が生じるおそれがないものと

して承認をするもの、と規定されています。次のようなケースというのは大きく２つありまして、

１つは、野生動植物の種なり個体群の維持に支障を及ぼす影響がない場合、もう１つは、長年の使

用があるものについては、宿主と比較をして生物多様性影響が高まってない場合、こういったケー

スのときは、生物多様性影響が生ずるおそれはないものとして承認をするという整理になっていま

す。

○鷲谷委員

そこが問題なんですね。

○新本農産安全管理課調査官

ですから、全く影響はないということでなくて、整理として、そういった種なり個体群の維持な

り、そういったようなケース、影響のないような場合については、一応法律上は、生物多様性影響

が生ずるおそれはないという整理で承認をすると、言葉としてはそういう整理になっています。

○鷲谷委員

基本的事項にそうなっている？

○新本農産安全管理課調査官

そうですね。

○原田座長
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基本的事項というのは、法律のすぐ下のものですよね、２番目のものですよね。

○新本農産安全管理課調査官

そうです、基本的事項といいまして、６省で連携して、告示という形で整理しているものでござ

いますけれども。

○原田座長

ほかにも細かく申しますと、私もいろいろ意見のあるところがあって、事務局にもいろいろ私見

を申し上げているんですけれども、表現については、それは一番上の法律にほとんど書き込まれて

いることであって、我々のこの委員会のレベルではどうにもならないことが多いのですけれども、

今調査官の方から説明があったような解釈でこの表現を使うということですよね。

ＯＥＣＤあたりで、英語の表現なんかどういうふうにするんですかね。

○林委員

「リラティブ ツー イッツ カウンターパート」です。ですから、ここで言っているのは、絶対

にないということはなくて、その対応するカウンターパートに比べて、そういうことは相対的にあ

りません、カウンターパートを超えるものではありません、そういう表現で全部言っています。だ

から、これはみんな全部にひっかかることです。文言は、日本語では一々言わないけれども、精神

はみんなそうです。あらゆる場合に、ベースラインと比較していきましょうということです。です

から、そのもの自身のことは将来の研究項目として残る、先生の御指摘どおりなんですけれども、

ここでの多様性の判断は 「リラティブ ツー イッツ カウンターパート」ということで考えましょ、

うということで、ベースラインに比べて、それを超えるものではないということが重要と思います。

○原田座長

では、そういうことで、この総合検討会、きょうは最初なものですから、いろいろ基本的なとこ

ろでも質疑応答が出るのは、私も当然だというふうに考えておりますけれども、今お二人から説明

があったようなことで了解するようにしたいと思います。

そうしますと、農作物分科会の御報告は３件とも、今ちょっと問題になったような文言でとじら

れているわけですけれども、基本的事項がそういうふうになっているということで、この表現はそ

う簡単には変えられないと思いますので、こういう表現で御了承していただければというふうに考
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えます。

○近藤委員

ちょっと質問よろしいですか。

○原田座長

はい。

○近藤委員

ちなみに、今の場合にはほとんど影響がないといいますか、はっきり根拠のある影響がない場合

には「ない」ということだと思うんですが、ほとんど心配はないけれども 「ある」と書くべきも、

のというのはあるんでしょうか、法律の上で。

○新本農産安全管理課調査官

どうしてもある場合は、最後のような「影響はない」という結論は出せないというようなことに

おそらくなるのではないかと。

○近藤委員

そうすると、それは認められないということになるんでしょうか。

○新本農産安全管理課調査官

そういうことは十分あり得ると思います。

○鷲谷委員

影響が懸念されるので、しっかりしたモニタリングをしていただくという、そういう結論の出し

方はないんでしょうか。

○原田座長

それは、さっきちょっとメモをとっておいたんですけれども、１番目のカーネーションについて

は、モニタリングをしっかりしてもらいたい、特に導入遺伝子とウイルスとの関係。
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○鷲谷委員

すべての対象が同じ問題を抱えていると思いますけれども。

○原田座長

それと、特に強調されたのは、２番目では、試験設計をちゃんと明快に第三者が納得がいくよう

にしてくださいというようなことで、メモをちゃんとつくって申請者に渡すことを事務局にお願い

するのは全然やぶさかではないですけれども、また反面、余りにも当たり前のことなんですよね。

考えてみますとね。

○鷲谷委員

どんな内容が懸念事項であるかはお伝えしていただきたいように思います、当たり前かもしれま

せんけれども。

○原田座長

では、それは伝えるようにしたいと思います。

○武田委員

もう１つよろしいですか。

○原田座長

どうぞ。

○武田委員

ここで申し上げてもしようがないことなのかもしれないんですが、今トウモロコシの場合、交雑

率が問題なんですよね。トウモロコシというのはほぼ完全他殖ですから、100メートル離れてもア

ウトクロスするんですけれども、ここでは、トウモロコシと交雑する野生植物は日本にはないから

問題はないと。これ、このとおりなんですけれども、自然生態系で考える場合はですね、ただ我々

農学の立場からしますと、作物間では幾らでも交雑するわけですね。それによって知らぬ間に、あ

るいは望まぬままに、ある遺伝子がどんどん日本の既存の因子の中に入ってくるということは、こ

れはやっぱりゆゆしい問題だと思うんですね。そういうことについてのチェックポイント、少なく
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ともこの生物多様性云々のこのルールの中ではないのかもしれないんですけれども。

○原田座長

私、あえて申し上げなかったんですけれども、今、特にトウモロコシとか作物の栽培のガイドラ

インができておりまして、トウモロコシの場合は600メートル離しなさいと、もし防風林があった

ときは300メートル離しなさいと。ナタネの場合は600メートルと200メートルだったですかね、あ

と、ジャガイモとか何かは20メートルとか10メートルとか。

○吉田研究総務官

今の作物同士の交雑については特に研究サイド、まだ一般のほ場で一般農家が栽培するというこ

とについて、それほどの状況にないものですから、まず、研究段階で隔離されたようなほ場で、試

験研究所の中で実験する場合はあります。そういった場合に、近隣の農家が作付されている作物に、

同種栽培作物と言っていますが、そういったものに交雑することを避けるということからガイドラ

インをつくりまして、隔離距離を設けたもの、あるいはそれ以外の交雑防止策を設けたものがあり

ます。隔離距離につきましては、稲で20メートル、大豆で10メートル、トウモロコシ、ナタネとも

に防風林等がない場合には600メートル、防風林がある場合には、トウモロコシは300メートル、ナ

タネの場合には、訪花昆虫のトラップとして遺伝子組換えでない同種のナタネをある間隔で植えて

もらえれば、それは400メートルまで縮めてもいいんじゃないかというガイドラインをつくりまし

た。

なお、トウモロコシとナタネについては、これは食品安全性なり飼料安全性が確認されていない

場合には、この隔離ではなくて、もっと強い、例えばトウモロコシですと除雄なり袋がけとか、そ

ういったようなより強い措置をとるようにという指導をすることで、この２月に策定いたしまして、

今、特に我が方の独立行政法人には通知をしたところでございますし、それ以外のところにも、こ

れを参考にしていただくようお願いしているところでございます。

○鷲谷委員

武田先生がおっしゃるようなことというのは、国民にとっては一番大きな懸念事項だと思います。

それで、生物多様性という概念の中には、そういう作物の品種なども本来入っているものですから、

法律のつくり方によっては、それを防ぐための法律も可能だったと思います。法律をつくるに当た

っての議論の中では、私はそういう意見を言わせていただいたんですけれども、残念ながら野生の
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動植物だけに限定されてしまったんですが、また法律が改正される機会などには、もう１度生物多

様性――生物多様性というのは、人と自然のかかわりというのをかなり重視した概念ですので、作

物の品種なども含めて対象にできればいいんじゃないかなと思います。

今つくられたガイドラインというのは、花粉がどういうふうに距離に依存して減衰するかという

データなどをもとにつくられていると思うんですけれども、時としてかなりの距離を移動すること

があるんですね。そういうことの影響というのは重視しないといけないと思いますので、今おっし

ゃったぐらいにあけておけばそういう交配が起こらないかというと、ちょっとまだ不安な面もある

と思います。生態系の中での花粉の動きなどを意識した研究をしている者から見るとですね。

○吉田研究総務官

この議論からちょっと離れてしまうので申しわけないですけど、今回の隔離の距離の考え方の設

定には、今鷲谷委員のおっしゃった花粉の飛散状況、そういうパターンからではなくて、実際の

我々集められる範囲での、我が国で実際に栽培されているものとよく似た条件といいますか、それ

に適用される条件の交雑のデータを集めて、その結果、交雑しないというところまでのデータで来

ています。花粉の飛散ですと……

○鷲谷委員

「ない」と言い切れるようなデータなんですか。

○吉田研究総務官

はい。花粉の飛散でいきますと、花粉の寿命とか風とかいろいろございますので、実際にとった

データで判断しています。

○原田座長

今、少し話がずれたかもしれませんけど、ここでまず、ちょっと整理をしますと……

○高木委員

ちょっとよろしいですか。

○原田座長
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はい。

○高木委員

資料１については、ちょっと科学的な部分で、もしできたら農作物分科会に調べていただきたい

んですが、資料１では、プロモーターの発現が上がったときにリコンビネーションが起きるか、そ

ういう研究があるかということ。それから２番と３番については、こういう蛋白性のトキシンが土

の中でどれぐらい半減期があるか、あるいはどれぐらいすぐなくなるか、そういうことに対するデ

ータがあるかないかというのも、もし可能でしたら調べていただいて、それはやはり安全性を確認

する上ではかなり重要なことじゃないかと思います。１番についてはリコンビネーション、２番、

３番については土壌中での蛋白質の残存性、これ、もしデータがございましたら、ぜひ探していた

だければと思っています。

○原田座長

では、それは、今度また１５、１６日に総合検討会があるんですけど、それまでに調べられるか

どうかは別問題として、そのときまでに間に合わなければその次のとき、まだ８月までに何回もし

なきゃならないようですので、これは農作物分科会と総合検討会の両方に事務局を通して出してい

ただくようにします。

○小野里委員

今と同じなんですが、毒性の評価が花粉を通してだけここで評価されていますけれども、やはり

一番大きいのは、植物体そのものに毒がつくられて、それで害虫を駆除しているわけですから、や

っぱりそういう鋤込んだ後の残存性というのをきちっと把握しておく必要があると思うので、ぜひ

それをお願いしたいと思います。

○原田座長

今まで３つに関するコメント、ほかにございませんでしょうか。

それでは、農作物分科会の方の報告を了承させていただきます。

そのほかに、何かございますでしょうか。

それでは、特になければ、私の進行役はここでストップいたしまして、事務局の方にお返しした

いと思います。
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○青木技術安全課長補佐

どうもありがとうございました。

その他

○青木技術安全課長補佐

今後のスケジュールということで、本日の検討会資料の最後のページの資料４ということで、次

回総合検討会の開催予定ということでお示しいたしてございます。議事次第の一番最後につけてご

ざいます。３月15日月曜日１時から、３月16日火曜日10時半からということで、場所は環境省の共

用会議室1014号室ということでございます。経済産業省の別館10階ということでございます。

○高木委員

16日の10時半からの終了時間の大体の見当は、今のところつかない？

○齋藤技術安全課長

件数によると思いますが、一番多くて８件ぐらい。15日と16日に何件ずつかと割り振りがありま

して、まだ固まっておりませんが、済み次第ということなんですが、２時とかわかりませんが、状

況によってということで。会議室自体はとっておりますので。

○青木技術安全課長補佐

そのほか、１月16日に第１回ということで、総合検討会と農作物分科会合同で会議を設けました

が、そのときの議事録等につきまして、別途、各先生に送付させていただいております。内容を御

確認いただいた上で、農水省と環境省の両省のホームページに掲載いたしたいというふうに考えて

ございます。よろしくお願いしたいと思います。

○原田座長

それは誤解のないようにちょっと確認しておきますけれども、この前、随分長い時間その日やっ

たわけですけれども、その最初の方のパート１のところだけですよね。

○青木技術安全課長補佐
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はい。打ち合わせの方は非公開ということです。

それでは、最後に、農水水産技術会議事務局吉田研究総務官より閉会のごあいさつを申し上げま

す。

○吉田研究総務官

どうもありがとうございました。御熱心に御討議いただきまして、この後、本日の総合検討会の

結果を農水大臣、環境大臣に報告をいたします。そして、その後パブコメ、およそ１カ月と聞いて

いますが、そういうパブコメの手続に入っていきたいというふうに考えております。

また来週、かなり件数が多くございますけれども、ひとつ御協力よろしくお願い申し上げまして、

御礼の言葉にかえさせていただきます。本当にありがとうございました。

○青木技術安全課長補佐

これをもちまして、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。本日はどうもあ

りがとうございました。

閉 会


