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於・農林水産技術会議委員室 

開 会 

○青木技術安全課長補佐 

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まことにありがとうございます。 

挨 拶 

○青木技術安全課長補佐 

開会に当たりまして齋藤技術安全課長より御挨拶申し上げます。 

○齋藤技術安全課長 

おはようございます。 

本日は、お忙しい中、また、お足元の大変悪いところ、この検討会にお越しいただきまし 

てありがとうございます。 

また、日ごろ遺伝子組換え生物の評価の検討につきまして大変お世話になっております。 

この場を借りまして厚くお礼申し上げます。 

最近の遺伝子組換え生物、あるいは農作物につきましてはいろんなところで関心を集めて 

いるところであります。この問題につきましては３つのことを考えて進めております。 

１つ目は、遺伝子組換え技術が持つ可能性についてやはりもっとお伝えしていくというよ 

うなことが大事であるということです。 

２つ目は、カルタヘナ法を初め最新の科学的な知見に基づいて環境や健康に与える影響を 

十分評価して実用化に向けて進めているということです。 

３つ目は、やはり消費者のいろんな御関心に応えていくということが大事だということで、



この３点をモットーに進めているところでありますけれども、それらに関しまして御紹介い 

たしますと、12月６日から 10日、農水省の消費者の部屋で「バイオテクノロジーがつくる 

未来」ということで展示をすることにしておりますので、ぜひお越しいただければと思って 

おります。 また、農水省のホームページなども今見直し作業をしておりますので、近々そ 

れをリニューアルできると考えております。 

さらに、最近の検討状況につきまして、前回、総合検討会は 10 月７日に開催されており 

ますけれども、その後の状況について御報告させていただきます。 

10 月７日以降、10 月 15 日と 11 月５日の２回、農作物分科会を開催しております。その 

中で遺伝子組換えトウモロコシ４件、イネ７件についての検討を行っているところでありま 

す。また、10 月７日に総合検討会で御検討いただきましたトウモロコシ、ワタについて 

近々パブリックコメントの手続をとる予定にしております。 

本日は、農林水産大臣及び環境大臣に申請がありました申請３件について御検討いただく 

ことになっておりますので、幅広い見地からの御検討をよろしくお願いしたいと思います。 

配付資料の確認等 

○青木技術安全課長補佐 

本日の検討委員につきましては、配付資料の２枚目につけてございます座席表のとおりと 

なってございます。御紹介は省かせていただきます。 

次に、配付資料の御確認をさせていただきます。座席表の次に配付資料一覧がございます 

ので、こちらで御確認をお願いしたいと思います。 

資料１といたしまして、本日御検討いただきます第一種使用規程の承認に係る申請案件の 

安全性確認状況ということで、１番のコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐 

性トウモロコシ、２番目がチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性及び除草剤グ 

リホサート耐性トウモロコシ、３番目がチョウ目害虫抵抗性ワタとなってございます。 

資料２につきましては、枝番の１と２に分かれてございまして、コウチュウ目害虫抵抗性 

及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシの枝番の１が農作物分科会における検討の結果、 

その次が生物多様性影響評価書の概要。 

資料の３につきましても分かれてございまして、枝番の１の方がチョウ目害虫抵抗性及び 

除草剤グルホシネート耐性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシの農作物分科会におけ



る検討結果、枝番の２の方が同じく評価書の概要になってございます。 

資料４につきましては、チョウ目害虫抵抗性ワタにつきます農作物分科会における検討結 

果と生物多様性影響書の概要。 

資料５といたしまして、生物多様性影響評価の方法について（案）がつけてございます。 

資料６は１枚紙で、イベントの定義について（案）というものです。 

資料７といたしまして、鷲谷委員再要求資料ということで、Ｂｔ作物の栽培基準の関係の 

資料がつけてございます。 

参考資料といたしまして、10 月 29日にプレスリリースしました「遺伝子組換えとうもろ 

こしの隔離ほ場試験における混入に関する注意について」というものがつけてございます。 

以上、本日の検討会の配付資料でございます。不足しているものがありましたらお声をか 

けていただきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは、本日御検討いただく３件の第一種使用規程承認申請書及び生物多様性影響評価 

書本体につきましては、委員の先生の座席の上に配付させていただいております。それから、 

コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシに係る評価書の本体に 

つきまして、Ｂｔトウモロコシの鋤き込みによるコウチュウ目昆虫に対する影響に関する記 

述を追加したものが届けられてございますので、これにつきましても配付させていただいて 

おります。 

傍聴者の方々におかれましては、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 

守っていただくようお願いいたします。 

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

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 

皆さん、おはようございます。 

それでは、議事次第に従って議事を進めていきたいと思います。 

議事の１つ目は、遺伝子組換え農作物第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討でござ 

います。既に農作物分科会で専門的な見地から検討されているものでございます。それで、



農作物分科会での検討状況は資料１のとおりとなっております。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をしていただきまして、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、農作物分科会における検討結果についての報告をいただ 

いた後で、委員の皆様で検討を行いたいと考えております。その後に委員からの御意見を集 

約しまして申請案件についての総合検討会としての取り扱いを決めたいと考えております。 

これを本日３つございます申請案件ごとに繰り返し行っていきたいと思います。 

それで、議事のまず１の１番目ですけれども、コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホ 

シネート耐性トウモロコシについて、近藤座長、御報告をよろしくお願いいたします。 

○近藤委員 

はい、わかりました。 

きょうは、今御説明いただいたように３件ございまして、それが資料１にまとめてござい 

ます。ここでちょっと見ていただきたいのですが、農作物分科会で何度か議論しております。 

例えば最初の案件は３回、次も３回、それから３番目は２回となっておりますが、これは１ 

つには評価書の論理のまとめ方に分科会の方で疑問があったりというようなことで、それに 

ついて再検討をお願いしているということで、１回で済まないということがまず第１にござ 

います。それから、以前の指針のときには、例えば有害物質の産生性に関してバイオアッセ 

イのデータを必ずしも要求していない、そういう申請案件もあったのですが、今回それにつ 

いて追加試験をお願いしているものもあります。そういったようなことで何回か議論を行っ 

ております。 

これから資料に基づいて報告させていただくのですが、それだけではわかりにくいところ 

もあうかと思いますが、その場合には御質問いただければと思います。 

〈コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシの 

生物多様性影響評価について〉 

○近藤委員 

それでは、最初の案件、コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロ



コシにつきまして、その検討の結果について御報告いたします。 

この第一種使用等の内容ですが、食用又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となっております。 

申請者はデュポン株式会社です。 

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トウモロコシ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 

であります。 

第１番目ですが、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の結果から、本組換えトウモロコシの作出に用いられたプラスミドPH 

pat、 P17662 のうちのUBI１ZM PROから 35S TERM――ターミネーターですが――まで及び 

こういったものを含んだプラスミドですが、これが本組換えトウモロコシのゲノム上に１コ 

ピー移入されていることが確認されております。 

また、 及び が安定して後代に遺伝していることが、複数世代を cry34Ab1 及びcry35Ab1 pat 

用いたサザンブロット分析により確認されております。さらに、 及び 及 cry34Ab1 cry35Ab1 

び 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 pat 

いたELISA法による蛋白質の分析、生物検定及びグルホシネート散布試験により確認されて 

おります。 

２番目、競合における優位性ですが、宿主が属する生物種であるトウモロコシは、我が国 

において長期間にわたり栽培されてきましたが、自生しているとの報告はされておりません。 

本組換えトウモロコシには、移入された 及び 及び により、それぞれ cry34Ab1 cry35Ab1 pat 

コウチュウ目昆虫への抵抗性及びグルホシネートへの耐性が付与されております。しかし、 

コウチュウ目害虫による食害はトウモロコシが我が国の自然環境下で生育することを困難に 

させる主な要因ではなく、また、グルホシネートが自然環境下で選択圧になることはないと 

考えられることから、これらの性質により本組換えトウモロコシが自生化することはないと 

考えられます。 

また、我が国の隔離ほ場における調査の結果、供試した非組換えトウモロコシ２品腫のう 

ち１品種の稈長との間でわずかな差が認められることを除き、競合における優位性に関わる 

諸形質に有意差はないことが確認されております。 

以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物は特定されず、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いた 

しました。 

３番目に、有害物質の産生性ですが （１）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特 、 

定。

宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物等に影響を与える有害物 

質を産生するとの報告はされておりません。 

本組換えトウモロコシは、グルホシネートを不活性化するホスフィノトリシン・アセチル 

基転移酵素（PAT蛋白質）を産生しますが、本蛋白質は基質特異性が極めて高く、植物の生 

長に悪影響を及ぼさないこと及び植物に対して毒性を持たないことが報告されております。 

また、本組換えトウモロコシの有害物質の産生性、これは根から分泌され、他の植物に影 

響を与えるもの、あるいは根から分泌され、土壌微生物に影響を与えるもの、あるいは植物 

体が内部に有し、他の植物に影響を与えるもの、こういった３点ですが、これらの調査か行 

われており、非組換えトウモロコシとの間で有意差は認められておりません。 

しかし、本組換えトウモロコシはコウチュウ目昆虫への殺虫活性を有するCry34Ab1 蛋白 

質及びCry35Ab1 蛋白質を産生することから、影響を受ける可能性のある野生動植物等とし 

て我が国の生息するコウチュウ目昆虫が特定されます。 

（２）の影響の具体的内容の評価については、 米国におけるトウモロコシ栽培の主要な 

コウチュウ目害虫であるコーンルートワーム３種、southern corn rootworm及びwestern 

corn rootworm等に対する殺虫活性が調べられております。Cry34Ab1 蛋白質及びCry35Ab 

1 蛋白質を含む人工飼料を摂食させて３日から６日後の死亡率を調査した結果、northern 

corn rootwormで最も感受性の高い値を示し、堆積する花粉蛋白質量が 5.56 μg／㎝ で４ ２ 

日後には死亡率 50 ％を超えることが確認されております。 

（３）の影響の生じやすさの評価については、 

農業害虫以外のコウチュウ目昆虫の幼虫へのCry34Ab1 蛋白質及びCry35Ab1 蛋白質の曝露 

経路としては、ほ場で栽培され、又は運搬の途中でこぼれ落ちた本組換えトウモロコシから 

飛散する花粉を食草とともに摂食する経路、土壌中に鋤き込まれた組換えトウモロコシの腐 

食質を摂食する経路が考えられます。 

トウモロコシ畑周辺のヒマワリ葉表面におけるトウモロコシの花粉堆積密度を調査した実 

験によれば、ほ場内で 81.7 粒／㎝ 、ほ場から１ｍ離れた場所で 136.5 粒／㎝ 、ほ場から ２ ２ 

２ｍ離れた場所で 33.5／㎝ 粒の花粉堆積密度が確認されております。このうち、最大花粉 ２



堆積密度を示したほ場から１ｍ離れた場所において、堆積する花粉の予想蛋白質濃度は 0.0 

06851 μg／㎝ と換算されております。本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシの花 ２ 

粉飛散に関する特性に差異はないことが確認されていることから、本組換えトウモロコシが 

ほ場で栽培された場合は、その周辺に同程度の花粉が堆積することが考えられます。 

しかし、Cry34Ab1 蛋白質及びCry35Ab1 蛋白質に対して上述の種と同程度の高い感受性を 

有するコウチュウ目昆虫の個体がほ場から１ｍ以内に４日以上とどまることがあったとして 

も、この程度の花粉蛋白質量では影響を受ける可能性があるとは考えにくく、種又は個体群 

レベルで影響を受けるコウチュウ目昆虫は存在しないと考えられます。 

本組換えトウモロコシの種子が運搬の途中でこぼれ落ち生育した場合は、その個体数は栽 

培の場合と比較して極めて少なく、周辺に堆積する花粉の密度も極めて少ないと考えられる 

ことから、栽培される場合と同じように影響を受けるコウチュウ目昆虫は存在しないと考え 

られます。 

なお、本組換えトウモロコシの花粉の飛散量が系統ごとに異なることにより、コウチュウ 

目昆虫の死亡が懸念されるほ場からの距離がある程度増えたとしましても、上記の結論に影 

響を及ぼすことはないと考えられます。 

また、食性、生息場所、行動特性、分布地域等をかんがみると、コウチュウ目昆虫が本組 

換えトウモロコシほ場及びその周辺において土壌中に鋤き込まれた組換えトウモロコシの腐 

食質を摂食することにより、影響を受ける可能性は低いと考えられます。 

以上より（４）の生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断については、本組換えト 

ウモロコシが産生するCry34Ab1 蛋白質及びCry35Ab1 蛋白質が我が国に生息するコウチュウ 

目昆虫の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれはないと考えられ、したがって、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の交雑性については、我が国の自然環境中にはトウモロコシと交雑可能な野生植物は生 

育していないことから、影響を受ける可能性のある野生植物は特定されず、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。 

以上を踏まえ、本組換えトウモロコシ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。 

ただいま近藤座長からコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコ 

シについて御報告をいただきましたけれども、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。委員のどなたからでも結構ですが、もし御質問、御意見ございましたら 

よろしくお願いしたいと思います。 

○鷲谷委員 

コウチュウ目の昆虫は非常に多様なものだと思いますが、ここでは害虫になっているよう 

なコウチュウを念頭に置いて、それと同等の感受性を持つものというのを考えて論理が構成 

されているんですけれども、コウチュウの多様性ということを考えると、もしかすると、今 

までの知見から見て感受性が高いと、例えばですね、感受性は体のサイズに依存しますね。 

比較的大きな体サイズのものに比べて小さいものは感受性が高いとか、いろいろ知られてい 

る傾向、この分野は非常に科学的知見が多い分野で、害虫をどういうふうにコントロールす 

るかということで、研究者も多く、知見が蓄積していると思うんですけれども、感受性とい 

うものがある分類群の中でどんなふうに変化しているのかというような、何か一般的な知見 

に基づいて論理を構成するとか、そういうようなことはできないのでしょうか。 

○近藤委員 

今までのところ、バイオアッセイができるものの中で、最も感受性が高いものを基準にし 

て考えていまして、それをもとに議論しています。 

○鷲谷委員 

一般論みたいなものは、体のサイズと感受性というのはかなり明瞭な関係があるのではな 

いかと思うんですけれども、どこかほかの生活の様式と感受性との関係とか、断片的かもし 

れませんが、知見がありそうな気がするんですが、何か害虫というのは感受性がもしかした 

ら余り高くないようなものを基準にして考えていることになるかもしれません。 

○近藤委員 

標的昆虫は一般的に感受性が高いと思われますが、先ほども言いましたように、バイオア



ッセイができるものが限られていて、要するにきちんとした条件で飼育できなければいけな 

いということがありますので、そのような条件でやっているということだと思います。 

それから、１つは、こういったＢｔが土壌中にどのくらい残存するかということも関係し 

てくると思います。今までの報告等もありますけれども、いろんな条件で変わってきますの 

で、今そういった知見も集めようということで皆さんに知見をお願いしているのですが、申 

請者にお願いしている知見ではないのですけれども、今のところはそんな長く反応している 

というような報告は見当たりませんが、一応、最大限ずっと残っていくということを前提に 

してコウチュウ目昆虫でどうかという議論をしました。こちらの方も今申し上げたように 

100 ％わかっているわけではないので、そういう部分はあるのですけれども。 

○鷲谷委員 

知見としてまとまっていなくても、これまでの知見から一般的なルールに近いようなもの 

というのは幾つか、おそらく多様な要因が感受性というものそのものに影響していると思い 

ますので、１つの軸だけで、例えば体のサイズだけでは決まらないかもしれないのですが、 

感受性に影響を与えている要因というのが幾つかわかっていて、多変量の空間の中で考えて、 

この害虫について試験が行われているものを取り上げるということがどういう意味を持って 

いるのかというようなことは確認した方がいいような気がするんですけれど。あるいは全く 

論理を変えて、これはコウチュウ目全体を見渡して考えると今みたいな論理構成が必要かな 

と思うんですが、絶滅危惧種になっているようなコウチュウというのが何種かあって、感受 

性が高そうなものが頭には浮かびますけれども、そういうものを想定したときどうだろうか 

ということをこういう現存の知見と比べて考えるというのも良いと思いますが。 

○近藤委員 

余り詳しく書いてはいないわけですけれども、まず、コウチュウ目の中でもスペクトルが 

あって、さらに幼虫の特定の時期に感受性が高いということが１つあると思いますね。です 

から、Ｂｔが昆虫のどういうエイジでも同じように効くということではないということと、 

それから花粉の飛散距離と花粉の量から見て影響があるとしても限られた地域に影響があっ 

て、その外まではいかないだろう。その種全体とか、個体群とか、そういった昆虫の生活環 

境の中で絶滅させるとか、そういう心配はないだろうという議論になっています。



○鷲谷委員 

農業地域にため池というのはたくさんあるわけですけれども、コウチュウの絶滅危惧種と 

いうのは今注目が集まっていると思うんですが、ため池の中だけで暮らしているのではなく 

て、冬には丘に上がって、雑木林にいたり、農地にいるかどうか、それはちょっとわかりま 

せんけれども、そういうところでこういう腐食みたいなものを食べたりということもあるか 

もしれないですね。 

○近藤委員 

そういう環境があって、その中に希少なコウチュウ目がいて、たまたま幼虫の時期と花粉 

が飛散する時期が重なって、しかも距離的な問題も含めて、全部総合して考えなければいけ 

ないと思うんですが。 

○鷲谷委員 

水を伝わって拡散するということは全くあり得ないものなんでしょうか。 

○近藤委員 

花粉が水の中に入るという場合ですか。 

○鷲谷委員 

花粉ではなくて、この蛋白質自体は水溶性ですか。不溶性のものですか。 

○近藤委員 

溶けると思いますけれども、その中でどこまで残っていくかとか、それはまだわからない 

ですね。 

それから、蛋白質そのものですと、多分比較的早く分解されると思うんですけれども、花 

粉の中に入っていて、花粉が残ったままだとかなり長期間残存する可能性はあると思ってい 

まして、確かにそういう細かいところまでいきますと、知見が十分ではないということはあ 

ると思います。



○原田座長 

鷲谷委員がおっしゃったように、コウチュウのサイズも当然関係してくるでしょうけれど 

も、必ずしもサイズが大きいからいっぱい食べるともまた限らないわけですね。摂食の量に 

もよると思いますし。 

○鷲谷委員 

化学物質に関する感受性は、体のサイズが大きなものは低い場合が多いと思います。 

○原田座長 

それは昆虫が体内にどういう分解酵素みたいなものを持っているかというのもまだよくわ 

かっていないので、将来的には知見をどんどん蓄積していく必要はあると思いますけれども、 

この審査では全部わかっていなければいけないということではないと思います。 

○鷲谷委員 

例えば絶滅危惧種の生息域というのはわかっていますから、その近くでは栽培しないよう 

にするとか、まだ不明な点が多いのでというようなことは可能なんでしょうか。 

○近藤委員 

評価は、そういう絶滅危惧種の生息環境であるとか、時期的な関わりがあるかどうかいう 

ことを基本にしてやっております。 

○鷲谷委員 

そうですね。絶滅危惧Ⅰ類の、例えば水生昆虫が生育している場があったとしますね。そ 

の近くでは栽培を控えるとか、そういう指針はあり得るのではないかと。 

○齋藤技術安全課長 

今回の案件につきましては、概要書の資料２の２、22 ページに有害物質の産生性という 

ことで検討した内容を整理しておりますけれども （１）のところで下の方から標的、非標 、 

的生物がこの蛋白質に曝露される経路としてはということで、生育期間中に直接食餌する可 

能性とか、花粉の飛散によって曝露される可能性とか、鋤き込まれた後に、その茎や根の方



から遊離された蛋白質を腐食質と一緒に食べる可能性というような観点から、このレッドデ 

ータブックを活用するなどして、絶滅のおそれのある種について１つずつ検討されているこ 

とが書かれております。 

○鷲谷委員 

それが余り十分に理解できなかったものですから、それぞれのレッドリストの種に関する 

検討結果というのはありましたか。 

○近藤委員 

22 ページでそういう議論を記述してもらっています。 

○齋藤技術安全課長 

２の２の方に概要だけですが。 

○原田座長 

ほかに、よろしいでしょうか。 

○武田委員 

追加していただいた資料がありますね。追加情報というもの。これの３ページに、土壌中 

の微生物相に対する影響の調査があるのですが、３ページの上から３分の１ぐらいのところ 

ですね。それによると、３段階で希釈を行い、各希釈段階につき５反復で試験を行うという 

ふうに書いています。 

ところが、３ページ後の表１を見ますと、この３段階の希釈というか、３段階の実験があ 

るというふうに見えなくて、平均値が１通りだけ示されているんですね。これはどれかを抽 

出しているということなのか、まさか希釈率を変えて、それをバルクで平均をとるとは考え 

にくいので、その辺はどうなっているんでしょうね。これを見て、標準偏差も随分大きいし、 

粗い実験だなという印象を持ったんですけれど、何かそれについてわかりますか。 

○渡邉研究調査官 

これは微生物相の調査は通常このくらいの希釈倍率で行われていると思います。おっしゃ



るとおり、かなり粗い試験であるという見方はあると思うんですけれども、微生物相の調査 

については全体として土壌のいろんな条件によって、栽培条件ですとか、そういうことによ 

ってもともとかなり変動するものであるという前提でこういう試験が組まれていて、組換え 

体のトウモロコシとそうでないものをやったときの違いを見るという目的でやっております。 

○武田委員 

浅いというのは僕の感想だからそれはあんまり本質的な意味はないんですけれども、３段 

階で希釈を行い、試験を行ったと書いていて、データは少なくとも１セットしか見えないよ 

うに思うんで、そこを私は問題にしています。 

○渡邉研究調査官 

５反復としてそれらを統計処理しています。 

○武田委員 

５反復あるから標準偏差がついているので、そこはいいんですけれどね。３段階で希釈を 

行いというふうになると、濃度１、２、３と希釈率１、２、３となければいかんわけですね、 

普通は。この場合、データは１セットですよね。 

○渡邉研究調査官 

３段階希釈して、コロニーの数を数えるときに、一番適したものをはかるという意味だと 

思うんですけれど、３段階の希釈というのは。濃い希釈であれば、一面に生えてきますし、 

徐々に薄くしていって、数えやすいところで数を数えた。それを５回行ったということだと 

思います。 

○武田委員 

３段階のうちのどれか、要するに一番差の出やすいか、それはわかりませけれど、データ 

にしやすいところをデータにしたということですか。 

○足立研究調査官 

おそらく微生物を培地にまくときに、９センチぐらいのシャーレのところでまくんですけ



れども、生え過ぎるとコロニーが完全にカウントできないので、何段階か希釈したときにき 

ちっとコロニーがカウントできる希釈を探している。３段階のうちで、ある土壌では一番薄 

い希釈までしないとコロニーがきちっとカウントできない区もあるでしょうし、あるところ 

は少なければ、１個か２個、これでは正確に希釈できませんから、一番濃いところできちっ 

とカウントできるところを探すために希釈系列をつくっているのであって、サンプルからと 

ったサンプルを何段階に分けて、一番見られるところ、一番きちっとコロニーがカウントで 

きるところを探しているという意味であって、希釈系列そのものが処理に影響を与えている 

という実験ではございません。 

○武田委員 わかりました。 

○近藤委員 

３種類の細菌数、放線菌数、糸状菌数、10の４乗とか 10の６乗とか 10の７乗とか違っ 

ていますね。ですから、これはそれぞれの菌によって倍率が違うところで測定しているので 

はないかと思うんですけれども。 

○武田委員 

丁寧に３段階でと書いていただいたので、それじゃ残りの２つはどこへいったんだという 

感じを持ったんですけれど、結構です。 

同じページの下から数行のところに、今度は残渣を用いた鋤き込み試験というがあります 

ね。これは１㎏の土壌に対してトウモロコシの乾燥粉末を６ｇとありますけれど、有効成分 

ならともかくとして、トウモロコシの粉を 1000 分の６というのは随分、私の感覚で言うと 

薄いように思うんですね。結果も効果はないと言っているんですけれども、そもそもこれは 

影響を及ぼす程度の濃さであるということがこの分野で教科書的事実になっているというか、 

このぐらいでいいんだよということになっているのか。そもそもがあんまり薄くて、効果が 

あったのかもしれないんだけれど、出なかったのかという素朴な疑問を私は持ったのですが、 

1000 分の６というのは何か根拠があるんですか。 

アレロパシーの仕事は結構ありますから、そういう何かプロトコルでこのぐらいがいいん 

だということになっているんでしたら、それぞれの分野のことですから構いませんけれども。



○近藤委員 私自身は感覚的にはどのぐらいが適しているかわからないのですが、1000 ｇ 

というと大体水でいうと１リットルですね。その中に粉末６グラムですと、フレッシュウエ 

ートですと、この 10 倍ぐらいで 60 ｇ。ですから、１リットルの水の中に 60 ｇのものを溶 

かすということで少ないか、多いかという感じなんですが、溶かすものによって違いますが、 

余り多いとうまく混ざらないということもありますし、特に多いとか少ないとかという印象 

ではないような感じがするんですが。 

○原田座長 

おそらくは、普通のトウモロコシが栽培されている畑からの計算だろうと私は思いますけ 

れども。 

○武田委員 

既存の研究の文献、根拠みたいなものがあると納得しやすいんですね。 

○渡邉研究調査官 

通常試験が行われているのを参考に設計されたということもありますし、それから畑で実 

際鋤き込まれる量をもともとは換算されて、どのくらいという値でもともと試験設計をされ 

たというふうには伺っているのですが、その数値の根拠は私は存じ上げないのですけれど、 

大体こういう形で、数値としてはこのぐらいの値で試験は行われているということでござい 

ます。 

○近藤委員 

最初に試験的にやられた試験方法がありますね。多分それを踏襲しているのではないかと 

思うんですけれど。 

○武田委員 

その辺のバックグラウンドがあれば結構です。 

あと概要書、あるいは評価書本体の方でも何カ所かカンチョウという言葉が出てくるんで 

すね。カンチョウというのは、イネ科の場合の要するに茎の長さなんですけれど、それは本 

来「のぎへん」ですね。これではしばしば「きへん」になっているので、修正をお願いしま



す。きへんですと、棹（さお）になるわけですね、旗棹の。茎の方だとのぎへんになる。 

○渡邉研究調査官 植物の草丈という意味ではのぎへんの「稈」を使うべきだと。 

○武田委員 そうです。 

○渡邉研究調査官 わかりました。 

○原田座長 ほか、いかがでしょうか。 

○高木委員 

花粉が葉っぱの上にどれくらい蓄積するかというのを計算して、それで死亡率から見て１ 

ｍ離れればＬＤ の 1000の１になるというようなことが書いてあるわけですね。その場合 50 

の花粉の蓄積というのは１年間といいますか、花粉が飛ぶ時期を全部合わせてということで 

すか。 

○渡邉研究調査官 

花粉が飛ぶ時期というのは非常に短いと思うんですけれども、開花期に、いろんな検討が 

あるんですけれども、モデル実験としては風が風速何ｍで、畑のサイズがどのくらいで、風 

下の方向にどのくらい飛散していくかというのを実験したり、モデルシミュレーションを行 

ったりして求めた場合、どのくらいたまっているかという数です。それはどんどん拡散して 

いきますから、一番積もった状態の数値がこの値だということです。その後、花粉自体はも 

ちろん分解されていくと思いますし、時間的にはずうっとということではなくて、かなり限 

定的な短い期間にこういう濃度で堆積する。 

○高木委員 

最終的にたまるのは花粉の飛ぶ時期の一番終わりのときに一番たまっているわけですね。 

○渡邉研究調査官 

そうですね。



○高木委員 

土に入れれば、ここにも書いてあるけれど、半減期が 3.2日ですか、Ｂｔの場合。だけど、 

葉っぱの上だと、土壌微生物がさわらないわけだから、ずっと残りますよね。 

○渡邉研究調査官 

そうですね。 

○高木委員 

それの一番たまった時期の花粉の量ということですか。 

○渡邉研究調査官 

そうですね。何日間か花粉が飛ぶ条件でどのくらい葉っぱに堆積していくかで、もちろん 

また葉っぱからこぼれ落ちることもあると思いますが、一番たまると想定される数値として 

計算されたというものです。 

○原田座長 

この辺は大分データがありますので。 

○鷲谷委員 

アメリカ合衆国のような環境、農地のあり方とか、生物相等を考えますと、花粉の摂食を 

通じた影響というのを最も考慮しなければいけないのかもしれませんけれども、日本の場合 

はおそらく一時的水域のようなところを生活の場として、いわゆるため池とか水田の水生昆 

虫で絶滅危惧種になっているようなものに水を介して影響が及ぶことがないかどうか、独自 

の視点で考えていくことが必要――一時的水域の特徴を見ますと、ある物質がそこに溶けて 

いて、また蒸発して、濃度が濃くなったり、また雨が降れば薄まってということを繰り返し 

ているわけですね。水の中にいろんな物質が溶け込んでいるわけですけれども、水生昆虫だ 

とそれを吸収したりする機会があるのではないかと思いますが、水生昆虫が今一番危機的な 

現状になっていて、普通のゲンゴロウ類などもなかなかきちっと残っているところが少なく 

て、絶滅危惧Ⅰ類はシャープゲンゴロウモドキとかマルコガタのゲンゴロウとか、そんなに 

多いわけではないのですけれども、体が大きいので、もしかしたら化学物質への感受性は高



くはないかもしれませんが、そういうような日本らしい問題というのが余り検討されていな 

いという印象を、問題がないにしてもですね。全く環境が違うアメリカでの検討をそのまま 

日本に持ってきたような形でいいのか。アメリカ合衆国ですと、大規模なトウモロコシ畑が 

一面に続いていて、花粉を通じた影響ぐらいしかもしかすると考慮する必要がないかもしれ 

ませんが、それほど大きくない規模で農地とほかの環境がモザイク状の構造のランドスケー 

プをつくっていて、本来の自然の一時期的水域を代替するようなため池のようなものが生物 

の生息場所としてとても重要な意味を持っている日本において、このことを検討するのに一 

番ふさわしいポイントを押さえるというか、そんなようなことも考えてもいんじゃないかと 

思うんですけれども。 

○渡邉研究調査官 

仮にそういう影響を試験してみようとなると、植物体を水の中に浸漬して、そこからどの 

くらいしみ出てくるかとか、しみ出てきたものが、土壌も多分近くにあると思いますので、 

そういう条件でしみ出た蛋白質がどういうふうに分解されていくか、そういうのを含めて蛋 

白質の水中での消長を調べてみるというような試験をやってみたらどうかというようなこと 

だと思いますが。 

○鷲谷委員 

ええ、できることはそんなことかもしれませんね。局所的に濃度が濃くなるような、物理 

的な現象だけ考えてもいいと思うんですけれど、そういうことが起こる可能性はないかどう 

か。もうすぐに分解されてしまうんでしたら、おそらく問題にもしない。花粉が守っている 

から分解されないということで花粉が注目されているという面もありますので、すぐに水中 

では分解されてしまうということがわかれば、本当に杞憂ということになると思いますが。 

○渡邉研究調査官 

花粉を水につけてみるということですか。 

○鷲谷委員 

花粉じゃなくても、植物体の残渣でも何でもいいですけれども、植物体の中で発現してい 

る部位から水による浸出で、水溶性の状態で蛋白質がどのくらい存在し得るのかということ



になりますでしょうかね。 

○林委員 

それに関連して、アメリカでもランオフウォーターの影響はありますから、日本だけでは 

ないんです。アメリカはランオフウォーターの影響は非常に大きくて、従来の薬剤散布に比 

べて、このＧＭの、ランオフに対する悪い影響が薬剤の使い方が減るということで、軽減さ 

れていくというふうに大体は理解されている。ですから、ランオフウォーターのことは日本 

ばっかりではなくて、アメリカでも十分考慮されている。 

○鷲谷委員 

ランドスケープのあり方が違うことをむしろ。 

○林委員 

日本のは確かに国柄として細かい検討をもう少し行う必要があるという御指摘はごもっと 

もだと思いますし。 

○鷲谷委員 

知見があるならぜひ書いていただければいいんじゃないかと思います。 

○林委員 

これがないからこれをやらない限りこれはだめだということではなくて、御指摘の面は、 

不備かもしれませんから、可能な限り集めるということはぜひ必要だと思うんですけれども。 

○鷲谷委員 

アメリカですごく知見があるんだったら、それをそういう視点から記述していただたくと 

いうことで十分なのではないかと思います。 

○林委員 

知見があるというか、アメリカにおける物質的な水系に対する影響は、日本だけ特殊にう 

んとやれということではなくて、アメリカでも。



○鷲谷委員 

もちろんそうなんですれども、ランドスケープのあり方によって影響というのがどこに、 

どう出てくるかということは、やっぱり随分パターンが違うと思いますので。 

○渡邉研究調査官 

知見があれば、今後出していただくということで。 

○鷲谷委員 

そうですね。 

○林委員 

重要ではないということではないんです。御指摘のように重要だと思います。 

○鷲谷委員 

日本の現状を頭に入れて、大切にしていただきたいということです。 

○渡邉研究調査官 

できれば日本の場合を考慮したような形で知見が集まればいいですが。 

○鷲谷委員 

ええ、そうですね。 

○林委員 

知見が集まれば、特にやり方が確立されれば、そういうことは将来考慮するということだ 

と思いますね。 

○鷲谷委員 

違う試験が必要になったりするかもしれませんし、アメリカ合衆国ではそういう知見があ 

って、ただ向こうのランドスケープではそれほど重要ではないので、今、花粉がどう、摂食 

がどうのということに注目が集まっているというだけでしたら、当たり前としてわかってい



る部分をもう１度焦点を当てていただくだけで、新たに何かするということは必要ないかも 

しれませんけれども。 

○近藤委員 

今の件で、水の中での挙動というのは試験をするといってもかなり難しいかなと思います。 

土壌の場合でも土壌の条件で変わるということで、今、土壌中の分解速度などのデータを申 

請者の方に個々にお願いしているのですが、１つの結果で判断できないと考えているわけで 

すね。今の段階ではかなり長い期間残るということを前提に評価書を書いてもらうというこ 

とにしています。 

水の場合も水の性質で全然違ってくるので、こういう水でやればいいという話にはなりま 

せん。 

○鷲谷委員 

水でしたら、持ってくれは実験室レベルでもテストが容易にできますので。 

○近藤委員 

土壌も持ってきてしまうとまた変わってくるということもあるので、簡単ではないですが、 

仮におっしゃられたような持ってきてやったらどうかというような、そういった試験は可能 

ですので。 

○鷲谷委員 

実験室レベルでいろんな環境要因に関する挙動がどうかというのがわかれば、野外のさま 

ざまな条件でのシミュレーションが可能になってくるのではないかと思います。野外の現場 

だと、その特定の場所でたまたまその試験をしていたときの環境条件に応じて何が起こった 

かしか明らかにならないと思うんですけれども。 

○近藤委員 

こうやったらわかるという試験は設定できないと思うんですが、可能な限りそういうデー 

タを集めて蓄積していくということは必要だろうと思います。



○小野里委員 

前にも何度か指摘したことがあるのですが、花粉に比べて植物体の中に含まれる目的とす 

る標的物質は断然多いわけです。私が一番心配しているのは、それを土の中に鋤き込んだと 

きに、土の中の幼虫がそれを食べて、そしてどのような影響があるかという点が一番心配さ 

れるわけです。 

したがって、トウモロコシ畑に、要するに害虫以外にどういった、この場合ですとコウチ 

ュウですし、ほかにチョウ目もありますけれども、そういったものがいて、それらに対して 

どの程度影響があるのかということが一番気になる点なんです。ここで取り上げているのは、 

純品にして土とまぜて、そして半減期が３日とかいうことが書かれていますけれども、実際 

には植物体そのものを鋤き込むわけですから、相当長い間残っていて、しかも植物体そのも 

のをえさとするような幼虫に対してどのような影響があるのか。植物体に入ったままでの半 

減期、あるいは害虫以外の幼虫が生息していて、それらに対する影響がどうなのか。その辺 

の知見がやはり必要ではないかと思います。 

○渡邉研究調査官 

以前から小野里先生から御指摘がございますので、その件につきましては、今、農業環境 

技術研究所の研究者等といろいろ相談をして、どういう試験をしたらよいのかという設計等 

を考えているところで、まだ決まっていないのですが、その辺を分科会の方でまた御議論い 

ただいて、もしこういう試験をして、知見が集まってくるとありがたいということが決まれ 

ば、それを申請者等へまた要請していきたいと考えております。まだそこが固まっていない 

ものですから、御提示できないところです。 

○原田座長 

渡邉さんの話もあったように、私も個人的にもいろいろ考えているのですけれども、土壌 

の試験というのは非常に難しいですね。この場合、どういう微生物がいるかも関係してきま 

すし、それからどういう生物の幼虫がいるか、土壌のｐＨや、もともと含まれている腐食質 

の量、地温も関係してくると思いますし、雨量なんかも当然関係してくるだろうと思います 

ので、それから土壌の構成、例えば砂とか粘土質とかそういうのもあるでしょうし、相当お 

金と時間をかけないと有意義な試験データは出てこないのではないかと思うんですけれど、 

そうかといって必要なことですから、できる範囲でやっていただきたいと思いますけれども、



非常に難しい問題と思っています。 

○渡邉研究調査官 

可能な試験設計として、どういう形でやればいいのかということを含めて相談中です。 

○小野里委員 

例えば微生物については栽培したところと、鋤き込んだところと、しないところで比較し 

ていますね。同じように、僕はどういう害虫以外の同じコウチュウがいるのかわかりません 

けれども、そういうものがわかっていれば、栽培して鋤き込んだところと、組換え体でない 

ものを栽培したときに鋤き込んだときと幼虫の数を比較するとか、そういう形で、ここでや 

られている微生物と同じような手法で比較できるのではないかというふうに考えるんです。 

ただ、そういう害虫以外に問題になるようなものがいるかどうか、私はわかりませんけれ 

ども、その辺、どういうものがいて、どの程度影響を受けるかというのは、そんなに難しい 

実験をやらなくてもある程度推定がつくかなというふうに私は考えているんですが。 

○林委員 

それに関して、本文のテキストの 21 ページの下の方にあるんですけれど、こういうこと 

ではないんですか。Higgins and Wright, 2004 という文献。これは実はリストには抜けて 

いるので、これを足してほしいんですけれどね。リストから落ちている。こういうことにつ 

いて考慮したらどうですかという御指摘ですか、小野里先生のは。 

○渡邉研究調査官 

これは該当するのは別紙７の試験だったと思います。 

これはトウモロコシの畑でトウモロコシが生育している条件で、昆虫をトラップして、数 

を数えますとか、そういう試験をやって、組換え体トウモロコシ畑と非組換えトウモロコシ 

畑での昆虫の数が例えば変わらないということを調べているものです。 

○鷲谷委員 

現在では蛋白質の化学――化け学の方の化学ですね。非常に進歩しているんだと思うんで 

すね。それで、どういう物理的な条件のときに、どのような官能基が外に露出したり、コン



フォーメーションがどうであって、どんな官能基と相互作用をしやすいかと、そういうよう 

なことというのは、化学物質としての物理化学的特性などから推定したりということができ 

そうな感じがするのですが、そうでもないですか。蛋白質の物理化学……。 

○近藤委員 

今でも蛋白質の三次構造とかというのは基本的にはエックス線回析のようなものでまず出 

して、それと類似のものはそれから計算で出せますけれども。 

○鷲谷委員 

そうですね。そのようなものがあれば、それをもとにして、温度や、それからどんな水質 

――水質というのは、化学的な、それと反応するようなものがどのぐらいあるかということ 

ですけれども、それによって安定性が横軸に何かのパラメータ、ｐＨでも何でもいいですけ 

れど、とって、安定性がどう変化するかとか、完全に物理化学の世界の問題として取り扱え 

そうな気がしますが。 

○近藤委員 

そうなんですけれど、まだ実験をやらないとわからないと思います。 

○鷲谷委員 

ああ、そうなんですか。 

○近藤委員 

構造がわかればわかるというところにはまだはるかに行っていないと思います。 

○原田座長 

ほかによろしいでしょうか。 

この件について、それでは将来的にこうしたらいいだろうという御提案はいろいろいただ 

きましたので、今後大いに参考にしていきたいと思いますけれども、この申請書そのものに 

ついては今まで特に具体的な問題は指摘されなかったと思いますので、先ほど近藤先生から 

御説明のあったようなことで、この結論ですね、一番最後に書いてありますけれども、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たということですけれども、本総合検討委員会とし 

ても農作物分科会のこの結論を妥当であると判断することにしたいと思いますけれども、よ 

ろしいでしょうか。 

では、そういうことで処置させていただきます。 

それでは、次の議題１の２番目の方に移らせていただきます。 

２番目は、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性及び除草剤グリホサート耐 

性トウモロコシ、では、近藤先生の方から報告をよろしくお願いします。 

〈チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性及び除草剤グリホサート 

耐性トウモロコシの生物多様性影響評価について〉 

○近藤委員 

それでは、ただいまの件につきまして、資料３－１に従って御説明いたします。 

名称は、今、原田先生から御紹介いただいたとおりなんですが、第一種使用等の内容です 

が、食用又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。 

申請者はデュポン株式会社です。 

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スタック系統トウモロコシ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。 

なお、本スタック系統トウモロコシは、従来の交雑育種法により、チョウ目害虫抵抗性及 

び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシを交配 

して作出されたものであり、これらの親系統につきましては、生物多様性影響評価検討会に 

おいて、個別に、本スタック系統トウモロコシと同一の第一種使用等をした場合に生物多様 

性影響が生ずるおそれはないと判断されております。 

まず１番目ですが、意図された形質に係る相互作用について。 

cry1F C DAS-01507-1 由来の 、これはチョウ目害虫抵抗性遺伝子ですが、これがコードする 

蛋白質は酵素活性を持たず 由来の グルホシネート耐性遺伝子がコ ry1F 、DAS-01507-1 pat、



ードするPAT蛋白質は基質特異性が高いことが報告されております。また、MON-00603-6 由 

来 これはグリホサート耐性遺伝子ですが、これがコードするCP4 EPSPS蛋白 cp4 epsps、 

質は基質特異性が高いことが示唆されております。したがって、Cry1F蛋白質とCP4 EPSPS 

蛋白質並びにPAT蛋白質とCP4 EPSPS蛋白質が付与する形質が相互に影響を受ける可能性は 

ないと考えられます。 

要するに、これは２種類の除草剤耐性遺伝子が組み合わさって存在することになりますが、 

基質特異性が高いということなどからそれぞれ除草剤耐性遺伝子の形質が影響し合うことは 

ないだろうと考えられるということです。 

なお、本スタック系統トウモロコシにおけるCry1F蛋白質、PAT蛋白質及びCP4 EPSPS蛋白 

質の発現量がDAS-01507-1 及びMON-00603-6 におけるそれぞれの蛋白質の発現量とほぼ同等 

であることがELISA法による蛋白質の分析により確認されております。また、本スタック系 

統トウモロコシのグルホシネート及びグリホサートに対する耐性能が、DAS-01507-1 及びMO 

N-00603-6 と同程度であることが薬剤散布試験により確認されています。 

以上により、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこ 

と以外に評価すべき形質の変化はないと考えられます。 

先ほど御説明したように、それぞれの形質が影響し合うことはないだろうというふうに想 

定されたわけですが、こういった異なる除草剤耐性を持ったもの同士がスタックで組み合わ 

さった場合などに本当に影響がないかどうかということは確かめた方がいいのではないかと 

いうような議論がありまして、除草剤耐性等について追加の試験をお願いしたということで 

す。その結果、特に２つの遺伝子が組み込まれたことによって、それぞれの親の系統が有し 

ている形質に変化を与えずに、両者の形質を併せ持つということだけが認められたというこ 

とになります。 

２番目に、競合における優位性ですが、本スタック系統トウモロコシは、DAS-01507-1 由 

来のチョウ目害虫抵抗性及びグルホシネート耐性並びにMON-00603-6 由来のグリホサート耐 

性を併せ持ちます。しかし、グルホシネート又はグリホサートが自然環境下で選択圧になる 

ことはないと考えられ、また、チョウ目害虫による食害はトウモロコシが我が国の自然環境 

下で生育することを困難にさせる主な要因ではないことから、これらの性質は共に競合にお 

ける優位性を高める性質ではなく、したがって、本スタック系統トウモロコシが親系統より 

も競合において優位になることはないと考えられます。このことから、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



いたしました。 

３番目、有害物質の産生性についてですが、 本スタック系統トウモロコシは、DAS-0150 

7-1 由来のCry1F蛋白質産生性及びPAT蛋白質産生性並びにMON-00603-6 由来のCP4 EPSPS蛋 

白質産生性を併せ持つ。Cry1F蛋白質はチョウ目昆虫の殺虫作用を有しますが、PAT蛋白質及 

びCP4 EPSPS蛋白質は動植物に対する有害物質ではないことが確認されておりますことから、 

本スタック系統トウモロコシの有害物質の産生性が親系統よりも高まることはないと考えら 

れます。このことから、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いたしました。 

４番目、交雑性についてですが、 我が国の自然環境中にはトウモロコシと交雑可能な野 

生植物は生育していないことから、影響を受ける可能性のある野生植物は特定されず、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 

断いたしました。 

以上を踏まえ、本スタック系統トウモロコシ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 

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。 

では、総合検討委員会委員の先生方から御意見、御質問等ありましたら、どなたからでも 

結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

○小野里委員 

大きな問題ではないのですけれども、資料３－２の概要書の４ページの下から７行目ぐら 

いのところに 「個別に、スタック系統 1507×ＮＫ 603 と同一の第一種使用等をした場合に 、 

生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断される」というところの文章がちょっとわかり 

づらいですね。 

○原田座長 

確かに難しい表現ですけれども、これだけのことを言おうとするとやむを得ないかなとい



う気がしなくもないんですけれども。 

○林委員 

相互作用がないということで、これはいろいろ議論して、とどのつまりこういう表現でい 

いんじゃないんでしょうかということに落ちついた文章のような気がしますが、そのたびに 

いろいろ御意見が出て、ただ、今のところはこの表現でということだったと思うんですけれ 

どね。 

○近藤委員 

確かに国語としては余りいい表現ではないように思いますが。 

○林委員 

何かもっといい言葉があればそれであれなんですけれど、相互作用が確認されませんでし 

たということの表現なんですね。 

○小野里委員 

個別というのは交配する前の系統を別々にという意味ですか。 

○渡邉研究調査官 

そうです。1507 と 603 がそれぞれ別個に影響がないと判断されているということなんで 

す。そこに今回出されたスタック系統と同一の第一種使用等をした場合という文章がちょっ 

と入り込んでいるので、わかりにくいのだろうと思いますが、ここの書き方は正確に書かれ 

るとこんなふうになって。 

○小野里委員 

読んですっとわかるようにちょっと工夫していただければと思います。 

それから、９ページなんですが、②の文章の中ほどなんですが 「 遺伝子を含む供与 、 nptⅡ 

核酸以外の領域を除いた直線状ＤＮＡ断片」というふうになっていますけれども、このまま 

読んでいくと、 遺伝子を含む、それと供与核酸、それ以外の部分を除いたというふう nptⅡ 

に読めてしまうんですね。そうすると、 が組み込み体の中に入っているということに nptⅡ



なって、したがって、ここのところは、核酸以外の 遺伝子を含む領域を除いたという nptⅡ 

ふうにすると誤解がなくなるのではないかと思うんです。 

結局ここで言いたいことは、 遺伝子が組換え体の中には入っていないということを nptⅡ 

言いたいわけですね。抗生物質耐性遺伝子がですね。このまま読んでいくと、 遺伝子 nptⅡ 

を含む供与核酸、それ以外の領域を除くとなると、 遺伝子が残ったように読めないこ nptⅡ 

ともないわけですね。 

ですから、簡単なのは供与核酸以外の 遺伝子を含む領域を除いたとすれば誤解がな nptⅡ 

いのではないかと。それはその３行下のところも同じです。 

○近藤委員 

それの場合にも「以外の 遺伝子」というのは変なので、ちょっと難しいですね。 nptⅡ 

○渡邉研究調査官 

ちょっと工夫をした方が。確かにこのままの表現ですと誤解を受けると思います。読み方 

ができますので。 

○原田座長 

わかりました。 

○小野里委員 

14 ページですが、下から 18行目の「除草剤散布後に目観察」……、これは「目視」です 

ね 「視」が抜けているのではないかと思います。 。

それと 14 ページの下から 11 行目なんですけれども、特に問題にするわけではないのです 

が、スタック系統では 0.58ngに対して、交配する前のCry1F lineでは 0.17ng／mgというこ 

とで、大体３倍ぐらいスタック系統が高まっているんですけれども、これは実際の差という 

よりも誤差の範囲というふうに考えられる数字でしょうか。 

○渡邉研究調査官 

1507の方の数値が 0.045 という数値が出ているんですけれども、そこから 0.44というも 

のがあって、幾つか測定したときにかなり低い値があったので平均値が下がっている。栽培



条件によってかなり変動幅が大きいものですから、こういう記述になっております。これが 

統計的に差があるかというところになると、実質的な差はないのではないかということなん 

ですけれども、かなり栽培条件等によって数値が振れるということだと思います。 

○小野里委員 

振れによって生じた、それでしたら理解できます。 

○原田座長 

よろしいでしょうか。 

どうもありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。 

もし特にほかに御意見、御指摘なければ、今、小野里先生からの御指摘のところ、２つ目 

の方の文章は何とかもう少し変えられるかと思いますね。それから 「目視」の「視」が抜 、 

けているところを入れて、最初のところの文章はちょっと変えるのは難しいでしょうか。 

○近藤委員 

ちょっと時間をかけないと。いいアイデアを募集して。 

○原田座長 

結構議論もあったところですので、もしいいアイデアがあれば変えていただいて結構だと 

思いますけれども。 

○林委員 

僕の思い違いかもしれませんが、10ページで一番下の方でそれぞれ独自に 1507と 607が 

ずっときて、それぞれは承認されているんですか。 

○齋藤技術安全課長 

これは今パプコメが終わった段階ですね。 

○原田座長 

少なくともパブコメに出ているということは総合検討会ではオーケーになっているという



ことだと思いますので。 

○林委員 

結構です。 

○原田座長 

では、ほかにもしなければ、マイナーな修正、これは事務局の方にお願いして、先ほどの 

近藤座長の方の御報告のとおり、生物多様性影響評価に及ぼす悪影響はないということで、 

総合検討会としても認めたいと思います。 

それでは、３番目に移らせていただきます。 

チョウ目害虫抵抗性ワタですね。お願いします。 

〈チョウ目害虫抵抗性ワタの生物多様性影響評価について〉 

○近藤委員 

それでは、今、原田先生から御紹介がありましたチョウ目害虫抵抗性ワタにつきましての 

検討結果について御報告いたします。 

第一種使用等の内容ですが、食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び 

廃棄並びにこれらに付随する行為。ここには栽培は入ってございません。 

申請者、日本モンサント株式会社。 

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ワタ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次のとおりです。 

１番目の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。 

本組換えワタの作出に用いられたプラスミドPV-GHBK04（ 及び を含む ） cry1Ac、nptⅡ aad 。 

の 7S3 ´からori-322 までが本組換えワタのゲノム中に１コピー移入されていることが確認 

されております。また、移入された改変型 これはチョウ目害虫抵抗性遺伝子ですが、 cry1Ac、 

これと カナマイシン耐性遺伝子及び スペクチノマイシン及びストレプトマイシ nptⅡ、 aad、 

ン耐性遺伝子が安定して後代に遺伝することが複数後代を用いたサザンブロット分析により 

確認されております。さらに、改変型 がコードするCry1Ac蛋白質が安定して発現して cry1Ac



いることが、複数後代を用いたELISA法による分析により確認されております。 

なお、本組換えワタのゲノム中には、7S3 ´に結合した改変型 3´側の断片側及 cry1Acの 

び上流が欠損しているe35Sに結合していた改変型 の 5´側の断片が、上記の核酸の 7 cry1Ac 

S3 ´側の近接した箇所に１コピー移入されていますが、これらの核酸は新たな蛋白質の産 

生には関与していないと考えられます。 

２番目の競合における優位性についてですが、 宿主が属する生物種であるワタの植物体 

は我が国の冬季には低温により枯死し、その種子は休眠が極めて浅いこと等から、ワタが我 

が国において自生化することはないと考えられます。なお、ワタは長期にわたって我が国に 

おいて綿実として流通していますが、我が国において自生化しているとの報告はされていま 

せん。 

本組換えワタには、移入された改変型 によりチョウ目害虫への抵抗性が付与されて cry1Ac 

おります。しかし、競合に関わる諸形質の調査、これは隔離ほ場における形態及び生育の調 

査、種子の生産量の調査等ですが、これらの結果から我が国の自然条件下においてこれらの 

形質に非組換えワタとの有意差を生ずることはないと考えられることから、本組換えワタが 

我が国において生育し自生化することは考えられず、したがって、チョウ目昆虫への抵抗性 

が付与されていても、本組換えワタが非組換えワタよりも競合において優位になることはな 

いと考えられます。 

これらのことから、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、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 

と判断いたしました。 

３番目の有害物質の産生性について。 

本組換えワタには、移入された改変型 によりチョウ目昆虫の幼虫に殺虫効果を有す cry1Ac 

るcry1Ac蛋白質の産生性が付与されております。しかし、本組換えワタの第一種使用等の内 

容には栽培が含まれていないことから、チョウ目昆虫がCry1Ac蛋白質に曝露される可能性が 

あるのは、本組換えワタが輸送の過程等でこぼれ落ちて生育した場合のみであると考えられ 

ます。また、本組換えワタが輸送の過程でこぼれ落ちて生育したとしても、競合における優 

位性の項において考察しているように、こぼれ落ちた種子が生育し、自生化することはない 

と考えられます。このことから、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番目の交雑性について。



我が国の自然環境中にはワタと交雑可能な野生植物は自生していないことから、影響を受 

ける可能性のある野生動植物は特定されず、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。 

上記を踏まえ、本組換えワタ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。 

ただいま近藤座長からチョウ目害虫抵抗性ワタについて御報告をいただいたわけですけれ 

ども、この件につきまして、もし何か御質問、御意見がございましたらどなたからでも結構 

です。 

○小野里委員 

参考のためにお聞きしたいのですが、側枝型というのはワタの栽培にとっては問題になる 

ような形質なんですか。 

何カ所かで取り上げていたものですから、問題になる形質なのかどうかと思いまして。 

○近藤委員 

もともとそういう形、違いがありますから、組換えすることが問題とならない。 

○原田座長 

収量に関しては、私、よくわからないんですね。 

○小野里委員 

どうもこれを読んでいると、遺伝的なものではないみたいで、世代によって、途中から出 

なくなるというふうに書いていますね。 

○原田座長 

近藤先生もよく御存じだと思いますけれども、たまたま試験中に一部のワタが非常に頂芽



優勢がなくなってしまって、腋芽が伸びてきたタイプがあったんですけれども、それはまた 

アメリカや日本で再試験をして。 

○近藤委員 

栽培場所を変えてやりましたら、そういうことはないとか、そういうことはありますね。 

○原田座長 

ですから、どっちかというと生理的な問題かもしれないんですけれども。 

○小野里委員 

僕自身は問題点として感じたわけではないんですけれど。 

○武田委員 

本質的なことではないんですけれど、ワタの定義で綿火薬の原料だと申請書類で書いてい 

ますね。21 世紀においてもそうなんですか。19 世紀には多分非常に大事な、スペイン艦隊 

とイギリス艦隊がドンパチやっていたころには大事な火薬の原料だったというのは承知して 

いますけれども、今の申請書でも綿火薬の原料だって書いていますね、２ページに。今でも 

産業的にそうなんですかね。 

○齋藤技術安全課長 

1981年のものを抜粋して書いているということで、現在ここに書いてある状況なのかと 

いうのはちょっと確認はとれていませんが。 

○武田委員 

ちょっと疑問ですね。 

物すごく効率の悪い火薬ですから、綿火薬というのは。それこそマッチで火をつけたら終 

わりというぐらい。僕も高校生のときに理科部でつくったことがありますけれどね。脱脂綿 

を濃硝酸につけておくと２日ぐらいで窒素が入っていって燃えるようになるんですけれど、 

どうかな、これは。今の時代に。



○高木委員 

評価書本体の 15 ページに遺伝子地図が図３にかいてあるんですけれども、これは本来左 

側に５´をかかなくてはいけないので、方向が逆にかかれているような気がするんですけれ 

ども、３´側に変な断片が入っているわけでしょう。左側に３´がきているような気がする 

んだけれど、それは約束事には反していると思いますけれども、それと同時にこういうよう 

なリアレンジメントというのは植物の染色体の上で結構起きるんですか。 が２つに切 cry1Ac 

断されたような格好になって、しかも向きが逆になって挿入されていますよね。こういうよ 

うな現象、たまたまこの人たちが選んだクローンにこういう配列が入っていたんだと思うけ 

ど、こういうのは結構あるんですか。 

○渡邉研究調査官 

植物ゲノム上でリアレンジメントが起こったということでは多分なくて、アグロバクテリ 

ウムを使って導入を行うと、こういうことは結構起きてきます。要するに幾つのもの断片が 

一緒に入るとか、いろんな向きが変わって入っているとかいうようなことが非常にたくさん 

起きます。 

○高木委員 

ライトボーダーとレフトボーダーの間のＴ-ＤＮＡ領域が幾つかタンデムにコピーになっ 

て入るとか、そういうのはよくあると思うんだけれど。 

○渡邉研究調査官 

短い断片みたいなのが入ることはあります。 

○高木委員 

不完全ながら 35Sプロモーターが残っているわけですね。この辺の解析は、産物としての 

解析は実際やっているんでしたか。 

新たな蛋白質の産生には関与しないと考えられるとは書いてはあるけれど。 

○渡邉研究調査官 

後ほど申請者に確認いたします （後日、申請者から関係資料の提出があり、断片から産 。



生される蛋白質がないことを確認） 

○原田座長 

先ほどの武田先生が御指摘の綿火薬の件はもし調べられたら、これは現在形で書かれてい 

ますので、もし現在使われていないことがわかったら、削除していただく方がいいのではな 

いかと思います。 

○武田委員 

何か事典のようなもので調べられたのだろうと思うんですけれどね。 

○原田座長 

工芸作物学というのは僕も昔よく読んだのですけれども、もう 20年以上前ですから。 

どうもありがとうございました。 

それでは、特にほかに御指摘がなければ、この件につきましてもチョウ目害虫抵抗性ワタ 

については、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じるおそれがない 

としました生物多様性影響評価書の内容を適正であると判断したいと思います。 

（２）生物多様性影響評価の方法について（案） 

○原田座長 

あと、まだちょっと時間がありますので、２番目の議事ということで 「生物多様性影響 、 

評価の方法について」の検討をいただきいと思いまして、これは事務局から要点を御報告お 

願いいたします。 

○安田野生生物課長補佐 

資料の５番です。 

生物多様性影響評価の方法というのは、具体的には関係省が告示している生物多様性影響 

評価実施要領に書かれているわけなのですが、これはあくまでも告示ということで見にくい、 

わかりづらい面もありますので、一般の方へ説明したりとか、あるいは申請者の方にこんな 

評価の手順でやっているんだということを見ていただくために手順としてまとめたものでご



ざいます。 

最初の１、２ページが手順を言葉で書いておりまして、３ページ目にフロー図をつけてお 

ります。 

１ページ目から簡単に御説明させていただきたいと思います。 

カルタヘナ法に基づいている生物多様性影響評価実施要領というのは、カルタヘナ議定書 

に基づくリスク評価を引用してきております。 

第一種使用に従って使用した場合の野生動植物への作用の態様を明らかにしまして、野生 

動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすかどうかということを判断することによって、 

生物多様性影響評価を行っております。 

その具体的な内容はこの下に書かれているものなんですけれども、ただ、この手順という 

のは、個々の申請案件によって、その特性によって変わってきますので、具体的には申請案 

件ごとに検討していくことになるということでございます。 

まず最初の手順ですけれども、遺伝子組換え生物の特性等の明確化ということで、基本的 

な遺伝子組換え生物の特性について情報を収集して、それを記載していきます。どんな情報 

を収集するかというのは、告示に書かれているわけですけれども、局長通知によってさらに 

詳細な内容が記載されています。具体的には宿主に関する情報、供与核酸に関する情報、遺 

伝子組換え生物と宿主の相違に関する情報。この中で使用実績なども書かれることになりま 

す。収集すべき情報の中でも合理的な理由かある場合には収集しなくてもよいというふうに 

なっております。 

そういった収集した情報に基づきまして、２番目に生物多様性影響を生じさせる可能性の 

ある性質を持っているかどうかということを判断します。例えば競合における優位性、有害 

物質の産生性、交雑性及びその他の性質といった、今まさに評価しているようなこういった 

項目ですけれども、そういった性質を持っているかどうか。ここでそういう性質を持ってい 

ないということであれば、その段階で生物多様性影響を生ずるおそれはないというふうにな 

ります。 

この評価を行う際に、国内で長期間利用されてきた経験のある生物を宿主としている遺伝 

子組換え生物については、宿主と比較してそういった性質の程度が高まっているか否かによ 

って判断することができるということが告示の方に書かれています。その性質の程度が高ま 

っていないという場合には、その性質を有していないというふうに見てよいというふうに考 

えられます。



３番目、そういった生物多様性影響を生じる可能性のある性質を持っていると判断された 

場合、次の段階として、その性質によって影響を受ける可能性のある野生動植物が国内に生 

息しているかどうかという情報を収集して、国内に生息している場合にはその野生動植物を 

影響を受ける可能性のある野生動植物として特定します。 

２ページ目にいきますけれども、そういった影響を受ける野生動植物がないということに 

なれば、その影響を受ける性質について生物多様性影響を生ずるおそれはないというふうに 

結論づけることになります。野生動植物が存在する場合には、次の段階にいきまして、影響 

の具体的内容の評価を行います。遺伝子組換え生物のそういった生物多様性影響が生じる可 

能性のある性質によって具体的にどんな影響を受けるのか。ここでは影響を受けるであろう 

野生動植物の生理・生態学的特性に関する知見の情報を収集するとともに、必要に応じ、Ｂ 

ｔなどでやっておりますように、バイオアッセイなどを新たに実施することになります。 

４番でどんな影響が起こるかということを把握した上で、では、その影響がどのような頻 

度で起こるのか、影響の生じやすさの評価が５番目になります。地域個体群といったことに 

も考慮しながら、遺伝子組換え生物の生物多様性影響を生じる可能性のある性質によって、 

どの程度影響を受けることになるのかということを判断します。ここでは、必要に応じて特 

定された野生動植物の生理・生態学的特性、あるいは野外調査とかシミュレーションといっ 

たことをやることになります。 

以上の結果を踏まえて、第一種使用規程に従った遺伝子組換え生物等の使用が、種又は地 

域個体群の維持に支障を及ぼすおそれがあるか否かについて判断します。 

先ほども御説明しましたように、競合における優位性ですとか、有害物の産生性、交雑性、 

それぞれの性質ごとにこういった評価を行っていって、最終的にそれらを総合的に判断する 

ということになります。 

３ページ目がフロー図でして、左側に書いてある第一、第二、第三というのが生物多様性 

影響評価書のどこに該当するかということを書いてあります。第一の生物多様性影響の評価 

に当たり収集した情報のところでＬＭＯの特性に関する情報というところで集めて、その特 

性を明確化します。 

第二の項目ごとの生物多様性影響評価のところで、多様性影響を生じる性質を持っている 

かどうか。影響を受ける可能性がある野生動植物が我が国に生息しているかどうか。そうい 

った場合にどんな影響を受けるのか、それはどのくらいの頻度で起こり得るものなのか。そ 

ういったことを評価して、多様性影響が生ずるおそれがあるかないかを判断することになり



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。 

これは今説明いただいた安田氏も言われたように、生物多様性影響評価書の審査を行う上 

で、我々委員はもちろんですけれども、我々委員だけではなくて、申請者や一般の方々にも 

どのような審査方法をやっているかということをよく理解していただく上に非常に重要では 

ないかと思います。これは作物分科会の方で既に 10月 15 日と 11月５日に検討されており 

ます。一番最初に法律があり、それから政令、施行規則、基本的事項、実施要領と続き通知 

があって、さらにその下に位置するようなものではないかと私は考えています。こういうの 

があれば、割合評価書の審査にも役立つと思いますので、分科会の方でも議論していただい 

たわけですけれども、何か御質問、御意見ございましたらお出しいただきたいと存じますが、 

これも分科会の方でご議論いただいた結果のものですね。 

○近藤委員 

はい。 

これもエンドレスみたいなところがありまして、細かいところを見ると毎回少し気になる 

ところが出てくるんですが一定の議論を経たものです。 

○安田野生生物課長補佐 

実際にいろいろ評価していく中で必要に応じて対応していければと思います。 

○原田座長 

必要に応じて改善していくということは当然だと思いますけれども、それは分科会の方で 

も、ここでも全く同じだと思います。 

ここで御承認いただければ、このブルーのファイル（参考資料）の後ろの方にまたつけ加 

えていただくことになると思うんですけれど、今の御説明でこれを了としていただいて、ま 

た何か御意見があれば改善していくようにしたいと思います。



○小野里委員 

基本的なところで、交雑によって組換え体が持っている人工的な遺伝子が入っていった場 

合、いわゆる遺伝子汚染ですけれども、それは生物多様性への影響としては、その辺の扱い 

は、この理念としてどういうふうに扱うか。 

○原田座長 

随分議論もされましたが。 

○安田野生生物課長補佐 

今分科会の方でいろいろ議論しておりまして、交雑することをもってそれが影響があると 

いうことではなく、それによって生物多様性に影響があるかどうかということを議論してい 

ます。遺伝子が浸透していくということについては、その浸透がどの程度起こる可能性があ 

るのかということを評価して、ある一定範囲にとどまっていれば、それは影響を生ずるおそ 

れはないと考えられるだろうけれども、それが広く、例えば種全体とか、個体群全体に広が 

ってしまうようなおそれがあれば、それは生物多様性影響を生ずるおそれがあるのではない 

だろうかと、そんな議論をしているところです。 

○小野里委員 

多様性の範疇に入るということで。 

○安田野生生物課長補佐 

そうですね。 

○齋藤技術安全課長 

この資料の５というのは基本線を整理したものですので、６のところに例えば①から③の 

観点から判断するということで、例示しておりますけれども、交雑性に起因するというのも 

多様性影響を考える１つの内容であるというふうに考えて、別途分科会の方では検討してお 

ります。今、若干検討状況を御紹介しましたけれども、それぞれの審査案件を審査するとき 

の前提として、分科会委員の先生方で今議論をしているという状況です。



○原田座長 

なかなか現段階でばっさり黒か白というような結論を出すような状態ではなかなかないと 

思います。 

それでは、現段階では農作物分科会の方でこれをまとめていただいたわけですが、一応こ 

の内容を了承したいと思いますので、よろしくお願いします。 

イベントの定義について（案） 

○原田座長 

それでは、もう１つ、議事の（３）のイベントの定義について、これの検討に入りたいと 

思いますので、事務局の方から説明をお願いします。資料の６ですね。 

○渡邉研究調査官 

６です。 

生物多様性影響評価検討会では、申請書の審査を行う際にイベントという用語を用いてお 

ります。このイベントを定義したものがなく、不明確であるということから、イベントの定 

義につきまして総合検討会に報告するように求められました。それを分科会で議論していた 

だいて、今回案として資料６を準備いたしました。 

イベントの定義ついて（案 。 ） 

１、いわゆるイベントとは、tranceformation eventのことであり、米国及びＥＵにおい 

ては以下の定義がなされている。 

仮訳でございますが、米国のＦＤＡの場合ですと 「形質転換イベントとは、生体外で操 、 

作された遺伝物質の一つの生物へ移入をいう 。 」 

ＥＵの場合ですと 「形質転換イベントとは、改変されたＤＮＡ配列の移入を通じて一つ 、 

の従来の生物が形質転換される事象であり、その結果として一つのＧＭＯが作出される」と 

いうものです。 

２といたしまして、遺伝子組換え生物（宿主がウイルス又はウイロイドであるものを除 

。 、 く ）は、形質転換された１つの細胞に由来することから、生物多様性影響評価検討会では 

上記のan organism、あるいはa conventional organismとは１つの細胞のことであると



解することとし、カルタヘナ法に係る制度の下での「イベント」の定義を以下のとおりとし 

ます。 

「イベントとは、加工された核酸が人為的に一つの細胞に移入される事象をいう。また、 

その結果作出される遺伝子組換え生物（一つの細胞に由来する個体及びその後代）も意味す 

る 。 」

この後の文章の方が今回日本での生物多様性影響評価検討会の中で新たに加えました定義 

に入ると思います。 

すなわち、もともとイベントとは、核酸が細胞の中に入るという事象そのものをいいます 

が、本検討会ではそれに加えて、その結果作出された遺伝子組換え生物もイベントというふ 

うに定義するということです。 

○原田座長 

どうもありがとうございました。 

これも作物分科会の方で２度検討されてきたものです。それで、この総合検討会の方でも 

御意見、御質問等伺って、現段階でこの定義でよろしいということになれば、この３のとこ 

ろに書いてありますように、カルタヘナ法に基づく承認の申請にはこのような定義を用いて 

いきたいと考えておりますので、よろしいでしょうか。 

○高木委員 

これは私、前回にちょっと申し上げましたけれども、いわゆるトランフォーメーションと 

トランスフォーマットというのは別ですよね。しかもアメリカやヨーロッパはちゃんと別に 

分けていますね。だから、できたものと、する行為というのはやっぱり別で、例えばこれが 

教科書に載るようにでもなると、少しおかしいかなという気がするんですね。やっぱりイベ 

ントというのはあくまでもトランフォーメーションという行為であって、その結果出てくる 

ものというのはいわゆるトランスフォーマット、あるいはＧＭＯという、ものとイベント、 

行為というのは分けた方がいいと僕は思っています。ただ、既に相当……。 

○原田座長 

そういう意味で文章を２つに分けたんですね、日本の定義でも。まずは「一つの細胞に移 

入される事象をいう」と 「また、その結果作出される遺伝子組換え生物も意味する」とい 。



うふうに２つに。 

○高木委員 

これは教科書に載るでしょうね。 

○原田座長 

それはわからないですけれども、我々審査の過程でイベント、イベントという言葉をよく 

使うんですけれども、それはどっちかというと、２番目の「また」以下のことを言っている 

わけですね。我々ここでトランフォーメーションそのもの、事象を指して議論するというこ 

とは余りないわけで、この上のアメリカとＥＵの定義をよく比べてみますと、ＥＵの方がや 

や我々の定義に近いんですね 「その結果として一つのＧＭＯが作出される」と書いてある 。 

わけですけれど、アメリカの方のは本当に生物への移入をいうというので、とどまっていて、 

ＥＵの方がちょうど中間的ではないかなと。 

○高木委員 

ＥＵの場合もできたものはＧＭＯなんですね。 

○原田座長 

はい。 

○高木委員 

これはイベントではなくて、できたものはＧＭＯと呼ぶわけで、そういう意味で。 

○近藤委員 

私もこのイベントという使い方が本来の使い方と違うと思いまして、それでこういう定義 

が必要と思ったのですが、私たちが議論しているときのイベントというの、今、原田先生が 

言われたように後者なんですよね。ですから、前者を除いてもいいんですが、そうすると余 

りにイベントそのものの定義から外れてしまうので２つ並べて書いてあるということなんで 

すけれども、実際には前者のことは呼んでいないんですね。



○齋藤技術安全課長 

生物多様性影響評価検討会において用いるイベントとかというふうにしたら教科書に載ら 

なくていいかもしれません。 

○鷲谷委員 

言語学的に考えて、こととものが同じ用語であらわされるということはきっとないように 

思うので、むしろものをあらわすのにふさわしい用語を使うことにしてしまったらいかがで 

しょうか。 

○原田座長 

ふさわしいものがあれば一番いいんですが。でも、今までにイベント、イベントと相当長 

い間使われてしまっていて、その間、皆さん、いい用語を考えられてこられたと思うんです 

が、私もそうだったのですけれども、例えば系統なんていう言葉は使えないしですね。私、 

10 年以上前にアメリカにちょっと視察に行ったときに、アメリカの担当者と話していて、 

そういう会話の中では彼らもこの後者に当たるのを使っているんですよね。僕も英語で、で 

きたもの、ＧＭＯというのは全体的なものですから、個々の問題を議論するときに、何かち 

ゃんとした英語のタームがあるのかと何遍もいろんな人に聞いたんですけれども、そういう 

のはなくて、強いて言えばイベントだという返事だったので、林先生、どうですか、ＯＥＣ 

Ｄなんかで議論されていて。 

○林委員 

イベントという言葉は余り、そのものについて定義はありません。 

ただ、感じとして皆さんお使いになっているのは、今、原田先生がおっしゃったみたいに、 

むしろそのことの組換えそのものの事象よりも、生じたもので、特にＯＥＣＤなんかだと、 

これがプロダクトになって、コマーシャルまでいくかいかないか、それも含めた製品の長い 

過程を含めて全部それはイベントの言葉でカバーできる。プロダクトまでいっちゃうと、も 

っと下（しも）の方までいっちゃっているセンスが強いものですが、下（した）の方のコー 

マシャリゼーションのセンスが強いものですからあれですけれども。 

ですから、確かに鷲谷さんがおっしゃったように言語学的にはおかしいかもしないけれど。



○鷲谷委員 

それで提案なんですけれど、１イベント由来のＧＭＯとかいうような言い方をすれば正確 

では。ある１つのイベントに由来するＧＭＯとか。 

○原田座長 

それは確かに正しいんですけれども、一々それを文章の中にはちょっとどうでしょうか。 

○鷲谷委員 

そんなに長くなくって、１イベント由来ＧＭＯとか。 

○近藤委員 

もちろんそれが正確なんですけれども、ただ、今までイベントでそういう意味で使ってき 

ていて、今おっしゃれたようにこれでは変なわけですよね。変なので、決めないと、定義し 

ないと、おかしなことになるということで、こういうふうになっていまして、無理にふだん 

使っている言葉を変えなくても、ここではこういうふうにするとしてしまえばいいと思うん 

ですけれど。 

○原田座長 

英語で書いてなくて、片仮名で書いてあるわけですから。 

○鷲谷委員 

言葉というのはやっぱり歴史があって、その了解のもとにイベントという言葉が使われて 

いるので、ここだけだというふうにいっても、外に出たときに違う意味でとられてしまうと 

いうこともあると思うので、クローズドな、あるサークルの中だけでの言葉というふうには 

なかなかコミュニケーションが必要なので。 

○原田座長 

ＧＭＯを使っている人たちの間では、何もこの委員会だけではなくて、大学関係者でも、 

試験場の人でもそうです。日本で使われている、例えば自動車用語でハンドルとかバックミ 

ラーとかサイドミラーとか、あれは全部英語では全く違うわけですよね。それと同じように、



イベントというふうに考えていただいて。 

○鷲谷委員 

そうですね。 

ただ、市民の方とかで海外のこういうことをちゃんと情報を持っていらっしゃる方がイベ 

ントという定義を御存知だとして、それでこちらで定義をしたということが十分伝わってい 

ないときに誤解が生じて、コミュニケーション上の問題になると良くないですが。 

○原田座長 

それで、さっき申し上げたように、私はアメリカの担当者などに随分聞いたのですけれど 

も、結局彼らも簡単に言うときは結局できたものもイベントと言ってしまっていますから、 

○鷲谷委員 

公式の文書やホームページなんかで使われて。 

○近藤委員 

私も公式の文書とかそういう場合にイベントではまずいと思いますね。 

○鷲谷委員 

公表するときは使わないという。 

○近藤委員 

違うと思います、公表するときは。 

○鷲谷委員 

あ、そうですか。それだったら問題ないかもしれないのですけれど。 

○近藤委員 

私が疑問に思ったのは、このイベントという言葉が頻繁にこの会議で使われているのです 

けれども、そのイベントというのは本来、ものではないはずなので、そこをはっきりさせな



いと議論ができないと思って一定の定義づけが必要かと思いますが。 

○鷲谷委員 

じゃ、会議の中だけで使われるジャーゴンであって、外とのコミュニケーションのときに 

は使わないというのだったら問題ないと。 

○近藤委員 

我々の中ではこれでやっていて、これを公の文書で、特にこれとは全く関係ないもので 

「イベント」ではもともとどのみち伝わらない話ですので、もう少し詳しい言葉であらわさ 

ないと、個々に、ケース・バイ・ケースで表現は変わってくると思います。 

○高木委員 

僕は一番上のアメリカの定義を見たときに、アメリカでは、ものは何と言っているのかと 

思ったんだけれど、今の原田先生のお話だとイベントと言っているんですか。 

○原田座長 

結局はそういうことになっちゃうんですよね。英語でも、割合サイエンティフィックなペ 

ーパーではなくて、一般向けのペーパーなんか見ても、あんまり出てこないんですけれども。 

○林委員 

ハムレットじゃないですけれども、血を出さずに切れるかということで、イベントなしに 

ものができるかということで、イベントと言えば全部かぶる。だけども、それではイベント 

した結果、ものまでつくるということの、後の方の意義は出ないものだから、さらに後をつ 

け足した説明になると思いうんですけれどね。イベントと言えば、ものにならなかったもの 

もイベントだし、ものになったものもイベントですよね。だけども、一般にこういう研究を 

している、あるいはディベロッパーなんかはイベントと言えば具体的にものになって、ある 

程度まで審査でいって、だめになるとか、そこのあたりはイベントという言葉に含めて言っ 

ていることはたしかですね。 

○小野里委員 

ここで言うイベントというか、ＧＭＯの定義は、１つの細胞に由来する個体というような



形で表現されていますけれども、現在遺伝子治療なんかで、細胞を取り出して組換えて、ま 

た生体に戻すということをよくやられていますね。将来多分、特定の機能を付与するために、 

一部の細胞を組換えて、生体に戻す。特に動物なんかはそういうことが出てくると思うんで 

すが、この定義からすると、それは入らないことになりますか。 

○原田座長 

先生がおっしゃるのは、例えばカルスに遺伝子を打ち込んだときに、全部の細胞に入るわ 

けではないですから、その中の１つの細胞に入ったのから個体をつくったときがイベントに 

なるわけですので。 

○小野里委員 

私が申し上げたいのは、でき上がった個体ですね。個体にその細胞の一部を取り出して、 

遺伝子治療がよく行われするわけですけれど、例えばリンパ球ならリンパ球を取り出して、 

失われている機能をそこに遺伝子組換えで回復させて、また生体に戻しますと、それがふえ 

て、そういう遺伝病が改善されるわけです。特定の機能を付与するときに、当然全部の細胞 

が変わらなくても、目的とする細胞だけが変われば、用をなすという場合もあるわけですね。 

そういう場合に、そういう動物はこの範疇から外されるのか、あるいは私は入れておいた方 

がいいような気もするんですけれども。 

○原田座長 

でも、あくまでもそれは個体内の、例えば１つの個体になっている中の１つの細胞ですか 

らいいわけでしょう。それが非常に複雑な状態で絡み合っているときは、植物の場合のキメ 

ラというわけですけれども。 

○小野里委員 

そうですね。おっしゃるようにキメラになるわけですね。この定義からすると、組換えし 

た細胞から生じた個体をという形で定義されていますけれども、キメラのようなものも含め 

ておいた方が将来いいんじゃないかなという気がするんですが。



○近藤委員 

ちょっと違うんですね。 

○原田座長 

違いますね。 

○近藤委員 

植物の場合、先ほどの原田先生の例を使いますと、カルスに遺伝子を組み込んで、幾つか 

の細胞に入って、同じような形質を持ったとしましても、１個１個別々なんです。１つの細 

胞をもとにして再生された植物体、それをもとにしてできたＦ とかそういうのは１つのイ ２ 

ベントなんですけれども、同じ操作でほとんど同じところに入ったと思わず、別々の細胞は 

１つのイベントじゃないんですね。 

○原田座長 

カルスの塊で幾つか遺伝子が入ったのから再分化してきて、個体ができた場合に、それは 

１つ１つがイベントなんです。違うイベントなんです。 

○小野里委員 

その場合に、ここの定義の中に入るのかということなんですが 「一つの細胞に由来する 、 

個体及びその後代」となりますね。そうすると、それは複数の細胞に由来する個体になりま 

す。 

○原田座長 

１細胞です。 

○近藤委員 

植物の場合は１細胞から再生しますから、複数の細胞から再生しないんです。 

○小野里委員 

カルスの状態で入れた場合は。



○近藤委員 

カルスの中の１つの細胞から個体が再生されます。 

○小野里委員 

そうすると、その場合はこの定義でいいわけですね。 

○原田座長 

もちろん。 

○近藤委員 

そうでないと、区別できなくなっちゃうんです。 

○原田座長 

もともと植物の方でイベントというのを使い出したのは、カルスを細胞塊と言っているわ 

けですけれども、その中で外来遺伝子が入った細胞から再分化すると、カルスの塊から、 

我々は不定芽と言っていますけれども、芽がいっぱい出てきて、それを区別するための言葉 

がなかったものですから、それにイベントという言葉を使い出したのがもともとなんですね。 

○小野里委員 

そうすると、あくまでもキメラとすべての細胞がその遺伝子を持っているものと区別して 

いるわけですね。 

○原田座長 ええ、完全に。 

○小野里委員 

そうしますと、先ほど申し上げたように、例えば将来、遺伝子の一部を改変して個体に戻 

した場合にはこのイベントには入らないということになりますね。 

○原田座長 

その場合にも１つの細胞にしか入らないわけですから。



○小野里委員 

個体として見た場合には完全にキメラですよね。 

○原田座長 

ええ。 

○小野里委員 

組換え細胞と組換えてない細胞との。大部分は組換えてない細胞になりますけれども。 

その場合はこの範疇に入りますか。 

○原田座長 

入りません。 

○小野里委員 

あ、そうですか。 

あくまでもこのイベントというのは、すべての細胞がこの組換え体を持っている場合。 

○原田座長 はい。 

○小野里委員 ここで扱う場合はどうですか。すべての細胞が持っているもののみ扱って、 

先ほどの遺伝子治療なんかで使われるような一部の細胞に機能を付与したそういう細胞を持 

った個体はここでは使わない。 

○原田座長 

イベントとは言わない。 

○安田野生生物課長補佐 

法の対象にはなると思いますけれど。



○小野里委員 

ここで言うイベントに基づく生物だけをこの会議では扱うわけではないというふうに解釈 

すればいいですか。 

○原田座長 

そうですね。今まで例はないと思いますけれども。 

○近藤委員 

これから出てくるものに関しては言葉をどうするか、あるいは言葉を定義した上でやって 

いくかということだと思いますけれども、今まではほとんど植物で、しかも同じような内容 

をイベントということで呼んできたものですから、それをここで改めてはっきりさせたとい 

うことであって、イベント以外は使わないとか、そういうこととは関係ないはずです。 

○林委員 

僕もそう解釈して、結局百万言用いてもミューテーション１つとめることはできないわけ 

ですから。だから、先生がおっしゃるような危惧はあると思いますけれど、だからといって、 

今、完全な文言をつくれと言ってもそれは無理な話ですね。どんなミューテーションが起き 

るかわからないわけですから。ですから、現在はこの言葉でカバーしましょうということで、 

将来この言葉でカバーできないことが生じれば、それは当然解釈を変えていきましょうとい 

うことです。決して未来永劫これで変えないよということ、また、変えるというのは言い過 

ぎですよね。科学から考えれば。必ずいろんな変異が起きるわけです。そのフレキシビリテ 

ィーは持ちましょうという、我々の共通認識ですね。 

○原田座長 

よろしいでしょうか。 

ないと困るというので、何かうまい日本語ができればそれにこしたことはないんですが、 

これは日本語と考えていただければいいと思います。 

○林委員 

余り完全な言葉にしようと、全部落ち度のない言葉にしましようと言えば、例えば生物多



様性条約とかカルタヘナ・プロトコル、そこで言っていないことまできつい言葉になっちゃ 

うんですよ。どうしてもそうならざるを得ない。そこは言葉の字面だけを整えようと、その 

懸念があるから、そこは気をつけなければいけないということを僕はたびたび申し上げてい 

るんです。そんなことまで、もとのカルタヘナ・プロトコルとか、ＣＢＤのドキュメントに 

書いてないことまで日本語の言葉でそこで全部をカバーしようとするとそういう言葉になっ 

ちゃうんです。そこのところはやっぱり生物の性質というものを理解して、そこでの将来起 

きる変異というものを考えた言葉にしておかないと、全然身動きができなくなる。 

○原田座長 

よろしいでしょうか。 

○武田委員 

あくまで片仮名英語であるということで。 

○原田座長 

そうです。バックミラーみたいに考えていただければいいのではないかと思います。 

では、そういうことで作物分科会にまとめていただいた内容で了承したいと思います。よ 

ろしくお願いします。 

では、これもこのブルーのファイルの後ろの方にでもつけ加えていただければと思います。 

そ の 他 

○原田座長 

もう１つ、議事の４のその他について、事務局からよろしくお願いします。 

○足立研究調査官 

、 以前、５月 28 日の総合検討会におきまして、米国におけるＢｔ作物の栽培基準について 

鷲谷先生から、米国でＢｔ作物をつくるときにどんな基準を持ってやっているのですかとい 

う御質問がありまして、事務局の方からその資料を御紹介したところ、その資料につきまし 

てもうちょっとよく調べていただけないかというお話がございまして、ちょっと時間がたっ



てしまったのですけれども、その資料を取りまとめましたので、ここで御紹介したいと思い 

ます。まず資料７－１です。これが前回、５月 28 日にお配りした米国におけるＢｔ作物の 

栽培基準です。 

Ｂｔ作物はＢｔという害虫抵抗性蛋白質をつくるんですけれども、これをただ無制限に作 

物を栽培していくと、標的害虫にＢｔに対する耐性を発生させてしまうことが懸念される。 

そういうことを防ぐためにどのような基準を米国で設けているのかということをここで御紹 

介させていただきました。 

米国における統括庁は米国環境保護庁、ＥＰＡでございまして、Ｂｔ耐性害虫発生抑止対 

策として、作物の登録者に対して、Insect resistance management program、ＩＲＭの 

履行を義務づけておりまして、そこに書かれているのが１から７までを義務づけております。 

作物を利用するものはこのプログラムに従わなければＢｔ作物を購入する権利を失われると 

いう体制をとっております。 

この栽培基準の基本的な考え方が２番でございまして、発生抑制の具体的な対策の戦略は、 

「high dose ／refuge strategy」でございます。つまり、Ｂｔ作物を栽培する区では、 

Ｂｔ作物の中で高発現にＢｔをつくらせておく。可能な限り標的害虫を駆除する。その一方 

で、作物区に隣接する、あるいは作物区の中に十分なサイズの非Ｂｔ作物区、これをrefuge 

と呼んでおりますけれども、このrefugeをつくらせておいて、そこではＢｔに感受性の個体 

を十分に繁殖させておく。耐性害虫と感受性害虫が交雑することによって、当該の害虫集団 

における耐性害虫の頻度が上がらないようにする。そういうストラテジーで、それをもとに 

Ｂｔ作物の栽培基準を設けております。 

Ｂｔトキシンにおける、Ｂｔ蛋白質におけるストラテジーでは、トシキンに対する抵抗性 

が遺伝的に劣勢である。これは化学的な論文等のデータから言えることでございまして、す 

なわち遺伝子型は感受性ホモが優勢であって、抵抗性のものは劣性でホモの個体である。以 

下、１、２、３、４の過程をもとにごく少数の抵抗性個体だけがＢｔ作物として生き残る。 

すなわち、ここで言えるのは、感受性へテロの個体もきちっと殺せるような高い発現を持つ 

Ｂｔ作物を植えておいて、感受性ホモの個体と感受性へテロの個体、この個体は完全にＢｔ 

作物の上では育たない。その上で、非Ｂｔの上で感受性ホモの個体をふやして、抵抗性ホモ 

の個体が生き残ったものを後代させて、その結果、Ｒの遺伝子の頻度をできるだけ低く抑え 

ておく。そういう形で抵抗性の発達を抑えるという基準を設けております。 

次に、２番を見ていただきたいのですけれども、これが実際行われているワタ栽培で行わ



れているrefugeの設定であります。後でまた出てきますので、ちょっと詳しく御説明します 

と、Ｂｔワタのrefugeについては、Ｂｔ作物栽培者の次の３つのrefuge、３つのオプション 

を選択して、そのうちのどれかで栽培しなさいと言われております。 

１つは、ほ場外で殺虫剤無散布のrefugeを設定しなさい。Ｂｔワタの栽培地の外部に少な 

くとも５％の面積の非Ｂｔワタの作物を栽培しなさい。 

そのrefugeのサイズについては、細かいこういうサイズの設定がございまして、その非Bt 

ワタを植えるところは殺虫剤を一切使わずに、感受性の害虫を十分にふやしておいて、そこ 

から飛んでき得る、そこからＢｔ作物に十分虫を供給するようにしなさいということになり 

ます。 

オプション２は、ほ場外に殺虫剤散布のrefugeを設定しなさい。Ｂｔワタの外部に、今度 

は少なくとも 20 ％のＢｔワタをrefugeとして栽培しなさい。そのrefuge内ではＢｔ剤以外 

の殺虫剤とフェロモン剤を使ってもよいですよと。 

オプション３は、今度はほ場内、Ｂｔワタを栽培している栽培の中に非Ｂｔを植えるrefu 

geをブロック状に組み込む形で栽培しないさい。こういうようなrefugeの設定をやりまして、 

つくる人たちはこのうちの１、２、３のうちのどれかを設定するという形で栽培基準が設け 

られております。 

鷲谷先生からの御質問になりますけれども、このような５％、20％とか、ほ場内、ほ場 

外、殺虫剤散布、無散布というような栽培基準を設けた際に、この数値をどのように決めた 

のでしょうかと。どういう基準をもってこの数値の議論がなされたのか。その点について調 

べていただけないかという御質問だったと思います。 

それで戻りまして、資料７です。一番最初の部分に戻ってください。 

以上のような経緯の質問の資料を作成するに、私どもの方から２点質問しました。 

１つは、農水省の国際部の方で、米国とのやりとりの中で農業関係の書類等を月１回詳し 

いやりとりをする場がございまして、そちらの方にこのＩＲＭについて取り上げてもらって、 

米国からのレポートをとりました。それがマンスリーレポートという形で資料７－２になり 

ます。こちらがある意味では公のルートから入手した資料になります。ただ、こちらの方、 

既にＥＰＡのホームページやそこらのところで出ている公式の文書の中から多少新たな見解 

をつけ加えて――新しい情報ですね。2001 年に出たＩＲＭの基本的な文書にそれ以降のも 

のを少しずつつけ加えた公式の文書、テキストの中身でして、実際細かいrefugeをどう設定 

したかということまでは書かれていないのでけれども、極めて一般的な中身の文章になって



います。 

もう１つは、ＥＰＡの方に仁木研究調査官が直接ＥＰＡの担当の方を林先生に御紹介いた 

だいて、こういう問題について委員会で話題になっていますので、お答え願えないかという、 

あくまで私信という形で情報の収集を試みました。 

資料の７に戻っていただいて、どのようなことを聞いたかと申しますと、①としてrefuge 

の割合や致死率の具体的な数値の決定は一体どんな形で導し出したのですか。 

２番、蓄積されたデータから初期に検討したモデルの妥当性は一体どんなものでしたか。 

最後、次のページですけれども、３番、現在の状況ですね。それから、改訂の妥当性とさ 

らなるデータを蓄積した上でどんな改訂を予定されていますかということをメールで問い合 

わせました。こちらの方はあくまで私信という形なので、ここでお出してすることはできな 

いのですけれども、それをマンスリーレポートとメールとのやりとりを要約した形でつくら 

せていただいたのが資料７になります。それについて御説明したいと思います。 

まず、１なんですけれども、2001 年にBt Crops Reassessment document、一番最後の 

ところにホームページで公開されているアドレスを載せておりますけれども、こちらの方が 

現在設定されている栽培基準が書かれている非常に分厚い文書になります。こちらに細かい 

設定が書かれています。これは申請者及び科学者がほ場や実験室でさまざまな研究事例とあ 

る種の計算モデルを組み合わせて作成しております。ただし、モデルの作成に当たっては抵 

抗性遺伝子が初期どのくらいあったか、あるいは抵抗性のメカニズムがどういうものであっ 

たかという、そういう条件以外、それ以外のパラメータは実際のほ場でとっている。虫がほ 

場内でどんな移動をしているのか、どのくらい飛ぶのだろうかというのは実際のほ場で検討 

して、それに基づいてそれらを統合した上で行われております。 

ですから、質問の中身では本当に具体的な数値はどんなふうに決めましたかということを 

お尋ねしたのですけれども、そちらの設定に関する細かい情報については今回まだ答えてい 

ただけなかったという状況です。 

それから、致死率の設定。これはＢｔ作物を栽培したときに、十分な量の発現量がなけれ 

ばこのhigh dose／refuge strategyが成り立ちませんので、作物のＢｔトキシンの濃度を 

どんな形で設定しましたかということに対しては、標的昆虫の感受性個体が致死する濃度の 

25 倍量をhigh doseの基準としております。ですから、既に申請されているものを含めて 

Ｂｔ作物を申請する際はこの値をクリアしなくてはならないということになっています。致 

死率の設定は 99.5 ％なんですけれども、実際にＢｔトキシンをこの濃度で与えた場合、致



死率は完全にクリアしている。そういう作物だけが上がってきているという状況です。 

ただし、これは 2001年以降の話でございまして、1996 年から作物の栽培を始めていまし 

て、2001 年までつくられた中にdoseの設定が少し弱いものがあって、その作物に関しては 

別途殺虫剤をまきなさいというような細かい規定も実は 2001 年ドキュメントの中に書かれ 

ております。 

それから、もう１つの要件ですけれども、high doseの基準やrefugeの要件自身は科学的 

なデータと数値モデルに基づいてつくっているのですけれども、実際ＥＰＡがＩＲＭを動か 

す際に科学的な知見だけでなく、もう１つ重視していることがありまして、それは生産者の 

コスト、あるいは生産者が本当に実行できるようなものでなければならない、そういうある 

種のシンプルさを持ったプログラムを出して、それに対して、それが本当に機能しているか 

どうかというのをモニタリングする。実際にほ場とかそういうところで虫をつかまえて、抵 

抗性が発達していないかというのをモニタリングする。それから、抵抗性が発達した場合は、 

こういう措置をとりますという緊急措置を明言していまして、この４つをセットでＩＲＭだ 

というふうに御回答いただいております。 

したがって、リスクを軽減するためには、単純にrefugeのサイズを拡大すればそれはリス 

クは減るのですけれども、そうするとrefugeの分を負担するだけ生産者のコスト増大を招き 

ますので、結果として生産者自身がＲＩＭに書かれている栽培基準をきちっと守っていただ 

けないという話になります。そうすると、かえってリスクを招く結果になるので、その辺と 

のバランスの上にこの栽培基準が設けられているというふうに考えていただけたらいいと思 

います。 

それで、現在蓄積されたデータから初期にこういふうに設定した栽培基準をＥＰＡはどう 

考えているかということなんですけれども、それに関する文書はかなりかたい表現ですが、 

現在 2001 年のプログラムに基づいてrefugeの設定等が続いておりますけれども、96 年以降、 

これらのＢｔ作物をほ場で栽培して、ほ場での標的害虫の生存個体をモニタリングしてきた 

結果、これまでのところはＢｔトウモロコシ、Ｂｔワタとも作物に対する耐性害虫のほ場で 

問題になったというような実例は報告されておりません。ですから、現在このrefugeの要件 

を変更しなさいというふうに指示すべきデータはないというふうに考えているというのが彼 

らの公式見解かと思います。モデルそのものが妥当ということではなくて、現在refugeの設 

定等で問題になっていないから、この要件を積極的に変えていくというデータは持っていな 

いというのが公式見解になろうかと思います。



次のページに移りまして、モニタリングを行っている標的害虫はトウモロコシについては 

４種、ワタについてはこの３種になります。 

それから、それについて、なお、2001 年のプログラムの中に 1996 年に設定したＢｔワタ 

のrefuge設定のうち、先ほど御説明しました①のＢｔワタのrefuge設定ですね。Ｂｔワタの 

ほ場の外部に５％以上のrefugeを設定して、そこではＢｔ剤以外の殺虫剤を使用しないとい 

うオプションを当初選定していたのですけれども、このオプションを 96 年から 2001 年まで 

にいろいろとデータを集めてきた結果、それ以外の２つの２と３のオプションに比べて耐性 

昆虫を生じさせる可能性が高いという知見が得られたので、それについてはそのrefugeで大 

丈夫だという新たな知見が得られない限りは 2004 年の９月で廃止する予定だということが 

この 2001 年に出されたドキュメントの中に書かれております。 

なぜ５％の殺虫剤無散布のrefugeを設定するのが耐性の発達させる率が高いかということ 

についてドキュメントの中に書かれているのは、１つは、Ｂｔワタの害虫のうち、Cotton 

ballwormは、もともとＢｔ剤に対する感受性が低い。Ｂｔに強い昆虫で、当時登録されてい 

たＢｔワタのdoseはそれに対して十分ではないんだと。ですから、Cotton ballwormを対象 

にする場合は、組換えワタと同時に耐性害虫を殺すための殺虫剤を一緒にまくことを検討し 

なさいという文言が入っていました。 

それから、もう１つは、Cotton ballwormという害虫は、コットンだけの害虫ではなくて、 

トウモロコシで言うcorn earworm、これも同じ害虫なんですけれども、非常に宿主範囲の 

広い害虫である。ですから、refugeから飛んでくるだけではなくて、refuge以外のダイズで 

あるとか、タバコであるとか、あるいはそれぞれのそのほかの雑草群にもつくような害虫な 

ので、refugeからだけではなくて、ほかの部分からも感受性の昆虫が飛んでくる可能性があ 

る。

その２点があるので、その２点が明らかになるまでは、refugeのリスクを考えるのはあく 

まで５％以上のrefugeからだけの効果で見なければならないということで、その２点につい 

ては研究を進めなさいと申しておきまして、その２点が明らかになるまでは 2004年の９月 

で廃止しなさいということをドキュメントの中で述べております。 

その後、どういう状況があったのか。それが３番の改訂の状況とも重なるのですけれども、 

それについて御説明しますと、2004 年の９月に廃止を予定していたＢｔワタのrefuge設定 

については、先ほど言いましたCotton ballwormが宿主範囲が広くて、非組換えワタを栽培 

しているrefugeだけではなくて、周辺に植えられているほかのnon-ＧＭ作物や雑草等に確か



な量のCotton ballwormが生息していて、それがナチュラルなrefugeとして機能していると 

いう論文がきちっと出ました。それから、Ｂｔワタについては、その後、Cotton ballworm 

に対して十分なhigh doseな組換えワタがつくられるようになって、そちらに切りかえが進 

みました。そういう知見が出てきたのを受けて、申請者が 2002 年から 2003 年にほ場調査を 

しまして、natural refugeが確かに機能していますというモニタリングを 2002 年ら 2003 

年に行って、そのデータをＥＰＡに提出しました。 

もう１つは、そのnatural refugeを組み込んだモデルをＥＰＡに提出しました。それが 

ＥＰＡのScientific Advisory Panel、こちらで言うと検討会のようなところでその３点 

の資料をきちっと審議の上、その妥当性が認められたので、差し当たりこの廃止を予定して 

いたＢｔワタのrefuge設定は 2006 年まで延長しましょうということになっております。 

それから、資料７－３はnatural refugeが確かに機能しているというピアレビューされ 

たプロナウンスの論文になります。 

これは少しだけ御紹介しておきますと、Helicoverpa zeaというのがCotton ballwormの 

害虫の学名なんですけれども、これはいろんな植物につくのですが、特にワタとかダイズと 

かというＣ の生物、これは葉緑体合成経路の話でちょっと難しいところもあるのですが、 ３ 

Ｃ 植物、それからトウモロコシやソルガムのようなＣ 植物、それぞれにつく害虫なんです ３ ４ 

が、Ｃ 植物とＣ 植物は炭素の安定同位体である Ｃの含量が違うので、それを食べたCott ３ ４ 
１３ 

on ballwormの方も安定同位体である Ｃの含量が違いますというデータが得られました。 １３ 

それが３ページのfigの１です。 

それでワタのＣ 植物の上にＣ 植物で育ったオオタバコガが確かに来ているというデータ ３ ４ 

があったので、ワタで育ったものではなくて、トウモロコシで育ったもの、ソロガムで育っ 

たものが確かにワタの方に来ているというデータがここで得られたということです。 

その知見をもとに申請者のモニタリングとモデル試験が出てきて、ＥＰＡに認められて、 

2006 年まで延長が決まったということです。 

それ以降の改訂については、Ｂｔコットンとコウチュウ目抵抗性のＢｔコーンの方は 200 

6年に、それからチョウ目害虫抵抗性のＢｔコーンの方は 2008 年に、それぞれこれは生物 

農薬としての登録が失効することが、さらに使用を継続する際はＥＰＡがrefugeの設定等も 

含めてもう１度再評価を改めてすることになるというふうにメールの方で返事をいるという 

状況になっています。 

以上です。



○原田座長 

どうもありがとうございました。 

もう大分時間も過ぎましたので、この用意していただいた文献、文書はお時間のあるとき 

に読んでいただいて、参考にしていただきたいと思いますけれども、今ここでぜひ何か質問 

されたいということがあればと思いますけれども、いかがでしょうか。 

私は前に読みましたが、我々がＢｔ関係の審査をするときの参考になると思いますので、 

適宜活用できたらと思っております。 

○林委員 

１つ追加するならば、ＯＥＣＤの我々のワーキンググループで、ほかの作物のコンセンサ 

スドキュメントに当たるものをＢｔについてつくっているところなんです。それで、アメリ 

カが２年越しぐらいになって、ですから今御説明があったような最近の知見も入れて、多少 

流動的なところがあるものですからね。でも、今度のワーキンググループのときぐらいに最 

終版になると思いますけれど、もしそれが出ればまた皆さんの御参考になると思います。 

○原田座長 

よろしくお願いしたいと思います。 

特に今ここでぜひ質問ということがなければ、これは今の説明とこの文書をいただいてお 

いたということにさせていただきたいと思います。 

その他に何か事務局より報告すべきことございますか。 

○青木技術安全課長補佐 

次回の総合検討会の予定ですが、12月 10日の金曜日、この場所で 10 時から開催したい 

と考えてございます。よろしくお願いしたいと思います。 

それと本日御検討いただきました３件につきましては、修正等を行う案件につきましては 

委員の確認を得た上で承認に向けたパブリックコメントの手続等をとらせていただきたいと 

考えています。 

○原田座長 

後、委員の皆様から何か全体にわたって御意見とか、よろしいでしょうか。



ございませんようでしたら、事務局の方にお返しします。 

○青木技術安全課長補佐 

どうもありがとうございました。 

最後に、閉会の御挨拶を齋藤技術安全課長よりお願いいたします。 

○齋藤技術安全課長 

どうも大変お世話になりました。ありがとうございました。 

閉 会


