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生物多様性影響評価検討会総合検討会議事録

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ２ 日

於・農林水産技術会議委員室

開 会

○龍口技術安全課長補佐

それでは、先生方おそろいでございますので、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。本

日は、先生方、皆様御出席でございます。

開会に当たりまして技術安全課長の東條より一言御挨拶申し上げます。

○ 東條技術安全課長

それでは、一言御挨拶申し上げます。

本日は、年度末の大変お忙しいところ、先生方にはこの総合検討会に御出席を賜りま

して誠にありがとうございます。

また、日頃から遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の検討につきまして大変お

世話になっております。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。

本日の総合検討会ですが、いつものとおり、環境省と農林水産省の共同開催というこ

とになっておりまして、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農作

物として農林水産大臣及び環境大臣に申請のありました第一種使用規程承認申請２件に

つきまして御審議を賜りたいと思います。ぜひ幅広い見地から御意見を賜りますようお

願い申し上げたいと思います。

なお、承認状況に追加がございましたので御紹介させていただきたいと思います。お

手元の資料の参考資料１を御覧いただきたいと思います。参考資料１の５ページ目、一

番最後、57と番号が振ってありますが、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネＲＴ73

でございます。これにつきましては昨年の9月の総合検討会で御意見をいただきまして、

、 。今年に入ってパブコメ等を終了して 3月10日付けで承認されたということでございます

以上、承認状況を御紹介いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

配付資料の確認等

○ 龍口技術安全課長補佐

それでは、議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

お手元に本日の検討会の議事次第、その次に座席表が入って、配付資料一覧になって

おります。その下に、資料１といたしまして安全性の確認状況、それと資料２－１、２

といたしまして、本日検討する案件の１件目でございますが、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ワタの分科会における検討の結

果と申請書の概要。そして、本日の２件目、同じ性質を持っているものでございますけ
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、 、 、 。 、れども 資料３－１ ２といたしまして 同じようなワタの検討の結果と概要 そして

今課長の挨拶で触れましたが、承認状況の一覧と経過措置案件の一覧、それと総合検討

会の審査が終了しているもので、まだカルタヘナ法の承認がおりていないものの一覧の

資料が参考資料１、２、３でございます。

不足している資料等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

傍聴者の方々にお願いいたします。傍聴される方への留意事項に記載されている注意

事項を守っていただくようよろしくお願いいたします。

それでは、以降の議事進行につきまして、原田総合検討会座長、よろしくお願いいた

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

それでは、議事次第に従いまして本日の総合検討会を進行していきたいと思います。

まず議事の第１番目ですけれども、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係

る申請書の検討となっております。既に農作物分科会での専門的な見地からの検討が終

了しております。本日の総合検討会では農作物分科会での検討の概要を農作物分科会の

近藤座長から御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

員の皆様に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、まず事務局から資料１について説明を受けまして、

それぞれの案件について農作物分科会における検討結果についての報告をいただいた後

で、委員の皆様で検討を行いたいと思います。その後、委員からの御意見を集約いたし

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るようにしたいと思います。

では、最初に、農作物分科会での検討状況及び食品等の安全性審査状況を事務局から

御説明をお願いいたします。

〈第一種使用規程の承認に係る申請案件の安全性確認状況について〉

○ 龍口技術安全課長補佐

それでは、資料１に基づきまして農作物分科会での検討状況、食品等の安全性の審査

状況について御説明したいと思います。

資料１を御覧下さい。

本日の１件目、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

サート耐性ワタ、281×3006×1445でございますが、これにつきましては、農作物分科会

で昨年12月5日、本年2月27日、3月7日に審査を行ったものでございます。これはスタッ

クでございまして、旧指針での審査、承認、確認等は行われておりません。食品につき

ましては、本年2006年に食品としての安全性確認が終了したものでございます。飼料に

つきましてはまだ審査は終了しておりません。
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そして、もう１件、同じ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ワタでございますが、これは281×3006×、先ほどの１件目が1445で

ございましたが、これはMON88913を使っているものでございます。先ほど申し忘れまし

たが、いずれもダウ・ケミカル日本株式会社の申請でございます。農作物分科会での審

査でございますが、先ほどのものと同じように、昨年の12月5日、本年の2月27日、3月7

日に審査を行っております。これにつきましても旧指針での確認は行っておりません。

そして、食品の安全性確認は本年2006年に行われております。

下に参考として親系統の承認状況について記載しております。

まず、片方の親であるチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ 281×

3006でございますが、これにつきましては一昨年の12月17日、昨年４回審査を行って、

総合検討会の審査も終了しております。これにつきましては、食品としての安全性確認

が2005年、飼料については現在審査を行っている最中でございます。

もう１つの親でございます除草剤グリホサート耐性ワタ1445でございますが、これに

つきましては2004年4月23日に農作物分科会での検討が終了し、カルタヘナ法での承認で

ございますが、これは2004年にコモディティとして承認を行っております。そして、食

品として2001年、飼料として2003年に安全性の審査が終了しております。

もう１つ、除草剤グリホサート耐性ワタMON88913でございますが、これにつきまして

は比較的新しいものでございまして、農作物分科会では昨年3月23日と4月28日に審査を

して、これにつきましてはカルタヘナ法に基づく承認ですが、食品、飼料等としての使

用等で2006年、本年行っております。そして、食品については2005年、飼料については2

003年、本年、安全性の審査が終了しているものでございます。

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。

本日の案件はいずれも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

グリホサート耐性ワタで、片方の親が同じで、かつ、もう一方の親も同じ遺伝子を持つ

ことから、農作物分科会の意見はほぼ同じということですので、２件をあわせて検討し

たいと思います。

最初に、近藤農作物分科会座長から資料２に基づいて御報告をお願いいたします。

〈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

耐性ワタの生物多様性影響評価について〉

○ 近藤委員

それでは、資料２－１と資料３－１なんですが、これは御覧いただいてわかりますよ

うに、内容的にほとんど同じになっております。今、原田座長よりお話がありましたよ

うに、２－１の方について報告させていただいて、２－１と３－１の両者を併せて審査

をお願いできればと思います。

それでは、報告させていただきます。

資料２－１、農作物分科会における検討の結果について。
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名称、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

性ワタ。途中省略しまして、281×3006×1445です。

第一種使用等の内容は、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。

申請者はダウ・ケミカル日本株式会社です。

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以

下のとおりです。

なお、本スタック系統ワタは、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ワタ（DAS-24236-5×DAS-21023-5）と除草剤グリホサート耐性

ワタ（MON-01445-2）を交配して作出されたものであり、これらの親系統については、生

物多様性影響評価検討会において、個別に、本スタック系統ワタ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。

１、意図された形質に係る相互作用について。

DAS-24236-5×DAS-21023-5由来のチョウ目害虫抵抗性遺伝子（改変型 及び改変cry1Ｆ

型 遺伝子）がコードする改変型Cry1F蛋白質及び改変型Cry1Ac蛋白質は酵素活性cry1Ａc

を持たず、また、除草剤グルホシネート耐性遺伝子（ 遺伝子）がコードするＰＡＴ蛋pat

白質は除草剤グルホシネートの活性成分であるホスフィノトリシンを特異的にアセチル

化する酵素であるが、高い基質特異性を有していることが報告されております。

一方、MON-01445-2由来の除草剤グリホサート耐性遺伝子（ 遺伝子）がコーcp4 epsps

ドするEPSPS蛋白質は芳香族アミノ酸の生合成経路であるシミ酸経路を触媒する酵素の一

つであるが、本経路における律速酵素でないことが示唆されており、EPSPS活性が増大し

ても最終産物である芳香族アミノ酸が過剰に合成されないことが報告されております。

さらに、EPSPSは、ホスホエノールピルビン酸塩とシキミ酸-3-リン酸塩に対して高い基

質特異性を示すことが知られております。

以上のことから、改変型Cry1Ｆ蛋白質及び改変型Cry1Ac蛋白質とCP4 EPSPS蛋白質、PA

T蛋白質とCP4 EPSPS蛋白質は、いずれも相互に影響を及ぼす可能性はないと考えられま

す。

本スタック系統ワタの除草剤グリホサート耐性については除草剤散布試験により、ま

た、除草剤グルホシネート耐性付与についてはELISA分析により、さらにチョウ目害虫抵

抗性については米国における生物検定により、それぞれ確認されております。

以上より、本スタック系統ワタについては、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ております。

２、競合における優位性について。

本スタック系統ワタは、DAS-24236-5×DAS-21023-5由来のチョウ目害虫抵抗性及び除

草剤グルホシネート耐性並びにMON-01445-2由来の除草剤グリホサート耐性を併せ持って

おります。しかし、グルホシネート及び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ワタ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、従って、本スタック系統ワタが親系統よりも競合におい
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て優位になることはないと考えられております。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

断しました。

３、有害物質の産生性について。

本スタック系統ワタは、DAS-24236-5×DAS-21023-5由来の改変型Cry1F蛋白質、改変型

Cry1Ac蛋白質及びPAT蛋白質産生性並びにMON-01445-2由来のCP4 EPSPS蛋白質産生性を併

せ持っています。改変型Cry1F及び改変型Cry1Ac蛋白質はチョウ目昆虫に対する殺虫作用

を有するが、一方、PAT蛋白質及び改変型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いることから、本スタック系統ワタはこれらの蛋白質を併せ持

つとしても、そ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しました。

４、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、本スタック系統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。

なお、これはスタック系統ですので、それぞれの親については本検討会において既に

審査が終わり、生物多様性影響が生ずるおそれはないとの判断がされていることから、

資料２－２とか３－２ではこのそれぞれの親系統が発現するタンパク質同士に相互作用

、 、がないということを 除草剤散布試験とか害虫抵抗性試験などにより調べておりまして

作物の生育調査等は行っておりません。そのことから、どちらも相互作用がないことが

確認されておりますことから、２－１と３－１はほとんど同じ内容になっております。

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

耐性ワタについて近藤座長から御報告をいただきましたけれども、この２件について御

質問、御意見をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、よろしくお願

いいたします。

先ほど事務局の方からも御説明がありましたけれども、農作物分科会ではそれぞれ３

回にわたって慎重に議論を既にいただいております。

いかがでしょうか。

○井出委員

１つよろしいでしょうか。

○原田座長
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どうぞ。

○井出委員

、 。有害物質の産生性についてですけれども これは特に試験は行っていないわけですね

それで、最後の検討の結果のところでちょっと教えていただきたいのですが、スタック

系統で異なる遺伝子が入って、蛋白質がいろいろできているわけですが、それをあわせ

持つとしても、有害物質の産生性が親系統より高まることはないと考えられるというそ

れぞれ独立した遺伝子で相互に関連性のない蛋白質であるから、特に問題がないであろ

うということでよろしいのでしょうか。

○近藤委員

チョウ目害虫抵抗性の遺伝子蛋白質のものは酵素活性がないということから、植物体

の中のほかの代謝に影響は与えないというふうに論理的に考えられるということと、そ

れから除草剤耐性の遺伝子、蛋白質は、それは代謝に影響を与えるのですが、基質特異

性が高いということが示されていて、ほかのものに影響を与える可能性はないだろうと

いうふうに考えられるということと、それから実際に害虫抵抗性とか除草剤耐性も両者

が入ることによって、スタックにすることによって、個別のものと活性が変わらないと

いうことから、論理的に相互作用がないということが確かめられていると判断していま

す。

○井出委員

ありがとうございました。

○原田座長

ほかにいかがでしょうか。

○高木委員

１つお伺いしたいのですが、今の資料２－１を大きく見ると、前段があって、１とい

うのと、裏に２、３、４というようになっているわけですけれども、２、３、４は優位

、 、 、性とか有害物質の産生性 交雑性 これは報告書の中にそれぞれあるわけですけれども

１の「意図された形質に係る相互作用」という部分は報告書には特にないですね。それ

で、これはスタックを検討されるときの特殊事情かもしれないのですが、例えば移入し

た核酸のコピー数だとか、あるいはそれが遺伝子レベルでの相互作用、DNAの上での相互

作用がないとか、そういうことは一応報告書のこっちの方では見ているのですが、そう

いうところは全部なくして、新たに「１」という「意図された形質に係る相互作用」と

いうのを委員会の方で設けられたと、そういうように考えてよろしいのですか。

○ 近藤委員

スタック系統の申請書につきましても、事務局の方でいろいろ検討していただいて、

、現在のこういう形がいいのではないかということでこのような内容になっておりまして

これまでに何回か審査されている中では、今、先生がおっしゃられたようなことも含め
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て細かいことはたくさん書かれていたのですが、そういったことは既に前に議論が終わ

っていることなので、今回はスタックとしての特徴だけをということで、大分簡略され

た形に申請書がなっております。

今の御質問の中で、遺伝子間の相互作用があるかどうかということについては、普通

はないと考えていまして、それで特に遺伝子が生成する産物間の相互作用ということだ

けを気にして考えております。

確かに１番目の項目については申請書にはないのですけれども、申請書の形式という

のがこれまでに、農水省から出されているもので示されておりまして、そこに従って書

かれているのですが、スタックの場合、完全に対応していない部分もあるのではないか

と考えておりまして、これについてはこれからも検討の余地があるかと思いますが、こ

ちらの農作物分科会における検討の結果に関しては、先取りした形で少し違った形式に

なっております。

○高木委員

そうすると、今後申請書自体が「意図された形質に係る相互作用」というようなとこ

ろが入ってくるような形式に変化して、変わっていくのがよろしいというようにお考え

になっているという感じですか。

○近藤委員

全部変わるかどうかは別にしまして、こういう部分はあった方がいいかと思います。

○高木委員

何となく私はこちらの申請書ですと、19ページにありますけれども 「細胞内に移入し、

た核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性」というようなところはやはり

申請者に出していただいて評価すべき部分なのではないかという気が私は個人的にはす

るのですが、それがもし今、先生が御説明になったような形ですと、この部分はなくて

も申請書としては通るような形になってしまうのかなという気がします。

○近藤委員

そういうことには多分ならないと思います。やはりスタックであっても遺伝子の安定

性は見なければいけないと考えておりますので。ただ、もとのものが安定に伝わるとい

うことを一応見ていただいて、それが前提になっていまして、特に以前のもので安定で

あるということを含めて承認していたので、特に今回は入れていないということです。

もしそこが違っていますと、その点は、大きな問題になると思います。ですから 「細胞、

内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性」の評価をやらなく

ていいということにはならないと思います。

○原田座長

私も農作物分科会の方、ちょっと出席させていただいて議論を拝聴していたのですけ

、 、 、 、れど 今 高木委員がおっしゃったあたりのことについては 大分議論がございまして

最初申請者から出てきた申請書にはこの親に関する記載もすごく多かったのですけれど
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も、スタック系統については、もう少しスタック系統そのものについての議論を十分に

して、親については申請があってオーケーを出しているわけですから、その辺は余り書

。かなくてもいいようなフォーマットにしたらというような意見が大分あったと思います

○高木委員

やはり最終的にできたスタックにおけるそれぞれ親に入れた遺伝子の安定性といいま

すか、組換えが起きていないとか、そういう存在状態のようなものはやはり見ていただ

いた方がいいと思いますね。

○安田野生生物課長補佐

トウモロコシとワタでちょっと事情が違うと思います。トウモロコシの場合はほとん

どスタックの場合というのはＦ１でつくっていまして、後代までとらないので、トウモ

ロコシの場合、必ずしも後代まで見ていないものが今までもあったのではないかと思い

ます。ワタの場合はスタックでも後代まで育成して使うということがありますので、今

回19ページなどにあるように見てもらっている。そういう状況でございます。

○龍口技術安全課長補佐

あと 「意図された形質に係る相互作用」の部分ですが、これはもとにしておりますの、

は、資料２－２の30ページが一番わかりやすいかと思っているのですが、そこに①から

④ということで、影響評価のところで述べているCry1Fですとか、Cry1Ac蛋白質は酵素活

性を持たないとか、そういったここの部分の記述をもとにして、この「意図された形質

に係る相互作用」のところを記述しております。ですから、一応これのもととなったデ

ータというものはそれぞれの申請者が実際に、例えば２－１の下の方にも書いておりま

すが、除草剤散布試験で例えば除草剤耐性が強まっていないこととか、またチョウ目に

対する有害物質の産生性が高まっていないこと等を確認しているということをここに記

述しております。

○近藤委員

今の御説明にあったように、ここに書いてあることは、申請書、あるいは概要書に書

いてないことではなくて、これが決まった場所にまとまって書かれているわけでは必ず

しもなくて、あちこちに点在していたり、場合によっては同じことが複数の場所に書か

れているというような、まだそういう不統一がありまして、そういうのを統一して、こ

ういう１つの項目にした方がいいのではないかというふうには考えております。

○高木委員

資料２－２の30ページの関係についてはこの評価書の本体の中にはありませんか 。。

○龍口技術安全課長補佐

あります。

この赤い方ですと、先生方にお渡ししている資料ですと、これも30ページですね。
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○高木委員

同じものですね。

○龍口技術安全課長補佐

はい。

○高木委員

わかりました。

○原田座長

この辺が大分議論の末、こういうふうにまとめられたということだったと思います。

○高木委員

割合目次どおりに普通要旨がくるのに、スタックの場合、大分項目が大きく変わって

いるもので、ちょっと気になりまして。

○龍口技術安全課長補佐

先ほど農作物分科会の近藤座長の方からもありましたとおり、事務局の方で今宿題を

いただいておりまして、また検討して、形式について御相談をさせていただきたいと思

っております。

○原田座長

ほかにございますか。

どうぞ。

○武田委員

評価書の内容にちょっと腑に落ちないといいますか、問題を感じる部分があるのです

が、まず２－２の５ページの一番下、④で「花粉の生産量、稔性、形状」云々とありま

すね。この文章の２行目、真ん中あたりに「花粉の稔性は葯から放出された直後は56％

であり」とありますけれども、花粉の稔性というのは本来葯から出てからの時間には関

係なくて、これは多分発芽率だろうと思うんですが、これは評価書を書いた会社の側の

問題ではあるのですけれども、ちょっと不適切な表現かなと思います。

それから、６ページの最後から２行目ですけれども 「種子の形態により、捕食するこ、

とを避けると思われる」と書いていますけれども 「思われる」というのは申請者の主観、

でありまして、この表現は余り適切ではないと思います。ここで議論すべきことかどう

かよくわかりませんが、少なくともここで目に触れるものですから、一言申し上げざる

を得ない。

それから、10ページの下の方ですね。縦、横に線が入っていますが、これは何か意味

のある線なのか、次のページにもあるんですけれど。

○龍口技術安全課長補佐
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済みません。10ページのところですが、これは事務局の不手際です。

○武田委員

消し忘れですね。

○龍口技術安全課長補佐

はい。

○武田委員

11ページもそうですね。

○龍口技術安全課長補佐

はい、そうです。

○武田委員

同じことが19ページの一番下でも出ています。

○龍口技術安全課長補佐

これも同じです。

○武田委員

それから、25ページの「形態及び生育の特性」の中で、文章の上から２番目、括弧の

中ですね 「主茎長、ワタ1445においては幹長 、この幹という字が不適切ですし、もう。 」

、 、 。１つ ワタには幹長と呼ぶべき器官はないと思いますので これはどういうことなのか

もし、のぎへんの稈を書くとしてもそれはイネ科の話ですので、これはちょっと不適切

だと思います。

それから、同じく25ページの一番下から26ページにかけてですけれども 「しかし、こ、

ぼれ落ちた種子が発芽した後に生育あるいは自生化して完全な成体になるまでは形成さ

れないことと 、主語が「種子」で、述後が「形成」となっていまして、これは成長しな」

いか何かのつもりではないかと思ったのですが。

以上、マイナーなことではありますけれども、読んでいて、目に引っかかったという

感じの点で、指摘しておきます。

以上です。

○原田座長

今の25ページの「主茎長」とか「幹長」については分科会で議論がございましたです

よね。

○近藤委員

何か字がおかしいという話はあったかと思いますが。これは不適切と、確かに先生が

おっしゃったようなことが出ていたと思いますけれども。
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○原田座長

おっしゃったようにのぎへんの「稈長」はイネ科の作物のことだから、ここでは使え

ないという議論もあったと記憶しています。それで 「主茎長」がいいのではないかとい、

う話があったと思うんですが、その後 「ワタ1445においては幹長」となっているようで、

すが。

○龍口技術安全課長補佐

親系統の大もとの1445の評価書の記載をそのまま持ってきていると思いますので、特

に形態とかそういったところはもともとの親系統の評価書をもとにして記述を多分され

ていると思いますので、多分親系統で間違っていたのがそのままきている可能性はある

かと思います。ちょっと確認をした上で、申請者の方に必要な修正等、今武田委員から

ありました指摘についてはまた最終的にパブリックコメントにかける際には必要な修正

等を指示していきたいと思います。

○原田座長

最初の稔性か、発芽率か、その辺のところもちょっとチェックしていただければと思

います。

○近藤委員

種子がこぼれた云々のところも何か文章がおかしいですね。

○原田座長

主語と述語がぴったりしない感じがありますね。どうも御指摘ありがとうございまし

た。ほかにございますか。どうぞ。

○小野里委員

同じく概要の８ページの表１のところですけれども、そのボックスの中の一番上のと

ころの一番最後のところで「プロモーターであり、ワタの葉における発現量が多い特徴

を持つ 。ここの文章はちょっとおかしいような気がするのですけれども。」

○原田座長

８ページの表１のところでしょうか。

○小野里委員

８ページの表１の中の「 4ocs）Delta」のボックスですけれども、それの最後のとこ（

ろで 「ワタの葉における発現量が多い特徴を持つプロモーターであり、発現量が多い…、

… 」となっておりまして、これは発現量を高めるという意味でしょうか。。

○武田委員

表２でも同じ表現がありますね。
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○小野里委員

同じ表現が表１と表２でそれぞれ２つずつ、次のものにも同じようにあるのですけれ

ども。

○高木委員

プロモーターの場合、発現量が多いという言葉を使いますね。正しいというか、慣用

的には使っていますね。

○小野里委員

プロモーターが発現量が多いという感じでですか。

○高木委員

。 、 。ええ 発現量が多いプロモーターとか 強いとか弱いとか多いとか少ないとかですね

日本語を正確に使うという意味では正しくない感じもちょっとありますけれども、慣用

的に使っていることはあります。

○小野里委員

発現量を高めるという意味とは違うのでしょうか。

○高木委員

もちろん同じです。

○小野里委員

そういう意味なんですね。

○高木委員

その後ろについている遺伝子の発現量が多くなるということなんですね。

正確に言えば、ワタの葉において遺伝子の発現量が多くなるというようなことになる

と思いますけれど。

○小野里委員

こういうふうに使われているんですね。

○高木委員

ええ。

○小野里委員

それでしたら結構ですが。

○高木委員
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日本語が乱れているということでしょうか。

○井出委員

同じ表の 遺伝子のところで 「植物用に最適化された」云々といって 「選抜マーカpat 、 、

ーとして使用したPAT蛋白質をコードする遺伝子」というふうな書き方をしていますが、

表３のところでは、例えば同じ選抜マーカーとして使ったものについてカナマイシン耐

性のところの書き方などは、ここはわざわざ「遺伝子導入の際、組換え体植物を選抜す

るためのマーカーとして」というように書いておりまして、この書き方の違いというの

は何か特別意味があるものでもなさそうに思うんですが、どうなんでしょうか。

同じように除草剤耐性の遺伝子については別の書き方を、Goxカセットのところのグリ

ホサート分解酵素云々というような説明がされているのですが、こういうのは統一しな

くてもいいのでしょうか。

○近藤委員

おっしゃるように、蛋白質を、例えば検出してマーカーにしているわけではなくて、

除草剤耐性を見てやっていますから、これも確かにおかしいですね。統一しないといけ

ないですね。

○渡邉研究調査官

これは多分もとの申請書、親系統の申請書から由来するかと思うんですが、もとの申

請をされた会社が違っているとかということもございますし、時期も違うので、表現が

もともとは異なっていたというものがそのまま残ってしまったのではないか思います。

○原田座長

この辺も統一できますか。前との関係で、どうしたらいいんですかね。

○龍口技術安全課長補佐

これは申請に係る各社に相談をしてみないといけないかなと思うんですが、ほとんど

組換え体の調製等に関する情報の部分は特にそれぞれの社が責任を持っている部分とい

うことで、例えば今回であればワタ281×3006について言えばダウ・ケミカル日本株式会

社がこの表の責任を持っている。それに対してワタ1445については、この表の下部にも

書いてありますが、モンサント社の1445からそのまま抜粋して持ってきているというこ

とで、今御指摘にありました表現を統一するとか、そういったことが可能かどうかとい

うことはちょっと申請者各社に聞いてみた上で、できることならば統一ができるような

形に持っていきたいと考えておりますが、表現が統一されていな事情としてはそういっ

たことがあるということになります。

○武田委員

出典に明記されていたら、こちらではいじれないんじゃないですか。改変とか何か書

かなければいけなくなりますからね。
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○近藤委員

このことについては分科会でもいじれないということで。

○原田座長

ほかに何かございますでしょうか。

○林委員

きょういただいた参考資料１ですね。そこにもいろいろございますように、スタック

は初めてではなくて、今までも審査されて、ここで承認されているのもざっと数えても1

0近くあります。御存じのようにISAAAの報告でも2005年のとりまとめだと組換え体の11

％がスタックであるということで、去年に比べれば50％増であるということで、我々い

ろんなことで見聞きし、資料を読む範囲でもこれから増えるだろうということが予想さ

。 、れます それでここの委員会でも特に親が生物多様性影響評価の申請が承認されていて

その親同士が普通の交雑育種により作出が行われたものについては、交雑されたもの自

体の評価については、相互作用の有無について評価するという評価手法が１つ原則であ

るということと、それから特に、その相互作用の評価を重視しようということで、この

前、座長の近藤先生もおっしゃられましたように、相互作用についてあちこち点在して

いるものを１つにまとめて、わかりやすくするということですね。これは今後のドキュ

メントのスタイルについても非常に私はいいことだと思って、こういうようなことがお

手本になって、これから出てくるスタック系統の記述についても、よりわかりやすい記

述になったのではないかと思っております。

それから、この内容につきましても特に問題の相互作用というのは十分検討されたと

伺いましたので、私はこの案件の検討結果については非常に適切であり、分科会の報告

を支持したいと思っております。

○原田座長

どうもありがとうございます。

事務局の方は、このフォーマットについていろいろ苦労されているのは、この通知集

との関係から一概にこの形式のみを修正するのは難しいからでしょうか。

○龍口技術安全課長補佐

通知に基づいて評価書を作成するということにしておりますので、やはり新たなフォ

ーマットをつくるということになりますと、スタック系統の場合には通知の中でスタッ

ク系統についてはこういう記述にということで通知を改正することも含めて考えないと

いけないのかなということなので、すぐにということにはならない点はお許しいただき

たいと思っておりますけれども、検討を進めて、最終的には通知の改正等ができればと

いうように考えております。

○原田座長

ほかに何かございますでしょうか。
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○武田委員

直接評価内容に関わることではありませんが、参考までに教えていただきたいんです

が、この「意図された形質に係る相互作用」ですね。確かに我々の段階での審査だと一

種論理的必然性でこれとこれの間には相互作用はないはずだというような議論でいいと

は思っているのですけれども、一方で食品安全で審査されるような場合は、やはり予期

しないことが起こるということも含めて実際のテストのようなことをしているのか、あ

るいは食品の方も論理的必然性で、これとこれは相互作用がないはずだというふうに判

断しているのか、その辺はどうなっているんですか。

○龍口技術安全課長補佐

食品につきましては、食品安全委員会の方でスタックについてのルールというものを

決めておりまして、今言われた相互作用がないこと、あとは同種の作物の交配ですね。

そういったものについては相互作用のある、なしだけを見るということです。

○渡邉研究調査官

ちょっと１点、食品の方は違うかなと思うところは、食品安全委員会の方ではスタッ

、 、クの考え方として 亜種を超えない交配であれば大きな変化はないだろうということで

。亜種を超える交配の場合は詳細に検討するというような基本原則になっているようです

こちらの環境の方では、種の単位でやっているところがちょっと食品とは違うところで

はないかと思います。

○原田座長

いかがでしょうか。

○林委員

その辺で、食品の方のスタック系統の安全性の評価についてはどうなっているかとい

うことで私なりに検討したのですけれども、国際的にこういう評価について検討するシ

ステムがありまして、これは非営利団体ですが、そこでの日本での扱いの評価は、アメ

リカはほとんどノータッチ。日本については、Ａがオーケーで、Ｂがオーケーで、なお

かつ、代謝経路が変化されていないというふうに判断されるものについては、それは新

たな追加データを求めずによろしいでしょうという日本のやり方というのは非常に合理

的ではないかと。それに対しましてＥＣは別に全部最初からのレターを出せということ

、 。 、で 今までの安全性の積み重ねは評価されていません それに比べれば日本のやり方は

科学的な積み上げは評価するというやり方で、合理的ではないかというような評価を受

けております。

、 、 。それで､本日いただいた資料１で 食品が２つ どっちも安全性の確認が済んでいます

ですから、そこのところはクリアされていて、今の先生の御疑問ではおそらくこれはい

いんじゃないかなと思っております。食品の方では、特にこれは健康に関わる問題です

から、十分考慮されて、そういうやり方で評価しましょうということになって、国際的

にも妥当であろうということになっていると聞いております。

以上です。
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○原田座長

ほかにいかがでしょうか。

大体御意見は出尽くしたでしょうか。

もしこの他にないようでしたら、意見の集約に移りたいと思います。

では、私の提案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。次の

ようにまとめたいと思います。

申請者から提出された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

グリホサート耐性ワタ281×3006×1445及び281×3006×88913について、第一種使用規程

に従って使用した場合、生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評

価書の内容は適正であると判断するが、評価書の記述に一部不適切な部分があるので、

該当部分を修正し、総合検討会委員の確認を受けることを条件とするということにいた

したいと思いますが、よろしいでしょうか。

では、皆さんの御同意を得られたようですので、このように決めたいと思います。

それでは、事務局の方、申請者の方によろしく連絡をお願いしたいと思います。

（２）そ の 他

○原田座長

それでは次の議題ですけれども、その他ということですが、何か事務局の方から報告

すべきことがございますでしょうか。

○龍口技術安全課長補佐

次回の総合検討会の日程でございますが、１カ月に１回という形になって恐縮なんで

すが、隔離ほ場の案件等ございますので、4月20日、本日と同じ10時半ということで、遠

方の先生方には大変申しわけないのですが、10時半から技術会議委員室で開催したいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○原田座長

その他、何か委員の方からもございますでしょうか。

あるいは本日の議事全般について何か特に御意見、御発言があればお願いしたいと思

いますけれども、よろしいでしょうか。

それでは、ございませんようですので事務局の方にお返しいたします。

○龍口技術安全課長補佐

本日も熱心な御審議をいただきましてありがとうございました。

以上をもちまして生物多様性影響評価検討会総合検討会を閉会いたします。本日はど

うもありがとうございました。

閉 会


