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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１９年１月１２日 

於：農林水産省共用第８会議室 

 

開     会 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 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させ

ていただきます。 

 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。 

 委員の出席についてですが、嶋田委員と高木委員より御欠席との御連絡をいただいております。 

 開会に当たりまして、東條技術安全課長より御挨拶申し上げます。 

 

○東條技術安全課長 

 新年早々でございますので、明けましておめでとうございます。 

 本日は新年明け早々の大変お忙しい時期にもかかわりませず、委員の皆様にはこの検討会に御出席

をいただきまして誠にありがとうございます。本年もどうぞ、昨年同様よろしく御指導をお願いしま

す。 

 本日の検討会につきましては、従来と同様でございますが、環境省と農林水産省の共同開催という

ことでございます。本日は農林水産大臣がその生産または流通を所管いたします遺伝子組換え農作物

として農林水産大臣及び環境大臣申請のありました第一種使用規程承認申請３件につきまして御審議

をいただく予定としております。 

 従来から申しましているとおり、この遺伝子組換え技術に関しましては、非常に可能性の高い技術

であると同時に、国民の関心の非常に高い分野でもございますので、ぜひ本日も幅広い見地から委員

の皆様の御審議をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〈配付資料の確認〉 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきます。 

 本日の検討会議事次第の次に座席表がございまして、その次に配付資料一覧がございまして、これ

に基づきまして御確認いただければと存じます。その次が資料１第一種使用規程の承認に係る申請案

件の審査状況、その次が資料２－１高リシン（Lysine）トウモロコシの農作物分科会における検討の

結果、その次が資料２－２高リシントウモロコシの生物多様性影響評価書の概要、その次が資料３－

１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の農作物分科会の検討の結果、そ

の次が資料３－２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の生物多様性影響
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評価書の概要、その次が資料４－１除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネの農作物分科会におけ

る検討の結果、その次が資料４－２除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネの生物多様性影響評価

書の概要となっております。それ以降は参考資料でございまして、参考資料１はカルタヘナ法に基づ

く第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧、その次の参考資料２はカルタヘナ法の経過

措置が適用され第一種使用等に係る承認がなされたものとみなされる遺伝子組換え農作物一覧、いわ

ゆる経過措置案件の一覧となっております。その次の参考資料３はカルタヘナ法に基づく第一種使用

規程の承認申請について学識経験者の意見の聴取を終えた審査中の案件一覧となっております。 

 これ以外に、高リシントウモロコシの生物多様性影響評価書の差しかえページということで２枚配

布させていただいている資料がございます。これは、委員の皆様に資料を送付させていただいた後に

修正を加えたものでございます。これは委員の方々にのみ配付させていただいております。 

 それ以外に、「環境バイオセーフティの国際的動向」という１枚両面の資料がございます。これは

林委員より情報提供いただいたものです。 

 資料につきましては以上でございますが、不足している資料等はございませんでしょうか。 

 それでは、審議に入ります前に、資料の中でミスプリントについて御指摘いただきましたので、そ

の点についてお話しさせていただきますと、資料２－１で１ページ目、下から４行目で「cordapA遺

伝子産物」というところがありますが、これはイタリックにすべきところをしていなかった誤りです。 

 もう一点、２ページ目、真ん中よりちょっと下のところなのですが、「本組換えトウモロコシ２系

統（LY038-A及びLY038-B）」というところがございまして、その次に「……に用いて」というふう

になっていますが、これは「……を用いて」に、「に」を「を」に変えていただければと思います。 

 資料については以上でございます。それでは、参考資料の１から３につきまして事務局から説明さ

せていただきますと、参考資料の１、承認された遺伝子組換え農作物一覧については前回の総合検討

会以降新しくなったところはございません。 

 参考資料の２、経過措置案件の一覧ですけれども、この中で本日御審議いただく案件としましては、

トウモロコシの３つ目、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Event176と、

セイヨウナタネで４番目、一番下のものになりますが、除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ

Topas19/2がございます。 

 参考資料の３についてですが、10月５日に総合検討会で御審議いただいた案件につきましては、昨

年12月21日にパブリックコメントが終わったところでございます。11月30日と12月19日に御審議いた

だきました案件につきましては、パブリックコメントに付す準備をしているところでございます。 

 以上でございます。 

 総合検討会を傍聴されている方々には、「傍聴される方への留意事項」を配付させていただいてお

りますけれども、そちらを守っていただきますよう、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は原田座長にお願いいたします。 
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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、皆様の御協力をいただきながらスムーズに進行していきたいと思います。 

 まず、議事の１番目でございますが、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

の検討となっております。 

 すで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いるものです。本日の総合検討会では、

農作物分科会での検討結果を近藤委員から御報告いただき、より幅広い視点から、遺伝子組換え農作

物の第一種使用等による生物多様性に及ぼす影響について御検討いただきたいと思います。 

 議事の進め方といたしましては、まず資料１に基づいて、今回の申請案件の審査状況を事務局から

御説明いただいた後で、委員の皆様で検討を行いたいと思います。その後、各委員からの御意見を集

約し、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思います。 

 それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、資料１に基づきまして御説明申し上げます。 

 今回御審議いただく案件は３件ございまして、高リシントウモロコシ（LY038）、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（Event176）、除草剤グルホシネート耐性セイヨウ

ナタネ（Topas19/2）の３件でございます。 

 使用等の内容につきましては３つの案件とも同じでございまして、「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。 

 検討状況につきましては、高リシントウモロコシでは、農作物分科会におきまして2006年１月、９

月、10月、11月、12月と５回にわたり御審議いただいております。２件目のトウモロコシにつきまし

ては、2006年２月、11月、12月に分科会において３回にわたり御審議いただいております。３件目の

セイヨウナタネにつきましては、2006年11月、12月と２回にわたり御審議いただいておりまして、こ

れら３件とも総合検討会では本日初めて御審議いただく案件でございます。 

 承認等の状況についてですが、この中で今までの資料と比べて表の形式を変えさせていただいたと

ころがございまして、カルタヘナ法のすぐ下に隔離ほ場というところがございますが、以前は隔離ほ

場ということで１つにしていたのですけれども、栽培をすることを念頭に入れて隔離ほ場試験をする

場合と一般利用だけを念頭に入れて隔離ほ場試験をする場合、旧指針のときにはそういう２通りがあ

ったということでございまして、このように２つに分けさせていただいております。この２件目のト

ウモロコシでは、一般ということで1996年に隔離ほ場の申請が上がって、栽培ということで2002年と

いうふうに、２度隔離ほ場試験の承認を得ているものがございますので、このように２つに分けさせ

ていただいております。 

 それでは、承認等の状況についてですが、一番上の高リシントウモロコシについては、旧指針に基
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づきまして栽培を念頭に入れた隔離ほ場試験の承認が2003年におりております。これ以外には承認と

いうものはございません。 

 ２件目のトウモロコシでは、先ほども申し上げさせていただきましたが、隔離ほ場試験の承認が、

一般利用のほうで1996年におりております。その後、栽培を念頭に置いた隔離ほ場試験の承認が2002

年におりております。食品、飼料についての承認状況ですが、旧指針に基づきましていずれも1996年

に承認がおりております。また、食品衛生法または飼料安全法に基づきましてそれぞれ2001年、2003

年に承認がおりているという状況でございます。 

 最後のナタネでございますが、隔離ほ場の承認については、旧指針に基づきまして、このときには

HCN92という系統として承認がおりています。一般利用につきましても旧指針に基づきまして1996年

に承認がおりております。食品及び飼料についての承認状況についてですが、旧指針に基づきまして

HCN92という系統では食品、飼料とも1996年に承認がおりております。また、HCN10という系統に

つきましても1997年に食品、飼料の承認がおりております。また、食品衛生法及び飼料安全法に基づ

きまして、今度はイベントごとということになりますが、2001年と2003年に食品、飼料についての承

認がおりているという状況でございます。 

 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。 

 それでは、最初に高リシントウモロコシ（LY038）について検討いたしたいと思います。 

 まず、農作物分科会での検討結果につきまして近藤委員より、資料２に基づいて御報告をお願いい

たします。 

 

〈高リシン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、資料２－１に基づいて御報告させていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果 

 名称：高リシントウモロコシ（cordapA, Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）（LY038, OECD UI:REN-

00038-3） 

 第一種使用等の内容：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：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。 

１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

本組換えトウモロコシは、パーティクルガン法により、プラスミドPV-ZMPQ76に由来する
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cordapA遺伝子（ジヒドロジピコリン酸合成酵素遺伝子）がゲノム中に１コピー移入されており、

複数世代で安定的に遺伝していることがサザンブロット分析により確認されています。 

 また、ウェスタンブロット分析によりジヒドロジピコリン酸合成酵素が複数世代において

検出されたことから、cordapA遺伝子が安定的に発現していることが確認されています。 

２ 競合における優位性 

宿主が属する生物種であるトウモロコシ（Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）は、我が国におい

て長期にわたり栽培等がなされていますが、これまで自生化した例は報告されていません。 

我が国の隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの形態及び生育特性が19項目につい

て２系統（LY038-A及びLY038-B）を用いて調査されています。このうち、LY038-Aでは、稈長、

着雌穂高、雌穂径及び粒列数で、もう一方のLY038-Bでは、粒列数、百粒重及び一穂着粒数で、

それぞれ対照との間で有意差が認められました。しかしながら、その他の項目では有意差は認め

られませんでした。なお、それぞれの組換えトウモロコシで有意差が認められた各項目の平均値

は、これまで隔離ほ場試験にて対照として用いたトウモロコシの変動範囲内でした。したがって、

本組換えトウモロコシでは、移入されたcordapA遺伝子産物のジヒドロジピコリン酸合成酵素に

より穀粒内で特異的に遊離リシン含量が高まるとともに、リシン合成後の下流代謝産物であるサ

ッカロピン及びα－アミノアジピン酸含量が増加することが確認されているが、これらの特性に

より競合における優位性が高まるとは考えにくいです。 

以上より、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しました。 

３ 有害物質の産生性 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物に影響を及ぼすような有害物

質を産生するとの報告はなされていません。 

 本組換えトウモロコシは、ジヒドロジピコリン酸合成酵素の産生性を付与されています。この

酵素のアミノ酸配列に基づいて相同性検索を行った結果、既知のアレルゲンとの相同性は認めら

れませんでした。 

 本組換えトウモロコシでは、リシン含量に加えて、その二次代謝産物であるサッカロピン、

α－アミノアジピン酸及びピペコリン酸含量の増加が認められました。これらの二次代謝産物

については、 

（１）ブロイラー肥育試験で毒性影響を及ぼすと示唆する結果は得られなかったこと 

（２）サッカロピン及びα－アミノアジピン酸については、マウスの急性毒性試験の結果により、

ピペコリン酸については、ラットの急性毒性の文献情報により、いずれも毒性影響がない

ことが示唆されたこと 

等から、これらの二次代謝産物は野生動物に対して毒性影響を及ぼすとは考えにくいです。 

 我が国での隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌され他の植

物へ影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し枯

死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性に関する調査として、本組換えトウモロコシ

２系統（LY038-A及びLY038-B）を用いて、後作試験、土壌微生物相試験及び鋤込み試験が行わ
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れています。 

 このうちLY038-Bを用いた後作試験において、検定植物であるハツカダイコンの発芽率、生体

重及び乾物重のうち、乾物重にのみ対照との間で有意差が認められました。しかし、本試験での

ハツカダイコンの発芽率が低かったため、後作試験を再度行ったところ、乾物重を含め有意差は

認められませんでした。また、土壌微生物相試験及び鋤込み試験では、いずれの系統でも有意差

は認められませんでした。したがって、本組換えトウモロコシにて有害物質の産生性が高まって

いるとは考えにくいです。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産生性に起因す

る生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断しました。 

４ 交雑性 

 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。 

５ その他 

 本組換えトウモロコシの穀粒ではリシン含量が高まっているため、野生動物が常に摂食した場

合は、野生動物の生育が促進される可能性が考えられるものの、そのような機会は極めて少なく、

特定の野生動物の成育に影響を生ずる可能性は低いと考えられました。 

 以上より、本組換えトウモロコシにより、間接的に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。 

６ 農作物分科会の結論 

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。 

 ただいま高リシントウモロコシについて御報告いただきましたが、本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。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。 

 

○井出委員 

 ちょっと表現なのですけれども、資料２－２の23ページの真ん中あたりの「（ｐ29の表５及び表

６）。なお、同様にリシンの代謝産物であるピペコリン酸（pipecolic acid）含量についても、その値

は分析値の範囲内であったが、対照のNull型トウモロコシと比べて約２倍に増加している」、この

「分析値の範囲内であったが、」というのはちょっと意味がわからないのですけれども。 

 

○原田座長 

 表はどうなっていますかね。 
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○井出委員 

 何に対して、何の分析値なのか、表のほうを見ても理解できなかったもので。それと、ついでなの

ですけれども、29ページの表５と表６で、表５には書いていなかったのが表６には書いてあるという

ようなところ、その辺の見方はどうなっているのでしょうか。 

 

○原田座長 

 今の概要書23ページの御指摘のほうは評価書では何ページになるのですかね。同じですかね。そう

しますと、まずは23ページの「分析値の範囲内であった」ということですね。 

 

○井出委員 

 商業品種の分析値でしょうかね。 

 

○原田座長 

 御指摘のとおり、ここのところは何の分析値かということを入れる必要があると思います。 

 

○井出委員 

 後ろのほうの表のところのいろいろなところで表現が違って、原田委員が御指摘のように、できた

らそろえて同じ表現にしていただかないといけないと思うのです。 

 

○原田座長 

 わかりました。では、その点一つを修正する必要があると思います。 

 ほかに何か御質問はありますか。 

 

○近藤委員 

 これはどうでしたかね、これは何か前にもお聞きになったような気がしたのですけれども。 

 

○川口国際基準専門官 

 農作物分科会の中で議論になったところですので、いつもどうも抜けていますねという議論はしま

した。すみません、そこの後を確認して、きちんとその御指摘に合わせていなかったということです

ので。 

 

○武田委員 

 これは生物多様性影響評価の資料ということもあるのだと思うのですけれども、例えば高リシンの

組換え体のサッカロピンとかその他二次産物みたいなものに毒性があるかないかということについて

非常にナーバスに議論していたわけですけれども、我々の立場で言うと、本品のセールスポイントと

いうのは高リシンで、これを食べると生長が早まるということですよね。事実、生データを見ても、
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たった42日ぐらいの試験で３割ぐらい増体重が大きいのですよ。そのことを一言も言っていないとい

うことがちょっともったいないなという、そういう印象を持ちまして、クレームではないのですけれ

ども、それをむしろ言っておいてもらうほうが、除草剤耐性だけではないのだよということを言う意

味では、私は貴重なエグザンプルだと思って読んでいたのですよね。それなのに、全くそのことには

触れないで、非常にディフェンシブな議論ばかりなものですから、残念だなという感じは受けました。 

 

○原田座長 

 ある意味、ポジティブな御提案をありがとうございます。これはそこのところを入れたほうが私も

いいと思いますけれども、何かデータの解釈上問題はありますか。 

 

○川口国際基準専門官 

 農作物分科会での議論の論調というところなのですが、近藤委員からお話しされたほうががよろし

いかもしれないのですけれども、一つは、評価書は商品の宣伝の場では、第一としてはないというこ

とで、そことの関係がやっぱりあって、あまりそこを強調されても評価には関係ないでしょうという

ような考え方もやっぱり一方ではあると思うのです。そことのバランスで、当然同じようなデータの

中でいい結果が出ているというところの表現は結果として入れておいても、それはそれで私はいいと

思います。武田委員のお説はごもっともかなと思いますが。 

 

○原田座長 

 一般的に言って、害虫耐性とか除草剤耐性の問題でも、これだけ害虫耐性、これだけ除草剤耐性だ

とかということをうたうわけですから、その意味では今武田委員のような御提案を書いても商品の宣

伝には必ずしもならないのではないかとは思いますけれども。 

 

○川口国際基準専門官 

 特にこういうようなイベントをなぜつくったのかという目的はやっぱりしっかりしていないと、意

味のないものをわざわざ組換え体でつくるわけではないということで、一応そういうことは書くので

すが、データがあってそれで確証されていると、データのあるところでそこを論じるボリューム、そ

こら辺をどれくらいに、その効果を確認していますという程度が一番いいのではないかと思いますけ

れども。 

 

○原田座長 

 必要以上に書く必要はないと思いますけれども、データがせっかくある場合には、例えば３倍にな

っているとかということは１、２行で済むことだろうと思いますので、あっていいのではないかと私

は思いますけれども。 

 

○近藤委員 

 農作物分科会の質疑の中で説明者側からイベントを開発したメリットについて説明されることもあ
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りますし、そういう説明がないときに委員から質問することもあります。それから、これは理解を深

めるためにそういうことについて説明はしていますけれども、特に評価書に書いてくれということは

言ったことはなかったと思いますが。 

 

○原田座長 

 程度問題だろうと思いますけれども、イベントを開発した目的は趣旨がはっきりする程度には書い

たほうがいいのではないかなという気がいたしますけれども。 

 

○林委員 

 それに関連して、評価書でしたら37ページ、資料２－２でしたら39ページで「その他の性質」とい

うところがあります。それの４行目で「野生動物の成育が促進される可能性が考えられる。」という

ことがあるのです。野生のハトがつまんでどんどん太るということは望ましいことかどうかというよ

うな質問があったと、事務局から話しがありました。 

 だから、ポジティブなのだろうけれども、あまりそれを言って、ではこれを食べたのなら太るのだ

ろうというようなことで突っ込まれると困るとのことでした。 

 

○原田座長 

 微妙なところは微妙ですけれども。 

 

○林委員 

 でも、ちょっと一般論になりますけれども、食べ物がなくなって野生の植物、野生の集団が減って

いくというようなことは普段ずっと留意されています。一方では減ることを心配して、今度は増える

ことも心配するという、いわばちょっとそういう振幅がありますね、この効果については。 

 

○近藤委員 

 今回の評価書に関しては難しいケースがあったような気がします。一つは二次代謝産物の毒性でど

こまで書くかということで、最初かなり詳しく書かれていたのをちょっと書き過ぎではないかとか、

そういった全体のバランスをすごく気にして、今、林委員が言われたことがその一つだったのかもし

れません。ちょっと忘れてしまったのですけれども。 

 

○原田座長 

 いや、これは先ほども事務局から最初に説明があったように、５回農作物分科会で検討しているの

ですよね。ですから、随分いろいろな意見は確かに出ていたのですけれども、今の野生動物のほうの

話もありますけれども、何かこの実験というか試験の意義を１点ぐらいはポジティブに書いてあって

もよいかと思います。 
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○林委員 

 そうなんです。それはおっしゃるとおりだと思うのです。私もこれを読んで、何が効くのというこ

とがよく読めないのです。おっしゃるとおり、そこはあまり細かく要らないけれども、ちょっと書い

てもまあ悪くはないと思うのですけれども。 

 

○川口国際基準専門官 

 一応、この資料２－２の資料ですと５ページに一般情報というところで「遺伝子組換え生物等の調

製等に関する情報」という項目があって、この中で、リシンの不足があって、今まではリシン添加し

ていたのだけれどもと、この組換え体によってというような効果的なことは少し一般的に述べてはい

るのです。 

 

○原田座長 

 そうですね、農作物分科会での議論をいろいろ踏まえてですけれども、もう少しポジティブな表現

に修文することにいたしましょうか。大体そういうところで御意見の一致が見えていると思います。 

 ほかに何かありますでしょうか、どうぞ。 

 

○小野里委員 

 このイベントをつくるには、余分な導入遺伝子を除くために、ほかのCreリコンビナーゼを組み込

んだトウモロコシと交配して、そして余分な遺伝子を取り除いているわけですね。そうすると、当然

交配するわけですから、組換えその他でCreリコンビナーゼを持っているその遺伝子が入り込んでく

る可能性があるわけですね。したがって、ここではその残存がないことが確認されているという一言

は必要なのではないかなというふうに思いますけれども。 

 

○原田座長 

 交配に使った組換え体ではないほうの親の遺伝子の話ですか。 

 

○小野里委員 

 交配に用いた相手も組換え体なわけですね。それの遺伝子が残っていないということを一言断って

おく必要があるのではないかなというふうに考えますが。 

 

○田中研究調査官 

 評価書の概要のほうには書いてありますけれども、事務局で農作物分科会の検討結果をつくるとき

に、それを入れるべきか、Cre eventのことを書くべきかどうかという議論を随分農作物分科会の中

でもしていたのですけれども、この実際にある評価する対象について書けばいいのだろうと委員もお

っしゃられるのですけれども、おっしゃられる意味はとてもよくわかるのです。 
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○小野里委員 

 相手が組換え体ですからその辺は、やっぱりこの評価書というか、この農作物分科会の検討結果だ

けですと、その辺は全然つくり方に触れていないから疑問は持たれないかもしれないのですけれども、

内容をよく読んでいくと相手の組換え体の組換え部分を利用して除いているわけですから、Cre 

eventは除かれているということを確認しているとか、そういうのは書いておいたほうがいいかなと

思いますね。 

 

○近藤委員 

 そうですね、目的の遺伝子の安定性だとか、そういうことはここで書かなければいけないというこ

とで書いたのですが、今御指摘の部分はどうするかというのは決めていないという部分があったと思

います。 

 

○田中研究調査官 

 先ほどの開発の目的についてもそうなのですけれども、この評価書の書式の中に開発目的について

項目があればそこに幾らかは書けると思うのですけれども、そういう項目がなくて、その後の評価書

というか、そういう形になりますので、どうしてもそのようになってしまうところがあるのですけれ

ども。 

 

○原田座長 

 経験とともにこの概要のほうも検討の結果のほうもだんだんリファインされていくのが自然だと思

いますので、今回は少なくとも今の２点は修文することにいたしましょう。 

 

○小野里委員 

 それからもう一点よろしいでしょうか。 

 このジヒドロジピコリン酸合成酵素というのは、内因性というか、植物自体も持っているわけです

ね。したがって、ウェスタンブロット分析で検出されているというのは、やっぱりどれにも導入遺伝

子由来の酵素が検出されているということを断る必要があるのではないかと思うのですけれども。 

 

○近藤委員 

 現在、それに含まれているというふうに実際こういう実験をやっているほうは当然そう思っている

ので、疑問に思わなかったところなのですけれども、確かに。 

 

○小野里委員 

 これの検出は抗体を用いてエライザでやっていますから、多分これだけを検出しているのは、読ん

でいけば当然わかるのですけれども、ただ植物自身も持っていることから、やっぱりここは一言断っ

ておいたほうがいいかなというふうな感じがしました。 
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○川口国際基準専門官 

 ちょっと正確に申しますと、cordapA遺伝子というのはコルネバクテリウム（Corynebacterium）か

らとった遺伝子で、内在性の遺伝子と同じような働き、同じようなと言っても違うから入れるのです

が、働きをするということでcordapAということで、Corynebacteriumのcorをとっているということ

で、ここではこういうことを書けば前に導入した遺伝子はないということはわかるのですが、ちょっ

とわかりにくいですかね。 

 

○小野里委員 

 そういう中身を読んでいくのは全部わかるのですけれども、この検討の結果、資料２－１のところ

です。 

 

○川口国際基準専門官 

 ただ、ここでいう最初に出てくるcordapA遺伝子（ジヒドロジピコリン酸合成酵素遺伝子）と言っ

てしまうと、何かこれがトウモロコシの機能を持った遺伝子というふうに思われるのでしょうか。 

 

○小野里委員 

 いいえ、そこは思わないと思うのですけれども、その下のウェスタンブロット分析によりジヒドロ

となっていると、どちらか区別がつかないというところです。 

 

○川口国際基準専門官 

 「この分析により」の次の「酵素が」というところがですね。導入遺伝子由来のという。 

 

○原田座長 

 そうですね、ここも本当にちょっと加えればクリアになると思いますね。 

 

○川口国際基準専門官 

 すみません、理解がちょっとついていけませんで、ありがとうございます。 

 

○近藤委員 

 確かに私たちは当然そうだと思って言っているので、ついうっかりということがあるかもしれませ

んが、知らない人から見れば確かにそうかもしれないですね。 

 

○井出委員 

 補足的に言うと、農作物分科会での議論についてお伺いしたいのですけれども、野生動物ですけれ

ども、例えば野生動物として議論に上がったような動物としてどのようなものがあるのでしょうか。

挙げ出すと、トカゲ類とかそういうものがあって、食べれば食べるほど体重が増えて子供をたくさん

生むようになって、ネズミの集団サイズが大きくなって、ほかの農作物や周辺とかに被害を及ぼすと
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かというようなことなのだろうと思うのですけれども、そういう可能性が低いと考えられる理由とい

うのは何か、どうですかね、あるでしょうか。 

 

○川口国際基準専門官 

 具体的な内容はしたかというと、両方とも含めて議論はしましたね。 

 

○武田委員 

 ちょっとよろしいですか。私は農作物分科会には全然顔を出しておりませんから議論は知りません

けれども、今のこの概要書から読むところは、日本の場合はほとんど実採りをしないから、ネズミが

後から食べるという場面はないだろうと、サイレージで違うからという書き方をしていました。それ

はそういうふうに私も納得しました。登熟まで持っていったらやっぱり譲れない、食べると思うので

すけれども、日本のデントというのはほとんどサイレージですから。 

 

○井出委員 

 そういうことであると、その前提が書かれていないと、かなりかえって心配だなということになっ

ていくという気がします。 

 それで、これは蛇足ですけれども、「生育」という漢字が、ここの検討結果も３ページ目の１行目

と２行目で違う字を使っていますし、資料２－２とまたこちらの評価書の中でも何かいろいろ混ざっ

ているので、ぜひ統一をしていただければと思います。 

 

○原田座長 

 伝統的に植物関係のものは「生きる」という字を書いて、動物関係の人は「成る」を使っていたの

ですけれども、それがだんだん、今、文部科学省では全部「成る」に統一したのではないかなと思う

のですが、そういうことはないのでしょうか。 

 

○近藤委員 

 「生育」に関しては、植物では私はいつでも「成る」にしています。ただ生き物になると両方です。

個人で違います。その生育のこともよくわからないのですが、確かに混在している話も聞かれたので

すが、どちらにしたらいいのかわからなくて。 

 

○原田座長 

 統一したほうがいいでしょうね。統一する傾向としては今はもう「成る」に、私は本当は個人的に

は「生きる」ほうが好きなのですけれども、「成る」になっているみたいですから、これは「成る」

に統一しましょう。 

 今の動物の話で、一つは武田委員が言われたように、登熟させないでサイレージに持っていったら

ということをどこかに入れますか。 
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○近藤委員 

 どうでしょうかね、これはこのものだけを挙げれば確かにとるかもしれませんけれども、そういう

ことも多分ないだろうと思われますから、あまり限定しないほうがいいような気もするのですけれど

もね。 

 

○川口国際基準専門官 

 農作物分科会での議論でも、そのあたりのことも考えて、機会が少ないだろうというお話にもなっ

て。 

 

○原田座長 

 井出委員、よろしいですか。 

 

○井出委員 

 農作物分科会で検討されたことだとは思いますけれども、そういう心配はいろいろあります。 

 

○原田座長 

 なきにしもあらずということですよね。最近のようにイノシシとかシカが増えて。 

 

○井出委員 

 一番大きいのはネズミだと思うのですけれども。 

 

○原田座長 

 では、農作物分科会の意見を尊重して、あまり徹底的には特には書かないで。 

 

○近藤委員 

 可能性を書くとたくさん書けてしまう気がするのですけれども。 

 

○原田座長 

 その点はこのままにしておくことにしましょう。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 もしないようでしたら、取りまとめに入りたいと思いますけれども、何点か修文するところがあっ

たと思いますので、次のようにしたいと思います。 

 申請者から提出された高リシントウモロコシについて、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が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しますが、

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

を要件としますということでよろしいでしょうか。 

 では、そういうふうにしたいと思いますので、申請者に連絡してください。 
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〈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の生物多様性影響

評価について〉 

 

○原田座長 

 では、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について検討いたします。 

 まず、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より資料３に基づいてご報告よろしくお願い

します。 

 

○近藤委員 

 それでは、同様に資料３－１に基づいて御報告させていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果 

 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トウモロコシ（改変cry1Ab, bar, Zea 

mays subsp. mays（L.）Iltis）（Event176, OECD UI:SYN-EV176-9） 

 第一種使用等の内容：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：シンジェンタ シード株式会社 

 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。 

１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

 本組換えトウモロコシは、パーティクルガン法を用いて作出されており、プラスミド

pCIB4431に由来する改変cry1Ab遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）及びプラスミドpCIB3064

に由来するbar遺伝子（除草剤グルホシネート耐性遺伝子）が本組換えトウモロコシのゲノム中

に移入されており、複数世代において安定して伝達されていることがサザンブロット分析により

確認されています。また、複数コピー（約４コピー）の遺伝子が移入されていることが示唆され

ています。サザンブロット分析及びその遺伝解析により、複数世代にわたり各コピーは簡単には

分離せず、第一染色体上の隣接した位置にあると推定されています。 

 また、移入された改変cry1Ab遺伝子及びbar遺伝子が安定して発現していることが、米国での

複数世代における栽培試験でのチョウ目害虫抵抗性の観察並びにELISA法による改変Cry1Ab蛋

白質及びPAT（ホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼ）蛋白質の検出により確認され

ています。 

２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシ（Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）は、我が国におい

て長期にわたり栽培等がなされていますが、これまで自生化した例は報告されていません。 

 我が国の隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシ２系統について形態及び生育特性が調

査されています。１列粒数について１系統で対照との間で有意差がみられましたが、その他の調
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査形質については有意差は認められていません。このため、この差異のみによって競合における

優位性が高まるとは考えにくいです。 

 本組換えトウモロコシには、移入された改変cry1Ab遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が、また、

bar遺伝子により除草剤グルホシネート耐性が付与されています。しかし、自然環境下において、

チョウ目害虫による食害がトウモロコシの生育を困難にさせる主な要因ではなく、グルホシネー

トが選択圧になることはないと考えられるため、これらの性質により競合における優位性が高ま

ることは考えにくいです。 

 以上より、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しました。 

３ 有害物質の産生性 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物に影響を及ぼすような有害物

質を産生するとの報告はなされていません。 

 我が国での隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌され他の植

物へ影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し枯

死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性が調査されていますが、対照品種との間で有

意差は認められていません。 

 本組換えトウモロコシは、チョウ目昆虫に殺虫活性を有する改変Cry1Ab蛋白質及びグルホシ

ネートへの耐性を付与するPAT蛋白質を産生します。 

 改変Cry1Ab蛋白質については、チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有しています。したがって、

本組換えトウモロコシを栽培した場合、花粉で発現する改変Cry1Ab蛋白質がほ場周辺に生息す

るチョウ目昆虫に影響を与える可能性が考えられます。しかしながら、花粉を食餌植物とともに

摂食させた生物検定による結果等に基づき、影響を受けるとしてもその範囲は限定されることか

ら、本組換えトウモロコシから飛散する花粉により個体群レベルで影響を受ける可能性は極めて

低いと考えられます。 

 一方、PAT蛋白質が野生動植物等に対して有害性を示すとする報告はなされていません。また、

PAT蛋白質は基質特異性が高く、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられます。 

 なお、改変Cry1Ab蛋白質及びPAT蛋白質は、アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のアレル

ゲンと構造的に類似性のある配列を持たないことが確認されています。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産生性に起因す

る生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断しました。 

４ 交雑性 

 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。 

５ 農作物分科会の結論 

 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しました。 
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 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トウモロコシについて御報告いただ

きましたが、本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。 

 

○小野里委員 

 これを読んで一番不思議に感じたのは、この昆虫耐性の遺伝子のプロモーターなのですけれども、

花粉で特異的に発現するプロモーターを使用しています。花粉は一番飛散して、いろいろなところへ

飛んでいって、危険なものの一つというふうに考えられます。そのために必ず花粉の影響というのを

調べているわけですけれども、それにもかかわらず、なぜ花粉特異的なプロモーターをこれにつない

だのかという点が非常に理解しづらかったのですが。 

 

○田中研究調査官 

 もう随分古い系統でして。 

 

○小野里委員 

 1992年ですよね。 

 

○田中研究調査官 

 そのあたりの考え方は開発者に聞いてみないとわからないことなのですが、花粉を飛ばすことによ

って周辺のほかの害虫まで影響を及ぼして、密度を減らすことを多分最初に狙ったのではないかと思

います。 

 

○小野里委員 

 密度を減らすというのはどのようなことでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 ほかの周辺の害虫まで影響を与えたいというのを当初はねらって、それがかえって仇になって、最

近ではどちらかというとマイナスの面の影響といいますか。 

 

○近藤委員 

 今で言うような生物多様性影響を考えない時期のものでしょうかね。 

 

○田中研究調査官 

 そうですね、つくられた時期が。 
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○小野里委員 

 でも、これは害虫抵抗性が狙いですね。だから、葉なり茎なり実なり、そういうところで特異的に

発現するほうがより効果的だったろうと思うのですけれども、このころ非常に強く発現させるプロモ

ーターが、花粉由来でしか見つかっていなかったということでしょうか。 

 

○近藤委員 

 多分、農薬をそのころ散布していましたよね。だから、それと同じ感覚で、植物で農薬をつくらせ

て、また防除しようとしたのではないですかね。 

 ただ、自分を守るということだけではなくて、害虫を殺してしまおうというものですかね。 

 

○小野里委員 

 ただあれは、ほかのチョウ目昆虫が葉に乗った花粉を食べて死ぬという論文が出たのもかなり古い

ですよね。 

 

○田中研究調査官 

 そうです。あの耐性は、実はこのイベントだからちょっとできないというものでした。 

 

○小野里委員 

 では、生物多様性影響を考える時期のちょっと後でしたか。 

 

○田中研究調査官 

 それの前に、そのような論文が出たからこそ、このイベントはできなかったのです。 

 

○原田座長 

 ほかにはよろしいでしょうか。何かございますか。 

 

○小野里委員 

 その点については、生物多様性影響を考える時期の前ということで何とか理解しました。 

 

○田中研究調査官 

 かなり歴史的な影響でして。 

 

○小野里委員 

 実際にはこれはほとんど栽培しないのですね。 

 それともう一つ、この遺伝子は２つの遺伝子を同時にパーティクルガンで打ち込んでいるわけです

ね。そうすると、ここで４コピーの遺伝子が移入されているといっても、どういう形で移入されてい
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るのかというのがちょっとはっきりしなくて、私はサザンブロッドの結果があまりよく読めないもの

ですから、どういう形で４コピー入っているのかがわからないのです。他に２種類の遺伝子を入れて

おいて４コピーという表現は非常にあまり正確でない表現だというように思えるのですけれども。 

 

○原田座長 

 これをバックアップする精密なデータが別添にあったと思います。 

 

○林委員 

 評価書18ページのところにあるのはいかがでしょうか。やはり上のほうにちょっと書いてあるので

すが。 

 

○小野里委員 

 この４コピーという根拠はどこから出ているのですかね。 

 

○川口国際基準専門官 

 評価書の15ページでは約４組と書いてあるので、正確には判別できなかったのではないでしょうか。 

 

○小野里委員 

 その“４”の根拠というのはどこから出てきたのでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 一番わかりやすいのが評価書17ページの図５だと思うのですけれども、これはバンドが４本出てい

ます。 

 

○小野里委員 

 切断されると、同じ断片が２か所であらわれることは当然あるわけですね。そういうことで、最大

４という理解ですかね。 

 

○田中研究調査官 

 そうですね。このデータで正確に４だと言い切れるデータではないでしょうけれども、約４ではな

いかと思います。 

 

○原田座長 

 それほど明確ではないから“約”という言葉をつけたのでしょうかね。 

 

○田中研究調査官 

 そうですね。それより以前も２種の遺伝子を別のプラスミドにいれたものを同時に組み込んだ際に、



- 20 - 

１か所に組み込まれていたという例があったのですが、実際に座としては１遺伝子座に４本のバンド

が入っているものがありました。 

 

○小野里委員 

 この前も不思議に思ったのですけれども、虫食いでやっぱりくっついて入るのですね。 

 

○田中研究調査官 

 そういう事例がパーティクルガンではないでしょうか。 

 

○小野里委員 

 そうすると、これは２種類の遺伝子がいずれも４コピーずつ入っているということになるのでしょ

うかね。 

 

○近藤委員 

 評価書の15ページはそうなっていますね。15ページの19行目から。 

 

○小野里委員 

 評価書のほうですか。 

 

○近藤委員 

 評価書です。 

 

○小野里委員 

 これは２種類の遺伝子がくっついたまま４コピーなのですね。 

 

○田中研究調査官 

 それはわからないです。 

 

○原田座長 

 この写真も、きっと最初の写真はかなりはっきりしているのかもしれないですけれども、コピーを

とり、そのまたコピーをとりということで、この評価書の別紙９の22、23あたり、これはコピーをお

そらく何回もコピーしたのだろうと思うのですけれども、“約”とついているから一応納得できると

いうことと思います。 

 

○小野里委員 

 バンドが４つ見えるということだから４コピー以内、最大でも４コピーという意味ですかね。 
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○田中研究調査官 

 その辺はわからないですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 ええ、わからないですね。 

 

○小野里委員 

 そうすると、“４”というのはどこから出てくるのでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 バンドの数です。当然タンデムに並んでいて、同じ切れ方をしているものが、４つダブっているの

が４以上であるということで、可能性としてはあります。 

 

○小野里委員 

 確かにそうですね。 

 

○原田座長 

 ほかにはよろしいでしょうか。もしないようでしたら、まとめさせていただきます。 

 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トウモロコシについて、

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しますと。特に大きな修文の要求もなかったと思います。 

 では、申請者にお伝えください。 

 

〈除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネの生物多様性影響評価について〉 

 

○原田座長 

 では３番目、最後だと思いますけれども、除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ

（Topas19/2）について検討したいと思います。 

 まず、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より資料４に基づいてご報告をお願いします。 

 

○近藤委員 

 それでは、資料４－１に基づいて報告させていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果 

 名称：除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ（pat, Brassica napus L.）（Topas19/２, OECD UI: 

ACS-BN007-１）。 

 第一種使用等の内容：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 
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 申請者：バイエルクロップサイエンス株式会社 

 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セイヨウナタネ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。 

１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

 本組換えセイヨウナタネはアグロバクテリウム法を用いて作出されており、サザンブロット分

析等の結果から、プラスミドpOCA18/Acのうちpat（ホスフィノトリシンアセチルトランスフェ

ラーゼ）遺伝子（除草剤グルホシネート耐性遺伝子）発現カセットを含むT-DNA領域２コピーが

互いに逆方向に隣接してゲノム中の１カ所に移入されていることが確認されています。また、

pat遺伝子が安定して後代に遺伝していることが、複数世代を用いたサザンブロット分析により

確認されています。さらに、挿入遺伝子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、複数世代を用いたグルホシネート散布試験の観察により確認されています。 

２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるセイヨウナタネ（Brassica napus L.）は、河原や線路沿い、種子が

陸揚げされる港湾周辺等で生育していることが報告されています。路傍、崖、河川敷などのよう

に撹乱が定期的に起こる立地条件でなければ、やがてセイヨウナタネは多年生草本や潅木に置き

換わることが知られています。 

 本組換えセイヨウナタネには、除草剤グルホシネート耐性が付与されているが、自然環境下で

グルホシネートが選択圧になるとは考えにくいことから、これらの形質により、自然環境下で本

組換えセイヨウナタネの競合における優位性が高まるとは考えにくいです。 

 我が国の隔離ほ場において、非組換えセイヨウナタネ（Drakkar及び樺太）との比較による本

組換えセイヨウナタネの競合における優位性に関わる諸形質が調査されています。本組換えセイ

ヨウナタネは、調査項目のうち一莢当たり結実数が多く、また、一株当たりの子実収量及び千粒

重より算出される一株当たりの種子数も多かったものの、いずれも品種特性の範囲内であること

から、競合における優位性を高めるほどのものではないと考えられます。また、その他の調査項

目では、競合における優位性を高めるような形態及び生育の特性等は認められませんでした。こ

れらのことから、本組換えセイヨウナタネの競合における優位性が高まるとは考えにくいです。 

 以上より、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しました。 

３ 有害物質の産生性 

 従来のセイヨウナタネの種子には、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質としてエルシン酸及

びグルコシノレートの産生が知られています。本組換えセイヨウナタネの宿主品種は、品種改良

によりエルシン酸及びグルコシノレートの含有量を低減したいわゆるカノーラと呼ばれる品種の

一つであり、本組換えセイヨウナタネの成分分析においても、比較した数種の商用カノーラ品種

を上回らないことが確認されています。 

本組換えセイヨウナタネは、グルホシネートへの耐性を付与するPAT蛋白質を産生する。PAT

蛋白質は、野生動植物等への有害性を有するとする報告はなされていません。また、PAT蛋白質
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は、高い基質特異性を有することが示されており、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考

えられます。さらに、PAT蛋白質のアミノ酸配列に基づいて相同性検索を行った結果、既知のア

レルゲンとの相同性は認められませんでした。 

我が国の特定網室において、本組換えセイヨウナタネの有害物質（根から分泌され他の植物

へ影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し枯死

した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性に関する調査として後作試験、土壌微生物相試

験及び鋤込み試験が行われていますが、いずれの試験においても、非組換えセイヨウナタネ

（Topas4079）処理区と比較して有意差は認められませんでした。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産生性に起因す

る生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断しました。 

４ 交雑性 

 我が国の自然環境中には多くのアブラナ科植物が生育していますが、セイヨウナタネ

（Brassica napus）と交雑可能な種として、セイヨウナタネ自身の他にBrassica属に属するB. rapa

（カブ、コマツナ、在来種ナタネ等）、B. juncea（カラシナ、タカナ等）、B. nigra（クロガラ

シ）及びRaphanus raphanistrum（セイヨウノダイコン）が知られているが、いずれも外来種であ

り、影響を受ける可能性のある野生動植物としては特定されません。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、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。 

５ その他 

 上記のセイヨウナタネ及び近縁種との交雑に起因して、間接的に生物多様性影響が生ずる可能

性（交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生植物種の個体群を駆逐する可能

性、交雑により浸透した導入遺伝子の影響により近縁種の個体群が縮小し、それらに依存して生

息している昆虫等の野生動植物の個体群の維持に支障を及ぼす可能性）について評価しました。 

（１）本組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネ、B. rapa、B. juncea又はR. raphanistrum

との交雑率は、既往の知見を上回るものではないことが確認されていること 

（２）近縁種との交雑性に関し、雑種そのものの形成が困難であったり、雑種が形成されたとし

ても、その後代の稔性は低いとの報告があること 

等から交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物の個体群を駆逐する可

能性は極めて低いと考えられます。 

 また、本組換えセイヨウナタネは、非組換えセイヨウナタネとの比較において、競合における

優位性、有害物質の産生性及び交雑性について相違はないことが確認されていることから、導入

遺伝子に起因して、近縁種の個体群の維持に影響を及ぼすことはないと考えられます。 

 以上より、交雑に起因して、間接的に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。 

６ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えセイヨウナタネ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しました。 
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 以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ（Topas19/2）について御報告いただきました

が、本件につきましてご質問、ご意見ございませんでしょうか。どなたからでも結構です。いかがで

しょうか。 

 

○武田委員 

 概要書の29ページ、３）のすぐ上ですけれども、「（文献27）」の後、「さらに、セイヨウナタネ

の花柱におけるB. rapaの花粉の適応度はセイヨウナタネの花柱に比べて有意に低く、」と書いてあり

ますけれども、これは、後ろは「花粉」の間違いではないでしょうか。意味からいって、後ろは「花

粉」ではないかと思います。 

 

○原田座長 

 評価書でも同じ書き方になっています。 

 

○川口国際基準専門官 

 これは同じ指摘をしたような記憶があるかもというふうに認めますが、これは本当に同じものを比

較していますので比較のしようがありませんので、どちらかが間違いであろうということです。 

 

○原田座長 

 このままではちょっと意味がとれないですね。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

○小野里委員 

 今の概要書の資料４－２の14ページ真ん中あたりに「ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法」と

ありますけれども、ここで出てくるそのロの下から２行目のところで、「Topas4079の小胞子由来の

脱分化した培養細胞」というところがよく理解できなかったのですが、これはどういうものなのでし

ょうか。 

 

○原田座長 

 未熟花粉のことを普通、この場合も小胞子と言っていると思いますので。 

 

○小野里委員 

 未熟花粉のことですか。やっぱり半数体ですね。 

 それで理解できたのですけれども、次の15ページの上から３行目のところに「植物体を再分化させ、
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染色体数を２倍にするためにコルヒチン処理を施した後、苗を土壌に植え、」というふうにあるので

すけれども、植物体に再分化させてから染色体を２倍体にした場合には、多分ごく一部しか２倍体細

胞になっていないのではないかなと思うのですが。 

 

○原田座長 

 おそらく私の推察ですけれども、非常に小さい植物体に対して、主に生長点あたりにコルヒチン処

理して、それから生育させれば、まずまず全体が２倍体になると思います。 

 

○小野里委員 

 そういうものですか。 

 

○田中研究調査官 

 植物ではよくコルヒチンで倍化します。 

 

○小野里委員 

 我々も倍化はよくやっているのですけれどもね。 

 

○田中研究調査官 

 倍化をやるときに、要は腋芽で処理しているのですね。そこから伸びてくるのをコルヒチンで、そ

れと同じやり方でやっているのだと思います。 

 

○小野里委員 

 そうすると、本来半数体のものをコルヒチン処理によって倍化させていますから、必ずできてくる

個体はその導入遺伝子に関してはホモであるはずなのに、この系統樹を見るとホモをチェックしてい

るのですね、何度か。 

 評価書の16ページ、左のほうのR1、自殖でR1をつくって、ホモ接合体選抜というようなことをやら

れているのですけれども。 

 

○田中研究調査官 

 実際にはすでにホモであるはずです。 

 

○小野里委員 

 半数体から出発していれば、ホモ接合体選抜するまでもなく。 

 

○田中研究調査官 

 もう選抜するまでもなく、すべての個体がホモであるはずですね。 
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○原田座長 

 ただ最初きっと、これも私の推察ですけれども、もしかするとこの細胞の中に葯壁なんかから出て

きたのがある可能性もなきにしもあらずだから、それを除くためにチェックしたのかもしれないです

ね。 

 

○武田委員 

 結構キメリックですからね。その中で競争が働いて半数体が起きて、それから今度は必ずしも安定

して全部の細胞が２倍体になっているかどうかはわからないですね。 

 

○小野里委員 

 そのコルヒチンで処理したときに倍化したものと。 

 

○武田委員 

 それから、その前もですね。 

 

○小野里委員 

 いずれも倍化しているのだけれども、組み込まれていないのと組み込まれているのが植物体として

伸びてくる可能性があるということでしょうか。 

 その前の段階で淘汰はされないのですか。選抜というか、グルホシネートで選抜しても、耐性を持

っている細胞が含まれていると、その個体は生きられるということになるのですかね。 

 

○武田委員 

 それとですね、万一、先に行ってその遺伝子が入っていないと大変なコストが無駄になるわけです

から、やっぱりその都度チェックするということはやっぱりあると思うのですね、慎重にして。それ

はやっぱり我々でも念のためにチェックするということはやりますね。理屈の上ではホモになってホ

モジーナスと同じはずだ、そう思っていてずっとやって、何百万円もの消耗品は買えませんからね。 

 

○原田座長 

 いかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 19ページの項目で言うと（６）で「宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違」と、有害な遺伝

子が入ったことによって何が起こっているかというと、大事な比較になるわけですが。 

 

○原田座長 

 評価書の19ページではなくて、資料４－２の概要のほうですか。 
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○武田委員 

 概要書のほうです。評価書でも中身は同じですけれど。 

 今までは、宿主や現認種と比較する、あるいはアイソジェニックライン的なものを使って比較する

ということで、とにかく導入遺伝子の効果だけを見るということに結構腐心して、しかも統計的な有

意性が出たときに初めて、これが一般的な品種の変異を超えているのかどうかという要するにエクス

キューズに使っていたと思うのですが、これは最初から一般の品種、しかもDrakkarと樺太という、

このイベントの材料とは全然無関係なものを持ち出して、それと比較して、その違い、変異の中だか

ら問題ないのだと言っていますね。もしこれを認めるのであれば、この先、ほかの社も大変な思いを

してアイソジェニックラインなんかをつくらないで一般品種を２つ、３つとってきてその変異の範囲

だというと。品種のとり方によって種内変異って幾らでも大きくできますから、これを全部種内変異

の範囲だということは簡単に言えてしまうのですね。 

 だから、これをここで認めると、おそらく今後も歯止めがきかなくなって、ややこしいアイソジェ

ニックラインとかつくらないで、既存の品種との比較で変異の中で何も起こっていませんよという話

になるというおそれを私は感じるのですけれども、これはちょっと危ないポイントになるのではない

ですかね。 

 

○原田座長 

 樺太とDrakkarという品種がどの程度いろいろな特徴が、平均的なものかどうかということにも関

連してくるのではないかと思うのですけれども。 

 

○田中研究調査官 

 本来であれば、確かに武田委員がおっしゃるようにアイソジェニックラインと比較するべきですけ

れども、先ほどのEvent176もつくったのですけれども、経過措置案件は、こういうデータがやっぱり

ばらつきがあってあまりよくないものがあるのですけれども、新しく出してきても必ずそのラインと

比べるという必要があると思いまして、農作物分科会でも強く思ったのですが、そういうデータがあ

れば出してもらうべきですが、なかったものですから出てきませんでした。 

 

○近藤委員 

 91年のときには実際に近いはずのものの間では有意差が出て、そのほかの一般的なものを幾つか同

時にやってもらっていて、その範囲にあればいいということで評価をしております。一般にそのよう

な方法で評価されると好ましくはないというところもあるかと思うのですが、そういった旧指針にお

ける評価の方法が残っているケースだと思います。 

 

○武田委員 

 これからはこういうのは厳しくしてもらわないと困りますね。 

 

○田中研究調査官 
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 そうすべきだと思いますね。 

 

○武田委員 

 比較の意味はないのですよね、確かに。 

 

○原田座長 

 では、今後は確かに今御指摘があったようにする必要があると思いますけれども、これは経過措置

案件ということでやむを得ないということになると思いますので。 

 

○武田委員 

 まねしてもらっては困るのでしょうからね。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 ほかに何かございますか。 

 

○小野里委員 

 もう一点、この評価書の19ページの段落で下から２つ目の段落の内容が、茎でこれが発現していな

いということが書かれているのですけれども。 

 

○原田座長 

 評価書のほうの19ページですか。 

 

○小野里委員 

 これは除草剤処理しても、茎で発現しなくても枯れることはないのでしょうか。それとも、検出限

界以下でも十分に働けるということでしょうか。 

 

○ 原田座長 

「茎において検出はされなかった」とありますね。 

 

○近藤委員 

 多分、除草剤の作用機作のことだろうと思いますけれども。葉は枯れますね。ただ枯れるというの

はあまり見たことがないですね。 

 

○原田座長 

 大体、葉が枯れてしてしまえば、ナタネの場合は枯れると思いますけれども。 
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○近藤委員 

 ただ、茎に耐性がないとどうなのかということなのですけれど、多分、多少は影響が出るだろうと

思いますけれども、茎はもともと葉ほど影響が出ないところなので。 

 

○小野里委員 

 最初は葉っぱで茎がくるまれているような感じで出てきますかね。 

 

○近藤委員 

 そういう形態ということもあるかもしれませんけれども、除草剤を使うと一般的にはほかの葉が枯

れますよね。 

 

○田中研究調査官 

 代謝活性があまり高くないものですから。代謝活性が高くないので発現力も低いのでひっかかって

いないかもしれないのですけれども。 

 

○武田委員 

 いつ除草剤をまくかで、まだ抽苔していなければ茎というものは存在しないですからね、実際のほ

場で考えても。 

 

○原田座長 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 それでは、ほかに御意見がなければ取りまとめさせていただきますけれども、申請者から提出され

た除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネについて、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が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しますとし

ようと思いますけれども、先ほど武田委員からコメントがあったことにつきましては、これは経過措

置案件だからということで、今後はこういう同じ種内の違う品種と比べても余り意味がないというこ

とがございますので、この検討会の議事録に書いておくということでよろしいでしょうか。これは事

務局に対応をお任せしますけれども。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 農作物分科会にかかる前に、事務局で今後その経過措置案件以外の新しい案件については対照を適

切に選んでいるかを確認していくということにさせていただきます。 

では、申請者のほうにお伝えください。 

 

（２）その他 

○原田座長 

 そうしますと、次の議題は、その他となっていますけれども、事務局からは何かありますか。 
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 これは29ページ、先ほど武田委員から御指摘のあった文章の意味がよく通るよう、「花柱」と、も

しかしたら「花粉」の間違いかを後で確認してください。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会の開催日について御連絡申し上げたいと思います。２月26日の月曜日の午後２時

より、農林水産技術会議委員室において開催させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○原田座長 

 では、よろしくお願いしたいと思います。 

 本日の議事全般について何かございますか。よろしいでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 林委員からお知らせがあります。 

 

○林委員 

 １枚紙の「環境バイオセーフティの国際的動向」は、今まで時々私が申し上げておりましたが、韓

国で2006年９月に行われました国際シンポジウムです。これは実際には1990年代に２年置きにずっと

行われているシンポジウムで、研究、それから規制、それ以外に栽培など、非常に大きい範囲での参

画がある国際的な、この種ではこれ以外にはなかなかないのではないかと思うような国際学会であり

まして、それの最近のシンポジウムの結果でございますので、もしご参考になればと思いましてお配

りいたしました。どうぞ、参考まででございます。 

 

○原田座長 

 この前、口頭でご報告していただいたのもこの中に入っていますよね。 

 

○林委員 

 関係するところを時々申し上げているのですけれども、このほかにもありますけれども、主立った

のはこのようなことで、私たちに特に関係あるところもございますので、お忙しい方は裏のまとめだ

けでもお読みいただければと思います。 

 

○原田座長 

どうもありがとうございました。 

以上、有益な国際的な情報を提供していただいて、大いに参考になると思います。 

 皆さんお読みください。 

 それでは、進行を事務局へお返しします。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 本日は熱心に御審議いただきまして誠に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させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

閉     会 


