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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４月１９日（木） 

於：農林水産省農林水産技術会議委員室 

 

開     会 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 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。 

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

 それでは、開会に当たりまして、横田技術安全課長より御挨拶申し上げます。 

 

○横田技術安全課長 

 ただいま御紹介いただきました技術安全課長の横田でございます。 

 私、４月１日付で前任の東條から引き継ぎまして、技術安全課長を拝命いたしました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 実は私、これまで３年半ぐらい農薬関係の行政を主に担当しておりましたので、ちょっと視点は違

うと思うのですけれども、ぜひこの遺伝子組換えの問題についても取り組んでい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。 

 本日はお忙しい中、総合検討会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、この生物多様性の影響評価につきまして大変お世話になっておりますことを、この場をお借

りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 遺伝子組換えにつきましては、単なる農業問題というよりも、世界的な、グローバルな食糧問題で

すとか環境問題、エネルギー問題、その解決に役立つキーテクノロジーとして非常に期待されている

技術だと認識しております。一方では、非常に新しい技術ということもありまして、まさに国民の皆

様方と意見交換をしながら進めていくべきものだと理解しております。 

 私どもにおきましてもイネ科の研究の進展等々ございますので、そのようなものを今度はどのよう

に活用していくのか、これまでの技術改革の中で、これからよく検討していかなければいけない問題

だと認識しております。 

 本日の総合検討会につきましては農水省と環境省の共同での開催となっており、今回２件の申請が

ございますので、まさにその第一種使用等に伴う生物多様性の影響につきまして、ぜひ忌憚のない御

意見をいただいて、御議論いただければと思っております。 

 甚だ簡単でございますけれども、どうぞ御審議よろしくお願いいたします。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 環境省の水谷外来生物対策室長が４月に着任されましたので、御紹介させていただきます。 

 

○水谷外来生物対策室長 

 環境省野生生物課の外来生物対策室に４月１日から室長で参りました水谷と申します。よろしくお

願い致します。 

 委員の皆様には日頃からお世話になっておりまして、ありがとうございます。 

 私は、４月１日から外来生物対策室へ着任しましたが、このカルタヘナ法をつくるとき、それから

この検討会を立ち上げた時点でも担当しておりまして、約３年ぶりにこの検討会に出席させていただ

いております。３年分のギャップがありますけれども、また追いつこうと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

○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。 

 本日の検討会の議事次第の上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す。これ

に基づきまして、御確認させていただきたいと思います。 

 資料１が第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況です。その次が資料２－１、スギペプチ

ド含有イネの農作物分科会における検討の結果です。その次が資料２－２、スギペプチド含有イネの

生物多様性影響評価書の概要です。その次が資料３－１、高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロ

コシ(LY038×MON810)の農作物分科会における検討の結果、です。その次が資料３－２、高リシン

及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの生物多様性影響評価書の概要です。その次が参考資料１、第

一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧、その次が参考資料２、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、その次が参考資料３、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。 

 また、これ以外に「除草剤グリホサート耐性テンサイ(H7-1)の評価書の概要の修正箇所の抜粋」と

いう資料も配付させていただいております。 

 配付させていただいた資料は以上でございますが、お揃いでしょうか。 

 お揃いのようですので、参考資料１から３について事務局からお話しさせていただきます。 

 参考資料１で、前回２月26日の総合検討会以降に加わったものとしては、一番最後のページに高セ

ルロース含量ギンドロが２件、2007年３月22日に承認されております。参考資料２と３につきまして

は、前回以降、特に変わったところはございません。 

 また、別途配布させていただきました除草剤グリホサート耐性テンサイ(H7-1)の修正箇所の抜粋資

料につきましては、本日の案件の審議を終えた後、事務局からお話しさせていただきたいと思います。 

 それでは、審議に入る前に傍聴の方々へのお願いでございますが、「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ので、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。 
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 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。 

 

○原田座長 

 過去２年あまり、委員の皆様、それから事務局の方にも大変御協力いただきまして、ありがたく思

っております。今年度も前年度、前々年度に引き続いてよろしく御協力いただきたいと思います。 

 

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 

 

○原田座長 

 それでは、議事次第に従いまして進行させていただきます。 

 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

検討となっています。 

 すでに御存知のように、農作物分科会での専門的な見地からの検討は終了したものでございます。

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いて、その後、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

説明いただいた後、委員の皆様と検討したいと思います。その後、各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の取り扱いを決めたいと思います。 

 それでは、事務局から、資料１に基づいて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を御覧下さい。 

 第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況でございますが、本日御審議いただく案件は２件

ございまして、スギ花粉ペプチド含有イネと、高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシでござ

います。 

 使用等の内容につきましては、スギ花粉ペプチド含有イネにつきましては、「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。ただ、これは（注２）にありますよ

うにスペースの都合上、若干縮めてございまして、表下の（注２）を読み上げさせていただきますと

「使用等の内容に関し、栽培については、（独）農業・食品産業技術総合研究機構（つくば市観音

台）及び（独）農業生物資源研究所（つくば市観音台地区）内のほ場において、周辺で栽培されるイ

ネと隔離距離を置く、または開花期をずらす等の交雑防止措置をとる場合に限る。また、加工につい

ては、同ほ場内での精米までの加工に限る」と限定がついております。 

 また、（注１）でございますが、これはスギ花粉ペプチド含有イネの名称についての注意書きで、

このイネにつきましては、2005年に隔離ほ場における使用について承認がおりておりますが、そのと
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きには「スギ花粉症予防効果ペプチド含有イネ」の名称で承認されていました。しかし、現段階で効

果を名称に含めるのは適当ではないといった理由から、名称の変更をしたということでございます。 

 高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシのほうの使用等の内容でございますが、こちらは

「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。 

 検討の状況でございますが、いずれの案件も、農作物分科会におきまして2007年２月、３月と２回

にわたり御審議いただきまして、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。 

 これまでの承認等の状況につきましては、先ほども申し上げましたが、カルタヘナ法に基づいて、

スギ花粉ペプチド含有イネの方は2005年に隔離ほ場の栽培の承認がおりておりますが、それ以外につ

きましては、特に承認はなされておりません。 

 下に参考として、高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの親系統の承認状況についての表

をつけております。上側がチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(MON810)でございまして、「検討状

況」の「総合検討会」の欄にありますように、2004年６月１日承認となっております。また、下側の

高リシントウモロコシ(LY038)につきましては、2007年１月12日に総合検討会にて御了承をいただい

ております。 

 

〈スギペプチド含有イネの生物多様性影響評価について〉 

 

○原田座長 

 それでは、最初にスギ花粉ペプチド含有イネについて検討を始めたいと思います。 

 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します。 

 

○近藤委員 

 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：スギ花粉ペプチド含有イネ（7Crp, Oryza sativa L.)(7Crp♯10） 

 第一種使用等の内容につきましては、先ほど事務局から説明していただきましたので、省略させて

いただきます。 

申請者：独立行政法人農業生物資源研究所 

 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イ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 

 本組換えイネは、アグロバクテリウム法にて作出されており、作出に用いられたプラスミドの

T-DNA領域のうち、スギ花粉CryjⅠ及びCryjⅡアレルゲン蛋白質遺伝子由来でヒトのスギアレル

ゲン特異的Ｔ細胞が認識する７箇所のアミノ酸配列を連結させた人工ペプチドをコードする
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7Crp遺伝子発現カセット及び大腸菌由来のhpt遺伝子（ハイグロマイシン耐性遺伝子）発現カセ

ットが、本組換えイネのゲノム上にそれぞれ４コピーずつ移入され、それぞれ２コピーずつ隣接

して位置していることがサザンブロット分析により確認されており、移入箇所は２遺伝子座と推

定されました。 

 また、7Crp遺伝子及びhpt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

PCR分析により確認されています。さらに、7Crp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、複数世代を用いたウエスタンブロット分析により確認されています。 

２ 競合における優位性 

本組換えイネには、移入された7Crp遺伝子によりスギ花粉ペプチドの産生性が付与されてい

ます。さらにhpt遺伝子によりハイグロマイシン耐性が付与されています。しかしながら、これ

らの形質により自然環境下において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、競合における優位性に関する形質について調査が行われました

が、出穂日に差異がみられたほか、穂長、穂数、一穂粒数、種子サイズについて対照との間で有

意差が認められました。しかし、その差異はこれまでに当該地域で行われてきた日本型イネの栽

培試験結果の範囲内でした。したがって、これらの形質により自然環境下において競合における

優位性が高まるとは考えにくいです。 

以上より、第一種使用等により、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 

 本組換えイネは、7Crpペプチドを産生しますが、ヒトT細胞が認識するエピトープのみで構成

されており、スギアレルギーに関与するヒトのIgE抗体との結合性を示さないことが明らかにさ

れています。また、本組換えイネをマウスに経口投与した場合においても、マウスの生育が阻害

されたり、アレルギー症状が観察されたという報告はありません。これらのことから本組換えイ

ネがヒト及びマウスに対する有害物質を産生する可能性は低いと考えられます。 

 なお、ヒトＴ細胞エピトープが他の動物及び鳥類と反応する可能性を示す報告はありません。 

 我が国の隔離ほ場において、本組換えイネの有害物質（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が行われているが、対照との間で有意差は認め

られていません。 

 また、7Crpペプチドは胚乳部で発現するため、穀粒を吸汁する昆虫への影響が懸念されました

が、クモヘリカメムシを用いた飼育試験の結果、対照との間で有意差は認められませんでした。 

 以上より、第一種使用等により、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 



- 6 - 

 我が国の自然環境中にはイネと交雑可能な0.nivara、0.rufipogon等の近縁野生種は自生していま

せん。また、ほ場及び畦畔に雑草イネが発生する場合がありますが、雑草イネは、栽培種に由来

すると考えられることから、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、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、本組換えイ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。 

 

○原田座長 

 ただいまスギ花粉ペプチド含有イネ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。 

 委員の皆様、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。 

 

○小野里委員 

 スギ花粉症の患者が身の回りにたくさんいることを考えると、この申請については自分としては非

常に期待しているのですが、ただ、この申請と機を等しくして、スギ花粉入りの、要するに減感作を

目的としたスギ花粉入りの錠剤とか食品が逆にアレルギーを起こして問題になっているというニュー

スが流れております。 

 資料２－１を読んでいきますと、IgEと結合性は持たないといったことから安全性が高いことはあ

る程度読み取れるのですけれども、もう少し詳しくその辺のところを書いていただいたほうがよろし

いかなという感じがします。 

 例えば、B細胞がまず最初にこの抗原を感知してIgEをつくるわけですけれども、これはB細胞との

結合性もないのですね。そのような点からも非常に安全性が高いと考えられます。 

 もう一つは、イネ科植物の花粉症というのも広く出ていて、一般の人に「スギ花粉のアレルゲンを

イネに入れて、減感作を行うのだ」という話をすると、イネの花粉にそのようなアレルゲンが入って

いれば、イネの花粉を吸うことでスギ花粉症を引き起こすのではないかという心配が出るのです。で

も、資料２－２をよく読んでいくと花粉では発現しなくて、胚乳だけで発現するということなので、

その辺も資料２－１にわかりやすく書いておいていただいたほうがよろしいかと思っています。 

 非常に期待されるのですけれども、今、いろいろ脱感作食品とか錠剤で問題が起こっている時期だ

けに、自分の身の回りでもかなりこれに対して心配する人がいるものですから、安全性が高いという

ことをもう少し具体的に書いていただければよろしいかなと思います。 

 

○原田座長 

 事務局に伺いたいのですが、パブリック・アクセプタンス、パブリック・インフォメーションをと

るために公開するのは資料２－１だけではなくて、資料２－２生物多様性影響評価書の概要のほうも

公開されるわけですよね。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○原田座長 

 そう考えますと、私は十分ではないかとは思っているのですけれども。 

 

○小野里委員 

 資料２－１と資料２－２の評価書の概要とを両方読み合わせると、かなり理解できます。 

 ただ、資料２－２のほうはBセルからアレルギーを起こすまでが非常に詳しく書いてあります。と

ころが、これはT細胞に対するエプトープを導入しているわけですね。どうしてT細胞のエピトープ

を導入すると花粉症が起こらないのか、そのつながりが、この資料２－２からではほとんど読み取れ

ないのですね。そこのところをもう少し詳しく書いていただけると、資料２－１と資料２―２とを読

み合わせると非常にはっきりわかると思います。 

 

○原田座長 

 では、ほかの委員の御意見も伺ってから結論を出したいと思います。 

 

○井出委員 

 もっと簡単な確認なのですが、出穂日の差が有意で、それが一般のイネの程度と変わらないと書い

てあるのですが、これは具体的に、この出穂期の差はもう遺伝的に固定していて、たくさんの品種が

ある中でそういう変異の中に入っているのか、いろいろ実験をすると、このくらいの差が出るのは普

通のことであると言っているのか、そこがよくわからなかったので、御説明いただければと思います。 

 

○原田座長 

 田中さん、その辺、何か詳しいインフォメーションありますか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 その辺については、私も実は詳しい情報を把握していないのですけれども、評価書の別紙６の中に、

出穂期あるいは稈長等の詳しいデータが載っています。これを見ると、現品種の５％出穂が７月22日、

本組換え体が７月24日となっています。50％の出穂、この時期を出穂期といいますが、キタアケと本

組換え体では７月27日と28日と１日の差でした。95％の出穂はどちらも同じ日ということで、見る人

によっては、これぐらいの差は均質でなければ、いわゆる田んぼの場所等によってもすぐ出るものだ

と私は理解しています。 

 

○原田座長 

 出穂期の１日の違いについて、御専門の武田委員、何か御意見ありますか。 
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○武田委員 

 これはいわゆる達観といって、目視でやりますので、この程度の差は誤差の範囲かなと思います。 

 

○林委員 

 私もこういうイネのデータは、この程度の誤差はあると思います。 

 

○高木委員 

 全然違う質問ですが、２つお願いします。 

 １つは、この評価書６ページの図１に、７つのエピトープで96アミノ酸、それにKDELという小胞

体に蓄積させるターゲティングシグナルを４つつけて、100アミノ酸と書いてあるのですが、小胞体

に蓄積させる意味がよくわからないのです。シグナル・ペプチドは当然小胞体の膜を通過して、小胞

体の中に入って、そこで出ていかないようにとめておくシグナルがKDELですよね。そこに貯めるの

は、どういう意味があるのでしょうか。 

 

○福田研究調査官 

 はっきりした記憶ではありませんが、発現量を上げるために、小胞体に貯めさせたほうが量的には

貯まるという話は聞いたと思います。 

 

○高木委員 

 普通に細胞質に貯めることはできないのですか。 

 

○福田研究調査官 

 蛋白は大体プロテインボディに行くのですが、プロテインボディだとある程度の上限があるようで、

それで、小胞体に貯めてあげたほうが全体量としては多くなるということだったと思います。 

 

○高木委員 

 もう一つ、今、近藤委員から御報告された農作物分科会の検討結果ですが、２ページの３分の１ぐ

らいのところに「ヒトT細胞エピトープが他の動物及び鳥類と反応する可能性を示す報告はない」と

あって、その下にカメムシを使った実験のことが書いてありますが、この上の「動物」の中には昆虫

は含まれないのでしょうか。動物と鳥類は反応しないとありますが、昆虫は反応するのでしょうか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 昆虫は当然、哺乳類や鳥類と同じような類型は持っておりませんので、そういう意味では外れます。 

 

○高木委員 

 そうすると、「昆虫への影響が懸念された」と書いてあって、カメムシは１種類しか調査していな
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いのでしょう。それだけで他の昆虫も全部大丈夫だと言えるのでしょうか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 このデータは、本来生物多様性影響評価には必要ないデータだと思いますが。 

 

○高木委員 

 だけれども、もし昆虫が何か反応して影響が出たら、環境中に非常に大きい影響を与えるわけでし

ょう。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 そうですね。 

 この蛋白質が本当に昆虫に影響を与えることが想定されるのであれば、当然調べないといけないの

ですけれども、評価書を見る限り、昆虫に害を与える可能性を示唆した蛋白ではないですね。 

 

○高木委員 

 そういう意味で、上の「動物及び鳥類」の動物には昆虫も入っているわけですか。 

 

○原田座長 

 鳥類ももちろん動物ですから、「動物」だけではなく「哺乳動物」などと限定しないと、ちょっと

わかりにくいですね。 

 

○高木委員 

 そうすると、昆虫への影響は懸念されているわけですか。それで１種類しかやっていないというの

は大丈夫かなと、ちょっと心配なのですけれども。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 クモヘリカメムシは今、イネで非常に問題になっている害虫でして、よく飛来します。来るのは組

換え体でも現品種でも変わらないということを申請者のほうで見て、それで念のためにデータをとっ

たと聞いております。 

 

○高木委員 

 ほかの昆虫にも影響はないと考えていいわけですか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 要は、この蛋白を蓄積するイネの胚乳を吸汁する害虫といえば、もう必然的にこのクモヘリカメム

シのことになりますので、そういう意味で、これを見て評価しているというのは、それなりに説明が
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つくと思います。 

 

○原田座長 

 ほかになければ、先ほどの小野里委員の御意見について、ほかの委員の御意見を伺えませんでしょ

うか。 

 

○近藤委員 

 この検討会では、その申請対象が含むメリットの部分はあまり審査の対象としていなくて、もちろ

ん書いたほうがいいとは我々も思っているのですが、あまり書き過ぎるのもどうかということがあっ

たかと思います。これを詳しく書くと大変なことになるので、我々も全く意識しなかったわけではな

いのですが、そのようなことは要求していないということです。 

 

○原田座長 

 この種の議論は、農作物分科会でも総合検討会でも今までに何回かあったわけですけれども、あま

り書き過ぎますと１つのことの宣伝のようになってしまう危険もあるわけですよね。ですからその辺、

片方では一般の方たちにわかりやすくすることも必要なのですけれども、その辺の兼ね合いがなかな

か悩ましいところで、この場合はどの程度にしておくのがいいかということですね。 

 

○近藤委員 

 ただ、今回の御指摘の場合には、影響があるかもしれないということなので、単純な宣伝だけでも

ないところが難しいですね。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○高木委員 

 この品種は幾らたくさん食べても大丈夫なのですか。 

 

○福田研究調査官 

 まだヒトの試験は行われていないので、そこまではわかりませんけれども、理論的には大丈夫なは

ずと思います。 

 

○井出委員 

 マウスに食べさせたときは、どのような状態だったのですか。生米ですか、炊いた御飯ですか。 
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○福田研究調査官 

 熱をかけて安定であることは確認されているのですけれども、マウスに与えた試験では、たしかす

り潰したものを少し溶かしたものを与えていたと思います。 

 

○武田委員 

 熱をかけたものではないですかね。 

 １トンとろうというのは本格的な、臨床的な、人体実験はできないだろうけれども、１トンとろう

というのは余程のことですよね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 サルの試験もありますかね。 

 

○福田研究調査官 

 サルの試験もありますし、ヒトを対象にした場合に、ある程度の量をある程度の期間で何人かでや

ると、それなりの量が必要になってくると思います。 

 

○林委員 

 でも、資料２－２の６ページの下から７行目ぐらいに「毎日５、６粒ずつ１ヶ月摂食させ、」とあ

ります。マウスはこのようにして調査したのですね。 

 

○武田委員 

 熱処理は、次のページに「100℃、20分」と書いてありますね。 

 

○原田座長 

 いかが致しましょうか、小野里委員の御意見についてもう少し御意見をお伺いします。 

 

○林委員 

 今、検討しているイネと次に検討するトウモロコシも、どちらも広い意味で言うと機能性の事由で

すよね。今までの環境だけの問題に加えて、どちらもこういうラットのテストとか、それからトウモ

ロコシのほうは急性毒性も調査していますよね。ですから、むしろここで問題になるのは、今まで

我々がやってきた環境の一般の評価に加えて、機能性の場合には加える調査項目があるかどうかとい

うことで、これはどちらも同じ程度の表現で書いてあるということで、私は、このイネのほうのドキ

ュメントは、これで説明が足りないとは思いません。この程度でよいのではないでしょうか。 

 むしろ今後、機能性を導入したイベントの申請が増えてきたときに、今までの環境影響に加えてこ

の程度のレベルの生物に対する影響を評価に加えることをスタンダードにするか、しないかというこ

とではないかと思います。そのような観点から、このイネの評価書は、あとのトウモロコシの評価書
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に比べて特に簡単に書いてあるとは思いません。 

 

○小野里委員 

 資料２－２の評価書の概要書で、アレルギーが出てくるメカニズムをかなり詳しく書いていただい

て、非常によくわかりました。そのわかったところというのは、B細胞が花粉のアレルゲンを受け取

って、それに対応するIgEをつくって、それがマスト細胞の表面について待機していて、花粉が来る

とそれに反応して化学物質を出して、その化学物質に基づいて、くしゃみとかいろいろ起こってくる。

そのことが概要書に非常に詳しく書いてあるのですが、それはB細胞のほうなのですね。ところが、

資料２－１の農作物分科会の検討の結果で出しているのはT細胞のエピトープなのですけれども、そ

れでは、それとどうつながるのかというのが全く抜けているのですね。ですから、そこのところをも

う少しつながるように書いていただくと、なるほど、安全性が高くて、しかも効果があるのだなとい

うことがわかると思うのですね。 

 もう一つは、やはり少なくともスギ花粉ペプチドがこのイネの花粉には発現しないということを一

言書いておいてほしいのです。イネの花粉はそれほど飛ばないのかもしれませんが、イネ科植物の花

粉症というのは広く知られていまして、アレルゲンをイネに入れると、逆にイネの花粉を通してスギ

花粉症が起こるのではないか、実際そのように心配する人がいるのですね。その辺はぜひ一言入れて

おいていただければと思うのですね。 

 

○原田座長 

 それでは、一つのソリューションとしては、できるだけ早く小野里委員のサゼスチョンのラインに

沿って修文していただいて、それを各委員にＦＡＸでもＥメールでも結構ですから、該当部分を送っ

ていただきたいと思います。それで皆さんが十分だという判断になればＯＫするようにしたいと思い

ます。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 わかりました。 

 

○原田座長 

 林委員、よろしいですか。 

 

○林委員 

 ええ。私は、これでもいいだろうと思います。 

 

○原田座長 

 今の小野里委員の提案は２点あったと思うのですが、１つは、B細胞とT細胞の間の関連をもう少

しつけて書いてもらいたいということ、２つ目は、一応これは胚乳だけと書いてあるのですけれども、
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もう一言つけ加えて、花粉には蓄積されないということを書いてもらい、それができればＯＫという

ことにしたいと思いますので、申請者にもそのようにお伝えください。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 わかりました。 

 

〈高リシン及びチョウ目害虫抵抗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 

 それでは、２つ目の議題に移ります。 

 高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシについて、近藤委員から資料３に基づいて御報告を

お願いします。 

 

○近藤委員 

 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：高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(cordapA, cry1Ab, Zea mays subsp. mays (L.) 

Iltis)(LY038×MON810, OECD UI: REN-00038-3×MON-810-6) 

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） 

 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、高リシントウモロコシ（LY038）とチョウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシ（MON810）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います。 

１ 意図された形質に係る相互作用 

 LY038由来のジヒドロジピコリン酸合成酵素遺伝子（cordapA遺伝子）がコードするcDHDPS

蛋白質は基質特異性が高い酵素であり、MON810由来のチョウ目害虫抵抗性遺伝子（cry1Ab遺伝

子）がコードするCry1Ab蛋白質は酵素活性を持たないと考えられます。したがって、cordapAと

cry1Abが付与する形質が相互に影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。 

 なお、遊離リシン含量については穀粒中の成分分析により、チョウ目害虫抵抗性については

Corn earwormを用いた生物検定により、それぞれ親系統と比較して有意差はないことが確認され

ています。 
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 以上より、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。 

２ 競合における優位性 

本スタック系統トウモロコシは、LY038由来のcordapA遺伝子がコードするcDHDPS蛋白質に

より穀粒中で特異的に遊離リシン含量が高まり、併せて、MON810由来のcry1Ab遺伝子がコード

するCry1Ab蛋白質によりチョウ目害虫抵抗性を持っています。しかし、穀粒中の遊離リシン濃

度が高まることにより、競合における優位性が高まるとは考えにくいです。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

ありません。したがって、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、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。 

 以上より、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 

 本スタック系統トウモロコシは、LY038由来のcDHDPS蛋白質産生性及びMON810由来の

Cry1Ab蛋白質産生性を併せ持っています。Cry1Ab蛋白質はチョウ目昆虫の殺虫作用を有します

が、一方、cDHDPS蛋白質はトウモロコシの穀粒中のリシン含量を高めるものの動植物に対して

有害物質ではないことが確認されており、cDHDPS蛋白質とCry1Ab蛋白質との相互作用はないと

考えられます。したがって、本スタック系統トウモロコシ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は、親系統が有する形質を併せたものよりも高まることはないと考えられ

ます。 

 以上より、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しまし

た。 

 

○原田座長 

 ただいま近藤委員から報告された件につきまして、資料３－１、３－２、あるいは評価書も入れて

御意見、御質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○武田委員 

 スタック系統ですので内容的にはよいと思うのですが、ただ、根拠データについて専門の立場から

一言言っておかなければいけないのは、評価書の最後のページにジェネティクスのデータが出てくる

のです。これが一因子だと言うためにBC0F1、BC1F1、そしてそのprogenyと言っていますけれども、

問題は２番目のBC1F1のケースで、個体数がたった14個体なのですね。これでカイ二乗検定を行いま

すと、１対１だろうが３対１だろうが９対７だろうがみんな適合しますので、大きな植物ならともか

くトウモロコシですので。天下のモンサントがこのようなデータを出してくるというのは、ちょっと

教育的指導が要るのではないかと思います。 

 さらに言えば、その次のBC1F2 progenyは300個体以上のものについて、いちいちバッククロスをし

ているのですね。大体こういうBC1を自殖すれば３対１ですぐ出てくるわけで、ここに手間ひまかけ

てその前で14個体というのは、どうにも納得できませんでした。 

 本質には関係ないのですけれども。 

 

○原田座長 

 今の別添資料１は省いたほうがいいかもしれないですね。 

 

○武田委員 

 ないほうがいいですね。 

 

○原田座長 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 

○小野里委員 

 この組換え体は、実はもう一つ組換え体があって、それとの交雑でつくっています。もう一つの組

換え体の方の組込み遺伝子は、後に分離するときに雑種をつくって、１回この２つの遺伝子ともう一

つの遺伝子が入った個体をつくって、そして次の代で分離したものを除くという形で、そちらは結局

入っていないわけですけれども、やはりもう一つの組換え体がかかわってこれがつくられている以上、

資料３－１の農作物分科会の検討の結果でそのことに全く触れなくてよいのだろうかと思います。そ

の辺、私はちょっと疑問に思うのですね。 

 資料３－２の評価書の概要ではしっかりとそのことは触れられて、細かいことも載っているのです

けれども、この評価書に対する農作物分科会の検討の結果を書くときに、この組換え体をつくるに当

たっての親は、もう一つ別の組み込み遺伝子を一度経験しているということを断る必要があるのでは

ないかと私は感ずるのです。 

 分離してしまってここにはないからいいのだという意見も、それはそれで成り立つかもしれません

けれども、その辺、できたら議論していただければと思います。 
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○原田座長 

 資料２－１にしろ、資料３－１にしろ、これは農作物分科会における検討の結果であって、あまり

オープンにはならないのですかね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 資料２－１も、資料３－１も公開されます。 

 

○原田座長 

 評価書の概要プラス農作物分科会の検討の結果ということですか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○原田座長 

 でも、評価書の概要と常に一緒であれば、今、小野里委員がおっしゃったことはあまり問題ないの

かもしれません。この「農作物分科会における検討の結果」だけが独り歩きすることはあるのでしょ

うか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 農作物分科会の検討の結果は、ホームページ上で公開させていただいているわけですが、そのとき

には、評価書の概要とセットという形です。どちらかといいますと、評価書の内容をかなり圧縮した

ものが「農作物検討会の検討の結果」ですので、かなり論点を絞って書いています。トウモロコシに

限らずいろいろな農作物と共通するようなことについて、農作物によって書いている内容があまり変

わらないように気を配りながら、この農作物分科会の検討の結果もまとめているということだと思い

ます。 

 

○原田座長 

 我々も論文を書くときにサマリーをつけるわけですけれども、サマリーにどこまで書くかは、やは

り頭を悩ませるところです。あまり長くすると、今の場合は評価書の概要との関係で、ここまで書か

なければならないのかということにもなってくると思うのですけれども、近藤委員、何か御意見あり

ませんか。 

 

○近藤委員 

 もちろん今の点も気にしないわけではないのですけれども、結局、組換え体をつくる方法とか過程

というのはあまり気にしないで、できたものについて、遺伝子とかそういうものを検討することが基

本ではないかと思っています。それが影響があるようなやり方であれば検討しないわけにいきません
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けれども、結果として何も影響が出ていないということもありますし、一応は、そこを省いて書いて

いるわけです。 

 

○原田座長 

 林委員、経済協力開発機構(OECD)などでもよく議論になったと思いますけれども、国際的な機関

で一番重視しているのは、やはりファイナルプロダクトがどうかということですよね。 

 

○林委員 

 そうです。ヨーロッパでは多少意見がありますけれども、でも今、大勢はそうですね。最近、欧州

連合(EU)も随分変わってきて、今までのように、プロセスにこだわっているということでは、もうと

てもだめではないかということで、今、大分変わりつつあります。 

 ですから、その方向で考えると、今、小野里委員がおっしゃったような方向で考えるのは大きい間

違いではありませんが、プロセスはもうそんなに問題視する時代ではなくなっていると思います。 

 

○原田座長 

 特にスタック系統の場合は、もちろんこの場合は、このスタック系統の親の申請を受け付けて、そ

の評価も済んでいるわけですから、そこまで遡って書く必要はないのではないかと思うのですけれど

も、小野里委員、いかがですか。 

 

○小野里委員 

 リコンビナーゼを組み込んだほうは、評価書に出てきていましたか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 それは、ないです。 

 

○小野里委員 

 ですから親種の一方は、総合検討会では承認されていないわけですよね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 いえ、違います。この場合はLY038とMON810を交雑してつくるわけですけれども、Creイベント

で、親のLY038をつくるときに１度プラスアルファの遺伝子も組み込んでおいて、それでリコンビナ

ーゼの系統を掛けて、余分な遺伝子を取り除いて、取り除いたものを申請の単位としています。 

 

○小野里委員 

 リコンビナーゼだけを組み込んだ系統があるわけですよね。それと交雑して、そして１回落とした

わけですね。それであとは分離して、リコンビナーゼは、もうないものだけを選ぶということですよ
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ね。 

 ただ、私がいつもここで心配するのは、１つの個体になるわけですよね。その際、今度は胚物質を

つくる際に組換えが起こるわけですよ。そして組換えのときに、その一部が残る可能性は否定できな

いのです。ないとは言っていますけれども。それはサザンブロットですべてをカバーすることはでき

ないわけですよね。部分的に残ることはあり得ると思うのです。 

 その辺が、後でまた何かのときに問題になってきたときに、農作物分科会の検討の結果で触れてい

ないというと、この審議自体が問題にならないかなと思うことと、もう一つは、全く異なる組換え体

を経由してこれができているわけだから、そのことが全く触れられないのは、やはり問題になるので

はないかと感じるのですね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 こちらの評価書の概要のほうにも片親のつくり方として、Creイベントで落としてつくったもので、

その取り除いたものの後代がLY038の申請の単位になっていて、取り除かれたものの後代には、当然

最初にはリコンビナーゼが入っていないことは確認されています。 

 

○小野里委員 

 確認されていると言いますけれども、やはり時々組換えが起こるのですよね。そして部分的に残る

ということは、我々いろいろやっているとあるのですね。 

 

○高木委員 

 ただ、全領域をプローブにすれば、一部でも残っていればわかるわけですよね。 

 

○小野里委員 

 いや、サザンブロットで、非常に短い部分だと見落とす可能性は十分あると思うのですね。サザン

ブロットも、全部をカバーした領域でサザンブロッドやっていたのでしょうか。私もそこは確認して

いませんけれども。それにしても、非常に短い部分ですと引っかからない可能性は十分あるわけです

よね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 ただこのLY038は、食品としての審査を現在行っているところです。食品としての審査の際には、

当然ボーダー領域とその詳細な、挿入されている配列の種類を調べますので、その心配はあまりない

のではないかと私は考えていますけれども。 

 

○小野里委員 

 組換えで入り込んだものが残ったときには、そこを探すのは難しいですよね。一方、分離しますか

ら、大部分は抜けてしまうわけですよね。だけれども、分離のときに一部別なほうに残ることがある
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わけですね。 

 いずれにしても、私もほとんど影響ないとは思っているのですけれども、あえてそれを載せないの

はいかがかと思います。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 むしろ、農作物分科会としては、その部分については既にLY038自体のファイナルプロダクトで見

ると、もうリコンビナーゼが入っていないものを使ったスタックであるので、その部分については

LY038のつくり方に遡ってまで書くのは、当然この評価書の概要の中にあっても、それを要約した農

作物分科会の検討の結果の中にわざわざ書き込まなくてもよいのではないかという判断です。 

 

○小野里委員 

 ただ、何度も繰り返しますが、その一部が入り込んでいる可能性を全く否定することは、多分でき

ないと思うのですね。ほとんど入っていないとは私も思いますけれども。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 入れるときは一緒に入れているわけですから、ボーダー領域に入っていなければ入っていないと思

います。 

 

○小野里委員 

 ボーダーというか、もともと持っていない染色体にこの一部が組換えによって入る場合を想定して、

今、発言しているのですけれども。 

 

○武田委員 

 ただ、それはLY038を承認するときの問題であって、そこで承認されていれば一議不再審というこ

とになるのではないですか。手続き上の話ですけれども。 

 

○小野里委員 

 ただ、LY038はまだ承認されていないわけですよね。リコンビナーゼを組み込んだLY038系統は。 

 

○武田委員 

 総合検討会では、もう審議しているでしょう。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 カルタヘナ法に基づく検討会では、LY038については了承されて、パブリック・コメントが終わっ

たところでございます。 
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○高木委員 

 スタックのときは、大体そのような書き方ですよね。「LY038のところを見なさい、この表はそこ

に出ています」と。 

ただ、両親のそれぞれの形質については、審議を行ったときの資料をそのまま使っているという

感じで、新しくできたスタックについては蛋白も見ていないし、特にそういうことはやらないでいい

というのがスタックの議論の仕方になっているのではないかという気がしますけれども。 

 

○林委員 

 参考資料３の上から８番目のところで、認可されたとまでは書いていないけれども、学識経験者の

意見の聴取を終えていることがわかります。最後のところは済んでいないけれども、実質上は、これ

はもう農作物分科会は通っているわけですから、それから総合検討会も通ってパブリックコメントま

で済んだのですから、事実上はもういいでしょうと。それで手続としては、先刻からお話があるよう

に、親Ａ、親ＢはOKということが限定条件で、これはもう適えているわけですから。 

 それから、私の意見ですと、この相互作用の件については、資料３－２の評価書の概要の33から34

ページにかけてかなり書いてあります。ですから相互作用はないということ、もう一つの方もこれで

クリアされると思うのですね。発現の同位性とか安定性について、今、ちょっと御意見が出ています

けれども、生物ですから絶対ないということはありませんけれども、今まで、そういうことのために

最初に戻ってやり直すというお話はなかったと思うのですよね。ですから、そういう御意見はあるか

もしれませんけれども、だからといってこれが不適当な表現だとは私は思いません。 

 

○原田座長 

 いかがですか。 

 私も、今の小野里委員の御意見をここに入れることはやぶさかではないのですけれども、今後この

ようなスタック系統がたくさん出てくる可能性がありますので、一種のプリンシプルを決めておかな

いと、ケース・バイ・ケースで変わっても困ると思います。今、林委員と武田委員から御意見があり

ましたけれども、私は、これはプリンシプルを満たしていると考えているのですけれども、小野里委

員、いかがですか。 

 

○小野里委員 

 余分な遺伝子をとにかく除くのですから、除かないよりは今回の方法で除いたほうがずっといいこ

とは私も十分理解しています。 

 この余分な遺伝子を除く手法の安全性が高いのであれば、そういう手法によって余分な遺伝子を取

り除いたことを一言、これからの農作物分科会の検討の結果では入れてもいいような気もします。 

 

○近藤委員 

 ただ、それは親系統のときの話であって、今回の案件には関係ないと思います。 
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○小野里委員 

 いいえ、取り除いてつくったものだからということですよね。前のセイヨウナタネ(RF3)もそうだ

ったのですね。一方では組換え体で雄性不稔にしておいて、後で自家受粉できるようにリコンビナー

ゼを入れたものと交配して。あの場合はちょっと違いましたね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 セイヨウナタネ(RF3)は酵素のインヒビターを入れたものです。 

 

○小野里委員 

 ただ、不要な遺伝子を取り除く手法はこれから時々使われていくので、その安全性が高いのであれ

ば、やはり一言、そういう方法で不要な遺伝子を取り除いたということは入れておいたほうがいいの

ではないかと思うのですが。 

 

○近藤委員 

 それはLY038のときには必要かもしれませんけれども、それはもう終わっている話なので、ここで

は要らないと思います。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 評価書の概要書に書いてあることを、こちらの農作物分科会の検討結果に入れるかどうかというだ

けの話ではあるのですけれども。 

 

○原田座長 

 先ほどの、論文のサマリーに載せるかどうかと同じですね。 

 

○近藤委員 

 結局、生物多様性影響ということでは、得られた結果だけで議論していまして、途中の過程は、ど

うでもいいということはありませんけれども。もちろんそれぞれ心配なことは十分考慮しなければい

けないのですけれども、特に今回は、そのようなことは初めから考えていませんでしたし、以前のも

のも出された結果で判断していますから、遺伝子を除いたというならそれはそれで信用しますし、遺

伝子のデータにしても、出されたデータから判断してやっているわけです。 

 もちろん、全く他のことが起こっている可能性はないのかというと、それはあるかもしれませんけ

れども、データだけで判断していますから、万が一の可能性はどうかというのは、考えられないこと

はないかもしれませんが、それを考えますと、あらゆる可能性が出てきてしまうと思います。 

 

○原田座長 

 大体このデータが本当かどうかというところまでいったら、大変なことになりますし、私としては、
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できるだけ原則としてファイナルプロダクトベースで議論しないと、討論が混乱すると思いますので、

これで小野里委員が御了承いただければよろしいのですが。 

 

○武田委員 

 私、久しぶりに水谷室長の顔を見て思い出したのですけれども、この総合検討会は何をする検討会

かということですね。当初は私も、やはり非常にわかりにくくて、縦書きの法律の条文を読ませてい

ただいて、何をするのか考えたのですけれども。基本的には、やはり生物多様性影響の評価というの

が我々の本務であって、組換え体の機能性とか安全性については、社会的な関心が物すごく高いこと

はわかっているのですれども、それはこの検討会の本務ではないのですよね。我々はあくまで、でき

たものが自然界に出ていったときに、日本の自然の生態系にどう影響するのだ、そこのところをチェ

ックする検討会だと私は理解して、いろいろなことを言わせてもらっています。 

 その点、再確認させていただくならば、力点は生物多様性影響評価そのものだということで再確認

したいと思いますが。 

 

○原田座長 

 ときどき議論に出てくるのは、皆さんときどき再確認しようという考え方だろうと思いますので、

そういう点から見ますと、やはりファイナルプロダクトが我々の生物多様性影響評価の対象になるわ

けですからね。 

 

○近藤委員 

 これは試験項目が決まっているわけです。その試験をされた結果について、それが例えば統計的有

意ではないからきちんとやり直してほしいとか、そういうことは言うわけですけれども、出された結

果が間違いではないか、うそではないかということは一切議論しません。もしかしたら、これに書か

れていないことが起こっているかもしれないということも議論しないわけです。ですから、万が一起

こるかもしれないという、それがとても危ないことで、それで世界が滅びてしまうようなことであれ

ば、それは考えなければいけませんけれども、そういうことであっても、この検討会がやることでは

ないと思うのですよね。 

 

○原田座長 

 大分御意見が出たので、そろそろこの問題については結論を導きたいのですけれども、小野里委員、

いかがでしょうか。 

 

○小野里委員 

 私としては、この辺もう少し勉強して、問題を起こし得るかどうか、その辺を少し考えてみたいと

思います。 

 基本的には私も、今、武田委員がおっしゃったように、この検討会は遺伝子組換え生物が生物多様
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性に影響するかどうか検討することが第一とは理解していますけれども、ただ、つくり方とか何かで、

何かが問題になるような場合にはある程度正確に書いておいたほうがいいかなという気がしたのです。 

 私自身はこの案件は、もう少しペンディングにして、今回はこれを通すわけではなくて、もう少し

考えていきたいと思います。 

 

○原田座長 

 では、今回この案件を通すことについてはいかがでしょうか。 

 

○小野里委員 

 また何か問題があるようでしたら、再提案させていただきたいと思います。 

 

○原田座長 

 では、条件付きですけれども一応御了承いただきました。 

 

○近藤委員 

 その場合に、このスタックではなくて、元のLY038も疑問があるということでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 LY038の総合検討会での御議論のときに、Creイベントについても農作物分科会の検討結果の中に

盛り込んだほうがいいのではないかといった御議論をいただきました。それで、LY038のほうには

Creイベントのことをつけ加えるという形で御了承いただいたという経過もありまして、親のところ

で書いていれば、それを使ったスタックにはCreイベントのことは書かなくてもいいのではないかと

いうことで、スタックのほうにはそれは入れていないということなのですけれども、いかがでしょう

か。 

 

○原田座長 

 確かに、そういうことだったと思いますけれども。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 事務的なことですけれども、論理的に複雑なので、文章量が結構増えてしまいます。それでどうし

ても、評価書の概要からこの農作物分科会の検討の結果を作成するときにあまり難しいことまで書か

ないで、むしろサイドプロセスベースで簡潔に書いたほうがいいのではないかということだったので

すけれども。 

 

○近藤委員 

 スタック系統の審査の仕方の問題で、スタック系統に関してはその相互作用を問題にしていますか
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ら、親系統のことまで蒸し返すことはしないわけですよね。 

 

○高木委員 

 それは従来から原則ですよね。 

 

○原田座長 

 もし親系統の議論を始めてしまいますと、際限なくその前、その前といかざるを得ない状態になり

ますので。 

 

○高木委員 

 最低限スタックで見ておかなければいけないことがあるわけで、それが抜けていないかどうかチェ

ックするということですよね。 

 それから関連して、これからスタックが増えてくるだろうと原田座長はおっしゃっているのですけ

れども、２つの異なる遺伝子を同時に入れるのと、別々につくった親を掛け合わせてスタックにする

のと、傾向としてはどちらが多いのですか。あるいは今後スタックが増えていくのか、それとも２つ

の遺伝子を一緒に入れる方向が増えていくのか、その辺、事務局のほうでは何か御意見と言いますか、

情報はお持ちでしょうか。 

 

○藤河農産安全管理課長補佐 

 メーカーなどと意見交換すると、複数の遺伝子を一気に入れる方法が増えるかどうかは意見交換し

たことありませんが、スタックは、とにかくどんどん増やしていきたいという意向があるようです。

安全性の評価が終わっているシングル同士をどんどんスタックさせて増やしていきたいという意向は

あるようです。 

 

○高木委員 

 審査が終わっているから楽だということですね。 

 

○武田委員 

 やはりマルチの遺伝子を一気に入れるというのは、技術的に相当難しいだろうと思います。 

 

○高木委員 

 でも、長さが問題であって、ある程度コンパクトなDNAがつくれればそんなに難しくはないと思

います。ものすごく長くなってしまうと、それはトランスフォーメーション、いろいろなところで問

題が出てくるのだけれども、結局は長さの問題ですよね。 
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○武田委員 

 ラインナップを揃えておいて、従来育種を台にするほうが早いというか、育種家はそのほうが慣れ

ていますからね。 

 

○原田座長 

 それでは、いろいろ御意見を伺いましたけれども、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高リシン及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシについては、第一種使用規程

に従って使用した場合、生物多様性に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。 

 では、事務局から申請者にお伝えください。 

 議事の（２）は、その他となっておりますけれども、事務局で何かあればよろしくお願いします。 

 

（２）その他 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 本日、配布させていただきました「除草剤グリホサート耐性テンサイ(H7-1)の評価書の概要p21の

修正箇所の抜粋」という資料を御覧下さい。 

 このグリホサート耐性テンサイにつきましては、参考資料３の上から２番目に載っておりますよう

に昨年の11月30日に総合検討会にて御審議いただきまして、本年１月30日から３月１日までパブリッ

クコメントにかかっていた案件ですが、パブリックコメントが終わった後に、申請者から評価書の中

に間違いがあったという報告がありました。 

 その内容についてですが、委員の皆様のみに配付させていただいております資料２枚目の社外秘の

表、これは花粉の産生の性質について、組換えテンサイと非組換えテンサイとを比べたデータでござ

いますが、この表の下のレジェンドのところで「Germany」のところに線を引かせていただいており

ます。実はこのデータはドイツでとられたものなのですけれども、評価書ではドイツではなく「米

国」と書いてしまっていたという間違いでございます。 

 この間違いによって評価書の結論自体に影響があるとは考えられませんので、この間違いにつきま

しては、この場をお借りして御報告させていただきまして、プロセスについては進めさせていただく

ことにしたいと思います。 

 

○原田座長 

 今、事務局から説明がありましたけれども、「ドイツ」と書くべきところが「アメリカ」となって

いたわけですね。国名の違いだけですので、申請者には今後こういうことのないように事務局の方か

らよろしく言っていただいて、今回は、特に生物多様性影響評価には関係ないことだと思いますので、

特段の御意見がない限り、今後、注意するように事務局から指導していただくことで了承できるので

はないかと思いますけれども、よろしいでしょうか。 
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 ３カ所ぐらいアンダーラインが引いてあるのですね。１ページ目に２カ所、３ページ目の下のレジ

ェンドのところですね。 

 申請者はアメリカとの関係が一番強いでしょうから、ついついこのようなことになるのではないか

と思いますけれども。 

 特に表のほうは、その前にアインベックというのでしょうか、ドイツの町の名前が書いてあるので、

我々も気がついてもよかったのではないかと思いますけれども。 

 では、事務局で手続きを進めていただくということでお願いします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 今後の総合検討会の開催についてはまだ決まっておりませんけれども、近々決定させていただきた

いと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○原田座長 

 ほかに、本日の議事全般について委員の皆様から何かございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事は全部終了しましたので、事務局にお返しします。 

 

○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。 

 

閉     会 


