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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５月２４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 

 嶋田委員がまだお見えになっておりませんが、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を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、井出委員、小野里委員、武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 

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

 今日は皆様方のところに本日の総合検討会の資料のほかに、「第１回遺伝子組換え農作物等の研究開

発の進め方に関する検討会（議事概要）」と資料をプラスアルファでお配りさせていただいております。 

 この趣旨と申しますのが、イネゲノム研究等々でかなり基礎的な条件が整ってきておりまして、そ

のような面では次のステップに向けて第１歩、さらに進めていく必要があると思います。世界的にも、

ＥＵなどでも、一時期はかなり厳しい対応をしておりましたけれども、最近では「共存」ということ

を考えながら、研究開発についても、また栽培についても進めているという事実がございます。この

ままでは技術立国としての日本がどんどん遅れをとって、将来的にも、知的財産権として押さえられ

てしまえば日本は動きがとれないということもあり得るということで、具体的にこれから遺伝子組換

え農作物についてどのように研究開発を進めていけばいいのだろうかということで、学識経験者、生

産者団体、消費者団体、民間の方々、ジャーナリストの方などの有識者の方々にお集まりいただきま

して、御議論いただこうという趣旨で開催したものでございます。 

 ちょうど今週の火曜日、22日に第１回目を開催いたしまして、事務局からは最近の現状をお話しし

た上で各委員から御意見をいただいたということでございます。議事概要にもございますとおり、き

ちんと戦略論を持って進めめるべき、食用なのか非食用なのかそのあたりもよく考えるべき、さらに、

遺伝子組換えは万能ではないので育種技術の１つとして冷静に受けとめてとらえていくべきではない

か、そのような御意見がございました。また、国際的に見ていったときにも、国内でどのように今後

進めていくかということは、知的財産との関係もあり、国内企業がどのように動けばよいかというこ

ともあるので、国際的視野をきちんと頭の中に入れながら今後の研究戦略の方向性を決めていくべき、

という御意見がございました。 
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 また、消費者の方々、もしくはジャーナリストの方々からは、きちんとメリット・デメリットを説

明していく必要がある、という御意見をいただきました。今まで技術会議事務局といたしましてもパ

ブリック・アクセプタンス活動を行ってきたのですが、国から説明して理解しろという姿勢があった

のではないか、もう少しきちんとコミュニケーションという形で消費者と同じ視点に立って相互理解

を深めていくような形でやらなければいけない、という意見もございました。 

 これをもとにして、これから各企業や大学からヒアリングを行っていきながら、７月の上旬ぐらい

には、どのように今後研究開発を進めていけばいいのかという戦略論を決めていきたいと思っていま

す。また、そのようなものを受けまして別途、今回の会議でも御指摘があった、安全・安心面から見

てどのように今の不安を解消し、さらに意見交換を進めていくか、秋口ぐらいから、コミュニケーシ

ョンと申しましょうか、そのようなものも進めていきたいと思っています。その際に、この総合検討

会とは別途、御協力をお願いすることがあるかもしれませんが、その点も含めましてよろしくお願い

したいと思います。 

 本日は総合検討会の議論について、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たいと思います。 

 本日の検討会の議事次第を配付させていただいておりますが、そ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、スギ花粉ペプチド

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、スギ花粉ペプチド含有イネ

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

(MIR162)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、チョウ目害虫抵抗性トウモ

ロコシ(MIR162)の生物多様性影響評価書の概要です。次から参考資料になりまして、参考資料１がカ

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です。その次が参考資料２、

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

え農作物一覧です。最後が参考資料３、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。 

 それ以外に、委員の皆様と事務局には、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシの別紙５の２ページ目を、

差しかえということで１枚配付させていただいております。これは社外秘の別紙ということで、委員

と事務局限りということで配付させていただきました。 

 資料としては以上でございますが、すべてお揃いでしょうか。 

 それでは、参考資料の１から３につきまして事務局から御説明させていただきたいと思います。参

考資料１ですが、第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧でございます。前回の総合検

討会は、本年の４月19日に開催されましたが、それ以降に承認されたものが６件ございます。まず、
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２ページ目の下にセイヨウナタネの欄がございまして、セイヨウナタネの４番目の除草剤グルホシネ

ート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ（RF3）と５番目の除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタ

ネ（Topas19/2）が新たに承認されたものであります。その次のページの上にダイズがございますが、

それの６番目高オレイン酸ダイズ（260-05）が新たに承認されたものでございます。その下のテンサ

イの２番目除草剤グルホシネート耐性テンサイ（H7-1）も新たに承認されたものでございます。その

２ページ次は５ページ目でございますが、トウモロコシの 29 番目の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（Bt11）と 30 番目の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）が新たに承認されたものです。以上６件が参考資料１に追加されており

ます。 

 次に参考資料の２でございますが、新たに承認された６件のうち、５件についてはいわゆる経過措

置案件であったものですから、参考資料２からは５件減少したということになっております。 

 次に参考資料３でございます。こちらは、学識経験者の意見の聴取を終えた審査中の案件一覧です

が、６件承認になりましたので、その分が減ったのと、前回の４月 19 日の総合検討会におきまして御

審議いただいた案件の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

（LY038×MON810）が今、パブリックコメントにかかっているということで、６件減って２件が追

加になる変更がありました。 

 委員の皆様と事務局にのみ配付させていただいているチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの別紙５の

２ページ目の差しかえについてですが、上の余白のところに修正点について記載させていただいてお

ります。組換え体の発芽率の標準偏差に誤りがありました。10倍ぐらい大きい値を書いていたという

ことで、この部分を修正しています。ただ、ｔ値に変わりはないということで、統計分析の結果自体

は変わらないということでございます。 

 資料の説明については以上でございます。 

 傍聴の方々へのお願いですが、「傍聴される方への留意事項」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。 

 

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、議事に従いまして本日の総合検討会を進めたいと思います。どうぞ御協力をよろしくお

願いします。 

 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たものです。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まして、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
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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、委員の皆様で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、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、資料１を御覧いただきたいと思います。 

 申請案件の審査状況についてですが、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

チド含有イネとチョウ目害虫抵抗性トウモロコシであります。使用等の内容につきましては、いずれ

も「隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為」となっておりまして、

これまでの検討状況につきましては、農作物分科会におきまして本年の３月と５月に、いずれの案件

も２回御審議いただいておりまして、本日初めて総合検討会にかかるものでございます。 

 これまでのその他の事項での承認等の状況でございますが、これら２件につきましては、これまで

に承認されているものはございません。 

 資料１につきましては以上でございますが、審議に入ります前に、本日御欠席されています武田委

員から御指摘があった点について、御説明いたします。 

 スギ花粉ペプチド含有イネの別紙１の13ページの表９についてです。別紙につきましては委員と事

務局限りになっておりますので、傍聴者の方々には配付させていただいておりません。これは土壌微

生物相試験の結果でございますが、平均値に比べて標準偏差の値が大きく、同じオーダーになってい

るということで、一般的には標準偏差が１けた小さい値になるのが普通ではないか、調査方法等に問

題があったのではないかというような御指摘がございましたので、申請者に確認させていただきまし

た。今回の土壌微生物相試験では１個体ごとにポット栽培をしているのですが、ポットごとに微生物

の数にばらつきがあったために標準偏差が大きくなってしまったのではないかという話でした。その

点につきまして武田委員にお話しさせていただいたところ、このようにばらつきが大きくなってしま

うというのは、結果的に統計分析をしたときに有意差が出ないということになってしまいますし、こ

れは隔離ほ場試験の申請ということでありまして、今後の試験において標準偏差が大きくならないよ

うな適切な方法でやっていただきたいというお話でございました。 

 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、まずスギ花粉ペプチド含有イネについて検討したいと思います。まず、近藤委員より農

作物分科会での検討結果について、資料２に基づいて御報告をお願いいたします。 
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〈スギペプチド含有イネ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：スギ花粉ペプチド含有イネ（7Crp, Oryza sativa L.)（7Crp ＃242-95-7） 

第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 

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、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 7Crp 遺

伝子発現カセットが、本組換えイネのゲノム上に１コピー移入されていることが、サザンブロッ

ト分析により確認されています。なお、大腸菌由来の hpt 遺伝子（ハイグロマイシン耐性遺伝子）、

アグロバクテリウム Ti プラスミド由来の T-ipt 遺伝子（サイトカイニン合成酵素遺伝子及びター

ミネーター）及び酵母 pSRI プラスミド由来 R 遺伝子（酵母部位特異的組換え酵素遺伝子）につ

いては、Hm-MAT ベクターシステムにより脱離されています。 

 また、7Crp 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

析及び１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胚乳組織特異的に発現していることが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。しかし、こ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。 

 我が国の特定網室において、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、

出穂日に差異が見られたほか、稈長について対照との間で有意差が認められました。しかし、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 ペプチドを産生するが、ヒト T 細胞が認識するエピトープのみで構成さ
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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、マウスの成育が阻害さ

れたり、アレルギー症状が観察されませんでした。これらのことから、本組換えイネが有害物質

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哺乳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。 

我が国の特定網室において、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ますが、対照との間で有意差は認

められていません。 

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 

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

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 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、今お読みいただいた資料２－１、それから、お手元には資料２－２と申請書も配付され

ておりますので、それらについて御質問、御意見がありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 御覧いただいている間に、文章上の問題だけですけれども、少し言葉を加えたほうがスムーズにな

るかなと思ったところがあります。資料２－１の２ページの上から３行目、「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、マウスの成育が阻害されたり、アレルギー症状が観察されるこ

ともなかった」と、「されることも」を入れたほうが文章がスムーズになるかと思います。実質上は問

題ないわけですけれども。 

 

○近藤委員 

 資料２－１を読んでいてそのように思いました。目で見ているだけだと気がつかないのですが。 

 

○原田座長 

 いかがでしょうか。 
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○髙木委員 

 １つ教えていただきたいのですが、評価書の10ページに MAT ベクターシステムの概要というのが

出ています。これで、MAT の R という酵素で RS 配列の部分が離脱するわけですね。左のほうに離脱

したものと離脱していないものの見分け方が、サイトカイニンの濃度の関係で、正常な茎葉が伸長す

るかしないかで見分けると書いてあるのですが、もともと何も入っていないものとはどのようにして

区別するのですか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 ハイグロマイシン抵抗性で選抜した細胞から、ベクター自体が入ったものを一旦選抜しておいて、

その中からRS配列部分が抜けたものは茎葉が伸長するようになります。２段階の選抜で区別します。 

 

○髙木委員 

 最初からベクターは入っているわけですか。ハイグロマイシンレジスタントになっていて、培養し

ている間に R 遺伝子が働いて、このシステムが脱離して、そして正常な茎葉が伸長してくるわけです

か。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○髙木委員 

 そのために、わざわざ R 遺伝子と RS 配列というのを入れているわけですか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○髙木委員 

 hpt 遺伝子も要らないわけですね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 選抜の課程ではあるのですけど、茎葉が伸びてきたものには入っていません。 

 

○髙木委員 

 最初は rpt 遺伝子を使って、後で ipt 遺伝子を使うということですか。うまくできていますね。 

 

○原田座長 

 日本の特許ですよね。 
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○髙木委員 

 わかりました。どうもありがとうございます。 

 

○原田座長 

 林委員、何かございませんか。 

 

○林委員 

 評価書で、直接関係するのは８ページの下のほうのクモヘリカメムシの件と、11ページの髙木委員

がおっしゃったマウスの件ですが、これはいずれにしても機能性を向上した GM 作物ですよね。ダイ

ズにもありますけれども。我々は GM 作物の生物多様性影響評価の検討を行うことが任務なのですけ

れども、このように機能性を導入して、食用にして大丈夫なような GM 作物ついての評価手法につい

ては、今までの、一般的に我々が扱ってきた GM 作物と同じような手法、同じような分野について限

定するということで、大体のところはカバーされていますし、それでよろしいのではないか、このよ

うなお手本でいけるではないかということになると思います。 

 それからもう１つは、さはさりながら、生物多様性に関係するような非意図的な影響が、生物多様

性を支えるような、例えば動物にあるかどうかというようなことが、これでは虫とネズミを用いて経

口で調べています。ですから、従来の環境影響を調べるのに加えて、このように食するものについて、

それが何かを受けて生物多様性に影響を与えるというようなこともないという２点で調べています。

このような点が加えられるということで、そこが今までと違うと思います。これは機能性食品の評価

を行うときに、１つの新しい手法と思います。その２点が大きいと思うのですけど、それが国内のこ

とです。 

 それから、国外のことですが、実は数日前、いらっしゃった方があるかもしれませんけれども、フ

ィリピンにある稲研究所(フィルライス)の方が、国際稲研究所(IRRI)で開発されたゴールデンライスの

話をしたのです。それに私も出席しました。フィリピンでは国じゅうを挙げて研究に取り組んでおり、

国際的にもいろいろな機関や国、ヨーロッパの国とも組んで、全面的にゴールデンライスの研究を進

めています。それが実際に使われるような東南アジアの国とも組んで研究を進め、人的な関係、地域

資源の関係も、がっちり組んで研究を進めています。それに比べると、日本の場合は孤軍奮闘という

感じで、開発者にはお気の毒のような気がするのです。このイベントをいろいろ苦労なさって開発さ

れ、これから先もいろいろ御苦労があると思いますが、特に食品との関係ですかね。開発者自身もど

のような仕組みでいろいろな研究を進めていけばよいかということが難しかったかもしれません。 

 今後のこともあって、このイベントは外国からも注目されている研究なのです。そのようなときに

は、開発者の方が孤軍奮闘で済まないようなことがこれから行われればよいかと思って、ちょうど今

日、どうするかという新たなメカニズムができたわけです。是非、そういうところでも、外国からも

注目されるイベントが開発されたときにはどう支援するかというようなことも御検討いただけるよう

になれば非常によろしいかと思います。 
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○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 私も、２点とも同感でして、後者は先ほど横田課長から御報告がございましたように、７月いっぱ

いぐらいで中間報告というか、方向性が決まって、秋から具体的にどうするかという議論が始まると

いうようなお話でしたけれども、ぜひ、それはその検討会のする仕事だと思いますけれども、よい報

告なり結果が出ることを私としては非常に強く望んでおります。 

 それから、１点目のほうも非常に今後重要な問題になってきて、農作物分科会でもう少し話が出た

かなと思うのですけれども、スズメという言葉まで出たかどうかはわかりませんが、イネの場合、ス

ズメが大量に食べにきますよね。そういう場合に、入れた産物によっては全く影響がなくはない場合

も出てくるかと思いますので、今おっしゃったように、今後はその辺のことも注意する必要があるの

ではないかと考えております。 

 どうもありがとうございました。 

 髙木委員、ほかに御質問はありますでしょうか。 

 近藤委員もよろしいですか。 

 それでは、御意見を伺ったところで取りまとめたいと思いますが、ネガティブな御意見はなかった

ので、次のように取りまとめたいと思います。 

 申請者から提出されたスギ花粉ペプチド含有イネについて、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じ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。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 では、事務局から申請者へそのようにお伝えください。 

 ２点目は、これも資料３－１、資料３－２、申請書もございますが、チョウ目害虫抵抗性トウモロ

コシでございますが、先ほどと同じように、農作物分科会での検討結果につきまして近藤委員から御

報告をお願いいたします。 

 

〈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〉 

 

○近藤委員 

 それでは、同じように資料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トウモロコシ（改変 vip3A, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis )(MIR162, OECD 

UI:SYN-IR162-4 ） 

第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、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） 

 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
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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、アグロバクテリウム法を用いて作出されており、プラスミド 

pNOV1300 に由来する改変 vip3A 遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）及び pmi 遺伝子（ホスホ

マンノースイソメラーゼ遺伝子）が本組換えトウモロコシのゲノム中に１コピー移入されており、

複数世代にわたり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。 

 移入された改変 vip3A 遺伝子及び pmi 遺伝子の安定した発現は、複数世代を用いた ELISA 法に

よる改変 Vip3A 蛋白質及び PMI 蛋白質の検出により確認されています。 

（注）移入された pmi 遺伝子の産物である PMI 蛋白質（ホスホマンノースイソメラーゼ）は、マ

ンノース 6-リン酸とフルクトース 6-リン酸を相互変換する酵素であり、この遺伝子によりマンノ

ースを炭素源として利用できる形質が付与されます。この形質は、目的遺伝子が投入された細胞

の選抜指標として活用されています。 

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。 

 米国の複数のほ場において、2005 及び 2006 年に、本組換えトウモロコシの形態及び成育特性

（15項目）が調査されている。対照との間で有意差が見られた項目は、ほ場により異なり、2005

年では、２カ所のほ場でそれぞれ、発芽率及び収穫個体数、試料重量、2006年では、４カ所のほ

場でそれぞれ、後期成育程度及び穀粒中の水分含量、収量、穀粒中の水分含量、後期成育程度で

した。しかしながら、有意差が見られた項目については、栽培年度及びほ場間での一貫性は見ら

れませんでした。したがって、これらの差異が移入された遺伝子に起因する可能性は低いと考え

られました。 

 また、別途観察された、成育初期の低温耐性、成体の越冬性、脱粒性、花粉のサイズ及び稔性

には、対照との間で相違は認められませんでした。 

 本組換えトウモロコシには、移入された改変 vip3A 遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が付与さ

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成育を困

難にさせる主な要因で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。 

 また、移入された pmi 遺伝子により PMI 蛋白質が発現するため、マンノースが炭素源となり得

ますが、この形質により、競合における優位性が高まることはないと考えられます。 

 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、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。 
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 本組換えトウモロコシには、PMI 蛋白質の産生性が付与されていますが、その反応は特異的で、

PMI 蛋白質が反応する他の天然基質は知られていません。このため、PMI 蛋白質が宿主の他の代

謝経路に影響を及ぼし、有害物質を産生するおそれはないと考えられます。 

 米国において、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、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、対照との間で有意差は認められていません。 

 改変 Vip3A 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 Vip3A 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。 

 なお、改変 Vip3A 蛋白質及び PMI 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。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまの近藤委員の御報告に基づきまして、何か御質問、御意見ございませんでしょうか。 

 林委員、何かございますか。 

 

○林委員 

 大したことではないかもしれませんが、Vip3A 蛋白質ですね。これは、ほかに Vip1A 蛋白質、Vip2A

蛋白質があって、Vip1A 蛋白質、Vip2A 蛋白質はコウチュウ目で、Vip3A 蛋白質はチョウ目というこ

とと、Vip3A 蛋白質は、例えば Cry1Ab 蛋白質とは一応効き方がすみ分けるということが評価書のほ

うに書いてあるのですけど、これそのものには関係ないことですが、評価書を読んでいるとつながり

方がわかります。 

 これは将来の問題ですけれども、農作物分科会では問題にならなかったのですけれども、例えば
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Vip3A 蛋白質が持っているものが Cry1Ab 蛋白質を持っているものと、トウモロコシだからかかりま

すよね。そうなったときに Vip3A 蛋白質と Cry1Ab 蛋白質との間に相互作用があるかどうか、あるい

はこれをスタックしたときに、スタックが出てくればそれがわかると思うのですが、今後、そのよう

なことに気をつければいいかと思います。これそのものについては特にございません。それが１点で

す。 

 もう１つは、アメリカにおける承認がほとんど2007年に行われていますね。米国食品医薬局（FDA）

もそうですし、米国動植物検疫局(APHIS)もそうです。ほとんど日本と同時に行われています。これ

は非常に望ましいことなのですけれども、アメリカは承認して、日本は承認しないで、日本に輸入さ

れてくるということはなるべく避けたいわけです。そういう意味でもアメリカと合わせて申請されて

きており、そういう意図があったのかなと思うので、それは望ましい方向だと思っております。 

 

○原田座長 

 髙木委員、何か質問はございますか。 

 

○髙木委員 

 特にありません。 

 

○原田座長 

 近藤委員はいかがですか。 

 

○近藤委員 

 林委員が御指摘の作用点がどうかですが、今までは Cry 蛋白質と Vip 蛋白質はほとんど同じという

説明を受けているわけですが、本当にそうかどうかというのは、確かに今おっしゃったような、両方

入ったときに例えば環境スペクトルに変化がないかとか、いろいろな試験結果から判断できるので、

その辺はこれから注意していかなければいけないなと私も思いました。 

 

○原田座長 

 そのうちにスタックみたいなものが申請されてくる可能性がありますね。 

 私は、この内容そのものには影響ないのですけれども、いつも気になるのは、資料３－１も資料３

－２も、おそらく事務局で常用漢字の範囲を出ないように注意されていると思うのですが、私は、ほ

場の「ほ」が平仮名で、「場」が漢字になっているのがすごく気になっているのですけども、あれぐら

いは漢字を使ってはいけないのですかね。カルタヘナ法の関係資料集などでは、「ほ場」というのが出

てくるのだろうと思うのですが、みんな「ほ」は平仮名になっているのですかね。いつも気になるの

ですが。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 少なくとも局長通知が「ほ場」になっていますので、ほ場の「ほ」は平仮名にしています。 

 

○横田技術安全課長 

 農水省は全部、「ほ場」に統一されております。 

 

○原田座長 

 もう少し専門的な単語が出てきた場合でも常用漢字のルールを当てはめているのかどうか、私は自

信がないのですけれどもね。平仮名にしたら意味がつかみにくいもので、もしかしたら農水省でも漢

字にしている場合があるかと思いまして。 

 

○横田技術安全課長 

 原田座長がおっしゃるように、確かに漢字を使ったほうがわかりやすいものもあるのですが、常用

漢字でこういうルールでいきましょうという一定の枠が入ってくるので、そうすると平仮名を使わざ

るを得ないということになります。 

 

○林委員 

 「蛋白」は片仮名ですか、漢字ですか。両方使っていますよね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 そこは統一された決まりはないのですが、評価書上は「蛋白質」という形で漢字を使ってもらうと

いうことにしております。 

 

○林委員 

 今日も漢字になっていますよね。 

 

○髙木委員 

 最初は漢字は認められなかったのですよ。 

 

○原田座長 

 時々、気になるものがありますよね。 

 例えば、「光合成」は今は漢字になっているからいいのですけれども、一時、近藤委員は御存知でし

ょうけど、「こうごうせい」と言わないで「ひかりごうせい」と言うようにしようということになって、

ある時期の岩波の生物学辞典は「こうごうせい」で引いても出てこなくて、「ひかりごうせい」でなけ

れば出てこなかった時期があるのですけれども、教科書でも、蛋白質は、私が前に見たときは仮名だ

ったと思うのです。 
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○近藤委員 

 蛋白質の場合は、普通は片仮名で書くので紛らわしくないのですね。ただ、ほ場の場合は、先頭に

来ればいいのですが、文の途中に来ると、前にも平仮名があって、わかる人が読めばわかりますが、

「ほ場」というものがわからない人がいましたら読めないと思うのですね。これは本当は考えていた

だきたいものですね。 

 

○原田座長 

 ほかの検討会でも同じような問題があるのではないかなと思いますけれどもね。 

 

○横田技術安全課長 

 時々の流れで、できるだけ片仮名でなくて漢字を使いましょうという流れになったり、また片仮名

が多くなったりしています。小泉総理は、日本語は美しいので、できるだけ漢字を使えみたいな動き

があって、一時期、外来語的な言葉はかなり漢字に移っていったのですが、安倍総理は、そういう面

では英語的なニュアンスでおっしゃっております。そこは時々の流れもあるのだと思います。 

 基本的に農水省では、科学的に使うときには、「ほ場」という形で使っています。ある程度は省の全

体の方向性に合わせるようにしなければと思います。確かに、わかりやすいというのもあるのですけ

ど。 

 

○近藤委員 

 農水省の方たちはわかるのです。ほかの分野の人がわかるかどうかですね。 

 

○髙木委員 

 せっかく Vip 蛋白質と Cry 蛋白質の話がありましたので、ちょっと教えていただけますか。 

 評価書の８ページの下から９ページの上までで、Vip3A 蛋白質のアミノ酸配列が Cry1Ab 蛋白質と

一致した割合は、全長では19.5％、コア蛋白質部分で11.7％しか似ていない、非常に相同性が低いと

いうことが書いてあるのですけれども、別紙の12に系統樹が出ていますね。この文章が、９ページに

戻りますけれども、「どちらの蛋白質においても、同じ分類に属する場合には相同性が高く、異なる分

類に属する場合には相同性が低い傾向が見られる。」とありますが、同じ分類とか異なる分類というの

は何を指しているのでしょうか。Bacillus thuringiensis のことなのですか。 

 

○原田座長 

 別紙12の図２で、Primary Rank 、Secondary Rank 、Tertiary Rank と上のほうに書いてありますよ

ね。例えば Primary Rank のところで違うグループに入っていたら似てないとか、そういう意味なので

はないでしょうかね。私はそのように考えていたのですけれども。 

 田中補佐、このように書いてあるときの定義みたいなものがあるのですかね。 
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○田中技術安全課長補佐 

 私の理解では、もともとの Bt の分類同士が近い場合は当然 Vip の配列も近い、そのような意味をこ

こは言っていると理解したのですが。 

 

○髙木委員 

 これは、よくわからないのだけれども、Bacillus thuringiensis の蛋白でしょう。種が１つですよね。

ただ、サブスピーシーズとか、ストレインとか、いろいろなのがあって、それ同士が近い、例えば 16

Ｓのリボソームの DNA のあれと近いものの Cry はお互いに近くて、Vip もお互いに近い。そういう意

味ですかね。株同士の性質が近いと、それの性質も近いと、そういう意味ですね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 当初、この系統樹の中に Cry と Vip を同居させて書くことは可能かと言ったのですが、全く似てい

ないので、それは書けないということになりました。 

 

○髙木委員 

 十数パーセントじゃ書けませんよ。 

 

○原田座長 

 だから図１と図２に分かれているわけですね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○近藤委員 

 この分類というのは、Bacillus なのですかね。そうとれますかね。 

 

○髙木委員 

 この分類という意味が、すごくわかりにくいですね。 

 

○近藤委員 

 普通、直接こう述べていることだから、蛋白の分類というふうに見えてしまうのでしょうね。生物

学的な分類と、これだけでとれますかね。 

 

○髙木委員 

 同じ分類に属するというのは、菌株の分類のことですか。 
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○田中技術安全課長補佐 

 菌株の分類と理解してします。 

 

○近藤委員 

 今の説明は納得できるのですけれども、文章だけ見ると、ちょっとわかりにくいですね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 もし蛋白の分類が近ければ、当然入るから、何の意味もないです。ごく当たり前のことですが。 

 

○近藤委員 

 田中補佐の説明は非常に説得力があるのですけれども、文章だけ読むと、そのようなことがわから

ないですね。 

 

○髙木委員 

 片方は細胞の中にあって、食べると死ぬけれども、片方は分泌して外にある。そういう違いもある

わけですね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 そうですね。 

 

○原田座長 

 強いて言えば、評価書のほうを何の分類か、蛋白か、菌株の分類かを明確にすることですかね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 そこを評価書に書かないといけないですね。 

 

○原田座長 

 ほかに、よろしいでしょうか。 

 それでは、意見を次のように集約したいと思います。 

 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じ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。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 では、事務局から申請者へお伝えください。 
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（２） その他 

○原田座長 

 次の議題はその他ということですが、事務局から報告事項はございますでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会の開催日につきまして御連絡申し上げたいと思いますが、６月22日金曜日の午後

２時から、飯野ビルで開催させていただきたいと思います。会議室の所在につきましては資料を送付

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 

 本日の議事全般について、何か、御意見、御質問はございますでしょうか。 

 特にないようでしたら、本日の議事はこれで終わりますので、事務局にお返しいたします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 本日は熱心な御審議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 


