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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６月２２日（金） 

於：飯野ビル農林水産省第１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。また、小野里

委員はしばらくしたらお見えになられるのではないかと思います。 

 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 

 横田でございます。本日は雨の中、またお忙しいところ本検討会に御出席いただき、ありがとうご

ざいます。 

 本日は、少し最近の遺伝子組換え農作物の研究開発の現状についてお話ししたいと思います。 

 前回のときにも、遺伝子組換え農作物等の研究の進め方に関する検討会を立ち上げたというお話を

させていただきました。武田委員にはそちら検討会にも御出席いただいておりますけれども、５月に

立ち上げまして、これまで４回ほど検討会を行ってきております。主に民間企業なり独立行政法人な

り、あとは関係学会などとヒアリングを行いながら、委員の間でのディスカッションを行っていただ

くという形で進めてきております。７月の第１週目、第２週目でもう論点整理をして、中間的な取り

まとめの案をつくろうという形で今進めているところでございます。 

 主にこれまでの４回の意見交換、ヒアリングも含めてでございますけれども、その中では、やはり

この遺伝子組換えの考え方について、技術の有用性や、政策における重要性、そういう観点できちん

と重点化して進めていく必要があるという御意見をいただいております。また、消費者メリット、生

産者メリット、そういうものをきちんと考えた上で研究開発は進めていく必要があるだろうという御

意見もいただいております。 

 また、遺伝子組換え技術で何でもできるわけではありませんので、育種技術の一つとして考えて、

きちんと組換え体でなければできない部分を示していくべきではないか、また、メリットやデメリッ

トについて正しい情報を提供して行き、国民の皆様とのコミュニケーションも進めながら、きちんと

進めていく必要があるというような御意見を賜っております。 

 こういうものを含めながら、これからまた７月の１週、２週目ぐらいで中間取りまとめを行って、

さらにその後、年内を目途に取りまとめを進めていくという形でやっておる最中でございます。 
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 当然ながらその中では、重点的に進める分野をどこにするのかというのは大きなポイントになって

きますし、また研究開発だけで終わるだけではなくて、この研究開発に費やした分、いろいろな人の

資源、紙の資源とかを費やしているわけですので、それをどういう形で国内に還元していくのか、ま

た世界の方に還元していくのか、そういう視点でも今後我々としては重い責務を持った上で進めてい

く必要があるのではないかというふうに思っております。 

 本日は総合検討会ということで、４件ほど承認申請の件がございますので、またお時間をいただき

ながら、じっくりと御審議いただければと思います。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たいと存じます。 

 本日の検討会の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すので、

こちらに基づきまして確認させていただきたいと思います。配付資料一覧の次に資料１がございます。

その次に資料２－１、除草剤グリホサート及びアセト乳酸構成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP-356043-5)

の農作物分科会における検討の結果です。その次に資料２－２、ダイズ(DP-356043-5)の生物多様性

影響評価書の概要があります。その次に資料３－１、除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔

生回復性セイヨウナタネ(MS8×RF3)の農作物分科会における検討の結果です。その次に資料３－２、

セイヨウナタネ(MS8×RF3)の生物多様性影響評価書の概要です。その次が資料４－１、除草剤グル

ホシネート耐性及び雄性不稔及び稔生回復性セイヨウナタネ(MS1×RF1)の農作物分科会における検

討の結果です。その次に資料４－２、セイヨウナタネ(MS1×RF1)の生物多様性影響評価書の概要で

す。その次に資料５－１、除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔生回復性セイヨウナタネ

(MS1×RF2)の農作物分科会における検討の結果す。その次に資料５－２、セイヨウナタネ(MS1×

RF2)の生物多様性影響評価書の概要です。その次からは参考資料になりまして、参考資料１、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、その次が参考資料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です。 

 配付させていただきました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。よろしいでしょうか。 

 それでは、参考資料の１から３について御説明させていただきたいと思います。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です。前回の総合検討会は

５月24日に開催しましたが、それ以降で新たに加わったものがございますので御紹介させていただき

ます。３ページ目の上側にダイズの欄がありますが、ダイズの７番目に高オレイン酸含有及び除草剤

アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ(DP-305423-1)があり、こちらが本年５月30日に承認されてお

ります。その次が５ページ目の上側がトウモロコシの欄ですけれども、トウモロコシの31番目の除草
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剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ(DP-098140-6)があり、こちらも同

じ日に承認されております。その次が６ページ目のワタの欄ですが、15番目のチョウ目害虫抵抗性ワ

タ(COT67B)と16番目のチョウ目害虫抵抗性ワタ(COT102)の２件が承認されております。いずれも隔

離ほ場の試験の承認でございます。 

 その次、参考資料２、カルタヘナ法に基づく経過措置により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ですが、これはいわゆる経過措置案件と言われているものでござ

います。この中で、セイヨウナタネの２番目から４番目の、いずれも名称としては除草剤グルホシネ

ート耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネですが、これら３件が本日御審議いただく案件

に含まれております。 

 次に、参考資料の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ですが、前回の総合検討会から変わっているものとしますと、５番

目のスギ花粉ペプチド含有イネ(7Crp#242-95-7)と６番目のチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(MIR162)

が加わっておりまして、これらは５月24日に審議いただき、ただいまパブリックコメントにかかって

いるものであります。また、５月24日時点に比べますと、先ほど申し上げましたように、５月30日に

４件承認がおりていますので、その分この参考資料３から減っております。 

 参考資料１から３につきましては以上でございます。 

 傍聴の方々には「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が、そちらのほう

を守っていただきますように、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、皆様方の御協力を得ながら、本日の会議を進めたいと思います。 

 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、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

説明していただきます。その後、個々の申請案件について委員の皆様で検討をし、意見を集約した後、

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。 
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○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たいと思います。 

 資料１は、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。ここに本日御審議いた

だきます４件が載っております。上から順に、除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐

性ダイズ(DP-356043-5)、その下の３件のナタネにつきましては名称としては同じでありまして、除

草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネという、いわゆるスタックセイ

ヨウナタネといわれるものでございますけれども、名称は同じでございますが親系統が異なっており

ますので、２番目から４番目の案件、順にMS8RF3、その次がMS1RF1、その次がMS1RF2というふ

うに名称がついております。 

 使用等の内容については、ダイズにつきましては、「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。 

 また、ナタネの２番目のものにつきましてはダイズと同じであります。ただ、３番目と４番目のナ

タネにつきましては、２番目のナタネと違いまして、使用等の内容のところは「栽培」が入ってござ

いません。そのような違いが生じているのは、その裏を見ていただきますと、親系統の審査状況が載

っておりますが、これはMS8RF3の親系統のMS8とRF3につきましては、ここの表にございますよう

に使用等の内容のところには「栽培」が入っておりまして、すでにこれらMS8とRF3につきましては

承認がおりております。 

 一方、MS1RF1とMS1RF2というスタックナタネのほうの親系統でありますMS1、RF1、RF2につき

ましては、いずれの項目についても我が国で承認は受けていない状況になっております。スタックセ

イヨウナタネにつきましては、その分離によって親系統と同様の性質を有すると考えられる種子がで

きるというようなことが農作物分科会の審議の中でもポイントとなりまして、スタックセイヨウナタ

ネの栽培についてはスタックセイヨウナタネそのもののデータが揃っていることに加えて、親系統の

栽培が承認されているということが必要であろうという御指摘がありまして、このようにMS8RF3に

つきましては親系統の栽培も承認されているということで使用等の内容の中に「栽培」が入るという

ことになりました。MS1RF1とMS1RF2のほうについては親系統の承認が得られていないということ

でありまして、「栽培」が入っていないというような違いが生じております。 

 資料１につきましては以上でございます。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。特に御質問がなければ、次に進みたいと思います。 

 

〈除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズの生物多様性影響評

価について〉 

 

○原田座長 

 最初に、除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズについて検討いたしたいと
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思います。 

 それでは、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。 

 

○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：除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ 

（gat4601, gm-hra, Glycine (L.) Merr.)(DP-356043-5, OECD UI: DP-356043-5） 

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：デュポン（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

規程に従って本組換えダイズ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 

 本組換えダイズはプラスミドPHP20163A由来の直鎖状DNAを用いてパーティクルガン法により

作出されており、gat4601遺伝子（改変N－アセチルトランスフェラーゼ遺伝子）及びgm-hra遺伝

子（改変アセト乳酸合成酵素遺伝子）をプローブとして、２世代を用いたサザンブロット分析の

結果から、両遺伝子ともゲノム上に１コピー移入されており、安定して後代に遺伝していること

が確認されています。 

 また、２世代を用いた米国でのELISA分析及び除草剤散布試験により、移入されたgat4601遺伝

子及びgm-hra遺伝子が発現し、グリホサート耐性及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与され

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ダイズ（Glycine max (L.) Merr.)は、我が国において長期にわたり栽

培されていますが、自生化しているとの報告はなされていません。 

 本組換えダイズでは、移入されたgat4601遺伝子によりグリホサート耐性が、gm-hra遺伝子によ

りアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与されています。しかし、自然環境下において、グリホサ

ート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤が選択圧となることは想定されにくいです。したがって、こ

れらの形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。 

 我が国の隔離ほ場において、競合における優位性に関わる諸形質について調査が行われており、

主茎長のみについて本組換えダイズと対照との間で統計学的有意差が認められました。しかしな

がら、主茎長について、確認のため再調査を行ったところ、統計学的有意差は認められませんで

した。このため、主茎長について認められた有意差が、競合における優位性に関して、生物多様

性影響が生ずるとは考えにくいです。 
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 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ダイズについては、野生動植物等への有害物質を産生するとの報告

はなされていません。 

 本組換えダイズでは、GAT4601蛋白質及びGM-HRA蛋白質が産生されていますが、両蛋白質が

植物の生長に有害な影響を与えることは報告されておらず、既知のアレルゲン及び毒性蛋白質と

のアミノ酸配列の相同性は認められていません。 

 我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズの有害物質（根から分泌され他の植物に影響を与

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るが、非組換えダイズとの有意差は認めら

れていません。 

 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、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 

（１）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

我が国に自生しているツルマメ（Glycine soja Sieb. et Zucc.）は、ダイズと交雑させた場合に

稔性のある種子を産生することが知られているため、影響を受ける可能性のある野生植物とし

てツルマメを特定し、以下の検討を行いました。 

（２）影響の具体的内容の評価 

 既存の文献によれば、ダイズとツルマメの雑種の生育や生殖には障害が見られないことから、

我が国の自然環境下において本組換えダイズとツルマメが交雑した場合は、その雑種が生育す

るとともに、当該雑種からツルマメへの戻し交雑を経て、本組換えダイズに移入された遺伝子

がツルマメの集団中で低い割合でとどまらずに拡散していく可能性があります。 

（３）影響の生じやすさの評価 

 ツルマメは全国の日当たりのよい野原、道ばた等に広く自生していることから、本組換えダ

イズが近接して生育した場合、交雑する可能性があります。しかしながら、①ダイズ及びツル

マメはともに閉花受粉を行う自殖性が高い植物であること、②ダイズとツルマメは一般的に開

花期が重なりにくいことが知られており、開花期を合わせて交互に株間50cmの隣接栽培を行っ

た場合でも、交雑率は0.7％であるとの報告があること、③米国のほ場における調査の結果、本

組換えダイズと従来ダイズ品種との交雑率は、従来のダイズ同士の交雑率を超えるものではな

かったこと、などから、本組換えダイズとツルマメの交雑率は、従来のダイズとツルマメと同

等に低いと判断されました。 

（４）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 以上より、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。 
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５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えダイズ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。 

 ただいま近藤委員から除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズについてご報

告をいただきましたが、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 

 よろしいですか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 

 

○井出委員 

 この申請ですけれども、資料によると、開発者と申請者が別になっていますが、そのことについて、

この評価書のいろいろなデータで、開発者が調査したというふうに書いてあるところと、何も書いて

いないところとあるのですけれども、何も書いていないところは申請者が独自に調査したというふう

に読んでよろしいのでしょうか。 

 

○原田座長 

 これは、私の記憶では農作物分科会でもちょっと議論がありましたよね。どうでしたかね。あった

ような気がしたのですけれども。申請者と開発者が違うということは何か問題はありますでしょうか。 

 

○近藤委員 

 そのくらいはよくあることですよね。 

 

○原田座長 

 ええ。データが申請者が調査したものか、開発者が調査したものかという質問はなかったかと思い

ますけれども。 

 

○井出委員 

 特別そう書いてあるところと、そうではないところがあって、その辺の仕分けがどうなっているの
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かを確認したかったのですけれども、それともう一つ、そのデータなのですけれども、見ていると何

か極端に標本数の少ないものがたくさん出ているのですが、これはそういうものなのでしょうか。 

 

○原田座長 

 これもしばしば農作物分科会のほうでも議論になったところなのですけれども、統計処理を行うに

は、標本数が十分ではないようなのが時々出てくるのですけれども。 

 

○井出委員 

 先ほど、標本数が３であったり、２なんていうのもあったと思ったのですけれども。 

 

○近藤委員 

 これは以前から議論というか指摘があって、なかなか徹底していない部分かと思うのですけれども、

かなり前は１回だけの試験で評価書が上がってきたり、それから現在でも標本数が２とか３とかとい

うのがあったりするわけですが、もともとあった統計処理というのが全くなされていないということ

があって、それについてはしばしば農作物分科会でももう一度聞くときがあります。標本数がどのく

らいあったらいいかというと難しいのですが、本来かなりたくさんないといけなくて、３とか４では

話にならないというような指摘は農作物分科会で委員の方からいつも出てきます。 

 それは改善をしていただきたいというふうに思っているのですが、現状ではこうなっていて、その

ことによって特にこの審査の評価が変わるというわけではないということで、今のところはここまで

上がってきているということで、農作物分科会でもこれでいいという判断をしているわけではないで

す。 

 

○原田座長 

 現状ではやむを得ないのではないかなというような解釈で、農作物分科会のほうからは上がってき

たのだと思いますが。 

 

○近藤委員 

 今こういう御指摘があったので、我々としては、申請者にはその辺を十分に注意していただきたい

と思います。農作物分科会でも出ているのですけれども、なかなか現実はそこまで行かないというこ

となので。 

 

○井出委員 

 標本数が少ないのであれば少ないで、こういう書き方でなくて、実際に具体的な数値を挙げて、あ

たかもその統計的に有利であるかのような書きぶりというのは、これは極端に言えばうそですので、

それだったら個別の数値を挙げて示すほうがより正しいというか、情報をきちんと示していることに

なるのではないかなと思ったのですが。 
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○近藤委員 

 これは試験を、先ほどの最初の御指摘にもあるように、その試験をしている人というかグループが

同じではないというのがしばしば出てくるのですね。開発者といいますか、もともとのところで試験

したのと、それから、例えば以前、国の試験研究機関で行っていた試験というのはデータの取り方が

違っていて、そういうものをまとめて議論するときに統計的な話ができないデータが幾つか混ざって

しまいますと、本来統計的有意差の話を前提としてやってはいけないと思うのです。一部だけやって

あっても、それは本来おかしいと思います。 

 ただ、試験を行っているところが多分複数あって、それぞれのところからの結果としてはそういう

統計処理をした結果が出てきたり、統計処理しなければと回ってきて、それをまとめてこういう申請

をするという形で書いていって統一させるという内容というのが現状だろうと思います。 

 

○原田座長 

 この評価書が提出されたのが、最初は去年だったですかね、最近はかなり厳しく事務局を通じて、

統計処理ができるような個体数で試験をやるようにということは申請者に必ず伝えるようにしている

のですけれども、それ以前のものはどうにもならないことが結構あるものですから。 

 

○武田委員 

 井出委員が御指摘の点は、私もいつも気にして、やかましいことを言わせていただいているところ

なのですが、ただ、考えてみますと、私たち最初の段階でこういう形質については調査しなさいと。

例えば、越冬性とか休眠性とか交雑性とか、そのアイテムについて議論して、これだけのものをそろ

えなければだめだというふうに言いましたけれども、それでは、それを例えば最低何個体、何反復で

調査しろというマニュアルは示していないのです。そうすると、申請者側を縛るには、こちらにも実

は手落ちというか不備があるわけなのです。 

 さきほどの場合も、例えば全体の反復数は３しかないと、これは私も問題だと思っているのですけ

れども、プロットの中では12個体調べているのです。普通、稈長とか草丈とか、そういったものは36

個体調べてあればそれなりかなと思って、私は、今回この申請は非常に上手につくってあるなという

印象で見ていたのですけれども。 

 反復数を増やすとどうしても有意差が出てしまうのですよね、わずかな差でも。そこを回避するに

は、かえって反復を減らしておいたほうがややこしい議論をしないで済んでしまうというところもあ

りまして、それは厳密に言うと、井出委員がおっしゃるとおりある種のうそなのですけれども、テク

ニックというのですかね。 

 もし今後、このようなケースについては、プロットサイズは少なくともこれだけ、反復数はこれだ

け、というような指示をするかどうかということをどこかで考える必要があるのかもしれないと思っ

ています。 
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○近藤委員 

 ただ、それが難しいのは、多分、試験する試料によってできる、できないというのがあって、標本

数をあまり低めに定めてしまいますと、本来ならばたくさんできるものでも一番少ないところで試験

を行ってしまうので、なかなか言いにくいところがありますよね。 

 

○武田委員 

 例えば、出穂期では稈長が、生物的に誤差の少ないケースですので、ほとんど反復がなくても問題

ないのですけれども、前回の総合検討会に欠席する関係で事務局へコメントを送らせていただきまし

た。土壌微生物はものすごく数が変動するもので、幾ら反復をとっても本当の意味でreliableな数字に

なっているかどうかというのはわからないので、土壌微生物数について議論をしても、今回も実はナ

タネでちょっと問題を指摘させていただきますけれども、あと出てくる形質にもよると思います。そ

れと、この申請に絡んで一体どのぐらいそれがバイタルなのか、その辺で、言ってみればもう反復が

なくてもいいような形質すらあるのかなというような印象を持っているのですけれども。 

 

○原田座長 

 それでは、ほかの御質問を先に伺ってまいりたいと思います。 

 

○高木委員 

 １つよろしいですか。私、微生物が専門なので、ちょっと気になったのは、評価書の15ページの左

の一番下です、アグロバクテリウムの菌体の残存の有無というところが何も書いていないですが。こ

れはアグロバクテリウムの残存を確認しなくてもいいのでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 このイベントはパーティクルガン法で行っていますので、アグロバクテリウムの菌体の残存の有無

については、行っていないということです。 

 

○高木委員 

 アグロバクテリウム法を使っていないという意味ですか。わかりました。 

 

○原田座長 

 林委員、何かございますか。 

 

○林委員 

 ほかのことでよろしいですか。 
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○原田座長 

 はい。 

 

○林委員 

 このアセト乳酸のほうは、これは初めてではなくて、今、トウモロコシでも申請がありますし、除

草剤のグリホサートとの組合せで、それからダイズでは高オレイン酸でも申請がされていまして、初

めてではない組合せで、しかもこれはスタックではないのです。 

 それで、特にアセト乳酸は除草剤としてはほかのものに比べれば新顔であるけれども、すでに承認

例があるということで、ほかにアメリカでの散布試験の結果が評価書の20、21ページにあります。 

 それから、日本ではもう少し細かい栽培試験の報告が評価書の別紙６にあるのですけれども、この

除草剤も結構だと思うのですけれども、１カ所修正していただきたいところがあります。これは私の

見間違いではないと思うのですけれども、23ページの第２パラグラフ２の９行目です。「を確認した

（別紙６の表１及び図１、４）」とあるのです。これは、図の２から５なのです。別紙６を見ていた

だくとそのようになっています。ここのところは何かの物理的な間違いと思います。 

 

○原田座長 

 別紙６は間違いないのですね。 

 

○高木委員 

 図１は配置図ですね。 

 

○林委員 

 そうですよね。ですから、図１から図４ではなくて、図２から図５です。 

 

○近藤委員 

 図１から図４ではおかしいですよね。図２から図５ですよね。 

 

○林委員 

 図２から図５でしょう。そこのところが１つ、物理的に直していただきたいというのと、それから

もう一つよろしいですか。 

 

○原田座長 

 はい。 

 

○林委員 

 野生種との交雑についてはこの御報告のとおりで異論はないです。むしろこれに加えて、この評価
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書には書いてありませんけれども、最近、日本の研究者によって2003年から４年間かけて、愛知から

佐賀までの55カ所ぐらいの実際にツルマメが生育しているところで詳細な研究が出て、今、国際学会

誌に投稿中のものがあります。 

 そのポイントだけ申し上げますと、現場で確かめると、栽培種からツルマメへの交雑率は非常に低

いとのことです。それが１点。 

 それから、中間のものを見ていくと、逐年で追っていくと、中間のものはだんだん消えていくとい

うことで、増えていくということにはならないとのことです。 

 それから今度、中間のものの周辺のツルマメを見てみると、それには栽培種から移ったところの遺

伝子が移っていないということで、中間種からツルマメのバッククロスは起きていないということだ

そうです。 

 そのような３つのことで、この評価書と同じようにダイズとツルマメの交雑は非常に低いというふ

うに理解して、ゼロとは言いません。特に交雑中間体がどんどん広がっていくというようなことはな

いだろうという、それをサポートするような書きぶりで出ていますので、この書き方は結構だと思い

ます。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 今御紹介いただいた研究が正式にパブリッシュされたら、将来的にそれを引用して評価書を作成す

ればよろしいですかね。 

 

○林委員 

 そうです。そうしたら、そちらの研究を引用していただけばよろしいかと思います。国際バイオセ

ーフティ研究学会というのを私も加わっていますけれども、そこのところで今、投稿中というふうに

聞いていますので、それがパブリッシュされれば使っていただければいいのではないかと思っていま

す。 

 

○原田座長 

 それから、この機会にお伺いさせていただきますけれども、今までちょっと議論になっていた実験

の供試数、個体数とか、そういうのは林委員の関係されているその学会のほうではあまりそういう議

論はないのですか。 

 

○林委員 

 それほど議論されていません。 

 でも、私も武田委員に同感です。特に今日はいらっしゃらないから言うわけではございませんが、

嶋田委員が有害物質の産生性試験で必ずと言っていいぐらい指摘されます。それはやはり、ミニマム

でこれだけのプロトコルで試験をして下さいということが示されていれば、それで比較になるのです
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れども、その場その場でやり方も違うというと、極端だけれども、同じやり方をやって、あるときは

パス、あるときはアウトということもなきにしもあらずだと思います。それは非常に内外的に信頼度

を失いますので、やはりこちらでもプロトコルを検討してつくって、最低これで試験をしなさいと、

それ以上もっと反復数を増やすならそれは結構だと。最低限揃ったところでやれば、もっと客観的に

判断できると思います。本件はもちろん結構ですけれども、武田委員がおっしゃったので、私もその

ようにしたほうがいいかなと思います。特に、外から見て、それではどういうプロトコルで試験を行

っているのと聞かれたときに、プロトコルがないというのはちょっと困ってしまいます。 

 

○武田委員 

 その都度ですからね。 

 

○林委員 

 ええ。本当は試験のプロコトルがあったほうがいいと思います。 

 

○原田座長 

 それでは、宿題として我々も考えることにしたいと思いますが。 

 

○林委員 

 特に具体的に問題が起きているわけではないのですけれども、難しいですね。ケース・バイ・ケー

スで横並びの比較はできないです。 

 

○原田座長 

 ただ、それを我々のそういう意味でのガイドラインができれば、申請者のほうに浸透すればいいと

思いますけれども。 

 

○林委員 

 有害物質の産生性についてですよね。 

 

○原田座長 

 ええ。 

 

○林委員 

 後作試験、鋤込み試験、土壌微生物相試験の３つについて試験を行うというのは、日本はほかの国

に比べて非常にきちんとやっているわけです。ですから３つ試験するのは結構だと思うのです。その

やり方は最低このようにやりなさいということができればいいのではないかと思います。 
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○近藤委員 

 嶋田委員の発言などを聞いていますと、こういう統計処理をするのに、標本数が４つ５つでは少な

過ぎるという言い方をされていますよね。 

 

○林委員 

 そうですね。 

 

○近藤委員 

 ですから、それ以上多くなくてはいけないということをおっしゃっているのですが、現実にここに

出てくるのは標本数が３つであるとか。ちょっと話にならないという感じなんなのですよね。 

 

○原田座長 

 交配に関してはそういうガイドラインをつくるのはちょっと難しいかもしれないですけれどね。 

 

○林委員 

 それはそうですね。 

 

○原田座長 

 ただ、有害物質の産生性試験のほうは今までいろいろなテストの方法ができていますから、ガイド

ラインを作ることができると思うのですけれども。わかりました。 

 

○武田委員 

 同じサンプルからプレートを５枚とって５反復と言われても困るのですよね。サンプルを５回とっ

てくれないとね。だから、その辺がよく読まないと騙されるのですよね。 

 

○近藤委員 

 結構あるんですよね、そのようなことが。 

 

○原田座長 

 そうなんです。だから、わざとそうしているのか、時間がないからそうしたのか、何か生物統計の

本当のＡＢＣもあまり頭に入っていないでやっているのか、その辺のところもよくわからないですけ

れども。そうですね。ちゃんと有害物質の産生性については何らかのガイドラインがあったほうがよ

ろしいですね。 

 小野里委員は何かありますか。よろしいですか。 

 もしほかになければ、最初の申請書について取りまとめたいと思いますが、先ほどもお話がありま

したように、大分こういう実験の成果も蓄積されてきておりますので、特にダイズについては申請も
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多くて大分知見の蓄積もありますので、もしよろしければ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除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズについて、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。 

 多少引っかかるところはあるのですけれども、結論としていかがでしょうか。御異議はないでしょ

うか、今回については。 

 それでは、そのようにしますので、事務局から申請者に御連絡ください。 

 

〈除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔生回復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 

 次は、除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネについて３件ござい

ますが、３案件とも同様の内容ですので、まとめて検討するようにしたいと思います。 

 まず、農作物分科会での検討の結果について、近藤委員より、資料３－１、資料４－１、資料５―

１に基づいて御報告をお願いしたいと思います。 

 

○近藤委員 

 資料３－１に基づいて御報告させていただいて、あと、異なる点について資料４－１、資料５－１

で触れさせていただきたいと思うのですが、先ほど御説明があったように、資料３と４、５はかなり

違う部分がありまして、資料３の場合には両親系統についても承認がとられているのに対して、資料

４と５は承認がとられていないということがあります。 

 ただ、親系統について調べていないわけではなくて、評価書にも調べていることが書かれていると

思います。ただ承認は得られていない、承認を得るためには隔離ほ場試験等をやらなくてはいけない

わけですが、必ずしもやってはいないということがあって、例えばもう一段階前の試験はやってある

のが評価書に書かれているのですが、承認は得られていないということで扱い方としてはちょっと違

うのですけれども、一応３つまとめて御報告させていただくということにしたいと思います。 

 それでは、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：除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネ 

（改変 bar, barnase, barstar, Brassica napus L.） 

（MS8RF3, OECD UI:ACS-BN005-8×ACS-BN003-6）。 

 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：バイエルクロップサイエンス（株） 

 注１として、３件のスタック系統セイヨウナタネ間で、内容が異なる箇所を下線で示した、とあり
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ますので、またほかの資料４－１、資料５－１についてももう一度下線の部分に関しては読ませてい

ただきます。 

 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セイヨウナタネ（MS8RF3）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、MS8RF3は、除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネ（MS8）と除草剤グル

ホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ（RF3）を交配して作出されるものです。 

 １ 意図された形質に係る相互作用 

MS8RF3は、両交配親に由来する改変PAT蛋白質、MS8に由来するBARNASE蛋白質、RF3に由

来するBARSTAR蛋白質を産生します。 

 MS8RF3では、BARNASE蛋白質とBARSTAR蛋白質が葯のタペート細胞において相互作用

（１：１で特異的に非共有結合）することにより、BARNASE蛋白質のリボヌクレアーゼ活性は

BARSTAR蛋白質により阻害され、雄性稔性が回復する。このようにMS8RF3では両親系統由来

の形質の相互作用が見られることから、両親系統ではなく本スタック系統セイヨウナタネそのも

のを評価しました。 

 なお、改変PAT蛋白質は高い基質特異性を有しているためBARNASE蛋白質及びBARSTAR蛋

白質との相互作用はないと考えられます。 

 注２として、MS8（雄性不稔）を雌株、RF3（稔性回復性）を雄株として交配させることによ

り、稔性を持つ一代雑種品種（F1）の種子を得ることができます。 

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、我が国へは明治時代に導

入され、河川の土手や路傍、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。また、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。 

 競合における優位性に関する形質について、我が国の隔離ほ場及び特定網室において、合わせ

て22項目に関する調査が行われています。 

 その後が下線部ですが、MS8RF3の草丈、莢長及び結実粒数はDrakkarに比べて低く、千粒重は

Drakkarに比べて重く、それぞれ統計学的有意差が認められました。茎葉重はMS8RF3がDrakkar

に比べて低く、一次分枝数は１本の差でMS8RF3が少なかったです。また、MS8RF3の抽だい期

は４日、開花期は５日、成熟期は２日、いずれもDrakkarに比べて早かったです。MS8RF3の着莢

率はDrakkarに比べて3.0％低く、莢長及び結実粒数もDrakkarに比べて有意に低かったです。子実

収量は1.6ｇの差で、MS8RF3がDrakkarに比べて低かったが、千粒重はMS8RF3が重く、有意差が

認められました。しかし、子実収量及び千粒重の数値から一株当たり種子数を算出すると、

MS8RF3は1.41×10４個、Drakkarは1.88×10４個となり、MS8RF3の方が少なかったです。（事務

局注：下線部はここまで）しかしながら、このような相違により、MS8RF3の競合における優位

性が高まるとは考えにくいです。 
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 MS8RF3には、 

(1) 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、 

(2) MS8由来のBARNASE蛋白質及びRF3由来のBARSTAR蛋白質の相互作用により、MS8RF3で

は花粉を形成するが、MS8RF3の花粉の稔性は対照と同等で、サイズについてはDrakkarと有意

差はないことが確認されていること、 

(3) BARNASE蛋白質は、宿主のRNAを分解するが、それ以外の基質に対する活性を有するとい

う報告はないこと、 

(4) BARSTAR蛋白質はBARNASE蛋白質のリボヌクレアーゼを阻害する以外の機能を有するとい

う報告はないこと等から、これらの形質により、自然環境下でMS8RF3の競合における優位性

が高まるとは考えにくい 

 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 

 MS8RF3では、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質であるエルシン酸及びグルコシノレートの

含有量は、品種改良によりそれらの物質の含有量を低減したカノーラと呼ばれる品種として規定さ

れる範囲内であることが確認されています。 

 MS8RF3は、両交配親に由来する改変PAT蛋白質、MS8に由来するBARNASE蛋白質、RF3に由来

するBARSTAR蛋白質を産生する。改変PAT蛋白質は高い基質特異性を有しており、基質であるグ

ルホシネート以外にアセチル基を転移することは考えにくいです。また、MS8RF3では、

BARNASE蛋白質とBARSTAR蛋白質が葯のタペート細胞において１：１で特異的に非共有結合し、

BARNASE蛋白質のリボヌクレアーゼ活性はBARSTAR蛋白質により阻害されます。したがって、

これらの蛋白質が植物体内の他の代謝系に影響し、新たに有害物質を産生することはないと考えら

れます。 

 また、それらの蛋白質のアミノ酸配列について、包括的な相同性検索及びアレルゲンエピトープ

検索を行ったが、いずれも既知の毒素及び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）の産生性が調査されていますが、Drakkarとの間に有意差は認め

られませんでした。「有意差は認められなかった」のところに下線が引いてあります。 

 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多くのアブラナ科植物が生育しているが、セイヨウナタネ（Brassica 

napus L.）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 L.（カブ、

コマツナ、在来種ナタネ等）、B.juncea (L.) Czern（カラシナ、タカナ等）、B.nigra (L.) W.D.J.Koch



- 17 - 

（クロガラシ）及びRaphanus raphanistrum L.（セイヨウノダイコン）が知られています。 

 セイヨウナタネ、B.juncea、B.nigra、R.raphanistrumは、すべて明治以降に人為的に我が国に導入

されたとされる外来種であり、またB.rapaについても我が国への導入時期は古いが、栽培由来の外

来種であり、いずれも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－１ 

 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

（①交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物種の個体群を駆逐する可能

性、②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等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。

その結果、 

(1) MS8RF3と非組換えセイヨウナタネとの交雑試験の結果、セイヨウナタネ間の交雑率に関す

る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。「交雑試験の結果、セイヨウ

ナタネ間の交雑率に関する既往の知見を上回るものではないことが確認」に下線が引いてあり

ます。 

(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、 

(3) 自然環境下において、グルホシネート耐性及び稔性回復性により競合における優位性が高ま

るとは考えにくいこと、 

(4) 優性の雄性不稔形質を有する植物は世代を重ねるにつれ集団内から速やかに失われることが

報告されていること等から、MS8RF3と近縁種が交雑し、自然環境下で雑種後代が優占化して

いく可能性は、宿主品種の属する種であるセイヨウナタネと同様に低いと考えられます。 

 また、 

(5) 改変bar遺伝子及びbarstar遺伝子の両方を有する組換えセイヨウナタネとB.rapaの雑種に、

除草剤グルホシネートによる選抜を加えつつB.rapaを３回戻し交雑して得られたBC3世代にお

ける耐性個体と非耐性個体との比較において、花粉稔性、生存性及び種子生産量に相違は認め

られなかったと報告されていること、 

(6) 仮にbarnase遺伝子がプロモーターPTA29の支配を外れ、植物中で構成的あるいは部位特異

的に発現するプロモーターを獲得したとしても、植物体は正常に生育する可能性は低く、当該

遺伝子が近縁種の個体群中に広く浸透することは考えにくいこと等から、これらの遺伝子によ

り、短期的に種間雑種の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。 

 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 その他－２ 

 F1品種であるMS8RF3の収穫種子（F2世代）には、MS8及びRF3と同様の性質を有すると考えら
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れる、MS8RF3が分離して生じた種子が含まれるため、第一種使用規程に従いMS8RF3を使用した

場合に、そのような種子が我が国の環境に放出されることになります。しかしながら、MS8及び

RF3については、農林水産省及び環境省より、第一種使用等（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）の承認が得られており、第一種使

用等により生物多様性影響が生ずる可能性は極めて低いと判断しました。その他－２については、

全体に下線が引かれています。あとの２件とかなり違うところと思いますが。 

 ７ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本スタック系統セイヨウナタネ（MS8RF3）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。 

 あと、資料４－１と資料５－１については、後ほどにしたいと思います。 

 

○原田座長 

 わかりました。 

 

○近藤委員 

 いかがでしょうか。一応見ていただいて、下線が引いてある部分というのが競合における優位性の

ところのどこに有意差があったかというのが３件で異なるということと、それから例えば、どこに有

意差があるかないかというのがまた土壌微生物等々のところで異なっているとか、それから交雑試験

の結果云々というところがちょっと違うのです。実際に交雑試験をやったものと、やっていないけれ

どもほかのデータから推察されるというようなところで書き方が違っているということなのです。 

 それから、先ほどの資料３－１のその他の２でしょうか、その部分が違うのです。 

 

○原田座長 

 資料の４－１と資料５－１の間では、特に違いはあるのですかね。 

 

○近藤委員 

 あまり大きな違いがないです。 

 

○原田座長 

 大きな違いがないみたいですね。 

 

○近藤委員 

 有意差のあるところ、ないところ、多少あるのかもしれませんが、大きな違いは資料４－１と資料

５－１ではないですね。 
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○原田座長 

 ないですね、大体。 

 

○近藤委員 

 先ほどの原田座長の御説明にもあったように、資料３－１と資料４－１と資料５－１は相当違うの

で、やっていない部分があることによって、表現の仕方がちょっと違っているということが大きいの

ですが、御説明したほうがよろしいですかね。いかがいたしましょうか。 

 

○原田座長 

 それよりも、大して長い文章ではないですから、それぞれの委員から御意見をいただければよろし

いのではないでしょうか。今、資料３－１は全部御報告していただいたわけで、あとは、下線部分を

見ていただきながら議論できるのではないかなと思いますけれども。 

 

○近藤委員 

 議論の過程で見ていただいたほうがいいのではないかと思いますが。 

 

○原田座長 

 はい。どうも御苦労さまでした。 

 それでは、この３件、議論は一緒にしたいと思いますので、何か御意見、コメント、遠慮なくされ

てください。 

 

○武田委員 

 生物多様性影響評価そのものとはちょっと違うことなのですが、このカノーラというのは、グルコ

シノレートですか、この有害な成分を育種によって減らして、ある種、新しい作物にしたのだという、

一つの育種の成功例として我々でも話しているのですけれども、今回いただいた資料で拝見すると、

イギリスのグレートダンモウというのでしょうか。イギリスのアバディーンという２カ所で比較され

ていて、このグレートダンモウの場合は、草丈がアバディーンの状態に比べて半分ぐらい、それから

収量は３分の１とか４分の１というものすごいストレス環境ですね。こういうストレス環境で収穫し

た種子の中のグルホシノレートの含有量というのは２倍ぐらいになっているのですね、この評価書の

別添資料５の23ページに。 

 こんなに倍になっても、これはカノーラを名乗っていいのですかね。だとすると、よみがえってき

ているカノーラも、乾燥地から来たものは危ないという話になるので、ちょっとこれ見て私、非常に

びっくりしたのですけれどもね。 

 

○原田座長 

 ある程度の環境による差というのはあるとしても、差が大きいですね。 
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 稲の場合、例えば蛋白とか何かの差がそんな２倍になるなんていうようなことはないですよね、１

つの系統で。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 多分、グルホシネートを、おそらく植物がこういうものを体内に蓄積するというのは、ストレス反

応でやはりなることがあるのだという、そういうことなのでしょうかね。 

 

○武田委員 

 だから、こういうロットを輸入したときは気をつけなければいけないという話ですね。 

 

○原田座長 

 直接はこの生物多様性影響評価には関係ないことと思いますので、別な意味で気になりますよね、

確かに。 

 

○武田委員 

 もう一つ、３件ともよくわからなかったのは、これ３つとも要するに非常に巧妙な雄性不稔回復の

メカニズムをつかってF1品種をつくっているわけです。評価書の中でも、そのF1品種というのは固

定品種に比べて強健で生産力が高く斉一性に優れているという、教科書どおりのことを書いているの

ですけれども、育成図を見ると、実はDrakkarの姉妹系統なんですよね。これではヘテロシスが出る

わけないですよね。これ何か理由はあるのでしょうか。 

 別なねらいがあってこのようになってしまい、たまたまこれが製品として出てしまったのでしょう

か。育種の立場から言うと、何も面倒な雄性不稔性回復遺伝子入れてF1にする必要なんか全然ない

のですよ。これは何をやっているのだろうというふうに思っていたのですけどね。ねらいがほかにあ

るのだったら、それはそれなのだけれども。 

 GMOというのは、GMOでなければできない技術だから意味があるのであって、つまらないことを

やって消費者を困らせる必要はないわけです。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 おそらくここで用いた、特定網室試験に用いたものの両親がたまたまDrakkarだったということで

はないかと思います。実際に使う品種は多分バックヤードの違う品種同士をかけ合わせに使っている

のだと理解していただいていいと思います。 

 

○武田委員 

 そうでないと意味がないですからね。 
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○田中技術安全課長補佐 

 はい。そうでないと、これを使う意味がないですけれどもね。 

 

○武田委員 

 非常に読んでいて違和感がありましたね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 ですから、標準品種と比べてどうかというところを見たかったので、ここでは対照の品種として

Drakkarを使いたいがために両親ともDrakkarのそのF1を使ったというふうに理解しています。 

 

○小野里委員 

 一応、評価書には「稔性を回復し、自殖で高収量の種子の生産が可能となる」と書いてあるのです

ね。 

 

○武田委員 

 F1の中ではですね。 

 

○小野里委員 

 だから、種子生産量が上がるというふうになるのでしょうか。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 品種間でよくある交雑で、F1で組合せ能力が高ければですね。 

 

○武田委員 

 実態は完全なシンプルクロスですからね。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 この試験に使っているのは全くそうでないものを使っています。おそらく、それでヘテロシスが出

てしまうと、Drakkarと比べてかえってF1のほうが、どうしても大きくなってしまうので、それを嫌

って試験を構成したのだろうと思います。 

 

○武田委員 

 それはあるかもしれないですね。競争力が高まってしまうと都合悪いですから。 

 

○原田座長 

 そうですね、そういうこともあるかもしれないですね。 
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 井出委員、何かございますか。 

 

○井出委員 

 いいえ、特にありません。 

 

○原田座長 

 小野里委員はいかがですか。 

 

○小野里委員 

 農作物分科会の検討の結果のところで、この品種というか、この組換え体は、目的の遺伝子がいず

れも葯のタペート細胞でのみ発現するということが非常に大事なところだと思うのですけれども、そ

のことが触れられていないものですから、一言触れておいたほうがいいかなと思いまして。 

 タペート細胞で相互作用するということは書いてあるのです。例えば、検討の結果の２ページの

(3)、真ん中よりちょっと上にあるのですけれども、「BARNASE蛋白質は、宿主のRNAを分解する

が」というふうに書かれると、何か枯れてしまいそうな気がするので、これは葯でのみ発現して、葯

でのみRNAを分解するからこそ植物界には影響ないということですので、触れておいたほうがいい

かなと思います。 

 

○原田座長 

 そうですね、この(3)のところは確かに一言加えればいいわけですから、ここでは宿主のRNAを分

解すると、ずっと読んでくればわかることはわかるのですけれども。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 宿主のタペート細胞内のRNAを分解するだとか、そのような記述を加えればよろしいでしょうか。 

 

○小野里委員 

 それでもいいかなと思うのですけれどもね。何かちょっとそこに断りを入れておいたほうがよろし

いかと思います。 

 

○原田座長 

 高木委員、いかがですか。 

 

○高木委員 

 特にありません。 
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○原田座長 

 林委員、いかがですか。 

 武田委員、直接生物多様性影響評価にかかわることは。 

 

○武田委員 

 特にないと思います。 

 

○原田座長 

 そうですか。 

 

○小野里委員 

 もう一点よろしいでしょうか。 

 この評価書の14ページです。 

 

○原田座長 

 評価書のほうですか。 

 

○小野里委員 

 資料３－２のほうです。それの14ページのところで、BARSTAR蛋白質というところです。 

 

○原田座長 

 評価書の概要のほうですね。 

 

○小野里委員 

 そうですね、概要です。資料３－２の14ページのところで、ちょうど真ん中辺です。「このような

阻害物質が知られているのは」で、最後の結びが「BINASE蛋白質のみである」というふうに書かれ

ているのですけれども、ここのところ、自分で読んでなかなかちょっとすんなり理解できなかったの

です。 

 これは、阻害物質が知られているのは、多分ここにあるBacillus intermediusのみだということのほ

うがはっきりするかと思うので、リボヌクレアーゼBINASE蛋白質を産生するBacillus云々のみである

というふうにすると文章がわかりやすくなるのではないかなと思うのです。随分ここは、ちょっと読

んでいて考えたところなものですから。 

 

○原田座長 

 文章がちょっと長いのでわかりにくいですかね。 
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○近藤委員 

 この最後の「リボヌクレアーゼBINASE蛋白質のみである」という、ここは要らないのではないで

すかね。 

 

○小野里委員 

 でもその後にこのBINASE蛋白質がBARNASE蛋白質と相同性が強いということが書かれているか

ら、このBacillus intermediusがこの相同物質としてBINASE蛋白質をつくっているということはやっぱ

り必要かなと思うのですけれどもね。 

 

○原田座長 

 小野里委員の御提案は、最後の２行のところを修文したほうがよいのではということでしょうか。 

 

○小野里委員 

 「阻害物質が知られているのは」、その後にBINASEのことを入れて、リボヌクレアーゼBINASE

蛋白質を産生するBacillus intermediusのみであるというふうにするとすっきりなるかなと思うのです

けれども。 

 

○近藤委員 

 おそらくこの文は２行にしたほうがいいのではないでしょうかね。 

 

○原田座長 

 ちょっと何か修飾語が多い感じがしますね。 

 

○小野里委員 

 読んでいてしばらく考え込んでしまいました。 

 

○武田委員 

 切ればいいですね。この文は長過ぎますね。 

 

○原田座長 

 もっと調べたら実は出てくるかもしれないですね。それでは、「期待される」で一度切りますか。 

 

○近藤委員 

 この阻害物質というのは、リボヌクレアーゼBINASE蛋白質のことですよね。 
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○小野里委員 

 ではないですね。 

 

○近藤委員 

 それでは、何になるのでしょうか。 

 

○小野里委員 

 このBINASE蛋白質を阻害する物質が存在するのが、このBacillus intermediusのみだという内容なの

ですけれども。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 Bacillus intermediusのBARSTAR蛋白質だけであるということですね。 

 

○小野里委員 

 そうです。そういうことを言いたいのです。この文章からいくと今、近藤委員が言われたようなふ

うにとられてしまうので。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 当然RNA分解酵素ですので、非常に広くいろいろな生物にあって、当然その中で細菌と糸状菌が

リボヌクレアーゼとして構造的にかなり近いのだけれども、実際に今までのところBARNASEへとい

うのはそのリボヌクレアーゼで、それに対応するBARSTARみたいな蛋白質が見つかっているのが

Bacillus intermediusだけだと、そういう意味ですよね。 

 

○小野里委員 

 はい。 

 

○近藤委員 

 そう書かないといけないのでしょうね、やっぱり。 

 

○田中技術安全課長補佐 

 ですから、「期待される」で切って、「ところが」とかで「このような阻害物質が知られているの

は」という感じでつなげばよいかと思います。 

 

○原田座長 

 「ところが」も入れなくてもいいのではないかなという気がするのですが。「期待される。」で、

「このような阻害物質が知られているのは……のみである」でよいかと思います。 
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○近藤委員 

 「このような」と入れるのでしたら、切ってしまって構わないですね。むしろ、どうしても全体的

にこの種の文は長くなる傾向があるものですから、そうするとこの書き方も当たり前なのかもしれま

せんが、ここは特にわかりにくいので、一旦切ってしまってもいいかもしれないですね。 

 

○小野里委員 

 わかるように書いていただければよいのではないかと思いますけれども。 

 

○原田座長 

 でないと、最後まで読んでいると前のほうが何だったのかなとわからなくなってしまいますので。 

 どうもありがとうございました。 

それでは、２点、今御指摘があった点については、マイナーなことですが、いかがでしょうか。次

のようにまとめさせていただきたいと思います。申請者から提出された除草剤グルホシネート耐性及

び雄性不稔及び稔性回復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、とい

うことでよろしいでしょうか。 

 あと最後に２点御指摘があったのは事務局で修正してください。訂正してもらえればいいのではな

いかと思います。 

 これで議題の１は終わりました。ですから、議事の（２）その他ですけれども、事務局のから特に

何か報告事項はありますか。 

 

（２）その他 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会の開催についてですけれども、現時点ではまだ決まっておりませんけれども、決

定次第御連絡させていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○原田座長 

 では、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○武田委員 

 あと２つのところでちょっと問題を感じている部分があるのですけれども。すみません、よろしい

ですか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 



- 27 - 

○武田委員 

 土壌細菌のところです。 

 

○原田座長 

 何を見たらよろしいですかね。概要ですか。 

 

○武田委員 

 資料４－１の２です。２ページの下のほうのアンダーラインの部分です。 

 「土壌微生物相試験において調査した細菌数、放線菌数及び糸状菌数のうち」これこれとあって、

「生菌数減少に影響を及ぼすような物質の産生性を新たに獲得していないと考えられる」と。これは

いいのですが、生菌数を有意に増やしているケースがあるのです。ですから、生菌数を増やすという

ほうも、病原性ということだってあり得るわけですし、いずれにしても生物相に影響は及ぼしている

わけで、減らさなかったからいいという議論にはならないだろうと思うのですよ。その点ちょっと、

この２つ目と３つ目には同じ問題があります。 

 

○原田座長 

 それでは、ここのところを「増減」としたらよろしいですか。 

 

○武田委員 

 いいえ、有意に増やしているのです。減らしてはいないのです。 

 

○近藤委員 

 この後の２つの件がどちらも増やしているのですよね。 

 

○林委員 

 私もその点は思っていたのですけれども、ちょっとよろしいですか。 

 

○原田座長 

 はい、どうぞ。 

 

○林委員 

 私もそこは思っていたのですけれども、結局、生物多様性というのもとの、生物多様性条約のもと

のドキュメントでたどっていきますと、「生物多様性というのはあらゆるレベルの変異である」とい

うこととされています。それで、sustainableにしなければいけないということとされています。 

 sustainableというのはどういうことかというと、それは減らないということです。だから、維持し

ている、あるいは増えるということで、減ってはいないということで、これはプラスと読みました。 
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 だから、減っていないというのは、同じか増えるということで、変異の全体値が増えるということ

はいいでしょうということが用語の定義で出ています。私も、ここで読むのかなというふうにちょっ

と思ったのですけれども。 

 しかし、増えるにも程度もあるのでしょうけれども、ただここは10の６乗でしたかね、オーダーは

変わっていないのですよね。ですから、10の６乗のオーダーは変わっていないから、まあいいかなと

ちょっと思ったところなのですけれども。 

 

○武田委員 

 おっしゃるとおりで、絶滅させたりするとまずいのだけれども、それが、何かが増えることによっ

て間接的に別なものが減るかもしれない、現に見えていたものがですね。 

 

○林委員 

 なるほど。 

 

○武田委員 

 そうすると、やっぱり病原性細菌もあるわけだし、水虫菌も糸状菌だし、そういうものがどんどん

増えていいかというと、やっぱりまずいかもしれないという感じはあるのですけれどもね。そこが気

になったのです。 

 

○井出委員 

 私もその点が気になったのですけれども、この方法では何が増えているかというのは、その菌の数

しかわからないですよね。ですから、中身までわからない以上、議論にならないのだろうなというふ

うに感じて、問題はあるのではないかと思うのですけれども、どこまでアッセイをするかで、種組成

までは踏み込んでないわけですから、仮に今、林委員がおっしゃったように、そのオーダーが非常に

変わるような現象があった場合に、もう少し突っ込んで見ていただくということになるのかもしれな

いなというふうに感じました。 

 

○近藤委員 

 私も今、皆様方が言われたように、変わり方の程度だろうと思います。ですから、やっぱり桁が違

って、10倍も違ってくるとこれは見過ごせなくなるのですが、こういったものが、有意差はどのくら

いで言えるのかということだと思うのですが、私の認識ではこの土壌微生物相試験で一致した結果が

出るほうがおかしいのではないかと思ってはいるのですが。 

 

○武田委員 

 そうなんです。だから最初に申し上げたのは、結局、土壌微生物相の評価の仕方のところがやっぱ

り不完全で、倍ぐらい動いたって、実は多分、誤差の範囲なんですよね。ただ、有意差検定するとそ
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こで少し差が出てしまい、うそは言えなくなるという、ここの本質的な問題はそちらかもしれません。 

 

○林委員 

 よろしいですか。 

 

○原田座長 

 はい。 

 

○林委員 

 ここのところについては、国際学会にも多少データがあります。結局その変動をきちんとキャッチ

するような検出法が追いつかないのです。それで、明らかにGM作物によって有意な差が出ていると

いうことは、差はあるのだけれども、それをきちんと科学的に言うだけの検出方法が追いつかないと

いうことなので、ないとも言えないし、あるとも言えないけれども、それがGMだけによるというこ

とをきちんと言うための、その検出方法が今のところないと、そういうような報告があります。 

 だからどうでもいいということではないのですけれども、一つの例でもってそうだということには

ならないし、１週間後と２週間後、１カ月後でどんどん変わるのだから、どこを見ているのというこ

とにもなるし、非常に難しいようなお話なのです。今のところはGM作物を栽培することによって、

土壌の微生物相が非GMに比べて、生物多様性に影響を与えるような大きい変異を起こしているとい

うことを証明するような報告はないのです。 

 ないということは、本当にないというのではなくて、正確に検出する方法がないということです。

その程度のことなのです。 

 

○原田座長 

 武田委員、２つあるとおっしゃった、もう一つも同じことですか。 

 

○武田委員 

 もう一つも同じですね。 

 ただ、やっぱりその市民的感覚で言うと、GMOを植えたことによって、土壌細菌数が２倍になっ

たと。そんなところで育った大根が食べられるかという話になっていくわけでね、どうしても。土壌

細菌数が１桁上がってしまったら大変な話であって、今のような測定方法では得てしてそういうデー

タというのはあり得るわけですよ。 

 

○林委員 

 ですから、それがGMでなくても出るかもしれなくて、そのことをもっときちんと言えるような方

法があればいいんです。これは明らかにGMによって増えていますと言えればよい。ほかのものもや

って、このオーダーの変異はあり得るということ、それを超えるものだということがはっきり言えれ
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ば、それは確かに問題でしょう。そのようなことだと思います。 

 

○原田座長 

 そうすると、結論的には、資料４－１の２ページ目の下のほうにある下線部は特に変えなくてよろ

しいですか。 

 

○武田委員 

 と思うのですけれども、何かやっぱりちょっと問題が潜在しているなという感じがしますね。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○林委員 

 同じように２つ増えたから、ちょっと気になりますね。 

 

○武田委員 

 ２つ分ありますからね。 

 

○原田座長 

 最後に今日のこのディスカッションのことで何か御意見があるかなと伺おうと思っていたのですけ

れども、ちょうど武田委員から御提案があったので、先ほどの、統計分析ができるような試験、供試

数とか、ロットの数とかというのと、ちょっと難しい問題ですけれども、我々も考えなくてはいけな

い問題であることは確かですよね。 

 交雑性は別としても、競合における優位性にしても、物によってはデータがとりやすいし、物によ

ってはとりにくいですよね。さっき話が出た、例えば稈長ですとか、いろいろ節の数とか、表面積と

か、割合計測しやすい問題はいいと思うのですけれども、必ずしもそういう問題だけではないと思い

ますし。 

 この件については、事務局のほうも一つ検討してみてください。 

 それでは、本日の議事全般、ほかに何かサジェスチョンなり御意見があれば伺いますけれども、特

によろしいでしょうか。もし特にないようでしたら、事務局へお返しします。 

 

○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 


