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生物多様性影響評価検討会総合検討会 

平成２１年４月３０日 

於：農林水産技術会議委員室 

 

＜開会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、定刻より尐し前でございますが、ただいまより「生

物多様性影響評価検討会総合検討会」を開催したいと思います。 

 本日は御多忙のところ、各先生方にはお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 なお、本日の委員の御出欠ですが、嶋田委員が所用により御欠席との御連絡をいただい

ております。 

 また、事務局で４月１日付で人事異動がありまして、若干、担当者が交代となっており

ますので、簡単に御紹介をさせていただきます。 

 小迫研究専門官の後任といたしまして、桂研究専門官でございます。 

 佐藤審査官の後任といたしまして、河野専門官でございます。 

 

＜配布資料の確認＞ 

 それでは、議事に入ります前に、事務局から「生物多様性影響評価検討会総合検討会配

付資料一覧」に基づきまして、本日配付の資料について御確認をいただきたいと思います。 

 まず資料一覧がございまして、次に議事次第、委員名簿、本日の座席表。 

 資料１。 

 資料２－１、それに関連します資料２－２。 

 資料３－１、それに関連します資料３－２。 

 資料４－１、それに関連します資料４－２。 

 資料５－１、それに関連します資料５－２。 

 資料６－１、それに関連します資料６－２。 

 資料７－１、それに関連します資料７－２。 

 資料８－１、それに関連します資料８－２。 

 最後に資料９－１と資料９－２というものがございます。 

 また、参考資料につきましては、参考資料１、参考資料２、参考資料３となっておりま

す。 

 不足資料等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

＜参考資料の説明＞ 

 参考資料１及び２につきましては、前回の総合検討会から変更はございませんし、また

本日は品目も多いので、説明は省略させていただきます。 

 また、今年度から生物多様性影響評価検討会の農作物分科会に４名の新しい委員の先生

方をお願いいたしましたので、参考資料３に基づきまして御説明をさせていただきたいと

思います。 
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 まず一番上が「総合検討会」です。 

 １枚めくっていただきますと「農作物分科会」の先生方のリストでございます。 

 「あいうえお」順でございますが、１人目は田中宥司先生。この方は、農業環境技術研

究所の研究コーディネーターの方でございます。 

 中川原捷洋先生。この方は、ＯＥＣＤのバイテク部会の副議長でございます。 

 日野明寛先生。この方は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究

所の食品機能研究領域長でございます。 

 村上ゆり子先生。この方は、農研機構の花き研究所の研究管理監でございます。 

 ４名の方が農作物分科会の新しい委員として加わりましたので、今後ともよろしくお願

いいたします。 

 また、傍聴の皆様方には、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。 

 以降の議事進行につきましては、原田総合検討会座長にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

＜議事＞ 

○原田座長 委員の先生方、大変お忙しい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。 

 本日は７件ございますので、先生方の御協力を得ながら、効率的に議論を進めたいと思

っております。 

 まず、議事の１番目ですけれども「（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」となっております。既に農作物分科会での専門的な見地か

らの検討が終了し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より御報告いただきまし

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を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して、その後、個々の申請案件について委員の皆様で検討

し、意見を集約した後、総合検討会としての取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。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、資料１に基づきまして、本日御審議いただきます

申請案件の農作物分科会での審査状況について、御説明をいたします。 

 本日御審議いただきます件数といたしましては、７件ございます。 

 まず１番目と２番目が同じ系統でございまして、アリルオキシアルカノエート系除草剤

トウモロコシが２件でございます。 

 こちらは、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

いうことでございます。 

 農作物分科会における検討状況といたしましては、２月 10 日と３月 10 日に検討をして
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おります。 

 ３番目はチョウ目害虫抵抗性ダイズでございまして、こちらも同じく隔離ほ場における

栽培等でございます。 

 検討状況といたしましては、2008 年 12 月 18 日、2009 年２月 26 日、３月 30 日に検討を

行っております。 

 ４番でございますが、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネー

ト及びグリホサート耐性トウモロコシでございます。 

 こちらは、食用また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いうことでございます。 

 検討状況といたしましては、2008 年 11 月 11 日、2009 年１月 27 日及び３月 30 日に農作

物分科会で検討しております。 

 ５番、６番、７番が高トリプトファン含量イネでございます。 

 こちらは３件とも隔離ほ場における栽培等でございます。 

 検討状況といたしましては、３品目とも 2009 年２月 26 日、３月 30 日に検討が行われて

おります。 

 なお、裏面には４番目のスタック系統トウモロコシに用いた４つの親系統の審査状況が

記載されております。 

 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、アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシの２件について検討

したいと思います。 

 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と資料３に

基づいて御報告をよろしくお願いしたいと思います。 

 

＜アリルオキシアルノエート系除草剤耐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、資料２－１と資料３－１を読ませていただきます。 

 まず資料２－１です。 

 「農作物分科会における検討の結果 

 名称：アリルオキシアルノエート系除草剤耐性トウモロコシ（改変 aad-1, Zea mays 

subsp. mays（L.）Iltis.）（DAS40278, OECD UI：DAS-40278-9） 

 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：ダウ・ケミカル日本株式会社 

 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った。主に確認した事項は以下のとおり

である。 

 １ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 
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 本組換えトウモロコシは、プラスミド pDAS1740 の直鎖状 DNA 断片を用いて、ウイスカ法

により作出されており、改変 aad-1 遺伝子（アリルオキシアルカノエート・ディオキシゲ

ナーゼ遺伝子）を含む改変 aad-1 遺伝子カセット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プロット

分析により確認されている。 

 移入された改変 aad-1 遺伝子の安定した発現は、複数世代を用いた ELISA 解析により確

認されている。 

 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は、我が国において長期にわたり栽培等がなさ

れているが、これまで自生化した例は報告されていない。 

 本組換えトウモロコシは、移入された改変 aad-1 遺伝子によりアリルオキシアルカノエ

ート系除草剤耐性が付与されている。しかしながら、アリルオキシアルカノエート系除草

剤が散布されることが想定しにくい自然条件下において、アリルオキシアルカノエート系

除草剤耐性であることが競合における優位性を高めるとは考えにくい。 

 2008 年に米国で実施したほ場試験の結果、形態及び成育の特性、種子の生産量・脱粒性・

休眠性及び発芽率について本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシとの相違は見ら

れなかった。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離

ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄等並びにこれに付随する行為の範囲内では、影響

を受ける可能性がある野生動植物等の特定はされず、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ない。 

 本組換えトウモロコシは、アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性を付与する改変

AAD-1 蛋白質を産生するが、改変 AAD-1 蛋白質はアリルオキシアルカノエート基をもつ化

合物のうち光学異性体のないもの及び光学異性体であるＲ体を特異的に酸素添加する酵素

である。 

 植物体中にはアリルオキシアルカノエート基をもつ化合物の存在は知られていないこと

から、改変 AAD-1 蛋白質は、植物体の他の代謝系を改変させることはないと考えられる。 

 また、米国において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌されて他の植物及

び土壌微生物へ影響を与えるもの、植物体が有し枯死した後に他の植物に影響を与えるも

の）の産生性の有無を鋤込み試験及び後作試験により比較検討した結果、対照との間で有

意差は認められなかった。 

 なお、改変 AAD-1 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る。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離

ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれに付随する行為の範囲内では、影響を
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受ける可能性がある野生動植物等の特定はされず、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は、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた

隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれに付随する行為の範囲内では、我

が国における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結論

は妥当であると判断した」。 

 資料２－１に関しては、以上です。 

 続きまして、資料３－１をごらんください。基本的にはほとんど同じなんですが、部分

的に違うところだけを説明させていただきます。 

 「１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性」の４行目です。資料２－１では

「ゲノム中に１コピー移入されており」となっていますが、資料３－１では「ゲノム中に

１コピーのほかにさらに１コピー移入されていることが示唆され」となっております。そ

こだけです。 

 以上を資料３－１の説明とさせていただきます。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシの２件について御報告

をいただきましたけれども、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。 

 どうぞ。 

○井出委員 誤字というか記述のあれなんですが、資料２－１の「名称」のところが

「DAS40278」となっていて、資料３－１も同じ「DAS40278」になっているので、資料３－

１の方は「DAS40474」ではなかったかと思います。 

○近藤委員 そうですね。申請書はそうなっております。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 井出先生、ほかにございますか。 

○井出委員 ございません。 

○原田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 林先生、何かございますか。いいですか。 

○林委員 よろしいですか。 

○原田座長 どうぞ。 

○林委員 これは資料２－１、３－１両方で、本文の方です。 

○原田座長 概要の方ですね。 

○林委員 申請書の方です。 
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 一番冒頭に③のところで記述があります。 

○原田座長 何ページですか。 

○林委員 １ページの「③ 国内及び国外の自然環境における自生地域」とございますね。 

○原田座長 ちょっとお待ちください。１ページの何行目でしょうか。 

○林委員 ３行目から４行目です。「テオシントは今日知られているトウモロコシとして作

物化された」とございますね。 

○浦野技術政策課課長補佐 それは 14 行目ですか。 

○林委員 そうです。 

○浦野技術政策課課長補佐 ③のところですね。 

○林委員 ③です。 

○浦野技術政策課課長補佐 今の林委員からございましたところは、１ページ目の「③ 国

内及び国外の自然環境における自生地域」ですね。 

○林委員 そうです。「言われている」の次から「ＯＥＣＤ、2003」の３行ですけれども、

私はＯＥＣＤのコンセンサスドキュメントをチェックしました。３つぐらい間違いがあり

ます。 

○原田座長 この３行についてですか。 

○林委員 ３行の間にです。 

 申し上げますと「分枝及び種子数の主な変化」というのは、OECD の原文中にはそういう

言葉に該当する言葉はないです。あえてそれを本文中から拾うならば「分枝」というのは

「腋枝」。 

 次のは主稈の分枝数です。種子数という言葉は原文中には１つもないです。 

 しかも、この区別は、トウモロコシとテオシントとの区別に用いられた文言ではなくて、

トウモロコシとランドレース、在来種との区別に用いられたところに述べてある言葉なん

です。そこが間違って引用されています。 

 それから「数百年の選抜を経た結果と考えられる」とありますけれども、そういうこと

をＯＥＣＤは言っていません。テオシントとトウモロコシの関係はいろいろと説があって、

これだけで言えるものではないので、ここもおかしいと思ったら、こういうことは言って

いません。これは申請書を書いた方の意見だと思います。でも、こう書くとＯＥＣＤはこ

う言っていると読まれます。 

 ですから、ここで尐なくとも３つぐらい間違いがあるわけです。一番いいのは「分枝及

び種子数」以下から「考えられる」までは除去した方がいいと思います。そして、（ＯＥＣ

Ｄ,2003 ）を上に上げておく。 

 これは多様性とは直接関係ないんですけれども、次の段階のときにもう一遍文章を書く

でしょうから、できれば、そのときにでも必ず直すということでお願いしたいと思います。 

 もう一つ、３ページの④です。 

○原田座長 ちょっと待ってください。６行目ですね。 

○林委員 はい。「全体の１％いかであると報告されている（Raynor et al.、1972）」とあ

ります。御存じのように、花粉の飛散については、もっと新しいデータがいっぱいあるし、
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30 年も前のものをここへ引用することはないと思います。ここは最近のデータを幾らでも

書けるところがあると思うので、それを引用されるべきだと思います。 

 この２か所です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 今の２番目の方は、どの委員の先生も御異議ないと思います。 

 ただ、最初の方の１ページ目は２行ほど削除して「ＯＥＣＤ、2003」を「作物化された」

の後ろにもっていくという、今、林先生から提案のあった訂正はよろしいでしょうか。御

異議がないようであれば、そういうふうに訂正するようにしたいと思います。 

 ほかに御意見ございますか。どうぞ。 

○武田委員 評価書の９ページの表３ですが、３対１あるいは１対１に分離して、メンデ

ル遺伝の法則に従うので染色体上にある。それは結構なんですけれども、カイ二乗値まで

計算があって、プロバビリティーがないんです。これはどちらもそうなんです。これはや

はりプロバビリティーまで書いていただいた方がいいだろうと思います。 

 それから、10 ページの 16 行目になります。除草剤の濃度が「92gai/ha」とありますが

「gai」というのは、ポピュラーな単位なんですか。 

○原田座長 多分、除草剤の濃度としては出てきたことはないと思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 わかりました。申請者に確認をさせていただきます。 

○武田委員 それから、11 ページの表６、12 ページの表９は、単位が「インチ」あるいは

「ブッシェル／エーカー」というヤードポンドで出ていまして、今どきちょっとどうかと

思うので、やはりメートル法であるべきではないんでしょうか。 

 これで直すというのは無理でしょうけれどもね。 

○原田座長 ほかにも直すところがあるので、直せれば換算してもらうことにします。 

 これはオリジナルですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 これはオリジナルがそうなっています。 

○武田委員 アメリカも今はもうメートル法だと思います。 

○原田座長 地上部生重量は「ｇ」になっているんですね。 

○武田委員 「ブッシェル／エーカー」というのは、重さではなくてマス目なんです。だ

から、換算は難しいと思いますけれども、今どき「ブッシェル／エーカー」でいいんです

か。 

○原田座長 これは正確に換算できるようであれば直すことにして、そうでなければ、今

回はね。 

○武田委員 ちょっと違和感がありました。 

○原田座長 わかりました。 

○原田座長 今、武田先生が御指摘の「インチ」になっているのはどうなんでしょうか。

これはフットノートに「１インチ＝2.54cm」と書いてあります。 

○武田委員 それなら「cm」と書いていただくのが一番いいと思います。 

○原田座長 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。何かお気づきの点はござい

ますか。 
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 今、御指摘があったところは、できる範囲で訂正するように処置したいと思います。 

○林委員 先生、もう一ついいですか。 

○原田座長 どうぞ。 

○林委員 これは私の思い違いかもしれないんですけれども、概要にもございますが、例

えば 2,4-D で代表されるようなものの効果を抑えて、それに対する耐性をつけるというも

のですね。2,4-D というのは、もともとはイネ科には効かないで、イネ科以外に効くとい

うことでよく使われるようになったんですけれども、これをやったねらいは、もし広場に

入れれば広場の作物にも使えるかもしれない。例えばダイズに使えるかもしれないという

ねらいがあったかもしれないんです。 

 それで、普通のドキュメントは、目的などを余り細かく書くことは要求されていません

けれども、例えばこの次にあるダイズの例ではブラジルとか南米のときに考えるとか、一

番最後の例では足らないアミノ酸を足すとか、簡単に的確に書いてあるわけです。一般の

人が、これは何を目的にしていて、何でこうふうになるということがわかるような言葉が

あった方がいいと思います。ですから、もしも次に書き直すときには、これはこういうこ

とでなっているんだということをちょっと書いていただくとわかりやすいと思います。 

○原田座長 今までも目的についてはどの程度書くべきかという議論がときどきあったと

思います。長々書く必要はないと思いますけれども、要点だけ書いてあった方がいいとは

思います。次のときに、そういうことを考えてもらいたいと思います。 

 ほかによろしいでしょうか。もしないようであれば、我々の検討会としての結論を出し

たいと思います。 

 今まで幾つか訂正すべきところがありましたけれども、それはできるだけ正しく訂正す

るという条件の下で、申請者から提出されたアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性ト

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するということにさせ

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○原田座長 御異議ないようですので、そのようにいたします。 

 それでは、事務局の方、連絡をお願いいたします。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 それでは、次に進ませていただきます。次はチョウ目害虫抵抗性ダイズにつ

いて検討いたします。 

 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４に基づいて御報告をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

＜チョウ目害虫抵抗性ダイズ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４－１を読ませていただきます。 

 「農作物分科会における検討結果 

 名称：チョウ目害虫抵抗性ダイズ（改変 cry1Ac, Glycine max（L.）Marr.）（MON87701, 
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OECD UI：MON-87701-2） 

 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：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った。主に確認した事項は以下のとおりであ

る。 

 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、アグロバクテリウム法を用いて作出されている。プラスミド PV-GMIR9

に由来する改変 cry1Ac 遺伝子発現カセットを含む T-DNAⅠ領域１コピーが本組換えダイズ

のゲノム中に移入されており、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る。 

 移入された改変 cry1Ac 蛋白質の発現は ELISA 分析により確認されている。 

 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は、我が国において長期にわたり栽培されているが、

これまで我が国の自然条件下で雑草化した例は報告されていない。 

 米国の３カ所のほ場において、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの競合におけ

る優位性に関わる 15 項目の形質について調査がおこなわれた。 

 その結果、初期の草勢、収量、50％開花期までの日数及び倒伏性以外の項目では本組換

えダイズと対照の非組換えダイズとの間に差異あるいは統計学的有意差は認められなかっ

た。 

 初期の草勢及び収量については、３カ所中１カ所のほ場で統計学的有意差が認められた

が、その値は、統計学的有意差が認められた１カ所のほ場で参考として供試された従来型

商業品種の変動の範囲内であった。 

 50％開花期までの日数については、３カ所中２カ所のほ場で統計学的有意差が認められ

た。その値は、統計学的有意差が認められた２カ所のほ場で参考として供試された従来型

商業品種の平均値の範囲を下回っていたが、差異は若干であり本組換えダイズの競合にお

ける優位性が高まる可能性は低いと考えられた。 

 倒伏性については、３カ所中１カ所のほ場で統計学的有意差が認められた。この値は、

統計学的有意差が認められた１カ所のほ場で参考として供試された従来型商業品種の平均

値の範囲を下回っていたが、その差異は若干であり本組換えダイズの競合における優位性

が高まる可能性は低いと考えられた。 

 本組換えダイズには改変 Cry1Ac 蛋白質の発現によりチョウ目害虫抵抗性が付与されて

いる。しかし、植物がほ場の外で生育し、他の野生植物と競合しそれらの生育に支障を及

ぼすためには、いくつかの特性（休眠性、倒伏性、脱粒性及び種子散布性等）を合わせ持

つことが必要である。そのため、チョウ目害虫に対する抵抗性を付与されたことによる要

因のみで、我が国の自然環境下で自生できるほどの競合における優性を獲得する可能性は
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低いと考えられた。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場に

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の範囲内では、影響を受け

る野生動植物の特定はされず、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（根から分泌

され他の植物及び土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し壊死した後に他の

植物に影響を与えるもの）を産生するとの報告はなされていない。 

 改変 Cry1Ac 蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似性のある配列を有しないことが確

認されており、また、改変 Cry1Ac 蛋白質は酵素活性を持たず、宿主の代謝系に作用して有

害物質を産出することは無いと考えられた。 

 米国の温室において、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間で、有害物質の産

生性の有無を鋤込み試験及び後作試験により比較検討した結果、統計学的有意差は認めら

れなかった。 

 本組換えダイズ中で発現する改変 Cry1Ac 蛋白質はチョウ目昆虫に対して殺虫活性を示

すが、それ以外の昆虫種に対しては殺虫活性を持たないことが確認されていることから、

影響を受ける可能性のある野生動植物として、チョウ目昆虫が特定された。 

 本組換えダイズをわが国で栽培した場合、チョウ目昆虫が本組換えダイズに暴露される

経路としては、 

 ①本組換えダイズを直接食餌する場合 

 ②本組換えダイズから飛散した花粉を食餌する場合 

 ③本組換えダイズから改変 cry1Ac 遺伝子が交雑によりツルマメへ遺伝子浸透し、チョウ

目害虫抵抗性を獲得したツルマメ雑種後代を食餌する場合 

 が考えられた。このことから、本組換えダイズを我が国で栽培した場合、影響を受ける

可能性が否定できない野生動植物としてわが国に生息するチョウ目昆虫のうち 22 種を特

定し、それぞれの経路について検討した。 

 ①の場合は、特定されたチョウ目昆虫の幼虫が隔離ほ場内に局所的に生息している場合

に限られるが、そのような可能性は極めて低く、特定されたチョウ目昆虫の幼虫が、本組

換えダイズを直接食餌することにより個体群で影響を受ける可能性は極めて低いと考えら

れた。 

 ②の場合は、ダイズの花粉産出量は極めて尐なく、かつ花粉に粘着性があるため、花粉

が飛散する可能性は低いと考えられた。よって、特定されたチョウ目昆虫の幼虫が本組換

えダイズから飛散した花粉を食餌する可能性は、隔離ほ場内に限定され、個体群で影響を

受ける可能性は極めて低いと考えられた。 

 ③の場合は、ダイズとツルマメはいずれも閉花受粉を行う自殖性植物であること、一般

的にダイズとツルマメの開花期は重なりにくいこと及び本組換えダイズは限定された環境

で一定の作業要領を備えた隔離ほ場での使用であることより、交雑する可能性は低いと考
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えられた。仮に交雑したとしても、ダイズとツルマメの雑種は自然環境において競合にお

ける優位性がツルマメよりも务っていることなどから、その雑種がわが国の自然条件に適

応してツルマメが集団内で優占化する可能性は極めて低く、本組換えダイズ中の改変

cry1Ac 遺伝子が、ツルマメ集団中へ浸透していく可能性も極めて低いと考えられることか

ら、特定されたチョウ目昆虫が個体群で影響を受ける可能性は極めて低いと考えられた。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場に

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の範囲内では、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

ると判断した。 

 ４ 交雑性 

 ダイズと交雑可能な近縁野生種として、我が国に分布しているのはツルマメのみである。

したがって、交雑性に起因して影響を受ける可能性のある野生動植物等としてツルマメが

特定された。 

 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る。 

 ツルマメは全国の河原や土手、畑の周辺や果樹園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る。しかしながら、 

 ①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、人為的に開

花期を一致させて交互に株間 50cm の隣接栽培を行った場合でも、交雑率は 0.73％である

との報告があること、 

 ②ダイズとツルマメの交雑を示唆する遺伝マーカーは検出されなかったとの報告がある

こと、 

 ③除草剤グリホサート耐性組換えダイズ 40-3-2 系統とツルマメの開花期を一致させ、隣

接して栽培しダイズにツルマメが巻きついた状態で生育させた交雑試験では、収穫したツ

ルマメ種子 32,502 粒中１粒がダイズと交雑していたとの報告があること 

 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

いと判断された。 

 仮に本組換えダイズとツルマメが交配した場合、その雑種が改変 Cry1Ac 蛋白質によって

チョウ目昆虫に対する抵抗性を付与されたとしても、この形質の付与のみで雑種の競合性

がツルマメにより高まるとは考えにくく、本組換えダイズ由来の改変 cry1Ac 遺伝子が、ツ

ルマメ集団中に遺伝子浸透していく可能性は低いと考えられた。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場に

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の範囲内では、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

た。 

 ５ 農作物分科会の結論 
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 以上を踏まえ、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場

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の範囲内では、我が国に

おける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結論は妥当

であると判断した」。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまチョウ目害虫抵抗性ダイズについて御報告いただきましたけれども、本件につ

きまして、御質問、御意見がございましたら、どなたからでも結構ですので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 どうぞ。 

○武田委員 １ページの下から３行目の真ん中辺りと２ページの上から２行目の前半のと

ころに「範囲を下回っていた」という言い方が、50％開花と倒伏性について出てきます。

これは概要書にもこのとおりで、事実もこのとおりなんですが、言葉のニュアンスとして

「従来型商業品種の平均値の範囲を下回っていた」と聞きますと、範囲を下回っていたと

いうことは収まっていたというニュアンスを受けるんです。ところが、実態はレンジのロ

ーアーリミットの外側に出ているんです。ですから、実は範囲を逸脱しているんです。こ

れは問題ではあるんです。その辺のニュアンスは残るように、範囲を超えていたという言

い方をする方が事実に近いのではないかと思います。 

 下回っていたというと、それで見過ごしてしまうような、実は私自身も概要書を１回読

んだときは見過ごしたんですけれども、実態は超えているんです。 

○原田座長 ただ、超えているというと、上に超えているのか下に超えているのかわから

ないですね。 

○武田委員 この場合は下に超えているんです。だから、下回るという過小評価になって、

いいのかという感じを与えてしまうので、その辺は文言を工夫していただいたらと思いま

す。 

○原田座長 どうぞ。 

○浦野技術政策課課長補佐 今、武田委員から御指摘のあった検討結果というのは評価書

から引用しています。 

 例えば評価書の 27 ページの４行目で「平均値の範囲（0.3～0.7）を下回っていた」とあ

ります。グレーのファイルです。 

○武田委員 これは大変上手な言いぶりで、私はここでだまされたんです。よくよく見る

と、はみ出ているんだということが事実なので、そこは我々として、きちっと表現できる

ようにしておいた方がいいのではないかと思います。 

 英語で何と言っていたのか知りませんけれども、確かに文言としては「下回っている」

と書いてあります。事実 0.3 より０は下回っていると言えば下回っているんですけれども、

0.3～0.7 という範囲を逸脱しているという方を問題にするとすれば、審査する側としては、

やはり超えている、あるいは低い方に逸脱しているという言い方をするべきだろうと思い

ます。 



 

13 

 

○浦野技術政策課課長補佐 同じような表現が 26 ページの下から２行目にもございます。 

○武田委員 これもモンサントさんが上手に言い逃れているわけです。これもはみ出てい

るわけです。外側に出ているわけです。既存の品種の変位を超えていることを問題だとす

れば、我々としては、そのことはテイクノートするべきだろうと思います。 

 ただ、倒伏は倒れない方にいっているんだからいい。矮性の方も、日本の場合は矮性化

するというのはいいことなのでいいという次の判断があるというのは、また別な話です。 

○原田座長 もうちょっと適切な表現があるかもわからないですね。非常にコロキュアル

な表現ならこれでいいのかもしれませんけれども、要するに、平均値の範囲を外れていた

ということなんですね。 

○武田委員 そうです。それは問題なことなんです。 

○原田座長 今すぐは名案が出てこないと思いますので、これは考えてみてください。 

○井出委員 正直に外れていると書けばよいのではないでしょうか。 

○近藤委員 外れていたけれども、耐えたということですね。 

○井出委員 そこに下回るとか上回るという判断が入っているのがよろしくないので、外

れていると書くのが正直なのではないでしょうか。 

○近藤委員 どの道、大きいとか小さいとか意味はわかりませんからね。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 私も日本語として適当ではないと思ったのは、前もって事務局に連絡して、全部訂正し

ていただいてあるんですけれども、先ほど読まれているときに気がついたんですが、これ

は武田先生に伺った方がいいんですかね。 

 ２ページ目の上から６行目の後半、括弧の中に「いくつかの特性（休眠性、倒伏性、脱

粒性及び種子散布性等）」と書いてあるんですが「散布」というのは、どちらかというと動

詞ではないですけれども、自動的か他動的かというと他動的に使われている。ここは「飛

散性」とした方がより正しいのではないかと思います。どうなんでしょうか。これは普通

「散布性」と使いますか。 

○武田委員 ダイズの場合は裂莢性というものがありまして、さやがはじけるということ

がありますけれども、散布性とか脱粒性とは余り言わないと思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 今の箇所は、評価書の 27 ページの 12 行目の終わりです。

「（例；休眠性、倒伏性、脱粒性、種子散布性など）」で、論文からきています。 

○原田座長 これも論文の引用なんだと思いますが、休眠性、倒伏性はいいとして、脱粒

性というのは、今、武田先生がおっしゃった裂莢のことですね。 

○武田委員 裂莢のことです。散布も同じことだと思います。ダイズの種に羽がついて飛

んでいくという普段の拡散条件とは違いますので、さやがはじけたときにどこまで飛ぶか

ということだと思います。 

○原田座長 強いて言えば、裂莢したときに飛散するという意味ですね。 

○武田委員 申請書にこう書いてあるというのは我々の責任ではない。ただ、評価書にど

う書くかは我々の責任ですからね。 
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○原田座長 そうですね。ここは「裂莢性」か「飛散性」とした方が正しいのではないか

と思います。 

 ほかによろしいでしょうか。もしほかにないようでしたら、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

適正であると判断するとしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○原田座長 御異議がないので、そのようにさせていただきます。 

 それでは、申請者に事務局から御連絡ください。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 それでは、続きまして、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤

グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシについて検討したいと思います。 

 それでは、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より、資料５に基づいて御報

告をよろしくお願いいたします。 

 

＜チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート 

耐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、同様に資料５－１を読ませていただきます。 

 「農作物分科会における検討の結果 

 名称：チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサ

ート耐性トウモロコシ（cry1A.105, 改変 cry2Ab2, cry1F, pat, 改変 cp4 epsps, 改変

cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1, Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）（MON89034×B.t. Cry1F 

maize line 1507× MON88017× B.t.  Cry34/35Ab1  Event  DAS-59122-7,  OECD  UI：

MON-89034-3×DAS-01507-1×MON-88017-3×DAS-59122-7）（MON89034,B.t. Cry1F maize line 

1507, MON88017 及び B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7 それぞれへの導入遺伝子の組

合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの（既に第一種使

用規程の承認を受けたものを除く。）を含む。） 

 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：ダウ・ケミカル日本株式会社、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った。主に確認した事項は以下の

とおりである。 

 なお、本スタック系統トウモロコシは、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MON89034）

と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（ B.t. Cry1F maize 

line 1507）、除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

（MON88017）とコウチュ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（B.t. 
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Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7）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る。 

 １ 意図された形質に係る相互作用 

 Bt 蛋白質（Cry1A.105 蛋白質、改変 Cry2Ab2 蛋白質、Cry1F 蛋白質、改変 Cry3Bb1 蛋白

質、Cry34Ab1 蛋白質及び Cry35Ab1 蛋白質）、PAT 蛋白質及び改変 CP4 EPSPS 蛋白質はそれ

ぞれ異なる作用機作をもち、独立して作用していることから、これらの蛋白質は Schrijver

ら（2007）の述べている相互作用についての検討が必要な蛋白質には相当しないと考えら

れる。また、これらの蛋白質は、それぞれ酵素活性を持たないかあるいは高い基質特異性

を有することから植物代謝経路に影響を及ぼすことはないと考えられる。よって、本スタ

ック系統トウモロコシにおいて、それぞれの親系統由来の発現蛋白質が植物代謝経路に新

たな影響を及ぼす可能性は低いと考えられた。 

 実際に生物検討を行った結果、本スタック系統トウモロコシのチョウ目害虫抵抗性、除

草剤グルホシネート耐性、及び除草剤グリホサート耐性はそれぞれの親系統と同程度であ

り、コウチュウ目害虫抵抗性については親系統よりもその程度は高まっていたが、認めら

れた差異はわずかであり、それぞれの Bt 蛋白質が正常に作用した結果であると考えられる

ことから、各親系統由来の発現蛋白質が本スタック系統トウモロコシの植物体内において

相互に影響する可能性は低く、親系統が有する形質を持つ以外に評価すべき形質の変化は

ないと考えられる。 

 また、上述のように親系統を全て掛け合わせた本スタック系統トウモロコシにおいて、

各親系統由来の発現蛋白質間に相互作用が認められなかったことから、本スタック系統ト

ウモロコシの親系統それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシか

ら分離した後代系統のスタック系統トウモロコシにおいても同様に発現蛋白質間での相互作

用はなく、新たに獲得されたそれぞれの性質は変化しないと考えられる。 

 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る。 

 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は、我が国において長期にわたり栽培等がなさ

れているが、これまで自生した例は報告されていない。 

 本スタック系統トウモロコシの親系統である MON89034、Cry1F line 1507、MON88017 及

び Event DAS-59122-7 の競合における優位性に関わる諸形質について調査を行った結果、

各親系統において一部の項目で対象の非組換えトウモロコシとの間に統計学的有意差が認

められた。しかし、これらの差異は競合における優位性を高めるほどの差異ではないと判

断された。 

 本スタック系統トウモロコシには、MON89034 中で発現する Cry1A.105 蛋白質及び改変

Cry2Ab2 蛋白質と Cry1F line 1507 中で発現する Cry1F 蛋白質によるチョウ目害虫抵抗性

の形質、並びに MON88017 中で発現する改変 Cry3Bb1 蛋白質と Event DAS-59122-7 中で発現

する Cry34Ab1 蛋白質及び Cry35Ab1 蛋白質によるコウチュウ目害虫抵抗性の形質が付与さ
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れているが、これらの害虫による食害はトウモロコシがわが国の自然条件下において生育

することを困難にさせる主な要因ではないことから、これらの形質の付与が栽培作物であ

るトウモロコシを自然条件下で自生させ、さらに競合における優位性を高めるとは考えに

くい。また、本スタック系統トウモロコシは PAT 蛋白質の発現による除草剤グルホシネー

ト耐性及び改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現による除草剤グリホサート耐性を有するが、グル

ホシネート及びグリホサートが散布されることが想定しにくい自然条件下においてグルホ

シネート及びグリホサート耐性であることが競合における優位性を高めるとは考えにくい。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシ及び本スタック系統トウモロコシの親系統それ

ぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のスタ

ック系統トウモロコシは競合における優位性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれは

ないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

 ３ 有害物質の産生性 

 宿主の属する生物種であるトウモロコシについては、野生生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されていない。 

 本スタック系統トウモロコシで発現しているいずれの蛋白質も既知アレルゲンと構造的

に類似性のある配列を有しないことが確認されている。また、Bt 蛋白質は酵素活性を持た

ず、宿主の代謝系から独立して機能していると考えられること、及び PAT 蛋白質及び改変

CP4 EPSPS 蛋白質については基質特異性が高いことなどから、宿主の代謝系に作用して有

害物質を産生することは無いと考えられた。 

 さらに、本スタック系統トウモロコシの親系統における有害物質（根から分泌されて他

の植物及び土壌微生物へ影響を与えるもの、植物体が有し枯死した後に他の植物に影響を

与えるもの）の産生性に関する試験として、後作試験、鋤込み試験及び土壌微生物相試験

を行った結果、一部の項目において対照の非組換えトウモロコシとの間に統計学的有意差

が認められたが、いずれの親系統トウモロコシにおいても有害物質の産生性が高まってい

ることを示唆するものではなかった。 

 MON89034 中で発現する Cry1A.105 蛋白質及び改変 Cry2Ab2 蛋白質、並びに Cry1F line 

1507 中で発現する Cry1F 蛋白質は、チョウ目昆虫に対して、また、MON88017 中で発現する

改変 Cry3Bb1 蛋白質並びに Event DAS-59122-7 中で発現する Cry34Ab1 蛋白質及び Cry35Ab1

蛋白質は、コウチュウ目昆虫に対して殺虫活性を示すことが明らかとなっている。 

 このことから、本スタック系統トウモロコシの花粉による非標的チョウ目昆虫種及び非

標的コウチュウ目昆虫への影響が懸念されるが、本スタック系統トウモロコシの栽培ほ場

周辺に局所的に生育しているとは考えにくいことから、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る。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシ及び本スタック系統トウモロコシの親系統それ

ぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のスタ

ック系統トウモロコシは有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれはな

いとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

 ４ 交雑性 
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 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及び本スタック系統トウモロコシの親系統

それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統の

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、我が国における生

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結論は妥当であると

判断した」。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいまチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホ

サート耐性トウモロコシについて御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が、いかがでしょうか。どなたからでも結構ですが、コ

メントでもございましたら、お願いいたします。 

 どうぞ。 

○小野里委員 今回のスタックは非常に複雑で、４つの系統を併せ持つ新たなスタックを

つくり出したということです。申請されたイベントは親系統の４つの系統をすべて持って

いるということだと思います。 

 そのためには、親がすべてホモでないと最終的に申請されたものが４つの系統の性質を

すべて持つことにはならないかと思います。こういう申請のときに、親の代が果たしてホ

モが確認されているか。ヘテロのままなのか。その辺を明記していただく必要があると思

います。さもないと、我々がこれを読んでも本当に４つの性質を持ち合わせているのか否

かが判断できない。あるいは私はこれを十分に読み切れていないので、どこかにホモであ

ることを示す記述があるのかもしれませんけれども、その辺がもしあったら取り消します

が、いかがでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 今おっしゃったことは、例えば 28 ページの育成過程の４つを

つくる前の２つところが主にということですね。 

○小野里委員 そうです。 

○浦野技術政策課課長補佐 ただ、その前にこれは確認しなければわからないですが、自

殖を３回繰り返しています。 

○小野里委員 そうですね。でも、その上の段階もそれぞれ２つの形質を併せ持っていま

して、そこでホモ同士であっても、かなり分離するわけです。ですから、単に自殖３回で

４つの性質をすべて持っているということには全くならないわけで、その辺は何らかの方

法でホモであることを確認されていれば、今回申請されたものが４つの系統の性質をすべ

て兼ね備えているということが言えるかと思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 小野里委員の御指摘はごもっともかとは思うんですが、ただ、

後の方でバイオアッセイの試験をやっています。そこできちっと本組換え体に本来入って
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いなければいけないコウチュウ目とかチョウ目、34 ページ辺りからの試験においてすべて

各形質がきちっと出ているということは、本スタック系統トウモロコシはそれぞれの形質

をすべて兼ね備えていると判断できると思います。 

○原田座長 どうぞ。 

○武田委員 今の小野里先生の御指摘に関連してですけれども、系統番号を見たときにか

け印が３つも並んでいますので、恐らくトウモロコシですと F1 同士で交配する複交雑とい

うイベントが出てきた。これは随分大変なことになったと実は思いました。ペディグリー

を見ると確かに３回の自殖をしていまして、結局、単純に複交雑ではないんです。３回の

自殖をしているということは、それぞれのターゲットになっている除草剤耐性なりチョウ

目、コウチュウ目耐性の遺伝子については、セレクションしていると思います。ですから、

複雑な４系交配ではなくて、幾つかの遺伝子を集積した最後の２つの材料の交配によって

出てきたペディグリーだと見ていいと思います。 

 ただ、問題はそれだけに、親が持っていた遺伝子のいわゆるピラミディングがどうなっ

たかということを注意して見なければいけない。そういうイベントではないかと思ってい

ます。 

○小野里委員 どこかにそういうことをちょっと明記していただくと、読む側にとっては

ほかを探さなくてもよいということです。 

 これは今回は話題にはしなくとも結構ですが、新たに作り出したスタック系統自身の評

価の必要性について再検討の機会を作っていただければと思います。腸管の細胞に穴をあ

けてイオンの通過性を変えてしまうという性質とその穴を拡げる組換え体があった場合、、

それぞれ１つであれば問題ないけれども、２つ併せ持つと問題を起こすということも考え

られると思います。 

 今回の例は１つのイベントに両方の遺伝子が入っているものですから、余り問題になり

ません。しかし、例えば cry34Ab1 と 35 は、片方が穴をあけて、片方がそれを広げるとい

う別々のイベントを交配した場合、単独では効果が小さくとも、両方併せると単独の場合

の８倍の効果が出るということです。こういう形で、それぞれのイベントから持ち込まれ

た性質の異なるタンパクが２つを併せ持つと、また異なる性質が表れるということは十分

にあり得ます。本来なら、申請するイベントについていろんな特性を評価すべきではない

かと思っています。 

 この点は前から疑問に思っていることなので、今回ここで論議してほしいということで

はありませんけれども、将来この辺のところは考えていく必要があるのではないかと思い

ます。 

○原田座長 どうぞ。 

○武田委員 先生がおっしゃるとおりのところがありまして、特に遺伝子のピラミダイゼ

ーションという観点からすると、34 ページの表７をごらんいただきたいんですけれども、

これは申請書の方です。 

 ここにコウチュウ目の耐虫性のデータが出ています。本スタック系統のスコアが 0.04、

その親はすぐ後ろにある MON88017 と Event DAS-29122-7 という２つの系統がコウチュウ目
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耐性遺伝子を持っているんです。それで優性検定をやりますと、Ａ２、Ｂ、Ｂで、あとは有

意差なし。下の３つはコウチュウ目に対する抵抗性を持っていないんです。 

 問題は２番目と３番目の親のスコアが 0.24、0.26 であるのに対して、本スタック系統と

いうのは明らかに有意に強いんです。Ａ２、Ｂ、Ｃというのは有意水準を表しています。な

ぜこういうことが起こったかというのは、やはり吟味してみる必要があるし、これは本来

同じ遺伝子を持ちこんでいるわけですから、強くなっているというのは不思議と言えば不

思議なんです。ある種のピラミダイゼーションが働いているということを数字は示してい

るわけですけれども、ただ、これは同じ遺伝子です。ですから、２つが複合して何かが起

こったというわけではないんです。 

 １つの答えとしては、可能性ですけれども、それぞれの入った染色体上の遺伝子の位置

が違って、このスタック系統とダブっている。同じ遺伝子だけれども、ダブって２つ入っ

ていて、例えばつくっているタンパクが増えているということがあると、１つの説明には

なります。 

 農作物分科会では、この辺はどういう議論になったんですか。抵抗性の遺伝子が落ちて

いないからいいのではないかという議論だったのか知りませんけれども、これは数字で見

ますと、明らかに強くなっています。 

○髙木委員 当然コピー数は上がっているのではないですか。 

○武田委員 私はその辺は考えていたんです。同じところに入っているということはほと

んどあり得ません。そうなってくると、ある種そういったピラミダイゼーションみたいな

ものの固有係数は将来的に考えていかなければいけないということでもあるわけです。 

○原田座長 コピー数について、検討の結果のどこかに書いてなかったですか。 

○近藤委員 書いてないです。 

○原田座長 確かに生物検定による被害の程度が違うわけですけれども、難しいのは、こ

の程度で生物多様性影響があるかどうかという問題になってくるわけですね。 

○武田委員 それは多分ないと思います。ただ、この先スタックが次々出てくるようなこ

とになるでしょう。 

○原田座長 そうですね。今後の審査のためのレッスンとして、今のはよくテイクノート

しておきたいと思います。 

 ほかに何かございますか。今のことは、小野里先生よろしいですか。 

○小野里委員 難しい問題で、すぐここで解決できる問題ではありませんので、将来この

会としても考えていけたらと思っています。 

○原田座長 ほかに何かございますでしょうか。どうぞ。 

○林委員 ISAAA の報告で特性については、除草剤耐性は全体の 63％。２番目がスタック

で 22％。害虫抵抗性は 15％。スタックの 22％のうちのほとんどは、ここにあるように除

草剤耐性とチョウ目あるいはコウチュウ目の組み合わせです。これがどんどん増えてくる

ということは、当然予想されます。今、両先生から御指摘があったようなことは重要だと

思います。 

 一方、この検討会としては、原田先生がおっしゃったように、生物多様性の評価をする
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場合に、評価書の書き方は、今のＡ、Ｂが下がったという問題はありますけれども、こう

いうような対比表を全部出す。それは非常にいいお手本ではないかと思います。スタック

の特に相互作用については、こういうことは一応全部書きますということで、今後のいい

お手本だと思いました。 

 これからいろいろあるので、どこかにお手本がないとどう書いていいかみんな困ります。

そのときにはこれが１つのお手本で、尐なくともこういう書き方はできるでしょう。そう

すると、一般の方がごらんになっても、ここはこうだということが見やすいです。これが

１つお手本になるかという気がしているところです。今後増えますので、この方法に準じ

るということで了解できれば、これは１つの手本になると思っています。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

○武田委員 テーブル６からテーブル９というのは、林先生がおっしゃるように非常にク

リアーです。テーブル７だけがピラミダイゼーションを疑わせる数字になっています。 

○原田座長 ありがとうございました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、まとめさせていただきたいと思います。今の議論されたイベントについて、

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。あと、訂正できるところは訂正して

もらうようにしたいと思います。 

 事務局は、申請者へ連絡をよろしくお願いいたします。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 それでは、次に移らせていただきまして、高トリプトファン含量イネについ

て検討いたします。 

 それでは、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より、資料６、７、８に基づ

いて御報告をよろしくお願いいたいと思います。 

 

＜高トリプトファン含量イネの生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 いずれも高トリプトファン含量イネということで、資料６－１を読ませてい

ただきまして、その後に資料７－１と資料８－１について、資料６－１と違うところだけ

を説明させていただきたいと思います。 

 それでは、資料６－１を読ませていただきます。 

 「農作物分科会における検討の結果 

 名称：高トリプトファン含量イネ（OASA1D,Oryza sativa L.）（KPD627-8） 

 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・食品産業技術総合研究機構 

 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った。主に確認した事項は以下のとおりである。 
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 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、pUBASA1D 由来の直鎖状 DNA 断片 pUb1i：：OASA1D-nosT を用いてウイ

スカ法により作出されており、OASA1D 遺伝子（イネ由来改変アントラニル酸合成酵素αサ

ブユニット遺伝子）が本組換えイネのゲノム中に２コピー移入され、複合世代にわたり安

定して伝達され発現していることがサザンブロット分析、ＰＣＲ分析、ノーザンブロット

分析及びウェスタンブロット分析により確認されている。 

 ２ 競合における優位性 

 本組換えイネは、移入された OASA1D 遺伝子によりトリプトファン高含有形質が付与され

ている。しかしながら、トリプトファンは蛋白質を構成するアミノ酸の一つであり、それ

自体として特段の生理活性を有するものではなく、トリプトファン高含有形質であること

が競合における優位性を高めるとは考えにくい。 

 2005 年以降、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諸形質について

調査した結果、穂数について優位差が認められたが、いずれも弱勢を示したことから、こ

れらの差が競合における優位性を高めるとは考えにくい。 

 以上より、本組換えイネは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場にお

ける栽培、保管、運搬及び廃棄並びにそれに付随する行為の範囲内では、影響を受ける可

能性のある野生動植物等の特定はされず、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た。 

 ３ 有害物質の産生性 

 本組換えイネは導入された OASA1D 遺伝子の発現によりアントラニル酸合成酵素αサブ

ユニットの改変型酵素を産生し、トリプトファンを多量に蓄積する。この酵素遺伝子はイ

ネ由来であり、１塩基（１アミノ酸）が置換されているが、このアミノ酸は活性中心では

なく、活性の変化はないことが確認されている。また、トリプトファンは必須アミノ酸の

１つであり LD50 の値（ラットの経口投与では 16g/体重 kg 以上：後述）から、毒物には該

当しないと考えられる。したがって本酵素及びトリプトファンともに有害物質には該当し

ない。 

 トリプトファンを経口投与したラットでの LD50 は 16g/体重 kg 以上（公開データベース

から引用）であり、体重１kg あたり本組換えイネ約 200,000 粒（玄米）に相当するが、野

生動物がこれほど大量の組換え玄米を食することは考えにくい。 

 また、我が国の特定網室において、本組換えイネの有害物質（根から分泌されて他の植

物及び土壌微生物へ影響を与えるもの、植物体が有し枯死した後に他の植物に影響を与え

るもの）の産生性の有無を鋤込み試験及び後作試験、土壌微生物相調査により比較検討し

た結果、対照との間で優位差は認められなかった。 

 以上より、本組換えイネは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場にお

ける栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれに付随する行為の範囲内では、影響を受ける可

能性のある野生動植物等の特定はされず、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た。 

 ４ 交雑性 
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 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た。 

 ５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えイネは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場

における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれに付随する行為の範囲内では、我が国にお

ける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

ると判断した」。 

 資料６－１は以上です。 

 続いて、資料７－１を見てください。資料６－１とかなり同じなんですが、若干違うと

ころがあります。 

 １の下から３行目ですが、資料６－１では「イネのゲノム中に２コピー移入され」とな

っていますが、資料７－１では「５コピー移入され」となっています。コピー数が違いま

す。 

 「２ 競合における優位性」のところで、真ん中辺ですが、上から６行目です。資料６

－１では「調査した結果、穂数について優位差が認められた」となっていますが、資料７

－１では「調査した結果、出穂日、桿長、花粉稔性について有意差が認められた」となっ

ています。 

 裏側ですが、先ほど資料６－１は「体重１kg あたり本組換えイネ約 200,000 粒（玄米）」

としました。資料７－１では「533,000 粒」と書いてありますが、ここも同じように「約

500,000 粒」訂正していただきたいと思います。 

 資料８－１ですが、導入法なども違っています。 

 「１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性」につきまして、１行目「本組換

えイネは、プラスミド pM159 を用いてアグロバクテリウム法により作出されており」とな

っています。先ほどとはプラスミド等も違いますし「ウイスカ法」というのが、ここでは

「アグロバクテリウム法」によって作出されております。 

 それから、１の下から２行目のところで、資料６－１では「サザンブロット分析、ＰＣ

Ｒ分析、ノーザンブロット分析及びウェスタンブロット分析」というふうに、更にウェス

タンブロット分析が入っていたんですが、資料８－１ではウェスタンブロット分析が入っ

ておりません。 

 「２ 競合における優位性」も上から６行目の左側「調査した結果、出穂日、桿長につ

いて有意差が認められた」ということで、資料６－１、資料７－１と若干異なっておりま

す。 

 裏側の２行目で「本組換えイネ 533,000 粒」となっておりますが、これも「約 500,000

粒」と訂正をしたいと思います。資料７－１と資料８－１では本当は数字が違うんですが、

どういうふうに丸めて計算するかでここら辺は変わってきまして、どちらも 50,000 粒と変

えたいと思います。 

 以上です。 
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○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま高トリプトファン高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、御意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。どなたからでも

結構です。どうぞ。 

○髙木委員 コメントなんですけれども、概要の 12 ページです。 

○原田座長 資料６－２でいいですか。 

○髙木委員 資料６－２も資料７－２も同じ 12 ページです。こういう具合にフィードバッ

ク阻害がかからないサブユニットを入れて、トリプトファンの含量を増やすということで、

当然代謝系が大きく変わってくるわけで、実際トリプトファンの含量が 100 倍以上増加し

て、それに伴って、インドール酢酸の量が 1.7 倍などに増加するということです。 

 申請者の方も勿論気がついているわけですけれども、植物ホルモンの１つであるオーキ

シンの活性を有するということがあるので、こういう栄養価が変わる作物をつくるという

ことは非常に野心的でいいことなんですけれども、逆にそれがマイナスになると非常に困

るので、特に隔離ほ場でオーキシンなどの中間代謝物の影響を慎重に調べて、是非成功さ

せてほしいというコメントです。 

○原田座長 私もこれを議論したときの分科会に出席させていただいたんですけれども、

分科会の近藤座長から、この辺についてはちゃんとやるように何回か相当厳しい御発言が

ございました。 

○髙木委員 是非成功させてほしいと思っています。 

○浦野技術政策課課長補佐 今、髙木委員から御指摘のあったところでございますが、例

えばブルーの KPD627-8 で御説明をさせていただきます。 

 黄色のとじ込みで別紙２というものがあると思います。それを１枚めくっていただきま

すと「高機能隔離ほ場における試験概要」ということで、隔離ほ場試験でどういうことを

行うかということが載っております。今、言われましたとおり、３ページ目の 20 行目と

25 行目に「トリプトファン含有量」と「オーキシン含有量」を測定するという予定になっ

ております。 

○髙木委員 これは読んでいると、引用文献で全部引いてあって、実際の数値がこの中に

は出てこないんです。引用文献を見ればわかるんでしょうけれども、その辺の実際の数字

を見てみたいという誘惑は感じました。百何倍になっているという文章にはなっているけ

れども、生データは全部引用文献ですね。 

○近藤委員 出ていると思います。 

○髙木委員 出ていましたか。 

○浦野技術政策課課長補佐 インドールの方は出ていないんですが、トリプトファンの方

は、今の別紙１の 10 ページに組換えイネ種子の実際の試験結果がございます。 

○近藤委員 表１ですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○髙木委員 百何倍というのは、どれですか。 

○近藤委員 197 と 207 です。 
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○髙木委員 146 倍というのは、どこから出てきたんですか。遊離トリプトファンの含量

が約 146 倍増加したと概要には出ていますね。 

○浦野技術政策課課長補佐 こちらは宿主との比較です。 

○武田委員 評価書の 10 ページ辺りですね。別紙１の 10 ページ辺りにあると思います。 

○原田座長 それが表１です。倍数比が 197 とか 207 になっていまして、髙木先生が言わ

れていますのは、テキストの方に 170 倍とあるということですね。 

○髙木委員 146 倍です。 

○原田座長 1.7 倍というのがあったんですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 これは宿主との比較ですね。今回の場合、宿主はクサホナミ

を用いていまして、こちらで言っているのはこれではなくて、HW1 系統なのでちょっと違

うところを引用してきているので、倍数はあっていないです。これは宿主との比較ですか

ら、この場合、１ページを見ますと、宿主はクサホナミになっています。 

 確認はとっておりませんが、ここら辺りは論文等にはなっていると思います。 

○髙木委員 それから、２コピー入った場合と５コピー入った場合での比率の差というの

は、データを比較すればわかるんですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 今、見ているのは何コピーでしたかね。 

○髙木委員 今のは２コピーの方ですかね。 

○近藤委員 コピー数と効果は関係ないです。 

○原田座長 どうぞ。 

○井出委員 素朴な疑問なんですが、これは飼料用のイネを開発すると書いてあったんで

すけれども、導入した遺伝子は全身で発現していて、植物体でも種でもトリプトファンを

たくさん蓄積しているということなんです。飼料といった場合、米として使うのか、例え

ば草として使うのかで組換え体をつくるやり方が違うと思うんですけれども、これは一体

どういうことを意図しているのかというのが素朴な疑問です。米として使うのであれば、

米だけで発現するようにすればいいのではないかと思いました。 

○原田座長 分科会のときに、私自身が今の質問をしたような気がしているんですけれど

も、私の記憶に間違いなければ、米を使う、ホールクロップサイレージではなかったと思

います。 

○井出委員 そうすると、米だけで発現するようにした方がより安心だと思います。それ

は何で全身で発現させなければいけないのかと思います。 

○小野里委員 これはそもそもトリプトファンを合成する酵素にフィードバックがかかる

ところをアミノ酸を変えてかからなくしたものだから、米のところだけで発現させるとか、

ほかで発現させるというコントロールはきっと難しいと思います。 

○原田座長 ほかによろしいでしょうか。どうぞ。 

○武田委員 ３つとも申請書の 13 ページになるんですけれども、Ｔ１で分離するので、こ

の遺伝子は染色体に乗っているとあって、分離比が示されていないんです。これはデータ

として片手落ちだと思います。 

 それとどうなんでしょうか。ごく初期の間は、仮にオルガネラに乗っていたとしても、
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分離してくる可能性があるのではないですか。だから、これはＴ１で分離するから染色体上

だというのはまず無理があるし、それならば、ちゃんと分離比を３対１か１対１か見せて

もらわなければいけないということで、ここはちょっとまずいのではないかと思います。 

○原田座長 そうですね。13 ページの（４）のところになるわけですね。核酸の存在状態

及び当該格差による形質発現の辺に合わせればいいわけですね。 

○武田委員 そうですね。これは恐らく分離比は取れるんだと思います。これは全部端か

ら並べれば、カウントできると思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 一応分離比については、別紙１の図３で示すように書いてあ

りますので、申請者としては、図３で示すようにということだと思います。図３はＰＣＲ

の分析結果ですので、確かに何対何というのはありません。 

○武田委員 これはごく一部ですものね。 

○浦野技術政策課課長補佐 何対何、期待値だったら幾らとか、実数値だったら幾らとい

うのは載っていないとは思います。 

○武田委員 これは今から数え直せるはずだから、データがほしいです。 

○浦野技術政策課課長補佐 わかりました。 

○武田委員 もう一つ、これも３つともなんですけれども、例えば別紙の具体的なデータ

で見ていきますと、11 ページです。 

○原田座長 別紙１ですか。 

○武田委員 別紙１です。5,000 分の１のワグナーポットに１株植えして、６本しか穂が

出ない。その稔実粒数が 70％しかない。どういうイネがつくられているのか、私にはイメ

ージが湧かないんです。 

 更に 14 ページでは、発芽率は 20 粒の３反復とあります。農水の基準というのは、もう

ちょっとしっかりした試験をするようになっているのではないかと思うんですけれども、

この程度の数字でよろしいんですか。 

○原田座長 林先生、何かコメントございますか。 

○林委員 これは分科会で沢山ありました。用いるポットが貧弱だということから始まっ

て、これで出てくる収量関連形質は余り物を言うと大変危ういことになるということで、

細かいことはすべて隔離試験をやったときにきちんとしてほしい。5,000 分の１ならいい

でしょうかという話があったんですけれども、確かに収量形質はおかしいという話が出ま

した。これはここではおかしいけれども、もともとまともに育たないようなことかもしれ

ないのでしようがないけれども、隔離でやるときには、きちんと見てほしいという要望は

ありました。 

 あと、何人かの委員から、隔離のイネの育て方がこれでちゃんとしたデータになるでし

ょうかとありました。そこのところはもう一遍申請者の方にきちんとしたデータを取るよ

うに、きちんとしたイネを育てるようにということで、先生の御懸念のところは出まして、

まさにそのことの御指摘なんです。作物研究所ですから、そういうところはちゃんとやっ

てほしい。 

 それから、確か子実を飼料に使うというお話でした。 
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○原田座長 たしかそうだったと思います。 

 どうぞ。 

○小野里委員 空色の評価書の 13 ページから 14 ページのところなんですけれども、稔実

粒数歩合が減尐すると書かれていまして、表を見ますと、組換えイネが 63.2％に対して、

宿主が 70.4％です。 

○原田座長 失礼ですけれども、何ページをごらんになっていますか。 

○小野里委員 13 ページです。 

○浦野技術政策課課長補佐 今のはブルーの別紙１の 13 ページです。 

○瀬川技術安全室長 冊子はブルーで大丈夫です。 

○浦野技術政策課課長補佐 冊子はブルー冊子の緑の別紙１の 14 ページの表６の数値の

ことです。 

○小野里委員 済みません。そこで稔実粒数のパーセントが歩合で出ているんですけれど

も、63.2 と 70.4 です。これは平均で本当に差があるのかと思います。 

 13 ページの一番下の行で「稔実粒数部合、一穂粒数とも低下した」と書いてあるんです

けれども、増えたとか減ったというときは、やはり統計的な点を加味しておくべきではな

いかと思います。有意な差があるかどうかということです。多分ほかにもあったと思うん

ですけれども、多い尐ないを表現する場合には、統計的な根拠に基づいて表現すべきだと

思います。 

 それと、今回、私はこの方法自体が興味深くて、しかも、必須アミノ酸が普通の米の 100

倍とも 200 倍にも上がるということで興味があったんですけれども、一番の問題は収量性

が低下する。どのぐらい低下するのかを見ようとすると、具体的に１個体当たりどのぐら

い米ができるのかというのがないんです。これで全く調べられないわけではなくて、１個

体当たりの穂数と１つの穂当たりの粒数がありますから、かけ合わせをすると、大体どの

ぐらいの粒が取れるかというのがわかるんですけれども、収穫量を本文でも問題にしてい

ますので、そうであれば１個体当たりの収量数をどこかで表しておいた方が、読む側にと

っては非常に便利ではないかと思います。コメントです。 

○原田座長 14 ページの表６から概算してみると、もしかすると、収量は半分ぐらいかも

わからないですね。 

○小野里委員 それは自分でも計算しました。 

○近藤委員 個体当たりの個数がかなり尐ないんです。 

○小野里委員 １粒の重量が等しいとすると、627-8 の方は大分低くて３分の１ぐらいに

なっています。 

 722-4 というのは、ほとんど変わらない。 

 317 もわずかに減っている程度で、そう大きくは減っていないんですけれども、それは

穂数と１つの穂当たりの粒数をかけ合わせた値で求めました。 

 それにしても、トリプトファンの量に換算すれば、最も悪くても、普通の米の 50 倍ぐら

いにはなっているようです。非常に面白いというか、興味深い組換え体だと感じました。 

○原田座長 収量の方は、先ほど林先生から御説明があったように、隔離ほ場でもう一遍
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しっかりやってもらわないと、ベースとして使うのは難しいのではないかという気がいた

します。 

 どうぞ。 

○林委員 そういう御質問はありました。例えば１穂当たりの粒数、120 ぐらいが平均と

いうのは随分多いんです。普通はそんなにないです。 

 それもあるし、それから、３反復ですね。ｎが２ですから、統計的処理をするにしても

非常に難しい。これでは誤差分散が小さくなりようがないですから、余りこれについて収

量形質から突っ突いても推論の域を出ないので、もうちょっとまともに育ててもらったも

ので審査させてもらいましょうということになりました。イネとしておかしいという数字

が大分あるんですけれども、こういう３反復ぐらいでやっていることであれば、もともと

きちんと生育していたとは思えないので、そういう御意見が随分ありましたけれども、こ

のところは、次にやってもらうということで落ち着いたのではないかと思います。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

○林委員 ほかのことでよろしいですか。 

○原田座長 どうぞ。 

○林委員 これは３つに関係するんですけれども、広い意味では機能性を高めたという一

連の組換え体ですね。今までここの検討会で機能性を高めたものについては、例えば高リ

ジンのトウモロコシだとか、高オレイン酸のダイズなどがございまして、これから増えて

くると思います。 

 その審査については、例えばアミノ酸をいじればアミノ酸のプロファイル、脂肪酸をい

じれば脂肪酸のプロファイル、ここでは直接の要求事項ではないかもしれないけれども、

次の段階で食品の方だったら、これは大概要求されるデータです。参考文献では、他のア

ミノ酸については、花粉と根ではやっているけれども、粒ではやっていないんです。問題

は粒なんですから、最低限度でいいですが、粒のアミノ酸のプロファイルは何らかの格好

で、当然将来要求されるデータだと思うので、これが解放系にいくまでにはそのデータを

補完して、トリプトファンはこうですけれども、ほかのアミノ酸については多尐変動があ

っても、この範囲なので大きい影響はないと思うということで、判断できるような資料が

あった方がいいと思います。今、ここに加えろとは言いませんけれども、そういうことを

思います。 

 従来のこれ以外の案件でもそうです。すごくデータを要求されたときもあるし、割と簡

単にいったときもあって、やはり最低限度はこういうことを考えたらどうでしょうかとい

うことがないと、申請者の方もどの程度までのデータをそろえればいいかという検討がつ

きません。これは食品ではないですから、そんなに詳細までやっているわけではないけれ

ども、いじったアミノ酸がほかのものはどうだというのは、生物多様性影響は直接ないか

もしれないけれども、これはみんな思うことです。ですから、それについて将来はデータ

を補完していただくということは考えていただいてもいいのではないかと思います。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ほかによろしいでしょうか。 
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 これも事務局に日本語の訂正のお願いをしたときに言おうかどうしようかと思っていた

んですけれども、タイトルの問題ですからやめておいたんです。普通、日本語でも英語で

も形容詞は形容するもののできるだけ近くに置くのが原則で、テキストの方を見るとちゃ

んとトリプトファン高含有量となっていて、タイトルは高トリプトファン含量イネとなっ

ているので、最初、読んだときに何のことかと思ってしまうので、トリプトファン高含量

イネとなっていればすぐ頭に入ると思います。 

○高島農産安全管理課審査官 ここについては、当初、独立行政法人の方から上がってき

たときはそういう名称だったように記憶をしているんですが、過去に同じシリーズの系統

で、トリプトファンを高含有する系統について、隔離ほ場の承認をしております。その際

には、高トリプトファン含量イネということでございましたので、連続性、同じシリーズ

のものということをわかりやすくするためにこういう形になっております。 

○原田座長 そうですか。我々の方が前に気がつくべきだったんですね。 

○林委員 今のお話ですけれども、317 の申請書を読んでいます。ほかにもあるかもしれ

ませんが、21 ページの「１．競合における優位性」の４行目に「トリプトファン高含有形

質を示すが」とございます。これは本当は文言としてはおかしい。トリプトファン含量と

いうのは形質ですけれども、高い、低いというのは特性なわけです。ですから、高含有特

性ならわかるけれども、高含有形質という言い方は言葉としてはおかしい。 

 原田先生がおっしゃったことにも絡みますけれども、細かいことかもしれませんが、言

葉としては、形質と特性を一緒にしてしまって、区別していない書き方になってしまって

います。 

○原田座長 そうですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 今、林委員から御指摘があったことは全部同じです。ほかの

ものでもそうなっています。３品目共通です。 

○林委員 高含有形質とは言わないですね。 

 本文の方は、含有量が増加しているという言葉になっているんです。ですから、素直に

書けば含有量増加ということです。あえてはっきりするのであれば、先生がおっしゃった

ように、トリプトファン高含有となればわかりやすい。そうすると、トリプトファン含量

という形質において、高含量であるということです。形質と特性が区別されていいと思い

ます。細かいことですけれどもね。 

○原田座長 気になるのは、提出先が提出先なものですからね。 

 どうもありがとうございました。もしほかに御質問、御意見がなければ、まとめさせて

いただきたいと思います。 

 高トリプトファン含量イネについてですけれども、申請者から提出された高トリプトフ

ァン含量イネについて、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するとしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○原田座長 それでは、そのようにさせていただきますので、事務局は連絡をよろしくお
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願いしたいと思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 お陰様でこれで議事の（１）はすべて終わりまして、議事「（２）その他」で

すけれども、事務局から何かございますでしょうか。 

 

＜その他＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、４月 28 日に開催されました第１種使用規程承認組

換え作物栽培実験指針の検討会の概要につきまして、担当補佐の小松から先生方に御報告

をさせていただきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。資料９に沿っての

御説明でございます。 

○小松技術政策課課長補佐 お手元の資料９－１、９－２になります。技術政策課技術安

全室の小松です。済みませんが、着席して説明させていただきます。 

 まず先ほど紹介があったとおり、一昨日の４月 28 日に第８回第１種使用規程承認組換え

作物栽培実験指針の検討会が行われました。本日はその報告を手短にさせていただきたい

と思います。 

 資料９－１をごらんください。昨年度までに第一種使用規程の承認を得たもので、かつ

組換え作物の栽培実験指針に沿って実施された試験がこちらに表記されております。 

 ２つの独法、農業生物資源研究所と農業環境技術研究所の２件です。 

 「栽培実験名」としては、４件。 

 「栽培作物」としては、お手元の資料のとおり、５件となっております。 

 スギ花粉ペプチド含有イネ、除草剤耐性組換えダイズ、害虫抵抗性及び除草剤耐性トウ

モロコシのスウィート種。農業環境技術研究所におきましては、イミダゾリノン系の除草

剤耐性ダイズ、除草剤グリホサート系の耐性のワタの５件になります。 

 昨年７月に栽培指針の改正が行われまして、特記するべきところは「交雑防止措置」の

「場所の選定」というところになるのですが、この指針では、開花時期の期間に平均風速

３ｍ以下の場所を選定するよう指針に記載いたしました。３件でそれに付随する場所があ

りますので、風速の測定を行いました。 

 まずスギ花粉ペプチドの含有イネなんですが、こちらは平均で秒速 0.7ｍ。次の除草剤

耐性ダイズでは、平均で秒速 0.6ｍ。農業環境技術研究所の方になりますと、イミダゾリ

ノン系では秒速 0.5ｍということで、すべて平均風速は３ｍ以下の場所をきっちり守って

いただいて、栽培実験が行われたということが報告されております。 

 「措置内容」としましては、２点だけ食品と飼料の未承認作物があります。スギ花粉ペ

プチド含有イネとイミダゾリノン系の除草剤耐性ダイズになるわけですが、こちらは隔離

距離とプラスαでモニタリングを実施して、栽培実験を行っていただきました。 

 栽培に関しての事前説明会、経過に対する情報提供かつ収量後の収量経過報告等々、す

べて規程どおり報告がなされて、無事試験が終了していることを我々の検討会で確認いた

したところです。 

 続きまして、資料９－２をごらんください。こちらは「第１種使用規定承認組換え作物
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栽培実験指針と新たな科学的知見について」ということで、検討会で新知見について検討

を行いました。 

 遅ればせながら、栽培指針のことについて説明させていただきますと、１枚目をめくっ

ていただくと「栽培実験指針の目的」があるわけですが、対象としては、まず独立行政法

人が行う遺伝子組換え作物の野外栽培実験に焦点を合わせた指針であるということがあげ

られます。 

 「１．指針の目的」は、遺伝子組換え研究については、国民の理解を得ながら推進する

ことが重要であるということをベースに踏まえて、安全性の面では問題がないとしても、

円滑の実験推進の観点から、近隣農家の同種作物との交雑や混入の防止や情報提供のため

の指針を策定しているというのが、この指針の基になっています。 

 具体的に言いますと、本日行われているようなカルタヘナ法により、生物多様性を損な

うおそれがないものとして承認された組換え作物であっても、一般農家の栽培する非組換

え作物との交雑が生じた場合に、生産・流通上の混乱が生じかねないことを考慮してとい

うことで、この指針がつくられております。 

 今回の検討会というのは、科学的知見がどんどん新しくなっていきますので、そういう

ものを運用結果と併せながら見直していくということで開かれました。 

 中身の説明というのは、省かせていただきます。 

 今回、新知見として議題に挙がったことの１つには、長距離交雑とその対策として、イ

ネ、ダイズ、トウモロコシの長距離交雑に焦点を当てて検討させていただきました。 

 もう一点は、栽培開始時期をずらすことの知見について、トウモロコシとイネについて

検討させていただきました。 

 結果等は簡単に申しますと、昨年の検討と同様、イネとダイズにおいては、低頻度であ

りますが、指針に定める隔離距離以上の交雑はあり得るということが検討会でのコンセン

サスとして認識されております。 

 また、ダイズにおいても、防虫ネットを用いた場合は低温時でも有効であるということ

で、共通認識を得ております。 

 先ほど話しました隔離距離以上の交雑があり得るという共通認識についてですが、我々

はモデル実験の中でも、同じような考察を行っており、シミュレーションで距離が延びる

に従って、単位距離当たりの交雑低減効果というのはどんどん小さくなっていきます。グ

ラフにすると、どんどん寝てくるということになります。 

 したがって、隔離距離をどんどん延ばすと、交雑の割合は低下していくんですが、モデ

ル上で交雑率を完全に０にするためには無限大の距離が必要ということで、最終的に幾ら

距離を延ばしても０トレランスというのは得られないというのが共通認識です。ただ、低

減効果というのは今後とも引き続き行うのですが、０を求めるものではないということで、

今回の検討会では共通認識を得ました。 

 もう一点の検討事項である栽培開始時期をずらすことへの効果では、新知見がイネとト

ウモロコシで出まして、例年と同じく、やはり栽培時期をずらすことで、低減効果、交雑

防止の抑制効果が認められるということで、従来の距離による、もしくは距離によらない
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低減効果と併せて、栽培時期をずらすということも併用して行ってもらいたいという旨を

共通認識として検討会で得たところであります。 

 以上です。 

○浦野技術政策課課長補佐 ありがとうございました。 

 何か御質問等ございますでしょうか。 

 よろしければ、事務局から次回の総合検討会の開催につきまして、御報告をさせていた

だきます。現段階で次回の総合検討会は６月 11 日木曜日の開催を予定しておりますので、

各先生方におかれましては、日程の確保をよろしくお願いいたします。 

 事務局からの「（２）その他」は、以上でございます。 

○原田座長 わかりました。 

 今まで我々がスケジュールでお知らせいただいているのは、５月 14 日に分科会があると

いうことですね。それは関係ないです。済みません。 

 それでは、本日の議事全般について何かございませんでしょうか。もし特にないようで

あれば、これで本日の議事は全部終了しましたので、事務局にお返しいたします。 

 

＜閉会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 本日は御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」を閉会いたします。 

 なお、先生方におかれましては、室長の瀬川から今般決定しました補正予算の関係につ

きまして、先生方に情報提供させていただきたいと思いますので、お残りいただければと

思います。若干お時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 


