
生物多様性影響評価検討会総合検討会 

平成２１年１２月１７日 

於：農林水産省技術会議委員室 

 

＜開会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより生物多様性評価検討会

総合検討会を開催したいと思います。 

 本日は、先生方にはご多忙のところ、お集まりいただいて誠にありがとうございます。 

 委員の出欠状況でございますが、武田委員、髙木委員は所用によりご欠席とのご連絡をいただいて

おります。 

＜配布資料の確認＞ 

 議事に入ります前に、本日の総合検討会配付資料に基づきまして配付資料の確認を行わせていただ

きたいと思います。 

 まず議事次第、委員名簿、座席表、資料１といたしまして、承認に係る申請案件の審査状況、資料

２－１といたしまして、農作物分科会における検討の結果、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、資料２－２がそれに関係する資料で

ございます。資料３－１がチョ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、資料３－２がそれに関係する資料でございます。資料４－１が乾燥耐性トウモロコシ、

資料４－２がそれに関する資料でございます。資料５が生物多様性影響評価情報の検討状況でござい

ます。あと、参考資料１、２ということで承認一覧を配付しております。 

 配付資料は以上でございますが、不足している資料等はございませんでしょうか。 

 それでは、参考資料１及び２につきましてご説明をさせていただきますが、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ございませんので、諸説明につきましては省略させていただき

たいと思います。 

 なお、傍聴の方には傍聴される方への注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のほうにお願いしたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

○原田座長 委員の先生方には年末で非常にお忙しい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。 

 いつもこの委員会のスムーズな運営にご協力いただいて大変感謝いたしておりますが、本日もどう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、これも時々お願いしていることでございますけれども申請書等に関しまして、特にそれ

ほど議論を要しないインフォメーションなどを何か知りたいことがある場合には、前もって事務局の

ほうにＥメールでも電話でも、ご連絡いただければ委員会の当日のスムーズな運営の助けになると思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

＜議事＞ 

 それではまず、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。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
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ございます。本日の総合検討会では農作物分科会での検討結果を近藤委員からご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ご検

討をいただきたいというふうに考えております。 

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

らご説明いただきます。その後、個々の申請案件について委員の皆様とともに検討し意見を集約した

後、総合検討会としての取り扱いを決めるようにしたいと思います。 

 それでは、事務局からまず申請案件の審査状況の説明をお願いします。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、資料１に基づきまして申請案件の審査状況でございますが、

本日ご審査いただく案件としましては３件でございます。１番と２番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でございます。３番目は隔

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でございます。 

 各申請案件の農作物分科会における検討状況は、その隣のとおりでございます。本日、総合検討会

ですべての案件につきまして初審議ということでございます。 

 資料１の説明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。 

 

＜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 

トウモロコシ及びチョ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＞ 

 それでは、まず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及びチョ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きまして、近藤委員より資料２と３に基づいてご報告よ

ろしくお願いいたします。 

○近藤委員 いつものように農作物分科会における検討の結果、資料２－１、３－１あるいは４－１

というそれについて読ませていただいてご報告にかえさせていただきます。今、座長より話がありま

したように２と３については一緒に報告させていただきます。 

 ２－１の資料を読ませていただきまして、それで３－１は２－１と比べて一部コウチュウ目害虫抵

抗性の遺伝子が入っていないということで、違うところだけを３－１で説明させていただきたいと思

います。 

 それでは、２－１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。括弧の後が長いんですが一応全部読ませていただきます。（改変cry1Ab，改変vip3A，

改変cry3Aa2，pat，mEPSPS，Zea mays subsp.mays（L.）Iltis）（Bt11×MIR162×MIR604×GA21，

OECD UI:SYN-BT011-1×SYN-IR162-4×SYN-IR604-5×MON-00021-9）（Bt11，MIR162，MIR604及び

GA21それぞれへの導入遺伝子の組み合わせ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。 
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 申請者：シンジェンタシード株式会社。 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種使用規

程に従って本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及び除草剤グルホシネート耐性トウモ

ロコシ（Bt11）、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MIR162）、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコ

シ（MIR604）及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（GA21）を用いて、交雑育手法により作出さ

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を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。 

 本スタック系統トウモロコシにおいて発現する改変Cry1Ab蛋白質、改変Vip3A蛋白質、改変Cry3Aa2

蛋白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI蛋白質はそれぞれ宿主の代謝経路に影響を及ぼすことはな

いと考えられている。また、これらの蛋白質は、それぞれ異なる作用機作を持ち、独立して作用して

いると考えられる。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

白質が宿主の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る。 

 実際に、生物検定を実施したところ、本スタック系統トウモロコシのチョウ目及びコウチュウ目害

虫抵抗性、除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性は、それぞれの親系統と同程度と考えられる。

よって、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で相互に影響する可能

性は低いと考えられる。 

 また、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み合わせを有す

るものであって本スタック系統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Bt11、MIR162、MIR604及びGA21の競合における優位性

に関わる諸形質として、形態及び生育の特性、生育初期における低温耐性、生体の越冬性、花粉の稔

性及びサイズ、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率について調査を行った。その結果、Bt11、

MIR604及びGA21については、対照の非組み換えトウモロコシとの間で統計学的有意差は認められなか

ったが、MIR162の稈長について、MIR162が191.5cm、対照の非組み換えトウモロコシは199.7cmと有意

差は認めれたものの差は小さいことから、この稈長の差によって競合における優位性が高まることは

ないと考えられた。 

 本スタック系統トウモロコシには、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性が付与されている。しか

し、チョウ目及びコウチュウ目昆虫による食害はトウモロコシが我が国の自然環境下において生育す

ることを困難にさせる主な要因ではないこと、さらに、我が国ではコーンルートワームの生息は報告
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されていないことから、この性質を有することにより競合における優位性が高まることはないと考え

られる。 

 本スタック系統トウモロコシには、除草剤グルホシネート及びグリホサートへの耐性が付与されて

いるが、グルホシネート及びグリホサート散布が想定しにくい我が国の自然環境下で、この性質によ

り競合における優位性が高まることはないと考えられる。 

 さらに、本スタック系統トウモロコシにはマンノースを炭素源として利用可能とするPMI蛋白質の

産生性が付与されているが、我が国の自然条件下においてはマンノース以外の炭素源も存在すること

から、この形質を有すること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

入遺伝子の組み合わ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、野生動植物等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。 

 本スタック系統トウモロコシで発現している改変Cry1Ab蛋白質、改変Vip3A蛋白質、改変Cry3Aa2蛋

白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI蛋白質については、既知アレルゲンとのアミノ酸配列の構造

相同性検索の結果から既知アレルゲンと相同性を持たないことが確認されている。 

 改変Cry1Ab蛋白質、改変Vip3A蛋白質、改変Cry3Aa2蛋白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI蛋白

質は、その蛋白質の特性から、それぞれ宿主の代謝経路に影響を及ぼすことはないと考えられた。し

たがって、これらの蛋白質が原因で、親系統であるBt11、MIR162、MIR604及びGA21中に有害物質が産

生されることはないと考えられた。 

 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、いずれの試験でも

対象の非組み換えトウモロコシとの間で有意差は認められていない。よって、本スタック系統トウモ

ロコシにおいても意図しない有害物質の産生はないと考えられる。 

 一方、改変Cry1Ab蛋白質及び改変Vip3A蛋白質によって影響を受ける可能性のある野生動植物等と

してチョウ目昆虫を、また、改変Cry3Aa2蛋白質によって影響を受ける可能性のある野生動植物等と

してコウチュウ目昆虫を特定して検討を行った。特定されたチョウ目及びコウチュウ目昆虫がある程

度まとまって花粉を食餌する可能性は、トウモロコシほ場から10ｍ以上離れると極めて低く、50ｍ以

上離れるとほとんど無視できると結論された。本スタック系統トウモロコシを直接摂食する可能性の

ある、もしくは本スタック系統トウモロコシから飛散した花粉を食餌植物とともに摂食する可能性の

あるチョウ目昆虫及びコウチュウ目昆虫が、本スタック系統トウモロコシの栽培ほ場から半径50ｍの

範囲に局所的に生育しているとは考えにくい。このことから、チョウ目昆虫及びコウチュウ目昆虫が

個体群レベルで本スタック系統トウモロコシを直接摂食することによる影響を受ける可能性、もしく

は飛散する花粉による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

入遺伝子の組み合わ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



－4－ 

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

の導入遺伝子の組み合わ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。 

 ２－１は以上ですが、３－１を２－１と比較してご覧ください。 

 ３－１では、先ほど申し上げたようにコウチュウ目害虫抵抗性に関する遺伝子が導入されておりま

せん。そのため、２－１で括弧の中の３番目、「改変cry3Aa2」とありましたのが、３－１ではこれ

がございません。それから、その次の行に「MIR604」とありましたのも、これもございません。２－

１のその次の行ですが、「SYN-IR604-5」とありますが、これもございません。その次の行の

「MIR604」もございません。それから、本文中ですが資料２－１の23行目の終わりから24行目の初め

ですが、「コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MIR604）」が３－１ではございません。それから、

２－１の31行目の最初、「改変Cry3Aa2蛋白質」が３－１ではございません。それから、２－１の36

行目の後ろから37行目の初めにかけて「及びコウチュウ目」というところ、これがございません。そ

れから、２－１の２ページ目の16行目中ほど、「及びコウチュウ目」、それから、次の行の17行目の

中ほどより少し前の「及びコウチュウ目」がございません。それから38行目の初め、「改変Cry3Aa2

蛋白質」、それから41行目の中ほどの「Cry3Aa2蛋白質」が３－１ではございません。 

 続いて、２－１の３ページですが７行目「また、改変Cry3Aa2蛋白質によって影響を受ける可能性

のある野生動植物等としてコウチュウ目昆虫を」というのがございません。同じ行の最後から次の行

にかけて「及びコウチュウ目昆虫」、これもございません。それから、12行目の中ほど「及びコウチ

ュウ目昆虫」もございません。それから、14行目の初めのほうで「及びコウチュウ目昆虫」がござい

ません。このようにコウチュウ目昆虫に関わる文章、それからそれの抵抗性に関わる遺伝子に関する

部分が３－１ではすべてございません。あとは全く同様です。 

 以上で報告を終わります。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは今、近藤委員から報告していただいた２件につきまして何かご質問、ご意見がございまし

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が、いかがでしょうか。何かござ

いましたらどうぞ。何もございませんでしょうか。 

 もし何もございませんようでしたら、この取りまとめに移らせていただきたいと思いますが、次の

ようにまとめたいと思います。 

 申請者から提出されました、今ご報告のあった２件について「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」というふうにまとめたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ご異議がございませんようですので、このように取りまとめさせていただきます。 

 では、事務局のほうから申請者に連絡をよろしくお願いしたいと思います。 
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 それでは、次に移らせていただきます。 

 

＜乾燥耐性トウモロコシの生物多様性影響評価について＞ 

○原田座長 乾燥耐性トウモロコシ（MON87460）ですけれども、これの検討結果につきまして近藤委

員より資料４に基づいてご報告をお願いしたいと思いますが、先ほど既に事務局のほうから説明があ

りました資料１－３の乾燥耐性トウモロコシのところをご覧いただきますと、今までに６回分科会の

ほうで議論をしております。去年の１月21日、12月18日、今年になりまして２月10日、３月30日、10

月13日、11月９日と計６回、検討してまいりまして、本日総合検討会のほうに提出することになった

わけです。 

 それではまず、近藤先生のほうからよろしくお願いしたいと思います。 

○近藤委員 ただいま原田座長から説明がありましたように、この件は乾燥耐性ということでこれま

でのものとは違いまして、いわゆる環境耐性ということで初めてのケースで、書き方もこれまでとは

大分違って申請者も我々も難しい点がありまして、それで何度も検討してまいりました。その結果に

ついて、資料４－１に基づきまして説明させていただきます。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：乾燥耐性トウモロコシ（改変cspＢ、Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）（MON87460，OECD 

UI：MON-87460-4）。 

 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：日本モンサント株式会社。 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種使用規

程に従って本組換えトウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請者による

評価の内容について検討を行った。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。 

 本組換えトウモロコシは、E.coli由来のpBR322などをもとに構築されたプラスミドPV-ZMAP595を用

いて、アグロバクテリウム法により作出されており、サザンブロット分析の結果から、改変cspB遺伝

子（改変低温ショック蛋白質Ｂ遺伝子）及びnptⅡ遺伝子（ネオマイシンフォスフォトランスフェラ

ーゼⅡ遺伝子）発現カセットを含むT-DNA領域１コピーが移入されていることが確認されている。 

 また、改変cspB遺伝子及びnptⅡ遺伝子が安定して後代に遺伝し、発現していることが、複数世代

を用いたサザンブロット分析及びELISA分析の結果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使用等の実績があるが、

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、後期栄養生長期から初期生殖生長期（V8～R2）に乾燥ストレスを与えた

場合、対照の非組換えトウモロコシと比較して、その後の収量が約9.6から32.1％高いことが確認さ

れた。しかし、本組換えトウモロコシの収量は通常の水分条件下では高まっておらず、その他の形態

特性にも統計学的有意差は認められなかった。また、乾燥ストレス条件下での本組換えトウモロコシ

の収量は通常の水分条件下で生育させた場合の収量と比較して約48％減少した。それに対して、対照

の非組換えトウモロコシについては、約61％減少した。 

 また、本組換えトウモロコシの高温（開花期の温度が35℃以上）、塩ストレス条件下での生育特性

及び生育初期における高温（３葉期の植物体を５日間高温処理）、塩（４葉期の植物体を12日間塩処
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理）、低温（３葉期の植物体を８日間低温処理）ストレスに対する耐性能を調査した結果、本組換え

トウモロコシが、高温、塩、低温ストレスに対して耐性を獲得したことを示すような差異は、今回行

った調査の範囲では認められなかった。 

 さらに、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

幾つかの特性（例；休眠性、倒伏性、脱粒性、種子散布性など）を合わせ持つことが必要であること

が知られているが（Lingenfelter and N.L.Hartwig，2003；Anderson，1996）、米国のほ場において、

通常の水分条件下で生育させ、調査を行った結果、これらの諸形質について本組換えトウモロコシと

対照の非組換えトウモロコシの間に差異は認められなかった。 

 したがって、本組換えトウモロコシは上述した程度の乾燥ストレス耐性能により、我が国の自然条

件下で自生できるほどの競合における優位性を獲得するとは考えにくい。 

 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ら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。 

 宿主の属する分類学上の種であるトウモロコシについては、長期間の使用経験があるが、これまで

有害物質の産生性は報告されていない。 

 本組換えトウモロコシは改変CSPB蛋白質及びNPTII蛋白質を産生するが、いずれの蛋白質について

も既知のアレルゲンとの間でアミノ酸配列に相同性は見られないことが確認されている。 

 改変CSPB蛋白質は、乾燥などのストレス条件下でRNA上に形成された２本鎖を解消することにより

RNAを安定化させ、細胞機能を正常な状態に保つように働いていることが示唆された。そのため、宿

主の持つ代謝系を変化させることはないと考えられることから、宿主の代謝系に作用して有害物質を

産生するとは考えにくい。また、NPTII蛋白質が有害物質であるとする報告はない。 

 また、CSPB蛋白質及びNPTII蛋白質はそれぞれ異なる作用機作を有していること、NPTII蛋白質は基

質特異性が高いこと、CSPB蛋白質はNPTII蛋白質の基質となるようなアミノグリコシド系構造を有さ

ないことから、これら蛋白質はそれぞれ独立して作用していると考えられ、植物体内において相互に

影響する可能性はないと考えられる。 

 実際に、2006－2007年にチリの３カ所（コリナ、カレラ・デ・タンゴ及びルンブレラス）のほ場に

おいて通常の水分条件及び乾燥ストレス条件下で本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコ

シを生育させ、植物体及び収穫種子の構成成分を調査した。 

 その結果、幾つかの項目で統計学的有意差が認められたが、いずれの値も同時に調査を行った12種

の商業栽培品種の範囲内であった。そのため、本組換えトウモロコシに導入された改変CSPB及び

NPTII蛋白質がトウモロコシに新規の代謝系を生じさせたり、新たな代謝産物を産生させるようなこ

とはないと考えられる。 

 さらに、米国の温室において、通常の水分条件下で生育させた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、対照区

との間で有意差は認められなかった。 

 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
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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。  

 ただいま近藤委員からご報告していただきました、乾燥耐性トウモロコシについて何かご意見、ご

質問ございましたらよろしくお願いしたいと思いますが、どうぞ。 

○井手委員 本質とは関係ないですけれども、この検討結果なんですけれども、一番下の引用文献の、

この一番最後の2003というやつに、このN.L.というのは要らないんじゃないでしょうかね。 

○近藤委員 そうですね、ほかは書いていないですね。 

○原田座長 どうもありがとうございます。 

 ほかに何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○小野里委員 今回の申請の実験結果を見ますと、後期栄養生長期及び初期生殖生長期では乾燥スト

レスに対して非常に耐性が高まって収量が上がっているということがクリアな結果として出ていると

思う。ところが比較的初期、生育初期に乾燥ストレスを与えた場合には、ほとんど効果がない、ある

いはものによっては逆の結果も出ていますが、その辺の違いはどのように考えたらよろしいのでしょ

うか。 

○近藤委員 これは事務局の方のほうが詳しいと思いますが、これはこういうストレスが収量に対す

る影響する時期があるようで、この時期にはその影響が大きいということで差が出ていると理解して

いますが、いかがですか。 

○桂研究専門官 その収量に影響を及ぼす時期というのはこの時期で、それでそういう結果になった

んではないかと。 

○小野里委員 ほかの環境ストレス、高温とか塩分及び低温に対しても生育初期には効果がないと予

想されるのですが、なぜテストしなかったのでしょうか。 

○近藤委員 この点に関しても、私たちもちろん当然そういう疑問を持ちましたけれども、試験はな

されていなかったということなんですが、中にはかけにくいストレスの種類もあって同じ時期にここ

に書いてあるほかのストレスをかけられるかといったら、必ずしもそうではないということと、それ

からこれは今度隔離ほ場試験の申請で、隔離ほ場試験の間に可能な限り試験をするというふうなこと

になっております。 

○原田座長 よろしいでしょうか。 

○小野里委員 はい。この申請の審議が６回も続いたということは、どの辺が問題になっていたのか、

もし差し支えなかったらご紹介いただければと思います。 

○近藤委員 １つはこの組換えされた遺伝産物がRNAシャペロンとして働いているのかどうかという

ことに対する疑問とかですね。それから書き方の問題としましても、従来申請書では例えば除草剤耐
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性であるとか害虫抵抗性に関するものについては、そういったことが環境において何か優位性に関わ

らないかという、環境というのはそちらのほうに出てくるんですね。これは、このもの自体が乾燥耐

性のために、その書き方がちょっとわかりにくい感じで書かれていた。これは乾燥耐性については別

立てで、そこでしっかり述べてもらわないといけないと思うんですが、そこら辺が両方がある程度交

錯してきた部分があったりとか、読んでいてわかりにくいということとか、それから今ご指摘があり

ましたように乾燥以外のところのストレスに対してどうなのかという問題、これも大きな問題として

議論されました。 

○小野里委員 それで、RNAシャペロンに関する実験はこの審議の過程で新たにやられた実験ですか、

それとも……。 

○近藤委員 そうではないです。 

○小野里委員 それは最初から。 

○近藤委員 はい。 

○桂研究専門官 補足させていただきますと、先ほど同じストレスを与えた条件で試験がなされてい

ないということなんですが、それはこの隔離ほ場試験の間に別添資料で言いますと23－Ｅで、後ろか

ら２つ目のやつです。 

 そこで日本ではないんですけれども、アメリカのほうで温室を使ってこういう試験をされるという

ことで、こういうのを含めて一緒に隔離ほ場試験を実施すると同時に、ここでもそういうデータをと

っていくということになっております。 

○小野里委員 ある時期に限ってストレスが影響を受けるとなれば非常に興味あるところで、もしわ

かったら、また知らせていただければと思います。 

○原田座長 よろしいでしょうか。小野里委員、よろしいですか。 

○小野里委員 はい、結構です。 

○原田座長 生物多様性影響評価には全く関係ないんですけれども、さっき井手先生からも小っちゃ

なご指摘があったので、ちょっと表現で疑問に思ったことがあります。１ページの下から２行目の終

わりのほう、括弧の中に休眠性、倒伏性、脱粒性は問題ないんですが、種子散布性というのがあるん

ですが、僕の考え違いかもしれませんが種子の散布というと何か人間が散布するような感じがするん

で、これは林先生のほうがお詳しいと思うんですが、拡散性とか何かにしたほうがいいでしょうかね。 

○林委員 その前に脱粒性がありますね。 

○原田座長 はい。 

○林委員 散布性というのは何のことですかね。 

○原田座長 これは種子が、僕の感じでは広く遠くまで飛ぶというような。 

○林委員 はじけて飛ぶとか。 

○原田座長 ええ。トウモロコシの場合はあまり問題……。 

○井手委員 私は例えば重力散布であるとか、風散布であるとかというふうに理解したんですけれど

も。 

○林委員 拡散性か、どっちでもいいですか。確かに散布性とはいいませんね。 

○原田座長 何かちょっと引っかかったものですからね。拡散性で。 

○林委員 で、いいんじゃないかと思いますけども、はい。 

○原田座長 じゃ、ちょっと訂正しておいていただければと思います。 

○小野里委員 今のところでついでに１つ質問させていただきます。その倒伏性というのはどういう
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に関わってくるのでしょうか。 

○原田座長 これはこの前、僕もいろいろ桂研究専門官からたしか説明をちょっと伺いましたが、ト

ウモロコシの場合の倒伏というのは何か２種類。 

○桂研究専門官 ２種類というか、トウモロコシの場合は茎が折れる場合もあるんですね。それは折

損というんですけれども、倒伏は転び型倒伏といって根元が、根がちょっと浮くような感じというこ

とです。 

○小野里委員 それがあると、どのように関わってきますか。 

○桂研究専門官 想像するには、倒伏すると地面に種が飛び散りやすいとなりますよね、成熟した後。 

○小野里委員 ものによっては高い位置からのほうが遠くまで。これはもともとここでは脱粒性とか

ほとんどないでしょうから、あまり影響はないかと思うんですけど。 

○原田座長 イネ科のところで大体倒伏するかどうかというのは、かなり重要な問題ですので、イネ

の場合はもちろんですけれども、トウモロコシの場合も。 

○桂研究専門官 そうですね。ちょっとトウモロコシじゃないんですけれども、牧草とかですとやは

り倒れて種が落ちますよね。倒れてそこに。それは脱粒性も関係してくるんですけれども、すごく種

が広がるんです。そこで一杯生えてくる。普通イネ科のほうはそういう。 

○小野里委員 最終的には、でも倒伏しちゃうんじゃないですか。イネ科すべてが。 

○桂研究専門官 いや、それは、倒伏は必ず倒伏するかというとそうじゃなくて、それはやっぱり品

種間差が当然あって、それは当然、種内の変異もありますし。 

○小野里委員 最終的には枯れて倒れてしまうのではないですか。 

○桂研究専門官 ずっと置いていたらですか。 

○小野里委員 ええ。その種が云々というのはもう成熟した後の話ですよね。 

○桂研究専門官 ええ。 

○小野里委員 何にどう結びつくのかがよくわかりません。 

○桂研究専門官 それはやっぱりいろいろ残っている場合も、必ずしもすべては倒れないと思います

ね。 

○小野里委員 それほど重要な問題じゃないですから、結構です。 

○原田座長 それでは、ほかになければまとめさせていただきますが、「申請者から提出された乾燥

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」と判断します。こういうことでよろしいでし

ょうか。 

 ご異議がないようですので、そうまとめさせていただきます。 

 じゃ、事務局のほうから申請者によろしくご連絡をお願いしたいと思います。 

 それから次。これで３つの申請されていたものの審査は終わったんですが、議事の２のその他とい

うことで、これは評価情報の検討状況についてということで、評価情報の検討状況につきまして作業

部会の近藤座長から検討状況の報告をしていただきたいと思います。委員の先生方、ご記憶あると思

いますけれども、この前の総合検討会のときに私のほうから提案させていただいて、この評価情報を

いろいろ検討してもらうための作業部会というのをつくっていただいて、たしか、近藤先生が委員長

でもあるわけですよね作業部会のほうのね。２度ほどあったそうですので、その中間報告をしていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○近藤委員 それでは、総合検討会報告用資料５というのがありますが、それを基本的には読みなが



－10－ 

ら、あるいは詳細につきましては事務局のほうから説明をいただきながら、ご報告とさせていただき

たいと思います。 

 それでは、「生物多様性影響評価情報の検討状況について（案）」というものですが、まずⅠの背

景ですが、ちょっと読ませていただきます。 

 カルタヘナ法については、法施行後５年を経過したことから、「中央環境審議会 野生生物部会 

遺伝子組換え生物小委員会」において、施行状況の検討が行われた。本年８月に検討の結果が取りま

とめられ、10月５日の総合検討会で環境省から報告された。 

 この報告書において、生物多様性影響評価に資する知見の充実と最新の知見に基づく評価が重要で

ある。それから、生物多様性影響評価で必要とされるデータについては、蓄積された知見と経験を踏

まえ、適宜点検することが必要である、との指摘がなされました。 

 これらの検討結果を踏まえて、遺伝子組換え農作物の生物多様性影響評価に必要とされる情報につ

いて、総合検討会において検討を行い、必要に応じて見直しを行うこととされました。 

 このため、総合検討会の下に評価情報点検作業部会を設置し、広く点検作業を行うこととされまし

た。 

 Ⅱ番の経緯ですが、第１回作業部会において、総合検討会や農作物分科会で各委員から出された意

見等を参考に、生物多様性影響評価情報全般について広く意見交換を行い、検討が必要であると考え

られる具体的項目を選定し、第２回作業部会から、その項目についての検討を開始いたしました。 

 その具体的検討項目ですが、使用等の内容に応じた評価、具体的には隔離ほ場栽培の申請時に必要

な情報について、２番目に遺伝子組換え生物の種類に応じた評価、スタック系統の評価情報について、

それから３番目に評価項目・評価情報全般の点検について、「交雑性」と遺伝子浸透との関係につい

てと、その他というふうに分けて議論をしてまいりました。 

 これまでの検討結果はいろいろ多岐にわたっているので、あちこちに議論がいったんですが、事務

局のほうでご説明願えますか。 

○浦野技術政策課課長補佐  

 それでは今、近藤委員が御説明いたしました資料５の２ページ目から具体的な項目が４つ載せられ

ておりますので、１つずつご説明をさせていただきたいと思います。 

 先生方のお手元に資料５の説明用資料という資料を配付させていただいていると思いますが、そち

らをご覧いただければと思います。 

 具体的説明項目は４つありますが、その中の１番目の隔離ほ場栽培の申請時に必要な情報について、

この説明用資料に基づきまして説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、右下に１と書いてあるスライドを見ていただきたいと思います。このスライドの、まず１つ

目の囲みの箇所に星印が２つあります。これまでの生物多様性影響評価を行ってきた使用方法等の種

類としてはそこの囲みの１番ですけれども、使用場所とか使用期間等を特定しない使用として一般使

用、隔離ほ場に限定した使用として隔離ほ場における使用に大別されます。 

 続きまして、２つ目の囲みですが、これまでの隔離ほ場の栽培申請のために出された評価書の記載

情報の内容について確認をしていただいたところ、まず①ですがこれまでの隔離ほ場の評価の申請書

の中には、諸外国におけるデータが多数存在していたということです。②といたしまして、隔離ほ場

の使用申請の段階から既に一般使用等を想定した評価書が作成されてきたという経緯があるというこ

とを確認いたしました。 

 それで、今後よりよい評価を行うために、隔離ほ場の申請に必要な情報につきましてどのように整
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理をしていけばよいかにつきまして検討が行われました。 

 続きまして、スライドの２をご覧いただきたいと思います。 

 スライドの２、こちらはカルタヘナ議定書のAnnexⅢでございます。 

 まず、日本における状況を調べる前に諸外国の評価のガイドラインを確認していただく必要がある

ということから、諸外国においてはカルタヘナ議定書をどのように受けとめているかを確認するため

に、まずカルタヘナ議定書の確認を行いました。 

 カルタヘナ議定書においては、目的、一般原則、考慮すべき点と３つほどありますが、赤字の箇所

ですが、受容環境に応じて評価を行うということを確認をしていただきました。 

 我が国における生物多様性影響評価にも、その受容環境という言葉は用いられていませんけれども、

受容環境の概念は含まれているということでございます。 

 続きまして、３枚目のスライドでございます。 

 まずガイドラインとしては、ＥＵ、フィリピン、オーストラリアのガイドラインを確認していただ

いたところ、受容環境が定義をされていたということでございます。 

 その上で、実際の評価書です。ＥＵ、デンマーク、スウェーデン、南アフリカ、オーストラリアの

評価書を確認したところ、受容環境に対する情報がまとめられていたということです。 

 スライド３は、左側が日本の隔離ほ場に関する情報で、右側がＥＵの隔離ほ場に関するＥＵのガイ

ドラインということでございます。 

 まず、右側のＥＵのガイドラインでは、その隔離ほ場の周辺状況の情報といたしましては、そこの

Ｅの１、２、３ですが、１番目は放出地点の位置とか大きさ、これは日本でも隔離ほ場の申請時の情

報としてもらっていますが、ＥＵの場合はそこの２番目でございます放出地点の生態系の説明とか、

あと気象、植物層、動物層とか、３番目の近縁野生種または栽培種の存在などの情報も得ているとい

うことでございます。 

 それで、リスク管理の情報といたしましては、Ｆの４番目ですけれども栽培前後及び栽培期間中の

栽培方法とか収穫方法を含む、ほ場の管理情報等も求めていることが確認されました。 

 日本の場合は隔離ほ場の項目に、そのすべての受容環境の情報が入っているわけではなく、１例と

いたしまして隔離ほ場周辺の近縁野生種の存在状態等は評価項目の交雑性の箇所に記載をされている

ことが確認をされました。 

 次のスライドの４ですが、これは３番の続きでございますけれども、左側が南アフリカのガイドラ

インで、右側がオーストラリアのガイドラインということでございます。 

 まず左側の南アフリカの場合ですが、字が大変小さくて恐縮でございますが、隔離ほ場の周辺の情

報といたしましては5.1.1ですけれども、試験地の位置情報等、これは日本でもいただいている情報

ですが、それに加え試験地の情報といたしまして土壌、地形、気象、植物層、動物層等の情報も使っ

ているということです。 

 また、そのリスク管理情報といたしましては5.1.7の箇所ですが、その試験終了後の試験地等から

のＧＭ作物の除去とか、試験地の原状回復等に関する規定等も情報としていただいているということ

です。 

 続きまして、次は右側のオーストラリアですが、オーストラリアはほ場周辺の情報といたしまして

はそこのSection６のところですが、６では試験地の面積とか位置でございまして、6.1のところで試

験地の気象データとか水路からの距離を情報として求めているということでございます。 

 また、6.2.2では試験地周辺の交雑可能な種の存在についての情報を得ていると。リスク管理情報
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といたしましては6.3ですが、ＧＭ種子の運搬方法とか栽培後の植物の処理方法等の情報を得ている

ということが確認をされております。 

 このように海外の評価書、ガイドライン等を確認したところ、我が国の隔離ほ場よりも試験ほ場や

その周辺環境の情報、リスク管理の情報が詳細に記載されているということを確認していただきまし

た。 

 続きましてスライドの５ですが、５は諸外国の野外試験の評価書に記載されている導入遺伝子とか

生理・生態学に関する情報についてどのように記載されているかにつきまして、ご確認をいただいて

おります。 

 まず、導入遺伝子に関する情報ですけれども１つ目の囲みのところですが、コピー数とか、付与さ

れた遺伝子の安定性の情報でございます。 

 次に、生理・生態学的情報といたしましては稈長や分けつ数等の形態特性とか、種子の生産量等の

情報ということでございます。 

 確認をしていただきました結果、２つ目の囲みのところですけれども、我が国に提出される評価書

では導入遺伝子や形態特性を含む生理・生態学的特性についてもデータに基づいて記載をし、その試

験内容も添付をしていただいていることが確認をされました。 

 それに対しまして、諸外国では導入遺伝子に関する情報につきましてはその実験データに基づいて

記載がされておりますけれども、生理・生態学的特性に関する情報につきましては試験における観察

を記載し、データ情報は記載されていないということでございます。 

 このように同じイベントの評価であっても、提出される情報の内容とかレベルが多少日本と異なっ

ているということが確認をされました。 

 続きまして、次のスライドの６ですが、スライドの６はやはりこれまでの我が国のほ場で栽培を申

請された情報の収集にということで、これまでの流れを１番のところですが、１番というのは海外で

開発された場合は隔離ほ場の申請を行う際の生理・生態学的なデータというのは、海外の野外試験で

得たデータを利用して隔離ほ場の申請が行われていることを確認がされました。 

 それに対しまして、我が国で開発をされた場合は、隔離ほ場試験の前に野外試験はできませんので、

隔離温室と特定網室で得たデータを利用して隔離ほ場試験の申請が行われているということが確認を

されております。 

 なお、導入遺伝子のデータにつきましては、我が国で開発する場合も海外で開発する場合も同様の

情報が収集されることが確認をされているということでございます。 

 では、これまで我が国で開発をされましたものについて、隔離温室、特定網室、隔離ほ場でのデー

タがどうなっているかを確認したのがスライドの７で、そこにございます１つ目の囲みのところです

が、これまで我が国で開発をして、隔離温室、特定網室、隔離ほ場の３つのデータがすべてそろって

いるものは、種類といたしましては１のところにあります高トリプトファンイネ、青紫色カーネーシ

ョン、青色のバラ、この３品目つについて、それぞれの生理・生態学的データについてどのようにな

っているかを検討いたしました。その検討した結果がそこの２番の囲みでございますが、イネにつき

ましては隔離温室のデータは特定網室、隔離ほ場とかなり異なっていた、データが大きく異なってい

るものがあったということです。 

 また、２つ目のポツのところですけれども、特定網室とか隔離ほ場で収集されたデータというのは、

平均値では大差はなくてもやはり隔離ほ場では調査点数が多くて、反復数を設定して実施をされてい

たということでございます。 
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 その結果、一般的に隔離ほ場で収集されたデータは特定網室等で収集したデータよりも質というか、

精度がいいものではないかということが確認をされたということでございます。 

 ただ今の説明が、こちらの資料５で言いますと、資料５の２ページ目の28行目から３ページ目の８

行目辺りにポイントを書かせていただいておりますが、そちらのご説明をこの資料でさせていただき

ました。 

○近藤委員 今、事務局のほうから詳細に説明していただいたんですが、そういったことに基づきま

して今日の資料５の３ページ目の10行目から「今後は」というふうに書いてありますが、ちょっとそ

こを読ませていただきます。 

 ①隔離ほ場の使用における申請時に提出される評価書に、隔離ほ場及びその周辺環境の情報や遺伝

子組換え農作物の管理に関する情報を体系的に記載させること。 

 ②隔離ほ場の使用における申請時に提出される評価書に記載すべき生理・生態学的特定に関するデ

ータについて、遺伝子組換え農作物の隔離ほ場外への拡散防止措置、交雑可能な野生植物の存在の有

無、導入する遺伝子の特性等に応じて、その必要性を整理することが必要であると考えられるという

ふうにまとめてあります。 

 今、説明がありましたように海外といいますか、海外のそのものが受容環境というものを意識した

評価書をつくるということになりますと、隔離ほ場試験の場合は隔離ほ場に関する情報が重要である

ということになります。これまでの申請書にも当然書かれているんですが、先ほどの説明にもありま

したように、書かれている内容がものによっては別の箇所に書かれていて隔離ほ場の情報としては必

ずしもわかりやすくなかったという部分とか、それから海外のものと比べると少し情報が足りない、

例えばほ場の履歴であるとか気象情報とかそういったことに、また周辺のこともそうですが、少し足

りないのではないかという、それがどこまで必要かはまた別のこととしまして、海外の申請書と比べ

ると、その利用環境である隔離ほ場に関する記述に比較的重点が置かれていなかったのかなというふ

うに思います。 

 実際にその分科会での議論などでも植物の形態とか形質についての議論が大部分であって、もちろ

んその隔離ほ場の情報も議論はしていますけれども、それが２番目に回っていたというふうな印象を

持っております。 

 今の説明の中にも１つありましたけれども、例えば我が国の場合に隔離温室であるとか網室とかと

いう、そういうところでデータをとってから隔離ほ場というふうに行くという順番だと思いますが、

網室であるとか隔離温室でとられたデータというのが隔離ほ場あるいは自然環境での形態とかなり異

なっていて、あまり参考にならないという部分もございます。 

 我が国の開発というふうに考えたときに、その形態のところなどをそういった不完全な状況でのデ

ータを重視した評価というのはどうなのかなというふうな我々の反省もございます。隔離ほ場試験に

関しては受容環境である隔離ほ場そのものと、それからそこで行われる試験と、その管理ということ

を中心に考えるべきというふうに思います。 

 そういったことを念頭に置いて、今後、隔離ほ場の申請書についての書き方について少し見直さな

ければいけないというふうに考えております。 

 まとめとしては、そんなことであろうかと思います。 

 続いて、次のスタック系統の評価についてお願いします。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは今、近藤先生からございましたように資料５の３ページ目の２

番のスタック系統の評価情報についてということでございます。その前に先生方、ブルーファイルの
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13番をおあけいただければと思います。 

 ブルーファイルの13番のところにスタック系統の評価の考え方がございますが、このスタック系統

の評価の情報についてですが、評価に当たってはそこにあります資料５の３ページであります、こち

らのブルーブックの13番と同じ内容でございますけれども、スタック系統の情報としては遺伝子間の

相互作用の有無を判断するための情報とか、その他のスタック系統に関する特性に関するその他の情

報とか、親系統に関する情報を踏まえて、その導入遺伝子間の相互作用の有無を総合的に評価をして

いるところということでございます。 

 これまでの各評価書をご確認いただきましたところ、形質間の相互作用につきまして発現蛋白の特

性から理論的考察を行っていますが、これまでにそのような相互作用があると判断されたものはない

ということは確認をされております。 

 めくっていただいて４ページの１行目からですが、申請者はその相互作用が示されていないという

ことを親系統と比較をすることによって確認をしているということが確認をされました。 

 これまでのところ、スタック系統の評価を行う上で、この評価の考え方の変更の必要性は指摘され

ていないということから、今後も同様な考え方で評価していくことが妥当であるのではないかという

ご意見が取りまとめられました。 

○近藤委員 スタック系統については承認されたものがほかのものと交配され、例えばトウモロコシ

などでそのＦ１として使われるものに関して、そのかけ合わせる相手方が何であろうとそれは問題に

しないということで一旦承認されたものが何とかけ合わされても問題はないというか、それについて

は一々審査をしないという考え方なんですが、２系統の場合に組み合わせるものが遺伝子によっては

その耐性系に環境を与えるなどして、もう片側の親の形質に何らかの環境を与える可能性が必ずしも

否定できないということで、２系統は代謝系などに影響を与える場合と、それからそういった影響が

なくて相互作用が考えられない場合に分けて考えるというふうになっていたように思います。 

 これまでの申請案件に関してはどれもそのような相互作用があるとは論理的に考えられないという

ものばかりでありまして、念のためということで実際に相互作用があるかないかについて、すべてで

はないんですが、導入した形質に関して親と交配したもの、スタックの間で違いがあるかどうかとい

うところはこれまでチェックしていただきまして、その結果、想定されたとおり相互作用はないとい

うことで、すべて今までのところは想定の範囲内ということでおさまっております。 

 今後これをどうするかということですが、基本的には相互作用がないものに関してはこれまでどお

り詳しい相互作用、詳しいといいますか詳細な形態的なものまで求める必要はないということでは、

これまでどおり考えでよかろうというふうに判断しています。 

 今後その相互作用が想定されるものに関してはその限りではないということで、それは形質によっ

てどういう知見が語れるかというのはまだ例がないので、我々のほうとしてはこういったふうにすれ

ばいいという案が特にはありませんが、ケース・バイ・ケースで今後考えていくことになるかと思い

ます。 

 それから、この相互作用に関して分子レベル、特にここにＤＮＡマイクロアレイ、ＤＮＡチップで

すか、そういったものの例が書かれておりますが、一時期このＤＮＡマイクロアレイというのは注目

されまして、例えば植物生理学会などでもかなりの割合でこの発表があったという時期もありました

が、最近ではほとんどなくなっているかと思います。これがまだ全く利用できないものということで

はなくて、今でも環境影響などで使われて試されているということは多々あるかと思います。しかし、

こういう方法で相互作用を判断するものとしては非常に不適切であって、使えないというふうに我々
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は判断しております。今後、分子レベルで相互作用を見ることができるいい方法があれば、それがそ

のほうが手っ取り早いということもありますし、それは大歓迎なんですが、今の段階では分子マーカ

ーみたいなもので評価する適切な方法はないということと、それよりもやはり、結局は形質の面でそ

の相互作用があるかないかが一番大事なことであるというふうに判断しておりますので、この考え方

を今後とも続けていきたいというふうに考えております。 

 例えば、遺伝子などの分子レベルじゃなくても産生される物質の面から見ましても、物質の量とか

を見てもちょっとした環境条件による変化のほうが激しく変わるということも事実としてこれまでい

ろんな方が経験していますし、なかなかその分子レベルとか物質レベルで評価するのは難しくて、そ

ういうものでかなり大きな変化があっても形態的にはほとんど影響がないというのがほとんどです。

ですから、やはりこれからも形態など形質面での相互作用の有無を評価していくのが現状では妥当で

あろうというふうに考えているということです。 

 じゃ、次にまいりましょうか。次は、交雑性と遺伝子浸透の件ですが。 

○浦野技術政策課課長補佐 ブルーファイルの17番、こちらに交雑に起因する生物多様性影響評価の

考え方についてというものが取りまとめられております。 

 ３番ですが評価項目が３つございますが、その中の１つであります交雑性については以下のように

評価が行われてきたということで、この17番の内容ですが、まず①として一段階目としてその影響を

受ける可能のある野生動植物があるかないかで、ある場合は影響を受ける可能性のある野生動植物を

特定し、２段階目といたしましては、影響を受ける可能性のある野生動植物が特定された場合は、そ

の遺伝子浸透が野生生物の種または特定の地域個体群に生ずる可能性、影響の具体的な内容について

検討を行うと。③といたしましては影響の度合い、影響の生じやすさがどのぐらいかについて検討し、

生物多様性に対する影響の有無を総合的に評価するという手順で今まで交雑性については評価をいた

だいているというところでございます。 

 これまでのところ、国内に交雑可能な野生種が存在する大豆等を宿主植物とする評価書を検討して

いく過程で、今まで①、②、③、今読み上げた上記の評価の考え方については変更の必要性は指摘さ

れていないということなので、今後もこの考え方で評価していくことが妥当ではないかというご意見

が取りまとめられております。 

○近藤委員 もともと、この評価書の項目に交雑性というのがあるわけですが、実際にその評価を行

う上で交雑性そのものに遺伝子浸透が問題になるので、そういった項目のほうが適切ではないかとい

うようなご指摘がありました。それで、実際のところ交雑性の中で遺伝子浸透も触れるようにという

ふうに説明もされていますし、それから実際の申請書でもきちんと遺伝子浸透は書かれていますので、

特に変更する必要はないかなというふうに判断をしております。 

 そんなところですが、次にその他のところに入って。 

○浦野技術政策課課長補佐 その他ですが、こちらは作業部会の中で委員から出されたご意見で、今

後遺伝子組換え、ＧＭ技術を利用した品種育成を行うに当たっては、分子生物学的特性、例えば導入

遺伝子の詳細が明らかでない、まだあまり詳細が明らかににされていない初期世代の植物を隔離ほ場

とかでスクリーニングする場合が想定されるというご議論がありまして、これについて現時点での考

え方といたしましては、宿主の種類とか導入遺伝子の特性等を考慮して制御していくものであるけれ

ども、やはり現時点ではまだ具体的な事例がないので、具体的な事例をもとにやはり検討するべきで

あろうとの意見が出されております。 

○近藤委員 今、ご説明いただいたとおりなんですが、特に開発ということを考えますと温室等でス
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クリーニングしましても、実際自然環境に出た場合にはその結果どおりにならない。特に環境耐性な

どもそうですが、環境耐性に関しては小規模な実験とかあるいは温室等で試験をしましても、そこで

非常に有効であると判断されたものが自然環境になると全くそうではないという結論になるケースが

多いというふうに聞いています。 

 ですから、その開発ということを考えたときに詳細な試験をやっていたにも関わらず、すべて無駄

になってしまうというようなことがあって、初めから隔離ほ場でスクリーニングしていたらそういう

問題点がないということで、そういう要求が高いというふうに聞いておりますが、今ご説明があった

とおり、具体的にそれではそういう案件についてこれまで問い合わせがあったとか、あるいはそうい

うものについてもここで取り上げてほしいという具体的な要望書みたいなものは出ておりません。 

 今の段階ではどういったものを想定していいかということがわからないということもありますし、

委員の中からこういうことがあるんではないかという指摘があっただけなもので、現段階でそれ以上

突っ込んだ議論は差し控えようというふうに思いました。ただ、そういうことをこの検討会でも意識

をしているということをメッセージで発することはそれなりの意味があるのではないかというふうに

考えて、このようなまとめ方になっております。 

 大体そんなところでしょうか。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 今、資料５について評価情報の検討状況を近藤先生と事務局からご説明いただいたところですが、

委員の先生方、何か今までのところでご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○井手委員 最後のところで、私のところはここなので、そういう隔離ほ場の試験ができると飛躍的

に仕事が進むと思われるんですね。やはり閉鎖系の温室とか網室で調査できる個体数というのがイネ

や何かに比べると圧倒的に少ないので、そのバラエティをいろいろチェックできないという。ただ、

現状ではその方法、事前の評価の仕組みが決まっているので、それをクリアしなければいけないとい

うのでなかなか出てこない状況があるので、こういうご議論をいただいたということは随分励みにな

るかなというふうに思います。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

  

○小野里委員 害虫抵抗性のことを頭に置きながら発言するんですけれども、物質Ａ、物質Ｂともに

単独では全く影響ないけれども、両方が同時に作用したときに影響が出るというような場合には、今

までやられているような親種、それでどちらも影響がないから交雑したスタックでも影響がないだろ

うということでは判定し切れないところがあるかなと思うんです。 

 それでどういう事例があるか、Ａ、Ｂそれぞれ単独では影響ないが、あわさると影響が出るという

ようなもし事例があれば調べていただいて、それを我々は頭に置きながら今後見ていきたいと思って

います。 

○原田座長 ありがとうございます。 

 その辺のことも含めまして、私ももう少し情報を深く見てディスカッションもしたいと思っており

ますので、委員の先生方、もし差し支えなければこの後ちょっと懇談会なんかをして意見の交換をさ

せていただきたいと思っているんですけれども、そう長く時間はとらないと思いますけれども、もう

ちょっとよろしいでしょうか。一遍ちょっと休憩を入れて、その後少し意見交換したいと思っていま

す。 
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 これは初めての作業部会の中間報告で、あと何回作業部会をおやりになるか私もその中に入ってお

りませんのでわからないですけれども、我々のほうから要望してつくった作業部会ですので、なかな

かこの総合検討会、集まるチャンスもありませんので、何か先生方のご意見を、その作業部会のほう

の委員長の近藤先生がいらっしゃいますから、我々の要望なり意見を伝えられたらと思っております

のでちょっとお残りいただければと思います。事務局のほうにちょっと迷惑をかけるかもしれません

が、そんなに時間はとりませんのでよろしくお願いしたいと思います。 

 じゃ、そういうことで一応、今、事務局と近藤先生から中間報告していただいて今までの解釈とい

いますか、資料５に書いてあるようなやり方で特に大きな問題はないんじゃないかということをご理

解していただいたと私は判断しておりますので、どうもありがとうございました。 

 それでは、正式の委員会のほうはこれで、あと事務局のほうから何か次回のについて。 

○浦野技術政策課課長補佐 次回の総合検討会につきましては、一応今の予定では２月１日を予定し

ておりますので、お時間予定、各方よろしくお願いいたします。 

○原田座長 来年の場所が、もしかするとここじゃないケースも……。 

○浦野技術政策課課長補佐 あります。 

○原田座長 また、この場所の地図というと大げさですけれども、間違いないように案内図を配って

いただければと思います。 

 じゃ、どうも長い時間ありがとうございました。委員の先生方、ちょっと休憩してから、また少し

お知恵を拝見したいと思います。じゃ、これで事務局のほうにお返しします。 

○浦野技術政策課課長補佐 本日はご熱心なご討議、ご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして総合検討会を閉会いたしますが、先ほど原田先生のほうからご提案ありました懇

談会につきましては、事務局としてもちょっと準備する必要がございますので、この時計で10分間休

憩をとった後に開催をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうござい

ました。 

 


