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生物多様性影響評価検討会総合検討会 

平成２２年３月２４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 では、定刻となりましたので、ただ今より「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、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 委員の出欠状況でございますが、本日、武田委員は所用により御欠席との連絡をいた

だいております。 

 また、嶋田委員におかれましては、遅れて来られるものと思われます。 

 議事に入ります前に「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き御確認を願います。 

 まず、議事次第、委員名簿、座席表、資料１、資料２－１、資料２－２、資料３－１、

資料３－２、参考資料１、参考資料２。 

 最後に「委員限り」ということで、本日御出席の小野里委員から原田座長へのコメン

トを出させていただいております。 

 不足している資料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、御説明をさせていただきます。 

 参考資料１及び２は、本日現在で承認をされたリストと本日現在で学識経験者の意見

聴取は終えた審査中の案件一覧でございます。 

 本日現在、承認された件数は 10 作物、132 件ということでございまして、前回から変

更はございませんので、説明は以上で終わらせていただきます。 

 参考資料２は、現在 15 件が学識経験者の意見聴取は終了しているけれども、承認待ち

となっている案件一覧でございます。こちらも時間の関係上、説明は省略させていただ

きたいと思います。 

 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いたします。 

○原田委員 委員の先生方には、雨の中また大変お忙しいところ、御出席いただきまし

て誠にありがとうございます。平成 21 年度最後の総合検討会になりましたけれども、い

つものように委員の先生方の御協力を得ながら、スムーズに進行させていただきたいと

思っております。 

 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。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。 
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 本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を近藤委員から御報告いただきま

して、その後、より幅広い視点から、遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物多

様性に及ぼす影響について御検討いただきたいと考えております。 

 議事の進め方といたしまして、まず、資料１に基づいて、今回の申請案件の審査状況

を事務局から説明いただきます。その後、個々の申請案件について、委員皆様とともに

検討し、意見を集約した後、総合検討会としての取扱いを決めたいと考えております。 

 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たいと思います。 

○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に

つきまして御説明をさせていただきます。 

 本日御審議いただく案件といたしましては、２件ございます。 

 まず１件目は、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

性トウモロコシでございます。 

 使用等の内容は、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でございます。 

 農作物分科会では２回審議をいたしまして、本日、総合検討会で初審議ということで

ございます。 

 ２件目は、パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤでございます。 

 使用等の内容は、食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。 

 農作物分科会では４回審議をいたしまして、本日、総合検討会で初審議ということで

ございます。 

 審議案件の説明は以上でございます。 

○原田座長 ありがとうございました。 

 まず、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に基づい

て御報告をよろしくお願いいたします。 

○近藤委員 それでは、資料２－１を読ませていただきまして、御報告に代えさせてい

ただきたいと思います。 

 農作物分科会における検討の結果 

 名称：チョウ目害虫抵抗性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，Zea mays subsp.mays

（L.）Iltis）（MON-89034-3×B.t. Cry1F maize line 1507×NK603，OECD UI:MON-89034-3

×DAS-01507-1×MON-00603-6）（MON89034，B.t.Cry1F maize line 1507 及び NK603 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。） 
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 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とも（B.t.Cry1F maize line 1507）、

グリホサート耐性トウモロコシ（NK603）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、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、個別に判断

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 蛋白質及び Cry1F 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有していることから、独立して作

用していると考えられる。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。 

 実際に生物検定を行った結果、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併せ持つ以外に評価すべき

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 及び NK603

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

部の項目で対照の非組換えトウモロコシとの間の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ている。 

 本スタック系統トウモロコシは、MON89034 由来の Cry1A.105 蛋白質及び改変 Cry2Ab2

蛋白質と Cry1F line 1507 由来の Cry1F 蛋白質の発現によるチョウ目害虫抵抗性、並び

に Cry1F line 1507 由来の PAT 蛋白質の発現による除草剤グルホシネート耐性及び NK603

由来の改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現による除草剤グリホサート耐性が付与されている。
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しかし、チョウ目害虫による食害は、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、チョウ目害虫抵抗性の形質の付与

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、グルホシネート及びグリホサートを散布されることが想

定しにくい自然条件下において、これらの除草剤に耐性を有することが競合における優

位性を高めるとは考えられない。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシ並びに MON89034、Cry1F line 1507 及び NK603

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 Cry1A.105蛋白質、改変 Cry2Ab2蛋白質、

Cry1F 蛋白質、PAT 蛋白質及び改変 CP4 EPSPS 蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似性

のある配列を有さ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、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。実際に

MON89034、Cry1F line 1507 及び NK603 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）の産生性については、後作試験、土壌微生物相試験及び鋤込み試験により調査

している。その結果、一部の項目においいて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。 

 一方、MON89034 中で発現する Cry1A.105 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を直接食餌する、もしくは

本スタック系統トウモロコシから飛散する花粉による非標的チョウ目昆虫種への影響が

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並びに MON89034、Cry1F line 1507 及び NK603

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並びに MON89034、Cry1F line 1507 及び

NK603 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。 

○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、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御報告をいただきましたけれども、本件につきまして、

何か御質問、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

いたします。いかがでしょうか。 

 トウモロコシということで、交雑の相手も日本にはいないということで、余り問題は

ないのではないかと思いますけれども、何か御意見、御質問はいかがでしょうか。何か

ありますか。 

 林委員、どうぞ。 

○林委員 ほかの方のご意見はないですか。 

○原田座長 これについては、あらかじめ事務局の方に質問が出されてはいないですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。このトウモロコシについては、何も出されておりま

せん。 

○原田座長 林委員、どうぞ。 

○林委員 これは申請書の 22 ページにあるように、最初スタックをやって、もう一遍ス

タックをやって、結局３系のスタックなんです。それで入っている遺伝子は５つです。 

 最近の情報によりますと、スタックというのは全部の組換えの中でも 20％以上で、今

後ますます増えるということが予想されています。実際にアメリカにおいては、４系で

やって、８つの遺伝子を入れたというものが、今もうできていまして、それでテストが

進められるということもあります。ですから、その一貫で見ると、これはこういう扱い

で結構だと思います。 

 １つ教えていただきたいのは、申請書の 26 ページぐらいからです。概要にも出ている

と思うんですけれども、３種類の試験をやっているんですね。それでこのやり方は、今

までと同じなんですけれども、これはそれに加えて、それぞれの試験について統計処理

結果というのが加えられているんです。ですから、１つのテストごとに、テストの平均

値と standard deviation と統計処理結果というのがセットになっています。 

 今までこちらの統計処理結果は、必ずしも付いていなかったと思うんです。そのかわ
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り、１つの平均値と標準誤差のところに多重比較をやっています。今後、平均値、標準

誤差を付けて、それで多重が書いてあるのは見やすいと思うんですけれども、あのやり

方が今までのスタックだと、一般的だと思うんですけれども、あれからこの方式に変え

るということなんでしょうか。そこを伺いたい。 

○原田座長 分科会の方で何か議論はございましたか。 

○近藤委員 評価書を見て、それでいいかどうかという判断をしていますので、特に統

計処理はこうしなさいという話はしていません。 

○林委員 出せるところは出してくれということなんですか。 

○近藤委員 そうですね。 

○原田座長 それに、申請者が必ずしも我々みたいに、過去からの全部のデータを見て

いるわけではないですので、この辺でやり方が変わったとかいう意識は余りないのでは

ないかと思うんです。ですから、申請者がやった範囲で我々は審査すればいいのではな

いかと思います。不十分であれば、またデータを要求するということでいいのではない

かと思いますが、よろしいですか。 

○林委員 はい。 

○原田座長 小野里委員、どうぞ。 

○小野里委員 この申請に対しての意見ではないんですけれども、今、話題になったよ

うに、これからスタック系統は、非常に数多くのものをかけ合わせたものが出てくると

思います。その表現の仕方なんですが、我々も雑種をよく扱うのですが、例えばＡとＢ

を交雑して、それを更にＣと交雑するときは「（Ａ×Ｂ）×Ｃ」という表現をします。そ

の場合に必ず取り決めがあって、最初に書く方を雌、後の方を雄。あるいは逆でもかま

いません。（Ａ×Ｂ）とＣをかけて、更にそれをＤとかけるときは、今度は「｛（Ａ×Ｂ）

×Ｃ｝×Ｄ」という表現になります。 

 このような表記法を採用しますと、まずミトコンドリアがどの系統由来か、それぞれ

の系統のゲノムが平均して何％占めているかがわかるので、ここでもそれを検討しても

いいのではないかなと思います。 

 この申請では交配の順番は、（Ａ×Ｂ）をＣにかけていますが、Ａ×Ｃ×Ｂという表記

になっています。そうするとどういう過程で交雑してきたか、あるいはどういう系統が

どの程度の割合のゲノムを持っているかということが全然読み取ることができませんの

で改めて検討してみる価値があるかなと感じました。 

○原田座長 私の記憶に間違いなければ、このスタック系統が出だしたころ、今、小野

里委員がおっしゃったような議論を多少した記憶はあるんです。ただ、はっきりした結

論を出したかどうか、私は余り覚えていないんですけれども、今、おっしゃられたよう

に、Ａ×Ｂを括弧に入れて、また括弧の外に×Ｃというように、統一すべきだという議

論をしたと思うんですが、余り明確な結論は、そのときは出さなかったのではないかと

思っているんです。 
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 できる範囲で小野里委員がおっしゃった方向に統一すべきだと私も思いますけれども、

事務局の方で何かありますか。一度は分科会の方で議論したと思うんですよ。 

○井出委員 その場合、スタックの定義が性逆の交雑を定義していないと思うんです。

多分、これとこれの交配はＯＫですよといったときに、こちらを雄、こちらを雌とした

ものを評価しているわけではなくて、単なる交配系統を今まで見てきたような気がする

んです。確かに育成の経過はありますけれども、どちらを雌親にしようが、雄親にしよ

うが、スタック系統としては同じものと見てきたように思うんですが、その性逆を明確

にすると、その組合せ、こちらの系統は母親に使って、こちらを父親に使う。では裏返

しのものはもう一回審査しなければいけないのかという問題も生じると思うので、その

辺は明確にしておかないといけないと思います。 

○原田座長 林先生、スタック系統に関しては、国際的には、その辺の取り決めという

か、アンダースタンディングみたいなものはございますか。 

○林委員 この前の総合部会か何かで、エンバーロンメンタル・バイオセーフティー・

リサーチの文献について申し上げました。それを御不審に思って、小野里先生がそれを

見たいということでご覧になったと思うんですけれども、それをご覧になっての御意見

なんですか。 

○小野里委員 この間送っていただいたもののどの文献になりますか。 

○林委員 スタックについての文献で、それをご覧になっての今の御意見ですか。 

○小野里委員 まだ完全に読みこなしてはいませんけれども。 

○林委員 あれをご覧になればおわかりいただくように、それぞれの国とか幾つかのグ

ループで定義が必ずしも一定でないんです。それから今は新しいものができてくるので、

したがって、それに沿って先生がおっしゃったような書き方で書かなければならぬとい

う結論にはなっていません。それは今の段階で１つの書き方に限るということをするに

は、余りにもいろんなものが、今までも多様にあるし、これからもあるかもしれない。

そういうことをどこの国もやっていないし、どこの国際的な方でもやっていない。そう

いうふうに書いてあります。 

 御不審ならば、あれをお読みいただければいいですけれども、それはそういうふうに

すべきだということは、ＥＣレベルでの判断であって、それもそういうことまでは言っ

ていないんです。それなりの理由があると思うんです。そういう状況だと思います。 

 ついでに言うと、ＯＥＣＤの Unique Identifier というのがあります。ここにも３種

類書いてあります。あれもいろいろと経過があって、小野里先生が御指摘のようにわか

らないし、スタックの仕方はいろいろありますから、どういうふうなスタックをしたか

ということが全然読めないわけです。だけれども、それをいちいち言っても、分子レベ

ルではどう入れようと同じなわけです。ですから、そこのところで見れば、そこについ

ての区別というものは必ずしもできないということもありまして、それでＯＥＣＤの

Unique Identifier では３つのものをかけるにするということで、それ以上のことはで
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きない。デベロッパーがＯＥＣＤに登録するときでも、こうしなさい、ああしなさいと

いう指示は一切ないんです。デベロッパーの判断で登録するということになっています。 

 先生が御指摘のように、本当は（Ａ×Ｂ）×Ｃの順番になっているのに、これは確か

にＡ、Ｃ、Ｂになっていますね。そこのところはおかしいと思いますけれども、ただ、

全体にはそういうふうに中括弧で結べとか、そういう方向に議論は出てきていないと思

います。御不審であれば、もう少し小野里先生にもお読みいただいて、また御意見をお

出しいただければ結構かと思います。 

○小野里委員 交雑に用いた系統のゲノムの割合がわかりますしミトコンドリアも非常

に重要なファクターになってくる場合があるものですから、私はベターかなと思って、

ここでも検討してみたらどうかということで提案したんです。 

○浦野技術政策課課長補佐 済みません、農安課さんの方から、その名称の書き方とか

決まりについて、何かもしあればお願いします。 

○諏訪部農産安全管理課課長補佐 農産安全管理課でございます。特に今、先生方に御

意見をいただいたことに付け加えることはないのですが、林先生が御指摘のように、国

際的に、先に雌親の方を書くとか、そういう決まりも特にございませんし、また、逆に

井出委員からも御指摘がありましたが、雌親、雄親あるいはかける順番をここで明記す

ることによって、その順番以外のものをどうするのかといった逆の問題も出てくること

が予想されますので、慎重に御検討いただく方がよろしいかと思っております。 

○高島農産安全管理課審査官 参考までに申し上げますと、この評価書ですと例えば 22

ページをご覧いただければと思いますが、すべての評価書で、育成の経過を記述するよ

うに様式上なっておりましてす。先ほど小野里先生が言われたように、左を雌親、右を

雄親という形で、基本形をそういう形にして、申請者ごとに記述していくというスタン

スで、外見的にわかりにくいのかもわかりませんが、中を見れば、細かいこういう申請

書ベースでは、わかるような形で今、指導をしているところです。 

 雄雌のマークが付いていなかったりするケースもありますが、そこは確認を分科会の

中でもされているケースもございますし、我々がするケースもございます。 

○原田座長 井出委員、どうぞ。 

○井出委員 確認ですけれども、先ほど申し上げたように、私の理解では、このスタッ

ク系統の評価というのは、名称にもあるように、それぞれの組換え体の導入遺伝子の組

合せを評価しているということで、その育成のプロセス自体を評価しているわけではな

いという理解でよろしいですか。 

○林委員 はい。 

○原田座長 ファイナルプロダクトを中心的に考えるのでいいのではないかと思います。 

 先ほど私が、分科会で一度議論したけれども、はっきりした結論が出なかったように

記憶していると申し上げているのも、議論はしたが、今と同じように、いろいろ注意す

べきことがあるということで、そこで断定したような結論を出さなかったのではないか
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と記憶しているんです。 

○近藤委員 私もよく覚えていなくて、原田先生が言われたように、私自身も疑問に思

っていましたから、議論したと思います。多分、今、井出委員が言われたようなことを

含めて、これは括弧でくくることはしないと決めたんだと思います。 

○原田座長 では、これは将来的にもう少し事態が進展したときに、また考えるような

ことで、小野里先生、よろしいでしょうか。 

○小野里委員 はい。今、どうこうということではなくて、そういう表現ですと非常に

わかりやすいし、それぞれの品種のバックグラウンドがどの程度入っているかというの

もすぐそれを見ればわかるから、その方がベターではないかと思って提案しました。 

○近藤委員 それから、スタックの話ではないですけれども、バックグラウンドが何か

ということは、何でもいいとしていて、あるバックグラウンドをつくったものを別のバ

ックグラウンドで交配しようと、あるいはバックグラウンドを変えようと、それは関係

ないとしてあると思うんです。ですから、そのバックグラウンドのところはむしろ考慮

しないという考え方だと思うんです。わかってもそれは無視して考える。 

 ちょっと気になったのは、逆に育成図というものをかなり大事にして評価をして、育

成図のここからここまでの範囲でという話で承認をしているわけですね。スタックでは

ありませんけれどもね。そうしてしまいますと、今度、スタックの場合に育成図を重視

してしまいますと、今、小野里先生が言われたように、非常に限定されたものになって

しまうので、育成図をどう考えるかということをスタックとそうではない単純なもので

少し考え方を変えないといけないかもしれないなという気がしました。 

○原田座長 特に分科会の方では、割合新品種の育成に興味を持たれている委員の方が

いらっしゃるものですから、自然に育成図の方に興味が多少は行き過ぎる傾向が無きに

しも非ずだと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。特にないようであれば、結論をまとめさせていた

だきたいと思います。 

 申請者から提出された「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、第一種使用規程に基づいて使用した場合、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。 

（「はい」と声あり） 

○原田座長 御異議がなければ、このようにまとめさせていただきます。 

 では、事務局の方は申請者に伝えてください。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 ２番目は「パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ」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３に基づいて御
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報告をお願いします。 

○近藤座長 それでは、同じように資料３－１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：パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ 

（改変 PRSV CP，uidA，nptII，Carica papaya L.）（55-1，OECD UI:CUH-CP551-8） 

 第一種使用等の内容：食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：ハワイパパイヤ産業協会 日本事務所 

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

第一種使用規程に従って本組換えパパイヤ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 

 本組換えパパイヤは、Agrobacterium tumefaciens 由来のプラスミド pGA482GG をもと

に構築されたプラスミド pGA482GG/cpPRV-4 を用いて、パーティクルガン法により作出さ

れており、サザンブロット分析等の結果から、bla 遺伝子断片、oriColE1、uidA 遺伝子

発現カセット、改変 PRSV CP 遺伝子発現カセット、nptII 遺伝子発現カセット、oriV 断

片より構成される挿入遺伝子領域、nptII 遺伝子断片及び tetA 遺伝子の３’末端がプラ

スミド・ベクターpGA482GG/cpPRV-4 の外骨格配列に挟まれた形で構成される遺伝子断片

がそれぞれ１コピー移入されており、複数世代にわたり安定して伝達されていることが

サザンブロット解析により確認されている。また、これら導入された遺伝子の安定した

発現は、複数世代を用いた ELISA 分析により確認されている。 

 ２ 競合における優位性 

 我が国においてパパイヤは外来種タンポポ種群やセイタカアワダチソウのような、生

態系に特に影響を及ぼす侵略的外来種とはされていない。したがって、パパイヤは我が

国の限られた亜熱帯性気候の地域では、生育し得ると考えられるが、侵略性の高い植物

であるとは考えにくい。また、パパイヤはハワイ農務省による有害雑草リストに記載さ

れておらず、米国本土のパパイヤ栽培地域からも、パパイヤが害を及ぼすような雑草で

あるという報告はこれまでのところない。さらに、本組換えパパイヤは 1998 年からハワ

イにおいて商業栽培が行われているが、自然環境下において雑草化しているなどの報告

はない。 

 国際農林水産業研究センター沖縄支所（当時）内の隔離ほ場において 1999 年から 2000

年にわたり実施した隔離ほ場試験等において、競合における優位性に関わる諸形質（形

態及び生育の特性、生育初期における低温耐性、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、本組換えパパイヤと対照の非組換えパパイヤと

を比較調査した。その結果、糖度と酸含量については統計学的有意差が認められたが、



11 
 

その他の項目については本組換えパパイヤと対照の非組換えパパイヤの間の統計学的有

意差は認められなかった。なお、糖度及び酸含量については、供試体の熟度が異なって

いたことに起因すると推測されることから、これらの差異が競合における優位性を高め

るとは考えにくい。 

 本組換えパパイヤは導入された改変 PRSV CP 遺伝子の発現により PRSV ハワイ株（HA）

および台湾株（R175P）に対して抵抗性を有しているが、これらのウイルス株は我が国に

分布していない。さらに、本組換えパパイヤは我が国の南西諸島に分布する主要病現ウ

イルス PRSV（J126P）及び PLDMV（J56P）に対して罹病性を示すため、本組換えパパイヤ

の競合における優位性が、従来のパパイヤがもつ競合における優位性を超える可能性は

極めて低いと考えられる。 

 以上より、第一種使用等により、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定され

ず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者に

よる結論は妥当であると判断した。 

 ３ 有害物質の産生性 

 パパイヤに含まれる有害物質として、ベンジルイソチオシアン酸塩（BITC）、パパイン、

及びカルパインが挙げられたことから、本組換えパパイヤの BITC、パパイン、カルパイ

ンについて分析を行った。その結果、これらの成分は対照の非組換えパパイヤと比較し

て遺伝子組換えに起因するような差異は認められないか、あるいは検出限界以下であっ

た。 

 2006 年に我が国の特定網室において、本組換えパパイヤと対照の非組換えパパイヤと

の間で、有害物質の産生性（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）の有無を土壌微生物相

試験、鋤込み試験及び後作試験により比較検討した結果、いずれの試験においても本組

換えパパイヤと対照の非組換えパパイヤとの間で、統計処理を行った項目について統計

学的有意差等は認められなかった。また、ハワイにおいても土壌微生物相試験および後

作試験を実施したが、いずれの試験においても本組換えパパイヤと対照の非組換えパパ

イヤとの間で統計学的有意差は認められなかった。さらに、台湾やタイにおいて、外被

蛋白質を有する PRSV 抵抗性パパイヤの環境影響評価が行われているが、いずれのほ場試

験でも組換えパパイヤの栽培は土壌微生物や昆虫などに悪影響をもたらすものではない

ことかが確認されている。 

 本組換えパパイヤは PRSV 抵抗性に関与する改変 PRSV 外被蛋白質（CP）、選抜マーカー

として作用する NPTII 蛋白質および GUS 蛋白質を有しているが、これらの蛋白質が有害

物質であるとする報告は無い。ウイルス外被蛋白質は、植物ウイルスにおいてウイルス

RNA あるいは DNA ゲノムを包み込み、保護するための構造蛋白質である。このような外

被蛋白質の機能からは、外被蛋白質が植物中の代謝経路に作用するとは考え難く、実際

に、本組換えパパイヤの食品安全性の評価の過程で構成成分を分析した結果、対照の非
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組換えパパイヤとの間で大きな相違は無いことが確認されている。 

 以上より、第一種使用等により、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定され

ず、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者によ

る結論は妥当であると判断した。 

 ４ 交雑性 

 我が国の自然環境中にはパパイヤ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 その他の性質 

 本組換えパパイヤに導入された改変 PRSV CP 遺伝子はウイルスに由来するものである

ことから、我が国に生息しパパイヤを宿主とするウイルスの RNA と改変 PRSV CP 遺伝子

から産生される RNA との間で組換えが起こり、新しい組換えウイルスが発生する可能性

が考えられるため、検討を行った。 

 その結果、我が国に生息しパパイヤを宿主としているウイルスが本組換えパパイヤに

感染する機会は亜熱帯性気候の地域に限られ、仮に本組換えパパイヤの導入遺伝子から

産生される RNA と感染したウイルスの RNA との間で組換えが起こるとしても、その頻度

は自然界で起こっているものと大差はないと考えられた。仮に感染したウイルスと導入

遺伝子間とで組換えが起こり、新しい組換えウイルスが発生したとしても、組換えウイ

ルスが優位となる条件がない自然環境下では、組換えウイルスが生存し、繁殖する可能

性は低いと考えられた。また、PRSV の外被蛋白質が病原性や宿主の決定などに関わって

いる可能性は否定できないが、これまでに PRSV の外被蛋白質は当該ウイルスの病原性や

宿主域に関して単独の決定因子として報告された例はない。これらのことから、仮に組

換えウイルスが生じた場合でも環境や生態系に及ぼす影響はもとのウイルスが与える影

響と何ら差はないものと考えられた。 

 以上より、本組換えパパイヤは、我が国に生息し、パパイヤを宿主とするウイルスの

RNA と本組換えパパイヤへ導入された改変 PRSV CP 遺伝子から産生される RNA との間で

の組換え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、本組換えパパイヤ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。ただいま近藤委員から、パパイヤリング

スポットウイルス抵抗性パパイヤ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、何か御質問、御意見はございませんでしょうか。 
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 髙木委員、どうぞ。 

○髙木委員 非常に長時間かかっている理由について、何かコメントをいただければと

思います。 

○原田座長 先ほど事務局の方から報告がありましたけれども、３回にわたって分科会

の方で議論したと思います。 

○髙木委員 ５年ぐらいかかっていますね。 

○原田座長 事務局お願いします。 

○浦野技術政策課課長補佐 まず、追加の試験をやり直していたというか、追加の試験

をやっていたということもありますし。 

○髙木委員 どこの部分でしょうか。新しい組換えウイルスが発生する可能性とか、そ

ういうことですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 そこではなくて、有害物質の産生に関わる土壌微生物相試

験とか、鋤込み試験について、追加でされていたということです。 

○近藤委員 これは経過措置案件なんですが、以前のガイドラインのときの試験で、必

ずしも有害物質の産生性が義務付けられていなかったんです。そのままの形では、カル

タヘナ法になってからの審査では通らないので、改めてそういう試験をやっていただい

たんです。 

 それから、ウイルスでやはり新たなウイルスができる可能性があるのではないかとい

う懸念もあって、その辺もしっかり議論していただいたということが長引いた原因です。 

○髙木委員 途中でカルタヘナ法が入ってきてしまったということですね。 

○近藤委員 途中といいますか、前に承認されていたんです。カルタヘナ法になってか

ら、また再承認されなければいけないものですからね。 

○原田座長 ほかにもしなければ、小野里委員から、先ほどのペーパーが委員には配ら

れていますが、何か追加のことはございますか。 

○小野里委員 これとはまた別なことです。 

○原田座長 では、両方お願いします。 

○小野里委員 評価書の黄色い方ですけれども、39 ページの 37 行目です。「したがって、

わが国に生息し、パパイヤを宿主としているウイルスが本組換えパパイヤに感染する機

会は極めて少なく」云々となっているわけですが、実際この組換え体は、日本における

在来ウイルスに感染するという評価がなされているわけですね。そして、そこでは感染

して、生き延びることができないので、優性種になる心配はないという書き方になって

いるわけです。それにもかかわらず、ここで「感染する機会は極めて少なく」と書いて

いるのは、ひょっとすると、この評価書を読んでいきますと、栽培する予定がないとど

こかに書いてありましたので、そのことが理由かなと感じました。 

 そうすると、この申請のところで、第一種使用等には栽培が含まれているんですね。

栽培が含まれている以上は、栽培することを前提として論議しなければいけないのでは
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ないかと思うんです。そうすると、この文章が誤りなのか、あるいはもし、栽培をしな

いということでこういうことを書いたのであれば、申請のところの「栽培」を削除する

必要があるのではないかなと思います。 

○近藤委員 パパイヤの場合は議論を余りしていなかったかもしれませんが、別に栽培

する予定がなくても栽培を入れているのが普通です。 

○小野里委員 この場合は、栽培することによって非常に問題を引き起こす可能性があ

るわけですね。 

 実は先に送られてきた検討結果には今指摘した部分が書かれていましたので、それを

削除した方がいいかなと思ったら、今回提案されたものにはその部分は削除されていた

ので、検討結果の方は問題なくなったかなと思います。 

○近藤委員 検討結果の方のまとめたものは、評価書をそのまま写しているわけではな

くて、委員会として議論した結果を書いているんです。 

○小野里委員 前回配られたところには、この文章が引用されていたんですけれども、

今回配られたものには、それが削除されているものですから、それですと検討結果の方

は問題なくなったかなと思うんです。 

○近藤委員 その以前にお配りされたものの前のものからも、実は少し変更があって、

それはここに書かれたものがそのままそっくり書かれているんだけれども、それがちょ

っと違うのではないかということで削除したものもありますし、変わっていっておりま

す。 

○小野里委員 それでよかったと思います。ただ、この評価書の方の扱い方ですね。栽

培を挙げておきながら、栽培する可能性は小さいので安全だという形での論拠の持って

行き方ですと問題があるのではないかなと思います。 

○近藤委員 これに限らないんですけれども、例えば交雑の可能性とかでも、試験でそ

の交雑が結構容易に起こるとしても、実際にはほとんど自然条件で起こらないというこ

ともあって、試験で感染するということと、実際に現場で感染するということとは違う

ので、その辺がごっちゃになっているかもしれません。 

○原田座長 林委員、どうぞ。 

○林委員 評価書の 33 ページです。表７の上の方の最後の２行で、Rainbow と SunUp は

契約上の理由からハワイでのみ栽培されるということです。ですから、日本で栽培され

るということは想定されていないんです。 

 ただ、ここにあるように、39 ページにその他というところがありますね。でも、果実

は輸入されますから、果実の種が落っこちて、それが入っている。それのものに第二の

ウイルスが感染するということがあるだろうということがここで十分言われているんで

す。 

○小野里委員 私もそれは理解しております。 

○林委員 ですから、ここでそういう種が落っこちて、生育できるようなところだけの
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話ではないかということになりますね。それで今までも栽培する意図は全然なくても、

これが種でもってこぼれたときに、環境影響を考えるということだけのために栽培を最

初に言うことは、しょっちゅうやっているわけですね。 

○小野里委員 それは運搬のときに種がこぼれて、芽が出る可能性があるから、それを

前提にして、運搬を入れているのではないかと思うんです。 

○原田座長 運搬だけではなくて、栽培も入っているんです。 

○林委員 運搬だけとは限らないです。 

○小野里委員 運搬のほかに栽培が設けられていますね。ですから、これは栽培が認め

られれば、栽培することが可能なんです。栽培すれば、十分感染する可能性があるわけ

です。栽培を除去してあれば、商業的栽培はなくなりますから、こぼれ落ちた種が芽を

出して、問題を起こすだけです。だから、運搬の場合は栽培に比べて問題を起こす可能

性としてはうんと小さくなります。 

 ところが、栽培を申請に入れている以上は、ここで栽培を認めれば商業栽培も可能に

なります。今のところは、ハワイから外へ出さないと書いてありますから、当面は栽培

することはないと思いますけれども、向こうでそれが認められれば、日本でで栽培する

ことは可能になります。栽培が認められている以上は、商業栽培は可能なんです。 

○林委員 それは、今までのここの欄に栽培を書いたものはみんな同じことですよ。そ

れは何でもかんでも栽培することは可能なわけです。ただ、実際に栽培されない。栽培

が許可されても、実際は全く商業栽培されていない例が、国際的に沢山あることを、最

近の ISAAA2009 の報告書は指摘しています。 

○小野里委員 今回は栽培してしまうと、在来のウイルスに勿論感染もするし、そして

RNA の組換えも起こり得るわけです。だけれども、ここで取り上げているのは、栽培し

ないから大丈夫だと言っているんですが、申請には栽培があるということは、栽培する

可能性を否定できないんですね。これで認めた以上、栽培しても、お前だめじゃないか

ということは言えない。 

○近藤委員 栽培を入れるか、入れないかというのは、また別の問題でして、私もそれ

は気になっているところで、栽培する予定がなくても、みんな栽培と書いているんです。 

○小野里委員 それは栽培する予定が。 

○近藤委員 栽培する予定がなくても書いているんです。 

 それをどうするかというのは私も気になっていまして、コモディティーだけなのと、

実際栽培もするものというのは、私は分けて書いた方がいいのではないかと思いつつ、

実際こぼれ落ちる可能性とか、いろんなことを考慮して、まだ今までどおりのやり方で

やっていて、例えばナタネにしましても、今、こぼれ落ちで調査をしていますが、こぼ

れ落ちではなくて、今、調査をしていて何も問題がないんですけれども、それを本格的

に栽培したら、今のままでいくのかどうかわからない部分があります。 

 ですから、別にこのパパイヤに限った話ではなくて、実際に栽培しないものを本格的
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に栽培したらどうなるかということは、また少し疑問な面がないわけではないので、私

としては、将来的にはその辺をはっきりと区別して、申請の段階でも区別した方がいい

のではないかとも考えているのですが、現状ではそうではなくて、従来どおりこぼれ落

ちるとか、あるいは商業栽培ではないにしても、だれかが種をまいて栽培する可能性と

いうのはありますから、そういうことも含めて栽培も入れているというのが現状です。 

 実際には、ああいう種も栽培しようと思うと、多分つくった人の許可が要るんだと思

うんです。だけど、そういうところは実際には栽培しないにしても、だれかが栽培する

可能性のあるものは「栽培」と入れているというのが現状なんです。 

 ですから、このパパイヤだけの問題ではなくて、確かに書き方の問題というのは、私

もあると思ってはいます。ですから、今回のパパイヤの申請者に対して何か言う話では

なくて、どういうふうに扱うかの話なんです。 

○原田座長 分科会でも、今、近藤先生がおっしゃったように、いつかの段階でコモデ

ィティーと本当に狭い意味での栽培とを分けて審査もするようにした方がいいのではな

いかという議論は、何回も起こってきているんです。今まではっきりした結論は出して

いないわけで、ダイズにしろ、ナタネにしろ、トウモロコシにしろ、みんな目的のとこ

ろにまず栽培が書いてあるので、その限りにおいては、パパイヤも同じなんです。 

○小野里委員 たしか、過去に栽培を意図的に抜いているものもありました。 

○林委員 ワタですかね。 

○小野里委員 何だったかは覚えていませんけれども。 

○林委員 確かにワタは抜いていますよ。 

○小野里委員 運搬がなぜ悪いかというと、私が解釈しているのは、運搬の途中に種が

こぼれたり、そういうときにそこから発芽して、組換え体が芽を出す可能性もある。栽

培とこぼれ種から芽が出る場合というのは、やはり区別していると思うんです。栽培と

いうのは、あくまでも商業栽培を念頭に置いた栽培だと私は解釈しています。 

○近藤委員 ですから、その点が、商業栽培を念頭に置かないものも栽培を入れている

と。 

 おっしゃったように、申請者側とすれば、これはもしかしたらガイドラインのときか

もしれませんが、栽培を除いたものに対して、事務局側から入れてくださいという指導

をしたということもあります。 

 ですから、これは申請者側の考え方というよりも、今までこういうやり方でやってき

たということなので、パパイヤに限った話ではないんです。 

○小野里委員 栽培が認められている以上、商業栽培をやっても、それだめだと言うわ

けにはいかないと思うんです。ですから、そこのところがここでは引っかかってくるわ

けです。 

○近藤委員 実は全部引っかかっているんですけれどもね。 

○原田座長 もしそういう組換え体、あるいは新しく育種されたものを商業栽培しよう
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としたならば、その品種の栽培の許可を取らなければならないですから。 

○小野里委員 現段階ではそうなんですけれども、それがＯＫになったら栽培できる可

能性があるわけです。栽培したときには、今、言ったような在来ウイルスとの問題とい

うのが出てくる可能性があるわけです。だけれども、ここでの申請者は、栽培する予定

がないから、その心配は小さいと多分言っているんだと思うんですよ。 

○近藤委員 申請者はそうかもしれませんけれども、一応委員会としては、栽培して感

染したとしても、問題はないという判断をしています。 

○小野里委員 そこのところも、RNA の組換えのところもよくよく読んだんですけれど

も、根拠が自然に起こる組換えを超えるものではないというのが、どうも論拠になって

いるようで、そこもよくわからないんです。20 の遺伝子について見たら、20 とも全部

RNA 組換えがあったと一方では書いていて、なぜ安全性に結び付くのかというところの

根拠が、あそこの文章を読んでもよく理解できなかったんです。 

○原田座長 林委員、どうぞ。 

○林委員 話が第２の方に入ってきているようですけれども、栽培のことについては、

私は近藤先生、原田先生の方の御意見を支持したいと思います。今までも全部そういう

ことで「栽培」という文言は付けてありますから、それは「栽培」という文言を付けた

おかげで、栽培する人は実際に栽培できます。 

○小野里委員 それは商業栽培を含むということですね。 

○林委員 はい。 

 ですから、ここに付けた「栽培」の意味は、今までほかのものに付けた栽培の意味と

特に違うものではなくて、ここでやる栽培の可能性というのは、先ほどもおっしゃいま

したけれども、契約上、大概実際はできないことになっています。それでも、それはや

ろうと思えばできるけれども、そんなことを言えば、鳥が食べて、その糞で起きるとい

うことを心配しています。では、その鳥はけしからんから、捕まえて牢屋に入れるかと

いう話になる。そういう話ではないんです。 

 ですから、栽培の可能性があるからどうこうということではなくて、それは今までも

同じような文言で来ているわけですから、原田先生と近藤先生の御説明が正しいと思い

ます。栽培の話はそういうことです。 

 RNA については、先生の御意見を拝見しました。この懸念はごもっともで、髙木先生

もこの御専門ですけれども、このことは実は 10 年以上ずっと言われていることです。そ

れで新しいウイルスができるのではないかということで、いろんな学会やシンポジウム

があるたびに、このことが１つのセッションとして出るぐらい大きい懸念事項で来たこ

とは事実です。ですけれども、ここでそのことを全部総合的に、申請書では 38 ページか

らですし、御出席の皆さんのお手元の概要ですと 40 ページに｢その他｣ということで書い

てあります。これは、私は非常に丁寧に書かれていると思って、いいことだと思います。 

 細かいことは触れませんけれども、資料２－１の結果には、言葉を端折って、ここで
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申請書に書かれているフルセンテンスの中から言葉をすくって書いてあります。ですか

ら、つながりがわかりにくいとおっしゃるのもわかります。そういうことはあると思う

んです。しかし、こちらの申請書に書いていない言葉は一言も書いていない。ですから、

これから言葉をすくっていることは確かです。しかし、言葉が不足なので、申請書の 39

ページ、概要の 40 ページの｢その他｣ということを読むということになると思うんです。

これは是非読んでいただいて、十分御理解していただくことがいいと思います。 

 話が長くなりますが、特に申請書の 39 ページ、概要の 41 ページ。申請書の 39 ページ

の下３分の１の段で「実際、最近の文献では」という文がありますね。これはどういう

ことかというと、ご存知のように２年おきにバイオセーフティ国際学会のシンポジウム

があります。これは２年前のニュージーランドで、このことを言っている人は、申請書

の最後に文献がありますけれども、ここに Merroni と Thompson と Tepfer の３名の連名

の文献がありますけれども、この３番目の M.Tepfer というのは、この新しいウイルスが

できるから危ないと言っていた世界的なリーダーだったんです。この人が２年前のシン

ポジウムでこのことについて発表しました。その内容がここに書いてあります。 

 細かいことは省きますけれども、この人は新しいウイルスができないということは言

っていないんです。ここにあるように、新しいウイルスを異常に高めるものではないと

いうことで結論しているんです。それはなぜかというと、第二種のものにインフェクト

されただけでできるウイルスは、非組換えのものと同じもので新しいものはできなかっ

た。そのことを科学的に実証していまして、自分はこのことを言うために 10 年かかった。

10 年かかったデータをこちらのペーパーにも書いたし、この学会でも言うということで

した。 

 我々はそういうウイルスの専門家ではないですけれども、ずっと言われていることな

ので、これに対して危ないことを実証するデータがあるわけではない。こちらは、それ

は実際に 10 年やったけれども、そういうことは起きていませんという科学的データがあ

るわけです。ですから、このことは引用できるんだなということで、我々は理解してい

ます。 

 そういうことで、危ないということはあるけれども、それを実証するデータがない話

と、これはそういうことは 10 年やっていてありませんでしたと実証する話と同じレベル

で論じて、だから危ないという結論にはならないということです。 

○小野里委員 これは自然というか、ここで書かれているのは、導入遺伝子と感染した

ウイルスとの間の組換えが、通常の作物で同時感染した場合よりも高くなることはない。

だから安全だという持って行き方なんです。ところが、我々から見ると、組換えがある

こと危険なのではないかと感ずるわけです。どうして普通に起こる組換えよりも高くな

ければ安全なのか。そこの論拠がよくわからないんです。 

 よく読んでいきますと、後ろの方に、栽培した中に、組換えが起こったウイルスが優

位になっている例は今まで発見されていないというところを根拠にすると理解できるん
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ですが、今、言ったように、上の方にあるような通常の組換えを超えるものではないと

いうのが、危険性がないということの根拠にすることについては、よく理解できなかっ

たんです。 

○林委員 フリーケンシーが振れるものではないということはありますけれども、危険

性がないということは言っていないと思うんです。危険性は非組換え体と同じ程度であ

るということ。お読みいただければわかると思います。 

○近藤委員 １つの可能性ということで議論をしていて、それを併せててトータルで結

論を出しているので、１つだけでこれは問題ないという結論の出し方ではなくて、可能

性を全部挙げて、一つずつを御議論しているんです。その中にそういう部分があって、

そこだけでこれは問題ないんだと言っているわけではないんです。例えばこれが自然の

組換えをはるかに上回る高頻度で組換えが起こるとなれば、それはそれで勿論問題にな

るわけですけれども、そうではないということを一つずつ議論しているわけです。 

○小野里委員 そうではないことがなぜ安全につながるのかというところが、読んでい

て理解できなかったんです。ただ、実際にはそういうものは出ていないというのも書か

れていたので、非常にそういう頻度が低いんだよということを理由に、安全性は高いん

だよということを言うのであれば、私は理解できます。だけれども、組換えが自然に起

こるものを超えるものではないということは、決して理由にならないと思うんです。そ

れでそこのところが。 

○近藤委員 １つの可能性について議論をしているだけで、そこだけで結論を出してい

るわけではないということと、確率が低いということは結論を出せないので、こういう

ふうに言っているわけで、本当は低いと言いたいんだと思うんです。だけれども、それ

を断定するだけの根拠はないので、こういう書き方になっているわけで、高くない、高

くない、それを全部言いたいのは、低い、低いと言いたいんですが、そういう実験的証

拠というわけにいかないので、高くない、高くない、高くない、トータルとしてやはり

低かったという議論の仕方をしているわけで。１つだけでそれを安全だと言っているわ

けではないんです。それで、これだけではないです。みんなそうです。ほかのものも。 

○原田座長 今までのいろんな申請書を見ても、非組換え体と比較して、いろいろな点

において、非組換え体の域を超えるものではないという表現は随所に使われているわけ

ですよ。そういう表現を使わなければ、結論が実際問題として導き出せないケースが多々

あるものですからね。 

○近藤委員 非組換え体と組換え体と比べたものの組換え体の方が頻度が低いですよと

いう結論を出すことはほとんどできないことが多いです。例えば非組換え体であっても、

それほど頻度は高くない。組換え体はそれより高くはならない。そういう議論を幾つか

積み重ねて、実際にそういう例は観察されていないと持っていっているわけで、論理的

にも特に危険性は高まっているわけではないということを言っておいて、実際どうかと

最終的に持っていっているわけで、その過程の中の１つの議論ですから、そこだけで組
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換え体は何の問題もないんですと言っているわけではないです。これだけではないです。

ほかの評価書ほとんどすべてがそういう議論です。 

 例えばダイズとツルマメの交雑性にしても、交雑しないなどとは言っていないわけで

す。 

○原田座長 ナタネの場合もそうです。 

○小野里委員 今回心配しているのは、ちょっと質問の方にも書いたんですけれども、

今回の外被蛋白 RNA と在来の外被蛋白 RNA とが組換えを起こして、一部ハワイ産のウイ

ルスの外被蛋白を持ったものができたときに、感染するときに外被蛋白が非常に大きな

役割を演ずる。そこで突然変異が起これば、もう抗体も効かなくなるということがよく

知られているわけですけれども、そういうことが起これば、通常の率で組換えが起こっ

ても、やはりそれは危険につながるのではないかなと感じるわけです。 

 ですから、そういう組換えたものが今までほとんど広がった例はないんだよというこ

とを根拠にするのであれば、それなりに理解しますけれども、組換え率が自然に起こる

ものより高くないということは、決して安全であるということの根拠にはならないので

はないかなと思って、私が指摘するとすれば、そこは取り上げないで、今までの過去の

たくさんの例を見ているわけですから、それでそういう例はほとんどないから、新しい

組換え体が優性になる可能性は非常に小さいということを根拠にすればいいかなと思っ

ています。 

○近藤委員 最終的には、過去のそういった例を挙げていると思うんですけれども、た

だ、過去の例と比べて、この組換え体が特に組換えとして上がっているということであ

れば、過去の例は当てにならないわけですね。ですから、このものは特に組換え率が上

がっているわけではないということは、やはり根拠として論理的にきちんと述べておい

た上でそういったことを言わないと、やはり説得力はないと思います。過去の例だけで

はまずいと思います。 

○小野里委員 過去の例だけですと、私自身としては、今、言われたような問題意識は

持っていますけれども、でも、組換え率が通常起こるものを超えないということを根拠

にするよりは、多少はいいかなと感じました。 

○髙木委員 先ほどのことを蒸し返すようですけれども、運搬の問題と栽培の問題は、

このパパイヤの場合は栽培できないという別の理由があるとしても、もし栽培がここで

認められて、本当は栽培しないんだという歯止めはどこにあるんですか。県の条例とか、

そういうことになるんですか。 

○桂研究専門官 栽培をしないということですか。 

○近藤委員 これで栽培が認められるということは、栽培ができるんですよ。 

○髙木委員 だから、あくまでも栽培できることをここで認めたということになるんで

すか。 

○桂研究専門官 それは先ほど近藤先生からお話があったように、そういうものを含め
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て栽培したとしても、安全性は担保されているという評価結果なのです。 

○髙木委員 そういう議論ですね。 

○近藤委員 ここで栽培しないからということで、委員会の方で認めているわけではな

いんです。 

○髙木委員 やはり栽培ができることはできる。 

○浦野技術政策課課長補佐 栽培をしたとしても、安全であるという御評価をいただい

ているということですので、法令上は栽培は可能です。 

○小野里委員 ですから、栽培することができるから、栽培する予定がないから安全だ

ということは根拠にならないんですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 今回の評価書は、農作物分科会では、栽培を入れることに

よって、栽培をしたときのものも可能になるわけだから、それを含めて評価書を書き直

しなさいといって、書き直させて御審議いただいたのがこれだということです。 

○小野里委員 だから、あくまでも安全性評価を評価する場合は商業栽培を前提にして

考えるべきです。 

○浦野技術政策課課長補佐 商業栽培というか、栽培することは可能であるということ

です。栽培というのは、例えば商業栽培ではなくて、例えば輪切りのパパイヤを買って

きて種を植えてしまったとか、そういうのも想定しているということです。 

○小野里委員 勿論それはわかるんですけれども、商業栽培で大量に栽培するのも、こ

れが通っている以上は認められるということですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 それは可能です。 

○小野里委員 そういうときの問題点も一応考慮に入れながら論議する必要があるとい

うことを主張しているわけです。 

○原田座長 ですから、先ほど、なぜ５年もかかったかという質問がありましたけれど

も、足りない実験をやってもらったり、分科会の方で３回、かなり長い議論をしてきた

わけなんですよ。勿論、この総合検討会の方に出すかどうかということについては、私

も十分責任がありますが、ケース・バイ・ケースで、事務局と前もって相談して、分科

会の議論もよく聞いて決めているわけで、そのために私も林先生も、別に分科会に出る

義務は全くないんですけれども、分科会での議論を聞いておかないと総合検討会のとき

に困るので、ほとんど毎回出席して議論に参加させていただいているわけで、その辺は

十分に考慮していただければと思います。 

○小野里委員 だから、その前提に立って最初に質問したわけですよ。本組換えパパイ

ヤが在来ウイルスに感染する機会は非常に少ないという書き方は、栽培する予定がない

ことが前提になっているのではないかと。だけど、栽培で申請した以上は、大量栽培、

商業栽培をあくまでも頭に置いて論議するべきで、そうするとそこは成り立たないとい

うことで話題提供したわけです。 

○原田座長 でも、栽培の許可も取るけれども、実際には全く栽培しないから問題ない
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とは、どこにもはっきり書かれていないですね。 

○小野里委員 はっきりは書いていないんですけれども、私はその感染する機会は小さ

いと書いている根拠は、一方では栽培する予定はないと書いているから、それを根拠に

しているのであれば、それは誤りですよという指摘です。 

○近藤委員 こちらで評価する場合には、栽培ということは勿論考えて評価をするんで

すけれども、申請者側はここに書かれているように、栽培する気持ちはないんですよ。

だから、こういう書き方になっているのであって、申請者側の気持ちと委員会の審査と

は違うんですよ。これはやはり栽培が入っている以上は、その可能性が少なからずある

のだろうと、栽培をするということを前提に議論をしていますからね。 

○小野里委員 そうですね。だからそうなると、文章の矛盾が出てくるということなん

です。 

○近藤委員 ですから、申請者側の考えは違っていて、申請者側は栽培する可能性がほ

とんどないと思っているわけですから、ただ、栽培が入って評価の結論を出す上では、

栽培をした場合はどうかということを申請者側以上にこちらは考えなければいけないわ

けです。 

○髙木委員 それが前提でないと、この委員会はおかしいことになりますね。やはり「栽

培」と書かれている以上、栽培しても安全だということで審査すべきですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 実際に今回の場合は書かれていますので、そういう前提条

件の下に御審査をいただいているということです。 

○小野里委員 そうすると、そこが矛盾するという指摘をしたわけです。感染する機会

がないから安全だということは。 

○近藤委員 我々は、栽培を前提にして議論をしていますが、この評価書そのものは栽

培する可能性はほとんどないみたいなことが書いてあるわけですから、評価書はそうい

うつもりで書いてあるけれども、審査する側はそうはいかないですよ。 

○髙木委員 それで審査してあれば、間違いないですね。 

○原田座長 分科会の方でも栽培を入れるかどうかという議論から始まって、その辺は

徹底していると思いますので、私は特に心配はしていないですね。 

○桂研究専門官 おっしゃるとおり、初めはやはり栽培を入れたような書きぶりにはな

っていなくて、小野里先生としては、これでも不十分かと思われるかもしませんが、前

と比べると、当然分科会の方で栽培を入れたような記述をしなさいとか、ほかの文献と

かを持ってきて、そういうのを引いてつくりなさいということでこれができ上がったわ

けですので、栽培を考慮に全く入れずに書かれているわけではないです。 

 ただ、小野里先生がおっしゃるように、小野里先生が感じるようなそういう矛盾点は

あるのかもしれませんけれども、それを積み重ねてきて、ここまででき上がったと、私

個人的にはそういう理解をしています。 

○近藤委員 特に組換えとか、そういうことをかなり強く念頭に書き直しているので、
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比較的最近の文献なども引用してこの議論を組み立てているわけです。ですから、時間

がかかったというところには、そういった論理の組立てとか、新しい文献の引用とか、

そういうものも全部入っているんです。 

○小野里委員 最終的には、運搬と栽培はやはりきちんと線引きをする必要があるかな

と思います。さもないと、今のような論拠で進めますと、こっそり組換え体を栽培する

のを抑えられなくなってしまうんです。 

○原田座長 ですから、栽培という項目を入れさせて、それで栽培してもＯＫだという

視点に立ってやっているわけなんですよ。 

○小野里委員 ですから、運搬でこぼれたときと意図的栽培とは、やはり区別すべきか

と思います。 

○原田座長 ですから、それは先ほどから何遍も申し上げているように、分科会の方で

も委員全員が今はもう十分に頭にその点を入れて、栽培しても問題ないという条件の下

で議論をしているわけです。 

○近藤委員 ただ、勿論どこかの企業が大々的に栽培するというのは、許可なしではで

きないわけですが、個人が無関係に栽培してしまうということは、我々はチェックのし

ようがないわけですから、それで栽培というのが入っているわけです。 

 だから、例えば栽培が入っていないから、栽培してはいませんといって、だれかどこ

かの子どもがまいたものを我々は知るよしもないので、それは無理なんです。栽培が入

っていないから、絶対にだれも栽培しないということにはならないので、難しいところ

なんです。 

 こういう我々みたいに評価をする側も、絶対栽培しないとなっていた方が楽なんです

よ。だけれども、そういうわけにはいかないので、こういう面倒くさい議論をたくさん

しているわけです。 

○井出委員 でも、小野里先生は、評価書の最後のその他の性質のところに書いてある

改変された導入遺伝子についての記述についても問題があるとお考えなんですか。 

○小野里委員 まず、評価書の問題点を指摘して、その評価書に基づいて、前回配られ

た検討結果については、今、申し上げたような組換え体が在来のウイルスに感染する機

会は少なくないということをこの評価書の方から引用して取り上げてあったので、それ

をここでは問題にしたわけです。 

 だけれども、新しいものではそれは削除されていましたので、検討結果については問

題にするつもりはありません。 

○近藤委員 これは検討結果を書くのも結構大変な作業でして、まずは評価書から幾つ

かピックアップして、それを並べて書いているという部分があって、それからまた検討

をし直してやっていっているわけですから、途中の過程ではいろんなことがあるとお考

えください。 

○小野里委員 それはもう十分理解していますし、私にとってはよくなっているので、
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今の評価書がどうということでは決してないです。 

 ただ、申請者の方の考え方として、栽培をやはり申請する以上は、栽培を前提として

論議するべきだということを指摘したんです。 

○原田座長 100％パーフェクトなものを申請者に書かせるというのは至難のわざで、

我々もそこまで権利はないわけです。随分しつこく、ここを直してくれ、あそこを直し

てくれという希望を出してやっていますので、ここに出てきた以上に、更に書き直して

くれというところまでは、我々はとても言うわけにはいきませんので、これを基に我々

が十分しんしゃくして、判断すればいいので、何も申請書そのものがパーフェクトとい

うことは勿論言えないと思います。 

○近藤委員 確かに御指摘のように、申請者側は栽培する気持ちがないのに栽培を入れ

る。それはこちら側から見れば、栽培を入れてほしいということがあって、入れてもら

っている部分もありますので、なかなか評価書がこちら側の気持ちどおりに最初から最

後まで全部なっているとはいかない部分はあるかと思います。 

 ここはどうしてもまずいなというところは、やはり修正をお願いしているわけですけ

れども、全部が全部こちらも細かいところまでは目が通せていない部分もありますし、

やはりどうしても一番問題な部分から指摘をしていきますので、結局見逃してしまう部

分というのはかなりあると思います。 

 ただ、そうであっても、委員会としての結論は委員会にある考えで書くしかない。そ

れが結構難しいところもあって、機会的に作業をすると、そこが十分に反映されないこ

ともあって、それは分科会もそうですし、この委員会でまた御指摘いただければいいの

ではないかと思います。 

○原田座長 前にもときどき申し上げていたんですけれども、分科会の委員の中でもこ

の申請書の書き方についても、論議の組立て方とかいろいろ意見があって、恐らく大体

の委員の総合的な意見が、一致しているところで、申請者の方にここはこういうふうに

書いてくださいとお願いしているので、それでも全部の委員が全く賛成しているわけで

はないし、そういうことは実際問題あり得ないので、意見の違う委員がいるからこそ委

員会が必要とされるので、その辺は十分にしんしゃくしていただければと思います。 

○近藤委員 細かい指摘はたくさんあるんですけれども、それを書くにおいても、この

ままでは要求しなかったとか、そういうこともあってこのままでいきましょうという部

分が実はかなり多いんです。 

○小野里委員 私にとっては、栽培するか、しないかは非常に大きな問題と感じていま

すので、指摘しました。 

○近藤委員 それは大きな問題だと思います。 

○小野里委員 もう一点、小さな問題ですけれども、様々な形質を組換え体と非組換え

体で比較していますが、有意差があったのが糖分と酸味度でした。何故有意差が生じた

かというディスカッションが、熟度が違っていた為としているわけです。熟度が違えば、
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糖分も酸味度も違ってくるということは当たり前で、比較したいのであれば、同じ熟度

で比較すべき。したがって、このディスカッションは非常にお粗末というか、意味がな

い。だから、検討の結果の方も、このディスカッションは無視して、その部分は削除し

てしまった方が、よろしいのではないでしょうか。 

○近藤委員 どの道、ディスカッションの部分であって、実験結果でそういう話はでき

ないわけですよ。熟度のせいだということを確かめても意味がないので。 

○小野里委員 評価書の前段には糖分はウイルスに感染すると低くなるということが書

かれています。それで比較したんだと思うんです。 

○近藤委員 それは実験計画のミスというか、不十分さということだと思います。 

○小野里委員 そうですね。ですから、そこは無視して取り上げない方がいいと思いま

す。 

○近藤委員 ただ、有意差が出たということで何か言わなければいけないことがあるの

で、苦し紛れに言ったということだと思いますので、大した問題ではないのではないか

と思います。 

○小野里委員 実は読んでいって、これに感染すると糖分が下がるというものですから、

ウイルスのゲノムの一部組換えただけでも糖度が下がるの否かに興味を持って読んでい

たら、差があった、でもそれは熟度が違ったのでそういう差が出たというディスカッシ

ョンになっているわけです。ですから、糖分を比較するのであれば、熟度をそろえて、

そして差があるかどうかをチェックするべきで、熟度の違うものを比較しても、全く意

味はないのではないかと思います。 

○近藤委員 普通の論文だったら、だめと言われますね。 

○原田座長 さて、ほかに何か御意見、御質問はありますでしょうか。 

 もしないようでしたら、まとめさせていただいてよろしいですか。 

 それでは、申請者から提出された「パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ」

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。 

 このようにまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○原田座長 御異議がなければ、このようにいたしたいと思います。 

 それでは、事務局の方は、申請者に対してこの旨を連絡してください。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 それから、次のその他に入らせていただきます。 

 事務局から、報告事項等はありますでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 年度末ということで、本来ならば総合検討会につきまして、

インフォメーションができればよろしいところなのでございますけれども、４月から先

生方の名簿等の作業もございますので、これは手続的なもので大変恐縮なのですが、そ
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のような手続を経た後でないと、事務の進行ができないことから、事務局の方といたし

ましては、現時点では未定でございますので、また御連絡をさせていただきたいと考え

ております。 

 なお、先生方におかれましては、大変恐縮ですけれども、所属等がお変わりになる先

生などがいらっしゃるかと思うんですが、そのような場合や御自宅の住所や、こちらか

らお支払しているいろいろな謝金とかがあると思いますが、そのような銀行口座等も変

更になられました場合も、こちらの事務がスムーズに進むよう御協力をいただければと

思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○原田座長 そのほかのところで、事務局の方ではそれだけですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 では、本日の議事全般について、何かございますでしょうか。特にはござ

いませんでしょうか。 

 以上で本日の議事は終了しましたので、事務局にお返しするところですけれども、そ

の前に一言だけ私の方からごあいさつをさせていただきたいと思います。 

 この３月末日で、私はこの職から退任させていただきます。ガイドライン時代から、

恐らく十数年になると思いますけれども、本当に長い間、委員の先生方、事務局の方々

には大変お世話になり、ありがとうございました。皆様の御指導、御鞭撻がなければ、

ここまで大過なく過ごすことはとてもできなかったと思うので、非常にありがたく感じ

ております。特に長い間、林先生と近藤先生には、ガイドライン時代からずっと御指導、

御鞭撻をいただきまして、私も大いに勉強させていただきました。そんなわけで、皆様

のお陰で大過なく何とか過ごせたのではないかと思っております。 

 今後とも、私以外の委員の先生方はずっと事務局と協力して、この審査を続けられる

と思いますけれども、今まで以上に一層客観的、サイエンティフィックに立派な審査を

していっていただければ、非常にありがたいと思います。私も今度は第三者的な立場で、

この分野がどういうふうに進展していくか見させていただければと考えております。 

 どうも本当に長い間ありがとうございました。（拍手） 

○横田技術政策課長 今日は原田先生が御退任のごあいさつをされるということで、私

も急遽参加させていただきましたけれども、当初から、こちらの委員会を引っ張ってい

ただきまして、本当にありがとうございました。 

 私がＧＭＯに関係してきたのが、３年前に技術安全課長に着任したときで、原田先生

からもいろんなおしかりを受けながらやってきました。その中で、評価項目についての

検討も行って、今後の効率的、効果的な評価が行われるように、第１弾の見直しができ

ました。まさに原田先生に最後の御指導をいただいたわけで、本当にありがたく思って

おります。 

 また、当初から、事務局の体制が弱いのではないかということで、我々もなかなかう

まくできなかったんですけれども、ちょうど農水省の再編に合わせて、今度増員も可能
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になりまして、この評価体制の事務局についても、しっかりとフォローできるようにや

っていきたいと思っております。 

 先生、本当に長い間ありがとうございました。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、これをもちまして、本日の「生物多様性影響評

価検討会総合検討会」を終了したいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 


