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午後 １時２９分 開会 

○作田技術安全室長 それでは定刻となりましたので、ただいまより生物多様性影響評価検討

会総合検討会を開催いたします。 

 本日はご多忙のところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 本日は、嶋田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。 

 それでは、議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に配付資料の一覧がございますけれども、議事次第ですとかそういうものを除きまし

て、資料番号１番、申請案件の審査の状況、それから２－１としまして、分科会における検討

の結果、資料２－２として申請の概要、３－１、そしてもう一件の方の検討の結果、また申請

の概要が資料３－２でございます。 

 それから、参考資料として２つございます。 

 もし、資料がないものがございましたらお申し出いただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それから、本日、この会議は公開で開かせていただいておりますけれども、傍聴の方におか

れましては、傍聴される方への留意事項を守っていただくようにお願いいたします。特に、携

帯電話の取り扱いにつきましては、よろしくお願いいたします。 

 それでは、今後の議事の進行につきましては近藤座長にお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 

○近藤座長 それでは、議事の１番目ですけれども、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

が終了しております。本日の総合検討会では農作物分科会での検討結果を佐藤委員からご報告

いただき、より幅広い視点から遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物多様性に及ぼす

影響についてご検討いただきたいと思います。 

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

局からご説明いただき、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

た後に総合検討会としての取り扱いを決めたいと思います。 

 それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

○作田技術安全室長 それでは、資料１をご覧いただきたいと思います。 

 本日ご検討いただきますのは、ここにございますように２件でございます。 

 まず１件目でございますが、イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズでございます。こちらは、
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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一般使用でございます。この案件につきましては、隔離ほ場につきまし

て2008年に承認をしておりまして、今回の申請につきましては、農作物分科会におきまして、

第１回目が2009年の10月13日から、その後今年になりまして、２月19日、７月29日に分科会で

の検討が行われております。 

 もう一件でございますが、こちらもダイズでございますが、除草剤グリホサート耐性及び除

草剤イソキサフルトール耐性ダイズでございます。こちらは、隔離ほ場におきます栽培、保管、

運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の申請でございます。こちらの検討につきましては、

2010年の２月19日が最初の検討農作物分科会で行われまして、その後、７月29日にも２回目の

検討をやっているという状況でございます。 

 審査の状況は以上でございます。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 それでは、まず最初にイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズ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、佐藤委員より資料２に基づいてご報告をお

願いいたします。 

○佐藤委員 それでは、資料２－１にまとめがありますので、それをご覧ください。 

 名称はイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズです。 

 (改変csr1-2,Glycine max(L.)Merr.)(CV127,OECD UI:BPS-CV127-9)です。 

 使用等の内容に関しては、食用または飼料用に供するための使用等です。 

 申請者は、BASFジャパン株式会社です。 

 以下が確認した事項です。以下はそのまま読ませていただきます。 

 １番目、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性。 

 本組換えダイズは、プラスミドpAC321から切り出された改変csr1-2遺伝子（改変アセトヒド

ロキシ酸シンターゼ（改変AHAS蛋白質）をコードする）を含む断片をパーティクルガン法によ

り導入し、作出されている。改変csr1-2遺伝子が本組換えダイズのゲノム中に１コピー移入さ

れており、複数世代にわたり安定して伝達されていることがサザンブロット分析により確認さ

れている。 

 また、複数世代を用いたほ場での除草剤耐性試験及びELISA法による改変AHAS蛋白質の検出

により、移入された改変csr1-2遺伝子が複数世代にわたり安定して発現していることが確認さ

れている。 
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 ２番です。生物多様性影響評価の結果について。 

 ア、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、自生

化しているとの報告はなされていない。 

 我が国の隔離ほ場において、形態及び生育の特性、生育初期における低温耐性、成体の越冬

性、花粉の稔性及びサイズ、種子の生産量、裂莢性、休眠性及び発芽率を比較調査した結果、

最下着莢節位高を除く、すべての項目で本組換えダイズ─「と」はなくて「系統」ですね。

ダイズ系統と対照品種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。 

 統計学的有意差が認められた最下着莢節位高に関しては、密植や早播栽培で上昇するなど、

栽培条件や品種による変動が大きいことが知られている。実際、隔離ほ場には水はけが劣る区

画があり、この栽培環境の要因が最下着莢節位高に影響を与えた可能性が考えられた。また、

最下着莢節位高は種子の生産量との相関が低く、この形質のみが変化したとしても競合におけ

る優位性が高まるとは考えがたい。以上のことから、この形質のみが変化したとしても本組換

えダイズの競合における優位性が高まるとは考えがたい。 

 本組換えダイズはイミダゾリノン系除草剤に対して耐性を有しているが、本除草剤が散布さ

れることが想定しにくい自然条件下で、本除草剤耐性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、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。 

 イ、有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるダイズについては、野生動植物等への有害物質を産生するとの報

告はなされていない。 

 本組換えダイズは、イミダゾリノン系除草剤に耐性を示す改変AHAS蛋白質を産生するが、本

蛋白質が有害物質であるという報告はない。本蛋白質は分岐鎖アミノ酸（バリン、ロイシン、

イソロイシン）生合成経路の第１段階の反応を触媒するが、ダイズ種子中のアミノ酸組成につ

いて本組換えダイズと対照品種との間に統計学的有意差は認められなかった。 

 2009年に我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズの有害物質（根から分泌されて他の植

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）の産生性の有無を後作試験及び鋤込み試験により検討した結果、本組換えダイズと非組換

えダイズとの間で相違は見られなかった。 
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 なお、改変AHAS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、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。 

 ウ、交雑性。 

 ダイズの近縁種としてはツルマメが知られており、ともに染色体数が2n＝40であり交雑可能

であることから、影響を受ける可能性のある野生植物としてツルマメを特定し、以下の検討を

行った。 

 ダイズとツルマメの人為的な交雑を行った雑種の生育には特に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にとどまらずに拡散していく可能性がある。 

 また、ツルマメは全国に分布し、河原や土手、畑の周辺や果樹園等に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３万2,502粒中１粒がダイズと交雑していたとの報告がある。 

 さらに、我が国の隔離ほ場において本組換えダイズと対照品種である非組換えダイズとを隣

接した試験区で栽培し、非組換えダイズへの自然交雑を調査したところ、交雑率は0.007％で

あった。これは、他家受粉率は通常１％未満であるという従来のダイズにおける自然交雑率を

超えるものではないと考えられる。さらに、我が国の隔離ほ場において、生殖に関わる形質

（花粉の稔性、花粉形態、種子の生産性）を調査したが、本組換えダイズと対照の非組換えダ

イズで有意差は認められず、本組換えダイズとツルマメとの交雑性は従来のダイズとツルマメ

同様に低いと推測された。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、交雑性に起因する生物多

様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 
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 ３、農作物分科会の結論。 

 以上を踏まえ、本組換えダイズを第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性影響

が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であると判断した。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございました。 

 ただいまイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズについてご報告いただきましたけれども、本件

についてご質問、ご意見をいただきたいと思います。 

 なお、総合検討会において内容が適正と判断された場合には、今ご説明いただいた資料２－

１のうち、２番目の生物多様性影響評価の結果及び３の検討会の結論につきましては、学識経

験者の意見として取りまとめて大臣あてに報告したいと思います。 

 それではどなたからでも結構ですが、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

○井出委員 不勉強なんですけれども、イミダゾリノン系除草剤という、例えばグリホサート

耐性とか、そういう物質名が一時的に決まっている場合と何とか系というふうに言われる場合

とがありますね。既に承認されたものの中でも何とか系というふうに言われている物質に対す

る耐性というんですか、その系の幅というんですか、それをどこからどこまでというようなこ

とがちょっとよくわからないので、それは普通に何とかという名前のものと全く同等であると

いうふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○近藤座長 グリホサートの場合には、それと類似というか、同じ作用性のものはないと思い

ます。単一のものだと思います。多尐何かくっついていることあるかもしれませんが、基本的

には一つだと思います。 

 他には、例えば私たち実験などで使いますオーキシン系の除草剤、2,4-Dとか、ああいうの

はいろいろなものがあるんですね。その場合はまた別の名前なんですけれども、それも何とか

系ということでまとめられています。実際に日本の農薬で登録されているものをそういう形で

何種類かのものが何とか系と言われているものの中には何種類も登録されているものがありま

す。グリホサートの場合にはグリホサートだけだと思います。ですから、単一の物質として登

録されて実際使われているものの場合と、それからいろいろな種類のものがあって、実際に試

験、こういう評価書の試験を見ましても、何とか系除草剤のものを複数使って試験をしている

場合があって、私たちも慣れないと読みにくいということもあります。ですから、ごく普通に

使われているものでも複数の種類があるものと、単一のものしかないということで、分かれて

いる。タイトル等につきましては、別にそういう決まりがあって付けているわけではないです
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けれども、一般にそういうふうに除草剤の方で言われている呼び方でつけていると思います。 

○井出委員 それと作用の仕方とか、構造的に同じものを含むということで理解してよろしい

と。 

○近藤座長 はい。基本的には構造からそういう名前をつけて何とか系というふうに言ってい

ると思います。 

○井出委員 ありがとうございます。 

○近藤座長 もちろん、今言われたように作用も当然ほとんど同じ─厳密に言うと同じとは

言えないと思うんですが、ほとんど同じものを指していると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 評価書そのものの内容についてはこれでよろしいと思うんですけれども、全体見

せていただいた印象として、対照品種の扱い方が必ずしも適切でないように思いますので、あ

えてコメントしておきます。というのは、導入した親がConquistaでMaturity GroupsⅧでかな

り晩生なんで評価の環境ではうまく育たない。それがあるんで、WilliamsというMaturity 

GroupsⅣの早生の品種を交配しているわけですね。これをバッククロスで、背景をWilliamsに

して比較しているんだといいんですけれども、この育成図を見ると１回交配しただけで、その

後当然Ｆ２、Ｆ３と大きな分離があった中から、多分ある特定の系統を選んで導入系統と比較

して組換え型と比較しているということだと思うんですね。そうすると、どうしてもブリーダ

ーの習性としては似たものとなりますので、似たものを選んで同じだったと言ってみても、こ

れはちょっと理論的に問題があるんで、複数の商業品種をランダムに選んで比較したほうが多

分むしろ良かったのではないかという感想を申しました。 

 もう一点、アウトクロスがあるかないかというのは常にダイズの場合、ナーバスな問題なわ

けですけれども、この場合も１万3,700何粒ですか、調べて１粒問題の遺伝子を持っていたと。

これは他殖するかどうかということを確かめるための仕事ですから、１粒耐性のものがあった

では不十分で、これはホモだったか、ヘテロだったかが決定的に重要なわけですね。もし、こ

れがホモでしたらこれは間違いなく混入です。ヘテロだったら多分アウトクロスということに

なるわけで、そこを押さえるようにしておかないと、せっかくバルクごとに１万3,000粒から

調べて１粒見つかって、これがホモだったかヘテロだったか、尐なくともここのデータでは分

からないというのであれば非常に残念な情報だというふうに私は思います。ホモかヘテロかと

いうのはテーリング調べたら分からないんですかね。 

○中川原委員 これはここの話ですか。 
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○武田委員 いや、これは引用です。それではなくて、この実験で１万3,700粒ぐらいバルク

法で見ていますよね。それでこのデータです。それでホモかヘテロかわからないというのは、

ちょっと不十分だと思いますので、その点をコメントしたいと思います。 

○近藤座長 最初の方についてはいつも問題の点ではあって、評価書で比較するときにも、対

照に何をとるか。その対照が同じバックグラウンドのものであっても種の状態がよくなかった

とか、それで違っていたとか、あるいは商業品種の範囲内で入っているとか、そういう対照が

ある意味では自分の都合の良いとり方をしているというところがあって、今ご指摘のとおりだ

と思います。そういうことは、うちの分科会でも議論になっているわけですけれども、本質的

に問題でなければということで、好ましいとは思っていないけれども、それで過ごしていると

いう、そういう状況だと思います。 

 それから、後者の方は本当はいろいろな問題があろうかと思うんですが、たかだかそこまで

しかないというような解釈で、特に交雑性は上がっていないという、そういうふうな理解をし

ているんですが。それでは１粒だけなら問題ないかという、１粒でもそれが広がっていけば問

題だろうというような考え方もありまして、ちょっとここではちらっと触れているんですけれ

ども。この２ページ目の下の方の②のマーカーがない、つまり自然条件の下の中にダイズの遺

伝子は混入していないということからダイズとは交雑可能ではあっても、それが残っていって

いないという、そこが一番大事だという、これは特に嶋田委員の指摘なんですけれども、交雑

率が低いから問題ないということではないというふうに考えています。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。小野里先生、特に何かございませんでしょうか。 

○小野里委員 いや、ございません。 

○近藤座長 それでは、武田委員の方から幾つか指摘がありましたけれども、ここの結論とし

ましては、申請者から提出されたイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズについて、第一種使用規

程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれはないとした生物多様性影響評価書

の内容は適切であるというふうに判断したいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局からこの旨、申請者の方にお伝えください。 

 次に、除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズについて検討したいと思いま

す。 

 それでは、農作物分科会との検討結果について、佐藤委員より資料３に基づいて報告をお願

いいたします。 
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○佐藤委員 資料３－１をご覧ください。名称は、除草剤グリホサート耐性及び除草剤イソキ

サフルトール耐性ダイズ。(2mepsps,改変hppd,Glycine max(L.)Merr.)(FG72,OECD UI:MST-

FG072-3)。 

 使用の内容ですが、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

為です。 

 申請者は、バイエルクロップサイエンス株式会社です。 

 確認した事項は以下のとおりです。 

 １、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性について。 

 本組換えダイズは、プラスミドpSF10から切り出された改変hppd遺伝子発現カセット及び

2mepsps遺伝子発現カセットを含むSalⅠ処理断片が直接遺伝子導入法により導入されており、

2mepsps遺伝子及び改変hppd遺伝子を含むpSF10のSalⅠ処理断片が完全長で２コピー同方向に

連続して配置されている。上記の連続する挿入DNAの5'側では、宿主ゲノムとの間に２つの3'

のhistonAt断片が連続して存在し、植物ゲノム側の断片ではpSF10とは逆方向に導入されてい

る。一方、挿入DNAの3'側では宿主ゲノムとの間にフィラーDNA（一本鎖やゲノム欠失部分等を

充填する短いDNA）が存在している。また、本組換えダイズゲノム内では宿主ゲノムの一部が

同一ゲノム内に転座しており、転座領域の3'側下流の宿主ゲノム内には新規に158bpのPhisプ

ロモーター断片の存在が認められている。これらの配列が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2mepsps遺伝子及び改変hppd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、生物多様性影響評価の結果について。 

 ア、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、自生

化しているとの報告はなされていない。 

 競合における優位性に関わる形質として、2008年に米国４州（アイオワ州、イリノイ州、イ

ンディアナ州及びミズーリ州）10試験地において、伸育型、毛茸の色、小葉の形、花色、臍の

色、生育初期の草勢、開花期、成熟期、草高、倒伏抵抗性、１株当たりの子実重、裂莢性、収

穫種子の発芽率等について調査した結果、草高、倒伏抵抗性及び裂莢性を除く項目において本

組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に差異または統計学的有意差は認められなかった。

草高は対照の非組換えダイズと比較して本組換えダイズの草高が低くなっており、それに伴い、
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倒伏抵抗性の差が認められたと考えられるが、本試験において認められた程度の差が競合にお

ける優位性を示すものとは考えにくい。また、裂莢性について統計学的有意差が認められたも

のの、両系統間の差はわずかであり、また、両系統ともに裂莢性が難であると考えられること

から、本形質における差が競合における優位性を示すものとは考えにくい。 

 本組換えダイズ及び非組換えダイズの花粉の稔性について、p-フェニレンジアミン染色によ

る花粉活性及び酢酸カーミン染色による発芽試験を行ったところ、いずれの項目においても両

系統間に統計学的有意差は認められなかった。よって両系統の花粉の稔性は同等であると考え

られる。また、2008年の米国10試験地において採種された本組換えダイズ及び非組換えダイズ

の収穫種子において硬実率に差は認められず、さらに正常発芽、異常発芽及び死滅種子の割合

を比較したところ、すべての項目において統計学的有意差は認められなかった。 

 さらに、幼植物体の低温耐性について、2009年に我が国のP1P実験温室において調査した結

果、本組換えダイズと宿主品種の間に統計学的有意差は認められなかった。 

 また、本組換えダイズは除草剤グリホサート及びイソキサフルトールに耐性を有するが、自

然環境下において除草剤グリホサート及びイソキサフルトールが散布されるような状況は考え

がたいことから、本形質により競合における優位性が高まることはないと考えられる。 

 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。 

 イ、有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるダイズについては、野生動植物等への有害物質を産生するとの報

告はなされていない。 

 2mEPSPS蛋白質は、野生型EPSPS蛋白質と同様に、芳香族アミノ酸の─「セイ」の字が多分

違っている、生合成は「生」。生合成経路であるシキミ酸経路を触媒する酵素であるが、本経

路における律速酵素ではないと考えられる。また、本組換えダイズにおいては、2mEPSPS蛋白

質の産生により既存のEPSPS蛋白質に相加的に働いてEPSPS蛋白質活性が増大することによる影

響が考えられたが、EPSPS蛋白質活性が増大しても本経路の最終産物である芳香族アミノ酸は

過剰に生成されないことが報告されている。実際に、本組換えダイズと宿主品種の種子におけ

る芳香族アミノ酸（フェニルアラニン、トリプトファン及びチロシン）の含有量に統計学的有

意差は認められなかった。さらに、EPSPS蛋白質はPEP及びS3P以外にS3Pの類似体であるシキミ
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酸とも反応することが知られているが、EPSPS蛋白質とシキミ酸の反応性は低く、高い基質特

異性を有している。 

 改変HPPD蛋白質は、野生型HPPD蛋白質と同様にチロシン異化、トコフェロール合成及びプラ

ストキノン合成を触媒する酵素であるが、これらの経路における律速酵素ではないと考えられ

ている。また、本組換えダイズにおいては、改変HPPD蛋白質の産生により既存のHPPD蛋白質に

相加的に働いてHPPD蛋白質活性が増大することによる影響が考えられたが、HPPD蛋白質活性が

増加してもHGAより下流に位置するトコフェロール合成やカロチノイド合成への影響は小さい

と報告されている。実際に、本組換えダイズと宿主品種におけるアスパラギン及びグルタミン

を除くすべてのアミノ酸組成並びに各種ビタミンについて比較した結果、アミノ酸については

本組換えダイズと宿主品種との間に統計学的有意差は認められなかった。一方、ビタミンにつ

いてはα－トコフェロール、γ－トコフェロール及び総トコフェロールにおいて系統間に統計

学的有意差が認められたものの、いずれも文献値の範囲内であり、また、ビタミンA及びビタ

ミンKについては、両系統の平均値がともにほぼ同じであった。加えてHPPD蛋白質の基質はｐ-

HPP及びフェニルピルビン酸のみであるが、後者は哺乳類のフェニルアラニン代謝異常時での

み利用され、植物及び微生物では利用されない。 

 これらのことから、2mEPSPS蛋白質及び改変HPPD蛋白質が触媒する反応は限られており、宿

主の代謝系に影響し新たな有害物質を産生する可能性は低いと考えられる。 

 また、2009年に我が国のP1P実験室において、本組換えダイズの有害物質（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）の産生性の有無を後作試験並びに鋤込み試験により検討した結果、本組換えダイ

ズと非組換えダイズとの間で相違は見られなかった。 

 なお、2mEPSPS蛋白質及び改変HPPD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。 

 ウ、交雑性。 

 ダイズの近縁種としてはツルマメが知られており、ともに染色体数が2n＝40であり交雑可能

であることから、影響を受ける可能性のある野生植物としてツルマメを特定し、以下の検討を
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行った。 

 ダイズとツルマメの人為的な交雑を行った雑種の生育には特に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

えるとともに、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にとどまらずに拡散していく可能性がある。 

 また、ツルマメは全国に分布し、河原や土手、畑の周辺や果樹園等に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３万2,502粒中１粒がダイズと交雑していたとの報告がある。 

 さらに、2009年に米国の温室において、本組換えダイズの生殖に関わる形質を調査した結果、

本組換えダイズと対照の非組換えダイズの花粉の稔性及び花粉の発芽率統計学的有意差は認め

られなかった。したがって、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。 

 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。 

 ３、農作物分科会の結論。 

 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、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。 

○近藤座長 ありがとうございました。 

 ただいま除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズについてご報告いただきま

したけれども、本件についてご質問、ご意見をいただきたいと思います。 
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 なお、先ほどと同様に、この資料３－１の、もしこの内容が適正だと判断された場合には、

資料３－１のうち２番目の生物多様性影響評価の結果と３番目、検討会の結論について学識経

験者の意見として取りまとめて、大臣あてに報告したいと思います。 

 それでは、ご意見、ご質問等お願いいたします。 

 先ほどと基本的に同じ論理になっているんですけれども、除草剤が複数あることと、除草剤

耐性の効き方が多尐違うというところでこの報告も長くなっているんですけれども。 

○武田委員 交雑率の問題ですね。私は、本質的にはツルマメとダイズというのはそんなに現

場で出会っているということはないということは常々主張している立場の人間なんですけれど

も。ただ、今回、花粉の稔性と花粉の発芽率というものだけ積極的なデータがあって、それ以

外は何もないんですね。だから、今までですとモニタリングしますとか、あるいはGMと非GMの

交雑は調べますとか、何かそういうエクスキューズが割合あったように思うんですけれども、

今回は花粉、GMの花粉稔性と花粉の発芽率が統計的に違っていないんで、他殖率には差がない

はずだと。やや開き直っている印象がなくはないんですけれども、これは分科会では何か議論

なさったんですか。 

○近藤座長 分科会でこれについての議論も実はあるんですが、普通ですと交雑率は調べます

というようなことを書くべきなのかもしれませんが、現実的に無理なんですね。仮に、可能で

も、100、1,000粒やったからといって、それで何か分かるというようなものではないので、現

実にやっても意味がないということで、引用で終わっている。 

 それと実際にこういう試験については環境技術研究所ですか、そういうところでも調べられ

ていますし、そういうものを引用することの方が良いのではないかという考え方です。もちろ

ん、分科会でもいつもこの辺の話は出てきていますね。結果として、結論として調べてもらっ

ても意味がないんだろうというようなことになっています。 

○武田委員 凡例をたくさん重ねてきて、あるコンセンサスを委員会としても出してきている

という、そういう感じを受けているんですけれども。 

○近藤座長 そうなんですけれども、これは大事な問題なので、また新しい実験が出てくると、

また考え方を尐し修正する可能性があるんだと思います。ですから、終わった話ではないと思

います。 

○井出委員 そのことについては、隔離ほ場における試験で評価することになっているわけで

すよね。 

○近藤座長 そうですね。隔離ほ場では…… 



－13－ 

○井出委員 実験計画書に…… 

○近藤座長 そういう試験というか、書いてあると思いますけれども、特に隔離ほ場試験で交

雑性がどうかということを調べてもらうということは要求はしていません。 

○武田委員 もう一つよろしいですか。申請書の22ページ、23ページあたりなんですが、これ

遺伝子が何個入っているかということを確認するために分離を調べているわけですね。その結

果が表の４と表の５にあるんですけれども、これはちょっと私には理解しにくいところがあっ

て。つまり、こういう統計計算をしているということは私には腑に落ちないんですが、これは

分科会で何か。 

 問題点は、表の４の最初、ｐ0を自殖したらどうなるかという、これはｐ0はヘミの状態にな

っているわけですから、ホモ型とヘテロ型とヌルのホモ型が１：２：１に分離しているわけで

すね。ところが、ここでは期待値１:２で検討している。しかも、全体で系統数が５しかない

という─系統といいますか、ｐ1の数ですね。普通、こんな尐ない数でカイスクエア検定し

ないと思いますし、１：２という期待値がおかしい。これは１：２：１だと私は思います。当

然のこととして、カイスクエアの値は違っていると。それから下半分、これｐ1を自殖してや

やサンプルサイズ大きくして、これは３：１になりましたと。期待値は３：１で結構ですが、

カイスクエアの値がこれ0.194とあるので、幾ら何でもこんなに適合していないだろうと思っ

て、実際に私がカリキュレーターを回してみたら0.775ですかね、丸々効果があるかもしれな

い。ちょっと違うかもしれませんけれども、これも明らかに違う。 

 それから、次のページの表の５も、これは定量ＰＣＲか何かでホモ、ヘテロがわかるように

したと言っていまして、１：２：１、それはよろしいんですけれども、カイスクエアの値が10

倍ぐらい違う。私が計算すると1.945─有意にはなりませんけれども、945。さらに、３）に

１遺伝子だと仮定、自由度１と書いていますけれども、これはカテゴリーが３つありますので、

自由度２ですね。それがこういう自由度のとり方もおかしいし、分離のとり方もおかしいし、

カイスクエアバリューも違う。これｐ1かと思ってちょっと考えたんですけれども、どうもｐ

バリューでもないようなんですね。ですから、これ評価に直接は係わらないかもしれないんで

すけれども、こういう妙な数字を見せられると、簡単に通すわけにはいきませんので。分科会

で何か議論になりましたか。 

○近藤座長 なかったかな。どうですか、なかったと思うんですけれども。 

○佐藤委員 この表、ありましたか。 

○桂研究専門官 このやり方には村上委員から指摘があったと思うんですけれども、これは実
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際の場面ではこういう畦で見てやっていると、私はお答えした記憶はあります。中身について

の議論は特になかったと思います。 

○近藤座長 ちょっと我々わかんないんですけれども、どうですかね。 

○中川原委員 私もこれ参加していたと思いますけれども、記憶にないですね。 

○近藤座長 どちらにしても、この点に関しては申請者のほうに確認していただいて、表４と

５ですね、修正していただくということで。最終評価とは関係なくても、すべてのデータにつ

いて見て評価することになっていますので。我々専門じゃないんでよくわからないんですが、

とにかく再検討していただいて、答えを出したいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 先ほど武田委員からのご質問ですが、ちょっとページがあれなん

ですが、本件については隔離ほ場試験の中で宿主、交雑率については一応調査をするようには

記載はされております。あとまたモニタリングも一応モニタリング計画書というものが提出を

されておりまして、ツルマメとのモニタリングの調査は行うというようにされておりますので、

ご報告だけさせていただきます。 

○近藤座長 ダイズの場合、特にツルマメとの交雑率が一番問題になるところなので、これは

可能な限り調査をしてもらうわけですけれども、この中で正確に交雑率を出すというのは無理

なので、そこまでは要求はしていないということです。 

○武田委員 これ宮崎大学のほ場にある。 

○近藤座長 そうですね。モニタリングは絶対に必要なことだと思います。 

○小野里委員 安全性評価とは直接関係ないんですけれども、遺伝子直接導入法でボンバード

メント法と書いているんですけれども、どういう方法か教えていただければ。 

○佐藤委員 多分、パーティクルガンだと思っているんです。 

○小野里委員 じゃあ、パーティクルガンと同じ方法。 

○佐藤委員 そうです。 

○小野里委員 もう一つのほうはパーティクルガン法と書いていたんですけれども、こちらは

…… 

○佐藤委員 同じだと思います。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○井出委員 先ほどのツルマメの交雑の件なんですけれども、前に嶋田委員がご指摘されてい

たんですけれども、使うツルマメのほうにも集団ごとに他殖率が違ったりというようなことが
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あって、文献によるとすごく多様性の高い集団でもあるようなんですよね。ですから、相手に

何を選ぶかで答えが随分違ってきてしまうんではないかということで、もし、今後続けてそう

いうことを調べていくといっても、同じようなことを繰り返しやっても同じ答えしか出てこな

いという心配があるものなんですね。ですから、もう尐しツルマメ集団のほうの選択というか、

そういうことも一考してやるんなら気にかけたほうがいいかなというふうに。 

○近藤座長 ツルマメ、いろいろなのがあって、それを集めていろいろな種類集めてというの

は結構大変で、独法の研究機関では早くから対応しているところですが、どこまでやってくれ、

要求できるかというとわからないんですが。 

○中川原委員 私もそれはちょっと心配で、どういうふうな研究の状況でやっているのか専門

家に聞いてみました。いわゆるツルマメは野生ですよね。それから、ダイズは栽培種です。で

すから、ダイズ側から見る場合とツルマメ側から見る場合とあって、その両者が全然別の専門

に属しているわけです。ダイズの方は主に育種家が、ツルマメの方は植物学の専門の人たちが

見るというふうです。ツルマメの側から植物を見ると、いわゆる客観的なデータ、それが圧倒

的にない。それから、片方の育種家はダイズ側から詳細に見るものですから、ツルマメを見る

場合ものすごい多様性がある。ですから、それを１つや２つとってもどうしようもないという

感じを持っています。どうするのかという話を聞いたんですけれども、植物学の方からは非常

にアプローチが難しいため、育種をやっている人たちの側から、それについてどんどん知見を

増やしていくということが必要ではないか。そういう話がありました。ツルマメとダイズは思

われていたよりはずっと生殖的隔離の障壁が発達しているということがだんだん分かってきて

いるというデータもありますので、それをもう尐し突き進めていく必要があるんではないか。 

 この前、ここの文章を直させていただいたんですが、それはそういう専門家の人たちが今後

ダイズとツルマメに関しては知見を深めていかなくちゃいけないなという、そういうことを伺

ったものですから、直させていただきました。 

○武田委員 農学の立場から言いますと、自然状態になれば１カ月も開花期の違うものを無理

矢理あわせて、ダイズにツルマメ絡ませてというのは、絶対にどんな強者でもそんなダイズ作

りをしないわけですよね。だけど、実験条件としてはそれで良いわけですよ。それで何％交雑

したという話と。実際にほ場で─再三言うけれども、多分ツルマメなんて現場で見たことあ

る人ここにいないでしょう。それぐらいレアな植物が出会って絡み合うなんてことは絶対にな

いんで、現実的に起こらないことを実験的な条件の中で起こしておいて、最大何％だったと言

ってみてもあまりリアリティーないんですよね。というのがアグロノミストの見解でございま
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す。 

○近藤座長 評価書の場合に最悪の状況を考えた試験をしていますので、どうしてもこれだけ

見ると何か交雑するように見えてしまうんですが、現実的にはそういう場面はほとんどないだ

ろうという、そういうことは分科会でも議論になっているんですけれども。ただ、今言われた

ように、ツルマメはいろいろな種類があって、これを本当に調べようと思ったらとんでもない

話なんですね。その一致した意見かなと思いますけれども。それよりも、先ほど言いましたよ

うに、遺伝マーカーでダイズの遺伝子が混入しているという例はないということは今一番大き

いかなというふうに思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、一応この検討会の意見としましては、申請者から提出された除草剤グリホサート

及びイソキサフルトール耐性ダイズについて、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多

様性影響が生じるおそれはないとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断しまし

た。 

 しかし、先ほど武田委員から指摘ありました点に関しては、申請者の方に一応言っていただ

いて、適正な修正をしていただく。その修正していただいた評価の内容に関しては一応事務局

のところに確認していただいて、我々のほうにも送っていただくという、そういう条件でよろ

しいでしょうか。ただ、結論としては別に変更はないかと思います。 

○作田技術安全室長 修正した上でご確認いただくということで。 

○近藤座長 はい。では、確認した段階で承認ということにしたいと思います。 

 そのほか事務局のほうから報告等ありますでしょうか。 

○作田技術安全室長 この総合検討会ですが、次回の開催についてはまだ調整中でございます。

また、調整がつきましてからご連絡をしたいと思います。 

 事務局から連絡事項としては以上でございます。 

○近藤座長 それでは、委員の皆様方、本日の議事全般について何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本日の議事は終了いたしました。事務局にお返しいたします。 

○作田技術安全室長 本日は、本当に熱心なご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。どうもありが

とうございました。 

午後 ２時２３分 閉会 


