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生物多様性影響評価検討会総合検討会議事次第 
 

 

                   日 時：平成 22 年 12 月９日（木） 13:30～15:24 

                   場 所：農林水産省 農林水産技術会議委員室  

 

 

１ 開 会  

 

２ 議 事  

 （１）遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請書  

    等の検討について  

 （２）その他  
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○作田技術安全室長 それでは、時間となりましたので、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、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。  

 本日は、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。  

 まず、総合検討会を始めるに当たりまして、本日の配付資料について確認させていただきたいと

思います。  

 本日の検討資料につきましては、配付資料一覧にございますが、委員の方にも事前にお送りさせ

ていただいております。この中で資料番号２～６の枝番の１につきまして、事前に委員に配付させ

ていただきましたものをその後確認しましたら、一部タイプミスですとか、修正漏れがございまし

た。本日また配付させていただいたものは、修正版になっておりますので、以前にお送りいたした

ものと一部違うところがあるということを御了承いただきたいと思います。間違いがありまして、

申し訳ございませんでした。  

 また、傍聴の方々におかれましては「傍聴される方への留意事項」を守っていただきますように、

よろしくお願いいたします。  

 それでは、以降の議事進行につきましては、近藤座長によろしくお願いしたいと思います。  

○近藤座長 それでは、議事の１番目です。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は終了したもので

す。  

 本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を佐藤委員から御報告いただき、より幅広い

視点から、遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物多様性に及ぼす影響について、御検討い

ただきたいと思います。  

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

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

後に、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します。  

○作田技術安全室長 初に、資料１をごらんいただきたいと思います。本日御審査いただきます

のは、資料１にございます１～５番までの５件でございます。  

 １、２番は、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネについてでございます。  

 ３、４番は、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でございます。  

 ５番は、除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びにチョウ目害虫抵抗性ワタについてで

ございます。  

 １、２番のセイヨウナタネにつきましては、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。農作物分科会におきましては、今年 2010 年の３

月 16 日に 初の検討を行いまして、本日の総合検討会に上がっているということでございます。  

 ３、４番のトウモロコシにつきましては、今年の８月４日に農作物分科会で 初の検討を行いま
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して、３回の検討を経て、本日に至っております。  

 ５番のワタにつきましては、一般の使用でございますが、本年９月 24 日に 初の検討を行いま

して、２回の検討を経て、本日に至っているということになります。  

 本日の審査案件の状況につきましては、以上でございます。  

○近藤座長 ありがとうございます。  

 まず、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ 61061 と 73496 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いて、佐藤委員より、資料２及び３に基づき、御報告

をお願いいたします。  

○佐藤委員 まず、資料２－１をごらんください。「農作物分科会における検討の結果」です。  

 名称：除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ（gat4621,Brassica napus L.）（61061,OECD 

UI:DP-061061-7）  

 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：デュポン株式会社  

 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セイヨウナタ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。  

 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  

 本組換えセイヨウナタネは、大腸菌由来のプラスミド PHP28181 から切り出された gat4621 遺

伝子（改変型グリホサート  N-アセチルトランスフェラーゼ遺伝子）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。gat4621 遺伝子が本組換えセイヨウナタネの染色体中に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 gat4621 蛋白質の検出に

より、移入されていた gat4621 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。  

 ２ 生物多様性影響評価の結果について  

 （１）競合における優位性  

 宿主が属する生物種であるセイヨウナタネは、河原や線路沿い、種子が陸揚げされる港湾周辺等

で生育していることが報告されている。また、路傍、崖、河川敷などのように撹乱が定期的に起こ

る立地条件でなければ、やがてセイヨウナタネは多年生草本や灌木に置き換わることが知られてい

る。我が国では長期にわたるセイヨウナタネ種子の輸入経験があるが、セイヨウナタネが我が国の

野生動植物等の個体や個体群の維持に影響を及ぼしたとする報告はない。  

 本組換えセイヨウナタネの競合における優位性に関わる諸特性について評価を行った結果、収量

に非組換えセイヨウナタネとの間で統計学的有意差が認められたが、本組換えセイヨウナタネで

2,100kg/ha、非組換えセイヨウナタネで 2,310kg/ha であり、この種子生産量の減少が競合におけ
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る優位性を高めるとは考え難い。  

 本組換えセイヨウナタネには、除草剤グリホサートに対する耐性が付与されているが、除草剤が

散布されることが想定され難い自然環境下では、除草剤耐性形質が本組換えセイヨウナタネの競合

における優位性を高めるとは考え難い。  

 以上より、本組換えセイヨウナタネは、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。  

 （２）有害物質の産生性  

 従来のセイヨウナタネの種子中には、動物に有害と考えられるエルシン酸やグルコシノレートが

含まれる。本組換えセイヨウナタネの宿主として用いた系統は、品種改良により両物質の含量を低

減したいわゆるカノーラであり、野生動物の生息に影響を及ぼすことはないと考えられた。  

 本組換えセイヨウナタネに産生される GAT4621 蛋白質については有害物質であるとの報告はな

く、既知アレルゲンとの相同性も認められていない。また、本組換えセイヨウナタネへの除草剤グ

リホサート散布時に、GAT4621 蛋白質により N-アセチルグリホサートが産生されるが、本物質が

有害物質であるとの報告はない。  

 本組換えセイヨウナタネにおいて、N-アセチルアミノ酸が非組換えセイヨウナタネに比べ増加す

る可能性が考えられたが、N-アセチルアミノ酸は本組換えセイヨウナタネ中に新たに産生された成

分ではなく、動植物中にもこれら N-アセチルアミノ酸は含まれている。  

 以上より、本組換えセイヨウナタネは、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。  

 （３）交雑性  

 セイヨウナタネと交雑可能な近縁野生種のうち、我が国在来の種はない。したがって、本組換え

セイヨウナタネに関して、交雑性に起因する影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されな

かった。  

 なお、セイヨウナタネと自然交雑可能な近縁野生種のうち、我が国に生育する種は、カラシナ

（B.juncea）、クロガラシ（B.nigra）、アブラナ（在来ナタネ :B.rapa）、ダイコンモドキ（Hirschfeldia 

incana）、セイヨウノダイコン（Raphanus raphanistrum）及びノハラガラシ（Sinapis arvensis）

が知られているが、いずれも外来種であり、影響を受ける可能性のある野生動植物とは特定されな

い。  

 以上より、本組換えセイヨウナタネは、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。  

 （４）その他  

 上記のセイヨウナタネ及び近縁種との交雑に起因して間接的に生物多様性影響評価が生ずる可
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能性（交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物種の個体群を駆逐する可

能性、及び交雑により浸透した導入遺伝子の影響により近縁種の個体群が縮小しそれらに依存して

生息している昆虫等の野生動植物の個体群の維持に支障を及ぼす可能性）について評価した。その

結果、  

 ①セイヨウナタネとこれら近縁種との交雑性は低く、仮に本組換えセイヨウナタネが交雑しても、

稔性が低い等の理由により雑種が自然環境下で優占種となる可能性は低い。また、本組換えセイヨ

ウナタネとの雑種は除草剤グリホサート耐性の形質を有すると考えられるが、本形質が競合におけ

る優位性を高めるとは考え難い。  

 ②除草剤グリホサート耐性遺伝子が近縁種に移入されても、生存への顕著な負担にならないと報

告されており、本組換えセイヨウナタネの場合も、本組換えセイヨウナタネ由来の遺伝子が近縁種

の生存に負担になることは考え難い。したがって交雑した近縁野生種が駆逐される可能性は低く、

これら近縁種に依存して生息する昆虫等の野生生物の個体群に影響が生じる可能性も低い  

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

能性は極めて低いと考えられた。  

 また、本組換えセイヨウナタネは非組換えセイヨウナタネとの比較において、競合における優位

性、有害物質の産生性及び交雑性について相違はないことが確認されていることから、導入遺伝子

に起因して近縁種の個体群の維持に影響を及ぼすことはないと考えられた。  

 以上より、本組換えセイヨウナタネは、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らに付随する行為の範囲内では、交雑性に起因して間

接的に生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。  

 ３ 農作物分科会の結論  

 以上より、本組換えセイヨウナタネは、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。 

 続けて、資料３－１をごらんください。資料２－１とイベント違いということになりまして、変

更点のみを申し上げます。  

 まず名称ですが、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ（ gat4621,Brassica napus L.）

（73496,OECD UI:DP-073496-4）が違う点です。  

 １ページの 37 行目からになりますが、（１）競合における優位性の評価の結果です。  

 本組換えセイヨウナタネの競合における優位性に関わる諸特性について評価を行った結果、非組

換えセイヨウナタネとの間で初期の草勢、開花までの日数及び収量に統計学的有意差が認められた。

しかしながら、成熟までの日数や草丈に統計学的有意差は認められず、開花までの日数の差は１日

であり、収量は本組換えセイヨウナタネで 2,140kg/ha、非組換えセイヨウナタネで 2,310kg/ha で

あった。これら初期の草勢及び開花までの日数の違い並びに種子生産量の減少が競合における優位

性を高めるとは考え難い。  

 ということで、あとは同じです。以上です。  
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○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耐性セイヨウナタネ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。  

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、佐藤農作物分科会座長から報告い

ただきました分科会の検討結果、ただいまの資料２－１及び３－１のうち「２ 生物多様性影響評

価の結果について」及び「３ 農作物分科会の結論」については、学識経験者の意見としてとりま

とめ、大臣あてに報告をしたいと思います。  

 それでは、どなたからでも結構です。いかがでしょうか。  

 矢木委員、どうぞ。  

○矢木委員 資料２－１も３－１も同じなんですけれども、まず資料２－１の２ページの 14 行目

に「本組換えセイヨウナタネにおいて N-アセチルアミノ酸が非組換えセイヨウナタネに比べ増加

する可能性が考えられたが、N-アセチルアミノ酸は本組換えセイヨウナタネ中に新たに産生された

成分ではなく、動植物中にもこれら N-アセチルアミノ酸は含まれている」と書いてあるんです。「可

能性が考えられたが」と書いてあって、その理屈としては、アセチルアミンというのはサプリメン

トなどでも使われているので、そんなに毒ではないと思うんですが、場合によっては気をつけて使

えという文章もあるので、動植物中に入っているから大丈夫だというニュアンスが書いてあるんで

す。ですから、これはどんなものでもつくっているのは毒物だけれども、量が問題なので、もし組

換え体によってたくさんできたとしたら、やはり本来は、量的にそう増えることがないとか確認を

しないと、こういうことは書けないのではないかと思うんです。  

 それで、資料２－２の 13 ページの 29 行目に「N-アセチルアミノ酸」と書いてあるんですが、そ

の 34 行目に「本組換えセイヨウナタネの N-アセチルアミノ酸含有量及びアミノ酸組成を測定する

予定である」とあります。42 行目に「なお、gat4621 遺伝子を導入したトウモロコシ DP-098140-6

においても、N-アセチルアミノ酸の有意な増加が認められたが、ブロイラーの飼養試験及びラット

の 90 日経口投与毒性試験結果から、DP-098140-6 は非組換えトウモロコシと栄養学的及び毒性学

的に同等であることが示されている」と書いてあります。一応トウモロコシとしては同等だと言っ

ているんですけれども、これは入っていないので、やはりコメントが必要ではないかということと、

それに絡んで、また元に戻って資料２－１の３ページ、10 行目です。「本組換えセイヨウナタネは

非組換えセイヨウナタネとの比較において、競合における優位性、有害物質の産生性及び交雑性に

ついて相違はないことが確認されている」と書いてあるので、この点は量がわかっていればこれで

いいんですけれども「相違はないと考えられる」ぐらいにしておかないと、その辺の２点に疑問が

あるので、この辺の評価についてお答えしていただきたいと思います。  

○近藤座長 いかがでしょうか。分科会の方では、こういうところまで細かく検討したわけではな

いので、皆さんどうでしょうか。これは分科会の意見というよりも、私個人としては、矢木先生の

御指摘のとおりだと思います。確認はされていないと思います。この申請書では、隔離ほ場試験の

間に確認をしたいということなので、確かにおっしゃるとおりだと思います。  

○佐藤委員 ２ページの 14、15 行目のところの書きぶりは、事実が淡々と書かれているんだと思
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いますが、まさに今の御指摘の 後の確認のところは、確かに確認とは言えないですね。おっしゃ

るとおりだと思います。  

○近藤座長 これは分科会の方からの報告ですから、ここで修正すれば何の問題もないと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。武田委員、どうぞ。  

○武田委員 申請書の概要書も多分連動してくると思うんですけれども、正しくない表記があるよ

うに思うので、指摘しておきます。  

 まず、１つ目は、グレーの評価書の５ページの上から４行目の真ん中辺りに「花粉の稔性は４～

５日かけて徐々に減少する」とありますけれども、稔性というのは、別に発育のステージで変わる

わけではなくて、これは花粉の発芽率あるいは花粉の発芽力というつもりだろうと思うんです。「稔

性」という言い方はちょっとうまくないと思います。  

 それから、これは確認なんですけれども、21 ページの一番上に「ｂ 生育初期における低温又は

高温耐性」というのがあるんです。これを実際にやったのは、現実のほ場で、 低気温３～６℃、

高気温 29℃ぐらいのところで植えてみたけれども、生育障害は見られなかったと。したがって、

相違は観察されなかった。  

 次に「我が国における隔離ほ場試験で生育初期における低温及び高温耐性を調査する予定であ

る」という文章のつながりは、アメリカの現地試験では、結局、高温あるいは低温のストレスをか

けたというほどには言えないので、何とも言えないから、我が国の隔離ほ場で低温、高温ストレス

耐性を調査する予定であるという文脈だと理解すればいいのでしょうか。  

○佐藤委員 これは多分特につながりはなく、隔離ほ場でやることがここに書かれていると考えて

いました。  

○武田委員 結果を拝見すればいいわけだけれども、隔離ほ場試験で温度ストレスの判定をすると

いうのは、現実には難しいですね。高温なり、低温なりを人為的にかけないと、ナタネの低温スト

レスというのは、ほとんどフリーズの状態にしなければかからないでしょう。  

○近藤座長 これは隔離ほ場試験と言っているのは、一般の隔離ほ場試験そのものの中でやるので

はなくて、隔離ほ場試験の期間と解釈しているんですけれども、いかがですか。  

○武田委員 グロースチャンバーだろうと。  

○近藤座長 はい。  

○武田委員 この前後のつながりがよくわからなかったので、結構です。いずれデータは出てくる

と思います。  

○桂研究専門官 済みません、隔離ほ場試験の中には、同じ評価書別紙４の 10 ページに「（２）生

育初期における低温及び高温耐性」という項目がございます。そこに、 初の高温耐性の評価は、

７月中旬～８月初旬に播種をするというもの。低温初期は次の段落で、11 月中旬に隔離ほ場のミニ

温室内で生育させた後、ほ場に移して観察するという試験を予定されているということです。  

○武田委員 わかりました。  

○近藤座長 先ほどの 21 ページのこういう書き方というのは、多分米国での試験に対して評価を

しないで、事実だけ書いて、自分たちもやりますと書いているんだということですね。  
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○武田委員 そうですね。  

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。小野里委員、どうぞ。  

○小野里委員 単なる文字変換の問題だと思いますけれども、今の評価書の 21 ページに「恒温発

芽」、22 ページの表にも「恒温発芽」とありますが、これは「高温」の間違いだと思います。これ

は２つ目のものでも同じように「高温」と書くべきところが「恒温」となっています。  

○井出委員 これは「恒温」でいいのではないですか。  

○小野里委員 でも「恒温」と対比させるとなると「変温」になる筈ですが低温となっております

ので高温とすべきです。別紙４の方は「高温」となっています。  

○桂研究専門官 御指摘のありました 22 ページの表６の「恒温」というのは、別紙３の page 26 of 

28 の「F．Germination Tests」のところで、１つ目が「Warm Germination Test」と２つ目が「Cold 

Germination Test」ということですので、「恒」ではないと思います。  

○近藤座長 「恒温」というのは適切な訳ではないけれども、そう訳したということですね。  

○桂研究専門官 そうですね。  

○近藤座長 一応「恒温」の「恒」は「高」ということにします。  

 ほかにいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。何か発言はあり

ますか。  

○桂研究専門官 二次代謝物のことはどうしますか。  

○近藤座長 ちょっと気になっていたのは、こちら側の検討の結果については、有害ではないと書

いてあるんですけれども、必ずしもそうでもなさそうですね。  

追加資料をお願いしたので、それを読んでみますと、必ずしも無害ではないと読めるんです。で

すから、この表現はちょっと変えた方がいいかもしれないですね。むしろこれでは何も触れない方

がいいのではないかと思います。一般申請のときに改めて評価して、評価自体にもほとんど評価さ

れていないので、一般申請のときには評価していただくということで、今回はこの部分を削除した

方がいいのではないかと思います。  

 ２ページ目の 11 行目の後半に「また、本組換えセイヨウナタネへの除草剤グリホサート散布時

に、GAT4621 蛋白質により N-アセチルグリホサートが産生されるが、本物質が有害物質であると

の報告はない」というところは、消した方がいいのではないかと思うんです。大した問題になるこ

とではないんですが、こういうことではないと。  

 この資料２－１、３－１も同じかもしれませんが、分科会からの報告については、先ほど座長が

読まれたときに修正された部分と、ほかにもちょっと気がついた部分があって、幾つか修正をした

上で、承認なら承認ということにしたいと思います。  

 ほかに事務局の方ではよろしいですか。  

 この報告の方は、我々の方の報告であり、申請者の修正というわけではないので、我々の方で修

正すれば済む話だと思います。  

○桂研究専門官 それでは、評価書は、先ほど御指摘があったところは当然修正するとしても、こ

の内容に係るところは、特に付け足すとかということではないですね。  
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○近藤座長 一般使用申請のときには問題になるかと思いますが、今回は隔離ほ場試験ですのでね。

よろしいでしょうか。  

 それでは、まとめたいと思います。  

 申請者から提出された除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ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。ただし、一部、評価書の記載に多少修正が必要と思われる箇所があるの

で、そこを修正し、特に総合検討会の委員の確認を受けるほどのことではないので、修正していた

だいた上で、承認ということにしたいと思います。よろしいですね。特に確認する必要はないです

ね。  

○桂研究専門官 検討結果はどうしますか。  

○近藤座長 検討結果は、勿論修正します。  

 それでは、事務局から申請者に対して御連絡をお願いしたいと思います。  

 次の案件に移りたいと思います。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（1507×59122×MON810×NK603）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（1507×MON810×NK603）

について、これらは両者とも同じ親系統を用いていることから、同時に検討したいと思います。  

 この資料について、訂正があります。事務局の方から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、申請者でございますデュポンの方から、本日提出されてい

る評価書を見直したところ、何点か修正がございましたという御報告がありましたので、事務局の

方から修正の箇所を読み上げさせていただきます。  

 まず、ブルーのファイルを御用意ください。  

 これは全体にかかりますけれども、１枚めくっていただきますと申請書の内容で、遺伝子組換え

生物等の種類の名称がございます。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とありまして、次に、それぞれの遺伝子名が改変 cry1F、

cry1Ab、cry35Ab1 と書かれておりまして、 後に「cp4 epsps」となっておりますが、正式には「改

変 cp4 epsps」ということでございます。  

 これに伴いまして、この遺伝子によって発現されます蛋白におきましても、当初の表記は「CP4 

EPSPS 蛋白質」ですが「改変 CP4 EPSPS 蛋白質」が正しいということでございます。  

 続きまして、評価書の８ページに表３がございます。上から３つ目の cry1Ab のサイズが、評価

書では「3.46kbp」となっておりますが、正式には「3.47kbp」ということでございます。  

 ３つ下がっていただいたところに「CTP2」というのがございますが、これのバンドサイズが

「0.31」となっておりましたが、正式には「0.22」ということでございます。  

 また、下から３つ目の「CTP1」のサイズが「0.26」となっておりますが、正式には「0.16」と

いうことでございます。  

 その下の「GOX」は大文字で書かれておりますが、これは遺伝子の名前ですので、小文字で「gox」

ということでございます。  
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 先ほどの「CTP1」のところでございますが「A.thaliana 由来の rubisco 遺伝子の small subunit 

1A」となっておりますが、ここが「1A 遺伝子」ということでございます。  

 ８ページの表３は、以上でございます。  

 続きまして、９ページの表４でございます。  

 下から３つ目の「CTP2」ですが「0.22」となっておるのは、正式には「0.23」です。  

 次の「cp4 epsps」のところが「0.36」となっておるのは、正式には「1.37」です。  

 次の「NOS3’」のところが「0.26」となっておるのは、正式には「0.25」です。  

 続きまして、13 ページ「ロ 特性」の①に、それぞれのプラスミドが書いてございます。

MON-00810-6 のプラスミドのサイズが、表記では「7,794」になっておりますが、正式には「7,800」。  

その横のプラスミドのサイズが、表記では「9,427」になっておりますが、正式には「9,447」。  

また、その下の段のプラスミドサイズが、表記では「9,307」となっておりますが、正式には「9,308」

ということでございます。  

 続きまして、16 ページです。  

円の真ん中にも、やはりプラスミドサイズが「7,794」と書いてありますが、正式には「7,800」。  

その下のプラスミドサイズが「9,427」と書いてありますが、正式には「9,447」。  

17 ページのプラスミドが「9,307」と書いてありますが、正式には「9,308」ということでござい

ます。  

なお、今、プラスミドサイズが変更になったことに関連しまして、ベクターのプラスミドの図も

差し替わるということでございます。  

続きまして、20 ページの 36 行目の「遺伝子と GOX 遺伝子」の「GOX」がまた大文字になって

おりますので、こちらも正式には遺伝子名の「gox」ということでございます。  

4 重スタックの方は、以上でございます。  

 続きまして、3 重スタックの紫のファイルを御用意いただければと思います。  

 １枚めくっていただいて、申請書のところですが、やはり先ほどと同じように「cp4 epsps」で

すが、こちらについては頭に「改変」が付くということでございます。  

 それに伴いまして、すべて「CP4 EPSPS 蛋白質」名も「改変 CP4 EPSPS 蛋白質」になるとい

うことでございます。  

 先ほどと大体同じ修正でございますが、まず７ページの表２です。  

 上から３つ目の「cry1Ab」のサイズにつきましては「3.46」が「3.47」。  

 「CTP2」のサイズにつきましては「0.31」が「0.22」。  

 「GOX」は、小文字の「gox」。  

 「CTP1」のサイズにつきましては「0.26」が「0.16」ということでございます。  

 それと先ほどと同じように「small subunit 1A」の後に「遺伝子」という言葉が入るということ

でございます。  

 続きまして、８ページの表３の下から３つ目「CTP2」のサイズは、「0.22」が「0.23」。  

 「cp4 epsps」のサイズは「1.36」が「1.37」。  



12 
 

 「NOS3’」のサイズは「0.26」が「0.25」になるということでございます。  

 続きまして、12 ページ、先ほどと同じプラスミドのサイズでございます。  

 上から２つ目の「7,794」が「7,800」。  

 その横の「9,427」が「9,447」。  

 その下の「9,307」が「9,308」。  

 次の 14 ページ、上のプラスミドマップですが、こちらの「7,794」が「7,800」。  

 その下の「9,427」が「9,447」。  

 15 ページの「9,307」が「9,308」。  

 先ほどと同じように、プラスミドのサイズが変わったことによって、この図も訂正されるという

ことでございます。  

 続きまして、18 ページの 33 行目「遺伝子と GOX 遺伝子」の「GOX」が大文字になっているの

で、遺伝子名の小文字「gox」ということでございます。  

 こちらが申請者でありますデュポンの方から修正がありましたという御報告がありましたので、

御報告させていただきます。  

○近藤座長 特に何かございますか。よろしいですか。  

 それでは、農作物分科会での検討結果について、佐藤委員から、資料４及び資料５に基づいて、

御報告をお願いしたいと思います。  

○佐藤委員 それでは、資料４－１をごらんください。「農作物分科会における検討の結果」です。  

 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（改変 cry1F,cry1Ab,cry34Ab1,cry35Ab1,pat,改変 cp4 epsps,Zeamays subsp.mays

（ L. ） Iltis ）（ 1507 × 59122 × MON810 × NK603,OECD UI:DAS-01507-1 × DAS-59122-7 ×

MON00810-6×MON-00603-6）（B.t.Cry1F maizeline 1507、B.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7、

MON810 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。）  

 第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並

びにこれらに付随する行為  

 申請者：デュポン株式会社  

 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（DAS-01507-1）、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

（DAS-59122-7）、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MON-00810-6）及び除草剤グリホサート耐

性トウモロコシ（MON-00603-6）を用いて、交雑育種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が生ずるおそれはないと判断されている。  
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 １ 意図された形質に係る相互作用  

 Bt 蛋白質の特異性には蛋白質の構造が関与しており、害虫の中腸細胞においてそれぞれで異なる

受容体に結合すると考えられた。これに加え、これまでに承認されたスタック系統において、Bt

蛋白質が相乗的な効果を示したとの報告はないことから、本スタック系統トウモロコシにおいて、

各 Bt 蛋白質（改変 Cry1F 蛋白質，Cry1Ab 蛋白質，Cry34Ab1 蛋白質，Cry35Ab1 蛋白質）が相

互に作用して、これら Bt 蛋白質の特異性を変化させることはないと考えられた。また、PAT 蛋白

質及び改変 CP4 EPSPS 蛋白質の基質及び作用は異なり、関与している代謝経路も互いに独立し、

Bt 蛋白質が酵素活性を持つという報告はないことから、本スタック系統トウモロコシにおいてこれ

らの蛋白質が発現しても相互に作用して宿主の代謝系を変化させ、予期しない代謝物が生じること

はないと考えられた。よって、本スタック系統トウモロコシにおいて発現しているこれらの蛋白質

間で機能的な相互作用を示すことはないと考えられた。  

 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並びに除草剤グルホシネ

ート耐性及び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、各親系統由来である

これらの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機能的な相互作用を及ぼす可

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た。  

 ２ 生物多様性影響評価の結果について  

 （１）競合における優位性  

 宿主の属する分類学上の種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたる使用等の実績が

あるが、我が国の自然環境下で自生すること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（DAS-01507-1、DAS-59122-7、MON-00810-6 及び

MON-00603-6）の競合における優位性に関わる諸形質について調査が行われた。その結果、一部

の特性において、供試した各親系統２品種の組換え体品種のうち１品種に非組換えトウモロコシと

の間で統計学的有意差が認められたが、もう１品種には有意差が認められず、他の特性にも有意差

が認められていないため、これは競合における優位性を高めるような相違ではないと考えられた。 

 本スタック系統トウモロコシには、改変 cry1F 遺伝子及び cry1Ab 遺伝子によりチョウ目害虫に

対する抵抗性が、cry34Ab1 遺伝子及び cry35Ab1 遺伝子によりコウチュウ目害虫に対する抵抗性

が付与されているが、チョウ目害虫及びコウチュウ目害虫による食害は我が国の自然環境下でトウ

モロコシが生育することを困難にさせる主な要因ではない。したがって、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生させ、競合における優位性を高めるとは考え難い。また、本スタ

ック系統には、pat 遺伝子及び改変 cp4 epsps 遺伝子により除草剤グルホシネート及びグリホサー

トに対する耐性が付与されているが、これら除草剤が散布されることが想定され難い自然環境下で

は、除草剤耐性形質が本スタック系統の競合における優位性を高めるとは考え難い。  

 以上より、本スタック系統トウモロコシ並びに DAS-01507-1、DAS-59122-7、MON-00810-6 及

び MON-00603-6 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。  
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 （２）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は、我が国において長期にわたる使用等の実績が

あるが、野生動植物等に対して影響を与える有害物質の産生性は知られていない。  

 本スタック系統トウモロコシで発現している改変 Cry1F、Cry34Ab1、Cry35Ab1、Cry1Ab、PAT

及び改変 CP4 EPSPS 蛋白質は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。また、

本スタック系統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）の産生性については、鋤込み

試験、後作試験、土壌微生物相試験を行った結果、いずれの試験においても有害物質の産生性は高

まっていることを示唆するような差異は認められなかった。したがって、本スタック系統中におい

ても意図しない有害物質が産生されることは考え難い。  

 一方、本スタック系統トウモロコシは改変 cry1F 遺伝子及び cry1Ab 遺伝子によりチョウ目害虫

に対する抵抗性が、cry34Ab1 遺伝子及び cry35Ab1 遺伝子によりコウチュウ目害虫に対する抵抗

性が付与されている。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チョウ目昆虫種及びコウチュウ目昆虫種への影

響が懸念されるが、これら昆虫種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

ているとは考え難いことから、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た。  

 以上より、本スタック系統トウモロコシ並びに DAS-01507-1、DAS-59122-7、MON-00810-6 及

び MON-00603-6 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。  

 （３）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。  

 ３ 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 DAS-01507-1、DAS-59122-7、MON-00810-6

及び MON-00603-6 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。  

 以上が資料４－１になります。  

 次は、資料５－１になります。今の資料４－１から、コウチュウ目害虫抵抗性の部分が入ってい

ないということになりますので、その部分の記述が変わっております。  

 そういう意味で、名称のところでは、コウチュウ目害虫のところを抜かれているということと、

cry34Ab1 と cry35Ab1 が入っていないということです。  

 その下で、DAS-59122-7 と B.t.Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7 が含まれていないということ

になります。  
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 23 行 目 の 「 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

（DAS-59122-7）」が入っておりません。  

 「１ 意図された形質に係る相互作用」のところで、34 行目辺り「Cry34Ab1 蛋白質，Cry35Ab1

蛋白質」がここには入っていないということになります。  

 41 行目の「本スタック系統トウモロコシの」というところで「コウチュウ目害虫抵抗性」が入っ

ていません。  

 「２ 生物多様性影響評価の結果について」の「（１）競合における優位性」の親系統のところ

に「DAS-59122-7」が含まれていないところが違う点です。  

 13 行目の「本スタック系統トウモロコシには」というところで「改変 cry34Ab1 遺伝子及び

cry35Ab1 遺伝子によるコウチュウ目害虫に対する抵抗性」が入っておりません。  

 21 行目の「以上より」のところにも「DAS-59122-7」が含まれておりません。  

 「（２）有害物質の産生性」のところで、38 行目「一方、本スタック系統トウモロコシは」とい

うところに「cry34Ab1 遺伝子及び cry35Ab1 遺伝子によりコウチュウ目害虫に対する抵抗性が付

与されている」というところが入っていません。  

 あと「３ 農作物分科会の結論」の「以上を踏まえ」というところですが、DAS-01507-1、

DAS-59122-7 が結論のところに入っていないというのが違う点です。  

 以上です。  

○近藤座長 ありがとうございました。ただいま、スタックトウモロコシ２件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、佐藤農作物分科会座長から報告を

いただきました分科会の検討結果、資料４－１及び５－１のうち「２ 生物多様性影響評価の結果」

及び「３ 検討会の結論について」は、学識経験者の意見としてとりまとめ、大臣あてに報告をし

たいと思います。  

 それでは、どなたからでも結構です。いかがでしょうか。  

武田委員、どうぞ。  

○武田委員 分科会から上がってきている資料で、２ページ目の 25 行目の真ん中辺りに「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」云々とありますね。ほかにも何か所かあるん

ですけれども、この「後代系統のもの」という言い方は、何か重々しい表現になっているんですが、

これはどういう意味なんですか。  

○佐藤座長 「後代系統は」の方がよろしいでしょうか。  

○武田委員 「のもの」は要らないでしょう。同じことが３ページの５行目、17 行目、資料５－１

にもほぼ対応する３か所にあります。というか、ワタにもあるんですよ。だから、スタックは全部

この書き方なので、一瞬法律用語か何かで要るのかなと考えてしまいましたけれども、そうではな

いですね。  

○佐藤座長 「のもの」を全部削除したいと思います。  

○武田委員 お願いします。  
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○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。  

 矢木委員、どうぞ。  

○矢木委員 資料４と５と両方重なるんですけれども、資料４－１の２ページの 11 行目「競合に

おける優位性に関わる諸形質について調査が行われた」ということで、12 行目「その結果、一部の

特性において、供試した各親系統２品種の組換え体品種のうち１品種に組換えトウモロコシとの間

で統計学的有意差を認めたが、もう１品種には有意差が認められず、他の特性にも有意差が認めら

れていないため、これらは競合における優位性を高めるような総意ではないと考えられた」と書い

てあるんですけれども、これは文章がよくわからないんです。要するに、一部の特性において供試

した各親系統２品種を２種やっているのではないかと思うんです。  

 例えば資料４－２の 30 ページを開いていただきたいと思います。表 10 の発芽率を見れば、星印

が付いているものは有意差が認められているということなので、発芽率は２系統ずつ２種類やって

４系統やって、１個だけは有意差があったと。これで行くと、その下の「稈長」は、２種類それぞ

れあるので、２種類ともあったという表現になってしまうのではないかと思うんですよ。  

 それから「雌穂径」は１種類、「百粒重」は１種類なので、要するに言わんとすることは、本来

は各親系統２品種の組換え体品種の１種という意味だと思うんですが、何か品種品種になっている

ので、わからないのが１点です。  

 ついでに、資料５－２の 26 ページを見ていただきたいと思います。こちらについては、表８を

見ればいいのでしょうか。これは２品種なんだけれども、１種と２種なんですね。だから、１品種

は云々という文章がおかしいのではないかと思うんです。ですから、文章を変えなければいけない

のではないかと思うんです。  

 結論でいくと非常に複雑になってしまうので、先に行きますけれども、 後のワタを見ていただ

きますと、ワタは非常に明確に書いてあるんです。だから、それはワタのところでやればいいです

かね。今の点、御説明をいただきたい。 初に「２品種の組換え体品種のうち１品種に組換えトウ

モロコシとの間で統計的有意差が認められたが、もう１品種には」というところですね。これがち

ょっとわかりにくいんです。  

○近藤座長 そうですね。御指摘のとおりだと思います。  

 ただ、この親系統については、既に承認をされていて、その親系統のときにどういう表現になっ

ていたかということがあって、本来ならば、それを踏襲しているとは思うんですが、場合によって

は省略をして、省略をしたためにかえってわかりにくくなっているという部分もあるかと思います。 

 ここの部分はどうですか。確かに表現が少し足りないかなという気もしないでもないです。例え

ば単に１つだけ差があったとか、そういうこともあると思うんですが、これだと多少差があったか

らどうということもないということだと思うんですが、そういったことは一切書かれないで、２つ

のうち１つしかないから問題ないという言い方になっているので、それはおかしいかなという気は

しないでもないですね。  

 だから、多分以前の親系統についての承認のときは、もっと詳しく書いてあったと思うんです。

それを省略したためにわかりにくくなっているのではないかと思うんです。もう一度、親系統の方



17 
 

でどう書いてあったかということを確認して、必要なことは省略したり、書き足した方がいいよう

に思うんですが、どうでしょうか。  

○佐藤委員 あとはもっと簡単に書くとかね。  

○近藤座長 そうですね。  

○武田委員 申請書ではなくて、分科会の結論なんだから、分科会の内容の結論を出されたらいい

のではないですか。  

○佐藤委員 簡単に書いた方がいいですね。  

○武田委員 エクスキューズするからごちゃごちゃするわけでね。  

○近藤座長 そうなんですけれども、親系統に関しては、やはり同じように出ているわけですね。

それと矛盾がないようにした方がいいのではないかと思うんです。  

○武田委員 もっと簡潔に書けそうな気がしますね。  

○近藤座長 結局、親系統に関しては議論しないわけですね。分科会でも議論をしなくて、それは

承認されていて、あと相互作用があるかどうかだけを議論しているものですから、これに関しては、

今回分科会で議論していないはずなんですね。ですから、それも書かなければいけないのかどうか

は非常に疑問なんですけれども、結局形式がこうなったので、今のところは書いている。ですから、

これについては、全然議論をしていないんです。  

 ですから、今の段階では、これを削除することはできないので、ここの部分について、親系統の

ものと照らし合わせてみて、少し長くなっても、必要な情報は追加した方がいいのではないかと思

うんです。  

○矢木委員 資料４と５というのは、違う表のデータだから、文章も変えなくてはいけないと思う

んです。  

○佐藤委員 そうですね。幾つか差が見られたけれども、これらが競合における優位性を高めるよ

うな相違ではないというところが大事なわけですね。だから、その前のところをごちゃごちゃ書か

ないで、簡単に書いてしまう。  

○矢木委員 ただ、ワタは非常にクリアーに書いてあるんです。これは本当にうまく書いてあるん

です。ですから、後で細かく出てくると思いますがね。  

○近藤座長 結局、スタックの場合に、親系統については全く議論をしないでやっているものです

から、そこの部分をなるべく省略してしまおうということで、省略の仕方が不適切だったかもしれ

ないですね。少し前のものと見比べて、検討しますかね。  

○桂研究専門官 前に親とかだと、一つひとつをすべて列記して書いていると思うんです。だから、

それは当然親によって書き方は違うんですけれども、ある親で幾つもあれば、そこはすごく細かく

書いています。  

○近藤座長 それでしたら、ここに統計学的有意差が認められたけれども、もう一種には有意差が

ないからいいということではなくて、これは競合における優位性に関わるような差ではないという

ことにしたらどうでしょうか。  

○矢木委員 例えば２品種の組換え体２種のうち１種と書けば、これで間違いなく読めるんです。



18 
 

前の品種と後ろの品種が、２品種なんですけれども、４品種になってしまうのか、そこが同じ言葉

で書かれているからね。  

○近藤座長 ４と５ですね。それはおかしいかもしれないですね。  

○桂研究専門官 それは違いますよ。これは、この親系統を調べるときに、それぞれ系統の中で２

つずつ使ったということなんです。  

○矢木委員 そういうことですか。そうすると、この表とは関係ないんですか。  

○桂研究専門官 勿論あります。ここは、この親系統を評価したときに、１つの品種ではなくて、

中で２つの品種を使っているんです。イベントがありますね。その中に２つ。  

○近藤座長 １つのイベントに２つですか。  

○桂研究専門官 そうです。そのうちの１つには有意差が出たけれども、もう一個供試した方には

有意差がなかったということです。  

○矢木委員 だから、この表のとおりでしょう。  

○桂研究専門官 はい。  

○矢木委員 この表だと、３つあったり、４つあったりして、２種使わないケースと、１種しか使

わないケースもあるからね。要するに、 初の方は４株使っているんですね。違いますか。  

○近藤座長 例えば DAS-01507-1 に関してそれぞれ２つ。  

○桂研究専門官 3 重にしても、4 重にしても、それぞれ。  

○矢木委員 では、この表８には出てきていないデータなんですね。  

○武田委員 だから、スマートな分散分析をやれば、それはネグレータなんでね。  

○浦野技術政策課課長補佐 例えば資料４－２は、4 重スタックですので、親系統として 150 と

59122 と MON810 と NK603 という４つの親系統を交配しているわけです。それで 30 ページの表

10 を見ていただくと、それぞれ親について全部試験をやっていますけれども、そこのアスタリスク

のところです。試験に用いた同一イベントというのは、例えば 1507 で２つのイベントをやってい

るけれども、そのうち１個に出たと。次は 59122 というもう一つの親系統を２つやったけれども、

そのうちの１個に出たという理解です。  

 ここが４と３の違は、資料５－２の方は親が３つなので、その３つのデータを載せて、そのうち

同一イベントのうち１個に出たという理解です。  

○桂研究専門官 系統とか品種は、使い方がちょっと違うと思うんです。DAS-01507 というイベ

ントのうちの２つ、Ａ、Ｂです。品種と言っていいのか、系統と言っていいのかわからないですけ

れどもね。  

○矢木委員 品種と言うとわからないですね。  

○近藤座長 系統でもないみたいなね。  

○武田委員 それ以前のところ。  

○中川原委員 ２イベントね。  

○桂研究専門官 イベントは１つです。その中に２つ。これを系統と呼ぶか、品種と呼ぶかという

のはあるんですけれどもね。  
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○中川原委員 反復みたいなものですか。  

○桂研究専門官 バックグラウンドが違うはずです。  

○武田委員 サブラインみたいな感じですかね。反復は反復で別にあるんですね。  

○桂研究専門官 そうですね、別ですね。  

○武田委員 だから、普通だったら、やはりサブラインぐらいの感じですかね。品種と書くのは、

明らかに間違っていますね。  

○近藤座長 どちらにしても、非常に複雑なので、さらっと競合における優位性を高めるような差

ではないということにしてはどうでしょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

○武田委員 少し詳しくなくても仕方ないですね。 後の関門ですからね。  

○佐藤委員 詳しく書いた方がよさそうですか。  

○近藤座長 でも、あれを全部書くとえらいことになりますね。これは４つ合わせているわけです

ね。その４つそれぞれに結構詳しく書いてあるわけですから、それを全部合わせるとこの４倍にな

るということですね。  

○佐藤委員 例えば供試した各親系統の幾つかの品種に認められたけれどもという形で、そこまで

簡単にしてしまうとまずいですか。  

○近藤座長 その中の品種でもないわけでしょう。それの中のスタックのうちの１つに認められた。 

○桂研究専門官 イベントの中では、結果的には差はないということになっているはずです。だか

ら、その中を見てみると、Ａという品種には有意差が出たけれども、Ｂという品種には有意差が出

ていなかったということです。  

○近藤座長 だから、差が見られたものもあるけれども、競合における優位性を高める。  

○桂研究専門官 供試した材料の幾つかには有意差が見られたということですね。  

○近藤座長 そうですね。  

○中川原委員 表現の仕方になりますね。これを読むと、有意差が幾つかあったけれども、ないの

もあるから、だからないみたいな書き方をしてあるわけです。そうではなくて、事実を書く。事実

はこうこうだったと。だけれども、総合的に判定すると、結論はこうなるとしておいていただいた

方が、読む側は中身が何となくわかりますね。  

○近藤座長 これも将来的には、書き方を検討する必要がありますね。分科会でも検討していない

ことを書いてあるわけですからね。  

 ほかにいかがでしょうか。  

○武田委員 申請書でちょっとよろしいですか。２ページです。トウモロコシとは何ぞやというと

ころなので、余り本論に関係ないと言えば関係ないんですが、23 行目です。「流通実態」というと

ころの真ん中辺りに「種子のデンプン構成による分類では、デント種、フリント種、スイート種等

があり」と書いてありますけれども、デンプン構成で言うと、スイートもありますが、もちかうる

ちかしかないので、デントかフリントかは、デンプン構成による分離ではないんです。ですから、

せいぜい言うならば、胚乳の特性ぐらいかなと思います。  

 それから、25 ページの表６です。統計処理していますが、評価方法のところです。１ポイント落
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ちたあれで、食害率を逆正弦変換した値を統計解析に用いたと書いてありますけれども、この食害

率というのは面積ですね。ピクセルの数ですから、これはパーセンデージに見えるんですが、実は

角度変換する性格の統計量ではありませんので、逆正弦変換するということ自身が間違いです。結

論に大きな違いはないと思いますけれども、黙って見過ごすわけにはいかないので、これは間違い

です。  

○近藤座長 でも、これは修正しようがないですね。  

○武田委員 しようがないですね。ただ、そういうコメントがあったということは、議事録にとど

めておいてください。  

 それから、これも読んでいて非常にコンヒューズしたんですけれども、ほ場側の距離と花粉蓄積

数というのがありまして、それで例えば何メートル離れたら何粒というのがあるわけですが、別紙

１の 20 ページをごらんください。ちなみに、20m 離れると平方センチメートル当たり 0.3 粒であ

るということなんですが、一方、モデルで計算すると、別紙３の 11 ページをごらんいただきたい

んですが、2,000 粒ぐらいになってくるんですね。0.3 粒と 2,000 粒が 20m の距離で並ぶというの

は、幾ら何でも理解し難いんですが、この辺はどうなっているんですか。  

簡略に並べられているのは、申請書の 36 ページです。20m で 2,000 粒というデータと 20m で

0.3 粒というデータがあるんです。それとも私が見間違えているんですかね。36 ページの「（３）

影響の生じやすさの評価」のところで、花粉量のデータがずらずらと並んでいますね。非常に詳し

いのは、別紙の方に、０～50m までリニアな数字が並んでいるんですけれども、全然違いますね。 

○近藤座長 大というのは、どういう意味なんでしょうか。平均ではないですね。  

○武田委員 モデルと実測がそんなにぴったり合うというのは、むしろ不思議なことなので、ずれ

てもいいんですけれども、ただ、0.3 と 2,000 というのは違い過ぎてしまって、そういうのを根拠

にして議論しているとなると、何か恐ろしいなという感じがするんです。だから、私の読み違いで

あることを願っているんです。  

○近藤座長 これはどういう試験なのかよくわからないんですが、相当極端な場合を想定して計算

していたと思うんです。  

○武田委員 これは環境研か何かのデータですね。  

○近藤座長 農業環境技術研究所です。これは実験そのものがかなり極端な条件であって、モデル

もたしかそうだったと思います。ですから、 大ということは、こういうことも条件によってはあ

り得るということで、実際とはかなり違うと思いました。  

○佐藤委員 これでは 2,000 だけれども、実際にはそんなにかからないということだからいいとい

うのは。  

○武田委員 2,000 粒というのは議論になりますよね。  

○近藤座長 相当極端な条件だったと思います。  

○武田委員 では、0.3 の方が妥当な数字なんですかね。  

○近藤座長 住宅地ですからね。  

○武田委員 トラップの上に落ちるか、葉っぱの上に落ちるか、地面に落ちるかでは違っていて、
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それにしてもけたが違い過ぎるのでね。ここで直ちに結論は出ないでしょうけれども、こういうも

のが独り歩きして、外に出たりすると、一体この委員会はどういう数字で。  

○近藤座長 結局、トウモロコシの花粉が飛んで、それは影響があるのではないかと大分昔の議論

があったときに、モデルケースがあって、 大でもこれぐらいである。これぐらいだとどのぐらい

の毒性かということで、それで問題ないという議論をしていたんですね。ですから、これより高く

なることはないということで、あり得る も高い密度ということで、これでもこうなので問題ない

という議論をしていたはずなんです。だから、それに使ったもので、実際起こるということは余り

想定されていなかったと思います。これぐらいでも問題ないんだという議論だったはずです。  

○武田委員 そういう数字があるんだから、しようがないということですね。  

○近藤座長 そうですね。こういう計算結果なのでね。  

○武田委員 同じことが、紫色のカバーの資料にも、胚乳特性、デンプン構成が入っています。そ

れから、こちらは角度変換していなかったですかね。22 ページの表５で角度変換しています。パー

センデージが来たら角度変換するというのは、条件反射みたいになっているんだろうけれども、そ

ういうものではないので、2,000 粒と 0.3 粒はやはり同じことだろうと、ここでも出てきています

ね。  

○近藤座長 これに関しては、非常に極端な条件を基に計算したものと、実際にはほとんど風がな

い状態ではかっている可能性がありますので、極端に違うんだろうと思います。  

 今の統計処理のところの変換については、やはり審査の結果には影響しないにしても、事務局か

ら申請者の方にそういうコメントがあったということを伝えていただくということでよろしいで

すね。  

○武田委員 はい。  

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 ほかにないようでしたら、まとめたいと思います。  

 それでは、結局先ほどと同じことになってしまうんですが、申請者から提出されたスタックトウ

モロコシ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が、部分的に不適正な箇所がありますので、

そこは修正をしていただきたいと思います。  

 それから、先ほどは言わなかったんですが、検討の結果について、資料２－１、３－１、４－１、

５－１のいずれも修正点がかなりあるので、それについては委員の方に修正案を送っていただいて、

確認を求めるということにさせていただければと思います。よろしいですね。  

 では、ここではこれは条件付きで承認されたということにしたいと思います。事務局から、申請

者に対して連絡をお願いしたいと思います。  

 それでは、次の案件に行きたいと思います。除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びに

チョウ目害虫抵抗性ワタについて検討したいと思います。  

 農作物分科会での検討結果について、佐藤委員より、資料６に基づき御報告をお願いいたします。 

○佐藤委員 資料６－１をごらんください。「農作物分科会における検討の結果」です。  
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 名称：除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びにチョウ目害虫抵抗性ワタ（2mepsps,

改変 bar，改変 cry1Ac，改変 cry2Ab，Gosstpium hirsutum L.）（GHB614×LLCotton25×15985，

OECD UI:BCS-GH002-5×ACS-GH001-3×MON-15985-7）（GHB614、LLCotton25 及び 15985

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ワタ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、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこ

れらに付随する行為  

 申請者：バイエルクロップサイエンス株式会社  

 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ワタ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、本スタック系統ワタは、除草剤グリホサート耐性ワタ（GHB614）、除草剤グルホシネー

ト耐性ワタ（LLCotton25）及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（15985）を用いて、交雑育種法により作

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、

本スタック系統ワタ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（改変 Cry1Ac 蛋白質及び改変 Cry2Ab 蛋白質）は酵素活性を有するとする報告はなさ

れておらず植物の代謝系とは独立して機能すると考えられた。2mEPSPS 蛋白質及び改変 PAT 蛋白

質はそれぞれ高い基質特異性を有していることから、本スタック系統ワタにおいて、これら蛋白質

が発現して宿主の代謝系を変化させることはないと考えられた。よって、これらの蛋白質はそれぞ

れ異なる作用機作で独立して作用することから、本スタック系統ワタにおいても、これらの発現蛋

白質が機能的な相互作用を示し、宿主の代謝系に影響を及ぼす可能性は低いと考えられた。  

 本スタック系統ワタの除草剤グルホシネート耐性及びグリホサート耐性並びにチョウ目害虫抵

抗性はそれぞれの親系統と同程度であることから、各親系統由来であるこれらの蛋白質が本スタッ

ク系統ワタの植物体内において機能的な相互作用を及ぼす可能性は低く、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た。  

 ２ 生物多様性影響評価の結果について  

 （１）競合における優位性  

 宿主が属する生物種であるワタは我が国において長期にわたり輸入され、加工用として使用され

てきた経験があるが、自然環境下におけるワタの自生は報告されていない。  

 本スタック系統ワタの親系統（GHB614、LLCotton25 及び 15985）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。その結果、GHB614 では栽培試験用種子の発芽率について、

LLCotton25 では幹長及び節数の一部の試験区においてそれぞれ非組換えワタとの間に統計学的有

意差が認められた。15985 では、２ヶ所の試験地のうち１ヶ所で、葉長について組換え母本ワタ

DP50B との間に、また、地下部重量について組換え母本ワタ DP50B 及び非組換えワタとの間に、
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それぞれ統計学的有意差が認められた。しかし、いずれの系統もそれ以外の諸形質においては非組

換えワタや組換え母本ワタとの間に統計学的有意差又は相違は認められておらず、これらの差異の

みで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。  

 本スタック系統は除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性を有するが、自然環境下において

これらの除草剤が散布されるような状況は想定し難いことから、これらの形質により競合における

優位性が高まることはないと考えられた。また、チョウ目害虫抵抗性については、チョウ目昆虫の

食害を受けにくいことにより既存のワタに比べ一時的に生存率が高まることがあったとしても、こ

の性質のみによって栽培植物であるワタ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

めるとは考え難い。よって、本スタック系統においても、これらの付与された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た。  

 以上より、本スタック系統ワタ並びに GHB614、LLCotton25 及び 15985 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ワタから分離した後代系統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。  

 （２）有害物質の産生性  

 ワタの種子には、非反芻動物に対して毒性を示すゴシポール及び飽和脂肪酸の脱飽和を阻害して

鶏卵の変色やふ化率の低下を引き起こすシクロプロペン脂肪酸が含まれている。しかし、野生動物

がワタの種子を摂食するという例は報告されていない。また、ワタが他感物質のような、野生動植

物等の生息又は生育に支障を及ぼす物質を産生することは知られていない。  

 本スタック系統が有する 2mEPSPS 蛋白質、改変 PAT 蛋白質、改変 Cry1Ac 蛋白質帯改変 Cry2Ab

蛋白質はいずれも既知のアレルゲンとの相同性は認められていない。  

 2mEPSPS 蛋白質及び PAT 蛋白質については基質特異性が高いことから、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。Bt 蛋白質については、酵素活性を示すとする報告

はなされておらず、改変 Cry1Ac 蛋白質及び改変 Cry2Ab 蛋白質は宿主の代謝系とは独立して機能

すると考えられることから、これらの蛋白質が宿主の代謝系に影響を及ぼし有害物質を産出するこ

とはないと考えられた。  

 実際に、GHB614、LLCotton25 及び 15985 について有害物質（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、後作試験、土壌微生物相試験及び鋤込み試験により比較検討した結果、いずれの系統

においても非組換えワタとの間に統計学的有意差は認められず、新たに有害物質の産生性を獲得し

ていないと考えられた。  

 また、本スタック系統は改変 Cry1Ac 蛋白質及び改変 Cry2Ab 蛋白質を発現するため、チョウ目

昆虫が本スタック系統の植物体又は花粉を摂食した場合、生存に影響を及ぼす可能性か考えられた。

我が国では本スタック系統の商業栽培は行わないため、このような影響が生ずるのは加工用として

輸入された種子が輸送中にこぼれ落ちて生育した場合に限られる。しかしながら、これまでに輸送

中にこぼれ落ちたワタ種子が我が国の自然環境下で生育或いは自生化したとする報告はなされて

いない。また、本スタック系統は自然環境下での生育に有利な形質は獲得していないことから、こ
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れまで輸入されてきた既存のワタと同様に、こぼれ落ちた種子が生育或いは自生化し、我が国に分

布するチョウ目昆虫が摂食する可能性は極めて低いと考えられた。  

 以上より、本スタック系統ワタ並びに GHB614、LLCotton25 及び 15985 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ワタから分離した後代系統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。  

 （３）交雑性  

 我が国の自然環境中にはワタ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。  

 ３ 農作物分科会の結論  

 以上を踏まえ、本スタック系統ワタ並びに GHB614、LLCotton25 及び 15985 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ワタから分離した後代系統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。  

○近藤座長 ありがとうございます。  

 先ほど確認を忘れてしまったんですが、２つのスタックトウモロコシは、かなり申請者から修正

が出されました。それから、武田先生からも若干の修正が出されました。武田先生の指摘は少ない

ということもあり、これは事務局の方に確認していただければよろしいですか。  

○武田委員 結構です。  

○近藤座長 そうしたら、申請者からの修正も含めて、事務局の方で確認していただくということ

でよろしいかと思いますが、よろしくお願いいたします。  

 それでは、ただいま、佐藤委員から説明していただきました除草剤グリホサート及びグルホシネ

ート耐性並びにチョウ目害虫抵抗性ワタにつきまして、検討したいと思います。この件につきまし

て、御質問、御意見をいただきたいと思います。  

 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、佐藤農作物分科会座長から報告い

ただきました分科会の検討結果、資料６－１のうち「２ 生物多様性影響評価の結果について」及

び「３ 農作物分科会の結論」については、学識経験者の意見としてとりまとめ、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。いかがでしょうか。  

 井出委員、どうぞ。  

○井出委員 内容とはちょっと違うんですけれども、勉強のために教えてください。  

 ワタの使用等の内容で、食用又は飼料用に供するための使用で、加工、保管、運搬とかあるんで

すけれども、現実問題として、ワタの我が国への輸入というのは、どういうことで行うのでしょう

か。食用は綿実油などの油でしょうし、飼料としても大量に入ってきているんですか。  

○浦野技術政策課課長補佐 私の知識の範囲では、ワタとかナタネとかは、絞った後の粕が飼料や
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肥料に使用されていると聞いております。  

○井出委員 そうですか。ワタを使う以外に相当入ってきているのか、どういう状況が起こってい

るのかというのが気になります。  

○武田委員 結構台所にコットンオイルというのがあるではないですか、やはり、油を絞ったかす

を捨てるのはもったいないから、有効利用しているんです。  

○井出委員 かすが入ってきても生物多様性影響は心配されるんですか。  

○浦野技術政策課課長補佐 かすでは入ってこないです。日本で絞ります。  

○井出委員 わかりました。ありがとうございます。  

○中川原委員 ずっと前ですがちょっと覚えているんですけれども、単独の評価書に飼料について

の記述がありましたね。  

○桂研究専門官 油かすの輸入量は 5,086 トンと書いてあります。評価書の７ページの②の２段落

目にそういう記述があります。  

○近藤座長 武田委員、どうぞ。  

○武田委員 先ほどのトウモロコシとも同じなんですが、これも「のもの」が３か所あります。  

 それと、２ページ目の一番上に「幹長」というのがあるんですが、そもそも「幹長」の「幹」は

「稈」だと思うんです。ただ、もっと問題なのは、ワタには「稈長」というところはないんですね。

「稈」というのは、イネ科の中空の節間を持ったものを稈と言うので、実際、申請書がそうなって

いて聞いておられると思うんですけれども、申請書の方もやはり「稈」はやめて、茎長にしていた

だいた方がいいと思います。  

ごめんなさい。それが間違いで、草冠の「茎」にしてもらいたいです。ちょっと言い間違えまし

た。  

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。  

 矢木先生、何かコメントはありますでしょうか。  

○矢木委員 ２ページの一番上から７行目ぐらいですね。これは株といいましょうか、３行目にワ

タの番号を入れて、具体的に違っている部分を書いて、有意差が認められたと。有意差または相違

は認められなかったということで「これらを総合して」とか「これらの差異のみで競合における優

位性が高まる可能性は低いと考えられた」で間違いではないのでいいと思うんですが、何となく「こ

れらの差異のみで」というのが文章として引っかかるんですけれども、「これらを総合して」とい

う意味で「これらの差異のみで」という意味は、上の部分は大丈夫だよということでしょうか。そ

こだけ皆さんの意見を聞きたいなと思ったんです。これでも悪くはないと思うんですけれどもね。 

○近藤座長 議論の結論としては、多分まずここで「この差異のみで有意性が高まる可能性は低い」

という議論がまずあって、その後「総合的に判断して」というのがまた別にあるはずなんですよ。

ここはその一部を抜き出しているので総合的な判断がないんですけれども、どうでしょうか。それ

ほど大きな問題ではないと思いますね。  

○矢木委員 そうですね。わかりました。こちらの方は具体的に書いてあるからね。  

○近藤座長 やはり、一部省略されている感じなんですね。でも、どうでしょうか。また書き直し
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ておかしくなっても困りますし。  

○武田委員 １か所いじると変わりますからね。  

○矢木委員 前の文がはっきりしていますので、これはじっくり読めばわかるのではないかと思い

ます。  

○近藤座長 ほかにどうでしょうか。  

○中川原委員 何かちょっとうまい表現がないですかね。  

○矢木委員 そうですね。ちょっと引っかかりますね。  

○近藤座長 今回はいじらない方が無難ではないかと思いますね。  

○中川原委員 うまい表現をということでね。  

○武田委員 宿題ですね。  

○佐藤委員 「のみ」を「によって」ぐらいにすると、少しは違うかもしれないですね。「のみ」

というと強調されてしまいますからね。「によって」ぐらいだったらどうですか。  

○矢木委員 そうですね。その方が。  

○井出委員 もう少し増えると絡まりそうな感じがします。  

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 似たような結論になるかと思うんですが、ただ、今回既に指摘事項が少ないということで、特に

稈長の「稈」を直せばいいという程度ですので。  

○武田委員 「のもの」もです。  

○近藤座長 それはこの検討結果の方ですね。それだけなので、これも事務局の方で対応をお願い

したいと思います。  

 それから、資料６－１の方はどうでしょうか。若干修正がありましたけれども、これは事務局の

方で確認していただければいいのではないかと思います。そういうことにしたいと思います。  

 それでは、結論としまして、申請者から提出された除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性

並びにチョウ目害虫抵抗性ワタについて、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したいと思います。若干

の修正はありますが、特にこれを確認するという作業は必要ないと思いますので、適正であると判

断しますということにしたいと思います。  

 これについては、事務局から申請者に対して連絡をお願いしたいと思います。  

 一応、今日の申請書の審査は終わったわけですが、そのほか、事務局から報告事項をお願いいた

します。  

○浦野技術政策課課長補佐 事務局から、また１件御報告をさせていただかなければならないので

すが、既に先月の 11 月 11 日に御審査いただきました高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合

成酵素阻害剤及びグリホサート耐性ダイズ 305423×43-2 という、デュポン社から出されましたス

タックの中にやはり誤植がありましたという御報告がありましたので、ここで御報告をさせていた

だくとともに、直せる資料につきましては、今後正しい情報を記載していきたいと思います。  

 相違点については、先ほどと同じですけれども、この中にも遺伝子として cp4 epsps が含まれて
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いまして、こちらについては改変 cp4 epsps が正式だということでございます。  

 それに伴いまして、蛋白質についても「CP4 EPSPS 蛋白質」ではなくて、「改変 CP4 EPSPS 蛋

白質」が正式でございます。  

 また、この中の構成要素の中に、細胞から葉緑体へ輸送する epsps 遺伝子の葉緑体の配列コード

があるんですが、この由来が御検討いただいた評価書では、「シロイヌナズナ」ですが、正式には

「ペチュニア」由来ですので、こちらの方も併せて修正をさせていただきたいと思います。  

 以上、今回の修正は、すべてデュポンからのものということでございます。  

○近藤座長 そうしますと、11 月 11 日に承認されたものについては、その修正をした上で報告と

いうことになるわけですね。当然、こちらの方の検討の結果についても、部分的修正が特に遺伝子

の名前とか、改変というのが入るというところで変わってくると思いますが、その辺は事務局にお

任せしてよろしいですか。あえて確認する必要はないと思いますが、よろしいでしょうか。その修

正が終わって、大臣に報告ということになるわけですね。では、それはよろしくお願いしたいと思

います。  

○武田委員 まだ時間的には大丈夫なんですか。もう行ってしまったということはないですね。  

○浦野技術政策課課長補佐 ないです。  

○作田技術安全室長 大丈夫です。  

○近藤座長 それぐらい早い方が本当はいいのかもしれませんがね。よろしいでしょうか。  

 それでは、そのほか何か特にここで発言したいということはございますでしょうか。よろしいで

しょうか。ありませんか。  

 それでは、本日の議事は終了いたしました。事務局にお返ししたいと思います。  

○作田技術安全室長 本日は熱心な御審議、本当にありがとうございました。  

 以上をもちまして「生物多様性影響評価検討会総合検討会」を閉会いたします。どうもありがと

うございました。  

 


