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午後１時２８分 開会 

○作田技術安全室長 それでは、時間よりちょっと前でございますけれども、委員の先生方も

おそろいになりましたので、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、委員の出席につきましては、井出委員、小野里委員、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。 

 まず、議事に入る前に、資料を確認していただきたいと思うんですけれども、この配付資料

一覧のとおりでございますが、資料１から資料３－２まで及び参考資料１、２という資料が入

っております。もし、ないもの等がございましたら、途中でも結構でございますので、事務局

までお知らせいただければと思います。 

 また、本日傍聴の方々におかれましては、お申し込みいただいたときにご覧いただいている

と思いますが、「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、この後の議事の進行につきましては、近藤座長にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○近藤座長 議事の１番目ですが、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専門的な知見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、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、まず資料１をご覧いただきたいと思います。資料１といたし

まして、第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況を整理してございます。本日は２件

ございます。 

 まず、１件目が除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネでございます。この案件につきまし

ては、隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄ということで申請が上がっております。検
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討状況でございますが、農作物分科会におきましては、2010年、昨年11月４日に最初の検討を

行い、その後、年が明けましてから１月20日と２月22日に検討を行って、本日の総合検討会に

至ってございます。 

 ２件目でございますけれども、こちらはトウモロコシでございますが、チョウ目及びコウチ

ュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシでございま

す。こちらの申請は、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ということで、資料内容は申請されてございます。検討状況は、

2011年、今年に入りまして、１月20日及び２月22日に検討を行い、本日の総合検討会に至って

いるということでございます。 

 審査状況は以上でございます。 

○近藤座長 それでは、最初に除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ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に基づき、ご報告を

お願いします。 

○佐藤委員 報告いたします。 

 資料２－１をご覧ください。 

農作物分科会における検討の結果 

名称：除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ（改変cp4 epsps, Brassica napaus L.）

（MON88302, OECD UI：MON88302-9） 

第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随す

る行為 

申請者：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 生物多様性影響評価の結果について 

 本組換えセイヨウナタネは、大腸菌由来のプラスミドpBR322などをもとに構築された発

現ベクター PV-BNHT2672をアグロバクテリウム法により導入し作出されている。

Agrobacterium CP4株由来の改変cp4 epsps遺伝子等を含むT-DNA領域が染色体上に１コピー
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組み込まれ、複数世代にわたり安定して伝達されていることが、遺伝子の分離様式やサザ

ンブロット分析により確認されている。改変cp4 epsps遺伝子の発現については、複数世代

にわたり、ウエスタンブロット分析によって、改変CP4 EPSPS蛋白質が安定して検出されて

いる。これらのことから、移入された核酸が染色体上に存在し、その伝達や発現は安定し

たものであると判断された。 

 また、本組換えセイヨウナタネの宿主に関する情報や移入された遺伝子の情報を検討し

たところ、生理学的又は生態学的特性に関する試験結果を用いずとも、本組換えセイヨウ

ナタネを隔離ほ場試験で使用する場合の生物多様性影響評価を行うことは可能であると判

断された。 

（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潅木に置

きか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固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は、除草剤グリホサートに耐性を示すが、自然環境下において

除草剤グリホサートが選択圧になることは考え難く、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、改変CP4 EPSPS蛋白質は、芳香族アミノ酸の生合成経路であるシ

キミ酸経路においてEPSPS蛋白質と同様の酵素としてはたらくが、EPSPS蛋白質は本経路に

おける律速酵素ではなく、また、基質特異性が非常に高いため、改変CP4 EPSPS蛋白質が植

物代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられた。このため、除草剤グリホサート耐性以

外の宿主の生理学的又は生態学的特性にその影響が及ぶとは考え難い。 

 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
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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が有する改変CP4 EPSPS蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似

性のある配列を有しないことが確認されている。また、CP4 EPSPS蛋白質は、上述のとおり、

本組換えセイヨウナタネにおいて宿主の代謝系を変化させるとは考え難い。このため、改

変CP4 EPSPS蛋白質に起因して本組換えセイヨウナタネ中に有害物質が産生されることはな

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、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。 

（３）交雑性 

 我が国には、セイヨウナタネと交雑可能な在来の近縁野生種は存在しない。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植物

は特定されなかった。 

 なお、セイヨウナタネ自身の他に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として、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、影

響を受ける可能性のある野生植物の特定はされず、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。 

（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が生ずる

可能性（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、 
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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先種となる可能性は低い

こと 

 ② 自然環境下において、除草剤グリホサート耐性により競合における優位性が高まる

とは考えにくいこと 

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、他の野生植物の個体群を駆逐す

る可能性は極めて低いこと、本組換えセイヨウナタネと交雑した近縁野生種が駆逐され、

これら近縁野生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

低いと考えられることから、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。 

２ 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。 

 以上です。 

○近藤座長 ただいま除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネについてご報告をいただきまし

た。 

 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、今ご報告いただいた分科会の

検討結果（資料２－１）のうち、「１ 生物多様性影響評価の結果」及び「２ 検討会の結

論」については、学識経験者の意見として取りまとめ、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、ご質問、ご意見等をお願いします。 

○武田委員 文章上のことなんですけれども、２ページ目の28行目に、「なお、セイヨウナタ

ネ自身の他にセイヨウナタネと自然交雑可能な近縁野生種」云々とありますけれども、この前

のほうの「セイヨウナタネ自身の他に」という言葉は必要なんですかね。 
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○佐藤委員 必要ないかな。 

○武田委員 セイヨウナタネとの交雑可能なものの話をしているわけですよね。 

○近藤座長 そうですね。セイヨウナタネとセイヨウナタネだったら交雑するという。 

○武田委員 だから、この「セイヨウナタネ自身の他に」というのは要らないんじゃないかな

と思うんですけれどもね。 

○近藤座長 ただ、実際には、組換えたセイヨウナタネと自然環境で生育しているセイヨウナ

タネの交雑が問題になって、検討されていますよね。だから、そういう意味では注意するべき

ものには入っているので、特に文章上おかしいことかがなければ入れておいたほうがいいので

はないかな。 

○武田委員 つまり、この組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネの交雑を問題にし

て、そのほかにもセイヨウナタネ以外にこういうものがあるということを言っているわけです

か。 

○近藤座長 はい。よろしいですかね。 

○武田委員 セイヨウナタネはちょっとナーバスなんですよね。僕らはそこまで言わなくても

いいんじゃないかと常々思ってはいるんですけれども。わかりました。結構です。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○佐藤委員 私、今これを読んでいて自分でちょっと気がついたんですけれども、３ページ目

の６行目のところで、「本組換えセイヨウナタネと交雑した近縁野生種は駆逐され」というの

が、多分これ、「減尐し」とかそういう感じ……。この場合は適応度が落ちて減ってしまうと

いうケースですよね。 

○近藤座長 そうですね。必ずしも駆逐されなくても。 

○佐藤委員 駆逐という感じじゃなくて、自ら減ってしまうということが出たので。 

○近藤座長 そうですね。その植物の生物多様性というよりも、これが依存して生活するよう

な昆虫とかそういうことをイメージしているとすると、そうですよね。 

○佐藤委員 そうですね。これはだから、例えば組換えナタネが適応度を落とすような、そう

いう形質を持っていて、それが野生種とかかったときにその野生種が減尐してしまうという、

そういう……。上は「駆逐」でいいと思うんですけれども、下は、次のところは多分「減尐

し」なのかなとちょっと読んでいて思ったので。 

○近藤座長 そうですね。これまではこう書いてあったかもしれませんけれどもね。 

○佐藤委員 そうかもしれません。今ちょっと読んでいて何かそこで、あれっと思ってちょっ
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と詰まっちゃったんですけれども。 

○中川原委員 ちょっと言葉が強いということじゃないですかね。 

○近藤座長 そうですね。これに依存して生活するような昆虫の場合には、確かに数が減って

も影響を受けますものね。 

○桂研究専門官 ２ページの42行目のところは、縮小ということなんですか。縮小し。 

○近藤座長 そうですね。ここはそうなっていますね。 

○桂研究専門官 ええ。 

○武田委員 個体群が縮小してですね。 

○佐藤委員 ああそうですね。そういうニュアンス、自ら減っていくということなので。 

○武田委員 群という言葉があるから。 

○佐藤委員 そういう感じですね。それに合わせたほうがいいかも。じゃ、そんなにふうに合

わせて訂正ということでいいですかね。 

○近藤座長 そうですね。 

○佐藤委員 すみません。自ら私がそんなことを言うのは。 

○武田委員 関連して、申請書でちょっと気になる、概要と対応することで申請書もそうなん

ですけれども、よろしいですか。 

 ９ページの一番上のほうに、交雑率に関する情報が親切に提示してあるわけなんですけれど

も、この頻度は10－５とか10－８とか、しかもさらにパーセントなんですね。ということは、マ

イナスが２つさらにふえるわけですよね。一体こんな、つまり100万分の１どころか１億分の

１ぐらいの交雑率というのをどうやって確かめたのかね。これはミューテーションレートより

はるかに低いですからね。僕はちょっと原著に当たろうと思っていたんだけれども、原著が簡

単に手に入らないようなものがあったりして見ていないんですけれども、これ、農作物検討会

では何か議論になりましたか。 

○佐藤委員 問題に特にならなかったです。 

○武田委員 これ、10－８％というのはすごくないですか。 

○佐藤委員 10－８％。 

○近藤座長 10－１０ですね。 

○武田委員 こんなのは実験的に不可能だし、ミューテーションによっても説明つかないし、

混入という可能性だってむしろ高いだろうし。 

○近藤座長 これはパーセントじゃなくてもちょっと実験できないですね。 
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○武田委員 ちょっとできないですね。 

○中川原委員 これは文献をそのまま信用しちゃったんですね。この文献をね。 

○武田委員 これ、１つはTAGなので、すぐ引こうと思っていたんだけれども、いろいろ抜い

てあって見にくかったんだけれども。 

○矢木委員 これは文献の数値だから、調べてもらってこういうふうに書いてあれば、しよう

がないんだと思いますよね。 

○武田委員 こんなことは書いてないと思うな。 

○矢木委員 確かに。要するに、交雑率はほとんどないということをきっと言いたかったのか

もしれませんけれどもね。これは予測したのか、あるいは係数で計算したのか、文献値を調べ

ていただいて、これで、こういうふうになっているかどうか、やっぱりできれば確認をしてい

ただけたらと思いますね。 

○近藤座長 数値については、気にする人はこれは変だと思うでしょうから。 

○矢木委員 そうですね。パーセントになっていますね。 

○武田委員 もし作物分科会で検討されていれば、教えていただこうと思ったんですけれども。

ですから、引用があるわけで、タイプミスでなければこっちに責任はないんだけれども、これ

はあり得ない数字ですよ。 

○近藤座長 実験できないですわね、こういうのは。 

 これは文献をもう一度チェックしていただいて、事務局でもチェックしていただいて、もし

できないようでしたら、申請者のほうに問い合わせしていただくということでどうでしょうか

ね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中川原委員 感想ですけれども、分科会のほうで問題になったのは、隔離ほ場の計画書のほ

うでしたよね。それをこうやって見ますと、きれいに訂正して具体的に書いてあります。試験

計画書のページ、５ページ。ここで特に分科会のほうで問題になりましたのは、栽培終了後の

利用計画でしたよね。それはちゃんとここに翌年以降もどういうふうな実験をするということ

が具体的に書いてありますので、よく修正していただいたと思っています。 

 それから、非常に細かいんですけれども、資料２－２とそれからピンク色のやつもチェック

しましたら同じなんですけれども、ピンク色のほうの資料でいえば31ページ。例えば─ちょ

っとワープロミスがあるんですよ。ですから、そこのところをもしきれいに直していただけれ

ばと思います。例えばですけれども、31ページの18行目ですか、ここなんかを見ますと、「そ
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の交雑率は従来えセイヨウナタネの場合と」、読めないんですよね。「従来の」ですかね、こ

れ。 

○近藤座長 これは一応、じゃあ申請者のほうに確認する形に…… 

○中川原委員 ですね。確認していただいて。ちょっとこれ、ずっと私は読みましたけれども、

単なるワープロミスだと思いますので、その辺を直していただければ特に問題はないと思いま

す。 

○近藤座長 今回の申請は、これまでは隔離ほ場申請のときに、その前の温室のほうの試験結

果を記述していただいたんですが、今回はそれはなしでもいいというふうに判断した最初の例

なんですね。尐しこういう申請書の書き方を簡略化しようということがありまして、分科会あ

るいは総合検討会の検討をしていただいて、一部こういったもう既によくわかっていることに

関しては、必ずしも細かい試験結果がなくても隔離ほ場試験に入ってもいいだろうという、そ

ういうことは初めてなんですね。分科会でもその点についてはこれを議論して、いいだろうと

いうことになったわけです。よろしいでしょうか。 

 ほかによろしいですか。 

 それでは、特に大きな問題はなかったと思います。 

 この総合検討会での結論としましては、申請者から提出された除草剤グリホサート耐性セイ

ヨウナタネについて、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれ

はないとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断いたします。 

 しかし、若干検討の結果の文章の修正意見、それから評価書の内容、内容は特に大きな問題

かどうかは別にしまして、尐し疑問な点もあって、その点について確認をして、それを総合検

討会の委員の皆様に知らせていただいて、問題がなければそれで承認という、そういうことに

したいと思います。 

 以上、よろしいですね。 

 これについて事務局から申請者にご報告をお願いいたします。 

 それでは、続きまして５重スタック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、佐藤委員より、資料３に基づき、ご報

告をお願いいたします。 

○佐藤委員 結果を報告いたします。資料３－１をご覧ください。 

農作物分科会における検討の結果 
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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cry1Ab, cry34Ab1, cry35Ab1, 改変cry3Aa2, cry1F, pat, 

mEPSPS, Zea mays subsp. mays(L.)Iltis.）（Bt11×B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-

59122-7×MIR604×B.t. Cry1F maize line 1507×GA21, OECD U1：SYN-BT011-1×

DAS-59122-7×SYN-IR604-5×DAS-01507-1×MON-00021-9）（Bt11, B.t. Cry34/35Ab1 

Event DAS-59122-7, MIR604, B.t. Cry1F maize line 1507及びGA21 それぞれへの

導入遺伝子の組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：シンジェンタジャパン株式会社 

 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 生物多様性影響評価の結果について 

 本スタック系統トウモロコシは、改変cry1Ab遺伝子及びpat遺伝子が導入されたチョウ目

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）、cry34Ab1遺伝子、

cry35Ab1遺伝子及びpat遺伝子が導入された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（Event DAS-59122-7）、改変cry3Aa2遺伝子及びpmi遺伝子が導入さ

れたコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MIR604）、cry1F遺伝子及びpat遺伝子が導入

された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（Cry1F line 

1507）及びmEPSPS遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（GA21）を用

いて、交雑育種法により作出されたものである。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。 

 本スタック系統で発現する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、本スタック系統において各Bt蛋白質（改変Cry1Ab蛋白質、Cry34Ab1蛋白質、
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Cry35Ab1蛋白質、改変Cry3Aa2蛋白質及びCry1F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、mEPSPS蛋白質及び

PMI蛋白質の基質及び作用は異なること、関与している代謝経路は互いに独立していること、

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。 

 また、本スタック系統のチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性はそれぞれの

親系統と同程度であり、コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性は発現蛋

白質量に応じたものと考えられる相加的な効果が観察された。このことから、各親系統由

来の蛋白質が本スタック系統の植物体内において機能的な相互作用を示す可能性は低く、

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。 

（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。 

 本スタック系統の親系統であるBt11、Event DAS-59122-7、MIR604、Cry1F line 1507及

びGA21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結果、一部で対照の

非組換えトウモロコシとの間に有意差が認められた。しかしながら、これらの差異は競合

における優位性を高めるものではないと考えられた。 

 本スタック系統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が、チョウ

目及びコウチュウ目害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から、この形質の付与が自然条件下で自生さ

せ、さらに競合における優位性を高めるとは考えにくい。また、本スタック系統には、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、除草剤グルホシ

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とは考えにくい。さらに、本スタック系統にはマンノースを炭素

源として利用可能とする形質が付与されているが、我が国の自然環境下において本スタッ

ク系統がマンノースを主な炭素源にすることは考えられず、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とは考え難い。 

 以上より、本スタック系統並びにBt11、Event DAS-59122-7、MIR604、Cry1F line 1507

及びGA21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
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離した後代系統は、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。 

（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。 

 本スタック系統で発現している改変Cry1Ab蛋白質、Cry34Ab1蛋白質、Cry35Ab1蛋白質、

改変Cry3Aa2蛋白質及びCry1F蛋白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI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、本スタック系統において発現している改変Cry1Ab蛋白質、Cry34Ab1蛋白質、

Cry35Ab1蛋白質、改変Cry3Aa2蛋白質及びCry1F蛋白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI

蛋白質は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

と考えられることから、これらの蛋白質が原因で本スタック系統中に有害物質が産生され

ることはないと考えられた。実際に本スタック系統の親系統であるBt11、Event DAS-

59122-7、MIR604、Cry1F line 1507及びGA21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、植物体が内部に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これら親系統の有害物質の産生性が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。 

 本スタック系統中で発現する改変Cry1Ab蛋白質、Cry34Ab1蛋白質、Cry35Ab1蛋白質、改

変Cry3Aa2蛋白質及びCry1F蛋白質は、チョウ目及びコウチュウ目昆虫に対して殺虫活性を

示すことから、影響を受ける可能性のある野生動植物としてチョウ目及びコウチュウ目昆

虫が特定された。特定されたチョウ目及びコウチュウ目昆虫が影響を受ける状況として本

スタック系統を直接食餌すること、又は本スタック系統から飛散した花粉を食餌植物とと

もに摂取することが考えられた。しかしながら、チョウ目及びコウチュウ目昆虫が本スタ

ック系統の栽培ほ場周辺に局所的に生息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た。 

 以上より、本スタック系統並びにBt11、Event DAS-59122-7、MIR604、Cry1F line 1507

及びGA21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
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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、

本スタック系統並びにBt11、Event DAS-59122-7、MIR604、Cry1F line 1507及びGA21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

統は、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。 

２ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本スタック系統並びにBt11、Event DAS-59122-7、MIR604、Cry1F line 

1507及びGA21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。 

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

ト耐性トウモロコシについてご報告をいただきました。本件につきまして、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、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３－１）のうち、「１ 生物多様性影響評価の結

果」及び「２ 検討会の結論」については、学識経験者の意見として取りまとめ、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 今回は分科会の結論には特に問題はないと思うんですが、申請書の別紙のところ

に、競争における特性が変わるか変わらないかというのを分散分析でやっているんですね。非

常に丁寧な解析をやっているんですけれども。別紙１の20ページ、21ページ辺りをご覧くださ

い。黄色い色紙で、私の場合は。人によって違うんですかね。別紙１です。別紙１の20ページ、

21ページ辺り、分散分析表がありますね。これは、品種の遺伝的なバックグラウンドは２種類

で、組換えているかどうかということの２組合せで、全体でこれは３回反復になっているんで

しょうか、そういう分散分析だと思うんですけれども。 
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 ご覧いただくとわかるように、Ｆ値がいずれも0.幾らと、１以下なんですね。それで、分散

比というのは１以下にならないんですよね。誤差で何らかのファクターを有意性検定するわけ

ですから。だから、これは多分何かパッケージソフトを使って計算したんだけれども、使い方

を間違っているので。こういう数字というのかな、検定をしたということで有意差はなかった

んだと言われても、出されなければ構わないんですけれども、出されると困ってしまうんです

よね。これはおかしいでしょう。 

○佐藤委員 問題にはならなかったんですが。 

○武田委員 誤差の分散が一番小さくて、何らかのファクターが入った分散がそれより大きく

なるから、それで割り算してＦ値を出してＦ表で引くわけですよね。自由度、ディペンドです

から、誤差の自由度と要因の自由度のところの直交するところで見ていくとプロバビリティー

がわかると。そういう仕掛けになっていますよね。だから、明らかにこれ全部Ｆ値が１以下と

いうのは、何かソフトの使い方を間違って。データだけ入れれば出ますから、こういうのはね。

そういうことだと思うので。 

 やっぱり多分有意差はなかったんだといずれにしても思いますけれども、これを見せられて、

ああそうですかというのは非常に座りが悪いので。 

○中川原委員 これはいつの。 

○武田委員 これは環科研でやっているんじゃないですかね。 

○近藤座長 ３年前の試験ですね。 

○佐藤委員 平成13年。 

○近藤座長 これは今回の試験ではないですね。 

○武田委員 ええ。親の安全性評価ですね。さかのぼってここまでどうということはないんで

すけれども、資料を見せられてしまうと黙っておくわけにはいかないので。 

○近藤座長 どうですかね。そういうご指摘ということで、これはもう以前に終わっているも

のなので…… 

○武田委員 そうなんですね。 

○近藤座長 今回は修正ができないという。 

○武田委員 できないでしょうね。 

○近藤座長 これは一般に公表されるものですか。これはもう以前に終わっているものですか。

この分は公表されませんよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 この今ご指摘のあった箇所は、公表はされていません。 
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○近藤座長 されないんですよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○武田委員 見なきゃ、私も文句を言わないで済んだんですけれども。 

 ただ、やっぱりこの前のカイ二乗検定もそうだけれども、ちょっとずさんですね。もう尐し

データを大事にしてくれないと。実験はきちっとなさって、泳動なんかもきちっとやって、コ

ピーが幾らというのはちゃんとやっているんだと思うけれども、えてしてそういうモレキュラ

ーバイオロジーに強い人というのは、統計なんていうことはそもそも勉強していないケースが

多くてね。だけれども、個人がやっているんじゃなくて組織が、会社がやっているわけだから、

あんまり変な数字を出されると、それこそ反対派の人たちも、何だ、こんなことで安全だと言

っているのかという話になって、余計なところに火がついちゃったりする可能性もなくはない

んだよね。やっぱりその辺……。ここで言って、企業のほうに聞こえるのか聞こえないのか、

僕は知らんけれども、（笑）もし聞こえるなら、尐し気をつけてほしいなというふうに思いま

すね。 

○近藤座長 統計処理の問題については、これまでも分科会でもたくさん指摘されて、総合検

討会でも分科会のミスというかチェック漏れが指摘されるということで、ほとんど毎回指摘さ

れるんですね。これはかなり前のことなので、最近ではないんですけれども、最近のものでも

そういう問題が出てきていますので、本当に十分に申請者の方には気をつけていただきたいと

いうふうに思います。確かに、最近では簡単にソフトでできてしまって、使い方を間違えると

いうのはよくありますからね。ですから、出てきた結果が本当の意味から見て正しいかどうか

という、やっぱりチェックする程度のことはやっていただきたいですね。今後もたくさんある

かと思いますので。今日は公開の場でもありますので、ぜひチェックしていただきたいという

ふうに思います。 

 これに関して今回は特に修正ということはなしでいきたいと思います。 

○武田委員 結構です。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○矢木委員 よろしいですか。 

 評価自体はもうこれでよろしいと思うんですが、ちょっと２ページの14行目から15行目です

か、「優位性に関わる諸形質について調査が行われた結果、一部で対照の非組換えトウモロコ

シとの間に有意差が認められた。しかしながら、これらの差異は競合における優位性を高める

ものではないと考えられた」ということで、これは読んでいて、やっぱり「一部で」というの
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と「これらの差異は」と書いてあるので、何となく読んでいてもうちょっと具体的に書いてあ

げたほうがいいんじゃないかなという意見なんです。だから、一部というのは一部の組換え体

でという意味で、対照の非組換えトウモロコシとの間に有意差が、たしか３つの点ですか、稈

長とか発芽率とか、資料３－２の30ページですか、ここのところの中には３つほど株によって

あったということで、その辺をちょっと加えたほうが、読んでいて、「これらの」というのに

つながるんじゃないかということで、入れたらどうかというのが意見なんですが。 

○近藤座長 難しいところなんですが、これは全部、今回の試験ではなくて、以前の親系統の

結果をまとめて書いてある部分なんですね。ですから、ここで議論をする場所じゃないもので

すから、詳しく書くのが適切かどうか。何も書かないのも問題かなということで書いてあるぐ

らいで、これからこの検討の結果を報告するときに、ここをどうするかというのは尐し考えな

きゃいけないところで、今のところではこの程度になっているということであります。もしか

したら、これは全部やめてしまったほうがむしろいいのかもしれないんですが。結論としては、

個々の親系統については問題ないというふうに判断されていますので、それだけ書いてもいい

のかもしれないと思うんです。 

○矢木委員 そうですね。その辺のところ、確かに諸形質というのはいっぱいありますからね。 

○近藤座長 そうなんです。かえってわからないんですよね。 

○矢木委員 だから、そうすると諸形質もやっぱり書いたほうがいいんじゃないかという考え

方、そうすると文章が多くなってしまうので。ただ、この書き方だと、何となくちょっとこれ

だけ読んだときにね。もとへ戻ればいいんですけれども。さらにこのデータを見てね。データ

を見ても大した説明がないんですよね。ほとんど差なくてもいいんじゃないかぐらいのデータ

なのでね。だから、その辺のところをちょっとこの文章だけ読むとね。 

○近藤座長 親系統のときにはそういう差があっても、これは大したことがないということで

問題なしとしているわけなんですけれども、ここに書かれてしまいますと、これは何だろうと

いうふうになってしまいますので。 

○矢木委員 その辺をちょっと検討していただきたいなと。 

○近藤座長 はい。そうですね。これは検討課題と。そういうことでよろしいですか。 

○矢木委員 はい。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 だから、あくまで判断するのは分科会が主体であって、それを総合検討会がオー

ソライズするかどうかですから。一部の形質で、一部の地域で差があったかどうかなんで、し
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かも５％水準でぎりぎりというようなやつをどう見るかというのは、むしろ我々の判断という

ことになりますよね。 

○近藤座長 はい。どこまで書くかということに尽きると思うんですが、今指摘があったよう

に、こう書かれて読んでみますと、何だろうというふうに当然思いますので。 

○武田委員 ごまかされたという印象を与えるのはよくないですね。 

○近藤座長 そうですね。 

 これはですから、単に「考えられた」だけではなくて、これがきちんとこの委員会において

問題ないと認められているということを書いたほうがいいのかもしれませんね。だって、この

部分も今回検討することになってしまいますね。 

○武田委員 日本語というのは主語がないから、「考えられた」の主語が我々なのか、過去の

委員会のあれなのか、その辺がね。 

○近藤座長 そうですね。今回のじゃないんですよね。 

○武田委員 じゃないんですよね。 

○近藤座長 この部分については別に分科会でも検討はしていない部分ですよね。 

○佐藤委員 そうですね。だから、「有意差が認められた」というこの一文、わざわざ入れる

必要があるかどうかということですね。結論としては、調査が行われた結果、優位性を高めな

いということがわかったという結論ですよね。 

○近藤座長 そうです。結論だけ書けばいいのかもしれませんね。 

○佐藤委員 いいんですよね。わざわざその途中の経過を書くから、何かそうなっちゃうのか

もしれません。そうかもしれません。 

○武田委員 例えば、「考えられた」というと誰がということになるから、「判断されてい

る」という完了形にしてしまう手もありますよね。 

○近藤座長 そうですね。 

 以前と比べてかなり短くなったんですが、もう尐し検討しましょう。 

○佐藤委員 はい。 

○中川原委員 これについては最終的な結論ですから、この紙はね。だから、尐し明確にした

ほうがいいのかもしれませんね。 

○近藤座長 今、そういう意味では改善の途中ということで、今回はこれでよろしいというこ

とでいいでしょうか。 

○中川原委員 それから、この案件は分科会のほうでは、いわゆるスタックにしたときの表現
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をプラスの効果がありましたということを明確に述べなさいということで、相加的な効果が観

察されたというふうなことをしっかり入れましょうという話で、ここの２ページ目の５行目辺

りですか、それがはっきりと書かれているということが一つの特徴ですよね。 

 それから、そこでちょっと気がついたんですけれども、その次の７行目のところに、「した

がって、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」と

いう結論にしてあるんですが、ここをちょっとしっかり読むと、これは評価すべき形質という

のは何かと思うと。逆に、この併せ持つ以外に特段の形質の変化はなかったということなんで

すよね、意味は。 

○近藤座長 そうですね。 

○中川原委員 ですから、これは「評価すべき」という言葉よりは、おしりをもっとはっきり

言うためには、「有意な」ですかね。要するに、「有意な形質の変化はない」というふうにも

し書くとしたら、変えたほうがもうちょっとしっかりした内容になるかなと思うんですけれど

も。ちょっと気づかなくてすみませんが。 

○近藤座長 いえ。この言葉は私も気にはなっているんですけれども、これは初めからこうい

う言葉を使っているんですね。 

○中川原委員 そうなんですか。 

○近藤座長 それで、これは決まり文句がなかなかなくて、特に議論はしなかったんですけれ

ども、別に間違えている表現ではないもので。 

○中川原委員 間違いではないですね。すっと読むともとに戻っちゃうんですよね。 

○近藤座長 ちょっとこれは私たちじゃわからないところもあるので、分科会で問題にしたい

と。 

○中川原委員 特に意味があったらば、私の意見は撤回します。 

○近藤座長 先ほどご指摘があったように、今回は初めて「相加的」という言葉を使ったんで

すね。これは５重スタックで同じような性質の遺伝子が複数含まれて、実際の蛋白の発現も増

えていて、その結果として効果も強く出ているという。ちょうど蛋白の発現が多くなったのに

見合う程度の効果が出ているということで、これまでこういう表現をしたことはなくて、申請

者側としても多分ためらったんだと思うんですが。それでこういう言葉を使わずに「同程度」

というふうに申請書には書いてあったんですが、どう見ても同程度ではないだろうということ

で、むしろ発現量は増えている、蛋白としては同じ効果を持つ蛋白の量は増えているんだから、

むしろプラスであるのは当たり前なので、そういう表現にしたほうがいいということで、初め
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てこういう言葉を使ったわけです。 

 当然、既に「相乗的」という言葉も使っているんですけれども、「相乗的」とか「相加的」

という言葉というのはちょっとちゅうちょされるところがありまして、何が相乗で何が相加と

いうような区別も求められるので難しいところがあるんですが、今回はあえて適度に増えたと

いうことで、「相加的」という言葉を初めて使いました。これをここでも認めていただければ、

今後もこういう言葉を使おうかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○武田委員 ちょっとそこのところ、気になるところがあっていたんですけれどもね。今日は

２件で早く終わるし、言わんで帰ろうかと思ったんだけれども、あえて先生からそういうご指

摘、特に「相加的」ということが意味があるということになると、これは非常に私は問題だと

思っているところがあるんですよ。それは申請書の31ページ、概要書では26ページになります

けれども、ここでスタック系統のチョウ目害虫に対する食害程度、これが親系統を掛け合わせ

ることにより変化していないと考えられたというふうに結論されていまして、その根拠データ

が表７なんですね。 

 見ていただきますと、スタック系統トウモロコシの食害程度は1.0、その親も1.0あるいは

1.1、だからこれは親系統を掛け合わせることにより変化していないと。要するに、相加的と

いうんでしょうか、相乗的ではないという結論を出しているんですが、これは一見そう見える

んですけれども、これ、嘘ですよね。つまり、1.0というのが一番強いわけですから、それよ

り強いスコアはないわけですよね。そうすると、スタック系統がもっと強くなっていても、ス

コアリングは1.0より低くできませんから、数字の上でこれが、要するに1.0が最低点ですから、

これ、インターアクションがあっても実は見えないんですよ。だから、こういうスコアリング

しておいて、意図的にやったんだとは思わないんですけれども、掛け合わせても差がありませ

んよと言われても、それは納得するわけにはいかないです。 

○近藤座長 こういう試験方法については前から指摘がありまして、ゼロとか100しか出ない

ような試験方法はよくないということは指摘はずっとされてきているんですね、分科会でも。

でも、今回はこういうような試験になっていて、申請者側が知らないというふうには思わない

んですけれども、試験がこういう結果の試験だったということで、特に大きな問題としては今

回は取り上げなかったんですけれども、やはりご指摘のとおりだと思います。試験方法につい

ては申請者側も今後検討してもらったほうがいいかなと思います。 

 これ、どこかで試験したんでしょうかね。これはアメリカですかね。 

○武田委員 外国ですね。 
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○近藤座長 なかなか難しい感じですね。 

○佐藤委員 これ以外のテストって難しそうですよね。これは実際考えてみると。 

○近藤座長 難しいですね。 

○佐藤委員 ええ。 

○近藤座長 これは難しいですね。除草剤だったら掛ける量を変えれば出てきますけれども。 

○佐藤委員 これはやむを得ないと思う。 

○近藤座長 昆虫ですからね。 

○武田委員 前にも話したかもしれないけれども、統計で嘘をつく方法という本が市販されて

いるぐらいですから、スケーリングの仕方とか計算の仕方で、危険な話だけれども、欲しい結

論を出せるんですよ。だから、結局何を言いたいかというと、それを見抜く目がこっちにない

と言われたとおりの話になってしまうので、そうはまいりませんぞということをやっぱり言い

続けることも大事だろうと思うんですね。 

○近藤座長 これはちょっと難しいかもしれませんね。 

○武田委員 ここでは、見ていますよということだけ指摘しておきます。 

○近藤座長 ほかによろしいでしょうか、どうでしょうか。 

 こういう試験方法というのは、ほかもそうなんですけれども、スコアリングの仕方って難し

いですね。なかなか我々、パッと見ても理解できなくて、注を一生懸命読んだり、それから申

請者に質問したりしながらこの辺はやっと理解しているということが多いですけれども、特に

食害は難しいですね。 

 分科会でも気にしているということで。特に、これは総合検討会、公開の場なので、そうい

うことを言っていただくことは大事だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 そうすると、これに関しては、特にこちらの検討結果の報告のところに尐しコメントがあり

ましたが、特に今回は修正しなくてもいいということでよろしいですか。申請書も同様ですね。 

 それでは、今回の結論ですけれども、申請者から提出され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いたします。 

 それでは、よろしいですか、そういうことで。 

 じゃ、これにつきまして、事務局から申請者にご連絡が行くと思います。 
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 それでは、一応今日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等あります

でしょうか。 

○作田技術安全室長 特段ございません。 

○近藤座長 それでは、特に今日の議事全般について何かご意見ありますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 それでは、本日の議事は終了しましたので、事務局にお返ししたいと思います。よろしくお

願いします。 

○作田技術安全室長 本日は熱心なご審議を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２６分 閉会 


