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午後１時３０分 開会 

○作田技術安全室長 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、まことにありがとうございます。 

 本日の委員の出席でございますけれども、井出委員、嶋田委員、武田委員は，所用によりご

欠席とのご連絡をいただいております。 

 議事に入る前に、本日の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 委員の方々におかれましては、本日検討いたします５件の評価書を事前に送付させていただ

いております。その他、配付資料一覧がございますけれども、資料１から資料７まで、それに

加えまして参考資料１、２とございます。もし不足しているものがございましたら、いつでも

結構でございますので、事務局までお申し出いただきたいと思います。 

 また、本日傍聴の方々には、「傍聴される方への留意事項」を守っていただきますように、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、この後の議事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 それでは、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検討していきたいと思います。 

 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します。 

○作田技術安全室長 まず、資料１に基づきまして、これまでの審査の状況につきましてご説

明いたします。 

 本日は、全部で６件の審査案件がございます。 

 まず１件目でございますが、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及びグ

ルホシネート耐性ダイズでございます。こちらは隔離ほ場の申請でございます。検討の状況と

いたしましては、2011年─今年２月22日及び３月23日に農作物分科会で検討を行っておりま
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す。 

 ２番目から５番目まで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

耐性トウモロコシで、イベントの違うものが４件出てございます。こちらも隔離ほ場における

栽培等ということでの使用内容になっております。検討状況といたしましては、2011年─今

年２月22日及び３月23日に農作物分科会で検討したところであります。 

 ６番目は、低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズでございます。

こちらは前の５件と違いまして、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、一般使用でございます。こちらの検討

につきましては、昨年─2010年12月22日及び今年─2011年３月23日に検討を行い、本日の

総合検討会に至っております。 

 なお、この案件につきましては、隔離ほ場の申請につきましては2009年７月８日に終えてお

ります。 

○近藤座長 それでは、最初に、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及び

グルホシネート耐性ダイズ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２に基づきご報告をお願いします。 

○佐藤委員 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 

名称：除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及びグルホシネート耐性ダイ

ズ（改変 aad-12,2mepsps,pat,Glycine max(L.)Merr.）（ DAS44406,OECD UI:DAS-

44406-6） 

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：ダウ・ケミカル日本株式会社 

 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ダイズ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 

  本組換えダイズは、アグロバクテリウム及び大腸菌由来のプラスミドpDAB2407をもと

に構築された発現ベクターpDAB8264をアグロバクテリウム法により導入し作出されてい
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る。 

  本組換えダイズは、Delftia acidovorans由来のアリルオキシアルカノエート・ディオ

キシゲナーゼをコードする改変aad-12遺伝子、トウモロコシ由来の5-エノールピルビル

シ キ ミ酸 － 3- リン 酸合 成 酵素 をコ ード する 2mepsps 遺 伝子 及び Streptomyces 

viridochromogenes由来のフォスフィノスリシン・アセチルトランスフェラーゼをコード

するpat遺伝子等を含むT-DNA領域が染色体上に１コピー組み込まれ、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。また、これらの遺伝子の発現については、複数世代にわたり、ELISA法によっ

て発現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、本組換えダイズ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、本組換えダイズを隔離

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。 

  本組換えダイズは、アリルオキシアルカノエート系除草剤、除草剤グリホサート及び

除草剤グルホシネート耐性を持つが、これらの除草剤を散布されることが想定しにくい

自然条件下において競合における優位性を高めるとは考え難い。 

  本組換えダイズは、改変aad-12遺伝子、2mepsps遺伝子及びpat遺伝子により、改変

AAD-12蛋白質、2mEPSPS蛋白質及びPAT蛋白質を発現する。しかしながら、改変AAD-12蛋

白質及びPAT蛋白質の基質特異性は非常に高く、植物代謝系に影響を及ぼすことは考え難

い。2mEPSPS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、2mEPSPS蛋白質の基質特異性は非常に高いため、植物代謝系に影響を及ぼすことは

考え難い。このため、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及びグル

ホシネ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
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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。 

  本組換えダイズが有する改変AAD-12蛋白質、2mEPSPS蛋白質及びPAT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、これら蛋

白質については、いずれも有害物質としては知られていない。改変AAD-12蛋白質、PAT蛋

白質及び2mEPSPS蛋白質は、上述のとおり、植物代謝系に影響を及ぼすことは考え難い。

このため、これら蛋白質に起因して本組換えダイズ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。 

（３）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、 
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 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32,502粒中１粒がダイズと交雑していたとの報告があること 

 などに加え、本組換え体においては導入遺伝子による影響が宿主の持つ代謝系を変化さ

せ、交雑性に関わる生理学的又は生態学的特性について宿主との相違をもたらすことは

ないと考えられることから、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

ルマメの交雑率と同等に低いと考えられた。 

  また、本組換えダイズとツルマメが交雑した場合、その雑種は改変aad-12遺伝子、

2mepsps遺伝子及びpat遺伝子により、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホ

サート及びグルホシネ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く、これらの形質を有する雑種が生じたとしても、その雑種

がツルマメの集団において優占化する可能性は低いと考えられる。 

  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、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 ただいま除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及びグルホシネ

ート耐性ダイズについてご報告いただきましたが、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、今の資料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

告したいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。 
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○小野里委員 たしかこれは前に、この酵素によって2,4-Dが2,4-DCPに変わって、その2,4-

DCPにある程度の毒性があることがわかっているものですから、その毒性について検討して、

濃度的にほとんど問題ないという結論になったかと思います。そのことを、この案件について

も触れる必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

○近藤座長 分科会での検討のときにも触れましたけれども、問題がある場合には記述しなけ

ればいけないと思いますが、普通、一般的に考えて、除草剤そのものは非常に毒性が低いもの

ですし、仮に除草剤で変わって何かできたとしても、それが大量に植物体にたまることは確率

的に低い。それと毒性物ができる可能性が考えにくいということ、もともとあるかと思うんで

すが、ただ、やはりこれは検討しなくてはいけないということで分科会として意見を述べた、

あるいは前回、同様の評価書でそういうことを述べましたけれども、特に問題がないときには。

あれば書かなければいけませんが、ないのでね、触れることはないかなと判断しているんです

けれども。 

○小野里委員 ただ、アレルギー性などでは毎度同じものを「アレルギー性がない」と断りを

入れているものですから、これについても……。本来は、濃度が高ければ毒性があるというこ

とがこの前の議論にも出てきたものですから、そういう点では、一応断る必要があるのではな

いかと感じました。 

○近藤座長 断ってもいいんだろうと思いますが、アレルゲンとかそちらのほうは、もともと

この評価書に書かなければいけない項目になっています。それから、有害物質産生性に関して

も、代謝系を変えることによってそういうものができる場合には書かなければいけないという

ことで、これは必ず書くことになっているんですけれども、こういった、組換えそのものでは

なくて除草剤をかけた場合にのみ起こることで、特にもともと毒性が想定されにくいものの場

合は、尐し扱いが違うのかなと思います。 

 毒性がある場合には、もちろん書かなければいけないですが。 

○小野里委員 毒性があることはわかっているのですが、その濃度の問題なんですよね。低い

ために毒性が問題にならない。 

○近藤座長 2,4-Dと同程度ぐらいですし、もともと2,4-Dは毒性が低いということもあります

ので。 

 一応は、ここの検討会で何も検討しないわけにいかないということがあって、前回はかなり

詳しくやったんですけれども、これまでも書いていないんですよね、この検討会において。こ

の前は、それはまずいのではないかということで検討しましたけれども。この前、初めて書い
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たんですね。 

○小野里委員 そうだったと思います。 

○近藤座長 他にいかがでしょうか。 

○矢木委員 ２ページの②に「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、」と書いてあるんですが、この文章は、①の実験というよりは一

般的な実験の中で見つかった言葉が書いてあるのかなということで、例えば、交雑種が③では

１粒見つかっているんですね。それから、あと何株が交雑種が見つかっている報告があるので、

その場合、遺伝マーカーが検出されているのではないかという気がするんですけれども、検出

されていないんでしょうか。ですから、②はどういう意味なのか。ちょっとわかりにくいので。 

○近藤座長 これは結局、１ページの（１）の上に「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、」云々と書かれていて、特にこの試験でやった結果が書かれているわけで

はないんですね。 

○矢木委員 一般論ですね。 

○近藤座長 ええ、一般論で、しかもこれは、こういうことを意図的に、ダイズとツルマメが

交雑してそれが後代に残っている可能性ということで別の研究が行われていて、自然環境下に

そういう該当するものが交雑して、このダイズの遺伝マーカーが残るようなことはないという

ことがあって、仮に交雑したとしても、それは残っていかないということがここに書かれてい

るんですね。 

○矢木委員 要するに、後代に残っていかないと。遺伝マーカーが後代に残らないという意味

ですね。いや、「検出されなかった」と書いてあるから。検出はされているけれども残らない、

そういう意味ですね。 

○近藤座長 そうです。 

○矢木委員 わかりました。 

○中川原委員 ちょっと足りないですね。 

○矢木委員 ちょっとね。当然検出されているのに「検出されなかった」と書いてあるから。

後代に移らなかったということですね。 

○近藤座長 はい。ですから、これ幾つか書いてあるんですが、ある意味ではここが一番大事

でして。分科会でもここが一番問題だということでやったんですね。だから、書き方に注意す

べきかもしれませんね。 

○佐藤委員 「どういう場合に」と書いていないから、ちょっとあれなんでしょうね。 
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○矢木委員 そうなんですね。 

○佐藤委員 自生の集団ですよね。 

○近藤座長 ええ、これは実験ではないんですよね。 

○佐藤委員 隣接して植わっているような、そういう状態の場所でということ……。 

○矢木委員 全然関係ないんでしょう。要するに、②は一般論ですからね。①ではこうだった

けれども。 

○近藤座長 ええ。近接して栽培してどうとか、そういうのとは違うんですよね。実験ではな

いんですよね。 

○矢木委員 そうですね。実験ではなくて、環境中で追跡したら、交雑はするけれどもなくな

るよと。 

○近藤座長 そうですね。 

○矢木委員 そういうニュアンスが何となく、①②の説明の仕方がね。①は詳しくて③も詳し

いけれども②は一般論ということで、ちょっと理解しにくいかなと。説明さえつけてくだされ

ば。 

○近藤座長 尐し加えたほうがいいかもしれませんね。あるいは順番を変えるとか。 

○佐藤委員 確かに、この順番だとそういうふうに読めますね。 

○近藤座長 確かに、こうなっていると１番目の実験の補足説明みたいに見えますね。それで

３番でまた実験が書いてあるから、誤解されるかもしれませんね。 

○中川原委員 これを１番目にしたほうがいいかもしれませんね。 

○佐藤委員 そうですね。これを一番初めに。 

○近藤座長 ２番目、３番目にすると前のを引きずってしまいますものね。 

○佐藤委員 前提をつけたほうがいいかな。 

○近藤座長 他に、いかがでしょうか。 

○中川原委員 この申請の中身は、除草剤ですよね。除草剤の遺伝子が幾つも─この場合は

３つですか、３つの除草剤耐性の系が入っている。普通、育種をしていると、遺伝的な追跡を

しますと、同じような形質の遺伝子が集積されていって、ときどきおかしな分離を示したりす

ることがあるんです。非常に稀ですが。 

 ですからこの場合、これは何の問題もないんですが、これから隔離栽培をして中身を調べて

いただくということですので、ぜひその辺の追跡をしていただいて、後々のためのデータに、

参考になればいいなという気がしています。 
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○近藤座長 その場合、試験のときどういうことに気をつければいいですか。 

○中川原委員 これは分離をしていっていますよね。それの確認をされるだろうと思いますの

で、そこをしっかり押さえてもらえれば。特にここのところを新たに試験しなさいということ

ではなくて。 

○近藤座長 その確認をしてくださいと。 

○中川原委員 はい。 

○浦野技術政策課長補佐 今日ご欠席の武田委員から、事前に事務局にコメントが寄せられて

いますので、ご紹介します。 

 直接審査の本筋にかかわることではございませんけれども、評価書13ページの29行目で

「2mEPSPS蛋白質及びPAT蛋白質が安定して発現している」と書かれているけれども、14ページ

の表３を見ると、特にＴ４世代の2mEPSPS蛋白質の発現量を見ると、平均値に対して標準偏差

が同じぐらいなので、安定して発現しているとは言えないのではないかと思われるというご指

摘がございました。 

 これにつきましては、武田委員からコメントが寄せられたので申請者に確認させていただい

たところ、申請者のほうといたしましても、数値自体にぶれが見られることは承知しています

けれども、供試した個体においても一定以上の発現量を示している。したがって、各世代間で

2mEPSPS蛋白質が安定して発現していると考えられると記載したということでございました。 

○近藤座長 今、ご説明がありましたけれども、これに関しては、安定して発現するというの

は後代でも確認しているということで、数字そのものが大きいか小さいかということではない

ので、私も問題ないと思います。 

 それから、標準偏差というのはかなり大きくなるなと実は思っていまして、これが標準誤差

だと小さくおさまるんですが、標準偏差というのは大きくてもそんなに気にしなくても。しか

も平均値そのものより大きくなってはいませんし、この程度はよくあるかなと個人的には思い

ます。いかがでしょうか。 

○佐藤委員 倍の違いぐらいはあると思いますので、このぐらいはあると思います。 

○中川原委員 私は、その次のＴ５世代が割ときれいになっていますので、これは問題ないか

なと思います。 

○近藤座長 では、今の武田委員のご指摘については、これでよろしいですね。 

 他に、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 この評価書自体には、それほど大きな問題はないと私は思います。この「農作物分科会にお
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ける検討の結果」については書き方等を尐し検討するということで、評価書としては、問題な

いかと思います。 

 それでは、総合検討会としての意見をまとめたいと思います。 

 申請者から提出された除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及びグルホシ

ネート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いたします。 

 事務局からその旨、申請者にご連絡をお願いします。 

 続きまして、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トウモ

ロコシ４件について検討したいと思います。 

 これは先ほどもご説明がありましたけれども、この４件はイベントが違うだけで組換え法な

どは同じですので、これから佐藤委員からご説明いただきますけれども、検討結果の内容も一

緒になると思います。この４件については一括し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３から６に基づきご報告

をお願いいたします。 

○佐藤委員 今、ありましたようにイベント違いなんですが、特にこの場合、隔離ほ場で生

理・生態学的特性の試験データを用いないということなので、普通そこに違いが出てきたりす

るんですけれども、それもないということで、完全に一緒になっています。 

 それでは、資料３－１をごらんください。 

農作物分科会における検討の結果 

名称：チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホシネート耐性トウモロコ

シ （ 改 変 cry1F,cry34Ab1,cry35Ab1,pat,Zea mays subsp.mays(L.)Iltis ）

（4114,OECD UI:DP-004114-3） 

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トウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性影響

に関する申請者による評価の内容について検討を行った。主に確認した事項は以下のとお

りである。 

１ 生物多様性影響評価の結果について 
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  本組換えトウモロコシは、アグロバクテリウム由来のプラスミドpSB1をもとに構築さ

れた発現ベクターPHP27118をアグロバクテリウム法により導入し作出されている。 

  本組換えトウモロコシは、Bacillus thuringiensis var.aizawai由来の改変cry1F遺伝

子、 B.thuringiensis PS149B1株由来の cry34Ab1遺伝子及び cry35Ab1遺伝子並びに

Streptomyces viridochromogenes由来のホスフィノトリシンアセチルトランスフェラー

ゼ蛋白質をコードするpat遺伝子等を含むT-DNA領域が染色体上に１コピー組み込まれ、

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、サザンブロット

分析及び定量PCR分析により確認されている。これらの遺伝子の発現については、複数世

代にわたり、ELISA法によって発現蛋白質が安定して検出されている。これらのことから、

導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、本組換えトウモロコシの宿主に関する情報や導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、本組換えトウモ

ロコシ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、これまで自生化したとの報告はなされていない。 

  本組換えトウモロコシには、チョウ目及びコウチュウ目害虫に対する抵抗性が付与さ

れているが、これら害虫による食害はトウモロコシが我が国で生育することを困難にさ

せる主要因ではない。また、本組換えトウモロコシは除草剤グルホシネートに対する耐

性が付与されているが、除草剤グルホシネートが散布されることが想定し難い自然条件

下において、競合における優位性を高めるとは考え難い。また、これまでにBt蛋白質が

酵素活性を有するとの報告はなく、PAT蛋白質は基質特異性を有することから、これらBt

及びPAT蛋白質が、チョウ目及び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

以外の宿主の生理学的及び生態学的特性に影響を与える可能性は考え難い。 

  以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔

離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、

影響を受ける可能性のある野生植物の特定はされず、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。 
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（２）有害物質の産生性 

  宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物等への有害物質を産

生するとの報告はなされていない。 

  本組換えトウモロコシで発現している改変Cry1F蛋白質、Cry34Ab1蛋白質及びCry35Ab1

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ていないことが確認されて

いる。また、これらの蛋白質が宿主の代謝経路に影響を及ぼし、有害物質を産生するお

それはないと考えられた。 

  本組換えトウモロコシ中に産生される改変Cry1F蛋白質、Cry34Ab1蛋白質及びCry35Ab1

蛋白質は、チョウ目及びコウチュウ目害虫に対し殺虫活性を有するが、他の野生動植物

に対する有害性は認められていない。また、PAT蛋白質についても野生動植物に対する有

害性は報告されていない。本組換えトウモロコシへの除草剤グルホシネート散布時に、

PAT蛋白質によりN-アセチルグルホシネートが産生されるが、PAT蛋白質を産生する遺伝

子組換え作物が生物多様性に影響を及ぼした報告はない。 

  本組換えトウモロコシを隔離ほ場で栽培した場合、花粉の飛散及び直接摂食により影

響を受ける可能性のある野生動植物等として、チョウ目及びコウチュウ目昆虫が特定さ

れた。しかしながら、我が国及び北米における調査では、トウモロコシ栽培ほ場周辺に

堆積する花粉量は、ほ場から10ｍ離れると極めて低い値となること、飛散花粉を食餌植

物とともに摂食する可能性のあるチョウ目及びコウチュウ目昆虫種が、隔離ほ場周辺に

局所的に生息するとの報告もないことから、影響は低いと考えられた。 

  以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔

離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、

有害物質の産生性に起因す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 

  我が国において、トウモロコシが野生化した事例はなく、また交雑可能な近縁野生種

であるテオシントの自生も報告されていないことから、本組換えトウモロコシの交雑性

に起因して生物多様性影響を受ける可能性のある野生動植物は特定されなかった。 

  以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔

離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、

影響を受ける可能性のある野生植物等の特定はされず、交雑性に起因する生物多様性影
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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、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔

離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、

我が国における生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の

結論は妥当であると判断した。 

 以上が資料３－１ですが、資料４－１をごらんいただくと、名称の最後のところ、イベント

のナンバー「32316,OECD UI:DP-032316-8」の部分だけが違っております。同じく、資料５－

１をごらんいただきますと、やはり最後の「40416,OECD UI:DP-040416-8」が違っております。

もう一つ、資料６－１をごらんいただきますと、やはり名称の最後「43A47,OECD UI:DP-

043A47-3」の部分が違っております。 

 以上です。 

○近藤座長 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耐性

トウモロコシについてご報告をいただきましたが、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、先ほどと同様ですが、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から６－１までのうち、

それぞれの「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。 

○佐藤委員 これは入れている遺伝子もいつもの遺伝子で、その遺伝子自身に新しく何か問題

があるものでもなく、宿主の特性と導入された遺伝子の情報から、その生理学的又は生態学的

特性に関する試験結果を一途に評価しているということで、余り…… 

○近藤座長 これはどれもおなじみの遺伝子で、これまでに問題ないことが隔離ほ場試験など

でと確認されていますし、特に問題がないということで、もしあるとすれば、文章がちょっと

おかしいとか、そういうことしかないと思うんですが。 

 内容的には問題ないと思いますから、よろしいでしょうか。 

 では、これでよろしいということで。 

 それでは、総合検討会としての意見を取りまとめたいと思います。 

 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耐



- 14 - 

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ずるお

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。 

 事務局から申請者に対して、その旨、連絡をお願いいたします。 

 続きまして、低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズについて検討

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７に基づきご報告をお願いします。 

○佐藤委員 資料７－１をごらんください。 

農作物分科会における検討の結果 

名称：低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズ（FAD2-1A,FATBI-A,

改変cp4 epsps,Glycine max(L.)Merr.）（MON87705,OECD UI:MON-87705-6） 

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：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ダイズ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 

  本組換えダイズは、大腸菌由来のプラスミドpBR322などをもとに構築されたPV-

GMPQ/HT4404をアグロバクテリウム法により導入し作出されている。 

  本組換えダイズは、ダイズ由来のΔ-12デサチュラーゼをコードするFAD2-1A遺伝子の

断片、パルミトイルアシルキャリア蛋白質チオエステラーゼをコードするFATB1-A遺伝子

の断片及びAgrobacterium sp.CP4株由来の5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵

素蛋白質をコードする改変cp4 epsps遺伝子等を含むT-DNAⅠ領域及びT-DNAⅡ領域が隣接

した形で染色体上に１コピー組み込まれ、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。本組換えダイズの

FAD2-1A遺伝子及びFATB1-A遺伝子の発現については、移入されたFAD2-1A遺伝子の断片と

FATB1-A遺伝子の断片によるRNAiによって抑制されていることがノーザンブロット解析に

より確認されている。また、改変cp4 epsps遺伝子の発現については、複数世代にわたり

改変CP4 EPSPS蛋白質が安定して発現していることがウエスタンブロット分析によって検
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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。 

（１）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、本組換えダイズの競合における諸形質について調査が行

われた結果、発芽個体数、分枝数、一株当たりの精粒重及び百粒重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統計学的有意差が認められた。また、統計処理を

行わなかった項目では、発芽期及び発芽揃いにおいて本組換えダイズと対照の非組換え

ダイズとの間に違いが認められた。 

  発芽個体数は、本組換えダイズが944個体、対照の非組換えダイズが879個体であった。

しかしながら、収穫種子の発芽個体数において本組換えダイズと対照の非組換えダイズ

との間に統計学的有意差は認められなかった。さらに、米国で行われた発芽試験におい

ても本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に統計学的有意差は認められなかっ

た。 

  発芽期については本組換えダイズが７月12日、対照の非組換えダイズが７月13日であ

り、発芽揃いについては、本組換えダイズが７月13日、対照の非組換えダイズが７月14

日であり、それぞれの項目における差は１日のみであった。 

  分枝数は、本組換えダイズが7.0本、対照の非組換えダイズが6.1本であった。しかし

ながら、種子の生産に関わる項目（稔実莢数、一株当たりの粗粒重、一株当たりの精粒

重及び百粒重）において、本組換えダイズの種子の生産性が高まるような違いは認めら

れなかった。 

  一株当たりの精粒重は、本組換えダイズが41.3g、対照の非組換えダイズが44.6gであ

った。しかしながら、精粒重が低いことが本組換えダイズの種子の生産性を高めるもの

ではないと考えられた。 

  百粒重は、本組換えダイズが18.2g、対照の非組換えダイズが19.4gであった。しかし

ながら、本組換えダイズの百粒重の平均値は、これまでに報告されている従来ダイズの

百粒重の範囲内であった。 

  これらのことから、観察された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。 
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  本組換えダイズでは移入されたFAD2-1A遺伝子の断片及びFATB1-A遺伝子の断片による

RNAiにより、種子中の飽和脂肪酸含量が低下しており、また、オレイン酸からリノール

酸へと不飽和化される量が減尐することで、結果的にオレイン酸含量が増加しリノール

酸含量が減尐している。一般的にダイズ種子中の油分は、ダイズ種子におけるエネルギ

ー源として貯蔵され、主に発芽などにおいて利用されることが知られている。しかしな

がら、本組換えダイズにおいて、種子中の飽和脂肪酸含量の低下やオレイン酸含量の増

大が発芽におけるエネルギー供給において特に有用であるとの報告はない。また、本組

換えダイズは改変cp4 epsps遺伝子の恒常的な発現により、除草剤グリホサートに耐性を

持つ。しかしながら、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

て競合における優位性を高めるとは考え難い。 

  以上より、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 

  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、改変CP4 EPSPS蛋白質を産生するが、当該蛋白質が有害物質である

とする報告はなく、既知の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。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、改変CP4 EPSPS蛋白質は基質特異性が高いため、当該蛋白質が

宿主の代謝系に影響を及ぼし、新たな有害物質を産生する可能性は極めて低いと考えら

れた。移入されたFAD2-1A遺伝子の断片とFATB1-A遺伝子の断片については、これら遺伝

子の断片によるRNAiによって本組換えダイズのFAD2-1A遺伝子とFATB1-A遺伝子の発現が

抑制されるのみで、これらが起因となり新たな蛋白質が産生されることはないと考えら

れた。 

  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検

討した結果、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に統計学的有意差は認めら



- 17 - 

れなかった。 

  以上より、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 

  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32,502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、交雑は

認められなかった。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、本組換えダイズの特性は種の範囲を超えるものでなく、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極めて低いと推測された。 

  また、本組換えダイズとツルマメが交雑した場合、その雑種は改変cp4 epsps遺伝子に

より、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
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を高めるとは考え難く、グリホサート耐性の形質を有する雑種が生じたとしても、その

雑種がツルマメの集団において優占化する可能性は低いと考えられる。 

  以上より、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、本組換えダイズを第１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。 

  ①②③のところは、先ほどと同様に直すことになると思います。 

○近藤座長 ただいま低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズについ

てご報告いただきましたが、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。 

 同様ですが、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７－１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

報告したいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 遺伝子組換えに著しい問題はないですよね。 

○佐藤委員 だと思います。 

 断片を入れてRNAiで抑制するというのは、そんなにたくさん入れているわけではないんです

けれども、そんなに変わったテクニックではないです。 

 あと、この場合は代謝をかなり意図的に変えているということで、その場合、特に発芽にか

かわる脂質の組成が変わっているので、それがどう影響しているかがポイントだと思うんです

けれども、それが多様性に影響を与えるような変化にはなっていない。 

○近藤座長 もともと脂肪酸の組成が違ってくるだけで、脂質の量を変えるということではな

いので、まあ妥当な結果でしょうね。 

○中川原委員 そうですね、植物体全体が小さくなりますね。 

○近藤座長 そういう意味では、やはりちょっと異常なのかな。 

○中川原委員 それと、RNAiが関与した系統ということで、ちょっと心配する声も聞こえたん

ですけれども、例えば、評価書27ページの表３で言いますと、分離比が左側に観測値、右側に

期待値ということで書いてありますけれども、たしかにＦ３世代の場合は、個体数全体が81の
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うち30対35対16ということで、１対２対１から外れているんですよね。かなり大きく外れてい

る。 

 ですからちょっとこれ、そういうRNAiの発現の関係性というものに関係しているのかなと最

初、私も思ったんですが、その後の世代のＦ４、Ｆ５とずっとたどっていきますと、分離比は

１対２対１とこの期待値にぴったり合致して、この系統は安定して確立していっていると読め

ると私は感じました。 

○近藤座長 Ｆ３は数が尐ないですしね。 

○中川原委員 尐ないといっても80ありますので……。 

○小野里委員 内容の問題ではないのですが、よくわからないので教えて下さい。ここに出て

くるインベーダー法というのはどのような方法ですか。 

○近藤座長 これは以前にも使われて申請がありまして、そちらでは割と詳しく記載されてい

たと思いますが、ここではされていないですかね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○小野里委員 例えば、８ページの27行目ですか、他にも出てくるんですけれども、どういう

方法なのか私には理解できないものですから。 

 ……いや、結構です。私も後で調べます。 

○佐藤委員 すみません、確認します。 

○近藤座長 評価にはかかわらないのでね。 

 他に、いかがでしょうか。 

 評価には関係ないんですが、私、脂肪酸に関する表現がいつも気になっているんですが、脂

肪酸の代謝というか、複合化もそうですけれども、これはグリセロールがくっついたグリセリ

ドの形で、その中で代謝が上がるんですね。脂肪酸が遊離して存在することはなくて、それは

非常に毒性が高いので、できたらそれはすぐ他のものと結合するということで、通常はグリセ

リンのようなものにくっついて生体の中に存在していたり、代謝の過程ではＣｏＡと結合して、

それがグリセリンとくっついて脂肪酸、アシル基を含むというような形で、遊離で代謝が行わ

れることはないんですね。 

 そういうことは評価書全体を見るとわかるんですけれども、一部だけ見ると脂肪酸のことし

か書いていないので、そこだけ見ると、あたかも遊離の脂肪酸の形で代謝しているように感じ

てしまうかもしれないんですが、そういうことはないんですね。いつも評価書の中でこの辺が

非常に誤解を与えるような表現になっていまして、今回も実はそんな気がするんですね。 
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 例えば、18ページの下から５行目の後ろのほうで「その結果、オレイン酸を持つジアシルグ

リセロールが多くつくられる」となっているんですが、多分それはその前の、種子の細胞中の

グリセリンにくっついているオレイン酸の量が高まるということで、その結果ジアシルグリセ

ロール中のオレイン酸の量が高まるんですね。そういうふうに書いてくれると誤解がないんで

すけれども、ここに書かれているような形になりますと、遊離の脂肪酸でずっと代謝がされて

いて、最後にグリセロールができてグリセリンにくっつくというふうに読めてしまうんですね。 

 ですから、特にこういう脂肪酸の形によって、脂質構成脂肪酸の形が変わるといろいろな害

が及ぶ、もともとの評価書のイントロはそういうことだと思うので、もともと遊離の脂肪酸は

毒物であるということは、やはり気にして書いていただきたいなと思います。 

 評価の結果には関係ありませんし、これまでもそこの部分はかなり問題のある書き方をされ

ていたので、今回もこれでいいとは思うんですけれども、今後、やはり一般の人が読んだとき

に、一般というか、多尐なりともこれがわかっている研究者が読んだときに「おかしいじゃな

いか」というクレームが来ないように、そこは今後、注意していただきたいというのが私の希

望なんですが、そういうふうにお願いしたいと思います。 

 他に、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これについても特に問題はないということでよろしいでしょうか。 

 それでは、先ほどと同じように報告のところで順番を変えて─ただ、順番を変えるとしま

しても、このままでいいかちょっと気になるところがありますので、もう尐し検討して、②の

ところに尐し…… 

○佐藤委員 そうですね、頭に説明を入れまして。 

○近藤座長 そういうふうに変えたいと思います。 

 それでは、ただいまの件につきましては、申請者から提出された低飽和脂肪酸・高オレイン

酸及び除草剤グリホサート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

す。 

 これにつきまして、事務局から申請者に伝えてください。 

 今日の案件については検討が終わりましたが、その他、事務局から何か報告ございますでし

ょうか。 

○作田技術安全室長 事務局からは、特にありません。 

○近藤座長 委員の方々、特にご発言ありますでしょうか。 
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 それでは、事務局にお返しします。 

○作田技術安全室長 本日は、ご熱心にご審議いただきまして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。 

午後２時３２分 閉会 


