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午後１時３０分 開会 

○作田技術安全室長 それでは、定刻になりましたので、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。 

 本日の委員の出欠でございますけれども、井出委員と矢木委員は所用により欠席とのご連絡

をいただいております。また、嶋田委員におかれましては、もうお出になっているということ

ですけれども、ちょっと遅れているようでございます。 

 また、次に、議事に入る前に総合検討会配布資料一覧、一番上に乗ってございますが、これ

に基づきまして本日の配付資料の確認をお願いしたいと思います。 

 なお、委員の皆様方には、本日検討いたします品目、乾燥耐性トウモロコシほか１件の評価

書を事前に送付させていただいておりますので、あわせてご確認いただきたいと思います。 

 こちらのほう、資料１、資料２－１、２と資料３－１、２、それから参考資料の１、２、３

とございます。不足しているものがございましたら、途中でも結構でございますので、事務局

まで申し出ていただければと思います。 

 また、傍聴の方々におかれましては、事前にお読み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 それでは、始めたいと思います。 

 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の専門的な見地からの検討が終了したものです。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。その後に、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、まず資料の１と右肩にございます１枚紙でございます。この

資料の１を見ていただきたいと思います。 
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 第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況でございます。本日は２件ございます。 

 １件目が乾燥耐性トウモロコシでございます。この使用の内容につきましては、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で

ございます。これまでの検討の状況でございますが、農作物分科会におきましては2011年、今

年の３月23日から４回の検討を経て、本日の総合検討会に付託するという状況にございます。 

 また、もう一件の審査案件でございますが、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤

グリホサート耐性トウモロコシでございます。こちらも先ほどと同様に、使用等の内容につき

ましては、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でございます。これまでの検討につきましては、農作物分科会におきまし

ては本年７月１日と８月５日、２回の検討を経てございます。 

 審査の状況は以上でございます。 

○近藤座長 それでは、乾燥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いて、佐藤委員より資料２に基づきご報告をお願

いいたします。 

 なお、検討の結果について事前に配付しました資料から修正を加えております。本日配付し

た資料をご参照ください。 

 では、お願いします。 

○佐藤委員 それでは、農作物分科会における検討の結果をご報告いたします。資料の２－１

をご覧ください。 

名称：乾燥耐性トウモロコシ（改変cspB,Zea mays subsp.mays（L.）Iltis）（MON87460, 

   OECD UI:MON-87460-4） 

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 

 本組換えトウモロコシは、大腸菌由来のプラスミドpBR322などをもとに構築されたプラス
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ミドPV-ZMAP595のT-DNA領域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 subtilis由来の改変CSPB蛋白質（改変低温ショック

蛋白質B）をコードする改変cspB遺伝子及び大腸菌のトランスポゾンTn5由来のNPTⅡ蛋白質

（ネオマイシンフォスフォトランスフェラーゼⅡ）をコードするnptⅡ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ELISA分析により確認されている。 

（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した例は報告されていない。 

 改変cspB遺伝子は様々な環境ストレスに対する耐性を付与することが報告されている。本

組換えトウモロコシが乾燥ストレス等の環境ストレスに対し耐性を示すか否かについて、

2010年に米国の温室及び人工気象室において調査が行われた結果、本組換えトウモロコシは

乾燥ストレスに対し耐性を有するものの、低温、高温、塩ストレスに対して耐性を有すると

は考え難いと判断された。 

 また、2010年に我が国の隔離ほ場において競合における優位性に関わる諸形質を調査する

ため、本組換えトウモロコシ及び対照の非組換えトウモロコシを、灌漑を行う条件及び灌漑

を行わない条件で通常の栽培管理をする試験が実施され、さらにその自生能力の調査のため、

栽培管理を行わない試験も行われた。 

①通常栽培で灌漑を行う試験の結果 

 開花期は本組換えトウモロコシが７月30日、対照の非組換えトウモロコシが７月31日であ

り、違いが認められた。しかし、その差は１日であるため、競合における優位性を高めるも

のではないと判断された。 

 また、適温条件下の生育段階は、人工気象室に移動後４日目において、本組換えトウモロ

コシが3.6葉期、対照の非組換えトウモロコシが3.3葉期であり、移動後８日目において、本

組換えトウモロコシが4.5葉期、乾燥重が2.8g、対照の非組換えトウモロコシが4.1葉期、乾

燥重は2.4gで、それぞれ統計学的有意差が認められた。しかし、認められたこれらの差はわ

ずかであり、同時期に調査した生育初期における低温耐性試験の他の項目に統計学的有意差

が認められなかったことから、認められた差異が競合における優位性を高めるものではない

と判断された。 
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②通常栽培で灌漑を行わない試験の結果 

 着雌穂高の平均値について本組換えトウモロコシが99.2cm、対照の非組換えトウモロコシ

が91.8cmであり、統計学的有意差が認められた。しかし、着雌穂高において認められた差異

は小さく、この程度の差が競合における優位性を高めることはないと判断された。 

 開花始めは本組換えトウモロコシが７月30日、対照の非組換えトウモロコシが７月31日で

あり、違いが認められた。しかし、その差は１日であるため、競合における優位性を高める

ものではないと判断された。 

 また、種子の生産量の調査項目のうち、総有効雌穂数の平均値は本組換えトウモロコシが

9.00本、対照の非組換えトウモロコシが6.50本であり、雌穂長の平均値は本組換えトウモロ

コシが16.46cm、対照の非組換えトウモロコシが15.11cmであって、一穂着粒数の平均値は本

組換えトウモロコシが249.85粒、対照の非組換えトウモロコシが159.88粒で、それぞれ統計

学的有意差が認められた。 

③栽培管理を行わない試験の結果 

 雑草の繁茂、無施肥による栄養分の欠乏、乾燥ストレス、害虫による食害等によって、本

組換えトウモロコシは全33調査個体中18個体が枯死し、合計有効雌穂数は９本のみ、対照の

非組換えトウモロコシは全33個体中26個体が枯死し、合計有効雌穂数は２本のみであった。

そのため、試験結果について統計処理は行われなかった。 

 また、種子の生産量の調査項目のうち、総有効雌穂数の平均値は本組換えトウモロコシが

3.00本、対照の非組換えトウモロコシが0.67本であり、一穂着粒数の平均値は本組換えトウ

モロコシが38.46粒、対照の非組換えトウモロコシが19.13粒で、それぞれ違いが認められた。 

 ②の通常栽培で灌漑を行わない試験の結果、種子の生産量が本組換えトウモロコシで対照

の非組換えトウモロコシよりも多かったのは、例年と比べ尐雤高気温で、特に後期栄養生長

期から収穫にかけての降雤が減尐した乾燥ストレス条件のもと、本組換えトウモロコシに付

与された特性によるものと考えられた。また、③の栽培管理を行わない条件下においても、

本組換えトウモロコシは付与された特性により、対照の非組換えトウモロコシと比較し種子

の生産量が多いことが確認された。 

 一方、本組換えトウモロコシの生存能力は対照の非組換えトウモロコシと同様に、③の栽

培管理を行わない条件下では、①、②の栽培管理を行う条件下と比べ、著しく低下している

ことが確認された。さらに、本組換えトウモロコシは、乾燥ストレス以外の低温、高温、塩

ストレスに対して、対照の非組換えトウモロコシと同様に耐性を有していないことが確認さ
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れており、越冬性、脱粒性及び休眠性において、対照の非組換えトウモロコシとの間に差異

は認められなかった。 

 これらの結果から、本組換えトウモロコシは乾燥ストレス以外のストレス耐性能において

従来のトウモロコシ品種と同等であり、我が国の自然条件下での自生能力は従来のトウモロ

コシ品種と比べて高まっていないと考えられた。 

 したがって、我が国の自然条件下において本組換えトウモロコシが複数世代にわたって自

生したり他の植物を駆逐したりすることは考えられず、その競合における優位性は従来のト

ウモロコシ品種を上回ることはないと判断された。 

 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、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、有害物質の産生性は報告されていない。 

 本組換えトウモロコシは改変CSPB蛋白質及びNPTⅡ蛋白質を産生するが、いずれの蛋白質

についても既知アレルゲンと構造的に類似性のある配列を有さないことが確認されている。 

 改変CSPB蛋白質は、乾燥などのストレス条件下でRNA上に形成された２本鎖を解消するこ

とによりRNAを安定化させ、細胞機能を正常な状態に保つように働いていることが示唆され

た。そのため、宿主の持つ代謝系を変化させることはないと考えられ、宿主の代謝系に作用

して有害物質を産生するとは考えにくい。また、NPTⅡ蛋白質が有害物質であるとする報告

はない。 

 改変CSPB蛋白質及びNPTⅡ蛋白質はそれぞれ異なる作用機作を有していること、NPTⅡ蛋白

質は基質特異性が高いこと、改変CSPB蛋白質はNPTⅡ蛋白質の基質となるようなアミノグリ

コシド系構造を有さないことから、これら蛋白質はそれぞれ独立して作用していると考えら

れ、植物体内において相互に影響する可能性はないと考えられた。実際に、2006－2007年に

チリの３カ所のほ場において通常の水分条件及び乾燥ストレス条件下で本組換えトウモロコ

シと対照の非組換えトウモロコシを生育させ、植物体及び収穫種子の構成成分を調査した。

その結果、いくつかの項目で統計学的有意差が認められたが、いずれの値も同時に調査を行

った12種の商業栽培品種の範囲内であった。そのため、本組換えトウモロコシに導入された

改変CSPB及びNPTⅡ蛋白質により、トウモロコシに新規の代謝系が生じたり、新たな代謝産
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物を産生したりすることはないと考えられた。 

 2010年に我が国の隔離ほ場において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌され

他の植物及び土壌微生物に影響を与えるもの、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、本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコシとの試験区の間に統計学

的有意差は認められなかった。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産出性に起

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等は特定されなかった。 

 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、本組換えトウモロコシ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。 

 ただいまご報告いただきました分科会の検討結果、資料２－１ですが、これのうち、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、総合検討会の審議の後、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、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○武田委員 ここに書いてあることは、要するに申請書に書いてあることを我々がどう確認し

たかという、そういうことなんですね。 

○近藤座長 はい。 

○武田委員 だからここに書いてあることは我々として承認したというか、コンファームした

という意味合いになると思うんですけれども、そういう意味でちょっと気になったのは、２ペ

ージ目に幾つか形質について平均値が示されていますね、前半から中段ぐらいのところで。例
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えば雌穂長の平均値は16.46センチ、対照の非組換えトウモロコシが15.11センチというような

数字が幾つかあるんですけれども、これはやっぱりどう考えても有効数字がこんなにあるとは

思えないので、私はこれを見たときに非常に違和感があって、やっぱりせいぜい平均値をとっ

たとしても小数１桁だろうという感じがしました。 

 ですから、申請書にどういうふうに書いてあるかというのはまあいいんですけれども、我々

がコンファームしたという意味では、粒数が159.88粒なんていう、末尾の８に意味があるとは

到底思えないので、もし可能ならばもう１桁丸めていただいたほうが、私としてはしっくりす

るんですけれども。 

○近藤座長 有効数字はいつも記入されていますね。 

○武田委員 申請書のほうはいいと思うんです。それまで直せとは言わないんですけれども、

我々がオーケーしたという文書のところではちょっと困ると申し上げたいんですけれども。細

かいことではあるんですけれども。 

○近藤座長 これは修正するに当たって、たかだか小数点以下１つということですけれども、

それでも多いですよね。 

○武田委員 約15センチぐらいでいいんだと思うんですけれども。 

○近藤座長 そうですね。 

○佐藤委員 まあ小数点１桁で。 

○中川原委員 計算しましたということにしておけばいいんじゃないですか。 

○近藤座長 じゃ、16.46は16.5、それから15.11は15.1、その下は249.85とか159.88ですけれ

ども、小数点は要らないんじゃないかと思うんですが。３桁あれば十分じゃないかと思うんで

すけれども。 

○武田委員 それでも有効数字３つですからね。十分だと思います。 

○近藤座長 じゃ、249.85は250、それから159.88は160としたらいいと思います。 

○佐藤委員 同じようにほかのも直すということでよろしいでしょうか。 

○近藤座長 せいぜい３桁ですね。 

○佐藤委員 そうですね。有効数字３つあれば十分だと思います。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○小野里委員 参考までにお聞きしたいんですけれども、今回組み込んだ蛋白というのは、Ｒ

ＮＡの二次構造を戻して機能させるということなんですけれども、もともと二次構造をとって

機能している、例えばトランスファーＲＮＡとかその他の酵素的な働きをするＲＮＡに対して、
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今回組み込んだ蛋白が影響を与えないのかどうか。十分水分を与えた条件では対照と差がない

から影響はないだろうと思うんですけれども、その辺、この蛋白がそういう、もともと植物自

身が立体構造というか、二次構造をとりながら機能しているＲＮＡに対してどんな働きをして

いるのか、その辺、もしわかったら教えていただきたいと思うんですけれども、どなたか。 

○佐藤委員 恐らく影響を与えていないと思うんですけれども、確実にそういう話があるかど

うかちょっとわからない。一般的には変性したＲＮＡに対して作用するということだと思いま

す。 

○近藤座長 入れたものが微生物の遺伝子なので、植物のものでしたらば植物のほうの整理に

なっていくと思うんですけれども、多尐その辺は気になるところではあると思います。 

 ただ、これはそんなに効いていないといいますか、これは乾燥耐性だけ出ていますけれども、

本来、低温ストレスに対する効果のあるものとしてとらえているものですので、いろんなとこ

ろに効果があっていいはずなのが、たまたま乾燥をしているだけじゃないということで、あま

りユニバーサルに効いていないということは、むしろその場合にはプラスしているんじゃない

かと思うんですが、あまねく聞くと、確かに今おっしゃったようなことが起こる可能性はある

と思います。 

○小野里委員 良好な条件では特にこれが収穫が落ちるとか草丈が低くなるとか、そういうこ

とはないから、多分全然ほかの、もともともって二次構造をとるところには影響を与えていな

いんだろうなとは思うんですけれども、その辺の区別がどうなっているのかなと思いまして、

参考までにもしわかったら教えていただきたいと思って質問しました。 

○近藤座長 今のようなお話に関しては、植物ではそんなにわかっていないみたいですか。 

○佐藤委員 そうかもしれませんね。多分論文に書いてあるとは思うんですけれども、これは

植物ではないと思うんですけれども、基本的にはメッセンジャーＲＮＡに作用するということ

だと思いますが、それ以上はごめんなさい。ちゃんと論文に当たらないと。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 分科会のサマリーについては大体これでいいのかなと思うんですけれども、申請

書のほうにちょっと苦言があるんですが、よろしいですか。 

 これも細かいことといえば細かいんですけれども、冒頭１ページ目に作物名があるんですが、

トウモロコシのコーン、これは固有名詞で出てくるんですね。大文字で出てくるんです。これ

はやっぱりちょっとみっともないと私は思います。小文字でよろしいんじゃないでしょうか。 

○小野里委員 何ページですか。 
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○武田委員 １ページです。冒頭です。和名、英名及び学名のところです。 

 ついでに言えばもう一つのほうも、同じモンサントから出ているということなんですけれど

も、もう一つのほうも大文字のＣになっています。小文字のｃでよろしいと思います。 

○近藤座長 ひょっとしたらワープロのほうが。 

○武田委員 多分そうですね。本体がそうなっているならぜひ直しておいていただいて。 

 それから、３ページ目の10行目、発芽のことなんですが、どのぐらい水を吸ったら発芽する

かというのは、情報として「デント種の場合は」とデント種に限定した言い方をしているんで

すけれども、そもそもトウモロコシはデントだろうとフリントだろうとポップだろうと、ポッ

プは尐し違うかもしれませんけれども、そんなに違うとは思えないので、言挙げて「デント種

の場合は」と言う必要は多分ないので、もしそれを言うんだったらほかのほうはどうだという

のも言っていただかないといけないというので、ここもちょっと作物屋としては気になったと

ころでした。 

 それから、21ページの乾燥耐性の組み込んだ遺伝子がどういうふうに働いたか、統計的に有

意に働いたということが、５行のあたりにプロバビリティー５％で有意差があったと言ってい

るんですけれども、実は前のページでは３つの環境で評価していて、そのうちの１つでは有意

差が出ていないんです。そのデータは伏せた上で、有意差の出た２つだけについて解析して有

意差があったと言っているのは、これは非常に都合のいい議論なんで、直せとは言いませんけ

れども、ちょっと注意して読みたいところだなというふうに思いました。 

 こういうふうに、たくさん実験をやって都合のいいデータを取り上げると、非常にきれいな

報告が書けるという危険性がありますので、あえて指摘というかクレームしておきます。 

○近藤座長 ここのところはたしか、なぜそういう乾燥耐性が起こるかということを調べよう

ということで、あえて差の出たものについて議論するということが書いてあったと思うんです。

ですから、意図的といえば確かに意図的なんですけれども、差が出ていないものに関しては省

かないとそれがわからないというふうにやってあるので、ここはいいんじゃないかとも思うん

ですけれども。 

○武田委員 ３つのうち１つは失敗作として使わなかったと。 

○近藤座長 失敗ということじゃないと思うんですけれども、違いが出る原因を調べようとい

う場合に違いが出なかったものを使うのは、モデルがわからないからということで言っている

ので、それは構わないんじゃないかと思うんですが。 

○武田委員 いずれにしてもユニバーサルにこの遺伝子が耐乾性に働いているんじゃないとい
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うことを、我々として認識しておけばいいのかなとは思います。 

 それとも関連するんですけれども、乾燥耐性の評価というのは我々がやる場合でも非常に難

しい実験なんですけれども、この場合も、私は非常に問題があるなと思って見ていたのは、別

添資料の16に非常に克明にどういうふうに水をやったかという、別紙の１のグラフに非常に克

明な記載があるんです。この年はうまいことに８月以降ほとんど雤が降らなくて、乾燥ストレ

スをかけるには非常にいい条件だったというふうに言っています。このグラフでもそれがきれ

いに赤線で見えます。問題はコントロールというか、乾燥区に対して湿潤区のほうなんですが、

これは非常にきれいに青のラインが上がっていますね。これはどうやっているかというと、毎

日３ミリぐらいずつの降水量に相当する湛水をしているんです。 

 そうするとどういうことが現場で起こっているかというのは、皆さんすぐ想像がつくと思う

んですけれども、このウエットの圃場は常に表面がぬれているんです。これはガーデニングを

やるときのビギナーが常に失敗するところで、水というのは乾いたらたっぷりやると。いつも

ちょこちょこスズメの涙みたいにしておくと、表面だけが湿って肝心の根底に水が行かないん

です。 

 だから、これも多分１週間に１回ぐらいまとめて、例えば20ミリぐらいになりますか、その

ぐらいをやると根底まで水が入っていくかと思うんですけれども、この水のやり方は一見いい

ようで実は非常に問題があって、そういう実験から出てきたデータで物を言っているんだとい

うことは、やっぱり作物屋としてちょっと指摘しておきたいなと思ったところです。 

○近藤座長 これは今後に生かしてほしいということで。 

○武田委員 そういうことですね。ですから、いずれもこの報告書を訂正しろというほどのも

のではないんですけれども、気になった点を申し上げておきます。 

○近藤座長 最初のほうにご指摘になったところは、どこでしたでしょうか。 

○武田委員 70％の含水率は３ページの10行目です。これは言わなくてもいいと思うんですよ

ね。大体イネ科のデント種子というのは、大体このぐらいの水を吸うと発芽し始めますから、

トウモロコシに限らず。 

○近藤座長 ここは特に何か言わないと困るようなことではないですね。 

○武田委員 ないと思いますね。限定するんだったら何かあるのかという感じですからね。 

○近藤座長 除いてしまったらいい。 

○武田委員 除いたほうが私はいいと思います。 

○中川原委員 この文献ではデント種しか扱っていないんですよ。だから全部省いてもいいと
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思うんですよね。 

○武田委員 そうですね。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。こういう申請案件は初めてなわけで、非常に重要な

問題を含んでいると思うんですが。 

○武田委員 これはいわゆる栽培管理を行わない処理というのは初めてのケースでしょうか。 

○近藤座長 そうですね。 

○武田委員 これはデータとしては非常におもしろく拝見したんですが。 

○佐藤委員 非常に有効だということがわかりました。 

○武田委員 菜種なんかでもやってみる必要があるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱ

り作物屋として１つだけ物足りなかったのは、栽培管理で、栽培って何かというと結構難しい

んです。種まきから施肥、除草、そして収穫というふうにいくわけですけれども、この実験で

は一番肝心なスタートの播種の段階は、普通に種をまいているんです。これは本当は種を散播

してちょっと踏み荒らす程度の、そういうことをしておけば、非常に自然に起こっていること

と近くて、惜しいことをしたなと思っていたんですけれどもね。あと、除草もしていませんし、

薬もつけていませんし。 

 ただ問題は、尐なくとも数個体は生き残っているんですよね。そいつがもう一回落ちたとき

にどうなるか。冬の間に死ぬということは別なことで証明しているんだけれども、播種の段階

が１つもったいないなという感じがしました。もし今後そういう仕事が続くようなことがある

んだったら、栽培というのは何なのかというと、実は一番肝心なのは種まきかもしれないです

ね。そのこともちょっと指摘しておきます。 

○近藤座長 こういう乾燥とかのいわゆる環境ストレス耐性については、自然条件下で生き残

るかとかが重要な問題なので、そこはこれから増えてくると思うんです。その場合にやっぱり

今ご指摘のあったようなところまで含めて実験をやられれば、自然界におろしたときにどうな

るかということがはっきりすると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 非常につまらないことなんですけれども、19ページの表４のタイトルが「土壌水分を制限し

た条件下」、これは「における」が抜けて、左側と同じように「における」を入れることにな

るだろうと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかに大きな問題はないということで、総合検討会としての意見を取りまとめた
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いと思います。 

 申請者から提出された乾燥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

判断いたしますけれども、一部表現に不適正な部分がありますので、そこを修正した上で、総

合検討会では承認ということにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から申請者に対して連絡をお願いします。 

 それでは、続きまして、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤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いて佐藤委員より、資料３に基づきご報告をお願

いいたします。 

 なお、これも同じなんですが、事前に配付した資料から一部修正が加えられておりますので、

その点ご注意ください。お願いいたします。 

○佐藤委員 それでは、農作物分科会における検討の結果をご報告いたします。資料３－１を

ご覧ください。 

名称：除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（改変

cp4 epsps,Zea mays subsp.mays（L.）Iltis）（MON87427,OECD UI:MON-87427-7） 

第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための栽培、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 

 本組換えトウモロコシは、大腸菌由来のプラスミドpBR322などをもとに構築されたプラス

ミドPV-ZMAP1043のT-DNA領域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、e35Sプロモーターによって制御されるアグロバクテリウムCP4

株由来の改変CP4 EPSPS蛋白質（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
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確認されている。また、これら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ウエ

スタンブロット分析により確認されている。 

（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した例は報告されていない。 

 2010年に我が国の隔離ほ場において、本組換えトウモロコシ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、収穫期の地上部重の平均値について、本組換えトウ

モロコシが0.72kg、対照の非組換えトウモロコシが0.78kgであり、統計学的有意差が認めら

れた。しかし、認められた差はわずかであり、同時期に調査した形態及び生育の特性並びに

種子の生産量における他の項目で統計学的有意差や違いが認められなかったことから、認め

られた差異が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。 

 また、2008年に米国ほ場で実施された栽培試験の花粉の調査項目のうち、花粉の稔性率に

ついて、本組換えトウモロコシが99.7％、対照の非組換えトウモロコシが98.9％で、統計学

的有意差が認められた。しかし、本組換えトウモロコシ及び対照の非組換えトウモロコシの

花粉の稔性率はどちらも高く、その差は１％未満であり、本組換えトウモロコシの値は商業

栽培品種４品種の平均値の範囲よりわずかに高い程度であったことから、花粉稔性率におい

て認められた差異が競合における優位性を高めるとは考え難い。 

 本組換えトウモロコシは、除草剤グリホサートによる雄性不稔を誘発するため、改変cp4 

epsps遺伝子の発現がe35Sプロモーターによって制御されている。このため、本組換えトウ

モロコシの改変CP4 EPSPS蛋白質は、タペート細胞及び小胞子においては発現しないかある

いは発現しても微量であるのに対し、栄養組織及び雌性生殖組織においては除草剤グリホサ

ート耐性を付与するのに十分な量を発現している。しかし、除草剤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除草剤グリホサート耐性であることが競合におけ

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、有害物質の産生性は報告されていない。 
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 本組換えトウモロコシは、栄養組織及び雌性生殖組織において除草剤グリホサートに耐性

を持つ改変CP4 EPSPS蛋白質を産生するが、当該蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似性

のある配列を有さないことが確認されている。また、改変CP4 EPSPS蛋白質は芳香族アミノ

酸を生合成するためのシキミ酸経路を触媒する酵素蛋白質であるが、本経路における律速酵

素ではなく、EPSPS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の濃度が高

まることはないことが確認されている。 

 我が国の隔離ほ場において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌され他の植物

及び土壌微生物に影響を与えるもの、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、本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコシとの試験区の間に統計学的有意差

は認められなかった。 

 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。 

（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等は特定されなかった。 

 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、本組換えトウモロコシ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。 

 ただいまご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、総合検討会の審議の後、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。ご質問、ご意見等お願いいたします。 

○武田委員 １ページの後半に４カ所ほど稔性率という言葉が出てくるんですけれども、稔性
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というのは英語でfertilityですけれども、これはパーセンテージで示されますけれども、だ

からといって稔性率とは言わないんです。申請書がそうなっているのでそれに引きずられたん

だと思うんですけれども、「稔性」に直していただきたいと思います。 

○近藤座長 「率」を除くということ。 

○武田委員 「率」を除くということです。 

○中川原委員 あるいは僕も、インターネットで調べたり文献を調べたり辞書で調べましたけ

れども、やっぱり稔性率という言葉はないんですよね。ですから、それにかわるものとしては、

稔性とするか、稔実率とするか。稔実率のほうが申請者のほうの書き方としては近いかなとい

うふうに思いますけれども、同じですね。 

○武田委員 ただ、花粉だから稔実ではない。稔実かな。稔実というとシードの感じになりま

すよね。 

○中川原委員 使いますよね。 

○武田委員 pollen fertilityというのは花粉稔実、花粉稔性。いずれにしても稔性率という

のは。 

○中川原委員 申請者の表には「稔性（％）」という、そういう表現もあるんです。 

○近藤座長 ここではもう稔性でいいんじゃないでしょうか、統一して。 

○中川原委員 稔性と言ったほうがいい。報告書としても。 

○近藤座長 はい。この検討会の報告としては稔性を使うというふうに。 

○嶋田委員 細かいことですけれども、その同じ箇所のところ、99.7％と98.9％の間の差、

「その差は１％未満であり」と書いてあるんですけれども、こういったゼロから100までの区

切りがあるようなパーセンテージのような場合には、例えば変数変換で逆正弦変換とかをやる

と、結構98.9と99.7の間は大きな差があって、パーセンテージで見ると１％未満のように見え

ますけれども、統計的には大きな差なんです。だからこういうふうにわざわざ書かないほうが

いいような気がします。 

○武田委員 おっしゃるとおり、どういう比較をして有意差があったとかなかったとか言って

いるが、それが書いていないんですよね。確かに95％以上とか５％以下というのは、変換する

とものすごくすっきりしてきますから、どういう検定をしたかで随分話が違うんですね。 

○佐藤委員 「その差は１％未満であり」というのを取るということで大丈夫ですか。 

○近藤座長 これを取ったらどうでしょうかね。私もこの１％というのは気にはなっていたん

ですよ。 
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○嶋田委員 あとそれから、ここのところ、例えば評価書の表４のようなデータというのは見

せなくてもいいんですか。 

○佐藤委員 何ページですか。 

○嶋田委員 25ページです。グリホサート散布による場合と、それから無散布、それからどの

時期に散布したかで１回だけやった場合と３回やった場合にして、いろいろと花粉稔性が３回

やると落ちるとかそういうふうなことが、ちゃんとデータとして出ているんですけれども、こ

ういうのはここでは出さなくてもいいんですか。 

○近藤座長 これはうまくいっているということなんですが、ここだと生物多様性の評価なの

で、これは書かなくてもいいんじゃないかと思うんですが。 

○嶋田委員 確かにそういう意味では生物多様性への影響とかいう問題ではないとは思います。

ただ、わざわざタイトルがグリホサート誘発性雄性不稔と書いてあるわけですから、その現象

としてはどんなふうなものが起こってくるのかというふうなことは、どこかにサマリーとして

書いた上で検討したというふうな事実を記しておくのがいいかなと思ったんですけれども。 

○近藤座長 この検討の結果の書き方がいつも気にはなるんですけれども、そういう項目がな

いんですよね。いきなり多様性影響に入っちゃうんです。だから、本来これがつくったものは

どういうものであるかというところを、もう尐し書く場所があってもいいような気がします。 

○嶋田委員 ですね、確かに。 

○近藤座長 いつも書かないんですよね。 

○佐藤委員 書くとすると、（１）の前のところの何行かあるので、そこに書くことです。遺

伝子の機能が書いてあって、その後でそれがどういう形質をもたらすかというのは、書くなら

そこに書くしかないと思うんです。 

○近藤座長 そうですね。評価の結果ということじゃないので。 

○嶋田委員 確かに違いますね。 

○近藤座長 だからどこかに書く場所があったほうが、そうするとこの結果だけ読んでもどう

いうものかはわかりますよね。これだとどういうものになるかというのはわからないんですよ

ね。 

○佐藤委員 この遺伝子のことに関する記述を加えたわけですから、さらにもう一歩進んで、

もう尐し要るかもしれない。確かにそうかもしれない。 

○近藤座長 そうですね。 

○嶋田委員 開発者が意図したことがきちんと、つまり意図しないことが起こっていると困る



- 17 - 

わけですから、意図したことがちゃんとイベントとして、そういうふうにして現象として現れ

てきていることを確認して、それで１番のいろんな競合における有意性とか、そういう話にな

っていくんだろうと思うんですけれども。 

○近藤座長 そうですね。これはいつも意図したことがうまくいっているということを前提に

書かれているんですよね。 

○嶋田委員 そうですね、確かに。 

○近藤座長 それを確かに確認しなきゃいけないので、分科会その他ではそれはいつも議論は

しているんです。ですからどこかにまとめて書く場所があってもいいと思われるので、今度の

分科会で検討したらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○武田委員 確かにそうですよね。除草剤として普通に承認されておるものが、実はpollen 

killerとしても使えるということがコンセンサスになるまでは、言っていたほうがいいという

ことですよね。コンセンサスになったらもういいのかもしれないけれども、それほど世の中で

コンセンサスになっているわけでもないですよね、除草剤がpollen killerになっているとい

うのは。 

○近藤座長 そういうことを書いたといってもそんなに長くなるわけじゃないですよね。 

○武田委員 理解はいきやすくなりますよね。 

○佐藤委員 これはこのプロモーターの特性によっているので、プロモーターをわざわざ特定

して書いていて、これによってこういうことになっているんですけれども、確かに付与された

記述は書くようにしたほうがいいですね。これからもうちょっと検討したいと思います。 

○近藤座長 これはプロモーターの特性でこうなっているということを書いていないんですよ

ね。 

○佐藤委員 そうですね。後のほうに書いてあったと思います。 

○武田委員 ちょっとおもしろいケースですからね。 

○佐藤委員 ２ページ目の頭のところには書いてありますね。 

○嶋田委員 そうですね。１ページ目の終わりから２ページ目の頭にかけて。 

○武田委員 これはやっぱりこの場合も含水率の話が３ページの14行目にあるんです。「デン

ト種の場合は」という。これも要らないかなという。 

 それともう一つ、これはちょっとまずいなと思ったのは37ページの２行目、申請書ですが、

これは欠落があるんじゃないですか。「使用経験が、これまでトウモロコシが自然条件下で」、

ここですね。ここに欠落があるような気がするんです。 
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○近藤座長 １行多分抜けていますね。 

○佐藤委員 「使用等の実績があるが」という。 

○武田委員 何か多分、欠落があると思います。 

○佐藤委員 「等の実績があるが」だと思います。多分それが抜けている。 

○武田委員 それと本文の申請書ですが、20ページの表２、カイスクエア検定をやって一応き

れいに１対１あるいは３対１に分離しているというふうにしています。このとき、説明による

と、一番上は３つ、その次は２つ、最後は６つのサブポピュレーションをぶち込みにして計算

しているんです。 

 カイスクエア検定というのはサンプルサイズで精度が変わってきますし、一番問題なのは、

検査があったときに幾つか足し算すると検査が相殺して、期待値に過剰に近くなるということ

が起こり得るので、むしろこれはサブサンプルでカイスクエア検定をして、いずれも５％水準

で適合したとか、あるいは中にはちょっと外れるのがあったとか、そういうふうに言ってもら

うほうがいいので、最初から丸めてしまうというのは問題があるというふうに指摘しておきま

す。特に６つも丸めてしまうと、個々のケースでは過尐の集団と過多の集団があっても、全体

としてうまく３対１になっちゃうということが起こるわけですよね。だからもちろん意識的に

やっているとは思わないんですけれども、せっかく幾つかのポピュレーションがあるのならば

それを示したほうが、データとしてははるかに説得力があるだろうというふうに思います。 

○近藤座長 この場合の、ほかの普通に我々が何か実験したときのデータの扱いと同じかどう

かよくわからないんですけれども、普通、実験などの場合に実験１、実験２、実験３とか書い

てあって、その中でプロムはこうなっているとか、あるいはそうじゃないものがあるとか、そ

んなことを書くと思うんですけれども、そういった似たような感じですべてについて書いたほ

うがいいということにしましょうかね。実験結果の表現の仕方ということを。 

○武田委員 これは遺伝的な背景が多尐とも違うと、均質な集団というふうに考えられない場

合もあるわけですね。特にいろんな遺伝子をここに放り込んでいるわけですから。そういう意

味では、全部並べたほうが説得力があると思います。普通の分離比の検定だって全部最初から

ぶち込むということはしないですよね。 

○中川原委員 普通は１個体の親からのやつをずっと並べて、そして合計というので判断する

というのが普通ですよね。前の２つは２個体ずつの親だったし、６個体もその続きかなと思っ

て、このままじっとしていたんですけれども。 

○近藤座長 データの表し方、表現の仕方として全部書いたほうがいいだろうと。それをまた
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表の中でまとめて構わないけれども、全部出したほうがいいだろうということですね。 

○中川原委員 そうですね。結局、ポピュレーションが結構大きいんですよね。大きくなって

いるから、６個体の親の場合。その中身を知りたいなという、だんだんそういう気にはなるん

ですよね。 

○武田委員 ２番のはカイスクエアはゼロでしょう。偏差はないんですよね。偏差がないとい

うことは要するに有意性検定しなくてもいいという話になるわけで。だけれども、これは２つ

それぞれ違うはずなんですね、２つをそれぞれに評価すれば。 

○近藤座長 そうですね。ゼロはいつも気になりますね。結局みんなまとめていたりしますよ

ね。 

○武田委員 そうなんですよ。 

○近藤座長 今回のこれはこれでいいということで。 

○武田委員 はい、結構です。もしこれが３対１なり１対１にならなかったとすると、そこは

詮索しないといけなくなってくるんですが、この場合は結果的に適合しましたから。 

 以上です。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

 今回は、これはトウモロコシなので、自生する可能性もないですし、特に問題になるとはっ

きりわからない部分が多いんですけれども、つくられたものも特に問題はないと。よろしいで

しょうか。 

 あとは、検討の結果の書き方について、たしか先ほど指摘されたことは、今まで振り返って

も、全体の遺伝子でどうなるか、どこかに書きたいということがあって、今回は２ページの事

例の一番上に書いてあるんですけれども、どこかに無理やり入れているんですよね。入れる場

所を探していたところがあって、非常に読みにくくなっている部分もあると思うので、ちょっ

とまた検討を。 

 この件についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に大きな問題があるようには見

えなかったんですが。 

○武田委員 申請書そのもののフォーマットに、導入される遺伝子の期待される働き、機能み

たいなものを入れるということになると、大分難しいんでしょうね。申請書のフォーマットの

変更ということになると。 

○佐藤委員 申請書には書いてあると思います。 

○武田委員 そうすると、分科会のときにそれが問題になるんだよね。 
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○佐藤委員 そうなんです。項目がないというので。 

○中川原委員 確かに項目がないですよね。 

○近藤座長 ただ、評価書のほうも尐し難しくて、遺伝子の性質について書く場所があって、

その結果どうだということを書く場所はないんですよね。 

○武田委員 確かに項目がないですね。サービスとして書いてあるような感じで。 

○近藤座長 そうです。遺伝子の性質の中に一緒に書いてあるだけで、項目はないんですよね。

それにのっとって、こちらのほうもその項目がないというふうになっているかと思いますが、

尐し検討したいと思います。 

 よろしいですか。 

 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除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤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。 

 前のと同じところもありますが、尐し表現のところで気になる箇所がありましたので、そこ

は修正をしていただきたいと思います。 

 それでは、事務局から申請者に対してご連絡をお願いしたいと思います。 

 それでは、そのほかの報告事項等はありますでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 それではここで、お手元のほうに参考資料３というのをご用意い

ただければと思います。 

 参考資料３、評価書の修正ということで１、２、３、４と４件ございますが、２、３、４は

同じ修正でございます。 

 まず１番の除草剤ジカンバ耐性ダイズですが、１枚めくっていただきますと、既に承認が平

成22年６月11日で承認されているものにつきまして申請者の方が見直した結果、誤りとして

「従来ダイズ品種」、そこの下線部のところですが、「dmo遺伝子を持たない従来ダイズ品種

と交配して」と書いてありますが、正確には「改変dmo遺伝子を持たないダイズ品種と交配し

て」というように、修正がされるべきであったという報告がありました。 

 続きまして、もう１ページめくっていただきまして２、３、４は、それぞれ承認は別ですが、

修正の内容といたしましては、そこにありますとおり、誤りのほうが、３行目あたりですが、

「広島県８地点、秋田県15地点」となっておりますが、これは論文上は「秋田県９地点」の誤

りであったということです。 
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 また、お尻のほうですが、「３地点で発見された」、誤りは「11個体」ですが、これも論文

では「12個体」であったというような、申請書等の概要に誤りがあったので報告をしますとい

う報告がありましたので、ご報告をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○近藤座長 よろしいでしょうか。 

 そのほか、今日の点について何か、委員の皆さんありましたでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 それでは、今日の議事は終了しますので事務局にお返しいたします。 

○作田技術安全室長 本日は、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。 

 傍聴の方々におかれましては、会議室から速やかにご退場いただきますようによろしくお願

いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

午後２時３０分 閉会 

 


