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午後１時３０分 開会 

○鈴木技術安全室長 では、先生方おそろいでありますので、ただいまより生物多様性影響評

価検討会第５回総合検討会を開催したいと思います。 

 本日は、ご多忙の中先生方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。 

 出欠でございますが、本日は、矢木先生が所用によりご欠席とのご連絡をいただいておりま

す。 

 次に、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 まず、議事次第、それから、配布資料一覧、検討会委員名簿、座席表がございます。その次

に、右上に資料のナンバーが付してございますが、資料の１、資料の２－１、資料の２－２、

資料の３－１、資料の３－２、資料の４－１、資料の４－２、資料の５－１、資料の５－２、

資料の６－１、資料の６－２、資料の７－１、資料の７－２がございます。その下に、参考資

料として、参考資料の１、２という形で準備させていただいておりますが、もし抜けているも

のがございましたら、その都度でも構いませんので、ご指示いただければと存じます。 

 また、本日は、傍聴の皆様方におかれましては、あらかじめ配付させていただいております

留意事項に従っていただき、審議が円滑に進むようご協力をお願いしたいと思います。 

 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 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、事務局から審査案件の審査状況の説明をお願いします。 

○鈴木技術安全室長 資料の１をごらんいただきたいと思います。 

 本日ご審議いただく案件といたしましては、資料の１の左側にナンバリングしてございます

が、都合６件でございます。このうち、上から３つ、１、２、３と３つございますが、これに

つきましては、デュポン株式会社より申請が行われております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でございます。このトウモロコシは、改変vip3A遺伝子、そ

れから、cry2A.127遺伝子、それからcry1A.88遺伝子゛それからpat遺伝子を組み込んだ害虫抵
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抗性及び除草剤耐性のトウモロコシということでございまして、今回隔離ほ場におきます栽培、

保管、運搬、廃棄並びにこれに付随する行為ということで申請がなされております。 

 検討状況につきましては、本年８月24日、10月26日の２回にわたりましてご審議いただき、

本日総合検討会に挙げさせていただいたものでございます。 

 次に、４番でございますが、日本モンサント社より申請がなされておりますチョウ目害虫抵

抗性及び除草剤グリホサート耐性ダイズでございます。 

 これにつきましては、改変Cry1Ac遺伝子を導入したダイズＭＯＮ87701及び改変cp4 epsps遺

伝子が導入されました除草剤グリホサート耐性ダイズＭＯＮ89788を用いまして、交雑育種法

により作出された品種でございます。 

 使用等の内容の欄をごらんいただきたいと思いますが、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ということになってございまして、前

回総合検討会でご審議いただきましたチョウ目害虫抵抗性ダイズと同様に、栽培は使用等の内

容から除かれております。 

 本件につきましては、本年９月13日、10月12日、10月26日の３回にわたりまして検討を行い、

本日総合検討会に挙げられているということでございます。 

 また、食品衛生法及び飼料安全法に基づく承認状況につきましては、2011年に既に完了して

いるということでございます。 

 次に、５番、６番でございますが、ダウ・ケミカル日本株式会社より申請がなされているも

のでございます。チョウ目及びコウチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤アリルオキシアルカノエ

ート系、グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシという形でスタック系統でござい

ます。本系統につきましては、ＭＯＮ89034、またＭＯＮ88017、ＤＡＳ59122-7、ＤＡＳ40278、

のそれぞれの系統を掛け合わせそれぞれの遺伝子を組み合わせたトウモロコシということでご

ざいます。 

 使用等の内容につきましては、食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運

搬、廃棄並びにこれらに付随する行為ということで、本年６月12日、７月20日、８月24日の３

回にわたりまして検討を行い、本日総合検討会に挙げられているところでございます。 

 以上でございます。 

○近藤座長 はいありがとうございました。 

 それでは、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、３件ございま

すけれども、これについては一括して検討したいと思います。 
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 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、資料３及び資料４に基づき、ご

報告をお願いします。 

○佐藤委員 それでは、農作物分科会での検討の結果に関してご報告いたします。 

 ３件のイベントは、導入遺伝子等すべて同じですので、３件とも同じ記載内容となっており

ます。そのため、資料の２－１に関して今回ご報告させていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果。 

 名称、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（改変vip3A、

Cry2A.127、Cry1A.88、pat、Zea mays subsp.mays(L.) Iltis)(186165ＯＥＣＤＵＩ・186165-

2) 

 第一種使用等の内容、隔離ほ場における栽培、保管、運搬尾火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 

 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プ

ラスミドＰＨＰ36682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 thuringiensisＡＢ88株由来の改変Vip3A蛋白質をコー

ドする改変Vip3A遺伝子、Ｂ.thuringiensis由来の遺伝子を基にＤＮＡシャフリング法により

得られた、Cry2A.127蛋白質をコードするCry2A.127遺伝子、同じくＢ.thuringiensis由来の遺

伝子を基にＤＮＡシャフリング法により得られた、Cry1A.88蛋白質をコードするCry1A.88遺伝

子、及びStreptomyces viridochromogenes由来の、PAT蛋白質(ホスフィノスリシン・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。また、これらの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法により確認されている。 

 なお、本組換えトウモロコシは、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。 
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 ⑴、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は、Bt蛋白質によりチョウ目害虫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、PAT蛋白質により除草剤グリホシネート耐性が付与されているが、

除草剤グリホシネートが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。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

白質は高い気質特異性を有することから、これらBt及びPAT蛋白質が、チョウ目害虫抵抗性及

び除草剤グリ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。 

 ⑵、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Vip3A蛋白質、Cry2A.127蛋白質、Cry1A.88蛋白質

及びPAT蛋白質は、既知アレルゲンと類似の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Vip3A蛋白質、Cry2A.127蛋白質及びCry1A.88蛋白

質は、チョ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

えトウモロコシは、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、Ｎ-アセチルグルホシネートは農薬取締法の下、その安全性の評価が行

われている。 

 本組換えトウモロコシを隔離ほ場で栽培した場合、花粉の飛散により影響を受ける可能性の

ある野生動植物等として、我が国に生息する絶滅危惧種及び準絶滅危惧種に指定されているチ
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ョウ目昆虫99種が特定された。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、本隔離

ほ場における栽培では、除雄又は雌穂の袋がけを行うことにより、花粉をほ場外に飛散させな

い措置をとることから、特定されたチョウ目昆虫が、本組換えトウモロコシの花粉の飛散によ

り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。また、本隔離ほ場における

栽培では、播種時及び成熟期から収穫期には防鳥網の設置を行い、栽培終了後には鋤込みを行

うことから、植物体及び種子がほ場外に漏出することは考え難い。 

 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、有害物質の産

生性に起因する生物多様性影響が生じ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。 

 ⑶、交雑性。 

 我が国おいて、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、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

可能性のある野生動植物等の特定はされず、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。 

 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、限定された環境での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。 

 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、３－１、４－１のうち、１

番、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

術経験者の意見として取りまとめ、大臣当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、ご意見ございますでしょうか。 
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○小野里委員 緑の評価書、８ページから９ページにかけてなんですけれども、今回用いたBt

蛋白３種とも、フォールアーミーワームに対して殺虫効果を示すというふうに書いてあります

よ。ところが、20ページの表６で、フォールアーミーワームのところを見ますと、全く殺虫効

果が示されない結果になっているわけです。もしこれが正しいのであれば、それなりのことわ

りが必要であると思うんですけれども、実は、ここはフォールアーミーワームの本組換えトウ

モロコシの結果が９±０になって、非組換えトウモロコシがのほうが５±1.4になっています

けれども、これはどうも組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシの結果が入れかわってい

る。その証拠には、コントロールは多分３つのイベントについて同じコントロールを使ってい

るから値が同じでよろしいんですけれども、組換えトウモロコシのほうは、イベントごとに少

なくとも標準偏差なり、平均値は、ずれてきていいはずなんですけれども、いずれも５±1.4

になっているわけです。それから見ますと、多分、組換えトウモロコシの結果の９±０という

のは、多分すべての個体が被害を受けたという結果だと思うんですけれども、それは、実は非

組換えトウモロコシの結果ではないかというふうに考えます。 

○嶋田委員 表６の下のただし書きの３）のところが、食害なしが９ですけれども。ほとんど

の葉に食害があるのが１です。数の少ないほうが食害があって、数の大きいものが食害なしの

ほうに行くんです。 

○小野里委員 ああそうか。それだったら、ちょっと取り違えていましたね。数の大きいほう

が被害が大きかったというふうにとっていたもんですから……そうですね。はい。 

○近藤座長 この数の評価の数字の意味が違うんですね。 

○小野里委員 違いました。 

○近藤座長 ちょっとわかりにくいですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。 

○武田委員 農作物分科会のところの結論には意義がないんですけれども、概要のほうで、何

カ所か、ちょっと不思議というかよくわからないところがあるんです。 

 まず13ページの20行目です。(添付資料１のAppendix2:社外秘情報につき非開示)というふう

に書いていますけれども、これは、次のページの図１のプラスミドＰＨＰ云々のことなんです

ね。だから、これ非開示と言ったつもりで、ここに１ページ入っちゃっているので、これでは

非開示にならないんじゃないかと思うんですけれども。私の勘違いですかね。申請書等の概要、

いわゆる概要書の13ページです。この14ページの図は非開示のつもりでいるんですね、会社の
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ほうは。このＤＮＡ情報については、上から２行目にあるように、非開示で、まさに非開示に

なっているんです。Appendix2のほうには入っていますけれども。これを隠してあるんですが。

この構造の絵のほうです。絵のほうは隠したつもりで出ているということじゃないんでしょう

か。 

○深瀬技術政策課課長補佐 添付資料１のAppendix2については、プラスミド情報も出ている

んですが、それ以外に、プライマー情報とかが出ていまして、こちらのほうは社外秘というこ

とで、この概要のほうには出ていないということだと思うんですが。 

○武田委員 その説明で納得されます。 

○井出委員 非開示なのは、シーケンスの情報ですよね。 

○山口安全評価専門官 非開示になっている情報は、13ページでいいますと、これらの領域が

本組換えトウモロコシに導入されていないことを確認したという部分が非開示ということで、

非開示の中にはそういう表も入ってありましたので、それが非開示であって、マップ自体は確

かに添付資料にも入ってはいるんですけれども、そこは図１に載っているという理解かなと思

います。 

○武田委員 会社のほうが載せているわけですからいいんですけれども、ただ見ていてちょっ

と、ＤＮＡ情報のほうは、確かに上隠してあるんですけれども、下のほうの図のほうはすぽん

と入っているので、どうかなと思いました。こちらが迷惑することではありませんので結構で

す。 

 それから、17ページの15行目です、遺伝子の複製物が染色体上に存在することが確認された

と、これはいいんですが、その根拠的なものとして、３行ぐらい上に、陽性個体と陰性個体の

数が一致したから表４のこれだけ示したというふうに書いていますね。これ数が一致したとい

うのは結果論はそれはそれでいいんですけれども、数が一致したからというのは理屈ではなく

て、理屈は分離が一致したからなんです。つまり一つのリンゲージブロック、あるいは一つの

遺伝子として動いたから、どれかで代表して分離を調べているんであって、数えてみて数が一

致したからというのではありませんね。これは遺伝学の話ですけれども。ですから、これは、

数が一致したためではなくて、共分離していたためというふうに直す必要があるだろうと思い

ます。 

○嶋田委員 今まで、こういうふうな書き方でやってきませんでしたか。 

○武田委員 私は気になったのは今回が初めてなんで、こういう書き方はなかったんじゃない

でしょうか。 
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○嶋田委員 状況証拠として１対１になるというふうなことで、あるいは例えばＦ２に３対１

になったりとかというのは、そういう分離比を出して、それで遺伝子が導入されているそれが、

どこにどのぐらいの数入っているのかということを逆に推定するということは今までもやって

きたことなんです。 

○武田委員 今回の場合は、15ページにあるような４つの遺伝子をブロックとして放り込んで、

その結果一緒に動いているということで、今までスタックの場合は別として、こんなに複数の

形質を支配するようなリンゲージブロックが入っていたというのは、余りなかったように思う

んですよね。 

○嶋田委員 確かにそれはそのとおりです。 

○武田委員 ですから、やっぱり、この際、今後もそうしていただきますけれども、共分離と

いうという言葉を使って、このリンゲージブロックは崩れていないんだということがわかるよ

うにしたほうがいいのではないかなと思うんです。これはコメントです。 

 それから、それとも関連してくるんですけれども、次のページの表の５ですね。 

 これは、ＢＣ１Ｆ１とＢＣ２Ｆ１の世代における蛋白量を示しているわけですけれども、こ

れは、前のページからもわかるように、ＢＣ１Ｆ１、あるいはＢＣ２Ｆ１というのは、１対１

に分離していますので、陽性個体と陰性個体があるわけです。その数字で見ますと、何かわり

とそろって高いような感じがあって、少なくとも陰性個体が入っていて、こんなんなったらお

かしいですよね。これは、陽性個体だけを選んだ、言うまでもないことなんで言わないという

ことだとすると、ちょっとやっぱり説明が不親切だし、これ陽性個体だけを選んだということ

かなと。ただそうすると、今度は個体数Ｎイコール15というのはおかしいので、半分になるは

ずですから、やや半分になるはずですから。Ｎが15、そろってあるというのは、たくさん調べ

て陽性個体だけ15個ピックアップして、そこで、平均・分散を計算したということになると、

それは説明の必要がどうしてもありますよね。そこまでのデータ処理をしていれば。というこ

とで、ここは非常に私は不自然に感じましたけれども。分科会ではどんな議論になったですか。 

○佐藤委員 やっても意見は出なかったですね。 

○武田委員 これ原文も読んでみましたけれども、選んだという書き方をしてないんです。 

○中川原委員 これは、下に最小値から最大値までの範囲を書いてありますよね、この範囲か

非常に大きいですよね。ですから、私は、解釈したのは、２つの遺伝子型を含めてこの範囲に

入っているというふうにとったんですけれども。 

○武田委員 陰性個体のほとんどゼロにならないと具合が悪いんじゃないですか。特にPATな
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んかの場合は。 

○近藤座長 今回は、確かに余り検討しなかったんだろうと思うんですけれども、以前に、こ

ういう似たようなのがあって、それは確か陽性個体だけにしたという説明もあったように思う

ので、ここも、書いてないからそのつもりでやっているんじゃないかと思います。ただ、書い

てないのはまずいというふうには思いますけれども。 

○武田委員 これが結論を左右することはないと思うんですけれども、一応データとして、こ

ういうものが出てくると大変気になります。 

 それから、次々と申しわけない。20ページ、先ほど小野里先生からもご指摘があった、この

表ですが、これは、前のページを参照していただくとよくわかるんですけれども、上の３つの

形質はＦ１なんですね。Ｆ１は、ヘテロにはなっているはずですけれども、一応陽性個体だけ

ですので、こういうふうにそろったデータが出てくるというのは組換えトウモロコシの場合で

す。それは納得するんですが、一番最後のグルホシネート耐性のほうは、前のページを見てい

ただくとわかるようにＢＣ１Ｆ１なんです。ＢＣ１Ｆ１というのは、さっき指摘したように、

１対１に陽性と陰性が分離するはずなんです。それにもかかわらず、本組換えトウモロコシの

ところは、あり（薬害なし）と、つまり全部陽性個体だったというふうに読めるんです。これ

も、陽性個体を選んだんだけれども、それについては言わすもがなであるということであると

すると、ちょっと問題だし、それから個体数に関しても、４）で、本組換えトウモロコシはｎ

＝51、非組換えは157だと。この本組換えトウモロコシのｎ＝51が１対１に分離していったと

したら、こんな「あり（薬害なし）」なんていうすっきりした記載はできないはずですね。こ

れも、読んでいて非常に違和感を感じた部分ですけれども。 

作物分科会では何かありましたか。 

○佐藤委員 なかったですね。 

○近藤座長 これは問題なんてなかったんですね。 

○佐藤委員 ええ。 

○武田委員 おかしくないですか、これ。 

 ただ、これも、今回の承認に直ちにかかわるフェーズではないんですけれども、少し概要書

がラフになってくるとまずいんじゃないかなというふうに思いますので。 

○近藤座長 今ご指摘の陽性個体だけを使っているのかどうかという、２つの表ですか、それ

に関しては、やっぱり申請者に確認してもらった上で場合によっては修正をしてもらうという

ことになるかなと。 
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○武田委員 注釈を入れるべきでしょうね。 

○近藤座長 はいそうですね。 

○武田委員 以上です。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

 多分そうなんだと思うんですけれども、これ今でもこういうのは幾つもあったような気がす

るんですね。気がついたときには指摘をしたと思うんですけれども。どうもそういう習慣にな

ってしまっているようですね。 

 ほかにはどうでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見を集約して、総合検討会としての意見を取りまとめたいと思います。 

 一応、申請者から提出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

シの３件について、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響評が生じるおそれ

はないとした生物多様性影響評価書の内容は、部分的に問題はあるんですが、一応適正である

ということなんですが、今、武田先生からご指摘いただいた、試験に陽性個体だけを使ってい

るかどうかということについて、申請者にもう一度問い合わせをしていただいて、おそらくそ

うだと思いますが、その場合に、そのことをこの下に記述するなり何かして、修正していただ

くという条件でここは承認ということにしたいと思います。 

○嶋田委員 例えば、表の５の上の文章なんかだったら、どう見ても発現している遺伝子のそ

れが確認されているということは陽性個体だというふうに明らかに読めますよね。というか、

陰性個体は発現していないわけですから。だから、問題があるとするならば、多分20ページの

ところのグリホシネート耐性のところが「あり」、「なし」という、ここが数値がほとんどあ

るなしというような、そういうカテゴリーがそういう記述になっているのがちょっと腑に落ち

ないというのはあるかとは思いますけれども。いかがでしょうかね。 

○近藤座長 ただ、これ本当に全部発現していたらおかしいですよね。 

○嶋田委員 でも、これ発現したもののことを表５はまとめているんじゃないですか。 

○近藤座長 そのはずなんですけれども。全部が発現するはずはないので。 

○嶋田委員 いや、もちろん陰性のものは半分いますから。 

○近藤座長 ですから、陽性のものに関しては発現していることが確認されたとか、何かそう

いう記述が必要じゃないでしょうかね。 

○嶋田委員 わかりました。 
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○近藤座長 どっちにしても表だけ見るとなんのことやらわからないので、確認していただい

て修正を見ましょうということにしたいと思います。もし、そうじゃないとしたら、これは科

学的に変なことになると思いますけれども、そういうことはちょっと考えられないので、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。よろしいでしょうか。 

○武田委員 業界では常識になっていても、業界ではないところから見ると…… 

○近藤座長 そうですね、多分、ほとんどの評価書が同じように書いてあったんじゃないかと

思うんですね。ですからそれが常識になっていったのかもしれません。ただ、やはり、それが

常識では困るので、しっかりと注釈をつけていただくということにしたいと思います。 

 その結果を見て、きちんと修正がされていた場合には、承認されたこととして、大臣あてに

報告をしていただきたいと思います。よろしいですね。 

 それでは、次の案件に行きたいと思います。 

 続きまして、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤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。 

 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５に基づきご報告をお願

いします。なお資料５－１、検討の結果について、事前に配付した資料から修正を加えており

ます。そのため、委員の皆様には、本日配付した資料をご参照ください。 

 それでは、お願いします。 

○佐藤委員 それでは、資料５に基づいてご説明いたします。 

 今までスタック系統の評価に関しては、親系統の評価結果をベースに導入遺伝子の相互作用

の有無について、追加的に論理的考察を行い、多様性影響も判断してきたところですが、今回

の評価書では、親系統で行った評価結果との重複を排除することとして競合の優位性などの記

述は省略しております。 

 それでは、資料５－１に沿ってご説明させていただきます。 

 名称、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ダイズ。 

 (改変Cry1Ac、改変cp4 epsps、G1ycine max(Ｌ.)Ｍerr.)(ＭＯＮ87701×ＭＯＮ89788、ＯＥ

ＣＤＵI:ＭＯＮ-87701-2×ＭＯＮ-89788-1) 

 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、日本モンサント株式会社。 

 農作物分科会は、申請者から掲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
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使用規程に従って、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ダイズ（以下「本スタッ

ク系統」という。）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。 

 スタック系統については、親系統の特性のみが付与されることが一般的だが、導入されてい

る核酸の発現によって生産される蛋白質の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな特性

が付与され、その結果、親系統には見られない生物多様性影響をもたらす可能性がある。この

ことから、スタック系統の検討に当たっては、親系統に移入された核酸の発現により形質間の

相互作用の有無を検討し、形質間の相互作用がないと判断される場合には、親系統の生物多様

性影響評価情報を用いて、当該スタック系統の生物多様性影響評価を行うことが可能である。

一方、形質間に相互作用がないと判断されない場合には、親系統の生物多様性影響評価情報及

び当該スタック系統に関する試験結果等を用いて生物多様性影響評価を行う必要がある。 

 以上のことから、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。 

 本スタック系統は、 

 ①、改変Cry1Ac蛋白質をコードする改変Cry1Ac遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性（以

下「ＭＯＮ87701」という）。 

 ②、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遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性ダイズ(以下「ＭＯＮ89788」とい

う)、を用いて、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統に導入された遺伝子により発現する改変Cry1Ac蛋白質及び改変CP4 EPSPS蛋

白質は、それぞれ異なる作用機作を持ち、独立して作用していることから、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、本スタック系統ダイズが輸送中にこぼれ落ち生育すると考えられる幹線道路沿いにお

いて、除草剤グリホサートの散布の有無によって、こぼれ落ちによって自生した本スタック系

統ダイズとツルマメとの交雑の生じやすさや雑種の生き残りやすさ（生態学的影響）に違いが

生ずる可能性が考えられたが、 

 ①、除草剤グリホサートが散布されない場所においては、本スタック系統の親系統であるＭ

ＯＮ87701と比べ競合における優位性を高めるとは考えられず、その結果として、ツルマメと

の交雑の可能性も高まるとは考えにくいこと。 



- 13 - 

 ②、除草剤グリホサートが毎年散布される場所においては、除草剤グリホサートによって、

ツルマメが枯死してしまうこと 

 ③、除草剤グリホサートの散布が不定期である場所においては、本スタック系統とツルマメ

の雑種が発生する可能性があるが、その場所が人により適宜、雑草管理されている土地である

と判断されるため、雑草の刈り払いやグリホサート以外の除草剤が用いられて防除される可能

性が高いことから、チョウ目害虫抵抗性と除草剤グリホサート耐性をあわせ持つ本スタック系

統ダイズにおいて親系統であるＭＯＮ87701に比べて、ツルマメとの交雑の生じやすさや、雑

種の生き残りやすさ（生態学的影響）が高まるとは考えにくいと判断された。 

 これらのことから、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、生態学的影響が親系統であるＭＯＮ87701及びＭ

ＯＮ89788の範囲を超えるものではないことから、親系統が有する形質をあわせ持つ以外に評

価すべき形質の変化はないと考えられた。 

 なお、各親系統の次に掲げる評価項目についての検討は既に終了しており、当該検討の結果、

各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、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態多様性影響評価書の結論と妥当であると判断されている。 

 ⑴ 競合における優位性。 

 ⑵ 有害物質の産生性。 

 ⑶ 交雑性。 

 各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能です。 

 ちょっとここに１文加えたい部分がありまして、落ちているんですが、今ここで読み上げま

す。それはモニタリングに関する記述です。この親系統でも同じような文言が入っていますが

同じものです。 

 なお、これらの評価を行うに当たって、前提とした状況の変化及び本組換えダイズの生育状

況を把握するため、本組換えダイズの第一種使用に当たっては、モニタリング計画書に基づく

申請者によるモニタリングが第一種使用規程に位置づけられ実施される。 

○近藤座長 前に書いてあるところですね。 

○佐藤委員 そうですね、親系統のBtダイズのところにも同じようなのが書かれているもので

すが、モニタリングをちゃんと行うということが書かれております。 

○嶋田委員 加筆する部分のところの箇所を明示していただくと皆さんありがたいと思います。

どこに。 
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○山口安全評価専門官 資料５－２の後ろのほうになるんですけれども、後ろから４ページぐ

らいのところに親系統の検討の結果がありまして、その４ページの37行目になります。 

○嶋田委員 私の言ったのは、今の検討の結果をどこに入れるかということです。資料５－１

のどこに入れるのかという。 

○中川原委員 前と同じように入れたらどうですか。 

○佐藤委員 はい。一番最後でいいんですか。それとも２の上側の前になるんですか。（３）

交雑性の後ですかね。 

○嶋田委員 （３）交雑性の…… 

○佐藤委員 （３）交雑性の後ですね。 

○嶋田委員 18行目あたりですか。 

○佐藤委員 そうですね、はい。そこにモニタリングを行うということを入れるということで

す。 

 それで、２、農作物分科会の結論。 

 以上より、本スタック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。 

 ちょっと、最後、追加がありまして、あたふたしましたけれども。 

 ただいまご報告いただきました分科会の検討結果、資料５－１のうち、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に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、ご意見等お願いいたします。 

○武田委員 今の資料で、スタックの親は既に検討が終了しているということで、*マークが

ついて２つ並んでいますね。これ最新の情報だと思うんですけれども、概要のほうは12年10月

現在の資料として申請されていると、承認されているんではないというあれなんですけれども、

これは10月現在はまだ承認されていないんだけれども、その後１カ月ぐらいの間に承認された

ということなんですか。これいつ承認されたんですか。パブコメが終わって…… 

○山口安全評価専門官 まだ承認はされていないです。 

○武田委員 されてないとしたらちょっと問題なんじゃないですか。検討が終わっているとい
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うことは承認されているという意味を含んでいるような気はするけれども。 

○鈴木技術安全室長 今、武田先生おっしゃったのは、この閲覧可能のＭＯＮ89788のことを

おっしゃっているという理解でよろしいでしょうか。 

○武田委員 ＭＯＮ87701じゃないですか。７月時点で申請されて、既に通っていると、ちょ

っと変だなと思って。 

○鈴木技術安全室長 現在はパブリックコメント中でございます。ですから、これは確かに申

請と書いているのは、ちょっと既に時間が古くなっております。 

○武田委員 申請されて手続中だというのはいいんだけれども、終了しているという言い方が

僕はむしろ問題だろうと思っているんです。 

 農作物分科会の検討は終了しているんですね、正確にいうとね。 

○鈴木技術安全室長 そうですね。 

○武田委員 今パブコメ中で、ただこれだけ見たらもう終わっているように思いますよね。 

○鈴木技術安全室長 総合検討会のほうも前回の検討で了解をいただいているという状況であ

りまして、その承認という意味ではまだなんです。大臣承認という意味ではまだであります。

ただ、科学的な評価については既に終わっているという現在の状況でございます。 

○武田委員 この辺のニュアンス。 

○鈴木技術安全室長 ちょっとニュアンスが…… 

○嶋田委員 検討は既に終了してという、検討というのが、大臣承認は検討を含まないという、

そういう意味ですか。 

○鈴木技術安全室長 法律上は、生物多様性影響のおそれがない場合には承認しなければいけ

ない。その生物多様性影響のおそれがあるかないかは学識経験者の意見をもって判断するとい

うことになっておりますので、総合検討会において先生方のそういったおそれがないという判

断をいただければ、手続上は承認ということになろうかと思いますが。 

○嶋田委員 いや、今、私質問したのは、＊がついているこのイベントは、検討は既に終了し

ている。つまり総合検討会も承認されている。 

○鈴木技術安全室長 はい。承認に向けて多くの利害関係者の方からご意見を今政府としてち

ょうだいしているということで、それはあくまでも承認に向けたプロセスという。 

○嶋田委員 多分そろっているんですよね。 

○鈴木技術安全室長 はい。 

○嶋田委員 学識経験者の検討は既に終了している。 
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○鈴木技術安全室長 終了してと、そういう理解であります。 

○嶋田委員 そこのところがちょっとニュアンスが微妙だったんでしょうね。 

○鈴木技術安全室長 検討というのはちょっとあいまいですね。 

○武田委員 パブコメ中にもかかわらず、検討は既に終了しているというふうに書くというの

は刺激的ですね。 

○鈴木技術安全室長 ちょっと。 

○井出委員 もうちょっと丁寧に書いてほしい。 

○武田委員 そのほうがいいと思いますね。 

○井出委員 農作物分科会における検討の結果ですよね。これ自体は。 

 この紙自体は農作物分科会の検討結果です。 

 だから、ここで、これに書いてあると、どこで検討したかはわからないということです。だ

からやっぱり総合検討会で終わっているというふうに書かないと。 

○近藤座長 そうですね。分科会で終わっているということはやっぱり書いたほうがいいです

ね。 

○井出委員 どこで検討しているのかわからないので。 

○嶋田委員 やっぱりちゃんと書かないとだめですね。 

○武田委員 総合検討会におけると。 

○鈴木技術安全室長 なお書きのところは、そうしますと、各親系統、２ページ目の12行目あ

たりですけれども、なお各親系統の次に掲げる評価項目について総合検討会における検討はと

か、そういう書きぶりでもよろしいでしょうか。 

○佐藤委員 はい、申しわけありません。 

○近藤座長 こういうケースは多分初めてだったんじゃないかと思いますけれどもね。 

○井出委員 何か不思議ですね。やっぱり承認されてから次に移ったほうがよろしいような気

がいたしますが。まだ過程としては途中のものをどうなるかまだわからないようなものを次か

ら次へと承認していくというか、検討していくというのは、一般の常識からはちょっと離れて

いるような気もしますね。 

○鈴木技術安全室長 次回以降、ご指摘については、申請者側によく指導していきたいと思い

ます。 

○近藤座長 総合検討会が開かれる頻度の問題も実はありまして、ちょうど夏で、お伺いを立

てている面も一つの理由としてはあるかと思います。確かに好ましくないというふうには我々
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も感じます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。 

○武田委員 45ページなんですが、諸外国における申請・認可状況、これは、モンサントは、

社外秘の扱いをしているんですけれども、今回たまたまたくさん資料を並行してきたんで気が

ついたんですけれども、ダウ・ケミカルもデュポンも、これは社外秘にしていないんです。記

載しているんです。私、問題だなと思ったのは、どこまでが社外秘で伏せるかというのが申請

者に一切任せられているんであれば、都合の悪いものはみんな社外秘にしていくということが

可能になってくるんで、どこら辺から社外秘で、どこら辺までは開示すべきかということにつ

いては、ある程度の水準はそろっていないと、やまずいんじゃないかと。諸外国での申請・認

可状況というのは、社外秘の資料だったって私はちょっと思わないんだけれども、そういう意

味で、どうせよという結論はないんですけれども、こういう水準はそろえるべきだろうという

ことをこの機会に申し上げておきたいと思います。 

○近藤座長 社外秘の基準が申請者によって違っているということは我々も承知していました。

それで、ただどうしても社外秘のままで概要書をつくっても意味が全くわからないんじゃない

かということで、社外秘ではなく、きちっと入れてほしいということを要求したことをありま

す。一応そういったチェックはある程度はしていると思います。ただ、今、各会社の事情等に

ついて我々がこうしろとか言いにくいところがありますが、今、武田先生がこういうのを発言

していただいたので、そういうことを審査するほうも気にしていただきたいというふうには思

います。 

○中川原委員 私も以前に、同じ質問をしたことがありまして、もう各申請の立場で少しずつ

違っていると、でも結構たくさん見受けられるんです。この前にきょう審査したものでも、例

の害虫抵抗性の表がありましたね、たくさんの。今回、きょうの資料にはそれは開示してあり

ますけれども、開示しませんという申請者もありましたよね。そういう意味で、ちぐはぐは武

田先生がおっしゃっているようにあるので、どうしたらいいのかなと私も思ったんですが、一

言で言えば、あってもなくても、あったほうが我々として、あるいはこういう資料を読む側と

しては大変いいんですけれども、そこのところに強制をしてないんであれば、申請者に任せる

しかしばらくは方法がないんではないかなと思いますね。 

○嶋田委員 ただ、データとか、社外秘のような細かいそういった配列とか、そういうふうな

もの、いろいろなデータにかかわるものというのは社外秘でいいと思うんですけれども、武田
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先生がおっしゃるこの45ページのこれは、どう見ても農林水産省、環境省として、水準を決め

ればいいだけのことだと私は思うんです。だから、こういった諸外国における申請・認可状況

というのは、これは言ってみればビジネスライフなものですよ。データではありません。だか

ら事務方がきちんとコントロールすればいいだけのことだろうと私は思うんですけれども。 

○中川原委員 中身によるといいますかね。 

○佐藤委員 分科会では余り見てないんですね、その……これ自身は、一生懸命見ていても。

そっちは余り見ていないですね。 

○近藤座長 分科会では議論になっていませんが、私は気になっていたところでありますが。 

○佐藤委員 前、論議になったことありますけれども。いつも同じ…… 

○鈴木技術安全室長 ちょっと申請・認可の部分に限っては、各申請者側の解釈がありますか

ら、都合といいますか、いろいろビジネス上の取り扱い上何か問題があるのかどうか、よく聞

いた上で、もし統一できるようであれば、秘にするのか、それとも開示にするのか、そこが統

一できないかという調整はちょっとしてみたいと思います。 

○武田委員 透明性を目指すという方向性を原則にしていただきたいですね。 

○鈴木技術安全室長 はい。 

○武田委員 それと、ダイズは、ツルマメという相手があるがために、非常に壊れ物を扱うよ

うな部分があるんですね。今回も、例えば５ページから６ページですか、あたりまでのことを、

つまり、どういう用途で、どういうパッケージで、どういう運び方をするというのは、要する

にこぼれ落ちを意識したこととして、特に前回から細かく書いてきているんですけれども、正

直言ってここまで書かなきゃいけないのかと、しかもこのデータは一たん載せれば済むという

ものではなくて、アップデートしなきゃいけないでしょう。３年前こうでしたという話では耐

えがたいですよね。そうすると、やっぱり申請者に無償のというとちょっと言い過ぎかもしれ

ないけれども、申請者に過大な負担をかけて、しかもダイズの生物多様性影響を考えるときに、

それほど重要なのか、要するに食料であるか搾油であるか、飼料用であるかによって、物事が

ひっくり返ったような話はないんですね。むしろ、私ならば、前回も問題にしてデータを出し

ていただきましたけれども、そもそもこぼれ落ちている種そのものが生きているのか死んでい

るのかと、実はこの前皆さんにメールは行っているんでご承知だと思いますけれども、赤道を

渡ってきているダイズというのは、やっぱり40％まで発芽率が落ちているんです。そうすると、

我々の常識から言うと、40％しか発芽しない種が、こぼれ落ちでひとりでに出てくるかといっ

たら、恐らく出てこないと思います。それは恐らく農学者の中川原先生も同意されると思うん
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ですけれども。40％の発芽率あるというのは、40％の非常にヘルシーな種が、約半分は非常に

ヘルシーで、残りの半分がだめだという意味じゃなくて、40％がかろうじて発芽して、残りは

みんな死んでいるわけですよね。そんな種を実際に道端にばらまいて、天然の雨とカラスも食

べに来るでしょう。そういう状況の中で発芽するかと言ったら、恐らくしないんですよ。だか

ら、むしろモニタリングもそうだけれども、ツルマメも探してほしいけれども、そもそも港に

入ってくるダイズなるものがどのぐらい発芽しているのか。死んじゃっていれば問題ないわけ

でしょう。その辺の生データをどうも必ずしも当局が持っていないようですよね。この辺をむ

しろ、エネルギーを使うんだったら、一度きちんとして、ほとんど死んだ種ですからご心配な

くと言い切れれば一番いいわけでして、そういうことをむしろ１回考えていただきたいと、こ

の委員会のテーマではないとは思うんだけれども、ぜひ、農水でなさるか環境省でなさるかは

ともかくとして、一度やっぱり基礎データとして持っていたほうがいいと思います。 

 さっきのところで何を言いたいかというと、毎回これだけのことをダイズを申請するときに

つけなきゃいけない、しかも、常識的にはアップデートしていかなきゃいけないとしたら、大

変な負担ですから、私はここまでは要らないんじゃないかと、はっきり言って。80％を飼料用

何％をというぐらいの数字はあってもいいですけれども、ここまで移送距離がどうしたの、コ

ンテナーで運んでいるか、袋詰めで運んでいるかというところまでは多分要らないと、そこま

で申請者に調べさせるのは酷だというふうに思います。 

○佐藤委員 これは初めて栽培抜きで認めるということで、そうするとどうしても輸送の様態

というのは、我々全く知らないわけです。全然知識もないので、やっぱりそれを調べていただ

いて、それをもとにそういう認可をしていいかどうかというを判断するということだったんで、

少なくとも初めに必要だったと思います。我々が判断する上でも。この後ずっと必要かどうか

はわからないですけれども。 

○嶋田委員 本文で載っけるから、かなりそこの部分だけがものすごくクローズアップされて、

それで大変なページと数字を網羅しながらそれを読み進めるわけでよね。アペンディクスみた

いにしたほうがいいような気がしますよね。だから細かい数字とかは算出根拠はこうこうこう

いうものだと、それはアペンディクスに書いてあるというふうにして、実際に見たい人は見る

というふうにすれば、ちゃんとそこに計算の算出根拠が書いてある。これで十分だと思うんで

すよね。 

○近藤座長 そうですね。最初の親系統に関しては計算は必要ですけれども、それをもとにし

たものはもう同じことですから。申請の度に書く必要は多分ないですね。 
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○嶋田委員 状況が変わってまたそのばら積みじゃなくて何か別のコンテナとか、そういうも

のが世の中に普及していくと、それはそれでまた数値を書きかえる、これはアペンディクスの

ところだけを書きかえればいいだけのことなんで。 

○佐藤委員 今、流通の実態はモニタリングの中で見ていくということになっているんで、そ

れは、毎年報告されることになるわけです。変化があればということだったんですけれども。 

○中川原委員 そうですね。この審査に関してモニタリングという一定の新しいと切り口を入

れましてですね、それを毎年毎年やると。これは期限つきじゃないですから。ずっとやるとい

うことがここに書いてありますので、それを利用して、今後どうなっていくかということを追

跡したらいいんじゃないかと思いますね。 

○近藤座長 実際の運搬経路のということになれば、わからないけれども、そういう基礎資料

としてもどこかに書いておかなければいけないということは思うんですけれどもね。 

○佐藤委員 今後、新しいイベントとして、ダイズはまだ出てくると思いますので、全部スタ

ックというわけじゃないので、系統を引用すればいいというわけでもなくなっちゃうので、ど

う書くかですよね。確かにちょっとこのボリュームが多いから、確かにおっしゃるとおりかも

しれませんけれども、結果を。 

○中川原委員 きょう、この検討会で問題になったことに関しては、分科会にお知らせしたほ

うがいいですよね。 

○佐藤委員 はい。 

○中川原委員 分科会の委員の方々にこういう問題がありますよということはお伝えしたほう

がいいような気がしますね。 

○佐藤委員 同じ申請者の場合には、過去のものをアペンディクスを見て引用して、むしろそ

れがいいんですけれども。問題は、違う申請者のときにどうするかですね。よそのものを引用

そのままじゃできないので、そのときどうするかがちょっと問題だと思います。 

○嶋田委員 本当だったら、農水省がこういう入り口の実態を調べてくれれば、それをみんな

で引用すればということになるもんでしょうけれども、それを一業者がやらなくちゃいけない

ということになり…… 

○鈴木技術安全室長 やっぱり農水省なり何なりが、先ほどの武田先生のおっしゃった輸入さ

れてきて荷揚げしたそのダイズそのものがどれぐらいの発芽率を持っているのかというような

ことをちゃんと調べておくというのも大事なことだと思うんですけれども、そういうものを含

めてガイドラインとして農水省がやっぱり開発業者に指示すればいいのではないかとは思いま
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すけれどもね。 

 筑波でも研究する勢力もございますので、今後の我々の研究の一つの課題として引き取らせ

ていただければと思います。 

○武田委員 よろしくお願いします。 

 私は以上です。 

○近藤座長 はい。 

 ほかにはよろしいですか。 

○小野里委員 35ページの図５の下の説明のところに、親系統の雌雄、他の品種との交配を限

定するものではないと書いてありますけれども、雌雄のほうは理解できるんですけれども、他

の品種というのはどういうものが想定されるのか、参考までにお聞きしたいと思うんです。 

○佐藤委員 何でもいいということなんですが、それはもう今まで一般的なことで、認められ

たあとは後代何を掛けても非組換えならば何でもいいけれども、そのことですが、これって、

この…… 

○小野里委員 この品種というのは…… 

○佐藤委員 一例であるということで、このことはもう書かなくても当たり前のことなので。 

○近藤座長 そのようなご指摘があるということで、今では、ここを書かないことにしてある

んですが、このときはまだそうなってなかったんです。 

○佐藤委員 一例であるという形で…… 

○近藤座長 おしまいの。 

○小野里委員 Ａ5547というのは一個体由来ですよね。それは一つの品種というふうに考えら

れている。で、Ａ3244というのも、これは一つの系統で、一つの品種とすれば、この組み合わ

せ以外の品種、他の品種との交配というものはどういうことが想定されるのかということ、こ

れを見ていて疑問に思ったもんですから。 

○武田委員 この書き方は種子特許が考えられます。この交配しか権利を主張できないんじゃ

なくて、この親を使って掛けたＦ１´については、全部ばさっと網をかけられるという種子特

許の関係だと思います。そうでないと、特定の組み合わせ、Ａ×Ｂしか特許が取れないんです

ね。だからそれ第三者がＡ×Ｃを掛けたら、品種名Ａ×Ｃ＝別のものだろうといったときに、

いや、Ａがこの遺伝子を持っているキーだから、これと掛けたものは全部権利が及ぶんだとい

うふうに主張するときに、こういう書き方なんですね。 

○小野里委員 遺伝子導入を行って得られた組換え体、一個体由来ですよね。 
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○佐藤委員 はい。もともとはそうです。 

○近藤座長 一個体で最初は一つですね。 

○小野里委員 で、その中に幾つかの品種が出てくるということ。 

○武田委員 いやいやそうじゃなくて、それを親としていろいろなものを掛けて、Ｆ１´をた

くさん組み合わせをつくるわけです。そいつは全部おれのものだぞということを主張するため

に、こういう言い方になるんです。そうしないと、さっきも言ったように、Ａ×Ｂという特定

の組み合わせのものだけに権利が、特許が及ぶということになったからです。 

○小野里委員 でも、Ｃでも同一品種とはいえないんですか。先ほど言われた。 

○佐藤委員 非組換えを掛けるときのその非組換えは何でもいいという、掛けるほう。 

○近藤座長 上に書いてある２つは、これは別品種じゃないんですか、これは。これはそうい

う今の品種の話とは違うんですか、これは。ですから、最初に掛け合わけせる２つをそれぞれ

別の品種という話ではなくて、これでつくったものに対して別な品種を掛けてもいいという。 

○小野里委員 わかりました。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○中川原委員 これ、ちょっと事務局に質問してもいいですかね。 

 概要書、こちらの公開になるほうのものも、61ページとか63ページに表がありますよね。例

えば、63ページでいきますとモニタリング計画書、これ要するに公開になるわけですね。そこ

で、評価書のほうではちゃんと名前が印刷されているんですけれども、こちらのほうで空白に

なっていますよね。ですから，こういう形で出していいですよというそういうようなことです

かね、これ。何も問題にしていないんです。ちょっと聞いているんです。 

○鈴木技術安全室長 一応、これまで統一的に個人の氏名が特定されるような形での情報は、

すべて伏せるということで、個人名、社長の名前は出ておりますけれども、右上に、それ以外

の社員については。 

○中川原委員 全部わかるんじゃないかと思って。 

○鈴木技術安全室長 除いているようであります。 

○中川原委員 わかりました。 

○嶋田委員 要するに、モニタリング計画書というのは、未来永劫ずっと続くわけですから、

当然個人名が変わっていくこともあり得るわけですね。だから役職指定なので、役職指定で書

いてあるほうが正しいと思いますよ。 

○中川原委員 そうか、そういう…… 
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 大丈夫です。問題にしていません。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 検討会委員の名前出ているんだよね。ありがたいんですけれども。 

○中川原委員 不規則発言してすみません。 

○近藤座長 よろしいでしょうか。ほかに何かありますか。よろしいですか。 

 いろいろなご意見というか、サジェッションがあったかと思うんですが、今回の評価書その

ものでいうとこれでよろしいんじゃないかと思うんですが、よろしいでしょうか。 

 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チョウ目害虫抵抗性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科学的に適正である旨、大臣当てに報告をしたいと思います。そういうこ

とでお願いいたします。 

 それでは、続きまして、害虫抵抗性及び除草剤耐性の５重スタックトウモロコシ、４重スタ

ックトウモロコシ、この２件ですが、これ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６及び資料７に基づいてご

報告をお願いします。 

 これも、資料６－１及び資料７－１の検討の結果については事前に配付した資料から修正を

加えております。委員の皆様には本日配付した資料をごらんください。 

 ではお願いします。 

○佐藤委員 それでは、スタックトウモロコシ２件のご報告をいたします。 

 先ほどと同じように、これ本スタック系統ですので、先ほどのチョウ目害虫抵抗性及び除草

剤グリホサート耐性ダイズと同様に、評価書の簡略化を行っております。 

 それでは、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。 

 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アリルオキシアルカノエート系、

グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ（Cry1A.105、改変Cry2Ab2、改変Cry1F、

pat、改変cp4 epsps、改変Cry3Bb1、Cry34Ab1、Cry35BAb1、改変aad-1、Zea mays subsp mays 

(L.)I1tis)(ＭＯＮ89034×B.t、Cry1F、maize line 1507×ＭＯＮ88017×B.t 、Cry34/35Ab1 

Event ＤＡＳ-59122-7×ＤＡＳ-40278、ＯＥＣＤ ＵＩ：ＭＯＮ-89034-3×ＤＡＳ-01507-1×

ＭＯＮ88017-3×ＤＡＳ59122-7×ＤＡＳ40278-9)(ＭＯＮ89034、B.t.Cry1F maize line 1507、
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ＭＯＮ88017、B.t.Cry34/35Ab1、Event ＤＡＳ-59122-7×ＤＡＳ-402781それぞれへの導入遺

伝子の組み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、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

使用規程に従ってチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤除草剤アリルオキシアル

カノエート系、グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ (ＭＯＮ89034、B.t.Cry1F 

maize line 1507、ＭＯＮ88017、B.t.Cry34/35Ab1、Event ＤＡＳ-59122-7×ＤＡＳ-40278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。）（以下「本スタック

系統トウモロコシ」という。）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。 

 スタック系統については、親系統の特性のみが付与されることが一般的だが、導入されてい

る核酸の発現によって生産される蛋白質等の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな特

性が付与され、その結果、親系統には見られない生物多様性影響をもたらす可能性がある。こ

のことから、スタック系統の検討に当たっては、親系統に移入された核酸の発現による形質間

の相互作用の有無を検討し、形質間の相互作用がないと判断される場合には、親系統の生物多

様性影響評価情報を用いて、当該スタック系統の生物多様性影響評価を行うことが可能である。

一方、形質間に相互作用がないと判断されない場合には、親系統の生物多様性影響評価情報及

び当該スタック系統に関する試験結果等を用いて生物多様性影響評価を行う必要がある。 

 以上のことから、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、 

 ①、Cry1A.105蛋白質をコードするCry1A.105遺伝子及び改変Cry2Ab2蛋白質をコードする改

変Cry2Ab2遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(ＭＯＮ89034）、 

 ②、改変Cry1F蛋白質をコードする改変Cry1F遺伝子及びPAT蛋白質（ホスフィノスリシン・

アセチルトランスフェラーゼ)をコードするpst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(B.t.Cry1F maize line 1507)、 
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 ③、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）をコードとす

る改変cp4 epsps遺伝子及び改変Cry3Bb1蛋白質をコードする改変Cry3Bb1遺伝子が導入された

除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ(ＭＯＮ88017）、 

 ④、Cry34Ab1蛋白質をコードするcry34Ab1遺伝子、Cry35Ab1蛋白質をコードするcry35Ab1遺

伝子及びPAT蛋白質(ホスフィノト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

が導入されたコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ

(B.t.Cry34/35Ab1 Event ＤＡＳ-59122-7)、 

 ⑤、改変AAD-1蛋白質(アリルオキシアルカノエート・ディオキシゲナーゼ」コードする改変

AAD-1遺伝子が導入されたアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トモロコシ(ＤＡＳ

（40278）、 

を用いて、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統トウモロコシに導入された遺伝子により発現する各Bt蛋白質（Cry1A.105蛋

白質、改変Cry2Ab2蛋白質、改変Cry1F蛋白質、改変Cry3Bb1蛋白質及びCry341Ab1/Cry35Ab1蛋

白質)は、殺虫効果の特異性に関与する領域の構造に変化が生じていないため、相互に作用し

て特異性を変化させることはないと考えられた。さらに、PAT蛋白質、改変CP4 EPSPS蛋白質及

び改変AAD-1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ているこ

とに加え、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。 

 これらのことから、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あわせ持つ以

外に評価すべき形質の変化はないと考えられた。 

 なお、各親系統の次に掲げに評価項目についての検討は既に終了しており、当該検討の結果、

各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、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されている。 

 ⑴ 競合における優位性。 

 ⑵ 有害物質の産生性。 

 ⑶ 交雑性。 

 各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能。 

 ２、農作物分科会の結論。 
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 以上より、本スタック系統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。 

 以上が６－１ですが、７－１のほうをごらんいただきますと、６－１に比べて入っている遺

伝子が少なくなっています。６－１のほうを見ていただきたいんですが、７のほうに入ってい

ないのは、改変Cry3Bb1、Cry34Ab1、Cry35Ab1、これ全部コウチュウ目害虫抵抗性の遺伝子で

す。３つです。改変Cry3Bb1、Cry34Ab1、Cry35Ab1の３つの遺伝子が７－１のほうでは入って

いないということです。 

 なので、その遺伝子の導入してある系統も若干異なっておりますし、それの入っている遺伝

子も異なっているというふうに記載の部分が異なっているのみです。 

 それぐらいでよろしいでしょうか。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料６－１、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、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、大臣当てに報告をしたいと思います。 

 どなたからでも結構です。ご質問、ご意見等をお願いいたします。 

○井出委員 スタック系統の考え方について、またわからなくなったので。 

 今、審査しているのは、この最終的に５つの系統を交配して出てきたものを審査しているわ

けですね。そうすると、これをつくっていく過程では、いろいろな交配組み合わせが、２つず

つ組み合わせたり、２つと１つを組み合わせたり、最後は、２つずつ組み合わせたのと３つ組

み合わせたのを一緒にして５つ組み合わせたのをつくったと。この育成の過程でできてきたも

のはどう取り扱われるんでしょうか。育成の過程でできた。 

○佐藤委員 途中のものですか。 

○井出委員 途中の部分は、もうこれはフリーハンドになるのか、あるいはこういう２つのも

のはだめで、５つのものはオーケーだという。 

○近藤座長 それは後代に分離をしても構わないので、途中のものは全部入っています。 

○井出委員 わかりました。 

○嶋田委員 それで、私もちょっとわからなくなったんですけれども、５重スタックと４重ス

タックは、これ４重スタックのほうが新部分集合になっているんじゃないですか。違う。 
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○佐藤委員 これは、ちょっと簡単に説明し過ぎたんですけれども、入っている遺伝子として

はそうなんですけれども、使っている系統としては違うんです。ちゃんと説明しなくてはいけ

なかったかもしれません。 

○嶋田委員 それならわかる。 

○佐藤委員 すみません。おっしゃるとおりです。 

○嶋田委員 全く５つのものから１つ抜いただけだったら、同じイベントだと思っていたんで

すけれども違うんですよね。 

○佐藤委員 そうなんです。そうじゃないんです。簡単に説明し過ぎました。 

○嶋田委員 わかりました。 

○武田委員 将来Ｆ１品種にすることを想定して、遺伝的な背景を入れかえて行っているんで

すか。それで、この問題の遺伝子も発現するけれども、ヘテロシスと最大限に発現するような

組み合わせを実は裏で選んでいるんです。そこがやっぱりフリーなんですよ。日本はその辺で

溝をあけられちゃっているんですよね。 

 ですから系統図が後ろのほうにありますけれども、これを見ると、非常にやっぱりよく考え

てありますね。 

○嶋田委員 そうなんですか。 

○武田委員 トウモロコシだからということもあるわけですよね。 

○近藤座長 ほかにはいかがですか。 

○武田委員 ちょっとこれ、言うのも恥ずかしいようなところもあるんだけれども、概要書の

３ページ。 

○近藤座長 ６－１でしょうか。 

○武田委員 どっちもですけれども。６－２に行きます。 

 ３ページの上から14行目、緯度30度から55度って、これ小学生でもこんな書き方はしないん

で、地球は南半球と北半球ありますから、これはやっぱりちょっと具合が悪いんじゃないです

か。 

○嶋田委員 なるほど。北緯とか。 

○武田委員 だから、赤道直下は除いて南も北もあるんで、書き方はちょっと工夫が要ります

けれども。ちょっとこれ具合が悪いですよね。 

○嶋田委員 南緯でも同じぐらいの30度から55度ぐらいに大体は栽培可能なんですか。 

○武田委員 そうでしょうね。正確に言うとちょっとあれでしょうけれども、上方を除いて、
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北緯55度から南緯何度までというふうな、そんな言い方でもいいのかなと思いますけれども。 

ただ低度地ほどもう山の上はありますので、ネパールとかに。ちょっと難しいけれどもね。少

なくともこの書き方は具合が悪いです。 

 それから、26ページの上から６行目、この導入遺伝子はトウモロコシゲムノ上に存在するこ

とが確認されているという、これ、親系統を審査するときにもし見落としていたんなら私も同

罪なんですけれども、トウモロコシゲノムという言い方は、核ゲノムも細胞質ゲノムも含んで

いるわけで、これもし細胞質のほうにあったら具合悪いんですよね。だから、多分これは染色

体に乗っかって１体１に分離するというのを調べられているはずなんで、そこで無理がなけれ

ば、トウモロコシの染色体上に存在するというふうに書かないと具合が悪いと思います。 

○嶋田委員 でも、こんなふうに使いますよね。 

○武田委員 ただゲノムというのは、ちょっと便利に使われ過ぎているんですね。きちんと、

我々は定義していかないと。これに関しては、以上です。 

○近藤座長 確かに、我々が学生に教えていて試験でこういう答えだったら違うと言うかもし

れませんね。 

○武田委員 こういう答案を書いちゃいけません。 

○近藤座長 今の点に関しては、課題というのか、ちょっと科学的には大事なことかもしれま

せんので、一応申請者のほうに確認をして、正確な記述に、結論に大した影響はないと思いま

すけれども、正式なものを、そしてまた再提出をお願いすることでよろしいですかね。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 ございませんか。 

 トウモロコシのスタックなので、特に問題は必要ないかと思います。 

 それでは、ここでよろしいということにしたいと思います。 

 では，総合検討会としての意見をとりまとめたいと思います。 

 申請者から提出された比較トウモロコシ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科学的に適正

である旨、大臣当てに報告をしたいと思います。 

 先ほどの件については、一応これは結論には関係はないのですが、修正をしていただいた上

で再提出をしていきたいと思います。 

 では、事務局から何かご報告ございますでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 特にありません。 
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○近藤座長 それでは、委員の皆様方で何か全般について何かありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局にお返ししたいと思います。 

○鈴木技術安全室長 本日も熱心なご議論ありがとうございました。 

 これにて散会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

午後３時０１分 閉会 


