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午後１時３０分 開会 

○鈴木技術安全室長 では、定刻となりましたので、ただいまから生物多様性影響評価検討会

総合検討会を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、ご多忙の中、先生方にお集まりいただきましてありがとうございます。全員の先生

方が本日、ご出席と伺っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 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思います。お手元の資料で資料一覧

がございますが、議事次第、それから、委員名簿、座席表の下に、右上に資料ナンバーが付し

てございますので、ご確認をいただきたいと思います。まず、資料１、資料２－１、２－２、

資料３－１、３－２、資料４－１、資料４－２、資料５－１、資料５－２でございます。資料

６－１、資料６－２がございます。資料７－１、資料７－２がございます。資料８－１、８－

２がございます。そして、資料９がございまして、最後に参考資料１、２ということで、いつ

も添付しております承認一覧でございます。 

 以上でございますが、もし、欠落がありましたらば、適宜、指示いただければ持参いたしま

すのでよろしくお願いいたします。 

 それから、本日、傍聴の皆様方におかれましては、事前にお配りしております留意事項に従

っていただきまして、円滑な審議にご協力いただきたいと思います。 

 では、この後の議事進行につきましては、近藤座長のほうに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、農林水産大臣及び環境大臣あてに提出された７件の第一

種使用規程承認申請について、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いたします。 

○鈴木技術安全室長 資料１をごらんください。本日、ご審議いただく案件につきましては、

都合７件となっております。 

 まず、１番目の案件でございますが、ダウ・ケミカル日本株式会社より申請されております

チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ダイズでございます。使用目的といたしま

しては、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄並びにそれらに付随する行為ということで、
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隔離ほ場の申請でございます。これまでの検討状況でございますが、昨年11月９日、それから、

本年１月10日の２回にわたりまして農作物分科会におきます検討を行ってございます。 

 ２番目でございますが、ブイ・シー・シー・ジャパン株式会社より申請がされております除

草剤グリホサート耐性トウモロコシでございます。これも隔離ほ場における栽培、保管、運搬、

廃棄並びにそれらに付随する行為ということでございますが、これまでの検討状況におきまし

ては、若干、時間がかかってございまして、2011年５月31日にスタートして以降、都合５回に

わたりまして検討し、本日に至っております。 

 次に３番目でございますが、日本モンサント株式会社より申請されております除草剤グリホ

サート耐性セイヨウナタネについてでございます。これは隔離ほ場申請が2011年に終了してご

ざいまして、今回は食用、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一般使用の審査となっております。昨年12月６日、そして、

本年１月10日に農作物分科会におきます審査を行ってございます。 

 次の４番目でございますが、除草剤ジカンバ及びグリホサート耐性ダイズということで、こ

れはスタックでございます。したがいまして、食用、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、一般使用申請について、本日、

申請がなされてございまして、昨年11月９日、12月６日ということで２回の農作物分科会にお

きます検討を行っております。 

 あと、５、６、７につきましては、日本モンサント株式会社より申請がなされておりますス

タックトウモロコシについてでございます。いずれも交配のもとに使いました遺伝子組換え農

作物の組み合わせの違いによって、それぞれ３系統の申請がなされているということでござい

ます。昨年12月６日、そして、本年１月10日に農作物分科会におきまして検討がなされ、本日、

一般使用の申請に関するご審議をいただく段取りになってございます。 

 以上、７件でございます。 

○近藤座長 ありがとうございました。 

 それでは、最初に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、佐藤委員から資料２に基づき、ご報告をお

願いします。 

○佐藤委員 それでは、資料２－１、農作物分科会における検討の結果をごらんください。 

 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ダイズ（改変cry1F、改変cry1Ac、
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pat、Glycine max（L.）Merr.）（DAS81419、0ECD UI:DAS-81419-2）。 

 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、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、Escherichia coli由来のプラスミドなどをもとに構築されたプラスミド

pDAB9582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。 

 本組換えダイズは、Bacillus thuringiensis由来の改変Cry1F蛋白質をコードする改変cry1F

遺 伝 子 及 び 改 変 Cry1Ac 蛋 白 質 を コ ー ド す る 改 変 cry1Ac 遺 伝 子 並 び に 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１コピーと、その5'末端側に隣接し、98ベースペアの改

変cry1Ac遺伝子断片が染色体上に挿入され、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及びサザンブロット分析により確認されている。また、目的の遺伝子が複

数世代にわたり、安定して発現していることがELISA分析により確認されている。 

 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

理学的また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。 

 本組換えダイズは改変Cry1F蛋白質及び改変Cry1Ac蛋白質により、チョウ目害虫に対して抵

抗性を示すが、植物が自然環境下において他の野生植物と競合し、生存及び増殖するためには、

休眠性や飛散性など幾つかの特性をあわせ持つことが必要であることが知られており、本組換

えダイズに付与されたチョウ目害虫抵抗性のみにより、我が国の自然環境下において競合にお

ける優位性が高められるとは考えがたい。また、本組換えダイズはPAT蛋白質により除草剤グ

ルホシネート耐性を示すが、除草剤グルホシネ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、除草剤グルホシネ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が
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たい。 

 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。本組換えダイズ中に産生される改変Cry1F蛋白質及び改変Cry1Ac蛋白質は、チョ

ウ目害虫に対しては殺虫活性を有するが、その他の野生動植物に対しての毒性は認められてお

らず、PAT蛋白質は基質特異性が高いことから、植物体の他の代謝系を変化させることは考え

がたい。また、これら蛋白質は既知アレルゲンと類似の配列を有さないことが確認されている。

なお、除草剤グルホシネートの代謝産物であるN-アセチル-L-グルホシネートの動物に対する

毒性は、グルホシネートより低いことが確認されている。 

 隔離ほ場周辺において本組換えダイズの影響を受ける可能性がある野生動物について、福岡

県レッドデータブックを用い、絶滅危惧種及び準絶滅危惧種に選定されているチョウ目昆虫を

検討した結果、分布域に隔離ほ場の所在する小郡市が含まれるチョウ目昆虫種は21種あり、①

マメ科を食草とするシルビアシジミ（Zizina otis）、タイワンツバメシジミ（Everes 

lacturnus）及びツマグロキチョウ（Eurema laeta）の３種について本組換えダイズを直接食

餌する可能性が、②それ以外の18種について本組換えダイズから飛散した花粉を食餌する可能

性が考えられたため、影響の生じやすさについて考察した。 

 その結果、ダイズの花粉産出量は極めて少なく、かつ花粉に粘着性があるため、花粉が飛散

する可能性は低いと考えられること、隔離ほ場試験においては花粉の飛散を減少させる措置及

び植物体や種子のほ場外への漏出を防止する措置がとられること、加えて本組換えダイズを直

接食餌、または本組換えダイズから飛散した花粉を食餌植物とともに摂食する可能性のあるチ

ョウ目昆虫種が、本組換えダイズ栽培ほ場周辺に局所的に生息するとの報告もないことから、

特定された21種のチョウ目昆虫が本組換えダイズを直接食餌、または本組換えダイズから飛散

した花粉を食餌し、個体群レベルで影響を受ける可能性は低いと考えられた。 

 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、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。 
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 （３）交雑性。 

 ダイズの近縁野生種としては我が国においてツルマメが自生しており、ともに染色体数が

2n=40で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が特定

された。 

 ダイズとツルマメと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、その雑種が生育する

とともに、当該雑種からツルマメとの交雑を経て、本組換えダイズに導入された遺伝子がツル

マメの集団中で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

る可能性があるが、①ダイズとツルマメとの雑種形成及び後代への遺伝子浸透について、数年

間、日本各地のダイズ畑周辺においてツルマメ集団を追跡調査し、遺伝マーカー等を用いて交

雑の有無を分析したところ、雑種後代が継続して存在することを示す結果は得られなかったと

の報告があること、②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いる

ことに加え、開花期が重複するダイズ品種とツルマメとを交互に株間50センチメートルの隣接

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、③遺伝子組換えダイズ

（除草剤グリホサート耐性）とツルマメを、播種時期をずらして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のうち、両種の開花最盛期を最も近

くした群（１万1,860粒）の中の１粒がダイズと交雑していたとの報告があることに加え、本

組換えダイズの改変Cry1F蛋白質及び改変Cry1Ac蛋白質は酵素活性を持たず、PAT蛋白質は基質

特異性が高いため、これらによる影響で宿主の持つ代謝系が変化し、交雑性にかかわる生理学

的または生態学的特性について宿主との相違をもたらすとは考えがたく、本組換えダイズとツ

ルマメとの交雑率は従来ダイズとツルマメとの交雑率と同様に極めて低いと考えられた。 

 ダイズとツルマメとの雑種及びその後代は、ダイズの遺伝子を一定の割合で有することによ

り、自然環境下での適応においてツルマメより不利になり、速やかに消失するとされている。

一方、ツルマメに改変cry1F遺伝子、改変cry1Ac遺伝子及びpat遺伝子が移行した場合には、チ

ョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性が付与され、適応度が上がる可能性が考えら

れた。 

 しかし、①除草剤グルホシネ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

草剤グルホシネ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られないこと、②

ツルマメは比較的病害虫には強いことが知られており、チョウ目害虫抵抗性の付与のみによっ
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て雑種の競合性がツルマメより高まる可能性は低いと考えられることから、本組換えダイズと

ツルマメとの交雑種の競合における優位性は、従来ダイズとツルマメとの雑種の競合における

優位性と同様に極めて低いと考えられた。さらに、隔離ほ場周辺においてツルマメの生育はこ

れまで確認されておらず、隔離ほ場試験においては花粉の飛散を減少させる措置及び植物体や

種子のほ場外への漏出を防止する措置がとられることから、本組換えダイズ由来の改変cry1F

遺伝子、改変cry1Ac遺伝子及びpat遺伝子がツルマメ集団中に優先的に浸透する可能性は極め

て低いと考えられた。 

 さらに、有害物質の産生性において特定されたチョウ目昆虫種が、チョウ目害虫抵抗性を穫

得したツルマメ雑種後代を食餌し、個体群レベルで影響を受ける可能性も低いと考えられた。 

 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、交雑性に起因する生

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

 ２、農作物分科会の結論。 

 以上を踏まえ、本組換えダイズ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、その中の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、ご意見等がありましたらお願いいたします。

いかがでしょうか。少し内容的に複雑になっていると思うんですが、ダイズ自身が外に出た場

合にそれが優先化する可能性が低いということ、ツルマメとの交雑の可能性も低いこと、それ

から、隔離ほ場試験であるということで、問題ないだろうという話だと思いますが、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか、何もご発言がないんですが。 

○中川原委員 報告書を読ませてもらって、割とすっきりとまとまっていると思いますね。 

○近藤座長 よろしいですか。 

 それでは、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
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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、大臣あてに報告したいと思います。

では、事務局、よろしくお願いします。 

 続きまして、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します。 

○佐藤委員 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、除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（改変epsps grg23ace5、Zea mays subsp. 

mays（L.）Iltis）（Event VCO-01981-5、OECD UI:VCO-01981-5）。 

 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、ブイ・シー・シー・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、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、Agrobacterium tumefaciens由来のプラスミドをもとに構築され

たpAG3541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、Arthrobacter globiformis由来の改変EPSPS GRG23ace5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epsps grg23ace5遺伝子

を含むT-DNA領域１コピーが染色体上に挿入され、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及びサザンブロット分析により確認されている。また、目的の遺伝

子が複数世代にわたり、安定して発現していることが除草剤グリホサート耐性試験により確認

されている。 

 （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。 

 米国において、本組換えトウモロコシの競合における優位性にかかわる諸形質について調査

が行われた。その結果、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間に統計学

的有意差は認められなかった。 

 本組換えトウモロコシには、改変EPSPS GRG23ace5蛋白質の発現による除草剤グリホサート
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耐性が付与されているが、グリホサードが散布されることが想定しにくい自然条件下において

は、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がたい。 

 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。 

 （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は、除草剤グリホサートに耐性を持つ改変EPSPS GRG23ace5蛋白質を

産生するが、当該蛋白質は、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、改変EPSPS GRG23ace5蛋白質と機能的に同一なEPSPS蛋白質は、植物や微生物に特有

の芳香族アミノ酸を生合成するシキミ酸経路を触媒する酵素蛋白質の一つであるが、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考えがたい。 

 米国において、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

産生性の有無について、すき込み試験及び後作試験により調査が行われた。その結果、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で統計学的有意差は認められな

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、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。 

 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
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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、ご報告いただいた分科会の検討結果、資料３－１の中の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総合検討会での審議の後、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、ご意見をお願いいたします。 

○井出委員 本質と余り関係ないかもしれないんですけれども、概要書並びに評価書の表なん

ですけれども、概要の11ページの表ですけれども、表２、評価書のほうにも同じのが11ページ

にありますけれども、これを見てすぐにわからないのがアミノ酸の量を比べているんですけれ

ども、本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシというのがあって、両方とも同じ名前

（BCOS2×B116）と書いてあって、にわかにはこれが違うというのがわからないですね。よく

よく全体を見てみると、後ろのほうにも何か似たような表がありまして、評価書の25ページと

か、評価書の29ページの表８とかも同じような書きぶりなんですね。 

 そちらのほうには、例えば29ページだと（BC0S2×近交系B116）の分離陰性個体と書いてあ

るんですけれども、ここの11ページの表にはそういうことが全く書いていなくて、それはちゃ

んと書いてもらいたいなと思ったんですけれども、それと、前にもあったと思うんですけれど

も、こういう比較というのがどういう意味が、非組換えトウモロコシというのかという疑問が

あって、組換え体をつくって、それに組換え遺伝子が入っていなかったというか、入っていな

かったやつと比べるということの意味が、入っているものと入っていないものということなん

ですけれども、それを非組換えトウモロコシというのかなという気持ちもして、その辺、明確

にしていただいたほうがいいというのと、その表記の仕方というか、説明もきちんとしたほう

がわかりやすいというかと思いましたが、いかがでしょうか。 

○佐藤委員 確かに分離陰性個体という、その注がないとまずいですね。 

 それから、それ自身が非組換えトウモロコシかということなんですが、非組換えトウモロコ

シで、しばしば、こういうふうな対照のとり方もすることがありますけれども。 
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○井出委員 今までも出てきましたけれども、改めて。 

○近藤座長 これまで、多分、今のような遺伝子が入っていないものと、それからあと、これ

に使った同じ対照品種というのと、コントロールが複数ある表が結構ありますね。これにはな

いんですけれども、だから、今までも多分、非組換え体と書いてあると思います、それとあと、

対照品種。 

○佐藤委員 むしろ、対照としては、こういう分離のを使ったほうがいいということもあって、

場合によってはなんですけれども、わざわざ、それを使う場合もありますね。ただ、それ自身

は悪くはない。 

○武田委員 最もアイソジーニックだという見方がありますね。普通のものと比べるよりは分

離した兄弟なんだから、バックグラウンドは極めて似ているはずだと。 

○近藤座長 今のご指摘は確認ということだと思うんですが。 

○佐藤委員 表２のところに今の注がないというのはまずいです。それが加わっていない。 

○武田委員 表についていうと、表８、９、10のいずれも脚注のナンバリングの仕方が不適切

なんですね。例えば表８というのが27ページにありますけれども、非組換えトウモロコシのと

ころに３というのが要るはずなんだけれども、それが入っていない。表９もそうですね。表10

もそうです。 

 それと、それは入れ忘れたので許せないほどのミスではないんだけれども、表９と表10の３

番目の注です。これはトウモロコシで発芽試験をやったと書いているんだけれども、テスター

はハツカダイコンなんですよね。３番はハツカダイコンでしょう、表９も表10も。コピーする

ときに９が余っちゃったんだと思うんだけれども、読めばわかるような間違いではあるんだけ

れども、これは。 

 それから、もう１点、概要書の30ページを見ていただくと、24行目に「本組換えトウモロコ

シの花粉の飛散を減少させるため、除雄又は雄穂の袋がけを行う」というふうに書いています

ね。これは隔離ほ場で比較するときの話で、だから、花粉を飛ばさないために除雄したり、袋

がけしたりするというのはいいんですけれども、そうすると、必然的にそのプロットからは花

粉が出てこないんで、その部分のトウモロコシは不稔になるはずなんですね。それで、隔離ほ

場で成育させておいて、稔出粒数が何個だった、千粒重は何グラムだったという比較をしたい

はずなので、袋かけやら除雄はしてはいけないんじゃないですかね。 

 非組換えのコントロールのほうは、十分、花粉が飛んでいるわけですよ。それで、組換え体

プロットのところには雄がいないわけですよ。そのところで種子試験ができますか。これは、
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これからやる実験ですから、そうだなと思っていただければそれでいいんですけれども、花粉

が飛び出してきて、それがいいか悪いかという話は、また別の話ですけれども。 

○佐藤委員 花粉源は非組換え体の花粉源ということにはなっていると思うんですが。 

○武田委員 群落としてつるっと雄がなくっているわけですからね、組換え体のプロットは。

それは明らかに影響しますわね。 

○佐藤委員 隔離ほ場試験計画書がついていて。 

○武田委員 同じことが書いてあるんです。 

○佐藤委員 16ページのような配置で試験をやる予定にはなっていると思いますが。 

○中川原委員 確認しますけれども、今の武田先生の話は、全部、除雄されるから、組換え個

体のほうは、その組換え個体がこうなっていることを全部、除雄されるから、その個体が稔実

する、しないというのは、そのことによって影響されるはずということですね。 

○武田委員 そういうことです。だから、組換え体は極めて不稔であったと言われても、それ

は当然だろうと、全部、除雄してあるわけですから。 

○佐藤委員 でも、対照品種を花粉源として、ごめんなさい、市販品種、この周りにあれです

ね。 

○武田委員 ミクスチャーではないから当然に影響すると思いますよ。 

○中川原委員 トウモロコシだから影響しても、隔離ほ場試験計画書の16ページに図がありま

すね、ほ場の。これを見ると、対照品種と組換え体品種が交互に植わっているんですね。 

○武田委員 幅は３メートルです。 

○中川原委員 幅は３メートルですね。だから、トウモロコシだからかなり花粉というのは飛

びますので、アウトクロスで要するにポリネーションそのものは結構高い頻度でされますよね。 

○佐藤委員 その下にさらに花粉源として市販品種を周りに植えると書いてあるので、それで

十分に飛ぶということだと思うんですが。 

○武田委員 やってみないとわからないですね。 

○中川原委員 そうですね。どっちにしてもやってみて結果が出れば、その結果を教えてもら

えば一番いいんですすね。 

○武田委員 不稔だったけれども、除雄の効果だろうと、理由はいろいろあるから、ただ、こ

れは余り上手な実験じゃないですね。いろいろお考えいただいたらいいと思う。 

○近藤座長 この点に関しては実施する段階で多少、変更があったら、その点を言っていただ

くということでいいんじゃないかと思うですが、事務局のほうへ届けていただければ。 
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 ほかにいかがでしょうか。 

○小野里委員 評価書の19ページです。下から２行目に予想されるフラグメント長が4,040ベ

ースペアとありますけれども、これの右端は次のページの図で見ますと、トウモロコシ本体の

ゲノムの中に入り込んでいるものですから、この4,040というのは予想できないのではないか

と思うんです。組み込んだ遺伝子より長いということは予想できても、4,040というのはここ

では予想できないのではないかと思う。次のページの２行目の3,599というのは組み込んだ遺

伝子の中ですから、当然、予想はできると思うんですけれども。 

○佐藤委員 これは近傍配列のシークエンスをもとに決めているんだと思います。当該トウモ

ロコシの品種に関して、挿入された近傍の配列を決めた上で。 

○小野里委員 決めてあれば問題ないと思うんですけれども。 

○佐藤委員 このような。隔離ほ場の前に必ずしも決めていなくてはいけないということはな

いんですけれども、決めていてももちろん構わないわけで、その情報を使っている。図５のと

ころにもHindⅢの位置がMaize genomic DNAの中に書かれていますけれども。 

○小野里委員 これは出てきたフラグメント長が大体4,040であれば、HindⅢがここに入って

いるというのは予想できるわけですね。だから、そこへ後から書き込むことはもちろんできる

わけで。 

○佐藤委員 シークエンスをして、このボーダーのところを決めていると思いますけれども。 

○小野里委員 それであれば問題ない。 

○佐藤委員 だと思います。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。このファジーに幾つか書き落としみたいなところが

指摘されましたけれども、これに関しては分科会で何度も議論したもので、上手に回答された

はずなんですが、それでも見落としがほかにも実はあるかもしれないと思いますが、いかがで

しょうか。ほかにはよろしいでしょうか。 

 それでは、表の中で幾つか書き落としの部分があるので、そこをしっかり埋めていただくの

と、それから、書き間違えの部分、そういったところを埋めていただくということを条件で承

認ということで、そうしましょうか。 

 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除

草剤グリホサート耐性トウモロコシについては、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というふ

うに判断いたしますけれども、評価書、概要書もそうですが、中に記述が抜けているところと
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か、あるいは誤って記述されている部分が複数ありましたので、そこの部分を修正していただ

いて、それを事務局のほうで確認して間違いがないということがあったその後に、大臣あてに

報告をするということにしたいと思います。よろしいでしょうか。では、その点を申請者のほ

うにお伝えください。 

 次にまいりたいと思います。それでは、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネについて、

資料４に基づいて佐藤委員から報告をお願いしたいと思います。 

○佐藤委員 資料４－１をごらんください。 

 農作物分科会における検討の結果。 

 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 napus L.）

（MON88302、OECD UI:MON-88302-9）。 

 第一種使用等の内容、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。 

 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者に基づき、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、Escherichia coli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-BNHT2672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。 

 本組換えセイヨウナタネは、Agrobacterium tumefaciens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

伝子の分離様式及びサザンブロット分析により確認されている。また、目的の遺伝子が複数世

代にわたり、安定して発現していることがウエスタンブロット分析及びELISA分析により確認

されている。 

 （１）競合における優位性。 

 宿主が属する生物種であるセイヨウナタネは、路傍や工場跡地のような定期的に人の手が加

えられる地域では自生化し得るが、人の手がほとんど加えられない自然環境下では自生化は困

難であることが報告されている。 
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 本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの間で、競合における優位性に

かかわる諸形質を我が国の隔離ほ場試験において調査した結果、種子の生産量における千粒重

及び脱粒性における裂莢率において統計学的有意差が認められ、統計処理を行わなかった項目

では、開花始め及び開花期において違いが認められた。また、米国の人工気象室で生育初期に

おける高温耐性を調査した結果、草勢で統計学的有意差が認められた。千粒重については本組

換えセイヨウナタネの値がこれまでに報告されているセイヨウナタネの千粒重の範囲内であっ

たこと、対照の非組換えセイヨウナタネと比べ、本組換えセイヨウナタネの裂莢率は低く、開

花始め及び開花期は２日遅く、生育初期の高温耐性試験において草勢が劣っていたことから、

これらの有意差及び違い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。 

 本組換えセイヨウナタネには、改変CP4 EPSPS蛋白質の発現による除草剤グリホサート耐性

が付与されているが、除草剤グリホサートの散布が想定されにくい自然条件下において、グリ

ホサート耐性であることが優位性を高めるとは考えにくい。 

 以上より、本組換えセイヨウナタネの第一種使用等の内容を食品、飼料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する範囲内では、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。一方、本スタック系統の宿主として用いた系統は、品種改良により両物質の含量

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

 我が国の隔離ほ場において、本組換えセイヨウナタネの有害物質（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、すき込み試験及び後作試験により検討した

結果、本組換えセイヨウナタネと対照の非組換えセイヨウナタネとの試験区の間に統計学的有

意差は認められなかった。 

 本組換えセイヨウナタネは導入遺伝子により、改変CP4 EPSPS蛋白質が発現しているが、本

蛋白質は既知アレルゲンと類似の配列を有さないことが確認されており、改変CP4 EPSPS蛋白

質はシキミ酸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ことから、改変CP4 

EPSPS 蛋白質の発現によって意図しない有害物質が産生されるとは考えがたい。 
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 以上より、本組換えセイヨウナタネの第一種使用等の内容を食品、飼料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する範囲内では、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。 

 セイヨウナタネと交雑可能な近縁野生種は我が国に存在しないため、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、本組換えセイヨウナタネの第一種使用等の内容を食品、飼料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する範囲内では、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。 

 （４）その他。 

 我が国の自然条件でセイヨウナタネと交雑可能な近縁種のうち、セイヨウナタネ及びB. 

rapaは栽培種であり、B. nigra、R. raphanistrum、S. arvemsis、B. juncea及びH. incanaは

帰化植物であるため、交雑に起因する生物多様性影響を受ける可能性のある我が国在来の野生

動植物は特定されなかった。しかし、セイヨウナタネとこれらの近縁種が交雑した場合に生ず

る間接的な影響の可能性（①交雑により生じた雑種後代が優占化し、その他の野生植物種の個

体群を駆逐する可能性、②交雑により浸透した導入遺伝子が負担となり、交雑した近縁種の個

体群が縮小されることで、これら近縁種に依存して生息する昆虫などの野生生物の個体群に影

響が生じる可能性）について、その影響を考察した。 

 その結果、①の可能性については、種々の生殖的隔離障壁が存在することから、自然条件下

で雑種後代が優占化して他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性は極めて低いと判断され、

②の可能性については、除草剤耐性の形質が交雑により近縁種のゲノム中に移入したとしても、

負担とならないという報告があることから、改変cp4 epsps遺伝子が負担となり、交雑した近

縁種の個体群の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、交雑した近縁種の個

体群が縮小されることで、これら近縁種に依存して生息する昆虫などの野生生物の個体群に影

響が生じる可能性は極めて低いと判断された。 

 以上より、本組換えセイヨウナタネの第一種使用等の内容を食品、飼料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する範囲内では、近縁種との

交雑により間接的な生物多様性影響を生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当である
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と判断した。 

 ２、農作物分科会の結論。 

 以上を踏まえ、本組換えセイヨウナタネ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、ご報告いただいた分科会の検討結果、資料４－１ですが、そこの中の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。 

○嶋田委員 概要のところの２ページのところ、（４）その他ですけれども、非常に丁寧に検

討されていて、これは大変よいと思うんですが、ただ、国語表現として32行目ですかね、佐藤

委員も音読していてあれというふうに思ったかもしれませんけれども、報告があることから

何々と考えられることからというふうにして、２行続けて稚拙な重複のような表現になってい

るので、32行目は報告があり、それから、ずっといって低いと考えられることからというふう

にすれば、ちょうどうまくいくと思います。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○嶋田委員 内容はまた後で。 

○近藤座長 今のところはよろしいですね。 

 では、ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 作物名の書き方なんですけれども、最初に出たときは属名をフルに書くというの

が約束ですよね。 

○近藤座長 その他のところです。そうですね、これは。 

○佐藤委員 B. rapa、Brassicaはいいとしても。 

○武田委員 Brassicaは名称のところに出てくるんですわ、最初の最初に。 

○嶋田委員 RとSとHですかね、ここはフルスペルが必要です。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○武田委員 概要書のほうで８ページの22行目になるのかな、「花粉の稔性は開花４～５時間

後から次第に低下する」とあるんですけれども、前にもどこか別のところで指摘したと思うん
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だけれども、稔性というのは変わらなくて、発芽率とか発芽力が経時的に下がってくるんです

よね、細かいところですけれども。 

○近藤座長 稔性を発芽率に変えるということ。 

○武田委員 そうです。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○嶋田委員 ２ページ目のその他ですけれども、先ほどのチョウの名前が、一応、標準和名プ

ラス括弧で学名という感じになっていますけれども、公開文書であるならばある程度、標準和

名（学名）のほうが親切じゃないかと思うんです。 

○佐藤委員 何行目ですかね。 

○嶋田委員 22行目です。 

○佐藤委員 この植物種の名前ですね。 

○嶋田委員 はい。 

○近藤座長 評価書には幾つか書いてありましたね。 

○佐藤委員 そうですね。和名も書く。 

○嶋田委員 標準和名も転記しておけばいいんじゃないかなと思いますが。 

○佐藤委員 わかりました。和名もですね、標準和名。 

○近藤座長 特にこれは一般に公開されるものなので。 

○中川原委員 和名（学名）ですね。 

○武田委員 これも時々、問題になる一般市民がどう受け取るかということなんですけれども、

こういう書き方をするといかにも属の間で交雑が起こりそうな感じがするんだけれども、実際

は染色体の数も違うし、全然、ゲノム構成が違うし、一生懸命、交配して１万分の１ぐらいか

かって、しかも胚培養しないといけないという、そういう世界なんですよね。例えばこういう

ふうに書くと、何かいかにもこういうBrassicaの間では低率であっても交配が起こって、遺伝

子が漏出するんじゃないかというふうに多分、一般の人は思うので、そこら辺のところ、この

こととは関係がないんだけれども、もうちょっと起こり得ない話を、起こり得ない話といって

も隕石も落ちてくるし、熱気球も落ちてくるから、学者が起こり得ないと言っちゃったらまず

いんだけれども。 

○井出委員 ただ、ここでは自然条件で交雑可能な近縁主と書いてありますね。それでいいん

ですか。そうすると……。 

○武田委員 自然条件ではほとんど起こらない交雑なんですよね。 
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○嶋田委員 少し加筆してもらったほうがいいんじゃないですか、武田先生のおっしゃること

を少し踏まえて。 

○武田委員 分科会あたりでは、その辺の議論をかなりシリアスにしているんじゃないですか。 

○近藤座長 分科会だとむしろ可能性が少なくても、一応、可能性のあるものは全部、徹底的

に挙げるという方向で、ほとんど起こり得ないようなものまで挙げているんですよね。 

○佐藤委員 逆にかなりセンシティブに挙げているという感じですね、むしろ。 

○中川原委員 私もそう感じます、なるべく洗いざらい出す。 

○近藤座長 申請書ではもともと書かれていなかったものまで。 

○佐藤委員 加えたりしてふえているんです。 

○中川原委員 その結果をどう表現するかはまた別です。 

○嶋田委員 でも、junceaなんかと、それから、ここにあるリストのやつなんかは均等に交雑

する可能性があるわけではなくて、junceaは比較的、交雑する可能性はあるでしょうけれども、

野ダイコンとか、そういうものは大分違うと思うんですよね。そういうことを考えれば、ある

程度は、今、武田先生がおっしゃったようなことというのはきちんと書いておくというのは、

簡潔に書いておくのは大事かなと思います。 

○武田委員 極端な場合は属が違うんですからね。 

○嶋田委員 第１文で「我が国の自然条件でセイヨウナタネと交雑可能な」という、この言い

切り方がいけないですね。 

○近藤座長 我が国の自然条件下はだめじゃないですか。 

○嶋田委員 または交雑する可能性が想定できるとか。 

○近藤座長 否定できないぐらい。 

○嶋田委員 そこを弱める、「可能な」というのはちょっと強いですね。 

○武田委員 一般の人が読んだら本当に可能だと思っちゃう。 

○佐藤委員 との交雑が否定できないという感じぐらいにすごいですかね。 

○鈴木技術安全室長 自然条件下では必要ですか。 

○近藤座長 自然条件下では起こらないんでしょうね。 

○中川原委員 いわゆる交雑性のところでは起こらないでしょう。我が国では存在しないとい

うことですから。 

○嶋田委員 これは近縁野生種だから、こちらのほうは栽培植物なので、こっちのほうは交雑

可能ということですから、ただ……。 
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○中川原委員 栽培種の。 

○嶋田委員 栽培種であっても、そう簡単には交雑できないことをちゃんと色分けて書いてお

かないといかんだろうなとは思います。 

○近藤座長 「我が国の自然条件下」と書いてあるのは、自然条件で存在するものという意味

ですよね。自然条件で交雑というんじゃないんですよね、言っているのは。 

○中川原委員 栽培しているほ場というのは自然条件下ですかね。 

○近藤座長 どうなんですかね。 

○中川原委員 これは、一部、難しいですね。 

○佐藤委員 我が国でにしちゃいましょうか。我が国においてかな、我が国においてセイヨウ

ナタネとの交雑を否定できない近縁種のうちというような感じの表現、そんな感じでしょうか、

今の。 

○近藤座長 詳しく書くと大変なことになりそうですから。 

 これは一応、幾つか修正点があるので、どうしましょうか、事務局のほうで。 

○鈴木技術安全室長 前例も見比べて適当なワーディングを検討し、座長にご相談というよう

な感じでもよろしいでしょうか。 

○近藤座長 そうですね、佐藤さんと私でいいですかね。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。そうすると、評価書、概要書では先ほど

の稔性のところを発芽率に変えるという、そこだけですね。あとはこちらが提出する結果の報

告のところを変えると。 

 それでは、今、幾つか出ましたけれども、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

の内容は科学的に適正であるというふうに判断したいと思います。ただ、先ほどの評価書の一

部、１カ所を修正することと、それから、この委員会の検討の結果の文章については、内容的

に特に大きな問題というわけでもないのですが、幾つか修正が必要ということで原案を事務局

のほうでつくっていただいて、一応、確認をして、それで問題なければ、そのまま、大臣あて

に報告ということにしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 それでは、次にチョウ目害虫抵抗性、除草剤ジカンバ及び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、佐藤委員から資料５に基づいて

ご報告をお願いします。 
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○佐藤委員 資料５－１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、除草剤ジカンバ及びグリホサート耐性ダイズ（改変dmo、改変cp4 epsps、Glycine 

max（L.）Merr.）（MON87708×MON89788、OECD UI:MON87708-9×MON-89788-1）。 

 第一種使用等の内容、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。 

 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

使用規程に従って除草剤ジカンバ及び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。 

 本スタック系統は、①改変DMO蛋白質（ジカンバモノオキシゲナーゼ）をコードする改変dmo

遺伝子が導入された除草剤ジカンバ耐性ダイズ（以下「MON87708」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DMO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、独立して作用しており、いずれも高い基質特異性を有し

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。 
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 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、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総合検討会における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。（１）競合における優位性、（２）有害物質の変生性、（３）交雑性。 

 各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能です。 

 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。 

 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、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、ご意見をお願いします。 

○武田委員 分科会の検討結果はこれで結構だと思うんですけれども、評価書の30ページの13

行目と20行目に、「ダイズゲノム中１カ所に１コピー」云々とあるんですね。これは前のとき

にも指摘したことがあると思うんですけれども、染色体上に乗っかっているのか、要するにオ

ルガネラも含めてゲノムの中に入っているのかでは意味が違うので。 

○近藤座長 すみません、何ページ。概要書ですか。 

○武田委員 30ページ、概要書の13行目と20行目です。このゲノムというのは、厳密に染色体

に乗っているということがメンデル分離でわかっているならそう書くべきだし、わかっていな

いのだったら実は別の問題が出てくるんですよね。だけれども、多分、５行目には染色体上に

存在するときちんと書いているから、多分、染色体上とゲノム中を同じ意味で申請者は使って

いるんだろうと思うんですけれども、そこは区別していただかないと。 

○佐藤委員 染色体ということでお願いします。 

○近藤座長 唯一のゲノムということが入ってきて、恐らくもとのアメリカとか、あちらのお
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うではゲノムと書いてあるんでしょうね。 

○武田委員 そうだろうと思います。 

○中川原委員 もし、ゲノムを書きたいんだったら各ゲノムと書いて。わかりやすい。 

○近藤座長 そうですね。 

 ほかにいかがでしょうか。スタックでこちらの遺伝子もお互いに相互作用は考えられないと

いうことなので、内容的には問題ないと思うんですが、あとは書き方の問題ですが、いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。それでは、先ほどのゲノムというところの修整ということだ

けで、よいということにしたいと思います。 

 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

草剤ジカンバ及び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

るということですが、大きな問題ではないのですが、書き方の問題ですけれども、先ほど１点、

指摘がありましたゲノムのところを修正していただき、それを事務局で確認をして、その上で

大臣あてに報告をしていただきたいと思います。 

 それでは、次にいきたいと思います。それでは、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、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

コシその他２件について、あわせ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から、資料６から６、７、８に基づきご報告をお願いします。 

○佐藤委員 それでは、３件をまとめてご報告いたします。 

 まず、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、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、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（cry1A.105、改変cry2Ab2、cry1F、

pat、改変cp4 epsps、改変cry3Bb1、cry34Ab1、cry35Ab1、Zea mays subsp. mays（L.）

Iltis）（MON87427×MON89034×B.t. Cry1F maize line 1507×MON88017×B.t. Cry34/35Ab1 

Event DAS-59122-7、0ECD UIは以下ですが、省略します）（MON87427、MON89034、B.t.  

Cry1F maize line 1507、MON88017及びB.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7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
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棄並びにこれらに付随する行為。 

 申請者、目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

使用規程に従って除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、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（MON87427、MON89034、B.t. 

Cry1F maize line 1507、MON88017及びB.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7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。）（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。 

 本スタック系統は、①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（MON87427）、②Cry1A.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）、③Cry1F蛋白質をコードする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（B.t. Cry1F maize 

line 1507）、④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）、⑤
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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（B.t. 

Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7）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各Bt蛋白質（Cry1A.105蛋白質、改変

Cry2Ab2蛋白質、Cry1F蛋白質、改変Cry3Bb1蛋白質、Cry34Ab1/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るとは考えがたいことから、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。また、除草剤耐性蛋白質であるPAT蛋白質及び

改変CP4 EPSPS蛋白質は、おのおのの基質及び作用が異なり、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、除草剤耐性

蛋白質とBt蛋白質が相互に影響を及ぼす可能性は考えがたい。こめため、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。 

 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、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。（１）競合

における優位性、（２）有害物質の産生性、（３）交雑性。 

 各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能です。 

 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。 

 次に、資料７－１をごらんいただきたいんですが、今、説明いたしました資料６－１の系統

が最も組み合わせが多い五つのスタックだったんですけれども、資料７－１のスタックトウモ

ロコシはMON87427、MON89034、MON88017の３種類のみのスタックとなっていて、除かれている

のがB.t. Cry1F maize line 1507とB.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7、この二つの系統が

除かれているものです。 
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 それから、その次、資料８－１をごらんいただきたいのですが、これに関しては先ほどのに

加え、さらにMON88017が省かれていて、入っているのはMON87427とMON89034の交雑です。さら

に、そこにNK603が交配されています。このNK603に含まれているカセットまたは遺伝子のエレ

メントに関しては、さきにお話ししたMON88017またはMON87427、一番初めの資料６－１の親系

統に入っているものと基本的に同じものが入っていることになりますので、一番上位の親系統

で安全性が確認されれば、基本的にはあとの組み合わせが少ないものに関しては安全であると

考えてよいと思います。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 ただいま、ご報告いただいた分科会の検討結果、資料６－１、７－１、８－１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、大臣あてに報告をしたいと思います。 

 どなたからでも結構です、ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

○武田委員 ワープロだとミスタイプというんですかね、ホストの表記のところでHi-Ⅱとい

う品種がMON87427をつくるのに使われているんですけれども、Hi-Ⅱというはハイフンをつけ

てⅡと書くのが正式で、品種名というのはハイフンがなくなると別なものになっちゃったりす

るので。 

○中川原委員 何ページですか。 

○武田委員 概要の３ページです。申請者の問題なんだと思うんだけれども、19行目です。

Hi-Ⅱ、ハイフンが入っているのが本当なんです。これだけだとHillになっちゃう。これは三

つとも修正しておいて。 

○近藤座長 これは評価書と概要と両方ですね。 

○武田委員 そうですね。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 よろしければ、７の申請書の22ページをごらんいただくと系統図が出てくると思

うんですが、横に見るページです。 

○近藤座長 ７のほうですか。 

○武田委員 ７の申請書。概要のほうは社外秘になっております。22ページです。これは３系

交配の形になっているわけですけれども、一番右端、MON87427となっていて、これが例の除草

剤感受性で誘起されてくる雄性不稔なんですね。最後の段階でコマーシャルなF1種子をたくさ



 26

んつくろうというときに、雄性不稔の親をつくるためにこの系統を使っているわけなんですけ

れども、最後のクロスを見ていただくと、LH287の遺伝的背景を持つMONこれこれ×これこれを

雌親として、MON87427これこれを雄親としてかけると、そして、コマーシャルにクロスシード

という戦術なんですが、見ていただくとすぐにお気づきだと思うんですが、右端の系統を雄親

に使っていることになっているんですね、♂♀記号で見ると。 

 しかしながら、これは除草剤で誘発される雄性不稔になっているわけです。だから、このま

まだったら花粉が出てきませんから、父親から、種がとれないんですね。だから、恐らくこれ

は♂♀の記号を入れ間違ったか、それか、全く私がとんでもない勘違いをしているか。ただ、

育種学のプリンシプルですから、間違うことはないと思うので。 

○中川原委員 これでいいんじゃないのかな。 

○武田委員 だって、雄性不稔親に除草剤をかけて雄性不稔にしてしまったら、母親がセルフ

しちゃうでしょう。 

○山口安全評価専門官 ほかの二つの系統は逆になっていますので、恐らくこれは間違いでは。 

○武田委員 間違いだと思いますよ。 

○山口安全評価専門官 五重スタックの系統でいきますと28ページ。紫のタブの最初の……。 

○武田委員 ６と８は間違っていないんです。 

○中川原委員 別のところに出ている。そうですね。 

○武田委員 これは申請者に確認すれば、ただ、間違っているんだとするとどうなるんだと非

常に悩んだんですよ、正直、こんなことはないはずなのに、しかし、こんな間違いが最後まで

通過して出てくるというのはどういうことなのかなと思って。すぐ対応できる資料はないでし

ょうから、これもさっきと同じような扱いでお任せします。 

○近藤座長 この点に関しては事務局のほうから確認していただくということでお願いします。 

 ほかにはいかがでしょうか。スタックの場合に評価書が違っていると、そういうことしかな

いんですけれども。 

○佐藤委員 確かにそうです。 

○近藤座長 ほかにはよろしいでしょうか。もしなければ、その点だけ確認していただくとい

うことで、ほかは問題ないということにしたいと思います。 

 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、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その他２件について、第一種使用規程に従って使
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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

的に適正であると判断されますけれども、１カ所、♂♀の記号が逆ではないかという２番目の

案件、そちらがありますので、そこを確認していただいて、間違いであるということで訂正さ

れれば問題ないと、そうじゃないときには少しほかに理由があるはずなので、それについては

また委員のほうに知らせていただくということで、問題ないというように判断された場合には、

これを適切なものとして大臣あてに報告をしていただきたいと思います。事務局の方には申請

者との話し合いをよろしくお願いいたします。 

 それでは、きょうの議事の２件目にいきます。昨年８月に環境省から第４次レッドリストが

公表されました。既に承認された害虫抵抗性トウモロコシについてですが、新たに追加された

チョウ目及びコウチュウ目昆虫への影響について、申請者から生物多様性影響評価に関する追

加の情報について報告がされています。この点について検討したいと思います。 

 こういった、その後、新たにわかった知見とか、そういったものについては過去のものにつ

いても申請者から、その点を修正意見を出していただいて、問題なければ、そのとおり、修正

するということになっていますが、これまではそういった申請書の中のちょっとした誤り、そ

れから、新たにわかった情報について追加されたということはありますが、こういったレッド

リストに関しては今回が初めてのケースなので、少し違った視点でまた検討する必要があるか

と思います。事務局からご説明がありましたらよろしくお願いします。 

○関根外来生物対策室長 今、ご紹介いただきましたように、昨年８月に環境省におきまして、

絶滅のおそれのある野生生物のリスト、いわゆるレッドリストでございますけれども、これを

改訂いたしました。今回の改訂におきましては、新たな知見に基づきまして絶滅のおそれがあ

ると新たに判定された種を追加をしております。この中で、コウチュウ目につきましては従来

170種を掲載しておりましたけれども、今回、275種ということで105種、追加されたというこ

とでございます。チョウ目につきましては、これまで100種でございましたが、今回は196とい

うことで96が追加になってございます。 

 カルタヘナ法第７条におきましては、既に承認をされたものであっても、科学的知見の充実

などによって生物多様性影響が生じるおそれがあると認められるに至った場合は、主務大臣は

第一種使用規程を変更、廃止することが規定されております。こうしたことから既に承認をさ

れた害虫抵抗性トウモロコシの申請者に、新たにレッドリストに追加された種に対する影響の

評価について資料を提出していただいております。提出された資料については農作物分科会で

ご検討いただいておりますので、今回、総合検討会でのご検討をお願いするものでございます。 
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 以上でございます。 

○近藤座長 それでは、農作物分科会での検討結果について佐藤委員からお願いいたします。 

○佐藤委員 資料９をごらんください。まず、一番初めのところに農作物分科会における検討

の結果がまとめられています。第４次レッドリストの改訂に伴う評価の確認についてというこ

とです。 

 農作物分科会では申請者によって実施された、既に評価を終えた害虫抵抗性トウモロコシに

対する第４次レッドリストで新規記載された種の追加評価について、参考人に意見を求め（別

添資料１、２にあります）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、分科会にて意見を求めた参考人ですが、大阪府立大学の石井実教授、国立科学博物館の

神保宇嗣研究員及び神奈川県立生命の星・地球博物館の高桑正敏名誉館員の３名の方に意見を

伺いました。 

 ２、第４次レッドリストで新規記載されたコウチュウ目の評価について。 

 絶滅危惧種及び準絶滅危惧種に区分されているコウチュウ目昆虫について、トウモロコシ栽

培地という限定された環境を主要な生息地とする種はなく、これらの種に影響を及ぼす可能性

は極めて低いと考えられるため、生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断された。 

 ３、第４次レッドリストで新規記載されたチョウ目の評価について。 

 絶滅危惧種及び準絶滅危惧種に区分されているチョウ目昆虫のうち、小蛾（ツトガ亜科及び

ミズメイガ亜科）について、トウモロコシ栽培地という限定された環境を主要な生息地とする

種はなく、生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断された。また、トウモロコシを直接食

害するマエアカヒトリ（準絶滅危惧種）については、影響が生ずる可能性は否定できないが、

生息数が増加していると見られること、幼虫はさまざまな植物につくことが知られ、トウモロ

コシ栽培地でのトウモロコシに対する近年の加害の報告がないことを考慮すると、生物多様性

影響が生ずるおそれはないと判断された。 

 情報が不足しているとされた種については、影響があると確認できる追加情報はなかったた

め、今後、レッドデークブックの発行等による分布や生態に関する新たな知見の集約状況に応

じ、生物多様性影響の有無について確認する必要がある。 

 以上のことから、各申請者が我が国における生物多様性影響が生ずるおそれはないとした結

論は妥当であると判断したということです。 

 後ろに別添資料として高桑さん、それから、神保さんのコメントが載っています。その後ろ

に別添資料３として申請者提出の資料がついております。 
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 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 これに関して分科会では、どういうふうに検討していくかということも含めて何度か検討し

て、最終的にはこれでいいというふうに、つまり、内容的には特に過去のものについて結論は

変わらないということで、当然、追加資料についてはそれぞれの過去の評価書についても内容

はかえずに、この部分をまた別につけるということになるかと思うんですが、そういうことで

対応したいと思います。 

 過去に行われた内容の修整等については分科会で検討して、ここで承認いただいて、その場

で結論が出たんですが、今回、資料が少し膨大で新しいことなので、一応、これについて持ち

帰っていただいて検討していただき、もし、わからないことがあったら事務局に問い合わせい

ただいたりして、これは問題があるというふうに判断された場合には、また、次回の総合検討

会で検討するか、場合によっては分科会にまた持ち帰るということにしたいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

 何もなければ、これでいいという、これまでと同じようにこれを追加情報として評価書にさ

らにつけるという形にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○矢木委員 これは、今まで申請された方のすべてが現実に入っているということですか。 

○近藤座長 これまで評価のときに絶滅危惧種というものを挙げて、それが影響を受ける可能

性があるかないかということを評価している部分があります。そこの部分で考えられる絶滅危

惧種の種名を挙げていったわけですが、今回、新たにかなり多くの種が追加されたものですか

ら、それについても少なくとも挙げて評価をしなければいけないことになります。その結果に

ついては、影響がないというふうに判断をされたわけなんですけれども、そういったことを書

かなければいけないということになっておりますので、新しくわかったことについては、過去

の評価書についても改めてそこを追加しなければいけないということになっております。 

 これを見ても、なかなか、専門家じゃないとわからないということがありまして、それで、

専門家の意見を伺っているということです。分科会でも必ずしもこれに詳しいというわけでも、

関係している方がいらっしゃっても、それぞれの種について詳しいということではないので、

専門家のご意見を３名の方に伺ったということです。 

 これまでで何かご質問とかご意見がありましたらお願いします。この場で何かというのは難

しいかと思うので、質問がありましたらば事務局のほうにお願いします。もちろん、これでは

だめだということでも構いませんが、できれば早いうち、一応、期限としては３月15日ですか、
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それまでにご意見をいただきたいと思います。では、そういうことでよろしいですね。 

 それでは、きょうの審議事項は終わりました。 

 事務局から何かご報告はありますでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 ございません。 

○近藤座長 よろしいでしょうか。 

 そのほか、委員のほうから何かコメントはありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

○井出委員 評価書で前から思っているんですけれども、いろいろ、表とかのタイトル、それ

で、何とか試験の結果とか、何とか試験としか書いていなくて、何を調べたのか、わからない

のが結構あって、もし、よろしければ分科会のところで指摘して、もう少しタイトルを見て何

をしたのかわかるように直してほしいというのが。 

○近藤座長 そういうことで分科会でも指摘はしていますね。ただ、どうしても見落としがあ

って、分科会の委員がチェックするだけじゃなくて、申請者のほうに、そういうふうに。 

○井出委員 何か卒論の指導をしているような感じで申しわけないんですけれども。 

○近藤座長 申請者にお願いしたいと思います。分科会でもさらに一層のチェックをお願いし

ます。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の審議を終了したいと思います。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○鈴木技術安全室長 本日も本当に熱心なご議論をいただきまして、ありがとうございました。

引き続き、よろしくお願いいたします。 

 これにて散会とさせていただきます。 

午後３時１２分 閉会 

 


