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午後１時２６分 開会 

○鈴木技術安全室長 では、定刻より若干早いですが、先生方概ねお揃いでございますので、

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。 

 本日はご多忙の中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 議事に入ります前に、まず委員の先生方、本日は全員ご出席と聞いておりますが、嶋田正和

先生が15分ほど遅れていらっしゃるということでご連絡いただいておりますので、ご報告いた

します。 

 議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 資料一覧、そして議事次第、委員名簿、座席表がございます。 

 その後にいつものとおり、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、資料の１が１枚でございます。 

 その次に資料の２－１、２－２として厚いものがございます。 

 次に、資料３－１、３－２、次に資料４－１、４－２、次に資料５－１、５－２、そして資

料６－１、６－２、最後にいつも配付させていただいておりますこれまでの承認一覧というこ

とで、参考資料の１及び２という資料が本日の資料でございますが、もし欠落等がございまし

たら、その都度でも構いませんので、お手を挙げていただければ、事務局より直ちに準備させ

て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、座長によろしくお願いしたいと思います。 

○井出座長 それでは、本日の総合検討会では、農林水産大臣及び環境大臣宛てに提出された

５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

響について検討いただきたいと思います。 

 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。 

○鈴木技術安全室長 資料の１をご覧ください。 

 本日ご審議いただく案件といたしまして、都合５件ございます。 

 まず、上の左側に番号を付してございますので、この番号順にご説明させていただきます。 
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 まず、１番目でございますが、コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモ

ロコシについてでございます。 

 日本モンサント株式会社より申請を受けてございまして、使用等の内容といたしましては、

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となってございます。 

 農作物分科会におきます検討状況につきましては、本年３月８日から検討を開始いたしまし

て、都合４回の検討を行い、本日総合検討会に付すということになりました。これにつきまし

ては、隔離ほ場試験の申請であります。食衛法、飼安法上の承認はまだの状況でございます。 

 ２番目でございますが、除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネでございまして、デュポン

株式会社より申請がなされているものでございます。 

 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ございまして、昨年７月20日から都合３回の農作物分科会の検討を経ま

して、本日ご審議いただくということになってございます。既にカルタヘナ法の隔離ほ場の承

認が2011年に出ておりますので、今回は一般利用に関する承認の申請ということになってござ

います。 

 ３番目でございますが、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート

耐性トウモロコシでございまして、デュポン株式会社より申請がなされております。 

 これにつきましても、使用等の内容は、食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、

保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為ということでございまして、本年７月11日か

ら２回の農作物分科会におきます検討を経て、本日に至ってございます。これも同様に隔離ほ

場につきましては、2011年に既に承認を得ております。 

 ４番目でございますが、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタ

でございます。ダウ・ケミカル日本株式会社より申請がなされております。 

 使用等の内容といたしましては、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でございまして、本年９月10日から２回にわた

りまして審議を行いまして、本日総合に付しているところでございます。これにつきましても

同様に、カルタヘナ法の隔離ほ場承認につきましては2012年に既に承認を受けております。 

 ５番目でございますが、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

ございまして、シンジェンタジャパン株式会社より申請なされたものでございます。これにつ

きましては、親系統が既に承認済みの親系統を用いたスタック系統でございます。 

 使用等の内容といたしましては、食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、
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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、本年９月10日後、２回にわたりまし

て農作物分科会におきまして検討を行い、本日審議に付されております。スタック系統につき

ましては、隔離を経ることなく一般使用の申請という形になりますので、本日一般使用につい

てご審議いただくと、以上になっております。 

 ちなみに、１枚目の裏にはこの最後の５番目の系統につきまして、その親系統の承認状況と

いうことで参考情報を付させていただいてございますが、いずれも一般利用につきまして、

2007年、あるいは2010年に既に承認を得たものでございます。 

 以上でございます。 

○井出座長 それでは、コウチュウ目抵抗性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。 

 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に基づいてご報告お願いします。 

○佐藤委員 資料２－１をご覧ください。 

 農作物分科会における検討の結果です。 

 名称：コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（DvSnf7, 改変

cry3Bb1, 改変cp4 epsps, Zea mays (L.) Iltis）（MON87411,OECD UI:MON-87411-9）。 

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

行為 

 申請者：日本モンサント株式会社 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、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、Escherichia coli由来のプラスミドpBR322をもとに構築された

PV-ZMIR10871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には、ウエスタンコーンルートワーム（Diabrotica virgifera 

virgifera）の細胞機能の維持に必要不可欠な役割を果たしているSnf7遺伝子の一部塩基配列

を逆方向反復配列の形で組み合わせたDNA断片（以下、「DvSnf7遺伝子断片」という。）を宿

主に組込むことにより、RNA干渉効果をもたらす二本鎖RNA（dsRNA）が産生されるように設計

されている。また、Bacillus thuringiensis由来の改変Cry3Bb1蛋白質をコードする改変

cry3Bb1遺伝子及びAgrobcacterium CP4株由来の改変CP4 EPSPS蛋白質をコードする改変cp4 
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epsps遺伝子を有している｡本組換えトウモロコシには､これらDvSnf7遺伝子断片、改変cry3Bb1

遺伝子及び改変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

ブロット分析等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評価を行うことは可能であると考えられた。 

 （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、我が国において長年にわたり栽培されているが、

我が国において自生しているとの報告はなされていない。 

 本組換えトウモロコシにはDvSnf7遺伝子断片が産生されるdsRNA及び改変Cry3Bb1蛋白質によ

るコウチュウ目害虫抵抗性の形質が付与されているが、コウチュウ目害虫による食害のみが、

我が国の自然条件下におけるトウモロコシの生育の可否を規定する要因となり得ないことから、

これらの形質を付与した本組換えトウモロコシが自然条件下で自生し、さらに競合における優

位性を高めるとは考え難い。 

 また、本組換えトウモロコシは改変CP4 EPSPS蛋白質の産生による除草剤グリホサート耐性

を有するが、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、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 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシは、野生動植物等の生息又は生育に影響を及ぼすよ

うな有害物質を産生するとの報告はない。 

 DvSnf7遺伝子断片は、トウモロコシに内在性遺伝子のmRNAとの相同性は低く、コウチュウ目

ハムシ科ヒゲナガハムシ亜科に属する昆虫種間で高い相同性が認められている。このため、本

組換えトウモロコシ中で産生されるdsRNAが、RNAi機構によって、トウモロコシに内在する遺

伝子の発現を抑制するとは考えにくく、また、新たな蛋白質を産生することも考えにくいこと

- 4 - 



から、宿主の代謝系に作用して有害物質を産生するとは考え難い。さらに、本組換えトウモロ

コシで発現するdsRNAはウエスタンコーンルートワームに対する殺虫活性を付与することを目

的として導入されているが、その殺虫スペクトルは極めて狭く、コウチュウ目昆虫種の中でも

ハムシ科に属する一部の昆虫に限定される。 

 加えて、本組換えトウモロコシ中に産生される改変Cry3Bb1蛋白質の殺虫スペクトルは極め

て狭く、コウチュウ目昆虫種の中でハムシ科のハムシ亜科及びヒゲナガハムシ亜科にそれぞれ

属するコロラドポテトビートルとコーンルートワームのみに殺虫活性を示し、その他の野生動

植物に対する毒性は認められていない。 

 本組換えトウモロコシ中で発現しているdsRNA、改変Cry3Bb1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有していることから、相互に作用して、特定の昆虫に対して

殺虫活性を相乗的に高めたり、殺虫スペクトルを拡げたりすることはないと考えられた。 

 このほか、改変CP4 EPSPS蛋白質と機能的に同一である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蛋白質の活性が増大しても、本経路の最終産物である芳香族アミノ酸の濃度が高ま

ることは考え難い。 

 また、改変Cry3Bb1蛋白質と改変CP4 EPSPS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。 

 本組換えトウモロコシの花粉又は植物体を摂取することにより影響を受ける可能性のある野

生動植物等として、コウチュウ目昆虫４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蓄積する花粉量は、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、除雄又は雄穂の袋がけを行うことにより、

花粉をほ場外に離散させない措置をとることから、特定されたコウチュ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低いと考えられた。また、

播種時には防鳥網等の設置を行い、栽培終了時には鋤き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。 

 以上のことから、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備えた隔離

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。 

 （３）交雑性 
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 我が国において、トウモロコシが野生化した事例はなく、トウモロコシと交雑可能な近縁野

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は特定されず、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれは

ないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

 ２ 農作物分科会の結論 

 以上より、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。 

 以上です。 

○井出委員 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２－１のうち、１、

生物多様性影響評価の結果、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、大臣宛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、ご意見等はございますでしょうか。 

○矢木委員 この遺伝子のメカニズムについて教えていただきたいんですけれども、基本的に

は二本鎖のdsRNAというものが安全かどうかというのが大きなポイントだと思うんですね。で

すから、これが大丈夫であれば問題ないと思うんですが、いろいろとやられているので、確認

されていると思うんですが、ちょっとそこで私がわからないことがあったので、まず教えてい

ただけますか。 

 こちらの資料２－２の中の22ページです。図の４というところです。 

 この図の４のＡの通常の昆虫細胞というのが書いてあるんですけれども、ここにあります赤

で楕円形になっているカーゴ、カーゴというのがSnfの蛋白質ということでいいのか、それで

これが受容体蛋白質という言葉があるんですが、それでいいのか、要するにカーゴの蛋白質が

作られないからということではないんですか、メカニズムですけれども、それをちょっと教え

ていただきたいんですけれども、カーゴというのは何だろうというと、ですからこれが蛋白質

のことなのか。 

○佐藤委員 カーゴは別ですね。 

○矢木委員 赤で書いてあるやつがこれが要するにSnf蛋白質で、違うんですか。 
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○浦嶋安全評価専門官 カーゴじゃないです。黄色のESCRTⅢというのがあると思うんですけ

れども。 

○矢木委員 黄色いやつ、２番ですね。 

○浦嶋安全評価専門官 ESCRTⅢ、そこが該当しますね。 

○矢木委員 ２番にくっつくやつじゃないんですか。 

○浦嶋安全評価専門官 Snf7遺伝子がそれを産生するということになっていまして、それを今

回RNAi機能を使ってそれを阻害するということで、その後のオートファジー経路がうまく続か

ないということです。 

○矢木委員 そうすると、このⅢというのが蛋白質のことですか。 

○浦嶋安全評価専門官 Snf7遺伝子からこれが産生される。今回、導入したRNAi機能を使って、

阻害する蛋白質というのは……。 

○矢木委員 阻害する蛋白質ができる。 

○浦嶋安全評価専門官 このESCRTⅢというのを阻害するんですよ。 

○矢木委員 18ページを見てください。 

 18ページを見ますと、植物細胞の中で、要するに240ぐらいのRNAができるわけですよね。だ

から、これが21から25のmersになって、そして製造しないというメカニズムになっているんで

すよ。蛋白ができないと。だから、この21から25のmersというやつがいろいろな微生物、ある

いはワームに入って悪さをしないかというのがこのポイントじゃないかと思ったんですが、だ

から蛋白は関係ないんじゃないか。関係ないというわけじゃないですよ。蛋白ができないとい

うことがこのメカニズムじゃないかと思ったんですが。 

○佐藤委員 今ターゲットにしているのは、もう一度この22ページの図に戻っていただきたい

んですが、今、先生おっしゃったカーゴというのは、これは一応この細胞膜上に存在している

ある種の何かシグナルを受容するような受容蛋白質ですね。その受容体蛋白質は通常正常な場

合には、このエンドソームと書いてあるシステムを使って、ターンオーバーされていくわけで

すね。正常な場合にはそういくんですけれども、そのときにはこの黄色のESCRTⅢという蛋白

質が重要な働きをしているということなんですね。 

 今回のこのRNAiのターゲットは、この黄色い蛋白質で、これができない。この蛋白質そのも

のじゃないんだけれども、この蛋白質の構成要素でいいんだろうか、ですよね。その一部です

ね。この黄色いのは複合体なんですけれども、その複合体を形成している一部の蛋白質がター

ゲットになっていて、だからこの黄色いこの部分がちゃんとできない、ちゃんと機能しないよ
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うな。 

○矢木委員 ２番ができないのか、後期エンドソームというんじゃなくて、２番ができないか

ら、バツが２個あるんですよね。２カ所、遺伝子の発現が抑制された細胞には。だから、２カ

所で何か阻害が起きているので、要するにポイントは、私はメカニズムはどうでもいいんです

けれども、どうでもいいわけじゃないんですが、何を見たらいいのかということで、21から25

のmersをどうなっているのかというのが結局安全か安全でないかのポイントなのかなと、要す

るにメカニズム的にですよ。 

 だから、これが持っていればいろいろなものに入って虫を殺す原因なのかなと。だから、そ

の辺のところがポイントで、後でこの21と25のmersについては、要するに相同性がないからつ

くられないんだよと、だから安全だよというふうに理論になっているので、その辺のところ。 

○嶋田（透）委員 表２にその結果が出てますよね。だから、これが安全性を示しているんじ

ゃないんですか。ちょっと私は委員じゃないので、知らないですけれども、多分24が重要だと

思う。 

○矢木委員 おっしゃるとおりです。だから、24が重要なので、ほかの場合の組換えの場合に

は、例えばBt-トキシンだったらばターゲットが決まっているので、ほかは大丈夫だよという

ことなんですが、この場合だと、全ての要するに生物に対して、ヒゲナガハムシ科だけは効く

けれども、ほかはだめだよというのがこの表から言っているんですよね。だから、全てに類推

しているんですよね。これが非常に重要な表なので、一つは。 

 もう一つは、微生物に対してこういうものが入らないかどうかということで、それをちょっ

と教えていただきたいんですが、微生物に対する相同性というのを検討されているんですよね。

39ページです。 

 ですから、土壌中にいる微生物に対しては相同性が21塩基の長さに一致しないから、まず大

丈夫だと言っているんですが、今微生物のDNAは非常に解析が進んでいるので、たったこれだ

けじゃなくて、ほかのものに対していっぱいあるので、それはどうなのかなというのを伺いた

いというのがポイントです。 

○佐藤委員 この21塩基長の配列というのは、非常に特異的な反応を示すわけなんですね。で

すので、このターゲットになっている蛋白質は恐らく全生物種にある。植物にもあるし、いろ

いろな生物種にあるんですけれども、この21塩基長が一致するというものはないということな

んですね。RNAiというのは、この配列に非常に……。 

○矢木委員 おっしゃるとおり、いいです。 
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 39ページのところは、特定の微生物について調べたらこうだったと書いてあるので、全ての

微生物についてやってないんですかというのが質問です。要するに、全てじゃなくて、今わか

っている、簡単に検索かければばっとわかるので、微生物に取り込まれたら発現しないのかな

というのがそこはどういうふうに評価したんですかというのを伺いたい。 

○佐藤委員 これは今ゲノム配列がわかっているものに関しては調べているんだと思うんです

けれども。 

○矢木委員 だけれども、ここだと７種の遺伝子についてまとめたと書いてある。多分、ほか

のにも全部まとめてあるんだと思うんですが、そうしたら結構なんですけれども、これだけ見

ると、英語を見てもこれだけで決めたような感じだったので、ちょっと伺いたかった。 

○佐藤委員 微生物全部調べたかというとあれですけれども。 

○矢木委員 そうじゃなくて、検索かければぼんと出ちゃいますので、そんなものは簡単なこ

となので、本当に数分のことだと思うので、特にそういうのをやられているのかどうかという、

要するにこれだけで、全部の微生物に対して大丈夫ですよというようなちょっと印象を受けた

ので、確認さえしてもらえばいいと思うんです。特に細かく、多分ないと思うんです。私もな

いと思うんです。 

 それから、その辺がこのメカニズム的にはそういうものが21番が重要だよというようなこと

をおっしゃっているので、その辺のところ、例えばもう一個わからなかったのは30ページなん

ですけれども、こちらの30ページの表４なんですけれども、殺虫活性があるのとないのとある

んですけれども、21塩基長の一致で、ゼロならばないんですけれども、21塩基長の一致の中で

221とか186、これは221一致しているんですよね。186一致して、３個でもありと書いてあるの

で、この辺どういう表なのかというのを教えていただきたい。 

○佐藤委員 長い領域の中で、21塩基が一致している部分がずっとずらしてカウントしていた

りすると、ウエスタンコーンルートワームの場合には221あるということなんですが、例えば

一番下のcalamriensisの場合には、３カ所しかないわけですけれども、でもぴったり合ってい

るところがあれば、殺虫活性があるということをあらわしています。 

○矢木委員 そういう意味ですか。３カ所あるというふうにね。わかりました。それでは、こ

れはわかりました。 

○井出座長 ただいまのご発言に対して、21塩基長で矢木委員の今一番お知りになりたいとこ

ろは、多分39ページの表になつたのが何で７種類だけなのということなのかということだと思

うんですけれども、前のページにいろいろ分類学的にも系統的にも離れているというようなこ
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とで、土壌生物の代表的なものをとりましたというふうに書いてあるんですが。 

○矢木委員 気持ちはわかるんですが、簡単にわかることだからその辺確認できないものかな

というのが要するに質問です。そうしたらないねということで、微生物には影響ないねという

ことが言えると思うんですけれども。 

○佐藤委員 要するに、ゲノム配列がわかっている微生物種で全部調べたかどうかということ

てすね。 

○矢木委員 そうです。 

○佐藤委員 ちょっとそれは後で確認させていただきます。 

○鈴木技術安全室長 その場合に、いわゆる有害物質の産生性という意味で、先生の御指摘は

心配をされているという理解でよろしいですか。 

○矢木委員 これがあると蛋白質ができなくて死んじゃうという、そういうメカニズムなので、

それが体の中に入っちゃった場合には蛋白がつくられなくなっちゃうんじゃないかと。 

○鈴木技術安全室長 それと、微生物はどういう関係と理解したらよろしいでしょうか。 

○矢木委員 要するに、トウモロコシを食べた虫が死んで、そこにメッセンジャーができてい

るわけですよ。だから、そのメッセンジャーを例えばそこに土壌中にいる微生物が取り込んだ

場合、その微生物は死なないのかということなんです。 

○鈴木技術安全室長 つまり有害物質の産生性効果があるかどうかという理解でよろしいです

か。 

○矢木委員 そうですよね。だから、一致していなければ産生効果はないですから。 

○鈴木技術安全室長 それをどこまで科学的に究明するかという部分があるんですが。 

○矢木委員 できることだけはやっておいてくださいという意味です。 

○鈴木技術安全室長 とりあえず今回隔離ほ場試験におきましては、こういうデータとなって

いるということをお諮りしていると。 

○矢木委員 おっしゃるとおりです。ですから、隔離ほ場としては、私はそんなに心配ないん

じゃないかと思うんですが、ただその辺のメカニズム的なところをちょっとどうなっているの

かなというのが質問です。 

○浦嶋安全評価専門官 先生がおっしゃるように、確かに７種は少ないかもしれませんが、現

時点でいろいろな全て調べるのも無理なので、できるだけ子嚢菌であるとか担子菌であるとか、

分けたものでアメーバだとか、そういったいろいろな全然離れた菌種について調べてみたと、

その結果これだと。 
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 今回、隔離ですので、隔離飼育試験ではその跡地土壌で微生物のどのような影響を受けるか

とか調べますので、恐らくそのあたりで微生物が具体的にどのような影響を受けるかは出てく

ると思いますので、安全性に関しては現時点では大丈夫かと思っております。 

○矢木委員 それから、もう１点伺いたいんですが、この組換え体は外国ではもう許可されて

いるんですか、どういう状況になっているんですか。 

○佐藤委員 されてないですかね。これは事務局のほうから、されてないですか。 

○鈴木技術安全室長 この本体のほうの63ページでございまして、今のところいずれの国にお

いても、申請予定という状況になっております。 

○矢木委員 いろいろな各国で今調査をして、実験をやっているようなイメージでよろしいん

ですか。日本でこれはやっているわけで、隔離ほ場ですよね。今度やろうという話なので、海

外でのデータがあればもう大丈夫だよとか、言えるのかなと思ったんですが。 

○鈴木技術安全室長 まだそれはこれから。 

○矢木委員 それはこれからと考えてよろしいですか。 

○鈴木技術安全室長 多分、日本と並行してほかの国にも申請が今出されて、検討していると

いうことでございます。 

○矢木委員 わかりました。 

○井出座長 今の配列の点については、できるだけ確認できるところはスペクトラムを広げて

確認することをしておいていただくということですかね、本申請までにきちんと。 

○矢木委員 多分出てこないと、一致するのはないと思いますけれども。 

○井出座長 しておいていただくということで、隔離ほ場試験ということで、現段階ではこう

いうことでお認めいただいて、その旨きちんと情報を集めてくださいということでよろしいか

と思います。 

 ほかに。 

○武田委員 この案件では、DvSnf7という遺伝子が非常に重要なポイントなんですけれども、

様式の問題なんですが、全部ローマンで表記されているのは何か意味があるんですか。イタリ

ックでないということ。 

○佐藤委員 これはパブリケーションで、論文でもこういうふうな表記をされているんだそう

です。ちょっとおかしいなと思っているんですけれども、だから遺伝子名なんですけれども、

こういう形で。 

○武田委員 オリジナリティが。 
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○佐藤委員 パブリッシュされているということで、こういうことになってございます。何か

これはおかしいという指摘もあったんですけれども、こういうことだそうです。 

○鈴木技術安全室長 入れておりますのがあくまでも先ほどのSnf7遺伝子のごく一部の部分の

配列を入れているものですから、我々も実は斜体にすべきかどうかはちょっと悩みまして、む

しろ先生方からご指導いただければ、そのようにしたいと思っております。 

○武田委員 確かに、断片なんだけれども、機能する程度の大きさの断片なんですよね。全然

機能がないほど小さい、セグメントではないですね。 

○佐藤委員 だけれども、酵素としてというか、蛋白としての機能は全くないです。 

○武田委員 RNAiって干渉だからね。 

○佐藤委員 本当にごく一部の短い部分だけではあるんですね。 

○武田委員 さりとて蛋白とも言えないんだよね、染色体断片として。 

○矢木委員 でも、結構長いですよね。240、蛋白としては80だから十分、蛋白質としてはな

いんですよね。結構長い断片なんですよね。 

○佐藤委員 これ自身は、このもとになった論文でそう書かれているというようなことがあり、

それだったらそう変えられないかなというふうに思っていますが、普通だったらイタリックに

すると思うんですけれども。 

○大澤委員 これはアカデミックには最初に出しちゃって、それでみんなで受け入れてしまい

ましたから、ここだけで斜体にするわけにいかないのかなというふうに思います。 

○武田委員 それはそういうことで。 

 もう一つこれは完全に教えていただきたいんですけれども、この遺伝子の由来、Diabrotca 

virgiferaというんですか、これはどういう生き物だか知りませんけれども、これは種名が

virgiferaというのがダブるんですか、これはどこまでが属名で、どれが種名なんですか、あ

るいは単なる。 

○嶋田（透）委員 最後が原名亜種を示す亜種名です。 

○矢木委員 ＳＰとか、何かつくんですか。 

○嶋田（透）委員 要りません。これで正しいかと思います。原名亜種はこのような書き方を

普通昆虫学ではします。 

○武田委員 勉強になりました。 

○井出座長 よろしいですか。 

○武田委員 もう一つあるんですが、概要書のほうの８ページの一番上の行、平均的な花粉は
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大気中に飛散した２時間後にはその稔性を100％失う。これは稔性というのは適切でなくて、

発芽力というふうに直していただいたほうがいいと思います。稔性というのは時間で変化する

ものでありませんので。 

○大澤委員 発芽能力ですか。 

○武田委員 発芽能力か発芽力か。 

○井出座長 発芽能力でいいですか。 

○大澤委員 発芽力、発芽能力ですかね。 

○武田委員 抽象的な言い方で結構だと思います。 

○大澤委員 ジャミネーションアビリティですね。 

○井出座長 よろしいですか。 

 そうすると、評価書のほうにも同じ表現があるんですかね。ご確認ください。 

○大澤委員 直接、先ほどの土壌微生物について、多分私もこれは全然問題ないと思います。

隔離ほ場試験の間に調べていただければいいと思うんですが、環境影響を見る場合に、単純に

今までと同じ菌数の変動とかを見ることでそれはいいわけですね。それが当たり前のことを当

たり前にやっていただくということで、なおかつそういう情報が今DNAのデータベースを見れ

ばいろいろできるんだから、可能であればそれは足しておいてくださいよということですよね。 

 となると、幾つ足すんだという話になってしまうので、可能な限りという程度でそれは指示

するんですかね。 

 要するに、これは頑張ってやったと、多分本申請とかされたとき、申請者は恐らくこれで幾

つまでやるんですかね。となると、分科会のほうでも多分基準がないので、あくまでも多様性

影響評価は従来どおりの方法、参考資料としてはその時点でのDNAデータベースからの推定を

出すという理解でよろしいですか。 

○佐藤委員 この表はとりあえずこういうふうに幾つかに限って書いているけれども、それ以

外の多分データベースとしてサーチしているんだろうと私は思いますけれども、ただ表し方と

して、その他も調べているけれども、代表的な問題をここにあらわしたみたいなことになって

いればいいんだと思うんですが。 

○大澤委員 最終はね。今回はこれでいいと思うんです。 

○佐藤委員 ここに書くのにどうしても、こう書けば限定されちゃうから、それ以外にも調べ

ていこうと思って、サーチとしてはどうせ同じことですから、一遍にサーチしてしまうわけだ

からと思うんですけれども。 
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○嶋田（透）委員 矢木先生はバクテリア、微生物のことだけおっしゃったかと思うんですけ

れども、できれば動物もできるだけ網羅的に調べたほうがいいように思います。今、昆虫ゲノ

ムもかなり情報量は増えていて、完全にマッチする配列がないとは、これだけ調べただけでは

言えないと思うんですね。 

○佐藤委員 もう全生物のゲノムのデータベースにアクセスして、できないことじゃないです

から、それをそういうことですね。 

○嶋田（正）委員 これは今まで、だけれども土壌微生物を割ときちんと試験してきて、土壌

節足動物とかのデータというのは、今まであまり評価書には出てこなかったと思うんですよね。

だけれども、この場合は真核生物で、ひょっとしたらこういうふうな21塩基長でアタックする

ような、そういう昆虫とかは、ひょっとしたら害を受けるかもしれませんよね。なので、この

場合には少し多目にいろいろな分類群でそういうデータをとってもらうというのは大事かなと

は思いましたけれども。 

○嶋田（透）委員 実験データをとる。 

○嶋田（正）委員 そうです。 

○佐藤委員 実験データ。 

○嶋田（正）委員 実験データでなくて。 

○大澤委員 サーチですよね。 

○佐藤委員 サーチですね。 

○大澤委員 実験は無理です、それ以外の。 

○井出座長 自然界には他人のそら似というのが結構あるので。 

○矢木委員 人間が持っているというので、人間もあると書いてあるので、そういういろいろ

な生き物でほとんど持っていると書いてあるので、ちょっと調べて、データベースで調べれば

すぐに。 

○嶋田（透）委員 私も同じように、これは必須の遺伝子で、今年これはノーベル賞をとりま

して、このメンブレントラフィックが。そのぐらい重要なコンポーネントなので、これはオフ

ターゲットが万一あると非常によくないと思うので、そこはちゃんと調べたほうがいいという

のは賛成です。 

○井出座長 その件につきましては、ここの修正ということでなくて、附則意見ということで

まとめようかと思いますが、よろしいですか、先に向けてですね。 

 ほかにご意見、ご質問等ございませんか。 
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 高村委員、何かよろしいですか。 

 それでは、各委員からいただいた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。 

 申請者から提出されたコウチュウ目害虫抵抗性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、科学的に適正である旨、大臣宛てに報告をしたいと思います。

一部文言の軽微な修正がありますが、そのようにしたいと思います。 

 それから、指摘事項については、申請者に隔離ほ場試験の間に適正に情報を集めていただく

ようにお伝えください。 

 以上でございます。 

 なお、当事務局から申請者に対してこの旨ご連絡をお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 では、続きまして除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネについて検討したいと思います。 

 それでは、農作物分科会での検討結果について、佐藤委員より資料３に基づきご報告をお願

いします。 

○佐藤委員 資料３－１をご覧ください。農作物分科会における検討の結果です。 

 名称：除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ（ gat4621, Brassica napus L.）

（73496,OECD UI:DP-073496-4） 

 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：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、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pUC19をもとに構築された

PHP28181を制限酵素で処理して得られた直鎖状DNA断片PHP28181Aをパーティクルガン法により

導入し作出されている。 

 本組換えセイヨウナタネは、Bacillus licheniformisの３つの株（ST401株、B6株及びDS3

株）由来のN-アセチルトランスフェラーゼ遺伝子を基にDNAシャッフリング法により得たGAT-
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4621蛋白質をコードするgat4621遺伝子が染色体上に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ELISA分析及び除草

剤散布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うるが、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。 

 2011年に我が国の隔離ほ場において、本組換えセイヨウナタネの競合における諸形質につい

て調査が行われた結果、本組換えセイヨウナタネの発芽揃い日は非組換えセイヨウナタネに比

べ１日遅く、発芽率、一次分枝数、地上部重、莢長、着莢率及び総着莢率は、非組換えセイヨ

ウナタネと比べ低く、統計学的有意差が認められた。しかしながら、これらの有意差が本組換

えセイヨウナタネの競合における優位性を高めるものではないと考えられた。 

 本組換えセイヨウナタネにGAT4621蛋白質の産生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

であることが競合における優位性を高めるとは考え難い。 

 以上より、本組換えセイヨウナタネについて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 

 セイヨウナタネの種子は、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、本組換えセイヨウナタネの宿主として用いた系統は、品種改良により両物質の含量

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

た。 

 本組換えセイヨウナタネは、除草剤グリホサートに耐性を付与するGAT4621蛋白質を産生す

るが、当該蛋白質が有害物質であるとの報告はなく、既知アレルゲンと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、GAT4621蛋白質により、除草剤グリホサートはN-ア

セチルグリホサートに変換されるが、本物質が有害物質であるとの報告はない。さらに、本組

換えセイヨウナタネにおいてN-アセチルアミノ酸類が増加するが、それらは本組換えセイヨウ

ナタネ中に新たに産生された成分ではなく、動植物中にも含まれていることから、動物の健康
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に悪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、後作試験、鋤込み試験及び土壌微生物試験を行ったが、全ての

有害物質の産生性に関する項目で本組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネとの間に

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 

 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判断

された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自然交雑可能なことが報告されている近縁種のうち、

セイヨウナタネ及びアブラナ（在来ナタネBrassica rapa）は栽培種であり、クロガラシ（B. 

nigra ） 、 セ イ ヨ ウ ノ ダ イ コ ン （ Raphanus raphanistrum ） 、 ノ ハ ラ ガ ラ シ

（Sinapisarvensis）、カラシナ（B.juncea）及びダイコンモドキ（Hirschfeldia 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が競合において優位になり、他の野生植物

種の個体群を駆逐する可能性、②挿入遺伝子が負担となり雑種の個体群が縮小し、その結果、

近縁種に依存して生息する昆虫等の野生動植物の個体群の維持に影響を与える可能性）につい

て、その影響を考察した。その結果、 

 ①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た。 

 ②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、gat4621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。このため、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。 

 以上のことから、本組換えセイヨウナタネと近縁種との交雑により間接的に生物多様性が生

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 
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 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。 

○井出座長 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、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、大臣宛てに報告したいと思います。 

 どなたからでも結構です。ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○武田委員 ちょっと書き方の問題なんですけれども、２ページ目の終わりのほうに「①可能

性」、「②可能性」とありますけれども、これは。 

○佐藤委員 「の」を入れます。「①の可能性」、「②の可能性」。 

○井出座長 よろしいですか。 

 ほかに。 

○嶋田（正）委員 ちょっと確認なんですけれども、２ページ目の（４）でその他となってい

ますよね。実際に今まで３つ、（１）、（２）、（３）と競合における優位性と有害物質の産

生性と交雑性と出してきて、それで最後が結論というふうになるかと思ったんですが、その他

というところで、交雑性に少し関係するもので、何かいっぱい書いてあるんですけれども、こ

れは交雑性の中に含めてはいけないのですか。 

○佐藤委員 一応今までもこのように扱っているんですけれども、交雑性のところでは、野生

種に対するところを書くことになっています。この場合はここで交雑する可能性がある近縁種

と言っているのは、全て栽培種、帰化植物等であるため、交雑性には入れないという扱いに今

までもなってきているということです。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 ちょっとあれですけれども。 

○嶋田（正）委員 随分たくさん書いてあって、そんなに書く必要があるのかなと思ったんで

すけれども。 

○佐藤委員 セイヨウナタネの場合、ここのところを気にして、毎回このように丁寧に書いて

いると思います。近ごろはあまりなかったかと思うんですけれども、大澤先生が専門家なので。 

○大澤委員 これは特定されるものはないというだけで終わりでももちろん問題ないと思うん
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ですが、一般的にはこれは物すごく気にされるので、きちんと定義して、帰化植物は栽培して

あるということの明記を今までもしてあったと思うんですけれども、あとまたそれを通じての

他の植物群への、個体、昆虫等への影響もないであろうということは、現時点では必要かなと

思います。 

○嶋田（正）委員 書いてあったほうがいいとは思うんですけれども、こんなにたくさん書く

と、逆に。 

○大澤委員 何かいけないみたいな、そうじゃないですか。 

○嶋田（正）委員 ここがすごく問題なのかというふうに、逆に注目されるような気がするん

ですけれども。 

○浦嶋安全評価専門官 ブルーブックの19－２をご覧いただければ、農作物分科会申し合わせ

ということで、遺伝子組換えセイヨウナタネに関する生物多様性影響評価についてということ

で、その他の性質ということで書くようにというほうに規定されておりますので。 

○嶋田（正）委員 書くことはいいんです。こんなにたくさん書いたら、何かこれが主である

かのように見えるので、私としてはもっと簡潔に書いたっていいような気はするとは思います。 

○嶋田（透）委員 今お示しいただいた交雑性の項というところで、どこに野生種に限るとい

うふうに規定されているんでしょうか。野生種以外も交雑性の項目の中に入れていいようにと

れませんか。私も何か別にする理由がないように思うんですが。 

○鈴木技術安全室長 このブルーのブックの資料の⑤というのが生物多様性影響評価の実施要

領ということで定められてございます。これの下にページが振ってございますが、２ページ目

の下のほうから別表第２という形で、植物、動物、微生物という項目ごとに評価すべき項目と

いうものが書かれておりまして、競合における優位性、有害物質の産生性、交雑性に関しまし

ては、いずれも野生動植物または微生物の生息、生育に及ぼす影響ということで規定されてお

りまして、次の３ページ目の一番上でございますが、その他という形で右に掲げる性質以外の

性質であって、生態系の基盤を改変させることを通じて、間接的に野生動植物等に影響を与え

るものを評価するということで、特に先ほど大澤先生の御指摘を受けて。 

○嶋田（透）委員 わかりました。この規定に従ってこう分類したと。 

○佐藤委員 ちょっと分けておいたほうがいいと思います。上の項目に入れると、さも野生植

物に対して影響があるような感じになってしまうので、今までもそうなんですが、そこは慎重

に分けて。 

○嶋田（透）委員 交雑性というのは、野生植物との交雑だけを指すということですね。 
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○佐藤委員 そうですね。交雑性といえばそこがまさに問題で、間接的影響に関しては別にち

ょっと。 

○嶋田（透）委員 わかりました。 

○嶋田（正）委員 それはそのとおりなんですよ。 

○佐藤委員 もう少し簡単にということですね。 

○嶋田（正）委員 だから、その他が多く書き過ぎているんじゃないか。 

○高村委員 私は、環境の立場からきちんと書いておいていただいたほうがありがたいと思い

ます。実際、やはり昆虫が花粉を栽培種であっても、遺伝子組換えのものが野外にあると、栽

培してなくても、誰も栽培してなくてもそこにあって、昆虫が媒介して広がる可能性もありま

すから、きちんと書けるんだったら書いておいて、注意を促すという点で、特に隠す必要もな

いと思いますし。 

○井出座長 いろいろ意見はあると思うんですけれども、ナタネについては歴史的経緯、それ

ぞれの作物に積み重ねてきた議論の結果、こういう形になっているというところがありますの

で、にわかに不要というふうにはなかなかいかないと思うんですね。正和先生もずっとされて

きたと思いますので。 

○嶋田（正）委員 私は不要だとは全然思ってないです。きちんと書くのはいいんですが、あ

まりたくさん書くと、かえっていわゆる栽培植物であるにも関わらず、交雑性みたいなふうに

見えてしまうというのが僕はかえって何かミスリードかなという気はするんですよ。 

○井出座長 その点については、もう一回次に出てきたときに、農作物分科会でもう少し簡略

化できるか、すっきりした表現ができるかというようなことは検討していただくとして、ここ

はこのままでここで文言を修正していくのは難しいのではないかと思いますので、要検討とい

う分科会のほうで考え、総合検討会でこういう意見があったのでということで、もう一度もん

でいただけるということでございますけれども、この申請についてはこのままということでよ

ろしいですか。 

 ほかにご意見は。 

○武田委員 概要書の７ページの一番下の行ですけれども、ここでも「花粉の稔性」という言

葉を使っておられるので、これも発芽力なりに直していただけますか。 

○井出座長 ④というところにも稔性と書いてありますね。これは稔性なんですかね。 

○佐藤委員 ここは項目としては稔性です。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 
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 ほかにご意見なければ取りまとめたいと思いますが、それでは各委員からいただいたご意見

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。 

 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旨、大臣宛てに報告をしたいと思います。軽微な文言の修正は事務

局にお任せしたいと思います。 

 なお、事務局から申請者に対しこの旨連絡願います。 

 では、引き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４に基づきご報告願います。 

○佐藤委員 資料４－１をご覧ください。 

 農作物分科会における検討の結果です。 

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

（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：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：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、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 LB4404株由来のプラスミドpSB1をも

とに構築されたPHP27118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 thuringiensis var. aizawai由来の改変Cry1F蛋白質を

コードする改変cry1F遺伝子、B.thuringiensis PS149B1株由来のCry34Ab1蛋白質をコードする

cry34Ab1遺伝子、B.thuringiensis PS149B1株由来のCry35Ab1蛋白質をコードするcry35Ab1遺

伝子及びStreptomyces viridochromogenes由来のPAT蛋白質をコードするpat遺伝子が染色体上

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
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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、我が国において長年にわたり栽培されているが、

我が国において自生しているとの報告はなされていない。 

 2011～2012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。その結果、発芽揃い日が非組換えトウモロコシより本

組換えトウモロコシで早く、稈長にも統計学的有意差が認められた。しかしながら、種子の生

産量や休眠性等、その他の調査項目では、統計学的有意差は認められず、発芽揃い日及び稈長

に認められた相違が本組換えトウモロコシを自生させる要因になるとは考え難い。 

 本組換えトウモロコシには、改変Cry1F蛋白質、Cry34Ab1蛋白質及びCry35Ab1蛋白質産生に

よる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、これらの昆虫による

食害は、トウモロコシが我が国の自然環境下で生育することを困難にしている主要因ではない。

このことから、本特性の付与が本組換えトウモロコシを自然環境で自生させる要因になるとは

考え難い。また、PAT蛋白質産生による除草剤グルホシネート耐性も付与されているが、本除

草剤が散布されることが想定されない自然環境下において、これらの除草剤の耐性であること

で競合における優位性が高まるとは考え難い。 

 以上より、本組換えトウモロコシの影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、

本組換えトウモロコシの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が、野生動植物等の生息又は生育に影響を及ぼすよ

うな有害物質を産生するとの報告はない。 

 本組換えトウモロコシ中に産生される改変Cry1F蛋白質はチョウ目害虫に対し、Cry34Ab1蛋

白質及びCry35Ab1蛋白質はコウチュウ目害虫に対し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いない。さらに、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。 

 2011～2012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産生性の有無

を後作試験、鋤込み試験及び土壌微生物相試験により検討した。その結果、土壌微生物試験に

おいて、放線菌数に統計学的有意差が認められたが、最小及び最大値のいずれの値も過去の同
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ほ場において通常の肥培管理を行ったときの放線菌数の変動の範囲を超えるものではなかった。

その他の項目については、本組換えトウモロコシ区と対象の非組換えトウモロコシ区との間で

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の花粉又は植物体を摂取することにより影響を受ける可能性のある野

生動植物等として、チョウ目昆虫99種及びコウチュウ目昆虫４種が特定された。しかしながら、

特定された昆虫種がトウモロコシ栽培ほ場周辺に局所的に生息している可能性は低いと考えら

れることから、個体群レベルで本組換えトウモロコシによる影響を受ける可能性は低いと考え

られた。 

 以上のことから、本組換えトウモロコシの影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定さ

れず、本組換えトウモロコシの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 

 我が国の自然環境中にはトウモロコシと交雑可能な野生植物は生育していないことから、影

響を受ける可能性のある野生植物は特定されず、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるお

それはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

 ２ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本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。 

○井出座長 ただいまのご報告いただいた分科会の検討結果、資料４－１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、大臣宛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、ご意見等はございますでしょうか。 

○武田委員 分科会の検討結果については、特に問題は感じないんですけれども、概要のほう

でちょっと問題を感じるところがありますので、14ページの上から14行、導入された遺伝子が

共分離しているかどうか、ばらけてないかということの確認なんですが、この書きぶりはちょ

っとおかしくて、その結果、いずれのプライマーにおいても遺伝子が導入されている個体（陽

性個体）と遺伝子が導入されていない個体（陰性個体）の数が一致し、導入遺伝子が共分離し

ていたと。 
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 この陽性個体と陰性個体の個体数が合うということは、共分離するための必要条件ですけれ

ども、十分条件ではないんですね。だから、ここのところはその結果、いずれのプライマリー

においても導入遺伝子は共分離していたと、データが示されていませんけれども、そういう書

き方でいいんでないかなというふうに思います。 

○佐藤委員 「いずれの」から削って。 

○武田委員 その結果、いずれのプライマーにおいても、導入遺伝子が共分離していたという、

実は個体数が合ってもだめなんですよね。１：１の配賦がそろってないと。 

 それから、22ページですが、土壌微生物に関する実験ですけれども、これは３年間実験を繰

り返しているんですが、３年目が異様に微生物が死んでいるというか、いないんですね。土壌

微生物というのは不安定なものだろうと思うんだけれども、ただこういうデータが出たら、普

通はサンプリングし直すか、サンプリングし直したものがねつ造だという言い方もあるかもし

れないんだけれども、何で注釈なしでこのデータがぽろっと出ているのか、私は非常に違和感

を感じました。だからどうしたと言われても困るんですけれども、あまり何かありますか。 

○佐藤委員 この表12は、つまり表11のほうで放線菌数に有意差があったわけですが、ここで

の有意差と言っているんですが、この差が本当に有意なのかと、有意というのはあれですけれ

ども、有意差なんですけれども、意味があるのかということで、ほかの土地のいわゆる普通の

ほ場における菌の変動はどのぐらいあるのかというデータを見せてくださいというふうにお願

いしたもので、そうすると最小値と最大値の間を見ると、大体この２倍ぐらいは簡単に動くと

いうことで、そのことがわかったということから、この上の表の11のこの有意差はあるんだけ

れども、これが意味があると、耐性影響があるというのは考えられないだろうということなん

ですね。なので、この表12をつけてもらったということなんですが、確かに2012年のデータで

すけれども、これだけすごく小さいので、これがあると何かちょっと違和感は確かにあるんで

すが。 

○武田委員 どの年に当たったかで結果が大いに変わってくるので、そういうものだというこ

とがわかっただけでもいいんですけれども、何かのエクスキューズがあったのかなと思いまし

て、経過はわかりました。 

 それと、もう１カ所、15ページの25行目というか、表３なんですけれども、PAT蛋白質の全

て、これこれこれの全てが産生されていくことが認められるとあるんですけれども、表３の一

番後ろは、これは定量限界以下なんですね。ということは、つまり出てないということなんで

すね。これはちょっと表現が25行目辺りの表現は矛盾しているんじゃないでしょうか。少なく
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とも花粉では発現していないというのがデータの読みとしては正しいと思うので。 

○佐藤委員 もう少し丁寧に書いたほうが。 

○武田委員 以上です。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見は。 

○嶋田（透）委員 ちょっと細かいことなんですけれども、よろしいでしょうか。 

 この検討の結果、資料４－１の裏面なんですが、上から５行目から有害物質の産生性があり

まして、有害物質の産生は最初Cryについて２段落目に、行数で言うと８行目からCryのことの

影響が書いてあるんですけれども、ちょっと下に「なお」から11行目、「除草剤グルホシネー

トの代謝産物であるN-アセチルグルホシネートの動物に対する毒性は」というのが書かれてい

て、これはPAT遺伝子の毒性のことを言っていると思うんですけれども、ちょっと読みにくい

んですね。 

 ですから、何かそれがわかるように、何か一言つけ足せばいいと思うんですけれども、ちょ

っと唐突で、私もあれと思っちゃったんですが、これはだからPAT遺伝子の産物である酵素に

よってアセチル基がついて、N-アセチルグルホシネートになるという意味だと思うんですけれ

ども、ちょっとそれは読みにくいんですね。 

○佐藤委員 わかりました。「PATについては」とか何かしら前置きが必要ですね。 

○嶋田（透）委員 「PAT」という言葉が一言あったほうがいいと思います。 

○井出座長 ほかにご意見よろしいですか。 

 それでは、まとめたいと思います。 

 各委員からいただいたご意見を集約して、総合検討会の意見として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

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、科学的に適正であると判断します。 

 ただいまの検討結果について、嶋田透委員から修正のご意見が出ましたところについては修

文をお願いした上で、なおかつ評価書のほう、14ページ、15ページで若干修正をしていただい

て、確認をしたほうがいいですね。 

○佐藤委員 先ほど武田先生からご指摘のあった15ページのところの表３のところなんですが、

ここは世代間での発現の安定性というのを見る項目なんです。 
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 それで、ここではBC3F1とF1の世代間を比較しているという表になっていると思うんですね。

大抵はここで組織特異性みたいなデータも出てくることが多いんですけれども、この場合はそ

れではなくて世代間での発現の安定性を見ていて、そういう意味では葉という組織での比較、

安定性という意味での比較するべきところなのかなということで、そういう意味でここでもざ

っくり発現の安定性確認と書いてあるんですが、実際に葉での発現だけが比較できるわけで、

根とか花粉での発現の安定性というのは、ちょっと比較できてないということだと思うんです。 

 なので、葉でのというふうに限定したほうがいいかなとも思うんですけれども、それでいか

がでしょうか。 

○武田委員 そうですね。それでいいんじゃないでしょうか。 

○大澤委員 いずれも９葉期の葉で、この辺の文章も９葉期の葉でやったということであれば

整合性はとれると思いますけれども。 

○佐藤委員 一応ここでおのおのの器官での発現はどのぐらいなのかという情報としてはあっ

ても悪くはないと思うんですね。ほかに示すところもないので、大抵ここのところで示すこと

が多いと思うんですけれども、ただ今の場合は葉で比較したということで。 

○井出座長 それでは、そこの部分は葉において発現の安定性が確認されたというような文言

に修正をしていただきたいと思います。 

 検討の結果については、修正を施した上、各総合検討会委員が確認した後、大臣宛てに報告

したいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 なお、事務局から申請者に対し、その旨連絡いただきます。 

 続きまして、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタについて検

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。 

○佐藤委員 資料５－１をご覧ください。 

 農作物分科会における検討の結果です。 

 名称：除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタ（改変aad-12,  

pat, Gossypium hirsutum L.）（DAS1910,OECD UI:DAS-81910-7） 

 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。 
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 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

従って本組換えワタ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。 

 本組換えワタは、アグロバクテリウム（ Agrobacterium tumefaciens）と大腸菌

（Escherichia coli）由来のプラスミドpDAB2407をもとに構築されたpDAB4468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。 

 本組換えワタは、Delftia acidovorans由来の改変AAD-12蛋白質をコードする改変aad-12遺

伝子、Streptomyces viridochromogenes由来のPAT蛋白質をコードするpat遺伝子及びタバコ

（Nicotiana tabacum）由来の核マトリックス結合領域RB7MAR（導入遺伝子発現の安定化を行

う）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。 

 （１）競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるワタは、我が国の自然条件下において自生化しているとの報告は

なされていない。 

 2012年に我が国の隔離ほ場において、本組換えワタの競合における優位性に係る諸形質につ

いて調査が行われた。その結果、本組換えワタと対照の非組換えワタとの間に差異は認められ

なかった。 

 本組換えワタには、改変aad-12遺伝子及びpat遺伝子が導入されており、改変AAD-12蛋白質

及びPAT蛋白質の産生により、アリルオキシアルカノエート系除草剤及び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、これらの除草剤が散布されることが想定しにくい自然条

件下においてこれらの除草剤に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、本組換えワタの競合にお

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ワタについては、非反芻動物に対して毒性を示すゴッシポール及

び飽和脂肪酸の不飽和化を阻害することにより鶏卵の脱色やふ化率低下を引き起こすシクロプ

ロペン脂肪酸が含まれている。しかしながら、野生のほ乳動物がワタの種子を摂食するという
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報告はなされていない。また、ワタには、他感作用物質のような野生動植物等の生息又は生育

に影響を及ぼす有害物質の産生性は知られていない。本組換えワタは、アリルオキシアルカノ

エート系除草剤耐性を付与する改変AAD-12蛋白質及び除草剤グルホシネート耐性を付与する

PAT蛋白質を産生するが、両蛋白質ともに有害物質としての報告は無く、既知アレルゲンと類

似性のある配列を有していないことも確認されている。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。 

 本組換えワタと非組換えワタの有害物質の産生性を比較するため、2012年に我が国の隔離ほ

場において、後作試験、鋤込み試験及び土壌微生物相試験が行われた。その結果、いずれの試

験においても、本組換えワタと非組換えワタの試験区の間に統計学的有意差は認められなかっ

た。 

 以上のことから、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が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 

 我が国の自然環境中にはワタと交雑可能な野生植物は生育していないことから、影響を受け

る可能性のある野生植物は特定されず、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはな

いとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

 ２ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えワタ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。 

○井出座長 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、５－１の１、生物多様性影響評価

の結果、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、大臣宛てに報告したいと思います。 

 どなたからでも結構です。ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

○武田委員 概要書の５ページの一番上のほうなんですけれども、「実験室での飽和湿度条件

下における花粉の発芽率は」とあって、今度は発芽率という正しい言葉を使っていただいたん
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ですけれども、その後すぐ８時間後で90％、16時間後で31％となるんですね。 

 だから、ちょっと見ればというか、植物を知っている人にとっては、採取後の時間だという

のはわかるんですけれども、こういうふうに書かれると、時間がたつと発芽しなくなるのかと。

もちろん寿命というのかな、発芽力は落ちるんですけれども、ですから採取した８時間後とか、

何か一言入れてもらわないと、ちょっと読みにくい印象があるんですね。花粉をとってから８

時間後、置いてからでなくて、そういうことでちょっと直していただけると読みやすくなると

思います。 

○佐藤委員 採取したですね。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 そのほかご意見ございますか。 

 ないようでしたら、取りまとめたいと思います。 

 それでは、各委員からいただいた御意見を集約し、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アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタに

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

生物多様性評価書の内容は、科学的に適正である旨、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 概要書の一部修正はお任せします。 

 なお、事務局から申請者に対しこの旨連絡お願いします。 

 それでは、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トウモロコシにつ

いて検討したいと思います。 

 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に基づきご報告願います。 

○佐藤委員 資料６－１をご覧ください。 

 農作物分科会における検討の結果です。 

 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cry1Ab, 改変

vip3A, pat, Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）（Bt11×MIR162,OECD UI:SYN-BT011-1×

SYN-IR162-4） 

 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：シンジェンタジャパン株式会社 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種
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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ルホシネート耐性トウモロコシ（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

る遺伝子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遺伝子の発現による形

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Cry1Ab蛋白質をコードする改変cry1Ab遺伝子及びPAT蛋白質をコードする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（Bt11）、 

 ②改変Vip3A蛋白質をコードする改変vip3A遺伝子及びPMI蛋白質をコードするpmi遺伝子が導

入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MIR162）、 

 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産生される各Bt蛋白質（改変Cry1Ab蛋白質及び改

変Vip3A蛋白質）は、独立して殺虫活性を示すと考えられ、互いに影響を及ぼし合うことによ

る相乗効果や拮抗作用が生じ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

蛋白質及び選抜マーカー蛋白質であるPMI蛋白質は基質特異性が高く、宿主の代謝系を変化さ

せることはないと考えられる。また、各蛋白質の基質も異なり、関与する代謝系も互いに独立

していること、Bt蛋白質が酵素活性を持つという報告はないことから、本スタック系統におい

て、これらの蛋白質が相互に作用して宿主の代謝系を変化させる可能性は低いと考えられた。 

 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合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。 
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 なお、各親系統の次に掲げる評価項目については検討が既に終了しており、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。 

○井出座長 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料６－１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、大臣宛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、ご意見等はございますでしょうか。 

○嶋田（透）委員 ちょっと細かい指摘で申しわけないんですが、題名の一番上の名称のとこ

ろなんですけれども、この学名のZea mays subsp.maysで、その後（L.）の前にスペースを１

個打っていただいて、それから（L.）の後にもう１個スペースがこれはないように見えるんで

すけれども、入れていただいたほうがいいと思います。 

○井出座長 修正をお願いします。 

○佐藤委員 資料４－１のほうも同じところがたしかあると思いますが。 

○嶋田（透）委員 そうですね。資料４－１も同じです。 

○井出座長 よろしいですか、ご意見特段ないようです。 

 それでは、集約したいと思って、総合検討会のにおいて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ルホシネ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、生物多様性影響は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、大臣宛てに報告したいと思います。 

 修正は軽微なので、事務局にお任せします。 

 なお、事務局から申請者に対しこの旨連絡願います。 
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 事務局から報告事項等はありますか。また、そのほか本日の議事全般について何かございま

すでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 事務局からはございません。 

○井出座長 委員の皆さん、何かご不明な点、よろしゅうございますか。 

 以上で本日の議事は終了しましたので、事務局にお返ししたいと思います。 

○鈴木技術安全室長 本日もご熱心な御審議を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とさせていただきます。 

 なお、委員の先生方におかれましては、この後別に懇談の場を設けたいと思っておりますの

で、このまましばらくお待ちいただきたいと思います。また、傍聴の皆様方におかれましては、

ご退席のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 では、閉会とさせていただきます。 

午後３時０３分 閉会 
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