
 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性影響評価検討会 

第４回総合検討会 

 

平成２６年３月４日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

総合検討会を開催いたします。 

 本日は、年度末のご多忙の中、先生方お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日のご出欠でございますが、嶋田透先生、それから、高村先生におかれましては、所用に

よりご欠席とのご連絡をいただいております。 

 議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の配付資料の、

いつもどおり右上に資料ナンバーを付してございますので、ご確認をお願いいたします。まず、

次第、配置図等がございますが、その次に、資料ナンバーの資料１、資料２－１、２－２、資

料３－１、３－２、資料４－１、４－２、資料５－１、５－２、資料６－１、６－２、資料７

－１、７－２、そして、最後にいつもつけております参考資料の１、２という形で、これまで

の承認一覧がございます。 

あと、あらかじめ先生方には、各申請者からの評価書を４冊お送りさせていただいており

ますが、もし不足等ございますれば、事務局のほうにご指示いただければ準備してございます

ので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日は傍聴者の皆様方におかれましては、あらかじめお配りしております留意事項に

従いまして、円滑な審議にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、この後の議事進行につきまして、井出座長のほうからよろしくお願いいたします。 

○井出座長 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６件の第一

種使用規程の承認申請について、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生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。 

 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。本日ご審議いただきます申請案件一覧でござ

います。 

 まず、左側にナンバーが付してございますが、１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、グリホサート及びグルホシネート耐性ダイズでございます。ダウ・ケミカ
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ル日本株式会社から申請が行われておりまして、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、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。この案件につきましては、既に2011年に隔離ほ場の申請承認がなされてござ

いまして、今回は、一般使用に関わる申請となってございます。農作物分科会におきましては、

2013年12月13日、また、本年１月24日の２回にわたりまして審議を行いまして、本日、総合検

討会に付したというところでございます。 

 次に、ナンバーの２番から５番についてでございますが、いずれも日本モンサント株式会社

から申請されておりますワタでございます。２番が、除草剤ジカンバ、グルホシネート及びグ

リホサート耐性並びにチョウ目害虫抵抗性ワタでございます。MON88701と15985と、それから

MON88913という３重スタックになってございます。 

 また、３番のほうは、除草剤ジカンバ、グルホシネート及びグリホサート耐性ワタというこ

とで、２番と比べまして、チョウ目害虫抵抗性の遺伝子が一つ抜けた２重スタックになってお

ります。 

 ４番は、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタということでございまして、

これも上の組み合わせに対しまして、COT102という遺伝子が新たに加わってございますが、残

りのあと二つの遺伝子については上で使っているものでございます。 

 ５番は、チョウ目害虫抵抗性ワタということで、これはそのCOT102と15985の２重スタック

ということで、いずれもスタック系統の組み合わせの違いによって申請がなされております。 

 本件につきましては、スタックということで一般使用の申請でございますが、昨年12月13日、

そして、本年１月24日、いずれも２回にわたりまして農作物分科会におきます審議が行われま

して、本日、総合検討会に付されているところでございます。 

 次に、６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

コシでございます。これもスタックでございまして、1507と、それからMON810、MIR162の３重

スタックとなってございます。使用等の内容の欄でございますが、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、スタックでございますので、今回は一般使用の申請ということで、農作物分科会にお

きましては、昨年12月13日、そして、本年１月24日、２回の審議を経まして、本日、総合検討

会に付されているということでございます。 

 ２ページ以降は、それらスタック系統の親系統となるものにつきまして、承認の状況等が付

されてございますので、後ほどご参考いただければと思います。 
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 以上でございます。 

○井出座長 それでは、１件目、除草剤アリルオキシアルカノエート系、グリホサート及びグ

ルホシネート耐性ダイズについて検討したいと思います。農作物分科会での検討結果について、

佐藤委員より資料２に基づき、ご報告をお願いします。 

○佐藤委員 それでは、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：除草剤アリルオキシアルカノエート系、グリホサート及びグルホシネート耐性ダイズ

（改変aad-12,2mepsps,pat,Glycine max（L.）Merr.）（DAS44406,OECD UI:DAS-44406-6）。 

 第一種使用等の内容：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、第一種使用規程に

従って本組換えダイズの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請者による評価

の内容について検討を行った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

 １ 生物多様性影響評価の結果について 

 本組換えダイズは、アグロバクテリウム（ 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pDAB8264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。 

 本組換えダイズには、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、トウモロコシ由来の2mEPSPS蛋白質をコードする2mepsps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RB7 MAR（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コピー組み込まれている。それらの遺伝子が、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。 

 （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、自然

環境下において雑草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、本組換えダイズ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、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に相違は
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認められなかった。 

 本組換えダイズには、改変aad-12遺伝子、2mepsps遺伝子及びpat遺伝子が導入されており、

それぞれ改変AAD-12蛋白質、2mEPSPS蛋白質及びPAT蛋白質が発現することにより、アリルオキ

シアルカノエート系除草剤、除草剤グリホサート及びグルホシネートに対する耐性が付与され

ている。しかしながら、これらの除草剤が散布されることが想定されな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、本組換えダイズの競合に

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ダイズは、有害物質を産生するとの報告はなされていない。 

本組換えダイズは、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、除草剤グリホサート耐性を付与する2mEPSPS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、これらの蛋白質は有害物質としての報告は無く、既知アレルゲ

ンと類似のある配列を有していないことも確認されている。 

本組換えダイズと非組換えダイズの有害物質の産生性を比較するために、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、本組換えダイ

ズと非組換えダイズの試験区の間に統計学的有意差は認められなかった。 

 また、2,4-Dの散布時に、AAD-12蛋白質の作用により2,3-DCPが産生されるが、水生生物に対

するその毒性は2,4-Dと同等もしくはそれよりも低いことが確認されている。さらに、除草剤

グルホシネートの散布時に、PAT蛋白質の作用によりN-アセチルグルホシネートが産生される

が、動物に対するその毒性はグルホシネートより低いことが確認されている。 

 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はないとの申請者による結論は妥当であると判断し

た。 

 （３）交雑性 

 ダイズと交雑可能な近縁野生種として、我が国ではツルマメが自生しており、影響を受ける

可能性のある野生動植物としてツルマメが特定された。 

 我が国の自然環境下において本組換えダイズとツルマメが交雑した場合は、その雑種が生育

するとともに、当該雑種からツルマメとの交雑を経て、本組換えダイズに導入された遺伝子が
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ツルマメの集団中に拡散していく可能性がある。また、ツルマメは全国に分布し、野原や荒地

などに自生していることから、本組換えダイズが近接して生育した場合、交雑する可能性があ

る。 

 しかしながら、 

 ①ダイズとツルマメは自殖性植物であり、かつ我が国において開花期が重なることは稀であ

ること、 

 ②ツルマメと開花期が重なるダイズ品種（晩生）とツルマメとを恣意的に交互に配置して栽

培した場合であっても、その交雑率は0.73％にすぎなかったとの報告があること、 

 ③除草剤耐性が付与された別の組換えダイズにツルマメを巻きつけた交雑実験では、交雑率

が最大で0.097％であったなどの報告があること、 

 ④数年間、日本各地のダイズ畑周辺に生息するツルマメ集団を対象として遺伝子解析を行っ

たところ、雑種後代が継続して存続しうることを示す結果は認められなかったこと、 

 などから、本組換えダイズとツルマメとの交雑性はこれまでの通常のダイズとツルマメとが

交雑する確率と同様に低く、本組換えダイズに導入した遺伝子が、ツルマメ集団に浸透してい

く可能性は極めて低いと考えられた。 

 さらに、花粉の充実度及び花粉の形態や大きさについては、本組換えダイズと非組換えダイ

ズとの間に相違は認められなかったことから、本組換えダイズの生殖に関わる形質は非組換え

ダイズと同等であると考えられた。 

 以上のことから、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。 

 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。 

○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２－１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、大臣宛てに報告するものです。 

ついては、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。 

どなたでも結構ですが。嶋田（正）先生、何かございますか。 
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○嶋田（正）委員 いや、一応、農作物分科会でも見ましたので。 

○井出座長 矢木先生、よろしいですか。 

○矢木委員 私も土壌微生物相試験なんかもやられておって、それで、本組換えダイズと非組

換えダイズとデータを見ますと有意差がないということでありますので、その他のデータを見

て、特に問題ないので、これでよろしいのではないかというふうに思います。 

○井出座長 わかりました。特段ご意見がないようですが、武田委員からもこの件に関しては

特に意見がないということを伺っておりますので。 

 大澤先生、よろしいですか。 

○大澤委員 はい、いいです。 

○河野農産安全管理課審査官 すみません、ちょっと今、誤字脱字を気づいたもので、すみま

せん。２ページの12行目の「また、2,4-Dの散布時に、改変AAD-12蛋白質」、「改変」が入り

ます。その後の蛋白質の作用により「2,3-DCP」と書いてありますが、これは「2,4-DCP」です。

すみません、間違えております。 

○井出座長 佐藤先生、よろしいですか。 

○佐藤委員 はい。 

○井出座長 それでは、誤字があったということで、分科会の検討結果、資料２－１の２ペー

ジ目、12行目ですね。 

そのほか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見、特段ないということでしたので、総合検討会の意見として、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、グリホサート及びグルホシネート耐性ダイ

ズについて、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれはないと

した生物多様性評価書の内容は科学的に適正であると判断します。 

なお、先ほどの誤字については、事務局において修正の上、大臣宛てに報告をしたいと思

います。ありがとうございました。 

 なお、事務局から申請者に対し、この旨、ご連絡をお願いします。 

続きまして、除草剤ジカンバ、グルホシネート及びグリホサート耐性並びにチョウ目害虫

抵抗性ワタについて、３重スタックワタが１件、２重スタックワタが１件ですね。３重スタッ

クワタがもう一件と、２重スタックがもう一件ということで、これら４件については、スタッ

クの組み合わせの違いによるスタック系統ということになりますので、まとめて審議したいと

思います。 
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 それでは農作物分科会での検討結果について、佐藤委員より資料３から６に基づき、ご報告

をお願いします。 

○佐藤委員 それでは、資料の３－１をご覧ください。これが３つで一番多く入っているもの

です。 

農作物分科会における検討の結果。 

名称：除草剤ジカンバ、グルホシネート及びグリホサート耐性並びにチョウ目害虫抵抗性

ワタ（改変dmo,bar,改変 cp4 epsps,改変 cry1Ac,改変 cry2Ab2,Gossypium hirsutum L.）

（ MON88701 × 15985 × MON88913,OECD UI:MON-88701-3 × MON-15985-7 × MON-88913-8 ）

（MON88701、15985及びMON88913それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該

ワタ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、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、グルホシネート及びグリホサート耐性並びにチョウ目害虫

抵抗性ワタ（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DMO蛋白質をコードする改変dmo遺伝子及びPAT蛋白質をコードするbar遺伝子が導入
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された除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタ（MON88701）、 

②改変Cry1Ac蛋白質をコードする改変cry1Ac遺伝子、改変Cry2Ab2蛋白質をコードする改変

cry2Ab2遺伝子、GUSE377K蛋白質をコードする改変uidA遺伝子及NPTⅡ蛋白質をコードするnpt

Ⅱ遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性ワタ（15985）、 

③改変CP4 EPSPS蛋白質をコードする改変cp4 epsps遺伝子が導入された除草剤グリホサー

ト耐性ワタ（MON88913）、 

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する各Bt蛋白質（改変Cry1Ac蛋白質及び改変

Cry2Ab2蛋白質）は、標的害虫に対して特異的に作用し、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を生ずることはないと考えられた。Bt

蛋白質には酵素活性がないため、宿主の代謝系を変化させる可能性は低いと考えられた。また、

除草剤耐性蛋白質である改変DMO蛋白質、PAT蛋白質、改変CP4 EPSPS蛋白質及び選抜マーカー

蛋白質であるGUSE377K、NPTⅡ蛋白質は高い基質特異性を有し、関与する代謝経路も互いに独

立していることから、宿主の代謝系を変化させたり、予期しない代謝物が生じたりする可能性

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

いて相互作用を示す可能性は低く、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。 

 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の結論は妥当であると判断した。 

 これが３－１になります。 

 それから、次に４－１をご覧いただきたいんですが、今の３－１のものから、15985を除い
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た２重スタックということになっております。ですので、相互作用等に関する考察も全く同様

ということだと思います。 

 それから、その次に、資料５－１をご覧いただきたいと思います。 

 これは、今この上で、前のであった15985にCOT102とMON8813という違う遺伝子組換え体が交

雑されているものになります。そのため、COT102のところとMON88913のところを説明したいと

思います。 

 26行目の「生物多様性影響評価の結果について」というのがありますが、「本スタック系統

は」というところで、①のところです。 

 改変Vip3A蛋白質をコードする改変Vip3A遺伝子及びAPH4蛋白質をコードするaph4遺伝子が導

入されたチョウ目害虫抵抗性ワタ（COT102）です。 

 それから、③番で、改変CP4 EPSPS蛋白質――あ、違う。②番目が違うんですね。同じです

か。じゃあ、これだけ違うんですね。じゃあ、あとは同様であります。 

 それから、６－１は、MON88913が抜けた２重スタックということになっております。 

 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３－１～６－１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、大臣宛てに報告するものです。

つきましては、どなたからでも結構です。ご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

 誤字脱字はないですか。よろしいですか。 

○矢木委員 これは、いろんな遺伝子を入れることによって、予期せぬことが起きないかとい

うのが一番ポイントなので、それをしっかり見なくちゃいけないと思うんですけれども、その

入れた遺伝子の発現はそう変わらないということと、それからあと、相互作用ということで、

非常に基質特異性の高い遺伝子を入れているということと、あるいは、酵素活性のないものを

入れているということで、こういうのをまぜても、この場合には大丈夫だというふうに、私も

このデータを見て思いますので、これでよろしいんじゃないかと思います。 

○井出座長 ありがとうございます。私も特段意見がないので。 

 よろしいですか、嶋田先生。 

○嶋田（正）委員 はい。 

○井出座長 大澤先生。 

○大澤委員 本質的な問題じゃないんですけれども、この20行目の「一方」……。 

○井出座長 ５－１ですか。 
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○大澤委員 ３－１でも何でもいいんですが、全部同じなんですけど、今、矢木先生が言われ

た、「形質間に相互作用がないと判断されない場合」というのは、いつも大体こういう文章だ

ったと思いますけど、「相互作用がないと判断されない」というのは、ちょっとわかりにくい

かな。これは、要するにどういう議論に、相互作用がないと判断できる場合なのか、要するに

相互作用がないと判断、「できない」ではないと思うんです。「できない」だとだめだと思う

んです。「できない」では、これは審査になりませんで。だから、「作用がないと判断される

場合」でいいのかなと思ったんですが、何か意味があるのか。相互作用がないと判断される場

合、相互作用があると判断される場合。あると判断……。 

○井出座長 あるとは判断できないんですよね。ある可能性が心配されるということですよね。 

○大澤委員 断定できない。 

○嶋田（正）委員 「ないとは断定できない場合」とかであれば。 

○鈴木技術安全室長 ワーディングを変えます。申し訳ありません。確かに、「ない」「な

い」で打ち消しでございまして。 

○井出座長 今までずっとこれで来ているんですけれどもね。 

○大澤委員 そうなんです。それで、さっき、スタックに関して、ここのところが一番大事な

ので、いろんな理解をされないようにしないといけないかなと思って。そこだけです。 

○井出座長 それでよろしいですか。これを断定に変えて。 

○大澤委員 分科会の議論では、そういう意味ですね。 

○井出座長 そういう意味です。 

○佐藤委員 でも、断定されないでも結局同じこと。判断とあるので。 

○大澤委員 いや、相互作用がないと判断されないという……。 

○井出座長 「判断されない」が、「判断できない」というふうに。 

○嶋田（正）委員 これ、多分書き方の問題なんだろうと思うんですけど、統計学的には、帰

無仮説というのは「棄却できない」という言い方をするんですが、対立仮説は、帰無仮説を

「棄却する」という形になりますよね。ですから、「相互作用がある」ということは判断され

るわけですよ。だけれど、「相互作用がない」とは、まだ断定できない、そういうことはある

と思うんですよね。だから、ここのところは、書き方としては、正しいことは言っているんで

すけど、わかりにくいことはそのとおり。 

○井出座長 統計学的に正しい日本語にするには、どのように。 

○佐藤委員 統計学的に正しくて、かつ理解しやすいというか、ひっかからない表現。これし
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かないということで、こうなったんだと思うんですけどね。 

○嶋田（正）委員 やっぱりここのところは、帰無仮説が棄却された場合には、形質間に相互

作用があるというふうに言えるわけですから、だから、形質間に相互作用があると判断される

場合には、と言い切っても構わないとは思うんですよね。そうした場合には、ちゃんと試験結

果を用いて云々と、こうなるわけですから。 

 ただ、相互作用がないと判断される場合は、つまり帰無仮説がそのまま有効に働いているわ

けですから、それでいいと思うんですね。 

○佐藤委員 語呂としては、「断定されない」を「判断できない」というふうにすると、語呂

的には少ししっくりくる。 

○嶋田（正）委員 つまり、統計モデルで、インタラクションが検出されたということですよ、

この後者のほうはね。形質間に相互作用があるということが、有意にそれが検出されたという

わけですから、これは、だから対立仮説を採択することになるわけですから、一応ダイレクト

に、「形質間に相互作用があると判断される場合には」というふうな言い方でも構わないと、

私は思うんですよ。 

○矢木委員 「ある」というふうになると、答えが出ちゃうわけですよね。ですから、可能性

がある場合というか、そういう意味では、上の文章が、「形質間の相互作用がないと判断」で

すよね。だから、これに対しての文章になるわけですよね。 

○嶋田（正）委員 つまり、基本的にデータは何を使ってこの判断をしているのかというと、

親系統のそのデータをもとにやるわけですよね。ですので、基本的には前者のほうを前提とし

て今やっているわけですよ。そうすると、親系統の情報で、もし統計的に相互作用が認められ

るような状態になっているというのは、それは、そういった実験を本当はしてないと、そうい

ったデータは出てこないので、そういう実験をやってなければ、当然のことながら、前者に必

ず結論が行くわけですよ。 

 そうすると、実際に実験をやってないにもかかわらず、何を推測することができるかという

と、文献結果からだけでは、ひょっとしたら相互作用があるかもしれないという、そういう間

接的な言い方にならざるを得ないと思うんですよね。そのときには、ここがこういうふうにし

て、形質間に相互作用がないと判断されない場合、つまり推測をベースにして判断をするわけ

なので、この後者の言い方が、二重否定のような言い方ですけれども、これが適切ではあると

思うんですよね。 

○井出座長 多分、今、嶋田先生の解説が正しいのではないかと思います。 
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○大澤委員 帰無仮説は棄却できない。 

○井出座長 データがあるわけじゃないので、それが委員会としての推測判断ということにな

りますけれども、疑わしきは試験をするという意味だと解釈できますので。 

○矢木委員 私も、すごくこの文章を読んでいて、最初、本当にひっかかったんですけども、

もっとすっきりできないかと思ったんですけども、上の文章で、要するに「相互作用がないと

判断される」というのを言っちゃっているので、「そうじゃない場合は」というのになると、

やっぱりこういう文章かなという気がしたので、私もそれでひっかかって、ちょっとわかりに

くかったんですけど、いいんじゃないかなという。 

○鈴木技術安全室長 「相互作用がないと判断できない場合には」ということですか。 

○井出座長 「できない」んじゃなくて。そうすると委員会をやる意味がなくなってしまうん

で。 

○嶋田（正）委員 「される」と「されない」だから、対比になっていますね。 

○井出座長 それでは、さらにもっといい日本語があるかもしれませんけれども。 

○大澤委員 当面これで、私としては異存はないです。 

○井出座長 しばらくこのままの表現でよろしいのではないかということに。 

 ほかに、どんなことでも結構ですけれども、スタックはいろいろたくさん出てきますけれど

も。 

○嶋田（正）委員 これ、農作物分科会でも、今後、親系統の情報を全部何か一遍に見えるよ

うなデータベースみたいな格好にして、それを我々が参照できるようにするというふうにして、

それで審査をする方向に変わりますよね。そうすると、総合検討会でも、やはりかなりの、４

重スタックとか５重スタック、６重スタックなんていうのが出てくると、しかもそれに関わる

ような、どの遺伝子を抜いてこういうふうなイベントをつくっているのかとか、そういうのが

一瞬にしてわからなくなるような部分がいっぱい出てくるような気がするんですよね。紙ベー

スだけでやっていると。だから、もうちょっと何か、総合検討会で、もし効率よく結論をする

ことができれば、やっぱり何か、スクリーンか何かに見せるとかなんかしないと、紙ベースで

こうやって、ただ、これとこれはどこが違うんだっけといって、ずーっと眺めていても効率悪

いような気がしますね。 

○井出座長 そうですね。 

○鈴木技術安全室長 そこの運用は考えたいと思います。 

○佐藤委員 もう表で出ますからね、次回からは。 
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○鈴木技術安全室長 表か、あるいは、新たに今回スタック系統の評価様式を変えましたので、

それを、こちらにスクリーンを置いて、若干解説等ができるような準備はできると思っていま

すので。 

○嶋田（正）委員 そうすると、多分うまく皆さんの審議が進むんじゃないかという気がしま

す。 

○鈴木技術安全室長 わかりました。ちょっと検討をいたします。 

○井出座長 では、この４つの案件につきまして、ご意見がないということでよろしいですか。 

 それでは、ただいまのご意見というか、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ジカンバ、グルホシネート及びグリホサート耐性並びにチョウ

目害虫抵抗性ワタ、２つ目が、除草剤ジカンバ、グルホシネート及びグリホサート耐性ワタ、

３つ目が、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタ、４つ目が、チョウ目害虫抵

抗性ワタについて、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。 

 なお、事務局から申請者に対し、この旨、連絡願います。 

 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７に基づいてご報告を

お願いします。 

○佐藤委員 では、資料７－１をご覧ください。 

 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cry1F, 

pat,cry1Ab,改変 vip3A,Zea mays subsp,mays（L.）Iltis）（1507×MON810×MIR162,OECD 

UI:DAS-01507-1×MON-00810-6×SYN-IR162-4）（B.t.Cry1F maize line 1507、MON810及び

MIR162それぞれへの導入遺伝子の組合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：デュポン株式会社 
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 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Cry1F蛋白質をコードする改変cry1F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（1507）、 

②Cry1Ab蛋白質をコードするcry1Ab遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ

（MON810）、 

③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Cry1F蛋白質、改変

Cry1Ab蛋白質及び改変Vip3A蛋白質）は、標的害虫に対して特異的に作用し、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。Bt蛋白質には酵素活性が無いため、宿主の代謝系を変化させる可能性は低

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

蛋白質は酵素活性を有するが、基質特異性が高く、関与する作用機作も互いに独立しているこ

とから、宿主の代謝系を変化させたり、予期しない代謝物が生じたりする可能性は低いと考え

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

いて相互作用を示す可能性は低く、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。 

 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。 

○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７－１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、大臣宛てに報告するものです。ついては、

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（正）委員 一つ一つの案件を見ていたときには気づかなかったんですが、全体を通し

て見ると、例えば今回の案件、デュポンのやつなんですけど、17ページの（５）のところの

「遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性」というのがある

わけですね。 

○井出座長 評価書ですか。 

○嶋田（正）委員 はい、評価書です。例えば、今まで4件審議してきたモンサントのやつの、

その書き方だと、例えば概要というんですか、評価書のまとめたやつの33ページですかね、

「特異的に検出可能である」という言い方がしてあるだけなんですね。定性的PCR法を開発し

ており――定性的PCRというのも、普通のPCRのことかなと思うんですが、検出可能となってい

るわけですね。こちらのほうは、定量的PCRで、それで感度がパーセンテージまで出るんです

ね。書き方がそれぞれちょっとずつ違うんですけれども、方法とかそういうものというのは、

何かスタンダードなものというのが指定されているわけではないんですね、そうすると。 
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 だから、例えば普通のPCRで構わないということになりますよね。そうすると、こちらのほ

うの今のデュポンのやつは定量的PCRで、感度もパーセンテージで出てくるんですけど、ちょ

っと、この、私、定量的PCRの感度の、そのパーセンテージというやつの意味が、いま一つ、

僕、飲み込めてないんですけれども、これは何に対するパーセンテージになるんですか。相当

精度が高いということを理解できるような数字なんだろうとは思うんですけれど、何に対する

何のパーセンテージなのかなと。 

○浦嶋安全評価専門官 これはDNAに対する、その標的の部位の割合というお話を聞いたんで

すけど。 

○嶋田（正）委員 なるほど。DNA量ということですね。 

○浦嶋安全評価専門官 はい、全DNA。その点、僕も不思議で聞いたんですよ。で、そういう

ことで、過去ずっとこういう方式で記載しているということで。 

○嶋田（正）委員 それというのは、感度ですか。例えば仮に何か大きなものがどんと入って

いたとするじゃないですか。そうすると、仮にそれが2％ぐらいどんと入っていたとしますよ

ね。それは別に感度じゃないですよね。大きいものか小さいものかというだけであって。だか

ら、小さいものであることが感度をすごく厳しく、それをきちんと精査しているかというと、

そういうものでもないですよね。単に小さいというだけですよね。 

 だから、感度というのは何ではかるのかというふうに、ちょっと逆に考えてみると、例えば

モンサントのほうの定性的PCRできちんと検出可能である、それでも別に、そっちのほうがひ

ょっとしたら正しいかもしれませんね。定量的PCRでやって、この全DNA量に対する、その入っ

たもののパーセンテージを示しても、それは感度ではないような気がするんですけど。 

○鈴木技術安全室長 できますならば、農作物分科会で、今後ここの、いわゆる検出、識別の

方法として、その定性、定量PCR、どういった手法を用いることが適当なのか、それから、そ

のときの信頼度というものをどのように表現すべきかというところは、ちょっと農作物分科会

のほうでさらに詰めさせていただければと。 

 この場で、特に感度、いわゆる信頼度のところを十分説明できる資料がまだ持ち合わせてい

ないものですから。 

○嶋田（正）委員 私は、検出は十分に、その定性的なPCRで検出可能だと思うんですけれど。 

○井出座長 よろしいですか。 

 （５）の「遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性」、こ

れは求められている項目なんですか。 
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○嶋田（正）委員 そうです。どこでも全部そうなっています。 

○佐藤委員 これ、親系統のところで書かれていることなんですね。ここで書いているんじゃ

なくて、親系統のものをそのままの場所にペーストしているんですけど。 

○鈴木技術安全室長 一応、いわゆるこの青いブックのほうでは、資料６におきまして、いわ

ゆる４局長通知というのがありまして、この中で、そのデータの要求項目が書かれておりまし

て、資料６の１０ページの（５）番に、「検出及び識別の方法」ということで、定性的な検出

及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性をキープするという形で定められております。 

 今回、すみません、そういう意味で、定量PCRを使っている部分について、今後どのように

取り扱うべきか、さらにちょっと精査したいと思います。 

○井出座長 そうですね。今後について、農作物分科会のほうでもう一度精査をしていただく

ということで、嶋田委員のあれは、この方法について疑義があるということではなくて、統一

感がないという。 

○嶋田（正）委員 開発業者によってちょっとずつ違うというのが、何となく不思議な感じが

したので。 

○井出座長 それで、求めているものに合致しているかどうかということがちょっとよくわか

りにくいということなんでしょうか。 

 ほかにご意見ございませんか。 

矢木委員、よろしいですか。 

○矢木委員 特にございません。 

○井出座長 それでは、ただいま、定量法についてご意見をいただきましたけれども、検討の

結果に直接影響を及ぼすようなことではないというふうに判断いたします。その上で、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旨、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 なお、事務局から申請者に対し、この旨、連絡願います。 

 その他、事務局から報告ございますか。 

○鈴木技術安全室長 特にございません。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 そのほか、本日の議事全般について、何か、委員の先生方、ご意見ございますか。よろしい
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ですか。 

 なければ、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 本日もお時間をいただきまして、熱心なご議論をありがとうございまし

た。これにて閉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２時２５分 閉会 
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