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午後２時３４分 開会 

○鈴木技術安全室長 では、若干定刻よりおくれましたが、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ます。 

 本日は年末のお忙しい中、先生方に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。 

 本日のご欠席でございますが、嶋田透先生、嶋田正和先生、高村先生におかれましては、所

要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。 

 まず、表紙に資料一覧、それから議事次第、委員名簿、座席表がございます。いつもどおり

右上に資料ナンバーを付してございますが、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。それから、いつも配付させていただいており

ますが、これまでの承認一覧ということで、参考資料１、参考資料２とございます。それから、

評価書を２冊、事前に先生方にお送りさせていただいておりますので、本日こちらのほうもご

参考いただきたいと思います。もし資料の欠落等ございますれば、その都度でも構いませんの

で、事務局のほうにご指示いただきたいと思います。 

 それでは、この後の進行につきまして、井出座長のほうによろしくお願いしたいと思います。 

○井出座長 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４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１をごらんください。本日ご審議いただく案件は４件ございます。 

 まず１件目でございますが、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ワタでございます。多重スタックの形となっており

まして、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

付随する行為としております。これまでの検討状況でございますが、本年８月６日、９月16日
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に農作物分科会におきまして審議を行いまして、本日総合検討会に至っております。隔離圃場

につきましては、スタックとなっておりますので、これは済んでおります。 

 それから、次が２番でございますが、除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロ

コシでございます。これもスタック系統でございます。シンジェンタ株式会社からの申請でご

ざいまして、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でございます。これまでの検討状況でございますが、本年９月16日、10月

31日の２回にわたりまして農作物分科会で審議を行い、本日総合検討会に至っております。 

 ３番目でございますが、p-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型除草剤及

び除草剤グルホシネート耐性ダイズでございます。シンジェンタ株式会社及びバイエルクロッ

プサイエンス株式会社の共同申請となっております。使用等の内容でございますが、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、本年７月４日、９月16日の２回にわたりまして農作物分科会において審議を行い、

本日総合検討会ということになっております。これにつきましては、既に隔離圃場試験が終了

しておりますので、本日は一般使用の申請ということでございます。 

 最後、４番目でございますが、除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズでご

ざいます。バイエルクロップサイエンス株式会社より申請がなされております。使用等の内容

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たしまして、10月31日、11月21日の２回にわたりまして農作物分

科会において審議を行い、本日に至ってございます。これも同様に、本日一般使用としての申

請となってございます。 

 １、２のスタック系統につきましては、次の２ページ目の裏側にその親系統の承認状況を参

考までに記載してございますので、ご参考にしていただければと思います。 

 以上でございます。 

○井出座長 ありがとうございます。 

 それでは、多重スタックワタ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をごらんください。 

 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ワタ（改変cry1F,改変cry1Ac,改変vip3A,pat,改変cp4 epsps,改変aad-



 3 

12,Gossypium hirsutum L.）（281×3006×COT102×MON88913×DAS1910,OECD UI:DAS-24236-5

×DAS-21Ø23-5×SYN-IR1Ø2-7×MON-88913-8×DAS-8191Ø-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。 

 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の形質間の相互作用に関する情報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、改変Cry1Ac蛋白質を

コードする改変cry1Ac遺伝子、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ワタ（281×3006）、②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）、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）、④改変AAD-12蛋白質をコードする改変aad-12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（DAS1910）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害虫抵抗性蛋白質（改変Cry1F蛋白質、

改変Cry1Ac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
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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、害虫抵抗性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。さらに、除草剤耐性蛋白質（PAT蛋白質、改変CP4 EPSPS

蛋白質及び改変AAD-12蛋白質）及び選抜マーカー蛋白質であるAPH4蛋白質は酵素活性を有する

が、いずれも高い基質特異性を有し、関与する代謝経路も独立していることから、宿主の他の

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る。このた

め、これら蛋白質間において、相互作用は考え難い。 

 以上のことから、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

て形質間の相互作用を示す可能性は低く、親系統が有する形式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

では、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。 

○鈴木技術安全室長 冒頭、事務局から恐縮でございますが、資料１でちょっと間違いがござ

いましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 資料１の１ページ目の今ご審議いただいております１番のダウ・ケミカル日本株式会社の案

件でございますが、使用等の内容の欄に食用又は飼料用に供するための使用、「栽培」が入っ

てございますが、大変申しわけありません、「栽培」はミスプリントでございますので、落と

していただきたいと思います。大変申しわけありませんでした。 

○井出座長 よろしいでしょうか。ご質問、ご意見ございますか。 
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○武田委員 検討会の結果は特に異論はないんですが、申請書の概要でちょっと教えていただ

きたいところがあるんですけれども、11ページですけれども、ここに形質間というか、蛋白質

間の相互作用のある、なしというのが幾つかのケースで出てきているんですけれども、その中

の一番上、害虫抵抗性蛋白質間で、ちょうどそのあり、なしという枠のあるそのすぐ後ろに、

「害虫抵抗性蛋白質の殺虫効果の特異性に関与する領域に変化が生じているとは考え難く」と

あるんですけれども、蛋白質の領域という言葉は、この分野では普通の言葉なんですか。蛋白

質の領域というのはどういうことを指しているんですか。 

○佐藤委員 ドメインという感じですね。そうですね、ドメインですね。部分という意味です

けれども。 

○武田委員 蛋白質の領域という言い方が余り教科書的ではないんじゃないかなというふうに

思うんですけれども。何かもっといい言葉があれば。 

○佐藤委員 ドメインって日本語で何て言うのかな。 

○武田委員 確かに直訳すれば領域ですか。 

○大澤委員 領域です。 

○武田委員 日本語として奇妙ですよね、蛋白質の領域。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 ちょっと調べて、適切なマニュアルがあるかどうか調べま

す。それで報告させていただきたいと思います。 

○武田委員 それともう一つ、これは小さなことなんですけれども、上から３つ目の欄に、害

虫抵抗性蛋白質と除草剤耐性蛋白質の間はどうかというのがあって、この枠の中の１行目です

けれども、文章として、「蛋白質は、作用機構は」というふうに「は」がダブっているんです

ね。だから、ちょっと助詞を直して、「の」か「が」か直し方は幾つかあると思うんですけれ

ども、「は」「は」というのはちょっとまずいと思う。前のほうを「の」に直すとすっきりす

るかなとは思うんですけれども。本質には関与しないんですけれども、非常によくできた資料

なんで、惜しむらくという感じで。 

○井出座長 ほかにご指摘。 

○矢木委員 この結論については、もうこれで私はよろしいと思うんですが、ちょっと伺いた

いのが、資料２－２なんですけれども、この５ページなんですけれども、下から３行目の改変

CP4 EPSPS蛋白質のMON88913なんですけれども、これは除草剤耐性があって、資料がないから、

要するに答えはもう出ているんだと思うんですが、別添資料と書いてあって、ほかのものはみ

んな決まっているので概要を見ろと書いてあるんですが、これは別添資料と書いてあるので、
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ここだけ違うのは何か意味があるのか、これはどれを指しているのか、それですが。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 このMON88913の評価書にこの該当表記がなかったために、

該当表記あるように、別添資料ということで資料をつけていただきました。その資料をつくっ

ていただいて、それにリンクを張っているということになっております。 

○矢木委員 じゃ、もう資料はついているんですね。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 はい。この別添資料というか、ここに書いてありますけれ

ども、この状況について別添資料ということで。 

○矢木委員 これが別添資料ということ。 

○佐藤委員 その上です。ちょっと上のところ。そのアレルギー性のところ。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 アレルギー性はここですね。ここに記載してあります。評

価書に、もとのMON88913のところに該当の表記がなかったために、こういった感じで別添資料

ということで、資料を別につくっていただいて、そこにリンクを張るようにと本評価書ではな

っております。ですので、先ほどの別添資料というのをクリックしますと、先ほどのところに

戻ると。すみません、慣れていないもので。 

○矢木委員 ここをクリックすると、さっきのが出てくる。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 さっきの情報が出るようになっています。ここにわざわざ

書き込まなくてもいいようにということにしております。すみません、説明が下手で。 

○鈴木技術安全室長 ちょっとすみません、大分前の案件なものですから、うろ覚えで忘れて

しまったんですけれども、このイベント自体はかなり昔の案件で、多分この評価情報が一部欠

けていたので、もともと原典の評価情報が欠けていたので、申請者のほうに当時のものをこう

いう形で別添で抜粋でつけさせたという経緯があります。ですから、これはもともとの原典の

バージョンであります。ただ、この評価に用いる評価書にはそれがついていなかったので、あ

えて別添という形でつけさせたということでございます。 

○矢木委員 そうですか。何かわかるようになっていればよろしいんですけれども、わかりま

した。 

 それから、８ページなんですけれども、これは８ページの上から、表の表１なんですけれど

も、DAS1910というものなんですけれども、これは環境についてはパブコメが終了して、今は

あれなんですか、これは申請状況なので、現在はパブコメ終了と。３月18日ですか。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 ３月18日にパブコメは終わっている。 

○矢木委員 終わっていて、現在はどうなっているんですか。 
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○高島農産安全管理課審査官 これについてはパブコメは終了しておりますが、食品、飼料の

安全性確認がまだ継続中ということでございますので、カルタヘナ法に基づく承認というのは、

それら食品と飼料と整合性をあわせて承認するということですので、我々の評価の手続として

は終わっているんですが、最終承認は食品、飼料を待ってから、この単独系統を承認するとい

う形になりますので、今回のこの系統についてもそういう扱いになってくるというふうになり

ます。 

○矢木委員 ほかのが承認されたらオーケーという、そういう条件つきということですか。 

○高島農産安全管理課審査官 そういうことです。 

○矢木委員 そういうことですか。わかりました。 

 それで、例えば14ページなんですけれども、これもですから、今、例えばDAS1910というの

については、表２の一番上から４行目ぐらいですか。米国の農務省では、ＵＳＤＡでは、2013

年に申請になっていて、現在アメリカでは申請中という感じなんですか。 

○高島農産安全管理課審査官 DAS1910については、アメリカではそういう状況ということで

ございます。米国農務省のほうは、申請してまだ途中の段階ということでございます。 

○矢木委員 という状況になっていると。そうですか。わかりました。 

○井出座長 ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

 私も別添資料のそこの書き方が、クリックしていいものやら悪いものやらという感じに見え

て、この紙についているんだと最初は思っていたものですから、ないなと思っておりましたけ

れども、ちょっとここをクリックという、チェックじゃないけれども、何か書きっぷりが違っ

たので、この紙についているというふうに最初は思ってしまったので。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 クリックできるのは、四角で一応囲ってあるようにはした

んですが、ちょっとわかりにくいですね。 

○井出座長 ありがとうございます。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多重スタックワタについて、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、資料２－２の一部字句の修正が入ると思

いますけれども、こちらは事務局のほうで適切に対応していただければというふうに思います。

なお、事務局から申請者に対し、この旨連絡お願いします。 

 続きまして、除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロコシについて検討したい
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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及びグルホシネート耐性トウモロコシ（mEPSPS,pat,Zea mays 

subsp. mays(L.)Iltis）（GA21×T25,OECD UI:MON-ØØØ21-9×ACS-ZMØØ3-2）。 

 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

使用規程に従って除草剤グリホサート及び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産生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の形質間の相互作用に関する情報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、①mEPSPS蛋白質をコードするmEPSPS遺伝子が導入された除草剤グリホサ

ート耐性トウモロコシ（GA21）、②PAT蛋白質をコードするpat遺伝子が導入された除草剤グル

ホシネート耐性トウモロコシ（T25）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除草剤耐性蛋白質であるmEPSPS、PAT蛋

白質は酵素活性を有するが、いずれも高い基質特異性を有し、関与する代謝経路も互い独立し

ていることから、これらの蛋白質が相互に作用して予期しない代謝物が生じることは考え難い。 
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 以上のことから、本スタック系統の植物体内において形質間の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

では、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。 

 Bt11×GA21に関してですが、本スタック系統トウモロコシの親系統であるGA21の承認に用い

られた生物多様性影響評価に関するデータは、シンジェンタ社に帰属していないためアクセス

することができない。そのため、GA21に関する国際特許公開情報、公表文献及びシンジェンタ

社の独自データに基づいて承認されたBt11×GA21の生物多様性影響評価書の概要等の情報を用

いている。 

 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３－１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。ございま

せんか。 

○武田委員 １ページ目の36行目は、「互いに」のミスタイプですよね。 

○井出座長 検討結果の「代謝経路も互いに」、「に」が抜けているんですかね。 

○佐藤委員 本当ですね。 

○井出座長 ご質問ございませんでしょうか。GA21の情報が間接的な引用になっているんです

けれども、この点はこれでよろしいでしょうか。特にご意見ありませんか。 

○矢木委員 私もちょっとG21が評価、要するにアクセスすることができないと書いてあるの

で、何となくちょっと書き方が、アクセスすることができないんですか、要するにこれは。 

○佐藤委員 いろいろ表現は検討したんですが、これが一番いいのではないかという。 

○矢木委員 アクセスできない、わからないという意味なんですか。これはちょっと私も何と
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なく評価できなくなっちゃうのかなと。正直これを読んだときにですね。この書き方ですとね。

もう既にわかっているんだから、それを見ろというふうになればまたいいんでしょうけれども、

何となく私もちょっとこの点が、評価したときにこの書き方でいいのかなという。多分問題は

ないと思うんですけれども、何となく。 

○佐藤委員 内容的には、直接的にこれではだめなんですけれども、Bt11×GA21の中に含まれ

ているGA21のことを評価できていますので、これを引用しているということですので、そうい

う意味では評価できていることはできているのですが、このGA21単独の親系統のデータにはア

クセスできないという、そういう意味ですので、内容は担保しているようになっています。 

○矢木委員 これは普通の方はアクセスできないんですか。 

○鈴木技術安全室長 GA21、基本的には評価情報、評価データが一部部外秘というような扱い

になっている部分がありまして、このGA21というのは日本モンサント社のほうで申請をしたイ

ベントなんですけれども、そこの一部評価情報が部外秘扱いになっておりまして、申請者であ

るシンジェンタ社においてそこの評価情報を使えない。ただし、ここに書いてありますBt11×

GA21という案件が、実はこのイベントは2007年に既にシンジェンタ社が承認を得ているんです

けれども、ここでは一応その評価情報があるものですから、この評価情報をGA21にかえて、今

回スタック系統の情報として活用しているということでありまして、情報の内容としては、先

生方としても特段、生物多様性影響評価上、何か不足するとか問題となるような情報ではない

ので、代用は可能ではないかとご判断いただいたということでございます。 

○矢木委員 何となくアクセスできない部分もあるとか、何かあればいいんですけれども。ど

うですかね。 

○井出座長 申請者はそれを使うことができないわけですけれども、例えば意見が公表された

ときに、もう既に情報としては、GA21単独の評価書は一般の方が見ることができるわけですよ

ね。ウエブ上にあるわけですよね。申請に係る情報という意味では、申請者は使えないかもし

れないけれども、一般の方は見られるのに、それがこの検討結果に…… 

○鈴木技術安全室長 これは日本版ＢＣＨには出ているの、その情報は。GA21、必要な部分は。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 出ています。 

○井出座長 それをクリックさせないようにわざわざしているという印象が。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 そういうことではなくて、データの部分だけは公表資料でも

一部部外秘という形で出ていますので。 

○井出座長 だからそれは、普通の人がこの組換え体に何かなと思って見たとき、部外秘は部
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外秘でいいんですけれども、現にGA21というのがもうれっきとして存在しているのにもかかわ

らず、ここの我々の意見として、それをあたかも見ていないような書きっぷりというのはどう

なのかなと思って。申請者が使わないというのはいいとして、ここに情報がありますよという

のを出さないというか、明示しないというのは、何か普通の人が見るとちょっと違和感を感じ

るのではないかなというふうに思うんですが。 

○矢木委員 私もだからできないけれども、ここを見ればここまでわかるよというのがあると、

そこまではちゃんと審査したんだなという。 

○井出座長 そこに我々の意見とか載っているわけですよね、GA21に。 

○大澤委員 これは、シンジェンタ社は評価書に使えないということと、この検討する際には

GA21に我々はアクセスはできない。そこは評価書に準じた記述になっているので違和感がある

とおっしゃっているので、ですよね。ただ、我々農作物分科会で聞いている限りにおいては、

そういう評価書に基づいて評価しましたから、そこですよね。 

○佐藤委員 我々もこのスタックで評価したんですよね。 

○大澤委員 このスタックで評価を、農作物分科会はしているので、依拠しているのはこれな

んですよね。ただし、アクセスはできますよね、こことしても。 

○武田委員 僕は、このまま読んで別に違和感なかったんですよ。だけれども、結局今の議論

は何かというと、アクセスすることができないということが前にばんと出ちゃったものだから、

そこは気になるわけですよね。だから、これをばんと表に出さないで、もう一つ前の段階で21

番、GA21については評価できているわけです。見ているわけですよね。むしろ、そのことを書

けば、見る人は安心するのではないですかね。 

○鈴木技術安全室長 そうすると、本スタック系統トウモロコシの親系統であるGA21について

は、既に承認済みのイベントであるが、本件に係る当該生物多様性影響評価情報については、

シンジェンタ社が保有するBt11×GA21の生物多様性影響評価情報を用いて評価を行ったという

ふうに客観的に書いたらよろしいでしょうか。 

○武田委員 そういうにニュアンスでいいんじゃないですかね。アクセスすることができない

とばんと書くと、何かそこに秘密があるような感じがどうしても、中身がよくわからない人に

は特に感じさせますよね。 

○鈴木技術安全室長 ちなみに、この参考資料１の既に承認済みのイベント情報をごらんいた

だければと思いますが、８ページのところの14番がGA21ということで、日本モンサント社の承

認情報になっております。それから、次の９ページの35番がシンジェンタ社におきますBt11×
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GA21の承認情報となっておりまして、いずれも2005年、あるいは2007年に総合検討会において

検討が行われ、既に承認が出ているという結果となっておりますので、念のためそのようにご

報告しておきます。 

○井出座長 いかがでしょうか。アクセスすることができないというのは違和感が。 

○佐藤委員 この５行の文章は全部なくしちゃうとまずいんですかね。検討の結果としては、

この注意書きはなくても。 

○井出座長 結果はなくても。 

○武田委員 親切に言ったのがあだになっている。 

○佐藤委員 ここには要らないかもしれませんね。 

○井出座長 何か事情が、怪しい事情があるように。 

○武田委員 確かにほかのケースとは書きっぷりが違うから、やっぱり何かあるには違いない

んだけれども、それは気にしなくてもいいんだから。 

○井出座長 この評価書については、資料３－２の申請書が見えるわけですよね。ここに、申

請書にそういうふうに書いてある。これはシンジェンタがそういうふうに言っているというこ

となので、それはそれでいいんですけれども、ここにそれを書かないほうがいいかもしれない

ですね。淡々とこれに基づいて評価したと書いたほうが。 

○矢木委員 そうですね。私もこの前のところで、確かにBt11とGA21の２つ星印があって、こ

れについてはクリックすればいいと。でも単独ではできないよということを言っているんです

よね。だけれども、何となくこれは書いて、私もこれを書くことによって、親切にしたのかな

と思うけれども、何となく誤解を受けるような書き方が、ちょっと気がするんですよ。これは

なくてもいいんじゃないかというようなね。GA21が知りたいときは、さらにその前に戻ればい

いわけですよね。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 事務局としてはどうですか。ここの星２つの注釈をとりましょうというご提案ですが。 

○鈴木技術安全室長 構わないと思いますので、皆さんで。 

○井出座長 では、そういうふうに修正をしていこうと思います。 

 ほかにご意見ございますか。よろしいですか。 

 それでは、ただいまいただきまし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及びグルホシネート耐性トウモロコシについて、
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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、

先ほど議論しましたBt11×GA21の注釈については、削除するということでお願いしたいと思い

ます。なお、事務局より申請者に対して、この旨ご連絡お願いします。 

 では、続きまして、HPPD阻害型除草剤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。 

 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に基づきご報告お願いします。 

○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、p-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型除草剤及び除草剤グルホシ

ネート耐性ダイズ（改変avhppd,pat,Glycine max(L.)Merr.）（SYHT0H2,OECD UI:SYN-ØØØH2-

5）。 

 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、バイエルクロップサイエンス株式会社。 

 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、大腸菌由来のプラスミドpBluescript SK＋などをもとに構築されたプラ

スミドpSYN15764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、エンバク由来の改変p-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナー

ゼ（以下「改変AvHPPD蛋白質」という。）をコードする改変avhppd遺伝子及びStreptomyces 

viridochromogenes strain Tü494由来のPAT蛋白質をコードする２つのpat遺伝子等を含むほ

ぼ完全長のT-DNA領域と当該T-DNA領域から改変avhppd遺伝子が除かれた一部T-DNA領域（２つ

のpat遺伝子が残存）がつなぎ合わされた形で染色体上に１コピー組み込まれている。また、

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やサザン

ブロット分析により確認されている。また、これら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。 

 （１）競合における優位性。 
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 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。 

 我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズと非組換えダイズについて、形態及び生育の特

性、生育初期における低温耐性、成体の越冬性、花粉の稔性やサイズ、種子の生産性、脱粒性、

休眠性及び発芽率について比較試験を行ったところ、発芽揃い及び発芽率に統計学的有意差が

認められたが、この差異は、使用した種子を採種したほ場の違いに起因するものと考えられた

ため、改めて、室内実験を実施したところ、発芽率及び発芽揃いに統計学的有意差が無かった

ことが確認されている。それ以外の項目については、本組換えダイズと非組換えダイズとの間

に差異は認められていない。 

 本組換えダイズには、改変avhppd遺伝子及びpat遺伝子により、p-ヒドロキシフェニルピル

ビン酸ジオキシゲナーゼ阻害型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、これらの除草剤の散布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、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、改変AvHPPD蛋白質及びPAT蛋白質を産生するが、これらの蛋白質が有害

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も確認さ

れている。 

 また、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。この結果、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。 

 改変AvHPPD蛋白質は、チロシン代謝経路におけるp-ヒドロキシフェニルピルビン酸からホモ

ゲンチジン酸への反応を触媒し、フマル酸、アセト酢酸、プラストキノン及びビタミンＥを産

生するが、これらの物質が有害物質であるとの報告はない。加えて、改変AvHPPD蛋白質はp-ヒ

ドロキシフェニルピルビン酸に高い基質特異性を有することから、生体内において改変AvHPPD

蛋白質が宿主の他の代謝系に影響を及ぼすことは考え難く、新たな有害物質が産生する可能性

も低い。 
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 このほか、PAT蛋白質は、高い基質特異性を有しており、宿主の代謝系に影響して新たに有

害物質を産生することは考えられない。なお、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-L-グルホシネートが産生されるが、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

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、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主に自殖性の植物であり、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、その交雑性は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0.136％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。 



 16 

 以上より、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４－１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。 

○矢木委員 ここに書かれていることはこれでよろしいと思うんですけれども、ちょっと質問

をさせていただきたいと思うんですけれども、ジオキシゲナーゼを入れたということなんです

けれども、この考え方は、もともとあるジオキシゲナーゼがあって、さらにプラスアルファの

外因性も入れているから、これは２個持っているということなの。２個というか、要するに、

もともとのものもあって、本来は分解能力が高くなってもいいということなんでしょうか。そ

れはただの性質のお話ですけれども、安全性ということではないんですけれども、もともとあ

ったものは壊して入れているわけじゃ、アグロバクテリウムで入れているんですよね。なので、

もとはどうなって残っているのかなというふうな、それはどうなんでしょう。 

○佐藤委員 もとは残っていると思います。 

○矢木委員 そうするとプラスアルファでこれが入ったと、こういうことなんですね。わかり

ました。 

 そうしますと、この遺伝子の入れているところが、資料４－２の19ページですかね。19ペー

ジのところにどういうふうに入ったかというような細かい絵が描いてあるんですけれども、19

ページのＡというところは、T-DNA領域を入れたと。そして、これをアグロバクテリウムに入

れて入れてみたら、Ｂみたいのができちゃったということで、ここの関連なんですけれども、

Ａを入れたことによって、本来であればT-DNA領域が入ったのかなと思うと、T-DNAの１本入っ

て、真ん中で切れて、またそれが左に入ったというのがＢの絵になっているんですけれども、

これはどういうメカニズムでこんなふうに１本入って、もう１本切れて、切れた分だけ入っち

ゃったというのは、何かわかっているんですか、メカニズムは。アグロで入れちゃうと何が起

きるかわからないということになっちゃうんです、これだと。 

○佐藤委員 比較的アグロバクテリウムを導入するときれいに入るんですけれども、ただまれ

に何か変なふうに入ることはあります。それで、ちょっとその理由に関しては私はわからない
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です。余り知られていないと思います。 

○矢木委員 そうすると、こういうふうに入ったので、ほかにも何かいろいろ飛んで入らない

かなという、そういう疑問が出ちゃうんですけれども、その辺はもう大丈夫で、これしか入っ

ていないということが言えるんでしょうか。 

○佐藤委員 ほかに入っていないということは、サザンブロッティングとか幾つかの方法で調

べています。 

○矢木委員 これしかないと。 

○佐藤委員 そうです。アグロバクテリウム法ですと、細かい断片があちこちに入っちゃった

りするようなことは起こりにくくて、割と大きなものできれいに入る。 

○矢木委員 きれいに入りますよね。今までもそれでうまくいっているんですけれども、この

ようにちょん切れて、中にはインサーションみたいなものがちょこっと入って、複雑な構造で

何か遺伝子がＢでできているので、その辺のところが、要するに遺伝子を入れて、その遺伝子

の発現が大丈夫かといったときに、全くもとのものが発現すれば問題ないと思うんですけれど

も、結構例えば真ん中で切れたり２カ所ぐらい短くなったり、いろいろな変化が起きているの

で、例えばＢの左上からSMPの39bpがあって、35S enhancerの277というのがあるんですけれど

も、本来は293 enhancerかな、切れちゃって、44bpが入って、非常に不思議な入り方なんだよ

ね。その辺が、これをどう評価するのかなというんですけれども、できたもの自身はもう問題

ないと思うんですけれども、遺伝子を見るとこういうふうなことが起きているので、その中の

疑問は、例えばやっぱり左側のCMP promoter、654bpですかね。CMP promoter654なので、プロ

モーターというとそんな長くないんですけれども、えらく長い650も入っちゃっていると、ア

ミノ酸じゃないけれども、ペプチドでいけば結構長いのができちゃうので、ここで何かそうい

うものができていないのかなと。それはどうでしょう。 

○佐藤委員 promoter、654bpは決してそんな長いほうでもなく、普通です。 

○矢木委員 植物はそんなもの。 

○佐藤委員 このぐらいでもあります。もっと短くても、今は聞きますけれども、このぐらい

でも別にそんなに。 

○矢木委員 でも非常に長いから、ここで何かペプチドができないかなというのが質問なんで

す。 

○佐藤委員 ここにコーディングリージョンが多分ないとは思うので。 

○矢木委員 まずできない。 
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○佐藤委員 できることはないと思います。 

○矢木委員 それはもう大丈夫と。そうすると、コーディングリージョンが結構長いのが入っ

ているんですが、全部ないと見てよろしいんですね。 

○佐藤委員 と思います。 

○矢木委員 そうすると、ペプチドも絶対できないと。 

○佐藤委員 と思います。 

○矢木委員 ということであれば大丈夫なんですけれども、その辺がちょっと気になっていた

んですけれども。大丈夫ですかね。今の知見からいけば。 

○佐藤委員 大丈夫だと思います。 

○矢木委員 そういうことであれば、私は結構だと思います。 

○井出座長 よろしいですね。 

 武田委員、お願いします。 

○武田委員 申請書のほうの26ページに交雑率という項目があるんですけれども、二百数十個

体を植えて、そのうち２個体耐性だったので、これで交雑率を言いたかったんだろうと思うん

ですけれども、この文章ではパラグラフの最後、生存率は0.71％だったと。交雑率と看板出し

て生存率で受けているので、これはちょっと妙なんですね。生存率をもって交雑率とした場合

に0.71の交雑率があるという意味だと思うんですけれども。 

 ただ、それにしても、282個体中２個体の生存が確認されたから他殖したんだというのはや

っぱりちょっと無理があって、エスケープの可能性は十分あるんですね。事実、このすぐ後に

出てくるバイエルのほうも4,000個体ぐらいあって、２個体耐性の個体が出ているんだけれど

も、それは後代検定したらエスケープだったという、すぐ後ろにそういう事実も出てくるので、

交雑率を見る実験としてはラフだし、しかもこの文章が生存率で終わっているし、何とかして

ほしいなという感じがするんですけれども。今さらこれエスケープだと言われても困るだろう

から、交雑率と言い続けるしかないとは思うんですけれども、それならそれで、文章の受け方

を、生存率から推定される交雑率は0.7とでも書いて。 

○井出座長 申請書の別紙10の９ページを見ると、何かそのように書いてあるんですね。生存

個体数の有無及び数を観察することで生存率を評価したと。そこまでたどり着かないとわから

ない。 

○大澤委員 ちょっと議論を覚えていませんけれども、武田先生の言っているのは、生存率に

よって交雑率を推定したならいいんですよね。生存率をもって推定。 
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○武田委員 本当は後代検定してもらわないと、交雑したのかエスケープだったのか。しかも、

本葉２葉期というから、十分エスケープする可能性がある時期ですからね。ただ、それを今言

っても困るだろうから、生存率は0.71じゃなくて、生存率で推定される交雑率は0.71というふ

うに補足してもらえば、形としては整うけれども、ただ私はそれは多分違うだろうと思います。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 １年以上前に武田委員からご指摘があって、この試験では

交雑率ではないということで、生存率に変えたという経緯がありまして、確かに交雑率を生存

率で受けているのはちょっとまずいので、生存率から推定される交雑率はエスケープがあるの

で、0.71％以下であったという感じではいかがでしょう。そうすると間違いない。 

○武田委員 まあ、そうですね。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 そういうふうに今後指導をしたいと思います。 

○佐藤委員 生存率から推定される交雑率は0.71％以下であると。 

○武田委員 ちょっと苦しいけれども。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 ちょっと苦しいと思いますが。 

○佐藤委員 7.7の表題も、交雑による生存率。何か変ですね。の推定なんですけれどもね。

どうなのかな。本当は、もともとこれは交雑率というふうにしていたんですかね。武田先生か

らご指摘いただいてこういうふうに直したんでしたっけ。 

○大澤委員 これもやっぱり生存率による交雑率の推定とかにしないとおかしいですね。これ

は出ないんですけれども。部外秘になっちゃっているんですけれども。 

○佐藤委員 そうですね。ただ、今後のことを考えると、それが正しい表現という。 

○大澤委員 今後は後代検定しろと。 

○佐藤委員 そこまでやらないといけないんですか。 

○鈴木技術安全室長 今後はどのようにしたらよろしいでしょうか。そこまで見たほうがよろ

しいんでしょうか。 

○武田委員 すぐ後に出てくるバイエルは後代検定やっていますよね。4,000個体見て、結局

全部エスケープだったんですよ。交雑はなかったんですね。すぐ出てくるから。これは後代検

定ではなくて、ＰＣＲで見たの。 

○鈴木技術安全室長 ＰＣＲです。２個体程度だったら確かにそれでいいのかもしれないです

けれども。以降はそのように指導してもよろしいでしょうか。 

○武田委員 そうですね。 

○鈴木技術安全室長 わかりました。 
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○佐藤委員 表題も含めて書きぶりをちょっと変えるということですね。生存率による交雑率

の推定ですよね。 

○武田委員 ただ、ここで問題にしているのは交雑率なんですよね。でなければいけない。競

争における優位性と交雑性と有害物質の産生性ですね。 

○大澤委員 ちょっと気づかなかったんですけれども、この検討の結果の最後の３ページのと

ころの「しかしながら」で４つを言って、このことから本組換えダイズとツルマメとの交雑性

はこれまでのダイズとが交雑する確率と同様に低くって、逆なんじゃないかな。つまり、ダイ

ズはそもそもツルマメと交雑する確率は低いと。この組換えダイズに導入した遺伝子によって、

何かそれは差がある可能性はないと言いたいんですよね。わかりますかね。 

 このままだと、以上の上の４つの事由は……あ、いいのか。組換えダイズは両方使って、組

換えダイズで0.136、普通のダイズでも後代はない。普通のダイズは0.7。つまり上の順番が変

なのかな。普通の交雑率は低い、普通のツルマメ集団にも雑種はない。別の組換えダイズだけ

れども、それでは0.136以下であった。何かロジックがちょっと。 

○武田委員 ツルマメが出てくるといつも乱れるんですよ。ちょっと論理構成がまだすっきり

していないんでしょうね。 

○大澤委員 などから、本組換えダイズと同一の遺伝子がツルマメに浸透の可能性は低いでい

いんですよ。この組換えダイズの交雑性が同様に低くという、それはもう推定ですよね。と同

様に低いと考えられるとか、考えられ、このダイズの遺伝子は低くという結論みたいにしてし

まっているのがちょっと引っかかるのかな。 

○佐藤委員 この前の４つのことというのは、一般の話ですよね。だから、などからダイズと

ツルマメの交雑性は低くということですよね。この４つの点を受けたことはそうなりますよね。 

○大澤委員 本組換えダイズとツルマメの交雑性は同様に低……あ、そうか。低く、可能性も

低いと考えられる。 

○佐藤委員 それが後に来ないといけないんだよね。だから、上の４つの理由というのは、こ

れから示していることは、一般論としてのダイズとツルマメの交雑性が低いということを言っ

ているんですよね。だから、この本組換えダイズとツルマメの交雑性も低いだろうということ

ですよね。 

○井出座長 よろしいですか。大澤先生が直感的におかしいと思われたとおりに直して。 

○大澤委員 などからも、交雑性は……。 

○井出座長 などから、ダイズとツルマメが交雑する……。 
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○佐藤委員 私の案でいいですか。 

 「なかったこと、などから」、その後の「本組換えダイズとツルマメとの交雑性はこれまで

の」を全部削ります、この部分を。「なかったこと、などから、通常のダイズとツルマメとが

交雑する確率は低く」。だめですか。 

○大澤委員 それで終わり。そのときに、こういう組換えが入ってくるからややこしい。 

○佐藤委員 でも、これは一般論としての組換えですよね。一例ですよね。では、今のでどう

でしょう。もう一回繰り返したほうがいいですか。ちょっと読んでみましょうか。 

 ④から。「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得られなかったこと、

などから、通常のダイズとツルマメとが交雑する確率は低く、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も極めて低いと考えられた。」でしょうかね。いか

がでしょう。 

○大澤委員 一般のダイズとツルマメが交雑する確率が低いことから、本組換えダイズに導入

したものも低いよと。 

○佐藤委員 も低いだろうと。そういうロジックですね。 

○井出座長 よろしいですか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

 そうしましたら、申請者から提出されたHPPD阻害型除草剤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

いますが、今、評価書の文言、交雑性のまとめのところですけれども、そこを修文した上で報

告ということにさせていただきたいと思います。これは事務局のほうで適切に直していただき

たいということと、あと評価書の交雑性を見ているところ、これを適切に内容がわかるように

書きぶりを修正していただくというのもあわせてお願いしたいと思います。結果は委員の皆さ

んに一応お知らせいただきたい。なお、事務局から申請者に対して、この旨連絡をお願いしま

す。 

 続きまして、除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズについて検討したいと

思いますので、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に基づいてご報告を

お願いします。 

○佐藤委員 資料５－１をごらんください。 
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 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及びイソキサフルトール耐性ダイズ（2mepsps,hppdPfW336,

Glycine max(L.)Merr.）（FG72,OECD UI:MST-FGØ72-2）。 

 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、バイエルクロップサイエンス株式会社。 

 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、大腸菌由来のプラスミドpUC19などをもとに構築されたプラスミドpSF10

を制限酵素で処理した後、パーティクルガン法により導入し作出されている。 

 本組換えダイズは、トウモロコシ由来の2mEPSPS蛋白質をコードする2mepsps遺伝子を含む発

現カセット及びPseudomonas fluorescens由来のHPPD W336蛋白質をコードするhppdPfW336遺伝

子を含む発現カセットが染色体上に２コピー隣接して組み込まれ、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。 

 2013年に我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズと対照の非組換えダイズについて形態

及び生育の特性、生育初期における低温耐性、花粉の稔性やサイズなど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が、これらの形質について、統計学的有意差は認めら

れなかった。 

 本組換えダイズには、2mEPSPS蛋白質が発現することより、除草剤グリホサート耐性が、

HPPD W336蛋白質が発現することにより、除草剤イソキサフルトール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
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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、除草剤グリホサート耐性を付与する2mEPSPS蛋白質及び除草剤イソキサ

フルトール耐性を付与するHPPD W336蛋白質を産生するが、これらの蛋白質は有害物質である

とする報告は無く、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。 

 また、2mEPSPS蛋白質及びHPPD W336蛋白質は高い基質特異性を有しており、これらの蛋白質

が宿主の代謝系に影響し、新たな有害物質を産生する可能性は低いと考えられた。 

 さらに、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、いずれの項目においても、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。 

 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。 

 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

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、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主に自殖性の植物であり、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0.136％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、などに加え、2013年に我が国の隔離ほ
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場における本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの生殖に関わる諸形質の調査により、花

粉の充実度およびサイズについて有意差は認められなかった。これらのことから、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。 

 また、本組換えダイズとツルマメが、仮に交雑したとしても、除草剤グリホサート及びイソ

キサフルトールが散布されない自然環境下では競合における優位性を高めることはないため、

当該雑種がツルマメの集団において優占化するとは考え難い。 

 これらのことから、本組換えダイズがツルマメと交雑し、導入遺伝子がツルマメの集団内に

浸透していく可能性は極めて低いと考えられ、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 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果５－１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。 

○武田委員 申請書のほうなんですが、申請書の10ページの22行目から23行目にトウモロコシ

の品種名があります。ブラックメキシカンと片仮名で書いていますけれども、品種名というの

は、片仮名にしても平仮名にしてもローマ字にしてもいいというものではないので、多分ブラ

ックアメリカンというのは横文字じゃないかなと思うんですが。固有名詞というか、それ自身

が表札になるんですね。だから、ブラックアメリカンだから片仮名で書いていいというわけに

はいかないはずなので、その点ちょっと確認して直していただきたいと思います。 

 それから、さっきのエスケープの問題にかかわるところなんですけれども、29ページの上か

ら２行目ですが、結局4,234株、個体という非常に大きなサイズで調べてみたら、生存個体が

あったと。それでＰＣＲで中身を確認したら、全部、要するに遺伝子はなくて、除草剤耐性が

エスケープだったという話なんですけれども、ここで生存した個体とさらっと書いているんで

すけれども、もとに戻って別添資料を見てみると、たった２個体なんですよね。たった２個体

だというのは、生物学者にとっては重要なインフォメーションなので、せっかくですから２個
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体と書いたほうがずっといいというふうに思いますので、よろしく。 

 何を言いたいかというと、多分さっきの事例もエスケープだろうと。200個体で２個体です

からね。という感じなんですけれども、よろしくお願いします。 

○井出座長 ほかにご指摘、ご意見ございませんか。 

○矢木委員 11ページのところの、細かいことなんですけれども、11ページの上から５行目で

すかね。「ジオキシゲナーゼは、数種のグラム陽性菌及び全ての好気性生物に存在し」と書い

てあるので、数種のグラム陽性菌ということで、これはだからグラム陽性はほとんど持ってい

ないという、あるいは全ての好気性生物になっているので、ここのところ何かあれですか、グ

ラム陽性菌はちょっとしか持っていないという意味なんですかね。この遺伝子は、最後、

Pseudomonas fluorescensというグラム陰性菌からとっているので、そういう意味では、この

辺の書き方が、好気性ならみんな持っているのかなとも思うんですけれども、特別な遺伝子だ

から、数種のグラム陽性菌だから、ほとんどグラム陽性菌を持っていないということなんです

よね。その辺がなんか。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 この辺確認します。グラム陽性菌で好気性菌もいますので、

ちょっとその辺は確認して修正いたします。 

○矢木委員 わかりました。 

 それからあと、この評価書はもうこれで、安全性、要するに違いは出ていないと、私も生態

系、微生物のところでは問題ないと思うんですけれども、資料５－２のほうの８ページと９ペ

ージにいろんな遺伝子が、入れた遺伝子が書いてあるんですけれども、今回の場合のフェニル

ピルビン酸ジオキシゲナーゼというのは新しいケースなので、いろんな、８ページのところに

結構長い1,000ベースぐらいのそれ以外の導入するための、例えば８ページの一番下なんてい

うのは1,290ですか、こういうようなものとか、９ページには一番上に1,015というような結構

長いものを入れてつくっているので、こういったようなものの、例えば安全性ですか。例えば、

蛋白同士はもう調べてあるんですけれども、これは蛋白できないんだと思うんですけれども、

この辺は何かあれでしょうか。ペプチドができるとか、あるいはそれが従来の危険なペプチド

と一致したケースがあったとか、そんなのは調べてあるんでしょうか。それをちょっと伺いた

かったんです、結構長いので。多分、ＯＴＵがなければ、発現というか、できないんですよね。 

○佐藤委員 これはプロモーターですので、配列的にコーディングリージョンを含むような構

造はしていないと思います。1,290とか1,000ぐらいというのは、使わなくはないですよね。 

○矢木委員 多分、微生物の分野では非常に長い。こんな長いのを入れるのも結構大変なくら
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いでね。1,000ですから、300の蛋白質の、大変ではないんですけれども、結構短いやつを、プ

ロモーターなんかせいぜい100とか、微生物の分野ではそんな長くないんですけれども、植物

はきっと長くないといけないんですかね。 

○佐藤委員 場合によるんですけれども、割と長く入れる場合もありますね。 

○矢木委員 これを見るとみんな長いので、長いほうがきっと能力が高いんだろうと思うので、

大分微生物と違うなという気がするんですけれども、微生物は35の、前がちょっと35とか結構

短くて、あんまり長いのは。 

○佐藤委員 私たちが実験でやるときには、このぐらいは入れます。 

○矢木委員 それでもう大体大丈夫と。 

○佐藤委員 そのぐらい長いほうが、安心というかちゃんとできます。 

○矢木委員 それで安全性はもう大丈夫という。 

○佐藤委員 はい。 

○矢木委員 わかりました。そう使われていると思うんですけれども、ちょっと確認させてい

ただきました。結構です。 

○井出座長 ほかにご意見等ございますか。よろしいですか。 

○大澤委員 検討の結果の日本語の問題ですけれども、３ページの７行目の「交雑性に起因す

る生物多様性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」って何が言いたいの

かわからないですね。「生ずるおそれはないとの」でいいのかな。「ないとした」か「ないと

の」ですね。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまいただいたご意見を集約し、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グリホサート及びイソキサフルトール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判断します。なお、先ほど検討結果、まず検討結

果のほうですけれども、５－１の交雑性の最後のところですね。「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」、そこを修文していただきたいと思います。それから、

評価書の中身で、グラム陽性、好気性生物という表現について確認の上、修正の必要があれば

修正していただくということで、これも事務局で対応していただければよろしいかと思います

ので、修正していただいて、報告したいというふうに思います。大臣宛てに報告したいと思い
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ます。なお、事務局から申請者に対し、この旨連絡をお願いします。 

 そのほか、事務局から報告等ございますでしょうか。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 農産安全管理課です。 

 皆様、お手元のブルーブックのほうをごらんいただきたいんですけれども、こちらの25のほ

うに新しい資料のほうを入れております。６月30日に皆様にご意見をいただきました遺伝子組

換え農作物の審査の手続の見直しについてという資料につきまして、今回こちらの資料のほう

に入れさせていただいております。 

 それで、この審査の手続の見直しの中でご意見もいただきました隔離圃場での情報収集の関

係、我が国の自然条件のもとで生育した場合の特性が科学的に明らかなものを明確にしていく

ということで、同じブルーブックの６番のほうに「農林水産大臣がその生産又は流通を所管す

る遺伝子組換え植物に係る第一種使用規程の承認の申請について」という通知がございますが、

この第３の（６）、４ページ目に、どういったものが我が国での自然条件のもとでの生育特性

が明らかかということを明記する通知の改正のほうをいたしまして、12月５日に施行いたしま

した。皆様におかれましては、ご意見いただきまして、どうもありがとうございました。今後、

これに従いまして、該当するようなものが出てきた場合には、事前相談の段階でしっかりと農

作物分科会にお諮りをしまして、問題がないとなったときにご報告させていただくということ

で考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 それからもう１点、前回の総合検討会におきまして、すみません、先ほどちょっと戻ってい

ただきまして25の資料の関係なんですけれども、多重スタックの審査、統合的に審査を進めて

いく中で、例えばある社が、ある１社が70とか60とか上位のスタック系統を申請されて、そこ

に含まれる全ての遺伝子の組み合わせについて評価し終わった後に、別の社がその範囲の中の

組み合わせを使いたいと考えた場合に、新たな申請が必要かどうかという、そういったご確認

を武田委員からいただいていたかと思います。この場合は、もう既に生物多様性影響評価の観

点から評価は終わっておりますので、新たな申請は必要ないというようなことになります。 

 以上です。 

○大澤委員 この２の遺伝子組換えトウモロコシ（一部）の「一部」ってどういう意味でした

か。これは全てのトレードじゃないよという意味でしたか。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 そうです。一定の条件を満たしたもの。 

○大澤委員 という意味の一部。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 めくっていただきますと、別紙のほうで隔離ほ場試験が不要
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となり得る遺伝子組換えトウモロコシの具体例、これも皆様に見ていただいたものと思います

が、こういったものに該当するということでして、この具体例もホームページのほうに掲載し

ております。 

○井出座長 ありがとうございました。 

 何かご質問ありますか。よろしいでしょうか。 

 そのほか、本日の議事全般について、何かございますでしょうか。 

 ございませんようですので、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 本日も長時間ご審議いただきまして、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。ど

うもありがとうございました。 

午後４時０８分 閉会 


