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午後１時２７分 開会 

○鈴木技術安全室長 では、若干定刻より数分早いですが、お集まりの予定の先生方、それか

ら、傍聴の方々お集まりになったようでありますので、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。 

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

 本日のご欠席につきましては、嶋田正和先生が所用によりご欠席とのご連絡をいただいてお

ります。 

 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。いつもどおり配付資料一

覧、そして議事次第、委員名簿、座席表がございます。そして、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。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、

それから参考資料１、２といたしまして、これまでの承認一覧がございます。その後に参考資

料３として横長の一枚紙がございます。あと、先生方には事前に３冊の評価書を送りさせてい

ただいておりますが、もし資料に落丁等ございますれば、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。 

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

事項に従っていただき、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、早速、議事進行につきまして、井出座長からよろしくお願いしたいと思います。 

○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あてに提出された６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、昆虫分科会の結果

を嶋田（透）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をご覧ください。本日ご審議いただく案件は６件ございます。 

 資料１の１ページ目の上から番号が付してございますが、まず１番目でございますが、除草

剤グリホサート耐性及び低リグニンアルファルファでございます。日本モンサント株式会社か

ら申請されております。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、
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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、農作物分科会におきまして、昨年の12月及び本年の１月、２回にわたり

まして審議が行われ、本日、この総合検討検討会での審議に至っております。 

 ２点目でございますが、耐熱性α－アミラーゼ産生並びに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でございます。申請者は

シンジェンタジャパン株式会社でございまして、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でございます。農作

物分科会におきます審議は、昨年11月及び本年１月の２回にわたりまして審議が行われ、本日、

総合に至っております。 

 ３点目でございますが、チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート及びグルホシネート

耐性ワタでございます。申請者はバイエルクロップサイエンス株式会社でございます。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、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、農作物分科会におきましては、昨年12月及び本年１

月の２回にわたり審議がされ、本日、総合に至っております。 

 ４点目でございますが、除草剤グルホシネート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から申請がなされておりますが、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、農作物分科会におきまして、昨年10月、そして本年１月の２回にわたりまして

都合３回の審議を経まして、本日、総合検討会に付されてございます。 

 ５点目でございますが、絹糸抽出期における高雌穂バイオマストウモロコシでございます。

申請者は日本モンサント株式会社でございまして、使用等の内容につきましては、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いうことでございます。農作

物分科会におきます審議でございますが、昨年３月から本年２月まで都合７回にわたりまして

審議が行われまして、本日、総合検討会に付されてございます。 

 ６点目でございますが、緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコでございます。申請者でご

ざいますが、独立行政法人農業生物資源研究所、及び群馬県蚕糸技術センターの連名の申請と

なってございます。使用等の内容につきましては、隔離飼育区画における幼虫の飼育（３齢幼

虫期以降から繭の形成まで）並びに繭の生産、保管、運搬、不活化処理及び廃棄並びにこれら

に付随する行為となっております。昆虫分科会におきます審議は、昨年11月から本年１月まで

都合３回の審議を経まして、本日、総合検討会に至っております。 
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 なお、上から三つはスタック系統となっておりますので、それら親系統の情報につきまして

は、次の２ページ目、３ページ目、４ページ目に、既に承認されました親系統の情報として掲

載してございますので、ご参考いただければと思います。 

 以上でございます。 

○井出座長 それでは、１番目の２重スタックアルファルファ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 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。 

 名称、除草剤グリホサート耐性及び低リグニンアルファルファ（改変cp4 epsps，CCOMT，

Medicago sativa L.）（J101×KK179，OECD UI:MON-00101-8×MON-00179-5）。 

 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、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グリホサート耐性及び低リグニンアルファルファ（以下、「本スタッ

ク系統アルファルファ」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。 

 一般に、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。 

 本スタック系統アルファルファは、 

 ①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

ト耐性アルファルファ（J101）、 
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 ②カフェオイルCoA3-O-メチルトランスフェラーゼをコードするCCOMT 遺伝子の部分配列を

逆方向反復配列の形で組み合わせたDNA断片（以下「CCOMT 遺伝子断片」という。）が導入さ

れた低リグニンアルファルファ（KK179）を用い、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統のアルファルファ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

る改変CP4 EPSPS 蛋白質は酵素活性を有するが、高い基質特異性を有し、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。また、CCOMT 断

片からは新たな蛋白質が産生ことはない。 

 さらに、改変CP4 EPSPS 蛋白質とCCOMT 遺伝子断片は関与する代謝経路も互い独立している

ことから、これらが相互に作用し、予期しない蛋白質や影響が生じることは考え難い。 

 以上のことから、本スタック系統アルファルファ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

られる。 

 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、本スタック系統アルファルファ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、大臣あ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。 

 武田先生。 

○武田委員 １ページ目の39行目の文章の冒頭、「互い」の「に」が抜けているように思うん

ですけれども。まあ細かいことですけど。 
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 それと、次のページの２行目、「相互作用を示す」という文章になっていますけれども、こ

れだと、相互作用を示すものの主語が必要になると思うんですね、上の２行の文章は。これを

受身にしてしまって、「相互作用が示される可能性は低く」というふうにしたほうが、主語の

問題がなくなっていいかなと思うんですけれども。内容には変わりませんけれども。 

○井出座長 今の２点のほかに何か中身に関する問題は。 

○嶋田（透）委員 すごく細かいことで申し訳ないんですが、29行目のカフェオイルCoA3-O-

メチルトランスフェラーゼなんですけど、この「O」はイタリックにしなければいけないと思

います。 

○佐藤委員 そうですね。 

○井出座長 特に今の修正だけでよろしいですか。 

○矢木委員 あと、教えていただきたいというか、確認したいんですけれども、本文はこれで

よろしいと思うんですが。今の指摘されたポイント以外で、資料の２－２のところなんですけ

れども、これの８ページになるんでしょうか。ここのところで、「我が国における親系統及び

本スタック系統のアルファルファの申請及び承認状況」というのがありまして、ここのところ

で、例えば飼料の場合には、KK179については、例えばこういうふうになっているんですが、

環境のところでは申請になっているんですが、これが既にオープンになっているから、これが

承認されたら、これはいいですよというイメージになるんでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 はい。 

○矢木委員 ですから、これがいつ出るかによって、そういう連動をすると。環境ですけど。

申請だけど、これが今回の承認ですよね。 

○鈴木技術安全室長 はい。 

○矢木委員 そうすると、例えば、その下のところで、飼料の場合には2015年の届出予定があ

るんですが、これは確認なんだけど、飼料は承認じゃなくて確認でよろしいんでしたっけ。 

○高島農産安全管理課審査官 飼料のほうは確認だけです。 

○矢木委員 確認だから、届け出すれば持ち帰ることができると。そういうことですか。これ、

14年ぐらいからですか。 

○高島農産安全管理課審査官 日付のほうはわかりませんが、飼料のほうは、かなり前からス

タックについては、このような状況になっております。 

○矢木委員 申請で、届け出すれば確認とイコールだということですか。 

○高島農産安全管理課審査官 はい。 
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○矢木委員 そうですか、わかりました。 

 それから、そういうことはないと思うんですけれども、万が一緊急措置については、別紙を

見ろと書いてあるんですけれども、この緊急措置の別紙については、どこを見ればいいことに

なるんですか。13ページですか。緊急措置計画書を参照せよというんですけど、これはどこを

見ればよろしいんですかね。 

○鈴木技術安全室長 すみません、このシート自体が、ここの緊急措置も含めてリンクが張っ

ておりまして、親系統のほうの緊急措置計画書を…。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 これをクリックすると、こういうふうに緊急措置計画書が

出てきます。 

○矢木委員 これはスタック系のやつが出てくると。 

○鈴木技術安全室長 はい。 

○矢木委員 ポイントは、万が一そういうことになったときには、緊急措置計画書の中で、モ

ニタリングをしなきゃいけないと書いてあるのと、モニタリングは書いてないやつがあるんで

す。例えば、周りが汚染しているかしていないかといういうときに、丁寧なのはモニタリング

すべきだと書いてあるんですけど、この場合は、どういうふうになっているのかなと思ったん

ですけど。 

○高島農産安全管理課審査官 法令によってアルファルファでは、モニタリングを課している

ことまではなかったと思います。 

○矢木委員 そうですか。 

○鈴木技術安全室長 通常の、いわゆる開放的な環境下で使っても、特段、生物多様性影響の

おそれが認められないという場合には、モニタリングまでは課してないケースが多く、ほとん

どです。 

○矢木委員 そうですか。スタック系統なんかはモニタリングもしなくていいと。 

○鈴木技術安全室長 スタック系統に限らず、親のイベント系統で、その必要性は農作物分科

会で判断していただいていると。 

○矢木委員 交配をかけるわけですから、変わることはないと思うんですけど、万が一、何か

起きたときには、本当に１個ずつの遺伝子があってということで確認して、モニタリングで追

跡できるようにはなっているんですよね。 

○鈴木技術安全室長 モニタリングをする必要があるかどうかというのはケース・バイ・ケー

スになると思いますが、少なくとも導入遺伝子を検出するプライマー情報なりは親系統に全て
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入っておりますから、いざ、もし問題が生じた、あるいは、そういったおそれが生じた場合に

は、そのプライマー情報をもとにモニタリングといいますか、検査をやることは十分可能とな

っております。 

○矢木委員 そうすると、資料の２－１にいろいろデータが出ているんですけど、これはあく

までも、実際できたものをどうかするというよりは、親系統を評価して、要するに文書の中で

オーケーが出せると考えてよろしいでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 つまり相互作用を生ずるおそれがあるかないかで、少なくともそれぞれ

の親系統の導入遺伝子間で相互作用が認められない、想定されないといった場合には、その親

系統の評価情報を用いて、生物多様性影響のおそれがあるかないかということを評価しており

ますので、今回の場合には、いずれも、このアルファルファに導入しております除草剤グリホ

サート耐性遺伝子とリグニンの…。 

○矢木委員 わかりました。ですから、相互作用があるかないかを見ればいいので、別に書類

的には、実験は何もしなくてもいいと。 

○鈴木技術安全室長 はい、スタックについてはそのようになっております。 

○矢木委員 それがあるかないかをここで判断すればいいと。 

○鈴木技術安全室長 そういうことです。 

○矢木委員 わかりました。 

○井出座長 よろしゅうございますか。 

（なし） 

 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２重スタックアルファルファについて、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、先ほど検討結果のときに３点、軽微な修正が必要とのご

意見をいただきましたので、検討結果を事務方で修正していただいた上で、大臣あてに報告し

たいと思います。 

 なお、事務局から申請者に対し、この旨ご連絡をよろしくお願いします。 

 引き続きまして、６重スタックの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。 



- 8 - 

 名称、耐熱性α－アミラーゼ産生並びに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（改変amy797E，改変cry1Ab，改変cry3Aa2，

改変cry1F，ecry3.1Ab，pat，mEPSPS，Zea mays subsp.mays（L.）Iltis）（3272×Bt11×

MIR604×B.t. Cry1F maize line 1507×Event 5307×GA21，OECD UIは以下のとおりです。並

びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ（既に第一種使用規程の承認を受けたも

のを除く。） 

 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

使用規程に従って耐熱性α－アミラーゼ産生並びに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（以下、「本スタック系統トウモ

ロコシ」という。）並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ（既に第一種使用

規程の承認を受けたものを除く。）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。 

 一般に、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。 

 本スタック系統トウモロコシ並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ（既に

第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）（以下、「本スタック系統トウモロコシ等」と

いう。）は、 

 ①改変AMY797Eα－アミラーゼをコードする改変amy797E 遺伝子及びPMI 蛋白質をコードす
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るpmi 遺伝子が導入された耐熱性α－アミラーゼ産生トウモロコシ（3272）、 

 ②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） 

 ③改変Cry3Aa2 蛋白質をコードする改変cry3Aa2 遺伝子及びPMI 蛋白質をコードするpmi 遺

伝子が導入されたコウチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MIR604） 

 ④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（B.t. Cry1F 

maize line 1507） 

 ⑤eCry3.1Ab 蛋白質をコードするecry3.1Ab 遺伝子及びPMI 蛋白質をコードするpmi 遺伝子

が導入されたコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（Event5307） 

 ⑥mEPSPS 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）、 

 間においての組合せを前提として、交雑育種法により作出されるものである。 

 本スタック系統トウモロコシに導入された遺伝子により産生する害虫抵抗性蛋白質（改変

Cry1Ab 蛋白質、改変cry3Aa2 蛋白質、改変Cry1F 蛋白質及びeCry3.1Ab 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る。また、害虫抵抗性蛋白質には

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。さらに、改変AMY797Eα－ア

ミラーゼ、除草剤耐性蛋白質であるPAT 蛋白質、mEPSPS 蛋白質及び選抜マーカーであるPMI 

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に独

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。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、本スタック系統トウモロコシ等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

られる。 

 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 
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 （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、本スタック系統トウモロコシ等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３－１については、総合検討会は審

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 １ページ目の35行のところに、「本スタック系統トウモロコシ等」というとあり

ますが、この「等」というのは限定できないときに、and othersというときに使う言葉ですけ

れども、この場合は限定的なんですね。例えば17行目を見ていただくとわかりますけれども、

（以下、「本スタック系統トウモロコシ」という。）というふうに限定的に定義しています。

ですから、35行目の「等」という文字は要らない。 

 同じことが３ページ目の11行目にも「等」が入っていますけれども、これも「等」は要らな

いと思います。 

○佐藤委員 これは、例えば32行目のところ、本スタック系統トウモロコシ並びに当該トウモ

ロコシの分離系統に包含される組合せという、この「包含される」というのが入っているので、

それを含めて「等」という言い方にしています。 

○武田委員 そうすると、17行目も「等」をつけておかないと。 

○佐藤委員 いや、上はそのままなんですね。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 17行目のところは、６重系統の、６重スタックのやつを、

この本スタック系統トウモロコシと言っています。下の34から35行の「等」がつくやつは、分

離系統も含まれるということで、それぞれ分離系統が入っているので、あえて「等」をつけて

あるんですけれども。 

○武田委員 これ、分離系統が入っているということは、タイトルというか、名称のところで

既にわかるわけですよね。これは交雑育種でつくられているわけですから当然分離してくるわ

けで、それを含めて本スタック系統と言っているわけです。本スタック系統というものそのも

のが特定の系統、イネの純系みたいなものですね、そういうものを前提としているんじゃなく
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て、１つの交雑のペディグリーの中から出てくるもの全体を「本スタック系統」と言っている

ので、それにまたあえて「等」という複数形をつける必要はないと思います。 

○鈴木技術安全室長 ここのところは過去の経緯も含めて、改めて我々事務方で、見直しをさ

せていただいて。 

○武田委員 つけるなら全部つけないといけないことになると思います。少なくとも育種の立

場から言うと、この「等」はつけていただかなくても周辺が入ってきますので、文章をなるべ

く包括的にするために「等」と規則なんかでつけるというのはもちろんよくわかっているんで

すけれども、生物学の話になってくると「等」は要らないんじゃないかなと思います。どちら

かに統一すればいいかなと思いますけれども。 

○鈴木技術安全室長 はい。申請内容に、そもそも先生のおっしゃるように分離系統を包含さ

れるという形で入れておりますので、そこも含めて、ここのところは。 

○武田委員 はい。 

 それともう一つ、これはよくわからないんですけれども、２ページ目の10行目、「組合せを

前提として、交雑育種法により作出されたものである。」とあるんですけど、この「前提とし

て」ってどういう意味なんですか。 

○鈴木技術安全室長 実は、今回のこのスタック系統は、こちらの生物多様性影響評価検討会

用資料つづりという資料がございますが、耳がつけてある資料25というのがございます。資料

25でございます。昨年、総合検討会にも先生方にご報告させていただいたところでありますけ

れども、遺伝子組換え農作物の審査手続の見直しについてということで、その１ページ目の目

的の３パラ辺りに「このような中で」ということでちょっと書いておりますけれども、今後、

生物多様性影響にかかる審査の質を維持しつつ、手続の改善を行い、高度かつ精緻な審査が必

要となる遺伝子組換え農作物に、人的・物的資源を重点的に配置できるようにする必要がある

といった観点から、特にこれまで長年の審査経験が積み重なったものについては、少し審査方

法を見直そうということにいたしました。 

 その内容としまして、手続の見直し内容の１では一部のトウモロコシ組換え系統について、

隔離ほ場試験を省略するというのが１でございます。そして今回、次の２ページ目の（２）で

ございますが、スタック系統の審査ということで、これまで比較的、審査経験が積み重ねられ

たこの②番でございますが、積み重ねによって親系統に導入されたその形質が独立していて、

その生体内で代謝系に影響を及ぼすことがないといった場合には、相当数の親系統を交配して

育成された多重スタック系統についても、将来に育成される可能性のあるものも含めて、その
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形質間の相互作用の有無を判断するということで決定いたしまして、これまでは、基本的に親

系統の交雑によって生み出されるスタック系統を一つ一つ審査しておったわけですが、実は今

回の案件、私、冒頭で説明を省略して大変申し訳ありませんでしたが、この６重の中で、必ず

しも全て６個組合せの場合でない場合も含めて想定して、例えば、この６個の中の２つとか３

つとか、そういったような組合せも想定して審査を行ったという第１号でございます。 

 そういったことから、先ほどの資料３－１の２ページ目にお戻りいただきたいと思いますが、

その10行目で、６つの形質間の組合せ、これを前提として交雑育種法により作出されるという

ニュアンスに表現を変えております。ここが従来のスタック系統の表現とちょっと変えておる

部分でございまして、必ずしも今回の申請が、この６重を全て組合せるわけではなくて、それ

らの中で、幾つかのパターンでの組合せも想定しているものであるというニュアンスをここで

表現したところであります。 

 もし、むしろこういう表現のほうがよろしいというようなご示唆をいただければ、さらに検

討はしたいと思いますけれども。 

○高島農産安全管理課審査官 事務局でございますが、６重、６掛けのところ、単純に６つを

かけたものを本スタック系統といい、それから「等」については、そこの下の１ページの下の

①、②、次のページの⑥までの系統が掛け合わされます。その組合せなども含めて「等」とい

う形で２種類、同じような文言でございますが、その中で分けて区別、ここの検討の結果とい

うところで仕分けして書かせていただいているということでご理解いただければと思います。 

○井出座長 いかがでしょうか。 

○武田委員 何か八百長質問しちゃったような感じがするんだけど、おっしゃることはよくわ

かります。ただ、これから言葉として定着していくというか、ここでそういうふうに言いなら

わすんだというふうにしていけばいいんでしょうけれども、しかし、その育種の立場からする

と、これこれを前提としてというのは正直なじまないですね。もちろんスタック系統というも

のそのものが新しい存在ですから、最初からなじむというのは難しいと思って、これからなじ

ませていけばいいんだろうけれども、私としては大変新しい言葉に感じましたね。あるいは、

農作物分科会辺りでしかるべき議論があったのであれば、それでもよろしいかと思いますけれ

ども。 

○佐藤委員 私の理解なんですけど、６重スタックを承認すると、その後代でいろんな分離系

統が含まれたものも出てくるんですが、それをざっくりと全体で承認しているということと、

それから、その場合は、この６重スタックというものを承認していると。だけど、ここで言っ
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ているのは、例えば３重のものを、別段そういうものをつくって、それを流通させるとか、そ

ういうことも認めるという意味であって、多様性としては同じことなんだと思うんです。要す

るに多様性影響評価という意味では同じことなんですけれども、むしろ流通というか、そっち

のほうのサイドでの整理なのかなと私は理解していたんですが、それでよろしいですかね。 

○高島農産安全管理課審査官 はい。 

○武田委員 外枠で押さえておけば、内側のものはどうでも、どうでもという言葉は悪いけど、

どうでも使えますからね。わかりました、そういう形で定着していくことを期待したいと思い

ます。 

○嶋田（透）委員 組合せという言葉が、この上に書いてある①から⑥は系統の名前なんです

よね。だから、組合せているのは形質であって系統ではないのではと思うので、それでちょっ

と違和感があるかなと。 

○佐藤委員 系統の組合せなんです、この場合というのは。だから、６重スタックから出てき

たものじゃなくて、例えば、この中から３つ選んだ掛け合わせのものを足しているという、こ

の場合の表現。 

○嶋田（透）委員 交雑ではなくて組合せなんですか。 

○佐藤委員 そういう意味ですか。ああ、そうか。 

○鈴木技術安全室長 交雑の組合せという趣旨でございます。その後ろに交雑育種法というワ

ーディングが出てくるものですから、前置きとしては組合せを…。 

○嶋田（透）委員 この６個の系統の中の最低２系統、だから６系統の交雑をして育出してい

るんですよね。ですから、組合せという言葉を無理に使わなくても、組合せって、何か形質が

組み合わさっているように見えるので、それが私にはちょっと違和感がある。もちろん、これ

は重複組合せというんですか、任意の組合せで交雑を行っているんだと思うんですけれども。

今、お聞きして初めてわかりましたが。 

○佐藤委員 ここで表現したいのは、さっきも言いましたように、今までは、６重なら６重だ

けしか承認していなくて、その下で、後代で分かれてくるものも、その商品の総体として認め

ているという。 

○嶋田（透）委員 いや、おっしゃっていることの意味はわかりますが、この表現では、ちょ

っとそれを表現できていないのではないかということです。 

○武田委員 今、歴史の転換点というような。 

○嶋田（透）委員 何かいい言葉を見つけたほうがいいと思います。これだとちょっと意味が
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わからないです。 

○武田委員 私の違和感も、そういうところから来ているんですけれどもね。 

○嶋田（透）委員 この６系統の中から最低２系統、最高６系統の交雑をするんですよね。 

○佐藤委員 そうです、そうです。 

○嶋田（透）委員 それもわかるようにしていただくといいと思います。 

○鈴木技術安全室長 前提としては、例えば、「間において複数の系統を組合せる交雑育種法

により作出される。」とか、そんなニュアンスで、つまり組合せの頭に「複数の系統を組合

せ」がよろしくないでしょうか。 

○井出座長 組合せはいいんじゃないですか。 

○鈴木技術安全室長 複数の系統を交配することにより作出される。 

○大澤委員 交雑育種法ですね。 

○鈴木技術安全室長 複数の系統を交配することにより作出されるものであるとか、そんなニ

ュアンスで。 

○大澤委員 10行目は、「間において複数の系統を交配することにより作出されるものであ

る。」ということでいかがでしょうか。 

○武田委員 ただ、育種に拘泥するわけじゃないけど、そのときも常に父親と母親はワンペア

なんですよね。遺伝子を持ち込むという意味では、複数の父親が遺伝子を持ち込むというふう

にいかないと。 

○鈴木技術安全室長 そうです。 

○大澤委員 そういう意味では、武田先生が言うように、前のほうが３元交配とかを含むんで

すよね、組合せによる交配。交雑育種のほうは。 

○武田委員 最大６元交配は。 

○大澤委員 ６元交配までは。 

○武田委員 あり得るわけです、この場合は。 

○嶋田（透）委員 ２元交雑から６元交雑まで全てあり得るという意味だということですね。 

○武田委員 今後こういうのがどんどん出てくるんで、出てきたときにきちっとたたいておか

ないと。 

○嶋田（透）委員 ６元交雑でも、どういうふうに６元にするのかというのは非常に多くのパ

ターンがあり得ますよね。それによって結果が違ってくるんですけど。それを全て含めたもの

が、ここで承認されることになるわけですね。 
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○大澤委員 「何々間における複数の系統による交雑育種」でいいんじゃないですか、一番シ

ンプルで。複数の系統による交雑育種が全てを網羅して、マルチの。 

○鈴木技術安全室長 育種の立場から言うと、それで混乱はないですよね。前提としてと言わ

れるから、これは何だという。 

○大澤委員 なので、「複数の系統による交雑育種」とすると、これは多元交配も含むんで、

交雑育種にしてしまったほうが。 

○鈴木技術安全室長 育種法により作出されるものであると。 

○大澤委員 他系統において複数の系統による交雑育種法により作出されると。一番シンプル

かな。複数の系統が２段階でかけられようが、それぞれは二元交配ですから。 

○井出座長 よろしいですか。蒸し返すようですけど、先ほどの本スタック系統トウモロコシ

等というのは、そのまま生かすような形でよろしいですか。 

○武田委員 日本語は単数と複数がはっきりしないので、「等」とあえてつけると、どうして

も複数形にしてしまいたいときに「等」とつけるわけですよね。 

○嶋田（透）委員 本スタック系統というのが何を意味しているかということによるんじゃな

いですか。 

○井出座長 従前は、本スタック系統といったら本スタック系統だったわけですけれども。そ

うですよね。 

○佐藤委員 そこも今は変わってないんですね。そこは変わっていなくて、そこは６重そのも

のを指していると。 

○嶋田（透）委員 それはそうなんですが、だったら「等」を入れないといけないですね。 

○佐藤委員 そうなんです、入れないといけないんです。 

○嶋田（透）委員 ６元交雑だけをここで本スタック系統と言っているんですね。だったら、

そうじゃないものがあるということだったら、「等」を入れなきゃいけないように思いますけ

ど。 

○井出座長 ただ、申請のこの名称は、並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合

せと。 

○佐藤委員 ここでは詳しく書いているということですけど。 

○鈴木技術安全室長 ええ、ここは整理させていただければと思います。 

○井出座長 これからスタックといったらこういう言葉が入るか、「等」をつけるか、武田委

員のおっしゃるように「等」を入れると、その範囲に際限がなくなるような印象も受けるので、
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ご検討いただけるということですので。 

 ほかにご意見、ご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ただいま、新しい訂正の内容ということで、文言についてご意見をいただきまし

た。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。 

 なお、先ほど指摘された検討の結果について、対象の呼び名、「等」をつけるかどうかとい

う点については事務方でご検討いただいて、各委員にお示しいただきたいと思います。 

 それから、２ページの10行目、「グリホサート耐性トウモロコシ（GA21）、間において」の

後ですけれども、「複数の系統による交雑育種法により作出されるものである」というふうに

差しかえをお願いしたいと思います。その上で、確認の上、大臣あてに報告したいと思います。 

 なお、事務局から、この申請者に対し、この旨ご連絡をお願いします。 

 引き続きまして、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４に基づき、ご報告をお願いします。

○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。 

 名称、チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ワタ

（2mepsps, 改変bar, 改変cry1Ab, cry2Ab, 改変vip3A,Gossypium hirsutum L.）（GHB614×

T304-40×GHB119×COT102，OECD UIは以下のとおりです。並びに当該ワタの分離系統に包含さ

れる組合せ（既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。） 

 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、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、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グリホサート及びグルホシネート耐性ワ

タ（以下、「本スタック系統ワタ」という。）並びに当該ワタの分離系統に包含される組合せ

（既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）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。 

 一般に、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が、導入されている遺伝



- 17 - 

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。 

 本スタック系統ワタ並びに当該ワタの分離系統に包含される組合せ（既に第一種使用規程の

承認を受けたものを除く。）（以下、「本スタック系統ワタ等」という。）は、 

 ①2mEPSPS 蛋白質をコードする2mepsps 遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性ワタ

（GHB614）、 

 ②改変PAT 蛋白質をコードする改変bar 遺伝子及び改変Cry1Ab 蛋白質をコードする改変

cry1Ab 遺伝子が導入された除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（T304-

40）、 

 ③改変PAT 蛋白質をコードする改変bar 遺伝子及びCry2Ae 蛋白質をコードする改変cry2Ae 

遺伝子が導入された除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（GHB119）、 

 ④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）、 

 間においての組合せを前提として、交雑育種法により作出されるものである。 

 本スタック系統ワタ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Cry1Ab 蛋

白質、Cry2Ae 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る。また、害虫抵抗性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。さらに、除草剤耐性蛋白質である2mEPSPS蛋白質、改変PAT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互いに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
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いても相互作用は考え難い。 

 以上のことから、本スタック系統ワタ等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る。 

 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、本スタック系統ワタ等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、大臣あ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。先ほどの

資料３－１と同じようなことを検討しなきゃいけないと思うんですけれども。 

○佐藤委員 １ページ目の42行目のところの「間において」、複数の系統による交雑育種法に

より作出されるものであると。同じように訂正です。 

○井出座長 今思いついたんですけど、「本スタック系統ワタ等」でなくて、「本スタック系

統群」とかにしたらいいですかね。「本スタック系統群ワタ」。後で検討していただければい

いんですけれども。 

○嶋田（透）委員 「系統群」というと、系統がいっぱいあるという感じですけれども。 

○井出座長 「等」は確かにおかしいなと思って、最後のところを見ていったら、何か全然違

うものも含まれているような感じがして。 

○佐藤委員 この言い方ですね。ああ、そうですね。 

○井出座長 ほかにご質問等はございますか。 

○高島農産安全管理課審査官 先ほどの「等」のところについてですが、これはあまり多く出
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てくる表現でもないので、場合によっては、そのまま訳さないという手もあるのかなと。 

○佐藤委員 ちゃんと書くと。 

○井出座長 ちゃんと書いてあればあれですけれども、長いですね。表現は事務方で。 

 よろしいですか。 

 それでは、特段のご意見がないようですので、総合検討会としての意見をまとめたいと思い

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

正であると判断します。検討結果の文言の修正をした上で、各検討委員が確認の後、大臣あて

に報告したいと思います。 

 なお、事務局から、申請者に対して、この旨ご連絡ください。 

 続きまして、除草剤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。 

 名称、除草剤グルホシネート耐性ダイズ（pat, Glysine max（L.）Merr.）（A5547-127, 

OECD UI：ACS-GM006-4） 

 第一種使用等の内容、食品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

pB2/35SAcK 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。 

 本組換えダイズでは、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コピー導入されていることが遺伝子の分離様式、サザンブロット分析及

びシークエンス解析により確認されている。また、その配列が複数世代にわたり安定して伝達

されていることが、サザンブロット分析により確認されている。さらに、目的の遺伝子が複数

世代にわたり安定して発言していることがELISA 分析及び除草剤グルホシネート散布試験によ

り確認されている。 
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 （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、主茎節数及び一莢内粒数以外の調査項目で、本組換えダ

イズと対照の非組換えダイズとの間に統計学的有意差は認められず、主茎節数及び一莢内粒数

についても、通常のダイズの平均値の範囲内にあると考えられ、競合における優位性が高まる

可能性は低いと考えられた。 

 本組換えダイズには、PAT 蛋白質が発現することにより、除草剤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、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、除草剤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、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。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、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。 

 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。 

 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は、我が国ではツルマメが自生しており、影響を受け
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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、当該雑種とツル

マメが交雑を繰り返すことによって、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成育した場合、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

まれであること、 

 ②ツルマメと開花期が重なるダイズの品種（晩成）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得ることを示す結果は認められなかったこと、 

 などが確認されている。また、2013年度の我が国の隔離ほ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かかわる諸形質の調査において、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。 

 さらに、本組換えダイズとツルマメが交雑したとしても、除草剤グルホシネートが散布され

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

において優先化することは考え難い。 

 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、資料５－１については、総合検
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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 小言幸兵衛みたいで我ながら嫌になるんですけれども、最初のところ、５行目、

「第一種使用等の内容：」で、「食品又は食料用」とあるんですけど、資料１も食用になって

いますし、ほかでも大体「食用」ですね。だから、この「品」は「用」で統一していいんじゃ

ないかと思うんですけれども。特に意味はないと思うし、すぐ後に飼料用と来ますから。資料

１も食用でしょう。食品の「品」は「用」でいいんじゃないですかね。細かいことで申し訳な

い。 

 それと、２ページ目の５行目のところは佐藤さんが読みながら指摘されたやつね。 

 それから、もう１つ気になるのは、37行目、「2013年度」、こういうときに年度を使います

か。 

○井出座長 １ページの28行目は年ですよね。 

○嶋田（透）委員 初期調査の年度ごとの報告をつくっているので、こういう結果になっちゃ

ったんだろうなと。 

○武田委員 年度というと学年とか会計とか、そういうことで、サイエンティフィックな場合

ではね。ただ、報告書は年度単位で出てくるかもしれないけど。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 直します。 

○井出座長 そのほか、委員の先生方は。 

○佐藤委員 先ほどの２ページの有害物質の産生性のところの５行目から６行目のところで、

「既知アレルゲンと類似の配列」か、または「類似性を有する配列」か、ここは「類似の配

列」で。 

○鈴木技術安全室長 ほかがそのようになっておりますので、「ある」を外させていただけれ

ばと思います。 

○井出座長 評価書のほうとか、問題はありませんでしたでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 先ほどの「食用」の部分は、評価書も当然直させていただきます。 

○井出座長 よろしいでしょうか、ほかにご質問は。 

○嶋田（透）委員 ちょっと細かいんですけど、交雑率のところが、交雑性の②と③に書かれ

ていますが、最初の交雑率は0.73％で、有効数字が二桁なんですね。次の③は有効数字が三桁

の0.136％とあるんですけれども、これは有効数字が２と３で異なっていることは問題ないの

でしょうか。 
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○佐藤委員 出典が違うんですけれども、研究自身が、その数字をそのまま使っているので、

今までずっとこういう形で表現してきたかと思うんですけれども、どうですかね。 

○浦嶋技術政策課安全評価専門官 出典をもう一度確認して、適切な数字にいたします。 

○嶋田（透）委員 もし生データがあるんだったら、有効数字はそろえるのが普通かなと思い

ます。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、まとめたいと思います。申請者から提出された除草剤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、検討の結果及び概要書、申

請書について文言の修正をお願いして、確認の後、大臣あてに報告したいと思います。 

 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、高雌穂バイオマス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６に基づいてご報告をお願いします。 

○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。 

 名称、絹糸抽出期における高雌穂バイオマストウモロコシ（ATHB17, Zeamays subsp. mays

（L.）Iltis）（MON87403, OECD UI：MON-87403-1） 

 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、大腸菌由来のpUC プラスミドなどをもとに構築されたプラスミド

PV-ZMAP5714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、シロイヌナズナの転写因子であるATHB17 蛋白質をコードする

ATHB17 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、次世代シークエンス技術及びバイオインフォマティクス解析によ

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。 
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 さらに、本組換えトウモロコシ中では、当該ATHB17 遺伝子の転写過程における単子葉植物

特有のスプライシングの影響により、シロイヌナズナ中で発現しているATHB17 蛋白質のN 末

端側113個のアミノ酸が欠失したATHB17Δ113 蛋白質が産生されていることがmRNAの塩基配列

解析及びウエスタンブロット法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きたが、

これまでに自生化したとの報告はなされていない。 

 本組換えトウモロコシ中に産生されるATHB17Δ113 蛋白質は、トウモロコシ内在の転写因子

であるホメオドメイン－ロイシンジッパー蛋白質ファミリークラスⅡ（HD-ZipⅡ蛋白質）が結

合する遺伝子の特定配列に結合することが確認されており、それら拮抗的な作用によって、当

該遺伝子の発現を制御していると考えられる。この結果として、トウモロコシの絹糸抽出期に

おける雌穂重が増大するとともに、その他の特性も変化し、競合における優位性が高まること

が想定された。 

 そこで、生理学的又は生態学的な特性を明らかにするために、2012年に米国のほ場及び温室

において、本組換えトウモロコシの形態及び生育の特性、成育初期における低温又は高温耐性、

花粉の粘性及びサイズ、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率について調査を行った。こ

の結果、雌穂が着生する高さ（形態及び成育の特性）及び成育初期における低温処理下での乾

燥重に有意差が認められたが、それ以外の休眠性や脱粒性など競合における優位性を高めるよ

うな調査項目には有意差が認められなかった。また、成育初期における低温下の乾物重につい

ては本組換えトウモロコシの方が小さい結果となった。 

 ATHB17Δ113 蛋白質が拮抗的に作用するHD-ZipⅡ蛋白質は、避陰反応、光合成能力の向上、

乾燥ストレス耐性及び塩ストレス耐性にそれぞれ関与していることがシロイヌナズナで報告さ

れている。このため、2013年に米国の温室において本組換えトウモロコシのそれら特性につい

て調査を行った。この結果、いずれについても有意差が認められなかったことから、本組換え

トウモロコシの乾燥ストレス耐性及び塩ストレス耐性は、対照の非組換えトウモロコシと同程

度であると判断された。 

 ATHB17Δ113 蛋白質が宿主の代謝系に及ぼす影響を調査するため、本組換えトウモロコシの

絹糸抽出期前後に発現している遺伝子の網羅的な解析（RNA シークエンス解析）及び代謝産物

（遊離アミノ酸、炭水化物及び植物ホルモン）の分析を行った。 

 2012年に米国のほ場から採取したトウモロコシサンプルを用いた試験では、ATHB17 遺伝子
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を有する組換え系統（２系統）と非組換えトウモロコシの転写産物（RNA）の比較から、有意

な変化が認められた転写産物は９つ（0.01％）にすぎず、代謝産物については、グルタミン及

びオーキシンとしての活性を有しないインドール-3-酢酸-アセチルアスパラギン酸（IAA-

Asp）のみであった。 

 また、2013年に温室（米国）において同一条件下で栽培された本組換えトウモロコシと対照

の非組換えトウモロコシのサンプルを解析したところ、検出された転写産物90,946のうち、有

意な発現の変化が認められたものは1,175（1.3％）、代謝産物については、複数の項目におい

て有意差が認められたが、一定の傾向は認められなかった。 

 以上のことから、 

 ①本組換えトウモロコシは対照の非組換えトウモロコシと生理学的又は生態学的な特性が同

程度であること 

 ②シロイヌナズナで認められている避陰反応、光合成能力の向上、乾燥ストレス耐性及び塩

ストレス耐性について、本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコシの間に有意差が

認められなかったこと 

 ③絹糸抽出期前後における発現遺伝子の網羅的な解析及び代謝産物の含有量の変化を調査し

たところ、温室試験においては一定の有意な変化が認められたが、通常の栽培環境下であるほ

場試験においては競合における優位性が高めることを示唆するようなデータが得られなかった

こと 

 から、本組換えトウモロコシの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は、本申請の範囲内では、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、有害物質を産生するとの報告はなされていない。 

 ATHB17 遺伝子がコードするATHB17Δ113 蛋白質は、トウモロコシ内在のHD-ZipⅡ蛋白質が

結合する遺伝子の特定配列に結合することが確認されており、それら拮抗的な作用によって当

該遺伝子の発現を制御していることから、影響を受ける代謝経路はトウモロコシ内在の代謝経

路に限られ、新たな代謝産物が生ずることはないと考えられた。また、ATHB17Δ113 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。 

 2013年に米国の温室において、本組換えトウモロコシの有害物質の産生性の有無を、鋤込み



- 26 - 

試験及び後作試験により検討した。その結果、レタスの発芽率などの全ての項目において有意

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、本申請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。このため、本組換えトウモロコシの交雑性に起因して生物

多様性影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されなかった。 

 以上より、本組換えトウモロコシは本申請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（透）委員 違っているわけではないんですが、ちょっとわかりにくい表現なんじゃな

いかと思う箇所がありまして、２ページ目の20行目なんですけれども、この「代謝産物につい

ては、グルタミン及びオーキシンとしての活性を有しない」と書いてあるんですけれども、こ

の文章は前半がRNA-Seqの結果のことを述べていて、「有意な変化が認められた転写産物は９

つにすぎず」とあるんですね。この代謝産物は、恐らく何かクロマトグラフィーで、いわゆる

メタボローム解析みたいなことをやって、差のあるものがこの２つだったという意味だと思う

んですけれども、文章の前半の部分に引きずられて、少し書き方がおざなりになってないかと

いう。これは、要するに量的に異なる代謝産物はこの２種類だったという意味でしょうか。 

○佐藤委員 そうですね。 
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○嶋田（透）委員 何か差があるという、何か形容詞みたいなものはあったほうがいいように

思いますね。 

○佐藤委員 抜けちゃっているんですね。 

○矢木委員 私も、ここの文章を読んでいてよくわからないんですけれども、ちょっと理解し

にくいんですけれども、今のところで、「有意な変化が認められた転写産物は９つにすぎず」

と書いてありますけど、一応９つあったということですよね。代謝産物については、グルタミ

ン及びオーキシン、これはグルタミン及びオーキシンとしての活性を有しないインドール酢酸

というの、その関係が、のみであったというので。 

○嶋田（透）委員 ここも非常にわかりにくい場所ですので。 

○矢木委員 ここで何が言いたいのかと。 

○嶋田（透）委員 要するにグルタミンと、それからIAA-Aspなんだと思うんですよ。 

○佐藤委員 そうです。 

○嶋田（透）委員 IAA-Aspというのが、IAAなんだと思っちゃうと、何かあやしいことが起き

そうなので、言い訳的に、オーキシンとしての活性を有しないというふうに書いているんです

ね。 

○佐藤委員 そうです。 

○嶋田（透）委員 ですから、文章を少し整理してもらって、この２種類だけなんですよ、メ

タボライトとしては。それがわかるようにしていただいて、どうしてもこのIAA-Aspの安全性

を説明したいのであれば、何か付加的に、その次に文章を区切って説明していただいたほうが

いいように思います。 

○佐藤委員 このアスパラギン酸の後の（IAA-Asp）は多分要らないので、この括弧の中に、

今オーキシンとして活性を有しないというのを入れたほうがいいかなと。交換するというか、

なので、「グルタミン及びインドール-3-酢酸-アセチルアスパラギン酸（オーキシンとして活

性を有しない）のみであった。」としたらどうかなと思うんですが。 

○嶋田（透）委員 私はそれでわかるんですけれども、このグルタミンには括弧がかかってな

いんですよね。 

○佐藤委員 この（オーキシンとして活性を有しない）なんて要らないのかもしれませんです

ね。 

○嶋田（透）委員 ええ、私は要らないように思うんですけど。 

○佐藤委員 要らないですね。 
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○矢木委員 要らない気がしますよね。 

○佐藤委員 取りましょう。 

○井出座長 ２ページの上から４行目のことなんですが、これまでのことは「優位性を高める

ような調査項目には有意差が認められなかった。」その後の「低温下の乾物重」について、小

さい結果となったのは、有意性を高める結果だったのか。これの評価がないというか、言いっ

放しになっているんじゃないかと。むしろ要らないのかなという。 

○大澤委員 要らない。 

○井出座長 何か気になったのでつけ加えたんだと思うんですけれども、その点、積極的な評

価がなされていないので。 

 それからもう１つ、３ページ目の11行目の「レタスの発芽率などの」という文言も、なぜレ

タスの発芽率を取り上げるのかというのがよくわからないので、全ての項目において書いてよ

ろしいのではないかと思います。 

 検討の結果について、あるいは評価についていかがですか。 

○矢木委員 ２ページの22行目、これは2013年のところから来て、その後の「検出された転写

産物90,946のうち、有意な発現の変化が認められたものは1,175（1.3％）、代謝産物について

は、複数の項目において有意差が認められたが、一定の傾向は認められなかった。」とこの文

章が、後のほうの③のところで出てくるんでしょうか。要するに、全ての点において優位性を

高めることを示すようなデータが得られなかったというのが、この「一定の傾向」のことなの

かなと思うんですが、よくわからないんです。だから、一定の傾向が認められたからどうだっ

たんだという。これも評価のあれですね。③とつながっているのかなと思うんですが、そうし

たら③を「一定の傾向は認められたが有意差はなかった」とか、入れたほうがわかりやすいん

じゃないかと思ったんですが。 

○佐藤委員 有意差はあったんですけども、一定の傾向はなかったということで。 

○矢木委員 そうすると、有意差があったということですね。 

○佐藤委員 複数の項目で有意差があるものがあったんですけれども。 

○矢木委員 あったけれども、以上のことから、優位性が高まるとは考え難いというのが結論

ですか。 

○武田委員 偶発的に有意差があったとか。内容的には。 

○矢木委員 私もそう思うんですよ、何となく。 

○武田委員 生物学の実験というのはそういうのが多いですね。 
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○矢木委員 一定の傾向は認められなかったというのは、今みたいな言葉が、だから一定の傾

向は認められなかったけれども、③でそこを受けて考えればいいと、こういうことですか。 

○佐藤委員 ここは一応結果を述べているところなので、淡々と結果を述べているところなん

ですけれども。 

○武田委員 確認した内容だから、それでもういいんですよね、必ずしも引きずられていると

いうことにはならないんじゃないでしょうか。ただ、それを受けて分科会はどう判断するのか、

評価するのかということは言ってもらったほうがいいと思うんですけれどもね。 

○矢木委員 要するに、一定の傾向は認められなかったからたまたまだという、要するにあま

り重要視しなくていいよと。 

○鈴木技術安全室長 33行目辺りから書いております③番のところは、確かに温室試験におい

ては、1,175の遺伝子とか、あるいは代謝産物についても複数の項目で有意差は生じているん

ですけれども、別途、通常のほ場試験を米国側において行った試験では、同じ項目について有

意差が出ていないという結果になっております。ですから、温室のような厳密な環境下で試験

をやると確かに微妙なんですが、有意差が出るんですが、通常の栽培環境下において、その違

いが、表現形なりに表れるほどのものではなかったというのをニュアンスしているつもりであ

ります。 

○矢木委員 通常の栽培環境下という結果がここで出てくる、③で。 

○鈴木技術安全室長 はい。その前の17行目辺りのところに、2012年に米国のほ場から採取し

たトウモロコシサンプルでは９つの転写産物と、そのグルタミン酸とIAAアスパラギン酸のみ

に有意差があったと。その翌年、温室で非常に厳格な同じ条件下でやりましたところ、ほかに

も微妙な差なんですが、有意差として表れたのが1,175のRNAと、あと、その他複数のアミノ酸、

植物ホルモンで、その有意差が見られたという結果になっておるものですから、それらを踏ま

えまして、33行目のところでは、温室内では一定の有意差は認められるけれども、通常の栽培

環境下では、競合における優位性を高めることを示唆するようなデータは得られなかったとい

うふうにまとめております。 

○井出座長 ただいまのご説明でご了解いただけましたか。 

○高村委員 一定の有意な変化というのは、一定のというのは。 

○大澤委員 要らない。 

○井出座長 ③のところですね。 

○高村委員 はい。 
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○大澤委員 ③の温室試験においては有意な変化が認められたからでいいんじゃないですか。 

「一定の」は要らないですね。 

○高村委員 そうですね、この「一定」は要らないですね。そうするとわかりやすいですね。 

○大澤委員 25行目の「一定」は、先ほど言われたような偶発的なというようなニュアンスで。 

○矢木委員 ニュアンスですね。 

○大澤委員 一定の傾向はなかったというふうには、ある特定の代謝産物だけが動くというよ

うなことはなかったということなので、上の「一定」は意味があって、下の「一定」は意味が

ないということで。 

○佐藤委員 そうですね、はい。 

○井出座長 よろしゅうございますか。 

○武田委員 評価書の中身とちょっと離れるんですけど、質問いいですか。このイベント、私、

非常に興味持って読んだのは、耐虫性でも除草剤耐性でもない、収量そのものに関わるお話が

聞けるのかなと思っていたら、最終的な収量については、抽出量もバイオマスも差がなくて、

ただ、この絹糸抽出期における雌穂重が１割ぐらい重くなるんですね。収量試験で１割重いと

いうことは有意と見ていいですから、確かに効果があるんだけど、一体、日本モンサント社は

どうしようとしたのかが私はわからないんですね。絹糸抽出期の雌穂というのをサラダで食べ

るベビーコーンの時期のちょっと後ぐらいですよね。そのときに重たかったからといって、ベ

ビーコーンの生産をするのにはいいのかもしれんけど、最終的に収量に結びついてないし、何

をしようとしたのか、ここに直接関わりないんですけど、私としては非常に不思議な印象を持

って読んだので、どなたか解説していただければありがたいんですけど。 

○鈴木技術安全室長 開発側も、我々に言えない戦略等いろいろございますので、はっきりし

たことは申し上げられませんが、先生ご承知のとおり、いわゆる収量というのはそのシンクと

ソース、両方の条件がそろったときに上がるということがございますから、今回の場合には、

どちらかというとシンクのほうのポテンシャルが潜在的に持っていると。ただ、ソースのほう

が従来のトウモロコシのほうを受け継いでおりますから、必ずしもシンクのほうのポテンシャ

ルに合わせたソースのパフォーマンスが出てないとすれば、そこは最終的な収量が変わらない

んだと思われます。今後、モンサント社は、どうもこれをスタック系統として、非常にすぐれ

たいわゆるソース能力を持ったものと組み合わせるということを考えているようでありますか

ら、追ってまた申請の中で、この収量が高いものが出てくる可能性はあるのかなと、これは個

人的なコメントでございますが、予想といいますか、推察をしております。 
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○矢木委員 私も、これは何の目的だろう、何だろうと思ったんですが、この遺伝子を入れる

ことによって、乾燥ストレスとか耐塩性が高くなるんだということで多分やってみたのかなと。

でも、そういう結果が得られなかったので、大量に培養して、穂が長いというところがあるん

ですけど、大量にまず培養してメカニズムを調べて、さらなる改良をしようというのかなと思

ったんですが、どうでしょうね、私もよくわかりませんでした。 

○武田委員 企業秘密にかかわる可能性があるから、私もこれ以上言いませんけれども、今の

ご説明で、ある種のにおいはしました。結構です。ありがとうございました。 

○嶋田（透）委員 今ので１点だけ。このままでもいいんですけど、ちょっとわかりにくいの

が、１ページ目の24行目にスプライシングのことが書いてあるんですけれども、転写過程にお

ける単子葉植物特有のスプライシングの影響により、シロイヌナズナ中で発現している蛋白質

の何とかとあるんですが、気になるのは、27行目の「mRNAの塩基配列解析及びウエスタンブロ

ット法により確認されている。」とあるところなんです。mRNAの塩基配列解析からわかったの

は、メッセンジャーRNAがトランケートしているということであって、蛋白質が変わっている

ということではないので、私は、学生さんなんかにはこういうのじゃだめだと言うので、スプ

ライシングの影響により、メッセンジャーRNAが短縮していることが塩基配列解析により判明

している。そして、蛋白質は蛋白質として、N末端113アミノ酸が欠けていることが、これがウ

エスタンでバンドの位置が変わっていることで確認されているという、ちょっと２つ、RNAの

話と蛋白質の話が分けられていたほうが私としては落ちつくのですが、どうしても、丸をつけ

ずに点だけで行こうとするとこうなるので、どちらがいいかを考えていただくといいかなと思

います。ちょっとこれ、日本語としては、やや不正確な言い方だと思います。 

○井出座長 今、文章を直すというのはちょっと複雑ですので、原案をつくって委員の皆様に

お示しいただくということで、よろしいでしょうか。 

 ほかに気になることはありますか、よろしいでしょうか。 

○大澤委員 確認ですが、２ページの上の「小さい結果となった。」ということはあえて言わ

なくてもいいので、削って。 

○井出座長 ４行目のところですね。 

○大澤委員 はい。 

○井出座長 論点を集約して、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

から提出された高雌穂バイオマス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
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正であると判断します。なお、検討の結果について、かなり多い文言の修正をご指摘いただき

ましたので、修正していただいた上で、内容を各検討委員会委員が確認した後、大臣あてに報

告したいと思います。場所は、よろしいですね。 

 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、緑色蛍光絹糸生産カイコについて検討したいと思います。 

 昆虫分科会での検討結果について、嶋田（透）委員より資料７に基づきご報告をお願いしま

す。 

○嶋田（透）委員 資料７－１に基づいてご説明いたします。昆虫分科会における検討の結果

です。 

 名称は、緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコ（HC-EGFP、Bombyx mori）（HC-EGFP ぐん

ま×HC-EGFP200）です。 

 第一種使用等の内容は、隔離飼育区画における幼虫の飼育（３齢幼虫期以降から繭の形成ま

で）並びに繭の生産、保管、運搬、不活化処理及び廃棄並びにこれらに付随する行為。 

 申請者は、独立行政法人農業生物資源研究所、並びに群馬県蚕糸技術センターです。 

 昆虫分科会は、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、本遺伝子組換えカイコ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。 

 本遺伝子組換えカイコは、緑色蛍光絹繊維タンパク質を生産するHC-EGFP 遺伝子（カイコ由

来のフィブロインH鎖タンパク質の中央部をオワンクラゲ（Aequorea victorria）由来の緑色

蛍光タンパク質に置換した融合タンパク質をコード）及び選抜マーカーとして本遺伝子組換え

カイコの眼に赤色蛍光タンパク質を発現するDsRed2 遺伝子（イソギンチャクモドキ類

（Discosoma so.）由来の改変型赤色蛍光タンパク質遺伝子）がそれぞれ組み込まれたドナー

プラスミド（pBac[3xP3-DsRed2afm]_HC-EGFP）と、当該ドナープラスミド中の目的領域をカイ

コゲノム中に挿入するためのpiggyBac 転移酵素を発現するpiggyBac 転移酵素遺伝子が組込ま

れたヘルパープラスミド（pHA3PIG）をそれぞれカイコの受精卵（胚）に顕微注入して作成さ

れている。 

 本遺伝子組換えカイコには、HC-EGFP 遺伝子及びDsRed2 遺伝子が染色体上に１コピー組み

込まれ、後代系統において安定的に伝達されていることがサザンハイブリダイゼーション法に

より確認されている。また、当該遺伝子が、後代系統において安定的に発現していることが
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RNAの発現、繭の緑色蛍光及びカイコの眼における赤色蛍光の発現によりそれぞれ確認されて

いる。なお、本遺伝子組換えカイコ中にpiggyBac 転移酵素遺伝子が存在しないことがPCR法で

確認されていることから、ヘルパープラスミドは残存していないと考えられる。 

 （１）競合における優位性。 

 宿主が属する生物種であるカイコは、我が国において長年にわたり飼育されてきたが、これ

までカイコが野外に逸出して自然環境下で繁殖したとの報告はない。 

 また、仮にカイコが自然環境下に放出されたとしても、 

 ①幼虫はほとんど移動できないため、餌となる桑に到達することができないこと、 

 ②カイコは近縁野生種であるクワコと異なり、幼虫は擬態しないため、外敵となる野鳥や昆

虫に速やかに捕食されてしまうこと、 

 ③成虫が発生した場合でも、飛ぶことができないため、野鳥や昆虫に捕食される可能性が高

いこと、 

 から、自然環境中で繁殖することは想定し難い。 

 さらに、本遺伝子組換えカイコが発現する緑色蛍光タンパク質や赤色蛍光タンパク質は、そ

れぞれ絹糸腺や目において蛍光を発現する以外に、幼虫の運動性を高めたり、成虫に飛翔能力

を付与したりすることもない。また、非遺伝子組換えカイコと本遺伝子組換えカイコにおける、

孵化率、営繭率(繭をつくった幼虫の割合)、幼虫の行動範囲を比較したところ有意差が認めら

れず、幼虫体重、産卵数、産卵範囲等については、本遺伝子組換えカイコのほうが統計学的に

有意に小さい結果となった。 

 以上のことから、本申請の範囲内では、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）捕食性。 

 カイコは、幼虫期に人為的に与えられた桑葉のみを摂食し、桑葉以外の植物や昆虫等を摂食

することはなく、成虫期には摂食や飲水は一切行わない。本遺伝子組換えカイコは、幼虫期に

絹糸腺で緑色蛍光タンパク質を、眼で赤色蛍光タンパク質をそれぞれ発現するが、これら２つ

のタンパク質が本遺伝子組換えカイコの食性に変化を与えるとは考え難い。 

 以上のことから、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定され

ず、捕食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）有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるカイコが、野生動植物等の生息又は成育に悪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。 

 また、養蚕農家では、一般的に飼育中に生じた桑葉等の残渣やカイコの糞、死体等を敷地内

の穴や桑畑に廃棄しているが、それら残渣等が野生動植物等に有害性をもたらしたとの報告も

ない。 

 本遺伝子組換えカイコは、幼虫期に絹糸腺で緑色蛍光タンパク質を、眼で赤色蛍光タンパク

質を発現するが、これら２つのタンパク質は、遺伝子組換え体の選抜マーカーに通常用いられ、

これまで生物に対する毒性は認められていない。また、既知の有害タンパク質やアレルゲンと

類似のアミノ酸配列を有さないことも確認されている。さらに、本遺伝子組換えカイコ及び非

遺伝子組換えカイコの糞や死体をそれぞれ土壌に混合し、ブロッコリーの発芽、成育や土壌微

生物に与える影響を比較検討したところ、本遺伝子組換えカイコと非遺伝子組換えカイコの間

で統計学的な有意差は認められなかった。 

 以上のことから、本申請の範囲内では、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）交雑性。 

 我が国には、カイコと交雑可能な近縁野生種としてクワコが生育しており、影響を受ける可

能性のある野生動物としてクワコが特定された。 

 我が国の自然環境下における本遺伝子組換えカイコとクワコが交雑した場合、本遺伝子組換

えカイコ由来のHC-EGFP 遺伝子及びDsRed2 遺伝子が当該交雑体からクワコの集団に浸透し、

定着する可能性が想定される。 

 カイコとクワコは、いずれもメス成虫が放出する性フェロモン（ボンビコール）が同じため、

自然環境下においてカイコのメス成虫が発した性フェロモンに誘引された野生のクワコのオス

成虫が飛来し、交尾する可能性が考えられる。一方、カイコのオス成虫は飛翔能力がないため、

仮に自然環境下で野生のメスのクワコが発した性フェロモンを感知したとしても、当該クワコ

に到達することができず、交尾する可能性は考え難い。 

 本申請では、本遺伝子組換えカイコを３齢幼虫期以降から繭の形成まで飼育し、繭はその後、

冷凍により不活化することから、これら過程において成虫が発生する可能性は極めて低い。ま

た、万一、成虫が発生したとしても、本遺伝子組換えカイコのメス成虫は飛翔能力が無く、隔
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離飼育区画内のパイプハウス蚕室及びプレハブ蚕室（以下「各蚕室」という。）の内側全体又

は開放する窓や戸に４mm目以下の網が張られていることから、各蚕室外からクワコのオス成虫

が侵入することは無いため、交尾する機会は得られない。仮に餌となる桑葉に付着してクワコ

幼虫や繭が各蚕室内に侵入したとしても、本遺伝子組換えカイコとクワコは外見や行動特性が

異なることから容易に区別でき、侵入したクワコを捕殺することが可能である。また、各蚕室

内でクワコのオス成虫が存在し、本遺伝子組換えカイコのメス成虫と交尾したとしても、各蚕

室内には網が張られているため、産卵は各蚕室内に限られ、飼育終了後は各蚕室内を清掃する

こと等から、卵は孵化前に全て回収し、不活化することが可能である。 

 一方、飼育残渣については、粉砕機による粉砕処理を行うこととしており、仮に、本遺伝子

組換えカイコの幼虫や蛹が残渣に残存していたとしても、上蔟から７日以内の粉砕処理により

不活化することが可能である。 

 このように、本申請における使用の範囲内で、本遺伝子組換えカイコが成虫となって野外に

放出されるとは考え難く、日本国内に生息する野生のクワコと交雑する可能性は極めて低いと

考えられた。 

 以上のことから、本申請の範囲内では、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、昆虫分科会の結論。 

 以上より、本組換えカイコは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離飼育区画に

おける幼虫の飼育（３齢幼虫期以降から繭の形成まで）並びに繭の生産、保管、運搬、不活化

処理及び廃棄並びにこれらに付随する行為では、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、大臣あ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。 

○佐藤委員 交雑性に関するところの記述なんですけれども、評価書の41ページのところ、こ

こは交雑性に関するところなんですが、41ページの頭のなお書きで書いてある記述があって、

北海道から鹿児島まで。この情報って、実はすごく大事な情報なのかなと。つまり、今までの

カイコ生産の中で、結局、その両者の交雑が起こって、その遺伝子が流出しているとか、野生

のクワコに入っていることがないという事実というか論文を引用しながら述べているところで



- 36 - 

すね。 

○嶋田（透）委員 はい、そうです。 

○佐藤委員 私はダイズと非常に似たケースだと思っているんですけれども、ダイズの場合、

かなり慎重にそういうことを書いていて、なので、この記述は大事なので、交雑性のところに

入れたらどうなのかなと。あと41ページのなお書きで軽く、「なお」という感じで、ちょっと

軽い感じに書いているんですけど、でも、実はすごく大事な情報なのかなと思うんです。 

○鈴木技術安全室長 評価書の41ページのどこですか。 

○佐藤委員 「なお、北海道から鹿児島まで」と書いてあるところのですね。 

○武田委員 何行目ですか。 

○佐藤委員 ２行目です。ちょうど今、お話ししたところなんですけど。 

○鈴木技術安全室長 資料７－２ですと43ページの２行目です。 

○嶋田（透）委員 このミトコンドリアの集団遺伝学のデータを見ていくと、この評価結果の

まとめの中にも反映させたほうがいいと、そういうことですね。 

○佐藤委員 そうですね。あと扱いとして、何となく、なお書きで書かれているんですけど、

実はすごく重要なのかなと。こういう事実がないということは、とても大事なことなのかなと

思ったんですが。 

○矢木委員 ３ページの頭にありますよね、評価書の（４）の交雑性ですか、「我が国には、

カイコと交雑可能な近縁野生種としてクワコが生息しており、影響を受ける可能性のある野生

動物としてクワコが特定された。」と書いてあるんですけど、ちようどツルマメとダイズの関

係と同じなので、クワコが特定されたというか、これしかないと。 

○嶋田（透）委員 はい、そうです。 

○矢木委員 というふうに特定されたというか、これ以外にはないんですよね。 

○嶋田（透）委員 これ以外のもので交雑する生物はいません。 

○矢木委員 というのをはっきり書けば、確かにもっと明らかにはっきりするというか、ここ

が特定されたというふうに、これがクワコ種だけであるという意味ですよね。 

○嶋田（透）委員 可能性のある野生動物はクワコしかいないと書けばよろしいんですか。 

○井出座長 「特定された」でいい。 

○大澤委員 書き方は、ツルマメも特定されたですから。 

○武田委員 特定されたと書くと実行犯みたいな印象になるけど、確かに。可能性を飛び越え

てね。 
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○嶋田（透）委員 必ず交雑するみたいな印象があるという。 

○武田委員 そうそう、可能性にかかっているから。 

○大澤委員 交雑といった場合、交雑できることと、交雑が実際に生じているだろうかという

ことだと思いますね、通常。それはまだわからないとしたら、過去のそういう集団遺伝学的に

見ると、そういう事例はないのではないだろうかと。エビデンスといっても、ダイズ・ツルマ

メみたいに強引にまだできないし、もし、これからやるのかどうかわからないんですけども、

そういうことよりは、もう長い歴史の中に浸透交雑はとりあえず認められてないということが、

すごく重要なのかなと。 

○嶋田（透）委員 長期的に見ると、浸透した結果は見つからないということなんですけれど

も、全く交雑が起きてないとは。 

○大澤委員 いや、交雑はできるものとして特定しているんで、交雑する相手としては特定し

なきゃいけないですね。それはどんな場合でもそうなんですが、かといって、交雑するからと

いう次のステップの１つに、ダイズ・ツルマメのときの議論も交雑はすると、ただし、それか

ら考えて浸透するとは考えにくい。ダイズ・ツルマメの場合も、過去の論文もあって、ツルマ

メの中に大豆の遺伝子がたくさんあるというようなことはないという証拠を積み重ねていった

ので。 

○佐藤委員 さっきの資料、ちょうどダイズが出ているんで、資料５－１を見ていただきたい

んですが、これの２ページ目に交雑性が書いてあって、①、②、③、④となって④のところな

んですね。まさに、この④のダイズの云々、このこととほとんど同じことですよね。だから、

こういう証拠というのは、非常に大事な安全性の担保になっているという感じで考えています

ので、同じようなこと。 

○矢木委員 それに関して、今指摘された41ページのところの交雑性ですか、その後の、41ペ

ージ、42ページ、43ページのところに、現在までカイコの遺伝子がクワコに入ったことはほと

んどあり得ないんだというのが書いてあるから、現実にはないよと。要するにここの部分のと

ころを入れれば、あり得ないというか、ほとんどないんだと。43ページの下から５行目から13

行目、「少なくとも、現在行われている養蚕の現場において、交雑が起きていないか、きわめ

てまれであることを示している。」、これの一連のことがミトコンドリアでやったことが全然

入ってないというような、ここにしっかりと書いてあるので、その辺のところは、交雑は今ま

で長い歴史の中でないというふうにイメージをちょっと入れたら。 

○嶋田（透）委員 資料７－１の交雑性の第３段落の後に、現在、日本のクワコの野生集団の
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中にカイコの遺伝子、具体的にはCO1とCAPだと思うんですけれども、のハプロタイプが見つか

らないということから、それが何を意味しているかというのは、カイコの遺伝子がクワコの集

団では残らないということを意味していると思うんですけれども。 

○佐藤委員 そうですね。だから、まさにダイズの④と全く同じだと思うんですけれども、

「雑種後代が継続して存続しうることを示す結果も認められなかったこと」ということですよ

ね。基本的には、それと同じニュアンスのことだと思うんです。 

○嶋田（透）委員 そうですね。これも別の評価書の中にもあるかと思うんですけれども、F1

雑種を網室の中の桑に放して、どれだけそれが生き残るかという試験は行われていて、それは

結構残っているということなんですね。 

○佐藤委員 ④で言っているのは、自然界でそういうことなんで。 

○嶋田（透）委員 養蚕農家の周辺の桑園。 

○佐藤委員 では、そういうことは起こってないと。 

○嶋田（透）委員 桑園のクワコにカイコの遺伝子は見つからないので、それは④と似ている

状況かもしれません。 

○井出座長 大変重要なご指摘をいただいたと思いますので、文言についてはご検討いただく

として、野生クワコの集団中にカイコのミトコンドリアの遺伝子が見つからないというような

内容を書き加えるということでよろしいですか、委員の先生方。 

○矢木委員 それがあると、はっきりいたします。私は、これを全部読んだときに、要するに、

交雑が起きても野外で生き延びるかどうかが１つ、それから、クワコがいなくなっちゃうんじ

ゃないかという、そのポイントだと思うんですね。そうすると、結局、どういうことが起きた

ときに問題になるかというと、例えば突風が起きて、そして屋根が飛んで、オスの組換えカイ

コが外へ飛び出ちゃって、メスと交配したときにのみ可能性があるんですよね。だから、突風

が来たときに飛ばないような設備でやってもらえば、もう問題ないんじゃないかと。 

○嶋田（透）委員 何カ所かに書いてあるんですけれども、この隔離飼育は３齢幼虫から繭の

形成直後までを飼育するという計画になっておりまして、実際、日本の養蚕農家のほとんどで

は、繭ができたらばすぐに売り払うわけで、蛾が蚕室の中に出てくるということは、普通の養

蚕農家でもあり得ないことですし、この試験では、特に厳密に蛾が出てくることは防ぐような

仕掛けになっているわけでね。ですから、オスの成虫が飛び出ちゃうというのは、たとえ台風

が来ようが、津波が来ようがあり得ないということです。 

○矢木委員 ああ、そうですか。 
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○井出座長 よろしいでしょうか。カイコは２件目ですので、まだこれから気づくことも多々

あると思いますけれども。 

○嶋田（透）委員 これは、１年前に農業生物資源研究所の隔離飼育試験の申請を承認してい

ただいたときと違うのは、場所が違うということもあるんですけれども、１点は、残渣の処理

方法が少し違いますね。残渣が、前回の場合は、網をかけてしばらく放置して、それを堆肥に

使うということだったんですけれども、今回は粉砕処理という新しい方法に変わっていました。

そこの部分を重点的に検討して、実際にチッパーで粉砕して、その中に幼虫がいようが、繭が

いようが、必ず死滅するということを確認したわけです。 

○矢木委員 前回との違いはそこのポイントですか。 

○嶋田（透）委員 主にそうですね。規模が違うとか、場所が違うとか、いろいろありますけ

れども。 

○矢木委員 場所が違うたびに出さなくちゃいけないんですか。 

○嶋田（透）委員 隔離飼育しているから。 

○矢木委員 ああ、そうか。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

○武田委員 １つよろしいですか。１ページ目の23行目、piggyBac という表記が２つあるん

ですけど、前の１つは酵素なんで、イタリックにしなくていいんじゃないですか。 

○嶋田（透）委員 そうですね。ちょっとしつこいですね、piggyBac はなくてもいいかもし

れないですね。 

○井出座長 そうですね、イタリックじゃない。 

○武田委員 イタリックは省略してできないわけでもないでしょうけど、ただ、あったほうが

いいかも。 

○嶋田（透）委員 piggyBac というトランスポゾンがコードしている転移酵素なので、

piggyBac のトランスポゾン酵素遺伝子ということで、多分イタリックになっているんですけ

れども、ちょっと変ですかね。つまり、酵素の名前はpiggyBac ではない。 

○井出座長 名前ではないんですね。 

○嶋田（透）委員 ええ、酵素は。 

○井出座長 そのままでいいですか。 

○嶋田（透）委員 ２回繰り返しで出てくるので、しつこい感じはありますけれどもね。 

○井出座長 よろしいですか。しつこく言うところはしつこく今までも言っていますので、今
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後としてどうかというのはありますけれども。 

○佐藤委員 あともう１つ、また資料７の交雑性のところなんですけど、ツルマメとダイズの

やつとちょうど並んであるので気がついたんですけど、ダイズの場合は、導入した遺伝子の適

応度に関しても論じていて、なぜかというと適応度を上げるものも実際に出てきたのもあって、

適応度を上げる遺伝子の場合、ちょっと扱いも違っていて、この場合は、明らかに適応度を上

げるようなものではないわけですよね。 

○嶋田（透）委員 そうですよね。 

○佐藤委員 なので、そのことをダイズの場合には書いていて、もう一回、資料５－１を見て

いただいて、３ページ目の上から３行目のところ、「仮に交雑したとしても」ということで書

いてあるわけですね。この場合はグルホシネート耐性なので優位性を高めることはないから、

もう安全なんだということが書いてあるんです。なので、この場合も加えて置いたらいいかも

しれないと思いました。 

○大澤委員 カイコの２ページの上のところに、「この遺伝子によって、幼虫の運動性とか飛

翔能力を付与したりすることはない」とありますから、それをうまく使って。 

○嶋田（透）委員 今お返事するとしたら、ここの部分に書いてあるというお返事になるんで

すけれども。 

○大澤委員 書いてあるんですけれども、最後のところに、「もし交雑したとしても」と。 

○佐藤委員 交雑性というのは、交雑性そのものを論じるだけじゃなくて、交雑性に起因する

さまざまな影響を論じるということになっているので、ダイズでは書いております。 

○嶋田（透）委員 わかりました、ちょっと教えていただきたいのは、EGFP とDsRed という、

この蛍光タンパク質が適応度を上げる可能性がないのであるということを説明するという意味

でしょうか。 

○佐藤委員 繰り返しになるんですけれども、交雑性の中に、仮に交雑したとしても、交雑が

最悪の場合起こったとしても大丈夫なんだという言い方をダイズの場合にはしているというこ

となんですが。 

○嶋田（透）委員 わかりました。 

○大澤委員 あと、これは数字のつけ具合なんですけれども、まだカイコとクワコの関係は、

あまり知られていないので、クワコもmandarina って、どこかに書いて。 

○嶋田（透）委員 学名が書いてある。 

○大澤委員 種名が違うと、クワコとカイコを同じに思っている人もいるので、Bombyx mori 
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と思っている人もいるんで、ちゃんとmandarina と、最初に出てくるところでもいいと思うん

ですが。 

○嶋田（透）委員 そうですね、最初に出ているのは交雑性の１行目なので、クワコの後に括

弧してBombyx mandarina と書きます。 

○大澤委員 何か入れていただくと、種が違うというのは明確になると思います。どこでもい

いんですけれども。 

○井出座長 ダイズより遠いです。 

○大澤委員 一番初めにクワコが生息しているというところですね。 

○嶋田（透）委員 もっと前にありましたか。ああ、ありますね。１ページの下から。 

○大澤委員 そこでもいいです。本当は交雑のところがいいかもしれないですね。 

○佐藤委員 交雑のところにもあったほうがいいかな。 

○井出座長 ほかにご意見はございますか。 

（なし） 

○井出座長 ありがとうございました。 

 それでは、各委員から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緑色蛍光絹糸生産カイコについて、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、先ほど何点かご指摘がありました点、野生下での交雑の証拠がないということと、こ

の遺伝子について、仮に交雑したとしても適応度が上がらないというような記述を追加する。

それから、クワコの学名も追加してほしいという点が指摘されましたが、これについては、評

価書を修正していただいた後、各委員、総合検討会委員が確認した後、大臣あてに報告したい

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、事務局から何かございますか。 

○高島農産安全管理課審査官 それでは、農産安全管理課からご報告させていただきます。 

 参考資料３をお開けください。一枚紙の横長のもの、最後にくっついているかと思います。

隔離ほ場での情報収集を不要とし得る遺伝子組換えトウモロコシの第一種使用規程の申請に係

る事前相談について、ご報告ということでございます。 

 これにつきましては、先ほど、多重スタックの評価の枠組みについて、鈴木室長からお話が
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ありましたけれども、その際に、昨年の６月30日の総合検討会で、遺伝子組換え農作物の審査

手続の見直しをご説明させていただきました。その際に、通知の改正も含めてということでさ

せていただき、昨年12月の総合検討会でも、その通知の改正がなされたということをご説明さ

せていただいています。 

 具体的には、この資料の裏面をご覧いただければと思います。そこに、これまでの隔離ほ場

試験の規程が書かれてございまして、改正後の姿をここに書いております。（６）のところに

なりますが、局長通知で、「実験室や外国の自然条件の下での使用等によりその特性について

かなりの程度の知見は得られているが、我が国の自然条件の下で成育した場合の特性が科学的

見地から明らかでない遺伝子組換え植物の第一種使用等をする場合には」、そこの規程は飛ば

しまして、「第一種使用等が予定されている環境と類似の環境での使用等について情報収集を

行い、当該遺伝子組換え植物の我が国の自然条件の下で成育した場合の特性を明らかにするこ

ととする。」これが、これまでの隔離ほ場の課している規程でございました。 

 その規程から、トウモロコシについて、既に今69件の実績が積み上がってきているというこ

ともございまして、農作物分科会等でもお話しさせていただき、そこの下線部分の改定を行い

ました。これは、12月10日付けで行っております。 

 「次の①、②を満たす核酸の複製物が移入されたトウモロコシについては、我が国の自然条

件の下で生育した場合の特性が科学的見地から明らかなことから、当該情報収集を行う必要は

ない。」隔離ほ場を行う必要はないとさせていただき、その下、①、②という形で定めさせて

いただきました。 

 これに基づきまして第１号案件が、表側にもう一度戻っていただいたところで、事前相談と

いう形でございます。それで、去る１月27日の農作物分科会においてご意見をいただき、問題

ないだろうということで整理させていただきました。その案件についてが、そのリストに掲げ

られてございます。相談のあった案件の形質といたしましては、除草剤耐性、改変dmo、それ

からpat という形になります。pat 遺伝子に基づく除草剤耐性ということで、それぞれジカン

バ耐性、グルホシネート耐性という形になっております。過去に評価した核酸の中で、判断の

参考にしたものが同様という形になっておりまして、申請予定者名、日本モンサント株式会社

ということでございます。 

 これにつきましては、今後、一般申請がなされる予定です。その際には、隔離ほ場というこ

とではなく、米国で実施した試験データなどとともに評価書が作成され、農作物分科会に提出

されてきて、再度またこちらでご審議という形になります。今回このような判断をさせていた
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だきましたので、ご報告させていただきます。 

 以上です。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 今、ご説明を差し上げました通知の番号が改正前の番号にな

っておりまして、こちらの確認ミスで、誠に申しわけございません。ホームページ上に掲載す

る際には、番号を確認して掲載したいというふうに思います。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 その他、本日の議事全般について、何かございますか。 

○高村委員 ちょっと関係ないんですが、モンサントから出ている申請書の紙があまりにも良

すぎて、やっぱり森林破壊とか、生物多様性の分科会ですので、やはりグリーンの申請書でや

っていただくということにしていただくといいかなと思います。 

○井出座長 ありがとうございます。重要なことだと思います。 

 よろしいですか、全般にわたって。 

（なし） 

 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 本日も熱心なご審議をありがとうございました。 

 この生物多様性影響評価検討会、本年度最後の総合検討会とさせていただきたいと思います

が、本年度の審査案件、ご報告いたしますと、遺伝子組換え農作物で14件、それから先ほどの

遺伝子組換えカイコで１件ということで、都合15件、先生方にご審議いただきました。先ほど

のスタック系統を初めとして、申請案件が増えつつあるような傾向もありますので、また、先

ほどご審議いただきました、例えば高雌穂のトウモロコシとか、あるいは組換えカイコとか、

宿主自体もいろいろ広がってきていることもございますので、今後はそういった新しいイベン

ト、あるいは新しい宿主、こういったところに先生方の審査の力を集中させることによりまし

て、めり張りのきいた審査をしていきたいと思っております。 

 それから、先ほどご指摘いただきましたように審査書類につきましても、極力カラーコピー

を減らすとか、細かいものは電子情報で先生方にお伝えするというような形で、審査のスマー

ト化といったところも、当然、めり張りをしっかりつけながら、しっかり審議するところはし、

スマート化にも配慮していきたいと思っておりますので、何とぞ今後ともよろしくお願いいた

します。 

 以上をもちまして、生物多様性影響評価総合検討会を閉会とさせていただきます。 

 傍聴の皆様方におかれましては、速やかに退室をよろしくお願いいたします。 
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 本日はどうもありがとうございました。 

午後３時４４分 閉会 


