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生物多様性評価検討会総合検討会議事録

平成１６年３月１６日（火） 於 環境省共用会議室 号室1014
（経済産業省別館 階）10

開 会

○青木技術安全課長補佐

それでは定刻となりましたので、ただいまより生物多様性影響評価検討会総合検討会を

開催いたします。

本日は、御多忙のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

開会あいさつ

○青木技術安全課長補佐

開会に当たりまして、農林水産技術会議事務局吉田研究総務官よりごあいさつ申し上げ

ます。

○吉田研究総務官

昨日に引き続きの御検討、またよろしくお願い申し上げます。もうその一言でございま

す。どうぞよろしくお願いします。

○青木技術安全課長補佐

、 、本日の検討委員の皆様の御紹介でございますが 座席のとおりになってございますので

御紹介は省かせていただきます。

次に、配布資料の確認をさせていただきます。本日、５件ということで御検討をいただ

く予定にしておりますが、資料の関係で、本日、午前中に予定してます資料１、資料２の

関係、こちらの方につきましてお手元に配布をさせていただいております。

資料１－１といたしまして、スギ花粉症予防効果ペプチド含有イネについての生物多様

7Crp# 7Crp#10性影響評価の概要、資料１－１の方が １、資料１－２としまして、これは

ということで、同じスギ花粉症予防効果ペプチド含有イネということで同じ件名になって

ございます。

資料２につきまして、資料２－１が、高トリプトファン含有イネについての生物多様性

影響評価の概要、こちらは遺伝子の関係、系統がＨＷ１というものが資料２－１になって

ございます。資料２－２の方がＨＷ５系統ということで２つあわさってございます。

都合４件につきまして午前中、御検討いただきたいということでお願いいたします。

それから本日、御検討いただく関係の申請資料、生物多様性影響評価につきましては、

全員配布はされてませんが、２名に１冊ということでバインダーの方に綴られてございま
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すので、参考にしていただきたいと思います。

それでは以後、議事進行につきまして、総合検討会・原田座長にお願いいたします。よ

ろしくお願いします。

議 事

〈遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について〉

○原田座長

、 、それでは 昨日と同じように議事を進めさせていただきたいと思っておりますけれども

本日、提出されております申請書類は、既に２月 日と３月２日に開催されました農作24
物分科会で専門的な見地から検討されております。

そこで、本日の総合検討会では、農作物分科会の議論の概要を、農作物分科会座長の近

藤先生から報告していただきまして、この総合検討会では、より幅広い視点から委員の皆

様から遺伝子組換え農作物の第一種使用による生物の多様性に及ぼす影響について御検討

いただきたいと考えております。

ただいま申し上げましたように、まずは農作物分科会の座長から分科会での議論を踏ま

えた生物多様性影響評価書の概要について御報告をいただきまして、その後で本検討会の

委員の皆様から御意見を十分に伺いまして、その後、意見を集約いたしまして、申請案件

についての総合検討会の取り扱いを決めるようにいたしたいと思っております。

〈スギ花粉症予防効果ペプチド含有イネについての生物多様性影響評価〉

○原田座長

午前中は申請案件が２つございますが、まず議事 )の第１番目、スギ花粉症予防効果1
ペプチド含有イネについて御報告をお願いしたいと思いますが、この案件については２系

統、すなわち １と がありますので、一括して御報告をお願いしたいと思7Crp# 7Crp#10
います。

○近藤委員

それでは、スギ花粉症予防効果ペプチド含有イネにつきまして、検討の概要につきまし

て御報告いたします。

この申請案件は、第一種使用等の内容が隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及び

これらに付随する行為となっております。

当該組換えイネは、花粉症予防効果ペプチド 遺伝子により、胚乳中に花粉症Ｔ7Crp
細胞エピトープが導入されております。

第一種使用等の内容は、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随す

る行為となっております。

なお、当該組換えイネは、我が国の自然環境下での特性を調査するため、第一種使用規

程に従って、第一種使用等の場所を隔離ほ場に限定した使用を行うということになってお
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ります。

次に、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容について御説明いたします。こ

れは ページに書かれております。11
まず、競合における優位性につきましてですが、非閉鎖系温室において、 １と宿7Crp#

主であるキタアケの形態及び生育の特性、生育初期における低温耐性、花粉の捻性及びサ

、 、 、 。イズ 種子の生産量 脱粒性 休眠性及び発芽率における相違について調査しております

その結果、 １はキタアケより穂長がわずかに短いということですが、この形態的な7Crp#
差異が、競合における優位性を高めるというふうには考えにくいということが述べられて

おります。その他の項目では、 １と宿主であるキタアケの相違はなかったというこ7Crp#
とが示されております。

有害物質の産生性についてですが、非閉鎖系温室におきまして、揮発性成分、植物体内

、 、 、 、 、成分の分析 後作試験 鋤込み試験 土壌微生物相の調査を行っておりますが その結果

１とキタアケに相違は認められませんでした。7Crp#
が発現するペプチドは、ヒトＴ細胞のエピトープのみで構成されており、スギア7Crp

レルギー患者の 抗体との結合性を示さないということが明らかにされております。IgE
また、 発現米をマウスに経口投与した実験におきましても顕著な影響は認められて7Crp
おりません。これらの結果から、ヒトやマウスに対する 発現米の有害性は低いとい7Crp
うふうに考えられます。

ヒトＴ細胞エピトープは他の動物、鳥類との反応の可能性は極めて少ないこと、隔離ほ

場はフェンスの設置、防雀網の設置などをしているため、他の動物、鳥類の摂食を防ぐこ

とというふうな試験内容になっております。

次に交雑性につきまして、これは ページに記されておりますけれども、野生種イネ12
である 、 等の植物は、栽培種イネ（ ）の近縁野生植物であO.nivara O.rufipogon O.sativa.L
り、国外のイネ栽培地近辺の自生地においては栽培種イネと交雑することが知られており

ます。しかし、これらの植物が我が国に自生しているという報告はないことが述べられて

おります。

こういったことから、当該組換えイネを第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、

生物多様性に影響を生じるおそれはないというふうに判断しております。

農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では、当該スギ花粉症予防効果ペプチド含有

イネを第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、生物多様性影響が生じるおそれがな

いとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断いたしました。以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの御報告がありました案件につきまして、御質問、御意見等どなた

からでも結構でございますので、お願いしたいと思います。

○鷲谷委員

このエピトープ、ペプチドは花粉中では発現しないんですか。胚乳中で発現ということ

ですけど、花粉で発現、イネの花粉ですけれども。
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風媒ですよね、イネの花粉、それが例えばヒトでもいいですけれども、ニホンザルなど

でアレルゲンとして作用してしまうというようなことは考えられなくていいんでしょう

か。

○大川研究開発企画官

これのプロモーターはグルテリンの胚乳特異的発現プロモーターを使っておりますの

で、発現量としては胚乳で非常に高い発現をしているということを研究者から伺っており

ます。他の器官ではほとんど発現していないということを伺っております。

○原田座長

それから、現在の申請は隔離ほ場でということになっておりますので、実験に関係ない

ヒトとか、他の動物が侵入するということはないんじゃないかと思いますけれども。

○鷲谷委員

栽培面積というのはどのぐらいになるんでしょうか。隔離ほ場でどのぐらいの面積で栽

培されているのか、その面積に依存して、起こる確率の低いこともいろいろ起こる可能性

が出てくると思うんですけれども。

○武田委員

この申請によると ～ ㎡の隔離ほ場となってますね。240 250

○鷲谷委員

わずかな量を栽培するということですね。

○近藤委員

隔離ほ場で栽培して、それで試験に使おうとしているんだと思うんですが、そうします

と余り狭い場所でやった場合に、それが試験に使うだけ十分な量が得られるかということ

と、今の御懸念と相矛盾する部分があって、多少私も気になっております。ただ、現在の

試験計画では心配はないということになっております。

○鷲谷委員

あと、この評価のためというよりは参考のために伺いたいんですけれども、このイネの

開発にはかなり巨額な研究費が使われていると思うんですが、それは産業化されればそれ

だけの投資というのは意味があるんだろうと思うんですけれども、市場調査などによって

こういうお米が産業化できるという裏付けを得ていらっしゃるんでしょうか。農林水産省

としてですけれども。

イネにはみんな思い入れも結構ありますし、スギの花粉症のそういうものが入って、感

覚的に消費者が忌避反応を示すようなものになるんじゃないかと思うんですけれども、科

学的に幾ら説明したとしても、そんなお米、食べたくないという反応の方が何か常識的に

は普通のような気がするんですけれども、それでもこういうものが産業として成り立つと
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いうふうにお考えでしょうか。それを少し伺ってみたいと思うんですけれども。それだけ

研究費がたくさん投入されているので、そういうことは国民に対してきちっと説明する必

要があると思うんです。生物多様性影響評価以前の問題なのですけれども。

○吉田研究総務官

このイネの開発に要した金というのは具体的には出てこないです。それほど巨額とおっ

しゃられるほどではないんですけど。

○鷲谷委員

でも、他の分野から見ると・・。

○吉田研究総務官

例えば消費者に対して、アンケート調査を事前にしてるかということでは・・。

○鷲谷委員

もうちょっとちゃんとした市場調査が必要だと思うんですけれども。単なるアンケート

じゃなくて。

○吉田研究総務官

そういうことは特にやってはいないと思います。むしろスギ花粉症で非常に多くの方が

悩んでおられるということと、通常の食物の摂取で、通常、御飯食べることによってそれ

が解消できれば非常にいいんではないかという発想からです。

○鷲谷委員

もうちょっと常識的な国民の感覚としては、恐らく花粉症の解決というのは今、非常に

単純になってしまった林相を転換するとか、あるいはそれと複合的に作用していると考え

られている汚染物質を抑制するような、そういう対策の方が必要であって、お米にこうい

うことで対策をするということは、そんなに本道ではないというような見方というのもあ

ると思うんですけれども。

○吉田研究総務官

いろんな見方があると思います。今おっしゃいましたように原因を断つというのも非常

に重要であるとは思いますけれども、片一方で林相を変えるというのは非常に時間のかか

る、長年月を要するものですし、その間でも・・。

○鷲谷委員

そうでもないと思うんですけれども。

○吉田研究総務官

いや、それはまた専門家に聞いてみたいと思いますけれども。
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○近藤委員

私が言うことではないと思うんですが、確かに環境を良くするということは根本の問題

かもしれませんが、私も多少環境にかかわる研究をしてる者とすれば、それを改善すると

いうのは非常に難しいことで、私たちが研究をしていて、どういうことをやれば良くなる

かとか、何が重要かということを明らかにして訴えていくようなことをやっていかなけれ

ばいけないわけで、その道筋は非常に大変な道筋でそう簡単にはいかないと思います。で

すから、いろんな面からこのスギ花粉症のような問題に当たっていくしかないと私自身は

思っています。

○原田座長

、 、 、座長としては この評価のディスカッションからあんまりはずれたことは 他の機会で

私も議論したいことは山ほどあるんですけれども、一応外して、よろしくお願いしたいと

思います。

○鷲谷委員

すいません。わかりました。

○高木委員

私、遺伝子の存在というのが気になってるんですが、この資料の６ページの真ん中あた

りに「核酸のコピー数」ということが書いてございますけれども、これは２コピー、染色

体の離れた場所にどうも入ってるらしいんですね。それはハのところに少し書いてあるん

ですが 「離れていると思われるけれども、隔離ほ場試験において調査する予定」という、

のは、今のこの段階で調査できないんでしょうかね。

○原田座長

この前の段階のおそらく隔離温室か何かで実験はされてたんじゃないかなと思いますけ

れども、この申請書にはその前の段階のことがどこかに書いてございますか。

○高木委員

いや 「安定して遺伝子を保持している」と書いてあるんで。、

○原田座長

ですから、やってたわけですよね。

○高木委員

やってるはずなんですね。だから２コピー、その場所に入っていて、そしてそれは次の

世代に安定して伝わると。動いたり変なところにいったりしてないということをはっきり

書くべきではないかと思うんですけど。何か隔離ほ場に持っていかないとできない実験と

はちょっと思えないので、その辺の書き方はもう少し正確にしていただいた方がいいと思

うんですよね。
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○原田座長

この６ページの「コピー数は２と推定される」というところと、それが「離れていると

思われる」と。

○高木委員

私もこの申請書自体を見てはいるんですけれども、はっきりしませんので、説明がちょ

っとわかりにくいと思います。

○原田座長

それでは、これは確認して、確認できれば文章の方をはっきりすると。これでは「推定

される」とか「思われる」とか書いてあるところを、はっきり確認されればもう少し確固

とした表現にしたいと思います。

○小野里委員

私、この申請書に目を通すことができなかったものですからちょっと教えていただきた

いんですが、このペプチドを組み込むことによって、どういうメカニズムでスギ花粉症の

予防効果が出てくるのか、その辺のところを少し教えていただけたらと思うんです。ここ

にペプチド云々というのが書かれておりますけれども、私、それだけではちょっと十分理

解できないものですから、その辺のところをよろしくお願いします。

○原田座長

これは研究の指導というか、監督されてる大川さんにでもお聞きするのが一番良いです

かね。

○大川研究開発企画官

それでは、私の方から研究者から聞いていることを御紹介したいと思います。概略しか

、 、御説明できませんので 詳しくは農業生物資源研究所のホームページを見ていただければ

そこに細かい情報が載っておりますので、それを参考にしていただけたらと思います。

基本的には減感作療法というのが現在行れております。要するに抗原なりを注射するこ

とによって減感作を起こす。それの中の減感作の場合は抗原そのものを入れてしまう。抗

原はＴ細胞とＢ細胞で認識されるわけですが、Ｂ細胞の方で認識されると非常にアナフィ

ラキシーショックみたいなものが起きるわけです。ここではＴ細胞のエピトープ、要する

に抗原と認識される部分だけを入れてるということで、Ｔ細胞の抗原提示をしていって、

それを繰り返すことによって減感作が成り立つという仕組みだそうです。

○小野里委員

そうすると、これは花粉から抗原となり得る部分を調べて、そしてその遺伝子をあらか

じめイネに打ち込んでおくことによって、その米を食べることによって常にその抗原が発

現してるものですから、それによって減感作が起こって、スギがきてもそれほどひどい症

状を示さないという、そういうメカニズムというふうに解釈してよろしいですか。
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○大川研究開発企画官

はい。

○小野里委員

ありがとうございました。

○原田座長

他にいかがでしょうか。もしこれ以上ないようでしたら、先ほどの高木先生の指摘があ

りました点をはっきりさせて、その後の対応なんですけれども、私、幾つか対応の仕方を

考えているんですが、その答えと、それから修文したのを全委員にお知らせしてＯＫをと

るようにするか、あるいはもしそれほどのこともないということであれば、分科会の近藤

座長と、総合検討会の副座長の林先生と私とでその返答をよくチェックして対応すると、

どっちかにしようかと思っているんですけれども、どうしましょうか。

○近藤委員

ここに書かれているように、本当にはっきりしてないという場合に書けるかどうかとい

うことだと思うんですね。

○高木委員

私が思うには実験できると思うんですね。一番しなくちゃいけないことなんで、別に隔

、 。離ほ場で調査するんではなく 今持っておられる植物でできる実験だと思うんですけどね

○近藤委員

まだ不十分で確信が持てないので、もう一回ちゃんとやりたいということですと、多分

これ以上の情報は出てこないと思うんですが。

○高木委員

むしろここに書いてあることを本当だと信ずれば 「各世代で安定して遺伝子を保持し、

ていた」というのが②のところにございますので、そういう実験をやってるようなんです

よね。これ見てもやってるんですけど、ちょっとﾌｨｷﾞｱの説明が不十分で私に理解できな

いんですが、おそらく書き方の問題でクリアできるかと思うんです。

○小野里委員

高木先生が心配されてるのは、別な場所に同じものが組み込まれてると、その間で相互

組換えによって性質が変わってくるという・・。

○高木委員

世代によって遺伝子が、ちゃんと同じところに安定に受け継がれてるということが、ゲ

ノムサザンのようなものでしっかりしてないと、前にも時々議論になった遺伝子が動くと

いう問題ですね。動きとか、アレンジメントが起きるというようなことと関連して重要な



- 9 -

データだと私はいつも思ってるんです。

○鷲谷委員

何か不安定なことによって変わって花粉中で発現してしまう可能性というのを、先ほど

それはないんだと、胚乳に何か特異的なプロモーターを使ってらっしゃるんでないんだと

いうことでしたけれども、性質が不安定なために花粉中で発現してしまう可能性がないか

どうかということについては 「常識的にはない」というお返事でしたけれども、検討し、

ていただくことはできないでしょうかというお願いです。

○高木委員

ここに図が出てまして、胚乳でのみ発現してるというのは、あるﾍｷﾀﾌﾞﾙ されたｽﾄﾚｲﾝ

というか、それについては確実なんですが、もし遺伝子が動いて別のプロモーターの下に

入ってしまうとか、そういうことが起きると当然別の心配、今おっしゃるような心配が出

てくるので、やはりゲノム上で動かないと、常に安定しているということがわかれば、も

う花粉で発現しないということも同時にわかるわけですから、その実験はおそらくやって

おられるんだけれども、書き方が明瞭じゃないように私は印象を持ってるんですね。

○原田座長

わかりました。それでは、これはよく情報を得て修文してその結果を全委員にお知らせ

ください。全委員から、これでＯＫということであれば、それでこの申請書の案件は、こ

の検討会で適切と判断したということにしたいと思いますので、私、どちらかと申し上げ

たんですが、今のディスカッションを伺っていて、全委員に回答を報告していただくこと

にしたいと思います。

〈高トリプトファン含有イネについての生物多様性影響評価〉

○原田座長

それでは、次の第２の案件に移りたいと思いますので、これも近藤先生の方から分科会

の御報告をお願いしたいと思います。

○近藤委員

それでは、高トリプトファン含有イネの検討について報告いたします。

この申請案件は、第一種使用等の内容が、試験ほ場における栽培、あるいは飼養試験に

、 、 、 、 。供するための使用 保管 加工 運搬 廃棄及びそれらに付随する行為となっております

試験ほ場については、中央農業総合研究センター、つくば市観音台地区ほ場に設けた水

田となっております。

それでは、まず遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容について御説明いたし

ます。

当該組換え体はＯＡＳＡ１Ｄ遺伝子によりトリプトファンを合成する機能が付与されて

おります。
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この遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容ですが、まず競合における優位性

ですが、当該組換え体の形態及び生育特性、生育初期の低温耐性、成体の越冬性、花粉の

、 、 、 、 、 、特性 種子の生産量 脱粒性 発芽率 休眠性について調査した結果 形態的には２系統

先ほど原田先生が言われましたようにＨＷ１とＨＷ５の２系統ありますが、いずれも粒着

密度の低下がみられております。

ＨＷ１は種子稔性の低下も認められておりますため、結果として籾収量が低下しており

ます。また、ＨＷ１では短稈になっております。種子の発芽につきましても、ＨＷ１、Ｈ

Ｗ５ともに発芽率が低下し、さらにＨＷ１では発芽遅延性が認められております。

これら以外の特性につきましては 「日本晴」と相違性はなかったということが示され、

ております。

また、温室栽培におきましては、これらの形質について組換えイネＨＷ１は「日本晴」

と大きな差を示していないということが述べられております。

組換え体ＨＷ１及びＨＷ５系統において認められた「日本晴」との差は、イネの品種ま

たは栽培条件による変異の幅を越えていないということが述べられております。

次に有害物質の産生性ですが、これは ページに示されておりますが、当該組換えイ10
ネは、移入された核酸の複製物の発現によりアントラニル酸合成酵素αサブユニットの改

変型酵素を産生し、トリプトファンを多量に蓄積するというものであります。このアント

ラニル酸合成酵素αサブユニットの一アミノ酸のみを改変して、通常は生成されたトリプ

トファンによってフィードバック制御を受けてトリプトファンの量を制御しているという

ことですが、この必須アミノ酸を改変することによって、フィードバック制御を受けなく

なることによってトリプトファンを多量に蓄積するという性質を持っているということが

述べられております。

また、このトリプトファンは必須アミノ酸の一種でありまして、毒物ではないというこ

とで、この酵素及びトリプトファンとともに有害物質には該当しないということが述べら

れております。

他の植物に影響を与える有害物質の産生性につきましては、組換えイネを栽培した土壌

に大豆、大麦、大根等の種を蒔きまして発芽、生育を調査しましたが、対照区と差は認め

られませんでした。

土壌微生物に影響を与える有害物質の産生性につきましては、組換えイネを栽培したポ

ットの土壌、あるいは組換えイネを栽培した水田土壌における微生物相について調査して

おりますが、土壌中の微生物相に差は認められませんでした。

植物体が内部に有する有害物質の産生性につきましては、組換え植物を地上部と根部に

分けまして、それぞれを鋤込んだ土壌に大豆、大麦、大根を播種して発芽と生育を調査し

ております。いずれにおいても播種した作物の生育には差が認められなかったということ

が述べられております。

交雑性は ページに示されておりますが、野生種イネである 、 等12 O.nivara O.rufipogon
の植物は栽培種イネ（ ）の近縁野生植物であり、国外のイネ栽培地近辺の自生O.sativa L
地においては栽培種イネと交雑することが知られております。しかし、これらの植物が我

が国に自生しているという報告はないということが示されております。

農作物分科会の結論といたしましては、農作物分科会では当該高トリプトファン含有イ
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ネを第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、生物多様性影響が生じるおそれがない

とした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。 前回もある程度ディスカッションがあったんですけ

れども、この検討会の目的は、あくまでも生物多様性影響評価なものですから、研究の目

的などについては本当は評価の直接の対象にはならないかとは思いますが、一応バックグ

ラウンドとして、なぜこういう研究が行われたのかということを頭に入れておく方がいい

場合もあるかと思いますので、これから出てくるのには書いてもらうように事務局の方で

指示していただければいいと思うんですが、今出てきたのはそういうことがないものです

から、もしわかるようでしたら大川研究開発企画官の方から簡単に要点を、どういう目的

かということと、それからもう１つ、今回はこの隔離ほ場の水田ほ場の面積は書いてある

30 20んですけれども 全部で６アール これ全部でだろうと思うんですが 東西 ｍ 南北、 、 、 、

ｍで、両方の系統に同じことが書いてあるわけですけれども、実際に使う面積がどのくら

いかということを、もしわかればですけれども、その２点についてちょっと話していただ

ければと思います。

○大川研究開発企画官

そうしましたら私の方から研究目的について、研究所の方から聞いてるのを御紹介した

いと思います。

これは主要穀物で必須アミノ酸のうち、リジンとメチオニン、スレオニン、それからこ

のトリプトファン、この４つの含量が少ないと、低いということで配合飼料として、例え

ばトウモロコシの場合ですと、１㎏当たり２ｇのリジンを添加してると。要するに足りな

い部分のアミノ酸を添加するということで飼料としての価値を上げているということなん

です。

ただ、この研究はそういう添加物ということではなくて、むしろ添加せずに、もともと

その飼料作物として持っているアミノ酸のバランスを理想的なものにしていって、それで

飼料としての価値を高めようという研究の第一歩というような位置付けだそうです。

ここではトリプトファンをまずターゲットとしてやっていると。それはリジンのような

大量に使われているものは合成も大量にされていて非常にコストが安いんですが、トリプ

トファンに関してはリジンに比べると４～５倍のコストがかかっているというようなこと

もあるということです。

研究者自身はこの先、むしろ動物に給餌してどういう効果があるのかと、そこら辺を実

証するためにある程度の材料を用意しないといけないということで、ここで栽培をして、

そしてそれを給餌試験に供したいということでこの申請を出しているということです。

○原田座長

２件目のこれは隔離ほ場ではないんですね。
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○大川研究開発企画官

隔離ではないですね。隔離ほ場試験はこの前の段階で終わっているわけです。

○原田座長

試験ほ場と書いてありますから、ここに書いてある面積はそれぞれの系統に６アール使

うということなんでしょうかね。

○斉藤技術安全課長

確認しましたところ両系統で６アールの水田ほ場を使うと。そのうちどういう区画で実

際に作付けを何アールするかというのはまだ具体的には・・。

○原田座長

じゃ、２系統で６アールということですね。

それでは、委員の先生方から何か御質問、コメントをお願いします。

○高木委員

さっきと同じようなことですけれども、５ページの真ん中よりちょっと上、 )のところ4
に「細胞内に移入した核酸の存在状態及び云々」というのがありまして、それの一番下に

「同一染色体上に挿入されていた」ということしか書いてないんですね。コピーが３コピ

ーだということもちょっと上の方に書いてあるんですが、前から続いているこの委員会で

は、サザンブロット分析を必ずやるようにと。特に何代目かまではサザンをやって、その

遺伝子に染色体上での異常な動きがないということは必ず見るようにという指導はずっと

してたはずなので、これはちょっと解析が不十分だと。もしこれだけだとすればですね。

同じ染色体上に入っているというだけではちょっと、特に相同のトリプトファン合成酵素

。 、が別にあるわけですね そしてそこにミューテーションをかけた遺伝子を入れてるわけで

しかも、それが３コピー入ってるわけですから。これはやはりもう少しきっちりしたサザ

ンをやっていただいた方がいいんじゃないかと思います。もしやってないとすれば。

○原田座長

それでは、ＨＷ１の方では 「ゲノミックサザンハイブリダイゼーションの結果、３コ、

ピーが挿入されていると結論した 、一応ゲノミックサザンハイブリダイゼーションはや」

っているみたいですね。

○高木委員

非組換え体の「日本晴」と交配して、そしてＦ１、Ｆ２、Ｆ３ぐらいのきっちりしたサ

ザンはやっぱり出していただかないと。

○原田座長

これはおそらくやっているんではないかと推察はされますけれども、はっきりデータを

出していただいた方がいいわけですよね。
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○鷲谷委員

最後のところの「同一染色体上に挿入されている場合、同一遺伝子座にある例が多い」

というのは、何かあいまいな表現になっているところが一番気になるところだと思うんで

す 「例が多い」というのはどういうふうに解釈すればいいのか。心配させる表現になっ。

てしまっていて、もしきちっとやってらっしゃるんだったら具体的に・・。

○高木委員

６ページのデータは要するに後代まで同じ位置に、同じ染色体じゃなくて、同じ位置に

入ってると確認されているんですね。

○緒方研究調査官

。サザンにおいてﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟﾀｰﾝ に複数世代で変化がないということを確認されております

○高木委員

そのように書いた方がいいですね。

○鷲谷委員

「同一遺伝子座にある例が多い」というのはどういう意味になるんですか。確認されて

いるんだったらこんなあいまいな表現とはならないと思うんですが。

○原田座長

この「例が多い」というのは確かにちょっとあやふやなんですが、一般的にそういう例

が多いといってるのか、彼らが何遍かリピートして、ほとんどの場合ということなのか。

○鷲谷委員

幾つかのケースの場合というように読めてしまったんですけど、そうすると確実に同一

遺伝子座にあるわけではないというふうに逆に読めますよね 「例が多い」というのは、。

少数の例では同一の遺伝子座になかったということが裏にあるような文章になってしまっ

てるように思うんですが。

○緒方研究調査官

この表現なんですけれども、例えば２コピー入った場合に、同一ゲノム上であれば同じ

染色体上に隣接して入ってるケースが多いという意味で書いてあるものです。

○近藤委員

それは実験事実ではなくて一般論としてです。

○原田座長

一般論だったら別に書かない方がいいかもしれないですね。
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○緒方研究調査官

ただ、少なくともゲノム上での位置については、サザンハイブリダイゼーションでバン

ドパターンに変化がないことはしっかり確認はされております。

○高木委員

そういう書き方をしていただいた方がいいということですね。

○原田座長

じゃ、この件もよく確認していただいて、先ほどのと同じように委員に修文を流してい

ただくと。委員の方で確認して問題ないと判断できた場合には、近藤先生の報告どおりで

良かったということにできればと思います。

まだ他に御質問があればと思うんですけれども、よろしいでしょうか。

○高木委員

研究者の名前というのはここには大体出てこないものなんですか。

○原田座長

本体のどこかにあったような気がしたんですけれども、担当研究者という名前でははっ

きりは出てないと思います。

○高木委員

いや、私ちょっと興味持ったのは、フィードバックがかからなくなったこの遺伝子とい

うか、タンパク質の研究者が、この引用文献によると№ なんですけれども、ﾄｻﾞﾜ さん13
。 、 、という方がファーストオーサーになってるんですね それでﾌﾟﾗﾝﾄﾌｨｼﾞｵﾛｼﾞｰ 年に2001

ｷｬﾗｸﾀﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ ｵﾌﾞ ﾗｲｽ ｱﾝﾄﾗﾆﾚｲﾄ ｼﾝﾃｰｽ ｱﾙﾌｧｻﾌﾞｲｯｸ ｼﾞｰﾝｽﾞ何とかという論文を書

いておられるんですけれども、このグループがやっているんですかね。

○大川研究開発企画官

経過を説明します。私ちょっと別の研究所にいて見てたものですから。ﾄｻﾞﾜ さんとい

う方は、この申請されているﾜｶｻ さんの研究室におられた方です。そこで研究をされてこ

れを取られて、現在はその方はほかのところに移られているということで、研究室の仕事

としてこれを続けているということです。積極的にポイントミューテーションを入れて、

どうなるかというような仕事をしています。

○武田委員

生物多様性影響評価の方向なんですが、このやり方というのは、まず原品種というか宿

主、これはもう経験上、長い間栽培されてきていて、問題はないと。それからつくられた

組換え体が宿主と実質的に同等だから多分これも問題ないだろうと、こういう理論構成に

なってるわけですね。

そうしますと、今のトリプトファンの方のケースは、原品種というか、宿主に比べて収
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、 。 。量が半分になってるわけです このペーパーによりますと ％になっているんですね53
収量というのは最終形質ですから、これが半分になってるということは、実は生物学的に

考えるととんでもないことが起こっているに違いない。わかりやすく言えば、例えば自動

車をモデルチェンジして、ある機能を付加してみたら最高速度が半分になっちゃったと。

これはその自動車に大変なことが起こっているに違いないんですね。

だから、私はこの収量が半分になってしまったということはそう見過ごしていいことで

はないというふうに、何が起こってこうなったのかということですね。やっぱり何か言っ

ていただかないと。もちろん悪いことは、生物の多様性に影響するような意味での、悪い

ことが起こってるのか、起こってないのかはわかりませんよ。しかし、何かが起こってい

ることは間違いがないというふうに私は考えてます。

○近藤委員

生物多様性影響評価というのは、非組換え体の対照と同じであるということを条件には

してないと思います。昨日出てきたものでも、直立するとか矮性のｲﾈができていて、それ

10は同じものであることを初めから想定してませんし、これもトリプトファンを異常に

倍とか、場合によっては 倍とかという濃度でつくらせてますから、同じであるとは100
とても考えられなくて、それが生物多様性に影響を与えるかどうかというふうな観点でや

っていると思います。

○原田座長

どういう項目をチェックしなさいというのは、我々のいわゆる運用通知の上の段階で項

目が並んでますよね。その項目についてチェックをして申請書が出てくるわけなんですけ

れども、今、武田先生がおっしゃったような問題についてはどうなんでしょうかね。そう

いうことについて生物多様性影響評価上の疑義を払拭するという意味で説明があった方が

望ましいことは望ましいですね。

○林委員

一般的に国際的にこういう仕事をやる場合には、組換え体と非組換え体との間に差異が

ある・ないということではなくて、組換え体の環境に対する影響と、非組換え体の環境に

対する影響を比べてそこに大きい差がないという、そういう比較をするのが一般的です。

今までのドキュメントにありますように、組換えて導入した特性以外にもいろいろな差が

出てくるのは、これは一般的です。ですから差がないということで、そのことを安全性の

根拠にするということは、もうアメリカでもカナダでもやってません。それで、ＡとＡ´

それぞれの環境に対する影響を比べたところ、それがその種の有する遺伝的な範囲、一般

栽培の遺伝的な範囲を超えるものではないということ、すなわち、相対的安全性（絶対的

ではない）を判断しています。ですから、この記述はみんな、対照品種に比べてこの項目

において有意な差がないとかというふうに全部統一されていると思うんです。それはそう

いう理由なんです。

ですから武田先生がおっしゃったように、農学上から見りゃものすごい減収ですけれど

も、これはあえてイネというものに普通に求められる、我々の今までの調査対象になるイ
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ネという範囲での遺伝的範囲内にはそれでも入っていますということで、収量がそれだけ

減った、でもなおかつ、その減ったものの組換え体の環境に対する影響と、もとの非組換

え体の影響と比べてみると有意な差がありませんということで、同程度の安全性を保って

、 。 。いると判断する そういうロジックだと思います 私はそういうふうに解釈しております

一般的に国際的にはそういうロジックでやってます。それでＡとＡ′でうんと差がある、

差がないということは、その入れたもの以外に差がないということではなくて、差はその

うち出てきますから、それはそれで作物の本性ですから認めましょうと。むしろ環境に対

する影響が今までの調べられた範囲を超えるものではないということで、これは安全性が

認められる範囲であるというふうな解釈が行われるのが一般的と思われます。

○近藤委員

私の理解するところでは、見つかった遺伝子が当然、形態に対して影響を与えるはずは

ないもので影響があった場合には、さすがに慎重に扱わなければいけないと考えておりま

す。ですから、すべて形が変わってはいけないということではないですけれども、やはり

形が変わった場合に、その原因というのはやはり慎重に考えなきゃいけないと思ってはい

ます。

○高木委員

ただ、異常に増殖性が増したとか、目的としてない意味でですね。目的とするものとは

関係なしに異常に増殖性が上がってしまったようなのは、やはりある意味でチェックしな

いと。この場合は低下してるわけですけど、そこは慎重に。

○近藤委員

とにかく目的とは違ったケースの場合には、やはり慎重に議論しないといけないと思い

ます。

○高木委員

今のこのトリプトファンの場合、おそらく低下するのは期待してたと思わないんですけ

ど。

○原田座長

我々はそれが生物多様性に影響あるかどうかを判断するわけだと思うんですけれども、

ですから収量をとっても、それが作物の種類によっては生物多様性に影響が出る場合もあ

るし、関係ない場合もあるわけじゃないかと思うんですが、その辺の判断の基盤もこうい

うケースをどんどん積み重ねていって、知見を増やしてということになるんじゃないかと

私は思っておりますけれども。

○鷲谷委員

有害物質の形態も、仕方ないと思っていますけれども、今、土壌に鋤込んで生物で試験

するような形なんですが、例えばトリプトファンなどと代謝経路を共有するような二次代
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謝産物としてどんなものが多く産生されるようになっているかとか、そういうことをチェ

ックして、その二次代謝産物の生理活性などを通じた影響が考えられないかどうかを検討

するというようなあり方もあるように思うんですけれども。有害物質の産生性のチェック

がちょっとこれだと弱い感じがいたします。少量でもある種のものに影響のあるようなも

のもないとも言えないような気がします。

○近藤委員

これは私の考えかもしれないんですが、従来、高速液体クロマトグラフィーとかガスク

ロマトグラフィーのデータでとられてきたわけですが、私は例えば残留農薬であるとか、

あるいは植物ホルモンというのは通常のｶﾞｽｸﾛですとＰＣＥとかＦＩＤはひっかかってき

ません。少なくとも化合物に応じて検査方法を検討しなければいけませんし、それから液

ｸﾛの場合も同じで通常の紫外吸収だけではほとんどそういった毒物というのは引っかかっ

てこないと思います。

○鷲谷委員

代謝強度から考えて、予想できるような二次代謝産物をチェックするというやり方でい

いんじゃないかと思うんです。

○近藤委員

それはあろうかと思うんですね。例えばトリプトファンが多い場合に、当然普通に考え

ても植物ホルモンのｵｰｷｼﾝ は増えるはずなんですよね。ですから、この場合にいろんな変

化が起こってる理由として、ｵｰｷｼﾝ の濃度が高すぎてこうなってる可能性も私はあると思

います。ですから、そういうことは調べられるとは思うんですが、仮に例えばそのｵｰｷｼﾝ

の濃度が高くなったとして、それは有害物質かというと、そうではないので、有害物質産

生性で予想されるものとしてｵｰｷｼﾝ を調べても余り意味がないというふうには思います。

ですから、その部分を含めてそういう物質の産生に関するチェックというのは、申請者

に十分に考えてやっていただくことが当然望ましいとは思いますけれども、それを一般的

にこうしろというふうにはちょっと書けないなとは思いますね。

○鷲谷委員

すごく荒っぽいような気がして、遺伝子組換えという記述のハイテク性に比べて、安全

性の評価については余りにローテクでやってらっしゃるのでアンバランス、その辺につい

てももうちょっとハイテクノロジーでやっていただいた方がいいような気がいたします。

○近藤委員

それについてもいつも問題になってまして、ですから、これよりももっといい方法で汎

用性があるものは開発してもらいたいというふうには・・。

○鷲谷委員

汎用性というか、ケース・バイ・ケースでこういうことが起こっている場合には、こう
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いう二次代謝産物などのチェックを少し詳しくするとか、そんな感じだと思うんですけど

ね。

○近藤委員

それは当然そうなんですね。それ以外に一般にこういうものをお願いしているというこ

とになっています。

○原田座長

トリプトファンは確かにインドール酢酸の前駆体ですから、インドール酢酸が増えれば

生理的にまたいろんなものは出てくるんだろうと思いますけれども、どの段階でどういう

ことをチェックするのかというのは非常に、まあ生理学的にはおもしろいと思うんですけ

れども、環境影響評価ということになりますと、なかなか難しいところが多いと思います

ね。

○鷲谷委員

。 、その影響評価の基礎データという感じだと思うんですけれどもね 代謝程度を見ながら

この辺のものの発現が多くなってないかとかチェックする。

○斉藤技術安全課長

今年の２月９日に環境省と農林水産省で３局長連名通知というのを出してますが、その

中でも有害物質の産生性とか情報の集め方については、基本的には申請者が一番ふさわし

いと思う方法によって出すと。一応こういった方法でというのは示してありますが、それ

にかかわることなく新しい、申請者にとってベストだというような手法を使って情報を出

すということにしておりますので、そういった意味でいろんな調査法というのはどんどん

知見を集めていく必要があると。そういうのをまた申請者・・。

○鷲谷委員

基本的に考えられるような、そういうものでしたら、調査をしてないと言えなくもない

かもしれませんね。申請者としてベストを尽くすとしたら、ちょっとなおざりな試験にな

ってるのかもしれません。

○斉藤技術安全課長

そういったことのないように、新しい知見を含めて申請者にも提供していきたいと思い

ますし、そういう情報を含めて農作物分科会の方でも御検討いただいております。

○原田座長

他にはよろしいでしょうか。

○高木委員

もう１つ、私、植物が専門ではないんですが、おそらくこういうところに出てくる個体
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というのは、導入して得られる個体の中から非常に慎重に選別してきたものが出てきてる

と思うんですけど、１つ、おもしろいと思われるのは、どれくらいその個体にバラつきが

あるかですね。最終的なものがここに出てきてるんだけれども、その前に導入することに

よって、どんなバラつきの個体が得られてるのかという情報がもし役に立つとすれば、非

、 。常におもしろいんじゃないかと感じてるんですが 植物の専門家としていかがでしょうか

○近藤委員

それを出しても余り参考にならない程度のすごいバラつきです。あるものを増やそうと

思った組換えで逆に減るものもありますし、その中で目的に合ってるものを選別して、で

すから、例えば前の申請なんかでも、たまたまそれが引っかかったけれども、後で調べた

らその方法で必ずしも理屈の上で引っかかってくるはずはないとかですね、たまたまとい

うことが結構ありますね。

○高木委員

微生物の場合はいわゆるサイトダイレクトに遺伝子を導入できるので、多くの微生物で

はできるんです。カビなんかではちょっと難しいですけど、バクテリアだとほとんどでき

ますから、そうすると目的のものというのはかなりしっかり取れるんですが、植物の場合

はまだ現在、どこに遺伝子を導入するという染色体の上の位置が選べない状態ですね。そ

ういうときに、どこに入るとどんな影響が出るというような情報がもし蓄積して、バラつ

きをもう少し整理することができると役に立つのかなという気がします。

○近藤委員

目的の例えばある酵素の遺伝子を入れて、実際にその酵素活性のｸﾞﾚｰﾄﾞと目的の形質は

相互関係にあるということは多いんですけれども、どの程度酵素活性が高まるかというの

は１つずつ全部違いますので。

○高木委員

どこに入れるかという技術そのものは一生懸命現在、世界中で研究されているようです

けれども、まだそこまではいかないということですね。

○原田座長

ですから、植物、作物の方にも研究費は重要なんですね。

○吉田研究総務官

素人が口出す話ではないのかもしれませんが、今のは入れた遺伝子の場所とかコピー数

の変異も当然あるんでしょうけれども、植物の場合、再生するときに必ず培養してますの

、 。 。で おそらく培養変異が結構大きいんじゃないですか そういうことはないんでしょうか

○近藤委員

培養変異よりも、やはり遺伝子の話だと思います。
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○高木委員

それは割と簡単に遺伝子を入れないで比較できるわけで、それは皆さん、やってるでし

ょう。ただ、やっぱり遺伝子を入れた場所がコントロールできないので、一つ一つ入った

場所によって個体の性質が違ってくるというのが今、泣きどころですね。

○原田座長

いろいろなコメントありがとうございました。もし他になければ先ほどの表現の問題、

データをベースにした表現の問題、事務局の方でチェックしていただいて、修文案をつく

っていただいて、それを委員の方にお知らせくださるようにお願いしたいと思います。委

員の方から問題がないと判断されたならば、近藤先生の報告どおりにしたいと思いますの

で、どうもありがとうございました。

〈チョウ目害虫抵抗性トウモロコシについての生物多様性影響評価〉

○原田座長

、 、３番目のチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの検討に入りたいと思いますので 近藤先生

よろしくお願いします。

○近藤委員

それでは、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシについて報告いたします。

この申請案件は、第一種使用等の内容が、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及

びこれらに付随する行為となっております。

当該組換えトウモロコシは、 遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が付与されておcry1Ab
ります。第一種使用等の内容は、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及びこれらに

付随する行為となっています。

なお、当該組換えトウモロコシは、我が国の自然環境下での特性を明らかにするため、

第一種使用規程に従って、第一種使用等の場所を隔離ほ場に限定した使用を行います。ま

た、当該組換えトウモロコシは商品化を予定しております。

次に、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容についてですが、これは８ペー

ジに記されております。生物多様性影響評価を行った結果は次のとおりです。

まず、競合における優位性。米国で行われたほ場試験結果では一部の調査項目、開花ま

での日数、雌穂の長さ及び粒列数について相違が見られました。しかし、これらの相違で

非組換え体と比べて競合における優位性が高まることはないということが述べられており

ます。

また、本組換え体は、移入された核酸の発現により、チョウ目害虫への抵抗性が付与さ

れておりますが、そのことによって一時的に生存率が高まったとしても、その他の諸形質

において競合における優位性が高まっていないことから、この形質だけで競合における優

位性が高まるとは考えられないということが示されております。

次に、有害物質の産生性ですが、これは９ページに述べられております。当該組換え体

は導入遺伝子の発現によりチョウ目昆虫に毒性を示す物質 蛋白質を産生します。Cry1Ab
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このため第一種使用等を行った場合に、花粉で発現する 蛋白質により、隔離ほ場Cry1Ab
周辺のチョウ目昆虫が影響を受ける可能性があります。

環境省レッドリストに掲載された絶滅危惧種及び準絶滅危惧種の 種のうち、組換え90
体の開花時期に 蛋白質への感受性がある幼虫の生育期間が重なって、低地から山Cry1Ab
地にかけて生育している 種のチョウ目昆虫を、影響を受ける可能性のある野生動植物16
等として特定いたしました。これらの幼虫は、野原、山地等の自然環境で生息しておりま

して、隔離ほ場の所在地のような環境を主な生息場所としてはいないということです。確

認のため調査しましたところ、これら 種の評価対象絶滅危惧種は当該隔離ほ場周辺に16
は生息していないことが述べられております。

また、同じ を発現する 系統の遺伝子組換えトウモロコシと比較してCry1Ab N4640Bt
おりますけれども、ヤマトシジミに対する 系統の半数致死花粉密度は ～N4640Bt 2000

個／ ㎡で、花粉での 含有量は 花粉でした。本組換え体の花粉での4000 c Cry1Ab 60ng/g
含有量は 花粉で、 の約３倍になります。このため、本組換え体Cry1Ab 200ng/g N4640Bt

の半数致死花粉密度は ～ 個／ｃ㎡と推定されております。700 1300
その影響を受ける範囲は、最大限でほ場から ｍということになります。しかし、実40

2004 10際に花粉の堆積を調査した 年の報告では、葉の上に落下する花粉数は、ほ場から

ｍ離れると１ｃ㎡当たり 個以下になっています。このことから実際に影響を受ける範10
囲はかなり狭い範囲になるということが述べられております。

交雑性についてですが、これは ページに示されていますが、トウモロコシの近縁野11
生種は我が国では自生していることは報告されていませんので、近縁野生種との交雑の可

能性はないというふうに述べられております。

こういったことから当該組換えトウモロコシを、第一種使用規程に従って使用等を行う

場合に、生物多様性影響が生じるおそれはないと判断しております。

農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では、当該チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ

を第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、生物多様性影響が生じるおそれがないと

したこの生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

ただいま近藤座長から報告のありましたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシについて、御

質問、御意見、コメント等、お願いしたいと思いますけれども、事務局に１つだけお伺い

したいのは、本体の方にはいろんな名簿の名前が書いてあるんですが、この概要の方は、

枠がちゃんとできてて所属も書いてあるんですが、氏名が書いてないのは何か意味がある

んでしょうか。

○青木技術安全課長補佐

実は情報公開する上で個人の秘密とか、個人名とか個人を特定できるようなものは一応

伏せるということでこのような空欄になっています。
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○原田座長

じゃ、今後ともこの名簿の欄は名前は出てこないということですか。

○青木技術安全課長補佐

はい。

○原田座長

他にいかがでしょうか。

まあ今の私の質問に関連して、全体の責任者というか、申請者は氏名、住所を全部書く

と、これは別に情報公開上の個人の秘密とは関係ないわけですね。

○青木技術安全課長補佐

代表取締役社長とかいうのは通常公開されてますので、そういった方の氏名は公開して

います。

○原田座長

もし小さいことでも何かございましたら。

○鷲谷委員

昨日も問題になっていると思うんですけれども、鱗翅目の昆虫については、種数ももっ

と多いですし、生態がわかってないものも多いので、この 種で本当にいいのかという16
のは、昨日議論したのと同様に問題になるんじゃないかと思います。

○近藤委員

わかってるもの以外の種類についても注意しろということですね。

○鷲谷委員

先にきっと対処の仕方を考えていただいてるんだと思いますけど、それと同じでいいと

思うんですが、共通のことがいろいろありますよね。１つの種類について出たことに対し

ては、そのことが共通するものについては全部同じように対処していただくというのがい

いかもしれません。プロモーターの問題とかもですけれども。

○原田座長

そのうちにいろいろ留意事項が出てきたのを、その都度、事務局の方から申請者にもち

ろん言ってもらうのはいいんですが、これから申請してくる人たちのために、こういうと

ころに留意してもらいたいということを何かうまく伝える方法はないかなと考えているん

ですが、これはこの検討会の宿題になるかと思うんですけれども。

○高木委員

ちょっと細かいことですけれども 「核酸の複製物は少なくとも３世代にわたって安定、
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して伝達されていること」という４ページのところなんですが、この辺は確実に位置が安

定してるということを確認した実験が入ってるということを事務局の方でいつも確認して

ほしいと思います。

○原田座長

この本体の方に写真か図か何か・・。

○緒方研究調査官

サザンプロットでお示ししてあります。

○高木委員

ときどきＰＣＲでやってるケースがあるんですね。ＰＣＲの場合、遺伝子そのものの構

造は保持されてるというのはわかるけれども、どこに入ってるというのがわからないＰＣ

Ｒもあり得るので、プライマーの選択によっては。その辺は慎重にお願いしたいと思いま

す。

○近藤委員

それは現在でも引き継がれてそういう指示になっているんでしょうか、サザンは必ずや

るという指示になってるんでしょうか。サザン分析はしろと、サザンプロットをやりなさ

いと、これまではそういうことを条件に検討してきてましたけれども、現在の新しい法律

のもとでの事務局からの指示として、サザンプロットによる解析は必ずやってほしいとい

う、そういう指示は言っているのでしょうか。

○斉藤技術安全課長

この３局長連名通知では 「サザンハイブリダイゼーション法またはＰＣＲ法を用いて、

分析すること」という形で、まあこれも例示ですけれども。

○原田座長

それは主な申請者はみんな持ってるわけですね。

○斉藤技術安全課長

これは研究機関と各県と幅広く通知しております。

○原田座長

そういうのは法律から基本的事項とか施行規則とかずっとありますけど、それ全部ホー

ムページで見られるんですか。

○新本農産安全管理課調査官

ちょっと遅れをとっておりまして、もうしばらくかかりますけれども。それから法律な

、 、りは既にホームページに 環境省の方ではそういったホームページをつくっておりまして
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その中に全部入れるような形になってございます。

○近藤委員

、 。高木先生が言われたことに関連しますと 導入遺伝子の安定性にＰＣＲはだめだという

○高木委員

いや、だめというか、その入ったゲノムの方のプライマー使ってればいいんだけど、内

部だけ使っていれば、内部にリアレンジメントが起きてないというのがわかるけれども、

入った位置はわかりませんから、それは慎重に。

それから今のお話の、文章に後代まで、何代までというところまで入ってるんですか。

その使う個体だけじゃなくて、子孫の。

○吉田研究総務官

具体的に何代までとは書いてないです。要は「移入した核酸の存在状態及び当該核酸に

よる形質発現の安定性」ということについての項目のところで、手法として今ありました

「 」。ような ノーザンハイブリダイゼーション法またはＲＴ ＰＣＲ法を用いて分析すること-

○高木委員

それは発現の方ですね。そうじゃなくて遺伝子の存在の方です。

○吉田研究総務官

失礼いたしました。サザンハイブリダイゼーション法、またはＰＣＲ法です。

○高木委員

それはただ「安定性」と書いてあって、まあ数代にわたってということでしょうね。

○吉田研究総務官

「複数世代における遺伝の安定性 、並びに「染色体上に複数コピーが存在している場」

合は、それらが隣接しているか離れているかの別」という項目のところでございます。

○原田座長

他にコメント、御質問ないようですので、それでは農作物分科会の結論はここで承認す

るということにしたいと思います。

○近藤委員

先ほどの鷲谷先生の御指摘などは各申請書にきちっとそういう指示をするのか、まとめ

てやるのか。

○原田座長

今ちょっとホームページのことが出たので私、考えていたんですけれども、何かホーム



- 25 -

ページにずーっと一連の、申請書をつくるに当たっての関係の法律から施行規則まで出て

くるので、それは多分どこかに参考事項みたいなことで、ここでいろいろ注意事項が出て

きたのを。

○鷲谷委員

申請書のことと、知見が少ないというのもあると思うんですが、それについてどうする

かということはまた別の問題になるかもしれません。そのリコンビネーション・ホットス

ポットになるんではないかというような危惧に関する対処ですね。そういう場での遺伝的

な相互作用をしっかり基礎的に研究していくということがないと、かなり不十分な情報の

もとに評価を常に続けていくことになってしまうように思うんです。多くの遺伝子組換え

作物について共通に使われているものですから、全体にかかわることだとは思うんですけ

れども。

○原田座長

先ほどこの検討会の宿題だというふうに申し上げたんですけれども、どういうふうにす

るかですね。何か事務局の方、アイデアありますか。

○吉田研究総務官

ちょっと質問をさせていただきたいんですが、今の鷲谷先生の御指摘ですと、例えばこ

の概要書の９ページに 「 種のチョウ目昆虫を、影響の受ける可能性のある野生動植物、 16
等として特定した」という表現があるわけですけれども、それ自身が特定できないという

ことにもなるわけですね。

○鷲谷委員

イメージなんだというふうに思うんですが。例えば本当に日本に生育している、その地

域に生育しているさまざまな鱗翅目について可能性がチェックされたのかどうかというこ

とで、どういう根拠を持って 種であると言えるのかというあたりです。16

○吉田研究総務官

それはここに書いてありますように 「低地から山地にかけて生育している」というこ、

、 、 、 、とと 絶滅危惧種 準絶滅危惧種というのは これはもう既に 種掲載されてますから90
それの生息地と 種のところからチェックすると 種と書いてあるわけです。90 16

○鷲谷委員

絶滅危惧種だけをどうかなということではないと思いますけれども。

○吉田研究総務官

そうなんですけど、そうすると、ここは何も特定しない方がよろしいんでしょうか。

○鷲谷委員
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もうちょっと広くですね。

○安田野生生物課長補佐

ページで一応その 種が生息してるかどうかということは 「牛久自然観察の森環10 16 、

境調査報告書」で見ているわけですね。一般的にチョウに対してのバイオアッセイがどの

ぐらいあるかというのを、その下のところでヤマトシジミの例を引っ張ってきていて、最

大限 ｍの範囲で影響が出る可能性があるということをいっている。そこだけに生息し40
ているものはないということを考慮すると、個体群レベルで影響を受ける可能性は極めて

低いという、そういうストーリーになっているようです。

○鷲谷委員

幼虫期をずっ土壌中で過ごすものとか、腐ったもののところで幼虫期を過ごす蛾の仲間

、 、などについては 目立つものについてはこういうことでいいかもしれないんですけれども

目立たないたくさんの種がいて、それがいかにも生物多様性を構成しているというのが蛾

の仲間の特徴のような気がするんですが。

○近藤委員

ここに書かれていることは削除する必要はないと。それにプラスアルファとして今のよ

うな記載をするということになるんだと思うんですが、わかっている事実を消し去る必要

はないと思うんですよね。

○鷲谷委員

データとしてある部分をつなぎ合わせるとこういうことになるということでは構わない

と思います。

○原田座長

その他の鱗翅目の蛾やチョウがいるかどうかという。

○安田野生生物課長補佐

いろんなことでやるのが多分できないので、ここではヤマトシジミという１つの手法が

確立されてるものを使って、比較的感受性が高いといわれてるものを使ってバイオアッセ

、 、 、イをして それに半数致死量のある花粉密度がどのくらいかということを調べて さらに

その花粉がシミュレーションでどのぐらいの距離まで飛ぶのかをみていって、 ｍぐら40
いまではどうも致死量として差が出そうなところであるということを言っているんです

ね。

○鷲谷委員

花粉に関してですか。

○安田野生生物課長補佐
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はい、花粉に関してです。

○鷲谷委員

この間、小野里先生がおっしゃったような、他の部分に発現している毒素が鱗翅目の蛾

などに影響するんじゃないかという問題に関してなんですけれども、昨日も確かそういう

ようなことが議論になったんではないかと思います。

○吉田研究総務官

土壌中でのデータは、また分科会の方で議論した上で上げていきたいとは思うんですけ

れども、ただ、これちょっと事務局として言い過ぎかもしれませんが、ほ場の中にいる害

虫というかチョウ目にダメージがある・ないというのは、果たして生物多様性影響の特に

。 、考慮しなきゃいけない事項なのかどうか この場合でも例えば花粉の飛散を見てますのは

ほ場の外に対しての影響を見てるわけですね。

○鷲谷委員

農地というのもそれなりに面積が大きいですから農地における生物相とかも、日本の生

物多様性の重要な要素だと思います。これはトウモロコシ畑ですけれども、特に水田など

は半分ウェットランドとしての。

○吉田研究総務官

お言葉ですけれども、それを言い出しますと、耕地の中は完全に管理をする、ある意味

じゃ農業にとって益のないものについては排除をする、極端な言い方をしますとですね。

○鷲谷委員

生物多様性の保全という目標は農地においても、もちろん生産と矛盾してはいけません

けれども、生産となるべく矛盾しない形で生物多様性を保全するというのは、まあ世界的

な傾向でもあって、ヨーロッパなど、アメリカ合衆国でもそうですけれども、さまざまな

施策が始まっているところで、農地だから、それは生物多様性保全の場ではないという論

理は、今はもう通用しなくなってるんだと思うんですけれども。

○吉田研究総務官

そこは当然できるだけ両立すべきなんでしょうけれども

○小野里委員

例えば我々、水産の立場ですけれども、水田あるいはその周りの水路というものは、ド

ジョウでもメダカでもフナでもゲンゴロウでも、いろんな生物の多様性をつくってる、む

しろ逆に維持してる場所でもあるわけです。したがって、ほ場だから生物を無視してもい

いということには決してならない。

○吉田研究総務官
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私、言葉が過ぎたかもしれませんけれども、例えばさっきのこういうＢＴですとかにな

りますと、ほ場の中におけるそういうものについては、むしろダメージを与えるのが目的

なわけですから。

○小野里委員

収穫に影響を与えるものに対してはダメージを与えるというのが本来の目的であって、

何ら害を与えない生物、そういうものに対して害を与えるというのはこの範疇に入らない

と思うんですよね。例えば先ほど申し上げたように、水田というのは水生生物にとっては

非常に多様性を維持しているところなんですね。

○鷲谷委員

生活史の一部をそこに依存している昆虫などで、しかも、作物の生産にとってはそれほ

ど影響がない、いわゆるただの虫と言われているようなものだとか、益虫的なものも生息

していると思うんですね。平たいところの面積からいって農地が占める面積というのは非

常に大きいですので、そこでの生物多様性というのもかなり重要な要素、日本の生物多様

、 。性の重要な要素として 生産とどう調和させていくかということが問題なんだと思います

、 。その場であるから そこは生産だけが重視されるということではないんだと思うんですね

まあ隔離ほ場が一生懸命隔離しようとすれば、かなり隔離に近いものになると思います

けれども、一般のほ場というのは隔離されているわけではなくて、物質も生き物もその外

と動きながら生態系というのが構成されているんだと思います。そんなふうに農地を捉え

るということが。

○原田座長

いろんな御意見が出てきましたが、座長としてはこの申請書の範囲で、それが農地であ

ろうと水田であろうと議論する必要があると思います。それで、ここでは表題にもありま

すように「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ」なわけですので、そのチョウ目害虫抵抗性

トウモロコシに関与した範囲内で議論していただければと思うんですね。

標的昆虫とか非標的昆虫というのもなかなか定義は難しいかと思いますが、今のディス

カッションの起こりというのは、できるだけ広く大きく鱗翅目の蛾とかチョウへの影響を

見ようということから始まったと思いますので、これからもいっぱい同じような申請書が

出てきて、昨日も議論があったわけですけれども、私が考えてますのは、具体的にはそう

いうのを一回一回の局長や大臣への報告書に繰り返し繰り返し書くのか、あるいはもうち

ょっと賢明な方法があってもいいんじゃないかと思うものですから、ちょっとこの検討会

、 、の宿題としてどういうふうにそれを処置するか これだけの問題じゃないんですけれども

考えませんかという提案をさせていただいたわけですので、これは我々の方も事務局の方

も一緒になって考えられればいいと思うんですが、何もこれだけじゃなくて、他に例えば

高木先生がおっしゃったような問題もほとんど頻繁に出てくるんじゃないかと思いますの

で、もう少し知恵を絞って対応したらと思います。そういうことで御了承いただければと

思います。

それでは、農作物分科会の報告を了承いたしますので、次の議題に移らせていただきま



- 29 -

す。

〈コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシについての生物多様性影響評価〉

○原田座長

今度はコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ、資料４になりますけれども、近藤先生、

よろしくお願いいたします。

○近藤委員

それでは 「コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシについての生物多様性影響評価」の、

検討概要について報告いたします。

この申請案件は、第一種使用等の内容が、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及

びこれらに付随する行為となっております。

遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容ですが、当該組換えトウモロコシは、

遺伝子によりコウチュウ目害虫抵抗性が付与されております。Cry3Aa2
なお、当該組換えトウモロコシは、我が国での自然環境下での特性を明らかにするた

、 、 。め 第一種使用規程に従って 第一種使用等の場所を隔離ほ場に限定した使用を行います

また、当該組換えトウモロコシは商品化を予定しております。

次に、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容について御説明します。９ペー

ジになります。生物多様性影響評価を行った結果は次のとおりです。

競合における優位性ですが、米国のほ場で組換え体と非組換え体の生態及び生育特性に

ついて比較検討を行った結果、生育特性の幾つかの調査項目、例えば発芽日までの日数、

雌穂に対する穀粒数の割合、雌穂の長さ、雌穂の重量、雌穂の直径、及び１列粒数で差異

は認められました。しかし、これらの差異により、組換え体が非組換え体に比べ競合にお

ける優位性が高まることはないと述べられております。

また、本組換え体は、移入された遺伝子の発現によりコウチュウ目昆虫への抵抗性を付

与されておりますが、そのことによって一時的に生存率が高まったとしても、その他の形

質において競合における優位性が高まることは見られていないことから、この形質のみで

競合における優位性が高まることはないと述べられております。

10 Cry3Aa2有害物質の産生性 ページになります 組換え体は導入遺伝子の発現により、 。

蛋白を産生しますが、花粉では検出限界（ μ ）以下であり、また殺虫スペクトル0.01 g/g
も極めて狭く、これまでのところ２種類のコーンルートワーム以外では、コロラドポテト

ビートルと に殺虫活性が確認されているのみであることが述べらBanded cucumber beetle
れております。

隔離ほ場周辺には年間を通じて 種類余りの昆虫が生息し、うちコウチュウ目昆虫1300
は 種類いることが報告されています。 さらに、 蛋白質が殺虫活性を示すこ425 Cry3Aa2
とが確認されているコウチュウ目昆虫４種類の生息について調べた結果、これらのコウチ

ュウ目昆虫は栽培を行う予定の隔離ほ場周辺に生息していないことが判明しております。

交雑性についてですが、これは ページに述べられております。我が国ではトウモロ11
コシと交雑可能な近縁野生種は自生しておらず、交雑性において生物多様性影響を生じる
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おそれはないということが述べられております。

これらのことから、当該組換えトウモロコシを第一種使用規程に従って使用等を行う場

合に、生物多様性影響が生じるおそれはないと判断しております。

農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では当該コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコ

シを第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、生物多様性影響を生じるおそれがない

とした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

それでは、御質問、コメント、お願いしたいと思います。

私、先ほどの名簿にこだわるわけではないんですが、我々委員の名前は全部公開されて

るわけですよね、分科会の方も。それはおそらく責任をはっきりする意味だと思うんです

けれども、この申請者の方では、ちゃんと名簿となっていて名前が載ってなくて、これは

、 、本当に責任をはっきりするという意味からでは 僕は書くべきじゃないかと思うんですが

どうなんですかね。

○斉藤技術安全課長

、 、 、ここにありますが 個人名を特定できるような情報ということは 非開示ということで

この総合検討会は公開でありますし、この資料も全部オープンですので、非開示というこ

とにさせていただいております。

○原田座長

でも、我々も個人であり、個人名が全部公開されてるわけですよね。

○斉藤技術安全課長

本検討会の委員は大臣に 「選定」され公表されている者です。、

○原田座長

僕は双方がちゃんと責任を持ってやるべきじゃないかなと強く思うものですから。

○斉藤技術安全課長

ちょっとこれとは別の件になりますが、独立行政法人などで実際に組換え体を使った研

究をやるときに、説明会とか情報公開をやりますが、実際に研究所にお越しいただいた場

合には所属や名前を名乗って御説明いたしますし、こういう組織があるということも御説

明しておりますけれども。

○原田座長

午前中ありましたっけ。例えば農業生物資源研究所や他の申請書にも載ってなかったん

じゃないかなと思うんですけれども。
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○吉田研究総務官

組織名は書いております。

○原田座長

組織名は書いてありますけどね。それから所長さんとかは、ああいうところなんかほと

んど税金で仕事をしてるわけですので、僕としては委員の名簿がちゃんと公表されて、こ

っちのが公表されないというのはちょっと納得が十分にいかないので、まあいいんですけ

ど、ちょっと納得がいかないですね。他の委員の方、どう考えられているかわからないん

ですけれども。

○吉田研究総務官

先生方の場合には、それぞれこういう知見を持った方といいますか、それぞれの知見を

持った方に生物多様性影響評価についての御意見を聞くわけですので、それは当然オープ

ンにさせていただいているわけですけれども、例えばこの計画書の場合ですと、何かあっ

たときに管理委員会に報告すると。その管理委員会の組織として書いてあるんであって、

個人の山田一郎、山田次郎という名前自身にほとんど意味はないわけでございまして、要

は管理委員会というのはどういう組織で、何人で構成されておるのか、管理者名簿でも、

管理責任者、主任という、そういう体制は敷かれているのかどうか、構成といいますか、

それに意味があると思うんですよね。個人名にはほとんど意味はないと思いますので、無

用にそういう氏名を外へ公表する必要はないんではないかなという判断ではないかと思う

んですけれども。

○原田座長

はい。それから、僕の勘違いでなければ、植物の学名はもちろんイタリックにするかア

ンダーラインすることに決まってますけれども、遺伝子名はイタリックじゃない時もあり

ますよね。

○林委員

遺伝子はイタリックで、蛋白質がキャピタルですね。

○近藤委員

今までの申請書がみんなそうなんですけれども、今の「何とか遺伝子」というふうに書

いてあるときに、最初の部分はイタリックじゃない方が多いんですよね。それは蛋白質と

いう意味で、それに遺伝子もくっつけてるのかなというふうに解釈をしてたんです。その

辺はどうなんでしょうかね。両方あるんですよね。イタリックで書いてあったり両方あっ

て。

○原田座長

わかりました。
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○高木委員

さっきの名前の件ですけれども、これは３つの省庁で一緒にやってますね。こういうと

ころは公開にして、こういうときには名前を出すとか出さないとか、全部の省庁で御連絡

をとって統一的にやっておられるんですか。

○斉藤技術安全課長

１月の８日でしたか、この総合検討会の公開の考え方ということで御検討いただきまし

てまとめたものがございますが、それは個人名等は非公開と。その場合に食品安全委員会

なり、あるいは厚生労働省なり、そういった各省庁の取り扱いを参考にしましてつくった

もので御決定いただいております。

○吉田研究総務官

ですから、今回も様式は、全部統一をとるかといったら、当然それぞれの物によって申

請様式も変わりますので、今、課長が言いましたのは、いろんなこういう審査会とかいう

ところにかかるものがありますので、そういうものの大体の扱いを横並びに見てやってる

と、こういうことでございます。

○武田委員

先ほどの件でもそうだったんですけれども、この組換え体の特性評価とか、あるいは後

作効果については、米国ではこうだったと、よその国ではこうだったという言ってみれば

文献資料なんですよね。分科会の場合なんかはその辺はどうなんですか。アメリカでやっ

たんだから間違いないんだそうだというふうなことなのか。それとももとの数字に当たる

ような、そういうふうに遡及できるようなデータで確認されたのか。そうでないと何かア

メリカでやったんだから間違いないというのを、まる飲み、うのみしてるような感じもあ

るんですが、この概要書だけを見ますと。

○近藤委員

それは非常に難しくて私たちも非常に困ってる問題です。特に隔離ほ場に持っていく場

合はその辺は改めてやるので問題ないんですけれども、一般の環境利用の場合にどう扱う

かというのを非常に悩みながら、ここまでやったらいいかとか、いつも悩みながら検討し

てます。ですから、基本的にはおっしゃられるように、アメリカのデータだけですべてを

信用という考え方は持っていません。

○原田座長

まあ別に信用するしないにかかわらず、土壌条件も違いますし、気候条件も違うわけで

すから、参考にするのはいいと思いますけれども、前の以外はほとんど英文のデータが付

いていて、今回もそうなのかもしれないんですけれども、オリジナルのデータも大体載っ

てましたので、数値なんかもかなり細かく出ていたと思いますが、これはもう申請者の意

思次第ですかね、アメリカでの実験データを付けるとか、付けないとかというのは。
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○斉藤技術安全課長

申請者が行いました生物多様性影響評価に用いたデータ等を、そのデータを踏まえて農

作物分科会で御検討いただいております。さらに足りない場合には申請者に追加データを

求めるということもできておりますので、必要に応じてデータをまたさらに追加して御検

討いただいているということでありますので、アメリカでやったのだからということで、

情報をですね、入手するということであればそれは入手できると。それは企業秘密にかか

わることであっても、農作物分科会では申請者に指示して、必要に応じて収集して評価を

行ったことが正しいかということを御検討いただいております。

○近藤委員

、 、ケース・バイ・ケースで どうしてもこれは必要だということは要求することになって

ですからアメリカのデータをどう評価するかということも当然その中で検討しています。

○原田座長

２件目もシンジエンタだったわけですけれども、それでは、もし問題がなければ農作物

分科会の提案を了承したいと思います。どうもありがとうございました。

〈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の生物多様性

影響評価〉

○原田座長

それでは本日最後の３件目の案件に移らせていただきたいと思います。近藤先生、御説

明をお願いします。

○近藤委員

それでは、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の

生物多様性影響評価の検討概要について報告いたします。

この申請案件は、第一種使用等の内容が、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及

びこれらに付随する行為となっております。

遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容ですが、当該組換えトウモロコシは

遺伝子によりチョウ目害虫であるアワノメイガに対する抵抗性が付与され、またCry1F
遺伝子により除草剤グルホシネート耐性が付与されております。bar

、 、 、なお 当該組換えトウモロコシは 我が国の自然環境下での特性を明らかにするため

第一種使用規程に従って、第一種使用等の場所を隔離ほ場に限定した使用を行います。ま

た、当該組換えトウモロコシは商品化を予定しております。

次に、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容ですが、生物多様性影響評価を

行った結果は次のとおりです。７ページになります。

まず、競合における優位性については、米国で 年及び 年に実施した栽培試験2001 2002
の結果、収量、水分、 ％開花に至る日数、種子密度、草高、穂長、その他倒伏等の諸50
特性について、本組換えトウモロコシと同系統の非組換えトウモロコシとの間に統計学的
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有意差は見られないということが述べられております。

このように国外の試験において、本組換えトウモロコシと従来のトウモロコシとの間に

競合における優位性に影響するような差異は見られておりません。本組換えトウモロコシ

を我が国の自然環境下において使用しても、競合における優位性は大きく異ならないと考

えられるというふうに述べられております。

次に有害物質の産生性、これは８ページから９ページに述べられております。本組換え

Cry1F 1507トウモロコシのチョウ目昆虫への影響に関して、以前、組換え トウモロコシ

で行ったヤマトシジミを用いた生物検定を比較しまして次のような評価を行うことにして

います。

アメリカ合衆国で 年に、組換え トウモロコシ と本組換えトウモロコ2002 Cry1F 1507
シの 蛋白質の発現量の比較試験を行っておりますが、本組換えトウモロコシの蛋Cry1F
白発現量は、茎で 系統の２倍であります。花粉での発現量は と、こちら1507 3.67ng/mg
は ％以下というようになっております。20
当該組換えトウモロコシを隔離ほ場において試験栽培する際には 「遺伝子組換え生物、

等の第一種使用等の方法」の「２．隔離ほ場の作業要領」に記載しておりますが 「 )花、 7
粉の飛散を抑えるため、除雄又は雄穂の袋がけを行い、袋の破れ等のないことを確認し、

花粉の飛散のないことを確認する」というふうに示されております。

、 。 、それから交雑性ですが ページに述べられております 宿主であるトウモロコシは10
我が国における定着の事例がなく、交雑可能な近縁野生種も我が国には自生していないこ

とが示されています。

こういったことから当該組換えトウモロコシを第一種使用規程に従って使用等を行う場

合に、生物多様性影響が生じるおそれはないと判断しております。

農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では、当該チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ

を第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、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適正であると判断いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

、 、 、 。それでは ただいまの近藤座長の御報告 何か御質問 御意見ございませんでしょうか

○武田委員

表２ですが、本組換えトウモロコシの というんですか、これの発現量というのCry1F
があって、その右側、これはある意味でコントロールのつもりで入れてるんだと思うんで

すが、これ自身が組換え体なんですよね。

○近藤委員

そうです。

○武田委員
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何か感じとしては非組換え体をコントロールにしてもらわないと、どのぐらい蛋白の発

現があるのかイメージがわかないような感じがするんですが。

○近藤委員

非組換えではないです。全く入ってません。

○武田委員

だから、あえてこういう書き方をすると、花粉で２割しかないなんて言うと、何か本組

換え体の方がええんやというか、それはどうしても申請する方はそういうふうに言いたい

んだろうけど、何か僕はこれ、コントロールが変なんじゃないかなという気がするんです

よね。

○近藤委員

御指摘のとおりと思います。

○武田委員

それで私、全体についてちょっと疑問なことを、前から感じていたんですけれども、隔

離ほ場というものを、私、実際に見たことがないのでイメージはわかないんですが、農作

物の残渣を例えば埋めてしまうとか燃やしてしまうというようなことを書いてますね。焼

却って、まさか野焼きするんじゃないと思うんだけど、実際どうやってるんですか。

○吉田研究総務官

以前は簡易な焼却炉で燃やしてました。そういう指導でしたので。ただ、ダイオキシン

の問題がありまして、今はそういうことをせずに埋めるか、絶対に運搬途中で落ちないよ

うにして大きな焼却場で燃やすとかですね。

○武田委員

隔離ほ場の中で焼却するような書き方をしてある点が幾つかあるけど、これは今は問題

ですか。

○斉藤技術安全課長

それはほ場の中で焼却炉をダイオキシンの問題がないように設置している隔離ほ場もあ

りますので。

○原田座長

確かに前のルール（ 農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」における「

隔離ほ場の整備方針）を決めたときには焼却炉の設置がほとんど義務づけられていたんで

すね。

○小野里委員
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競合性のところなんですが、害虫耐性ということは、生存性あるいは再生産能力が当然

上がってしかるべきと思うんですが、ここであえて「差がない」と僕は書く必要ないと思

うんですが。というのは、増収量性の組換え体というのも将来申請されてくると思うんで

すけれども、生存性なり再生産能力に優れてるということが、この多様性に影響を与える

という、必ずしもネガティブな影響に捉えなくてもいいんじゃないかなという気がするん

ですけれども。

○近藤委員

確かにおっしゃられるとおりで、本来は抵抗性を高めることによって収穫を上げてるわ

けですから、違いがないというわけではなく、むしろ積極的に、そういう目的でつくった

んだからその面では上がっていると。ただ、これは生物多様性影響評価と直接関係する問

題ではないというふうに評価すべきかと思うんですが。

○小野里委員

もう１つ、全体的な問題なんですけれども、今の害虫に対する対応というのは、薬剤を

まいて、農薬をまいて、殺虫剤をまいて殺してるわけですが、そうすると、非常に多くの

種類の生物がみんな一緒に殺されてしまうわけですね。そういう意味で、こういう標的害

虫を狭めた方法というのは、多少他の生物に影響を与えるかもしれないけど、そういう農

薬をまくことから比べると、生物多様性には非常に貢献してるんじゃないかなというふう

に私は思うんですけれども、そういう比較で採用するとか、しないとかということは考え

られないんでしょうか。

○近藤委員

それはそういったメリットとリスクというものを絶えず比較するというのは当然だと思

うんですが、我が国ではそういうふうになってませんので。

○鷲谷委員

でも、ＢＴ体が製剤として農薬のものもあるので、そちらの方は必要に応じて適宜使う

ということもできると思うんですけれども、遺伝子組換えの方は常に発現してるという。

○小野里委員

将来、標的昆虫に対してだけ効果があるというようなものが出てくると、こういうもの

は非常に・・。

○鷲谷委員

ＢＴ剤は農薬としてもかなり広く使われていたものだと思います。

○近藤委員

いろんな考え方があって、植物の場合に、こちらが希望しないときにも花粉が飛ぶかも

しれないというマイナスのイメージがある一方で、ＢＴ剤の場合はまいてしまうと、植物
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、 、のところだけじゃなくて 農耕地全体も全部やっつけてしまうということがありますので

プラス・マイナス両方あるかと思うんですが。

○鷲谷委員

空間と時間のどちらをとるかという、そういう戦略の問題だと思います。

○近藤委員

本来はそういうことを含めて評価しないといけないと私は個人的には思ってるんです

が、残念ながらそういう仕組みになってません。

○鷲谷委員

それから、化学農薬も選択性はかつてに比べるとかなり高まっているんだと思います。

必要なときに必要なだけ使うという使い方ができるという、そういう意味で広くいろいろ

な面からの比較が必要になってきますね。あと生物農薬も今はありますけれども、それぞ

、 、 、 、れメリット デメリット 生産を上げるためのメリット デメリットもあると思いますし

生物多様性保全上のメリット、デメリットというのもあると思いますので、そういう研究

が余りなされてないような気がしますね。

○斉藤技術安全課長

1507御参考までにですが 武田先生からご質問のありました表２の組換えトウモロコシ、

系統、これは旧指針において農林水産大臣からコモディティとしての確認が取れてるもの

で、かつ食品と飼料の安全性も取れてる系統ということでありますので、御参考までに。

○原田座長

そういうインフォメーション、ぜひ流していただければ我々の審査の助けにもなると思

いますので、お願いしたいと思います。

小野里先生は、もう１つの大事な委員会があるので中座されましたけれども、大体審査

も終了しつつありますが、この最後の案件、よろしいでしょうか。

○近藤委員

これは私が言わなきゃいけないことだと思ってまして、少し書き換えを要求したいと思

っている事項があります。

それは、ここではＢＴトキシンのことだけ触れてますが、除草剤耐性の遺伝子も入って

おりまして、それについての、申請書には記載した表はありますけれども、これについて

審査すべき内容に関して何も触れられていないんです。この 遺伝子というものの性質bar
に基づいた評価を記述してないということがありまして、そこの分を追加で記述をお願い

したいと思ってます。

といいますのは、この遺伝子そのものが除草剤をメチル化することによって無毒化する

というふうに書いてあったと思うんですが、この場合に除草剤だけに特異的に効くもので

あるのか、他の生体物質をメチル化するとか、そういったことはないのかということが気
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になりまして、そこはぜひ書いていただきたいと。私個人としてはそこが非常に気になり

まして、お願いしたいと思ってます。

○原田座長

御指摘ありがとうございました。今の件についても、これは申請者の方が補足の文書を

つくって、それを全委員に回していただけたらと思います。

それでは、これはそういう改善の条件つきで農作物分科会の方の意見を認めたいと思い

ます。

そ の 他

○原田座長

これで本日の５つの申請書についての審査が終わったわけですけれども、議事の )に2
「その他」というのがございますが、事務局より何か「その他」の議事でございましたら

お願いします。

○青木技術安全課長補佐

検討会の４月以降のスケジュールにつきまして、現在調整を図っておりまして、４月か

ら８月までの各委員の先生の御都合を伺わせていただいております。早々に日程を調整い

たしまして４月以降の開催日程を御連絡したいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

○原田座長

「その他」について事務局の方はそれだけですか。

○青木技術安全課長補佐

はい。

○原田座長

それでは、本日の議事全般について特になければこれで本日の議事は終了したいと思い

ます。

○武田委員

次回についてはまだわかりませんか。

○青木技術安全課長補佐

まだ日程までは、来週ぐらいに御連絡できるかと思いますので、お願いします。

○武田委員

大体のところで。
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○青木技術安全課長補佐

、 、 、４月に農作物分科会を１回開いて ４月に総合検討会をやるか ５月にまとめてやるか

そこら辺ちょっとまだ決定してません。

○原田座長

それで良ければ事務局の方に進行をお返しします。

閉会あいさつ

○青木技術安全課長補佐

それでは、最後に吉田研究総務官より閉会のごあいさつを申し上げます。

○吉田研究総務官

御審査大変ありがとうございました。また、まだ３回目ということもありまして、いろ

いろ進め方等不慣れな点、事務局側にも多々ありまして御迷惑をおかけしておりますが、

内容も進みまして、いろいろディスカッションしながら、より良い形に持っていきたいと

思いますので、今後とも御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

○青木技術安全課長補佐

、 。それでは これ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いたします

本日はどうもありがとうございました。

閉 会


