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生物多様性影響評価検討会総合検討会議事録

平成１６年１０月 ７日（木）

於：農林水産技術会議委員室

開 会

○青木技術安全課長補佐

、 。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、まことにありがとうございます。本日、鷲谷

委員が御都合により欠席との連絡をいただいております。

挨 拶

○青木技術安全課長補佐

開会に当たりまして、宮﨑研究総務官よりごあいさつを申し上げます。

○宮﨑研究総務官

委員の先生方におかれましては、従来から生物多様性影響評価につきまして多大な御尽力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

これまで御検討いただきました審査案件は 件になっておりますけれども、そのうち３月に29
御検討いただきました 件につきましては、御案内のとおり６月に大臣承認がなされているわ10
けでございますが、その後５月、７月に御検討いただきました案件につきましても、現在パブリ

、 、 。ックコメントが終了いたしまして 最終的に 承認の可否が決定される見込みになっております

なお、今後、この検討会で御検討いただく予定案件といたしましては、カルタヘナ法の経過措

置期限のものも含めまして、概ね 件程度となっております。40
本日はワタ１件、トウモロコシ１件、計２件の第一種使用規程承認申請につきまして、幅広い

見地からの御検討をいただくことにしておりますけれども、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

本日はどうもありがとうございます。

議 事

○青木技術安全課長補佐

次に、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

お手元の総合検討会議事次第の次に、配付資料一覧という１枚紙がございますので、これで御

確認をお願いいたします。

資料１は１枚紙でございますが 「第一種使用規程の承認に係る申請案件の安全性確認状況及、
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び検討状況」ということで、本日御検討いただきますチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサー

、 。 、ト耐性ワタの安全性の確認状況と 農作物分科会での検討の状況をつけてございます ２番目が

チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシについて記載してございます。

資料２が、枝番の１と２に分かれてございます。枝番の１が 「農作物分科会における検討結、

果 、枝番２が「生物多様性影響評価書の概要」という２部構成となってございます。」

資料３につきましては、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係

る、枝番１が「農作物分科会における検討の結果 、枝番２が「生物多様性影響評価書の概要」」

となってございます。

資料４が 「生物多様性影響評価検討会の開催予定」でございます。、

参考資料でございますが、参考資料１は「カルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された

遺伝子組換え農作物一覧」でございます。これは、農水省のホームページとＢＣＨ、バイオセー

フティークリアリングハウスというものに検索ができるように公開されている資料でございま

す。これで、ごあいさつにありました 件につきまして、６月 日現在ということで承認され10 11
たものとなってございます。

参考資料２が 「カルタヘナ法の経過措置が適用され、第一種使用等に係る承認がなされたも、

のとみなされる遺伝子組換え農作物一覧」というもので、これはカーネーション、ダイズ、トウ

モロコシ、次のページがナタネ、パパイヤ、ワタというものでございます。これは経過措置によ

り承認されているとみなされているものでございますが、右の欄の「総合検討会での検討状況」

の欄に付してございます○、◎、●以外のものにつきましては、今後、総合検討会で御検討いた

だく予定というものでございます。

◎につきましては、総合検討会での検討が終了し、パブリックコメントの手続が終了している

ものでございます。

ただの○につきましては、総合検討会での検討が終了していますが、現在パブリックコメント

を募集しているものでございます。

●の２つにつきましては、本日の総合検討会で御検討いただく案件となってございます。

以上、本日の資料でございます。不足しているものがありましたら、お声をかけていただきた

いと思います。

よろしいでしょうか。

それでは、本日御検討いただく２件の第一種使用規程承認申請書及び生物多様性影響評価書本

体につきましては、必要な際にごらんいただけるように、委員席に配付させていただいておりま

す。

それから傍聴者の方々につきましては、傍聴される方への留意事項に記載されている注意事項

を守っていただくようお願いいたします。

それでは以降の議事進行につきまして、総合検討会の原田座長にお願いいたします。
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〈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

それでは早速、議事に入りたいと思います。

議事の１番目は 「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」とな、

っておりまして、既に農作物分科会で専門的な見地から検討されております。

なお、農作物分科会での検討状況は、資料１のとおりとなっております。

本日の総合検討会では、農作物分科会での検討の概要を、農作物分科会近藤座長から報告して

いただきまして、より幅広い視点から、総合検討会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、御検討をいただきたいと考えております。

議事の進め方といたしましては、農作物分科会における検討結果についての御報告をいただい

、 。 、た後で 委員の皆様で検討を行いたいと思います その後に委員からの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としての取り扱いを決めたいと思います。これを２つの申請案件

ごとに行います。

なお、本日の総合検討会において、除草剤グリホサート耐性ダイズの第一種使用規程の承認申

請書の検討を行うこととしておりましたが、これまで総合検討会では宿主としてのダイズを取り

扱っていないので、いきなり申請書そのものの審査に入る前に、ダイズそのものについて知見を

深めたいとの考えから、本日の総合検討会では、申請書の検討は行わないこととしたいと思いま

す。

それでは議事（１ 「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」の）

１番目の「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタ」について、近藤座長から御報

告願いたいと思います。

よろしくお願いします。

〈チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタの

生物多様性影響評価について〉

○近藤委員

この申請案件は、第一種使用等の内容が「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」となっております。

資料２－１をごらんください。農作物分科会における検討結果について御報告いたします。

まず、この名称ですが 「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタ」となってお、

りまして、申請者は、日本モンサント株式会社です。

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

用規程に従って本スタック系統ワタの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請者

による評価の内容について検討を行いました。主に確認した事項は次のとおりです。なお、本ス

タック系統ワタは、従来の交雑育種法により、チョウ目害虫抵抗性ワタ（ ）及びMON-15985-7
除草剤グリホサート耐性ワタ（ ）を交配して作出されたものであります。これらMON-01445-2
の親系統につきましては、生物多様性影響評価検討会において、個別に、本スタック系統ワタと
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同一の第一種使用等をした場合に生物多様性影響が生じるおそれがないと判断しております。

まず、１番目ですが、意図された形質に係る相互作用について。

由来の （グリホサート耐性遺伝子）がコードする 蛋白MON-01445-2 CP4 EPSPScp4 epsps
質は基質特異性が高いことが示唆されておりまして、 由来の改変型 （チョMON-15985-7 cry1Ac

） （ ）ウ目害虫抵抗性遺伝子 がコードする 蛋白質及び チョウ目害虫抵抗性遺伝子Cry1Ac cry2Ab
がコードする 蛋白質は酵素活性を持たないことから、 蛋白質と２種類のCry2Ab CP4 EPSPS

蛋白質が相互に作用することはないと考えられます。Cry
また、本スタック系統ワタは と同程度のチョウ目害虫抵抗性を有することが、MON-15985-7

を用いた生物検定により確認されております。さらに、本スタック系統ワタTabacco Budworm
は と同様にグリホサート耐性を有することが、グリホサートの散布試験により確MON-01445-2
認されております。

これらのことから、本スタック系統ワタについては、親系統が有する形質をあわせ持つこと以

外に評価すべき形質の変化はないと考えられます。

２番目の競合における優位性です。

本スタック系統ワタは、 由来のグリホサート耐性及び 由来のチMON-01445-2 MON-15985-7
ョウ目害虫抵抗性をあわせ持ちます。しかし、グリホサートが自然環境下で選択圧になることは

ないと考えられ、また、チョウ目害虫による食害はワタが我が国の自然環境下で生育することを

困難にさせる主な要因ではないことから、これらの性質はともに競合における優位性を高める性

質ではなく、したがって、本スタック系統ワタが親系統よりも競合において優位になることはな

いと考えられます。このことから、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いたしました。

３番目の有害物質の産生性です。

MON-01445-2 CP4 EPSPS MON-15985-7本スタック系統ワタは、 由来の 蛋白質産生性及び

Cry1Ac Cry2Ab Cry1Ac Cry2Ab由来の 蛋白質及び 蛋白質産生性をあわせ持ちます 蛋白質及び。

蛋白質はチョウ目昆虫の殺虫作用を有しますが、 蛋白質はグリホサートによる活性CP4 EPSPS
阻害を受けないほかには植物体が本来有する 蛋白質と同じ機能を有しております。したEPSPS
がって、有害物質の産生性を高める性質は持たないと考えられますことから、本スタック系統ワ

タの有害物質の産生性が親系統よりも高まることはないと考えられます。このことから、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

と判断いたしました。

４番目の交雑性です。

我が国の自然環境中にはワタと交雑可能な野生種は自生していないことから、影響を受ける可

能性のある野生動植物等は特定されず、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いたしました。

これらの考察を踏まえ、本スタック系統ワタを第一種使用規程に従って使用した場合に生物多

様性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いたしま

した。

以上です。
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○原田座長

どうもありがとうございました。

ただいまチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタについて御報告をいただきまし

たけれども、この件につきまして、御質問、御意見を委員の皆様からいただきたいと思います。

ちなみに、資料１をごらんいただきますと、この案件につきましてはガイドライン時代、すな

わち指針の時代にも安全性が確認されておりまして、本検討会が発足いたしましてからも、農作

物分科会で７月 日と９月６日に検討をいただいております。16
委員の方から何か御質問、御意見ございますでしょうか。

使用等の内容には「食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬、廃棄等、それら

に付随する行為」となっておりますけれども、この場合ほかの場合と１つ違うのは、栽培が入っ

ていないわけですね。

○高木委員

資料２－２の３６ページ第二のところで 「スタック系統の場合の両方の蛋白質が酵素活性を、

持たないから、相互に作用することはない」という文章は、植物自体の危険性とか安全性の問題

とは別に、科学的な文章としてはちょっとおかしいと思うので、スタック系統を今後考えていく

ときに、この文章でいいのかどうか。蛋白質が酵素活性を持たなくても、相互作用というのは十

分あり得るわけですから。

ただ、相互作用して、何か特別な悪影響が出ないというような表現の方がいいのかなという気

が、ちょっとしますけれども。

○近藤委員

そうですね。蛋白質そのものが相互作用を持たないということではなくて、その蛋白質によっ

て生じる形質に相互作用がないという方がいいですよね。

○高木委員

ええ。だから、内容が悪いというよりはちょっと表現の仕方が、サイエンスの目から見るとち

ょっとおかしいかなと。

○近藤委員

わかりました。

○原田座長

では、そこは修文をするようにしたいと思います。

どうぞ。

○小野里委員

１つ確認しておきたいんですけど、これは３つの外来遺伝子が１つの個体に入っているわけで

すね。それで、そのうち２つの遺伝子が入ったものと、もう１つのものとをつくって、それを交
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配して自殖を繰り返して、今回提案のものができたということですけれども。

それぞれの遺伝子については、かなりこれ、ホモ化されているんだったんでしょうか。それと

もやっぱり、自殖でもまだまだ分離する可能性があったんでしたでしょうか。

○原田座長

確かに、自殖を５代か６代ぐらい繰り返しているわけですね。どの程度純系になっているかと

いうのは、表現が難しい。

○小野里委員

特になかったですね。

○原田座長

ええ、難しいかもしれませんね。そうですね。

○小野里委員

でも、生産者側としては、意図するところはかなり安定化させるためにホモ化をねらっている

のかなと思いまして。直接、多様性とかかわるというわけじゃないんですけれども、これがどの

程度ホモ化されているのかなと思いまして。申請書の ページにあります。24

○原田座長

この試験は、すべて導入した遺伝子の安定性ということに主眼が置かれているんだと思います

けれども。

○近藤委員

そうですね。導入した遺伝子が安定性しか見てないと思いますね。

○小野里委員

トウモロコシですと、大体別系統を交配したＦ１で出荷する形になると思いますけれども、こ

のワタの場合はあちこちで自家受精がありますので、これは自家受精でもワタの場合はほとんど

問題ない作物なんでしょうか。

○武田委員

基本的にワタは自殖性だったものです。

○小野里委員

そうなんですか。

○武田委員

ですから、メジャージーンであれば、ちょっと選抜を加えると、２～３代でもう固定したと見
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て、多分大丈夫だと思うんですけど。

○小野里委員

そうすると、かなり繰り返しているとホモ化することによって、固定されていると。

○武田委員

と考えていいと思いますね。

○原田座長

Ｒ３のときにもこの図にあるように 「商業化品種育成の母本として種苗会社に提供された」、

となっておりますので。

○小野里委員

申請書の ページの図は、 の作出過程で、実際提案されているのはさらに との23 1445 15985
両者の交配種で提案されているというんですね。

○原田座長

ええ。次のページにあるようなことだと思いますけれども。

○武田委員

一応 「両形質を固定した分子を育成」というふうに書いていますね。だから、後代検定等を、

行って固定していることは確認したんだろうと想像しますけど。

○小野里委員

特にこれが問題だということではなくて、参考のために聞いております。

○福嶋農産安全管理課長補佐

それぞれの遺伝子を１コピーずつ挿入されて、後代で安定して、発現していくことが確認され

ていまして、優性メジャージーンですので、それによる遺伝は安定的に行われるということは判

断できているかと。

○小野里委員

ただ、ヘテロで入っていますと、後で分離してきますですよね。

○福嶋農産安全管理課長補佐

劣性のホモが分離した場合という。

○小野里委員

そうですね。この場合劣性と言うと、きっと組み込まれていない側になろうかと思いますけれ
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ども。

○渡邉研究調査官

スタックで利用ですので、その親系統はそれぞれホモじゃないとスタックとしては使用しにく

いと思いますので、ここで両形質を固定した品種というのは、ホモ化したという意味だと思いま

す。それで両親を掛け合わせて、最終的なスタック系統をつくると。スタック系統はもちろんヘ

テロで、先生がおっしゃる意味では２つを掛け合わせますから、一番最後の段階はヘテロです。

○小野里委員

ヘテロになりますけど、それをさらに自殖していって……。

○渡邉研究調査官

はい、それを利用するということですので。

○小野里委員

自殖というか自家受精させながら。

○渡邉研究調査官

はい、その親はホモ系統だと思います。

○小野里委員

わかりました。

○武田委員

やっぱり組換え作物に対する向かい風は、依然として非常に強いと思うんですね。

そのときに、それに対してメリットがあるのであれば、できるだけ言った方がいいと思うんで

すけども。そういう意味で言いますと７ページに、除草剤耐性がついているために不耕起栽培、

いわゆるゼロティレージが可能であると言っている。これは確かに、除草剤耐性の組換え作物の

一つのメリットだと私は思っているんですよ。

ところが、ここで不耕起栽培というのを、どういうふうに受けとめているかというと 「化学、

肥料や農薬の流亡することの少ない」というふうに定義していますね。これはゼロティレージの

極めて狭い一つのメリットでありまして、むしろ土壌流亡そのものが少なくなるとか、あるいは

日本ですと小さなトラクターでやりますけれども、アメリカの場合なんかですと 馬力とか200
馬力という、非常に大きなトラクターを走らせますから、それがゼロティレージで済むとい300

うことは、化石燃料の消費をうんと少なくする。

あるいはそれだけの重さのトラクターが圃場を走り回りますので、いわゆるコンパクションと

いうんですけれども、日本語で言うと踏み固めとでも言ったらいいんでしょうかね、それがなく

て済むということを含めて、ゼロティレージというのは実は、非常に省エネ的な、推奨すべきテ

クノロジーなんですね。
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それを可能にするものとして、除草剤耐性の作物があるということですので、組換え体を使うこ

とによってゼロティレージで済むということが、 世紀にもっと大きな声で言うべきメリット21
でありまして、単に化学肥料や農薬の流亡が少ないというふうに狭く定義するのは、はっきり言

。 、 、うとマイナスだと もっとパワフルなテクノロジーだということを 折をつかまえて強調されて

それが組換え作物の一つのメリットであるということを言われた方がいいのではないかなと思い

ます。

○原田座長

どうもありがとうございました。

、 、 。生物多様性の影響評価に直接関するような御意見 御質問 ほかにはございませんでしょうか

よろしいでしょうか。

、 、 、 。それでは これ以上ほかに御意見 御質問がないようであれば 意見を集約したいと思います

「 」 、申請者から提出されました チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性ワタ については

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適正であると判断しますけれども、評価書の記述に先ほど委員から一部不

適切な部分があるという御指摘がありましたので、それを修正した上で、総合検討会委員の確認

を受けるという条件でお受けしたいと思います。

では、事務局の方、そういうことでよろしいでしょうか。１点、高木委員の御指摘を入れるよ

うにしてもらいたいと思います。

それでは２番目の 「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」の検、

討に入りますので、近藤座長、２つ目の報告をよろしくお願いしたいと思います。

〈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の

生物多様性影響評価について〉

○近藤委員

それでは御説明させていただきます。

名称は今、原田座長から紹介いただきましたように 「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホ、

シネート耐性トウモロコシ」です。第一種使用等の内容ですが、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。

申請者はデュポン株式会社です。

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いました。主に確認した事項は次のとおりです。

まず１番目ですが、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性について。

供与核酸である直鎖状ＤＮＡ断片が本組換えトウモロコシのゲノム中に１コピー移入されている

ことが、サザンブロット分析、塩基配列解析により確認されております。また、 （チョウcry1F
目昆虫抵抗性遺伝子）及び （グルホシネート耐性遺伝子）が安定して後代に遺伝しているこpat

cry1F patとが 複数世代を用いたサザンブロット分析により確認されております さらに 及び、 。 、
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により宿主に新たに付与された形質が安定して発現していることが、複数世代を用いたＥＬＩＳ

Ａ法による蛋白質の分析、生物検定及びグルホシネート散布試験により確認されております。な

お、塩基配列解析の結果、 末端領域に の一部が、 末端領域及ＰＨⅠ Ａの５’ ５’8999 cry1F
び 末端領域 の一部が、 末端領域に の一部が移入され３’ に ３’ ＯＲＦpat 25polyA Terminator
ていることが確認されましたが、これらの遺伝子断片によるｍＲＮＡの転写は行われていないこ

とがノーザンブロット分析により確認されております。

２番目、競合における優位性です。

、 、宿主が属する生物種であるトウモロコシは 我が国において長期間にわたり栽培されてきたが

自生しているとの報告はされておりません。

本組換えトウモロコシには、移入された 及び によりそれぞれチョウ目昆虫への抵抗cry1F pat
性及びグルホシネートへの耐性が付与されております。しかし、チョウ目害虫による食害はトウ

モロコシが我が国の自然環境下で生育することを困難にさせる主な要因ではなく、また、グルホ

シネートが自然環境下で選択圧になることはないと考えられることから、これらの性質により本

組換えトウモロコシが自生化することはないと考えられます。

また、我が国の隔離ほ場における調査の結果、発芽率及び雌穂径において非組換えトウモロコ

シとのわずかな差が認められたことを除き、競合における優位性にかかわる諸形質に有意差はな

いことが確認されております。

以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物は特定されず、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いたしまし

た。

３番目、有害物質の産生性です。

まず、影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定については、

宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物等に影響を与える有害物質を

産生するとの報告はされておりません。

本組換えトウモロコシはグルホシネートを不活性化するホスフィノトリシン・アセチル基転移

酵素（ＰＡＴ蛋白質）を産生しますが、本蛋白質は基質特異性が極めて高く、植物の生長に悪影

響を及ぼさないこと及び動物に対して毒性を持たないことが報告されております。

また、本組換えトウモロコシの有害物質の産生性（根から分泌され他の植物に影響を与えるも

の、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し他の植物に影響を与え

） 、 。るもの の３つの調査が行われており 非組換えトウモロコシの有意差は認められておりません

しかしながら、本組換えトウモロコシはチョウ目昆虫への殺虫活性を有する 蛋白質をCry1F
産生することから、影響を受ける可能性のある野生動植物等として我が国に生育するチョウ目昆

虫が特定されます。

次に影響の具体的内容の評価についてですが、

ＢＴ蛋白質に対する感受性が高く、採集・継代飼育が容易であるヤマトシジミのふ化後 時12
間以内の１齢幼虫に、葉片上に載せた本組換えトウモロコシの花粉を摂食させてその死亡率を調

査したところ、 粒／ の花粉密度において、３日後から死亡率が上昇し始め、５日後には100 cm2

死亡率 ％を超えることが確認されております。50
さらに、影響の生じやすさの評価については、
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農業害虫以外のチョウ目昆虫の幼虫への 蛋白質の曝露経路としては、圃場で栽培されCry1F
または運搬の途中でこぼれ落ちた本組換えトウモロコシから飛散する花粉を食草とともに摂食す

る経路が考えられます。

トウモロコシ畑周辺のヒマワリ葉表面におけるトウモロコシの花粉堆積密度を調査した実験に

よりますと、圃場内で 粒／ 、圃場から２ｍ離れた場所で 粒／ の花粉堆積密度81.7 cm 33.5 cm2 2

が確認されております。本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシの花粉飛散に関する特性

に差異はないことが確認されておりますことから、本組換えトウモロコシが圃場で栽培された場

合は、その周辺に同程度の花粉が堆積すると考えられます。

このため、 蛋白質に対してヤマトシジミと同程度の高い感受性を有するチョウ目昆虫のCry1F
個体については、圃場から２ｍ以内に３日以上とどまるようなことがあれば影響を受ける可能性

があると考えられますが、種または個体群レベルでこのような条件に当てはまるチョウ目昆虫は

存在しないと考えられます。

本組換えトウモロコシの種子が運搬の途中でこぼれ落ち生育した場合は、その個体数は栽培の

場合と比較して極めて少なく、周辺に堆積する花粉の密度も極めて少ないと考えられますことか

ら、栽培される場合と同じように、影響を受けるチョウ目昆虫は存在しないと考えられます。

なお、本組換えトウモロコシの花粉の飛散量が系統ごとに異なることにより、チョウ目昆虫の

死亡が懸念される圃場からの距離がある程度増えたとしましても、上記の結論に影響を及ぼすこ

とはないと考えられます。

以上のことから、生物多様性影響が生ずるおそれの有無については、本組換えトウモロコシが

産生する 蛋白質が我が国に生息するチョウ目昆虫の種または個体群の維持に支障を及ぼCry1F
すおそれはないと考えられ、したがって、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いたしました。

４番目、交雑性ですが、 我が国の自然環境中にはトウモロコシと交雑可能な野生植物は生育

していないことから、影響を受ける可能性のある野生植物は特定されず、交雑性に起因する生物

多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断いたしました。

以上を踏まえまして、本組換えトウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に生物多

様性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御報告をい

ただきましたけれども、この件につきまして御質問、御意見をいただきたいと思います。

これについては、資料１をご覧いただきますと、ガイドライン時代にも安全性確認がされてお

りまして、本委員会の農作物分科会におきましても、６月 日、９月６日、９月 日、３回に25 24
わたって生物多様性影響が評価されております。

どなたからでも結構です、いかがでしょうか。

どうぞ。
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○小野里委員

申請書の ページの上から８行目（資料 の ページの下から６行目）ですが 「１品種20 3-2 13 、

で認められた有意差はトウモロコシの発芽率のばらつきの範囲内であると結論された」と書いて

いますけれども、検定をやる場合は当然、ばらつきの範囲内で差があるかどうかを見ることが非

常に多いわけでして、その有意差がばらつきの範囲内であるから、これは意味がないというのは

非常におかしい。したがって、ここの文章は別な文章に変えるか、ここから削除するかした方が

いいんじゃないかと思います。

○原田座長

、 、 、今までもこういう表現 よく使われてきているんですけれども ここで言わんとしているのは

表現は難しいと思いますが、統計処理をしてみると有意差は出るんだけども、相手が農作物、生

き物であるので、ちょっとした栽培環境、栽培技術、その他の環境要因によってばらつきが出る

ことは往々にしてあるということと思いますが。

○小野里委員

「有意差が発芽率のばらつきの範囲内であると結論される」ということは、だから問題ないと

いう書き方ですね。

○原田座長

はい。

○小野里委員

でも、そもそもそのばらつきの中で有意差があるかどうかを判断するのが、有意差の検定だと

思うんですが。

○近藤委員

組換え体を、例えば２つの系統について調べたときに、一方は有意差がないんだけども一方は

あるということが往々にしてあるんですね。それで、２つやって２つとも有意差があるという場

合は今までほとんどなかったと思うんですけれども、そのときに有意差があるのが、本当に意味

がある有意差なのか。２つやって１つしかなかったということもありますけれども、こういう試

験というのはその圃場の状況、例えば土壌がちょっと違うとかで、実験室の試験管レベルの実験

と比べますと、どうしてもたまたま植えた場所とかで有意差が出るということもあるだろうと思

います。

今回出てきているやつはそういう有意差はない方で、これまであるものはためていたので、も

う一度試験をやり直ししてもらっているんですけれども、有意差があるといっても余り大きな有

意差じゃなかったりした場合に、特に２つのうち１つだけという場合に、それがこの組換え体と

非組換え体だけの比較だけではなくて、一般のトウモロコシならトウモロコシのばらつきの範囲

に入っているかどうかで、これは問題ないというふうに考えるかどうかというやり方を、今まで

やってきているんです。
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○小野里委員

それは十分承知していまして、多分これ、繰り返しやると有意差が出なくなってしまうという

、 、ことは十分あり得るし それからまたこの程度の有意差が生物多様性に影響を与えるかというと

それは私はほとんどないと思っている。

ただ、有意差の考え方ですよね 「ばらつきの範囲内にあるから結論された」というのは、普。

、 。 、 、通有意差を見るときは 多くの場合はそのばらつきの範囲内で判断する だから 差があっても

低い方が高い方を超す個体も当然あるわけですよね。１つ１つのデータを見ていきますと。

だから当然重なっているんだけど、重なりの中で差があるかどうかを見きわめるのが有意差で

すので。

○近藤委員

この場合は、実験に使っている非組換え体と組換え体と２つあるわけですね。その間で有意差

、 、 、は出たけれども このばらついている範囲というのは この試験では確かに有意差が出ているが

、 、 。一般のトウモロコシのばらつきの範囲にあります これは実験結果ではなくて 一般の範囲の中

今回の実験では、１つの方ではたまたま有意差が出ているけれども、このばらつきの範囲という

、 、 、のは 従来の普通のトウモロコシのばらつきといいますか 変異の幅に入っているということで

この組換え体そのものが非組換え体と差がないということを言っているわけじゃないんですね。

この実験では差があったわけです。

○林委員

私もそう思います。誤差分散に比べて主要因な分散が星が１つ、２つかなんかで有意か有意じ

ゃないかということだけを言っているだけのことです。ですから差があっても、誤差分散が大き

、 、 。ければ有意になりませんし 差が非常に小さくたって 誤差分散が小さければ優位になりますね

純然たる統計的な扱いはそうなります。

ですからここは、今、近藤先生がおっしゃったみたいに、有意というのは統計的には誤差分散

が非常に小さければ、当然ちょっとの差でも優位になります。例えば欧米なんかでこういう種類

のドキュメントで、対象品種に比べてどうだこうだと言うときには、大体対象となる慣行的な対

照品種に比べてどうだということです。ここでは有意に差があったとしても、一般のトウモロコ

シ栽培品種のそのグループの中を見れば、それを超えるような大きい差ではないと、大体みんな

そういうふうに結論されています。今までもしてきています。

○小野里委員

分散が加味されて、有意差というのは評価されるんだと思いますね。

○林委員

誤差分散と主分散との比ですよね。有意が星が１つか２つか、あるいは非有意となるか、それ

だけのことです。
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○近藤座長

試験計画をどうするかということによると思うんですけれども、普通は組換え体の組換えたも

のの、もとの組換えてないものとの比較が試験ですね。例えば、違う品種であっても、なるべく

たくさんのものをやって、比較をするということの方が多分望ましくて。

そうすると、組換え体、非組換え体で例えば有意差が出たけれども、ほかの品種の非組換え体

だともっともっと違っていて、その組換え体と非組換え体の差って非常に小さいということが

往々にしてあるんですね。その場合に、そういう違う品種を並べて試験をやって有意差がある、

ないといっても、もともと科学的には意味のある話ではないということがありますけれども、そ

ういうほかの品種と比べた場合には、この差は問題になる差じゃないということを議論したこと

もあるんですが。

○小野里委員

ええ、だから有意差があっても、それの評価の仕方なんですね。数少ない実験でたまたま有意

差が出ても、繰り返せば、有意差が果たして出るかどうか。出ない場合が当然あり得るわけで。

そういう評価とか、あるいはここは有意差があったけれども、実際の平均値の差は極めて小さ

くて、それがもしあったとしても、生物多様性に影響を与えるとは考えられないとか、そういう

評価でしたら私は全然問題に思わないんですけども。

○近藤委員

難しいですね。一応、それぞれについて結論を出しているのでこういう書き方になっていて、

「 」 、 「 」ここのところは有意差がありました とはっきり述べて でも総合的には 多様性影響はない

という書き方もできますし 「それぞれについても有意差はあるけれども、本来は大した有意差、

じゃない」ということを強調して述べるかという違いだと思いますけれども。

今まではここは差がありました、ここも差がありましたということを述べていて、最後に、差

はあったけれども 「これは生物多様性影響評価としては問題ない」という結論の書き方ではな、

くて、各項目について差があっても、それはほかの品種と比べたときに問題になるような差では

ないということがわかっている場合には、そこでそれを明記するということを今までやってきて

いるんですね。ここでもそういう書き方でこういうふうになっているんですけれども。

○小野里委員

言われている内容は、もう十分私、理解しているつもりなんですけれども、ここの文章として

問題ないかどうか。

○武田委員

確かに、書き方については 「たまたまこの比較では統計的に有意差があったけれども、それ、

」 。は実態的に問題になるほどの差ではなかった という書き方にすればいいのではないでしょうか

事実、この４％の発芽率の差が、実態的に意味があるとは思えないけど、この書きぶりは、ちょ

っと工夫の余地はあると、私は思いますね。
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○近藤委員

。 、 、 、そうかもしれませんね 私たち 実際に議論するときには こういう書き方の議論ではなくて

この間の有意差は問題ないという議論をしていますからね。

○武田委員

そう。ですから、もっと大局観のある書き方をしていただけたらいいと思うんですよ。

○原田座長

それでは、ここは両委員を満足できるような表現に修文をすることにいたしましょう。

ほかによろしいでしょうか。

○林委員

今回の案件で、追加情報の資料ですが、これを拝見して、３つの点について試験結果は、これ

で私はデータとしては十分だと思います。

、 、 、それで１つ教えていただきたいのは 追加資料の１ページの レタスに対する陽性対照として

レモングラスを使ったと書いてあります。追加資料の１ページの一番下から２行目。２ページに

もあります。陽性対照として用いたレモングラスについてはレタスの発芽抑制が認められ、本実

験系が機能していることが確認されたとありまして、実験系が機能していることを発芽抑制で、

それをレモングラスを陽性対照としてみたということでしょうか。

○近藤委員

そうですね。レタスに対して他感作用を有することがわかっているレモングラスを用いると、

確かに土に影響が出ているんだけど、こちらの問題になっていることは影響がないので問題がな

いということで確認しています。

○林委員

そういう意味で 「本実験系が機能していることが確認された」という意味ですか。、

○近藤委員

影響あるはずのものが、与えても影響がないような試験ではないということです。

○林委員

わかりました。

○原田座長

よろしいですか。

○林委員

はい、結構です。
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○原田座長

それではほかに御意見、御質問もないようですので、この２番目案件につきましても、意見を

集約したいと思います。

申請者から提出されたものについては、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しますけれど

も、評価書の記述に一部不適切な部分がありますので、当該部分を修正して、総合検討会委員の

確認を受けることを条件としたいと思います。よろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。

そ の 他

○原田座長

これで２つ終わりまして、議事の（２ 「その他」ですけれども、何か事務局の方から連絡事）

項はございますでしょうか。

○青木技術安全課長補佐

次回の総合検討会ですが、別添の資料にありますとおり、 月 日金曜日に開催を予定した11 12
いと考えてございます。大変お忙しいところとは存じますが、よろしくお願いいたします。

御出席いただけない場合には、評価書等に係る御意見等を事務局まで送付いただきたいと存じ

ますので、お願いいたします。

それから、本日総合検討会で御検討いただきました案件２件につきましては、本日の指摘を受

けまして必要な修正を行い、委員の御確認をいただいた上で、パブリックコメントの手続に入ら

せていただきたいと考えてございます。

○林委員

よろしいですか。資料４ですけれども、今までいただいた分には変更ないわけでしょう。その

後、決まったのがここへ加わっているということですか。前回もたしかこういうのをいただいた

と思うんですけれども。

○青木技術安全課長補佐

終了したものを順次削除して、縮めているだけで変わってございません。

○林委員

変更はないんですね。

○青木技術安全課長補佐

ございません。
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○林委員

わかりました。ありがとうございました。

○高木委員

それから、参考資料１と２の関係は、対応をつけてないんですが、資料２で○印がついたのが

資料１になっているんですか。

○青木技術安全課長補佐

参考資料１につきましては、青紫色カーネーションの から始まりまして、 番目の直123.2.2 10
立葉半矮性イネの 件につきましては、既に大臣の承認がとれているものということになって10
ございます。

参考資料２は、まだ大臣承認がとれていないものでございます。８月 日までに申請書の受18
理がされたものでございます。

○高木委員

わかりました。

○武田委員

何もマークがないのは、今後審査にかかってくる予定というものですか。

○青木技術安全課長補佐

はい、総合検討会で今後審議に入るものでございます。

○原田座長

先ほど林委員から御指摘のありました日程表は、私もちょっと気になっているんですが、毎回

事務局の方でつくって配ってくださるんですけれども、あれが配られますと、何か変更があるの

かなと思ってしまいますので、変更が万が一あったときに知らせていただくことにして、それ以

外の時はもう結構じゃないかなと僕は思っています。

そのかわり、今、高木委員から御質問のありました参考資料１と２は、毎回リニューアルした

のを配っていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

○齋藤技術安全課長

わかりました。参考２の◎が、近いうちに大臣承認をとって、参考１の方に上がっていくこと

になります。

あと、さらに、みなし承認されたものということで掲げられて、これから総合で御検討をとい

、 、 、うことになりますが それに加えまして 全く新規で来年度隔離圃場試験などを行う案件などが

これに加えて上がってくると思いますので、それもまたよろしくお願いしたいと思います。
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○高木委員

印がついてないものは、農水省に申請書は来ているけれども、まだ全く審査がされていないも

のですね。

○齋藤技術安全課長

ええ、まだ審査を始めていないものです。

○高木委員

ダイズの関係はまだですね。

○齋藤技術安全課長

はい、まだです。

○林委員

せっかくなので、私も教えていただきたいんですけれども、参考資料１で あって、これは10
全部ＢＣＨ（バイオセーフティクリアリングハウスのホームページ）に載ったものですね。

○齋藤技術安全課長

そうです。

○林委員

それで、参考資料２の一番進んでいるのは◎で、これは大臣承認までＯＫされたのが◎で、た

だＢＣＨにはまだ載っていないというものですか。

○齋藤技術安全課長

いいえ、大臣承認はまだで、パブリックコメントの手続が終わったということですね。

○林委員

◎がですか。

○齋藤技術安全課長

◎がです。その後、承認するかしないかを両省で決定しまして。

○林委員

何か書いてありますか。

○齋藤技術安全課長

参考資料２の２ページの１番下の注３に記載していますが、◎が付されているものは、総合検

討会での検討が終了し、パブリックコメント手続きが終了しているものです。
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○林委員

◎はパブリックコメントは終わっているものですね。

○齋藤技術安全課長

はい、終了しております。そして、パブリックコメントが終わった後に、承認の可否の手続に

入りますものです。

○林委員

◎は承認の可否を待っているものですか。

○齋藤技術安全課長

はい。

○林委員

すると、この◎の先がＢＣＨへの掲載ですね。

○齋藤技術安全課長

◎の先が、参考資料１の方になります。

○安田野生動物課長補佐

◎になって、その後に両省で決裁をとって、承認するかどうかを決定して、それと同時にＢＣ

Ｈに載せるという形になります。

○林委員

はい。わかりました。

○高木委員

２の方は、ＢＣＨには載ってないわけですか。

○齋藤技術安全課長

ええ、まだです。

○安田野生動物課長補佐

この一覧表は載せてございますけれども、個別のものとしては載っていないです。

あと、パブリックコメントのページに、それぞれのパブリックコメントにかけているものにつ

いては載っております。

○齋藤技術安全課長

ちなみに、農林水産省のホームページの「食料 、をクリックしていただき 「食料消費政策農」 、
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畜水産物の安全対策に関する情報」の項目の中の「遺伝子組換え生物等の生物多様性影響に関す

る情報コーナー」そしてその中の「４ 遺伝子組換え生物等の承認」を順にクリックいただきま

すと、この参考資料１が出てきますが、参考資料２の総合検討会での検討状況はホームページに

は載っておりません。きょうの会議のために、これを追加して整理したものです。

○原田座長

本日の議事全般について、今ももう既に幾つか御質問があったわけですけれども、ほかにござ

いますでしょうか。

僕もちょっとみなし承認というのがよくわかってないから聞いてなかったんですけれども、こ

の前説明をいただいて、今は理解しているつもりですが、早くなくなるといいと思っています。

そうするとすっきりしますよね。

それでは、もし他にないようでしたら、本日の議事は以上で終了しましたので、事務局の方に

お返しします。

○青木技術安全課長補佐

どうもありがとうございました。

これをもちまして、生物多様性影響評価総合検討会を閉会といたします。どうも御苦労さまで

した。

閉 会


