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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 １ ７ 年 ７ 月 ２ １ 日

於・農林水産技術会議委員室

開 会

○龍口技術安全課長補佐

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。

まず、最初に今年度新たに設置いたしました林木分科会から総合検討会に御出席いただ

きます井出雄二委員を御紹介いたします。井出委員は、国立大学法人東京大学大学院農学

生命科学研究科教授で、御専門の方は森林遺伝育種学とお伺いしております。忌憚のない

意見をよろしくお願いいたします。

○井出委員

どうぞよろしくお願いいたします。

○龍口技術安全課長補佐

委員の出欠ですが、小野里委員、鷲谷委員からは御都合により欠席との御連絡をいただ

いております。

挨 拶

○龍口技術安全課長補佐

それでは、開会に当たりまして技術安全課長の東條より一言御挨拶申し上げます。

○東條技術安全課長

それでは、一言御挨拶申し上げます。
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本日は、大変お忙しい中、先生方にはこの生物多様性影響評価検討会総合検討会に御出

席いただきまして誠にありがとうございます。

また、日頃から遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の検討に当たりまして大変お

世話になっております。この場を借りましてお礼を申し上げたいと思います。

さて、本日のこの総合検討会につきましては、環境省と農林水産省の共同開催となって

ございます。本日は、６月９日に続きまして、今年度２回目ということでございますが、

本日は、農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺伝子組換え農作物として農林水産

大臣及び環境大臣に申請のありました第一種使用規程承認申請４件につきまして御意見を

賜りたいと考えております。先生方、それぞれ御専門の立場から幅広い御意見をいただけ

ればと考えております。

それから、第一種使用規程の承認状況でございますが、前回６月９日の総合検討会の開

催以降は承認案件はございません。承認件数として前回御報告した累計で 件ということ46

で変わりはございませんが、なお、前回御審議いただきました除草剤グリホサート耐性ワ

タ、これにつきましては去る７月８日よりパブリックコメントを開始しているという状況

でございます。

、 、 。以上 簡単ですけれども 御報告申し上げまして挨拶とさせていただきたいと思います

今日はどうぞよろしくお願いします。

配付資料の確認等

○龍口技術安全課長補佐

それでは、議事入る前に配付資料の確認をさせていただきます。

お手元に本日の議事次第がございますが、この下に配付資料一覧がございますので、御

確認を願います。その下に本日の座席の配置図がございます。

その次からが資料になりますが、資料１といたしまして、本日御検討いただきます申請

案件の安全性の確認状況でございます。

その次に資料２－１、２－２といたしまして、本日の１件目の除草剤グリホサート耐性

トウモロコシの農作物分科会における検討の結果と評価書の概要でございます。

その次に資料３－１、３－２といたしまして、２件目の案件、除草剤グルホシネート耐

性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの分科会における検討結果と概要でございます。
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続きまして、その下に資料４－１、４－２といたしまして、３件目、除草剤グリホサー

ト耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの分科会の検討結果と評価書の概要でござい

ます。

資料５－１、５－２といたしまして、チョウ目害虫抵抗性及びコウチュウ目害虫抵抗性

及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシの分科会における検討結果と概要でございま

す。

その下でございますが、本日のその他の案件として１件御検討いただきたい事項といた

しまして 「ナタネの名称表記について」ということで、 属の名称表記についてで、 Brassica

ございます。

あと、委員の先生方の資料の中にはこれまでの農環研の研究報告なり、そういった形で

出ておりました資料ですが、本日おいでいただいております林委員から伺いましたもので

すが、きちっと論文として出て、レビューのされたものということで論文が出ております

ので、それをつけております。

あと、８月以降の会議の日程の案ということで示させていただいております。また、こ

の日程について特段の問題等ありましたら事務局の方に御連絡いただければと思います。

不足している資料等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

傍聴者の方々に申し上げます。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よろしくお願いいたします。

それでは、以降の議事進行につきまして、原田総合検討会座長にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

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について

○原田座長

それでは、議事次第に従いまして本日の検討を進めてまいりたいと思います。よろしく

御協力をお願いしたいと思います。

まず議事の１番目ですが、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の

検討となっております。既に農作物分科会の方で専門的な見地から検討が終了しているも

のでございます。なお、農作物分科会での検討状況は資料１のとおりでございます。本日
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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の近藤座長からまず報告し

ていただきまして、その後、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、ただいま申し上げましたように、まず農作物分科会に

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。その討論の後に委員からの御意見を集約して申請案件についての総合検討会の取り

扱いを決めたいと思います。

、 、 。それでは まず最初に 除草剤グリホサート耐性トウモロコシＧＡ の検討に入ります21

最初に近藤農作物分科会座長から御報告をよろしくお願いします。

〈除草剤グリホサ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

報告としましては、資料２－１、あるいは３－１という「農作物分科会における検討の

結果」というところの１枚の両面の資料ですが、これを報告させていただきたいと思いま

す。

それでは、最初に資料２－１ですが、名称は、除草剤グリホサート耐性トウモロコシＧ

Ａ です。21

第一種使用等の内容は、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す。 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以下の

とおりです。

１番の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ですが、 本組換えトウ

モロコシはパーティクルガン法を用いて作出されており、プラスミド pDPG434 に含まれる

除草剤グリホサート耐性遺伝子（ ）発現カセットが導入されています。サザンブロmEPSPS

ット分析等の結果から、① 5 ′末端の一部を欠く 遺伝子カセット１コピー、②完mEPSPS

全長 遺伝子カセット３コピー、③ 遺伝子カセットの一部、④ ract プロモmEPSPS mEPSPS
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ーターの一部がゲノム中の１カ所に挿入されていることが確認されています。

なお、③、④から検出可能な量の は産生されていないことが、ノーザンブロットmRNA

分析によって確認されています。

また、 が安定して後代に遺伝していることが、複数世代におけるをサザンブロmEPSPS

ット分析により確認されています。更に、 により付与された形質が複数世代におmEPSPS

いて安定して発現していることが、 及びグリホサート耐性の検定により確認されてELISA

います。

２の競合における優位性についてですが、 宿主が属する生物種であるトウモロコシに

ついては、これまで我が国において栽培等がなされているが、我が国において自生化する

との報告はされていません。

本組換えトウモロコシについては、移入された により、除草剤であるグリホサmEPSPS

ートへの耐性が付与されているが、グリホサートが自然環境下で選択圧になるとは考えに

くく、また、我が国の隔離ほ場における調査の結果、粒列数及び 粒重を除き、本組換100

えトウモロコシと非組換えトウモロコシとの間に、競合における優位性に関わる諸形質に

有意差はないことが確認されています。これらのことから、本組換えトウモロコシが非組

換えトウモロコシよりも競合において優位になるとは考えにくいとされています。

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、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の有害物質の産生性についてですが、 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、除草剤グリホサートに対する耐性を付与する 蛋白質mEPSPS

mEPSPSを産生するが、本蛋白質が有害物質であるとする報告はされていません。また、

蛋白質は芳香族アミノ酸を構成するシキミ酸経路を触媒する酵素であるが、当該経路の律

速酵素ではないことが明らかになっており、実際に、本組換えトウモロコシの芳香族アミ

ノ酸含量は非組換えトウモロコシと相違がないことが確認されています。更に、 蛋EPSPS

白質はホスホエノールピルピン酸及びシキミ酸－３－リン酸と特異的に反応する酵素であ

ることから、 蛋白質が他の物質の反応を触媒して異なる物質が産生されることはmEPSPS

ないと考えられます。
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また、我が国の隔離ほ場試験において、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、枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）を調査しているが、非組換えトウモロコ

シとの有意差は認められていません。

これらのことから、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

ると判断いたしました。

４の交雑性についてですが、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種

は生育していません。このことから、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定され

ず、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、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。

ただいま除草剤グリホサ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。どなたからでも結構

ですけれども、何かございますか。 どうぞ。

○高木委員

「 」 、１ページ目の１に 移入した核酸の存在状態 云々という部分があるわけですけれども

組換えがいろんなところで起きて断片化しているよう遺伝子が、４種類ありますが、こう

いうケースは今まであんまりないのですけれども、これは何かこうなるＤＮＡの配列上の

特徴があるんでしょうか。

それともう１つ、③、④はメッセンジャーＲ Ａは産生されていないと書いてありますN

けれど、①はどうなのかという点もあわせて教えていただければと思います。

○近藤委員
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断片化したものが入っているというのは今までにもありました。

○高木委員

ないわけではないですけれど。

○近藤委員

かなりあります。でも、これは多いことは多いですね。

○高木委員

そうですね。

○近藤委員

ただ、こういう事例は今まで多かったと思います。

○高木委員

特に核酸の構造上、断片化するというようなことが何か根拠はあるのでしょうか。特に

わからないでしょうか。

○近藤委員

これは移入法がパーティクルガンですが、アグロバリテリウムと違うかもしれないです

ね。この遺伝子は今までも使われているものなので。

○高木委員

カセットは。

○近藤委員

、 。カセットはちょっと違うかもしれませんが 特にそういうことではないと思っています

○高木委員

それから、①は発現しているんですか。
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○渡邉研究調査官

これは区別できないからだと思います。

○高木委員

②と比べてということでしょうか。

○渡邉研究調査官

はい。②は完全なカセットで、①はプロモーターの一部が欠けている状態で、その欠け

たプロモーターから発現しているものを他の完全なカセットから発現したものと区別する

ことができないのでということだと思います。

○高木委員

７ページの図でいくとどの部分になりますか。

○原田座長

資料の２－２の７ページということでいいですか。

○高木委員

そうですね。

図１、プラスミドベクターと書いてある。これでいくと、 １のこの一部が欠けてP-ract

いるということ。 の前のところが欠けているということなんですか。intron

○渡邉研究調査官

１というのが、これはプロモーター領域ですが、そこの右側の方からといいましP-ract

ょうか、 ′側が欠如しているということです。5

○高木委員

、 、プロダクトであるメッセンジャーＲＮＡの大きさは同じなので ②と区別がつかないと

そういう具合に考えていいですか。
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○渡邉研究調査官

そうです。もしプロモーターとして機能していて発現したとしても、完全なカセットか

ら発現したものと同じものになるであろうということで、区別できないということです。

○原田座長

他にいかがでしょうか。

何か御質問、御意見ございますでしょうか。

井出先生、最初かもしれませんが、何か御意見ありましたらどうぞ御遠慮なくおっしゃ

ってください。よろしいでしょうか。

特にこれ以上ございませんでしょうか。よろしいですか。

それでは、特に御意見ないようですので、この案件の総合検討会としての意見を取りま

とめたいと思います。

申請者から提出された除草剤グリホサート耐性トウモロコシＧＡ について、第一種使21

用規程に従って使用した場合、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

響評価書の内容は適正であると判断する。こういう取りまとめでよろしいでしょうか。

御意見なければ、そういうふうにさせていただきます。事務局の方から申請者に対して

この旨御連絡いただきたいと思います。

続きまして、除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシＴ ×Ｍ25

ＯＮ の検討に入りたいと思います。810

最初に近藤農作物分科会座長から御報告をお願いしたいと思います。

〈除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの

生物多様性影響評価について〉

○近藤委員

先ほどと同様に資料３－１に基づき報告させていただきます。

名称は、除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシＴ ×ＭＯＮ25

です。810

第一種使用等の内容は、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す。申請者は、デュポン株式会社です。
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農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第

一種使用規程に従って本スタック系統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

以下のとおりです。

なお、本スタック系統トウモロコシは、従来の交雑育種法により、除草剤グルホシネー

（ ） （ ）ト耐性トウモロコシ とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシACS-ZM003-2 MON-00810-6

を交配して作出されたものであり、これらの親系統については、生物多様性影響評価検討

会において、個別に、本スタック系統トウモロコシと同一の第一種使用等をした場合に生

物多様性影響が生ずるおそれはないと判断されています。

１の意図された形質に係る相互作用についてですが、 由来のグルホシネーACS-ZM003-2

ト耐性遺伝子 がコードする 蛋白質は基質特異性が高く、 由来のチョpat PAT MON-00810-6

ウ目害虫抵抗性遺伝子 がコードする 蛋白質は酵素活性を持たないことが報cry1Ab Cry1Ab

告されています。したがって、 と が付与する形質が相互に影響を及ぼす可能性pat cray1Ab

はないと考えられます。

なお、本スタック系統トウモロコシにおける 蛋白質、 蛋白質の発現量が、PAT Cry1Ab

及び におけるそれぞれの蛋白質の発現量とほぼ同等であるこACS-ZM003-2 MON-00810-6

とが 法による蛋白質の分析により確認されています。また、本スタック系統トウモELISA

ロコシのチョウ目害虫抵抗性については、ヨーロッパアワノメイガを用いた生物検定によ

り、 と同程度であることが確認されています。MON-00810-6

以上より、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこ

と以外に評価すべき形質の変化はないと考えられます。

ACS-ZM003-2２の競合における優位性についてですが 本スタック系統トウモロコシは、 、

由来の除草剤グルホシネート耐性及び 由来のチョウ目害虫抵抗性を併せ持ちMON-00810-6

ます。しかし、グル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、また、

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いことから、これらの性質は共に競合における優位性を高める性質で

はなく、従って、本スタック系統トウモロコシ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。

ACS-ZM003-2３の有害物質の産生性についてですが、本スタック系統トウモロコシは、
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。由来の 蛋白質産生性及び 由来の 蛋白質産生性を併せ持ちますPAT MON-00810-6 Cry1Ab

蛋白質はチョウ目昆虫に対する殺虫作用を有するが、一方、 蛋白質は動植物Cry1Ab PAT

に対する有害物質ではないことが確認されていることから、本スタック系統トウモロコシ

は両蛋白質を併せ持つとしても、そ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の交雑性ですが、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 本スタック系統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。

ただいま除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗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。どなたからでも結構ですので、御質問等ありましたらお出しいただきたいと存じま

す。どうぞ。

○井出委員

私はこういう組換え植物同士の交雑というのは経験がないので教えていただきたいので

すが、例えば先ほどの案件ですと、導入した遺伝子の不完全な断片とか、そういうものが

ゲノム内にあるということで、それは働いていないということが確認されていますが、こ

こでも、例えばここのもとになった組換え植物についてはそういうものが一部ですけれど

も、あるように見られますけれども、そういうものは交雑によって何か問題を起こしたり

ということは考えられないのでしょうか。
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○原田座長

どなたからお答えするのが適切かわからないのですけれども、私から申し上げるとすれ

ば、今までの経験の範囲ではそういうことは認められていないと思います。

○近藤委員

染色体が組換わったりした場合には交雑したところでどうなっているかということはわ

からないということはありますけれども、それは断片が入っているだけではなくて、全て

の場合に何か起こるかもしれないということだと思います。断片がたくさん入っていれば

その確率が増えるかもしれないということはありますけれども、今、原田先生がおっしゃ

ったようにそういうことは観察されていないということと、それからここで特に試験を要

求はしていないのですけれども、もう既にこれは栽培されているわけで、特段、別に変わ

ったことは観察されてはいないということもあると思います。

○井出委員

わかりました。

○原田座長

ほかにいかがですか。

○高木委員

今日配られた資料の４枚目に資料１というのがございますね。これ、ちょっと説明して

いただいた方がいいかなと思うんですけれど、一番上の１番のものは 年とか全部入っ1998

ていますが、今のものは隔離ほ場とか栽培のところはマイナスになっていますね。それか

ら、その下の３番のところでは今御質問があった「両親が承認済のスタックのため、申請

する必要がないものとして確認されている」という文章もあるので、ちょっとこの資料１

を御説明いただけますか。

○龍口技術安全課長補佐

それでは、資料１つについて御説明したいと思います。

本日の案件の、既に終わっておりますが、１番目の除草剤グリホサート耐性トウモロコ
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シにつきましては、農作物分科会において９月 日、この際に追加試験を求めているため24

に、２回目が本年の６月６日と６月 日に分科会では検討を行いました。20

旧指針――農林水産省の方での旧指針での確認でございますが、 年に隔離ほ場の確1998

認、あと、コモディティ、栽培を除く使用、加工、保管、運搬等そういったものの確認を

1998受けております 同様に栽培についても これは一般栽培ということでございますが。 、 、

年に確認を受けているということでございます。食品についての安全性確認が行われまし

たのが 年、飼料についてが 年ということになってございます。2001 2003

その次の除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシＴ ×ＭＯＮ25

でございますかが、これは農作物分科会での検討が５月 日、６月６日、６月 日810 12 20

に行っております。隔離ほ場等での旧指針における確認というのは行われておりません。

そのためにマイナスになっております。コモディティについて旧指針において 年に確2002

認を行っている。このコモディティのみで、栽培についての確認は行われておりません。

食品についての確認が 年、飼料についてが 年に行われております。2003 2001

続きまして、次の案件になりますが、除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性

トウモロコシＧＡ ×ＭＯＮ につきましてですが、これにつきましては農作物分科会21 810

で６月 日、７月１日に検討を行っております。このＧＡ とＭＯＮの 、これは両20 21 810

方とも旧指針において確認を受けている、承認を受けているものということで、旧指針に

おきましては承認済みのスタックの場合には申請をして承認を受けるということが必要が

。 、ないものということで確認が行われております 食品について法律に基づく承認が 年2003

飼料についてが 年に行われております。2001

そして、最後の案件になりますが、チョウ目害虫抵抗性及びコウチュウ目害虫抵抗性及

び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ × でございますが、農作物分科会で1507 59122

の検討は６月 日、７月１日に行われております。この案件につきましては、旧指針、食20

品、飼料のところ、すべてマイナス、バーになっておりますが、これは新規に申請された

案件で、食品、飼料につきましても現在審査を行っている最中という状況でございます。

以上でございます。

○原田座長

高木先生、よろしいでしょうか。
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○高木委員

隔離ほ場がマイナスというのとプラスというのは同等に扱っていいんですか。

○原田座長

（ ） 。旧指針 農林水産分野等における組換え体の利用のための指針 のところでの話ですか

○高木委員

ええ。

○原田座長

原則として、この法律施行後は旧指針の結果は参考にはするけれども、それをもって決

定の要素にはしないということでやってきております。

○安田野生生物課長補佐

２番で隔離ほ場がマイナスになっているのはスタック系統なので、それ自身については

試験はやっていないということです。両親ではやっているということだと思います。

２と３でちょっと扱いが違っているのは、これは多分指針の中の時間経過で少し扱いが

変わってきているのではないかと思います。

○近藤委員

指針のときには当初スタックについて、スタックでないものと同様のデータをもって評

価をしていましたが、その後、スタックの場合には試験は必要ないというふうになったと

思います。

○高木委員

法律の施行後は、隔離ほ場というのは必ずプラスになるわけですね。

○安田野生生物課長補佐

個別の場合には基本的に必要になってきます。
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○原田座長

ですから、カルタヘナ法になってからは必ずしも旧指針のようなことにはならないケー

スもあるわけですので、目的が何かということによって、申請の目的によって変わってく

ると思います。よろしいでしょうか。

ほかに何かございますか。

○武田委員

「 」 、概要の ページで 競合における優位性 という項のすぐ上になお書きがあるのですが24

「なお」これこれについては「 年をもって商品化が中止されており、我が国に輸入さ2004

れる食品や飼料への加工用及び種子中に混入する可能性は極めて低いと考えられる」とい

う、このなお書きの意味はどういうことなんでしょうか。商品化が中止されているという

ことは、第一種使用するときは種は、例えば本社から持ってくるからいいとか、そういう

話なんですか。このなお書きの意味がわからないんですけれど。

あるいは必要なことなのかどうなのか、ここへ書く必要があるのかどうなのか。

○原田座長

これは僕の考えでは補足説明的なことではないかと思うんですけれど。本質的なことで

はないですね。

○武田委員

商品化が中止されているということは、第一種使用をしようと思っても種がないという

意味ではないんですか。

○近藤委員

試験ができないということになるんですね。ただ、既に過去に栽培されていたものが非

意図的にほかの種にまざって輸入されることがあるということで、申請者側としては承認

を得ておきたいということになるわけです。

○東條技術安全課長

種会社が販売するとか、そういうことはなくなることになりますけれども、農家段階で
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持っていたものをまた植えたりとか、そういうことがあり得るわけで、念のため、ここに

申請をしてきているということです。混入する可能性を想定しての申請です。

○武田委員

第一種使用の許可を申請しているわけでしょう。ということは種を持っていなければそ

ういうことはあり得ないですよね。

○東條技術安全課長

、「 、 、第一種使用はここに書いてありますように 食用又は飼料用に供するための使用 栽培

加工、保管、運搬並びに廃棄」というふうな中身、全部なんですね。

○安田野生生物課長補佐

意図的にということは考えにくいのですけれども、トウモロコシの流通の実態から、ど

こかに残っているものが混ざってきてしまうという可能性は十分あり得るので、そのとき

に日本国内でその混ざったものが流通すると、意図していなくても使用になってしまうと

いうことで、それを防ぎたいという、そのときのために承認を取っておきたいということ

での申請だと思います。

○武田委員

ただし、そういうことはほとんど起こりませんよということをなお書きで言っているわ

けですね。わかりました。

○高木委員

これはもっといいものができたので、この商品化は中止したということですか。

○龍口技術安全課長補佐

そういうことだろうと推察いたしますが。

○原田座長

会社の方の意図については、何とも我々の判断するところではありませんが。
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○近藤委員

これからいろいろと複数のものを組み合わせたものがどんどん出てきて、申請者側とす

れば、複数のものを組み合わせたものを実用化していくという方向にどんどん変わってき

ているので、これは過去のものになっているのだと思います。

○高木委員

心配したのは、何か問題が起きたので、新たなものを開発したというようなことではな

いですね。

○原田座長

そういうことはなかったですね。

○高木委員

もっといいものができていくという過程ですね。

○林委員

23 2004それに絡むんですけれど 同じことが ページにも書いてあるんですね 一番下に、 。 「

年をもって商品化が中止されている」という、ここも書いてあるんです。

それで、繰り返しになりますが、ここでの検討はスタック系統としてどうかということ

ですね。それで、先ほど高木先生からも御質問いただいた資料１で、確かに旧指針でのあ

、 、 。れがわかるのですが 近藤先生がお読みいただいた１枚刷りではなくて 概要の方ですね

概要の方の資料３－２の ページ、パラ２で、カルタヘナ法に基づく審査で両方の親とな14

る片っ方がオーケー、もう一方もオーケー、オーケー、オーケー同士を通常の交配育種に

よってつくりましたという、今までのスタック系統の流れにのっかっているわけですけれ

どね。ただ、そのことが資料１では読めないわけですよね。旧指針の指針ではオーケー。

だけど、指針でオーケーということはここでやるスタック系統のオーケーと直接には関係

ない。指針でオーケーであろうとなかろうと、カルタヘナ法での審査で両方の系統がスタ

ックの親になるのがオーケーになっているかどうか。Ａオーケー、Ｂオーケー、それで、

その交雑したものについてはオーケーでしょうということと、それからＡ、Ｂの間に相互
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作用がないということと、もう１つ新たに生物多様性、特に有害物質とか、交雑性とか、

他殖性ですね。そういうようなものがある。その３つの点です。こっちの方はよくできて

いると思うんですけれど、これは別に安全性に直に絡むのではないですけれども、いつも

ここのところ、探すんですよね。こっちに書いてあるからいいというんですけれども、お

、 、 、そらく記述を求めるもとの通知が これにはここに書く これにはここに書くとあるんで

いつも出てくるんだと思うんですけれども、本当は１枚で読めるといいんですけれどね。

資料１みたいなところに。旧指針ではこうよ、それからカルタヘナ法ではこうよというの

、 、 、が全部読めて Ａオーケー Ｂオーケーになっているだというのが見やすいんだけれども

それは安全性に直に絡むわけではないんですけれど。

○原田座長

そうですね。この前の農作物分科会でも、外国と日本における今までの、過去の審査の

経緯がばらばらなところに出ているので、事務局の方でもし検討できたらという希望は出

してあるわけですけれども、ここも ページのハの「遺伝子組換え生物等の育成の経過」13

というところに今、林先生がおっしゃった ページの「さらに」以下のカルタヘナ法にお14

ける安全性の確認状況も入っていますが、これは、申請が行われて、その検討がどういう

ふうに行われたかということなので、本当は育成の経過ではないように思いますが。

○林委員

「さらには」と育成とは関係ない。

○原田座長

なものですから、ちょっと読んでいても外国と日本における申請の経過がばらばらなと

ころにあるのと同じように、ちょっと読みづらいことがあるのは今、林先生が御指摘され

たとおりです。安全性については別に問題はないのですけれども。

○林委員

ここにあるんだなと目で読めば、えーとと言って、みんなあるべきところにあるんです

よ。ですから、こうやれば、ああなるほどとわかるんですけれどね。ちょっとわかりづら

い。
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○近藤委員

事務局でまとめてくださった資料１というのがあればわかるんですけれども、申請書だ

けではわからないですね。

○原田座長

ですから、今、林先生がおっしゃったように資料１の方ももう少し詳しく書いてあれば

ということもおっしゃったのではないかなと思います。

○東條技術安全課長

実は分科会の方にお出しした資料１と同じような参考資料の方は参考までに親系統の審

査状況、そういうものも記述してあるので、次回の総合検討会から、親系統についてどう

なったかというのも参考までにお出しした方がいいかなと。次回以降整理したいと思いま

す。

○原田座長

よろしくお願いします。

○東條技術安全課長

申請書の方の書き方は、そこら辺、なるべくわかりやすいような書き方ということであ

れば、また次回以降検討していきたいと思います。

○龍口技術安全課長補佐

今のところなんですが、これまで申請書の各項目の記載事項自体が、要は新たに育成さ

れたものを想定した通知に基づいて作成しているものですから、そこも含めて先日来事務

局の方に御指摘いただいておりますので、スタックの場合の記載方法なり、そういったも

のを検討はしていきたいと考えております。

○原田座長

よろしくお願いいしたいと思います。
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繰り返すようですけれども、安全性の審査には特に関係ないんですけれど、読みやすさ

といいますか、その辺で検討をお願いしたいと思います。

ほかに何か御意見、コメントございますでしょうか、２番目のものですけれども。

ほかにはございませんですか。

もしないようでしたら、御意見の集約をしたいと思いますけれども、先ほどと同様に、

申請者から提出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トウモロコシ

Ｔ ×ＭＯＮ 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25 810

ず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する。こういう

ふうにまとめさせていただきます。

では、事務局の方は申請者に伝えてください。

そうしますと、３番目の案件になりますけれども、除草剤グリホサート耐性及びチョウ

目害虫抵抗性トウモロコシＧＡ ×ＭＯＮ の検討に入りたいと思います。21 810

最初に近藤農作物分科会座長から御報告をお願いしたいと思います。

〈除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシの

生物多様性影響評価について〉

○近藤委員

名称は、除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシＧＡ ×ＭＯＮ21

です。810

第一種使用等の内容は、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、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

以下のとおりです。

なお、本スタック系統トウモロコシは、従来の交雑育種法により、除草剤グリホサート

耐性トウモロコシ（ ）とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（ ）MON-00021-9 MON-00810-6

を交配して作出されたものであり、これらの親系統については、生物多様性影響評価検討

会において、個別に、本スタック系統トウモロコシと同一の第一種使用等をした場合に生

物多様性影響が生ずるおそれはないと判断されています。
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１の意図された形質に係る相互作用についてですが、 由来のグリホサーMON-00021-9

mEPSPS MON-00810-6ト耐性遺伝子 がコードする 蛋白質は基質特異性が高く（ ） 、mEPSPS

由来のチョウ目害虫抵抗性遺伝子（ ）がコードする 蛋白質は酵素活性を持cry1Ab Cry1Ab

たないことが報告されています。したがって、 と が付与する形質が相互にmEPSPS cry1Ab

影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。

なお、本スタック系トウモロコシの除草剤グリホサート耐性については、除草剤散布試

験により、また、チョウ目害虫抵抗性については、ヨーロッパアワノメイガを用いた生物

検定により、それぞれ発現していることが確認されています。

以上より、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこ

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の競合における優位性については、

本スタック系統トウモロコシは、 由来の除草剤グリホサート耐性及びMON-00021-9

由来のチョウ目害虫抵抗性を併せ持っています。しかし、グリホサートが自MON-00810-6

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いことから、

これらの性質は共に競合における優位性を高める性質ではなく、従って、本スタック系統

トウモロコシ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しました。

３の有害物質の産生性については、 本スタック系統トウモロコシは、 由MON-00021-9

来の 蛋白質産生性及び 由来の 蛋白質産生性を併せ持っていmEPSPS MON-00810-6 Cry1Ab

ます。 蛋白質はチョウ目昆虫に対する殺虫作用を有するが、一方、 蛋白質Cry1Ab mEPSPS

は動植物に対する有害物質ではないことが確認されていることから、本スタック系統トウ

モロコシは両蛋白質を併せ持つとしても、そ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しました。

４の交雑性については、 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

しました。
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、 、以上を踏まえ 本スタック系統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。

ただいま除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシについて御報告

をいただきましたが、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。ど

なたからでも結構です。何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。

これは本日の２番目の検討案件と似通ったイベントですね。

よろしいでしょうか。特にございませんでしょうか。

特に御質問、御意見がないようでございますので、ここで意見を集約したいと思いま

す。

今までの１番目、２番目と同様に、申請者から提出されました除草剤グリホサート耐性

及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシＧＡ ×ＭＯＮ について、第一種使用規程に従21 810

って使用した場合、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

内容は適正であると判断します。

では、事務局の方、よろしくお願いします。

次に、本日４番目、最後になると思いますけれども、チョウ目害虫抵抗性及びコウチュ

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 × の検討に入りた1507 59122

いと思います。

まず近藤農作物分科会座長から御報告をお願いしたいと思います。

〈チョウ目害虫抵抗性及びコウチュ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、同じように資料５－１を報告させていただきます。

名称は、チョウ目害虫抵抗性及びコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐
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性トウモロコシ × です。1507 59122

第一種使用等の内容は、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、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スタック系統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

以下のとおりです。

なお、本スタック系統トウモロコシは、従来の交雑育種法により、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（ ）とコウチュウ目害虫抵抗性DAS-01507-1

及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（ ）を交配して作出されたものDAS-59122-7

であり、これらの親系統については、生物多様性影響評価検討会において、個別に、本ス

タック系統トウモロコシと同一の第一種使用等をした場合に生物多様性影響が生ずるおそ

れはないと判断されています。

１の意図された形質に係る相互作用についてですが、DAS-01507-1 由来のチョウ目害虫

抵抗性遺伝子（ ）がコードする Cry1F 蛋白質、DAS-59122-7 由来のコウチュウ目害虫cry1F

抵抗性遺伝子（ 及び ）がコードする Cry34Ab1 蛋白質及び Cry35Ab1 蛋cry34Ab1 cry35Ab1

白質は酵素活性を持たないことが報告されています また DAS-01507-1 及び DAS-59122-7。 、

由来のグルホシネート耐性遺伝子（ ）がコードする PAT 蛋白質は基質特異性が高いこpat

とが報告されています。従って、 と 及び 、 が付与する形質がpat cry1F cry34Ab1 cry35Ab1

相互に影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。

なお、除草剤グルホシネート耐性については散布試験により、また、チョウ目害虫抵抗

性については、ヨーロッパアワノメイガを用いた生物検定により、さらに、コウチュウ目

害虫抵抗性については、 を用いた生物検定により調べた結果、そwestern corn rootworm

れそれの形質が本スタック系統トウモロコシにおいて発現していることが確認されていま

す。

以上より、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこ

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の競合における優位性については、本スタック系統トウモロコシは、 由DAS-01507-1

来のチョウ目害虫抵抗性及び 由来のコウチュウ目害虫抵抗性並びに双方の系DAS-59122-7
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統に由来する除草剤グルホシネート耐性を併せ持っています。しかし、チョウ目害虫及び

コウチュ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 これらの性質は共に競合における優位性を高める性質ではなく

従って、本スタック系統トウモロコシ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しました。

３の有害物質の産生性については、本スタック系統トウモロコシは、DAS-01507-1 由来

の Cry1F 蛋白質産生性及び DAS-59122-7 由来の Cry34Ab1 蛋白質及び Cry35Ab1 蛋白質並び

に双方の系統に系統に由来する PAT 蛋白質産生性を併せ持っています。Cry1F 蛋白質はチ

ョウ目昆虫に、Cry34Ab1 蛋白質及び Cry35Ab1 蛋白質はコウチュウ目昆虫に対する殺虫作

用を有するが、一方、PAT 蛋白質は動植物に対する有害物質ではないことが確認されてい

ることから、本スタック系統トウモロコシは、これらの蛋白質を併せ持つとしても、その

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

当であると判断しました。

４の交雑性については、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し

ました。

、 、以上を踏まえ 本スタック系統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コウチュ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、
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御意見をいただきたいと思います。

○龍口技術安全課長補佐

先ほど御指摘があった点を踏まえて、この と 、両方の親系統の審査状況につ1507 59122

いて御報告をしておきたいと思います。

、 、 、 、まず 親系統の片方 でございますが 総合検討会には昨年 月にかかりまして1507 10

これにつきましては、本年３月 日に官報告示が行われております。もう１つの親でござ11

います でございますが、総合検討会には昨年 月にかかって了承はされております59122 11

が、パブリックコメントの方も本年２月 日で終了しております。ただ、食品及び飼料の21

承認がおりておりませんので、まだカルタヘナ法における承認ということは行われており

ません。

以上でございます。

○原田座長

わかりました。 それでは、いかがでしょうか。

○高木委員

私は植物の名前のつけ方がよくわからないのですけれども、今の４番目の というの1507

は、デュポンが今日出してきた２番目でつくったものとはまた違うんですか。２番目で除

草剤グルホシネート耐性とチョウ目害虫抵抗性のイベントをつくっていますね。それにコ

ウチュウ目害虫耐性を入れたわけではないんですね。

○龍口技術安全課長補佐

別々です。

○高木委員

全然別なんですか。

○龍口技術安全課長補佐

はい。
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○高木委員

これは、例えば２のデュポンのものの――資料１を見ているわけですけれども、これが

一番名前がわかりやすいので、資料１を見ていますけれども、この２番でできたこのスタ

ックの名前は何ていうんですか。これが なのかなと思って。1507

○龍口技術安全課長補佐

これは名前というか、ここに書いてあるＯＥＣＤのユニーク･アイデンティフィアーで言

うのが一番適当かと思うんですが、 × という形で、個別に販ACS-ZM003-2 MON-00810-6

売されているときは別々の、商品名はまた別途決められていると聞いております。

○高木委員

、 、 、そうすると これには名前は 例えばこれに をかけて何かつくったような場合は59122

これに名前がないと不便ですよね。

○龍口技術安全課長補佐

仮に２番に をかけた場合であれば、Ｔ × × という形に名前が59122 25 MON810 59122

なります。

○高木委員

それでもいいんだけれど、最初につくったスタックに名前がないと、それにまた別のを

かけ合わせたときに、非常に名前が長くなってしまって不便に感じるのですが。

○原田座長

ですから、いろいろ考えられますのは、スタック系統を親にして幾つものスタック系統

をかけた場合にはおそらく１つ１つのスタック系統を括弧ででもくくって、それ掛ける、

また括弧、また掛ける括弧というようなことになってしまうのかもしれないのですけれど

も。

○安田野生生物課長補佐
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１つの名前にしてしまった場合に、親が見えなくなってしまうということもあると思い

ます。

○高木委員

ただ、今の４の場合、 という名前がついているでしょう、最初のスタックに。1507

○安田野生生物課長補佐

いや、これはスタックじゃないです。 というイベントです。1507

○高木委員

１つのイベントで２つ遺伝子の入ったものですか。

○安田野生生物課長補佐

そうです。

○高木委員

それで名前がついているんですね。

○安田野生生物課長補佐

そうなんです。

○林委員

ちょっとそれに関してですけれども、３つの導入遺伝子を独立したスタックとして育成

したのではなくて、１つの親に２つの遺伝子が入っていて、これと１つの遺伝子が入った

親と交雑させますね。そうすると、交雑させたものには遺伝子は３つ入っているんですけ

れども、交雑としては１つの交雑です。３つの交雑じゃないわけです。そういうものは、

ここでは２つの系統によるスタックの扱いになるんですよ。

○高木委員

２つの系統によるスタックですか。
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○林委員

ええ。

○高木委員

つまりスタックじゃなくて、２つの遺伝子があるプラスミドを入れて、２つ同時に、表

現型を２つ加えたものですね。

○林委員

片方の親には、既に２つの遺伝子が入っていますから 。。

○高木委員

それはスタックではないんですね。１度に２つ遺伝子を入れたけれど、スタックじゃな

い。

○林委員

そうです。それと別の遺伝子組換え系統をかけたときには。

○高木委員

スタックですね。

で、３つの遺伝子が入っているものについてはどうしますか。

○林委員

それについては、ＯＥＣＤでも問題になって、それでともかく１つの遺伝子組換え系

、 、統が承認になって もう１つの系統が承認になっているもの同士の交雑によるスタックは

これは両方をかける表記をしましょうと。そうすれば親の系統もわかりますから。それ以

外に新たに名前を付けると、そこで表記の誤りが起きると、親系統がわからなくなってし

まうので、どんな場合でも両方を使って、面倒でも表記しましょうと。２つのそういうイ

ベントまでは大体合意できて、この 月に作業部会で大体そこは合意できる見込みなんで10

す。
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それで、今問題になっているのは御指摘のとおり３つの掛け合わせですね。このあたり

はＯＥＣＤでおそらく２つのスタックを評価するときに３つはどうしたら良いかという話

になると思うのですけれど、１つの考えは、今、原田先生がおっしゃったように、括弧に

して入れればわかると思っているんですけれどね。そうこうしているうちに３つの系統に

よるスタックのものがＢＣＨという生物多様性の事務局の方に３つを連記したものが、開

、 。 、発業者から国 国から生物多様性への登録で登録されてしまっているんですよ ですから

開発者の方の対応が早くて、こっちの方が追いつかない格好なんですけれど、でも、それ

を３つをそのまま連記する形で表記するか、あるいは育成経過がわかるように、括弧にし

て入れるかというのは、おそらくこの 月の討議で決まると思いますけれども、確かに問10

題なんです。

○原田座長

３つをただ連記するとどういう関係で交配されてきたかわからなくなってしまう。

○林委員

だから括弧があった方がいいですね。

○高木委員

わかりました。

○林委員

日本では括弧をつけるという意見が強かったとＯＥＣＤで言いますから。

○武田委員

括弧をつけるとだんだん複雑になるので、スラッシュ、ダブルスラッシュというやり方

もありますね。２系統の交雑がシングルスラッシュで、４系交雑の場合はその後がダブル

スラッシュになりまして、そうするとおじいちゃん、おばあちゃんまでずっとわかるんで

すね。

○林委員
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そうするとどう書きますか。

○武田委員

。 。 。Ａ Ｂ Ｃ Ｄ そうすると全部の由来がわかる 育種の分野ではそういうやり方をします/ // /

○高木委員

２つの遺伝子を入れて２つの表現型を持っている場合と、それぞれ１つの遺伝子を持っ

たものをかけ合わせて２つの表現型になったものとははっきり区別しないといけないです

よね。

○原田座長

今の武田先生がおっしゃった普通の交配のときのダブルスラッシュや何か、それは国際

的にもそうなっているんですか。

○武田委員

少なくとも日本のイネ育種の世界ではそうふうにやっていますね。括弧よりは、二重括

弧を使わなくていいから、スラッシュの方がコンピュータで処理するときも楽なんです。

○林委員

これは厚生労働省の方の承認の時どういう記述をしているかとか関係があるんですよ。

厚生労働省の方は、アメリカなんか開発者の様子を見て、日本のやり方はこれでやっても

らうならば、これは非常に我々としても受け入れられる。それは今のように連記するやり

方ですけれどね。ですから、それも関係しまして、国際的な開発者が集まっている１つの

団体の代表もＯＥＣＤの委員会に来ているんですよ。そっちの意向も反映されると思うん

ですけれどね。

○原田座長

どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。 よろしいでしょうか。

特にこれ以上御意見がなければ取りまとめに入りたいと思います。
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申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗性及びコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グル

ホシネート耐性トウモロコシ × について、第一種使用規程に従って使用した場1507 59122

合、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内容は適正であ

ると判断いたします。

では、申請者の方にそういうふうにお伝えください。

以上で本日の議事の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

検討については終了させていただきます。

（２）そ の 他

○原田座長

議事の２はその他となっていますけれども、事務局の方で何か報告することがあればよ

ろしくお願いします。

○龍口技術安全課長補佐

農作物分科会の方でナタネの検討がほぼ終了いたしまして、次回以降の総合検討会で御

議論いただくこととなる予定にしておりますけれども、 属のさまざまな植物につBrassica

きまして統一的な和名がないということから、農作物分科会でナタネ類の名称表記につい

て整理いたしましたので、これについて御説明したいと思います。資料６の１枚紙を御覧

いただきたいと思います。

属の和名については統一されたものが存在しないということで、例えば植物分Brassica

「 」 、「 」類学のＢＧプランツでは について セイヨウアブラナ ですとか ヨウシュナタネnapus

napusという名前、それもヨウシュは片仮名になっておりますが、あと、作物学の方では

についてヨウシュは漢字の方での「洋種ナタネ」というような形で、さまざまな表記があ

るということから、生物多様性影響評価書における 属の名称の記載方法につきまBrassica

、 、して ６月６日及び７月 日に開催いたしました農作物分科会において検討を行いまして15

方針として、まず１つ、 、 、これはカラシナとか在来種ナタネと呼ばれていＢ．rapa juncea

るものでございますが、これにつきましては最初の記載、評価書の中の最初の記載の際に

括弧の中に学名で呼ばれるものの一般的な和名、例えば 、括弧して在来種ナタネと呼rapa

ばれているものを指すとか、そういった表記をした上で、その後の文章中については学名
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のみを記載することとしたいということで考えております。 につきましては、第一napus

種使用規定の遺伝子組換え生物等の種類の名称に日本語の名称を記載する必要があるとい

うこと。 につきましては先ほどの申し上げましたように 「セイヨウアブラナ」ですnapus 、

とか 「ヨウシュナタネ」等さまざまな名称が用いられておりますが、農林水産省において、

通知やプレスリリースの際に「セイヨウナタネ」という名称を用いておりますので、生物

多様性影響評価書の記載に当たっては「セイヨウナタネ」ということで統一をさせていた

だきたいと考えております。

以上でございます。

○原田座長

御意見を伺いたいと思いますけれども、今お話がありましたように、作物分科会の方で

は２度にわたって議論してきまして、私、個人的にはこの案で悪くはないと思っているの

ですが、もう少し、もしかすると精密な議論が要るかなと思っているのですけれど、この

Brassica２番目の方につきましては セイヨウナタネ としても 最初に出てくるときには、「 」 、

という学名を括弧の中にでも入れるわけですよね。napus

○龍口技術安全課長補佐

はい。

○原田座長

、 、それも書いておいた方がいいかなという気がするんですけれども それから１番目の方

juncea rapa和名を表記した上でとなっていますけれども、 の方は余りないと思いますが、

の方はいろいろ野菜関係があると思いますので、ここで言っている和名というのは、品種

名は言わないんでしょうけれども、野菜でグルーピンクして言われているようなのものを

書くということでしょうか。

○安田野生生物課長補佐

多分ここで評価の対象になってくるのはそういうのを全部含めてということになってく

ると思いますので、カブとか、コマツナとか、在来ナタネと呼ばれているものとか、そう

いうのを全部含めてとか、総称するとか、そういうような言いぶりになるのではないかと
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思います。

○原田座長

括弧の中に書くときですか。

○安田野生生物課長補佐

はい。

○原田座長

評価書中で実際に扱われているのが、例えばコマツナならコマツナであっても、括弧の

中にコマツナとだけ書くわけではないわけですか。

○東條技術安全課長

実際交雑試験等で扱った時は、実際に使ったものを明記するということです。

○原田座長

その辺のことをもう少し詳しく書いておいた方がいいのかなという気がします。

○近藤委員

今の御説明ですと、括弧に和名を書くのではなくて、日本におけるどういう植物がある

かという説明ですよね。

○安田野生生物課長補佐

和名ではないですね。

○武田委員

「セイヨウナタネ」といって、確かに呼称の不統一ということですが、１の方はむしろ

東洋における栽培の歴史が非常に長く、分化が非常に大きくて、 のレベルでは片づspecies

かないいろんなタイナだとかキョウナだとかいろんな名前があるので、むしろ の次species

のいわゆる 、変種のレベルで作物名と対応しているわけですよ。これは混乱ではなvariety
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くて、そこまでの分化の歴史があるというか、育種の歴史があるということなので、一く

くりにされると園芸の人たちはちょっと困るのではないかと思うんですがね。

○原田座長

だから実際に使っているものを括弧の中に書けばはっきりするのではないかと思うんで

すけれども。

○近藤委員

評価書の場合にはそういう具体的なものを想定するわけではなくて、一般的に書くと思

うんですね。ですから、最初の部分である程度の説明をして、その後は全部学名を使うと

いうことで、特定をしないということだと思うんです。その場合に日本名でどんなものが

含まれるかというのをどの程度説明するかということだと思うんですけれど。

○林委員

napus rapaこれが一番問題になるのはおそらく交雑性のところで はいいんですけれども、 、

と について、セイヨウナタネ、組換えナタネという記述になった時に、 というjuncea rapa

ときに一々細かく 一般で、しかも文献的には海外の文献は の種類がそんなにあrapa rapa

りませんし、日本だけ栽培種はいろいろあるけれども、それに全部との交雑を見ているよ

うな試験はないですよね。ですから、交雑性を言うときに、全部扱えるような一般的にく

くったものとして が使えないと、細かいデータまでは出せないものを求められることrapa

になりますから、それは無理な話です。ですから、一般論でまとめられるような言葉にな

っている方が望ましいですね。交雑性のところの記述で言うと。 ではこの程度にかかrapa

りますということで、幾つかデータはあったにしても１種類の記述でよろしいのではない

でしょうか。

○近藤委員

例えば引用文献などを引用するときには個々の品種を書いて、それからまとめる考察の

部分は一般、学名で書くということになるんでしょうかね。実際の試験結果だけは特定の

ものを使っているはずなので、引用するときにはこういう報告があるという、そういう場

合には実際に使った品種名を書いて、そこから引いてくる結論や考察は に集めてしrapa 等
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まうということでしょうか。

○林委員

、 、考察はまとめて １本にまとめた考察にしておかないと そんな細かいことまで全部rapa

そういうデータはないですよね。

○原田座長

そうすると、はっきりさせるためには１の方は とか とか書いて、これには和rapa juncea

名を表記した上でとなっているのですけれども、これを削除してしまう手もあるわけです

ね。 とか の場合には と だけの表記で。rapa juncea rapa juncea

○近藤委員

記載の度に説明をしないで、具体的な例のときだけ名前を出してということではどうで

しょうか。

○林委員

書ける場合だけ書くということですね。

○原田座長

だから、全ての箇所で必ず書けとなると問題があるかもしれない。

○林委員

そうですね。書ける場合に書くと。

○原田座長

だから、可能な場合には等何か具体的な記載が適当な場合にはとかというのをちょっと

入れておいた方がいいかもしれないですね。

○龍口技術安全課長補佐
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そのように修正をいたします。

○東條技術安全課長

ここで言っているのはあくまでも一番最初の方の作物の一般的な特性のところで書くと

きに、 と書いたらわからないので、少し説明を加えた方がいいんじゃないBrassica rapa

かぐらいの程度の話なんですね。こんなものが含まれていますよと最初のところで括弧書

きに少し書いておけば良いのではないかと。一般的特性のところで。 と書くと一般人rapa

々が見てもわからないので。

○林委員

交雑性のデータを出してくるときの扱いかなと思ったんです。

○武田委員

speciesname和名あるいは類するものを入れないと、例えばブロッコリーとハボタンが

では同じですからね。これは大変困っちゃうんで、書いていただいた方がいいですね。

○原田座長

例えば最近種屋さんのカタログなんか見ていると、コマツナでもキャベツでもブロッコ

リーでもいろんな品種がいっぱいあるわけですけれども、コマツナとかキャベツとかブロ

ッコリーとか、ああいうのは何になるんですか。変種でしょうか。

○武田委員

変種のレベルになりますね。品種はさらに下ですから、これは問わないとして。

○原田座長

変種というのは亜種の下に位置付けるわけですか。

○武田委員

そうですね。ただ、選抜の結果、コールラビーもキャベツと同じ ですから形態的species

に非常に変わっているのでびっくりしちゃうんですけれど。
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○原田座長

話は飛んじゃいますけれど、あの仲間は本当に変異が起こりやすいというか、不思議な

生物ですね。

○林委員

特に日本には多様なものがあります。

○武田委員

非常に分化していますね。

○林委員

外国の文献はこんなに細かく書いてないですよね。 は、一通り書いて終わりですよrapa

ね。

○原田座長

では、１の方は最初のところに学名で、括弧に和名というと語弊があるから、日本名と

今は言わせていただきますけれども、そこは申請者が一応こういうのをイメージしている

という名前を記載するということでしょうか。

○東條技術安全課長

一般的に、普通の人が読んだときにわかりやすいようにということで結構だと思うんで

すが、説明を加えるということでいかがかなと思います。

○武田委員

、 。 、和名というと これはある種学名ですのでね 農作物分科会で主に出てくるものだから

作物名ぐらいでもいいんじゃないですか。

○原田座長

その方がいいかもわからないですね。作物名ということで。
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○武田委員

メキャベツかキャベツかブロッコリーかというのは、和名というとちょっと無理がある

から、作物名だと無理がないんじゃないですかね。

○近藤委員

和名ですから片仮名で書かなくてはいけないと思うんですね。

○原田座長

武田先生はセイヨウナタネというので異議は感じられないですか。

○武田委員

、 。農学大事典はセイヨウナタネになっていますから これが一番いいのかなと思いますね

○原田座長

いや、確かに和名のところを作物名にするというのは僕はいいアイデアではないかなと

いう気がしますけれども、何か和名と書いてあると難しいですよね。

○武田委員

難しいです。

○原田座長

作物名よりも、園芸作物名の方がいいですか。そこまで言う必要はないですか。作物名

というと、イネとかムギというイメージが強いですが。

○武田委員

作物名でいいんじゃないでしょうかね。
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○原田座長

わかりました。

では、これで大体御意見は出そろったのではないでしょうか。おそらく農作物分科会の

方でも今程度の修正だったら問題がないですよね。

○近藤委員

はい。

○原田座長

セイヨウナタネはそのままの記述でいいわけですから。

○近藤委員

作物分科会の方は１番目はそんなに議論はいかなくて、２番の方はいろいろ議論しまし

たが、結局、調べるとセイヨウナタネと書いているのが一番多いということで、これがい

いんじゃないかということだったですけれども。

○原田座長

では、この２番目の方は最初のところには括弧で という学名を入れるとBrassica napus

いうのをつけ足しておいていただいて、１番目の方は和名のかわりに作物名としていただ

ければいいのではないかと思います。どうもありがとうございました。

ほかに事務局の方で何かございますか。

○龍口技術安全課長補佐

次回の総合検討会の日程に関しまして、先生方の机の上に８月以降の日程案を配付させ

ていただいたのですが、実は今日、近藤先生の方から９月１日はちょっと都合がつかない

ということで、後、事務局の方で先生方からいただいいているスケジュールの中で実は農

作物分科会の座長代理をお願いしております日比先生も９月１日は都合が悪いということ

ですので、９月１日につきましては改めて先生方のスケジュールを拝見させていただいた

上で御相談をさせていただきたいと思います。ということもございますので、また次回の

日程につきましては改めて御連絡を差し上げたいと思います。
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以上でございます。

○原田座長

９月１日は総合検討会ですね。

○龍口技術安全課長補佐

はい。９月１日は日程変更したいと考えております。

またほかの日程でも特に問題等あれば事務局の方に御連絡をいただければと思います。

○林委員

９月１日の総合検討会が別の日になるということですね。

○龍口技術安全課長補佐

はい、変更させていただきます。

○林委員

それ以外は今のところ変化はありませんということですか。

○龍口技術安全課長補佐

はい。

○原田座長

この前今後の予定について提出させていただいた時点から、また少し都合が悪い日が増

、 。えているかもわからないので これは会議が終わった後でまた個別にさせていただきます

それでは、本日の議事全般について何か御意見がもしございましたらお願いしたいと思

います。

○林委員

今の日程の件ですが、 日先とか２週間先で、ここへ来たときにわかるというまでの前10

に日程がわかった方が都合がいいことが多いものですから、再修正して、決まったよとい
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うことがあれば、修正したことがわかるものをファックス等で早目に知らせていただける

とありがたいです。

○龍口技術安全課長補佐

はい、わかりました。

○原田座長

では、今のセイヨウナタネの名称の件についてはどうしましょうか。

○龍口技術安全課長補佐

つくり直しましてまた御確認させていただきたいと存じます。

○原田座長

つくり直して、ファックスやｅメールでやりとりをやっていただければと思います。

どうもありがとうございました。ほかに何かございますでしょうか。

では、特になければ事務局の方にお返しします。

○龍口技術安全課長補佐

本日は熱心な御審議ありがとうございました。

以上をもちまして生物多様性影響評価検討会総合検討会を閉会いたします。本日はどう

もありがとうございました。

閉 会


