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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 ９ 月 ５ 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。

本日はご多忙のところ、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。

まず最初に、委員の交代をご報告いたします。

これまで保全生態学がご専門の鷲谷委員にご参画いただいていたところですが、鷲谷委員の方

から都合により辞退したいという旨の申し出がございました。このため、同じ保全生態学がご専

門で、これまで農作物分科会の方にご参画いただいておりました嶋田正和委員に今後、ご参画い

ただくことといたしました。ただ、本日都合によりご欠席との連絡をいただいております。

それでは、開会に当たりまして、７月 日付の異動で、私共の農林水産技術会議事務局長に19

着任いたしました山田より、一言ご挨拶申し上げます。

○山田農林水産技術会議事務局長

皆さん、こんにちは。

ただいまご紹介をいただきました７月 日付で農林水産技術会議事務局長ということで異動19

してまいりました山田でございます。

皆様方には、大変本日はお忙しいところ、また、天候がちょっと不安定なところを本検討会に

ご出席いただきまして、どうもありがとうございました。

また、日頃より、遺伝子組換え生物等の生物多様性の影響評価等につきまして、大変お世話に

なっております。御礼を申し上げたいと思います。

遺伝子組換え技術につきましては、特に農林水産の分野では花粉症を緩和する米の問題ですと

か、あるいは途上国でのニーズの高い耐塩性・耐乾性を持つ作物、あるいは複数の病気に耐えら

れる品種の開発など、これからの食料、農業の国際的な意味も含めて、非常に大きな可能性を秘

め、また、いろいろな課題を解決するために必要な技術であると考えております。

また、一方でご案内のとおり、消費者の方あるいは生産者の方の中にも、新しい技術であると

いうことから、いろいろ不安を持っておられる方もおられるということで、安全性を確保し、あ

るいは的確な情報を提供することによりまして、生産者、消費者あるいは国民の皆様の理解を得

ながら、この新しい技術を進めていく必要があるというふうに考えております。

本日の総合検討会では、承認申請がありました５件について農作物分科会の検討結果を踏まえ

て、幅広い見地から、この総合検討会でご検討いただくということでございますので、何とぞよ

ろしくお願いをしたいと思います。
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〈配布資料の確認等〉

○龍口技術安全課長補佐

局長ですが、所用があり、途中退席させていただきますことを、あらかじめおわび申し上げま

す。

それでは、議事に入ります前に配布資料の確認をさせていただきます。

お手元に本日の検討会の議事次第の次に、配布資料一覧がございますので、ご確認願います。

その次に、本日の座席表。その次に資料１といたしまして「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 。その次に資料２－１、２－２といたしまして、本日の第１件目のグルホ」

シネート耐性トウモロコシ。資料３－１、３－２といたしまして、グリホサート耐性及びコウチ

ュウ目及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ。資料４－１、４－２といたしまして、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および除草剤グリホサート耐性トウモロコシ。資料

５－１、５－２といたしまして、コウチュウ目害虫抵抗性及びチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グ

ルホシネート耐性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ。資料６－１、６－２といたしまし

て、除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタの、それぞれ分科会における検討の結

果と評価書の概要になっております。

それと、参考資料１といたしまして、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。参考資料２といたしまして、経過措置の適用されている農作

物一覧。あと、参考資料３ですが、既に総合検討会を終えている案件で、まだ承認の行われてい

。 、 、ないものでございます ここの８から 番 前回の総合検討会でご検討いただいたものですが11

これにつきましては、８月 日からパブリックコメントを開始しております。最後、参考資料30

４といたしまして、先ほどご報告いたしましたが、嶋田委員が総合検討会にご参画いただくとい

うことで、その変更のあったものの名簿でございます。

不足している資料ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、傍聴の方々に申し上げます。傍聴の方々には、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、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いて、原田総合検討会座長にお願いいたします。よろしくお願

いします。

○原田座長

それでは、議事次第に従いまして、本日の審議会を進行したいと思います。

時間を有効に使いたいと思いますので、効率的な審査にご協力いただければ、ありがたいと思

います。

まず、議事の１番目ですけれども、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、農作物分科会での専門的な見地からの検討は終了しているものであります。本日の総合

検討会では、農作物分科会での検討の概要を、農作物分科会の近藤座長から報告していただきま
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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、ご検討いただきたいと考えます。

議事の進め方といたしましては、まず、本日は事務局の方から資料１について説明を受け、そ

れぞれの案件についての農作物分科会における検討結果についての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、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の取り扱いを決めたいと思います。

では、最初に農作物分科会での検討状況及び食品等の安全性審査状況を事務局から説明お願い

いたします。

〈本日の申請案件に係る安全性の確認状況について〉

○龍口技術安全課長補佐

それでは、資料１に基づきまして、本日の申請案件の安全性確認状況について、ご説明いたし

ます。

まず、最初におわびですが、１番の除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（Ｔ ）の申請14

者が日本モンサントとなっておりますが、これはバイエルクロップサイエンスの誤りでございま

す。大変失礼いたしました。

このＴ につきましては、農作物分科会で昨年の 月 日、その後、本年の６月 日、７14 10 15 20

月 日の３回、検討を行っております。旧指針における確認状況でございますが、 年に隔15 1996

離ほ場での栽培についての確認、その後、 年にコモディティについての確認が行われてお1997

ります。栽培について確認は行われておりません。

続きまして、除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ

（ × ）のスタックでございます。これにつきましては、 年 月５日、MON88017 MON810 2004 11

あと本年７月 日、８月 日に検討を行っております。これにつきましては、スタックという15 10

ことで、旧指針での確認ということは行われておりません。

続きまして、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及び除草剤グリホサート

耐性トウモロコシ（ ×ＮＫ 、これにつきましては、農作物分科会で７月１日と 日59122 603 15）

に検討を行っております。これも旧指針の時代に申請のあったものではございません。

続きまして、コウチュウ目害虫抵抗性及びチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性

及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（ × ×ＮＫ 、これにつきましても、59122 1507 603）

３番と同様、農作物分科会で７月１日、７月 日に検討を行っております。15

本日の最後の案件でございますが、除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ

MON88913 15985 15（ ） 、 、 、× でございますが これにつきましては 農作物分科会で７月１日 ７月

日に検討をしております。これは食品の欄がバーになってございますが、本年 年、食品衛2005

生法に基づく確認がなされております。

参考でございますが、それぞれの親系統、まず２番の親系統でございます の承認MON88017

状況ですが、農作物分科会では４月 日、総合検討会では昨年の５月 日に審査が終了してお23 28

ります。パブリックコメントの方も８月 日に終了しておりますが、現在、食品及び飼料の検12
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、 。討が行われている最中のため カルタヘナ法での承認もそれを考慮して行うこととしております

MON810 2004 12続きまして ２番のもう一つの親であります でございますが これは 年２月、 、

日に農作物分科会での検討が行われ、栽培も含めたカルタヘナ法での承認が 年、飼料と食2004

品についても、既に 年と 年に確認が得られております。2001 2003

続きまして、３番と４番の親に使われております でございますが、これは農作物分科会59122

で昨年の４月 日、 月 日、 月５日に検討を行いまして、総合検討会では 月 日に23 10 15 11 11 12

。 。審査は終了しております これも本年２月 日にパブリックコメントの方も終了しております21

しかし、これも先ほどの と同様でございますが、食品及び飼料の確認が行われていないた88017

めに、カルタヘナ法での承認もそれを考慮して行うこととしています。

1507 2004続きまして これも３ ４両方の親になりますが でございます これにつきましては、 、 、 。 、

年６月 日、９月６日、９月 日に分科会で検討が行われ、その後、総合検討会でも検討をい25 24

ただいて、承認されております。コモディティと栽培、両方につきまして、本年 年、カル2005

タヘナ法での承認が取れております。食品、飼料につきましては、 年に確認されておりま2002

す。

続きまして、これも３番、４番の親に当たるものですが、ＮＫ でございます。これにつき603

ましては、昨年の４月 日に分科会での検討が行われ、同じ年の総合検討会での審査を経て、23

カルタヘナ法での承認がコモディティ、栽培ともに、昨年取れております。また、食品、飼料に

ついても 年、 年に確認されているものでございます。2001 2003

続きまして、最後の第５件目の案件の親で、 でございます。これは 年３月４MON88913 2005

日、４月 日に、分科会で検討を行い、その後、６月９日の総合検討会で、本検討会での審査28

。 、 。は終了しております また ７月８日から８月８日までパブリックコメントを実施しております

食品につきまして、資料ではバーになっておりますが、本年確認が得られております。飼料につ

いては、まだ確認が終わっておりません。そういったことから、カルタヘナ法の承認もこれらを

考慮して行っていくこととしています。

もう一つの親でございます でございますが、これにつきましては昨年の６月 日に分15985 14

科会の審査が行われ、コモディティとしての承認が昨年の 年に行われております。これに2004

つきましては、食品、飼料につきまして、それぞれ 年、 年に確認されております。2002 2003

以上でございます。

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

どうもありがとうございました。

この資料１は委員の間から、スタック系統について、その親についての情報をぜひわかりやす

く書いておいてもらいたいという要望がありましたので、事務局の方でまとめていただいたもの

で、今後はスタック系統の親については、毎回、こういう形で出していただけると思います。

以上、そういうことでございます。
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それでは、まず実際の審査に入りたいと思いますが、除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ

（Ｔ 、最初に近藤農作物分科会座長からご報告をお願いしたいと思います。14）

〈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、資料の２－１の、検討の結果を報告させていただきます。

subsp. L. Iltis 14 OECD名称は除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ Ｔ（ （ ） ）（ 、pat,Zea mays mays

）です。UI:ACS-ZM002-1

第一種使用等の内容ですが、食用また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。

申請者はバイエルクロップサイエンス株式会社です。

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．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。

本組換えトウモロコシは、ポリエチレングリコール法を用いて遺伝子組換え行うことにより作

出されており、プラスミド （ Ｓプロモーター、改変型 遺伝子、 ＳターミネータpUC/Ac 35 35pat

ー及び 遺伝子を含む）由来の 断片が導入されており （ ）構成遺伝子が完全に挿入さbla DNA 1、

れている１コピーの断片 （２）２コピーの不完全断片（① Ｓターミネーター５’末端の一部、 35

及び 遺伝子の３’領域を欠くもの、② Ｓターミネーター５’末端から 遺伝子の５’bla bla35

末端までの大部分及び 遺伝子の３’領域を欠くもの）が本組換えトウモロコシのゲノム中にbla

移入されていることが、サザンブロット分析及び 分析の結果から確認されています。PCR

なお、改変型 遺伝子カセットに含まれる 遺伝子はノーザンブロット分析及びβラクタpat bla

マーゼ活性測定によっても検出されなかったことから、 遺伝子が機能していないことが確認bla

されています。

また、改変型 遺伝子が安定して後代に遺伝していることが、複数世代におけるサザンブロpat

ット分析により確認されています。さらに、改変型 遺伝子により付与された形質が、複数世pat

代において安定して発現していることがグルホシネート耐性の検定及びノーザンブロット分析に

より確認されています。

２．競合における優位性について。

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Zea mays mayssubsp. L. Iltis

まで我が国において栽培等がされていますが、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は、移入された改変型 により、除草剤グルホシネートへの耐性がpat

付与されていますが、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ており

ます。

これらのことから、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
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申請者による結論は妥当であると判断しました。

３．有害物質の産生性について。

宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物への有害性を有する物質を産

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 蛋白質を産生しますが、本蛋PAT

白質が野生動植物等への有害性を有するとする報告はされていません。また、 蛋白質につPAT

いては、グルホシネートと構造が類似しているアミノ酸にアセチル基を転移しないこと、各種ア

ミノ酸が過剰に存在していてもグルホシネートのアセチル基転移反応が阻害されないことが確認

されており、高い基質特異性を有することが示されていることから、宿主の代謝系に影響を及ぼ

すことはないと考えられています。

、 、 、 、さらに 本組換えトウモロコシは米国のみで種子生産 栽培が行われていたが 年以降2000

使用は中止されている。また、種子は回収後、焼却処分されており、今後、栽培等が行われるこ

とはない。従って、我が国での使用は食用、飼料用等に輸入されるトウモロコシ等に混入する場

合に限られるということです。

これらのことから、影響を受ける野生動植物等は特定されず、有害物質の産生性に起因する生

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

４．交雑性について。

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。

先ほど説明がありましたように、これは昨年の 月から今年の７月にかけまして、農作物分10

科会で３回にわたって審議をしていただいているものです。総合検討会の委員の先生方から、何

かコメント、ご質問等ございませんでしょうか。

○井出委員

よろしいですか。

○原田座長

どうぞ。

○井出委員

ここに不完全な断片等が、核酸に入っているようですけれども、こういうものは何も産生して
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いないので、問題なしというふうに考えてよろしいのですか。

○原田座長

農作物分科会での検討結果についてのご質問ですね。

○近藤委員

こういうケースは幾つかあるわけですけれども、何も産生していないという、特に何か機能を

持っている蛋白は産生されていないということは、活性測定等で確認されています。そういった

方法で確認されているので、そのこと自体は問題はない。何も産生をしていないので、そのよう

に考えられるということです。

○井出委員

ありがとうございます。

○原田座長

いかがでしょうか。

○高木委員

これはもう使用は中止されているというのは、前にもこういうケースが出てきたと思うのです

が、同じ性質を持つ、より良いイベントができたということですしょうか。こういう目的のトウ

モロコシは既にあるわけでしょう。

○龍口技術安全課長補佐

はい。

○高木委員

だから、これ以外の、例えばもっと耐性が強いなり、何なりそういうイベントがとれたという

具合に解釈してよいのでしょうか。

○龍口技術安全課長補佐

。 、 、 、そうですね 一般的に やはりいいものができたので 古い方の使用を中止したということで

これ同じバイエルの同じ会社ということで言いますと、これはＴ ということで数字が小さい14

のですが、Ｔ というのがございまして、これは既に承認がされているものですけれども、同25

じ除草剤のグルホシネート耐性トウモロコシということでございますので、こちら、今回このＴ

は経過措置ということと、あと混入のおそれがあるということでですが、このＴ につきま14 25

しては、食用、飼料用、栽培等ということで承認が得られておりますので、そういう点ではいい

ものができたからというように判断できるのではないかと思います。
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○原田座長

よろしいでしょうか。

もしこれ以上ご意見、ご質問ないようでしたら、意見を集約したいと思います。

いかがでしょうか。次のようにまとめたいと思います。

申請者から提出された除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（Ｔ ）について、第一種使14

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。

こういうことでよろしいでしょうか。

ご異議がないようですので、このように決めたいと思います。

続きまして、除草剤グルホシネート耐性及びコウチュウ目及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコ

シ（ × ）の検討に入ります。MON88017 MON810

最初に、近藤農作物分科会座長から報告をお願いいたします。

〈除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目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

同様に、資料３－１を報告させていただきたいと思います。

cp4名称は除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（

subsp. L Iltis MON88017 MON810 OECDepsps,cry3Bb1,cry1Ab,Zea mays mays（ ） （ × 、． ）

× ）です。UI:MON-88017-3 MON-00810-6

第一種使用等の内容は、食用また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及

びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（ ）と、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON-88017-3

（ ）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MON-00810-6

、 、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．意図された形質に係る相互作用について。

MON-88017-3 CP4由来のグリホサート耐性遺伝子（改変型 ）がコードする改変型cp4 epsps

蛋白質は基質特異性が高い酵素であり、 由来のコウチュウ目害虫抵抗性遺EPSPS MON-88017-3

伝子（改変型 ）がコードする改変型 蛋白質及び 由来のチョウ目cry3Bb1 Cry3Bb1 MON-00810-6

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告さcry1Ab Cry1Ab

れている。また、それぞれの 蛋白質は、コウチュウ目昆虫とチョウ目昆虫という異なる目にCry
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分類される昆虫種の幼虫に特異的に殺虫活性を示し、殺虫活性の特異性が高いことが知られてい

る。したがって、改変型 と 及び が付与する形質が相互に影響を及ぼcp4 epsps cry3Bb1 cry1Ab

す可能性は低いと考えられる。

なお、本スタック系統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

Diabrotica virgiferaより、また、コウチュウ目害虫抵抗性については、 （western corn rootworm

）を、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virgifera Ostrinia nubilalis

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．競合における優位性について。

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・コウチュウMON-88017-3

目害虫抵抗性及び 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MON-00810-6

ホサートが自然環境下で選択圧になることは考えにくく、また、コウチュウ目害虫及びチョウ目

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

ではないと考えられることから、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、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．有害物質の産生性について。

本スタック系統トウモロコシは 由来の 蛋白質産生性及び 蛋MON-88017-3 CP4 EPSPS Cry3Bb1

白質産生性並びに 由来の 蛋白質産生性を併せ持っています。 蛋MON-00810-6 Cry1Ab Cry3Bb1

白質はコウチュウ目昆虫に対する殺虫作用を、 蛋白質はチョウ目昆虫に対する殺虫作用Cry1Ab

を有していますが、これらの殺虫活性は特異性が高く、一方、 蛋白質は動植物に対CP4 EPSPS

する有害物質ではないことが確認されています。

したがって、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

質の産生性は親系統が有する形質を併せたもの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．交雑性について。

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
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どうもありがとうございました。

何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。

western corn私から、形の問題だけですけれども、１ページの下から２行目、最後のところ、

の が変なところで切れてしまっているので、これは何かもし対策があれば修rootworm rootworm

正をお願いいたします。

○林委員

それに関連した部分でよろしいでしょうか。

○原田座長

はい、どうぞ。

○林委員

この下の３行から次のページの２行ですね。これは特に除草剤の散布試験とか生物検定を行っ

ているというような追記がありますけれども、これは非常に重要なことなので、ここは書いてい

ただいてよかったと思います。次の案件の資料にも関係するので、次の案件の検討のときに申し

上げますけれども、同じようなことが次の２件にもあるのですね。ところがそこにはこの記述が

ないのです。それで、この記述はぜひ尊重したいので、次の２件については検討の際にも申し上

げますが、中身は違いますけれどもできれば同じようにこういうふうに除草剤散布試験と生物試

。 、験とを行っているということは追記した方がいいと思います そこは後の２件にも絡みますので

ちょっと申し上げました。

○原田座長

わかりました。

ほかにいかがでしょうか。

○井出委員

スタック系統について、ここの最初のところで、この親の系統について説明されておりますけ

れども、これは例えばこのスタック系統を評価する上で、親が評価されているということは必須

の事項としてここに書かれているわけでしょうか。

○龍口技術安全課長補佐

お手元のファイルの資料 で、スタック系統の生物多様性影響評価の考え方ということで整13

理をしておりまして、その２番のところで、スタック系統であっても親系統が共に承認されてい

るものについては、スタック系統の情報として相互作用の有無を判断するということ、それとそ

の他収集可能な範囲でスタック系統の特性に係る情報、１、２の情報に基づく評価のために必要

な親系統に関する情報ということで、スタック系統で親が承認されているものについては相互作

用を見ることで生物多様性影響を主として評価をすることとしております。
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逆に、今話のありました、親が評価されていないスタック系統の場合、その場合にはこのスタ

ック系統の考え方を使わずに、あくまでも作出されたもの、そのものについての評価を行うとい

う形で今やってきているところです。

○原田座長

いいでしょうか。

○井出委員

ありがとうございます。

○原田座長

これも去年の 月から今年の８月にかけて農作物分科会で３回にわたって審査されてきたわ11

けですけれども。

○近藤委員

今の井出委員のご指摘というのは結構重要で、いつも私たちもこの問題を議論しながら検討を

行っております。ですから、現在の考え方は、今事務局の方から説明されたことでやっています

が、もうこれで決まったから、それ以外考えなくていいという考え方ではありません。

○原田座長

もしほかにご質問、コメント何かございますか。

○林委員

安全性に関わることではないのですけれども、名称のことですが、スタック全部にかかってき

ますけれども、この１行目、名称で「及び 「及び」とあるのですけれども、これだと３つの親」

のかけあわせの順がわからないですね。それで、親も見れないということがあるので 「及び」、

とともに例えば「並びに」という言葉をどこかで使ってよろしければ、それによって形質に対応

したスタックの親のがわかるということでございます。

○原田座長

はい。可能であれば何か表記上の工夫があればですが。

○近藤委員

これ少し難しい問題であるかなというふうに思うのですが、この場合、グリホサート耐性とコ

ウチュウ目害虫抵抗性を合わせ持ったものに、チョウ目害虫抵抗性のものをかけ合わせたわけで

すね。

○林委員
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通常の交配でですね。通常の交配のところを「並びに」にすれば、これは通常の交配だなとい

うふうにわかりますね。

○近藤委員

そういうことですね。この場合、私もそういうふうに感じました。例えば、除草剤グリホサー

ト耐性とコウチュウ目抵抗性と、それからやはりグリホサート耐性とチョウ目害虫抵抗性をかけ

、 。 、合わせたら ではどうかということになるのですね 書き方はかなり難しい問題が幾つかあって

整理をしないといけないという感じがします。

○林委員

４つもあると、４つを並べるというのは非常に見にくい。

○近藤委員

それから、それぞれが幾つ組換えが入っているのかがわかりにくくなるのですね。

○東條技術安全課長

ここの名称のところは、これを読んでいただければ、今、近藤先生がおっしゃったとおりなの

ですけれども、今書いているのはあくまでも、除草剤グリホサート耐性とコウチュウ目と、それ

からチョウ目害虫抵抗性、それらを３つを持つという名称ということで、親系統をここの名称の

中であらわしているという表記ではないということです 今、近藤先生がおっしゃったように、

親系統を書くとすると、いろいろ複雑な４つになったときにどうするか、両方とも除草剤耐性が

入ったときどうするかとか、いろいろなちょっと複雑な問題が出てくるのかなと思うのですが、

今回ここで書いているのは、あくまでも耐性を持っているものについて、順番に記してあるとい

うふうな書き方なのです。

○林委員

そうすると、次のパラの、ここで一応やり方が書いてありますよね。ここを読めば、ここで上

「 」「 」 、 、 「 」 。が 及び 及び で来ても ここで出てくる このパラの上から５番目に と あるのですよ

この「と」で従来の交配術を使ったというのを読むということなのですね。だから、このやり方

を今後も踏襲すれば、それでまた、こっちの本文の方から読めるということもございます。こう

でなければならないというわけではないのですけれども、どっちかで、本当は上からでも読めて

も悪くはないと思いますけれども、ちょっと気のついたことを申し上げました。

○近藤委員

正確には、この名称の２行目の後の方から、 × で、このそれぞれについMON88017 MON810

て情報がわかっていれば確実に理解できるということですよね。これが全てといいますか、これ

以上でも以下でもないという表現になっているのだと思います。ですから、正確にはこれを理解

するしかないのだろうと思います。
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○林委員

我々はこの厚い概要もありますし、もとの評価書もありますけれども、これ１枚がひとり歩き

したときに、これだけしかもらっていないという人はわからない場合もあるかもしれないので、

そこのところを、ほかの一般の方がわかるような表現をなるべくした方がいいかなということで

す。

○小野里委員

我々の方では、交雑種同士を交雑して、さらにまた別な種を交雑するというときには括弧を使

って、括弧×括弧の形、あるいは可能ならば小括弧、中括弧、大括弧を使えばいいのでしょう。

ただ、それは重なってくると大変になるものですから、小括弧だけでもあらわすことができるの

ですね。だから、日本文のところはどういうふうに表現するかは別としても、その後の系統ごと

、 、 。の交雑 ×であらわすところは 括弧を使うと大体今までの経過を示すことができると思います

実際、そういうふうな使い方を我々の方ではしています。

○林委員

その議論は、この前実は武田先生からもございまして、括弧だと小括弧、中括弧で、また、ス

ラッシュで表すとすれば、スラッシュ、ダブルスラッシュで交配順に表したらということがあり

ました。

○武田委員

作物の場合はそういうふうにしていますね。

○林委員

そういう方法もあるということですね。実は私、 月にＯＥＣＤの会議に出席しますが、Ｏ10

ＥＣＤでもどういう表現するか当然問題になってきます。日本で２つご意見があり、連記で４つ

をつなげたらわからないから、小括弧をつなげるか、あるいはダブルスラッシュでつなげるかと

いう意見があったということだと思います。ＯＥＣＤでまた討議したいと思っています。

○東條技術安全課長

ちなみに、今まで承認されたものでは、この参考資料の１の方に書いていますが、その議論を

余りしていなかったので 「及び 「及び」で並べてしまっているというような状況です。例え、 」

ば、参考資料の１の２ページ目の一番下、 番ですが「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホ27

シネート耐性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ」というようなことで、今までの例はあ

ると。

○原田座長

あまりディスカッションをずらしたくないのですけれども、私、いつもちょっと気になってい
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るのは、名称などで害虫という表記について、害虫と決めつけてしまっているのですけれども、

これは、例えば地球上の動物の多様性を保つための食物連鎖ということからは、害虫と決めつけ

てしまっていいのかなというのは、ちょっと気になっています。

○近藤委員

この評価の考え方の中に、一般に作物を作っているときに防除の対象となるものについては害

虫として扱うけれども、それについては必要に応じて個別に議論していくという考え方です。

○原田座長

他に直接この審査にかかわるようなことで何かございますか。

○高木委員

スタックは今までも何回か出てきたと思うのですけれども、スタックではなくて、普通の場合

は、子孫にＤＮＡがちゃんと動かないで安定して伝わるということを要求しますよね。スタック

の場合は、それはさっきの参考資料の にもありましたけれども、ここにはそういうことは書13

いてないのだけれども、それは特に要求する必要はないという議論は行われているのでしたでし

ょうか。

例えば、かなり似たようなものが、配列が共存するようなことが出てくる場合も当然あると思

うのですけれども、そういうもの同士のインタラクションとかリコンビネーションとかというの

を含めて、何かスタックをつくったときの親のＤＮＡが安定に子孫に移るということをサザンで

調べるということは義務付けてはいないわけですけれども、その辺の議論は今まで何かやられて

ましたでしょうか。親がしっかり安定であれば、もうスタックも調べる必要はないという議論に

なっているのでしょうか。

○安田野生生物課長補佐

通常、スタックの場合は、その系統として後代まで育成していくということはなくて、親同士

をかけ合わせたＦ１で商業的に使われるようです。ですから、その時点で発現しているかどうか

ということは、除草剤耐性試験などで、今まで評価してきています。

○近藤委員

今のご指摘は、親の系統については安定性を調べて承認されていますけれども、その後、それ

が代々維持されていって、スタックされるときに、ずっと安定して、親が入れた遺伝子が安定し

て伝わっていくかどうかまでチェックしているかどうかというようなことでしょうか。

○高木委員

いや、親の方は安定にとちゃんと書いてありますよね。それで承認している。

○近藤委員
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はい。だから、承認されたときはそうなのですが、その後、何度も新しく更新されていきます

よね。それについて、必ずしも要求していないということについてでしょうか。

○高木委員

そうですね。２代か３代か、安定に伝わると。それはいいのだけれども、今度スタックをつく

ったときに、形質の相互作用というのはないということを述べているわけですけれども、組換え

にしろ何にしろ、そういうスタックをつくったその系統のＤＮＡが安定して存在するということ

に対しては、全く評価する必要はないのかどうか。

○近藤委員

今、安田さんがおっしゃいましたけれども、スタックをつくって、そのつくったスタックをま

た同じものをそのままできるわけではなくて、親系統を１回１回かけ合わせてつくっていますか

ら、親系統がしっかりしていれば、できてくるスタックも１回１回ですから、同じものができる

はずだという考え方で、それについては１回承認されれば、次回できるものも同じだろうという

ふうな考え方で、今年作ったものが、それから次のものができるわけではないので、そういうよ

うな安定性は調べる必要はない。

○高木委員

必要ない。

○川口国際基準専門官

今のご議論について申し上げさせていただきますと、これは作物によってやはり違ってきて、

この場合はトウモロコシというものですので、通常ハイブリッドでＦ１を商品化する。１代限り

ということですので、きちんとＦ１に両親の形質が発現しているかどうか、先ほど林先生の方か

らありましたように、数々の除草剤の散布試験等で確認をしている。ただ、それは１代限りであ

って、Ｆ１をＦ２にして利用することはない。

ただ、作物が異なりますと、例えばワタ等自殖性の作物ですと、その遺伝子、スタックをまた

活用してＦ２、Ｆ３と純系を作っていくという過程がありますので、そのときにはそれを利用す

る場合には、複数世代での評価をしているということです。

○高木委員

その必要はないと。はい、わかりました。

○原田座長

よろしいでしょうか。

ほかにご質問ないようでしたら、取りまとめさせていただきたいと思います。

申請者から提出された除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目及びチョウ目害虫抵抗性トウ

モロコシ（ × ）について、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多MON88017 MON810
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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と、

こういうことでまとめたいと思います。

ご異議がなければ、このようにしたいと思います。

３番目の案件に移りたいと思います。

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及び除草剤グリホサート耐性トウモロ

コシ（ × ）の検討に入ります。59122 NK603

最初に近藤農作物分科会座長から報告お願いいたします。

〈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及び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

それでは、資料４－１を同様に報告させていただきます。

名称は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グリホサート耐性トウモロコシ

, subsp. L Iltis 59122 NK603,OECD（ （ ） （ ×cry34Ab1,cry35Ab1, cp4 epsps, pat Zea mays mays ． ）

× ）です。UI:DAS-59122-7 MON-00601-6

第一種使用等の内容は、食用また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。

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、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（ ）と除草剤グリホサート耐性トウモロDAS-59122-7

コシ（ ）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MON-00603-6

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．意図された形質に係る相互作用について。

由来のコウチュウ目害虫抵抗性遺伝子（ 及び ）がコードするDAS-59122-7 cry34Ab1 cry35Ab1

、 。 、Cry34Ab1 Cry35Ab1蛋白質及び 蛋白質は 酵素活性を持たないことが報告されています また

DAS-59122-7 PAT MON-00603-6由来のグルホシネート耐性遺伝子（ ）がコードする 蛋白質、pat

由来のグリホサート耐性遺伝子（ ）がコードする 蛋白質は基質特異性が高cp4 epsps CP4 EPSPS

いことが報告されています。従って、 が付与する形質につpat cry34Ab1 cry35Ab1 cp4 epsps、 、 、

いては、 蛋白質と 蛋白質相互の作用を除き、互いに影響を及ぼす可能性はCry34Ab1 Cry35Ab1

ないと考えられます。

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．競合における優位性について。
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本スタック系統トウモロコシは、 由来のコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルDAS-59122-7

ホシネート耐性並びに に由来する除草剤グリホサート耐性を併せ持っています。MON-00603-6

しかし、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、グルホシネート及び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ることから、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、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．有害物質の産生性について。

本スタック系統トウモロコシは、 由来の 蛋白質及び 蛋白質DAS-59122-7 Cry34Ab1 Cry35Ab1

、 。並びに 蛋白質産生性と 由来の 蛋白質産生性を併せ持っていますPAT MON-00603-6 CP4 EPSPS

、 、Cry34Ab1 Cry35Ab1蛋白質及び 蛋白質はコウチュウ目昆虫に対する殺虫活性を有するが 一方

蛋白質及び 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PAT CP4 EPSPS

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る。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．交雑性について。

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。

ただいまの案件につきまして、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。

これは本年の７月に２度、農作物分科会で審査されております。

○小野里委員

資料 の１ページの下から８行目のところなのですが、したがって、云々て書いてありまし4-1

て、このしたがっての結びが 蛋白質と 蛋白質は相互作用があるけれども、Cry34Ab1 Cry35Ab1

ほかの蛋白については相互作用の可能性はないと考えられるという結論になっているわけですけ

れども、そこの「したがって」というのは、その上に、その理由が書かれている。この結論を導

くための理由が書かれているはずなのですけれども、実際には最初の と とCry34Ab1 Cry35Ab1

の相互作用があるということ、あるいはほかは相互作用がないということは、上の文章にうたっ

てないので、ここをもう少し書き加える必要があるのではないかと思うわけですが、いかがでし
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ょうか。

○近藤委員

読んでみてそう思いました。この２つが、相互作用があるということはどこにも書かれていな

いですね。

○原田座長

あるいは「したがって」を取ってしまってもいいかもしれないですね。

○近藤委員

この２つの と というものが両方あって、初めて活性を持つということをCry34Ab1 Cry35Ab1

書かなければいけないですね。

○原田座長

そこについて修文をすることとしましょうか。

○小野里委員

そこは相互作用があるにもかかわらず、ほかについては相互作用はない。ただ、これだけだと

根拠が読み取れない。

○高木委員

酵素活性がないというのと、あるやつは基質特異性が高いということで、互いに影響を及ぼさ

ないという結論になるのですかね。でも、相互作用というのは、スタックの場合とは関係ないわ

けですね。その場合は。親株の方の話。

○近藤委員

基本的にはそうなのですが、今の場合みたいに、２つの 蛋白質の間では、両方あって、初Cry

めて効果がきちんと出る。有効に出るということは、ある意味の基本作用になりますけれども、

もともとスタック系統を考えるときに、特に酵素活性というのは重視していて、そういうものの

場合にはＡという酵素がもとのＢという蛋白質に影響を与えるかもしれないということを危惧し

ていて、それは酵素の方は特異性が高くて、基質以外のものには作用を持たないということを言

うことによって相互作用がないという、この一番最初のスタック系統の考え方の中で、そういう

考え方をしていて、そういうことをここでも根拠にして、わかりやすいかどうかというのはまた

別なのですが。

○林委員

よろしいでしょうか。
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○原田座長

どうぞ。

○林委員

これはもとのテキストの文献を見ると、よりはっきりするのですけれども、 とCry34Ab1

というのは、確かに新顔であるのですけれども、文献はいずれも 、 はスラCry35Ab1 Cry34 Cry35

ッシュでつなげている文献がある。近藤委員がおっしゃったみたいに、これらが一緒にくっつい

て、むしろサプリメントが働いて、それでもとの言葉を拾えば、 とか、そういう使Binary Toxin

い方をしている。

だから、これはくっついて作用するということで、２つを一緒に扱っています。ですから、こ

こで相互作用があるないということも、我々こっちの方のスタックでやっている相互作用と違う

言葉になって、そういう相互作用も当然、 、 の間にもこれはなくて、これは２つ一緒にな34 35

っている。 と をくっつけたために、 がおかしくなるとか、あるいは がおかしくなる34 35 35 34

とか、そういうことはなくて、 、 はペアで働くということで、 、これを例えば34 35 Binary Toxin

というレビューの入った雑誌で認められていますから、そういう扱い方の方がいいBiochemistry

のではないかと思います。それが１つです。

Binary Toxin Binary Insecticidal Crystal Proteinそれから もとの言葉は とか あるいはもう一つ、 、

Applied and Environmentalとか、そんな２つの文献がもとに出ていますけれども、これは

という文献でそういう書き方になっていますから、これはやはりバイナリーで扱うMicrobiology

ということは、学会誌で認められているやり方だと思うので、それを分けて考えない方がいいの

ではないかと思うのです。それが１つです。

それからもう一つは、僕は最初の方で申し上げましたけれども、この１枚刷りの下から２行目

、「 ． 」 、 、 、 、で ２ 競合における優位性 がありますが その前に 資料３－１の下にあった なお書き

これをここにも入れていただいた方がいい。これは３－１と同じことを、相手は違いますけれど

も、除草剤の散布試験とそれから害虫抵抗性については生物検定とやっていますので、この２つ

によって確認されているということを、それはこの次もそうなのですけれども、それは入れてい

ただいた方がいいように思いますけれども。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございます。

今の林先生のご指摘の箇所についてはそのように追加していただくことにして、さっきのとこ

ろの修文は何か具体案があるか、あるいは。

○近藤委員

ちょっと難しい状態です。高木先生がおっしゃっていたように、２つの蛋白質というものをど

う扱うか。この場合には、おそらく詳細なメカニズムは本当はわかっていないのだろうと思うの

ですが、２つがあって初めてそういった機能を持つというのは、どんな酵素が大体どんなサブユ
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ニットからできていて、それで初めて機能を持ったり、あるいは複数の機能を持つ蛋白質が集ま

って１つを完結させる。例えば、ある種のものを還元するという場合に、そういういろいろな機

、 。能を持つための還元としてのサイトだったり あるいは還元させるものの場合のサイトだったり

いろいろな機能を持ったものが、別々につくられて、集まって１つの機能を持つというものと、

これのように蛋白質は別々なのだけれども、２つあって初めて機能を持つ。何か似ているような

気がするのですよね。

これを先生がおっしゃったように２つに分けて考えること自体がおかしいのかもしれないなと

いう気もするのですね。相互作用というのは、蛋白レベルで考えると、実際にはすごく難しいな

という気がしますね。

○林委員

非常に接近していますよね。図の上でも非常に接近しています。

ちょっと全然別なことですけれども、よろしいですか。

○原田座長

はい。

○林委員

cry34Ab1,cry35Ab1,cp4あと 冒頭の１枚目の上から２行目 名称のところですが トウモロコシ、 、 、 （

） 、 、 、epsps,pat pat cp4 epspsになっていますけれども 概要の方を見ますと が の前に来ているので

同じようにしていただいた方がよいと思います。

○龍口技術安全課長補佐

そうですね。

○原田座長

ありがとうございます。

、 、 。あとは 先ほどの 蛋白質の部分ですけれども 修文の案について事務局何か案ありますかCry

○龍口技術安全課長補佐

例えばですが、今、林委員からありましたご示唆を踏まえまして、意図された形質に係る相互

作用のところの２行目で 「 蛋白質及び 蛋白質はバイナリー蛋白質として、、 Cry34Ab1 Cry35Ab1

両者が合わさって殺虫活性を示す」ということを入れて、その上で、本蛋白質が酵素活性を持た

ないことが報告されているという形で、あとその後の「したがって」のところですが、そこにつ

、「 」 、いてはちょっとまだ少し検討の余地があるのかなという 相互の作用を除き というところは

もうあえて書かずに、この 、 を１セットで考えるということにしてはどうか。それがわか34 35

るような形にちょっと書きかえてみたいと思います。
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○近藤委員

林先生が言われたことを、この括弧の中でバイナリー蛋白が働くというふうにして、今後、

と書く等、１つの蛋白質として扱ったらどうでしょうか。Cry34Ab1/Cry35Ab1

○林委員

それで結構です。言葉なのですけれども、事務局がおっしゃったように、 というBinary Toxin

か、バイナリー蛋白というか、もとの文献ですと、１つは なのです。もう一つはBinary Toxin

、両方交雑になると、 なのです。ですから、それBinary Insecticidal Crystal Protein Binary Protein

はどっちが正しいか。むしろご専門の方で、言葉として と言った方がいいのか、Binary Protein

と言った方がいいのか、もとの文献を見ると２つの使い方をしていますね。Binary Toxin

○東條技術安全課長

資料４－２の概要書の中では 「協調して働くことから併せてバイナリー蛋白質と称される」、

というふうに記載されています。

○林委員

それでもいいと思います。

○原田座長

では、この資料４－１については、一番上の２行目、 の位置。それからこの意図された形pat

質に係る相互作用のところを修文していただくのと、それから なお書きとして、試験の結果を

追加するということですね。その３点を修文していただければ、基本的なところではよろしいで

しょうか。

それでは本件については第一種使用規定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が、評価書の記述に一部

不適切な部分があるので、該当部分を修正し、総合検討会委員の確認を受けることを条件としま

すと、そういう文章にしたいと思います。

どうもありがとうございました。

それでは、次の案件でございますけれども、これは前の案件にさらに１イベントをかけ合わせ

た案件になります。

コウチュウ目害虫抵抗性及びチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性及び除草剤グ

リホサート耐性トウモロコシの検討に入りたいと思います。

では、近藤先生、報告をお願いしたいと思います。

〈コウチュウ目害虫抵抗性及びチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性

及び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
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それでは、資料５－１について報告させていただきます。

名称はコウチュウ目害虫抵抗性及びチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性及び除

cry34Ab1,cry35Ab1,cry1F,pat,cp4 epsps,Zea mays mays草剤グリホサート耐性トウモロコシ（ subsp.

（ ） （ × × ， × × ）L. Iltis 59122 1507 NK603 OECD UI:DAS-59122-7 DAS-01507-1 MON-00603-6）

です。

第一種使用等の内容ですが、食用また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になります。

申請者、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

規定に従って、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、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（ 、除草剤グルホシネート耐性トウモDAS-59122-7）

ロコシ（ ）及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（ ）とを交配しDAS-01507-1 MON-00603-6

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．意図された形質に係る相互作用について。

７由来のコウチュウ目害虫抵抗性遺伝子（ 及び ）がコードするDAS-59122- cry34Ab1 cry35Ab1

、 （ ）Cry34Ab1 Cry35Ab1 DAS-01507-1蛋白質及び 蛋白質 由来のチョウ目害虫抵抗性遺伝子 cry1F

がコードする 蛋白質は、殺虫スペクトルが異なること及び酵素活性を持たないことが報Cry1F

。 、 （ ）告されています また 及び 由来のグルホシネート耐性遺伝子DAS-59122-7 DAS-01507-1 pat

がコードする 蛋白質、 由来のグリホサート耐性遺伝子（ ）がコードPAT MON-00603-6 cp4 epsps

する 蛋白質は基質特異性が高いことが報告されています。CP4 EPSPS

Cry34Ab1従って 及び が付与する形質については、 、pat cry34Ab1 cry35Ab1 cry1F cp4 epsps、 、 、

、 。蛋白質と 蛋白質相互の作用を除き 相互に影響を及ぼす可能性はないと考えられますCry35Ab1

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．競合における優位性について。

本スタック系統トウモロコシは、 由来のコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルDAS-59122-7

ホシネート耐性、 由来のチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性、DAS-01507-1

に由来する除草剤グリホサート耐性を併せ持っています。しかし、コウチュウ目MON-00603-6

害虫及び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、グルホシネート及び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ることから、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、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。
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３．有害物質の産生性について。

本スタック系統トウモロコシは、 由来の 蛋白質及び 蛋白質DAS-59122-7 Cry34Ab1 Cry35Ab1

DAS-01507-1 Cry1F DAS-59122-7 DAS-01507-1 PAT産生性、 由来の 蛋白質産生性、 及び 由来の

蛋白質産生性及び 由来の 蛋白質産生性を併せ持っています。 蛋MON-00603-6 CP4 EPSPS Cry1F

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

虫作用を有するが、これらの殺虫スペクトルの特異性は高いことが示されており、相互に作用す

る可能性は極めて低いとしております。また、 蛋白質及び 蛋白質は動植物に対PAT CP4 EPSPS

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、その有害物資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．交雑性について。

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。

何か本件につきまして、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。

○龍口技術安全課長補佐

最初に事務局の方で、ちょっとよろしいですか。

○原田座長

はい。

○瀧口技術安全課長補佐

大変申しわけございません。

まず、意図された形質に係る相互作用の前のパラグラフ、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、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

（ ）の後ですが 「チョウ目害虫抵抗性及び」という文字が抜けておりました。チDAS-59122-7 、

ョウ目害虫抵抗性がどこから来たかわからないものになっておりますので、ここに「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（ 」という形で修正をさせDAS-01507-1）

ていただきたいと思います。
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それと、先ほどのスタックのところで指摘のありました 蛋白質及び 蛋白Cry34Ab1 Cry35Ab1

質の後ですけれども 「この２つの蛋白質はバイナリー蛋白質として相互に作用して殺虫活性を、

示すため、以後、 蛋白質とする」という記述を加えたいと思います。Cry34Ab1/Cry35Ab1

あと、先ほど林先生の方からございました修正ですが、これにつきましても、散布試験の結果

等、生物検定の結果、これを意図された形質の相互作用の 「以上により」という文章の前に、、

「なお」ということで挿入をしたいと思います。

○原田座長

いかがでしょうか。

○近藤委員

ここは、農作物分科会の検討の結果の資料の中で、改行の際に、アルファベットが途中で切れ

ていたり、数字なんかでちょっと気になることが幾つかあります。

○龍口技術安全課長補佐

後ほど整えさせていただきます。

○原田座長

あと、１の意図された形質に係る相互作用の前なのですけれども、３行目上あたりの真ん中、

点の後 「個別に」で始まっています箇所についてですが 「個別に」の次に 「本スタック系統、 、 、

トウモロコシと同一の」と入っているのですけれども、これは必要でしょうか。第一種使用等を

した場合に 「個別に第一種使用等をした場合に」というふうに続いてしまってもいいのではな、

いかという気がしたのですけれども、この本スタック系統トウモロコシと同一のというのをつけ

加えると、他のところでもいつもつけ加えなければならないのではないかなという気がするので

すけれどもいかがでしょうか。

○龍口技術安全課長補佐

事務局の方から申し上げます。こちらの方は、今回のスタック系統トウモロコシの使用につい

て、食用、飼料用と栽培も含んだ、コモディティだけでないということまで同じである第一種使

用等の内容であるということを言うために、これまでのものについても入れてきております。

○林委員

資料３－１、４－１も同じ趣旨ですと 「個別」が入っているので、ここを消すなら同様に削、

除する必要がありますね。

○原田座長

「 」 、「 」 「 」個別 は必要なのですけれども 個別に の後の 本スタック系統トウモロコシと同一の

という、この形容句の方ですね。
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○林委員

そっちですか。失礼しました。

○近藤委員

これが、今おっしゃったように栽培が入っている場合と入っていない場合があって、個々のも

のも同じように栽培が入っていたり、栽培が入っていなかったりする、そういうようなものです

ね。

○龍口技術安全課長補佐

例えば、栽培が入っていないもの同士のスタックの場合に、本当にそれまで栽培が入っていな

い評価が行われていたもの同士の評価ではなくて、ちゃんと栽培の入っているものとして評価が

されて、それのスタック系統であるということを言うために、表記としてちょっとしつこい感じ

にはなるのですけれども、一応、同一の使用等の内容で承認されているということを言いたいが

ために記載しています。

○近藤委員

現実に言うと、違った使用法で出されることはないことはないのだけれども、一応、念のため

に書いたという感じでしょうか。

○原田座長

はい、わかりました。他にいかがでしょうか。

ちょっとこれも先ほど事務局の方からあった修文をお願いして、よろしければ取りまとめをさ

せていただきますが、本件については、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が、検討結

果の記述に一部不適切な部分があるので、該当部分を修正し、総合検討委員会の確認を受けるこ

とを条件とするということで、よろしいでしょうか。

それでは、いよいよ最後の案件になります。

除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（ × ）の検討に入りMON-88913 15985

たいと思います。

では、最初に近藤先生から、ご報告をお願いします。

〈除草剤グリホサート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタの生物多様性影響評価について〉

○近藤委員

それでは、同様に資料６－１について報告させていただきます。

cp4 epsps cry1Ac, cry2Ab,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ワタ（ ，

（ × × ）です。Gossypium hirsutum L. MON-88913 15985,OECD UI:MON-88913-8 MON-15985-7）
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第一種使用等の内容は、食用また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になります。

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以下のとおりです。

なお、本スタック系統ワタは、従来の交雑育種法により、除草剤グリホサート耐性ワタ

（ ） （ ） 、MON-88913-8 MON-15985-7とチョウ目害虫抵抗性ワタ 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、本スタック系統ワタ

、 。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．意図された形質に係る相互作用について。

MON-88913-8 CP4由来のグリホサート耐性遺伝子（改変型 ）がコードする改変型cp4 epsps

蛋白質は基質特異性が高く、 由来のチョウ目害虫抵抗性遺伝子（改変型EPSPS MON-15985-7

改変型 ）がコードする改変型 蛋白質、改変型 蛋白質は酵素活性をcry1Ac cry2Ab, Cry1Ac Cry2Ab

持たないことが報告されています。従って、改変型 と改変型 、改変型 がcp4 epsps cry1Ac cry2Ab

付与する形質が相互に影響を及ぼす可能性はないと考えられる。

以上より、本スタック系統ワタについては、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．競合における優位性について。

本スタック系統ワタは、 由来の除草剤グリホサート耐性及び 由来MON-88913-8 MON-15985-7

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、従って、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しました。

３．有害物質の産生性について。

本スタック系統ワタは、 由来の改変型 蛋白質産生性及びMON-88913-8 CP4 EPSPS

由来の改変型 蛋白質、改変型 蛋白質産生性を併せ持っています。MON-15985-7 Cry1Ac Cry2Ab

、 、 、改変型 及び改変型 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Cry1Ac Cry2Ab

改変型 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、CP4 EPSPS

本スタック系統ワタは、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．交雑性について。

我が国の自然環境中には、ワタ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しました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございます。

本件につきまして、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。

これは本年７月に２回、農作物分科会で審査されている案件ですね。食品の方でもＯＫが出た

と、さっきご報告がありました。

○龍口技術安全課長補佐

これも先ほどと同様、林先生からの指摘のありました、意図された形質に係る相互作用のとこ

ろに、生物検定等の結果を挿入しておきたいと思います。

○原田座長

、 、 、 、もし 特段のご質問 ご意見がないようでしたら 取りまとめに入りたいと思いますけれども

これは、さきほど林先生の方からご提案のあった生物検定などに関する文をつけ足すというこ

とだけだと思いますので、必ずしも、委員にまた戻す必要はないのではないかと思いますので、

申請者から提出されました本件については、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という

ことでいいでしょうか。

これは、さきほどの追加だけはお願いしたいと思います。

これで、申請案件の審議は終わらせていただきます。次の議題は、その他となっておりますけ

れども、何か報告すべきことは事務局の方でございますでしょうか。

（２）そ の 他

○龍口技術安全課長補佐

次回の総合検討会の日程でございますけれども、通常ですと、月１回ということでやってきた

のですが、同じ月に２回となりまして恐縮でございますが、９月 日の 時から、本日と同じ29 14

この委員室で開催を予定しております。

以上でございます。

○原田座長

ほかに、何か委員の方からも、事務局の方からも、特にございませんでしょうか。

もし、特段の提案、ご意見がないようでしたら、本日の議事は以上を持ちまして終了したいと

思います。

では、事務局にお返しします。
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○龍口技術安全課長補佐

熱心なご審議ありがとうございました。

それでは、環境省の名執野生生物課長より閉会のあいさつを申し上げます。

○名執野生生物課長

環境省の野生生物課長の名執でございます。遅れてまいりまして、申しわけありません。

本日は先生方、大変お忙しいところ、また台風が近づいて大変足元の悪い中、本生物多様性影

響評価検討会総合検討会にご出席いただきまして、また熱心なご検討をいただきまして、大変あ

りがとうございました。

遺伝子組換え生物の承認の審査に対しましては、科学的根拠のあるしっかりした評価が大変重

、 、 、 。要と考えているところでございまして 今後ともご指導 ご鞭撻のほど よろしくお願いします

本日はどうもありがとうございました。

○龍口技術安全課長補佐

それでは、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


