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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 １ １ 月 ２ 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

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、誠にありがとうございます。

本日は井出委員、あと急遽ですが、嶋田委員よりご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技術安全課長の東條よりごあいさつ申し上げます。

○東條技術安全課長

それでは、一言ごあいさつ申し上げます。

本日は大変お忙しいところ、先生方にはこの総合検討会にご出席を賜りまして、誠にあ

りがとうございます。また、日ごろから遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価等にあ

たり、大変お世話になっておりまして、この場をかりまして、お礼を申し上げたいと思い

ます。

この総合検討会でございますけれども、従来から申し上げておりますように、環境省と

農林水産省の共同開催というようなことで運営をしておりまして、前回は９月 28 日に開

催をさせていただきました。前回はナタネについてご審議をいただきまして、ご意見をま

とめていただいたところでございます。

本日は農林水産大臣がその生産または流通を所管をいたします遺伝子組換え農作物とし

て、今回、農林水産大臣及び環境大臣に申請がありました第一種使用規程承認申請の２件

につきまして、その使用に伴う生物多様性影響等について、幅広い見地からご意見を賜り

たいと考えております。

、 、遺伝子組換え作物につきましては 実用化されましてから 10 年以上経つということで

相当状況も変わってきておりますが、いずれにしても国民の理解を得ながら進めていくと

いうことが重要でございますので、ぜひそういった点からご審議を賜りたいと思っており

ます。

併せまして、参考資料の方で承認の状況に変化がありましたので、ご説明をしたいとい

うふうに思います。お手元の参考資料１、２、３というのがお配りしてございますが、そ

れをちょっと見ていただきたいと思います。

参考資料１がカルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認状況で表になってございまし

て めくっていただきますと 一番最後 ４ページのところになりますが 実は本日付 11、 、 、 、 、

、 。月 25 日付で３件ほど承認がされておりまして 全部で 49 件ということになっております

この３件については、７月 21 日の総合検討会でご審議をいただきましたトウモロコシ３

件でございます。いずれも経過措置案件として認められていたものでございますが、それ

が今回法律のもとで承認されたということでございます。

それから、参考資料２が経過措置案件の一覧表ということでございまして、今、申しま

したように経過措置の方から３件承認の方に移りましたので、今回の経過措置の方はトウ

、 、モロコシが７件というふうになっていまして 前回まで 10 件ということでございますが

若干減っているということでございます。ダイズ、トウモロコシ、ナタネ、それから裏に
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パパイヤがありますけれども、全体で 21 件ということになっております。

それから、最後、参考資料３ですけれども、これはこちらの総合検討会の方で意見を取

りまとめていただいて承認待ちというような状況になっている案件でございます。全部で

14 件ほどございます。備考のところに書いてありますけれども、承認がまだされていな

い理由として飼料の安全性、あるいは食品の安全性が未了のためというようなこと、ある

いはパブコメがまだ終わっていないというようなことがあげられます。この表の８番目に

ある案件が先ほど承認されました案件と同様、７月 21 日にご審議いただきました案件で

すが、これについても食品の安全性、あるいは飼料の安全性の確認が未了のため、まだ承

認はされていないということであります。

それから、９月５日にご審議をいただきました９番目以降、10、11、12、13 と５件あ

りますけれども これについては今現在パブリックコメント募集中ということで 12 月 19、 、

日までコメント募集ということになっております。

最後、ナタネについては今後パブコメを実施するというようなことで進んでいるところ

です。

以上、ご紹介をさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。

○龍口技術安全課長補佐

それでは、議事に入る前に配布資料の確認をさせていただきます。お手元の本日の議事

次第の下に配布資料一覧がございますので、ご確認願います。

議事次第の下に座席表、そして安全性の確認状況、資料１でございます。

それと、資料２－１でございますが、文章に少し練れていなかったところがあったとい

うことで、急遽修正をいたしまして、修正した版をただいまよりお配りいたしますので、

、 。２－１につきましては ただいまから事務局の方で配布いたします資料をお使いください

その次に、資料２－２といたしまして、除草剤グルホシネート耐性トウモロコシの評価

書の概要。資料３－１といたしまして、本日の２件目、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グ

ルホシネート耐性ワタの分科会における検討の結果。それと、３－２といたしまして、そ

れの申請書の概要。そして、今、課長のあいさつで用いましたが、参考資料の１、２、３

といたしまして、承認状況等でございます。

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。

では、傍聴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おります注意事項を守っていただきますよう、

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 よろしくお願いいたします

○武田委員

差しかえた資料はどこが変わっているのですか。

○龍口技術安全課長補佐

２ページ目の３．有害物質の産生性の③の文章が変わっております。と言いますのは、

「生育特性における差がない」という書き方をしていましたが、実はその上の競合におけ

る優位性のところで、着雌穂高でございますが、非組換えトウモロコシと組換えトウモロ

コシで有意差があったということがございます。あと 「除草剤耐性を有する以外」とい、

う表現も、ちょっと表現としてこなれていないということで、そこの部分を修正させてい

ただいております。
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○原田座長

それでは、まず議事の１番目でございますけれども 「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等の検討」となっております。既に農作物分科会での専門的な

見地からの検討が終了したものです。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ご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さん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をいただきたいというふうに考えております。

議事の進め方といたしましては、まず事務局から資料１について説明を受け、それぞれ

の案件について、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、委員からのご意見を集約しまして、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

をお願いいたします。

○龍口技術安全課長補佐

それでは、資料１に基づいて、農作物分科会での検討状況、あと食品等の安全性の審査

状況についてご説明いたします。

（ ）まず本日の１番目の案件でございます除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ DLL25

でございますが、農作物分科会では、８月 10 日、10 月６日、あと 10 月 20 日に審査を行

っております。これは旧指針においては、隔離ほ場の確認が 1998 年、コモディティにつ

いては 1999 年に確認の終了しているものでございます。食品については 2001 年、飼料に

ついては 2003 年に安全性確認が終わっているものです。

続きまして、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ（281 × 3006）で

、 、 、 、ございますが これにつきましては 2004 年 12 月 17 日に１回目を行いまして その後

、 、 、 。2005 年７月 15 日 10 月６日 10 月 20 日 11 月 14 日に検討を行ったものでございます

これは旧指針での確認は行われていないものでございます。食品についてですが、2005

年に安全性の確認状況が終わっております。

本案件でございますが、281 と 3006、これはチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネ

ート耐性ワタで、 と が入ったものと、あとチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルcry1F pat
ホシネート耐性ワタ 3006、こちらが と が入っているものでございますが、こcry1Ac pat
れを交配して得られたスタックではございます。ただ、交配親でありますワタの 281 及び

ワタの 3006、この両者については商品化する予定がないということから、両親について

の環境の安全性の確認といったものは行われておりません ですから これは 281 × 3006。 、

という一つのイベントとしての分科会においての検討が行われているものでございます。

以上でございます。

○原田座長

はい、どうもありがとうございました。それでは、本日の一つ目の議題でございます除

草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（DLL25）の検討を行います。

最初に、近藤農作物分科会座長からご報告をお願いいたします。

○近藤委員

それでは、資料２－１に基づきご報告させていただきます。

名称、除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ。先ほどご説明ありました DLL25 です。

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



- 4 -

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。先ほどのご説明にありました

ように、旧指針ではコモディティということですが、今回は栽培も入っているという内容

になっています。

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、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

pDPG165 に由来する（１）35S プロモーター、 遺伝子、Tr7 3'ターミネーターからなbar
る 遺伝子カセット （２） 遺伝子の 3'領域を欠くもの、 、Tr7 3'からなる断片bar bla lac、

が、本組換えトウモロコシのゲノム中１カ所に移入されていることが、サザンブロット分

析の結果から確認されている。なお、 遺伝子の産物であるβ-ラクタマーゼがウエスbla
タンブロット分析によって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bla
が確認されています。また、 プロモーターは植物体において機能しないため、本組換lac
えトウモロコシ中に含まれる部分配列 lacZ は発現していないとのことです。

また、 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bar
ット分析により確認されています。さらに、 遺伝子により付与された形質が複数世代bar
において安定して発現していることが、ウエスタンブロット分析及び除草剤グルホシネー

トによる選抜の過程で確認されています。

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（ subsp. （L.）Iltis）についてZea mays mays
は、我が国において栽培等がされているが、これまで自生化するとの報告はされていない

とのことです。

本組換えトウモロコシには、移入された 遺伝子が発現する PAT 蛋白質により除草剤bar
グルホシネートへの耐性が付与されているが、グルホシネートは自然環境下で選択圧にな

ることはないと考えられるため、本形質に起因して競合において優位となり、野生植物に

影響を及ぼすとは考えにくい。また、我が国の隔離ほ場における調査の結果、着雌穂高を

除き、本組換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かか

わる諸形質に優位な差はないことが確認されている。着雌穂高については平均値で、本組

換えトウモロコシでは 80.4cm、非組換えトウモロコシは 95.4cm であったが、この有意差

によって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。

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、野生動植物に影響を及ぼすような

有害物質を産生するとの報告はされていない。

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 PAT 蛋白質を産生するが、本

蛋白質が野生動植物等に対して有害性を示すとする報告はされていない。また、PAT 蛋白

質は基質特異性が高く、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられる。

なお、我が国の隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌

され他の植物へ影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの）の産

生性の調査が行われており、非組換えトウモロコシとの間で有意差は認められていない。
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また、以下の理由から、地上部の有害物質の産生性に起因して他の野生生物に影響を及ぼ

すような可能性は極めて低いと考えられるとされています。

①本組換えトウモロコシは、2000 年以降いずれの地域においても商業栽培されておら

ず、保有種子はすべて焼却処分されており、海外においても今後意図的に栽培等が行われ

ることはないことから、我が国での使用は、栽培、食用、飼料用等に輸入される他のトウ

モロコシ等にごく微量が混入する場合に限られること。

② PAT 蛋白質が野生動植物等に対して有害であるとの報告はないこと。

③本組換えトウモロコシは除草剤耐性を有するが、競合において優位となるような生育

特性等における差が、非組換えトウモロコシとの間で認められていないこと。

、 、 、④米国におけるほ場試験において 本組換えトウモロコシの収穫後 植物体をすき込み

翌年栽培されたダイズ等に生育阻害は認められなかったこと。

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。

ただいま除草剤グルホシネート耐性トウモロコシについてご報告をいただきましたが、

この件につきまして、ご質問、ご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。いかがでしょうか、何かございますか。

誠にささいなことなのですけれども、一等最初の方に「第一種使用等の内容」とござい

ますね 「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 、この。 」

順序なんですけれども、これは一応ロジカルな順序になっているわけですね。言葉をどう

並べてもいいようなものですけれども、最初からこういうふうになっているわけですね。

○高木委員

これは、さっき課長が説明された参考資料２のトウモロコシの２番目のところにあるも

のですね。

○東條技術安全課長

そうですね。経過措置案件の参考資料２でございます。今、先生からご指摘がありまし

たように、トウモロコシ、２番目、除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（DLL25）で

す。

○高木委員

これで右の方の栽培のところに丸がついていないものの丸がつくわけですか。
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○東條技術安全課長

そういうことでございます。経過措置では、コモディティのみの案件でございますけれ

ども、今回申請者の方から栽培も含めて審査をお願いしたいというふうなことで上がって

きまして、それについて分科会でご審査をいただきまして、栽培まで含めても大丈夫であ

ろうということで、この結論をいただいています。

○高木委員

、 。これは 今までの栽培がなかったときと内容的には申請が相当変わっているわけですか

栽培をするためにつけ加えた部分というのがかなりあるわけですか、その差がどの辺にあ

るのか、もしわかればお知らせいただきたいと思いますが。

○近藤委員

栽培をつけ加えた場合、今度のカルタヘナ法においては、従来の基準と比べますと、コ

モディティであっても有害物質産生性に関しては、原則として使用の内容に栽培が含まれ

、 、ている物と同等の試験をやらなければいけないことになっていまして 旧指針の場合には

コモディティの場合、必ずしもそれは必要ないということで、一部この案件に関しては試

験、現在の規定に従うと一部欠けております。

その部分をどうするかということが、長い間一番問題だったわけですが、それについて

は、それにかわるべきものが、一応アメリカの方の状況から判断できるのではないかとい

うことと、それから現在栽培されなくなって数年経っているということで、今後大量に混

ざってくることはないという判断をしまして、問題はないだろうというふうに判断をいた

しました。

○高木委員

、 、 。そうすると 今読んでいただいた３の有害物質の産生性のところが かなり変わったと

○近藤委員

はい。

○高木委員

ああ、そうですか。

○原田座長

私も分科会の方に出ていたのですけれども、今ご指摘の問題については、相当長い議論

をやっておりまして、結論としてこういうことで決まりました。

○近藤委員

本来、もう一つ試験をやらなければいけないのですが、現実に種がありませんので、試

験は不可能ですが、一方で全く栽培されていないといえども、わずかに混入してくる可能

性というのは防げないわけですから、何かの対策をとらなければいけなくて、これまでの

試験が日本における試験だけではなくて、アメリカの方の状況も判断しますと、実質的に

は問題ないだろうことであります。

○高木委員

どうもありがとうございます。
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○原田座長

さきほど東條課長からご説明のあった参考資料の中に経過措置の書かれたものがござい

ましたですよね。

○東條技術安全課長

参考資料の２になります。

○原田座長

２ですね。これについての検討状況は、どのようになりますか。

○龍口技術安全課長補佐

、 、 、この中で 参考資料の２をごらんいただきたいのですが それのまず上からいきますと

ダイズ３種類、これは今追加試験を求めておりまして、その結果が出てきてからまた再度

審査ということになります。

トウモロコシでございますが、１番目の MON88017、それとあと５番の T14、この２つは

既に総合検討会での審査も終了していただいておりまして、パブリックコメントの結果で

すとかを待っている状況になっております。そして、３番目の Bt11、あと CBH351、あと

７番の DBT418、これは一度分科会で審査を行って、追加データですとか、さらなる検討

を求めている状況にございます。そして、６番のこの Event176 でございますが、まだち

ょっと分科会での審査は行っておりませんが、早急に行いたいということで、申請者の方

には指導をしているところです。

あと、ナタネの方ですが、ナタネの方は５番目の RT73 がこれからパブリックコメント

にかかるということで、あとそれ以外のものでございますが、これについては今追加試験

を実施している最中で、それが終わり次第、これも分科会での検討を行う予定となってお

ります。

最後になりますが、パパイヤにつきましても、分科会での検討を始めておりまして、現

在追加のデータですとか、そういったことを求めている最中でございます。

○原田座長

経過措置については、結局この参考資料２にあるものが全部終わればそれで終わりとい

うふうに理解していいわけですね。

○龍口技術安全課長補佐

そうです。

○原田座長

ほかに何かございますでしょうか。

○武田委員

申請書等の概要の方についてでもよろしいですか。

○原田座長

どうぞ。
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○武田委員

ちょっと気になる部分があるのですが、概要の資料２－２の 24 ページなのですが、引

用文献の項で社外秘につき非公開というのですが、引用文献が非公開というのは、これで

は内容についてチェックのしようもないので、これは隠し過ぎではないでしょうか。引用

文献まで非公開にする必要があるのですか。

○近藤委員

引用文献にどういうものを集めるかということも一つの会社のノウハウということで、

説明を受けています。

○武田委員

疑問があってもアプローチできないというのは問題ですね。

○近藤委員

そうですね。この資料だけでは。

○武田委員

しかも公開資料ですからね、引用できるような文献というのは。

○近藤委員

引用文献というのはそうですよね。その辺の議論はあったのですけれども。

○原田座長

申請書類の本体の方を見れば、書いてあるわけです。

○武田委員

それで概要だけ非公開というのは、変ですね。

○安田野生生物課長補佐

公開されるのは、概要と言っているこっちの方です。今までここは引用文献でも全く何

も書いていなかったのです。パブリックコメントでもう少し情報をなるべく出せるものは

出してくださいということで、出せるものからだんだん出していって、出せないことは出

せないことの理由を書くということで、今回引用文献について社外秘ということで出せま

せんという、その断り書きというか、そこを書くようになったのです。今まではここは何

も触れていなくて、ただ単に空白になっていた部分です。

○武田委員

申請者によって付けたり、付けなかったりするので、それは申請者の意向によるのでし

ょうか。

○安田野生生物課長補佐

そうなんです。

○武田委員

それと関連するのですけれども、緊急措置を講ずるための実施体制、これは個人名、所
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属は個人情報につき非公開と、このモンサントの場合は書いているのですけれども、一方

のダウ・ケミカルの場合は個人名は出していませんけれども、役職がわかって、一応どう

いう委員会が構成されているかというところまではわかるんですね。

モンサントの場合、個人名まで出さなくてもいいかもしれないですけれども、確かに委

員会があるのだなということがわかるような書き方をした方がいいのではないでしょうか

ね。そういう意味では、ダウ・ケミカルの書き方は納得できるのですけれども。

○東條技術安全課長

申請書類の本体の方には名簿が名前も書いて載っていますね。

○武田委員

これは申請者、会社によっていろいろだというのは、この先どうなのでしょうかね。あ

る程度統一された方がいいと思いますが。

○原田座長

名前までは別にしても、役職名はあった方がいいと思いますが。ただ、透明性と個人の

プライバシーの問題とのどの辺に線を引くかというのがあると思いますけれども 、。

○東條技術安全課長

委員会があること自体は、こちらの申請書類本体の方で先生方にご確認いただければと

思うのですけれども、先生おっしゃったように、パブリックコメントを求める際の資料と

してどこまで出すかという、その統一性がないというご指摘だと思います。

○原田座長

まだ確定していないような感じがしますね。いろいろな学会の名簿でも、ほとんど何も

書かないようになってきましたし、今は過渡期でちょっとわかりにくいような気がします

けれども。

○東條技術安全課長

そこは検討させていただきます。

○原田座長

そうですね。何か最近は小学校の運動会でも写真を撮ってはいけないとか、なかなか厳

しい状態みたいですから。

○高木委員

さっきのご質問の引用文献の件ですけれども、パブリックコメントに何か言いたい方が

文献にアクセスする方法というのは全くないわけですか。概要しかなくて、申請書類本体

は読めないわけですよね。

○東條技術安全課長

そうですね。公開の資料はお手元の資料の２－２ということになります。

○高木委員

そうすると、そこのところはこうであると書いてあるけれども、文献にあたりたいとき
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にはあたれないわけですね。

○東條技術安全課長

そうですね。

○原田座長

STAFF(農林水産先端技術産業振興センター)の資料室にあるのも、文献とか個人名は出

ていないのでしょうか。

○新本農産安全管理課調査官

結局同じで、企業の秘密なりノウハウに係る部分については、そこは申請者が整理をし

た上で閲覧に供しております。

○林委員

そのことだけに関すれば ここにある 例えばワタの場合にはこっちにあるのは 30 か 40、 、

ページまであるのですけれども、こっちはどこかで省略して 25 ページになっている。だ

から、このものがそっくりそのまま出ているわけでもないわけです。

○原田座長

だから、概要ということになっているわけですね。

○林委員

武田先生がおっしゃったみたいに、全然出ていないものと、ちょっと出ているものと両

方ありますね。いずれにしても整理も確かに不統一は不統一ですね。

○武田委員

例えば、ちょっと違うかもしれないですけれども、論文のレビューなんかしていて、原

典に気になって当たってみると、間違って引用している場合や都合よく引用している場合

等いろいろありまして、これは文献資料にはアクセスしたいときにはできるというふうに

しておかないとフェアでないと思うんですね。

○原田座長

我々は、申請書本体からできるわけですけれども。

○武田委員

我々はできるわけです。ただ一般の方は、今あったように、例えばパブコメがおかしい

なと思っても、アクセスできないというのは問題かもしれないですね。

○原田座長

その辺のルールをちょっと事務局の方で考えていただいて、例えばパブコメに関して何

か質問があったときには、どういう形でその質問に答えるかということですね。今までは

パブコメをやって何か資料が足りなくて、事務局の方に問い合わせがあったというような

ことは、現実問題としてありませんでしたか。

○安田野生生物課長補佐
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問い合わせということではないのですが、もととなるデータ等についてもなるべく公表

してほしいという意見はパブコメで来ています。少しずつ可能なことからということで、

今申請者の方とも相談をしているところなのですけれども、とりあえず出てきたものが出

せないけれども、出さないということを情報として与えるということで、今回こういうよ

うな書き方になってきています。

○武田委員

パブリッシュした文献を社外秘だというのは、僕はそれは過剰反応だと思いますね。む

、 。しろ学問の自由に抵触してくるんじゃないかな ちょっとオーバーかもしれないけれども

○原田座長

必ずしも正式に全部パブリッシュされたものばかりでもないみたいなんですよね。社内

報等の類のものが結構あるみたいですから、なかなか今、全体的にもそういう情報の取り

扱いが問題になっているときですからね。

○安田野生生物課長補佐

専門の先生方からも、こういう意見があったということで、さらに調整していきたいと

思います。

○近藤委員

それに関しては、分科会でも多少問題になることがありまして、例えば旧指針のときの

文献がそのまま載っていて、原典が載っていなかったり、文章の中には新しい情報が書い

てあるのに載っていないのでつけ加えてほしいとか、あるいは社内報の場合には、これは

公には入れないので、重要なものに関しては、それを本文の方にも書いてくれとか、そう

いうふうにして少なくとも引用文献も含めてわかるような形で情報が欲しいと我々は言っ

ているわけですが、それは一般に見る方も同じ気持ちを抱くだろうという気はしますね。

○原田座長

では、これはちょっと宿題にさせておいていただきたいと思います。

はい、どうぞ。

○小野里委員

小さいところですけれども、資料２－２の 10 ページのところの下から３行目、一番最

初のところですけれども 「p10 の図２」とありますけれども、図が載っていないから問、

題にならないかもしれないのですが、これはページ９の間違いですね。

○龍口技術安全課長補佐

すみません。

○原田座長

そうですね。

○小野里委員

それと、同じ資料２－２の 22 ページなのですけれども、下から２行目のところで 「統、

計学的有意差は、挿入遺伝子に起因するものではなく」と書いていますけれども、両者で
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遺伝子を組換え体と非組換え体で比較して有意差があれば、挿入遺伝子に起因すると考え

るのが当然だとは思いますが、何か理由があって、そこに書いてあればまた問題は別なの

ですけれども、それを特に証明しているわけでもないので、ここでは特段「挿入遺伝子に

起因するものではなく」というの明記しないで 「統計学的有意差が認められるものの、、

これらの差異により競合における優位性に影響が生じるとは考えにくい」というふうした

方がいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。

○武田委員

起因するものでないというのは、ここの場合は確かに主観ですよね。同質遺伝子を導入

しているわけですから、その可能性の方が実は高いわけですよね。

○原田座長

では、そこは今のように「挿入遺伝子に起因するものではなく」というのを削除して、

「統計学的有意差は認め・・」として下さい。

○小野里委員

「認められるものの」ですね。

○近藤委員

ここはどうなんでしょうか。この概要というのと我々の意見というのは必ずしも同じで

はないだろうと思うんですね。我々はこういうものを見て、どういうふうに判断したかと

いうことで、今、先生がおっしゃったように、この部分は私たちも別にそれが断定できる

とは思っていないので、そこの部分はそういうふうには述べていないわけですが、概要書

と全く同じようにするんですかね。

○原田座長

例えば、今の場合資料２－１と。

○近藤委員

２－１と２－２が完全に一対一で対応していなきゃいけないのかどうかということなの

ですが、この２－２の概要というのはどういう扱いなのでしょうか、これは我々の意見で

はないです。

○安田野生生物課長補佐

概要は、申請者があくまでも出してきたものということで、それについて妥当であるか

どうかということを学識経験者の意見として出していただくという、そういう整理になり

ます。ですから、２－２の方をもとにしてどういうふうに考えるかということで２－１の

方を考えていただければいいと思います。

○近藤委員

この挿入遺伝子に起因するものではないと判断したわけですけれども、これはその判断

したのは、多分挿入遺伝子そのものにそういう作用がないだろうということと、それから

このくらいの差は別に遺伝子組換えでなくても起こるだろうということで判断されたと思

うのですが、確かに先生のおっしゃるように入れる必要はない文章ではあるのですが、私

たちはこういう文章があっても、これはもともと判断するのがいいかどうかという問題が
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あるのですけれども、そこの部分は無視をして、私たちが判断を書いたわけなのですけれ

ども。

○武田委員

これは着雌穂高が 15cm 低いということについての記載部分ですが、このことはどうい

うことを意味しているかというと、１節下に雌花がついているんですね。ですから、おそ

らく数日早生になっている可能性があるんですよ。これは出穂期にそういう早晩性に有意

差があったかどうか知りませんけれども、これは作物の側から見るとそんなに軽いイベン

トではないんですね。早生になっているわけですからね。だけど、その遺伝子の効果かど

うかと言われれば、それは何とも言えませんが。

○近藤委員

確かに、書かなくていいことだったかもしれないけれども。

○安田野生生物課長補佐

多様性影響を評価する上で影響がないとすれば、わざわざ直すことはないのだと思うの

ですが、ただこれは公表されていく資料ではありますので、もし論理的に見て何か誤解を

生じるおそれがあるとか、そういうことであればこういうふうに直したらどうでしょうか

というアドバイスはできるのではないかと思います。

○原田座長

では、そういう取り扱いにいたしましょうか。毎回１の検討の結果と２の概要は出てく

るわけですから。

ほかに何かございますか。これについてはよろしいでしょうか。

○東條技術安全課長

今のところ、本体の方の資料の 17 ページのところを申請者の方で短くしてきたと思う

のですけれども、17 ページに何が書いてあるかというと、我が国でやった実験において

着雌穂高の差があった。それは一つの事実なのですけれども、もう一つしかしながらとい

うことで、97 年からいろいろアメリカで試験栽培している中で、一般のトウモロコシと

の差はなかった。その２つの事実をここに持ってきているので、こんな書き方になったか

と思います。ただ、先生おっしゃるように若干誤解を招くような表現になっているような

ところはあるのではないかと思います。

○原田座長

わかりました。余り深刻な問題ではないですけれども、多少なりとも誤解を招くような

危惧があるときは、削除することにしましょうか。

○近藤委員

確かに、挿入遺伝子に起因するものでないというのは、結構読んだ人によって相当大き

な影響を受けると思います。

○原田座長

わかりました。では、ここは削除して、先ほどの小野里委員の文言に修正いただくとい

うことでよろしいですか。
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○東條技術安全課長

先生から注意喚起をしていただいたことを踏まえ、直せる範囲で直すということにしま

す。

○原田座長

そういうことにしたいと思います。

それでは、委員の先生方からいただいた意見を集約して、この案件についての総合検討

会としての意見を取りまとめたいと思いますけれども、多少は細かい点がございましたけ

れども、次のように取りまとめることでご了承を得られればと思います。

、 （ ）すなわち 申請者から提出されました除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ DLL25

について、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じる恐れはないと

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いう取りまとめにしたいと思

います。ご異議なければそういたします。

それでは、続きまして、本日のもう一つの議題であり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ワタ（281 × 3006）の検討を行います。

最初に、近藤農作物分科会座長からご報告をお願いいたします。

○近藤委員

資料３－１に基づき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除草剤グルホシネート耐性ワタ（281 × 3006）です。

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、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、ダウ・ケミカル日本株式会社です。

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。

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。

本組換えワタは、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

、ト耐性ワタ 281 とチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ 3006 を交配し

その後代において両者の形質を有する系統を選抜・固定することにより作出されました。

これら親系統の作出に用いられたプラスミドの T-DNA 領域が本組換えワタのゲノム中に移

入され、交配した各々の親系統に由来する T-DNA 領域内の改変型 遺伝子及び改変型cry1F
遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）が各１コピー、 遺伝子（除草剤グルホシcry1Ac pat

ネート耐性遺伝子）が２コピー及び 遺伝子の不完全断片が挿入されていること、挿入pat
、 。遺伝子は安定して後代に遺伝していることが サザンブロット分析により確認されている

さらに、これらの遺伝子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、改変型 Cry1F 蛋白質及び改変型 Cry1Ac 蛋白質の発現については、タバコバッドワー

ム（ 、ビートアーミーワーム（ 、コットンボーHeliothis virescens Spodoptera exigua） ）

ルワーム（ ）に対する複数世代を用いた生物検定により、PAT 蛋白質のHelicoverpa zea
発現については、F6 世代を用いたグルホシネート散布試験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ワタ（ L.）の植物体は我が国の冬期にGossypium hirsutum
は低温により枯死し、また、その種子は休眠が極めて浅いこと等から、ワタが我が国にお
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いて自生化することはないと考えられています。なお、ワタは長期にわたって我が国にお

いて綿実として流通しているが、我が国において自生化しているとの報告はされていない

とされています。

、 、我が国の隔離ほ場における調査の結果 競合における優位性に関わる諸形質については

いずれの項目においても本組換えワタと非組換えワタとの間で有意差は認められなかった

とのことです。

本組換えワタには、移入された改変型 遺伝子及び改変型 遺伝子によりチcry1F cry1Ac
ョウ目害虫抵抗性が、 遺伝子により除草剤であるグルホシネートへの耐性が付与されpat
ているが、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く、グルホシネートが自然環境下で選択圧になるとは考えにくい

ため、本組換えワタの競合における優位性が高まり、我が国において生育し自生化するこ

とは考えられません。

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、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。

宿主が属する分類学上の種であるワタについては、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ないとのことです。

本組換えワタは、除草剤グルホシネートへの耐性を有する PAT 蛋白質を産生するが、本

蛋白質が有害物質であるとする報告はされていない。また、PAT 蛋白質は除草剤グルホシ

ネートを特異的にアセチル化して、アセチルグルホシネートに変換する酵素であるが、基

質特異性が高いことから、他の代謝系に関与することは考えられません。

また、本組換えワタは改変型 Cry1F 蛋白質及び改変型 Cry1Ac 蛋白質を産生するため、

本組換えワタの花粉による非標的チョウ目昆虫種への影響が懸念されるが、競合における

優位性の項において考察しているように、本組換えワタが生育し自生化することはないと

考えられます。たとえ本組換えワタがこぼれ落ち等により生育し開花したとしても、ワタ

、 。 、の花粉は比較的重く 粘着性があるため飛散する可能性は少ないとされています 従って

ワタを摂食しない非標的昆虫が本組換えワタの花粉に曝露される可能性は低いと考えられ

ます。

さらに、我が国の隔離ほ場試験において、本組換えワタの有害物質（根から分泌され他

の植物へ影響を与えるもの、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）の産生性の試験が行われており、非

組換えワタとの間で有意差は認められていません。

これらのことから、本組換えワタが、宿主であるワタを越えて野生動植物等に影響を与

えることは考えにくいとされています。

従って、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、有害物質の産生性に起

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

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種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動植物等は特定されず、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずる

おそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断しました。

上記を踏まえ、本組換え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。



- 16 -

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、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタについ

てご報告いただきましたが、この件につきまして、ご質問、ご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、よろしくお願いいたします。

○高木委員

ちょっと一つ、今の概要の方の 10 ページに表３というのが出ていて、いろいろなチョ

ウ目害虫に対するワタの親の２系統と本組換えワタの効果が載っているわけですけれど

も、これだけ見ると、組換えワタの方がスペクトラムは広がっているわけですね。△が○

になったり、×が○になったりしているから、要するに防除効果というか、昆虫に対する

スペクトラムは広がっていると考えられるのではないかと思うのですが、それで資料３－

１の２ページ目の真ん中に「有害物質の産生性」というのがあって、それのちょうど真ん

中あたりに「非標的チョウ目昆虫種への影響が懸念されるが」というのは、そのことを言

っているのでしょうか。

○近藤委員

これは必ずしもこの結果だけではなくて、非標的昆虫はすべて調査されているわけでは

ありませんので、一般的にそういうふうに言えると思います。これは親の系統それぞれの

標的昆虫は多少違いますよね。それを両方一緒にしたということで両方の効果があったと

いうことを示しているだけで、ほかの昆虫に対する影響は見ていないものですから、これ

に限らず、この種の審査はすべて同じだと思いますが、非標的昆虫に対して影響はないと

いう結論は出せないので、いつもこのようなことになると思います。

○高木委員

だけど、ここで要するにスペクトラムが広がっているということをもし読み取ると、そ

うすると非標的昆虫への影響も大きくなっている可能性というのは推定できないですか。

○原田座長

これは両方の親のいいところをとっているわけですけれども、これは交配した中から一

番害虫を防除するのに有効な個体を選んで使っている。

○武田委員

これをスペクトラムが広がったと見るか、両親の特性をプラスしただけだと見るかで、

もちろん我々の場合はプラスするために交配しますので、この場合はスペクトラムが広が

ったとは言わないですね。×、×、○といったら、これは確かに広がったということにな

るのですけれども、どっちかの親が持っていますので、これはあわせ持っただけというふ

うに我々は考えます。

○林委員

私も、今の表３はただ両方を足したというふうに読むのかなと思いますね。それ以外の

ものがもしあったとすると、これではとてもカバーできないでしょうね。どの方までどれ

だけあるかということがとてもそれでは答えられませんから、ここでは単純にこれとこれ
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とを足したものが出ていますよということだと思います。

○高木委員

この作用メカニズムがどういう内容で研究されているのかよく知りませんけれども、要

するに蛋白質がオリゴマーとなって働くという作用機作ですよね。これは概要の９ページ

の上から３分の１あたりのところに出ているわけで、要するに受容体と結合して立体構造

が変化して細胞膜に侵入して、さらに蛋白質がオリゴマーを形成して、これが穴をあけて

昆虫を死に至らしめる。

、 。ということは 違うサブユニットでオリゴマーをつくる可能性が当然あるわけですよね

２種類のもし違う蛋白質がサブユニットができた場合、従来だと１種類なのだけれども、

２種類の違う Cry 蛋白質ができると、それ同士がオリゴマーをつくると、結局スペクトラ

ムが変わってくる可能性というのがやはり否定できない。同じサブユニット同士だけが結

合していればプラスの作用になりますけれども、例えばＡというサブユニットだけが集ま

ってオリゴマーを作って働いて、ＢはＢだけで働くのであれば、ＡかＢの機能もプラスに

なるでしょうけれども、もしＡとＢがサブユニットが混ざってオリゴマーをつくって、そ

れがある昆虫に作用するというような事にもしなると、スペクトラムが変化するというの

が足し算だけでいくかどうかというのはちょっと気になるところではありますけれども。

○近藤委員

分科会でも、これについては、栽培の予定がなく交雑のおそれが低いワタなので、そう

いう議論は余りしなかったのですけれども、ほかの場合に複数のものを入れたときに、本

当にどうなのかとわからないということは常に心配はしています。申請者側からの答えも

必ずしも明確ではないというふうに感じていますが、ある程度の答えは返ってきまして、

全体的にどうかということで判断しています。今、先生言われたことは、本当に私たちも

気にはしております。

○高木委員

今の概要の９ページの下から２行目あたりに、テントウムシとかミツバチとかミミズ、

ニジマス、こういうものに対しては安全性は確認したというように書いてあるので、そう

もちろんスペクトラムがやたらに広がったわけではないということは確認されているよう

ですけれども、ちょっと気になるかなというのはありますね。

○原田座長

分科会でも、スタックの審査の際に議論になりますね。

○近藤委員

複数の表に入っているのが気になります。

○高木委員

それぞれが働く場合はいいのだけれども、それぞれがオリゴマーをつくる場合は、スペ

クトラムかなり変わってくる可能性が高い。

○近藤委員

作用機作が違ったときに、こちらとこちらが同時に起こったときに、スペクトラムが変

わるという可能性もありますので。
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○高木委員

そうですね。

○原田座長

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。

はい、どうぞ。

○小野里委員

過去の例では、スタック系統を申請する前に、各々の親種について申請がもう既に済ん

でいて、それを交配したスタックが申請されてくる。今回の場合には、親種については申

請はしなくて、でき上がったものを申請するという形で出てきたわけですね。

この場合に、非組換え体との交雑が起こると、そういう意味では、片方のゲノムだけが

組み込まれた別のイベントができてしまうことになるかなと思うのですけれども、そうい

う場合に、各々の親種があらかじめ申請されて承認されていれば問題はないのですけれど

も、こういう場合にはちょっと今までの扱いとは違ってくるんじゃないかなというような

気がするのですけれども、いかがでしょうか。

○近藤委員

この場合、正直に言ってわからないので、ちょっと判断できないのですけれども。

○小野里委員

別々の染色体に多分これを読んでいくと入っているんですね。そうすると、非組換え体

と交雑を起こすと、戻し交雑のような形で片方だけを持ったものができてくる。

○近藤委員

ただ、片方だけを持ったもの同士をかけ合わせてできたものはこれとは違うイベントに

なってしまうんですよね。特にそれぞれが認められているわけじゃないので、これはこの

代だけに関しての申請なので、先生がおっしゃったように、戻し交雑で別々になってしま

ったものをもう一回かけ合わせますと、それはもともとが許可されていませんから、別に

なっちゃいますね。

○武田委員

いずれにしても、交雑すれば親とは違うものができるわけですから、その場合でも同じ

かもしれません。

○小野里委員

常識的に考えれば、これは強化しているものですから、非組換えのものがかけ合わされ

ば、それより弱くなる。ここで出ているように、それは多分私も十分そうだと思うのです

けれども、ただイベントとしては別なものになるということに対して我々はどう判断した

らいいかということです。

○東條技術安全課長

まずは、申請者の方から、このかけ合わせたものということで承認申請があったという

ことなので、その親について日本国内に流通したり使用されることはないということで申
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請されているということだと思います。そういう意味では、もしそういう親が単独で流通

したりすることがあればそれは法律違反ということになりますので、それはないというこ

とでこの申請になっているということです。

○小野里委員

だから、これが非組換え体と交雑したときに、それを別なイベントをつくり出す可能性

を持っているわけですよね。

○安田野生生物課長補佐

ワタの場合はスタックというか、かけ合わせたものはあっても、その後代を見ていくこ

とになっていますので、一応６世代とか、そういうところまでは両方の蛋白質が発現され

ているということは確認されています。

○小野里委員

ですから、これが純系の形というか、それだけの交雑でいく分にはこのとおりだと思う

のですけれども、ただ非組換え体と何らかのときに交雑した場合に、別なイベントを生じ

させる可能性を持っているわけですよね。

その辺の扱いで、あらかじめそれぞれの親種が申請されて通っていて、スタックで申請

された場合には戻っても、もとが通っているから問題にならないと思うのですけれども。

○安田野生生物課長補佐

多分、それはいろいろな形質を入れたものについても同じようなことは言えるんじゃな

いかと思うんですよね。スタックで入れているわけですけれども、そうでなくて幾つかの

イベントをつくったものとある意味で同じような考え方ではないかと思うんです。それが

後代になって分離していくかどうか、一つの染色体上に乗っていれば別かもしれませんけ

れども、それが別々の染色体上にあった場合とかということもあり得ると思うのですけれ

ども。

○近藤委員

スタックも元々の親が承認されていても、スタックはスタックでまた検討するわけです

から、それが非組換え体と交雑してまた別のものができれば、それぞれが親になっている

ものはここで承認されて、もう片方は非組換え体だからということで交雑した場合に、そ

れがスタックと同じような考え方になるんじゃないでしょうか。スタックでなくなっても

スタックと同じような形になるんじゃないでしょうか。

○安田野生生物課長補佐

あくまでも承認されているのは、この両方が入っているこのイベントについてというこ

とになりますから、もし分離したものがあるとすれば、それはもしそういうものが入って

くる可能性があるとすれば、それは別途また承認申請していただかなければならないとい

うことになります。これは申請者の判断として、そういうことはまずないということで、

今回の申請になっているということだと思います。

○東條技術安全課長

トウモロコシの場合は他殖性が非常に強いので、そういったことが心配されるというこ

とがありますけれども、おそらくワタは自殖性が強いので、多分その辺はないのかなとい
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う感じがしますけれども。

○原田座長

その辺についても大分分科会の方でも議論があったかと思いますが。

○小野里委員

やはり話題になっていたのですか。

○原田座長

ですから、ベースはとにかく、イベントが違えばイベントごとに審査をするというルー

ルがありますから。

○高木委員

今のご質問は、野生型と交雑した場合の子孫までの面倒を結局どこまで見るかというこ

とですね。それはもう見ないということでしょうか。

○近藤委員

そういうことです。

○高木委員

そういうことですよね。だから、そのイベントの面倒は見るけれども、面倒というのは

いろいろな調査はするけれども、イベントがもし野生株とクロスした場合のその子孫につ

いては考えない。

○東條技術安全課長

あくまでもこれは日本国内でもって使用するなり、栽培はないですけれども、加工なり

流通なり、そういうことについての審査ということです。このワタ、海外で生産されて、

ほかと交雑し、その交雑したものが入ってくれば別ですけれども、そういうことがなけれ

ば、そこについては審査は必要ありません。

○原田座長

交雑したものがもし入ってきたら、それは審査しなければいけませんが。

○高木委員

野生種が自生していないということで、それで。

○安田野生生物課長補佐

ただ、ここでは種として申請の範囲を見ていますので、違う種と交雑したものでなけれ

ば、後代も承認したことにはなっています。

○高木委員

それ自体がね。それはそうですね。いや、今のご質問の野生種でしょう。

○小野里委員

そうです、非組換え体です。
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○武田委員

非組換え体の栽培種ではなくて、おっしゃっているのは非組換え体の野生種ですね。

○小野里委員

いいえ栽培種である非組換え体と交雑したときの場合です。

○林委員

我々の議論において、後代のことを言った場合には、その種内における後代ということ

は、それは欧米の方、アメリカで彼らはその種内における後代の交配については、これは

もとのイベントがオーケーならばこれはオーケーだと。ただし、種間の交雑については新

たなものとして取り扱うということですよね。ですから、種間ということで生まれたタイ

プを扱うならば、それは今お話があったように新たな組換え体を生じたということ、それ

。 。についてはまた新たな安全性の審査の対象になる そういう扱いだと思うのですけれども

○東條技術安全課長

トウモロコシは、いろいろな品種があると思うのですけれども、その品種間である形質

を持ったものとかけ合わせたとしても、それは別にその種内のものですから、それは全部

承認したものというふうになっています。あくまでも、それは入れている遺伝子に変化が

ないということを前提にして見ていますので、もしその途中で何かまた違う組換え遺伝子

が入ったりとかということがあれば、それはもちろん全然違うイベントになっていきます

ので、それは別の承認になるということになります。

○安田野生生物課長補佐

導入遺伝子が途中で落ちるというものについては、法律的に見れば、それは別の申請、

別の承認が必要になるということになるのだと思います。ただ、知見としてそれが今扱っ

ているものの中の範囲で想定できるものかどうかということとはちょっと違うことだと思

うのですけれども。

○武田委員

非組換えの栽培品種と交雑した場合、それは子孫を残せないのではないでしょうか、残

らないのではないでしょうか、越冬できませんし。

○小野里委員

あくまでも栽培ですけれども、栽培でその種をまた播いた場合には。

○武田委員

そういう栽培は普通しませんね、採種栽培は別の体系でやりますから。

○原田座長

何か難しくてですか。

○武田委員

農家がワタを収穫して、その種を播くということはないわけですよね。種をつくる業者

は別にいるわけで、実際に農家が栽培するのはワタをとって、あとは搾って家畜のえさに
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してという形で、自家採種して栽培するということはないので、ここで何も生きられない

ということを書いていますよね。休眠性が浅いし、越冬能力がないし、だからエスケープ

して次の年に子孫が出てくるということはないと想定しているのではないでしょうか。

○小野里委員

観賞用に結構出ていますよね。あれは、日本で種をとっているのではなくて、海外から

来ているものです。

○原田座長

あれは何か 200 キロぐらい毎年輸入しているという資料がありましたね。採種栽培とい

うのは、なかなか難しいですから。

○小野里委員

、 、今回に限らずこういうのが出たとき 他家受粉で増えていくようなものであった場合も

当然別なイベントになるわけで、そういうのが出てきたときは、それは申請しないと認め

られないという一言を入れておく必要があるかなとも思うんですけれども、新たなイベン

トですので。

○安田野生生物課長補佐

それは、法律の枠組みとしても明らかになっていると思うんですけれども。

○近藤委員

申請されたものについて審査しますので、そういう危険性や可能性がある場合には、も

ちろんそれは問題になりますけれども、この案件の場合は、日本に自生しないという、そ

ういう大前提があった上で、我々はこれだけについて審査するということにしたわけです

ね。

○東條技術安全課長

多分、申請者もそういう米国での栽培の仕方とか、そういうことを踏まえてこのイベン

トをとにかく申請しておく必要があると、そういう判断にされたのだと思うのです。です

、 、 、 、から 通常であればその親 開発の形態としてまず親が開発されて それを使っていって

それをスタックした場合とか、それとはちょっと違うのだということで、こういう申請の

形になってきているのだと思います。

申請書の方に、国内で栽培されているものについて、３ページに書いてあるのですけれ

ども、それですと、2002 年の場合ですが、200 キロでほとんどが米国からの輸入で観賞用

で、これは特定の種子会社が非組換えのワタ品種を輸入しているということが書かれてい

ます。

○原田座長

今、近藤先生がおっしゃったように、審査の対象ははっきりしているので、それ以外の

ところまで範囲を広げていきますと、毎回大変なことになってしまうので、危険性や何か

の見通しを立てる必要がもちろんあると思いますけれども。

○近藤委員

我が国の中で、何か申請者が想定していないようなことが起こる可能性についてはもち
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ろん検討するわけですが、この場合にはそれが考えられないということで、要するにこれ

だけ検討しているわけですね。

○原田座長

何かほかにございませんでしょうか。

小野里先生、よろしいですか。

○小野里委員

他個体との交配がないということであれば、これは維持されるはずですから。

○渡邉研究調査官

一つだけ、多分企業の方がおっしゃるのは、これは系統としては自殖ホモにしています

から、だからアメリカで栽培されたときに非組換えの花粉が飛んできてできた種子を考え

ると、もともとホモ個体ですから、一応両方の遺伝子は残るだろうと。だから、日本に入

ってくる種としては、まだ両方の形質を持っていると想定されているのだと思います。も

ちろんそれはさらに非組換えと交配していけば、当然分離してくるとは思うのですが、日

本に入ってくる形態として、仮に米国での栽培でそういう非組換えと交配が起こったとし

ても、日本に入ってくるものは、このスタックの両方の遺伝子を持ったものとして入って

くるというふうに判断されたということだと思います。

○小野里委員

確かに、Ｆ１では両方の遺伝子を持っていることになりますよね。Ｆ２で分離しますと

ホモであればね。

○原田座長

大体意見が出そろったと思いますので、ご意見を集約したいと思いますけれども、次の

ようにするのはいかがでしょうか。

申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ（281 ×

3006）について、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じる恐れは

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いうことでよろしいで

しょうか。

では、そのようにさせていただきます。事務局の方からお伝えください。

それから、議事の１が済みまして、次の議題はその他となっているわけですけれども、

何か事務局の方から報告すべきことはございますでしょうか。

○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が、当初 12 月８日ということで予定をさせてい

ただいておりましたが 実を申し上げますと ８日に審査する案件がございませんので 12、 、 、

月８日につきましては中止という形にいたしたいと思っております。

その次回の日程でございますが、今、日程の方を調整させていただいているところでご

ざいますので、来週なり再来週には各委員の先生方に日程の案をお送りしてご相談して、

年内には日程を確定させていきたいと思いますので、年がかわりましてもまたよろしくお

願いいたします。

以上でございます。
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○林委員

すみません。今お話しになったのは来年の日程ですか。

○龍口技術安全課長補佐

はい、そうです。来年１月以降のですね。

○林委員

以降の日程が次回ぐらいに。

○原田座長

次回というか、次週ぐらいに。

○龍口技術安全課長補佐

来週ぐらいにお送り、ファクスなりメールでご連絡をしてご相談をしたいと思います。

○林委員

そうですか、それは助かります。

○原田座長

少なくとも、８日の総合検討会がなくなりましたので、今年中はもうないということで

すが、分科会の方はまだございますので、ご都合のつく委員の先生方はぜひ出席いただけ

ればと思います。

本日の議事全般について何かございますか。

○武田委員

今日の議事に直接かかわることではないのですが、幾つかの地方自治体で、ＧＭの使用

を規制するガイドラインを作っていまして、これは各々の自治体に思惑があるわけで、そ

、 、 、れはいいのですが ただ岩手県のものを見ますと 我々のこの委員会をいわば名指しして

この委員会ではいろいろな検討はしているけれども、交雑性については考慮していないと

明記してあるのですね。

我々はいつも、非常に交雑のことを慎重に議論していますので、これが間違った形で周

知されてしまっているというのは非常にまずいように思うので、何かの方法で訂正する必

、 、要があるのではないかなと思うのですけれども ホームページで落としてもいいけれども

岩手県のケースです。カルタヘナ法により生物多様性影響を検討しているが、交雑性に関

しては、この委員会は検討していないと書いてある。

○東條技術安全課長

先生がおっしゃったようにそのような地方自治体が幾つかありまして、岩手県の場合は

確か指針という形でやっているかと思います。おそらく、ホームページには、一般栽培作

物との交雑性は見ていないということを書いているのではないかと思うんです。ここでは

あくまでも野生生物への影響ということで見ているので、一般栽培の作物、ダイズだった

ら日本のダイズ、そういうものの交雑性は見ていない。そういうような言い方ではないか

なと思います。

各自治体で何か言われている議論はそういうことで、もし日本で栽培されたときに普通

の作物と交雑をしてしまって、それが流通したら困るではないかとか、それがその県のブ
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ランドイメージに傷がつくとか、そんなような議論が出ているかと思います。

○高木委員

新潟県の場合でも、一番そこのところが突かれて、条例のために今何か委員会をつくっ

て議論始めているようですけれども、普通の作物との交配、組換え型と野生型の作物同士

の交配を非常に問題にしているといいますか、だからこのカルタヘナとはスタンスが違う

ので、ちょっと何となくもどかしいところがあるのですけれども。

○東條技術安全課長

その辺は、県の方が正しく理解しているかどうかということもありますので、10 月の

末に全国の都道府県の主務課長、あるいは試験場長の会議がありまして、その場でも制度

の話とか、栽培は認められたのはありますけれども、日本国内で品種登録されているのは

カーネーションだけで、そのほかについては日本で栽培品種としてなっているものはない

ということ等をきちんと説明していまして、大体理解していただいているかなと思ってい

ます。

ただ、高木委員がおっしゃったように、今回の新潟県のように、いろいろ反対の方々の

ご意見もあって、そういうのを心配するという声が一方であるものですから、そういうの

、 。を踏まえて 自治体の方で少し規制色が強いものが出てくるという状況にあると思います

○林委員

日本の場合にはおっしゃったようにＧＭ作物の花屋はないけれども、それはずっとない

ということではないだろうと思いますし、作物じゃなくてもほかの園芸作物、野菜等でも

あるかもしれないということは見れるし、それから日本の場合にはＧＭ作物の一般栽培の

前の段階での隔離栽培とか、都道府県の試験場におけるような最終テスト等でもいろいろ

な反対があって、結局、ヨーロッパで言うところの coexistence というのは、ご存じのよ

うにありますけれども、それは安全性について承認されたものについて、ＧＭと非ＧＭと

有機とどういうふうにやっていくかということを、実際にいろいろ国の方針としてやって

いるわけですね。

日本はそれはまだなされていませんけれども、これはこれから僕も資料を集めています

けれども、やっていかなきゃいけないと思うのですけれども、日本の場合には実際栽培の

前の試験場におけるテストでも、特にヨーロッパで行われているような coexistence の考

え方をいろいろ取り入れて対応を考えていかないと、みんなそこで滞っちゃっている現状

ですね。そこを何とか進めるよう我々が考えていかなきゃいけないと思って、今のところ

栽培作物との共存については議論していないので、おっしゃるように歯がゆいといえば歯

がゆいのですけれども、だからといって、我々知らないよというわけには、これはこのま

まいかないんじゃないか、どこかほかの国でやっているのならば、そこのやっているとこ

ろに我々もできるだけの資料を集めて、国として議論を進めていただくということは、あ

ってもいいんじゃないかという気がいたします。

○東條技術安全課長

それで、今、先生がおっしゃったように、日本国内ではまだ一般栽培までいったものは

ないということなのですけれども、実験に関しては、農水省の方では栽培実験指針という

指針を定めましたし、いわゆる野生動植物ではなくて、周りの一般作物との交雑、混入防

止という観点から、実験指針に沿って組換え作物の実験を行うように指導をしているとこ

ろです。
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ただ、一般作物の栽培はまだ現実の問題としてなっていないものですから、一般栽培に

ついての基準作りはまだ少し将来の課題かなというふうに思いますが、ただ先生がおっし

ゃったように、ヨーロッパでは既に共存について、そのようなシステムができつつありま

すので、そういうものを勉強しながら、日本も研究を進めていかなければいけないと思い

ます。

それから、今、言いました栽培実験指針については、２年前、平成 16 年の２月にでき

、 、 、ていますけれども 16 年と 17 年の使用実績とか 交雑試験の結果も若干出ていますので

そういうのを踏まえて、12 月から見直しの検討を始めることとして、検討会を 12 月２日

に予定しております。

○原田座長

何かそちらの方面での進展がございましたら、また情報を提供していただければと思い

ます。

○近藤委員

先ほどの武田先生からご指摘のあったことは、ちょっとよく承知していませんが、確か

にこの委員会では、栽培作物との交雑に関しては検討を行うという責任がないわけですけ

れども、ただ実際には隔離ほ場試験などの場合に、試験計画を見て、作物の交雑の可能性

を考えて、試験方法についてもコメントをしたりしています。この検討会では、栽培作物

の交雑について審査する場ではないということで、検討結果の報告では、あまり出てこな

、 、 、いですけれども 審査の過程では 必ずそれはいつも頭に置いて検討しているわけなので

その辺の事についてどういう言われ方しているのかなということはありますが。

○東條技術安全課長

いずれにしても、岩手県のホームページを見て、そこは、ちょっと県の方にもし何か不

都合があれば言いたいと思います。

○武田委員

おそらく一般市民が見たら、全く意識していないというふうに読むと思うんですよね。

我々は十分意識して、ただ役割分担上、野生植物に対する影響のところで物を言っている

わけですけれども、当然花粉がどのぐらい飛ぶかなんて議論しているわけですからね。

○原田座長

ほかになければ、議事進行を事務局にお返しします。

○龍口技術安全課長補佐

本日も熱心なご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


