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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 ８ 年 １ ０ 月 ５ 日 

                            於：農林水産技術会議委員室 

 

開      会 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 委員の先生方、皆様おそろいですので、本日の総合検討会を始めさせていただきたいと存

じます。 

 本日は御多忙のところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の委員に出欠についてですが、嶋田委員より御欠席との御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、高橋事務局長より御挨拶申し上げます。 

 

○高橋事務局長 

 開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 大変挨拶が遅くなったのですが、８月８日付で事務局長に就任しました。よろしくお願い

します。 

 委員の皆さんには本日、大変お忙しい中を御出席いただきまして、ありがとうございます。

また、当検討会でもこれまでいろいろ御審議願いまして、改めてお礼申し上げます。 

 認識としまして、遺伝子組換え技術というのはこれからのいろいろな農林水産業とか、あ

るいはいろいろな面で大変革新的な技術という認識は持っております。ただ、新しい技術で

すので、やはり安全性をよく確保し、確認しながら進めなければなりませんし、また国民一

般の皆様によく御理解いただきながら進める必要があると認識しております。そういった面

で、この場は個別のいろいろな承認について御審議いただく場ではあると思いますけれども、

またいろいろな場面でアドバイスとか御指導をいただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

 本日は承認申請がございました第一種使用規程３件につきまして、農作物分科会での検討

結果を踏まえて幅広い見地から御意見をいただくという場でございます。ひとつ御審議のほ

どをよろしくお願いいたします。 
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〈第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況について〉 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に本日の検討会の議事次第が一番上に来ております資料を一式配付させていただい

ております。また、それ以外にクリップでとめている３枚組の資料もございます。これらに

ついて御確認させていただきたいと存じます。まず議事次第をめくっていただきまして、次

に座席表がございます。その次に配付資料一覧がございますので、これに基づまして、まず

その一式について御確認いただきたいと思いますが、配付資料一覧の次に資料１「申請案件

の審査状況」という資料、１枚のものがございます。その次に資料２－１「農作物分科会に

おける検討の結果」がございまして、その次に資料２－２「申請書等の概要」がございまし

て、その次に資料３－１「農作物分科会における検討の結果」、その次に資料３－２の「申請

書等の概要」がございまして、次に資料４－１「農作物分科会における検討の結果」、その次

に資料４－２「申請書等の概要」、その次が参考資料１となっていまして、「第一種使用規程

が承認された遺伝子組換え農作物一覧（作物別、承認順）」、その次に参考資料２、これはい

わゆる経過措置案件の一覧でございます。その次に参考資料３、これはすでに総合検討会で

意見をお伺いしたものでまだ審査中というような案件ですが、これは今パブリックコメント

にかかっているというような状況でございます。 

 配付資料一覧の方に載っている資料は以上でございますが、そのほかに別途配付させてい

ただいた資料３枚、見え消しのものが一番上にありまして、その次にそれを反映させていた

だいたもの、その次に引用文献というふうになっているものがございますが、以上の資料、

お揃いでしょうか。 

 それでは、本日、別途配付させていただきました３枚の資料について御説明させていただ

きます。本日の総合検討会に当たりまして、あらかじめ先生方に評価書を送らせていただき

ましたが、その中で MIR604、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシの評価書の中で３ペー

ジのところで修正した方がいいのではないかという御意見をいただきましたので、申請者の

方にもお伝えし、このような見え消しの修正がなされました。これについてはあらかじめＥ

メールまたはファクシミリで先生方にも送付させていただきまして御確認いただいたもので

あります。 
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 その次のページがその修正を反映させていただいたものですので、この３ページ、４ペー

ジの部分を差し替えていただければと存じます。また、この修正に伴いまして、引用文献の

方にも修正がありました。これについては引用文献の一番 後に 17 の引用文献があるので

すが、この部分が加わった修正であります。この引用文献のところも差し替えていただけれ

ばと存じます。よろしくお願いします。 

 また、参考資料の１～３についても御説明させていただきたいと存じます。参考資料１は

「カルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧（作物別、承

認順）」というものでございますが、前回、７月 31 日の総合検討会以降に加わったものにつ

いては２ページ目に、一番下が「ダイズ」で、その上に「セイヨウナタネ」とありますが、

その「セイヨウナタネ」の３番目、「除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネ

（MS8）」というのがありますが、これが９月 22 日に承認になったということで、これが加

わっております。 

 また、参考資料２の方ですが、これは経過措置案件の一覧でございますが、この表ののト

ウモロコシの４番目、「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

（DBT418）」というのがございますが、これが本日御審議いただく案件でございます。 

 参考資料３については、今パブリックコメントに付されているということでございますが、

これらは２件とも経過措置案件ということでございます。 

 参考資料につきましては以上でございます。 

 本日は傍聴の方々お見えになっておりますが、あらかじめ配付させていただきました「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きましては、原田座長にお願いいたします。 

 

○原田座長 

 それでは、議事次第に従って進行してまいりたいと思います。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 
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○原田座長 

 まず議事の１番目でございますが、「遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申

請書等の検討」となっております。すでに農作物分科会での専門的な見地からの検討が終了

しているものです。 

 本日の総合検討会では農作物分科会での検討の概要を近藤委員から御報告いただきまして、

その後、より幅広い視点から遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物多様性に及ぼす

影響について御検討いただきたいと思います。 

 議事の進め方といたしましては、まず資料１に基づいて今回の申請案件の審査状況を事務

局から御報告いただいた後で、委員の皆様のご検討をお願いいたしたいと思います。その後、

各委員からの御意見を集約し、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、 初に事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、資料１、申請案件の審査状況につきまして、御説明させていただきます。 

 本日御審議いただく案件は３件ございまして、この表で上から「コウチュウ目害虫抵抗性

トウモロコシ MIR604」、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トウ

モロコシ DBT418」、３件目が「除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ」

となっておりまして、その下には３件目のスタックワタの親系統の状況について載せており

ます。 

 それでは、これまでの検討の状況等についてですが、１番目のコウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシにつきましては、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」となっておりまして、検討状況に

つきましては、農作物分科会におきまして、2006 年の５月、６月、７月、９月と４回にわた

って御審議いただいております。これまでの承認等の状況につきましては、カルタヘナ法に

基づきまして、2005 年に隔離ほ場での承認がおりております。 

 ２件目の「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ DBT418」に

つきましては、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」となっておりまして、検討状況につきましては、農

作物分科会で 2005 年の 10 月、2006 年の７月、９月と３回にわたり御審議いただいており
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ます。承認等の状況については、旧指針に基づきまして、隔離ほ場での承認が 1998 年、一

般利用について 1999 年に承認がおりておりまして、食品、飼料についての承認についても

旧指針に基づきまして、食品について 1999年、飼料について 2000年に承認がおりています。

また、食品衛生法、飼料安全法に基づきまして、それぞれ 2001 年、2003 年に承認がおりて

います。 

 ３つ目のワタについてですが、使用等の内容については「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」となっておりまして、検

討状況につきましては、農作物分科会におきまして、2006 年の６月と７月に２回にわたり審

議をいただいております。それ以降、ほかの承認等の状況については該当がないという状況

であります。 

 その下にスタックワタの親系統について、参考として載せさせていただいているというこ

とであります。 

 資料１については、以上でございます。 

 

○原田座長 

 それでは、 初に「コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604」について検討したい

と思います。まず農作物分科会での検討結果につきまして、近藤委員より資料２に基づいて

御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２－１「農作物分科会における検討の結果」に基づき御報告させていただ

きたいと思います。 

  名称：コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（改変 cry3Aa2, Zea mays subsp. 

      mays(L.) Iltis）（MIR604,OECD UI:SYN-IR604-5） 

  第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬 

            及び廃棄並びにこれらに付随する行為 

  申請者：シンジェンタ ジャパン（株） 

 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
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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 

    本組換えトウモロコシはアグロバクテリウム法を用いて作出されており、サザンブ

ロット分析等の結果から、プラスミド pzM26 のうち、改変 cry3Aa2 遺伝子（コウチ

ュウ目害虫抵抗性遺伝子）及び pmi 遺伝子（ホスホマンノースイソメラーゼ遺伝子）

が本組換えトウモロコシのゲノム中に１コピー移入されていることが確認されてい

ます。また、改変 cry3Aa2 遺伝子及び pmi 遺伝子が安定して後代に遺伝しているこ

とが、複数世代を用いたサザンブロット分析により確認されています。 

    さらに、改変 cry3Aa2 遺伝子により付与された形質が後代においても安定して発現

していることは、ELISA 法及び Western Corn Rootworm による生物検定により確認

されています。また、pmi 遺伝子により付与されたマンノースを利用し成長すること

ができる形質は、目的遺伝子が導入された細胞の選抜指標として利用されており、本

組換えトウモロコシの選抜過程において後代で安定して発現していることが確認さ

れています。 

  ２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシ（Zea mays subsp. mays(L.) Iltis）は、我

が国において長期間にわたり栽培等がなされてきたが、自生しているとの報告はされ

ていません。 

 本組換えトウモロコシには、移入された改変 cry3Aa2 によりコウチュウ目昆虫への

抵抗性が付与されています。しかし、コウチュウ目昆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ま

す。 

 また、移入された pmi 遺伝子により PMI 蛋白質を発現しマンノースを炭素源とし

て利用する機能を持つが、この形質により競合における優位性が高まることはないと

考えられます。 

 さらに、我が国の隔離ほ場において本組換えトウモロコシの競合における優位性に

関わる諸形質が調査されており、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。 
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 以上より、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 

  （１）影響を受ける可能性のある野生動植物の特定 

 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いません。 

 本組換えトウモロコシには、移入された pmi 遺伝子により、マンノース 6-リン酸

とフルクトース 6-リン酸を相互変換するホスホマンノースイソメラーゼ（PMI 蛋白

質）の産生性が付与されているが、その反応は特異的で、PMI 蛋白質が反応する他の

天然基質は知られていません。このため、PMI 蛋白質が宿主の他の代謝経路に影響を

及ぼし、有害物質を産生するおそれはないと考えられます。 

 また、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、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）の産生性が隔離ほ場において調査されているが、

非組換えトウモロコシとの間で有意差は認められていません。 

 一方、本組換えトウモロコシはコウチュウ目昆虫への殺虫活性を有する改変

Cry3Aa2 蛋白質を産生することから、影響を受ける可能性のある野生動植物種として、

我が国に生息するコウチュウ目昆虫が特定されます。 

  （２）影響の具体的内容の評価 

 改変 Cry3Aa2 蛋白質に も高い感受性を示した Western Corn Rootworm に、改

変 Cry3Aa2 蛋白質を 1.4μ g/ml の濃度で含む、寒天でゲル化した食餌を 144 時間与

えた結果、約半数の個体が致死という結果が得られています。 

  （３）影響の生じやすさの評価 

    農業害虫以外のコウチュウ目昆虫への改変 Cry3Aa2 蛋白質の曝露経路としては、 

    ① 本組換えトウモロコシが直接食害される場合、 

    ② 土壌中に鋤込まれた植物体やそこから溶出した蛋白質が鋤込まれた植物体と 

      共に摂食される場合、 

    ③ 花粉飛散により食餌植物と共に摂食される場合 

    が考えられます。 
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 しかしながら、我が国に生息するコウチエウ目昆虫のうち防除すべき害虫以外の

種が、トウモロコシほ場及びその周辺のみに生育しているとは考えにくいことから、

上記①及び②の経路によりコウチュウ目昆虫が個体群で影響を受ける可能性は極

めて低いと考えられました。 

 また、本組換えトウモロコシの花粉中における改変 Cry3Aa2 蛋白質の発現量は、

調査に用いた ELISA 法の検出限界（0.01μg/g）以下であり、（２）で述べた Cry3Aa2

蛋白質に も感受性の高い Western Corn Rootworm における致死濃度と比較して

も、自然条件下において本組換えトウモロコシの花粉がコウチュウ目昆虫に影響を

与えるほど堆積するとは考えにくく、③の経路によりコウチュウ目昆虫が影響を受

ける可能性は極めて低いと考えられました。 

 よって、本組換えトウモロコシが有する改変 Cry3Aa2 蛋白質に起因してわが国

に生息するコウチュウ目昆虫の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれはない

と考えられました。 

 また、我が国の隔離ほ場において、落とし穴法により集まった節足動物の個体数

を調べた結果、本組換え体と対照の非組換え体との間に差は認められていません。 

  （４）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 以上より、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 

 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。 

  ５ 農作物分科会の結論 

 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。 
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 ただいま近藤委員から御報告いただきましたコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

MIR604 は、先ほど事務局からも御報告がありましたけれども、資料１に出ておりますよう

に、農作物分科会の方で４回にわたって慎重に御審議いただいたものです。委員の皆様から

御意見、御質問がございましたら御出しいただき、御討議をお願いしたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

 

○小野里委員 

 １ついいですか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 

 

○小野里委員 

 ちょっと感じた点を申し上げます。今の資料２－１の２ページの一番下の方に（３）の③

というのがありますけれども、そこにトウモロコシほ場及びその周辺のみに生育していると

は考えにくいことから云々とありますけれども、トウモロコシほ場及びその周辺のみに生育

している生物というのは考えられないと思うのですね。そうすると、あらゆる生物がこれに

該当してしまうというふうになってしまうものですから、むしろ「防除すべき害虫以外の種

の主な生息地はトウモロコシほ場及びその周辺以外であるから」というような表現が適切で

はないかと思います。 

 

○原田座長 

 いかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 日本語としてはその方が素直ですね。これは何かひねった言い方をしていますからね。 

 

○小野里委員 

 解釈の仕方によっては、そこにのみ生息している生物というのは考えられないから、全て

の生物が大丈夫なのだということになってしまうと思うのですね。 
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○原田座長 

 小野里委員の御意見を支持される御意見も出てきましたので、御指摘のように修正した方

がいいかと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 「トウモロコシほ場及びその周辺を主な生息地にしている種類ではない」と、そういうく

くりにすればよろしいでしょうか。 

 

○原田座長 

 そうですね。ほかはいかがでしょうか、どうぞ。 

 

○武田委員 

 申請書に腑に落ちないところがあるのですけれども、申請書の 15 ページに本組換え体の

育成図があります。これは右側の方の系列と左側の方の系列と遺伝的背景が違ってきている

わけです。そして、15 ページの一番下の２行に SYT0001B、それから SYT0001C1、それか

ら SYT0001C2 の同一性については、別紙６のとおり、系統特異的 PCR により確認したと

ありますけれども、これは結局申請者が、こういう系譜の異なるいろいろなものを 終的に

比較したり、データを取るために使っているので、この同一性をみずから主張しているわけ

なのですけれども、材料の遺伝的な意味での同一性というのは導入された遺伝子が同じであ

れば同じというわけではなくて、遺伝的背景まで含めて同一でなければ、少なくとも near 

isogenic line と私は思うのですが、ここでは、系統特異的 PCR によって導入された遺伝子

が同一であるということだけが証明されています。ですから、種子の同一性という言い方は

明らかに言い過ぎで、読まれた人が誤解する可能性があると私は思います。ですから、「導入

された遺伝子の同一性については」と言うべきだと思います。 

 それともう一つ、その育成図、我々にとっては非常に大事な情報で、これを読むことによ

って材料はどういうふうにできたかということがわかるし、またわからなければ困るのです

が、私、これは非常に問題だなと思ったのは、例えば 後の 後のところに、系統の一番末

端に SYT0001Bｇ）という材料がありまして、これはいろいろな特性評価に使っています。そ

れに対して、この遺伝子の効果を見るための対照品種、つまりその導入品種を含んでいない
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系統ができていることになっていまして、それが申請書の前のページの下から３行目に、対

照品種 SYT0001B’とあるわけです。それはこの B’なるものがどういうふうにしてつくら

れたかということが、少なくともこの育成図ではわかりませんね。つまり、この左の系列は

NPH8431 というのをバッククロスして、この遺伝的背景に入れ替えたものをさらに３回自

殖して自殖系統にして、それに 後の段階で NP2391 というもう一つの系統をかけて、ハイ

ブリッドにしてあるわけです。このハイブリッドである SYT0001B というものもいろいろな

特性調査をしているわけですけれども、このときにこの遺伝子の効果を見るために当然その

カウンターパートが必要になるわけですね。それを申請者は B’であると言っているのです

けれども、この B’をどうやってつくったかというのはまさに私にとってはマジックであり

まして、ここで B’がいきなり登場されてもちょっと納得できないのですね。 

 

○原田座長 

 御指摘の意味は皆さん、十分おつかみになったと思うのですけれども、何か今の御指摘に

ついて御意見はございますか。 

 

○田中研究調査官 

 SYT0001B’と同じ near isogenic like なものをつくろうとすると、NPH8431 に NP2391

をクロスすればできるのだという理解ですが。 

 

○武田委員 

 その説明は全くないですね。 

 

○田中研究調査官 

 そうですね。そこはちょっと舌足らずな感じがします。 

 

○武田委員 

 多分、それに類したことをやったのだとは思うのですけれども、遺伝子のことは割合こう

いうときは詳しく書いてくれるのですけれども、材料のことは割合軽くというのでしょうか、

スキップされるケースがあるので、今後のこともありますので、申請書にはきっちり書いて

いただきたいと思います。 
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○田中研究調査官 

 以後、気をつけて見たいと思います。 

 

○原田座長 

 適当な部分に説明を１行加える。 

 

○田中研究調査官 

 はい。 

 

○近藤委員 

 確かにこれまでもこういう傾向があったと思います。確かにおっしゃられるとおり、対照

品種の由来というのは大事なので、そこはきちんと記述するべきであると思います。 

 

○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。 

 

○井出委員 

 やはり申請書の件で、武田先生の御指摘ほど重要ではないのですけれども、この資料２－

２の 12 ページの６行目の発芽率の話があるのですが、休眠性については種子の発芽率とい

うことで、申請書にも同じようなことが書いてあって、それのデータが申請書の別紙３の、

多分９ページか 10 ページに書いてあるというふうに書いてあるのですけれども、ここの表

に載っているのは出芽率とか花粉のことではないかなと思ったりして、その発芽率に関する

記述が私、ちょっと探しても見当たらないのですけれども。 

 

○原田座長 

 10 ページの表６．の一番右側のカラム、収穫種子の出芽率のことでしょうか。 

 

○井出委員 

 「出芽率」は「発芽率」でよろしいのでしょうか。 
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○原田座長 

 私はそう解釈しましたが。 

 

○井出委員 

 「出芽率」という言葉がいろいろ使われているのですけれども、花粉も「出芽」でいいの

でしょうか。ほ場試験の結果というふうにもちょっと読めないのですけれども。 

 

○近藤委員 

 確かに「出芽率」というのはおかしいですね。 

 

○原田座長 

 ちょっと意味が違うので、ここも発芽率に訂正していただいた方が良いかと思いますが。 

 

○井出委員 

 そうすると、別紙３の４ページの表２．の表、これも同じことなのでしょうか、「出芽揃い」、

「出芽率」というのは、これは「発芽」と読んでよろしいのでしょうか。 

 

○武田委員 

 「出芽」と「発芽」は別の現象なのですよね。 

 

○井出委員 

 ええ、ちょっとよく理解できなかった。 

 

○原田座長 

 その前の「出芽揃い」、一番左側のカラム、これも「発芽」のことを言っているのでしょう

ね。 

 

○井出委員 

 「出芽」と言うと無性繁殖でふえてくるような印象があって、多分どこか本文の説明の中
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でもそういうふうに「出芽」という言葉を使っている部分があったと思うので、それでちょ

っと混乱してしまったように思います。 

 

○林委員 

 今、武田先生ともちょっとお話をしたのですけれども、私たちも作物をやった範囲で習っ

たことは、「発芽」は例えば、シャーレ内のように条件を決めてやるような発芽、出芽はほ場

にまいたときの出方、だから、それは自然条件にふれるかもしれないけれども、実際にほ場

でまいて泥を破って出てきたのが「出芽」で、「発芽」は人工的な条件でやったのが「発芽」、

そういうふうに一応仕分けているように思います。 

 

○田中研究調査官 

 定義が違うはずですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 今の井出先生の御指摘のところですけれども、収穫種子のところで、概要の方は「発芽率」

と書いてあるのですが、別添資料の方は「出芽率」、そこの使い分けが統一性がとれていない

ということなので、試験のやり方を見まして、そこの統一性を取るということで修正をして

いただこうと思います。 

 

○原田座長 

 お願いします。 

 ほかにいかがでしょうか、何か、どうぞ。 

 

○小野里委員 

 この資料２－２の全般にわたってですが、ほかの申請書については、その結論が見出され

た試験等が別添の別紙から引用されてその引用場所が示されているのですけれども、この申

請に関しては全くそれがないものですから非常に読みづらかったです。必ずそういう引用を

入れていただければありがたいというふうに思います。 

 

○原田座長 
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 わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか、ございませんか。 

 それでは、委員からいただいた御意見を集約しまして、この案件の総合検討会としての意

見をとりまとめたいと思います。 

 次のようにしたいと思いますが、いかがでしょうか。申請者から提出されたコウチュウ目

害虫抵抗性トウモロコシ（MIR604）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

了承を得ることを条件とするということでよろしいでしょうか。御異議、ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○原田座長 

 それでは、御異議が委員の中ではないようですので、このように決めたいと思います。 

 では、事務局から申請者に対しまして、この旨、御連絡をお願いしたいと思います。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○原田座長 

 それでは、次に移らせていただきます。 

 

 

〈チョウ目害虫抵抗性及び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〉 

 

○原田座長 

 「チョウ目害虫抵抗性及びグルホシネート耐性トウモロコシ（DBT418）」について検討を

行いたいと思います。 

 まず、農作物分科会での検討結果につきまして、近藤委員より資料３に基づいて御報告を
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お願いいたします。 

 

○近藤委員 

 それでは、資料３－１に基づき報告させていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果 

  名称：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（cry1Ac，bar， 

     Zea mays subsp.mays（L．）Iltis） 

    （DBT418，OECD UI:DKB-89614-9） 

  第一種使用等の内容：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 

  申請者：日本モンサント（株） 

 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 

 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、pDPG165

及び pDPG320 並びに pDPG699 の３つのプラスミドにより（１）cry1Ac 遺伝子（チ

ョウ目害虫抵抗性遺伝子）カセット２コピー、（２）bar 遺伝子（除草剤グルホシネー

ト耐性遺伝子）カセット１コピー、（３）bla 遺伝子（β-ラクタマーゼ遺伝子）３コ

ピー、その他 bar 遺伝子の断片及び pinⅡ遺伝子の断片等を含む遺伝子断片が、本組

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

び PCR 分析の結果等から確認されています。なお、pinⅡ遺伝子の産物である PinⅡ

蛋白質及び bla 遺伝子の産物であるβ-ラクタマーゼがウエスタンブロット分析によ

って検出されなかったことから、pinⅡ遺伝子断片及び bla 遺伝子が機能していない

ことが確認されています。 

 さらに、移入され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

るサザンブロット分析により確認されています。さらに、移入された遺伝子により付

与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の形質が複数世代にお

いて安定して発現していることが、生物検定及び除草剤グルホシネートによる選抜の
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過程で確認されています。 

  ２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシ（Zea mays subsp.mays（L．）Iltis）につ

いては、我が国において栽培等がなされているがこれまで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 crylAc 遺伝子が発現する CrylAc

蛋白質によりチョウ目害虫抵抗性が付与されているが、チョウ目害虫による食害は、

トウモロコシの自然条件下での生育を困難にさせる主な要因ではないことから、チョ

ウ目害虫抵抗性の付与により本組換えトウモロコシが自然条件下で優占化すること

は考えにくい。また、移入された bar 遺伝子が発現する PAT 蛋白質により除草剤グ

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、本組換えトウモロコシが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とされています。 

 さらに、我が国の隔離ほ場における調査の結果、1998 年の調査において着雌穂高・

雌穂径及び雌穂長並びに百粒重に有意差が認められたものの、トウモロコシは自然条

件下で自生化することが困難であることから、これらの形質により本組換えトウモロ

コシが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。なお、1997 年の調

査においては、1998 年の調査において有意差が認められた形質を含め、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関わる諸形質に

有意な差はないことが確認されています。 

 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 

    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おりません。 

    本組換えトウモロコシは、チョウ目害虫に殺虫活性を有する CrylAc 蛋白質を産生

するが、本蛋白質は酵素活性を持たず、宿主の代謝系とは独立して機能しており、宿

主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられます。また、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おりません。さらに、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ます。 
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    本組換えトウモロコシについては、我が国の隔離ほ場試験において、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

められていません。また、米国及びカナダ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、植物体を鋤込み、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ます。 

    一方、本組換えトウモロコシがこぼれ落ち等により自然環境下で生育した場合、付

近に生息するチョウ目昆虫に影響を与える可能性が考えられるが、本組換えトウモロ

コシの花粉中の CrylAc 蛋白質の生産量は ELISA 法による検出限界以下であり、チョ

ウ目昆虫が個体群レベルで本組換えトウモロコシから飛散する花粉により影響を受

ける可能性は極めて低いと考えられます。 

    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 

 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。 

  ５ 農作物分科会の結論 

    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。 

 本件につきましても、農作物分科会の方で３回にわたって御議論いただいているわけです

けれども、本総合検討会で委員の皆様から御意見、御質問を受けたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 
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○武田委員 

 １つよろしいでしょうか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 

 

○武田委員 

 概要書の 21 ページから 22 ページにわたり「花粉の稔性及びサイズ」という項目がござい

ます。このケースでは「花粉の稔性及びサイズは調べていないが」とありまして、その後に

「収量が変わっていないので花粉の稔性などの繁殖特性に大きな変化はなかっただろう」と

いうふうに言っているのですけれども、収量に影響するほどの花粉の稔性の変化というのは

とても大きな変化になるはずで、このケースでは到底考えられないと思いますので、単に花

粉の特性は調べていないというように記述した方がいいのではないかと私は思います。 

 

○原田座長 

 そうですね。21 ページの下の方から 22 ページにかけての箇所ですね。 

 

○武田委員 

 それによって必要な情報が不足しているということになれば話はまた別な展開になるかも

しれませんがどうでしょうか。 

 

○原田座長 

 はい。少なくともこの 後の方の「ないと考えられた」と、この辺は推測ですので、おっ

しゃるとおり記述しなくていいと思います。 

 林先生どうぞ。 

 

○林委員 

 この箇所は、かつて、稔性を調べていないけれども、傍証でこれは大丈夫だと思うけれど

もということが確かに申請書に書かれて、特にそこは問題になりませんでした。ですから、
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同じ考え方で書かれたと思うのですけれども、武田先生もおっしゃるように、これだけで判

断できるというふうな一般印象を与えるとかえって誤解されますから、稔性の検定はしかる

べき方法できちんとやるべきであって、栽培法のデータからの推測は極力やめてほしいとい

うようなことの方が正しいと思いますので、先生の御指摘は正しいと思います。ただ、かつ

てもそういう文言は使われて、一度審査されていますね。そんなことがまたここにあらわれ

たのだと思います。 

 

○原田座長 

 そうですか。ありがとうございます。 

 そのほか何か御意見、御質問はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

 

○小野里委員 

 資料３－１の検討結果ですけれども、それの１の「移入した核酸の存在状態及び形質発現

の安定性」というところですけれども、この文章を読んでいてよくわからなかったのです。

というのは、３つのプラスミド、３種類のプラスミドが導入されているのですけれども、パ

ーティクルガンでどういうふうに入れたのかというのがわからなかったのです。 初考えた

のは、１つずつ入れていったのかなとも思いましたけれども、それで読んでいくと、その段

落の真ん中辺に３つの遺伝子と遺伝子断片が挙げられていて、本組換えトウモロコシのゲノ

ム中、１ヵ所に移入されていることが確認されているとあったものですから、そうすると、

３つのプラスミドをつないで入れて１ヵ所に入ったのかなというふうに解釈したのです。と

ころが、実際の提案書の方、概要の方を読みますと、３種類のプラスミドを混合してパーテ

ィクルガンで入れて、そして導入されている部位はみんな別々で、それぞれが１ヵ所に導入

されているということだったのですね。ですから、それがわかるようにここはちょっと書き

換えた方がよろしいかなと思います。この「３種類のプラスミドを混合してパーティクルガ

ンを用いて導入した」というふうに書いて、それで 後のところで「１ヵ所」というのはゲ

ノム中にそれぞれが１ヵ所に移入されているというふうにすると誤解がないのではないかと

いうふうに思いました。 

 

○原田座長 
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 どうもありがとうございます。 

 

○田中研究調査官 

 この点は私もなぜこうなったのかはよくわからないのですけれども、事実としては、評価

書、こちらの方のファイルの 16 ページのところに挿入遺伝子の入った形が載っているので

すけれども、それぞれが３つのプラスミドをまぜてパーティクルガンで打って、結果として

取れているものは１ヵ所にこれらの断片が幾つか切れたものが入っているというのが事実な

のです。 

 

○小野里委員 

 そうですか。 

 

○田中研究調査官 

 だから、それぞれ３つの遺伝子座に入っているのではなくて、１ヵ所にこの３つのプラス

ミドのパーツが入っているのです。 

 

○小野里委員 

 不思議な現象ですね。 

 

○高木委員 

 おそらく、 初に１つ入って、相同の領域があるので、別のプラスミドも DNA も次々に

入っていった。そして結果的には１ヵ所にまとまっているということですね。だから、プラ

スミド同士が組換えを起こしたというよりは、おそらく 初に１個入って、相同の配列があ

るので、そこに別のプラスミドの DNA も入っていった。そういうぐあいに解釈ししていま

す。ただ、なぜこういう方法を取るのか、１つのプラスミドに全部入れて１回で導入すれば

いいのではと思いますが、結果的にうまく入っていますからいいですが、おそらく複雑な組

換えが起きているのではないかと思います。 

 

○小野里委員 

 私、この 16 ページは確認していなかったものですから、それぞれが１ヵ所に入っている
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と解釈していたのですけれども、実際には３種ともが１ヵ所に入っているということですね。 

 

○田中研究調査官 

 はい、そうです。 

 

○小野里委員 

 それにしても、 初のところは混合して入れたということは加えておいた方がよいのでは

ないかと思います。 

 

○原田座長 

 それは加えた方がいいですね。それから、 後のところも「断片すべてが」というのをど

こかに入れておいた方がいいと思います。その方がわかりやすくなりますね。 

 

○田中研究調査官 

 そうですね。この文章はわかりにくいですね。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。何かございますか、よろしいでしょうか。 

 

○小野里委員 

 それから同じく資料３－１の９行目ですけれども、「pinⅡ遺伝子断片及び bla 遺伝子が機

能していないことが確認されている」とかというふうに書いていたかと思うのですけれども、

ウエスタンブロットで確認できないからといって遺伝子が全く機能していないとは言い切れ

ないと思うのですね。ですから、正確に表現するには「機能していないと思われる」とか、

あるいは「遺伝子の破壊状態から機能していないと想像されるが、実際、ウエスタンブロッ

トでは検出できなかった」というように書くか、どちらかの方が正確な表現になるかなとい

うふうに感じました。 

 

○原田座長 

 必ずしも 100％機能していなかったことがこれだけでは言えないという御意見ですね。 
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○小野里委員 

 そうです。ウエスタンだけで本当に全く機能していないかどうかはわからないから、「機能

していないと思われる」とするか、構造というか、「遺伝子の破壊状態から機能していないと

思われるけれども、実際、ウエスタンブロットでは検出されなかった」というふうに書いて

おいた方がよろしいかと思います。 

 

○高木委員 

 だからこれは元々機能すると困る遺伝子ではないので、「検出されなかった」ということの

みを記述すればいいのではないでしょうか。 

 

○原田座長 

 これに対応するところが資料３－２にもあるはずですよね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○原田座長 

 じゃあ、両方、不必要なところは削除していただけますか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○原田座長 

 そのほかいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○林委員 

 これは冒頭、事務局の方からも御説明がありましたように、経過措置からということです

ね。それでそのものの隔離栽培はもう 96 年、97 年から行われているということで、また、

随所に、特に本評価書の 20 ページあたりによく書かれていますけれども、もともとアメリ



 24

カ、カナダではもう栽培はされていないし、種もないし、まして日本で栽培される可能性も

ないだろう。ということで、この申請の目的は、やはりさはさりながら、もしも未承認で輸

入のものに入ったときに困るということでこういうテストをして承認をとるということだと

思うのですけれども、そういう意味では今後もこういうような形で経過措置については扱う

という１つのお手本みたいな文章になっていくと思うのですね。そういう意味ではこれは非

常に意味があると思います。 

 それで、これは私の解釈が未熟なのかもしれませんけれども、本文の 後にもあるのです

けれども、それからこの結果の一番 後ですが、そういう状況にありますけれども、第一種

使用規程に従って使用する場合には影響はないと書いてある。種もない、栽培もない、それ

でも第一種使用のあれはないと。そういうことで、第一種使用という言葉は、そこがおかし

いと言っているのではないのですけれども、これはやはりその範疇に入ってやっていく、そ

ういうことなのですね。 

 

○原田座長 

 はい、だと思います。 

 

○林委員 

 そうですか。特に疑問を生じているわけではないのですけれども、これもやはり第一種使

用の中に入る。ですから、扱う、討議の仕方がほかのものと同じ扱い方であって、種がある

とかないとか、栽培する、しないということの考慮からは決めていないということですね。 

 

○原田座長 

 その辺、非常にデリケートだと思うのですけれども、作物分科会の議論を伺っていても、

必ずしも 100％それを考慮していないとは言い切れないと思います。 

 

○近藤委員 

 これは旧指針のときに栽培が、現段階でもそうですが、栽培が入っていないので有害物質

の産生性は簡略化されて評価されていて、今、林先生から御説明があったとおり、今もう種

がないので、現在のカルタヘナ法に従う試験は必ずしも十分にできないということで、現在

は栽培が入っていなくてもあらゆる試験をやるということになっているのですが、それが必
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ずしもできないということで、米国における結果も並べて記述しているのですね。こういう

問題というのは経過案件、まだあると思うのですけれども、もう種がなくて、旧指針ではＯ

Ｋだったものがカルタヘナ法で承認を受けるときにどこまで考えるか。現実問題としてはす

べての項目があらゆる作物について必要なのかどうか。まあワタに関してはまた別なのです

が、そういうことを考えなければいけないのではないかとは思っています。今のところはま

だ基本的にはカルタヘナ法にのっとって評価をしているわけですけれども、これから必ずし

もそうはいかないものも出てくるということは考えられます。 

 

○林委員 

 はい。 

 

○原田座長 

 ほかに何か疑問点、コメントございますでしょうか。 

 もしこれ以上御意見はないようでしたらまとめに入りたいと思います。ただいま、「チョウ

目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（DBT418）」について御討議いた

だいたわけですけれども、各委員からいただいた御意見を集約して、この案件の総合検討会

としての意見を取りまとめるようにしたいと思います。 

 「本件について、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」ということで了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○原田座長 

 それでは、１件目と２件目はそういう扱いになります。 

 それでは、事務局の方から申請者にその旨、お伝えください。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 
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〈除草剤グルホシネ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〉 

○原田座長 

 それでは、３つ目、 後になると思いますけれども、「除草剤グルホシネート耐性及びチョ

ウ目害虫抵抗性ワタ（LLCotton25×15985）」について検討を行いたいと思います。 

 まず、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より、資料４に基づいて御報告をお

願いしたいと思います。 

 

○近藤委員 

 それでは、資料４－１に基づき報告させていただきます。 

  農作物分科会における検討の結果 

  名称：除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（改変 bar，改変 cry1Ac， 

     cry2Ab，Gossypium hirsutum L.）（LLCotton25×15985， 

     OECD UI：ACS-GH001-3×MON-15985-7） 

   第一種使用等の内容：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 

  申請者：バイエルクロップサイエンス（株） 

 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、本スタックワタは、交雑育種法により、除草剤グルホシネート耐性ワタ

（ACS-GH001-3）とチョウ目害虫抵抗性ワタ（MON-15985-7）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 

 ACS-GH001-3 由来の除草剤グルホシネート耐性遺伝子（改変 bar 遺伝子）がコー

ドする改変 PAT 蛋白質は、除草剤グルホシネートの活性成分であるホスフィノトリ

シンを特異的にアセチル化する酵素であるが、高い基質特異性を有していることが報

告されています。 
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 また、MON-15985-7 由来のチョウ目害虫抵抗性遺伝子（改変 cry1Ac 及び cry2Ab

遺伝子）がコードする改変 CrylAc 蛋白質及び Cry2Ab 蛋白質はいずれも酵素活性を

持たないことが報告されています。 

 なお、本スタックワタに付与された形質については、①除草剤グルホシネート耐性

については除草剤散布試験により、②チョウ目害虫抵抗性については生物検定により、

③改変 CrylAc 蛋白質及び Cry2Ab 蛋白質並びに改変 PAT 蛋白質の産生量については

ELISA 分析により、各々の形質を発現する親系統と同程度であることが確認されて

います。 

 これらのことから、改変 CrylAc 蛋白質及び Cry2Ab 蛋白質並びに改変 PAT 蛋白質

は、いずれも相互に影響を及ぼす可能性はないと考えられ、本スタックワタについて

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 

 ワタは、我が国の自然環境下で人の手が加えられずに繁殖し、優占化することはな

い。本スタックワタは、ACS－GH001-3 由来の除草剤グルホシネート耐性及び

MON-15985-7 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、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、これらの性質は共に競合における優位性を高める性質ではないと考えられ

ます。 

 したがって、本スタック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 

 本スタックワタは、ACS-GH001-3 由来の改変 PAT 蛋白質産生性と、MON-15985-7

由来の改変 CrylAc 蛋白質及び Cry2Ab 蛋白質産生性を併せ持っています。 

 改変 CrylAc 及び Cry2Ab 蛋白質はチョウ目昆虫に対する殺虫作用を有するがこれ

らは酵素活性を持たないことが報告されています。一方、改変 PAT 蛋白質は動植物

に対する有害物質であるとする報告はなく、高い基質特異性を有しています。 

 本スタックワタはこれらの蛋白質の産生性を併せ持つが、それによって発現した形
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質は、それぞれの親系統と同程度で、また、いずれも相互に影響を及ぼす可能性はな

いと考えられることから、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影響を受ける野生動植物等は特定され

ず、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 

 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。 

  ５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本スタック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した。 

 本件も農作物分科会で２度にわたって審議されております。 

 それでは、総合検討会委員の皆様から御意見、御質問をお願いしたいと思います。いかが

でしょうか、どなたからでも結構ですが。 

 どうぞ。 

 

○小野里委員 

 今の検討結果４－１の２ページの３に「有害物質の産生性」とありますけれども、そこの

本文の４行目に、「これらは酵素活性を持たないことが報告されている」と書かれていますけ

れども、実際にここで言いたいのは、酵素活性を持たないことから、宿主の代謝系に影響を

及ぼすことはないということ、それによって、場合によっては新たに有害物質をつくるよう

なことはないということが言いたいのだと思うのです。ですから、その辺は前の検討結果に

は書かれておりますので、同じようにそれをつけ加えておいた方がよろしいかと思います。 
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○原田座長 

 一般の方にはその方が親切だと思いますね。 

 

○近藤委員 

 我々、このスタック系統の場合には代謝に影響がないかどうかということだけを考えてい

たものですから抜けておりましたが、加えさせていただきます。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか、何か御指摘はございますでしょうか。もしこれ以上、御質問、

御意見がないようでしたらまとめたいと思います。 

 今、１つ御指摘がありましたけれども、１点だけだと思いますので、次のようにしたいと

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及びチョウ目害虫抵抗性ワタ

（LLCotton25×15985）」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します」とい

うことで、今、小野里委員から指摘があった点は事務局の方で適宜修正してください。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 これで本日の検討予定の３件については終わりました。 

 

○小野里委員 

 ちょっとよろしいでしょうか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 
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○小野里委員 

 前のところですけれども、ぜひお願いしたいと思っていたことを言い忘れたのですが、よ

ろしいでしょうか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 

 

○小野里委員 

 一番 初の案件の資料２－２の 19 ページなのですけれども、そこの 24 行目のところです

か、コウチュウ目昆虫４種に対して殺虫効果を確認、殺虫効果を示すというふうに。 

 

○原田座長 

 「殺虫活性が確認されている」ですね。 

 

○小野里委員 

 はい。それが、我々がここでもし 20～30 種類調べて４種類だけに効果があるという場合

と、５種類調べて４種類に効果があったというのとでは随分違ってくるものですから、どっ

ちみちこれはいろいろな種類を調べていると思いますので、何種類中、この４種に効果があ

ったというふうにきちっと書いていただけると我々もきちっと評価できるのではないかと思

います。 

 

○原田座長 

 わかりました。ありがとうございました。 

 では、 初の課題ですけれども、今のも付け加えていただきたいと思います。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○原田座長 

 よろしいでしょうか。 
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 そうすると、３件目についても事務局の方から申請者によろしくお伝えください。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

（２）そ の 他 

 

○原田座長 

 次の議題は「その他」となっておりますけれども、何か事務局の方からございますでしょ

うか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会の開催日についてですが、11 月 30 日の木曜日、午前 10 時半より、場

所は本日と変わりまして、飯野ビル８階の第１会議室にて開催させていただくということに

なっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○原田座長 

 ここのところ、分科会の方もあわせてですけれども、時間や会議の場所がときどき変更に

なりますので、事務局から間違いなく通知をお願いしてありますけれども、お間違えのない

ようにお願いしたいと思います。 

 何か御質問はありますか。 

 

○林委員 

 本日の議事が全て終わってからで結構ですけれども、ちょっと 近参加いたしました会議

について御報告させていただければと存じますが。 

 

○原田座長 

 それでは、まず本日の議事全般について何か委員の方から御意見があれば伺って、その後、

林先生から何か貴重な情報等あればお願いしたいと思います。 
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○高木委員 

 ちょっと１つよろしいですか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 

 

○高木委員 

 参考資料の扱いなのですけれども、これは参考資料１、２、３と３つございますけれども、

これはいずれもホームページでもう公表した、要するに公開していい資料ですか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 全部公表資料です。 

 

○高木委員 

 そうですね。この 初についていた資料１というのは、これは違いますね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 これも公表しております。 

 

○高木委員 

 これも公表されておられるのですか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。 

 

○高木委員 

 そうですか、わかりました。 

 

○原田座長 

 資料１の方は検討状況だから総合検討会のところに本日の日付があって、検討結果の可否
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を示しているのではなく、検討を行ったということを示しているわけですね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 あくまでも検討したという事実が載っているということでございます。 

 

○原田座長 

 はい、わかりました。 

 ほかに本日の議事に関しましては御質問はございませんでしょうか。 

 では、林先生、お願いします。 

 

○林委員 

 1990 年以来、国際的なバイオセーフティについて国際的なシンポジウムが２年おきにずっ

と行われておりまして、2000 年からは国際バイオセーフティ学会というものが発足して、２

年前はフランスのモンペリエでありまして、今年は９月の 25 日から 29 日まで韓国の済州島

でありました。 

 細かいことは申し上げませんけれども、その冒頭の方でいろいろ総括的な発表があった中

で、ヨーロピアンコミッションのファンドによる 20 年間のいろいろな研究結果を総括をし

た報告がありました。一言で言えば、これはもう英語で言った方が非常にはっきりするので

すけれども、ノー・ニューリスクス・ビョンド・ユージュアル・アンサータンティ・オブ・

トラディショナル・ブリーディング。（No new risks beyond usual uncertainty of traditional 

breeding．）要するに、20 年間いろいろ研究成果が出たけれども、慣行法の育種、これもい

ろいろな分野で全部クリアではない。若干のアンサータンティは必ずありますね。ただ、そ

れを越えるような新しいリスクというものは報告されていない。それが研究成果であるとい

うことが報告されました。これに付随して、そういう研究成果があるけれども、この成果が、

１つはアセスメント、あるいはレギュレーションの方にきちんと伝わって、研究成果がどん

どん反映され、それがうまく合理化されるという状況までには必ずしも進んでいないという

ようなことと、それからこの研究成果が消費者あるいは国民全体に伝わって理解が増してい

くということについても、今一歩というところであるということです。その状況は日本とよ

く似ているのですけれども、そのようなことも付言されました。 

 細かい科学的なことは、またそれぞれの分科会に私も出させていただいて、関係するとこ
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ろは、折にふれ報告させていただきたいと思っておりますが、全体的にはそういうことがご

ざいましたので、御報告申し上げます。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 我々、アメリカ、南米、それから中国、ヨーロッパの事情などはかなりいろいろなニュー

スソースから得ているわけですけれども、済州島での会議ということで、韓国での状況につ

いては何かございますか。 

 

○林委員 

 韓国の方の状況についても会議で報告されました。それは何種類かの GM についての試験

を行っている。まだ栽培にまで移っているものはありませんけれども、 初のほ場試験及び

その他の試験について行っていて、日本における試験方法や結果については、かなり向こう

にも注意されていて、日本の方から吸収できるところは吸収して、自分たちのレギュレーシ

ョンに反映していこうという態度は非常に強いです。ですから、我々も韓国に対し、我々が

行っていることについては、慎重にかつ誤解のないようにお伝えしなければいけないという

ふうに思いました。非常に熱心ですね。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 特にないようでしたら、事務局の方にお返しいたします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 本日は熱心に御審議いただきまして、誠に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させていただきます。 

 

閉      会 

 


