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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１８年１１月３０日 

於：飯野ビル・農林水産省第１会議室 

 

開       会 

○深瀬技術安全課長補佐 

 定刻となりましたので、ただいまより生物多様性影響評価検討会総合検討会を開催させていただ

きます。 

 本日は、御多忙のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。まだ嶋田委員がお

見えになっておりませんが、もうしばらくしたらお見えになると思いますので、開始させていただ

きたいと思います。 

 それでは、開会にあたりまして、東條技術安全課長より御挨拶申し上げます。 

 

○東條技術安全課長 

 おはようございます。 

 それでは、開会にあたりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は、大変御多忙のところ、生物多様性影響評価検討会総合検討会に御出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

 また、日頃から遺伝子組換え生物等の生物多様性影響の評価にあたりまして、大変お世話になっ

ていることに対しまして、この場を借りてお礼を申し上げます。 

 御案内のとおり、この遺伝子組換え技術につきましては、人口、食糧問題、あるいは環境、エネ

ルギー問題へ対応する１つの手段として、非常に大きな可能性を秘めた技術でございます。 

 しかしながら、一方で、先端的な新しい技術であるということもございまして、国民の関心も高

いものでございますので、国民の方々の理解をいただきながら進めていくことが重要と考えている

ところでございます。 

 本日のこの検討会は、環境省、それから、農林水産省の共同開催になってございまして、農林水

産大臣がその生産または流通を所管いたします遺伝子組換え農作物として農林水産大臣、環境大臣

に申請のありました第一種使用規程承認申請２件につきまして、その使用等に伴う生物多様性影響

に関し、幅広い見地から御審議を賜りたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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〈配布資料の確認〉 

 

○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。 

 配付資料の１枚目が議事次第でありまして、その次が座席表、その次に配付資料一覧がございま

す。これを見ながら確認していただければと思います。 

 まず、資料１「第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況」がありまして、その次に資料

２－１「農作物分科会における検討の結果」がありまして、これは除草剤グリホサート耐性テンサ

イのものです。その次が資料２－２、テンサイの「生物多様性影響評価書の概要」です。その次が

資料３－１「農作物分科会における検討の結果」、これは高オレイン酸ダイズのものです。その次

が資料３－２、ダイズの「生物多様性影響評価書の概要」です。その次が参考資料１で承認された

遺伝子組換え農作物一覧です。その次に参考資料２で経過措置案件の一覧です。その次が参考資料

３で意見の聴取を終えた審査中の案件一覧ということでございますが、不足資料等はございません

でしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、参考資料の１から３につきまして御説明させていただきたいと思います。参考資料１

の承認された遺伝子組換え農作物一覧の中で、前回の総合検討会、10月５日以降に新たに加わった

ものは、３ページ目にありますダイズの４番目、５番目、除草剤グルホシネート耐性ダイズのA27

04-12とA5547-127です。これらが11月24日に承認されております。 

 次に、参考資料の２でございますが、本日、御審議いただく高オレイン酸ダイズにつきましては、

この表の中の一番上にありますように、経過措置案件でございます。 

 また、先ほど参考資料１の方で御覧になっていただきました新たに承認された２つのダイズにつ

きましては、経過措置案件でありましたので、前回からダイズの経過措置案件が２件減ったという

ことであります。 

 次に参考資料３でございますが、これは総合検討会での意見の聴取を終えた案件の一覧でありま

す。10月５日に御審議いただきました３件がここに出ておりますが、現在、パブリックコメントに

入っておりまして、12月21日までその期間ということになっております。参考資料１から３につき

ましては以上でございます。 

 それでは、傍聴の方々には、「傍聴される方への留意事項」を守っていただきますよう、よろし

くお願いいたします。 
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 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。 

 

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 

 おはようございます。 

 皆様の御協力によりまして議事を進めていきたいと思っております。 

 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等

の検討」となっております。すでに農作物分科会で専門的な見地からの検討が終了しているもので

ございます。 

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

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

ら報告いただいた後で、委員の皆様で検討を行いたいと思います。 

 その後、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扱いを決めたいと思

います。 

 それでは、最初に、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

それでは、資料１につきまして御説明させていただきたいと思います。 

 今回、御審査いただく案件は２件、「除草剤グリホサート耐性テンサイH7-1」と「高オレイン酸

ダイズ260-05」になっております。 

 使用等の内容につきましては、テンサイの方は「食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加

工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為」となっておりまして、ダイズの方は、テン

サイと比べますと、栽培が入っていない内容になっております。これは日本で栽培する予定がない

ためということでございます。 

 検討状況につきましては、農作物分科会におきまして、テンサイの方は2006年の７月、９月、10

月と３回にわたり御審議いただいており、総合検討会の方に、本日、あがってきたという案件でご
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ざいます。 

 ダイズの方は、農作物分科会におきまして、2005年の５月、2006年の９月、10月、これも３回、

御審議いただいております。これも総合検討会では本日がはじめての審議ということでございます。 

 承認等の状況についてですが、テンサイの方は、カルタヘナ法に基づきまして、隔離ほ場での承

認が2005年に下りておりまして、食品衛生法又は飼料安全法に基づく承認については、食品につい

ては2003年、飼料については2005年にそれぞれ下りております。 

 ダイズの方は、旧指針に基づきまして、隔離ほ場での承認が1998年、一般利用での承認が1999年

に下りておりまして、食品・飼料につきましては、旧指針に基づきまして、それぞれ2000年に承認

が下りておりまして、その後食品衛生法及び飼料安全法に基づきまして、食品・飼料の承認がそれ

ぞれ2001年と2003年に下りているという状況であります。 

 以上でございます。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、最初に、「除草剤グリホサート耐性テンサイH7-1」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の結果につきまして、近藤委員より、資料２に基づいて報告をお

願いいたします。 

 

〈除草剤グリホサート耐性テンサイ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に基づき、報告させていただきたいと思います。 

 農作物分科会における検討の結果 

 名称：除草剤グリホサート耐性テンサイ（改変 cp4 epsps,Beta vulgaris Ｌ，subsp. vulgaris var.

altissima）（H7-1，OECD UI:KM-000H71-4） 

 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：日本モンサント株式会社 

 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
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規程に従って本組換えテンサイ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 

 本組換えテンサイ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の結果

から、PV-BVGT08のプラスミドのうちP-FMV（Figwort mosaic virusの35Ｓプロモーター）、ctp2

（葉緑体輸送ペプチド配列をコード）、改変 cp4 epsps 遺伝子(除草剤グリホサート耐性遺伝子）、

E9 3’（ポリアデニル化配列）、Left Borderを含む領域１コピーが本組換えテンサイのゲノム上に移

入されていることが確認されています。また、改変 cp4 epsps 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、宿主に新たに付与されたグリホサート耐性が後代で安定して発現していることが、複数

世代を用いたグリホサ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 

 我が国におけるテンサイの自生化は報告されていません。本組換えテンサイについては、移入さ

れた改変 cp4 epsps 遺伝子により除草剤であるグリホサートへの耐性が付与されていますが、グリ

ホサートが自然環境下で選択圧になるとは考えにくいです。また、本組換えテンサイの競合におけ

る優位性に関する諸形質が調査された結果、葉長及び葉柄長において本組換えテンサイと非組換え

対象品種との間で有意差が認められたが、他の非組換え比較品種であるキタサヤカとの間には有意

差が認められなかったことから、本組換えテンサイの葉長及び葉柄長はいずれもテンサイの示す形

質の変動範囲にあると考えられます。 

 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 

 宿主が属する生物種であるテンサイについては、野生動植物等への有害物質を産生するとは報告

されていません。 

 また、本組換えテンサイはグリホサートへの耐性を付与する改変 CP4 EPSPS 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なされていません。 

  改変 CP4 EPSPS 蛋白質は、芳香族アミノ酸を合成するシキミ酸経路を触媒する酵素ですが、

当該経路の律速酵素ではないことが明らかになっており、本組換えテンサイでは対照の非組換え体

と比較して、茎葉及び根部のいずれにおいても芳香族アミノ酸含量に有意差がないことが確認され



- 6 - 

ています。また、CP4 EPSPS 蛋白質は高い基質特異性を有することから、CP4 EPSPS 蛋白質が他

の物質の反応を触媒して有害物質が産生されることは考えにくいです。 

 さらに、本組換えテンサイの有害物質（根から分泌され他の植物に影響を与えるもの、根から分

泌され土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響を与える

もの）の産生性が調査されていますが、非組換えテンサイとの有意差は認められていません。 

 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、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テンサイ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。 

 ５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えテンサイ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。 

 ただいま近藤委員から、除草剤グリホサート耐性テンサイH7-1について御報告をいただきました

が、本件につきまして、委員の皆様から御質問、御意見をいただきたいと思います。どなたからで

も結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○井出委員 

 このテンサイH7-1というのは有性繁殖で交配してできる種をつくって、自殖はしないと書いてあ

りましたけれども、育成の結果の申請書の14ページの図などを見ると、もとの作出されたものと交

配したものはすべてH7-1というふうに呼ぶんだというふうに読み取れるのですけれども、この品種

の考え方というのを少し御説明していただけないでしょうか。 

 自殖系統ですとか、クローンですとか、それから、Ｆ１品種であるとかというのはよくわかるの

ですけれども、この場合はどういう範囲が、どういうふうに定義されているのかというのがいまひ
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とつ理解できなかったのですが。 

 

○田中研究調査官 

 当然テンサイは基本的には他殖なのですけれども、無理やり自殖をすると自殖させることも可能

です。当然このイベントが起こった後代でテンサイについて、後代のテンサイについて申請の単位

であるということです。 

 ただ、もう１つ農作物分科会の方で議論があったのは、テンサイは実はフダンソウと同種で、ほ

かの用途もあるわけですが、「テンサイ用の用途に限る」、そういう申請の単位になっております。

それでこのイベントについて申請という形になります。 

 

○井出委員 

 そうすると、これは自殖系統ということなのですか。H7-1系統というものが指しているものはど

ういう範囲のものかというのが、にわかにわかり難いのですけれども、次々にこれと交配していっ

たものを、評価書の14ページの図２には、遺伝子導入して得られた再分化個体及びその後代の全て

を指すとなっていますね。そうすると交配をしたり、いろんな品種とか、ほかの品種と交配したも

のも全て含むということでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 そうです。 

 

○井出委員 

 それは現実問題として、例えばこれがH7-1であるかどうかというのは、容易に確認できるものな

のでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 検出方法については、評価書の18ページに示してあります。 

 

○井出委員 

 そうしますと、栽培されているものの性質というものは、ここで評価に付した、実際に評価した
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植物とは違うということになりますか。 

 

○田中研究調査官 

 そういう場合も当然あり得るわけです。遺伝的なバックグラウンドは変わる可能性も当然あり得

ると思います。 

 

○井出委員 

 その遺伝子については変わらないけれども、いろんなものがあり得るというふうに理解してよい

でしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 このイベントでほかの品種の中で、育種の中で後代をつくって、品種をつくって使っていく、そ

ういう方法だと理解しています。 

 

○井出委員 

 わかりました。 

 

○原田座長 

 いかがでしょうか。ほかに何か御質問ございますか。 

 

○武田委員 

資料２－２、概要の20ページの花粉の稔性及びサイズのところで、要するに結論から言うと、こ

の場合、花粉の稔性もサイズも評価してないのですけれども、それについて、いってみると長々と

言いわけをしているわけですね。これは最初の段階で、どういう形質について特性調査をしてもら

うべきかという議論をしたときに、確かに花粉のサイズはという議論があったのは記憶しています

けれども、それにしても、示せといっているわけですから、調査しなかったなら調査しなかったと

いえばいいのであって、ここで完結しないはずだから調査しなかったというのであれば、これはあ

る種の抗弁ですので、やはりこの委員会としては認めるわけにはいかないのではないかと私は思っ

ているのです。 
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 同じことが24ページ、それを受けていることにもなるわけですけれども、その他の調査項目のと

ころで、交雑可能な近縁野生種がない。それで調査しなかったと書いてあるのですけれども、これ

は単純に、どう思って調査しなかったかはともかくとして、調査してないというふうに言っておい

てもらわないと。 

 

○原田座長 

 この辺は意見の分かれるところではないかと思うのです。調査しなかった理由を書いた方がいい

という意見もあると思いますし、今、武田委員が言われたように、しなかったなら、単にしなかっ

たというふうに書いた方がいいという意見もあるかと思います。 

 

○田中研究調査官 

 調査しなかったら、「しない」とだけ記述した方がいいのか、ちゃんと理由を書いた方がいいの

かですね。 

 

○原田座長 

 特に農作物分科会の方では、調査しなかった場合、なぜかという質問がよく出てきたと思います。 

 

○近藤委員 

 難しいところで、その時、その時の申請書を見て、これは書き過ぎだからこれはやめてほしいと

か、あるいはこれではわからないから書いてほしいとかとケース・バイ・ケースであるので一概に

は言えないのですね。この場合も意見が分かれたところかもしれないと思います。 

 

○武田委員 

 これはちょっと個人的な見解ですけれども、花粉のサイズをこと改めて調査させて、有意差検定

をして出させる必要はないだろうと私はかねがね思ってはいるのです。ですから、サイエンティス

トとして言わせてもらうならば、この項目は、検討の上、今後、発展的に削除するという方向が出

てくるならば、私はその方がいいと思っているのです。 
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○原田座長 

 武田委員の御意見は、ほとんどの作物については通用するかと思いますけれども、例えば風媒か

虫媒なんかは関係してくるケースもあるかと思いますので、一概に削除するわけにもいかないので

はないかと思ってはおります。 

 テンサイの場合は、ほとんど問題ないというのは、そのとおりとは思います。 

 

○武田委員 

 経験的に言いますと、花粉の大きさとか形というのは確かに種間差が極めて大きいのです。特に

風媒か虫媒かなにかで、ところが種内変異とか、品種間で花粉の大きさに、倍数レベルは別なので

すが、倍数だと明らかに花粉のサイズは変わってくるのですけれども、それ以外で１個や２個の主

働遺伝子が入ったり出たりして花粉のサイズが有意に動くというのは、少なくとも私にはなかなか

想定しにくいところがあるものですから、これを調査項目としてあげられると、多分あげられた方

もかなわないので、他殖する心配がないから調べなかったよという言い方になるのだと思うのです

けれど、これはやはり一種のクレームだと思うのですね。それはやはりまずいことではないかなと

思うのです。 

 この場合ですけれども、調査しませんでしたというので言い切ってもらった方が私はすっきりす

ると思うのです。 

 

○原田座長 

 調査項目を変えるというのは、もう決まっていることですので、なかなかそう簡単にはいかない

ですね。 

 

○東條技術安全課長 

 ケース・バイ・ケースもあろうと思いますので、農作物分科会の方でもそういう御議論が出てき

たら、こちらの方でも検討していきたいと思います。 

 

○近藤委員 

 今のケースではないのですけれども、申請書の内容によっては、この項目は意味がないとか、こ

う書くとかえって変だというのはときどき出てくるのですね。だけどやはりそう通達に書かれてい
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るから一応項目は残しておくということでやっておりますので、難しいところかもしれません。 

 

○原田座長 

 通達にあるわけですから、この報告書にはその項目建てはしてあっても、何も書いてない場合も

あるわけですので、ケース・バイ・ケースだろうと思いますので、理由づけも、今まで私が出させ

ていただいた農作物分科会での質疑応答では、しなかったら、理由を書いた方がいいという意見の

方がやや多かったように印象を持っています。 

 

○嶋田委員 

 武田委員と、それから、ここの評価書で書いてある今の書き方とでは、少し折衷案というものが

あるのかとは思うのですけれども、例えば20ページから21ページにかけては結論が後に書いてある

ので、要するに調査しなかったということを最初に、前面に書いて、次に、その理由はなぜかとい

うのをこういうふうに書けばいいのですけれども、それが長々と書かれていて、要するに結論は何

だと見ると、結局はなんだ、我が国にはテンサイと交雑可能な近縁野生植物はいないのだから別に

調べなかったというのだったら、それだけ書けばいいではないかという武田委員の御意見はもっと

もだと思うのです。先に結論を出して、それの理由を述べるという記述でどうかなと思うのですけ

れども。 

 

○原田座長 

 武田委員、いかがですか。 

 

○武田委員 

 結構です。 

 

○近藤委員 

 今の武田委員の御意見もあったので、今後、嶋田委員も言われたように、分科会の方でも、あま

り余計なことは書かないという方向でやっていきたいというふうに思います。 
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○原田座長 

 最近は農作物分科会の方でも、これは必要ないからという意見の方が強くなってきているように

は思います。 

 

○近藤委員 

 そうですね、そういう方向になっていますね。 

 

○原田座長 

 今回の場合は、書き直していただくということで、中身は変わらないわけですから、順序を変え

るということでできるのではないかと思いますけれども、ほかの御意見、御質問いかがでしょうか、

何かございますか。 

 

○小野里委員 

 ここで文献が社外秘のため全然一切掲載されてないのです。このことは前にも話題になったこと

があると思うのですけれども、私はどういうものが本当に社外秘の対象になるのかわからないので

すけれども、少なくとも全部が対象になるということはないので、問題のない文献については掲載

すべきだと私は思います。 

 それと小さなことですけれども、資料２－２の４ページのところの３段落目の１行目なのですけ

れども、ここでおよそ１トンというのは、多分これは間違いではないかと思います。 

 

○原田座長 

 ４ページの第３パラグラフの１行目、１トンですか。 

 

○田中研究調査官 

 これは私も当初見ておかしいなと思って確認をしたのですけれども、これで間違いないというこ

とでした。本当かなと思ったのですけれども、確かにぱっと見るとびっくりしますね。 

 

○近藤委員 

 先ほどの文献の件なのですけれども、農作物分科会でも議論したように思うのですけれども、そ
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のときは、どういう文献を並べるかというのも会社の能力の一部であって、社外秘にしてもいいの

ではないかというような意見があったかと思います。 

 

○原田座長 

 事務局の方には、全部一応来ているのでしたかね、文献そのものは。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 私どもも、文献そのもの提出は求めていません。 

 

○原田座長 

 確かにひどいのになると、社外秘という印が各ページに押してあるようなのもあるのですけれど

も、それは農作物分科会の方でも大分議論になっていたわけですけれども。 

 

○田中研究調査官 

 事務局としては、できるだけ出させることは基本です。 

 

○原田座長 

 ですから、御意見はもっともだと思いますけれども。 

 

○高木委員 

 １つ教えていただきたいのは、資料２－２の19ページの、先ほどもちょっとお話が出た検出限界

及び定量限界が10コピーと0.045％、これがどういう意味なのか、あまり見ない。特に0.045％とい

う、これはどういう数字ですか。10コピーというのは、細胞が10個あればいいということですか。 

 

○田中研究調査官 

 細胞で２倍体であれば５つということです。 

 

○高木委員 

 ２倍体なら５つ、この0.045％というのは。これは定量限界ですね。 
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○田中研究調査官 

 Ｐが0.045％だと思ったのですけれども。 

 

○高木委員 

 検出限界は細胞が２倍体で５個あればいい。それで0.045％というのが定量限界ですか。これ

も10コピーなのですかね。 

 

○田中研究調査官 

 信頼限界ですよね。 

 

○川口国際基準専門官 

 信頼限界は書いていませんね。 

 

○原田座長 

 これはオリジナルの評価書の方も同じ表現ですか。 

 

○川口国際基準専門官 

 同じです。 

 

○高木委員 

 これはあまり聞いたことがないですね、パーセント、コピー数はわかるのだけれども。 

 

○田中調査研究官 

 信頼限界だと思うのですけれども、その点、ちょっと確認して、追ってお知らせしたいと思いま

す。 

 

○嶋田委員 

 例えば定量的ＰＣＲですから、コピー数の絶対数だけでなくて、何か基準となるような、例えば

ある遺伝子の、そういうふうなものの量に対して相対量で、今、問題になっているこのコピーが
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何％全体の中に含まれているのかというふうな相対量で出す場合に0.045％というのは、そういう

のもあるのではないかと思います。 

 

○田中研究調査官 

 そういう可能性もありますね。 

 

○高木委員 

 染色体全体のＤＮＡの量を100とすると、そのうちの0.045％あれば定量ができるということでし

ょうか。 

 

○嶋田委員 

 そういう意味ではなくて、要するにかなりわかっている蛋白質の遺伝子とかを使って、例えば私

の場合には昆虫を使うのですけれども、昆虫の例えばエロンゲーションファクターとか、そういう

ものの遺伝子に対して相対比で見ると、この例えば絶対量としての10コピーとかという意味ではな

くて、そういうものがどれくらいの量、見られれば検出できるかという、定量的ＰＣＲでとるとき

の、そういうふうなやり方ではないかと思います。 

 

○高木委員 

 だから全体の染色体のＤＮＡを100とするのですか。 

 

○嶋田委員 

 その問題となっている今の遺伝子のコピー数に対して、よくわかっている蛋白質なら蛋白質の遺

伝子のコピー数の比率で見る、そういう意味ですかね。 

 

○高木委員 

 この場合、epsps遺伝子というのを入れているわけですね。それが染色体の中に入っていて、そ

れが全体の中でこれだけのパーセントを占めていればというのですか。 
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○嶋田委員 

 はい。 

 

○田中研究調査官 

 おそらく epsps遺伝子 が入っていないものが残りで、0.045％だけepsps遺伝子が入っている座が

ある場合という見方もできますね。２つ考えると、信頼限界という意味で書かれているのか、ある

いは混入割合という意味で書かれているのか、これについては確認して出します。 

 

○高木委員 

 全然入っていない細胞が100で、入っている細胞が0.045％とでもいうことでしょうかね。 

 

○田中研究調査官 

 という意味にもとれますね。 

 

○嶋田委員 

 そうでないような気がしますね。ＰＣＲでもし使うのだとするならば、そういうやり方で検出す

るのであれば、いわゆる絶対量としての10コピーと、それから、相対量としてのパーセンテージが

２つここに出ているのではないかと思いますが、ただ、方法がきちんと書いてないので、私自身も

推察ですので、確認したらいいかと思います。 

 

○田中研究調査官 

 申しわけございません。確認します。 

 

○原田座長 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

○武田委員 

 これは除草剤耐性が１個の優性の核内遺伝子に支配されるということをいうために、評価書に別

添資料がついているわけですね。別添資料１の55ページでしょうか。 
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 他殖性ですから、若干自殖性のケースとは違っていますけれども、基本的にこれで１個の核内の

優性遺伝子だというのはわかるのですけれども、データをチェックしてみたら、カイ二乗の値が違

いますね、上から例えば0.10という値です、私が計算すると0.06、その下は3.27、その次が2.51と

いうふうに、特に２つ目は５％水準で＊がつかなくなるのですね。大した数でないといえば大した

数でないのですけれども、根拠データがこういうふうにずれていると、やはり立場上非常に気にな

ります。 

 それから、分離比で、上から50％、これは１：１、それから、３：１、３：２、87というところ

は、これは多分83の間違いだと思うのです。分離比が５対１になりますので、これは87％ではなく

て83.3％だと思うのですね。その次の34％というのは、ホモザイガスを選抜しておいて、さらに半

分以下になるというのは、これはどうも私にはよくわからないというようなところがありまして、

気になってしまって、ちょっとまずいのではないかなというふうに思っています。 

 

○原田座長 

 では今の御指摘も、田中さん、チェックしてもらえますか。 

 

○田中研究調査官 

 はい。 

 

○武田委員 

 それからもう１つ、評価書の別添資料１の69ページなのですが、ここで温度を変えて発芽試験を

しているのですけれども、タイトルにComparative germination and dormancyと書いているのですが、

これは単に温度を変えて発芽試験をしただけで、dormancy の評価には一切なってないと私には思

えますので、ときどきそういう話があるのですね。単純な発芽試験をやって、採取直後に発芽しな

かったから休眠苗、それは事実としてはそうなのですけれども、休眠ってそうやって評価するもの

ではないはずなので、それもちょっと気になりました。 

 

○近藤委員 

 この資料は本社の方の資料なので、こちら側で勝手に直せないのですね。 
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○武田委員 

 そうでしょうね。 

 

○田中研究調査官 

 別添資料１の55ページの分離比のデータは、私は87％、７：１なのかと思ったのですけれども、

ちょっと私の誤解もあるのかもしれないのですけれども、ただ87％と書いてあるのかなと思った

のですけれども。 

 

○武田委員 

 半分がヘテロになっていて、１世代進むから５：１かなと思ったのですね。 

 

○田中研究調査官 

 ちょっと考えてみます。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

○林委員 

 外側の話ですけれども、資料２－２の22から23ページにかけて書いてありますけれども、1995年

から10年ぐらいテストされてから、アメリカとカナダで比較的近年、2004年、2005年に承認がとれ

ている。育成栽培。それを受けて今度その同じ資料の３ページ、４ページあたりを見ますと、４ペ

ージで、日本には、さっきテンサイ糖は１トンとありましたけれども、大きいのはほとんどがビー

トバルプで、実際になま物として入ってくるのはテンサイの種子で、これは約70トンあるわけであ

ります。それでその受け皿として３ページの下から２つ目のパラグラフのところで、日本のテンサ

イの作付けは約７haで、生産量は約400万、ですから、ヘクタール当たり約70トン当たりとれる。

これはわかるのです。 

 そうすると、この申請の目的は、70トンぐらい入ってくるテンサイの種が、これを将来栽培する

とか、あるいは栽培しないにしても、入ってくる輸送の途中でこぼれ落ちる、そのものに対しての

生物多様性への影響はないことを保証する。そのための申請なのでしょうか。そこのところを伺い
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ます。申請の目的はそういうことなのでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 申請の目的は直接事務局の方から確認はしてないのですけれども、先生が御指摘のことも当然中

には含まれているのだというふうには理解しております。種での輸入がある。 

 

○林委員 

 種での輸入があるから、それについてのあれが主なものですね、これは。結構です。 

 

○原田座長 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 もしないようでしたら、とりまとめの方に移らせていただきたいと思いますけれども、次のよう

にとりまとめたいと思います。 

 申請者から提出された除草剤グリホサート耐性テンサイについて、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、評価書の記述に一部不適切な部分があるので、当該部分を修正し、総合検討会委

員の確認を受けることを条件とします。 

 こういう処置にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、武田委員から御指摘があって、嶋田委員から案が出ていましたのが１つありましたし、

それからあと２、３、細かいところがあって、事務局の方で調べていただきたいことだと思います

ので、御異議がなければこういう措置にしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 では御異議がないようですので、そのようにしたいと思います。 

 では事務局の方から、申請者に対して御連絡してください。お願いします。 

 次に２つ目でございますけれども、高オレイン酸ダイズ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お願いい

たします。 
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〈高オレイン酸ダイズの生物多様性影響評価について〉 

 

○近藤委員 

 資料３－１「農作物分科会における検討の結果」に基づきまして御報告させていただきます。 

 名称：高オレイン酸ダイズ（GmFad2-1, Glycine max（Ｌ）Merr.）（260－05，OECD UI: 

DD-026005-3） 

 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：デュポン株式会社 

 

 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ダイズ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った。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 

 本組換えダイズはpBS43及びpML102の２つのプラスミドを混合して、パーティクルガン法を用い

て作出されており、サザンブロット分析の結果から、 

 （１）２コピーの完全な GmFad2-1遺伝子（脂肪酸デサチュラーゼ遺伝子）発現カセット、１コ

ピーの完全なGUS遺伝子（β－グルクロニダーゼ遺伝子）発現カセット及び１コピーの不完全な 

GUS遺伝子発現カセット、２コピーの完全な ampr（アンピリシン耐性）遺伝子 

 （２）１コピーの不完全な dapＡ 遺伝子（ジヒドロピコリン酸合成酵素遺伝子）発現カセットが、

ゲノム上の２つの別々の遺伝子座に移入されていることが確認されています。また、GmFad2-1遺伝

子発現カセット及びGus遺伝子発現カセット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。しかし、全ての導入遺伝子（GmFad2-1、dapＡ、 

Gus、ampr）の発現は、ノーザンブロット分析では検出されていません。 

 本組換えダイズは、GmFad2-1遺伝子の導入によるジーンサイレンシングと推定される機構によ

り、導入及び宿主に既存の GmFad2-1遺伝子の発現が抑制され種子中のオレイン酸の含量が高めら

れており、この形質が安定して後代で発現していることが複数世代の種子を用いた脂肪酸組成分析

により示されています。 
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 ２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるダイズ（Glycine max (L.) Merr.）は、我が国において長期にわたり栽

培されていますが、自生化しているとの報告はなされていません。 

 本組換えダイズには、移入された GmFad2-1遺伝子により種子中のオレイン酸の含量が高められ

ていますが、我が国の隔離ほ場での調査結果により、種子の発芽率等の種子関連形質を含め競合に

おける優位性に関わる諸形質については、非組換えダイズとの有意差は認められていません。 

 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 

 宿主が属する生物種であるダイズについては、野生動植物等への有害物質を産生するとの報告は

なされていません。 

 また、本組換えダイズの有害物質（根から分泌され他の植物に影響を与えるもの、根から分泌さ

れ土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響を与えるも

の）の産生性が調査されていますが、非組換えダイズとの有意差は認められていません。 

 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、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 

 （１） 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

 我が国に自生しているツルマメ（Glycine soja Sieb. and Zucc.）は、ダイズと交雑させた場合に稔

性のある種子を産生することが知られているため、影響を受ける可能性のある野生植物としてツル

マメを特定し、以下の検討を行いました。 

 （２） 影響の具体的内容の評価 

 既存の文献によれば、ダイズとツルマメの雑種の生育や生殖には障害が見られないことから、我

が国の自然環境下において本組換えダイズとツルマメが交雑した場合は、その雑種が生育するとと

もに、当該雑種からツルマメへの戻し交雑を経て、本組換えダイズに移入された遺伝子が、ツルマ

メの集団中で低い割合でとどまらずに拡散していく可能性があります。 

 （３）影響の生じやすさの評価 

 ツルマメは全国の日当たりのよい野原、道ばた等に広く自生していることから、本組換えダイズ

が近接して生育した場合、交雑する可能性があります。しかしながら、 
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 ア 本組換えダイズは我が国で栽培の予定はなく、運搬の際にこぼれ落ちた種子が発芽・生育す

る可能性が考えられるものの、これまでダイズの自生が確認されたとの報告はないこと、 

 イ 仮に、ツルマメと近接した場所に自生したとしても、 

 （ア）ダイズ及びツルマメは共に閉花受粉を行う自殖性が高い植物であること、 

 （イ）既存の文献によれば、開花時期がツルマメと重なるダイズの系統とツルマメを隣接して生

育させた場合であっても、その交雑率は１％未満と極めて低いこと、 

 （ウ）我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズと非組換えダイズを近接して栽培した結果、

交雑率は従来のダイズと同様に低いと考えられることから、本組換えダイズとツルマメが交雑する

可能性及び移入された遺伝子がツルマメの集団中で低い割合でとどまらずに拡散していく可能性は

極めて低いと考えられます。 

 （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、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、本組換えダイズ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。 

 ただいま高オレイン酸ダイズ260-05について御報告をいただきましたが、本件につきまして御質

問、御意見をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

○小野里委員 

 ここでジーンサイレンシングのことがよくわからないのですが、同じ遺伝子を入れることによっ

て、なぜ発現が抑えられるか、その辺のメカニズムがもし御説明いただければと思います。 
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○田中研究調査官 

 実際にこういう組換え体をつくる場合、実はこういうことはよく起こって、実際に入れた遺伝子

が全く発現しないということはよく知られており、そのメカニズムについてはいろんな説明の仕方

はあるのですけれども、今のところ、必ずこうだという、そういうものは今のところはありません。 

 

○嶋田委員 

 マイクロＲＮＡとか、ああいうのが関係しているのではないですか。最近はＲＮＡ干渉とかそう

いうのが随分出てきていますので、ノーベル賞も取っていましたけれど、ああいうものがジーンサ

イレンシングのメカニズムになってきているのだろうということがわかってきてはいるのですけれ

ども、実際に今回のこのイベントで、例えばどういうふうにしてジーンサイレンシングが起こって

いるのかというふうなことはわからないですね。 

 

○原田座長 

 モデルケースでは、確かにペーパーも随分出ていますから。 

 

○小野里委員 

 そうするとＲＮＡレベルでは発現しないので、こういうことが起こるということなのですか。 

 

○嶋田委員 

 要するにＲＮＡ干渉の一般的な知識であるとするならば、ＲＮＡが１つ合成されますね、そうす

るとそういうものがＲＮＡ干渉といって、それが起こることによってかえってもともとの遺伝子の

そういったメッセンジャーＲＮＡが壊れてしまうとかいうふうなことが起こって、それで結局は遺

伝子発現ができないという状態になってしまうようなものがあるらしいのですよ。なぜそんなこと

ができるのかというのは私にはよくわかりません。 

 

○原田座長 

 主としてＲＮＡも２本鎖のＲＮＡを導入したときにあるのですね。 
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○高木委員 

 非常に複雑なのは、資料３－２の23ページにございますけれども、β－コングリシニンのプロモ

ーターを使っているために、全然目的としない、それ本来の合成が変化しているわけですね。この

辺が、プロモーターだけを入れているのだけれども、本来のβ－コングリシニンの遺伝子の発現が

抑えられているという現象が出てきている。これがジーンサイレンシングの複雑なところの一端を

示しているのではないでしょうか。 

 ただ、これ、現実にこの作物の場合を考えると、やはり本当はこういうプロモーターは使わない

方がいいのだと思うのですね。目的としない遺伝子の発現なんかするわけでしょう。それがどうい

う生理的な影響を与えるのかということは、この結論としては、従来のダイズで認められる変動の

範囲内であるということでいいであろうという結論を出しているのだけれども、このプロモーター、

目的の遺伝子を入れて、そのプロモーターに、β－コングリシニンという遺伝子のプロモーターを

入れたために、本来のコングリシニンの発現が変化してしまったわけです。 

 ですから、全然目的としないところに影響が出てしまったという意味では、あまりよろしくない

という感じはします。結論としてはダイズの変動の範囲内であるということで結構だとは思います。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 小さな表現の問題なのですけれども、「この種子が、稔性のある種子を産生することが知られて

いる。」という表現が気になります。大体個人的には「産生」という言葉は私は余り好きではない

のですけれども、こういう言葉が出てきたのは20年から25年ぐらい前の話で、結局、「生産」とい

うと、工場生産、自動車とかなんとかの生産の意味が強いので、生物が何か物質をつくるのは誰が

言いだしたのか知らないですけれども、産生するというふうになってきたのですね。これは英語な

らばプロデュースでして何も区別はしてないわけですけれども、ましてや種子になりますと、僕は

個人的にはすごく抵抗があるのだけれども、今の世代の方たちに抵抗がないのであればもうこのま

までよいですけれども、皆さん使っているのでしょうか。「種子を産生する」と。 

 

○田中研究調査官 

 「種子生産」の方が適切かもしれないですね。 
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○原田座長 

 まだ「生産」の方がいいと思うのですけれども、小さいことであまり時間を無駄にして議論する

こともいけませんので。 

 

○近藤委員 

 私も種子に限らず「有害物質の産生性」もそうなのですが、「産生」という言葉はもともと辞書

にない言葉で、ところがいろんな学者の文章とか、いろんな報告みたいなので盛んに使われていて、

はじめは反発しました。 

○原田座長 

 鈍感になってきたのですよね。 

 

○近藤委員 

 いいかと思っているのですが。 

 

○原田座長 

 ほかによろしいですか。 

 

○小野里委員 

 また基本的なところなのですけれども、種子では、このオレイン酸からリノール酸とかリノレン

酸をアクティブに産生するということは、種子でこういったリノール酸、リノレン酸というのがど

ういった役割を果たしているのか、その辺、もしわかりましたら教えていただきたいのですが。 

 

○原田座長 

 わかりますか。 

 

○小野里委員 

 種子で特異的に発現しているということ、それなりに種子で何か意味がある。それを抑えて発芽

率その他を見ると、全く影響がないというのは一体どんな役割をしているのかなというのが、これ

を読んでいて疑問になったのですが。 
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○田中研究調査官 

 当然種子ですので、発芽に使うときのエネルギーを貯めている。当然いろんな形で、デンプンで

ありますとか、あるいは一番エネルギーが大きいのは、当然こういった脂質のたぐいだと思うので

すけれども、そのものの比率が変わっても、とりあえずそれぞれを使うことができるから、影響が

出ていないのではないかというように私は理解しています。 

 

○近藤委員 

 普通には、こういったいろんな脂肪酸が脂質の一部に入っていて、それはそれなりに膜の性質に

よって不飽和脂肪酸の意味がありますね。それが種子の場合は特に意味はないけれども、同じよう

な代謝系があるということではないのでしょうか。 

 

○高木委員 

 要するに違うのですね。物理的な性質なんかの違いがむしろ不飽和を多くして有利になっている

というのがおそらく何かあるのでしょうね。 

 

○近藤委員 

 それが種子の場合、どうなるかとよくわからないのですが。 

 

○高木委員 

 エネルギー的にはそんなに変わらないはずなのですね。 

 

○田中研究調査官 

 そうです、エネルギーは当然同じだと思います。 

 

○原田座長 

 何らかの理由で発芽には有利に、エネルギーを発芽に使うときに有利になっているのだろうと思

うのですけれども、僕はよくわからないですね。 
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○嶋田委員 

 評価書の別紙９に統計の第２表が出てくるのですけれど、サンプル数が一応10個体４反復のよう

な、そういうサンプル数になっているように思うのですけれども、それで見ると、例えば別紙９の

４ページなんかの分散分析をやった後のＦ値が67.24とかという極めて高い値なんですよ。それに

対して、例えば今のは主茎節数ですか、その木の節の数がおそらく品種ごとにかなりそろっている

のだろうと思うので、ああいう23.2と20.1の間に大きな隔たりがあるということでＦ値が67.24と

かというふうに高い値になるのでしょうけれど、それにしても随分サンプル数がこれだけのもので、

例えば隣の方の左側の茎の主茎長などは74cmに対して71cmで0.11と極めてＦ値は少ない値となって

いて、ここだけが突出して、サンプル数の数から考えて、何故ここだけこんなにＦ値が高いのかと

いうのがわからないところがちょっとあるのですね。 

 それで要するに有意水準のＰ値を第２表に書いてもらえるとありがたいのですが、例えば同じく

別紙10の３ページだと、ｔ検定で有意水準のＰ値が出ているのですね。例えば別紙10の３ページな

んかもＰ値が出ていますので、そうすれば、ああ大体これぐらいが有意水準なのだなというのがわ

かるのですけれど、別紙９の方の統計の表を見ると、４ページも、それから６ページもＰ値が書い

てないので、果たしてどれくらいの有意水準を示しているのかというのがわからないところがあり

ます。特に６ページだと、例えばＦ値の6．幾つとか、5．幾つとかいうのは、ある程度のサンプル

数があれば、十分有意な差になるくらいのものです。ところがＰ値が例えば５％で有意な結果にな

っているのか、あるいはどれくらいのＰ値になっているのかというのは知りたいところはあるので

すけれども、そういうのがちゃんと出てないので、できればそういうのも一緒に合わせて記述して

もらえるとありがたいと思います。 

 

○原田座長 

 これもみんな本社の方の資料ですね。 

 

○嶋田委員 

 ええ、だから一応社外秘になっているのですね。 

 

○原田座長 

 今までも本社の方の資料で随分、特に統計に処理方法が不十分なところがあって、我々がいろい
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ろ言っても、どうにもならない面もあるようです。 

 

○嶋田委員 

 例えば先ほどの小野里先生の御意見にもありましたけれども、例えばこういうふうな野外での生

態的な特性などを試験するというぐらいで、それで本当にコンフィデンシャルなものにしなければ

いけないものかというふうにも思うのですよね。パテントとかなにかそういうものと全然関係ない

ので、だからどこら辺がコンフィデンシャルな理由になっているのか全然わからないのですけれど

も。 

 

○原田座長 

 非常に悪く解釈しますと、今、嶋田先生がおっしゃったように、統計上、あまりはっきりしない

ところがあるのを、あまりオープンにしたくないというところもあるのかもしれないですね。 

 いろんな機会があると思うので、事務局の方から、折りに触れて言って、指導していただければ

ありがたいと思います。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 Ｐ値につきましては確認をさせていただいて、また、先生方に送付させていただくようにさせて

いただきたいと思います。 

 

○嶋田委員 

 一応公開の方の評価書の結論ですか、そういうものには決して出てこないので、あくまでも我々

この委員会の中での問題でいいとは思うのですけれども、それにしても、やはり審査するときに十

分な情報が出てないというのは困るというところはあります。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 もしないようであればとりまとめに入りたいと思いますけれども、この件については、特に今ま

での御質問、御討議を拝聴していて、根本的な問題はなかったように思いますので、申請者から提

出された高オレイン酸ダイズについて、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
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生ずるおそれがないとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断しますということに、

この件についてはしたいと思います。もしよろしければ。 

 それで先ほどの１件目のテンサイの方ですけれども、評価書を修文などして、それぞれの委員が

目を通してという条件を付けたわけですけれども、これは事務局の方から、ファックスなりで修文

した評価書の該当箇所を各委員に送っていただきたいと思いますけれども、そのときに、今、嶋田

先生から御指摘のあったＰ値の問題もわかれば、それに一緒につけて各委員に知らせるようにして

いただければと思います。よろしくお願いします。 

 特に御異議がないと思いますので、申請者の方にはそのようにお伝え願いたいと思います。 

 

○武田委員 

 ちょっと前の資料と新しい資料とを見比べてわからなくなったのですけれども、ダイズの概要の

20ページの表３というのは、これは訂正されたのですか、別紙が１つずれているように思うのです

けれども、訂正がありましたでしょうか、審議の中で。実際は別紙10までいっていますね。 

 ６、７、８でなくて、別紙は10までついていますね、だからどっかずれているのではないですか。

参照だから大したことはないのだけれども、ずれていますね、これをちょっと直していただきたい。 

 

○井出委員 

 交雑性のところのツルマメの学名でオーサーネームに“＆”を使う場合は、普通ラテン語で表記し

ます。 

 

○原田座長 

 普通はラテン語で “et” を使いますね。 

 

○井出委員 

 そうです。よろしくお願いします。 

 

○原田座長 

 英語ではあれをアンドと読むから、同じだと思いますけれども。それでは、どうもありがとうご

ざいました。 
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（２）その他 

 

○原田座長 

 それから、今度は議事の(２)のその他となっていますけれども、何か御報告すべきことはござい

ますか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会の開催日につきまして御連絡させていただきます。12月19日の火曜日午前10時

半より、農林水産本省の農林水産技術会議委員室で開催させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○原田座長 

 その他、本日の議事全般について何か特にございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 ないようでしたら、本日の議事は終了しましたので、事務局の方にお返しします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 本日は、熱心な御審議をいただきまして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 


