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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１９年２月２６日 

於:農林水産省農林水産技術会議委員室 

 

開     会 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、定刻になりましたので、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をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 委員の出欠についてですが、井出委員及び嶋田委員から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 

 それでは、開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は大変お忙しいところ、委員の皆様には生物多様性影響評価検討会総合検討会へ御出席をいた

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

価の検討につきまして大変お世話になっており、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

 遺伝子組換え作物の栽培でございますが、先日、国際アグリバイオ事業団というところが発表した

報告によりますと、世界の栽培面積が2006年で１億ヘクタールを越えたというような状況になってお

ります。全世界の耕地面積が15億ヘクタールと言われている中で、相当の部分を占めるようになって

きているということではないかと思います。 

 そのような中で、我が国は海外からトウモロコシあるいは大豆を大幅に輸入に依存しているという

状況もありまして、そういう観点から遺伝子組換え作物について、きちんと科学的に評価をして、安

全性を確認しながら利用していくということがますます重要になっているというふうに考えていると

ころでございます。 

 本日の総合検討会では、環境省と農林水産省の共同開催ということで、農林水産大臣がその生産ま

たは流通を所管いたしております遺伝子組換え農作物として、農林水産大臣及び環境大臣に申請のあ

りました第一種使用規程承認申請４件につきまして御審議をいただきたいと思います。ぜひ幅広い見

地から御意見をいただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

〈配付資料の確認〉 

 

○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ます。 

 本日の検討会の資料一式がお手元にございますが、議事次第の次に座席表がございまして、その次

に配付資料一覧がございます。これに基づきまして御確認させていただきます。配付資料一覧の次に
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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ございます。 

 その次は資料２－１、農作物分科会における検討の結果でございます。これは除草剤グルホシネー

ト耐性及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ（DP-098140-6）のものでございます。その次

は資料２－２、トウモロコシ（DP-098140-6）の生物多様性影響評価書の概要です。その次は資料３－

１、農作物分科会における検討の結果でございます。これは高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸

合成酵素阻害剤耐性ダイズ（DP-305423-1）のものでございます。その次は資料３－２、ダイズ

（DP-305423-1）の生物多様性影響評価書の概要でございます。その次は資料４－１、農作物分科会に

おける検討の結果で、これはチョウ目害虫抵抗性ワタ（COT67B）のものであります。資料４－２は、

ワタ（COT67B）の生物多様性影響評価書の概要でございます。その次は資料５－１、これもチョウ目

害虫抵抗性ワタ（COT102）の農作物分科会における検討の結果です。その次は資料５－２、ワタ(COT102)

の生物多様性影響評価書の概要となっております。 

 それ以降は参考資料です。参考資料１は遺伝子組換え農作物一覧、その次が参考資料２、第一種使

用等に係る承認がなされたものとみなされる遺伝子組換え農作物一覧で、最後が参考資料３、学識経

験者の意見の聴取を終えた審査中の案件一覧となっております。 

 それ以外に、本日１枚資料を配らせていただいております。資料３－１の３ページ目で、あらかじ

め委員の皆様へ送付させていただいた後に、御意見をいただき若干修正させていただいたものでござ

います。 

 不足している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と、資料３－１の修正について御説明させていただきます。まず参

考資料の１でございますが、前回の１月12日の総合検討会以降に新しく加わったものは、５ページ目

の上から２つ目の案件でございまして、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロ

コシ（DBT418）、これが本年１月29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、これについては特に変更はございません。 

 また、参考資料３、意見の聴取を終えて審査中の案件一覧でございますが、上から２番目から８番

目まで、これはただいまパブリックコメント中ということでありまして、裏を見ていただきますと、

こちらは林木の案件でございまして、農作物と別の表にさせていただいておりますが、２件とも２月

22日にパブリックコメントが終了しております。 

 次に資料３－１の修正についてですが、ダイズの案件では、注意書きで閉花受粉についての説明が

ついていました。一番下の注意書きの１行目から２行目にかけて消しているところがございます。も

とは「つぼみ（花弁・がく）」となっていたのですが、「つぼみ（花弁・がく）」ですと、つぼみがあた

かも花弁、がくだけからなっているように見えなくもないということで、「等」を入れてはどうかとい

う御意見もいただいたのですが、それで読みますと、つぼみの物理的障壁によりというふうになって

いますので、「物理的障壁」といった場合、花弁・がく等といいますと、物理的障壁の原因になるもの

で花弁・がく以外に何かあるのか、ということにもなってしまいます。このため、全体的に見直しま

して、物理的障壁の原因が何なのかというのを具体的にするのは難しい面もありますので、「被子植物

がつぼみの状態（閉花状態）で自家受粉することをいう」と言えば、物理的障壁について具体的に言
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う必要はないのではないかということで、このように修正を加えさせていただいております。 

 配付資料の参考資料１から３と、資料３－１の修正については以上でございます。 

 傍聴される方々には、「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。 

 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 

 それでは、本日の議事も皆様の御協力のもとにスムーズに進行できればと思っておりますので、よ

ろしく御協力をお願いしたいと思います。 

 では、議事のとおりに進めていきたいと思います。 

 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おります。本日

の総合検討会では、農作物分科会での検討結果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

説明いただいた後に委員の皆様で検討したいと思います。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としての取り扱いを決めたいというふうに思っております。 

 それでは、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に基づきまして御説明申し上げます。 

 本日御審議いただく案件はここにあります４件でございまして、上から順に、除草剤グリホサート

及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ（DP-098140-6）、高オレイン酸含有及び除草剤アセ

ト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ（DP-305423-1）、チョウ目害虫抵抗性ワタ（COT67B）、同じくチョウ

目害虫抵抗性ワタ（COT102）です。３件目と４件目は導入遺伝子が異なっております。 

 使用等の内容につきましては、４件とも「隔離ほ場における栽培、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。 

 検討状況につきましては、トウモロコシ（DP-098140-6）につきましては2006年の12月と2007年

の１月に、農作物分科会にて２度、御審議いただいております。また、ダイズ（DP-305423-1）につき

ましては、同じく2006年 12月、2007年１月に御審議いただいております。３件目（COT67B）と４件

目（COT102）のワタにつきましては、いずれも2007年の１月と２月に、２回御審議いただいておりま

す。総合検討会につきましては、４件とも本日初めて御審議いただくことになります。 

 承認等の状況につきましては、これら４件とも、これまでにカルタヘナ法あるいは旧指針に基づき
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まして承認されているということはございませんし、食品、飼料としても、旧指針または法令に基づ

きまして承認されているということはございません。 

 以上でございます。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、最初に除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシにつきまし

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いたします。 

 

〈除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤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２－１に基づいて御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：除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ（gat4621,zm-hra, Zea 

mays subsp. mays (L.) Iltis）（DP-098140-6，OECD UI:DP-098140-6) 

第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、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） 

 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、アグロバクテリウム法を用いて作出されており、プラスミド

PHP24279 に由来する gat4621 遺伝子（改変Ｎ－アセチルトランスフェラーゼ遺伝子）及び zm-hra

遺伝子（改変アセト乳酸合成酵素遺伝子）を含む T-DNA 領域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、サザンブロット分析により確認されています。 

 また、米国での２系統を用いた ELISA 分析及び除草剤散布試験により、移入された gat4621 遺

伝子及び zm-hra 遺伝子が発現し、グリホサート耐性及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与

され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

期にわたり栽培等がなされていますが、これまで自生化するとは報告されていません。 

 本組換えトウモロコシには、移入された gat4621 遺伝子によりグリホサート耐性が、また、

zm-hra 遺伝子によりアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与されています。しかし、自然環境下に

おいて、グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤が選択圧となることは想定されにくいです。
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したがって、これらの形質によって競合における優位性が高まることは考えにくいです。 

 米国でのほ場及び温室にて、競合における優位性に関する 18 項目の形質について調査が行わ

れています。雌穂長については本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシとの間で統計学的

有意差が５％水準では認められましたが、本組換えトウモロコシの雌穂長は短くなっているため、

このことにより競合における優位性が高まるとは考えにくいです。なお、１％水準では雌穂長の

優位性は認められませんでした。また、他の項目では有意差は認められませんでした。 

 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なされていません。 

 本組換えトウモロコシでは、GAT4621 蛋白質及び ZM-HRA 蛋白質が産生されていますが、こ

れらの蛋白質が植物の生長に有害な影響を与えることは報告されておらず、既知のアレルゲン及

び毒性蛋白質とのアミノ酸配列の相同性は認められていません。 

 また、米国のほ場において、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

査されているが、非組換えトウモロコシとの有意差は認められていません。 

 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。 

 それでは、ただいま除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ

（DP-098140-6）について御報告がございましたが、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、どうぞ。 

 

○小野里委員 

 今の検討の結果の１番、「移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性」というところの最後の段

落、ELISA その他で調べていますけれども、これは複数世代において安定して発現しているというこ
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とを言わなければいけないところですので、最後の「確認されている」という前に、「複数世代におい

て」というのを入れておいたほうがよろしいと思います。 

 

○田中研究調査官 

 ここについては、実は最初は、「複数世代において」と今までも書いておりまして、書いていたので

すが、実際に、生物多様性影響評価書の21ページの育成図の中で調べているのが、同一系統の縦に並

んだ世代を調べているわけではなくて、途中で分かれたところを２カ所見ているので、複数世代と簡

単に言えないのではないかという意見がありまして、それでこういう形に書いた経緯がございます。

どちらにしたほうがよいか、議論もあるところかと思いますが。 

 

○小野里委員 

 この実験が要求されているのは、資料２－２評価書の概要の24ページのニに基づいてやられている

と思うのですけれど。「個体間及び世代間での発現の安定性」というところに基づいてやられた実験で

すので、世代間で安定して発現能力があるということを言うべきなのではないかと思います。 

 

○田中研究調査官 

 そうですね。通常であれば、このような育成図を開いたときに、縦の同じラインで比べてあるデー

タが多くて、実際、そうあるべきだと思うのですが、今回示されているデータは必ずしもそうではな

いということがあります。概要書のほうには「複数世代」と書いてありますが、言葉の定義で、どう

言えばいいかというのがちょっと。 

 

○川口国際基準専門官 

 ここで求めているデータは、１つは導入した形質が安定的に発現して、あの個体では発現するけど、

こちらでは発現しないとか、世代を経るにしたがって導入形質が失われはしないだろうかという不安

定性というのが心配されて、このような項目ができたというふうに聞いております。その中で、ここ

でこのように書きなさいというふうに示したガイダンスというのがありまして、その中では「自然条

件のもとでの個体間及び世代間での発現の安定性」と書いてあって、ここでは「複数」という言葉は

書いていないのですが、先ほど述べましたような安定性があるかないかを書きなさいというふうにな

っております。 

 系統図で見ますと、複数の、異なった育成ラインのこちらとこちら、直列に並んでいません。並列

に並んでいるこちらとこちらの１つずつの世代で、それを複数世代と言えば複数世代なのですが、直

列には並んでいないです。 

 

○小野里委員 

 ただ、T0 ではもちろん確認していますよね。それで交配してまた確認しているわけです。そうする

と、親の世代と子の世代ということで複数世代になることはなるので、ここでは複数世代について発

現を確認せよとなっているし、実際、複数世代についてやられているから、「複数世代」と入れておい
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たほうがいいのではないかと思います。 

 

○田中研究調査官 

 T0 でも見ていれば複数世代という見方をすれば直列で複数世代と数えられるということで、それで

は、ここは「複数世代」という書き方で直すことで検討したいと思います。 

 

○原田座長 

 強いて入れれば、「複数世代」の前でも後でも、「系統間でも」というような言葉を入れたほうが、

さっき川口専門官がおっしゃったことに、より適合するのかなと思いますけど。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 農作物分科会の結論は基本的によろしいと思うのですが、資料２－２概要書の５ページの上から３

行目に、トウモロコシの粒列数というのは２の倍数だというふうに丁寧に書いていただいていて、確

かに２列スペアになってついているものなのですが、一方、そうは言っているのですけれども、概要

書の30ページを見ていただくと粒列数が15列なのですね。組換えも非組換えも15列なのです。わざ

わざ偶数になると言っておいて15列と書くというのは、ミスタイプだとは思うのですが、ちょっと不

細工ですので、こういうのは気をつけていただきたいですね。 

 

○原田座長 

 今の御提案では、５ページの「２の倍数列」というのを削除するということでしょうか。 

 

○武田委員 

 間違っているのは30ページのほうだと思うのです。倍数であることは確かなので。 

 

○原田座長 

 でも、30ページのデータが事実だとしたら、いかがいたしましょうか。 

 

○武田委員 

 奇数列になるはずはないのですよ。形態形成上、ペアになってできるものですから。もし奇数のも

のがあれば大変珍しいです。 

 

○田中研究調査官 

 これは、平均値として 15 という意味だと思います。16 と 14 とあって 15 になっているのではない

かという理解をしていただければよいかと思います。 
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○武田委員 

 これはバリエーションがあるということはあまり考えられないですね。 

 むしろこれからが本質なのですが、評価書の 22 ページに、F1 及び BC1F1 世代における導入遺伝子

の分離比の解析というのがありますね。この表で、BC1F1、バッククロス世代が１対１に分離している

のはそれでよろしいのですけれども、F1が１対１に分離しているということは親がヘテロだというこ

とになるわけですね。これはこれでいいのでしょうか。F1は全部、遺伝子型としてはヘテロですけれ

ども、そろってこの遺伝子を持っていないといけないですね。 

 

○原田座長 

 表３ですか。 

 

○武田委員 

 表３です。これは農作物分科会のほうでは議論になりましたでしょうか。 

 それとも、F1と書いているのはＦ2 の間違いかな。Ｆ2にしても１対１になりませんからね。F2な

ら３対１になりますからね。 

 

○田中研究調査官 

 TO がヘテロな状態になっているものに F1 をかけたので１対１という理解でよろしいのではないか

と思います。 

 評価書の21ページでいいますと、このように系統が分かれておりまして、右側のたくさん子供をつ

くっているラインの頭の F１、すなわち、T0世代は当然、最初入ったときはヘテロですので、それに

自殖系統の PH09B をかけた、そのF1の分離比という理解でよろしいかと思います。 

 

○武田委員 

 T0 の直系に F1 という書き方をしたのはおかしいのではないですか。T0 が自殖したなら T1 でしょ

う。真下に来るわけで、右へ行ってわざわざ F1 と言っているのは、F1 というのは何かをかけたとい

う意味ですからね。 

 

○田中研究調査官 

 もともとの原品種が PH09B で、それの形質転換体が T0、その形質転換体に自殖系統の PH09B を、

親のホストになりますが、それをもう一度かけた F1 の分離比が、T0 がヘテロなので、T0 と F1 で１

対１という理解でよろしいかと思います。 

 

○武田委員 

 なるほど。わかりました。 

 もう１つですけど、評価書35ページの表10ですが、発芽率のプロバビリティーが1.00となってい

ますね。プロバビリティー０とか１というのは絶対であって、プロバビリティーではないので、これ
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は何かの間違いかと思います。 

 

○田中研究調査官 

 おっしゃるとおり、おかしいですね。 

 

○髙木委員 

 ALS のほうなのですけれども、ALS のアミノ酸を２つ変えてアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性の

ZM-HRA というのができたのですね。何番目かのアラニンかトリプトファンか何かが変わって２つだ

けアミノ酸が違うのでしょう。それで、ここで一般的に「ALS 阻害剤」という言葉を使っているので

すが、やはりグリホサートという化学名をちゃんと書かないと、阻害剤といってもいろいろあるだろ

うし、アミノ酸は２つ違うにしても、それに使える阻害剤だってきっとあるだろうから、きっちり化

学名を書いてもらったほうがいいのではないかと思うのです。 

 それで、実際は、評価書の 26 ページの表の注に、「除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤には

thifensulfuron と tribenuron を混合して」と書いてあるのですけど、この化学名をきっちり書かないと、

アミノ酸の配列が２つ違うだけのもので、片方は阻害する、片方は阻害しないというような話をして

いるわけだから、一般的に「阻害剤」という言い方はちょっと大まか過ぎるような気がします。 

 アミノ酸のところは、評価書の別紙１の２ページに、165番目のプロリンがアラニンになって、542

番目のトリプトファンがロイシンに変わって、そういう変異を入れて薬剤耐性になったALSを使って

いるわけですね。そこのところは、どういう阻害剤であるかということをきっちり書かないと、一般

的に「阻害剤」というような使い方はちょっと大ざっぱ過ぎるので、きっちり書いたほうがいいと思

います。 

 

○田中研究調査官 

 今までもアセト乳酸合成酵素阻害剤の案件があったのですが、今までは「アセト乳酸合成酵素阻害

剤」という書き方をしていたので、それにならって書いているのですけれども、おっしゃられるとお

り、アセト乳酸合成酵素を阻害する薬剤は１つではない可能性もありますので、化学名で書いたほう

がいいという御指摘は的を射ていると思います。 

 

○原田座長 

 すべての箇所に繰り返す必要はないかと思いますけれども、どこかに、ここで阻害剤と言っている

のはこういう意味だというのを、脚注でもどこでも入れていただければと思います。 

 

○田中研究調査官 

 はい、そのようにさせていただきます。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 
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○小野里委員 

 まず簡単なほうから、今日いただいた資料２－２の評価書の概要の28ページに表６があるのですが、

表６のGAT4621の蛋白質重量が「ng/mg 乾物重」になっていますけれども、これが50ということは、

組換えによって入れた遺伝子の発現によって生じてくる酵素が乾重量の５％を占めることになるので

すね。あまりにも大きいので、これは単位が間違っているか、数字が間違っているか、いずれかでは

ないかと思うのですが。 

 

○原田座長 

 ５％ではなくて、その1000分の１でしょうかね。 

 

○小野里委員 

 範囲が5.8 －49となっていますので、平均は34ですけれども、それにしても３％以上ということ

になります。 

 

○近藤委員 

 ナノグラムとミリなので、さらに1000分の１ですね。 

 

○原田座長 

 マイクログラムが間にあるわけですから。 

 

○小野里委員 

 そうですね。だから1000分の49ということですね。 

 

○近藤委員 

 いや、1000ではなくて、100万分の49ではないでしょうか。 

 

○小野里委員 

間違えました。そのとおりです。 

 もう１つ、資料２－２の評価書概要の14ページの真ん中の(3)アミノ酸組成分析のところですけれ

ども、これは GAT4621 を導入してアミノ酸組成に違いがあるかどうかを検定によって調べているわけ

です。そうしますと、調べた17のアミノ酸のうち11のアミノ酸について有意差が認められて、しか

も11のアミノ酸のうち10個のアミノ酸についてはＰ値が１％以下、明らかに有意ということですね。

それにもかかわらず、この段落の結論、一番下のところでは、「GAT4621 蛋白質の影響とは考えにく

い」というふうに結んでいるわけです。GAT の影響を見るためには、GAT 以外の条件を全部等しくし

て検定しなければいけないわけで、ここにあるように10種類のアミノ酸については１％以下の試験率

で有意差があるという結果を出しておきながら、GAT の影響ではないと結論するのはあまりに乱暴過
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ぎると思うのですね。 

 我々としては、有意差があっていいと思うのですよ。その値があまりに違っていれば問題になりま

すけれども、ここに出ているような値であれば全然問題にならないと思うのですね。ですから有意差

はきちっと認めて、この程度の違いであれば生物多様性に影響はないとか、そういうふうに結論を持

っていくべきだと思います。 

 

○原田座長 

 いかがでしょうか。大体御意見は出尽くしたでしょうか。 

 

○近藤委員 

 この有意差というのは、どのようなことなのでしょうかね。サンプルの個体を幾つとっているかな

のですが、これはえらく変動幅が小さいですよね。だから違うのではないですか。同じサンプルを何

度も分析した中の機械のほうで出しているものではないかという気がするのですね。サンプルが違っ

たらもっと変動すると思うのですよ。 

 

○田中研究調査官 

 標準偏差が極端に小さいのですね。同じサンプルをはかった値を入れて、それで統計にかけている

ような気がします。 

 

○近藤委員 

 機械のほうで何かやるとそういうふうに出てきますよね。同じものを何度もやっていて、それで出

しているのではないかと思います。 

 

○田中研究調査官 

 同じサンプルを打っているのではないかと思うぐらい、数値が揃っています。 

 

○近藤委員 

 多分、これは機械でそうやっているのだと思います。サンプルをたくさんとっていたら、こんなこ

とはないです。 

 

○武田委員 

 分析精度を見たのでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 分析精度を調べたみたいですね。例えば上から２つ目の L-トレオニンを見ると、0.366 と 0.374 で

非常に数値としては近いのですが、標準偏差が 0.005 とか、極端に小さいですね。これはちょっと、

通常こういうことは起こり得ないですね。 
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○原田座長 

 真ん中辺のカラムに「アミノ酸の変動の範囲（文献値)4」というのがありますけれども、これは例

示というか、参考までに書いたのだと思うのですけれども、これぐらいの範囲であれば納得できると

思うのですけどね。 

 

○近藤委員 

小野里委員が御指摘されてように、有意差があるというのは普通だ、問題ないというような書き方

のほうがいいかもしれませんね。 

 

○武田委員 

 誤差の程度が妥当でないということですね。 

 

○田中研究調査官 

 データについては再度確認するとともに、書き方については、変動範囲内なので生物多様性影響に

影響しないという書き方に修正したいと思います。 

 

○原田座長 

 幾つか貴重なサゼスチョンをいただきましたので、事務局のほうで対応していただけると思います

けれども、一応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リホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシについ

て、第一種使用規程に従って使用した場合、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。 

 ということでよろしいでしょうか。 

 では、事務局のほうで、いくつかサゼスチョンがあったところを訂正して、それを委員にファック

スなどで連絡してください。申請者にはそのようにお伝えください。 

 

〈高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズの生物多様性影

響評価について〉 

 

○原田座長 

 では次に移らせていただきます。 

 次は、高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズについて検討いたします。

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３に基づいて御報告をお願いいたします。 
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○近藤委員 

 資料３－１に基づいて御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：高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ（gm-fad2-1,gm-hra, Glycine 

max (L.) Merr.）（DP-305423-1,OECD UI:DP-305423-1） 

第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、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） 

 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 

 本組換えダイズは、PHP19340 及び PHP17752 の２つのプラスミド由来の直鎖状 DNA（プラス

ミドに由来する直鎖状 DNA）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、６コピーと想定される gm-fad2-1(frag.1)(脂肪酸デサチュラーゼ遺伝

子の一部）の発現カセット及び１コピーの gm-hra 遺伝子（改変アセト乳酸合成酵素遺伝子）発

現カセットそれぞれがケノム上の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、６コピーと想定される gm-fad2-1(frag.1）発現カセット及び gm-hra 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、２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。 

 本組換えダイズは、gm-fad2-1(frag.1)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、宿主に既存の gm-fad2-1(frag.1)遺伝子の発現が極めて抑制（導入した gm-fad2-1(frag.1)の

発現も同様に低い）されていることがノーザンブロット分析により確認されており、その結果、

種子中のオレイン酸の含量が高められていることが脂肪酸組成分析により示されています。 

 また、２世代を用いた ELISA 分析及び除草剤散布試験により、gm-hra 遺伝子が発現し、アセ

ト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与され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

培されているが、自生化しているとの報告はなされていません。 

 本組換えダイズでは、移入された gm-fad2-1(frag.1)及びgm-hra遺伝子により種子中のオレイン

酸の含量が高められるとともに、アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与されています。しかしな

がら、オレイン酸が発芽時におけるエネルギー供給などに特に有用であるという報告はありませ

ん。また、自然環境下で、除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤が選択圧となることは想定されにく

いです。したがって、これらの形質により競合における優位性が高まるとは考えにくいです。 

 米国のほ場において、競合における優位性に関わる 24 項目の形質について調査が行われてお

り、主茎長のみについて本組換えダイズと非組換えダイズとの間で統計学的有意差が認められま

した。しかしながら、本組換えダイズの主茎長は、従来のダイズ品種の変動範囲を超えるもので

はありませんでした。また、主茎長以外の項目については、統計学的有意差は認められませんで
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した。 

 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。 

 本組換えダイズでは、GM-HRA 蛋白質が産生されているが、当該蛋白質が植物の生長に有害な

影響を与えることは報告されておらず、既知のアレルゲン及び毒性蛋白質とのアミノ酸配列の相

同性は認められていません。 

 また、米国のほ場において、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、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

ているが、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. et 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、 

① 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、 

② ダイズとツルマメは一般的に開花期が重なりにくいことが知られており、開花期を合わせ

て交互に株間50cmの隣接栽培を行った場合でも交雑率は0.7 ％であるとの報告があること、 

③ 米国のほ場における調査の結果、本組換えダイズと従来ダイズ品種との交雑率は、従来の

ダイズ同士の交雑率を超えるものではなかったこと、 

などから、本組換えダイズとツルマメの交雑率は、従来のダイズとツルマメと同等に低いと判

断されました。 

(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。 
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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。 

 下の注は省略します。 

 

○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含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズについて御報告をいた

だきましたが、本件について御質問、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、よろしくお願いします。 

 

○武田委員 

 農作物分科会の結論には異議はないのですが、先ほど紹介のあった注ですね、「閉花受粉とは、被子

植物がつぼみの状態で自家受粉することをいう」。これは明らかに別な現象で、つぼみ受粉というのは、

自家不和合性を回避するためにインマチュア（immature）の雌しべの上に花粉を無理やり交配すると

いうのを言うわけです。 

 閉花受粉というのはそうではなくて、花のステージとしては、もうつぼみではなくて開花のステー

ジに行っているのだけれども、構造的な何かの理由があって、例えばマメ科でいえば竜骨弁の中に雌

しべが包まれているとか、イネ科であれば鱗被が開花している、あるいは内蓋が癒着している、そう

いうジェネティックな性質ですけど、これによって物理的に開かないで中で受精することを言うので

すよ。だから、どちらかと言えば前の注のほうがまだ事実に近いのですね。 

 ただ、私が提案したいのですけど、閉花受粉というのは、例えば育種学辞典にも載っていますから、

注は要らないのではないですか。 

 

○原田座長 

 この前、遅まきながら提案したのは私だったのですが、今また読んでいて、実はいろいろな園芸植

物の花のことを思い浮かべていたのですよ。そうすると、「閉花受粉」と言った場合、確かに武田委員

がおっしゃるように、つぼみの状態よりは、例えば光の状態で、一遍咲いてもまた花弁が閉じる花も

多いですよね。そういうのを思い浮かべたら、もし書くとしたら「花弁が閉じた状態で」とかにした

らいいかなと提案しようと思っていたのですけれども、本当に、注をつける必要があるかどうか。め

ったに注をつけていないですから。もっと難しいタームでもですね。だから、これは削除したほうが

いいのではないかと思います。 

 この前、事務局と打ち合わせして、「つぼみの状態」というのをさんざん考えてくださったようなの

で、結構でしょうと申し上げたのですけれども、今いろいろな植物の花を思い浮かべてみますとあま

り正しくないので。 
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○武田委員 

 ダイズはつぼみでは受粉しないですから。 

 ブラシカ植物なんかの自家不和合性を回避するために、雌しべの頭がまだ大人にならないうちに花

粉を無理やりかけると、間違って受精してしまうのですね。これがつぼみ受粉です。 

 

○林委員 

 私は、もしも書くなら、生物学辞典がありますよね。あそこの最初のパラグラフで書いてある言葉

は使ってもいいのではないかと思うのですよ。それから、第２段階でいろいろな場合を細かく、それ

に踏み込むと、ああでもない、こうでもないということになりますので、最初の、最大公約数的に書

いてある、それを書く分には、生物学辞典ですから、みんながそれを使うという約束事ですから、も

しも書くなら、そこまででいいかと思います。 

 

○原田座長 

 もし皆さんの御同意が得られれば、注は削除しましょうか。今まで、滅多に注をつけてないですよ

ね。もっと難しい生物学的な用語も注をつけていなくて、ここだけというのもちょっとおかしいと思

いますので。 

 構わないですか。注を削除するということで。 

 

○林委員 

 最初のところだけは、どう読んでも間違いない書き方になっているのですね。 

 小野里委員ではないでしょうか。注を書き加えてほしいと御意見を出されたのは。 

 

○小野里委員 

 多分、閉花受粉であれば昆虫が運んできて受粉したりすることはないから、それでも交雑が起こる

というのは変ではないかと質問した覚えはあります。それで、ここのところをはっきりさせようとい

うことでこの注が書かれたと思うのです。 

 

○原田座長 

 最初の一、二行、いかがでしょうか。役に立ちそうですか。 

 

○川口国際基準専門官 

 全体の文を読めば、「被子植物において、花が開く前の蕾の状態のとき行う自家受精」。それが閉花

受精ということになりますかね。 

 

○武田委員 

 それは違うと思います。 
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○林委員 

 それは生物学辞典ですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 生物学辞典第４版です。 

 

○武田委員 

 育種学辞典はないですか。この前、育種学会で出したばかりですが。 

 

○川口国際基準専門官 

 これは「閉花受精」という項目で、「閉花受粉」という項目がないようです。 

 受粉だと、人為的な受粉も当然入りますが、受精になると、人為的受精というのはまずないのです

かね。 

 

○武田委員 

 受粉というのは、雌しべのてっぺんに花粉がつく状態で、受精というのは胚珠のほうにつく状態の

ことをいいます。 

 

○林委員 

 到達しないと起きないからですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 人の手で到達させることはまず不可能なので、これは自然現象のことを言っていて、武田委員がお

っしゃっているのは、つぼみのときに強制的につければ受粉しますよという、いわゆる作物学や育種

学の範囲の中で考えられる現象を当然含まなければいけないですね。生物学辞典はそこまで含む必要

はないと思いますので、分野によって、同じ用語を別の意味に使ったりしますよね。 

 

○武田委員 

 少なくとも、今問題になっているダイズの場合はつぼみ受粉は起こらないのです。開花の時期まで

いかないと受粉は起こらないです。ただし、そのときに、先ほども申し上げましたが、花の構造上、

雌しべが、竜骨弁がすっと入っているのですよ。だから外から虫が来てもそこに到達できないのです。 

 

○小野里委員 

 閉花受粉が起こる例というのは、どういう場合に起こるのですか。 

 

○武田委員 

 花弁が破れているようなときでしょうね。 
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○小野里委員 

 それで十何パーセント、見つかっているとありましたですね。 

 

○武田委員 

 あれは異常値ですね。現実にはそんなことはないですね。 

 

○原田座長 

 小野里委員、注は削除しても構わないでしょうか。 

 

○小野里委員 

 ええ。大分わかってきましたので。 

 

○原田座長 

 一応御同意いただいたみたいですけれども、削除させていただきましょう。 

  

○小野里委員 

 今日いただいた資料３－２の評価書概要の10ページの中ほど、３つ目の段落のところの説明が、私、

またこれを読んでいてわからなくなってしまったのですが、最後まで読んで十分理解しましたし、前

にもこういう例があったので、それも思い出してよく理解できたのですが、ここでは gm-fad2-1 の酵

素発現を抑えるために強力なプロモーターを gm-fad2-1 につけて、組換え体をつくることによって抑

えるということなのですね。 

普通に考えれば、強力なプロモーターをつけて入れるわけですから、この発現が非常に強くなると

いうのがだれしも考えるところだと思うのですけれども、実際には、これによって逆に内因性のもの

も外から入れたものも発現が抑えられるということなのですね。これだけ読んで、抑えるために強力

なプロモーターをつけたものを入れるといっても、ちょっと理解しづらいと思うのですね。それで、

その辺の説明をちょっとここへ入れてもらうと初めて読む人には理解できるのではないかなと思うの

ですけど。 

 

○髙木委員 

 ジーンサイレンシングというのは、実はよくわからなくて、600 塩基というと、全体は 1,500 ぐら

いある、そのうちの600ぐらいの中間の部分、そこにプロモーターをつけているのですね。だから全

体が発現するようにはできていないのですね。 

 

○小野里委員 

 そうなのですか。もとのやつを変えて入れているというのは読んでわかっていたのですけど。 
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○髙木委員 

 評価書の16ページの一番上のところに nt399 から nt997 の領域である frag.1 遺伝子を導入するので

すね。私の理解したところでは、どうも配列の途中に全体のプロモーターをつけて、要するに RNA

だけつくらせて、タンパクには全然ならない。一部のRNAをつくらせて、それがもとの全体をつくる

メッセンジャーRNAの産生を抑え込むのでしょう。そのデータは非常にきれいな、評価書の11ページ

にございますけど、左のほうからずっと組換え体があって、右のほうに非組換えがあって、非組換え

体はたくさんRNAができているけれども、左のほうは全然できていないですね。 

 この組換え体と書いてあるのは非組換えだったり、ミスプリみたいにあるのですけど、細かいとこ

ろはともかく、データは非常にきれいですね。 

 どうしてそうなるかというのは、はっきりわからないのでしょう。私の知っている限りでは。RNA-RNA

インターフェランス（相互干渉）ですか、そのようなことも当然あって、ダブルストランドのRNAみ

たいなのができてしまって、それがRNaseの基質になってしまうとか、いろいろな説はあるようです

けど、ともかく発現が非常にきれいなデータに置きかえられています。それだけは説明を加えるのは

なかなか難しいかもしれないですね。 

 

○小野里委員 

 ただ、この文章を読むだけですと、gm-fad に強力なプロモーターをつけて抑制するというふうに読

めますよね。遺伝子の上流に強力な KTi3 プロモーターを連結したというふうに書いていますので、

これだけ読むと。 

 

○髙木委員 

 （frag.1）というのがそういうことを意味しているつもりなのでしょうかね。一部であるが全体では

ない。gm-fad2-1(frag.1)遺伝子はですね。この（frag.1）がないと全体だろうけれども。わかりにくい

といえばわかりにくいですけど、一応そういうつもりで書いているのではないですかね。 

 

○小野里委員 

 最初に読んでいるときは、これを強力に発現させると目的とするオレイン酸が増えるのかなと思い

まして。そうしたら全く逆でしたので。 

 

○髙木委員 

 関連して、評価書の別紙２の説明が、もうちょっと何とかしてほしいなと思うのですけどね。今の

デサチュレースの DNA 配列がばあっと書いてあるようなのですけど、どこを入れたのかもないし、

あまりに素っ気ない図で、もう少し親切にしていただけませんでしょうか。 

 

○原田座長 

 最初の小野里委員の御指摘の点は、修文の可能性がありますか。非常に難しいですが。 
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○川口国際基準専門官 

 確かに、読み直しますと、最初の意図が読みづらいですよね。高オレイン酸を獲得するためには、

こういう手法を使って、ジーンサイレンシングを意図して、こういうフラグメントをつくって、それ

を導入すればこうなるであろうという推測が１段目であって、その結果、確かにそうなったというよ

うな段階的な説明があると、一般の方は読みやすいのかもしれません。 

 ９ページ目の遺伝子の説明のところにはこういうふうに書いてあって、入れました遺伝子は内在性

のものの一部分です。その結果、いずれも内在性のものの導入遺伝子も抑制されという結果が書いて

あるのですが、なぜ内在性の一部分を入れたのかというところがちょっとわかりにくいですね。９ペ

ージの脚注にジーンサイレンシングについての、現象についての説明があるのだけれども、何でそう

いうふうにして目的遺伝子を導入すると。 

 普通の人は、入れたのだからふえるだろうと思うのだけれども、減ることが当たり前のように書い

てあるということですよね、小野里委員がおっしゃりたいことは。 

 

○小野里委員 

 そうです。 

 

○川口国際基準専門官 

 入れても、それが増えるのではなくて減るという現象があるのですよということが丁寧に書いてい

ないので、減るのが当たり前なのはなぜかなというところがちょっと疑問になるので、その点を少し

書き加えるというような提案はありかと思います。 

 

○原田座長 

 では、今の提案は採択させていただきます。 

 そのほかに何か。 

 

○武田委員 

 資料３－２の概要書の30ページに特性調査があって、組換え体と本質的に変わらないと書いていて、

それはそれでいいのですけれども、ただ、作物学の立場から非常に気になるのは、一番上の50％発芽

揃いが７月４日ですね。１行置いて、50％開花期が７月29日。どんなにしても、発芽揃いから３週間

で開花期には達しませんので、訳が間違っているのではないですかね。７月ではないのではないかと

思うのです。こんなダイズがあったらスーパーですよ。 

 

○田中研究調査官 

 確かにそのとおりですね。７月が発芽揃いで７月が正しいかどうか疑問なので、こちらは確認した

いと思います。 
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○林委員 

 ９月の成熟期から逆算しても、８月末か９月ごろですね。 

 

○田中研究調査官 

 開花期が間違えているのかもしれないですね。確認いたします。 

 

○武田委員 

 訳すときに単純な間違いをしたのでしょうけど、ちょっとこれは、私の目から見ると非常に気にな

ります。 

 

○原田座長 

 では、ここはチェックして訂正をお願いします。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 

○小野里委員 

 非常に簡単なことですけれども、資料３－２の評価書の概要の23ページ、表５のすぐ上に「ダイズ

ゲノムに存在する」とありますけれども、これはダイズの核ゲノムあるいは染色体というふうにして

おいたほうがよいかと思います。それは前のものも一緒です。同じような書き方になっています。ゲ

ノムというと葉緑体もミトコンドリアもありますので。 

 それから、同じページで、下から３行目のところで、「詳細は別紙３に示した」とあるのですけれど

も、別紙３は実際には公開されないのですね。そうであれば、簡単に結果だけ示しておいたほうがい

いのではないかと思います。要するに、安定して伝達されているということですね。 

 

○原田座長 

 今まで、こういうのはどう扱っていましたかね。そこまで注意していなかったですけど。 

 

○小野里委員 

 ほかのものを見ましたら、染色体上に入っているとかいう書き方はありました。 

 

○原田座長 

 本文中に社外秘になっている文献を引用していたかどうかわかりませんけれども、今まであったに

しても、今後はできるだけ避けたほうがいいですよね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 方法だけ書いていて、それがどうなったかということを書いていないと意味がありませんので、簡

単に結果を書いてもらうことにします。詳細については社外秘なのであれば、「別紙」という形になる

としても、いきなり結果について「別紙」では不十分かと思います。 
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○小野里委員 

 公開されればいいかもしれないですけど、公開されないのであればわからないですね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 今後、こういう形にはならないように、注意したいと思います。 

 

○原田座長 

 では、ここもよろしくお願いします。 

 大体よろしいでしょうか。 

 それでは、この案件について総合検討会としての意見をまとめたいと思います。 

 本件も先ほどの取りまとめと同じように、申請者から提出された高オレイン酸含有及び除草剤アセ

ト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズについて、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。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 では、事務局の方、よろしくお願いします。それから申請者にもお伝えください。 

 どうもありがとうございました。 

 

〈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 

 それでは次に移らせていただきます。 

 次は２件のチョウ目害虫抵抗性ワタでございますが、導入遺伝子は異なりますが、ほとんど同様の

内容ですので、２件まとめて検討することにしたいと思います。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及び５について御報告をお願いいたします。 

 

○近藤委員 

 それでは、資料４－１に基づいて御報告をさせていただいて、その後に資料５－１を同時に見てい

ただいて、違いを比較していただくということで御報告したいと思います。 

 それでは、資料４－１に基づいて御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ワタ（改変 cry1Ab,Gossypium hirsutum L.)

（COT67B,OECDUI:SYN-IR67B-1） 

第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、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 シード（株） 
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 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種使用

規程に従って本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 

 本組換えワタは、アグロバクテリウム法にて作出されており、プラスミド pNOV4641 由来の

改変 cry1Ab 遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）がゲノム中に１コピー移入されており、安定

して後代に遺伝し、発現していることが、複数世代を用いたサザンブロット及びELISA分析によ

り確認されています。 

 なお、プラスミド pNOV1914 由来の aph4 遺伝子（ハイグロマイシン耐性遺伝子）が選択マー

カーとして cry1Ab 遺伝子とはゲノム上の異なる位置に移入されたが、育成の過程で当該マーカー

遺伝子を持たない個体が選抜されており、このことはサ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 

 ワタについては、我が国における長期にわたる使用等の実績があるが、我が国において自生化

することは報告されていません。 

 本組換えワタには、移入された改変 cry1Ab 遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が付与されていま

す。しかし、チョウ目害虫による食害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、この性質は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。 

 米国において、競合における優位性に関する形質について調査が行われたが、本組換えワタと

対照との間で有意差が認められた項目はありませんでした。 

 以上より、第一種使用等に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 

 ワタについては、野生動植物等に対して影響を与える有害物質の産生性は報告されていません。 

 本組換えワタは、チョウ目昆虫に殺虫活性を有する改変 Cry1Ab 蛋白質を産生しますが、既知

のアレルゲンや毒素との間でアミノ酸配列に相同性は見られないことが確認されています。 

 改変 Cry1Ab 蛋白質はチョウ目昆虫への殺虫活性を示すため、本組換えワタの花粉による非標

的チョウ目昆虫への影響が懸念されます。しかし、ワタの花粉は比較的重く、粘着性があり、飛

散する可能性は低いため、ワタを摂食しない非標的昆虫が本組換えワタの花粉に暴露される可能

性は低いと考えられます。 

 改変 Cry1Ab 蛋白質が酵素活性を有するとは考えにくいため、宿主の代謝系に影響を及ぼし、

有害物質を産生するおそれはないと考えられます。 

 米国において、本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）の産生性に関する調査として後作試験、土壌微生物相試験及び鋤込み試験が行われて

います。後作試験では、非組換え体区との間で検定植物であるハツカダイコンの生体重に有意差
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が認められました。しかし、その他の項目においては、他の試験結果も含め、対照との間で有意

差は認められていません。 

 以上より、第一種使用等に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ワタと交雑可能な野生種は自生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。 

 資料４－１は以上です。 

 資料５－１ですが、資料４と資料５の一番大きな違いはチョウ目害虫抵抗性遺伝子の種類が違うと

いうことで、資料５－１では vip3A という遺伝子を入れています。それが一番大きな違いなのですが、

文章的に違うところとしましては、選択マーカーとして入れているハイグロマイシン耐性遺伝子が、

資料４－１ではこの遺伝子を持たない個体が選抜されているのですが、資料５－１ではこの遺伝子が

入っているという点が異なります。この遺伝子が入っていることで、蛋白質の産生の点でも、有害物

質の産生性についても議論をしているという点が異なりますが、これはいずれにしても毒性物質の産

生にかかわらないということが書かれています。 

 それから裏のほうで、これもほとんど同じなのですけれども、文章上で異なる点としましては、有

害物質の産生性の試験で、資料４－１では後作試験云々というのがありますが、これは一部に有意差

が認められたということでこういう部分がつけ加えられていますが、資料５－１のほうでは有意差は

ないということで、細かい記述がないという点が異なります。ほかはほとんど同じであったと思いま

す。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまチョウ目害虫抵抗性ワタについて御報告いただきましたけれども、本件につきまして御質

問、御意見などございましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○武田委員 

 農作物分科会でも議論になったことと思うのですけれども、COT67B のほうですね、前のほうに、

後作に組換え体と比べて影響が出ているようですね。ただし、コントロールというか、無処理区に比

べると有意でないからノンギルティーだというようなニュアンスだと思うのですけど、組換え体と非

組換え体を比べたときに有意差が出たということだけは統計処理もしっかりしているわけで、その辺
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を私たちとしてはどう考えればいいのかと思いまして。もうちょっと、例えば、ここでは有意差が出

ているのだけれども、それは本質でないと判断をしたというようなニュアンスが出てこないと、見過

ごしたような印象といいますか、それでもいいと言ったような印象を与えますよね。 

 

○原田座長 

 評価書の別紙９の２ページの表２のところですかね。有意水準５％でｔが2.447のところ、2.62と

いうことですか。 

 

○近藤委員 

 ５％水準でやっと差があるという結果ですね。 

 

○原田座長 

 これは生重量ですね。 

 これだけ有意差が出てくるということは、４回反復していて、４回とも非組換え体のほうの生重量

が多いことは確かなのですよね。 

 

○武田委員 

 これも、統計的には有意差が出たのでしょうけど、ハツカダイコンの生育なんて考えてみたら誤差

の範囲なのですよね。数グラムの差は。しかも、この結果が妙なのは、非組換え体を植えると後作に

いい効果が出ているわけでしょう。この辺も、本当かなという感じもありますし。 

 私は農作物分科会の結論には賛成なのですけれども、これを受けて、どういう書き方をしておいた

ほうがいいのかなという気になるところがあります。 

 

○原田座長 

 今まで、このようなときは、何かスマートな表現がありましたよね。 

 

○近藤委員 

 これは、何とかの比較の範囲内であるという議論が使えないので、普通に考えると、武田委員がお

っしゃったように、このくらいの違いは出るだろうなということと、もう１つは、これは隔離ほ場試

験の前の試験なので、隔離ほ場試験でちゃんとやってもらえれば結構です、いつもそういうことで結

論としているのですけれども、隔離ほ場試験に移るためのデータとしてはそれほど問題ではないとい

うふうには思っていますが。 

 ４反復というのは、ちょっとこれきついですね。 

 

○原田座長 

 １反復が８ポット。１ポット当たりに植物体を１本。１本だけですか。この１本というのは、ワタ

が１本なのか、それともハツカダイコンが１本なのかがわかりませんね。 
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○武田委員 

 ５粒まいて発芽を調べて、間引いて１個体にしたというから、ハツカダイコンが１個体ですね。 

 

○東條技術安全課長 

 間引いて１個体にするのがいいかどうかというより、ポット数が４ポットということになると、そ

れがちょっと少ないかなという感触はありますよね。 

 

○近藤委員 

 普通、ヘテロ１個で４反復というのはあまり信用できないですよね。 

 

○原田座長 

 どこかに何号鉢を使ったと書いてあるのでしょうかね。 

 

○川口国際基準専門官 

 土壌の量だけは記述があるのですが、ポットの大きさが書いてないですね。 

 武田委員がおっしゃるように、おもしろいことに、対照とは有意差がないのですが、この場合の対

照は、植物体を何も鋤き込んでいないものなので、鋤き込めば何らかの影響がある。それと比較しな

ければいけないので、ここで対照と比較して有意差がないからといって、ノンギルティーという証明

ではなくて、評価書の中身もノンギルティーだとは書いていなくて、ただ参照として書いていますの

で、そこは悪くはないのですが、やはり非組換え体との比較で有意差があるということで、近藤委員

がおっしゃられたように、隔離ほ場の試験でなお詳細に確認するということを追加していただくとい

うことでいかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 そういう留保をつけておいたほうがいいです。そうしないと、いかにも申請者寄りの結論を出して

いるみたいな印象を持たれると、この検討会というのは厳正かつ中立でないと、そこのところが崩れ

ると非常にまずいことになりますから。 

 

○原田座長 

 こういうことを今まで書いていたかどうか、覚えていないのですけれども、本当は、１反復１本で

４反復だけでは不十分だということを書けたらいいのですがね。それの結果だということをですね。 

 

○川口国際基準専門官 

 ケース・バイ・ケースでしょうから、反復数も、こういうことになればもっと増やせというような

話はあり得ると思います。 
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○近藤委員 

 確かに、何個というのは、均一にするのは難しいのではないかと思うのです。どういうふうにやっ

ているのかわからないですけれども、栽培している間に土も、物理的にも変わってきますし、それを

均一にすることも大変そうな気がするのですけれども。もともとこういう試験は難しいなと私は思っ

ているのですけど。 

 

○原田座長 

 ですから、もし書ければ、近藤委員がおっしゃったような、まだ隔離ほ場の段階なので、隔離ほ場

の段階で、試験個体数を増やしてもらうというようなことを入れればいいのですが。 

 

○近藤委員 

 どういう言い方をするのかわかりませんが、注でも何でも入れてもらいますかね。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○武田委員 

 COT102 のほうでよろしいですか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 

 

○武田委員 

 これはマーカーが残っているのですね。マーカーと対照の遺伝子が連鎖して入っているということ

が資料５－２の概要書の13ページの上から３分の１ぐらいのところに書いてあるのですが、多分そう

だろうとは思うのですが、カセットで放り込んだわけだからつながって入っているとは思うのですけ

ど、根拠データはどこにあるのでしょうか。私はその根拠データを見つけられなかったのですけど。 

 セグリゲーション（segregation）は見ていますけど、それぞれ、マーカーのセグリゲーションと、

耐虫性のセグリゲーション、評価書の別紙の３ですか、それぞれ１対１になっています。随分個体数

の少ない実験ですけど。 

 

○田中研究調査官 

 データの部分はないですね。 

 

○武田委員 

 ないでしょう。多分、数が同じだから同じなのだと思うのですけれども、これはやっぱりデータと

してセグリゲーションのデータを出さないと、連鎖しているとは言えないです。 
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○田中研究調査官 

 そうですね。データを確認しておきます。 

 

○原田座長 

 確認しておいてください。 

 小野里委員、何かございますか。細かいことでも結構です。 

 

○小野里委員 

 非常に小さなことですけど、資料４―２と資料５－２の、どれでも全部同じなのですけれども、２

ページの一番上のところ、(3)の文章ですけれども、「隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等に付着し

た土及び組換え体の一部を洗浄するため」という書き方のほうがいいのではないかと思うのですけれ

ども。 

 

○原田座長 

 「土、」とあって、その後、ずっとでしょうか。 

 

○小野里委員 

 大した問題ではないのですが。 

 

○林委員 

 私は「等」に土壌を読み込むのがよいかと思います。 

 

○小野里委員 

 「等」に花粉とか土がついたときにそれを洗浄するということだから、そういうふうに持っていっ

たほうが読みやすいですかね。 

 

○原田座長 

 機械や器具などを形容する言葉など、長い文言がすぐ後ろに入っているので、読みづらいことは読

みづらいですね。 

 

○武田委員 

 原文は英語だったのではないですかね。 

 

○小野里委員 

 今までも全部そうなっていたと思うのです。改めて読み直したら、ちょっとおかしいかなと感じま

して。 
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○原田座長 

 小野里委員、よろしいですか。 

 それでは、これも２点ほど修文、改定すべきところがありますので、特に有意差や文言の問題があ

りましたので、１つ目と２つ目も同じように、申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗性ワタ、２つ

ありますが、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。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 では、事務局の方は、このことを申請者にもお伝えください。 

 

（２）その他 

 

○原田座長 

 その次は議事の(2)のその他ということになりますが、その他ですけれども、事務局で何か補足事項

がございますか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 この検討会の次の予定についてはまだ決まっておりませんが、決まり次第御連絡を申し上げますの

で、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○原田座長 

 それから、委員の皆様、本日の議事全般について何かございますか。よろしいでしょうか。 

 

○武田委員 

 メカニズムとしてジーンサイレンシングが出てきたのは初めてでしょうか。前にもありましたか。 

 

○林委員 

 ありましたね。 

 

○原田座長 

 では、林委員。どうぞ。 

 

○林委員 

 直接関係ありませんけれども、御存じのように OECD ではコンセンサス・ドキュメントをずっとつ

くっております。作物は数が多いのですけれども、加えてこれまでにコート蛋白質によるウイルス耐
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性とか、グリホサート、グルホシネート、２種類の除草剤、その２つについては、いわゆるトレイト

のコンセンサス・ドキュメントが出ました。しかし、Btだけが未完成で、非常に重要なので、全部ア

メリカに頼んでやってもらっていたのです。それが６年越しに、やっとできまして、その間にアメリ

カや、特にヨーロッパ圏のかなり厳しいコメントで修正できて、最終的にこれでいいでしょうという

ことになりました。Btに関する最近の最大知見として、最近までの412の文献からとったコンセンサ

ス・ドキュメントができまして、これが間もなく正式な出版に移る手続になります。出版されたとき

にはそのまま公表ですから、十分お使いできるのですけど、その内容は、ちょうど、きょうのワタの

最初の件の Cry1Ab を初めとして、８種類の、これまでここにいろいろ討議されてきたBtの蛋白の発

現のメカニズムとか、安全性とか、特に問題になっている非標的生物への影響というのも、かなりの

ページを割いてやっております。 

 そういうことで、これが本印刷になりますと、ここでの議論で、例えばある特定の Cry1Ab とか、

コウチュウ目ならば例えば Cry3Bb1 とか、そういうものについて、最大公約数的に議論のまとまって

いるところは最近の科学文献に基づいてどういうことであろうかという意味では、一番適当な文献で

はないかと思います。それが間もなくできますので、できたときにはここでも使っていただいたらい

いのではないかと思っております。 

 

○原田座長 

 この前、農作物分科会で、確か與語委員から、あれは日経サイエンスでしたでしょうか、話が出て

いましたね。 

 

○林委員 

 あれはしかし、別にレビューされたペーパーではないですね。今度のOECDの印刷物は、特にヨーロ

ッパ側から、コメントをやっては米国がドラフト、コメント、ドラフトを繰り返し、その最大の理由

はピアレビューの入った科学的文献に基づいてやろうということです。先般、韓国で安全性の国際学

会のシンポジウムで、そこでも Bt に関してかなりの集約が行われて、その辺のところも全部ピアレビ

ューに基づいてということで議論があって、そのことも全部取り入れられていますから、ピアレビュ

ーされた文献の集約としては、おそらくこれだけの数をやったというのはないのではないかと思いま

す。 

 ですから、もちろん出たところで御検討いただいて結構ですけれども、この検討会での議論はなる

べくピアレビューに基づいた文献で議論しようということが原則だと思いますので、そういう意味で

も使っていただくのに役立つのではないかと思っています。 

 

○原田座長 

 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 では、何もないようですので、事務局にお返しします。 
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○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 


