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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７月２６日（木） 

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。 

 委員の出欠についてですが、井出委員より御欠席との御連絡をいただいております。 

 

〈挨     拶〉 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、開会に当たりまして横田技術安全課長より御挨拶申し上げます。 

 

○横田技術安全課長 

 技術安全課長の横田でございます。 

 本日は、お忙しい中、今日はちょっと暑うございますけれども、御出席いただきありがとうご

ざいます。 

 今年の場合、こういうふうに長雨が続いて、梅雨もまだ明け切らぬ、さすがに野菜等々を含め

て値段が少し上がってきているという状況にあるかと思います。国際的に見ましても地球温暖化

の影響で砂漠化の進行などもあり、全世界規模で見れば飢餓人口が６億とか８億とか言われる中

において、きちんと日本国を初めとして世界全体的にも飢餓をなくしていく、食糧をちゃんと確

保していくというのは非常にグローバルな世界での重要なことだと思っておりますし、またその

中において遺伝子組換えを初め、品種改良技術、これをますます発展させていき、食糧の供給を

しっかりと図っていくことは非常に重要なことだと思っております。 

 また、今日は委員の皆様には資料を配らせていただいておりますけれども、私どものほうで遺

伝子組換え農作物の研究開発をどう進めていくのかということを５月からずっと審議を続けてお

りました。７月９日に論点整理的な中間取りまとめを行いまして、先般技術会議のほうにも御報

告申し上げたところでございます。来週には正式に私どものホームページのほうでも公表する予

定です。 

 この中でまだまだ詰まっていない部分はあるのですけれども、やはり遺伝子組換え技術を品種

改良の１つの技術としてとらえて、きちんと研究開発を進めていく必要があるだろうと。ただ、

遺伝子組換え技術でできることとできないことが当然あるわけですし、ほかの技術でできる部分
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はほかの技術でやればいい。ただ、その中でも１つの技術として磨いていかなければ国際的にも

遅れをとるし、研究開発の競争が激しくなっている中において、日本国としてもきちんとした技

術を持っていくというのは非常に重要なことだということで、特に人も、お金も、施設も限られ

ている中において、きちんと重点的に何をやるのだということを決めて研究開発を進めていきま

しょうというふうな中間的な取りまとめを行ったところでございます。これから９月以降、秋に

なりまして国民の皆様方との意見交換ですとかいろいろな説明会を重ねていき、その中で御意見

をいただきながら、年末には最終的な取りまとめを行っていきたいと思っています。また、その

ときには委員方々からいろいろと御意見をいただくこともあるかと思いますけれども、その際に

はまたよろしく御協力をお願いできればと思っております。 

 本日は、総合検討会ということで５案件ございますので、お忙しい中、大変恐縮ではございま

すけれども、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

〈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の

で、これと照らし合わせながら御確認いただければと存じます。 

 配付資料一覧の次に資料１がございます。資料の番号は右の上のところにつけております。そ

の次が資料２－１、その次に資料２－２、その次に資料３－１、その次が資料３－２、その次が

資料４－１、その次が資料４－２、その次が資料５－１、次が資料５－２、これ以降が参考資料

になりまして、参考資料１、参考資料２、参考資料３となっております。 

 配付資料は以上でございますが、おそろいでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、参考資料の１から３について御説明させていただきたいと思いますが、前回の総合

検討会は６月22日に開催されましたが、参考資料１の中でそれ以降に新たに承認されたものがご

ざいまして、それは２ページ目のイネの20番目のスギ花粉ペプチド含有イネ、これが７月19日に

承認されております。もう１つございまして、５ページ目にトウモロコシの欄がございまして、

トウモロコシの32番目、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ、これも同じ日､７月19日に承認され

ております。この２件が新たに加わったものでございます。 

 参考資料２ですが、これはいわゆる経過措置案件になりますが、これについては前回と変わっ

ているところはございませんけれども、本日御審議いただく案件の中でセイヨウナタネの１番目、

除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ(T45)、こちらが本日御審議いただく中で経過措置案

件に当たるものです。 

 参考資料３でございますが、これは学職経験者の意見の聴取を終えた審査中の案件一覧でござ

いますが、６月22日に御審議いただきましたものがこちらの資料に加わっております。番号で言

いますと４番目の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ダイズ(DP-356043-5)
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から７番目の除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネ

(MS1RF2)でございまして、これらは今パブリックコメントにかかっているところでございま

す。 

 また、先ほど参考資料１のところで申し上げましたが、２件承認されましたので、参考資料３

からその２件が落ちているというような変更がございます。 

 参考資料１から３につきましては以上でございます。 

 傍聴者の方々には「傍聴される方への留意事項」を配付させていただいておりますけれども、

そちらを守っていただきますように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。 

 

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、皆様の御協力を得ながら議事を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

等の検討となっています。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結果を近藤委員から御報告していただきまして、

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

ら説明いただきます。その後、個々の申請案件について委員の皆様とともに検討し、意見を集約

した後、総合検討会としての取り扱いを決めたいと思います。 

 それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明を資料１に基づいてお願いします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、資料１を御覧になっていただきたいと存じます。 

 申請案件の審査状況についてですが、本日御審議いただく案件としましては４件ございまして、

除草剤グルホシネートセイヨウナタネ(T45)、青紫色カーネーション(123.8.12)、チョウ目害虫

抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ(Bt11×GA21)、コウチ

ュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(MIR604×GA21)の４件でございま

して、使用等の内容についてですが、セイヨウナタネとトウモロコシの２件につきましてはいず

れも同じ内容でございまして、「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」となっております。２番目のカーネーションにつきまし

ては、「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。 
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 これまでの検討状況についてですが、農作物分科会におきまして５月と６月に２回、いずれの

案件につきましても御審議いただきまして、本日の総合検討会で初めて御審議いただく案件とい

うことでございます。 

 これまでの承認等の状況についてですが、除草剤グルホシネートセイヨウナタネ(T45)は経過

措置案件ということでございまして、隔離ほ場での承認が旧指針に基づきまして1995年におり

ておりまして、一般利用の承認が旧指針に基づきまして1997年におりているという状況でござ

います。また、食品と飼料についての承認もおりておりまして、旧指針に基づきましていずれも

1997年に、また制度が変わって食品衛生法、飼料安全法に基づきましてそれぞれ2001年と2003

年に承認がおりているという状況でございます。 

 裏を御覧になっていただきたいと存じますが、こちらには本日トウモロコシのスタック２件に

ついて審議いただくことになっておりますが、それの親系統につきましてこちらにこれまでの承

認の状況等を御参考として載せさせていただいております。 

 資料１につきましては以上でございます。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 では、最初に除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ(T45)について検討をしたいと思いま

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。 

 

〈除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネの生物多様性影響評価の検討について〉 

 

○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：除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ（pat，Brassica napus L.）（T45，OECD 

UI : ACS-BN008-2） 

 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：バイエルクロップサイエンス株式会社 

 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セイヨウナタネ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 

 本組換えセイヨウナタネ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 pHOE4Ac(Ⅱ)のうち pat（ホスフィノトリシン・アセチル
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基転移酵素）遺伝子（除草剤グルホシネート耐性遺伝子）発現カセットを含む T-DNA 領域

１コピーがセイヨウナタネゲノム中に移入されていることが確認されています。また、pat
遺伝子が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分析

及びグルホシネート散布試験の観察により、それぞれ確認されています。 

 ２ 競合における優位性 

 宿主が属する生物種であるセイヨウナタネ（Brassica napus L.）は、河川や線路沿い、

種子が陸揚げされる港湾周辺等で生育していることが報告されています。また、路傍、崖、

河川敷などのように撹乱が定期的に起こる立地条件でなければ、やがてセイヨウナタネは多

年生草本や潅木に置き換わることが知られています。 

 本組換えセイヨウナタネにはグルホシネート耐性が付与されていますが、自然環境下でグ

ルホシネートが選択圧になるとは考えにくいことから、この形質により、自然環境下で本組

換えセイヨウナタネの競合における優位性が高まるとは考えにくいです。 

 我が国の隔離ほ場及び特定網室において、非組換えセイヨウナタネ（AC Excel）との比

較により、本組換えセイヨウナタネの競合における優位性に関わる諸形質が調査されていま

す。その結果、隔離ほ場試験において、調査項目のうち開花期、茎葉重、莢長、莢当たり種

子数、子実収量及び千粒重について対照との間で差がみられました。このうち、開花期につ

いては、隔離ほ場試験では組換え体が４日遅かったのに対し、特定網室では１週間早くなり

ました。また、茎葉重は対照に比べて軽く、莢長及び莢当たり種子数でみられた差は、いず

れもセイヨウナタネの品種特性の範囲内でした。さらに、子実収量及び千粒重についてみら

れた差はセイヨウナタネの品種特性から判断して僅少であると考えられました。なお、隔離

ほ場試験で対照と差がみられた項目のうち、開花期を除けば、特定網室での試験において統

計学的有意差は認められませんでした。また、その他の調査項目では、競合における優位性

を高めるような形態及び生育の特性等は認められませんでした。これらのことから、本組換

えセイヨウナタネの競合における優位性が高まるとは考えにくいです。 

 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 

 従来のセイヨウナタネの種子には、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質としてエルシン

酸及びグルコシノレートの産生が知られています。本組換えセイヨウナタネの宿主品種は、

品種改良によりエルシン酸及びグルコシノレートの含有量を低減したいわゆるカノーラと呼

ばれる品種の一つであり、本組換えセイヨウナタネの種子中のエルシン酸及びグルコシノレ

ートの含有量は、カノーラ品種として規定される範囲内であることが確認されています。 

 本組換えセイヨウナタネは、グルホシネートへの耐性を付与する PAT 蛋白質を産生する。

PAT 蛋白質が野生動植物等への有害性を有するとの報告はなれていません。また、PAT 蛋

白質は、高い基質特異性を有することが示されており、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。さらに、PAT 蛋白質のアミノ酸配列に基づいて相同性検索を行った
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結果、既知のアレルゲンとの相同性は認められませんでした。 

 我が国の特定網室内において、本組換えセイヨウナタネの有害物質（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が、いずれの試験においても、非組換えセ

イヨウナタネ処理区と比較して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、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多くのアブラナ科植物が生育しているが、セイヨウナタネ

（Brassica napus）と交雑可能な種として、セイヨウナタネ自身の他に Brassica 属に属す

る B.rapa（カブ、コマツナ、在来種ナタネ等）、B.juncea（カラシナ、タカナ等）、B.nigra
（クロガラシ）及び Raphanus raphanistrum（セイヨウノダイコン）が知られていますが、

いずれも外来種であり、影響を受ける可能性のある野生動植物としては特定されません。 

 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、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 その他 

 上記のセイヨウナタネ及び近縁種との交雑に起因して、間接的に生物多様性影響が生ずる

可能性（交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物の個体群を駆逐

する可能性、交雑により浸透した導入遺伝子の影響により近縁種の個体群が縮小し、それら

に依存して生息している昆虫等の野生動植物の個体群の維持に支障を及ぼす可能性）につい

て評価しました。 

（１）本組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネ、B.rapa、B.juncea、B.nigra 又

は R.raphanistrum との交雑率の調査は行っていませんが、本組換えセイヨウナタネは

非組換えセイヨウナタネに比べ、 

① 花粉の稔性が同等であり、花粉のサイズについても統計学的有意差は認められな

いこと 

② 種子生産量についても相違は無いと考えられることから、花粉の受け手としての

交雑率にも差はなく、両者の間には相違はないと考えられること 

（２）近縁種との交雑性に関し、雑種そのものの形成が困難であったり、雑種が形成された

としても、その後代の稔性は低いとの報告があること 

等から交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生動植物の個体群を駆逐す

る可能性は極めて低いと考えられます。 

 また、本組換えセイヨウナタネは、非組換えセイヨウナタネとの比較において、競合にお

ける優位性、有害物質の産生性及び交雑性について相違は無いことが確認されていることか

ら、導入遺伝子に起因して、近縁種の個体群の維持に影響を及ぼすことはないと考えられま
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す。 

 以上より、交雑に起因して、間接的に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。 

 ６ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えセイヨウナタネ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セイヨウナタネ(T45)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

ろしくお願いします。 

 

○武田委員 

 直接内容に触れる前に、私、この書類を見て、あれっと思ったのですけれども、申請書の提出

は平成16年８月になっていますね。 

 

○原田座長 

 今、御覧になっているのは、どちらの資料でしょうか。 

 

○武田委員 

 このナタネの申請書です。小池環境大臣の時代ですね。どうしてこんなに時間がかかったので

しょうか。何か差し戻しでもあったのですかね。 

 なぜこういうことを聞いているかというと、先ほどもちょっと紹介のあった研究開発の進め方

に関連してヒアリングをしているのですけれども、民間の研究機関の方がいろんな申請手続等が

ある種の障壁になっているという意味合いのことをおっしゃっておられて、我々としては一生懸

命やっているつもりなんですけれどね。申請書が平成16年に出て、今やっているというという

のは、何かあったのかなと。 

 

○原田座長 

 申請書の日付をもう一度見てみましょうか。 

 

○武田委員 

 事務局で、何か経緯を御存知でしょうか。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 このセイヨウナタネについては参考資料２のところで申し上げましたように、経過措置案件と

してみなされるものとしては、平成16年８月18日までに承認の申請がなされた場合は、その後も

承認の可否が決定されるまでの間は承認されたとみなすというようなことで、平成16年８月18日

よりも前に申請する必要があったという制度上の問題がありまして、それで実際に審議が始まっ

たのは資料１のところで申し上げましたけれども、2007年５月14日ということで、旧指針に比べ

まして提出いただかなければいけないようなデータが追加されたというようなことで、特定網室

の試験を行ったり、そういうところでまた時間がかかりましたので、申請日から実際の審議まで

にちょっと時間がかかったというようなことでございまして、これは制度が変わったというよう

なことに関係しまして、このように時間がかかったということでございます。 

 

○武田委員 

 ただ、字面で見ると、３年間寝せていたように見えますよね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 ただ、セイヨウナタネにつきましては、経過措置案件もかなりたくさんありまして、申請者側

としても一遍に全部ということはなかなかできないと思いますので、順次努力していただいて経

過措置案件はどんどん減らしてもらうというようなことで申請者からも申請案件が出てきまして、

例えば前回御審議いただきましたナタネのスタックなども経過措置案件だったのですけれども、

出していただきして、前回御了承いただいたというようなこともありまして、それは制度上とい

うような問題といろいろ実際にかかる作業というようなこともありまして、こういうような状況

になったということだと思います。 

 

○武田委員 

 というと、これは極めて例外的な事例だと考えていいのですか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 例外的といいますか、制度が変わったというようなことでこのようになったということであり

ます。今後は経過措置案件がなくなれば、順次隔離ほ場の申請から上がってきて、それから一般

利用の申請というようなことで、ツーステップの申請があるということで、今回のような経過措

置案件がなくなれば、もうないということでございます。 

 

○原田座長 

 あと、多少時間がかかっているように思われるケースがあるかと思いますけれども、ほとんど

の場合、農作物分科会でいろいろ検討委員から指摘が出て、追加的なデータが欲しいということ

で、申請者がその指摘に対応して試験を行って結果が出てくるまでにどうしても時間がかかりま

すので、我々のほうで意図的に貯めてしまっているというようなことは一切ないと思います。 
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○近藤委員 

 この案件については、以前に農作物分科会で議論したわけではないのですが、類似のものに関

して先ほど事務局のほうから説明がありましたように、いろんな試験をするように指示するよう

な、そういう結論になったものが幾つもありまして、それに則って順次試験が行われて、この案

件については過去の指摘に基づいて新たにデータが加えられたということで、遅くなったと考え

ています。 

 

○武田委員 

 追加データを求めると１年かかりますのでね。どうしてもそういう性格はあるのですけれども。 

 

○原田座長 

 農作物分科会のほうも随分工夫をされていて、例えば後作試験とか、割合簡易な方法でもオー

ケーするというような場合もございますので、かなり私の印象では好意的に判断してやっている

と思います。 

 よろしいですか。 

 

○武田委員 

 結構です。 

 

○原田座長 

 ほかに何か御質問はございませんでしょうか。 

 

○高木委員 

 前に何回か議論されていいましたが、もう一度教えていただきたいのですけれども、外来種か

外来種ではないかというのを判断するのは、日本に入ってきたのがいつかということで決めてい

たのでしょうか。 

 

○原田座長 

 明治元年で区切っているようです。 

 

○高木委員 

 明治以降ですか。この辺のセイヨウナタネ系は全部その後に入ってきたということで、外来種、

要するに野生種ではないというように見ているのでしたでしょうか。 

 

○原田座長 

 その前からあったのは外来種とは見ないということで見ていました。 
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 ほかに何か御質問はありますか。 

 

○武田委員 

 隔離ほ場試験の結果で、幾つかの特性について差があったということが１ページ目の最後の行

にくるわけですね。実は評価書を見ますと、一応３反復つけて試験しているのですけれども、統

計処理した形跡がないのです。少なくとも表には平均値だけ並んでいて、数字の差が大きいもの

に差があったと言っているように見えるのです。やはり反復してあるからには分散分析をつける

なり何かそういう言い方をしないとどうかなと思いました。特定網室についてはきちんと有意性

をつけていますね。 

 

○原田座長 

 何か表現を修正したほうがよろしいですかね。ベターの表現があればいいのですけれども。 

 

○武田委員 

 あとは教育的指導しかないのではないでしょうか。 

 

○近藤委員 

 農作物分科会でも全く同じ問題がこの前もありまして、特にこのように古い案件については統

計処理がされていなかったり、統計処理が行えるような実験計画ではないものが多くて、今、原

田座長がおっしゃったように、これらは直してもらうということでやっています。ですから、特

定網室のような、比較的最近やった試験では統計処理が行われるようになっていると思います。

ただ、これはどこまでやったらいいのか、基準を決めたらいいのではないかと原田座長もおっし

ゃっていて、そこはまだ決着がついていないところです。 

 

○原田座長 

 先ほど事務局から説明がありましたように、参考資料２についてもどんどん経過措置案件が減

ってきて、もうまもなくほとんどなくなってくると思いますので、今まで時間が確かに随分かか

りましたけれども、あと残っているのは、もしかすると申請者のほうが出さないとか、パパイヤ

のようにまだデータを揃えていたりというのは残るかと思いますけれども。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 もし特にございませんようでしたら、委員の皆様の御意見を集約して結論を出したいと思いま

すけれども、次のように取りまとめることでよろしいでしょうか。 

 申請者から提出されました除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ(T45)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、ということで、御異議がなければこのようにしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 では、御異議ないようですので、以上ようにさせていただきます。 
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 では、事務局から申請者へ連絡してください。 

 

〈青紫色カーネーション 123.8.12 の生物多様性影響評価の検討について〉 

 

○ 原田座長 

 次に移りますが、青紫色カーネーションについてです。農作物分科会での検討結果について近

藤委員より資料３－１に基づいて御報告をお願いいたします。 

 

○近藤委員 

 それでは、同様に資料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：青紫色カーネーション123.8.12（Ｆ3’5’Ｈ，DFR，surB，Dianthus caryophyllus L.）

（OECD UI：FLO-40689-6） 

 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：サントリー株式会社 

 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カーネーション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 

 本組換えカーネーションは、アグロバクテリウム法により作出されており、プラスミド

pCGP1991 に由来する surＢ遺伝子（アセト乳酸合成酵素（ALS）遺伝子）、DFR 遺伝子

（ジヒドロフラボノール 4-還元酵素遺伝子）及びＦ3’5’Ｈ遺伝子（フラボノイド 3’,5’-水酸

化酵素遺伝子）が本組換えカーネーションのゲノム中に少なくとも１コピーずつ移入されて

いることがサザンブロット分析等の結果から示されています。 

 移入された遺伝子の花弁での発現に関し、ノーザンブロット分析により、Ｆ3’5’Ｈ遺伝子

については確認されましたが、DFR 遺伝子については確認されませんでした。しかしなが

ら、花弁における青紫色の発現は安定しており、他の花色を示したという事例はないことか

ら、両遺伝子は安定して発現していると考えられます。 

 また、移入された surＢ遺伝子の発現は除草剤クロロスルフロンを添加した培地での本組

換えカーネーションの組織培養により確認されています。 

 なお、本組換えカーネーションは全て挿し芽等による栄養繁殖により生産されることはか

ら、移入された核酸の複数世代における伝達の安定性については調査されていません。 

 ２ 競合における優位性 

 カーネーションは、我が国においても長期間の使用等の歴史はあるが、これまでに我が国

を含め、逸出して自然環境下で生育している事例は報告されていません。 

 競合における優位性に係る諸形質について調査した結果、本組換えカーネーションと宿主
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との間で、葯数において統計学的有意差が認められました。しかし、葯中に花粉の存在は認

められなかったこと、葯数以外の諸形質においては有意差が認められなかったことから、葯

数の相違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。 

 本組換えカーネーションは、移入された DFR 遺伝子及びＦ3’5’Ｈ遺伝子の発現により、

花色が青紫色に変化していますが、カーネーションには訪花昆虫はほとんど認められないこ

とから、本組換えカーネーションの栽培により、訪花昆虫相に変化が起こる可能性は極めて

低いと考えられます。 

 また、本組換え体は surＢ遺伝子によりクロロスルフロン耐性を獲得していますが、自然

環境下でクロロスルフロンが選択圧になることはないと考えられるため、この性質により、

競合における優位性が高まるとは考えにくいです。 

 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 

 カーネーションが、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。 

 本組換えカーネーションは、導入遺伝子の発現の結果、青みを帯びたアントシアニン類の

生合成を誘導しますが、これらは青みを帯びたパンジーやペチュニアの花弁にも含まれるも

のであり、他の野生動植物等への有害性を有するとは報告されていません。 

 特定網室等において、本組換えカーネーションの有害物質（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）の産生性が調査されていますが、非組換えカーネー

ションとの間で有意差は認められていません。 

 ALS、DFR 及び F3’5’H は、アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のアレルゲンと構造

的に類似性のある配列を持たないことが確認されています。 

 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、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 

 一部の限られた園芸種は、ナデシコ属の近縁野生種と交雑可能であり、日本には、４種及

び２変種が自生しています。本組換えカーネーションとこれら近縁野生種が交雑する可能性

について、花粉の特性、虫媒、風媒の観点から評価しました。 

 （１）花粉の特性 

 園芸種の花粉は極めて少ないかあるいはまったく生産されず、花粉が存在する場合で

あっても、その稔性は低いです。さらに花粉の寿命は１－２日と短く、３日目には完全

に発芽能を失います。実際に、宿主及び組換え体の花粉の存在と発芽率について調べた

ところ、葯の存在は認められましたが、花粉の存在は認められませんでした。以上のよ

うなカーネーションの特性から本組換え体の自然環境下における交雑は極めて困難であ
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ると考えられます。 

 （２）虫媒による交雑の可能性：園芸種は、花弁の端から蜜腺までの距離が長い（4-5 ㎝）た

め、蝶や蛾でも蜜を吸うことはできず、他の種類の訪花昆虫もほとんど認められません。

ナデシコ属の野生種についても、蜜腺が花の最下部にあり、吻の長い（2.5 ㎝以上）昆虫

しか蜜腺に届かないため、吻がそれより短い蝶などがナデシコ属の花を訪れることはあ

りません。蟻の訪花も想定されるものの、蟻の移動距離は約数メートルで、蟻の分泌物

が通常花粉を不活化してしまうことが知られており、蟻が花粉を媒介することはほとん

どありません。本組換え体の花の形状などの特性は、園芸種と同様であるため、虫媒に

よる交雑の可能性はほとんどないと考えられます。 

 （３）風媒による交雑の可能性：園芸種については、葯が花弁の中に埋もれており、花粉は極

めて少なく、さらに粘性が高いため、風媒によって花粉が飛散する可能性は非常に低い

です。本組換え体も園芸種と同様で、葯は花弁に埋もれていることから、花粉か飛散す

る可能性は低いです。オランダでは、園芸種の栽培が盛んであるにも関わらず、空中か

ら園芸種の花粉は検出されなかったと報告されています。 

 なお、隔離ほ場周辺には４種及び２変種の近縁野生種の自生は認められていません。 

 以上のことから、隔離ほ場において第一種使用等を行う限りにおいては本組換え体と近縁

野生種の交雑の可能性はないと考えられます。 

 ５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えカーネーション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。 

 

○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青紫色カーネーションについて御報告を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が、何かございますでしょうか。 

 

○高木委員 

 サザンブロットとノーザンブロットの分析について事務局にお伺いしたいのですが、評価書の

10ページにカラーで構造コンストラクトがかいてあるのですけれども、まずサザンのデータが別

添３の２ページ目と３ページ目に載っているようなんですが、これで２ページの図１－１からＦ

3’5’Ｈ遺伝子は３個で、マーカーに使っているsurB遺伝子は１個である、そういう結論なんでし

ょうかね。１ページの下に表が載っているわけなのですけれども、この図で見ると､下が濃いで

すね。それで、次に３ページの図１－２で、今度はsurB遺伝子をプローブとしてサザンブロッ

ト解析をしています。ここにまた１本バンドが出ているのですけれども、それで私の質問は、

DFR遺伝子に関するサザンはやっていないのでしょうか。 
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 それと関係して、そのすぐ後に５ページにノーザンブロットの分析が出ているのですけれども、

DFR 遺伝子は全然出ないんですね。surＢ遺伝子と F3’5’H 遺伝子ですか、これは出ているのだ

けれども、DFR 遺伝子というのが全然出ていなくて、色が変わったから発現しているだろうと

いうような表現をしているのだけれど、何となく納得できないと言いましょうか。サザンブロッ

トもやってなくて、ノーザンブロットで出なくて、それで本当にペチュニア由来の DFR 遺伝子

が入って発現しているのでしょうか。 

 

○原田座長 

 ５ページの図２の写真は何回もコピーされたものでしょうから、鮮明ではありませんね。 

 

○高木委員 

 そうですけれど、自分たちでも出なかったと別添資料３に書いてありますね。 

 

○嶋田委員 

 同じ指摘を私もちょっと感じたのですけれど、実際に農作物分科会のときに私は出席できなか

ったのですけれど、評価書の20ページのところでは、ノーザンのところで、実際にはDFR遺伝

子というのは発現量が非常に微量であるために検出できなかったということが書かれています。

ただ、一応安定して花の色が保たれているというふうに書いています。しかし、Ｆ3’5’Ｈ遺伝子

というパンジー由来のものも同じく色を発色しているわけですね。そうすると、本当にDFR遺

伝子によって色がちゃんと安定して発色しているのか、それがわからない状態で、ただ均一性は

保たれておりますというような言い方でちゃんと入っているのだ、というような書き方になって

いるのですけれども、本当にそれは大丈夫なのでしょうかね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 評価書の13ページには組換え体において導入された経路が書かれていますけれども、ここで赤

い点線で囲っているところですが、ここでもDFR遺伝子が関与しているところがございまして、

ジヒドロミリセチンからロイコデルフィニジン、ここにありまして、実際にその後の産物であり

ますペチュニジンとかができているというようなことを確認しておりますので、DFR遺伝子は

効いているだろうということはわかるということだと思います。 

 

○高木委員 

 ですけど、これだけほかのバンドが濃いのに、全然出ていないですね。これはプラスミドとい

うか、導入した遺伝子の構造を見ると、DFR 遺伝子はペチュニア本来のプロモーターを使って

しまっているから、カーネーションでの発現が弱いというのも納得できないわけではないのだけ

れども、例えばＦ3’5’Ｈ遺伝子のほうはカルコンシンテース、これはキンギョソウ由来らしいの

ですけれども、結構強いものを使っているのでしょう。DFR 遺伝子はゲノミックそのまま使っ

ているので弱いのかもしれませんが。でも、これだけほかのサザンが出ていて、DFR 遺伝子が
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出ないというのは気になりますね。それでサザンもやっていないのでね。ちょっと気になって、

もしかすると不必要な遺伝子を入れたつもりで、入っていなくて、表現型だけ出ているのかなと

いう気がちょっとしたのです。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 サザンで DFR 遺伝子を見ていないというのは、もともと非組換え体の方にも DFR 遺伝子が

あるので、サザンはやらなかったというようなことなのではないかと思います。 

 

○高木委員 

 この DFR 遺伝子は機能が違うんですか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 機能としては同じだと思うのですけれども。 

 

○高木委員 

 機能が同じなら入れる必要ないわけでしょう。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 DFR 遺伝子を入れてさらに強く発現させたかったというようなことだろう思うのですが、た

だ、ノーザンのほうでは検出されなかったということは事実としてこのように出されていること

ではあります。 

 

○嶋田委員 

 薄紫色の花弁の色というのはむしろＦ3’5’Ｈ遺伝子のほうの発現が効いて発色がしっかり出て

いるという可能性はないのでしょうか。薄紫色の花の色の均一性が保たれていると言われても、

実は DFR 遺伝子はあまり効いていなくて、Ｆ3’5’Ｈ遺伝子によってちゃんと安定した花弁の色

になっているという可能性は捨て切れないような気がするのですけれど、それは大丈夫なんでし

ょうかね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 別添資料８の２ページ目の表１のスタンダードの一番上のところに今回の案件が出ていて、先

ほどペチュニジンと申し上げたのですが、ここではペチュニジンは含量として出ていないのです

が、デルフィニジンの含量が高いようになっていまけれども、このデルフィニジンというのは、

先ほどの評価書の13ページの新たに組換え体に導入された経路の中で産生されているものであり

まして、Ｆ3’5’Ｈ遺伝子でジヒドロミリセチンまでいって、それからDFR遺伝子も効くことによ

ってこのデルフィニジンができているということは言えると思います。 
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○嶋田委員 

 ですから、例えば片方だけを入れたときにはどんな花の色になるかがはっきりわかっていれば、

要するにDFR遺伝子だったらこんな色、それからＦ3’5’Ｈ遺伝子だったらこんな色というふうに

なっていて、それでどちらが花弁の色になっているのかというのはすぐにわかると思うのですけ

れども、それが非常に似たようなものだと、花弁の色だけで判断するというのは非常に不確かに

なってきますね。 

 例えばＦ3’5’Ｈ遺伝子がないようなカセットでDFR遺伝子だけを入れて、それでちゃんとそれ

が本来の色になって出てくるのだったら別に構わないのだろう思うのですけれど、もしちゃんと

そういうものが遺伝子組換えで入っているというのであれば、気になりますね。 

 今の状態ですと、サザンをやっていなくて、ノーザンであまり検出できないと言っている状態

の中で、花弁の色が均一性で安定しているというふうなことだけを頼りにというのはちょっと何

か科学的ではないような気がするのですけれど。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 青い色素を生産するためにはＦ3’5’Ｈというのが必要であると。これがないと青にはならない

というようなことがありまして。 

 

○高木委員 

 評価書の13ページですね。代謝経路が描いてあります。これで青色の点線が非組換え体カーネ

ーションにはないんですよね。ところが、DFR遺伝子は、右のものはあるわけでしょう。だか

ら、DFR遺伝子というのは本来入れる必要がなかった。別に生物多様性とは直接関係ないけれ

ども、つくった植物にどういう遺伝子が入っているかというのを知っていることは重要なことだ

と思うわけで、そういう意味で本当にDFR遺伝子というのは必要だったのでしょうか。 

 

○福田研究調査官 

 それに関しては、評価書の15ページにペチュニアのDFRとカーネーションのものとの違いと

いうのは書いてあるのですけれども、ペチュニア由来のもののほうがデルフィニジンを生産する

のは適しているということが上のほうに書いてはあるので、それは一応目的として入れたのでし

ょうけれども、確かにサザンの確認はしていないというのは事実であります。色でしか判定して

いないというのは確かに事実だと思います。 

 

○高木委員 

  サントリーさんは、随分経験が長いから間違ってはいないと思いますがね。ちょっともう一

押しデータがあったほうが良かったかなという気がちょっとしましたけれどね。 

 

○嶋田委員 

 生物多様性影響評価とは直接的には関係がない部分のところですよね。ですけど、やはり導入
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したものがどんな特性があって、発現の安定性はどのようになっているのかというのはまず前段

階としてチェックすべきことではあると思うのですね。 

 もちろん競合における優位性とか、あるいは交雑性とか、そのようなことは全然問題ないとは

私は思っているのですけれど、それ以前の部分のところで、そこのところはちょっと何か腑に落

ちない部分もあるかなと思いました。 

 

○原田座長 

 今の質問に関しては、サントリーのほうで、どういう傍証なり、何かあるのではないかなとは

思います。その辺を事務局で確認してもらえますか。 

 

○林委員 

 お話が出ましたように、別添資料８の２ページに全部の色が出ていますね。今回の申請は一番

上の一番薄いものですよね。 

 それと関連するのですけれども、例えば評価書の17ページの一番下のほうに1997年にこの薄い

組換え体を得たということがありまして、それで現在栄養増殖にて維持しているということで、

約10年間栄養繁殖で維持してきているわけですね。私も農作物分科会に出席させていただいたと

きにちょっとそこのところが気になって、これは途中で変異を起こしやすいですよね。それで、

19ページの下から３つ目の段落ですと、「本組換え体は全て栄養繁殖によって」云々と書かれて

いるので、「なお、栄養繁殖を繰り返した場合の核酸の複製物の伝達の可能性については、隔離

ほ場試験において調査する予定である」というところを入れていただいたと思います。最初はこ

れは目視だけというような書き方でした。目視だけでは、委員の皆様が御指摘なさっているよう

に、現在でも不満なのに、これから代を経ていくのに、目視だけに追っていってはやっぱり不十

分ではないかということがありましたので、調査する予定であるということが、やはり今御指摘

があったような点を確かめるというようなことで私は理解したいのですね。目視だけではないと

いうことです。 

 

○原田座長 

 そうですね。この４行は我々の疑問に対して今までのところは、複数世代における伝達の安定

性については解析していないと書いてあって、今後隔離ほ場試験において調査する予定であると

いうことになっているわけですね。農作物分科会でもたしか議論がありましたか。 

 

○近藤委員 

 よく覚えてはいないのですけれども。 

 ただ、どちらにしてもこれはノーザンで発現していない、見られないということは、発現が少

ないのか、本当はしていない可能性がありますよね。発現したという確認はされていないわけで、

花の色が少し青いからということだけで言っているわけですが、嶋田委員がおっしゃっているよ

うに、入れなくてもこうなったかもしれないという懸念はありますし、発現が確認されていない
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とはっきりと書かれています。実際入れたことは入れたのだけれども、入っているかどうかもち

ょっとわからないということになりますよね。入っていなければいけないのかというと、そんな

ことはもちろんないわけですけれども、会社側とすればいろんな色の花が欲しいわけで、この中

でこういう薄い色のものも１つ持っているということはいいことだと思うので、そのこと自体は

悪いことではないのですが、本当に発現しているか、していないかということは気になりますか

ら、今後も調査を続けてもらうということではないのでしょうかね。 

 

○原田座長 

 株は持っているだろうと思いますので、そう時間のかかる調査ではないでしょう。ノーザンや

って、あるいは試料を少し多くしてやってみるとか。どうしますかね。 

 これは皆さんの御意見をいただきたいと思います。 

 

○近藤委員 

 この申請は隔離ほ場における使用なので、今からデータを蓄積するということだと思うんです

よね。 

 

○原田座長 

 この申請は隔離ほ場における使用なんですよね。ここに書いてあるわけですから、隔離ほ場試

験で十分調査をしてもらうということで、高木委員や嶋田委員の疑問に答えられるのではないか

と思いますけれども、そういうことでいかがですか。 

 

○高木委員 

 それにはやはりカーネーション自身の DFR 遺伝子が働いているのではないかということはサ

ントリーとしても解析したほうがいいと思います。 

 

○原田座長 

 これは隔離ほ場試験のときに十分調査してもらうということにしたいと思います。 

 ほかに何か御質問、御意見、いかがでしょうか。 

 もしほかに御質問なければ、今議論があったようなことがございますけれども、一応次のよう

にまとめさせていただいて、隔離ほ場試験で今委員から出された疑問については十分答えていた

だければいいと思います。申請者から提出された青紫色カーネーション(123.8.12)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、ということにさせていただきたいと思います。 

 では、事務局のほうから申請者にこの結果と、コメントとして、今いろいろ遺伝子を導入した

ことについての隔離ほ場試験でのチェックを十分してもらうということはつけ加えておいてもら

ったほうがよろしいと思います。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 ノーザンよりも検出感度の高いRT-PCRで発現しているかどうかとか、サザンでももともと持

っているものと入れたものとで差が出るようなサザンをやってもらうとか、そういうようなこと

をやってもらうということでよろしいでしょうか。 

 

○原田座長 

 この総合検討会でそういうコメントが出たということはつけ加えておいていただければと思い

ます。 

 

○高木委員 

 これは科学論文になっているのでしょうかね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それについては確認できていません。 

 

○原田座長 

 ほかに御意見はありますでしょうか。 

 

○嶋田委員 

 文言なんですけれども、資料３－１はたしか公表されるわけですよね。 

 

○近藤委員 

 そうですね。 

 

○嶋田委員 

 資料３－１の１の下から４行目に、｢両遺伝子は安定して発現していると考えられる｣というの

は、もし仮に事実でないとして、書いてしまったりすると、それは困るので、少し修文が必要な

のではないでしょうか。 

 

○近藤委員 

 サザンブロット分析で示されているというふうに書いたわけですけれども、そのサザンがない

ということなので、修正したほうがよろしいですかね。 

 

○原田座長 

 そうですね。 
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○近藤委員 

 あるのだろうと思うんですけれども、評価書中にはないので。 

 

○原田座長 

 申請者がデータを持っていれば一応いいと思いますけれども、嶋田委員がおっしゃるように、

現時点でサザンのデータがないのに、ここまではっきり書くのはちょっと困りますね。 

 

○嶋田委員 

 そういう感じがちょっとして。 

 

○近藤委員 

 ここの文章に関しては、サザンの結果を確認してからということでどうでしょうか。 

 

○嶋田委員 

 そうですね。 

 

○原田座長 

 では、事務局の方は、委員から今御指摘をいただいた点について、申請者へ十分に伝えていた

だくのと、聞いて DFR 遺伝子が安定して発現していることを証明できるものがあればいいです

けれども、そうでなければこの文章を修文することをお願いしたいと思います。 

 

〈チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロ

コシの生物多様性影響評価について〉 

 

○ 原田座長 

 それでは、次に、チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウ

モロコシについて検討を行いたいと思います。 

 近藤委員から資料に基づ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並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ

（改変 cry1Ab，pat，mEPSPS，Zea mays subsp. mays（L.）Iltis） 

（Bt11×GA21，OECD ＵI：SYN-BT011-1×MON-00021-9） 

 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、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 
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 申請者：シンジェンタ シード株式会社 

 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

用規程に従って本スタック系統トウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関す

る申請者による評価内容について検討を行いました。主に確認した事項は以下のとおりです。 

 なお、本スタック系統トウモロコシは、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（Bt11）と除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（GA21）を交配して作出されたも

のであり、これらの親系統については、生物多様性影響評価検討会において、個別に、本スタッ

ク系統トウモロコシと同一の第一種使用等をした場合に生物多様性影響が生ずるおそれはないと

判断されています。 

 １ 意図された形質に係る相互作用 

 Bt11 由来の改変 Cry1Ab 遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）がコードする改変

Cry1Ab 蛋白質は、チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有しますが、酵素活性は持たないと考

えられます。また、Bt11 由来の pat 遺伝子（グルホシネート耐性遺伝子）がコードする

PAT 蛋白質（ホスフィノトリシン・アセチル基転移酵素）は、基質特異性が高い酵素です。

一方、GA21 由来の mEPSPS 遺伝子（グルホサート耐性遺伝子）がコードする mEPSPS

蛋白質（5-エノール-ピルビルシキミ酸３-リン酸合成酵素）も基質特異性が高い酵素です。

したがって、改変 cry1Ab 遺伝子、pat 遺伝子及び mEPSPS 遺伝子が付与する形質が相互

に影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。 

 なお、本スタック系統ウトウモロコシのチョウ目害虫抵抗性については、ヨーロピアンコ

ーンボーラーに対する抵抗性検定試験により、また、グルホシネート及びグリホサート耐性

については除草剤散布試験により、それぞれ発現していることが確認されています。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこと

以外に評価すべき形質の変化はないと考えられます。 

 ２ 競合における優位性 

 トウモロコシは、我が国においても長期の使用経験があるが、これまでに我が国の自然環

境下で自生した例は報告されていません。本スタック系統トウモロコシは、Bt11 由来の改

変 cry1Ab 遺伝子がコードする改変 Cry1Ab 蛋白質により、チョウ目害虫抵抗性を有すると

ともに、Bt11 由来の pat 遺伝子がコードする PAT 蛋白質及び GA21 由来の mEPSPS 遺伝

子がコードする mEPSPS 蛋白質により、グルホシネート及びグリホサート耐性を有します。

しかし、自然環境下で、チョウ目害虫による食害はトウモロコシが我が国で生育することを

困難にさせる主な原因ではなく、グルホシネート及びグリホサートが選択圧になることはな

いと考えられます。したがって、これらの性質は競合における優位性を高めるものではなく、

本スタック系統トウモロコシが親系統よりも競合において優位になることはないと考えられ

ます。 

 以上より、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 
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 本スタック系統トウモロコシは、Bt11 由来の改変 Cry1Ab 蛋白質及び PAT 蛋白質並びに

GA21 由来の mEPSPS 蛋白質の産生性を併せ持っています。改変 Cry1Ab 蛋白質はチョウ

目昆虫に対する殺虫作用を有します。しかし、PAT 蛋白質及び mEPSPS 蛋白質は、それぞ

れグルホシネート耐性及びグリホサート耐性を付与するものの、動植物に対する有害物質で

はないことが確認されています。また、改変 Cry1Ab 蛋白質、PAT 蛋白質及び mEPSPS 蛋

白質間では相互作用はないと考えられます。したがって、本スタック系統トウモロコシはこ

れらの蛋白質を併せ持つとしても、その有害物質の産生性は、親系統が有する形質を併せた

ものよりも高まることはないと考えられます。 

 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としては特定されず、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、本スタック系統トウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に、

生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であると判

断しました。 

以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ

について御報告いただきましたが、本件について御質問、御意見ございませんでしょうか。 

 どなたからでも結構です。 

 先ほど近藤委員、１字訂正されたところは、後のほうにもあるとおっしゃったのは、どの資料

でしょうか。 

 

○近藤委員 

 資料５－１です。 

 

○小野里委員 

 資料４－１の３の有害物質の産生性のところなのですが、組み込んだ遺伝子によって発現する

蛋白にアレルゲン性があるかないかということについては、今までの案件ではほとんど触れてい

たと思います。評価書のほうはやはりそこのところを一応断ってあるので、資料４－１のほうで

も触れておいたほうがよろしいのではないかと思います。それはこの次の案件についても同じで

す。こういう組換え体によって生じる新たな蛋白のアレルゲン性というのは関心の高いところで
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すので、資料４－１でも断っておいたほうがよろしいのかなと思います。 

 

○原田座長 

 今の小野里委員の御意見についていかがでしょうか。 

 

○林委員 

 これは問題があるという意味ではなくて、典型的なスタックの承認の申請だと思います。それ

で、Ａがオーケーで、Ｂがオーケーで、オーケーされている。Ａの特性とＢの特性とが相互作用

がないということがいろいろな試験で示されていますね。ですから、特に今までの申請の範囲を

はみ出しているものではないし、トウモロコシ自身についての新たな組換えなり、今までのトウ

モロコシを超えるようなものにはなっていないということも明らかですし、スタックとしても成

立するということで、ですから､私はこの農作物分科会がお決めになった資料はこれで十分だと

思います。 

 

○近藤委員 

 スタックをどこまで書くかというのは気になるところで、スタックにすることによって特別の

相互作用はないというとこだけを書けば本当はいいのかもしれませんが、それ以上のことも書い

てあるので、どこまで書くかということはちょっと問題になるのだろうと思います。 

 ただ、基本的にはスタックにすることによって相互作用がないということが示されているので、

本当はほかのことは何も書かなくてもいいのだろうと思うのですけれども、それ以外のことも書

いてあるので、どこまで書くかということだと思います。 

 

○林委員 

 農作物分科会の検討の結果が独り歩きしたときにそういうことも見ましたよということは書い

てあったほうがいいかと思いますね。Ａオーケー、Ｂオーケー、相互作用なしというのはここだ

けは基本的に見ましょうということですから、ここは見ていますよということですね。 

 

○近藤委員 

 今の小野里委員の御指摘に対しては反対することは何もないんですよね。 

 

○原田座長 

 どこまで書くかという範囲の問題ですよね。 

 

○小野里委員 

 スタックですから、それぞれの親系統については調べられているわけですね。それが今度２つ

合わさったときの相互作用の問題になると思います。例えば、花粉症などもその花粉なり、肺炎

のほうの微粒子ですか、それぞれでは影響はなくても、２つ合わさったときに影響が出て来ます。
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特に交通量が多くなると花粉症が非常に出てくるというのは、それぞれが独立で見ればそれほど

影響なくても、合わさったときに問題が起こります。ですから、スタックの場合もやはりそれぞ

れに出るものが合わさったときに、どうなるかということが本当は調べられていいはずと思うの

です。ただ、アレルゲンの場合に、それぞれのアレルゲン性がないということがわかっていて、

それが２つ合わさったときにどうなるかということについて私はよくわかりませんけれど、一応

評価書のほうにはそれぞれがアレルゲン性ないということが断られているので、その段階だけで

も入れておいたほうが一般の人にとっては安心感が高まるのではないかというふうに感じます。 

 

○近藤委員 

 影響がないものが複数集まったときにどうなるのかというのは、これは難しい問題で、多分影

響があるかないかというのは、試験する対象の動物の場合、人によっても違ってくることもあり

ますし、そのときにどういうふうに判断するかも難しくて、これ以上の試験は本当はできないの

だろうと思うんですけれどもね。どこまで書くかというのはやはり問題かなという気はします。 

 

○武田委員 

 小野里委員がおっしゃる趣旨というか、小野里委員の信念はよくわかるのですけれども、この

委員会の職掌としては、食品安全の審査をしているのではなくて、生物多様性影響評価としての

有害物質の産生性をチェックしているわけですね。その辺のところは、もちろん安心のためにい

ろんなことを言うというのは言わないよりいいのかもしれないけれども、我々のオブリゲーショ

ン(obligation)ではないというところは確認しておく必要があるのかなと思います。 

 

○原田座長 

 その辺が、さきほど近藤委員がおっしゃったどの辺まで書くかということですね。 

 

○近藤委員 

 幾ら書いても小野里委員が心配されていることは実は払拭されていないですね。 

 

○小野里委員 

 生物多様性にかかわるということであれば、最初に出てきたものについてもアレルゲン性が特

に生物多様性にかかわるというふうには考えられないと思うのですけれども、ほとんどの場合、

今までそれは断ってきているんですね。アレルゲンの配列を見て相同性があるかどうかというこ

とをチェックして、それは農作物分科会の検討の結果のところにも書かれているわけですね。も

しないのであれば、全部外してしまってもいいかなと思うのです。ただ、ひょっとすると、人間

以外の、猿でもアレルゲンはありますから、ヒト以外の動物に対してのアレルゲン性も一応これ

で代表しているというふうに解釈できないことはないかなと思います。 
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○原田座長 

 わずかなところで意見が少し分かれているように思うのですけれども。 

 

○嶋田委員 

 私自身は、それは置いておいて、つまり生物多様性の影響に関して、本スタックの、例えばい

ろんな性質、あるいは形態とかそういうふうなものが親系統のほうのデータとか、そういうふう

なものはいっぱい書いてあるのですけれども、例えば Bt11 と GA21 を交配したいわゆるスタッ

クとしてのその形質とか性質はどのようになっているのかというのはほとんど書いてないんです

ね。実際には、本スタック系統における、例えば除草剤グリホサートへの耐性とか、それからチ

ョウ目害虫抵抗性の程度とか、こういうふうなものは表としてまとめられているのですが、それ

以外の生態的性質は親系統のことだけを延々と書いてある。そんな書き方ですよね。このような

書き方でいいのでしょうかね。 

 

○近藤委員 

 ですから、評価書そのものもどこまで書くという問題が実はあって、一応初めの取り決めで、

スタックに関してはスタックの目的が達成できているかどうかということだけは見てもらうとい

うことになっていて、それをすべて全部蒸し返してやるというのはやり過ぎと思います。国際的

にもそれはちょっとおかしいということでやらないことにしたと思います。ですから、そういう

趣旨でいくと、この生物多様性影響評価書の概要といいますか、この農作物分科会における検討

の結果のまとめにしても書き過ぎてはいけないという感じはやはりします。それはいろいろな国

際的な取り決めから反していくのではないかと思うのです。 

 

○嶋田委員 

 むしろスタック系統としての性質をしっかりと書いてほしいのですけれども、それはあまり実

は調べられていなくて、親系統のほうの性質をいっぱい書いてあるというのは書き方が変ですよ

ね。 

 

○近藤委員 

 そうです。親系統のほうをたくさん書く必要はないと思います。 

 

○嶋田委員 

 そういうことなんです。なぜなら、もう承認してあるのですから。 

 

○小野里委員 

 本来あれば２つの性質が新たに組み合わさった、そこだけが問題になるだろうと私は思うので

すけれどもね。 
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○嶋田委員 

 それによって表現型が、スタック系統の表現型が親系統と少し違ったものが出てきているのだ

というときにはそれをしっかりと書かないといけないのだと思うのですが、そういう統計解析も

何も、そういうデザインになっていなかったりすると、一体どのような試験をしようとしている

のかという感じですね。 

 

○近藤委員 

 もともとがフォーマットというほどではないのかもしれませんが、一応ひな形があって、そこ

に従って書いていたわけですね。スタック系統も同じように書いているのでそうなってしまって

いて、本当はスタック系統の場合にはかなり要らないはずなのです。一応そういうひな形みたい

になっているので、それを書いているという感じだと思うんですね。ですから、どこかでスタッ

クの評価書の書き方を決めればいいと思います。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○近藤委員 

 スタック系統は要らないというふうに。 

 

○原田座長 

 ただ、法律的に決まってしまっているところが結構あると思いますので、このスタック系統の

場合にもっと両親のほうの記述はうんと削除してしまって、スタック系統用のモデルを作ること

ができれば一番いいと思うのですけれども、その辺が可能かどうか、いかがでしょうか。すでに

項目が決まっているでしょう。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 スタックとなっていないのとの書き方の違いは特に定めていませんで、今のところだとスタッ

クもスタックでないものも同じような書き方となって、結果的にこういうようなことになっては

いるのですけれども。 

 

○嶋田委員 

 例えばスタック系統として必要な形態及び生育の特性とか生体の越冬性とか、しかし、それを

いちいち一つ一つスタック系統としてやり始めたら大変ですよね。かといって、一番の中心的な

注目している性質であるチョウ目害虫抵抗性と除草剤グルホシネートへの耐性のそこだけを調べ

ればいいのかというと、またそれはそういうものだけでもないだろうと思います。どの辺までを

このような評価書として出してくるのか、そこのひな形みたいなものをある程度示せないかと思

うのですが。 
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○原田座長 

 これから将来的に考えますと、いろんなスタック系統をまた親にしてさらなるスタック系統を

どんどん作出していくという可能性が非常にあると思います。これを開発した方のグループにし

てみれば活用しない手はないわけで、そうするとどこまでこの目的の２つ以外のことを毎回チェ

ックしなければならないか、ということになると思います。 

 

○嶋田委員 

 大変ですよね。 

 

○原田座長 

 調査する内容がどんどん広がっていくわけで、除草剤耐性なら除草剤耐性の点だけちゃんと調

べてもらう。ほかのことは無視というのはちょっと語弊があるかもしれませんが、そこまで要求

することがいいかどうかという問題になってしまうと思うのです。 

 

○林委員 

 本文の18、19ページで一応今までのやり方に準じて比較はなされているわけですね。これだと

３つのトレートについては。それで、これは今までこの総合検討会でスタックを検討したやり方

を踏襲していますし、ですから今までそれでやってきたから、このやり方は不備であるとは思え

ないです。それが１つです。 

 それと、ちょうど御指摘がありましたが、実は欧州共同体(EU)でスタックの申請がこれから

増えてくるので、どのように検討しようかという論文が１つは出ているのです。ベルギーの方が

書いているのですけれども、その考え方は、両親がオーケーされている、オーケーされているも

のについては、これは両親との比較でいいのではないかというような主旨が書いてあります。た

だ、それでいいとは言っていないのですよ。結論は出ていないのですけれども、改めてスタック

そのものを裸にして比較しなさいということは非組換えのスタックもつくらなければならないが、

そういうことまでする必要はないだろうと。 

 

○原田座長 

 実際問題、今おっしゃった非組換えのスタックとはどういうものかという問題も出てきてしま

うわけですね。 

 

○林委員 

 スタックを評価するには、それとの比較でないと本当は比較になりませんね。 

 それで、カルタヘナ議定書のアネックス３で、リスクアセスメントについて書いてあるのです。

それはやはり導入される環境において非組換えのペアレンタルライン(parental line)、あるいは

レシピエントライン(recipient line)との比較においてやりなさいというようなことで、それとの

比較で考えなさいということですから、そうするとスタックのものを、非組換えのスタックを準
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備して評価するということになります。そういうことまで求めることは、親がオーケーされてい

る場合にはそこまでは要らないのではないかというような考え方です。ただ、この前の総合検討

会でナタネが問題になりましたけれども、オーケーされていないような場合にはそれはもう少し

慎重に、だからといってやり直せという意味ではないのですけれども、慎重に考えなければなら

ないかもしれないし、ナタネとかワタのようにＦ１として安定しているものは既に両親がオーケ

ーされているのに準じて、改めてそれを問題にすることはないのではないかと思います。 

 ただ、御指摘のように、これからどんどんスタックの申請が増えますから、もう少し誰かいい

ことをまとめてくれる方がいればお手本になるのですけれど、今どうしようかということで、問

題になっていると思います。 

 

○原田座長 

 一番シンプルなのは親と対比してとおっしゃった場合に、それもどういう項目まで親と対比す

るかということで、例えば目的が除草剤耐性であればそれだけでいいとですね。ほかの生態的特

徴などまで全部調査したら大変なことになると思いますので、個人的には目的としている項目だ

けでいいとは思っているのですけれども。 

 

○林委員 

 そこの問題はあると思いますね。 

 

○原田座長 

 国内の取り決めの中で、我々の手が及ばない取り決めもあるのでしょうから、そことの絡みで

本当に除草剤耐性なら除草剤耐性だけ見ればいいというわけにも法律上いかないところもあるの

ではないかと思うものですから。 

 

○近藤委員 

 スタックについては特に代謝系に影響があるようなものに関しては注意しなければいけないと

いうことで、今回の申請のように除草剤耐性とか、そういうものが何か相互作用があって、除草

剤耐性もスタックにしたら変わってしまうとか、そういうことがあるといけないということでチ

ェックしてもらっているということだと思います。ですから、基本的にそこだけ見ればいいとい

う考え方で初めからスタートしていたと思うんですよ。それ以外のものは見なくていいという考

え方でやっていたと思うのですが、評価書の書き方がそうなっていないので、いろんなことを書

いてきているということで、こちらのまとめでもそうなってしまっている部分があると思うんで

すね。 

 一方で、時々話題になりますけれども、非意図的にスタックができてしまうことが想定されま

す。ナタネみたいなものが野外にできるかもしれないとか、そういうことが問題になっていて、

そういうのをどうしようかとか、輸入されたものにも混入してきている可能性があって、ここで

はスタックは全部審査しなければいけないことになっているので、厳密に言うとだめなのだけれ
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ども、それは現実的ではないのではないかという議論が今出ていて、スタックに対する考え方を

もう１回見直そうという機運にあるような気がするんですよね。 

 ただ、最初に考えた相互作用がないものでつくったスタックに関しては相互作用がないことだ

け見ればいいのではないかということについては、そのままでいいのではないかと思います。そ

れ以上厳しくすることはないと思いますが。 

 

○原田座長 

 でも、評価書はある程度決められた項目に沿って記述しなければならないという、取り決めが

ありますから、嶋田委員がおっしゃったように、親のほうのデータがいっぱい書いてあって、ス

タックそのものについてのデータがないというようなことになってきてしまうので、親のほうも

全部もうオーケーしてあるわけだから、必要ないところは一切何も書かなくていいということに

できてしまえば一番簡単だと思うのですがね。 

 

○近藤委員 

 例えば、親系統に関しては参考資料として後につけて、スタックに必要な部分だけを本文とし

て書くというのはいかがでしょうか。 

 

○嶋田委員 

 それはいいかもしれませんね。 

 

○近藤委員 

 ２、３ページになるかもしれませんけれども、附属資料が多くなるというようなところもあり

ますが。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○小野里委員 

 本来ですと、スタックというのは親系統の性質は要らなくて、もう既に示されているわけです

から。２つが合わさったときにどういう性質が出るか、例えば我々は雑種や交雑を専門に研究し

ていますけれども、雑種強勢といって親と比べてどちらの親にもあり得ないようなもっと強い性

質が現れたり、逆に今度はもっと悪い性質が現れたりするわけですね。 

 ですから、こういうものもある物の性質を獲得していて、それなりに生態系に影響がなくて、

もう１つ特性を獲得することによって、より強力になるということは十分あり得るわけです。親

単独ではそれぞれ問題なくてもですね。それが２つ合わさったときに非常に強力になるというこ

ともあり得るのです。 

 そういうことで、本来はスタックは親系統の性質よりも、スタックになったから親と比べてど
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れだけ違ってきたかというのが評価されるべきだと私は考えています。 

 

○原田座長 

 ですから、何を親と比べるか、項目の数ですよね。 

 

○小野里委員 

 そうですね。今はそれがきちっとできていないから議論になるのですけれども、将来はどうい

う項目について検討していかなければいけないかというのをスタックの申請が増えれば増えるほ

どほど、我々考えていかなければいけないのではないかなというふうに思いますね。 

 

○林委員 

 導入した特性について親を超えることはないということはこれで出ているんです。そこまでは

出ていますね。親とほぼ同じ数字ですよと。 

 

○原田座長 

 でも、小野里委員が言われるのは、目的とした導入遺伝子の活性の違いだけではなくて、交配

した場合にはいろいろな影響が出てくるのを御心配されているのではないかと思います。 

 

○林委員 

 シナジー(synergy)みたいなことが出るというようなことですかね。 

 

○原田座長 

 影響があるのではないかということをおっしゃっています。 

 

○林委員 

 それは可能性としてはもちろんありますよね。 

 

○小野里委員 

 研究の中で雑種を扱っていますと、両親から考えられないほどの性質が現れてくるということ

は時々あるわけですね。このように非常に特化した特性を与えているわけで、それが２つ合わさ

るとそれこそ鬼に金棒ではないですけれども、そういうこともあり得るわけですね。ですから、

スタックにしたから親と比べてどのように性質が変わってきているかというところが本来スタッ

クの一番の評価の中心にならなければいけないのではないかというふうに私は考えています。 

 

○原田座長 

 植物の場合、小野里委員が御研究に使われている材料とは大分違うことは違いますので。 
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○近藤委員 

 組み込んだ遺伝子の性質に関わるところは評価しなければいけないことにしているわけで、関

係ないところはこれは組換えとは関係ないというふうに割り切るしかないのではないですかね。 

 

○小野里委員 

 組み換えた遺伝子に基づく相互作用ですよね。それでどういう性質が現れてくるかというとこ

ろが問題になって、組み換えた遺伝子が全く関わらない性質に関しては特にここで検討する必要

はないかなと思います。 

 

○原田座長 

 では、私が先ほど申し上げたように、例えば除草剤耐性の遺伝子だけが導入されているのであ

れば、除草剤耐性の問題だけを焦点にして比較すればいいということでいかがでしょうか。 

 

○近藤委員 

 除草剤耐性にしても、仕組みがどうかで、例えば代謝に影響を与える可能性があるものに関し

てはそうはいかないことがあって、この評価書でも代謝に影響を与える場合でも基質特異性が高

いということを非常に強調しているわけですね。目的のものしか影響を与えない。ほかの代謝系

には影響を与えないということを調べてもらわないといけないわけで、時々問題になりますよね。

アミノ酸組成が違っているのではないかとか、そういうことを調べてもらった上で、代謝には影

響しないことをいつも確認してもらってわけですから。影響する場合には目的のものにしか影響

はないということを確かめた上でやるということだと思うんですね。そこはただ単にたまたま、

例えば除草剤耐性に関してだけ見ると影響はないということだけでは多分なくて、ほかの代謝系

に対しても影響がある可能性については調べなければいけないのだと思いますけれど。 

 

○小野里委員 

 それがあるから、除草剤耐性の問題だけをチェックしろというのでなくて、いろんな形質の変

化をたくさん調べていますね。それは除草剤耐性という性質を組み込むことによって、ほかの性

質にも影響がないかどうかということをチェックさせているわけですね。 

 

○近藤委員 

 それがないということを確認したもの以外は当然だめなわけですよね。 

 

○小野里委員 

 私は今ここでどうしろというわけではないのですけれども、多分、それこそスタック同士の交

配が増えてくると、今まで予想しないような性質が現れてくる可能性は十分あるので、将来の検

討課題として我々おいおい考えていかなければいけないのではないかというふうに常々思ってい

るのです。 
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○原田座長 

 なかなか難しいですね。事務局のほうでこういうスタックのためのモデルなどが可能であれば

いいのでしょうけれど。 

 

○嶋田委員 

 先ほど林委員がおっしゃった遺伝子組換えによるスタックを評価するのであれば、非組換えの

スタックと比べなければいけないというのは正しい試験だろうと思います。だから、親と比べて

などと評価しても意味がないので、どうするかですよね。 

 

○林委員 

 そのような問題が出てくるので、審査が間に合わないですよね。 

 

○嶋田委員 

 そうなんです。 

 

○林委員 

 スタックはどんどん開発されていますから。それに合わせてこちらからベースラインを整える

ということは実際にできませんから、だから次善の策として素性のはっきりしている親を調べる

ことになります。親を超えるものはない。それをスタックされたものは１つの親に対するものと

同じようなレベルでこのスタックで発現されるであろうということで、ずっと評価されてきてい

ますよね。そういう取り決めになっていると思います。そのやり方では不都合でやめるべきとい

う声はヨーロッパでも出ていません。ただ、一番厳しいＥＵの中でもそういう議論の方向に今い

っていません。ですから、そういうことを言い出すと実現は難しいのです。スタックはどんどん

申請が増えますから。だから、増えるスタックを先取りして、非組換えスタックでを後追いして

いくというようなことは非現実的ですから。 

 

○原田座長 

 そうなんですね。 

 近藤委員がおっしゃるように、代謝系への影響を調べなければならないと思いますけれども、

それもどの範囲までということが当然出てくるわけですね。 

 

○近藤委員 

 もともと親というか、初めの、スタックではないもとのもの、そのもので代謝系に対する影響

を調べていますから、そこでないということを確認したもの同士をかけ合わせているわけですか

ら、それはそれ以上のことは必要ないと思いますね。 
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○原田座長 

 問題がすぐ解決するわけではないですけれども、先ほど最初に嶋田委員がおっしゃったように、

親系統について詳しくいろいろ書いてあって、スタック系統についてあまり書いてないというの

はちょっと妙なところがあるわけですので、それの書き方は工夫する必要があると思います。 

 

○嶋田委員 

 そうですね。 

 

○近藤委員 

 この議論になっている１つの原因はそこだと思います。なぜこんなことがたくさん書いてある

のに肝心のことが書いてないのだという、誰でもそう感じると思います。 

 

○原田座長 

 そう思いますね。 

 

○近藤委員 

 その書き方を変えない限り、一挙にこの議論が終わらないですよね。 

 

○原田座長 

 ですから、親系統に関する記述は、１つは、参考資料のほうに回してしまうというやり方はあ

るかと思いますけれど、今後スタック系統がいっぱい申請されてくると思います。実際問題とし

て総合検討会に上がってくるのは、そうではないものはあまり申請されてこないかもわかりませ

んが。その辺を見ながら議論していかなければならないと思います。 

 ほかに何か御指摘ありますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、問題なきにしもあらずですけれども、次のように取りまとめたいと思います 

申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性

トウモロコシ(Bt11×GA21)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。このよう

にしたいと思いますけれど、御異議ないでしょうか。 

 では、以上のようにさせていただきます。 

 では、事務局の方、申請者に連絡してください。 

 

〈コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシの生物多様性

影響評価について〉 
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○原田座長 

 最後になると思いますけれども、コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモ

ロコシについて検討に移りたいと思います。 

 それでは、資料５に基づいて近藤委員から御報告をお願いします。 

 

○近藤委員 

 内容的にはただいまの４と同様な議論になっていますが、資料５－１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：コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（改変 cry3Aa2，
mEPSPS，Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）（MIR604×GA21，OECD UI : SYN-

IR604-5×MON-00021-9） 

 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、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 シード株式会社 

 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

用規程に従って本スタック系統トウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関す

る申請者による評価内容について検討を行いました。主に確認した事項は以下のとおりです。 

 なお、本スタック系統トウモロコシは、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MIR604）と

除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（GA21）を交配して作出されたものであり、これらの親

系統については、生物多様性影響評価検討会において、個別に、本スタック系統トウモロコシと

同一の第一種使用等をした場合に生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断されています。 

 １ 意図された形質に係る相互作用 

 MIR604 由来の改変 cry3Aa2 遺伝子（コウチュウ目害虫抵抗性遺伝子）がコードする改

変 Cry3Aa2 蛋白質は、コウチュウ目昆虫に対する殺虫活性を有しますが、酵素活性は持た

ないと考えられます。一方、GA21 由来の mEPSPS 遺伝子（グリホサート耐性遺伝子）が

コードする mEPSPS 蛋白質（５-エノール-ピルビルシキミ酸３-リン酸合成酵素）も基質特

異性が高い酵素です。したがって、改変 cry3Aa２遺伝子及び mEPSPS 遺伝子が付与する

形質が相互に影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。 

 なお、本スタック系統ウトウモロコシのコウチュウ目害虫抵抗性については、ウェスタン

コーンルートワームに対する抵抗性検定試験により、また、グリホサート耐性については除

草剤散布試験により、それぞれ発現していることが確認されています。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこと

以外に評価すべき形質の変化はないと考えられます。 

 ２ 競合における優位性 

 トウモロコシは、我が国においても長期の使用経験がありますが、これまでに我が国の自

然環境下で自生した例は報告されていません。本スタック系統トウモロコシは、MIR604 由
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来の改変 cry3Aa2 遺伝子がコードする改変 Cry3Aa2 蛋白質により、コウチュウ目害虫抵抗

性を有するとともに、GA21 由来の mEPSPS 遺伝子がコードする mEPSPS 蛋白質により

グリホサート耐性を有しています。しかし、コウチュウ目害虫による食害は、トウモロコシ

が我が国の自然環境下で生育することを困難にさせる主な要因ではなく、グリホサートが選

択圧になることはないと考えられます。したがって、これらの性質は競合における優位性を

高めるものではなく、本スタック系統トウモロコシが親系統よりも競合において優位になる

ことはないと考えられます。 

 以上より、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 

 本スタック系統トウモロコシは、MIR604 由来の改変 Cry3Aa2 蛋白質及び GA21 由来の

mEPSPS 蛋白質の産生性を併せ持っています。改変 Cry3Aa2 蛋白質はコウチュウ目昆虫に

対する殺虫作用を有しています。しかし、mEPSPS 蛋白質はグリホサート耐性を付与する

ものの、動植物に対する有害物質ではないことが確認されています。また、改変 Cry3Aa2

蛋白質と mEPSPS 蛋白質との相互作用はないと考えられます。したがって、本スタック系

統トウモロコシはこれらの蛋白質を併せ持つとしても、その有害物質の産生性は、親系統が

有する形質を併せたものよりも高まることはないと考えられます。 

 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、本スタック系統トウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に、

生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であると判

断しました。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシについて御報告い

ただきましたけれども、本件について御質問、御意見いただきたいと思います。 

 

○嶋田委員 

 資料５－２の２ページ目の上から３行目、「しかし」というところなんですけれども、「しかし、

コウチュウ目害虫による食害は、トウモロコシが我が国の自然環境下で生育することを困難にさ
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せる主な原因ではなく、グリホサートが選択圧になることはないと考えられる」という、この言

い方は何かおかしいと思います。 

 

○近藤委員 

 つながりませんね。 

 

○嶋田委員 

 実際の評価書を見てみると、20ページから21ページのあたりにそれぞれ別々に「コウチュウ目

昆虫による食害は」というふうにして説明してあり、そしてさらに「グリホサート散布が想定し

にくい」云々と書いてまたそれぞれ書いてあります。それをつなげて、どこかが適当にとれてし

まっています。ですので、何か変な文章になってしまっているので、これはもう一度きちんと直

したほうがいいと思います。 

 

○原田座長 

 ここは修文しないと、非常に妙な文章だと思います。ありがとうございました。 

 

○林委員 

 これはもう１つ、前のトウモロコシでもつながっていません。以前は、嶋田委員がおっしゃっ

たように、「自然条件下で散布が想定されない」云々という文章があって、それで最後につなが

っているんですね。 

 ところが、たしかどなたかの御指摘があって、ここのことは書かなくてもいいのではないかと

いう御指摘があったので、自然条件下で散布することが想定されないということが抜けたんです

ね。事務局はおそらく意識的にそれを落としたと思うんです。そのまま通してきたので、つなが

りが悪くなっている、という経緯があると思うんですよ。 

 私は、問題がなければ何も申し上げないと思ったのですけれども、嶋田委員がおっしゃったの

で、つながりから言えば、三段論法で言えば、自然条件下で散布される想定がないからというこ

とを入れればわかりやすくなります。この文言は以前から使っています。前回指摘されて、削除

されたと思います。だから、やっぱりこれは差し支えなければ入れて、本文も修正したほうが良

いと思います。それから、農作物分科会の概要ですか、こちらのほうも同様の文言を入れたほう

がわかりやすいと思いますけれどね。 

 

○嶋田委員 

 どうしても三段論法が崩れていますね。 

 

○林委員 

 そうなんです。抜けているんですよ。 
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○嶋田委員 

 間が抜けていますね。 

 

○近藤委員 

 抜けていてもわかるからいいかなと思いまして。 

 

○嶋田委員 

 知っている人はわかるのですけれど、やはり公開されたときに変だというふうになりますよね。 

 

○近藤委員 

 確かに文章は変ですね。 

 

○原田座長 

 では、そのように修文をお願いしたいと思います。 

 今、表現の問題が出たので、小さいことですけれども、資料５－１の１ページ目の下から８行

目の終わりから「ウェスタン・コーン・ルートワーム」と書いてあるんですけれども、これは

「ウェスタン」の後に点があって、「コーン」の後に点があるのですけれども、前のは「ヨーロ

ピアンコーンボーラー」と片仮名がずっと続いて、１語になっているんですけれどもね。小さい

ことですけれども、統一性からいって、片仮名をあまり続けてしまうというのもちょっと問題で

はないかと思いますので、今までの表記と照らし合わせて、できるだけ統一するようにしていた

だきたいと思います。 

 

○近藤委員 

 前は英語で書いてあったのですが、いつから変わったのでしょうか。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○近藤委員 

 変わったときに統一しなかったのですよね。 

 

○原田座長 

 片仮名だとちょうどこの２つ、両極端の例が出てきてしまったので。 

 

○嶋田委員 

 こうやって見ると何か奇妙ですよね。 
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○原田座長 

 片方は、「ヨーロピアン」でしょう。点（・）が入っていなくて、こっちは「ウェスタン」で

点（・）が入っているんですね。「コーン」も同じなんですけれどね。また、片方は点（・）が

入っていて、もう１つの方は入っていません。小さいことですけれども、今後もいっぱい出てく

ると思いますので、どっちかに統一するようにしてもらえたらいいと思います。片仮名の表記の

ルールがあるのかどうか、私もよく知らないのですけれども。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 点（・）がなくてもわかるかと思いますので、点（・）をとってしまうということにしたいと

思います。 

 

○嶋田委員 

 このぐらいの長さだったら点（・）とってしまえばいいと思いますが、もう少し長くなってく

るとだんだん発音できないとかいう感じになってしまうと思います。 

 

○近藤委員 

 確かに、このぐらいの長さだと点があると違和感がありますね。 

 

○原田座長 

 それでは、修正してください。どちらでもいいです。私はどちらでも違和感があるのですけれ

ども。 

 それで、これは全体的には１、２、３、４と項目を立てて書かれているので、１は重要なこと

ですからいいのですけれども、先ほどの議論から考えますと、２と３のところは、親のほうが問

題なかったからスタック系統も問題ないだろうというような、一言で言えばそういう表現になっ

ているわけですよね。 

 

○高木委員 

 先ほどからの議論を伺っていると、スタックについては、今の１の「意図された形質に係る相

互作用」だけでいいんですよね。１を非常にしっかりむしろやってもらって、先ほどおっしゃっ

たように代謝系も全部１に入ってくるわけですね。代謝系とかインターラクション(interaction)

がですね。１を非常にしっかり評価してもらって、むしろあとは要らないとしたほうが、めりは

りがついていいのかなという気がしますね。 

 

○原田座長 

 ２の「競合における優位性」と３の「有害物質の産生性」のところも苦心して書かれていると

思いますが、要は一言で言うと、親のほうが問題ないからスタック系統、問題ないというような

結論じみたことになっているので、今、急に変えるわけにいかないと思いますけれども。 
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○高木委員 

 「親系統が有する形質を併せ持つこと以外に」というところが大事なので、併せ持つこと以外

に予期せぬ、例えば代謝系などに何かがあるといけないということを一生懸命研究してもらいた

いですね。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○高木委員 

 そこのところが何となくあまりにさらっとしていますよね。 

 ですから、ここを非常に強調した評価書にしていただきたいような気がします。 

 トリプトファン(tryptophan)の含量を上げるとか脂肪酸組成を変えるとかというのが出てきて

いますから、そういうときにはどうしてもスタックは非常に重要な検討をしなければいけないこ

とがたくさん出てくるのではないかと思います。 

 

○原田座長 

 ２の競合における優位性と３の有害物質の産生性のところはどっちかというと推論なんですよ

ね。これは本当に詳しいデータを積み上げてというような、先ほどから議論があったように、コ

ントロールは何かということになってですね。 

 でも、急に変えるわけにはいかないと思いますので、先ほどの意味がとりにくいところはぜひ

修文していただかなければならないですけれど、ほかはよろしいでしょうか。あとは御指摘ござ

いませんでしょうか。 

 これからスタック系統の申請が多くなってくるので、ちょっと表現の仕方についての悩みは多

いと思うのですけれど、毎回同じ議論を繰り返すわけにもいかないので、どこかでこのようなま

とめ方にしようというモデルをつくることになるのではないかという気がします。 

 

○近藤委員 

 事務局の方々はある程度の期間で異動するので、同じ議論を何度もということはないのかもし

れませんが、我々は何度もという感じで、定期的のような感じです。やはりこれは書き方を変え

ない限りはいつまでもこうなるのではないかと思っています。抵抗感があるというのはわかるの

ですけれども。事務局としては一旦決められた書式を変えるというのはえらい大変なことだと察

しはつくのですけれども。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 農作物分科会における検討の結果については、どこかに書き方が明確にこのようにしなければ

いけないというふうになっているわけではないので、こちらを変えるということについては委員

の御意見を踏まえて変えるということは特に問題はないかと思いますが、評価書の書き方になる
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と、局長通知や告示などの法令によって定まっているものですので、なかなか工夫の余地という

のもあまりないのです。 

 

○原田座長 

 評価書に関しては、先ほど近藤委員から御提案があったように、親系統のほうの細かいことは

参考資料とか、あるいは何か別にして評価書の後ろにまとめてしまうというのも難しいですか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 そうですね、ちょっと検討させていただきます。 

 

○原田座長 

 今すぐ御返事はなくていいのですけれども、検討課題として、もし項目が全部あることが必要

であれば、項目の数は変えなくて、残しておいて、ただ後ろの参考資料なり何なりに持っていけ

るようなものがあればそれも１つの手ではないかとは思うのですけれども。 

 

○近藤委員 

 スタック系統の考え方そのものも多分議論しなければいけないのだろうと思いますが、その議

論によってはスタック系統については基本的にはあまり議論しないということにしてしまってで

すね。ただ、問題点は当然あるので、そこの部分は議論しなければいけないので、プラスアルフ

ァの部分はきちんと書きます。それを例えば最初に持ってきて、２、３枚になって、そして、今、

参考資料と言っているところを一応本文の中に入れてしまってですね。ただ、改めて書くのでは

なくて、前の記述をそのまま利用して作成するということにするとか、何か提出する書類の形を

考えたらいかがでしょうかね。結局同じことを書いているんですよね。 

 

○原田座長 

 そうなんですね。 

 

○近藤委員 

 全く意味がないんですよね。 

 

○小野里委員 

 私は、調査項目は特に変える必要はないというふうに思っています。スタック組換え体を新た

な組換え体としてそれぞれの項目について調べれば、それ以上の必要は必ずしも私はないと思う

んですね。 

 スタックがＡとＢとあって、それが１足す１、それぞれの性質がそのまま現れているというだ

けではないという観点に立って、それぞれの項目について新しくできた生物がどうなのかという

ことを調べれば、それ以上の必要はないと思います。 
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○近藤委員 

 それに関してはやらないことになったのですよ。 

 

○小野里委員 

 ただ、今言ったように、前から私はそれは非常に疑問に思っているのですけれども、そういう

２つのものを併せ持ったときに、１足す１、それぞれの性質がただ現れるだけとは限らないわけ

ですよね。そこがスタック生物の一番大事なところと思います。もし、もとの生物のただ合わさ

っただけのものであれば、必ずしもスタック生物を１つの組換え体として申請する必要がなくな

ってくると思うんです。親が認められているので。 

 

○嶋田委員 

 その場合にコントロールは何かということになるんですよ。要するにコントロールは例えば非

組換え体であっても雑種強勢というのは起こるのですから、だとすると、先ほど林委員がおっし

ゃったように、非組換え体でスタックをつくって、それと組換え体のスタックとで比べるという

のが本来のやり方なのですけれども、そうすると両方でヘテロシス、雑種強勢は非組換え体であ

っても組換え体であってもちゃんと出ますから、その中で遺伝的な遺伝子組換えをした分の効果

がどれだけなのかというのをそこで見るわけですね。ですので、雑種強勢だけを見ればいいとい

うものではなくて、コントロールが非組換え体のスタックをつくってという、その問題がものす

ごく面倒くさいことを本当にやるのかという、そこだと思うんですよね。ですから、それが一番

王道なのだろうとは思いますが、それを言い始めたら、これからのスタック系統に対しては対応

できないような、あるいは業者のほうだってそれでは幾ら何でもせっかくの遺伝子組換え作物の

有効性とか、そういうふうなものが結局はスタック系統をつくろうとすると途端に全部すべて無

駄になってしまうような、そういう話になってしまうので、そうすると、本当に１つの遺伝子で

組み換えするだけというのも、それだと幾ら何でも難しいような気がしますね。妨げるところが

多過ぎるような気がします。 

 

○近藤委員 

 せっかくのできたのを交雑して、新しくつくるということの関連性がなくなってしまって、そ

れで結局全部同時にすべて導入してつくるのと同じになってしまうのですよ。全部すべて改めて

やらなければいけないということになると、かけ合わせてつくるということのメリットが何もな

くなってしまうんですね。 

 

○嶋田委員 

 メリットが何もなくなるわけですね。そういうことなんです。 

 

○原田座長 

 ですから、スタック系統をつくる１つのメリットは、例えば除草剤耐性のものと害虫抵抗性の
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もの、それをかけ合わせて両方持ったのをつくるというのは１つのメリットなのです。 

 

○近藤委員 

 交雑して何かつくることに関しては従来と同じなので、それを新たな規制を設けないという考

え方だと思うんですよね。それを組換え体だから全く別の考え方で従来の育種方法は認めないみ

たいな、組換え体であるがゆえにすべて厳しくするということになってしまうので、それはこれ

までの育種の考え方を否定しているような感じがするのですけれども。 

 

○小野里委員 

 現在は複数の遺伝子を同時に組み込んで１つの組換え体をつくって、総合検討会へ申請されて

きますね。その場合にはそれを新たな生物としてここに必要とされる項目について調査して、そ

して多様性に問題ないという形で申請が出てくるわけです。スタックの場合も全く同じ考え方で

私はいいのではないかなというふうに思っているのですけれども。 

 ですから、考え方によってはある組換え体にもう１つ別な遺伝子を組み込んだのと同じことに

なるわけですね。新たな組換え体というふうにも言えると思います。特に交雑して遺伝子が組み

換わって同一染色体上に入ったりすれば、これは２つの遺伝子を同時に入れたのと全く同じにな

るわけですね。 

 ですから、基本的にはそんなに面倒とは思わないのですけれども、ただ、この性質とこの性質

が加わっただけだという形で出てくればいいのですが、そのほかにもしその２つが組み合わさっ

たことによって今まで予想できないものが出てきたときに、それが環境に影響があるかどうかと

いうことを改めて検討するということになるのではないかなというふうに思うんですけれどね。 

 

○原田座長 

 やはり根本的には何が真の対照になるかということで、今まで普通の申請書が上がってきたと

きに、データを見ながら、林委員がよくおっしゃっていたのですけれども、対照の非組換え体、

スタックではない場合は大体あるわけですよ。例えば種をなくしてしまったとかというときは別

ですけれども、その間で比べたデータが必要だということをおっしゃるのですが、それはそのと

おりなのですけれども、スタックの場合はそう簡単にいかないわけですよ。そこが問題です。 

 

○林委員 

 それと、今まで小野里委員がおっしゃるような可能性がないとは言いませんけれども、先ほど

近藤委員がおっしゃったように、これからいろいろな機能性を導入したスタックが申請されたと

きには代謝関係でもっと慎重にチェックすべきということですが、それはわかりますけれども、

今までスタックになってきているものが、本当に新たな性質が出たというものは科学的文献には

出ていません。 

 ですから、それを言うならば、ピアレビュー(peer review)をされた文献に基づいてここをこ

う直しなさいということにすればわかると思います。しかし、スタックが両親の性質を超える可
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能性はあります。それは否定しませんが、だからといって、コントロールがとりにくいコントロ

ーラーで比較をしろということまでは、それはできないです。難しいからそこまではやっていま

せん。ほかの国もです。日本だけではないのです。そこのところを御理解いただきたいと思いま

す。 

 

○原田座長 

 組換え体だけではなく、普通の育種でＡとＢを交配したらば、どんな不測の事態が起こるかも

しれません。そういうことは 100％否定はできないですよね、でも、そういうことと同じで、今

まで別に、だからといって、交配育種を禁じるとか、チェックしなさいとかということは一切行

われていないわけですから、スタック系統の場合も私は特別視する必要はないと思います。そう

でないと、今までの交配育種にいちいち同じ危険性があるということを考慮しなさいということ

になってしまいます。それももちろん毒性を持っているということがはっきりしている場合は特

別ですけれども。そうではない場合は別に、可能性は否定できないでしょうけれども、普通は考

えないのと同じように考えていいと私は思っています。 

 

○小野里委員 

 実は進化の過程で２つの全く異なる種が交雑を起こして、そして新たな種になります。実はそ

れは雑種強勢があって、ほかの従来の種よりも強くて、そういうものが進化の過程で淘汰されて

残されてきているものですから、現存している種の植物の場合、顕花植物の場合、８割から９割

は交雑由来なんですね。それは自然でそういうふうにされてきて、従来の植物を駆逐していって、

今ある植物があるわけです。 

 そういう形で、２つの種というか、こういう２つのイベントが合成されたとき、今までにない、

１プラス１で考えられないような性質が出てくる。あるいは１プラス１だけであっても、従来の

考えられるものに比べてうんと優れたものが出てくる。あるいは強いものが出てくるという可能

性は十分あるので、単にこういうスタック生物を１つの組換え体として、そしてここに掲げられ

ているような項目について調査して特に問題がないかどうかをチェックすればいいわけですね。 

 

○嶋田委員 

 ですから、要するに小野里委員は、もし仮に母系の作物が非組換え体の状態の母系のその作物

が全く同じものの系統で、そこに遺伝子組換えだけで入れるというものであれば、そこのところ

だけを見れば確かにいいように思うでしょう。ですけど、多くの場合は、例えば会社が違ったり

してくると、同じトウモロコシでも母系統がそれぞれ違う状態で、それでさらに遺伝子組換えを

して、それでスタックをつくるわけですね。ということは、母系統の遺伝子組換えとは違うよう

な、いわゆる非組換えの状態での交雑もあるわけですよ。そうすると、それによる雑種強勢とい

う部分もあるわけですから、だとしたら、非組換え体のスタックもつくらなければいけないとい

うことになるわけです。そうなると、例えば仮にスタックが３つの母系統と、そこに遺伝子を組

み込んだそういうふうなものとのスタックの合体のようなものになっていたりしたら、全部の非
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組換え体の系統のものと比べて、それをコントロールとしてやりなさいよとなると、それは大変

なことになるんですよ。例えばトウモロコシが全部１つの母系統だけで、あと、遺伝子組換えだ

けをやっているのだったら話は楽なんです。私は小野里委員が考えているのは、そのようなイメ

ージを多分持っていらっしゃるのだろうと思いますけれど、実際はそうではなくて、非組換えの

作物のいわゆるトウモロコシとか、あるいはワタとかというようなものそのものは実は母系統が

全然違ったりするものをかけ合わせてやっているわけですね。だから、すごくコントロールをと

るのが難しいという、そういう問題です。 

 

○近藤委員 

 今の話は、現在認めているのは、組み換えたものを認めていて、トウモロコシなどつくるとき、

かける相手側は何でもいいことにしているのですね。そうすると、今の話だとかける相手が違っ

たら全部やり直しなさいという話になってしまうんですよね。ですから、今のスタックではない、

もとの親のほうも全部それをやらなければいけないということは不可能になるわけですね。親の

ほうも認められないという話になってしまうんですよね。 

 

○原田座長 

 ですから、今の制度では、片方が組換え体で、片方が非組換え体で育種に使った場合、その子

どもは一切チェックしなくていいことになっているわけですよ。というのは、組換え体のほうは

正式に認められている場合はですね。片方は非組換え体であれば、その子どもは一切別に申請す

る必要は全くないわけですから、小さな可能性の議論を進めていくと、それまで何が起こるかわ

からないからチェックしなさいということになってしまうわけですよ。 

 

○嶋田委員 

 そうすると、例えば、それこそリンゴやナシのように、非組換えで育種を行っているような、

普通の交雑育種もすべて予期しない変異が起こるかもしれないので、全部チェックしろなんてい

うことになったら、それは農業がそもそも成立できないということになると思います。 

 

○原田座長 

 私は最初にスタック系統をチェックしなさい、申請して審査しないさいという話になったとき

に、片方が組換え体で認可されていて、片方は非組換え体で、その子どもまで審査しなさいとい

うなら、まだ少し意味があるかなと思ったんですけれど、それは一切申請もする必要もないし、

審査もしないわけですよ。ですから、スタック系統をあまり厳しくするというのは問題なんです

よね。今、国際的にはどうかは知りませんが、一般的にはスタック系統の審査はできるだけ軽減

するというような方向でしょう。 

 

○林委員 

 さかのぼって全部非組換えのスタックの正しいチェックをしなさいという方向の議論にはなっ
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ていません。そういうことを言ったら、これからスタックの申請がどんどん増えますから。だか

ら、そういう方向でそういうような組換え体の作出を阻むようなことは避けたいというのはヨー

ロッパだってそういう議論はあります。 

 ただ、近藤委員がおっしゃったように、これから機能性を導入した組換え体の申請が増えます

よね。そのスタックについては慎重に考えましょうという議論はあります。 

 

○原田座長 

 でも、機能性が非常に変わった組換え体があって、それが認可されていて、片や、非組換え体

と交配してやれば、その子どもはやはり申請する必要もないし、審査も必要ないわけですよ。 

 

○高木委員 

 それは代謝系が特に変化することを期待できないわけですから、だから審査する必要がないの

ではないですか。 

 

○原田座長 

 でも、絶対に変化しないとは言えないわけですよね。 

 

○高木委員 

 そうではなくて、例えば、こちらはトリプトファンの含量を上げたと。こちらはロイシンの含

量を上げたと。それをかけ合わせたときに、それぞれがオーケーだから、かけ合わせたものはオ

ーケーかというと、やはり何らかの、例えば代謝産物、メタボローム(metabolom)をチェックす

るとか、そういうようなことは当然必要になってくると思います。 

 

○嶋田委員 

 やはり近藤委員がおっしゃるように、代謝をいじるもので、なおかつ、しかも機能性がかなり

似たもの同士をスタックでかけ合わせるというような場合にはやっぱり注意したほうがいいと思

います。 

 

○高木委員 

 そうなんです。それは非常に注意する必要があると思います。 

 ただ、文章で言うと、先ほどの農作物分科会の検討の結果で１の「意図された形質に係る相互

作用」でいいんですよね。１、２、３、４、５とあるけれども。 

 １をしっかりやってくれれば、それから敢えてつけ加えると、両方からの DNA が安定して保

存されて、そこの間で組換えなどがどんどん起きるようなことはないということさえしっかり検

討しておいていただければ、あとはメタボライト(metabolite)の相互作用ということで評価書を

審査すればいいのではないかと思います。 
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○原田座長 

 どうしても書かなければならないということになれば、２、３あたりはごく簡単に書くという

ことでしょうか。 

 

○高木委員 

 これは書く意味がないと思います。 

 

○小野里委員 

 私も基本的には全く同じ意見です。 

 

○林委員 

 ただ、農作物分科会の検討の結果だけで動いてしまうことがありますから、生物多様性、特に

見たものはこの３つの、相互作用がないということはもちろんですけれども、競合における優位

性、有害物質の産生性と交雑性を見まして、こうですよということは書かないと、１枚の資料だ

けでは完結しないと思います。すべて、ある程度ここに書かなければならないと思いますね。高

木委員は意味がないとおっしゃるけれども、私は意味あると思うのですけれども。 

 

○高木委員 

 いいえ、それがさっきお話があったように、評価書に参考資料として親が両方の情報がポンと

あれば、あとは１の「意図された形質に係る相互作用」さえあればよいのではないかと思います。 

 

○林委員 

 評価書の参考資料は非公表なんですよ。 

 

○高木委員 

 てすから、それはスタック特有のフォームということになると思いますけれどね。 

 

○林委員 

 おっしゃるとおりだと思うんですよ。 

 

○高木委員 

 何も書いてないというと問題かもしれませんけれど、ただ、いかにも形式的かなという気がし

ます。 

 

 

○原田座長 

 項目は残して、最低必要なことは書くということでしょうかね。 
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○嶋田委員 

 「農作物分科会における検討の結果」は公表されるものなので、やはり社会に対して責任を負

うということの宣言ですよね。ですので、例えそれが、書いてないとやはりおかしくて、きちん

と書いてある。しかし、当然のことながらさきほど言ったようなコントロールをつくるのは大変

なことなので、ロジカルには本当はきちんと、100％バイオアッセイをできるものではないのだ

けれども、ベストな書き方にして書かないとしようがないというふうに思いますね。それはやっ

ぱり社会に対しての責任だろうと思います。 

 

○原田座長 

 大体御意見は出そろったと思いますが、武田委員、何か御意見はありますでしょうか。 

 

○武田委員 

 アグロノミー(agronomy)とかそういう話ではなくて、御出席のお役人さんも半分は環境省か

らいらっしゃっているわけでしょう。ですから、生物多様性影響評価というそのことが前にある

のだから、我々アグロノミスト(agronomist)としていろいろ問題を感じていることとはちょっと

違うディメンジョン(dimension)なんですよね。だから、私はあくまでここで与えられている職

務は何かということで常に発言しているつもりですので。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、この辺で一応議論は打ち切ってよろしいでしょうか。これをまた繰り返さないため

には何かもうちょっと工夫が必要だと思うのですけれども。 

 

○近藤委員 

 もともとはアレルゲンと書くか、書かないかという話があったと思うのですけれども、そこに

ついてはあまり議論がなくて、変わってしまったのですけれども。 

 

○原田座長 

 おっしゃるとおりですけれども。 

 

○嶋田委員 

 これは食品の安全性のほうできちんとやるわけですからね。 

 

○原田座長 

 ええ、やると思います。 
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○小野里委員 

 ただ、ほとんどはここでの評価書には書いてあるんですね。農作物分科会の検討結果には書い

てある。必要ないということであれば、でも、アレルギーというのは、先ほどもちょっと申し上

げましたけれども、哺乳類、ほかの動物に対しても、人間に対するアレルゲンというのはしばし

ばアレルゲンになるわけですよね。ですから、私はヒトを代表として野生動物に対するアレルゲ

ンというふうに一応解釈して読んでいるわけです。サルが涙を流したり、痒がったりしているの

はたくさんありますけれども、あれもヒトと同じようにアレルゲンが動物に対してもアレルギー

を起こすということで読んでいます。 

 

○原田座長 

 先ほどの御意見ですと、農作物分科会の検討の結果には書かなくてもいいのではないかという

方が多かったような気がしますので、近藤委員が報告された農作物分科会の検討の結果のとおり、

別に今後検討しないわけではないですけれども、今回はこのとおりにしたいと思いますが。 

 

○小野里委員 

 要するにスタックはあくまでも相互作用というか、相加作用というか、いろんな環境ホルモン

にしても、１つであれば、１つそれぞれ単独であれば問題ないけれども、２つ合わさると非常に

大きな問題を起こすという、それをいつも生物多様性に与える影響として頭に置いておかなけれ

ばいけないということを私は指摘したいのです。 

 

○近藤委員 

 農作物分科会では特に決まったフォーマットとか、スタックだからこれを気にしなければいけ

ないということでは必ずしもなくて、こういうものだったらこういうことが起こるのではないか

という、委員が気づいたことはみんな議論しています。ですから、それほど心配されるような状

況で議論しているわけではなくて、ここに出てくるものだけ見ますと、何も議論していないよう

に見えるのですが、それはほとんど議論していると思っています。 

 

○小野里委員 

 これまでのところそれほど問題になると思わないのですれけれど、これからいろいろなものが

合わさってくると、やはり考えなければいけないときが必ず私はくると思っています。 

 

○嶋田委員 

 実際、花粉症のそういったエピトープを入れたような、前回の総合検討会で議論した遺伝子組

換えのイネのような案件で出てきたことはあったと思いますけれど、そのときにはかなりきちん

とアレルゲンに関しては議論しましたね。だからといって、すべての案件で全部アレルゲンにな

っているのかどうかということを全部チェックしなければいけないというと、そうではないと思

います。 
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○原田座長 

 それはもし議論するとしたら、食品のほうの委員会だと思います。 

 

○高木委員 

 コンピュータ上で配列を検索してやっているわけですね。だから、アレルゲンになるエピトー

プの構造というのは従来わかっているものについては、それはないということは一応書いてあり

ます。 

 

○原田座長 

 よろしいでしょうか。 

 議論は随分長引きましたけれども、結論としては、今日のほかの３件と同じように、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ということにしたいと思いますけれど、よろしいでしょうか。 

 では、以上のようにさせていただいて、事務局の方、申請者に伝えてください。 

 これをもちまして第１の議題は終わったと思います。 

 

（２）その他 

 

○原田座長 

 議事の２はその他となっていますけれども、何か事務局のほうでございますか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の検討会についてですけれども、現時点では未定ですが、決定次第、また日程を御連絡さ

せていただきますので、今度ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○原田座長 

 宿題は残りましたけれども、時間も大分オーバーしましたので、今日の議事はこれで終了した

いと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

○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ありがとうございました。 

 これ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 


