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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１０月４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。 

 嶋田委員は、まだお見えになっていませんが、しばらくしたらお見えになるのではないかと思

います。 

本日は御多忙のところお集まりいただきましてまことにありがとうございます。 

 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。 

 

〈挨     拶〉 

 

○横田技術安全課長 

 技術安全課長の横田です。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございま

す。 

 いつも私の挨拶の中で最新のトピックをお話しておりますが、今日はお手元に簡単な最近のト

ピックをお配りしております。ちょうど先週９月25日にGMOに関する大規模なコミュニケーシ

ョン会議を行いました。この資料にございますとおり、明治大学の北野先生をコーディネーター

にお迎えしまして、消費者団体、生産者団体、学識経験者、これらの皆様方にパネリストをお願

いして意見交換、会場との意見交換も含めて行いました。 

簡単に翌日の日本農業新聞の１面で記事になっておりますけれども、当日の主な議論といたし

ましては、やはりまだ不安感はありますと。遺伝子組換えについては技術は理解しても、なかな

かまだそれを受けとめるというところにはいってないんだと。技術自体受け入れることはできて

も、やはり実際に今度は購入するというときには選択の自由というのは保障されるべきであろう

という意見もございましたし、理解を促していただくためにももう少しきめ細かに、かつわかり

やすい情報提供をしてほしいというお声がたくさん出ておりました。 

生産者の方々からは、消費者に受け入れられるのであれば自分たちは作りたいと。ただ、なか

なか今は受け入れられないので、自分たちはやはり経営者なのでなかなか作るのが難しいという

側面がありますという御意見もございました。中には、いつまでも我が国が遺伝子組換えが嫌だ

と言っていられるんでしょうかと。特にこの食料問題とかエネルギー問題を踏まえて、きちんと

メリット、デメリットを議論して、今現在も当然ですけれども、将来に向けてこの遺伝子組換え
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技術とどのようにつき合っていくんだという形できちんと議論を進めて行くべきだという意見も

ございました。これからまさにこのようなコミュニケーションを活性化していきたいと思ってお

ります。 

この９月に第１回目のコミュニケーションを行いまして、次回は来年１月にまた同じような形

で行おうと思っております。今回は350名以上の方に参加していただきました。当初200名ぐらい

を想定しておりましたが、かなり応募が多かったものですから、会場の机を取り払いました。で

きるだけ大勢の方に参加してもらおうということで、350名受け付けたのですが、それでも要望

の方はもっと多くて、中には、多いところには３名以上のところには２名以下にしてほしいとい

う形で絞っていただきました。その上での350名ということでは、多くの方々にいろんな立場か

ら意見を言っていただいて、その中でパネリストを中心にしてコミュニケーションができたとい

うのは、私どもとしても大きな成果だと思っています。 

今後も、このような形で大きなコミュニケーションとか小さなコミュニケーションを進めてい

き、いろいろな御意見を踏まえて私どもの政策に生かしていきたいと思っています。その中で、

生物多様性影響の評価というこの検討会の立場は非常に重要なものになると思っておりますので、

今日もよろしく御審議のほどお願いします。 

 

〈配付資料の確認〉 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、議事に入ります前に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 一番上に議事次第がございまして、その次に座席表がございます。その次に配付資料一覧がご

ざいますので、これに基づきまして確認していただければと存じます。まず資料１がございまし

て、その次が資料２－１、その次が資料２－２、その次が資料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、その次が資料５－２、その次が

資料６－１、その次が資料６－２、それ以降が参考資料になりまして、参考資料の１、参考資料

の２、参考資料の３となっております。資料としましては以上でございますが、不足している資

料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、まず参考資料の１から３について御説明させていただきます。参考資料の１は、す

でに承認された農作物一覧でございます。前回７月26日に開催された総合検討会以降に新たに加

わったものを紹介させていただきますと、３ページ目にセイヨウナタネの欄が上のほうにありま

すけれども、そのセイヨウナタネの６、７、８が８月23日に承認になっております。これら３件

は経過措置案件でありました。これ以外に２件ありまして、６ページ目の一番上のところにトウ

モロコシの欄がございます。トウモロコシの33と34、こちらも８月23日に承認がおりておりまし

て、前回の総合検討会からですとそれらの５件が新たに承認されているものでございます。 

 次に、参考資料の２でございます。こちらはいわゆる経過措置案件の一覧ですけれども、先ほ

ど申し上げましたようにセイヨウナタネの経過措置案件３件が承認されましたので、その３件分

がこの参考資料２の表から落ちたということでございます。 
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 次が参考資料の３でございます。総合検討会において了承いただきましてまだ審査中の案件の

一覧でございますけれども、これら６件につきましては既にパブリックコメントまで終了してお

りますけれども、まだ食品や飼料の安全性の確認が未了なものと、また、こちらで作業をしてい

るものもございまして、これら６件についてはまだ審査中ということになっております。 

 参考資料の１から３につきましては以上でございます。 

 傍聴の方々には、「傍聴される方への留意事項」というものを配付させていただいております

けれども、そちらの方を守っていただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の議事進行につきましては原田座長にお願いします。 

 

〈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 

 

○原田座長 

 まず、議事の１番目ですが、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。 

 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よりご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

からご説明いただきます。その後に、個々の申請案件について委員の皆様で検討をし、意見を集

約したいと思っております。その後に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。 

 本日御審議いただく案件は、こちらにございます５件でございます。フラボノイド生合成経路

を改変したバラ、これが２件ございます。さらに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(TC6275)、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(MON89034)、除草剤グリホサ

ート耐性ダイズ(MON89788)の合計５件でございまして、使用等の内容につきましては、バラ

の２件につきましては「切り花の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、残りの３件につきましては、いずれも「食用ま

たは飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行

為」となっております。 

 これまでの検討状況につきましては、これらの５件とも農作物分科会におきまして６月と９月

に２回ご審議いただきまして、本日総合検討会に初めてかかるというものでございます。 
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 これまでの承認等の状況につきましては、カルタヘナ法に基づきまして５件とも隔離ほ場での

栽培の承認がおりておりまして、その試験の結果に基づきまして、また申請が上がってきたとい

うものでございます。 

 以上でございます。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず２件のフラボノイド生合成経路を改変したバラについて、２件とも同様の申請

書ですのでまとめて検討したいと思います。 

 それでは、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及び３に基づいて御

報告をお願いいたします。 

 

〈フラボノイド生合成経路を改変したバラ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に基づいて御報告をしたいと思います。続けて、資料３－１のほうは資

料２－１と違う部分だけを御報告させていただきます。 

名称：フラボノイド生合成経路を改変したバラ(F3´5´H, 5AT, Rosa hybrida) 
(WKS82/130-4-1,OECD UI:IFD-52401-4) 

 第一種使用等の内容：切り花の用に供するための使用、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バラ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 

 本組換えバラ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pSPB130に

由来するF3´5´H（フラボノイド3´,5´-水酸化酵素）遺伝子及び5AT（アントシアニン5-アシ

ル基転移酵素）遺伝子は、本組換えバラの花弁、葉及び茎のゲノム中の4箇所に移入されて

いることがサザンブロット分析の結果から示唆されています。また、移入された核酸の周辺

配列の解析からは、複数コピーが隣接して存在していることを示す結果は得られておらず、

導入遺伝子は離れて存在するものと考えられます。 

 なお、花粉及び根からは移入された核酸は検出されておらず、表皮細胞層を形成するＬ1

層のみに導入遺伝子が存在するキメラ植物であることが示されています。 

また、移入されたF3´5´H遺伝子及び5AT遺伝子が栄養増殖で得られた複数個体において安

定して発現していることがノーザンブロット分析及び花色の安定性により確認されています。 

 ２ 競合における優位性 
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 宿主が属する生物種であるバラ（Rosa hybrida、以下「園芸種」という。）は、我が国

において長期にわたり栽培されていますが、園芸種が逸出して自然条件下で成育している例

は報告されていません。 

 本組換えバラは、導入遺伝子の発現の結果、青から紫色を呈するアントシアニンであるデ

ルフィニジン及びミリセチンを花弁及び葉において生成していますが、特定網室及び隔離ほ

場での試験では、花弁数に宿主との有意差が認められたが、このほかの形態及び成育特性に

宿主との差異は認められませんでした。また、デルフィニジン及びミリセチンの産生は、競

合における優位な性質であるとは考えにくいです。 

 また、本組換えバラでは花弁に蓄積される青紫色の色素により花色が変化していますが、

これまで交雑育種法で作出されたさまざまな花色の園芸種において花色の変化により訪花昆

虫相が変化したという報告はありません。隔離ほ場において訪花昆虫相を調査しましたが、

本組換えバラについては青紫色に変化した花色により訪花昆虫の数や種類に影響を及ぼすこ

とはほとんどありませんでした。さらに、香りも訪花行動に重要な要素ですが、分析の結果、

宿主との差異は認められませんでした。 

 これらのことから、本組換えバラの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 

 宿主が属する生物種である園芸種について、周辺の野生動植物等の成育や生息に影響を及

ぼす物質を産生するという報告はありません。 

 本組換えバラは、デルフィニジン及びミリセチンを生成するが、デルフィニジン及びミリ

セチンが有害物質であるという報告はありません。また、隔離ほ場における有害物質（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及

び植物体が内部に有し、枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性の調査として、

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、いずれの試験でも宿主と

の間で有意差は認められていません。 

 F3´5´H蛋白質及び5AT蛋白質は、アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のアレルゲン

との相同性は認められていません。 

これらのことから、本組換えバラの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 

（１）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

園芸種はバラ属の近縁野生種（以下「野生種」とします。）と交雑可能であり、我

が国に自生している10種と6変種が交雑の可能性のある野生植物として特定されました。 

（２）影響の具体的内容の評価 

 本組換え体と上記で特定した野生種が交雑した場合、交雑種が野生種に置き換わる
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可能性や、本組換え体に移入された核酸が野生種に伝達され、フラボノイド生合成経

路が改変され、野生種の花色や葉色及び各種ストレス耐性関連形質等が変化する可能

性が考えられます。 

（３）影響の生じやすさの評価 

 隔離ほ場で栽培される本組換えバラと上記で特定した野生種が交雑する可能性は否

定できません。しかしながら、 

 ア 人工交配による交雑性の調査では、園芸種及び野生種との交雑による結実率は

本組換え体と非組換え体との間で差異はほとんど認められなかったこと、 

 イ 日本に自生し園芸種と同じ倍数性を有する4倍体の野生種オオタカネバラとの人

工交配試験においては、宿主及び組換え体のいずれを花粉親とした場合でも結実

は全く見られなかったこと、 

 ウ 自然条件下での交雑性について、1ｍ､5ｍの距離にノイバラを配置し調査しまし

たが、宿主及び組換え体との交雑は認められず、組換え体由来の導入遺伝子も検

出されなかったこと、 

 エ モニタリング調査において、隔離ほ場から500ｍ圏内に自生する野生種について

園芸種との交雑の有無を調査しましたが、解析した約1,800種子のいずれにおいて

も園芸種との交雑は全く認められなかったこと、 

等から、本組換えバラと野生種と交雑し結実する可能性は極めて低く、仮に本組換え

体（４倍体）と野生種（ほとんどは２倍体）が交雑したとしても、生育する可能性も

低いと考えられます。本組換え体は花粉及び卵細胞から導入遺伝子は検出されないキ

メラ植物であることが示されているが、仮に何らかの理由でキメラが解消されたとし

ても同様です。したがって、移入された遺伝子が我が国の自然環境下において野生種

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 

以上のことから、本組換え体が野生種と交雑する可能性は極めて低く、仮に交雑した

としても交雑種が我が国の環境に適応して近縁野生種の生育等に悪影響を及ぼす可能

性は極めて低いことから、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

考えられます。 

５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えバラ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。 

続けて、資料３－１を御覧いただきたいと思いますが、資料２－１の場合と同様の方法

で作出されたもので、試験結果もほとんど同様ですが、一部下線の引いてあるところだけが

異なっております。 

まず１枚目の下から６行目ですが、「また特定網室での試験では葯数に、それぞれ宿主

との有意差が認められたが」というところが異なっております。資料２－１では花弁数が異

なったということだけですが、ここでは葯の数も異なっていたということです。 
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 それから、３ページ目ですが、イが資料２－１と内容が少し異なっております。「日本に自

生し園芸種と同じ倍数生を有する４倍体の野生種オオタカネバラとの人工交配試験において組

換え体を花粉親とした場合に結実が認められたものの、組換え体とは交雑していなかったこ

と」という点が異なっております。資料２－１のほうでは結実は全く認められなかったとされ

ていますが、組換え体を花粉親とした場合に結実が認められたものの、組換え体と交雑してい

なかったというふうに資料３－１のほうではなっております。 

以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまフラボノイド生合成経路を改変したバラ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、御意見等をいただきたいと思います。どなたからでも結構ですが、いか

がでしょうか。 

 

○井出委員 

 両方とも栄養繁殖によって増殖されているということになっていますが、その繁殖の方法につ

いては特段記述がないようです。安定性を見たところでは挿し木で見ているということですが、

ところどころ組織培養系で維持しているというような記述が評価書中にあったりしますが、無性

繁殖の方法について特段決めておく必要がないのかどうかというのはいかがなものでしょうか。

例えばバラの場合、接ぎ木ということもあり得るわけですけれども、そういうときの影響は全く

見られていないと思いますが。 

 

○武田委員 

 特にキメラであることとの関わりですね。 

 

○井出委員 

 例えば組織培養で比較的小さな培養物で細かくして培養していると落ちたり、キメラの状態が

変わったりするというようなこともあり得ないとは言えないので、そうすると安定性の見方が違

ってきてしまいますので、その辺はいかがでしょうか。 

 

○原田座長 

 評価書のほうにはどのように書かれていたでしょうか。 

 

○髙木委員 

 いろんな方法で書いてあるということはないですね。 
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○武田委員 

 種子繁殖の場合ですと、染色体に導入遺伝子が乗っているかどうか、コピー数はどうだとか、

後代にはきちっと遺伝したかどうか、そういう資料は当然ついてくるわけですね。この場合はキ

メラでL1層にしかないと言いながら、その辺は全く触れてないというのは、私も井出委員と同じ

印象を持ちました。 

 

○髙木委員 

 そもそも、キメラになって、L1層のみで花粉とか卵細胞に遺伝子が入ってないという、キメラ

になるというのはバラのカルスの特徴なのですか。アグロバクテリウム法で入れた場合、従来は

均一にカルスに入るのが普通ですよね。 

 

○武田委員 

 ただ、キクの花の場合、花弁の表層キメラになって、それで色合いに変異が出るというのはよ

くあることですね。その層を転換してやると中の層が出てきて、色が変わるとか、花弁のところ

で表層キメラになっているというのはないわけではないですね。 

 

○髙木委員 

 トウモロコシだとか、従来の遺伝子組換え技術で発現の場所を意識しないで特定の場所で発現

しているというケースは割に少ないと思います。 

 

○武田委員 

 だから、意識的に調べてないのかもしれませんね。普通の作物の場合はどこで出てもいいから。 

 

○髙木委員 

 意識的にプロモーターの発現で、発現する場所を特定するというのはよくあることですね。遺

伝子そのものが入ってないっていうか、花弁花き植物の特徴なのでしょうか。それが先ほどの御

質問と関係してきて、種子繁殖の、栄養繁殖をしていく場合に、どういう繁殖をした場合どの部

分で遺伝子を見るかというのが当然出てきます、キメラに。ただ、なかったところに出るという

ことはないんですね。従来なかった挿し木に出てくるのは。ただ、あったところがなくなるとい

うのはありますが、なかったところに出てくるというのはおそらくないのではないかと思います。 

 

○武田委員 

 接ぎ木している間に出なくなる可能性はあるでしょうね。サンスベリアの斑入りは挿し木繁殖

するとなくなるんですよね。あれも表層の形質なものですからね。 

 

○原田座長 

 そうですね。白いところから根がほとんど出てこないですものね。 
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○武田委員 

 今審議しているバラも、そういう意味での安定性はどのぐらい見ているのか、ちょっとわから

ないですね。 

 

○原田座長 

 今の問題は、安定性にある程度の変異があったところで、全体の生物多様性影響評価には根本

的には問題ないわけですよね。 

 

○林委員 

 私の記憶違いかもしれませんけれども、評価書では、例えばWKS82/130-4-1の評価書のほうの

25、26ページにいろんな方法で遺伝子発現の安定性について述べられています。先ほどもお話し

した26ページの真ん中辺の栄養繁殖を行ったときに変異が繰り返し出てきたというようなことが

私も気になっているのですけど、それで近藤委員が御報告されたこの農作物分科会における検討

の結果の中にもそこのところはよく見えています。 

 ですから一応、このもとの添付資料を見ますと、文章はそのとおりで、これをサポートする遺

伝子レベルのデータがありますね。一つはこれで読めるのではないかということがあります。 

 ただ、御質問があったように、WKS82/130-4-1の評価書の別添資料５の15ページあたりにカラ

ーの写真があるわけですね。その前の２ページにもカラーの写真があるのですけれども、先ほど

も申し上げましたが、遺伝子レベルで確認した安定性と目で見ている色の安定性とがどの程度、

何か目で見ている色のほうが多少振れるような感じがします。そこのところは、これは原田座長

がおっしゃっていたように生物多様性影響とは直接関係はないので、これはこれで結構です。で

すけど、今後こういう扱いのときに、例えば別添資料５の２ページにThe Royal Horticultural 

Societyの色番号みたいなのはあるわけですね。ですから、これを利用してもう少し、数字じゃ

ないにして色番号あたりの範囲で、ここで振れてないというようなことを言えればいいのではな

いかという気はします。どこまでが色が振れているのかというのはちょっと読めないですね。振

れるようだけれども、一方遺伝子レベルでは安定していますよというのが。今後色を扱うときに

はもう少しきちんと客観的に示す範囲に入っていますということが言えるような記述であったほ

うがいいように思いますけれども。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 現実問題として、温室の中の温度とか湿気とか水分とかで随分変わりますので、できる範囲で

今、林委員おっしゃったように記述を、おっしゃられる範囲でつけたほうがいいとは思いますけ

れども。 

 

○近藤委員 

 それと同じようなことが、花によっては、同じ個体でも差が大きいと思います。ただ振れてい
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るんですよね。ですから、あまりこの範囲とはっきり言えないのではないでしょうかね。同じ個

体の中でも範囲が違っていたり、それから原田座長おっしゃったように栽培条件で変わってくる

ので、特殊な栽培条件でほとんど変わってないように見えるところも多分あるのではないかと思

うので、あまり言えないのではないかと思うのですけれども。 

 

○原田座長 

 大体バラの場合、出発点をどこにするかですよね。つぼみの先端が色づき始めてから何日目と

いうように決めて、その時点で色を見ることにして。もうちょっとした環境条件で生育が大分違

ってきますから、10日後とか15日後でも一斉に見ようとしてももう大変なんですよね。今は非常

に違うことがありますから。 

 

○近藤委員 

 バラを２本並べてみると違いがわかっても、これはこの範囲、これはこの範囲とは言えないよ

うな気がするのですけど。 

 

○原田座長 

 年齢を揃えるのも難しいし、たとえできたとしてもそのときは色が違うということがあると思

うのですけれども。 

 

○武田委員 

 晴天と曇天で当然違いますしね。 

 

○小野里委員 

 先ほどから議論になっているキメラのところでちょっと私もよくわからなかったんですが、こ

れはカナマイシン使って選択しているにもかかわらず、遺伝子の組み込まれてないものが選択さ

れてきたと考えざるを得ないのでしょうか。あるいは、選択された後に脱落されてしまったので

しょうか。その辺はちょっと疑問ですし、また、根と花粉を形成する細胞に限って、全然別なイ

ベントでありながら同じところが全くなくて、そして片や４つの遺伝子が４コピーも別なところ

に入っています。これは単なる偶然なのか、そこに何か関連性があるのか、その辺もしわかった

ら教えていただきたいと思います。 

 

○嶋田委員 

 これに関しては、別添資料３の細胞内に移入した核酸の存在状態に関して、形質発現の安定性

とありますね。３ページの図１のところに、それぞれ３つの株で調べたんですけれども、３つの

根と花粉だけ遺伝子が入っていないという、そういう結果にもなっていますよね。ですが、それ

では、株をいっぱい増やして、それで統計的にきちんとどのぐらいそういったそれぞれの部位に

遺伝子が入るのか入らないのかというようなことも、そういったデータを出せば、もう少しはっ
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きり根と花粉になぜ入らないのかということも、少しはバイオロジカルなメカニズムが出てくる、

わかると思うんですけれども、繰り返し数が少ないので、偶然なのか、それとも何かバイオロジ

カルに意味があってこういうふうになっているのかが、このままでは何も書いてないですね。 

 

○小野里委員 

 その前の段階として、選択をやりながら、なぜ入ってないものが選択されてきているのかとい

うところが、まず第１の疑問だったんですね。そして、その次の疑問は、入ってないにもかかわ

らずカナマイシンで選択されてきたものが、こちらの２つのイベントがあって２つとも根と花粉

で発現しないということは、偶然にしてはちょっと考えづらいので、何かそこにこういう培養し

ていくときに、もうあらかじめカルスのうちに根と花粉になるものがある程度組織分化が起こっ

ていて、それが増えたものがこちらのイベントにも入り込んだというふうに考えるべきなのか、

その辺のところが何かわかったら教えていただきたいなと思ったのですが。 

 

○近藤委員 

 これは結果として全般的に特にそういうものを選んだのではないでしょうか。たしか最初は別

に申請がもう１件あって、そちらは取り下げられたのですよね。それは今の検討している案件と

は全然違うものだったと思いますけど。 

 

○嶋田委員 

 つまり、花粉に入らないものを選ぶようにしたということですか。 

 

○近藤委員 

 いいえ、結果としてそうなったのかもしれませんけれども、似ているものを選んだのだと思う

のですね。 

 

○小野里委員 

 どちらかというと、我々の解釈では全能性のあるカルスからどんなものにでも分化でき、そう

いうものからできてくるから、同じ細胞的にも増えたものであっても、根にも花粉にも葉にも花

弁にも分化できるという理解だったものですからね。 

 

○近藤委員 

 そこは先ほど小野里委員が言われたように、似たものを選んで、それでまたいちいちチェック

すると思うのですけど、その中で花粉外ということでそれを選出した可能性はあると思うんです

ね。 

 

○小野里委員 

 花粉だと外へ伝播していく可能性があるから、逆にですね。 
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○嶋田委員 

 交雑の可能性があるので、入らない系統を選抜してそれを持ってきたということだと思います。 

 

○小野里委員 

 それにしても、そのもう一つ前の段階で、普通カナマイシンとかこういう薬剤耐性で選抜する

と思うのですけれども、その場合、組み込まれてないものを除くというのが目的でありながら、

どうしてそういうものが残ってくるのかというのがちょっとよくわかりませんでした。そいうこ

とは時々あることなのでしょうか。 

 

○原田座長 

 カルス培養していますと、中に入っている遺伝子を持つ細胞がどの辺にあるとか、入ってない

細胞がどのくらいあるとかというのはかなり差がありますから、カルス全体が異常というほうが

少ないと思います。 

 

○近藤委員 

 もともとカナマイシンは植物にそれほど効果があるというわけではないので、多少生き残って

くる、活発に生き残っているものはあると思いますけどね。 

 

○小野里委員 

 例えばカルスの中のほうはあまりカナマイシンが効かないとか、そういうことがあるのでしょ

うか。 

 

○近藤委員 

 ただ、基本的にカナマイシンは結局のところ植物にそれほど効果のあるものではないんですよ

ね。ですから、カナマイシン入れてもすぐ例えばカルスが死んでしまうということではないんで

すよね。あれは生育が悪いだけで。ですから、そのわずかの違いでも選択的に効くのかもしれま

せん。ちょっとわかりませんけれども。 

 

○髙木委員 

 しかし、こういう一つの事実として、ある組織には入るけれども、ある組織には入らないとい

うようなものをつくる技術になれば、少なくとも相当有用ですよね。 

 

○武田委員 

 私の立場からすると、花粉に入っていて次の交配親に使いたいんですよね。次の交配親に使え

ないというのは１つの欠点というか、限界ですよね。 
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○髙木委員 

 いいえ、ただ、葉では発現するけど実には発現しないとか、食べるところには発現しない、存

在しないとかいう、いろんなセレクションができる技術になればいいと思います。 

 

○武田委員 

 それはありますね。花粉で汚染しないとかですね。ただ、やはり育種の立場からすると花粉で

ボンと入れたら次の代に入ってくれるほうが、次の代に楽しみがあるのですがね。これだとその

代で終わりなんですね。 

 

○小野里委員 

 ただ、雌しべ側に本当は、野生種のほうのというか、組み込まれていない花粉を入れて実をつ

くることもできるのですけど、前半の案件のほうはやっているのですけども、後半の案件のほう

はそれをやってないですね。そこもちょっとなぜやらなかったのかなという疑問があります。花

粉で発現しなくても、一応雌しべのほうにつける分には交雑できるのかなと思うんですけどね。 

 

○武田委員 

 ただ、L1層にしか入らないとすると花粉に到達しなければラインニングできませんから、母親

として使ってもやはりジャムラインには入っていかないと思います。 

 

○原田座長 

 もっと実験数を多くして、本当に花粉だけとか、あるいは葯壁とか分けて、よく見てみれば、

本当に花粉だけであればnのところには入らないとか、いろいろ細かいことが分かると思います

が、そこまで直接は仕事におそらく関係ないからやってないのではないかなと思うのですけれど

も。 

 

○武田委員 

 よろしいですか、農作物分科会の検討の結果の３ページの上から10行目ぐらいになるかと思う

んですが、「仮に本組換え体（４倍体）と野生種（ほとんどは２倍体）が交雑したとしても、生

育する可能性も低いと考えられる」とあります。これは農作物分科会がこういうふうに書かれた

理由は、概要書にある、10ページの終わりから11ページのあたりのところの岐阜大学の福井先生

の見解をなぞっているんだと思うんですね。できるのが３倍体なので、通常の生育は期待できな

いと。これは福井先生がおっしゃったようですけれども、これは実は間違いで、３倍体というの

は不稔にはなりますけれども、それ自身はむしろハイブリッド ビガー(雑種強勢)が出たり、あ

るいは子孫をつくるためにいろんなエネルギーを使わないで、むしろビガー(vigor)が出るんで

すね。水産動物もそうですね、３倍体はものすごく大きくなりますね。木原先生の有名な種なし

スイカも３倍体ですし、リンゴにも非常にメジャーな品種で３倍体ありますので、これは申しわ

けないですが福井さんの勘違いです。ですから、もし農作物分科会がそれに準拠してこの文言を
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入れたとしたら、私としてはこれはやはり間違いなので削除していただきたいと思います。 

 

○原田座長 

 あと、私のほうから小さいことなんですけれども、先ほどの説明があった資料１の２つ目のカ

ラムの「使用等の内容」のところには「加工」という言葉が入っているのですが、資料３－１、

資料２－１のほうは「加工」は抜けているというか抜かしてあるのでしょうか。これは切り花で

すので、例えばコサージュにするとか、ああいうのを加工と言うならば加工が入っているほうが

正しいと思います。そういうのは「加工」とは言わないのかですね、ブーケとかは。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 資料１のほうが間違っております。 

 

○原田座長 

 どういう意味で片方には「加工」が入っているのでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 こちらの申請書のほうでは「加工」が入っておりませんので、資料１のほうが間違っていたと

思います。こちらを修正させていただきたいと思います。 

 

○原田座長 

 私は、ブーケをつくるとか、コサージュをつくるとか、そういうのも加工といえば加工かなと

思ったものですから。それでは、この資料１にある「加工」をとればいいわけですね。 

 ほかにございますか。 

 

○近藤委員 

 初めのほうで井出委員から御指摘があった点についてですが、栄養繁殖みたいなものもやり方

でどうかというところで、確かに気になるということで、実際に試験しているのかもしれないと

思うんですね。あえて書かなかったのかもしれませんし。結局、生物多様性には影響がないとい

うことで、この資料には書いてないということはいいのですけれども、いかがでしょうかね。 

 

○井出委員 

 私は、やはり栄養繁殖の場合は方法を決めていただきたいですね。こういう方法でということ

を。挿し木なら挿し木で、こうやってやりますよとか。何でもありだと、それはその方法ごとに

いろいろチェックをしておく必要があるだろうと私は思います。樹木の場合も、まず普通に挿し

木の品種をやっていても枝変わりもありますし、それはある程度の頻度で変わってしまうという

のはあるので、そういうことを確かめておいたほうが安心かなという印象があります。 

またちょっと気になったのは、接ぎ木をした場合はどうなのかというようなデータがないので、
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それはひょっとしたら生物多様性に何か影響があるのかなと思ったりしたので。 

 

○原田座長 

 こういうのが出てきたら一応チェックするようにしたいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。先ほどの武田委員の件は、御指摘いただいたところを削除すると

か、修正するということですね。 

 

○武田委員 

 「結実する可能性は極めて低い」で止めていただいて、あとの約２行を削除していただけばよ

ろしいのではないでしょうか。万一できた場合の雑種は元気だと思います。 

 

○井出委員 

 ３倍体はほとんど通常、種はできないですけど、大体１万粒に１つぐらいは正常に発育します。

ヒノキとサワラの異数間種の場合ですが、出てくるものはほとんどヒノキに戻って２倍体だった

りするので、交雑して稔性がないというわけではないです。たまにはうまくいくものもあります。 

 

○原田座長 

 今の件は、事務局でそこのところを削除するようにしていただきたいと思います。そういうこ

とで、一応問題点はそれだけではないかと思います。 

 

○近藤委員 

 その栄養繁殖の仕方を具体的に書くかどうかですね。 

 

○井出委員 

 そうですね。ですから、通常に使うのがここの使用に際しての栄養繁殖方法というのは、例え

ば挿し木ですよと言われれば、挿し木でいろいろチェックしてあるのでいいかなと思いますので、

接ぎ木であったり、挿し木であったり、取り木であったりいろいろあると思いますが、そういう

のがちょっと不明確かなと思います。 

 

○武田委員 

 例えば土壌微生物に対する影響なんかを考えるときに、挿し木ですと自根ですから問題なので

すけど、接ぎ木だったら根っこは別のものですから、これは問題ないですよね。 

 

○井出委員 

 別のものですから、また別の問題があると思います。 
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○武田委員 

 ですから、やはり挿し木か接ぎ木かはきりがないことですよね。バラの場合、普通は芽接ぎで

いくのでしょうけれども。 

 

○井出委員 

 ギンドロのときも挿し木というのは初めから決まっていたので、特に議論はしなかったのです

けれども、いろいろ方法はあるとそう言われていればありますので。 

 

○原田座長 

 栄養繁殖といっても当然いろんな方法はあると思いますので、限定するのはちょっと難しいの

ではないかと思っています。 

 

○井出委員 

 その多様性の観点から問題はないという判断でよろしいでしょうかね。ですから、こだわりま

せんが。 

 

○近藤委員 

 この分野は、井出委員の意見はかなり重いのですので。 

 

○原田座長 

 また、接ぎ木もいろいろな方法がありますからね。ですから、この商業用に使うものについて

はこの方法だけとか言えれば、それを規定してもらえればいいわけですけれども。 

 

○近藤委員 

 例えば、ここでは実験結果が左右するんですね。どうではいけないではなくて、実験結果が書

かれているので、具体的な栄養繁殖法を書いても構わないのではないかと思うんですけどね。結

論どおりではなくて結果だと思いますので。 

 

○井出委員 

 ここで言う栄養増殖がどういう栄養増殖かということを入れたほうがいいと思います。 

 

○原田座長 

 よろしいでしょうか。 

 

○近藤委員 

 ここはちょっと併せて検討します。 
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○原田座長 

 はい、わかりました。それでは、皆様の御意見をまとめます。この案件については、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、以上でよろしいでしょうか。 

 それでは、事務局は、その２点を修正して、申請者にも伝えてください。 

 では、次に進めさせていただきます。 

 

〈チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシの生物多様性影

響評価の検討について〉 

 

○原田座長 

次に、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について検討いたしま

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４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。 

 名称：チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 

（改変cry1F, bar, Zea mays subsp. mays（L.）Iltis） 

（TC6275, OECD UI:DAS-06275-8） 

 第一種使用等の内容：食用または飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃

棄並びにこれらに付随する行為 

 申請者：ダウ・ケミカル日本株式会社 

 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

PHP12537に由来する改変cry1F遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）及びbar遺伝子（除

草剤グルホシネート耐性遺伝子）が本組換えトウモロコシのゲノム中に１コピーずつ移入さ

れており、複数世代にわたり安定して伝達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、ヨーロッパアワノメイガの幼虫による食害程度及び除草剤の葉面塗布の調査結果

により、改変cry1Ｆ遺伝子は、後代の世代において個体間で安定して発現しており、bar遺
伝子は、複数世代にわたり安定して発現していることが確認されています。 
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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、これまで自生化した例は報告されてい

ません。 

 我が国の隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの形態及び生育特性が調査されて

いるが、発芽率を除くいずれの項目でも非組換えトウモロコシとの間で有意差または差異は

見られませんでした。また、有意差が認められた発芽率についても、収穫した種子の発芽率

は本組換えトウモロコシ及び非組換えトウモロコシともに98.0％と高いものであったため、

この差異により競合における優位性が高まることは考えにくいです。 

 本組換えトウモロコシには、移入された改変cry1Ｆ遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が、

また、bar遺伝子により除草剤グルホシネート耐性が付与されています。しかし、自然環境

下において、チョウ目害虫による食害がトウモロコシの生育を困難にさせる主な要因ではな

く、グルホシネートが選択圧になることはないと考えられるため、これらの性質により競合

における優位性が高まるこ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 

 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。 

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

の植物へ影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、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

えトウモロコシとの間で有意差は認められていません。 

 本組換えトウモロコシは、チョウ目昆虫に殺虫活性を有する改変Cry1F蛋白質及びグルホ

シネートへの耐性を付与するPAT蛋白質（ホスフィノトリシンアセチル基転移酵素）を産

生します。 

 改変Cry1F蛋白質については、チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有しています。したがっ

て、本組換えトウモロコシを栽培した場合、花粉で発現する改変Cry1F蛋白質がほ場周辺に

生息するチョウ目昆虫に影響を与える可能性が考えられます。しかしながら、花粉を食餌植

物とともに摂食させた生物検定による結果等に基づき、影響を受けるとしてもその範囲は限

定されることから、本組換えトウモロコシから飛散する花粉により個体群レベルで影響を受

ける可能性は極めて低いと考えられます。 

 一方、PAT蛋白質が野生動植物等に対して有害性を示すとする報告はなされていません。

また、PAT蛋白質は基質特異性が高く、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考えら

れます。 

 なお、改変Cry1F蛋白質及びPAT蛋白質は、アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のア
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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。 

 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。 

 ただいま御報告いただいた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に

ついて、御質問、御意見などございましたらよろしくお願いいたします。 

 これは、農作物分科会では2007年の６月28日と９月４日の２回検討していますね。 

 

○武田委員 

 結論には関係しないんですけれども、評価書の雌穂長の長さの単位がミリであるべきところが

センチになっていて、こんな長い雌穂でびっくりしました。 

 

○原田座長 

 単位が間違っているということでしょうか。 

 

○武田委員 

 すぐわかるのはいいんですが、すぐにわからないミスがあるとデータの信頼性にかかわります

ので、ちょっとやはりセンチとミリは間違わないようにしてほしいということです。 

 

○原田座長 

 ありがとうございました。あとは何かございますか。 

 

○林委員 

 これは私の見落としかもしれませんけれども、評価書の10ページの下のほうに我が国における

許可申請状況があって、一番上に2004年６月ということがあって、次に2006年５月と書いてあり
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ますね。そこの文言は全く同じではないですかね。同じことが18ページの下のほうの2004年６月

と2006年５月、この右の方に２行書かれている文言は全く同じではないかと思います。どこかが

違うのでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 これは２回承認されていまして、資料１のほうにも出ておりますが、隔離ほ場試験の場合には

試験を実施する期間を区切りますけれども、まず2004年で承認をとったときに試験がうまくいか

なかったことから、もう一度申請をして承認をとったということです。ですから、2004年と2006

年の２回承認されています。 

 

○林委員 

 それでは、これはよろしいのですね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 これは正しいです。 

 

○林委員 

 そうですか。何遍も読みましたが、一字一句違わないのでね。わかりました。 

 

○原田座長 

 資料１を見ていて、こういうケースは珍しいですよね。総合検討会で審議した日が２つ出てい

るのは、非常に珍しいでしょう。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 もちろん１回で試験を終わらせるつもりだったのですけれども、結果がうまくいかなかったの

でもう一度申請をして、結局2006年のデータをもとに今回申請しているということでございます。 

 

○林委員 

 わかりました。 

 もう一つよろしいですか。評価書の添付資料７に非標的生物に対する影響の表があります。こ

の表については後ほど深瀬補佐のほうから御紹介があると思いますけれども、この検討会の資料

集の下のほうに、今度OECDのほうで６年越しにやっと完成したBtのドキュメントがあります。

そこに８種類ぐらいのCry蛋白質の非標的昆虫に対する影響が記載されています。そこで使って

いるCry1F蛋白質の数値とほとんど同じところに基づいています。この数値は大体国際的にそう

いうことでよろしいでしょうと承認されたOECDの承認と同じですから、これはいい引用ではな

いかと思います。今後はできればこういうものはOECD資料が引用されればありがたいとそうい

うふうに思います。 
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○原田座長 

 わかりました。どうもありがとうございました。 

 

○髙木委員 

 今のcry1F遺伝子ですけれども、アミノ酸配列１個を改変していますよね。これは改変という

ことでヨーロッパアワノメイガに特異性が高まっているのでしょうか。そういうことではないで

すか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 評価書の７ページに表１がございますが、トウモロコシの発現量を高めるために塩基配列を変

えているということが書いてあります。 

 

○髙木委員 

 発現を高めるのは、普通アミノ酸を変えないでヌクレオチドのコドンを変えますよね。この場

合、アミノ酸の配列が変わっているので「改変」と書いてあると思いますが、アミノ酸の配列は

変わらないbar遺伝子のほうは、ヌクレチドを変えているけれども、アミノ酸が変わらないので

「改変」と呼んでないわけですけれども、cry1F遺伝子のほうは「改変」と呼んでアミノ酸が１

つだけ変わっていますよね。何が変わったのでしょうか。 

 

○林委員 

 フェニルアラニンがロイシンに変わっています。 

 

○髙木委員 

 そうですね。それは特にヨーロッパアワノメイガに対する特異性が、例えばほかのチョウも対

象にしないといけない、そういう特徴があったのでしょうか。 

 いろんな改変があり得るので、例えば、普通は突然変異が入ると何番目の何をあれに変えたと

か、括弧をつけますよね、そういう表記があると思いますが。 

 

○原田座長 

 この表に書いてあるから本文には特に書かなかったのかもしれないですね、「604位のフェニ

ルアラニンがロイシンに置換されているのみである」とありますね。 

 

○髙木委員 

 記述はそうですね。 

 

○原田座長 

 髙木委員がおっしゃっていることは、本文のほうにもこの一文を入れたほうがよいということ
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でしょうか。 

 

○近藤委員 

 本文にも書いてありますね。 

 

○原田座長 

 そうですね。７ページの一番下のところに書いてあります。 

 

○髙木委員 

 この結果、どういう効果のある性質になったのでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 この604位のフェニルアラニンをロイシンに変えたことによって、これがどういうような効果

を示すのかということが書いてないからよくわからないということですね。 

 

○髙木委員 

 そうですね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それを評価書に書いてもらうようにします。 

 

○髙木委員 

 何か変わっているんですかね。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それについて明確に書いているところはないかと思います。それは修正していただくようにし

たいと思います。 

 

○近藤委員 

 結局、あちらこちら変えたのだと思うんですね。特にこれは意図しないで変わってしまって、

それでだから別に変化がある可能性がありますよね。 

 

○原田座長 

 この場合はわかっていると思いますので、表１の中でも本文の中でも書いてもらうようにすれ

ばいいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○近藤委員 

 発現に特に変化がないなら、「改変」がついた場合もないと書いてもらったほうがいいですね。 

 

○髙木委員 

 昆虫に対する特異性は問題にならないのでしょうか。 

 

○原田座長 

 それは問題になると思います。 

 

○髙木委員 

 ですから、特異性が変わる可能性はないのでしょうか。 

 

○近藤委員 

 それは、非意図的に変わったのだとすれば、変える予定はないので変わらないということだと

思いますが、その完全に調べているかどうかはわからないですね。 

 

○原田座長 

 Cry1F蛋白質のスペクトルは相当広いですから、どの程度調べているかはちょっと聞いてもら

わないといけないですね。 

 

○近藤委員 

 ただ、植物で発現するように塩基配列を変えていって、その結果としてこれが変わったとして

も、アミノ酸が変わればある程度同様の変化はあると、さらに普通は何かあるものですから、変

わる可能性ありますよね。 

 

○原田座長 

 これは、できるだけ書ける範囲で書いてもらうということにします。 

 

○小野里委員 

 アグロバクテリウムを使って導入した場合には、その残存性を必ずチェックするようになって

いますが、この評価書では殺菌したから多分入ってないだろうというところでとどまっています。

殺菌が妥当かどうかは結局その後の培養によってコロニーができるかどうか、それでチェックし

ます。前の２つの案件はそういう形でちゃんとチェックして、それで出ないから殺菌効果があっ

たと結論していますが、この場合は殺菌したから多分いないだろうというところでとまっている

んですね。その辺、やはり科学的な見地からすると不十分で、できたらこういうものはきちっと

最終的なチェックをして結論を出すように指導していただきたいと思います。 
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○原田座長 

 わかりました。 

 

○井出委員 

 ちょっと関連して戻ってしまいますが、ちょっと教えていただきたいのですけれども、前のバ

ラのところでアグロバクテリウムの残存性のチェックをするときに、液体窒素で凍らせた葉を粉

砕して培地に塗布したように書いてあるのですけれども、液体窒素で凍らせて大丈夫なのでしょ

うか。そこがちょっと、普通に行われている方法なのかなと思いまして。 

 

○髙木委員 

 氷の結晶が大きくならないように急速に凍結する液体窒素みたいな、そのほうが細胞膜にダメ

ージが少ないので、逆にいいのではないかと思います。 

 

○井出委員 

 ありがとうございます。 

 

○嶋田委員 

 よろしいですか。評価書の概要にはしっかり書いてあるのですが、農作物分科会の検討の結果

のところの２ページ目の真ん中当たりです。「花粉を食餌植物とともに摂食させた生物検定によ

る結果等に基づき」とあって、バイオアッセイ実験のほうは書いてありますが、その後が、例え

ばレッドデータブックとかで、トウモロコシのほ場の周辺にどのような意図しない非害虫が生息

しているのかということの可能性をある程度ちゃんと調べているにもかかわらず、「等」という

一言ですべて片づけてしまうというのは、やはりこの検討会では自然生態系における生物多様性

の影響を今は検討しているわけですから、大事なのはやはり生物多様性の影響というのをちゃん

と見ることもバイオアッセイの実験と同様に大事だと私は思いますので、もうちょっとやはり一

言ここへ書いてほしいと思います。 

 

○原田座長 

 そうですね。生態系に影響があるようなことは、この農作物分科会の検討の結果のほうにも入

れたほうがいいのではないかと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○近藤委員 

 今おっしゃったのは評価書ではどちらですか。 

 

○嶋田委員 

 例えば、評価書の20ページとか、それから評価書の概要のほうは14ページです。やはり同じ文
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章が出てきます。 

 

○原田座長 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 よろしいとしますと、修正していただくことは今嶋田委員がおっしゃったことと、その前にデ

ィスカッションのありました改変Cry1F蛋白質についての、説明というと大げさかもしれません

けれども、どういうところが実際に変わっているのかという、わかる範囲で書いてもらうという

ことのその２点ですね。 

 

○近藤委員 

 「改変」になる理由を、評価書のほうに書いてもらうことにします。 

 

○原田座長 

 嶋田委員の御指摘は、農作物分科会の検討の結果のほうを修正するということでしょうか。 

 

○近藤委員 

 短い文章でどう書くか難しいですね。 

 

○嶋田委員 

 ほんの一言ぐらいで十分だと思いますけれども、何行も書く必要はないと思います。 

 

○嶋田委員 

 １文字だけ「等」となってしまうとやはり、並んでいますから、ちょっと端折り過ぎだろうと

思います。 

 

○原田座長 

 では、この件につきましては、先ほどのバラと同じようにまとめたいと思いますけれども、こ

の申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシについ

ては、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、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。以上でよろし

いでしょうか。 

 それでは、この件はこれで終わらせていただいて、次の案件に入ります。 
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〈チョウ目害虫抵抗性トウモロコシの生物多様性影響評価について〉 

 

○原田座長 

次は、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシについて検討したいと思います。 

 それでは、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より資料５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５－１に基づいて御報告させていただきます。 

名称：チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（Cry1A.105, 改変Cry2Ab2, Zea mays subsp. mays
（L.）Iltis）（MON89034, OECD UI: MON-89034-3） 

 第一種使用等の内容：食用または飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃

棄並びにこれらに付随する行為 

 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PV-

ZMIR245に由来するcry1A.105遺伝子及び改変cry2Ab2遺伝子（いずれもチョウ目害虫抵抗

性遺伝子）発現カセットが１コピーずつ本組換えトウモロコシのゲノム中に移入されており、

複数世代にわたり安定して伝達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、移入されたcry1A.105遺伝子及び改変cry2Ab2遺伝子が複数世代にわたり安定して

発現していることは、ウェスタ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 

 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、これまで自生化した例は報告されてい

ません。 

 我が国の隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの形態及び生育特性（19項目）並

びに種子の生産量に関する特性（４項目）が調査されています。形態及び生育特性では雌穂

径にのみ、種子の生産量の特性では一穂着粒数にのみ、非組換えトウモロコシとの間で、そ

れぞれ有意差が見られました。しかしながら、これらの項目の平均値は、これまで隔離ほ場

試験で対照に用いられた非組換えトウモロコシの最小値・最大値と比較した場合、従来のト

ウモロコシにおける変動の範囲内であり、これらの差異のみ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。 

 本組換えトウモロコシには、移入されたcry1A.105遺伝子及び改変cry2Ab2遺伝子により
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チョウ目害虫抵抗性が付与されています。しかし、自然環境下において、チョウ目害虫によ

る食害がトウモロコシの生育を困難にさせる主な要因ではないと考えられるため、これらの

性質により競合における優位性が高まるこ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 

 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。 

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

の植物へ影響を与えるもの、根から分泌され土壌微生物に影響を与えるもの、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

トウモロコシとの間で有意差は認められていません。 

 本組換えトウモロコシは、チョウ目昆虫に殺虫活性を有するCry1A.105蛋白質及び改変

Cry2Ab2蛋白質を産生します。したがって、本組換えトウモロコシを栽培した場合、花粉

で発現する両蛋白質により、ほ場周辺に生息するチョウ目昆虫に影響を与える可能性が考え

られるものの、その範囲は限定されることから、本組換えトウモロコシから飛散する花粉に

より個体群レベルで影響を受ける可能性は極めて低いと考えられます。 

 なお、Cry1A.105蛋白質及び改変Cry2Ab2蛋白質は、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。 

 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。 

 ただいまチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ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、御意見等がございましたらよろしくお願いいたします。 
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○武田委員 

 ここでもトウモロコシの稈の直径がミリとセンチの単位が違っています。こんな太いトウモロ

コシなんて、何か検討委員会が試されているのではないかと思って、評価書をちゃんと読んだの

かというふうに思っているなら大変失礼な話なんで。 

 

○原田座長 

 やはり、ちょっといい加減ですね。ありがとうございました。 

 

○武田委員 

 資料をつくるのは難しいだろうとは思うけれども、やはりデータの信頼性ですからね。 

 

○原田座長 

 農作物分科会には、非常に細かいところまでよく見てくださる委員がおられるんですけれども、

ちょっと忙しかったりしたことがあったかもしれませんね。 

 ほかにいかがでしょうか。トウモロコシとかダイズとかというのは、大分ルーティンになりつ

つあるような気がしますけれども、これも農作物分科会で２度審査が行われていますね。 

 

○髙木委員 

 これは、先ほどの改変Cry1F蛋白質の場合に比べて、評価書概要の９ページに改変Cry2A蛋白

質について非常に詳しく書かれています。これはN末端から２つ目のアミノ酸の後にアスパラギ

ン酸が１つ挿入されて、これは意図して入れたというよりも制限酵素切断部位を入れるためにた

またま入ってしまったということらしいのですけれども、９ページの一番下のところに改変

Cry2Ab2蛋白質の殺虫スペクトラムについて主要チョウ目害虫をいろいろ試験したことが書か

れていて、わかりやすいですね。 

 

○原田座長 

 この申請者の評価書は比較的いつも整っているのではないでしょうかね。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 先ほど武田委員が御指摘くださった単位の間違いは注意を喚起していただくことにしたいと思

います。 

 

○林委員 

 大したことではないのですけれども、評価書のほうですね。６ページの一番下の「テントウム

シなどの益虫に対しては」ということが書いてあります。７ページのほうにいくと「昆虫種に」

というふうになっているんですね。それで、益虫には害がないということを言って、同じことで

昆虫にも言っているんですね。要は全部昆虫ですから、昆虫種に非常に流されていますね。これ

は７ページの表現は正しいと思います。６ページに「益虫」というのをことさら言ったのですけ
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れども。よく言われますよね、益虫には害があるかないかということを、ないですよということ

を。 

 

○嶋田委員 

 林委員、評価書のどちらでしょうか。 

 

○原田座長 

 ６ページの下のところにあります。 

 

○林委員 

 評価書の６ページ、一番下の「益虫」です。 

 

○原田座長 

 下から２行目ですか。 

 

○林委員 

 一番下から２行目の右端のほうです。「益虫」とあって、７ページの一番上から３行目の左の

方は「昆虫種」で、それで表の対象は全部同じなんですよ。ただ、表現を「益虫」と「昆虫種」

というふうに使い分けています。 

 

○嶋田委員 

 例えばミツバチとかテントウムシではいかがでしょうか。 

 

○林委員 

 その辺は益虫なんです。 

 

○嶋田委員 

 益虫だという意味では、それは正しいと思います。 

 

○林委員 

 正しいのですけれども。 

 

○嶋田委員 

 ７ページでしたら、総称で昆虫全体を指すわけなので、「昆虫種」というふうにするので、別

に私自身は違和感を持たないのですけど。 
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○林委員 

 そうですか。 

 

○原田座長 

 でも、ミツバチやテントウムシなどの「など」には何が入っているかですね。 

 

○嶋田委員 

 まあ、クモとかそういうものをいろいろ、昆虫といわれると違うかもしれないですが。クモと

か、そういうふうないろいろな益虫はいると思いますけれども、ただ、これはあくまでも人間か

ら見た視点ですので、本当は生物科学的には昆虫といったほうがいいとは思います。ただ、わざ

わざ益虫に対してそういう殺虫活性があるのは、逆に非常に一般社会の人たちから見たら困るだ

ろうと思うので、わざわざ益虫と書いたのだろうと思います。 

 

○林委員 

 私もそう思いました。益虫に殺虫活性があるのはだめですよということに対して、益虫には大

丈夫ですよということを言うためにあえて「益虫」と書いて。いや、間違ではないのですけれど

も、嶋田委員がこれでいいなら、いいですけど。 

 

○武田委員 

 ちょっと気持ちが出過ぎていると思います。もっとニュートラルに書いてあればと思います。 

 

○嶋田委員 

本当は普通に、意図しない非害虫ということだと言えばよかったのだろうと思いますけれども。 

 

○原田座長 

 我々は常日頃、一般の方たちにも理解しやすいように書きましょうということを言っています

ので、ここは「益虫」で残したいと思いますけれども、よろしいですか。 

 

○嶋田委員 

 ただ、テントウムシでも例えばニジュウヤホシテントウムシは害虫になりますので、だからあ

まり種を特定せずにただテントウムシとかというのは、ちょっと危険な部分はあると思います。 

 

○林委員 

 それから、もう一つよろしいですか。このCry1A.105蛋白質の殺虫スペクトラムは、8ページ

の表２、改変Cry2Ab2蛋白質の殺虫スペクトラムは12ページの表３ですかね。これそのものは

これで結構なんですけれども、右端のほうの参考文献というのは全部モンサントのテクニカルレ

ポートなんです。それで、これは比較的新しいですから、これしかなかったのだろうと思うんで
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すけれども、本当は例えば米国環境保護庁(EPA)でお墨付きついたものが望ましいと思います。

今後はなるべくそちらを利用していただいたほうがいいと思います。この案件は、そこまで間に

合わなかったと思います。それでOECDのテクニカルレポートはEPAのものも使って、EPAの

レベルのお墨付きはオーケーというふうになっています。これはモンサントレベルのオーケーで

すから。ですから、できれば今後は可能な限りモンサント内のテクニカルレポートよりもうちょ

っとEPAのレベルまで上げられるなら、なるべくそちらのほうを引用してほしいです。これはこ

れで結構です。 

 

○原田座長 

 ありがとうございました。モンサントの方も傍聴者の中におられると思うので、十分メッセー

ジは伝わっているのではないかと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、まとめさせていただきます。特に今、資料はございましたけれども、特に変更しな

ければいけないという項目はないと思いますので、これにつきましては申請者から提出されたチ

ョウ目害虫抵抗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。 

 あと、ミリとセンチの問題は事務局のほうから連絡をお願いしたいと思います。 

 

〈除草剤グルホシネート耐性ダイズ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。最後だと思いますけれども、除草剤グルホシネート耐

性ダイズについて検討に入りたいと思います。 

 それでは、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より資料６に基づいて御報告をお願

いします。 

 

○近藤委員 

 資料６－１に基づいて御報告させていただきます。 

 名称：除草剤グルホシネート耐性ダイズ（改変 cp4 epsps, Glycine max（L.）Merr.）

（MON89788,OECD UI: MON-89788-１） 

 第一種使用等の内容：食用または飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃

棄並びにこれらに付随する行為 

 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 

 本組換えダイズはアグロバクテリウム法にて作出されており、プラスミドPV-GMGOX20
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由来の改変cp4 epsps遺伝子（グリホサート耐性遺伝子）が１コピー移入されており、複数

世代にわたり安定して伝達されていることが、サザンブロット分析により確認されています。 

 また、改変CP4 EPSPS蛋白質（5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素）の安定

した発現は、複数世代を用いたウェスタ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 

 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、移入された改変cp4 epsps遺伝子によりグリホサート耐性が付与さ

れています。しかし、自然環境下においてグリホサートが選択圧となることは想定されず、

この形質により競合における優位性が高まることは考えにくいです。 

 我が国の隔離ほ場において、競合における優位性にかかわる諸形質について調査が行われ

ており、種子の百粒重にのみ、非組換えダイズとの間で有意差が認められました。しかしな

がら、この差異のみ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。 

 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、改変CP4 EPSPS蛋白質の産生性が付与されているが、本蛋白質が

有害物質であるとの報告はなく、既知のアレルゲンとのアミノ酸配列の相同性は認められて

いません。また、本蛋白質は基質特異性が高く、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと

考えられます。 

 我が国の隔離ほ場において、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、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.et Zucc.）は、ダイズと交雑するこ

とが知られているため、影響を受ける可能性のある野生動植物としてツルマメが特定さ

れます。 

 （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
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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

換えダイズが我が国において栽培された場合は、双方が近接して生育する機会があるこ

とは否定できません。しかしながら、 

① ダイズ及びツルマメはともに閉花受精を行う典型的な自殖性作物であり、また、一

般にダイズの開花期はツルマメより１カ月近く早いこと、 

② 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％未満であったこと、 

③ 我が国における隔離ほ場試験の結果から、本組換えダイズの交雑性は、従来のダイ

ズと同程度であり、ツルマメとの交雑率も従来のダイズと同程度と考えられること、 

④ 改変cp4 epsps遺伝子の発現により付与されるグリホサート耐性は自然環境下での選

択圧に対して優位に働く可能性は低いと考えられること、 

などから、我が国の自然環境下で本組換えダイズとツルマメがまれに近接して生育した

場合であっても、それら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、確率的に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。 

 本件について、何か御意見、御質問等はございませんでしょうか。 

 武田委員、単位の問題は特になかったでしょうか。 

 

○武田委員 

 単位の間違いはないのですけれども、評価書でよくわからないところがあります。１ページ目、

「国内及び国外の自然環境における自生地域」という項目がありますね。この２行目に、「非公

認の種であるG.gracilis」とありますが、公認の種というのはどういうことなのでしょうか。公

認の種とか非公認の種というのはあるのですか。これをむしろ教えていただきたいです。 
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○原田座長 

 そうですね、国際命名規約の委員会がありますよね。これは、あちらに公認されてないという

意味ですかね。 

 

○武田委員 

 新種記載というのは、きちっとそれなりの情報をつけて記載すれば、公認とするわけではない

でしょうか。 

 私は「非公認」の種というのがちょっと気になります。 

 

○林委員 

「非公認」がつくからおかしいので、「非公認」を削除してもいいと思いますね。 

 

○嶋田委員 

 「非公認」という意味がよくわからないのですけれども、例えばG.soja bar.やG.gracilisとか

というふうに、例えば変種とか亜種である場合がひょっとしてきちんとした種として登録されて

ないという、その可能性はあるのではないかと思いますが、実際にどういう意図で「非公認」と

書いたのか、その書き方が私にはよくわからなかったんですけど、どうなんでしょうか。 

 

○林委員 

 そのすぐ下の、「一方、G.gracilisはG.sojaからG.maxへの分化における中間種」あるいは両

方の雑種と考えられると書いてありますね。 

 

○武田委員 

 ですから、議論のある種であるということはわかるのですけれども、もちろん、これは私たち

が審査する対象ではないので、私は勉強させてほしいと思って伺っているのですけれども。せっ

かくこれだけの資料を読まされているので何か勉強しないといけないと思いまして。 

 

○嶋田委員 

 例えば中間種とかの場合でしたら、G.soja、それからex.G.maxとかいうふうに表記して、交

雑したＦ１みたいなものが実際にはいろいろな園芸品種とかそういうものが多いですから、そう

いうふうな書き方のほうがG.gracilisよりもバイオロジカルには適正があるという気はしますけ

れども。ただ、そのG.gracilisって私その由来がよく把握していないので、ちょっと確かなこと

は言えないのですけれども。 

 

○原田座長 

 私はG.gracilisに属するかどうかよくわからないという意味にとっていたのですけれども、そ
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ういう野生種があるということでしょうか。 

 

○近藤委員 

 評価書を見る限りでは、G.gracilisというのは本当に１つの種なのか、雑種なのかがまだわか

らないというようなことをここに入れたのではないかと思うのですけれども。「非公認」という

表現はよくないですね。何のことかわからないですね。 

 

○井出委員 

 そういう言葉は聞いたことないですね。 

 

○原田座長 

 「非公認」を削除するとしたらどのように修正することになりますか。 

 

○武田委員 

 「や」で単につなげばいいと思います。 

 

○近藤委員 

 それは難しいことではないですね。 

 

○武田委員 

もう一つ教えていただきたいのは、評価書の別添資料２に横向きの表があります。これは分離

比なんかが出てきていて私の専門分野なのですが、上から２行目に１、１、N/A、N/A、N/Aとあ

りますが、その意味がよくわかりません。もし農作物分科会の中ででも議論が出ていたら、教え

ていただけませんでしょうか。あるいは、モンサントの方がいらっしゃったら後で教えていただ

いてもいいのですが。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 この部分につきましては、意味等に関し、メールやファクシミリで後ほど御連絡させていただ

くということにしたいと思います。 

 

○武田委員 

 ありがとうございます。 

 

○原田座長 

 ほかにいかがでしょうか。 
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○髙木委員 

 資料６－２の交雑性に関する影響の生じやすさの評価で、両者が隣接して生育した場合だと交

雑率が１％未満であったと、これは十分確認されているのでしょうか。 

 

○原田座長 

 ここは１％未満であるけれども、そのほかいろいろ条件を考えてみると、結論としては問題な

いということですね。 

 

○林委員 

 0.0何％という場合もいろいろありまして、１％未満でも0.何という非常に低い数字もあると

いうこと、ゼロという数字もあるということですね。 

 

○武田委員 

 ただ、一般論として見ると、例えば他殖率が１％というと微々たるものに見えるのですけれど

も、実は自殖率は0.99なんですね。これは毎世代ですので0.99のn乗になりますから、借金の金

利と同じで少し先考えていくと、実はかなり恐ろしいことが起こるということは事実なんです。

計算上ですよ。ですから、数字にはあまり持たせたくないということでいいと思うんです。 

 

○原田座長 

 ほかの委員はよろしいですか。 

 

○嶋田委員 

 ちょっと確認したかったことがあったんですけれども。この案件は栽培も一応考えているんで

すよね。栽培をする場合には一応、何か３年間ぐらいその周辺に少しモニタリングをしておくと

いうことなどをどこかに書くのでしょうか、それとも書かないのでしょうか。モンサントのほう

で自主的にやっていただくということになるのでしょうか。それとも、こういう評価書には別に

検討の結果とか、そういうものの中には別に含まないということで一応書いておくのでしょうか。

最後のところに緊急措置計画書とかそういうものがありますけれども、それより前に一応栽培す

るときにはモニタリングをすることになっているか、あるいはなってないのか、その辺のところ

を何か議論したような気がするのですが、どうなっていますか。 

 

○佐藤農産安全管理課審査官 

 管理をやっている農産安全管理課なんですけれども、参考資料１の表を見てもらえれば、ダイ

ズはこれまで７品種が承認され、そのうち隔離試験をやっているものはこれまで３件ほどありま

す。これらにつきましてはツルマメが交雑するというようなことで先生方にも御指摘いただいて、

モニタリング調査をやるということで従前、承認前にそういった指示を出しております。 
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○嶋田委員 

 それでは、それは開発者のほうもそういうことはちゃんと理解して、栽培のときには必ずモニ

タリングを行うということですね。 

 

○佐藤農産安全管理課審査官 

 栽培を実際行う際は、そうです。 

 

○嶋田委員 

 わかりました。 

 

○原田座長 

 よろしいでしょうか。 

 

○嶋田委員 

 そういうのをいつもチェックしないと、評価書とか農作物分科会の検討の結果に出てこないと

いうのをすぐ忘れてしまうので、何かやはり一言でいいから書いておくと、栽培をする場合には、

例えばこういうふうなことも合意がとれているとか何か１行書いておくだけでも大分違うかなと

思うのですけれども。 

 

○近藤委員 

 経緯をはっきり覚えてないのですが、初めのころは書いたんですよね。途中からやめたと思い

ます。 

 

○嶋田委員 

 やめてしまったのですか。 

 

○近藤委員 

 いいえ、この農作物分科会の検討の結果にモニタリングを行うということを書くのをやめたと

いう意味です。初めのころには農作物分科会の検討の結果のほうにも書いていたんですけれども、

それは今言われたような指示を必ず出すということでやめたのだと思いますね。 

 

○嶋田委員 

 何か一言でも書いておかないと、我々チェックのときに忘れてどんどん次へ次へと進んでいっ

てしまうので、やはり書いておいたほうがいいような気がしますけどね、どうなんでしょう。 

 

○近藤委員 

 注書きで、欄外にですね。 
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○嶋田委員 

 そういうことでも結構です。 

 

○原田座長 

 ですから、評価書の概要にも評価書にもまとめの農作物分科会の検討の結果にも、一応は書く

ようにしたほうがいいでしょうね。 

 

○近藤委員 

 それを単独で見た場合でもわかるようにしたほうがいいですね。 

 

○原田座長 

 わかるようにですね。栽培するときに限るのでしょうけれども。 

 

○髙木委員 

 ダイズに限るわけですね。 

 

○原田座長 

 今のところはそうですけれども、やはり何かとりあえずは書いておいたほうがいいですよ。 

 

○嶋田委員 

 特にやはりツルマメとの交雑性が心配なので、栽培する場合には一応モニタリングをやってい

ただきたいということで、栽培しなければ別に構わないので。 

 

○原田座長 

 「栽培」と書いてありますけれども、実際に日本で栽培するケースは非常に少ないわけですよ

ね。だから、モニタリングを栽培のときに課するということにしておいて、実際的にはあまり問

題はないわけですよね。だから、もうしばらくは３つの文献に、一応栽培のときはモニタリング

をしますというのを１行書いてもらうことにしておきますかね。あまり私は経緯を覚えてないの

ですけれども、最初は確かに書いていたんですよ。それが書かなくなって、また一応復活するよ

うなことになると思いますけれども。 

 

○嶋田委員 

 そうですね。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 先ほど途中まで申し上げたところですが、もう一回申し上げますと、申請者から提出された、
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除草剤グリホサート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

ことでまとめさせていただきます。 

 それで議題の１は終わったわけで、議題の２はその他で、何か報告事項が事務局からあります

か。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 御審議の中で、林委員からもお話があったのですけれども、Bt蛋白質のOECDでのコンセン

サスドキュメントが作成されまして、それはこのドッチファイルの参考資料集の中の一番後ろに、

資料番号としては21になりますが、ここにつけさせていただいておりますので、また今後参考に

させていただきたいと思います。 

 

○林委員 

 今の資料はアメリカが６年かけていろんなところから作成したもので、540幾つですか、挙げ

ている文献を全部に基づいて書き直したという大変な労作ですので、これを御覧いただいてお使

いいただけばと思います。この文献の最初のほうにダウンロードできるホームページのアドレス

が出ていますから、そちらをお使いになれると思いますね。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。大分資料も増えたきましたので、そのうちにこのファイルに

は入らなくなりそうですね。 

それだけでよろしいでしょうか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会については、まだ開催日が現時点では未定でありますけれども、決定次第ご

連絡させていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○武田委員 

 いつも気になっていることなんですが、土壌微生物に対する影響評価をやりますね。標準偏差

がものすごく実は大きくて、わかりやすく言うとイネの背丈を1メートルとしてどのようなばら

つきがあるかというと、20、30センチのばらつきがあるのですね。実際イネの場合ですと１メー

トルの草丈があれば数センチのばらつきなんですよ。何を言いたいかというと、よしんば差があ

っても、この土壌微生物に対する効果を定量的に解析しようと思ったら、例えばイネの稈長を評

価するときも、10倍以上の反復でもつけない限り有意差は出ないんですね。ですから、全くのザ

ルで、徒労に終わっている可能性があるし、これ結構、評価者は大変だと思いますし。どっちみ

ち差があっても有意にならないような実験やっていっても問題なので、そうしたら反復数をこれ
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ぐらいにしなさいというガイドラインを出すとか何かしないといけないと思います。これは全く

のザルで、形だけやっていることになるということになるのではないかと思うんですね。統計に

詳しい委員もいらっしゃいますから、その辺をどのように感じておられるのでしょうか。 

 

○原田座長 

 今、イネの10倍ぐらいのサンプルとおっしゃいましたが、10倍でもちょっと問題かもしれない

ですね。 

 

○武田委員 

 そうです。それを今度申請者にその都度、放線菌だ何菌だというのでやらせるというのは大変

なことではあるんですよね。 

 

○髙木委員 

 土壌に付着している微生物をどうやって分離するとか、全種類で分類しなくてはいけないので、

その辺も慎重に考えないと、本当にやってほとんど意味のないデータというのもね。 

 

○武田委員 

 そういうプロトコルは特にこちらは指定してないんですね。 

 

○原田座長 

 だと思いますね。 

 

○嶋田委員 

 だから、そういう意味では検定力のすごく弱いそういうサンプル数と、そのプロトコルでやっ

ているのが大部分だと思うんですね。だから、大丈夫かなというふうには思いますけどね。ただ、

だからといって、じゃあもっとしっかりやれと、本当に有意差があるのだとしたらそういうのを

ちゃんと検出できるようなそういうプロトコルでやれとかとなると、それはそれで大変だろうと

思いますしね。確かに難しいところではあるんです。逆に言うと、それを逆手にとって、検定力

が弱いためにその有意差が出ないという状態で、なのでＡという条件とＢという条件では、結局

は遺伝子組換えのそういうふうな効果というのは別にないんだというふうな言い方に、シナリオ

として持っていってしまうというのは、逆にそれはよろしくないので、ちゃんと試験を行って、

そういうのは有意な差は出ないというように導くのが正しいやり方だろうとは思うのですけれど

も。 

 

○武田委員 

 そこのところが実はザルだということを外部から批判されたりしたというのはあまり好ましく

はないですね。 
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○近藤委員 

 土壌を使う試験は難しいですよね。 

 

○原田座長 

 でも、一応必須調査項目に入っている以上、調査しないわけにはいかないと思います。 

 

○嶋田委員 

 どこか公的な機関で何か、どれくらいのサンプル数でどれくらいのばらつきがある場合には、

どこまできちんと検出できるのかっていうようなことの統計的な解析を何かデータ、あるいはガ

イドラインとして出してもらえると、例えば、その程度までやらなきゃいけないのかというふう

なところで、もう少し皆さん認識が改められるようにはなるかと思うのですけど。 

 

○近藤委員 

 実際に差があるはずのサンプルでつくって、それで本当に差が出るというデータがあるかとい

うと、どうですかね。 

 

○武田委員 

 難しいですね。どの精度が欲しいかで決まってきますからね。 

 

○林委員 

 ちょっとよろしいですか。これは国際バイオセーフティ学会のシンポジウムの１つのセッショ

ンで、前回、前々回で毎回１つのセッションで議論されていた事項なんです。その結論は、嶋田

委員がおっしゃったことに似ているんですけれども、１つは明らかにそのことだけによって、そ

の組み換えた遺伝子だけによって起こる影響を、それだけだというふうに特定するのは非常に難

しいということです。もう１つは、土壌のほうも条件がどんどん変わるので、入れなくても変わ

る、作物を栽培すれば変わる。作物を栽培したことによるのか、組換え体を栽培したためなのか、

そこの見きわめが難しいと。だから、影響ないとは言わないけれども、影響を見る方法をどうす

るかということについて、随分一生懸命やっているのですけれども、今までのやり方だときちん

とした関係、答えを出すような方法が、今までのところは確たるものはないです。 

 

○嶋田委員 

 統計学的には原理としては簡単なんです。簡単というか、要するに混合モデルというのをやっ

て、ランダム要因とフィックスド要因を混合にした状態の分散分析を行います。そして、それは

モデル３型と言いますが、そしてランダム要因のほうの、つまり、例えば同じ、非遺伝子組換え

ではないようなそういうトウモロコシのそれぞれのブロックで調べてみると、ばらばらととにか

くデータはばらつきます。そういったランダム要因の中で、だけれども遺伝子組換えによるそう

いうフィックスド効果がどのくらい強いかというのを、分散分析できちんとそれを推しはかるこ
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とができるのです。そうすると、その混合モデルの中でフィックスド要因のほうが全然有意な差

を持ってなくて、みんなランダム要因ばっかりだというのであれば、この世の中は少なくともト

ウモロコシの畑はほとんどランダムのばらつきだけで説明できるというふうになるわけです。 

 

○林委員 

 そうですね。その数値としては検定にかかわってくるかもしれないけれども、そういう統計的

処理は、そのことの事象の正しさを示すけれども、原因までは示さないですからね。だから、そ

このところをどう妥協するかですね。 

 

○嶋田委員 

 混合モデルというのは、ちょっと分厚い統計学の教科書に必ず出て来ます。ただ、だれもそん

な面倒くさいことをやろうとしないだけのことで、ただ原理はもうちゃんとわかっています。 

 

○原田座長 

 ですから、それをやってもらうかどうかですよね。 

 

○嶋田委員 

 そうなんです。それこそ大変な労力がかかります。 

 

○原田座長 

 トウモロコシの組換え体だけでも、サンプリングをどのくらいするかというのも大きな問題が

ありますよね。 

 

○嶋田委員 

 １つのサンプリングのサイズ、例えば土壌のサイズを小さくしておけば、ひょっとしたらある

程度はできるかもしれないと思います。それを例えば30cm×30cmでごそっと１つのブロックでと

るということを、例えば合計100サンプルをやろうとすると大変なので、例えばせいぜいで5cm×

5cmぐらいの感じで中を見ることをやれば十分かなと思いますけれども。 

 

○原田座長 

 それでは、今後は質問がきたら混合方式をとにかくトライしてみてくださいということですか

ね。 

 

○林委員 

 そういう調べ方をしている国はないですよ。 
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○嶋田委員 

 ないです。 

 

○原田座長 

 調査しなくてはならないリストに入っていますから。 

 

○近藤委員 

 それでまず、公的な機関でまずやってみたほうがいいのではないでしょうか。 

 

○武田委員 

 サンプルサイズと反復数ぐらいのガイドラインが出せればいいですね。どこかでやってもらい

ますか。 

 

○林委員 

 土壌が強い国といったらドイツですか。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○武田委員 

 ロシアも強いですね。 

 

○林委員 

 ドイツですかね。ヨーロッパの欧州食品安全機関(EFSA)という、セーフティー・オーソリテ

ィーというのをこれは全欧州ということでやっていますけれども、そこで一応全部やってその分

布を見ることにはなっているんですけどもね。やるとすればあそこだと思うんですけどね。 

 

○原田座長 

 筑波の国立環境研究所あたりに適当な方がいればいいですね。 

 

○髙木委員 

 土壌微生物の研究室がありますよね。そこでやってもらえるといいですね。 

 

○原田座長 

 それでは、事務局もちょっと考えてみてください。これはもうあまり意味ないからってオミッ

ト(omit)することもできるのでしょうけど、事務局としてはリストに入っている以上、完全に

無視するわけにもいかないと思います。これはどちらかというと事務局のほうに責任があるかも
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しれないということで。 

 

○武田委員 

 今のやり方でやる限り有意差は出ないですね。 

 

○嶋田委員 

 難しいですよ。繰り返しが少なかったので。例えば、フィックスド要因は非遺伝子組換えのも

のと、それから遺伝子組換えのもの、そういうものが少なくとも２つあるわけですね。それから

ランダム要因でランダムでいろんなものをとってきて、それで繰り返しをさらに、例えば５とか

10とかというサンプルで、ウィズイン・セル(within cell)の中の繰り返しを多くしなければいけ

なくなると相当な数になるんですね。それを全部やるかと。 

 ただ、データさえあれば、混合モデルのモデル３型をやるのは別に、例えばＲとか何かでもや

れるんです。だから、そんなに難しくはないんですが、ただデータですよね、データそのものが

どれくらい完備されてくるかということにかかってきます。 

 

○原田座長 

 どうも、いろいろありがとうございました。 

 では、事務局のほうにお返しします。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 本日は熱心に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。 

 ありがとうございました。 

 

〈閉     会〉 


