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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２０年２月２８日（木） 

於：農林水産省農林水産技術会議委員室 

 

＜開   会＞ 

 

○小迫研究調査官 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

検討会を開催いたします。 

 本日は、御多忙のところを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。 

 嶋田委員は、まだお見えになっておりませんけれども、しばらくしたらお見えになるの

ではないかと思います。 

 

＜挨   拶＞ 

 

○小迫研究調査官 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 どうも先生方、お忙しいところをありがとうございます。 

 御挨拶というよりも、最近の情勢をまた少しお話したいと思います。 

 先生方のところに、部数がちょっとないので、メインテーブルの方々にしか配っており

ませんけれども、「遺伝子組換え農作物の研究戦略」というものを昨年の５月から検討会

を立ち上げまして、12 月段階で案をつくりました。それで、去る１月に農林水産技術会議

の方に御報告いたしまして、最終的にこれで御決定というふうな位置づけになってござい

ます。 

 この検討会の取りまとめのポイントは、大きく３つございまして、１つは、研究分野を

ある程度限定して、５年後、10 年後に実用品種をつくるということを、工程表も含めて明

示をする。あくまで事例的なものでございますけれども、工程表を明示しよう。それによ

って、５年後にどういうものを目指しているかというのが見えています。ただ、残念なが

ら、イネ科などの成果を中心に活用するという面がございますので、今、事例的にはイネ

が中心になっておりますけれども、当然、ほかの品目についても、この後を追いかけてく
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るというふうな感じでご覧いただければと思います。 

 ２つ目は、産学官が連携をして研究開発をどんどん進めていこうということでございま

す。これまで農林水産省としても、なかなか政府の顔が見えないという御批判がありまし

たので、私ども国のほうが、まず前に一歩出て、産学官が連携するような場をつくって、

研究開発がスムーズに行くように、ひいては実用品種の開発まで持っていけるようにしま

しょうと。ただ、なかなか農林水産省だけで全部できるわけではありませんので、総合科

学技術会議ですとか学術会議、皆さん方とも、今いろいろな御相談をして、連携しながら、

いろいろな場をつくっていきたいと思っております。 

 ３つ目の柱が、やはりコミュニケーションでございます。私どものほうでも、大きな規

模ですとか小さな規模で、全国各地で、今コミュニケーション活動をやっております。最

近、私も肌で感じておるのが、食料品の値上げ問題ですとか、こんなに日本は自給率が低

いということに改めて消費者の皆様方が感じられて、こういうことであれば、ＧＭＯにつ

いても、やはり行う必要があるのではないかという声が少しずつ上がってきていると思い

ます。 

 集計中でございますけれども、今年度、１万人に対する大規模なアンケートというもの

を行いました。現在取りまとめております。私も、ちょっと意外だったのが、全体１万人

のうち４割ぐらいの方が、積極的か、消極的かは別にしまして、ＧＭＯを商業栽培しても

いいのではないかという御意見がございます。１割ちょっとの方が絶対反対、残りの４割

強の方が何とも言えないという状況になっております。それで、よくよく個別に記載され

ている事項なんかを見ますと、やはり食料品の値上げ問題とか自給率のこともあって、Ｇ

ＭＯで食料不足を補うことができるのであれば、新しい技術としてきちんと進める必要が

あるというような意見が結構多いんだなと思いました。 

 これからも、この研究戦略をもとにしながらコミュニケーション活動を行っていって、

賛成の方も、反対の方も、中立の方も、それぞれの立場で御意見を言ってもらい、それを

私どもが、また政策に生かしていくという形で進めたいと思っております。 

 特に、その中で安全性に対する議論がございます。私どものほうでも、例えば環境影響

の評価を行っています。その中で、「分科会、総合検討会というものを何回も繰り返しな

がら安全性の担保はしているのです。ですから、開発できたからといって、すぐに植える

ことはできないのです。逆に言えば、申請者の負担というのは結構あるのですよ」という

ことを申しながら、安全性についての理解を求めていくという形で進めさせていただきた
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いと思います。 

 本日、５件ございますので、結構お時間がかかると思いますけれども、どうぞよろしく

御審議のほうをお願いいたします。 

 

＜配付資料の確認＞ 

 

○小迫研究調査官 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、資料２－２、その次が資料３－１、

資料３－２、その次が資料４－１、資料４－２、その次が資料５－１、資料５－２、その

次が資料６－１、資料６－２、そ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。 

 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。 

 

＜参考資料の説明＞ 

 

○小迫研究調査官 それでは、まず参考資料１～３について御説明させていただきます。 

 参考資料１、これは既に承認された農作物一覧でございます。前回、10 月４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、２ページ目に

カーネーションの欄がありますけれども、それの６番目にありますカーネーション、これ

が 11 月６日に隔離ほ場での第一種使用が承認になっております。 

 それから３ページ目ですけれども、セイヨウナタネの９番目、これは、いわゆる経過措

置案件だったものですが、これが 11 月６日に承認。 

 同じく、３ページ目のダイズの８番目のものが１月 31 日に承認になっております。 

 それから、５ページに飛びましてトウモロコシの 35 番、36 番目が 11 月 6 日に、37 番

目が 11 月 20 日に、38、39 番目が１月 31 日に承認になっております。 

 それから、その下のバラですけれども、３番目と４番目が１月 31 日に承認になってお

ります。 
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 前回の総合検討会からですと、以上の 10 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１件が承認されましたので、

それがこの表から落ちたということでございます。 

 それから、ここに残っておりますセイヨウナタネの１件につきましては、本日御審議い

ただく案件でございます。 

 次に、参考資料３でございます。総合検討会において了承いただきました、まだ審査中

の案件の一覧でございます。除草剤耐性ダイズ１件がございますけれども、これにつきま

しては、既にパブリックコメントまで終了しております。しかし、食品や飼料の安全性の

確認が未了でございますので、まだ審査中ということになっております。 

 参考資料１～３につきましては、以上でございます。 

 それから、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。留意事項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かかる申請書等の検討について 

 

○原田座長 それでは、委員の皆様の御協力を得ながら、厳格に、かつ能率的に進めてい

きたいと思います。 

 特に、本日は５件ございますので、近藤委員には大分負担をかけると思いますけれども、

よろしくお願いしたいと思います。 

 議事の１番目ですけれども、「遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請

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

したものでございます。 

 本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を近藤委員から御報告いただきまし

て、その後、より幅広い見地から、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に基づきまして、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。その後に、個々の申請案件について、委員の皆様と



 - 5 - 

検討して意見の集約を図り、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、まず、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

○小迫研究調査官 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。１つ目といたしま

して、熱耐性α－アミラーゼ産生トウモロコシ（3272）。２つ目は、チョウ目害虫及びコ

ウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシといたしまして Bｔ

11 と MIR604 のスタック、それから３つ目といたしまして、２番目にありましたものに

グリホサート耐性を加えました Bｔ11 と MIR604、それから、GA21 の３つのスタックで

ございます。それから、４つ目といたしまして除草剤ブロモキシニル耐性セイヨウナタネ

OXY235、５つ目は除草剤グリホサート耐性ワタ、GHＢ614 の合計５件でございます。 

 使用等の内容につきましては、ワタの１件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して、残りの４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でございますけれども、これらの５件とも、農作物分科会におきま

して２回ないし３回御審議いただいておりまして、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。 

 これまでの承認等の状況でございますけれども、１番目の案件につきましては、カルタ

ヘナ法に基づく隔離ほ場での栽培の承認がおりておりまして、その試験結果に基づきまし

て、今回申請が上がってきたというものでございます。 

 ２つ目と３つ目でございますけれども、これらのスタックのトウモロコシにつきまして

は、資料１の裏のほうに親系統の承認状況が示してありますが、いずれもカルタヘナ法に

基づく栽培の承認のほか、食品及び飼料の承認もおりております。 

 もとに戻っていただきまして、４番目のセイヨウナタネにつきましては、いわゆる経過

措置案件でございまして、旧指針で、開放系での一般利用が承認されていたものでござい

ます。 

 ５つ目のワタにつきましては、本日、隔離ほ場での使用について御審議いただくもので、

これまでに承認はございません。 

 以上でございます。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 
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 それでは、議事に従いまして、一つ一つ審査をしていきたいと思います。 

 まず最初、「耐熱性α－アミラーゼ産生トウモロコシ」についてでございますけれども、

農作物分科会での検討結果について、近藤委員より、資料２に基づいて御報告をお願いい

たします。 

 

＜耐熱性α－アミラーゼ産生トウモロコシの生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 それでは、資料２－１を読ませていただきまして御報告とさせていただきま

す。 

名称：耐熱性α－アミラーゼ産生トウモロコシ（改変 amy797Ｅ，Zea mays subsp. 

mays（Ｌ.）Iltis）（3272，OECD UI：SＹＮ-E3272-5） 

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

及び廃棄並びにこれらに付随する行為 

申請者：シンジェンタ シード（株） 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係

る第一種使用規程に従って本組換えトウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多

様性影響に関する申請者による評価の内容について検討を行った。主に確認した事項

は以下のとおりである。 

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 pNOV7013 に由来する改変 amy797Ｅ遺伝子（改変 AMY797Eα－アミラ

ーゼ遺伝子）及び pmi 遺伝子（ホスホマンノースイソメラーゼ遺伝子）が本組換え

トウモロコシのゲノム中に１コピー移入されており、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る。 

 移入された改変 amy797Ｅ遺伝子の発現は、複数世代を用いた ELISA 法による

改変 AMY797Eα－アミラーゼ蛋白質の検出により確認されている。また、pmi 遺

伝子の発現は、マンノースを唯一の炭素源とする培地上で PMI 蛋白質の作用によ

り生育可能となる組換え体の選抜指標とされており、２系統での ELISA 法による

PMI 蛋白質の検出により確認されている。 

 

 PMI 蛋白質に注がついていますが、その注です。 
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（注）移入された pmi 遺伝子の産物である PMI 蛋白質（ホスホマンノースイソメラー

ゼ）は、マンノース６-リン酸とフルクト－ス 6-リン酸を相互変換する酵素であり、

この遺伝子によりマンノースを炭素源として利用できる形質が付与される。 

 

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るが、これまで自生化した例

は報告されていない。 

 我が国の隔離ほ場において、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、対照との間で有意差あるいは相違は見られなかった。 

 本組換えトウモロコシには、移入された改変 amy797Ｅ遺伝子により、高温条件

（90 度）で高い活性を示す一方、常温では低い活性を示す改変 AMY797Eα－アミ

ラーゼ蛋白質の産生性が付与されている。α－アミラーゼ蛋白質は発芽に関与する

酵素であることから、10～40℃の各温度条件下における発芽及び初期生育が調査さ

れている。その結果、いずれの温度条件下においても、本組換え体と非組換え体の

発芽及び初期生育に有意差は見られなかった。 

 α－アミラーゼ蛋白質は澱粉からデキストリン、マルト－ス及びグルコースへの

加水分解を触媒する酵素であるが、本組換え体の穀粒中の澱粉含量は非組換え体と

同程度であり、澱粉含量以外の穀粒及び茎葉の主要構成成分の分析結果についても、

本組換え体と対照の非組換え体の間で有意差は見られないか、有意差が見られても

文献値の範囲内であった。 

 これらのことから、改変 AMY797Eα－アミラーゼ蛋白質産生性の付与により、

我が国の自然条件下において本組換え体の競合における優位性が高まるとは考えに

くい。 

 また、移入された pmi 遺伝子により PMI 蛋白く質を発現するため、マンノース

が炭素源となり得るが、この形質により競合における優位性が高まることはないと

考えられる。 

 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
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当であると判断した。 

 

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ない。 

 本組換えトウモロコシには、改変 AMY797Eα－アミラーゼ蛋白質及び PMI 蛋

白質の産生性が付与されている。α－アミラーゼ蛋白質は自然界に広く認められる

が、生物に有害であることは報告されていない。また、PMI 蛋白質は、基質特異的

であり、他の天然基質は知られていない。このため、PMI 蛋白質が宿主の他の代謝

経路に影響を及ぼし、有害物質を産生するおそれはないと考えられる。 

 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、対照との間で有意差

は認められていない。 

 なお、改変 AMY797Eα－アミラーゼ蛋白質及 PMI 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

が確認されている。 

 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

あると判断した。 
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 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。 

 この件は、農作物分科会で３回にわたって審議されているわけですけれども、何か、御

意見、御質問はございませんでしょうか。どなたからでも結構ですので、どうぞ。 

○武田委員 ちょっと確認したいことがあるんですが、別紙１です。隔離ほ場試験結果報

告書の２ページに、改変α－アミラーゼのバンドを流したカラー写真があるんですが、一

番左端のカラムは、何か、バンドが１本余計にあるように見えるんですが、これは気のせ

いですか。それとも、何か余計になっているようなことがあるのか。単純に疑問なんです

けれども、こういうことってあるんですか。 

○近藤委員 詳しい説明は何も書いていないのでわからないのですが、ここでは組換えた

ものが入っているつもりだったので、検討していません。 

○武田委員 じゃ、結構です。 

○小迫研究調査官 今の件に関してですけれども、これはラテラルフローの検出、蛋白質

の検出ですので、基本的に２カ所にマークが出る形になっていると思います。それで１カ

所は、ダイズであれば上のものが出まして、その蛋白質は、基本的には下の１本、合計２

本が出る仕組みのキットになっていると思います。ですので、一番端っこのほうは、その

１本が流れてしまったような形で、もともとは、そういうふうには設計されていないもの

だと思います。 

○武田委員 もう１つ確認しておきたいのは、やはり別紙１の６ページに、表３で一般形

態及び生育特性の比較結果というのがありまして、雌穂の数と、それが実った有効雌穂の

数というのがありますね。これは、理屈からいっても有効雌穂数のほうが多くはならない

ので、ミスタイプか別な個体を調査したという話になるので、ちょっとこういうのは、見

苦しいと言うと語弊がありますけれども。 

○原田座長 1.1 とか 1.2 というのは雌穂値ですか。 

○武田委員 １個体に何本の雌穂がついているかですね。それで、不稔のやつは有効雌穂

とは言わないので、それを引くんですね。ですから、そっちは少なくならなければいけな

いんです。少なくとも同数か、少なくならなければいけないんだけれども、細かい話です

が、目に触るというと目に触るものですから。本質的な問題ではありませんが。 

○原田座長 何か、四捨五入で片方は捨てて、片方は……。 
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○武田委員 でも、多くはならないことになります、有効雌穂は。 

 それから、ちょっとこれはコメントですが、この遺伝子というか酵素の名前として「耐

熱性α－アミラーゼ」と言っていますけれども、それは、例えば９ページの第２図を見て

いただくと非常にはっきりするんですが、この遺伝子の場合は常温で活性が高くて、その

活性が、例えば 70℃、80℃というふうに継続する。そういうものだと本当にトレラント、

耐熱性と言っていいと思うんですけれども、この場合は常温だと、90℃というとんでもな

い高い温度で活性が高い。だから、本来は、これは耐熱性じゃなくて好熱性と言うべきだ

し、ドナーの微生物も好熱性古細菌となっているわけです。 

 だから、今から動かすわけにはいかんでしょうけれども、こういうケースは、やはり耐

熱性というよりは好熱性というふうに言うべきなんじゃないかなと思って見ておりました。 

○高木委員 最近、割合これは混乱というか、本来のあれじゃないかもしれないけれども、

大体耐熱性で通っているんですね。 

○武田委員 だけど、ドナーの種名は好熱性古細菌となっています。 

○高木委員 細菌の名前は、特に高度好熱性という古細菌に分類されると思うんですけれ

ども、熱が好きだということですが、酵素の場合は、大体、こういうものは耐熱性という

呼び方でくくっているようですね。好熱性の酵素というのは余り……。 

○武田委員 言わないんですか。 

○高木委員 言わないことはないかもしれないけれども、割に少ないですね。 

○武田委員 図２を見ると、耐熱性というよりは好熱性のほうが、形容詞としてはわかり

やすいんですけど。 

○高木委員 そうですね。 

○近藤委員 ここも、武田先生が言うように、少し気にはなったのですが、もともとこの

データはなかったんです。それで、ない段階でこういうものが入るとα－アミラーゼの活

性が高くなって、そんなときに、例えば発注なりその他で非難が出るのではないかという

ことを気にして議論していたんですが、このデータを後から出してもらって、それは必要

ないなと逆に思ったんですが、今おっしゃられたように、これは明らかに好熱性ですが、

タイトル今さら変えることではないと思ってそのままにしました。 

○武田委員 ちょっと気になったのは、私は大麦でベータアミラーゼの仕事をしていまし

て、あれはビールをつくるときに耐熱性があるほうが醸造の効率がうんといいんですね。

それで、ベータアミラーゼの体系を調べていますと、常温で一番高いんですけれども、そ
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れが 50℃オーバーぐらいまで持ち越すのがいるんですよ。こういうものが、まさにトレラ

ント、耐熱性なものですから、そういうものをある意味見つけたりしていたことがあるの

で、この図を見ると、やはりこれは耐熱かなという気がしたものですから、余計なコメン

トですけど。 

○高木委員 好熱性の酵素という言い方は余りないですね。 

 バクテリアの場合は好熱性で、確かに普通なんですけれども、酵素の場合は、高いとこ

ろだけで活性を持つのも割に耐熱性という言い方をしているので、ちょっと言葉の使い方

が、ある意味で混乱するのかもしれませんが、こういう場合はこれでわかるんじゃないか

なと思います。 

○武田委員 もう１つ余計なことを言いますと、先ほど横田課長からもお話があったよう

に、何とか組換え作物の出番をつくらなければいけないんですけれども、こういったケー

スで、例えばトウモロコシからアルコールをつくる。そのプロセッシングの効率を上げる

ためには、耐熱性か好熱性の遺伝子というのは、大変好ましいわけですけれども、もし、

この遺伝子だけを使うと何が起こるかというと、常温でうんと活性が低いですから、トウ

モロコシが発芽してこないんですよ。だから、もともとのドメスティックな、例えば三角

の、これは大麦のα－アミラーゼなんですけれども、こういうものにプラス遺伝子組換え

で耐熱性の遺伝子を入れると、常温ではもともとドメスティックな遺伝子が効くし、アル

コール発酵をさせるときには耐熱性のほうが効く。これは通常の交配で、常温で働く遺伝

子と耐熱性の遺伝子を入れかえてしまったら、耐熱性はあるけれども、常温では効かない

から発芽できなくなるんですね。 

 ですから、これは、まさに余計なことを今言っているんだけれども、遺伝子組換えの絶

妙なる場面なんですよ。両方の遺伝子を同時に発現させて、低温ではハウスキーピングな

遺伝子を働かせておいて、発酵させるときには好熱性細菌から来た遺伝子を働かせる。こ

のことは、まさにＧＭＯの独壇場というか、得意技なんですよ。だから、ぜひ何かのとき

に使ってください。 

○高木委員 しかも、発現させる場所を変えていますね。 

○武田委員 あれは一緒にさせないのですね。あの小技には、ちょっと驚きました。 

○高木委員 小胞体の中で特異的に発現するように設計していますので、要するに、細胞

を壊して、トウモロコシを粉砕して発酵するというか、液化するときにだけ働くようにで

きているので、理論どおりに行けば非常にうまくいくのではないか。 
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○武田委員 同じところで発現させようと思うと自爆しちゃいますから。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ほかに、何かございますか。 

○井出委員 基本的なことで質問なんですけれども、ちょっと読んでいくと、資料２－２

を読んだだけでは、一体これが何物なのかがよくわからないんですね。それで、申請書の

15 ページの系統樹を見て本文を読むと、このハイブリット SYT0003 というのが、何かそ

れなのではないかというのがようやくわかるんですが、私は素人なので、一体どれを評価

しているのかがにわかにわからなかったんですけれども、こういうことで申請というのは

よろしいものでしょうか。 

 それから、実際に使われる場面では、ＢＣ3Ｆ4×ＮＰ2391 というのが常に栽培される

というふうに考えてよろしいんですか。自殖系統でＢＣ3Ｆ4 というのを維持していて、実

際に使われる種はＮＰ2391 と交雑したものを常に使うという理解でよろしいでしょうか。 

その辺が、読んでいて理解できなかったんですけど。 

○原田座長 今まで、評価書の概要というものには、こういう作出の過程を書かなかった

のか、あるいはこれだけ抜けているのか。 

○武田委員 ペディグリーというのは、特に新しく利用するときは、まさに企業秘密です

ので書かないケースが多いですし、例えばＮＰ何とかという番号があっても、これは、あ

る種架空の番号で、実はそういうものはないというケースがあろうと思います。 

 会社では、もちろんわかっていますけど。 

○原田座長 この概要は公になるから、なかなか難しいですね。どういうものを取り入れ

て、どういうものは書けないかというのは。 

○武田委員 特にドナーなんかは書かないですよ。再分化能のあるドナーだということが

バレてしまうと、すぐそれが使われちゃいますから。 

○林委員 関係ないかもしれませんけれども、申請書の 14 ページの下から７行目に「申

請の対象となるのは T1 及び T1 に由来する後代系統である」ということが書いてあります。

それで今、武田先生がおっしゃったような意味で、ここは幅広に書いてあるわけですね。 

○武田委員 そういうことですね。 

○林委員 特定しないで幅広に書いてある。 

○原田座長 それと同じ文章が、こっちの概要のほうにもありますね。 

○井出委員 ということは、例えば図４の系統樹に書いてあるようなものは、すべて対象
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だというふうに理解すればよろしいんですか。 

○高木委員 タイトルに 3272 という番号がありますが、これは、今議論している系統樹

の中には出てこないんですか。 

○井出委員 出てこないんですよ。探したんですけれども、どこにも書いていないので。 

○高木委員 OECD 番号がついている 3272 という株は、この系統樹の中には出てきてい

ないんですね。 

○近藤委員 今までも、こういう系統樹に出てくる番号とは違う番号で申請が出されてい

れば、これは、いわば社内での番号で登録番号とは違うということで、それは、よくある

ことではないかと思います。 

○高木委員 でも、どれかには対応はしているんでしょう、実質的な対応は。 

○近藤委員 ここでは、申請はこの系統だと書いてあるわけですね。それで、試験に使っ

たのはこれだというふうに書いてありますから、これまでのいろいろな試験関係の中では、

かなりよくわかる方法ではないかと思いますけれども、そこをはっきり書いていないのが

多くてわかりにくいのかもしれません。 

○井出委員 例えば 18 ページの「本組換え体（SYT0003）」ですが、この場合は本組換え

体が SYT0003 だというふうに言っているように見えるんですね。そうすると、さっきの

図４の、申請の対象になるものは T1 の後代だということと、何かそごがあるように、な

かなか素直に理解できなくて、書き方の問題なんでしょうけれども、その辺を、ぜひもう

少しわかりやすく整理して申請いただければと思います。 

○原田座長 申請書の中では、図４のほうで、ＢＣ3Ｆ4 に NＴ2391 を掛けたハイブリッ

ドが SYT0003 ということになっているわけです。ですから、この申請書を読む限りは、

本文のほうに SYT0003 と出てきたのは、こっちの図４を見ればわかるわけですね。 

○井出委員 そうですね。 

○近藤委員 ここに書かれているのは、実際に試験をしたものがこれだということで、そ

の結果について書かれていて、承認を得ようとしているものはこの系統すべてで、式の中

には、数世代の幾つかについて遺伝子が安定して検出されたという試験をやっていて、こ

の系統すべてを申請しているわけですね。 

 ですから、実際にこれが承認されますと、ここに書かれているＢＣ3Ｆ4 に何かを掛けた

ものではなくて、その前のものに掛けたものでもいいわけです。そういう広い範囲で申請

をしているということで、試験はその中の一つをやっているということになると思います。 
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○井出委員 わかりました。 

○原田座長 なかなかこの概要のほうには書きにくいことがあるみたいで、審査のほうは、

あくまでも申請書でしないと、確かにわからないところがありますね。概要のほうだけで

はわからないと思います。 

 ほかに、何かございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんようでしたら取りまとめさせていただきたいと思いますけれども、

申請者から提出された「耐熱性α－アミラーゼ産生トウモロコシ」について、第一種使用

規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれはないとした生物多様性影響

評価書の内容は適正であると判断します、ということでよろしいでしょうか。先ほど、武

田委員から細かい点の指摘がありましたけれども、ああいうものは、やはり注意していき

たいと思いますが、そういうものも含めて申請者のほうに連絡してください。 

 それでは、次に移らせていただきます。「チョウ目害虫及びコウチュウ目害虫抵抗性並

びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ、チョウ目害虫及びコウチュウ目害虫抵抗性

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」については、後者では

前者にグリホサート耐性が付与されたものであり、この点を除けば同様の特性を有してい

ることから、２件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３と４に基づ

いて御報告をお願いいたします。 

○近藤委員 資料３－１について読ませていただきます。その後に４－１で、３-１と違う

ところだけ御説明させていただきたいと思います。 

 それでは、資料３－１を読ませていただきます。 

 

＜チョウ目害虫及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性トウモロコ

シ＞＜チョウ目害虫及びコウチュ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＞ 

○近藤委員 資料３－１について読ませていただきます。その後に４－１で、３-１と違う

ところだけ御説明させていただきたいと思います。 

 それでは、資料３－１を読ませていただきます。 
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名称：チョウ目害虫及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート耐性ト

ウモロコシ（改変 cry1Ab，改変 cry3Aa2，pat，Zea mays subsp．mays

（L.）Iltis）（Bt11×MIR604，OECD UI：SYN-BT011-1×SYN-IR604-5） 

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

及び廃棄並びにこれらに付随する行為 

申請者：シンジェンタ シード（株） 

 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係

る第一種使用規程に従って本スタック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った。主に確認した

事項は以下のとおりである。 

 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（Bｔ 11）とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

（MIR604）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る。 

 

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するが酵素活性は持たない

と考えられる。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

が高い酵素である。一方、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

殺虫活性を有するが酵素活性は持たないと考えられる。また、改変 Cry1Ab 蛋白質

及び改変 Cry3Aa2 蛋白質は、それぞれ特定のチョウ目害虫、あいはコウチュウ目

害虫に対して殺虫活性を示し、殺虫スペクトラムは重複しないことから、これらの

Cry 蛋白質の間で相互作用が起こることは考えにくい。したがって、改変 cry1Ab

遺伝子、pat 遺伝子及び改変 cry3Aa2 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る。 
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 なお、本スタック系統トウモロコシのチョウ目害虫及びコウチュウ目害虫抵抗性

についてはヨーロピアンコーンボーラー及び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、グルホシネート耐性については除草剤散布試験に

より、それぞれ親系統と同程度の抵抗性、耐性を有していることが確認されている。 

 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る。 

 

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ない。 

 本スタック系統トウモロコシは、Bt11 由来の改変 cry1Ab 遺伝子及び MIR604 由

来の改変 cry3Aa2 遺伝子がそれぞれコードする改変 Cry1Ab 蛋白質及び改変

Cry3Aa2 蛋白質により、チョウ目害虫及びコウチュ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 蛋白質により、グルホシネート耐性

を有する。しかし、我が国の自然環境下で、チョウ目害虫及びコウチュウ目害虫に

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要因ではなく、

また、グルホシネートが散布されることは考えにくいため、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。 

 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

れる。 

 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ない。 

 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 MIR604 由来の改変 Cry3Aa2 蛋白質の産生性を併せ持つ。改変 Cry1Ab

蛋白質及び改変 Cry3Aa2 蛋白質は、それぞれチョウ目昆虫及びコウチュウ目昆虫
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に対する殺虫作用を有する。しかし、PAT 蛋白質は、グルホシネート耐性を付与す

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る。また、改変

Cry1Ab 蛋白質、改変 Cry3Aa2 蛋白質及び PAT 蛋白質間では相互作用はないと考

えられる。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る。 

 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た。 

 

 資料３－１は以上ですが、続いて資料４－１をごらんいただきたいと思います。この資

料４－１では、資料３－１と異なるところを下線を引いて示してあります。この案件は、

先ほど原田座長よりも御説明がありましたように、除草剤グリホサートが１つ、除草剤耐

性の遺伝子が１つつけ加わっています。その点だけが、この資料４－１でもつけ加えられ

ております。 

 例えば最初の段落でいきますと、下のほうですが、３－１では Bt11 と MIR604 を交配

してつくられたというふうに書かれたところに、さらに「及び除草剤グリホサート耐性ト

ウモロコシ（GA21）がさらにつけ加わっております。 

 同じように、１番目の意図された形質に係る相互作用のところでも、上から７行目、８

行目のところに、「さらに」という形で「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
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素）は基質特異性が高い酵素である」というふうに、１つ遺伝子に関する性質、蛋白質に

関する性質が加わっております。 

 それから、次の段落でも除草剤耐性について、３－１では「グルホシネート耐性につい

て除草剤散布試験により」と書かれていますが、４－１では「グルホシネート及びグリホ

サート耐性」というふうに「グリホサート」という除草剤の名前がつけ加わっております。 

 裏側のほうに行きまして、「競合における優位性」のところでも、第２段落目の４行目

ですね。「GA21 由来の mEPSPS 遺伝子がコードする」、ちょっとあけまして「mEPSPS

蛋白質により」というふうに、PAT 蛋白質の説明に、さらに mEPSPS 蛋白質というもの

がつけ加わっておりますし、その次の行のグルホシネートのところに、さらに「及びグリ

ホサート」というふうに、後から、さらに除草剤耐性の遺伝子がつけ加わっております。 

 それは同様に、その２行下、３行下にも、グルホシネートのところに「及びグリホサー

ト」というふうにつけ加わっております。 

 それから、有害物質産生性も、やはり全く同じように、第２段落目の２行目に「並びに

GA21 由来の mEPSPS 蛋白質産生性」、それから、さらに２行下の「及び mEPSPS 蛋白

質」、さらに次の行に「及びグリホサート耐性」、次の行に「及び mEPSPS 蛋白質」とい

うふうに、「グルホシネート」と書かれているところに、「及び」という接続詞に続きまし

て「グリホサート」がつけ加えられていたり、それから蛋白質としては、「PAT 蛋白質」

にプラスして「mEPSPS 蛋白質」というふうにつけ加えるということで、そのほかの部分

は全く同じ内容になっております。 

 これはスタック系統なものですから、細かい形質の試験をやっておりませんので、こう

いったように、ほとんど同じような表現になっております。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、２件目、３件目を同時に審査をいたしたいと思いますので、何か、コメント、

御意見、御質問がございましたらお願いいたします。どなたからでも結構ですので。 

○武田委員 ちょっと統計的な取り扱いで気になるところがあります。概要書の 17 ペー

ジと申請書の 22 ページのいずれも表５ですが、これを見比べていただくとすぐおわかり

だと思いますが、申請書にはサンプル、つまりネガティブコントロールのプロットがある

んですね。ところが、概要書のほうではそれが抜けているわけです。これは無サンプルで、

要するに、薬害ゼロだから取ってもいいんだということで取ったのかなという気もします
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が、分散分析をやるときには、ネガティブコントロールのところは何回やってもゼロで、

入れれば入れるほど小さくなりますので、意味が違ってくるんですね。だから、ゼロだか

ら取っていいというわけにはいかないので、シンジェンタまで聞こえるかどうか知りませ

んけれども。 

 ちなみに、もう１つのイベントのほうからははずしてあるんですね。恐らく、これは本

試験ではネガティブコントロールがあったのだと思うんです。それで分散分析をやってい

ると思うんですけれども、ちょっとその扱いが乱暴というか、違っているなと思います。 

○原田座長 データをとってあれば加えたほうが望ましいですね。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 小野里委員、何かございますか。 

○小野里委員 申請書の 22 ページにある表４に、ハイブリッド１、２というふうに出て

いるのですが、これの説明がちょっと見つからなかったものですから。 

○原田座長 下の注にでも書いてあればいいと思いますけれども、注が１、２、３、４と

ありますが、ここには書いていないですね。 

 先ほどのように、どこかに育成過程の系統図でもあれば、そこに参照するように書いて

もらえばいいと思うんですけれども、これは、表だけ見てもメインのことはわかるように

しておいてもらいたいと思います。先ほどの表５に関してはコメントがあったわけですけ

れども、その上の表４についても……。 

○小迫研究調査官 今のハイブリッドに関しては、18 ページの真ん中に「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」ということで、ハイブリッド１、２というのが

ありますけれども、それぞれ表ごとに完結して見せたほうがいいという御指摘ですので。 

○原田座長 そうだと思います。 

 あるいは、少なくとも 18 ページを参照しろとか何かあったほうがいいですね。どっち

でもいいと思いますが。 

○近藤委員 注のところに、何ページを参照しろと書いておいたほうがいいですね。 

○原田座長 そうですね。ありがとうございました。 

○小野里委員 これも、先ほどの表ですと、MIR604 にもハイブリッドがあるし、非組換

えトウモロコシにもハイブリッドがありますね、１、２と。 

 それがここにありますね。わかりました。 

 それともう１つ、これは文章の問題ですけれども、申請書の９ページのところです。中
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ほどに「改変 Cry1Ab 蛋白質」というのがありますけれども、その本文の中の６行目に

「Cry1Ab 蛋白質の殺虫効果については」と書いてあって、それから、さらに５行下のと

ころに「一方、Cry1Ab 蛋白質は」とあるんですが、どちらも「Cry1Ab 蛋白質」なもの

ですから、これは多分、「一方」が要らないのではないか。「一方」と入っていたものです

から、何か別なことを書いているのかなと思っていたんですけれども、よくよく見ると同

じものを指しているので。 

○原田座長 「一方」というのが要らないということですね。 

○小野里委員 余分についちゃっているのではないかなと思います。それは、次の申請書

も同じです。 

○近藤委員 前に書いてあるのは殺虫活性があるということで、後のほうは殺虫活性がな

いということで「一方」というのを使っているんですね。 

 確かに、なくていいとは思いますけれども、意味としては、前の文章では殺虫活性があ

る、一方の後は極めて低いというつもりで、「一方」で対比しているのだと思いますけど。 

○原田座長 どっちがわかりやすいかという問題でしょうけれども、一長一短であれば、

小野里先生、これは残っていても構わないですか、「一方」というのが。上から読んでこ

られて。 

○小野里委員 それでしたら、「殺虫活性を示すが、チョウ目以外の昆虫には殺虫活性が

ない」か「極めて低い」としたほうがいいかもしれませんね。 

○近藤委員 そのほうがいいですね。 

○原田座長 それでは、ここのところは修文をお願いします。 

 どうぞ。 

○林委員 ちょうど９ページの同じところですけれども、「カナダ政府のデータベース

（文献 22）に詳細な」ということがあります。これは、少し前にここで御披露したんです

けれども、OECD のほうで６年かけて、アメリカがリード国になって、ＥＣ諸国といろい

ろ非常に厳しい議論の末に、OECD のコンセンサス・ドキュメントの一つとして、Ｂt に

関するものができました。それは、この青いファイルの中にも入っているんです。これは、

皆さんに御使用いただきたい。 

 それで、このカナダのものよりか、もっと非常に広範に扱って、文献の数でも 459 あり

まして、最新のことまでをカバーして、Ｂt に関してこれだけカバーしているのは、恐ら

くほかにないと思います。 
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 これはこれで結構なんですけれども、今後は、これは事務局のほうにお願いしたいんで

すが、こちらをなるべく引用するようにということです。Cry1Ab ももちろん入っていま

すし、Cry1Ab がどういう微生物か、虫にどうだこうだという表もありますから、それを

使っていただくようにしたほうがいいのではないかというか、これはお願いです。 

 それからもう１つは、それをどういうふうにとるかということですけれども、青のファ

イルのＢt のドキュメントの２～３ページのところにウェブサイトが出ているんです。で

すから、申請者の方も、そこのウェブサイトを事務局から教えていただいて、それをおろ

して手元において、必要に応じて全部、Ｂt についてはそれを使うということですと、ど

っちも同じような、国際的に合意されたところで議論するということで、そのほうがいい

んじゃないかと思います。それはお願いですけど。 

○原田座長 今回も末端に２つほどの小さな修文がありますから、ここの文献 22 は、数

はそのままにしておいて、後ろのほうのリストのところに入れてあげればいいわけですね。 

○林委員 これはこれでも結構ですけれども、今後、事務局のほうで、こういうときには、

カナダのというよりか OECD のということで、もちろん、メンバー国の１つですから、

もっと広範な文献があるということで、そっちを引用していただいたほうがいいので、そ

ういうふうに指導していただいたほうがいいんじゃないとか思います。 

○原田座長 わかりました。 

○高木委員 今、先生がおっしゃっているのは青いやつの 21 ですか。OECD コンセンサ

ス・ドキュメント、これのことでしょうか。 

○林委員 そうです。それは６年かけて、かなりぎりぎりやって、つい最近できたもので

すから。それで文献数も非常に多いですし、このことは当然カバーしている内容です。ま

た、これは OECD 加盟国の合意文書ですから、それを使ったほうがいいんじゃないかと

思います。 

○原田座長 ほかに、何かございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 もしよろしければ取りまとめをいたしたいと思いますけれども、今、武田先生と小野里

先生、それから、林先生から指摘がございましたので、それは事務局のほうから伝えてい

ただきたいと思います。 

○林委員 もう１ついいですか。 

○原田座長 どうぞ。 
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○林委員 これの最後の「グルホサート耐性」は消していいんじゃないですか。 

○原田座長 タイトルですか。 

○林委員 「及びグルホサート」というのは、これは次のやつだと思うのでなくてもいい

と思います。単純ミスですけれども、これはなくていいんじゃないですか。 

○原田座長 そうですね。片方は、少なくともなくていい。 

○林委員 黄色いほうはなくていいんじゃないですか。 

○近藤委員 ここに「グルホシネート及びグルホサート」となっていますが、「グルホシ

ネート及びグリホサート」ですね。 

○高木委員 中はいいですね。 

○林委員 中は３つになっているんですけれども、表紙だけ４つになっている。 

○原田座長 概要のほうはちゃんとなっていますか。 

○林委員 なっていますね。 

○原田座長 しかも、グリホサートにちゃんとなっていますね。 

○近藤委員 ３－２のほうですが、「グルホシネート」が「グリホシネート」になってい

ますね。 

○原田座長 こういうところは修正していただくことにして、申請者から提出された２件

のスタック系統トウモロコシについて、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様

性影響が生じるおそれ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、一応こういうふうにさせていただいて、４つほど出てきた点については事務局のほ

うで修正するようにお願いします。それで、申請者のほうとの対応はよろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、今度は４件目になると思いますけれども、「除草剤ブロモキシニル耐性セイ

ヨウナタネ」について検討いたします。 

 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

告をお願いします。 

○近藤委員 資料５－１を読ませていただきます。 

 

＜除草剤ブロモキシニル耐性セイヨウナタネの生物多様性影響評価について＞ 

 

名称：除草剤ブロモキシニル耐性セイヨウナタネ（oxy，Brassica napus Ｌ.）（OXY-
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235，OECD UI：ACS-BN011-5） 

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

及び廃棄並びにこれらに付随する行為 

申請者：バイエルクロップサイエンス（株） 

 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係

る第一種使用規程に従って本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った。主に確認した事

項は以下のとおりである。 

 

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しており、サザン

ブロット分析等の結果から、プラスミドｐRPA-BL-235 のうち oxy（オキシニル系

除草剤耐性）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る。また、oxy 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の結果及び

オキシニル系除草剤（ブロモキシニル及びアイオキシニル等）散布試験の観察によ

り、それぞれ確認されている。 

 

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、河原や線

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る。ま

た、路傍、崖、河川敷などのように攪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る。 

 本組換えセイヨウナタネには、オキシニル系除草剤耐性が付与されているが、自

然環境下でこれらの除草剤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。 

 競合における優位性に関わる形質として、我が国の隔離ほ場において、形態及び

生育の特性、成体の越夏性、種子の生産量及び脱粒性について、本組換えセイヨウ
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ナタネと宿主品種である非組換えセイヨウナタネ（Westar）との比較調査がなされ

ている。その結果、両者間に統計学的有意差又は相違は認められなかった。また、

我が国の特定網室において、生育初期の高温耐性、花粉の稔性及びサイズ、種子の

発芽率及び休眠性について、本組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネ

（Drakkar）との比較調査がなされている。その結果、５から 11 週後までの幼植

物体の高温耐性において両者間に統計学的有意差が認められ、非組換えセイヨウナ

タネの黄化程度の数値が大きかったが、12 週後には、両者とも全個体が枯死したた

め、両者の幼植物体の高温耐性には相違はないと考えられた。それ以外の項目には、

両者間に統計学的有意差又は相違は認められなかった。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、競合における

優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥

当であると判断した。 

 

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る。本組換えセイヨウナタネ

の宿主品種（Westar）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る。 

 本組換えセイヨウナタネは、オキシニル系除草剤への耐性を付与するニトリラー

ゼ蛋白質を産生する。ニトリラーゼ蛋白質が野生動植物等への有害性を有するとの

報告はなされていない。また、ニトリラーゼ蛋白質は、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る。さらに、

ニトリラーゼ蛋白質のアミノ酸配列に基づいて相同性検索を行った結果、既知のア

レルゲンとの相同性は認められなかった。 

 我が国の特定網室において、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るが、いずれ
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の試験においても、非組換えセイヨウナタネ（Drakkar）処理区と比較して有意差

は認められなかった。 

 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）が知られているが、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ない。 

 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、他の野生植物

種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との交雑率は、既往の知

見を上回るものではないことが確認されていること 

（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る。 

 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、
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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ないことが確認

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る。 

 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

当であると判断した。 

 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、委員の先生方から御意見、コメント、御質問がございましたらお願いしたい

と思います。 

○武田委員 概要書の 21 ページ、上から６行目あたりに「別添資料２、ｐ.３」とあるん

ですが、この別添資料２は塩基配列で、別添資料４の間違いじゃないかなと思うんですけ

ど。ほ場観察で越夏性が変わっていないというお話ですので、少なくとも別添資料２では

ないと思います。 

 それから、概要書の 18 ページの上から２行目に「除草剤耐性の遺伝子が理論上の哺乳

類に適合する分離を示した」と書いているんですが、データが無いですね。これは、やは

り非常に大事なポイントなので、今まで、これはデータが無かったケースというのは余り

ないような気がするんです。T０を自殖して T1 を得たという３：１になったのだとは思い

ますけれども、データがないように思います。 

 それから、申請書の別添４の４ページに表１と表２というのがあるんですが、これは有

意差という欄に、ns はわかるんですが、横棒を引いてあるところがあるんですね。これは、

一次分枝数なんていうのは７と７とでどういう意味なのか。やらなかったという意味なの

か。７と７なら ns だと思うんですね。 

 今度は、その隣に茎葉重で 113g と 103g で、これは横棒ですね。それから、ns なのか、

検定しなかったのか、ns と書いてあるところを見ると、そうでないところは検定しなかっ

たという意味なのか、ちょっと意味不明なんですが、分科会あたりで、何か議論はありま
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せんでしたか。 

 着莢率も 60.6 と 59.0 で横棒になっていますね。あとは、定性的な色なんていうのは、

有意差検定でやる必要はないから横棒でもいいんでしょうけれども、これが、ちょっとわ

からなかったです。 

○近藤委員 数字の出し方が、ちょっと疑問になってきますね。草丈みたいなものは書い

てあるので、１本１本計ったということですが、バーが引いてあると１本１本計っていな

いという感じがしますね。 

○原田座長 色なんかはいいですけど。 

○近藤委員 茎葉重みたいなものは、何かあってもよさそうですね。 

○武田委員 草丈が有意差検定をしていますから、茎葉重も有意差検定はできると思うん

だけど。 

 ちょっと気になりましたので。 

 それと別添５ですが、13 ページ、これは、ちょっと問題だと思うんですけれども、表

17 に高温条件下での経時的黄化程度というのがありまして、これは途中、ずっと有意なん

ですね。それで、組換え体のほうが弱いんです。 

 ところが、これをどういうふうに書いているかというと、最終的にみんな枯れちゃった

から差はないと言うんだけれども、それは何ぼ何でも乱暴じゃないかと思うんですね。こ

れは一年性ですから、最後はみんな枯れちゃうのはわかっているわけで。 

 特に、これは幼植物の耐暑性を問題にする項目ですので、やはり正直に組換え体のほう

は、若干有意に弱かった。だけど、一年性でもあり、12 週後にはどっちも枯れましたとい

う表現のほうがいいのかなと思います。これは結局、検討結果の２ページ目の上から４～

５行目あたりのところにかかわってくるわけで。 

 これは、分科会から上がってきたのは、申請書を受け入れて、両者の幼植物体の高温耐

性には相違はないと考えられると言っていますけれども、少なくとも５％あるいは１％水

準で星がついていますので、これは、やはり違うと言わざるを得ないと私は思います。 

 それで、修正提案ですけれども、この２ページ目の上から４行目です。「数値が大きか

ったが」、これからが言い訳になるわけですけれども、ここに「これにより越夏性に差を

生ずることはなく、12 週後には、両者とも全個体が枯死した」という客観的事実だけ書か

れたらいいんじゃないかと思います。 

○原田座長 ちゃんと有意差があったと書いておいて、高温耐性には相違はないと考えら
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れたというのは、ちょっと妙ですね。 

○武田委員 申請者はそう書いているので、多分、それを受け入れたということだと思い

ます。 

 もちろん私も、結果的に全部、一年性で枯れているんですけれども、それはそれでいい

と思うんですけれども、表 17 の読み方としては、やはりきちっとしておかないとうまく

ないかなと思います。 

○原田座長 枯死したから高温耐性に相違はないというのは、ちょっと無理ですね。その

前に有意差ということがあるわけですから。 

 ほかはいかがですか。 

○小野里委員 申請書の 22 ページですけれども、交雑率の６行目のところに「別添資料

４，ｐ.11」という引用があります。ところが、この別添資料４の 11 ページは、かなり混

乱がありまして、まず、タイトルが「除草剤体制に関する試験」とあります。ですけれど

も、これは交雑性試験に内容はなっているんです。耐性試験と見れなくもないんですけれ

ども。 

○原田座長 下の表を見る限りは、耐性試験と言っておかしくはないのかもしれませんが。 

○小野里委員 ただし、その表の意味が、材料として Westar とか樺太というものが使わ

れているんですけれども、それで供試材料は表１に示すとあって、表１が４ページのとこ

ろにあるんですが、それは純系といいますか、交雑ではないんですね。そうしますと、芽

生え数が、すべて Westar の場合は０であっていいわけです。ところが、この芽生え数が

10.6％とか 13.8％というふうに入れているわけです。 

○原田座長 今おっしゃったのは、別添４でいいんですか。 

○小野里委員 別添４の資料で、今、11 ページを見ていますけれども、その 11 ページの

試験方法のところです。上から２番目のところに試験方法というのがあるんですけれども、

「供試材料は表１に示す」とあるんですが、その表１を見ますと、交雑種ではなくて純系

といいますか、それぞれのもともとの種なんですね。そうすると、これは除草剤耐性内で

すから、当然０になっていいわけです。 

 ところが、結果の概要のところを読んでいくと、耐性が出てきたのはセイヨウナタネと

の交雑性から説明できるものであり、一方、Westar のほうは、交雑性がないからこうい

う結果になったという説明になっているわけですね。ですから、これは非常に混乱してい

るんです。 
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 実際は、この参考資料は交雑の程度を示すための目的の結果なんですね。ですから、試

験方法は表１ではなくて、本文には 80 ㎝組換え体と離して植えて、その次の代で使って

いるんです。それで交雑すれば、それは耐性になって、どの程度交雑したかというのが、

この表の結果からわかるはずです。ですから、タイトルが混乱しているし、試験方法のと

ころも混乱している。 

○武田委員 実は、私も小野里先生と同意見で、11 ページは、頭のほうに参考資料として

あって、しかも２月 15 日、育種工学研究室発で、その前は、実は２月５日、作物開発部

発なんですね。ですから、これは多分、セパレートな実験だと思うんですよ。そうでない

と、表１に黄カラシナが入ってきて、ここの材料と第一合いませんし、小野里先生がおっ

しゃるとおり、これはアウトクロスの率を、この除草剤耐性をマーカーにして見ている実

験だと思います。 

○小野里委員 それで、本文にもそういう交雑性のところでこのところを引用しているも

のですから、多分、間違いなく……。 

○武田委員 そういうことだと思いますね。 

 ただ、ここで気になるのは、樺太の種子からの芽生えには耐性の個体が出現しないので、

その理由として交雑不和合性があるとか、こんなことを簡単に言われたら困るので……。 

○小野里委員 そうなんですか。 

○武田委員 交雑不和合性があるかどうかというのは、もっと厳密な意味合いで検定しな

ければいけませんけれども、ちょっとどうかなという感じはしたんですが。 

 おっしゃるとおり、他殖率を見ていると思います。 

○原田座長 わかりました。御指摘ありがとうございました。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

○小野里委員 それともう１つは、これは実際には栽培からはずされているんですね。そ

れで品種登録も抹消していて、ただ、種が残っていたときに問題を起こすかもしれないと

いうことで、一応申請されたのだと思うんです。そうであれば、評価書のところに、一言

その辺を断っておくと、これが、今後問題を起こす可能性は極めて少ないものですから、

その辺が一言入っていてもいいかなというふうに感じました。 

○原田座長 今まで、検討結果の資料のほうにそういうものを書いたことはありましたか。 

○近藤委員 種子がないものに関しては、いろいろと言い訳を書いたりしていますけれど

も、試験ができるものに関してはなかったと思います。 
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○小野里委員 どこかで持っていて、つくった場合に問題になってくるかもしれませんね。 

○原田座長 それは、あえて書かなくてもいいですね。 

○小野里委員 結構です。 

○原田座長 いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 そうしますと、今、小野里先生と武田先生から御指摘のあった表やら表現に関する混乱

がちょっとあるんですけれども、最後に話題になりましたように、これは、ほとんど使用

されることはないものですから、その辺は、私の意見としては事務局のほうでうまく対応

していただいて、きっちりしてもらって、審査の結果としては、今までの３つと同じよう

に提出された申請書は、この第一種使用規程に従ってやれば問題ないというふうにしたい

と思いますけれども、それでよろしいですか。 

○近藤委員 参考資料に書いてあるタイトルがこのままで残ってしまいますと――多分、

資料は残りますね、事務局側には。そうすると、後で見たときに誤解を与えるかもしれな

いので、参考資料のタイトルだけは変えておけば、目的でも何でもいいんですけど。 

○武田委員 ちょっとこのまま残ると、我々としても……。 

○小野里委員 内容も違うんですね。 

○原田座長 細かいところまでずっと指摘してきて、我々の目は節穴じゃないということ

をちゃんと……。よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に移らせていただきたいと思いますけれども、「除草剤グリホサート耐

性ワタ」について検討いたしますが、農作物分科会での検討結果について、近藤委員から、

資料６に基づいて御報告をお願いいたします。 

○近藤委員 同じように、資料６－１を読ませていただきます。 

 

＜除草剤グリホサート耐性ワタの生物多様性影響評価について＞ 

名称：除草剤グリホサート耐性ワタ（2mepsps，Gossypium hirsutum L.）（GHＢ

614，OECD UI：BCS-GH002-5） 

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：バイエルクロップサイエンス（株） 
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 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係

る第一種使用規程に従って、本組換えワタの第一種使用等をする場合の生物多様性影

響に関する申請者による評価の内容について検討を行った。主に確認した事項は以下

のとおりである。 

 

１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

 本組換えワタは、アグロバクテリウム法にて作出されており、サザンブロット分

析等の結果から、プラスミド pTEM2 由来の 2mepsps 遺伝子（除草剤グリホート耐

性遺伝子）発現カセットを含む T-DNA 領域１コピーが移入されていることが確認

されている。また 2mepsps 遺伝子が安定して後代に遺伝し、発現していることが、

ELISA 分析及び我が国での特定網室試験における除草剤グリホサート散布試験の結

果により確認されている。 

 

２ 競合における優位性 

 ワタについては我が国における長期にわたる使用等の実績があるが、我が国にお

いて自生化することは報告されていない。 

 本組換えワタは、移入した 2mepsps 遺伝子により除草剤グリホサート耐性が付

与されているが、自然環境下においてグリホサートが選択圧となる可能性は考えに

くいことから、この形質は競合における優位性を高めるものではないと考えられる。 

 競合における優位性に関わる形質として、形態及び生育特性について、米国の複

数の地域で２年間にわたり宿主との比較調査がなされている。その結果、各地域ご

との比較では、統計学的有意差が認められた項目もあったものの、両者間に一貫し

た相違が認められた項目はなかった。また、我が国の特定網室では、生育初期にお

ける低温耐性について宿主との比較調査がなされたが、両者の間に統計学的有意差

は認められなかった。 

 以上より、第一種使用等により、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定

されず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの

申請者による結論は妥当であると判断した。 
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３ 有害物質の産生性 

 ワタの種子には、非反芻動物に対して高い毒性を示すゴシポールや飽和脂肪酸の

脱飽和を阻害して鶏卵の変色やふ化率の低下を引き起こすシクロプロペン脂肪酸が

含まれていることが知られている。しかし、野生動物がワタの種子を捕食するとい

う例は報告されていない。また、ワタについては、野生動植物等の生息又は生育に

影響を及ぼす有害物質の産生性は報告されていない。 

 本組換えワタは、グリホサート耐性を付与する 2mEPSPS 蛋白質を産生するが、

既知のアレルゲンや毒素との間でアミノ酸配列に相同性は見られないことが確認さ

れている。または、2mEPSPS 蛋白質は、ワタの EPSPS 蛋白質と同様の高い基質

特異性を有すると考えられることから、宿主の代謝系に影響を及ぼし、有害物質を

産生することはないと考えられる。 

 さらに、我が国の特定網室において、本組換えワタの有害物質（根から分泌され

た他の植物へ影響を与えるもの、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）の産生性に関する試験として後作試験及び鋤込み試験を行った結果、

いずれについても、宿主との間に統計学的有意差は認められなかった。 

 以上より、第一種使用等により、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定

されず、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た。 

 

４ 交雑性 

 我が国の自然環境中にはワタと交雑可能な野生種は自生していないことから、影

響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、第一種使用等により、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

ると判断した。 

 

５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えワタを第一種使用規程に従って隔離ほ場において使用し

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た。 
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 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、本件について御質問、御意見、コメント等ございましたらお願いしたいと思

います。 

 久しぶりにワタが出てきたんですね。 

○近藤委員 そうですね。 

○原田座長 前と少し間隔があきましたけれども、これは隔離ほ場試験です。 

○近藤委員 ワタの場合には交雑する野生種がないので、これまでも、余り話題を呼んだ

ようなことはないということです。 

○原田座長 反芻動物以外では毒性を示すというのは、反芻動物では第１胃で分解されち

ゃうんですか。 

○近藤委員 毒性のタイプがわからないんですけど。 

○原田座長 鳥なんかには毒なんでしょうけど。 

 特に御質問、コメントはございませんか。 

○林委員 安全性そのものじゃなくて、ちょっと文献のことでよろしいですか。 

○原田座長 どうぞ。 

○林委員 29 ページの文献のところで、上から４つ目に「OECD（2003 年）」があります

けれども、実は、これはスペインがリード国で最初にドラフトしたものが、審査不完全の

うちに出ちゃったということがありまして、それで今、アメリカとオーストラリアに結局

バトンタッチされて、本格的な書き直し作業の最中にあります。ですから、これはこれで

結構なんですけれども、間もなく、この 2003 年のものは没になって、今、アメリカとオ

ーストラリアが新しくドラフトしているものがとってかわるということになります。その

ことだけ、ちょっと不完全なものが出ちゃったというミステイクがありましたので、お知

らせしておきます。 

○原田座長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 これは、隔離ほ場試験だからといって軽視するのはよくないので、、隔離ほ場試験でし

っかりやっていただかなければなりませんが、よろしいですか。 

 それでは、次のようにまとめさせていただきます。 

 申請者から提出された「除草剤グリホサート耐性ワタ」について、第一種使用規程に従
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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いたします。 

 では、事務局のほうから申請者にお伝えください。 

 

（２）そ の 他 

 

○原田座長 これで５件の申請書の審査は終わったわけですけれども、議事の２にその他

というのがございますが、何か、事務局のほうで報告事項はございますか。 

○小迫研究調査官 次回の総合検討会についてでございますけれども、現時点では未定で

ありますので、決定次第、また御連絡させていただきます。今後とも、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○原田座長 あと、本日の議事全般について、何か特段の御意見はございますか。 

○武田委員 時間も経過しているので申しわけないんですけれども、この審査会の進め方

にも関わることで、ちょっと問題提起をしたいと思います。 

 先ほど、横田課長からお話がありましたように、農水サイドの遺伝子組換え農作物の研

究開発の進め方に関する検討会というものが動いていますが、これの全省庁版とでも言っ

たらいいのでしょうか、内閣府が所管して、文科省、厚生省、経産省、農水省、環境省も

入った委員会も動いているんです。その中で、何が日本のＧＭＯ開発の障害になっている

のかということをいろいろな方に聞いているんですけれども、ある企業の方が、そのヒア

リングの中で、この審査の繁雑さが一つバリアだという意味合いのことを言っておられて、

その一つには、例えばアメリカなんかだと、１カ月以内に答えを出さなければいかんとい

うシステムがあるのに、ここの場合は最短でも８カ月とおっしゃっていましたが、普通、

１年かけていますね。それが一つの障壁になる。 

 特に農作物というのは、１年に１回しか種をまけないから、それに遅れると次まで動け

ないんだというような意味合いのことをおっしゃっていて、これは、横田課長いらっしゃ

らないけれども、横田課長からも準拠する法律が違うと。アメリカの場合なんかは、そも

そもカルタヘナ議定書を締結していないわけですから、我々がやっている作業とは違うん

だということを説明しましたけれども、これは、やはり聞くべき部分もあって、例えば論

文でもそうですが、１回目にレフリーが言わなかったことを、２回目、３回目でいろいろ

なことを言ってくるというのは引き延し作戦でフェアじゃないということになっています
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ね。それで、この委員会も、１回目で言わなかったことを２回目に言われて、また３回目

になるというようなこともあるということを言われて、もしそれがあるのだったら、こっ

ちとしても考えなければいかんだろうと。 

 それともう１つは、こっちに言わせれば、センチとミリを間違ったり、統計処理が違っ

ているような完成度の低いものを出すから手間がかかるので、もっと完成度の高いものを

出してくれよと言いたいところもあるんですが、ただ、一つの方法として、例えば作物分

科会を常に招集する、常設ですけれども、いつでも招集できるということではないので、

むしろ技術会議あたりに、そういう窓口を設けて、事前審査みたいなことをして、例えば

単位を間違っているとか、統計が間違っているというようなところは、早い段階で前処理

できるようなシステムを考える方法もあるのではないか。 

 それからまた、例えば外国で許可されているのに、もう一回日本で審査するのはあれな

ので、外国でＯＫが出ているものはパスしろというのはあったんですが、これは、やはり

主権国家ですから、それはできないと思いますけど。 

 それともう１つ、本当に我々にとって大事だと思ったことは、審査項目が多過ぎるので

はないか。特に野生動植物に対する影響を評価するというのは、これの種子ですので、そ

れから言うと、今上げているだけの項目が要るのかどうかということは、我々の問題とし

て考える必要があるのではないかと思うんですね。特に休眠性の評価なんていうのは、僕

は最初から申し上げているんだけれども、これは厳密に評価すると、ものすごく手間がか

かるし、作物が休眠性を獲得して、自然界に出ていって何かするということは、本当にあ

るのかどうかですね。むしろ、作物が自然界にアグレッシブに出ていくということは進化

的にはあり得ないので、むしろ耕地に野生植物というか、雑草が入ってきていろいろなこ

とが起こるわけです。だから、このシステムを動かして数年になるわけで、申請項目あた

りにも含めて、もうちょっと検討して、少なくとも我々のこの審査がＧＭＯ実用化の障壁

の一つであるなんて言われないようにしませんと、具合が悪いいんじゃないかなと思いま

したので、あえて申し上げさせていただきました。 

○原田座長 今までも、今、武田先生がおっしゃったラインで言うと、土壌微生物の問題

が何回か、議論をここでもして、本当にわずかなサンプルで、土壌微生物を調べても余り

意味がないんじゃないかという議論は大分されたんですけれども、ただ、日本の法律で審

査項目が、かなり多岐にわたって決まってしまっているのをどういうふうに改変するか、

そっちのの問題もあって……。 
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○武田委員 審査項目というのは法律で決まっちゃったんですか。 

○原田座長 細かく書いてあるのは条例なのか。 

○小迫研究調査官 中身については、数値など細かいことは決めていると思います。 

○武田委員 ですから、原田委員会が、これはもう要らないよとか、実はこれもやるよと

いうふうに言えば、それはそれで動くんじゃないですか。 

○小迫研究調査官 審査の中身、評価に必要なものの見直しというのは、新しい知見に基

づいて変えていくというのは可能だと思っております。 

○近藤委員 土壌微生物相というのは、そういう影響を知りたいということで入っている

のだと思うのですが、それを具体的にどうやったらわかるかというところはないんですね。

休眠性は、確かに、おっしゃるとおりとても難しいので、簡単にはできない。こうやった

らいいなんていうことはないわけですし、土壌微生物も、今まで統計的に影響が出たとい

うようなデータは出ていますけれども、それはやり方がまずかっただけの話で、結局、影

響が出たものはないんですね、今まで。 

 ですから、もしかしたらあるかもしれなくても、出ないような試験をやっても仕方がな

いと思います。 

○原田座長 さっきもお話したように、５年目に入ったわけですね。平成 16 年２月から

始まっているわけですから、何事も、４年たてば見直してもいいんじゃないかなという気

はしているので、そういう――これはどうしたらいいですか。今、委員会が２つあるわけ

ですけれども、どっちの委員会でやるか、あるいは両方かけるか、その辺、今度の作物分

科会のころまでに、事務局のほうでちょっと考えておいていただけますか。 

 この前、作物分科会のところでもお願いしたと思いますけれども、スタック系統の問題

と、それから、ジーンターゲッティングの問題も議論のベースになるような文書をつくる

とおっしゃっているものですから、それが出てきたらすぐやりたいと思っているんですね。 

○林委員 もう１つ、私は時々申し上げているんですけれども、コモディティの問題です。

カルタヘナプロトコルでコモディティと組換え作物、種子ですが、分けて扱って、コモデ

ィティは、これと同じことを全部やれというふうには書いていないんです。それで、ここ

はいろいろな理由で、こぼれ種があったときに、それがどうだということで、コモディテ

ィと作物、種子とはほとんど差がなしデータを要求していますけれども、こういうことを

要求している国はないんです。 

 やはり、そういうことでだんだんいきますと、ＥＵが、少しずつそういうことをやって
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いたのでは――うんと輸入していますね。そういうところで、コモディティが滞ると、種

子も飼料作物ですが、将来、非常に不足するというようなことをＥＵの農業局が報告に出

しているんです。ですから、やはり今までそういうことでコモディティと同じことをやっ

てきたことはそれでいいんですけれども、これが続いていくと、なぜ日本はコモディティ

と同じ、種子と同じことをやっているんですかということで、かなり異端なことをやって

いることになっちゃう。 

 それで、いっぱいコモディティが、流通が非常に潤沢なときはいいですけれども、それ

が厳しくなってくると、そういうようなところよりも、ちゃんとカルタヘナプロトコルを

認めているような段階でのコモディティの扱いでいいと言ってくれるところに回しちゃう

ということになるわけです。そのことは事実、少しずつ起きているんです。ですから、そ

のことに対応するのは、この総合検討会の目的ではないんですけれども、やはり、もとも

とカルタヘナプロトコルについて科学的に見るということで、コモディティについては、

種子とは同じレベルのことを要求していないならば、それを要求して、要求データは差を

つけて、コモディティは簡素化するというようなことは、もしも、これから見直し事項に

あるならば入れていただいてもいいような気がします。 

 具体的にどうこうじゃないですけれども、外に出ると、「日本は、なぜコモディティを

こんなにやるの」と言われます。確かに、異常なんです。 

○原田座長 それも、今お話したスタック系統とジーンターゲッティングのことに加えて、

コモディティと種子の関係の問題を……。 

○林委員 種子は今までどおりで結構なんですけれども、なぜ種子と同じレベルをコモデ

ィティに要求するかということを、どんどん突き詰めると、カルタヘナ法でやっています

と言うと、カルタヘナ法ではそういうことを要求していないじゃないですかと言われると

返事に困るわけですね。 

○原田座長 それと項目に関しては、少なくとも休眠の問題とか、土壌微生物の問題とか、

これで５年目に入るわけですので、５年目のテーマにして、その辺、すっきりできればと

いうふうに私も考えています。 

○近藤委員 時間がかかることに関してはやむを得ないところがあると私は思っていまし

て、確かに、出てくる書類は、以前と比べると、かなり改善されていまして、読んでも全

くわからないというようなことはほとんど出てこないんですが、それでも、やはりここに

書いてあるけれども、これはここに書くことではないんじゃないかとか、そういうことは、
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いまだに多いですし、それから、統計処理の問題もたくさんあります。それから、先ほど

井出先生が言われたような系統図なんかでもわからないんですね。どれを使っているのか

もわからないとか、そういうふうに、読んでもわからないということがたくさんあって、

その辺の指摘から始まりますので、しかも、以前と比べると分科会の開催の頻度は減って

いますので、一回戻ってくるだけで２カ月ぐらいかかってしまって、例えば、先ほどいい

例というふうに武田先生から御指摘があった耐熱性と好熱性のアミラーゼに関しても、あ

れは初めから出ていたわけではなくて、疑問としてああいうものを入れたことによって、

もしかすると、常温において活性が高くなることによって影響が出るかもしれないという

話から始まって、それから、高温ではどうなのかというデータがないので、熱依存性のデ

ータを出してほしいということで初めて出てきたものなんですね。 

 ですから、１回の指摘――途中で指摘が変わるというのはありますが、最初は、非常に

プリミティカルなところから入っていますので、１回で終わらないんですね。ですから、

先ほど、そういうことで事務局のほうで、どこかで「あらかじめ」と入れると決めたんで

すが、それは多分、ここでもあって、これは事務局の仕事で、えらく大変なことなんだと

思います。ですから、なるべく完成度の高いものを申請者に出してくださいということで

すが、それにしましても、基本的には従来の申請書にのっとった形で出してこられるわけ

ですね。ところが、１件ずつ、案件の内容によっては同じじゃないんですよ。こういう内

容でしたらこういうデータが欲しいとか、規則みたいなものに書いていなくても、これは

必要だというのがあるわけで、その辺が、必ずしも書かれていないんです。ですから、多

分、申請者側からすると、この委員会で何を要求するかわからないということもあって、

余り先走っていろいろなことを書かないということがあると思うので、その辺の意思の疎

通がうまくいっていない。申請者側と、この委員会で意思の疎通がうまくいっていないと

いうことが一つあるのだと思います。 

 それから、いろいろ分科会でも検討して、特に大事な部分から指摘していって直してい

ただいても、まだ見落としがあって、ここでまた指摘されるということがありますので、

やはり何回か――申請者側も大変だとは思うんですけれども、何回かしないといいものに

ならないので、それが時間がかかる。しかも、委員会はそんなに頻繁に開かれていないと

いうことで時間がかかっている一番大きな理由だと思います。 

○嶋田委員 例えば、武田先生がおっしゃっているように、一番最初の提出のときは、書

類のチェック項目みたいなものだけをざっと事務局の人たち、あるいは別途に窓口みたい
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なものを設けて、それでどんどんとチェック項目だけをざっと見て、不備なところは全部、

すぐに分科会とかを招集するまでの間に、全部そういうものは企業に戻してしまう。それ

で、ある程度、バージョン２ぐらいの少し完成度の高いものを分科会でちゃんと見るとい

うほうが、よっぽど効率がいいんじゃないかというふうに私は思うんですね。 

 だから、最初に、まずさらのものを分科会で、本当にどうしようもないような、それこ

そ学部の卒業生の書いた卒業論文みたいな、そんなどうしようもないものが最初に出てき

たりする場合が、ままあるんですよ。そういうものを、一々細かくチェックするというこ

と自体、分科会の時間もどんどんと長引いてしまうので、私としては、本当に一番最初の

提出は、全部事務局なり、あるいは別の何か機関がチェック項目だけをざっと見る。それ

で、おかしいものは、全部そこで直すというふうに、すぐに企業に戻してしまったほうが

いいんじゃないかと思うんですよ。 

○小迫研究調査官 その点に関しましては、最初に資料が来ましたら事務局のほうで中身、

項目と、あと統計処理の方法が適切に行われているかということも含めて、一応はチェッ

クしているんですけれども、それでも、さらにこの分科会にかけた時点で卒論のようなも

のが出てきたとすれば、事務局のチェックが足らなかったということかと思います。 

○嶋田委員 だから、恐らく事務局のほうが、こういった評価書に対してかなり細かいと

ころまで見るというような人員が、多分不足しているのではないかと思うんです。だから、

あと２倍ぐらいの人員を出すなり何かして、そっちのほうが効率よくできるような気はす

るんですけどね。 

○武田委員 今、中央開発追い風ですから、この際、ちゃんと技術会議の窓口をきちんと

する。 

○林委員 課長さんがいないのが残念ですけれども、人員の増加は大変だろうと思います。

我々は、その点ではバックアップしたいんですけどね。 

○武田委員 やはり開発者に、ここがハードルだと思われているんだったら、私なんかは、

ちょっと心外で、元気が出なくなりますね。 

○嶋田委員 ２回か３回ぐらい分科会をやって、それから総合検討会に上げるというとき

に、確かに、こうやって日数を見てみると、かなり長いというところはありますね。それ

で、実際に私なんかは、例えば論文を投稿してレビューが返ってきた、コメントがついて

返ってきたものに対して、さっさと改訂してまた送るというようなことをすれば、アクセ

プトまでの期間も、かなり迅速にやれるわけですね。だから、もう少し工夫をして、でき
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るだけ完成度の高いものを効率よくつくっていって、それをきちんと審査するというやり

方を、ぜひお願いしたいとは思います。 

○近藤委員 分科会は、委員が、必ずしも全員出席というわけにいかないので、やはり大

勢の委員が出たほうがチェックの目がきくんですね。ただ、皆さんお忙しい方ばかりなの

で、なかなかそうはいかないということも一つ問題かとは思います。 

 それから、事務局も事前にチェックをちゃんとされていまして、分科会にかかる前に一

応、私に事前の相談があって、事務局のほうから説明を受けるんですが、やはり事務局側

でも問題点を把握しておられますし、相談をして、こういうデータを分科会までに出して

もらいましょうということで出していただくところもありまして、もし事務局の事前のチ

ェックがなければ、もっと時間がかかると思います。ですから、事務局のチェックが足り

ないということはあるかもしれませんが、かなりチェックをしているというふうに考えて

いただきたいのですが。 

○嶋田委員 ただ、きょう、武田先生とか小野里先生が指摘されたところというのは、か

なり基本的なことがチェックされないまま検討会に上がってきているというようなところ

もちょっとあるので、やはり別添資料なんかも含めて、ざっと全部がきちんとそろってい

るのかということなどを、事務局のほうでもう一回チェックして、それから分科会で、さ

らに２回ぐらいやるとか、何か、そういう積み重ねが効率よく行くようにしたほうがいい

んじゃないでしょうか。 

○近藤委員 そうなんですけれども、それ以後の問題がたくさんあるものですから。 

○嶋田委員 それもそうなんですよ、確かに。文章を見ていると、どういう意味なのかが

わからないような文章が出てきたりするので、国語表現の問題かと思ったりするようなこ

ともあるんですよ、実際には。 

 そうすると、本当に第１回目の提出のところが、事務局が、ほとんど全部チェックしな

ければいかんみたいなことになってしまうと、やはり事務局のほうの負担がかなり大きく

なってしまうところもあるんですね。どうしたらいいかというところは、ちょっと悩むと

ころではあります。 

○原田座長 私が、もし事務局の立場でしたら、さっと見て、これは直してもらうところ

が相当あると思ったら、そうされているのかもしれないですけれども、細かいところの検

討を事務局でされる前に、これじゃ、だめだからといって、もっとちゃんとリファインし

て持ってきてくださいというふうにしてもいいと思うんですね。じゃないと、事務局のほ
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うも大変じゃないかと思うんですけど。 

○武田委員 これは申請者を見ていますと、例えばシンジェンタだったり、サントリーだ

ったり、非常に限定されていますね。そうすると、先行事例があって、どこをどう直され

て、どうしたということは蓄積されているはずだと思うんだけれども、そうでもないです

か。 

○小迫研究調査官 申請者の中では、そういうふうな継承はありますけれども、申請者が

違えば、それぞれまた１からスタートということになりますし、あと、申請者の中でも人

がかわれば、それがうまく継承されている場合は、うまく蓄積が生かされるということに

なっていると思います。 

○武田委員 これは、やはり秘密事項があるから、先行事例が全部オープンになって、

「前車の覆るは後車の戒め」というわけにはいかないんですか。 

○小迫研究調査官 そういうふうにはなっていません、今は。 

○近藤委員 データなんかは本社のほう、本国のほうで持っているわけですね。それで、

こちら側からそれを要求したりということがあるようですが、それでもらえるデータもあ

ったりということもありますけれども、やはり時間もかかりますし、いろいろなところで

引っかかって、こんなに時間がかかってしまいます。 

○武田委員 具体的な数字とか何とかは伏字でも、要するに、こういうフォーマットなら

ば合格なんだよという模範解答みたいなものがあれば、申請するほうも楽なんじゃないで

すか。読むほうだって、もう一回、全部頭から読まなければいけないという話になったら

大変なので、何か工夫しましょうよ。 

 特に、開発者がそういうふうに言って、我々の努力が、認めていないわけではないんだ

ろうけれども、もうちょっと何とかしてくれと言われると、ちょっとショックですよ。今

日は横田さんいないけれども、横田さんも同じ席にいましたので。 

 言うほうも覚悟して言っていると思うんですね、ある程度は。横田課長がいるところで

言うんですから。 

○近藤委員 論文を読むだけでも、結局レフリーの指摘を変えるとか、結構皆さん、苦労

してやっているわけですね。だから、どうしても最初に表に出ていくものというのは、い

いかげんにはできないので、何か、やりとりするのは仕方がないんだと思うんですね。 

 一番の問題は、やはりこちらの委員会の回数もそんなに開きません。論文の場合には、

戻せば、すぐ審査員のところに行くわけですけれども、これは一回、一回会議でやってい
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るわけですから、そうはいかないですね。それが難しいところだと思うんですね。 

○原田座長 武田先生がおっしゃった委員会のほうには、これは僕の個人的な推察ですけ

れども、総合検討会のときには、傍聴に申請者の方が大体来られているわけですね。その

方たちは、分科会では直接やりとりするし、ここでは我々のやりとりを聞かれているから、

いたずらに時間をかけているとは思ってはくださらないと思うんですけれども、上のほう

の方が委員会に出られると、僕の推察では、余り審査の具体的なことを御理解されていな

いから、ついついそういう発言も出てくるんじゃないかなという気もするんですけど。 

○近藤委員 それと、分科会での議論のときに、１回目に欠席された委員が２回目に出て

きて、また違うことを言うということはあると思うんですね。それは感じます。 

○原田座長 何回も繰り返すようですけれども、５年目には、先ほどリストアップしたよ

うなことを、何とか御議論いただいて、ちゃんとした提案ができればと思います。 

○小迫研究調査官 今、いろいろ御指摘いただきました検査項目につきましては、これか

らいろいろ考える余地はあると思うんですけれども、ただ、現在、組換え体をいろいろ、

戦略等を方々でつくられて、これからやっていこうということです。 

 ただ、それと同時に、コミュニケーションの部分もございまして、あと、どういうふう

にそれを理解して、安全性だとか影響評価をやってみようということを、しっかりした土

台でやっているということの国民の理解と同時に進めなければいけない部分もあると思っ

ていますので、一足飛びに、今おっしゃったような方向に行くというよりも、ひょっとし

たら、もっと時間をかけてやったほうがいいというような判断もあろうかと思いますので、

今後、また分科会のほうでいろいろ議論していただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○原田座長 一応よろしいですか、今日のところは。 

○武田委員 はい。 

○原田座長 ほかになければ、事務局のほうにお返しします。 

＜閉   会＞ 

 

○小迫研究調査官 本日は、熱心な御審議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いたします。 

 どうもありがとうございました。 

―了― 


