
生物多様性影響評価検討会総合検討会 

平成２０年５月２０日 

於：農林水産省農林水産技術会議委員室 

 

＜開  会＞ 

 

○浦野技術安全課長補佐 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したいと思います。 

 本日は、天気も悪く、また先生方におきましてはご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。 

 

＜挨  拶＞ 

 

 それでは、開会に当たりまして、この４月より技術安全課長になりました早川のほうから一

言ごあいさつを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○早川技術安全課長 おはようございます。早川でございます。 

 きょうは台風ということで、あいにくの風と雨の強い足元の非常に悪いところお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。 

 まず、紹介ありましたように、４月から技術安全課長ということで横田の後任として着任し

ております。前職は、東北農政局の生産経営流通部長で、東北の稲、麦、大豆、畜産、園芸等

の振興、あるいは担い手対策ということをやっておりまして、全然違う分野でございますけれ

ども、よろしくお願いします。 

 既にご案内ですけれども、遺伝子組換えの国際情勢、非常にいろんな場面が出てきておりま

す。食料問題、環境問題、エネルギー問題等々ございまして、ＧＭＯに対する期待は高まって

いるということで、統計的に見ますと、2007年で世界で23カ国、面積にしますと１億1,430万

ヘクタールが商業栽培されているということでございまして、この１億1,430万ヘクタールと

いうのは、日本の耕地面積の約25倍の広さでございます。そういったところで、海外では特に

近年増加傾向にあるということでございます。 

 また、既にこれもご存じだと思いますけれども、近年のバイオエタノールの需要増というこ

とでトウモロコシの作付が増えていると。大豆からトウモロコシへの転作が増えて、大豆の値
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段も高騰しているというようなことでございまして、ここら辺が今までの国際情勢とはかなり

違っていると。日本も今までお金があって、海外からのいろんな穀物等を輸入していたんです

けれども、よその国に買い負けしている状況が最近出ているということで、非常に状況が変わ

ってきております。 

 というような状況も踏まえまして我が国の状況を見ますと、ＧＭＯの商業栽培が進まないと

いうことで、昨年、農林水産技術会議事務局で遺伝子組換え農作物等の研究開発の進め方に関

する検討会を開きました。そして、今年の１月にその最終取りまとめを公表させていただきま

した。重点７分野に研究分野を絞り、重点的にやっていくと。さらに、そこに工程表をつくり

まして、進捗状況をこれから管理していくと。短中期的、中長期的なものがありますけれども、

早いものであれば５年後に実用化品種の作出というようなスケジュールで進めたいと思ってお

ります。そういうような状況と、日本はまだ商業栽培が行われておりませんが、既に多くの飼

料用穀物や油糧用作物などのＧＭＯが海外から輸入されているということも踏まえますと、今

後さらにＧＭＯの用途は拡大するというふうに思っているところでございます。 

 さらにその内容を見ますと、いわゆる除草剤耐性、虫害耐性だけでなくて、例えば特定の栄

養成分、オレイン酸とかリジンとか、こういったものを増加させる今までにない形質を付加す

るということも増えてきております。そういうような新しい内容、さらにＧＭＯを親品種とし

ましたスタック品種の審査も増加してきているということでございます。そういったところで、

この審査・検討が非常に重要な位置づけになるものでございますので、本日はぜひ慎重かつ迅

速なご審議をいただきたいということでございます。 

 具体的に申しますと２件審査がございます。これはカルタヘナ法に基づく審査ということで、

農水省と環境省の共同で開催することになっております。そしてその２件、第一種使用等に伴

う生物多様性の影響についてご議論をお願いしたいと思います。 

 冒頭に当たりまして、一言ごあいさつさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

＜配布資料の確認＞ 

 

○浦野技術安全課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に、総合検討会配付資料一覧に基づきまして、本日配付の資料

につきましてご確認を願いたいと思います。 

 資料一覧の次が検討会議事次第、次が検討会委員名簿、続きまして座席表、次が資料１とい
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うことで第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況、続きまして資料２－１が農作物分

科会における検討の結果、資料２－２がイミダゾリノン系除草剤ダイズの申請書等の概要、資

料３－１が農作物分科会における検討の結果、資料３－２がステアリドン酸産生ダイズの申請

書等の概要、続きまして参考資料１がこれまでに承認された遺伝子農作物一覧、参考資料２が

経過措置により適用される遺伝子組換え農作物一覧、参考資料３が学識経験者の意見の聴取を

終えた審査中の案件一覧というようになっております。 

 不足資料、資料の落丁等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

○髙木委員 すみません。３枚目の名簿なのですけれども、私、髙木ですけれども、下から４

番目、上から５番目、定年になって、今、名誉教授なので、所属を変えていただけますでしょ

うか。新潟薬科大学。 

○浦野技術安全課長補佐 わかりました。では、こちらは事務局のほうで後ほど修正させてい

ただきます。 

 

＜参考資料の説明＞ 

 

○浦野技術安全課長補佐 それでは、参考資料１から３について、私のほうからご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず参考資料１は、きょう現在承認をされた遺伝子組換え農作物一覧ということでございま

して、２月28日の総合検討会以降、承認をされた農作物の一覧はございません。 

 続きまして参考資料２は、経過措置に基づき適用される承認されたものということでござい

まして、３件が現在のところ経過措置として認められているということでございます。このう

ち、２番目のセイヨウナタネにつきましては、２月28日の総合検討会のほうで検討、意見の聴

取は終わりまして、ただいまパブリックコメントの準備を進めているということでございます。

３番のパパイヤにつきましては、そこの注３にございますとおり、ただいま食品のほうで審査

中ということでございます。 

 参考資料３でございますが、２月28日の総合検討会以降の品目の動きでございますが、そこ

の２番から６番が２月28日の検討会で意見の聴取が終わりましたものでございますが、２番か

ら５番についてはパブリックコメントは終了し、ただいま回答の精査をしているところのもの

があり、また２番につきましては、それとあわせまして今食品、飼料のほうの審査確認が未了

ということでございます。 
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 参考資料１から３につきましては、簡単でございますが、以上ということでございます。 

 続きまして、傍聴の方々には「傍聴される方への留意事項」を守っていただきますよう、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 最後になりましたけれども、私、５月９日付でこちらの農林水産技術会議事務局技術安全課

の安全評価班を担当することになりました浦野と申します。引き続きどうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、原田総合検討会座長にお願いしたいと思います。

原田先生、よろしくお願いいたします。 

 

＜議  事＞ 

 

○原田座長 皆様、おはようございます。 

 議事に従って進行をしたいと思いますが、本日は午前中の開催ということで、午後、委員の

何人かの先生方、それぞれ予定を控えられているようですので、できれば12時までには終了す

るようにしたいと思いますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、まず議事の１番目でございますが、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認

に係る申請書等の検討となっております。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

ご報告いただきまして、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、ご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。その後に、個々の申請案件について委員の皆様で検討し、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お願いいたします。 

○浦野技術安全課長補佐 それでは、資料１に基づきまして、きょうご検討いただきます申請

案件の審査状況につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 今日、審査いただく品目といたしましては、イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズとステアリ

ドン酸産生ダイズの２件でございます。 

 使用等の内容につきましては、両品目とも隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並び

にこれらに付随する行為ということでございます。農作物分科会の検討状況におきましては、
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１番の除草剤耐性ダイズにおきましては、３月26日と４月24日にご検討をいただきました。２

番のステアリドン酸産生ダイズにおきましては、今年の１月21日、３月26日、４月24日と３回

の検討を経まして、農作物分科会としての検討結果がまとまったということでございます。両

品目とも、総合検討会におきましては検討いたしますのは、きょうが初めてということでござ

います。右の欄につきましては、両品目とも該当しないということでございます。 

 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、まずイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズについて検討したいと思います。 

 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に基づいてご報告をお願いし

たいと思います。 

 

＜イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズの生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 よろしくお願いします。 

 資料２－１を読ませていただき、分科会でのご報告とさせていただきます。それでは、読ま

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、イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズ（改変csr1-2,Glycine max(L.)Merr.)（ＯＥＣＤ

ＵＩ:ＢＰＳ-ＣＶ127-9）。 

 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、ＢＡＳＦアグロ株式会社。 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種

使用規程に従って本組換えダイズの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請者

による評価の内容について検討を行った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

 １、細胞内に移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性。 

 本組換えダイズはパーティクルガン法を用いて作出されている。プラスミドｐＡＣ321に由

来する改変csr1-2遺伝子（改変アセトヒドロキシ酸シンターゼ（改変AHAS蛋白質）をコードす

る）が本組換えダイズのゲノム中に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。 

 また、複数世代を用いたほ場での除草剤耐性試験及びELISA法による改変AHAS蛋白質の検出
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により、移入された改変csr1-2遺伝子が複数世代にわたり安定して発現していることが確認さ

れている。 

 ２、競合における優位性。 

 ダイズが自然環境において国内外で自生したという報告はなく、2006年のUSDAの有害雑草リ

ストにダイズは含まれていない。 

 本組換えダイズでは導入された改変csr1-2遺伝子から改変AHAS蛋白質が発現されている。

AHAS蛋白質は植物体内で分枝鎖アミノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシン）の生合成に関与

しており、イミダゾリノン系除草剤はAHAS蛋白質の機能を阻害することにより植物を枯死させ

る。改変AHAS蛋白質は突然変異によりイミダゾリノン系除草剤による阻害を受けない性質を持

つことから、本組換え体はイミダゾリノン系除草剤に耐性を有する。しかし、本除草剤が自然

条件下で散布されることは想定されにくく、本形質が競合における優位性を高めるとは考えに

くい。 

 また、ブラジルの６箇所のほ場で形態及び生育の特性（６項目）を調査した結果、草高及び

発芽率についてそれぞれ１箇所のほ場において本組換えダイズと非組換えダイズとの間に統計

学的有意差が認められた。また、百粒重については６箇所中５箇所のほ場で本組換えダイズと

非組換えダイズとの間に統計学的有意差が認められ、本組換えダイズの百粒重は非組換えダイ

ズと比較して若干大きい傾向を示した。しかしながら、これらの項目における差異は従来品種

の変動の範囲を超えるものではなかった。 

 一方、ブラジルのほ場で生育初期における低温耐性、花粉数、花粉発芽率、花粉管の長さ及

び種子の発芽率を調査した結果、本組換えダイズと非組換えダイズとの間に統計学的有意差は

認められなかった。以上のことから、本組換えダイズの形態及び生育特性に関する形質は、百

粒重が大きくなる傾向を示すものの従来品種の変動範囲を超えるものではなく、本形質が競合

における優位性に影響を与えるとは考えにくい。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場における

栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、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が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。 

 ダイズが野生動植物等の生息又は生育に影響を及ぼすような有害物質を産生するとの報告は

ない。 

 本組換えダイズは、改変AHAS蛋白質を産生するが、本蛋白質が有害物質であるという報告は
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なく、既知のアレルゲンとの相同性を持たないことが確認されている。本蛋白質は分枝鎖アミ

ノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシン）生合成経路の第１段階を触媒するが、本組換えダイ

ズ種子中のアミノ酸組成において非組換えダイズとの間に統計学的有意差は認められなかった。

このことから、改変AHAS蛋白質が宿主の代謝系に作用し、新たな有害物質を産生する可能性は

低いと考えられる。 

 また、本組換えダイズの有害物質（根から分泌され他の植物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）の産生性について調査を行ったが、統計学的有意差は認められなかった。 

 以上より、本組換え体ダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場におけ

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、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が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。 

 ダイズと交雑可能な近縁野生種として、我が国に広く分布しているツルマメ（Glycine 

Soja）が挙げられる。これにより、交雑性に起因して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た。 

 従来の知見から、ダイズとツルマメの開花期は重なりにくく、その交雑率も１％未満である

ことが知られている。また、本組換えダイズの種子の生産量、花粉形態及び花粉稔性など、生

殖にかかわる形質は従来の商業品種の変動範囲内を超えるものではなく、本組換えダイズの交

雑性は高まっていないと推測される。 

 仮に、本組換えダイズとツルマメが交雑した場合、その雑種は改変csr1-2遺伝子を有するこ

とにより、イミダゾリノン系除草剤に対して耐性を示すことが予想されるが、自然環境におい

て競合における優位性を高めることは考えにくいことから、ツルマメ集団中に本遺伝子が拡散

していく可能性は低いと考えられる。 

 以上より、本組換え体ダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場におけ

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、交雑性に起因する生

物多様性影響が生ずるおそれが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１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。 

 以上です。 
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○原田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまご報告いただきましたイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズにつきまして、

何かご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

○林委員 単純なことですが、一番最後の、「本組換えダイズ」じゃないですか、「トウモロ

コシ」じゃなくて。 

○原田座長 どうもありがとうございます。私も読んでいたのですけれども、気がつきません

で。 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

○髙木委員 ＤＮＡというか、遺伝子のほうでちょっとお伺いしたいんですけれども、概要の

13ページに、プラスミドがＡの図、それから染色体に入った配列がＢに書いてあるようなんで

すけれども、まず、このＡのプラスミドの説明というか、由来がよくわからないんですけれど

も、もう初めからこれがあるというような感じなんですね。各構成要素の説明はもちろんある

わけですけれども、非常にわかりにくいですね。これがどういうぐあいにしてつくられたプラ

スミドなのか。しかも、その中にアノテーションが終わっていない遺伝子というか配列が含ま

れていて、それはどうも染色体のほうには入らないみたいではありますけれども、何となくこ

のプラスミドが、由来というか、どうやってつくって、どこから来たのかがよくわからない。

どこかに説明があったんでしょうか。 

○林委員 申請書の５ページにありますけれども、それではどうですか。 

○髙木委員 いや、これは細かくそういうことは書いていないですね。 

○林委員 書いていないですか。 

○髙木委員 目的の遺伝子のことは書いてあるんですけれども、耐性になる遺伝子については、

改変何とか遺伝子というのは書いてあるんですけれども、全体のプラスミドがよくわからない

んですが、これはもう既にどこかでつくられたものをもらってきたんでしょうか、ｐＡＣ321。 

○原田座長 この真ん中に書いてある各要素の位置についての説明は、どこにもないですかね。 

○髙木委員 構成要素は、概要でいきますと８ページに詳しく書いてはあります。 

○原田座長 申請書のほうの６ページの脚注１のところ、これで十分ではないでしょうか。 

○髙木委員 ６ページの脚注１ですか。 

○原田座長 はい。 

○浦野技術安全課長補佐 それにつきましては、一応申請書の６ページの表１、そこに、まず

シロイヌナズナゲノムがありますよね。その下のところに、由来としては、ストラタジーン社
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製ベクター配列を用いたというように、これはショートさんが書いた1988年の論文に既になっ

ているベクターを用いたみたいな記述はされているということですね。 

○髙木委員 このｐＡＣ321のつくり方というか、どこから何を持ってきたというのは、どこ

かに論文になっているんでしょうか。 

 シロイヌナズナの、よくわからないけれども、耐性に突然変異を起こした遺伝子が含まれる

領域をともかくとってきて、あるベクターにつなげたんだということは推定できるんですけれ

ども、その中にはアノテーションが行われていない遺伝子とか、そういうものも入っています

よね。結局それをパーティクルガン法で導入して、これは切断も何もしないで導入しているみ

たいなんですが、それはともかく、パーティクルガン法で導入して、そして耐性のクローンを

とってきたわけですよね。そのプロセスの中で、要らない、アノテーションができていない配

列なんかある、偶然そういうクローンをとったような感じなんですけれども、その辺のところ

もちょっとわかりにくいですね。それでいいんでしょうか。 

 要するに、アノテーションがない遺伝子というのは、本来入れるべき遺伝子じゃないと思う

んですね、アノテーションされていない遺伝子を。だけれども、ともかく入れて、そしてそう

いう遺伝子領域がたまたま入っていないで、耐性の遺伝子だけが入ったクローンを選択してき

て、そして配列を決めたら、確かにそうだったと。どうもそういうように読み取れるんですけ

れども、そういう解釈でいいんでしょうか。 

 従来、機能がわかって、配列もわかっている遺伝子を入れると、そういう申請書が多いわけ

ですけれども、この場合には割にそうじゃなくて、シロイヌナズナの重要な遺伝子を含むある

領域をぼんとプラスミドに入れちゃって、それをパーティクルガンで植物に入れて、そしてセ

レクションの過程でアノテーションされていない遺伝子は入っていないクローンをとってくる

と、そういう考え方で行われたというか、そういう申請書になっているという解釈でよろしい

んですか。 

○小迫研究調査官 ＯＲＦができていないということは確認されている。 

○髙木委員 ええ。要するに、導入したプラスミドには入っているんですね。だけれども、セ

レクションしてきたクローンには、イベントには入っていないと。それはそういうセレクショ

ンの結果……。もともと耐性の遺伝子というのは、シロイヌナズナの個体が耐性になったもの

からその遺伝子をとってきた、そういうことですよね、このケースは。つくり方がはっきり書

いていないのであれなんだけれども、どうもそういう感じだと僕は読んだんですけど。 

○原田座長 後で選抜することを考えて、最初からすべてアノテーションされたものばかりで
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はないというやり方もあるんじゃないかと思うんですけれども。 

○髙木委員 そうですね。それはそれでいいと思いますけれども、ちょっと書き方が、僕は自

分で読んでいて、そういう解釈でいいのかどうかというところが自信が持てなかったので。 

 たまたま運よく、そういう領域が入っていなかったクローンを選んだと。選択は耐性だけで

選んでいるので、排除する選択はしていないわけですよね。だけれども、最終的には配列を決

めたりサザンやったりして、それは確認しているわけですけど。 

 いや、私が特に言いたかったのは、アノテーションしていない遺伝子を入れるということに

ついて、やはり常に注意していないといけないなということなんです。それから、どうやって

このプラスミドをつくったかというのは、どこかでわかるようにして……。 

 はい、結構です。 

○原田座長 最初のほうは、つくり方の技術的なやり方だと思いますので、今までそういうの

があったかなかったか、すべては覚えていないわけですけれども、結果論から言えば入ってい

ないということで認められるのかなと思うんですけれども、このｐＡＣ321については、文献

か何かを明示されれば、それで…… 

○髙木委員 そうですね。文献は、やっぱり必要なんじゃないかと思います。ｐＡＣ321の文

献ですね。そうすると、この突然変異型のシロイヌナズナの遺伝子の由来もはっきりしますよ

ね、耐性遺伝子の由来が。 

○原田座長 では、これはどこかに入れてもらうことにして、文献の中に既にもし入っていれ

ば、どこかにその番号なり何なりを引用してもらえばいいんじゃないかと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○井出委員 直接関係あるかどうかわからないんですけれども、隔離ほ場での栽培実験計画書

というのが一番最後についていますが、ここでその影響の調査を、非組換えダイズと同等であ

るかを検討するとして、反復とか組換え体、対象品種─申請書の一番最後の添付資料の５ペ

ージに実験区画配置図が書いてあるんですが─この対象にする品種というのは何なのかとい

うのがちょっと気になったんです。ここで申請して栽培するといっているのは、組換え体を交

配して日本の環境に適するようにした系統を栽培するということになっていたと思うんですけ

れども、どこかに品種の育成の図がありまして。そうすると、そのときの対象品種というのは

一体何を植えるべきなのかというか、何を想定するのかというのがよくわからなかったんです

ね。 

 非組換えのもとの系統ですと、それは日本に適さない系統ということで、それと比較するの
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か、あるいは同じようにもとの系統と日本に適したような対象系統をつくって検討するのかと

いうことが、育成の手順は申請書の13ページにありますけれども、Line CV127-45というとこ

ろの品種を植えるということになっているので、このときの対象品種として何が想定されるの

かということが書かれていないということなんですが。 

○原田座長 どこかに明記したほうがいいと思いますけれども、申請者のほうでは、恐らくこ

の対象品種というのは、新たに遺伝子を導入する前のものを考えているわけですよね。 

○井出委員 そうすると、一番最初のConquistaという品種ということに。 

○小迫研究調査官 いや、この開発はConquistaでされているんですけれども、その後、図３

の一番下のLine CV127-45というのはWilliams品種というのを使っているようでして、これは

日本の環境に適したもの、ＭＧナンバーで言えばⅣのものを使ってやっていますので、対象品

種もWilliams品種であると思います。 

○原田座長 参考品種については、どこかに書いてありますか。 

○井出委員 これは書いていないです、どこにも…… 

○佐藤農産安全管理課審査官 参考品種は、別添の５ページのところにタチナガハということ

で、それは書いてあります。 

○井出委員 ５ページにそれは書いてありますね。 

○原田座長 もしこの対象品種のほうは疑義が残るようであれば、どこかに明確に書いていた

だくと。 

○井出委員 次の申請のほうには対象品種をきちんと書いているので、明確にしておいていだ

たいたほうがいいと思います。 

○原田座長 はい。何かほかにございますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○小野里委員 小さなことですけれども、概要のほうの図表の引用のページがすべて３ページ

ずつずれていますので、それは直しておいていただければと思います。 

 それともう一つ、学名の「Glycine soja」の「soja」が大文字になっているところが何カ所

かあるので、それも直しておいていただければと思います。 

○原田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○武田委員 基本的特性の中で、ダイズは４倍体だと書いてあるんですけれども、ダイズは２

倍体じゃないんですか。 
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○原田座長 基本的には２倍体ですね。 

○武田委員 ミステークかなと思って見ていたんですが。 

○髙木委員 何ページですか。 

○武田委員 ４ページ、申請書に対応する部分、基本的特性の最初の行です。 

○浦野技術安全課長補佐 今のは、資料２－２の４ページということですよね。 

○武田委員 そうですね。 

○浦野技術安全課長補佐 資料２－２の４ページのイの基本的特性のところだと思います。 

○原田座長 これは、もしかすると栽培品種が多くの場合４倍体ということなんですかね。ち

ょっと僕も…… 

○武田委員 ４倍体というのは、やはり原則的に４価の染色体ができないと４倍体と言わない

ので、コムギも６倍性ですけれども、６倍体とは言いませんね。 

○原田座長 そうですね。 

○武田委員 それと、次のページに「鞘」という字が何カ所か出ているんですけれども、刀の

サヤなんですね。マメのサヤは「莢」ですので。まあ、ワープロで出ちゃったんでしょうけど。 

 もう一つ気になるのは、ツルマメと交雑和合なわけですね。実際には検定しなくて、もとも

と交雑率は低いし、交雑率が上がったというふうに考える理由はないから、変わりないと推測

されると言っておられて、それも農作物分科会も追認しておられるんだけれども、やはり実質

的同等性というのは非常に大事なところで、「推測される」でゴーサインでよろしいんでしょ

うか。 

○原田座長 今まで、ダイズは何回か出てきているんですけれども、大体そういう表現になっ

ていたと思います。林先生がよくいろんな論文を引用されて、環境での影響はネグリジブルと

いうことになっているものですから。 

○林委員 これは実際に農環研が、これはどこかに書いてあったと思うんですけどね。 

○原田座長 丹波黒で調べたというもの、0.73％。 

○林委員 それはごく最近、2002年のやつがありますね。それで結論から言うと、今までは非

組換えダイズとツルマメでやったんだけれども、組換えダイズとツルマメとどうかということ

をやって、それが３万2,502個体のうちの１つだけしか出なかったということを確認して、そ

れは組換えダイズから非組換えに移るという可能性は非常に低いだろうと。これは実際に測っ

た数字で出ております。 

 それからもう一つ、生資研の研究者が同様な試験をやって、これはもう一つ先の中間的なも
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のは非常に個体数が少ないんです。次はその中間型を介在にさらにブリッジングの役がなされ

ているかどうかということを確かめ、そういう役目はしていませんということが確かめられて

いる研究データがあります。それは公表にはなっていませんけれども、2008年11月にニュージ

ーランドで国際バイオセーフティ学会があります。そこで、うまくいけば壇上で発表すること

になっています。最低の場合でもポスターセッションに出すということになっています。それ

から、似たようなペーパーが「クロップサイエンス」にも出まして、それは2008年7月号に出

る予定です。 

 ですから、幾つか、推論ではなくて実際のデータに基づいて、ないとは言わないけれども、

こういうふうに生物多様性に影響を与えるような伝播をすることはないであろうということは、

言っても大きい間違いではないというふうに思われていると思うんです。 

○原田座長 個々のケースの場合は、実際にそういう交配試験をしているわけではないので、

それで結局は推論ということが出てくるんじゃないかと思うんですね。今、林先生がご説明に

なったのは、そういう試験計画を立てていろいろやられて、その結果がはっきり出ているわけ

ですけれども、この申請書のほうの実験では、必ずしも毎回ツルマメとの交配をやっているわ

けではないですから、そういう多くのほかの文献の結果から推論してということになるんじゃ

ないかなと僕は思っているんです。 

○武田委員 でも、個々のケースで申請者にその証拠というか、データをつけることを義務づ

けないと、一種の判例主義でいくと、この委員会はそういうふうに…… 

○原田座長 今までダイズの申請はいっぱいあったわけですけれども、分科会のほうでは何回

も何回も議論になっていて、そういう判断をしてきたと思います。 

○武田委員 次のやつは、隔離ほ場の試験の中で交雑率を調べるつもりだと書いていますよね。

だから、それも要らないという…… 

○原田座長 やるにこしたことはないんだと思いますけれども、どこまで課するかというのは

非常に難しい。 

○武田委員 難しいところに来ていますね。私も、必ず全面的にやれとか、他植率が10倍に上

がるだろうと思って言っているわけじゃないんだけれども、やはりある意味でここは最後のチ

ェックポイントになるわけですので。 

○原田座長 もし疑義が出てくれば、本試験のときにやるようにサジェスチョンすることは十

分可能だと思いますけれども、まだほかにも、ここまで要求すべきかどうかという問題がいろ

いろあるものですから、なかなか…… 
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○武田委員 ここ以外のところで、極めて慎重で、いわば「あつものに懲りて」というような

批判がないわけではないし、事実、やはりいろんなケーススタディーで経験を積んできていま

すので、10年くらい前につくったあの基準が、依然として金科玉条かどうかというのは私もち

ょっと疑問な部分はあるんです。花粉の大きさなんか測ってどうするんだということも実際に

はあるわけでして。 

○原田座長 土壌微生物の問題もそうですし、休眠の問題もそうですし、コモディティーの問

題もそうですし、時間があるときに議論して、なかなか正式の文書にするというのは難しいと

思いますけれども、我々委員の間のアンダースタンディングみたいな文書ができたらとは思っ

ているんです。そうじゃないと、委員が交代したときに、またゼロから議論するようでは、余

りにも無駄じゃないかと思っていますので。 

○嶋田委員 武田先生のお考えでは、やはり開発業者に、そういう交雑性の実験をちゃんとや

った上で、そのデータをつけて、さらに引用文献などもいっぱい出して、それできちんとした

評価書をつくったほうがいいと、そういうお考えですか。 

○武田委員 私の考えというよりも、実質的同等性を証明するというのがハードルになってい

るわけで、ルールとしてはですね。それをなし崩しに今外しつつあって、その方向は正しいの

かもしれないですけれども、やはりなし崩しというのはまずいので、どこかで合意して、これ

は要らないとなれば、それをアナウンスしないと、申請者にとっては、そこがあいまいだと、

データが要るのか、やらないでいいのか、あのときはこうだったというような、そういう話に

なりますよね。私自身は、非常に慎重なルールになっていて、ここまで慎重にすると、それが

ある種のバリアになるだろうという心配はしています。 

○嶋田委員 ダイズのほうは、比較的品種が決まれば、開花期とかそういうものもほぼ決まる

んですけれども、ツルマメのほうは、地域の品種によってはかなり開花期とかそういうものが

ばらばらになっているものが結構多いので、そうするといろんな地域個体群の系統を、ツルマ

メの部分をちゃんと集めてこれるかというと、まずそこがかなり難しい部分があると思うんで

すよね。 

 私は、こういうのは比較的第三者的な農水省の独立法人の研究機関か何かでそういったもの

を大々的にきちんと、しかも申し分のないようなサンプル数でしっかりとそういった結果を全

部出していただければ、私はそれで納得はするんですよ。 

 ところがそうじゃない、物すごくサンプル数の少ないような、免罪符的な実験をちょっとだ

けやって、それで検定力の低いような、Ｎが、サンプル数がすごく少ないような、そういうも
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ので何か結果を言っても、余り意味にならないと思うんです。ましてや、それが免罪符みたい

にして通っていってしまったら、かえってよろしくないというふうに思うわけですね。 

 そうすると、それをどんなふうにしてきちんと担保させるのかということについては大事な

ことだと思うんですけれども、何らかのきちんとした基準を設けて、それに従ってもらうよう

な方向で考えたほうがいいんじゃないかと思うんです。 

○武田委員 土壌微生物に対する影響なんかも、私は全く同じ印象を持っているんですよね。

あれも実験設計でどうにでもなりますのでね。 

○原田座長 何とか時間を見出してやりたいと思って、私、このブルーブックの端っこにそう

いう問題をちょっとメモしているんですけれども、ぜひやりたいというふうに思っています。 

○近藤委員 土壌微生物は、確かにきちんとやらなきゃいけないということで分科会で検討し

なきゃいけないと思っています。 

 ツルマメとの交雑性に関しては、これまでも文献の引用だけで済ませてきていまして、今、

嶋田先生も言われたように、実際実験するのはかなり難しいので、これを課すのは分科会とし

てはやっていないです。実験計画にやるというふうに書いてあるのはあって、もちろんやって

くださるのは構わないと思いますし、そういうデータがなるべく多く集まることを歓迎してい

るんですけれども、これを義務づけてやっていただいても、その結果から評価するまでのデー

タは得られないんじゃないかというふうにも思いますので、分科会ではやってくれというふう

には言っていません。 

○武田委員 さっき早川課長からもありましたけれども、国策としてＧＭ育種みたいなものが

推進されるとすると、今までのように輸入業者が輸入して道端におっこちたときの安全のため

に検定するというのと、ちょっとフェーズが違ってくると思うんですね。そういうことになっ

てくると、やっぱりこの委員会としての対応の仕方も前とは少し違ってくるのかなという感じ

もあるものですから、できるだけ早い機会にそういう項目なりの見直しですね。何か非常に慎

重で、必ずしも必要でないものまでデータを出さされているんじゃないかというふうに申請者

は感じているような雰囲気を感じるものですから、その辺はぜひ見直したらいいかなと思って

います。 

○近藤委員 問題点として、栽培というふうに書いてあるんですが、実際には栽培をしていな

いということがあって、栽培する予定がなくても栽培と書く、それはこぼれ落ちるということ

を想定しているわけですけれども、それがいいのかどうか。本当に栽培するならば栽培すると

いうことで、今、武田先生言われたようなこともきちんとされなきゃいけないという考え方も
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出てくるかと思います。 

○原田座長 そうですね。その辺は、この前、林委員からクオリティーの取り扱いのことでい

ろいろ提案なりご意見があったところなんですけれども、これもやらなきゃならないので、事

務局のほうにはお願いしてありますので、また時間をとる申し入れがあったときによろしくお

願いしたいと思います。 

 ほかに。はい。 

○髙木委員 この問題は、パブリックアクセプタンスとの間に物すごいギャップがあるわけで

すよね。科学的にこうだということとパブリックがアクセプトするかどうかと。パブリックと

いうのは、やっぱり相当いろんなことを聞きますので、それに対して答えられるように、我々

としては当たり前だというか、こういう証拠があるというようなことを言っても、パブリック

アクセプタンスとのギャップというのも頭の中に入れておかないと、本当の意味で開発あるい

は流通というものがなかなか難しいんじゃないかという気がするので、その辺も慎重に我々と

しても対処する必要があるかなという気がしています。 

○原田座長 確かに今のままですと、５年後に実際にこの委員会でオーケー出したものが日本

のオープンフィールドで栽培されるようになるかというのは、私は非常にペシミスティックな

んですよね。ですから、何もそれは我々の委員会の仕事じゃないんでしょうけれども、常に頭

には入れておかなきゃならないですけれども。 

○嶋田委員 特に、交雑性の問題はすごく難しい部分があって、実際に有害物質の産生性とか、

あるいは競合上の優位性とか、そういうふうなものというのは、ある程度畑なら畑の中できち

んと押しとどめておくような状態の中だったら、外へは簡単には出ていかないだろうと考えら

れるわけですね。 

 ところが交雑性に関しては、やっぱり遺伝子浸透という現象がありますので、それが非常に

小さいパーセンテージであるとはいっても、ゼロではないとするならば、そのゼロでない部分

のところのリスクコミュニケーションをきちんと一般社会に対して説明しないといけないと思

うんですよね。それで、こちらの委員会としての指針というか方針というか、こういう形でき

ちんと許認可しているんだというふうなことを決めておかないと、評価書の中に、時々引用文

献で抜けているようなものもあったり、あるいは開発業者にしてみたら比較的有利な文献だけ

をつまみ食い的にもし仮に出しているんだとするならば、それはそれで問題でもありますし、

やはりもう一度こういった引用文献も含めて、この委員会の中で全部そういった過去のデータ

とかをリストアップするぐらいの気構えでやらないといけないんじゃないかなとは思いますけ
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どね。 

○林委員 現在で考えられる一つの基準としては、ピアレビューがされた科学文献に基づいて

議論をするということぐらいは決めておいてほうがいいと思うんですね。それで、それを引用

して云々することは悪いことではないと思うし、それしかできないと思います、我々自身が試

験しているわけではないですから。 

 ですから、ピアレビューの引用もおかしいということだと、それでは何を基礎に議論するか

ということになって、非常に観念的な議論になってしまう。それを避けたいということで、ピ

アレビューされている、日本の中でも外国でもピアレビューに入っているものについてお互い

に出し合って、それについて議論するということにしないと、レビューされた科学的な基礎と

いうのがそろわないと話がかみ合わないですね。観念的な話というのは極力避けたいというこ

とで、そういうことだと思います。 

○原田座長 ほかによろしいでしょうか、この申請書については。 

 もしないようでしたら、先ほどからコメントが出て、事務局のほうでノートはとってもらっ

ていると思いますけれども、まず、プラスミドに関して文献があれば明記してもらいたいとい

うこと。それから、対象品種についてもはっきり書いてもらいたいということ。あと、小さい

ことでは誤字、例えば「莢」が「鞘」になっているとか幾つか指摘がありましたけれども、そ

ういうところは修正する必要があると思いますけれども、全体としてこの委員会に提案したい

のは、申請者から提出されたイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズについて、第一種使用規程に

従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれはないとした生物多様性影響評価書の内

容は適正であると判断しますということにしたいと思いますけれども、ご異議、特にございま

せんでしょうか。 

 ご異議がないようでしたら、そのように措置させていただきます。事務局からのほうから申

請者にご連絡お願いします。 

 それでは、次の申請書に移りたいと思いますが、ステアリドン酸産生ダイズについて検討し

たいと思います。 

 まず、先ほどと同様に近藤委員からご報告をお願いしたいと思います。 

 

＜ステアリドン酸産生ダイズの生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 それでは、同様に資料３－１を読ませていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果。 
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 名称、ステアリドン酸産生ダイズ（改変Pj.D6D,改変Nc.Fad3,Glycine max(L.)Merr.)（ＭＯ

Ｎ87769,ＯＥＣＤ ＵＩ:ＭＯＮ-87769-7）。 

 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、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った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

 １、細胞内に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を用いて作出されており、プラスミドPV-

GMPQ1972に由来する改変Pj.D6D遺伝子（改変Δ6デサチュラーゼ遺伝子）及び改変Nc.Fad3遺伝

子（改変Δ15デサチュラーゼ遺伝子）発現カセットを含むT-DNA領域１コピーが本組換えダイ

ズのゲノム中に移入されていることが確認されており、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。 

 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、これまで我が国の自然条件下で雑草化した例は報告されていない。 

 本組換えダイズでは導入された改変Pj.D6D遺伝子及び改変Nc.Fad3遺伝子から発現するΔ6デ

サチュラーゼ及びΔ15デサチュラーゼによって、本来ダイズが産生しない脂肪酸であるステア

リドン酸（ＳＤＡ）、γ－リノレン酸（ＧＬＡ）、イソリノール酸（ＩＬＡ）が産生されてお

り、種子中に蓄積している。これらは、リノール酸（ＬＡ）やα－リノレン酸（ＡＬＡ）と同

様に多価不飽和脂肪酸をβ酸化する酵素により主として発芽におけるエネルギー源として利用

されるものと考えられ、温度条件を６段階に設定した発芽試験において本組換えダイズと対照

の非組換えダイズの間に発芽率の差は認められなかった。 

 また、米国におけるほ場試験において、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間で競

合における優位性に関わる諸形質（形態及び生育の特性、生育初期の低温耐性、花粉の稔性及

びサイズ、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率）について比較検討されている。その結

果、試験を行った３箇所のほ場のうち１箇所で苗立ち株数及び主茎長について対照の非組換え

ダイズとの間に統計学的有意差が認められたが、参考として供試された従来商業品種の変動の

範囲内であった。その他の項目では差異は認められなかった。このことから、本組換えダイズ
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中でＳＤＡやＧＬＡ、ＩＬＡが産生されることにより、本組換えダイズの競合における優位性

は高まっていないと考えられる。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場における

栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、競合における優位性に

起因する生物多様性影響を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ダイズに関して、これまでに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ない。 

 本組換えダイズにおいて改変Δ6デサチュラーゼ及び改変Δ15デサチュラーゼが発現してい

るが、当該蛋白質が有害物質であるとする報告はなく、既知アレルゲンと構造的に類似性のあ

る配列を有しないことが確認されている。また、改変Δ6デサチュラーゼ及び改変Δ15デサチ

ュラーゼは基質特異性が高いため、これらデサチュラーゼが宿主の代謝系に影響を及ぼし、新

たな有害物質を産生する可能性は極めて低いと考えられる。また、これまでにＳＤＡやＧＬＡ、

ＩＬＡが有害物質であるとする報告はない。 

 さらに、有害物質の産生性の有無について、レタスを用いた鋤込み試験及び後作試験により

比較検討した結果、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に統計学的有意差は認めら

れなかった。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場における

栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、有害物質の産生性に起

因する生物多様性影響を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。 

 ダイズと交雑可能な近縁野生種として我が国に分布しているのはツルマメのみである。した

がって、交雑性に起因して影響を受ける可能性のある野生動植物等としてツルマメが特定され

た。 

 ダイズとツルマメとの間で交雑が生じると、雑種は生育や生殖に障害が見られず、正常に生

育することが知られている。しかし、ダイズとツルマメは、通常開花前に開葯して受粉が完了

し、開花期の後半はほとんどの花が閉花受粉を行うため、いずれも典型的な自植性植物である

と考えられている。さらに、一般にダイズの開花期はツルマメよりも約１ヶ月早く、両者の開

花期間は重なりにくいことが知られている。実験的に開花期が遅いダイズ品種とツルマメを交

互に植えて自然交雑率を調べた調査では、その交雑率は0.73％と報告されており、一般的な自
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然条件下ではダイズとツルマメが交雑する確率は低いと考えられた。 

 また、米国において種子の生産量、花粉の稔性及びサイズなど生殖に関わる形質を調査した

結果、本組換えダイズと対照の非組換えダイズの間に統計学的有意差は認められなかったこと

から、本組換えダイズの交雑性は高まっていないと判断された。 

 なお、仮に本組換えダイズとツルマメが交雑し、雑種においてＳＤＡやＧＬＡ、ＩＬＡが産

生される場合があっても、これらの脂肪酸の存在により、本組換えダイズの発芽特性や競合に

おける優位性に関わる諸形質を変化させないこと、ダイズ以外の植物において発芽する過程に

影響を与えていないことから、これらの脂肪酸がツルマメの発芽の過程に影響する可能性は低

いと推察される。もし、発芽時にＳＤＡやＧＬＡ、ＩＬＡが利用されない場合は、発芽に悪影

響が生じる可能性があると考えられるが、こうした影響は競合における優位性を低下させるこ

とはあっても競合における優位性を高めるものではないと結論された。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場における

栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、交雑性に起因する生物

多様性影響を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、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場にお

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の範囲内では、我が国の生物多様

性に影響を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。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまご報告いただいたステアリドン酸産生ダイズについて、ご質問、ご意見

等よろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 誤字、脱字なんかももしございましたら、ご指摘をお願いしたいと思います。 

○井出委員 １つよろしいでしょうか。 

 検討すべきことなのかあれなんですけれども、種の脂肪酸組成というか、中身が変わってい

るということに付随して、例えば種子を食害する昆虫相とか、そういうものに何らかの影響が

ないかというようなことは検討しなくてもいいのかということなんですけれども、そういうこ

とは不要なんでしょうか。あるいは、変わったからって影響があるわけがないというのが常識

なのでしょうか。 

○嶋田委員 以前にはそういうふうなことも議論したことはあるんですが、波及効果というか、
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つまり野生の動物がそれを、特に穀物の場合のときなんですけれども、それを食べたときに、

それがどういう結果になるのかというふうなことを、特に隔離ほ場の場合には、たしかスズメ

が、あれはイネだか何だかのイベントだったかと。ちょっと記憶が、もう大分前なので、その

辺が確かではないんですけれども、そういったスズメなどの対応ということで上のほうにも網

をつけるとか、それからネズミみたいなのがやってきたらそういう場合はあるのかとか、一応

そんな議論はしたことがあるんですけれども、その結果として、そのイベントに関しては、非

常に懸念される部分があるというようなことは全然なくて、一応検討だけはしたという感じで

すかね。 

○髙木委員 僕もちょっとその点は、この申請書の19ページに脂肪酸の分析表が出ているんで

すけれども、ステアリドン酸というのが15％から30％近くまで、非常に上がっていますよね。

これは本文を読むと、エイコサペンタエン酸とかドコサヘキサエン酸の前駆体であると書いて

あるんだけれども、その前駆体という意味は、植物の中での前駆体ではなくて、どうも我々人

間が食べた場合の前駆体のような印象なんですね。この表に、その変化が余りはっきりしない

わけで、ということは、もし昆虫なんかで代謝が非常に違ってくると、この酸は一体どうなる

のかというのがちょっと気になるような気がするんです。 

 脂肪酸の代謝系が哺乳動物と昆虫とでどれくらい違うのかとか、そういう知識は私はないん

だけれども、必ずしも同じとは限らないので、これだけ化合物が蓄積すると、15から30％蓄積

したものが環境中に出た場合に、環境中の生物にどういう影響が与えられるのかということは、

これからいろいろ出てきそうなこういう組換え作物については、やはりどこかチェックポイン

トが必要かなという気が、井出先生おっしゃったようにね。人の場合は…… 

○原田座長 食品のほうの委員会でかなり厳しくチェックすると思うんですよね。 

○髙木委員 ああ、人の方はね。 

○原田座長 ええ。そのとき、やっぱり実験動物を使ってデータを集めるんじゃないかと。 

○髙木委員 昆虫ですか。 

○原田座長 ラットとかマウスとか。 

○髙木委員 環境影響ですよね。 

○原田座長 環境影響のほうはやらないと思いますけれども、個体に及ぼす、人間に対する影

響をチェックするために、ラットやマウスに…… 

○髙木委員 人間のためには、ここに書いてあるように、エイコサペンタエン酸とかドコサヘ

キサエン酸、本来は魚の油の中に入っているこういうものは栄養として非常にいいんだけれど
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も、酸化されやすいので今のものがいいということなので、それが人間の体に入った場合はそ

ちらのほうに代謝されて、非常にいいんだということは書いてあるわけですね。 

 ところが、昆虫では代謝はどうなのかと。環境影響の場合、こういう化合物を今後すっと通

していいのかという、最初の一つのエグザンプルかなという気がして。 

○井出委員 ほかの植物でこの脂肪酸を持っているものがあるというふうに書いてあるんです

けれども、例えば種の性質が変わることによって、利用する生物相が変わってくることは大い

に考えられるのではないかと思うんですよね。そういうことは、この場合でいう多様性影響と

いうふうに言うのか言わないのか、私ちょっと判断がつきかねますけれども、そういうことは

十分起こり得るのではないかと思うんです。 

○嶋田委員 そう思いますね。だから、例えば有害物質の産生性というふうなものからは、直

接には影響する作用ではないにしても、例えばそれを食べた動物がかなり増殖するとかとなっ

たときに、周りの生物相全体から見たらアンバランスになる可能性がある、可能性はゼロでは

ないというふうに思うわけですね。 

 だから、ちょっと気になるのは、評価書の16ページのところで、いろんな植物の中で、実際

の自然界における生活種の中で、例えば発芽時のエネルギーとして利用されるとか、そういう

ふうなことが幾つか書かれているのですが、だとすると、そういう植物を食べている動物とい

うのは、一応どのようなものがあるのかということぐらいはリストアップしておいたほうがい

いかなという気はするんですよね。もしこういうことがわかっているんだったら、それを食べ

ている動物だって、きっとそんなにたくさん、山のようにいるわけではないと思うので、一応

リストアップしておく必要があるかなというふうには思うんです。 

○原田座長 この有害物質のことは、今回の２つにも、表現は違いますけれども書いてあって、

鋤込みとか後作で、その後レタスの試験なんかやって、影響がないというのを見ているだけで、

昆虫相とか、それから鳥も結構食べるんじゃないかと思うんですけれども、そういうことまで

は今までの議論は進んでいないわけで、１つには、今、嶋田先生がおっしゃったように、そう

いうリストアップは可能だと思うんですけれども、その環境影響を評価するというのは、これ

また非常に難しいですよね。 

○嶋田委員 そうなんですよ。リストアップして、じゃ、そこから後はどうするのかというこ

とになりますよね。 

○井出委員 例えばモニタリングとか、そういうことはできると思うんですけれども、どうな

んでしょうかね。 
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○原田座長 余り動かない土壌微生物なら試験は組み立てられるかと思いますけれども、鳥類

だと難しいですよね。 

○近藤委員 昆虫相とか、議論は時々出るんですけれども、なかなか難しいということで、さ

っき言ったように。 

○井出委員 というのは、やはり例えば除草剤耐性とかそういうものと本質的に違うような気

がするんですね。私たちの樹木のほうだともっとそれがシビアで、その樹木自体を変えてしま

うので、むしろそういう影響のほうが大きい可能性が高いので、そういうことを何をどこまで

やっていかなきゃいけないかというのは、非常に不安というか、そういう点があります。 

○嶋田委員 実は、波及効果というものに関する調査項目というのが明確ではないんですよね。 

○近藤委員 おっしゃるように、最近の申請案件はそういうのが多いんですよね。どういうふ

うに考えたらいいかというのが非常に多いんですよ。今分科会でやっているのもそうなんです

けれども。 

○髙木委員 ただ、僕の感じでは、生物界における脂肪酸の代謝系がどれくらいバラエティー

に富んでいるかとか、哺乳類はわかっているわけですけれども、その辺は必要かなという気が

しますけどね。まあ、それは状況証拠にしかならないんだけれども、全然違う代謝系を持って

いるのか、それとも哺乳類からの類推でいいのかと。何かそれは文献を引いてもらうだけでも

随分安心な気がします。 

○嶋田委員 哺乳類に関しては、ある程度、モデル生物であるマウスとかそういうものがあり

ますので、大体それに沿って考えることはできるんですけれども、例えば脂肪酸代謝に関して、

昆虫で代表的なものでどれくらい調べられているのか。ある程度調べられているとは思うんで

すけれども、昆虫の場合は非常に多様性が高いので、哺乳類に比べるとずっと多様だと思いま

すので、そうすると、例えばモデル生物のキイロショウジョウバエとか、あるいはイエバエと

かそういうものでそれがわかっていたからといって、全然違う種目の、もしこれが食べたとき

にどうなるのかというようなことは、またそれは別のモデル生物で、カイコならカイコを探し

てこないといかぬということになりますよね。なので、ある程度波及効果で、シラミつぶしに

やろうとするとどんどん対象が広がっていってしまうという可能性があるんですよね。 

 しかも、それが生物相のバランスにどこまで影響するのかという、ある程度定量的な推移を

見ていくと、そういう作業になるわけですよね。そうすると、例えば絶滅危惧動物がたまたま

その地域で消滅したとかというようなわかりやすい事例だったら、それはそうなんですけれど

も、そうじゃなくて、Ａという種はふえた、Ｂという種もふえた、だけどＣという種は少し減



－- 23 -－ 

っているといったときに、別にＣという動物は何もこの植物を食べているわけではないんだけ

れども、間接効果でＡとＢがふえたためにＣがたまたまニッチを奪われて、そういうふうにし

て少し別のニッチのところへ移らざるを得ないというような、そういう間接相互作用というの

は物すごく大変なので、そこまで本当に調べるのかと。 

 私たち生態学者は、実際には開放区なり、あるいは野外での実験調査区でそういうふうなこ

とはやっていますけれども、実際に自然系の中で本当にどのぐらいの、この植物に対してどん

な動物がどのぐらい食べていて、その植物を直接食べるもの、それを直接には食べていないも

のが、例えば間接的な相互作用でどれだけふえたり減ったりになっていくのかというふうなこ

と、恐らく難しいんじゃないかなと思うんですよね。我々生態学者が実験区みたいなところで

考えるにしても、実験のデザインは相当大変なものになってくると思うんですけれども、それ

を本当にこういうところで評価書の中に生かしていくとなると、難しいところがあると思いま

す。 

 ただ、井出先生おっしゃるように、やっぱりそういった樹木をこれから栽培していくとなる

と、樹木の場合は、１本だけでもかなりの量を、いろんな動物がそれを利用するわけですよね。 

○井出委員 時間も長いですし、むしろそういう影響のほうが強く、交雑性とかを抑えたとし

ても、その環境をつくる力というのが大きい。それを影響と見るのか見ないのかというような

ことは非常に判断に苦しむというか、理解が得られるのかどうかというところで、そうすると

こういう作物であっても、何か基準があってという話が…… 

○原田座長 飼料のほうなんかどうなんでしょうね。例えばダイズなんか、牛、豚あたりはす

ごくやっているんだと思うんですけれども、そういう畜舎の周りに結構えさがこぼれていて、

そうするとハトとかスズメとかカラスがいっぱい来ますよね。それを食べる。そういう環境影

響評価というのは、どういうふうに考えているのか。今までそういう飼料のほうのチェックで

は、何か知見はないんですか、どの程度までチェックするというのは。人間の場合はまた、調

べようがもう少し…… 

○嶋田委員 特に難しいのは、直接その植物の種子なり何なりを食べているものは見つけるこ

と、もちろんできるんですが、食べていないものが食べているやつによって相互作用を受けて、

例えば競争的な、種間競争とか、あるいは食う食われるとか、そういうふうな生物群種の中で

の複雑な関係性の中でふえたり減ったりというふうなことが起こっているのか起こっていない

のか、それは本当にちゃんと調べることが可能なのだろうかと。下手をすると、不可知論にな

る可能性もあるので。 
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○林委員 よろしいですか。嶋田先生おっしゃったことが非常に適切だと思うんです。それで、

井出先生がおっしゃったようなそういう問題があるということをアドレスすることは差し支え

ないと思うんですね、こういうことが考えられますと。しかし、それを実験的に証明するとい

うことは非常に難しいし、今までもやっていないと。 

 これに類するのは、数年前にイギリスでファーム･スケール･エバリュエーションという物す

ごい長いスパンのがあって、除草剤をやって、それで本当に作物に対するよりも、イギリスは

特に鳥が問題なので、鳥でどうだというのを見たのがあるんです。それは、トウモロコシの場

合には影響はなかったけれども、ほかのものは減っていたと。ただ、鳥が減っているのは、Ｇ

Ｍの前から長い傾向で出ている。だから、ＧＭだけということに特化して言うということは非

常に難しいと、結局結論は出なかった。 

 それから、ＧＭというのは、除草剤耐性の作物とそれによる栽培体系というのが出てきます

ね。栽培体系への影響もあるので、除草剤耐性だけで、例えば鳥なり鳥、虫なら虫はこうなっ

たよということは、それに特化して関係して説明することは不可能という結論になったんです。

ですから、やっぱり嶋田先生おっしゃったように、そういう可能性はなきにしもあらずだけれ

ども、それを実際に試験することは非常に難しいし、たまたまイギリスが例によってかなり本

腰を入れてやったんですけれども、それについての結果は、そういうことについてはほかの要

因がいろいろ入るので、ＧＭ作物だけに特化した理由づけは難しい、むしろ不可能であるとい

うことになっています。 

 それから、ちょっと昔、ダイズでやりました。ハトがこういう高脂肪のダイズを食べて高く

て人間みたいに太ったらどうだという意見があったんですよ。それでみんな首をかしげたんで

すけれども、結局、それは実際に試験はできないけれども、いろいろな傍証から、そういうこ

とはないでしょうということになって、そのときはディスカッションでは言いましたけれども、

文言にはならなかったと思います。 

 それで、これをそのたびに一定の検定事項にして試験してデータを出すということは、そこ

のことまで求めるのは難しいんじゃないかと思います。実際に生物多様性影響評価というのは、

３項目あります、競合性と交雑性と有害物質産生性。そこで見なさいということがあるわけで

すから、そこを見ることを中心に議論するということであって、そのもの自身の生化学から生

理学の細かいものを議論するというのは、この委員会の目的じゃないと思っています。 

○原田座長 今、林先生言われたことが大体考えられることだと思うんですけれども、問題は、

実験的に証明するのは非常に困難だから、そういうことを頭には入れておくけれども、一応、
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強く言えば無視して、これをオーケーするかどうかということを決めるのか、それともそうい

うわからない要素があるから、こういうのはオーケーを出さないとするのか。真剣に考えると

非常に難しいですよね。 

 それで、今までの経緯ですと、林先生おっしゃるように、交雑性とか有毒物質の産生性とか

決まっているわけですけれども、環境影響評価ということから考えますと、例えば土壌微生物

という話が出てきたように、当然ほかの動物種に対する影響も考えなきゃならないわけですけ

れども、考えても実験方法がないから、繰り返しになりますけれども、それは無視して、結局

オーケー出すか出さないかには影響を考えないとするのか、わからないことが多いからそれは

認可をしないのかということに、結論的にはそこにいっちゃうと思うんですよね。 

○武田委員 農学の立場から言うと、四、五百万ヘクタールある農地の１割まで広がるのか、

道端にこぼれているのかで、それは全然自然に対するインパクトは違うわけでして、我々ちょ

っと架空の議論をしているような部分がありますよね。 

○原田座長 架空というと大げさかもしれないですけれども、線が引きにくいわけですよね。

まあ、無視という表現はちょっと強過ぎるのかもわからないけれども、結果的には無視という

ことになるかと思うんですけれども、何かひっかかることも確かで、難しいですね。 

 はい。 

○早川技術安全課長 事務局なんですけれども、今までの議論を聞いていまして、例えば野生

化して恒常的にそういうものがあるというときには、それらに野生生物が暴露する可能性とい

うのは相当あると思うんです。そうなった場合にはあり得ると思いますけれども、野生化する

かどうかというのはまさに優位性の審査の観点ですが、検討結果としてはそれはないというこ

とは一つわかっているわけですね。 

 そういう意味での野生生物への暴露の可能性は低いということと、もう一つ、今のお話を聞

いていて、もしそういういろんな昆虫への影響ということであれば、まさにＢＴ耐性の植物な

んかは、害虫が食べると死ぬわけですね。害虫と一般昆虫を区別しない場合には虫に直接的に

影響を与えるという形質を導入されたものは、まさに虫に影響を与えるということでそもそも

害虫抵抗性というものを導入すること自体が生物に影響を与えるのでだめだということになっ

てしまうと思うんですね。 

 ですから、そこら辺は、やっぱり可能性として否定できないのかもしれないですけれども、

全体の中での蓋然性といいますか、リスクは、ハザードが発生する可能性ということであれば、

そこら辺である程度のところで議論をしていただけるとありがたいなと思います。 
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○原田座長 前からしょっちゅうそういう議論も出てきますし、結論的には線は引きにくい。

今までのところは、表現はよくないですけれども、そういうマイナーな影響は一応考慮外にし

てきて結論を出してきたわけですけれども、こういう席でまた改まって提案があった場合に、

私としてはどうしていいか、非常に悩む…… 

○武田委員 早川課長のご発言で気になったのは、病原菌とか害虫というのは我々の敵なので、

これを保全する必要はなくて撲滅していいと、その立場がなければ農学というのは成り立ちま

せんので、そのことはあらかじめ宣言しておきます。 

○近藤委員 ＢＴの場合は、その相手方がわかっているわけですよね。だけれども、この場合

にはわからないということがありますね。何が起こるかわからないと、そういう気味の悪さみ

たいなものがあると思うんです。 

○原田座長 どうでしょうかね。何か…… 

○近藤委員 分科会としては非常に疑問に思いつつも、試験のしようがないということでオー

ケーというふうに判断したわけですけれども。 

○原田座長 だから、ここに上がってきているわけですけれども、総合検討会はもっと広い視

点からチェックしろというテーマがあるわけなので……。 

○小野里委員 多分、現段階では栽培面積もそんなに大きくないし、大きく多様性に影響する

とは考えられないんですけれども、だんだんこれから知見が蓄積していって、やっぱりこうい

うものが問題だという段階になってきたら、その時点で改めてまた考え直すという形をとらざ

るを得ないんじゃないですか。そうでないと、我々、未知のことが多過ぎて、それがクリアで

きないと栽培できないとなると、みんな…… 

○嶋田委員 だから、作付面積が何十％に広まってしまっているようなアメリカで、例えば生

物多様性でどんなふうな影響が生じてきているのか、あるいは生じてきていないのか、そうい

うようなことを逐一モニタリングしておくというのは、日本側としては大事なことかなと思う

んですよね。そのまま、こちらとしては粛々と許認可していけばいいんじゃないかと思います。

わからないものを議論していても進まないですからね。 

○原田座長 私も、今までオーケー出してきた理由の一つは、正しいかどうかわかりませんけ

れども、例えば生物多様性に影響を与えるものというのはいっぱいあるわけですよね、こうい

う組換え体なんていうのはごく一部の話で、例えばカラスにしろ、ハトにしろ、ネズミでもス

ズメでも、いろいろあると思うものですから、全体から見ると、この影響は非常に小さいほう

だと、だからオーケーしてもいいんじゃないかという極めてあいまいな結論なんですけれども、
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そうせざるを得ないんじゃないかと思います。 

 例えばこれを許可しないということになりますと、今度ほかのいろんなファクターとの議論

になってしまうと思うんですよね。我々には対応できない。 

 いかがでしょうか。 

○髙木委員 僕は、余り厳しい意見を言うわけじゃないんだけれども、ＢＴの場合、昆虫でも

いろんな昆虫でＢＴに対する生化学的な知見があって、初めてＢＴはオーケーということだと

思うんですよね。だから、あれが何も知識がなかったら使えないですよね。ＢＴの効き方に対

する、メカニズムに対する知見があって初めて使えるわけで、そういう意味では、僕はここに

これだけの、30％とか何かたまるような物質が、ほかの哺乳類以外の生物でどう代謝されるか

という知見を、少なくともあるのかないのかですね、そういう知見が。 

○原田座長 ＢＴの場合は本当に詳しく研究されていて、昆虫の種にも限定されているわけで

すので。 

○髙木委員 これは毒物じゃなくて、人間にとって有益なものだからつくろうという、発想は

もちろん全然違いますけれども、こういう普通たまっていないものがたまるというようなとき

には、僕は、やはりそれがどういうように代謝されるのかという知見があるならば探してほし

いという気がします。そうすると、随分安心感が違うような気がします。 

○原田座長 でも、それは動物相によって必ずしもね…… 

○髙木委員 もちろん、それは全部調べるわけにはいかないと思うんですけれども、鳥なり昆

虫なり、ある程度、本当に知見が全然ないならば、また大問題ということになるかと思います

けれども、少なくとも知見があるのかないのかは当事者が調べる責任があるような気がするん

です。 

 ただ、目的は栄養学的に非常にいいものをつくろうということだから、後押しはしたいんだ

けれども、やはりそれぐらいは調べてほしいなという気がしますね。 

○原田座長 どうでしょうか。皆さんお一人お一人のご意見を伺わないと、なかなかこれは結

論を導き出せないんですけれども、私は、さっき申し上げたように、余りにも多くのファクタ

ーがほかにあるものですから、まあ、しようがないかなという感じなんですけれども、もう少

し代謝生理が十分にわかるまでは、一応ストップかけておくべきだというご意見もあるかなと

は思うんですが…… 

○髙木委員 僕はそうは思いませんけどね。 

○原田座長 ああ、そうですか。 
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○髙木委員 ええ。調べる義務はあるかと思います。 

○嶋田委員 モデル生物ぐらいの論文は出ているんじゃないかと思うので、文献をサーチして、

少なくともこれくらいは現段階で報告されているものがあるというのを出しておくというのは、

そんなにエネルギーがかかるわけでもないし時間もかかるわけではありませんので。 

○井出委員 隔離ほ場の栽培ですから、規模が大きいわけでもないので、物すごく大きな影響

があるというふうには考えられないですけれども、やっぱり情報があるんだったら、これが一

体どういうふうにいろいろな生き物に使われ…… 

○原田座長 隔離ほ場試験をしている間に鋭意情報を集めてもらうと、そういうことでよろし

いでしょうかね。 

○髙木委員 そうですね。 

○原田座長 それで、本試験のところで場合によってはストップかけることも可能なわけです

ので、隔離ほ場試験の最中にできるだけ情報を集めてもらうということで。 

○武田委員 飼料のほうとか食品安全のほうで当然そういう仕事は出てきますよね。 

○原田座長 はい。それで、いいか悪いか、僕は非常に疑問に思っているんですけれども、食

品や飼料のほうでオーケーが出ない限り、ここでオーケー出しておいても、それは通らないん

ですよね。その辺も、私はちょっと問題点を感じているところもあるんですけれども、そうい

うこともありますので。 

○武田委員 しかも、これは本当の意味でのおもしろい遺伝子組換えのケースで、これができ

て初めてこういうダイズができたわけだから、これがどうなるかというのは、この先やってみ

ないとわからないんですよね。だから、まさにこれからの話なので。 

○原田座長 そうなんです。 

 それでは、先ほどと同じように、結論の原案を申し上げますので、ご判断いただければと思

います。 

 申請者から提出されたステアリドン酸産生ダイズについて、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─ここのところが問題なんですけれども─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してしまっていいのか、もう

ちょっと、生物多様性影響が生じる、その次、100％生じるおそれはないと言い切ってしまっ

ていいのかどうかというところがちょっとひっかかるんですけれども、どうしましょうか。 

○林委員 昔、こういう分科会とか一番最初のときに、この文言で、それぞれの分科会あるい

は総合部会で影響はないとする判断は正しいものという意味は、影響がないという意味は、絶
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対ないということではなくて、対象を超すような新たなインパクトは生じないという意味です

よということで、私も念を押したし、事務局も同じ。そういうことで、カルタヘナプロトコル

自身が絶対的な安全性は全然いっていないんです。相対的なことをやりなさいということをカ

ルタヘナプロトコルでも明記してありますし、この種のあれが発足するときに、みんな集まっ

たときに、ないという意味は、そういうネガティブな安全性が確かめられたということですね

ということで確認できたんです。 

 ですから、先生のおっしゃるようなあれで、影響はないと思うと書いても、それはネガティ

ブなことを言っているということで、私は差し支えないと思います。 

○原田座長 では、ここのところは、生じるおそれはないとしたというふうにしておきたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 それで、附帯条件といいますか、とにかく隔離ほ場試験中にできるだけいろんな情報を収集

してもらって、これは本申請が来なければしようがないわけですので、そのときまでに提出を

してもらうという附帯条件を付したいと思います。 

 それから事務局のほうには、食品委員会や飼料の委員会のほうに、どうせどなたかご出席す

るんでしょうから、審査の内容をまた我々にお知らせいただければありがたいと思います。 

○武田委員 隔離ほ場というのは、ケージじゃないからハトやカラスは入ってきますよね。だ

から、よく観察しておいてもらうと、いろんなことがわかるんじゃないでしょうか。メタボの

ハトができちゃったとかね……。（笑） 

○原田座長 おいしいハトができれば、それもまた…… 

○林委員 そういう話が出たんですよ。ハトが太ったらどうなるかという話が前にありました。 

○原田座長 そうですね。17世紀、18世紀、ヨーロッパでは、ハトは非常に貴重だったんじゃ

ないですか。 

 はい、どうもありがとうございました。では、この２つ目は、ひとつそういうことにさせて

いただきますので、事務局から申請者のほうには、そういう線でご連絡お願いしたいと思いま

す。 

 事務局のほう、何か報告事項ございますでしょうか。 

○浦野技術安全課長補佐 特に報告事項はございません。 

 次回の総合検討会につきましては、各先生方の日程を調整させていただきましたところ、現

段階では、７月３日の午後に各先生方のご予定がよろしいということですので、その方向で開

催したいと思いますので、日程の確保方お願いできればと思います。よろしくお願いします。 
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○原田座長 ７月３日ですね。 

○浦野技術安全課長補佐 ３日の午後です。 

○嶋田委員 ７月３日は、案件は幾つぐらい出ますか。 

○浦野技術安全課長補佐 その前に分科会の報告がどうなるかによって動きますが、三、四件

という…… 

○嶋田委員 三、四件、そんなにあるんですか。 

○浦野技術安全課長補佐 多くて４件。 

○嶋田委員 夕方に授業があるので、そのときは早退させてください。 

○浦野技術安全課長補佐 はい、わかりました。 

○原田座長 ほかに特段のご意見がなければ、これで事務局のほうにお返しします。 

 

＜閉  会＞ 

○浦野技術安全課長補佐 本日は、熱心なご議論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したいと思います。どうも

ありがとうございました。 

 


