
生物多様性影響評価検討会総合検討会 

 
平成 20 年７月３日（木） 

                       於：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、各先生方、御多忙のところお集まりいただきまして誠にありがとうございまし

た。 
 なお、本日は、嶋田委員が所用により、御欠席であるという御連絡をいただいておりま

す。 

 
＜配布資料の確認＞ 

 それでは、議事に入る前に、事務局の方から「生物多様性影響評価検討会総合検討会配

布資料一覧」に基づき資料確認をさせていただきたいと思います。 
 まず、１枚めくっていただきまして、議事次第。 
 続きまして、各先生方の委員名簿。 
 本日の座席表。 
 資料１第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況。 
 資料２－１で、高オイルダイズ。 

それの関連資料といたしまして、資料２－２。 
 資料３－１といたしまして、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホ

サート耐性トウモロコシ。 
 資料３－２が、それの関連資料。 
 資料４－１が、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ。 
 関連資料といたしまして、資料４－２。 
 資料５－１で、チョウ目害虫抵抗性ワタ。 
 それの関連資料といたしまして、資料５－２でございます。 
 次が参考資料１で、カルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された農作物一覧。 
 参考資料２で、意見の聴取を終えた審査中の案件一覧でございます。 
 本日お配りの資料は以上でございますけれども、資料に落丁、過不足等はございません

でしょうか。 

 
＜参考資料の説明＞ 

 それでは、私の方から、まず最初に、参考資料１及び参考資料２について御説明させて
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いただきます。 
 参考資料１は、平成 20 年５月 30 日現在の承認農作物一覧ということで載せております。 
 １ページから始まりまして、９ページをお開きください。９ページに 17 番というもの

がございますが、こちらの除草剤グリホサート耐性ワタというものが、前回の総合検討会

以降、2008 年５月 30 日に新たに承認された品目でございます。 
 続きまして、参考資料２でございますが、今、先生方の意見の聴取を終え審査中の案件

一覧といたしましては７件ほどございます。このうち、上の４件につきましては既にパブ・

コメは終了しておりますが、まだ食品や飼料の安全性確認等が未了のため、確認を終えて

いないということです。 
 また、６番と７番につきましては、現在、パブリック・コメントにかかっているという

ことでございます。 
 以上でございます。 
 傍聴の皆様方には「傍聴される方への留意事項」を守っていただきますよう、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、総合検討会の原田座長にお願いいたしたい

と思います。よろしくお願いします。 

 
＜議  事＞ 

○原田座長 どうも、委員の先生方には大変お忙しい中、また、蒸し暑い中、御出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 
 私、座長といたしまして、もう少し、この委員会を効率的にして、お忙しい先生方のお

役に立てばと時折考えていたので、余り名案はないんですけれども、事務局の方から、例

えば本日の資料を、大体２週間ぐらい前に先生方のお手元に届くのではないかと思います

ので、もしコメントとか疑問点、不明点、あるいは誤字・脱字などがございましたら、あ

らかじめ事務局の方に連絡しておいていただければ、当日事務局から回答を得られるかと

思いますので、お忙しいのでぎりぎりになってしまうことが多いかもしれませんけれども、

もし時間的余裕があるときには、前もって事務局に御連絡しておいていただければ多少な

りとも効率的にできるのではないかと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
 それでは、議事に従いまして進めていきたいと思いますが「（１）遺伝子組換え農作物の

第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について」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は終わっております。 
 本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を近藤委員から御報告いただきまし

て、その後、より幅広い視点から、遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物多様性

に及ぼす影響について御検討いただきたいと思っております。 
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
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を事務局から説明いただきまして、その後、個々の申請案件について、委員の皆様で検討

し、意見を集約して、その後、総合検討会としての取扱いを決めたいと考えております。 
それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

○浦野技術安全課長補佐 それでは、お配りしております資料１に基づきまして、第一種

使用規程の承認に係る申請案件の審査状況につきまして御説明をさせていただきます。 
本日、御審議いただく品目といたしましては４品目、そこに書いてあります１番の高オ

イルダイズ、２番目のチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート耐

性トウモロコシ、３番目のチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ、

４番目のチョウ目害虫抵抗性ワタという４品目でございます。 
申請者といたしましては、１～３番目が日本モンサント株式会社、４番目がシンジェン

タシード株式会社でございます。 
また、使用等の内容につきましては、１番目の高オイルダイズが、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でございまして、２～４番目が、食

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

する行為となっております。 
検討状況でございますが、農作物分科会におけます検討状況につきましてはそこに記載

のとおりでございまして、１番の品目については３回、農作物分科会で御検討いただき、

２～４番につきましては２回、農作物分科会で御検討いただいた結果、本日、総合検討会

で御検討いただくということでございます。 
２番と３番のかけ合わせ品種につきましては、その裏のページをめくっていただきます

と、そこに書いてありますとおりの３つの親を用いているということで、それぞれの親系

統につきましては既に総合検討会で御確認いただき、2008 年１月 31 日、2006 年４月 10
日、2004 年 11 月 22 日にそれぞれ、既に認可がおりている親系統を基につくられたスタ

ック品種である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、まず高オイルダイズについて検討を始めたいと思いますが、農作物分科会で

の検討結果につきまして、近藤委員より、資料２に基づいて、御報告をよろしくお願いい

たします。 

 
＜高オイル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、資料２－１を読ませていただいて御報告とさせていただきます。 
 農作物分科会における検討の結果 
 名称：高オイルダイズ（dgat2A, Glycine max（L.）Merr.）（MON87754, OECD UI:  

MON-87754-1）  
 第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随 
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する行為 
 申請者：日本モンサント（株） 

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

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

る申請者による評価の内容について検討を行った。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いる。プラスミド

PV-GMPQ296 に由来する dgat2A 遺伝子（ジアシルグリセロールアシルトランスフェラー

ゼ２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 dgat2A 遺伝子から発現する DGAT2A 蛋白質により、胚

においてトリアシルグリセロール（TAG）の生合成が促進された結果、種子中に蓄積され

る油分含量が 1.67％増加していることが確認されている。 
 米国及びアルゼンチンでほ場試験が行われ、本組換えダイズと対照の非組換えダイズ、

また一部の試験では本組換えダイズと遺伝的背景が同一で dgat2A 遺伝子を持たない系統

である null 型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、

生育初期における低温耐性、花粉の稔性及びサイズ、種子の発芽率、休眠性及び脱粒性）

及びダイズ種子中の構成成分の差異について比較検討した。 
 その結果、群落高、種子の生産量（収量）、生育初期の低温試験における乾燥重及び主茎

長、種子中の蛋白質量並びに脂肪酸組成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。 

 
 群落高については、３箇所のほ場のうち１箇所で対照の非組換えダイズとの間で統計学

的有意差が認められたが、従来品種の変動の範囲内であった。 

 
 収量については、３つのほ場試験（A、B、C）が行われ、試験 A では、３箇所のほ場の
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うち１箇所で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、従来品種の

変動の範囲内であった。試験 B では、米国 19 箇所、アルゼンチン 13 箇所のほ場をそれぞ

れ統合して統計分析を行ったところ、対照の非組換えダイズとの間で統計学的有意差が認

められたが、対照の null 型ダイズとの間では統計学的有意差が認められなかったことから、

収量の差は dgat2A 遺伝子の影響によるものではないと考えられた。試験 C では、17 箇所

のほ場の内１箇所で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、ほ場

を統合して統計分析を行った結果、有意差は認められなかった。 

 
低温処理後の幼植物体の乾燥重については、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、従来品種の変動の範囲内であった。 
低温処理後の幼植物体の主茎長については、対照の非組換えダイズとの間に統計学的有

意差が認められたものの、本組換えダイズがより低かったことから、低温耐性は高まって

いないと考えられた。 

 
ダイズ種子中の蛋白質については、２つのほ場試験が行われ、2006 年に米国の 19 箇所、

及びアルゼンチン 13 箇所のほ場で行われた試験では、米国及びアルゼンチンのほ場をそ

れぞれ統合して統計分析を行ったところ、対照の非組換えダイズとの間では米国及びアル

ゼンチンとも統計学的有意差が認められたものの、いずれも従来品種の変動の範囲内であ

った。また、米国の６箇所のほ場で行われた試験では統計学的有意差が認められなかった。 
脂肪酸組成については、調査した主要な脂肪酸７項目のうち６項目について、対照の非

組換えダイズとの間で統計学的有意差が認められたものの、従来品種の変動の範囲内であ

った。上記以外の項目では有意な差は認められなかった。 
これらのことから、本組換えダイズの種子中で油分含量が増加していることにより、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 
ダイズに関して、これまでに有害物質の産生性は報告されていない。米国で行われた鋤

込み試験及び後作試験では、後作試験においてレタスの草丈について、対照の非組換えダ

イズとの間で統計学的有意差が認められたが、発芽率、生育ステージ、生体重及び乾燥重

には統計学的有意差が認められておらず、鋤込み試験においては統計学的有意差は認めら

れなかったことから、本組換えダイズから有害物質が産生されているとは考えにくい。 
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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により、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、わ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。 
従来の知見より、ダイズとツルマメの開花期は重なりにくく、その交雑率も低い。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関わる形質は対照の非

組換えダイズ及び従来のダイズ品種を上回っていないことから、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。 
また、ダイズとツルマメの雑種はツルマメに比べて競合における優位性が低く、雑種の

定着率はツルマメと比較して劣ることから、雑種がツルマメ集団中で優占していく可能性

は低いと考えられる。 

 
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、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。 
以上でございます。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 
前にもありましたように、本件は、これがもし承認されれば、隔離ほ場で試験栽培を行

うということで、今まで農作物分科会の方では１月と４月、６月と３回にわたって、かな

り長時間、慎重に審査をされてきたものでございます。 
 委員の先生方から何か特にコメント等がございましたら、よろしくお願いします。どな

たからでも結構なんですけれども、いかがでしょうか。 
 どうぞ。 
○髙木委員 この日本モンサントのものは、３つとも大体同じようなプラスミドのつくり
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方、その他、非常に似ているわけなんですけれども、申請書の８ページに T-DNA のＩと

いう領域と II という領域があって、そして、Ｉに問題のトリグリセライドをつくる遺伝子

が入っていて、II の方にはグリホサート耐性の遺伝子が主要なものとして入っているわけ

ですね。この申請書は、グリホサート耐性は申請していないわけですから、これが入って

はいけないということで、トリグリセライドをつくる酵素の遺伝子だけが入った、要する

に T-DNAＩのみが入って、II が入らないクローンを選択するという手法を取っていると思

うんです。 
この場合、このＩと II は染色体の別の場所に入るんですか。事務局の方で、もし理解さ

れているようだったら教えてほしいんですけれども、別の場所に入って、要するに、まず

グリホサート耐性で選ぶわけですね。それで、21 ページに書いてある育成図の R1 にする

ときに、トリアシルグリセロールの遺伝子がホモに入っていて、なおかつ、グリホサート

耐性遺伝子がなくなったものを選ぶわけですね。それが R1 のときにできるんでしょうか。 
要するに、T-DNAＩと T-DNAII というものが染色体の別の場所に入っていて、そして、

ホモで自家受粉しているようなんですけれども、ホモで入っていて、なおかつ、グリホサ

ート耐性がなくなっているものを選ぶという作戦のように思うんですけれども、その理解

でいいんでしょうか。 
要するに、最初はグリホサート耐性というマーカーがあるものを選抜しておいて、そし

て、最後の段階ではそれを除く操作をしないといけないわけですね。それは R0 から R1
のところに行くときに、そういう組換え現象が起きる。 
○浦野技術安全課長補佐 今の髙木先生の御質問につきましては、20 ページのちょうど③

に書いてあるとおり、確かに一次のスクリーニングはグリホサートでやったけれども、そ

の後、選抜した cp4 epsps 遺伝子を持たない R1 個体において、更に dgat2A 遺伝子のイン

ベーダー分析を行って dgat2A 遺伝子をホモで有する個体を選抜することで、最終的には

T-DNAＩをホモで有し、T-DNAII を有しない個体を選抜したということですので、一応、

ここに書かれている以上は、そういう技術であると理解しております。 
○髙木委員 その右ページに育成図があるわけですけれども、この一番上に R0 がありま

すね。R0 では、T-DNAＩと T-DNAII が染色体の別々の位置に一緒に入っていて、それを

ホモでかけ合わせたときにグリホサートの方が落ちて、トリグリセライドをつくる遺伝子

だけがホモに残ったということがつくれるわけですね。 
○小迫研究調査官 そうでないと、この操作はできないと思いますし、プラスミドマップ

の方にはそれぞれにレフトボーダーとライトボーダーがありますので、別々に入っている

わけです。 
○髙木委員 染色体の別のところに入って、ホモでかけ合わせたときに片方は抜けるもの

を選択したという具合に考えているわけですね。 
○原田座長 よろしいですか。ほかに何かございますか。 
 どうぞ。 
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○小野里委員 今のことに関連して、このグリホサート耐性を除く意図はどこにあったの

かが理解できなかったんです。 
○髙木委員 要するに、修正していないわけですね。グリホサート耐性を入れるという植

物を申請していないわけですから、除かなくてはいけないんでしょう。 
○小野里委員 ここで申請してもよかったわけですね。 
○髙木委員 申請してもよかったけれども、無理にしなかったんでしょうか。 
○浦野技術安全課長補佐 ただ、これは多分、選抜マーカーとしてグリホサート耐性を使

ったんだと思うんです。申請者に聞いていないからわからないですけれども、ここの社は

グリホサート耐性は多数持っているので、もっと発現量のいいグリホサート耐性、ここの

発現量が書いていないといいますか、多分、事務局が思うには、もっとほかのグリホサー

ト耐性のいい発現量のものと、最終的には商品化するときは何かかけ合わせとかをするん

だと思うんです。 
だけれども、多分、このグリホサート耐性のマーカーとして使うレベルでは発現してい

るとは思うのですが、実際に商品化するとなると、やはりもう少し発現量のいいグリホサ

ート耐性のものを使うと思うので、ここではあえてグリホサート耐性のものは落とすよう

な手法で、できたものをスタック品種としてかけ合わせたのではないかというのが、ほか

のものを審査している上での事務局の感覚ですけれども、それは申請者の商品戦略とか

等々があるとは思います。 
○小野里委員 ひょっとすると、今のお話をお聞きすると、F1 で両方の機能を持たせてお

いて、自分のところで種を取ってまいても分離してしまって、除草剤耐性とかを維持する

ことができないという意図もあるんでしょうか。なぜ、わざわざグリホサート耐性のもの

を一方ではつくっていて、ここで取り除くのかというのが、これを読んでいた限りでよく

理解できなかったものですからね。 
 結構です。 
○原田座長 いずれにしても、生物多様性には影響がございませんのでね。 
 ほかによろしいでしょうか。 
 どうぞ。 
○武田委員 生物多様性には影響しないんですけれども、GMO の基本的な考え方で、こ

のケースが面白いのは、油脂の含有量を増やすという非常に積極的な一種のツールとして

使って、うまくいったと言っているわけです。それで別添資料で、その経済効果が 1,397
億円とうたい上げているわけですけれども、しかし、収量も下がらない、たんぱくも下が

らない。それで油脂だけ上がるというと、エネルギーはどこから来たのかという話になり

まして、私が知っている範囲でそういうことは普通起こらない。 
やはりデータを虚心に見ると、収量は少し下がり傾向があるんです。それで、テストに

よっては有意なわけです。だから、やはり、私はエネルギー収支的に考えると、この遺伝

子でいきなり油脂だけがぽんと上がるということは、やはりエネルギーがどこから来たの
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か分からなくなるわけで、本質ではありませんけれども、もう少し控え目に言った方がい

いのではないかという感想は持ちます。 
○小野里委員 収量に関して、今のことと関連しているんですけれども、申請書の 15 ペ

ージの下から 10 行目ぐらいに収量について書いているんですけれども「収量についても

本組換えダイズの導入遺伝子によって影響は生じないことが示されている（別添資料４、

５、６）」。 
ところが、この別添資料４と有意差のある結果になっているわけで、これは今日の近藤

委員が読み上げられた評価書では、その辺が非常に慎重に詳しく書かれていてあれなんで

すけれども、ここは少し舌足らずなのではないかという感じを受けます。実際に有意差が

出ているデータが２つほどあって、ここで有意差がないというふうに言い切っているのは

少し行き過ぎではないかという感じはしています。 
○小迫研究調査官 分科会でも、この表を見て、少し偏っているのではないかという御意

見があって、実際、これはサイトをかなりたくさん取って、それぞれのデータで有意差の

ところもそうではないところも出てきて、ぱっと見て偏りがあるのではないかという御意

見でした。再度、統計手法でしっかり混合モデルというものをつくって、その中でそれぞ

れのサイトの要因を排除した形で全体の統計をかけていただきました。その結果、ここに

書いてあるように、全体を見ると差はなかったという結論になっております。 
○小野里委員 今日読んでいただいた評価書の方は、その辺が非常に詳しく書かれている

んですけれども、実際のこの申請書の方がむしろ十分ではないという感じを受けました。 
○武田委員 少し前のめりという感じですね。 
○原田座長 よろしいでしょうか。いかがでしょうか。 
 どうぞ。 
○髙木委員 もう一つ、今の資料２－１の「農作物分科会における検討の結果」の２ペー

ジ目の上から 10 行目ぐらいのところに「低温処理後の幼植物体の主茎長」。これは有意差

が認められたんですね。それで低かったわけですね。 
だから、これはどうなんですか。これはそれまでに書いてある従来品種の変動の範囲内

だったのか、低かったのかというところはどういう具合に考えたらいいんでしょうか。「低

温耐性は高まっていない」というのはいいんですけれども、高まっているのではなくて、

低まっているのかどうか。低下している可能性もあるんでしょうか。そうすると、武田先

生のおっしゃったエネルギー収支の点から、特に低温処理すると少し成長が悪くなってい

る。そういう可能性もあるんですね。 
○武田委員 やはり、既存の品種の範囲を超えないからいいんだという議論は非常に危険

で、既存の品種の範囲は、実際はものすごく広いんです。それを超えるようなものが、も

し、GMO で出てきたら、それこそ大騒ぎにならなければいけないぐらいのことなので、

この方法論は、有意差はあったけれども、既存の品種の範囲を超えないからいいんだとい

う議論は少し慎重にした方がいいような気がします。あくまで、カウンターパートときち
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んと比較するということでないとね。 
○浦野技術安全課長補佐 これは、本組換えダイズの方が、主茎長については、結局、対

照と比較し有意差はあったけれども、組換えダイズの方が背が低かったことから低温に対

する耐性が高まっていたらまずいとは思うんですけれども、高まっていないわけなので、

生物多様性の観点から見たときには問題はないという考察なのかなと思うんです。 
○髙木委員 そういう考え方もできますね。 

この別添資料 15 の中に「Plant Characteristics」というものが出ていて、そこに、こ

の数字をどう見るかということなんでしょうけれども、最後の Table3 の「Plants grown in 
sub-optimal chamber」で「Plant height」というものが 15.3 と 17.1 というんでしょうか。

それで「Reference Range」というものが、いわゆる従来品種ですか。これは非常に幅が

あるけれども、コントロールとモンサントの今のものを比べると、これは明らかに差があ

るということなんでしょうか。 
○武田委員 低温で貧弱なんですけれども、それは有意性にはポジティブに働かないから

いいんだという議論でしょうね。 
○浦野技術安全課長補佐 これは、逆だと働いてしまう可能性があります。 
○髙木委員 高い方がいいということになるんですか。 
○武田委員 やはり寒さで縮こまらないというのは、ビューアーがあるということですか

ら、一般的に言うと低温耐性が高まったと見るでしょうね。縮こまってしまう方がどちら

かというとダメージを食らっているわけですからね。 
○髙木委員 有意ではないという具合に見ていいんでしょうね。 
○原田座長 別に遺伝子が付いていますから、統計的には有意差はあるんだけれども、生

物多様性の観点からは問題ないと思います。 
 ほかに何かございますでしょうか。いいですか。 
 どうぞ。 
○井出委員 少し蒸し返しといいますか、お尋ねしておきたいんですけれども、先ほどい

ろいろな地域で有意差のあるところとないところがありました。それで、方法を変えて再

解析したら問題ない範囲であったということですけれども、いわゆる GE 交互作用という

んですか、場所によって結果が違うことをもう少し積極的に検討した方がよい場合がある

のではないか。 
この場合、それに当たるかどうか、あれなんですけれども、違う結果が出るということ

は、やはり栽培環境によって相当ぶれるわけですから、もう少し統計解析をやられて、デ

ータに基づいてもう少し議論すべきなのではないか。これは感想といいますか、我々、樹

木の方ですと、すごく立地反応がすごく細かく出てきて、いろんなところでいろんなこと

が起こるので、それは相当慎重にならないといけないという感覚があるんですけれども、

その辺は武田先生、いかがなんでしょうか。 
○武田委員 作物でも全くそのとおりだと思います。特に南米から北米まで、大豆はどこ
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でもつくるわけですから、場所によっては逆の反応をすることは、地域によって違うとい

うことは見えてきているわけです。 
 今、どういう再計算をされたのか、お話を伺っただけでよくわからないんですけれども、

ぶち込みにしたら、結局、地域の効果が出てしまって、系統間差の方は見えなくなったと

いう意味ですか。 
○小迫研究調査官 指摘があったのは、ひょっとして、収量が低い方に偏りが出ているの

ではないか。このままだと、それがわかりにくいので、地域の要因を排除した形で検討す

るということが一つ指摘がありました。それで、最終的に収量については、ここに書いて

ある表のデータを見ますと偏りがあるように見えるんですけれども、それはどちらにも振

れがあって、統計解析した結果、収量に特に差はないということでございます。 
 ですから、一つひとつの場所を見れば、ここにあるとおりなんです。 
○武田委員 そこのところがよくわからないんですけれども、結局、場所があって、系統

の脂肪を上げる遺伝子が入っているか、入っていないかというペアがあって、あと、反復

があって、誤差が設定できるわけですね。だから、要因解析としては、地域というものが

出てきて、系統というものが出てきて、地域と系統のインタラクションというものが出て

きて、最後に誤差が出る。そういう意味で、今、井出先生がおっしゃったのは、地域と遺

伝子型の間にインタラクションがあれば、環境によっては逆転が起こり得るわけですから、

それはやはり慎重にした方がいいだろうというお話で、それはそのとおりだと私も思うん

です。 
 だから、全部、地域に隠れてしまって、系統間差がなくなってしまった。インタラクシ

ョンもなくなったというのだったら、どこでも、土地が変わっておるわけだからいいんで

すけれども、あるいは差がないからいいんですけれども、お話を伺っていると、インタラ

クションがあったのではないかという感じがします。 
○小迫研究調査官 モデルには、線形混合モデルを使っていますので、その中にインタラ

クションも入れております。 
 その中で、それぞれのインタラクションに有意差があったのかどうか、そこまで私の方

では情報がないんですけれども、最終的にはそういったモデルで解析していった。そこで

インタラクションが有意であれば、そこで別の結論になると思うんですけれども、今回は

それがなかったのでこうでしたということです。 
○井出委員 それを文言として入れてもらった方が安心は安心なんです。GE 交互作用が

ないということであれば、この結果をそのままあれですけれどもね。 
○髙木委員 そういうことを日本で、隔離ほ場でやりたいということを考えているわけで

すか。 
○小迫研究調査官 そういうわけではないです。これは、ここでのデータの話です。 
○原田座長 ただ、農作物部会の方でも、隔離ほ場で試験をするときに、疑問点を十分に

チェックするような実験計画を立てる必要があるという意見は出ていました。 
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○井出委員 これの実験は、ちゃんと対照もきちんと書いてあって、場所もたくさん取っ

てあって、いいなと思ったんですけれども、その解析の結果がきちんと示されて、普通に

やる解析の結果が示されていないんです。私、作物の方はよくわからなかったんですけれ

ども、これは少し気になったんです。 
○原田座長 どうぞ。 
○林委員 今の議論を深めるつもりはないんですけれども、これはカルタヘナプロトコル

の担保法と言われているわけで、井出先生の御指摘の形質発現が、環境によってはインタ

ラクションがあるということは、組換え体でなくてもあるわけです。 
 それで、カルタヘナプロトコルの Annex III で、カルタヘナプロトコル担保法をつくっ

て各国がやるときには、リスクアセスメントは組換え体に対する対象あるいは親、そうい

うものが曝露するリスクとの関係で、それが導入される可能性のある環境において考慮し

ないといけない。したがって、相対的安全性を考慮しようということは明記されている。

それで組換え体と親、あるいは対象のコントロールとが差がある、差がないということは

一言も言われていない。ということは、そういうインタラクションがあるということは作

物の方の整理として言外に認めているわけです。組換え体がなくてもあるわけです。 
 ですから、そういうことがあったとしても、それはもとのコントロールを超える問題で

はないということで、例えばそういうことがあったとしても、先ほど来、近藤先生あるい

は原田先生がおっしゃっているように、それが生物多様性にもとの品種よりも大きいイン

パクトを与えているかが論点ですということを明記されている。ですから、そのことから

考えますと、井出先生の御指摘はごもっともですけれども、生物多様性の担保法から考え

れば、私は分科会の結論でよろしいのではないかと思います。 
○井出委員 結論についてどうこうということではなくて、書き方としてどうなのかなと

いうことだけです。 
○原田座長 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
 もし、ほかに御質問・コメントがないようでしたら、細かい点では指摘が幾つかござい

ましたけれども、生物多様性には根本的に影響を及ぼすようなものではないと私は考えま

すので、次のようにまとめたいと思います。 
 「申請者から提出された『高オイルダイズ』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」ということでよろしいでしょうか。 
（「はい」と声あり） 

○原田座長 それでは、そのようにしたいと思いますので、事務局から申請者の方に御連

絡ください。 
○浦野技術安全課長補佐 わかりました。 
○原田座長 それでは、２番目に移りたいと思います。チョウ目及びコウチュウ目害虫抵

抗性並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシについてでございますが、これにつきま
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して、再び農作物分科会での検討結果について、近藤委員より、資料３に基づいて、御報

告をお願いします。 

 
＜チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ

の 
生物多様性影響評価について＞ 

○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 
名称：チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコ 
  シ 

（cry1A.105, 改変 cry2Ab2, 改変 cp4 epsps, 改変 cry3Bb1, Zea mays subsp. mays  
(L.) Iltis）  
（MON89034×MON88017, OECD UI: MON-89Ø34-3×MON-88Ø17-3）  

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：日本モンサント（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トウモロコシ（MON89034）

と除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MON88017）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 
MON 89034 由来の cry1A.105 遺伝子及び改変 cry2Ab2 遺伝子（共にチョウ目害虫抵抗

性遺伝子）がコードする Cry1A.105 蛋白質及び改変 Cry2Ab2 蛋白質は、それぞれ特定の

チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有するが、これらの両蛋白質は、ともに酵素活性は持た

ないと考えられる。一方、MON88017 由来の改変 cp4 epsps 遺伝子（グリホサート耐性遺

伝子）がコードする改変 CP4EPSPS 蛋白質（5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成

酵素）も基質特異性が高い酵素である。また、MON88017 由来の改変 cry3Bb1 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 Cry3Bb1 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。 
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Cry1A.105 蛋白質、改変 Cry2Ab2 蛋白質及び改変 Cry3Bb1 蛋白質は、それぞれ特定の

チョウ目害虫、ある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、cry1A.105 遺伝子、改変 cry2Ab2 遺伝子、改変 cp4 epsps 遺伝子及び改変 cry3Bb1
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。 

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

てはフォールアーミーワーム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、グリホサート耐性については除草剤散布試験により、それぞれ親系統と同

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、MON89034 由来の cry1A.105 遺伝子及び改変 cry2Ab2

遺伝子及び MON88017 由来の改変 cry3Bb1 遺伝子がそれぞれコードする Cry1A.105 蛋白

質、改変 Cry2Ab2 蛋白質及び改変 Cry3Bb1 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、MON88017 由来の改変 cp4 epsps 遺伝子がコードする改

変 CP4EPSPS 蛋白質により、グリホサート耐性を有する。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、グリホサートが散布されることは考えにくい

ため、グリホサ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 
本スタック系統トウモロコシは、MON89034 由来の Cry1A.105 蛋白質及び改変

Cry2Ab2 蛋白質並びに MON88017 由来の改変 Cry3Bb1 蛋白質及び改変 CP4EPSPS 蛋白

質の産生性を併せ持つ。Cry1A.105 蛋白質、改変 Cry2Ab2 蛋白質及び改変 Cry3Bb1 蛋白

質は、それぞれチョウ目昆虫及びコウチュウ目昆虫に対する殺虫作用を有する。しかし、

改変 CP4EPSPS 蛋白質は、グリホサート耐性を付与するものの、動植物に対する有害物

質ではないことが確認されている。また、Cry1A.105 蛋白質、改変 Cry2Ab2 蛋白質、改

変 Cry3Bb1 蛋白質及び改変 CP4EPSPS 蛋白質間では相互作用はないと考えられる。した
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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。 
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きましたチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グ

リホサート耐性トウモロコシにつきまして、何か御質問・御意見がありましたら、よろし

くお願いいたします。 
 どうぞ。 
○武田委員 この件は、私、腑に落ちない点が幾つかあるんです。 
 評価書の方で一番詳しいものに沿って、順次、伺っていきたいんですけれども、最初の

ページに「②宿主の品種名」。これは当然ですけれども、必ず宿主の品種名は書くことにな

っているわけですが、ただし、これはスタックですから、既に両親のものはこの委員会で

認めてしまっていたので、どうなっていたか、はっきり記憶していないんですけれども、

これは品種名といいながら、実際には「デント種を用いた」と書いてあるわけです。 
トウモロコシでデントというのは、デントとかフリントとかぐらいしかないわけで、白

人か黒人かぐらいの粗い分類ですから、これで品種名を書いたことにしていいんですか。

前、これで通したというのだと少しあれなんですけれども、少なくともデントとかフリン

トとかという品種名だと言われると私たちは困るんです。 
 事務局、どうでしたか。前にスタックのときに、これで認めてしまっていたんですか。 
 概要書で社外秘だというぐらいなら認めていいと思うんですけれども、評価書にはやは

り品種名を書いてもらわないと、その先、何がカウンターパートになったかということと

も絡んできますからね。 
○原田座長 今、調べてもらっているようですので、返事が来るまでほかに何か御質問が

あれば伺います。 
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○武田委員 それから、20 ページにペディグリー、家系図があるんですが、これはそれぞ

れの系統のところで、例えば一番上、MON89034 の場合は LH172 を１回交配して「遺伝

的背景は LH172」と言っているんです。同様に、MON88017 の方は LH198 を２回交配し

て「遺伝的背景は LH198」と言っている。 
これは、何回かのクロスをした上で遺伝的背景はこうだというのはいいんですけれども、

１回交配したということは、確率的には半分しか入っていないわけでして、これで遺伝的

背景がこれだ。そして、両方交配したものが最後の F1 だと言われても、これもまた非常

に問題で、１回交配しただけで遺伝的背景はこれだと言うのは、やはり評価書的には間違

いと言わざるを得ない部分があるんです。遺伝的背景はこれだと言わなければいいんです

けれども、これもやはり立場上、申し上げざるを得ません。 
 それから、先の方へ行って、単純なミスですけれども、別添資料４の 23 ページの表８

「ハツカダイコンを用いた鋤込み試験の結果」で、発芽率で後作の影響を見ていますけれ

ども、発芽株数のところは分母が 117 ではなくて、120 が分母のはずです。117 分のとな

っていますけれども、これは 120 分のでないと計算が合わないのではないでしょうか。 
 それから、別添資料５ですけれども、30 ページ辺りの表２－１という横書きの大きな表

がありますけれども、ここの数字を拝見すると、例えばトウモロコシの稈長は２m ぐらい

あるわけですけれども、２m の稈長を測定して、その標準偏差が８mm ぐらいしかないと

いう実験は、私も作物屋としては承認しにくいので、勿論、多様性云々と関係しないんで

すけれども、データの信頼性というのか、プロの目で見て、これは少し困るので、細かい

ことを申し上げるようですけれども、勿論、これは会社の方に聞いていただければいいん

です。 
 余りにも標準偏差が小さいんです。標準偏差が小さければいいというものではないので、

ある生物としてのプログラムエラーはどうしてもあるわけでして、そこが異常に小さいと、

サンプルを選んでいるのではないかというふうに痛くない腹を探られることがあります。 
 以上が、気がついた点です。 
 ただ、この系統名は、どう扱われればいいのか、私も少しわからないんですが、改めて

見たときに、デントとかフリントとかというので品種名だと言われると、少し困るわけな

んです。 
○原田座長 そうですね。ここのところは、もし、その先の実際の品種名を公表できない

ことがあればね。 
○浦野技術安全課長補佐 今の品種名のところは、とりあえず、事務局の方で、今、調べ

に行っていますけれども、少し時間がかかりますので、調べさせていただいて、武田先生

の方にきちっと御回答させていただきます。 
 これは、今、調べてはいるのであれなんですが、多分、こうではなかったのではないか

なとは思いますけれども、一応、事務局の方で再度調べさせていただきます。 
○武田委員 これから、いわゆる品種名、固有名詞がわかるようにするのが、やはり筋で

 16



しょうね。 
○原田座長 できる限り、会社の方がどうしても公にできないようなことでもあれば別だ

と思いますけれども、少なくとも、我々が審査する文書には載っているべきではないかと

思います。 
○武田委員 概要書の方は社外秘でブランクになっているケースはたくさんありますけれ

ども、評価書までブランクになると、評価書に対するマナーの問題になりますからね。 
○原田座長 それから、そのほかに武田先生が御指摘された点についても、事務局の方で

対応してもらえますか。２番目は、別添資料５の 30 ページのところでしたか。 
 それから、もう一つございましたね。別添資料４の 23 ページの表８ですね。 
○武田委員 単なる誤植ですけれどもね。 
○原田座長 これは直していただければいいと思います。 
○林委員 私も、今、武田先生がおっしゃった品種名は、今までこれでいっていたのかも

しれませんけれども、御指摘は誠にごもっともで、ほとんどの場合、品種名を挙げてもデ

ィベロッパーの方は別に困らないと思うんです。ですから、今まではそうですけれども、

これは是非、先生の御指摘のように、品種名を挙げる。デント、スイートでは品種名にな

らないことは御指摘のとおりだと思います。ですから、それはなるべく、今後は記すると

いうことで、私も先生のおっしゃるとおりだと思います。 
○原田座長 申請者の方で、万一、どうしても使った品種を明らかにできないということ

でもあれば、それは申請書には書いてもらいますけれども、概要書などの方にはやめてお

くことになるかと思います。 
○井出委員 もとの品種名と、それから、どうも、この申請書を読んでいても、いつも対

照品種が何であったかが栽培などのときに、よく見るとどこかに書いてあるんですけれど

も、それが明確に示されていないのが多くて、是非、そこはやはり、さっきのダイズのも

のは割ときちんと、これは対照がこうだと書いてあったんですけれども、ほかのものを見

ても、なかなか、何を比べるのに使ったのかというのを表の一部に少し書いてあったりと

か、そういうところがあるので、是非、それは明確に示してもらった方が誤解がないので

はないかと思います。 
○原田座長 今後、そういうことがありましたら、最初にお願いしましたように、できる

だけ早目に事務局の方に御連絡いただければと思います。 
 ほかに何か質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
 今、武田先生のおっしゃったことは事務局の方で大体対応してもらえると思いますので、

そのうちに連絡が行くと思いますけれども、よろしくお願いします。 
 何かありますか。 
○浦野技術安全課長補佐 そうしますと、武田先生からの御指摘は、結局、まず１ページ

目の品種名のところでございますね。 
 続きまして、別添資料４の表８の鋤込み試験の結果のところが誤植ではないか。この２
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点ということですか。 
○原田座長 ３点目が、別添資料５の 30 ページの、これは林先生もおっしゃっていたと

思いますが、大きな表がございますけれども。 
○武田委員 データがきれいすぎる。 
○浦野技術安全課長補佐 これは申請者に再度確認するということで。 
○武田委員 ここを御確認くださいという感じでもいいのではないですか。こういうデー

タをこれから出していらっしゃるところでしょうからね。これを直すというと、まさに捏

造になりますからね。 
○浦野技術安全課長補佐 これは実験系で出たデータだと思いますので、それは直すとま

た変になると思うんです。 
○武田委員 常識の範囲でね。 
○原田座長 武田先生のコメントとして伺っておいて。 
○浦野技術安全課長補佐 そういう、選んでいるのではないかという疑念が払拭できない。 
○原田座長 そうではないかもしれないんですけれども、余りにもきれいすぎるというこ

とでね。 
○近藤委員 標準偏差ではないのではなでしょうか。 
○武田委員 標準偏差ですと、点数を増やせば幾らでも小さくなりますから、これが無限

になるとゼロになってしまうので、これはまたトリッキーなんです。 
○原田座長 どうぞ。 
○林委員 これは直接、本文中にはないんですけれども、あるいは分科会の方で御議論が

あったかを伺いたいので、それがなくても別に差し支えないことなんですけれども、この

３つの Bt を入れている最大の理由は、１つがきかなくなったときでも、すぐに入れてい

れば長もちするという考えだろうと思うんです。 
そうすることによって、この Bt で必ずレフュジーを置きなさいということが一方にあ

りますけれども、これはレフュジーの、例えば幅が小さくなるとか、そういうようなこと

もねらって、そういうことも実際には起きているのかどうか。そちらの方の効果も恐らく

あるのではないかと思うんですけれども、レフュジーをやるというのはかなり嫌がるとこ

ろも多いので、そちらの方にきくことが何か議論があったのかどうかなんですけれども、

これは別に気にしなくても構わないんですけれども、そういうことがどうかというのが疑

問になっています。 
○原田座長 私も頭に入れておきたいと思いますけれども、分科会の方で、私の記憶にあ

る限りでは、そういうレフュジーの議論はなかったような気がします。 
 どうもありがとうございました。ほかに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けれども「申請者から提出された『チョウ目及び

コウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシ』について、第一種

使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれはないとした生物多様性
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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。 
（「はい」と声あり） 

○原田座長 それでは、事務局の方で申請者にお伝えください。 
○浦野技術安全課長補佐 わかりました。 
○原田座長 それでは、３番目にまいります。チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサー

ト耐性トウモロコシでございます。 
それでは、近藤委員の方から、資料４に基づいて、御報告をお願いしたいと思います。 

 
＜チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシの生物多様性影響評

価 
について＞ 

○近藤委員 資料４－１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 
名称：チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ 

（cry1A.105, 改変 cry2Ab2, 改変 cp4 epsps, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis） 
（MON89034×NK603, OECD UI: MON-89Ø34-3×MON-ØØ6Ø3-6） 

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：日本モンサント(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トウモロコシ（MON89034）

と除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（NK603）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 
MON89034 由来の cry1A.105 遺伝子及び改変 cry2Ab2 遺伝子（共にチョウ目害虫抵抗

性遺伝子）がコードする Cry1A.105 蛋白質及び改変 Cry2Ab2 蛋白質は、それぞれ特定の

チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有するが、これらの両蛋白質は、ともに酵素活性は持た

ないと考えられる。一方、NK603 由来の改変 cp4 epsps 遺伝子（グリホサート耐性遺伝子）

がコードする改変 CP4EPSPS 蛋白質（5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素）
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も基質特異性が高い酵素である。 
したがって、cry1A.105 遺伝子、改変 cry2Ab2 遺伝子及び改変 cp4 epsps 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。 
なお、本スタック系統トウモロコシのチョウ目害虫抵抗性についてはフォールアーミー

ワームに対する抵抗性検定試験により、また、グリホサート耐性については除草剤散布試

験により、それぞれ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、MON 89034 由来の cry1A.105 遺伝子及び改変 cry2Ab2

遺伝子がそれぞれコードする Cry1A.105 蛋白質及び改変 Cry2Ab2 蛋白質により、チョウ

目害虫抵抗性を有するとともに、NK603 由来の改変 cp4 epsps 遺伝子がコードする改変

CP4EPSPS 蛋白質により、グリホサート耐性を有する。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、グリホサートが散布されることは考えにくいため、グリホサートが選択

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 
本スタック系統トウモロコシは、MON89034 由来の Cry1A.105 蛋白質及び改変

Cry2Ab2 蛋白質並びに NK603 由来の改変 CP4EPSPS 蛋白質の産生性を併せ持つ。

Cry1A.105 蛋白質及び改変 Cry2Ab2 蛋白質は、それぞれチョウ目昆虫に対する殺虫作用

を有する。しかし、改変 CP4EPSPS 蛋白質は、グリホサート耐性を付与するものの、動

植物に対する有害物質ではないことが確認されている。また、Cry1A.105 蛋白質、改変

Cry2Ab2 蛋白質及び改変 CP4EPSPS 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。 

 

 20



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。 
以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 
 今、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシについて御報告をい

ただきましたけれども、何か御意見はございませんでしょうか。どなたからでも結構です。 
 どうぞ。 
○浦野技術安全課長補佐 その前に事務局からなんですけれども、こちらも前の品種と同

じような箇所につきましては、例えば申請書の１ページ目の品種名については事務局から

同じように確認させていただきます。 
 また、別添資料４の最終ページ、表８の発芽株数につきまして、やはり同じように 117
となっておりますので、こちらも先ほどのものと同じように、事務局から確認させていた

だきます。 
 同じ別添資料４の８ページ目の調査結果の標準偏差のところ等につきましてもどうかな

とは思いますが、中には小さいものもございますので、その辺につきましても同じような

ことは伝えさせていただきます。 
○武田委員 それから、さっきもそうなんですけれども、移入された核酸の存在場所で、

普通は F2 なりを展開して解析検定をやって３対１になるか、あるいはヘテロだったら１

対１になるかを見るわけですけれども、これもさっきのものもデータがないんです。ただ、

言葉で「導入遺伝子は染色体上に存在することが確認された」と書いてあって、ノーデー

タなんです。データを示しているケースが多いので、少し気にはなりました。 
○浦野技術安全課長補佐 今のは何ページですか。 
○武田委員 評価書の 20 ページの上から２行目で「①移入された核酸の複製物が存在す

る場所」で、これはやはり染色体の上にないと。 
 やり方としては戻し交雑なりが普通で、１対１になるか、３対１になるか。 
 たまに、物すごく少ない個体数で無理やり言ってくるケースがありましてね。 
○浦野技術安全課長補佐 ただ、先生、こちらの MON89034 のことと、NK603 のことを

ここでお話ししていると思うんです。これはスタックなので、親のときに既にデータは一

応いただいて、それを見た上で物事を確認させていただいております。 
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○武田委員 わかりました。結構です。 
○原田座長 できるだけ、このスタック系統の場合は、スタック系統そのものの記述にし

て、親の方は余り詳しく書かないようにということにしましたので、御了解いただければ

と思います。 
 ほかに何かございますでしょうか。 
 どうぞ。 
○小野里委員 これの安全性のところで、グリホサートは日本で使う可能性がないから、

耐性のものが優先種になる可能性は小さいという表現なんですけれども、これはどうして

そういうふうに持っていったのか。将来、グリホサートは絶対使わないという保証もない

でしょうし、今までのようにグリホサートをかけても安全だという形に持っていった方が

将来を考えた場合にいいのではないかと思うんですが、その辺、今までの農薬耐性の書き

方と今回は違っているような気がするんです。 
○近藤委員 グリホサートが、ほ場以外のところで使われることはないということを言っ

ているわけです。ですから、ほ場以外のところでグリホサートが選択にはならないという

ことです。 
○原田座長 日本でも使っていると思っていいわけですね。 
○近藤委員 使っていると思います。 
○小野里委員 自然環境下というものが、ほ場以外でという意味なんですね。わかりまし

た。 
○原田座長 ほかにいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。 
 どうぞ。 
○林委員 武田先生にお伺いしたいんですけれども、安全性ではないんですけれども、２

ページの数字、それから、前のものもそうなんですけれども、下から４つ目のパラグラフ

で、我が国で栽培されているトウモロコシで、下の方に、スイートコーンの作付面積は２

万 5,900ha で収穫量が 25 万 900 トンですから、スイートコーンのフレッシュの収量はヘ

クタール当たり 10 トンですね。 
それから、次の青刈りは 10 万 ha 足らずで 429 万トンというのは非常に大きい数字なん

ですけれども、こういう計算をしてもヘクタール当たり約 50 トンになるわけです。 
もう一つ下を見ると、栽植密度が 6,000 ないし 8,000 本ですから、これは、トウモロコ

シは最高１万本まで行きますけれども、１万本やったとすると、結局、100m×100m で１

万本ですから、１m おきに割っているということですね。そうすると、平米当たりといい

ますと４本ですね。４本のフレッシュウェイトで、しかも、これは青刈りですから、４か

月ぐらいですね。それでも、やはり５トンを平米当たりにすると５キロなんです。やはり、

これぐらいは取れますね。 
そこのところは、数字は 429 万トンですか。これはダイズの輸入量より大きいぐらいの、

日本は青刈りでもそれだけ取っている。 
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○武田委員 ただ、半分以上は水分ですのでね。 
○林委員 だから、フレッシュウェイトならこれでよろしいということですね。 
○武田委員 そういうことです。 
 スイートコーンも俵だけで、しかもものすごくみずみずしいですから、グレインで計算

すると、とても、そんなに行きませんけれどもね。 
○林委員 いいです。429 万トンというのは大きい数字なものですから、少しびっくりし

たんですけれども、平米当たりで見ると５キロですから、フレッシュウェイトならそれぐ

らいは取れる。 
○武田委員 そのぐらいは取れていると思います。 
○原田座長 １キロちょっとぐらいにはなると思います。 
○林委員 それだけです。 
○原田座長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
 もし、ないようでしたらまとめさせていただきます。 
 「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リホサート耐性トウモロコ

シ』について、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれは

ないとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断します」ということでよろし

いでしょうか。 
（「はい」と声あり） 

○原田座長 御異議がなければ、このようにさせていただきます。 
それでは、事務局の方、申請者にお伝えください。 

○浦野技術安全課長補佐 わかりました。 
○原田座長 そうしますと、最後の４番目になると思いますが、チョウ目害虫抵抗性ワタ

について検討したいと思います。 
それでは、また近藤委員から、農作物分科会での検討結果について、御報告をよろしく

お願いしたいと思います。 

 
＜チョウ目害虫抵抗性ワタの生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 資料５－１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 

名称：チョウ目害虫抵抗性ワタ（改変 cry1Ab, Gossypium hirsutum L.） 
（COT67B, OECD UI: SYN-IR67B-1）  

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、加工、保管、運搬及び廃棄 
          並びにこれらに付随する行為 
申請者：シンジェンタシード株式会社 

 
農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第
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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 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、改変 cry1Ab 遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）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、改変 cry1Ab 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。 
本組換えワタには、改変 Cry1Ab 蛋白質の発現によりチョウ目害虫抵抗性の性質が付与

されているほか、我が国の隔離ほ場における調査の結果、競合における優位性に関わる諸

形質のうち、さくの幅について非組換えワタとの間で統計学的有意差が認められ、開花期

及び開じょ期について非組換えワタとの間で差がみられている。しかしながら、チョウ目

害虫による食害が、ワタが我が国の自然環境下において生育することを困難にさせる主な

要因であるとは考えにくく、また、さくの幅、開花期及び開じょ期で認められた差異によ

って自然条件下で繁殖、生存する能力が向上し、本組換えワタが我が国において生育し自

生化することは考えられない。 
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、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 

宿主の属する分類学上の種であるワタについては他感作用物質のような野生動植物等

に対して影響を与える有害物質の産生性は知られていない。 
本組換えワタは、チョウ目害虫抵抗性を示す改変 Cry1Ab 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みられないことが確認されている。ま

た、改変 Cry1Ab 蛋白質は、酵素活性をもつとは考えにくいことから、宿主の代謝経路に

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。なお、本組換えワタの花粉

による非標的チョウ目昆虫種への影響が懸念されるが、ワタの花粉は比較的重く、粘性が

あることから飛散する可能性は低いと考えられる。仮に飛散したとしても、その範囲は極

めて限定されたものであることから、ワタを摂食しない非標的チョウ目昆虫種が本組換え

体の花粉に暴露される可能性は低いと考えられる。 
さらに、隔離ほ場において、本組換えワタの有害物質（根から分泌されて他の植物へ影
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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、根から

分泌されて土壌生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、鋤込

み試験及び土壌微生物相試験を行った結果、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、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植物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、本組換えワタを第一種使用規程に従って使用した場合に生物多様性影響

が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であると判断した。 
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。 
 ただいまのチョウ目害虫抵抗性ワタにつきまして、御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。どなたからでも結構です。 
 いかがでしょうか。特にコメントはございませんでしょうか。 
 どうぞ。 
○井出委員 １つ、先ほどの武田先生の標準偏差の話ではないんですけれども、申請書の

別紙７の隔離ほ場試験の 12 ページのところで、表 24 と表 25 で栽培試験の結果が、試験

区外土壌、本組換え体根域土壌、非組換え体根域土壌で、なぜか非組換え体根域土壌の標

準偏差がすごく大きいように思ったんですけれども、こういうことは普通でよろしいのか

ということなんです。表 25 の発芽率の方も若干大きいと思って見ていたんですけれども、

統計的には有意ではなかったんですか。 
○原田座長 私、個人的にはワタは余りいじったことがないものですから、わからないん

ですけれどもね。 
○近藤委員 平均が 93.0 で、標準偏差が 8.9 ですね。 
○井出委員 表 25 なども大きいんです。 
○武田委員 しかも、アークサイン変換をやったことになっているんですからね。何が起

こったんでしょうか。何か１つ、データを間違ったのかという気もします。 
 １つ、異様に発芽率が低いことはあったんでしょうね。 
○近藤委員 全体が 93 で、ほかが比較的小さいのは、１つ、すごく外れたものがあった
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のかもしれません。 
○原田座長 これはどこでやったんでしょう。試験場所というのは書いてありませんでし

たか。 
この場合は、なかなかばらつきが大きいんですか。 

○井出委員 ハツカダイコンを１個まくという方法が、何か私の感覚では腑に落ちないよ

うな気もするんです。 
○浦野技術安全課長補佐 そうしたら、そこの点は事務局の方から、これは平均値しか載

っていないので、多分、個票とかに当たれば何か１つ、標準偏差を大きくさせたような要

因が何かあるのかなとも思いますので、全体的に低いのではなくて、何かが１つ、ぐっと

下げたからこういうことが起きたのかなとも思いますので、そこは確認をさせていただき

ます。 
○武田委員 これは、鋤込みの発芽試験だから難しいんです。単なる発芽試験だと、100
粒まいてばっと見れば済むけれども、そこが１ポット１反復で絶対に出るか、出ないかの

勝負ですから、都合の悪いものを隠すわけにはいかないでしょうしね。 
 そういう意味では、次のページの土壌微生物で、これは前にも申し上げましたけれども、

ものすごく誤差が大きくなってしまって、これは幾ら実験をやっても有意差は出ないです。

これぐらい、平均値の半分ぐらい標準偏差があるわけでしょう。常識的に考えて、これで

有意差が出るなどとんでもない話なわけで、これはやっているのは徒労のような感じがし

ます。 
 これはオフレコにしてください。単なる感想ですからね。 
○原田座長 今、我々も議論しなければならないテーマにはなっているんですけれども、

確かにさっきの１ポットに１本というのは、実験上は問題ですね。 
 ほかに何かあるでしょうか。よろしいですか。 
○武田委員 とりあえず、ワタを育てるセンスだとそうなるんです。ポットに１粒ずつま

ぜているんです。 
○林委員 ワタは均一に育たないんですね。 
○武田委員 発芽も悪いですしね。 
○原田座長 今までのワタの申請書で写真が載っていたものがありますけれども、やはり

相当、高い低いの差があったような気がします。 
○林委員 イネみたいに優等生に育たないですからね。 
○井出委員 確認ですけれども、先ほどの補佐の説明では全部同じだという説明でしたけ

れども、これには栽培は入らないんですね。 
○近藤委員 ワタはみんな入っていないのではありませんでしたか。 
○原田座長 食用が入っているのは、オイルに使うから食用は入っているんだと思います。 

ワタは、日本で栽培が全くないわけではありませんけれどもね。 
 ほかによろしいでしょうか。 
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 林先生、何かございますか。特にはよろしいですか。 
○林委員 結構です。 
○原田座長 それでは、次のようにまとめたいと思います。 
 「申請者から提出された『チョウ目害虫抵抗性ワタ』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」。よろしいでしょうか。御異議はございませんか。 
（「はい」と声あり） 

○原田座長 それでは、このように決定したいと思います。 
事務局、申請者によろしくお伝えください。 

○浦野技術安全課長補佐 わかりました。 
○原田座長 これで、本日、審査する予定でありました４件が終了しまして、議事の「（２）

その他」となっていますけれども、事務局の方から何か報告事項はございますでしょうか。 
○浦野技術安全課長補佐 それでは、事務局の方から２点御報告をさせていただきたいと

思います。 
まず１点目でございますが、各先生方のテーブルの上に既に置かせていただいておりま

す「平成 20 年度組織改正について」でございますけれども、農林水産省といたしまして

は「21 世紀新農政 2007」等を推進するために、現在の農水省の組織を再編することとし

ております。 
ここには技術会議しか載っておりませんが、例えば食糧安全保障課の創設とか、このよ

うな生物多様性の問題、地球問題の重要性にかんがみ、環境バイオマス政策課の中に地球

環境対策室等々を設置するという組織改変が行われまして、農林水産技術会議事務局にお

かれましても、行政ニーズ、現場ニーズに対応した研究課題の設定とか、厳格な管理を行

うという意味もございまして、平成 13 年度に発足いたしました当課、技術安全課も、８

月１日以降は技術政策課の中に統合されまして、技術安全室となりまして、こちらのカル

タヘナ業務に関しましては、８月１日以降は政策課の中にできます技術安全室が担当する

こととなりますので、各先生方に出すいろいろな書類につきましても、技術安全課ではな

くて、政策課の技術安全室というように名称が変更になるかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
２点目でございますが、次回の総合検討会につきましては、現在、未定でございますが、

決定次第御連絡をさせていただきますので、予定の確保方、よろしくお願いできたらと思

います。 
以上でございます。 

○原田座長 組織改正については、我々の方からどうこう言う問題ではないと思いますけ

れども、希望としては、今まで技術安全課が担ってきたアクティビティーが低下しないよ

うに、ひとつよろしく、希望としてはお願いしたいと思います。 
それでは、本日の議事の全般について、何か委員の先生方からございますでしょうか。 
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最初に私の方からお願いしましたように、できましたら、なかなかお忙しい先生方で難

しいかとも思いますけれども、疑問点・コメントなどは、もし、できたら前もって事務局

の方に連絡していただければ、会議の途中で調べるとか何とかということもなくなるかと

思いますので、お時間の許す範囲でそういうふうにしていただければ幸いだと思います。 
それでは、もし、ほかにございませんでしたら、事務局の方にお返しします。 

 
＜閉  会＞ 

○浦野技術安全課長補佐 本日は御熱心な御討議を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。 


