
生物多様性影響評価検討会総合検討会 

平成２２年２月２５日 

於：農林水産省技術会議委員室 

 

＜開会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 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評価

検討会総合検討会を開催したいと思います。 

 本日は、ご多忙のところ各先生方にはお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

先生方の出欠状況でございますが、本日、小野里委員、嶋田委員は、所用によりご欠席とのご

連絡をいただいております。 

 また、開会に先立ちまして、農林水産省技術会議事務局技術政策課長の横田のほうから一言

ごあいさつを申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

○横田技術政策課長 どうも、先生方、お忙しい中ありがとうございます。最初にあいさつを

させていただき、また中座させてください。 

 今日は３点、先生方への情報提供とお願い含めて話したいと思います。 

 １点目は、農林水産省全体として、今、食料・農業・農村基本計画の検討を行っております。

今、中身の詳細の詰めを行っておりまして、大体３月中には仕上げるという形で進んでござい

ます。 

 また、この食料・農業・農村基本計画を技術的に支えるものとして、私ども技術会議におき

まして、農林水産研究基本計画というものも併せて検討しておりまして、今、こちらのほうは

中身の細部の詰めに入っておりまして、大体同じ時期、３月末ぐらいには省全体の食料・農

業・農村基本計画と併せて農林水産研究基本計画というものが策定できるというふうに考えて

ございます。 

 特に今回は、10年後、５年後の目標と併せて、少し長期的な展望についても入れるような形

で研究基本計画をまとめていきたいというふうに思っておりますので、また、でき上がりまし

たら、委員の皆様方のほうにもご提供したいというふうに思っております。 

 ２点目が、先般でございますけれども、ＩＳＡＡＡのほうから2009年のＧＭＯの栽培の状況

というのが発表されてございます。2008年に比べて、確か７％増、１億3,400万ヘクタールで

ＧＭＯの栽培が行われておると。毎年、大体直線的にずっと増えてきていると。特徴的なとこ

ろは、そのうちの８割ぐらいは発展途上国での栽培が増えているということになっております。 
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 日本につきましては、青いバラの栽培が始まったのですけれども、花卉作物はその集計から

除いてあるということで、日本国は、まだ地図上は色がつかなくて栽培国になれないというこ

となんですけれども、実質的にはバラだって栽培が始まっているという形になっておるんじゃ

ないかと思います。 

 ３点目は、お願いでございますけれども、今日もまたいろいろ検討を行っていただくわけな

んですけれども、最後のほうの項目として、評価情報の検討についても今回は併せてご議論い

ただく形になっているかと思います。できるだけ評価についても、先生方のご負担、また申請

者の皆さん方のご負担を減らしつつ、効果的な評価を行っていくというふうに努めていかなけ

ればいけないかと思っております。これからまた、新しいタイプのＧＭＯも申請されてくると

思いますので、私どもできるだけ効率的、効果的な評価ができるように、その時々の知見とか

状況に応じて評価の情報の集め方なんかについても検討してまいりたいと思っておりますので、

先生方にはちょっとお時間をいただき、検討のほうにまたいろいろとご協力いただくことがあ

るかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜配布資料の確認＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に、事務局のほうから配付資料一覧に基づきまして、本日配付

資料の確認をさせていただきます。 

 まず、検討会の議事次第、続きまして委員名簿、続きまして座席表、続きまして資料１、続

きまして資料２－１、分科会の検討結果、それに関連します資料２－２、資料３－１、それに

関連します３－２、資料４－１、分科会の検討結果、それに関連します４－２となっておりま

す。最後に、資料の５ということでございます。次に、参考資料の１、参考資料の２でござい

まして、次に、委員限りで参考資料が２枚ほどテーブルの上にご用意させていただいておりま

す。 

 １枚目は、本日ご欠席の委員からの原田座長に対するコメントとなっております。２枚目は、

その指摘事項に対する回答の内容ということになっておりますので、こちらは後ほど事務局の

ほうからご報告をさせていただきたいと思います。 

 配付資料に不足している資料等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局のほうから参考資料の１及び２につきまして、ご説明をさせていただきた

いと思います。なお、参考資料の１につきましては、前回の２月１日の総合検討会以降変更が
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ございませんので省略をさせていただきます。 

 参考資料２のほうでございますが、本日現在、学識経験者の意見を踏まえて聴取を終えた後

の審査中の案件といたしましては、そこにありますとおり、本日現在で12品目がまだ承認前と

いうことになっております。時間の関係等もございますので、参考資料２の説明も以上で終了

させていただきたいと思います。 

 また、最後になりますが、傍聴の皆様方には、傍聴されてい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いたします。 

 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いたします。お願いします。 

 

＜議事＞ 

○原田座長 それでは、まず、議事の１番目ですが、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の

承認に係る申請書等の検討となっております。 

 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していただきまして、より幅広い視点か

ら遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物多様性における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いうふうに思います。 

 それでは、事務局から、申請案件の審査状況の説明をお願いします。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、資料１に基づきまして、本日ご審議いただきます申請

案件の審査状況についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 本日ご審査いただく申請案件といたしましては３件ございます。 

 １件目が、除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ワタ。こちらは使用等の内容といた

しましては、食用または飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬、廃棄並びにこれらに

付随する行為でございます。 

 農作物分科会の審査状況といたしましては、これまで２回審査をいたしまして、本日、総合

検討会での審査ということでございます。 

 ２件目が、除草剤ジカンバ耐性ダイズ、３件目が、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び

除草剤グリホサート耐性トウモロコシということでございます。 
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 こちら、２件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。農作物分科会における審議状況ですが、２番の除草剤ジカンバ耐性

ダイズにつきましてはこれまで３回審議をし、３番のグリホサート誘発性不稔トウモロコシに

つきましては、これまで農作物分科会で２回審査をいたしまして、本日、総合検討会でのご審

査ということでございます。 

 審査状況の説明は以上でございます。 

 

＜除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ワタの生物多様性影響評価について＞ 

○原田座長 ありがとうございました。 

 それでは、まず除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ワタについて検討したいと思い

ます。それでは、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より資料２に基づいてご報告、

よろしくお願いいたします。 

○近藤委員 それでは、資料２－１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。除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ワタ（２mepsps,改変 bar,Gossypium 

hirsutum L.）（GHB614×LLCotton25，OECD UI：BCS-GH002-5×ACS-GH001-3）。 

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

びにこれらに付随する行為。 

 申請者。バイエルクロップサイエンス株式会社。 

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

使用規程に従って本スタック系統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、本スタック系統ワタは、交雑育種法によりGHB614とLLCotton25を交配して作出されて

おり、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、本スタック系統ワタ

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、個別に判断され

ている。 

 １、意図された形質に係る相互作用。 

 ２mEPSPS蛋白質及び改変PATたんぱく質はいずれも高い基質特異性を有し、宿主の代謝系に

影響を及ぼすことはないと考えられた。また、これらの蛋白質は、それぞれ異なる作用機作を

持ち、独立して作用していることが知られている。よって、本スタック系統ワタにおいて、そ
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れぞれの親系統由来の発現蛋白質が植物代謝経路に新たな影響を及ぼす可能性は低いと考えら

れる。 

 実際に、本スタック系統ワタにおける除草剤グリホサート耐性及び除草剤グルホシネート耐

性の程度について、それぞれ親系統であるGHB614及びLLCotton25と比較した結果、標準使用量

の８倍濃度の除草剤グルホシネートを散布した試験区において、本スタック系統とLLCotton25

の間に統計学的有意差が認められたが、標準使用量、16倍及び32倍濃度の除草剤グルホシネー

ト散布区においては両系統の間に差異は認められず、８倍濃度の試験区で認められた差はこれ

らの蛋白質の相互作用によるものではないと考えられた。また、除草剤除草剤グリホサート散

布区においては、いずれも本スタック系統とGHB614の間に差異または統計学的有意差は認めら

れなかった。したがって、２mEPSPS蛋白質及び改変PAT蛋白質が本スタック系統ワタの植物体

内において相互に影響する可能性は低いと考えられる。 

 以上より、本スタック系統ワタについては、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。 

 宿主が属する生物種であるワタは我が国において長期にわたり輸入され、加工用として使用

されてきた経験があるが、自然環境下におけるワタの自生は報告されていない。 

 本スタック系統の親系統であるGHB614及びLLCotton25の競合における優位性に関わる形質と

して、形態及び生育の特性、生育初期の低温耐性、成体の越冬性、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調査を行った。その結果、GHB614については、

栽培試験用種子の発芽率において対照の非組換えワタとの間に統計学的有意差が認められたが、

両系統種子の採種地が異なり、非組換えワタの収穫前の天候不順が発芽率に影響したものと考

えらえた。また、隔離ほ場で収穫した種子の発芽率については、GHB614と非組換えワタとの間

に統計学的有意差は認められなかったことから、栽培試験用種子の発芽率に認められた差は遺

伝子組換えに起因するものではないと考えられた。また、LLCotton25については、幹長及び節

数の４回の調査日のうちそれぞれ１回目及び２回目の調査日で、対照の非組換えワタとの間に

統計学的有意差が認められた。しかし、他の調査日では系統間に統計学的有意差は認められな

かったことから、常に生ずる差ではないと考えられた。さらに、その他の形質について、

GHB614及びLLCotton25のいずれも、対照の非組換えワタとの間に相違または統計学的有意差は

認められなかったことから、上述の形質で認められた有意差のみにより、本スタック系統ワタ

の競合における優位性が高まるとは考えにくい。 
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 また、本スタック系統ワタは除草剤グリホサート耐性及び除草剤グルホシネート耐性を有す

るが、グリホサート及びグルホシネートを散布されることが想定しにくい自然条件下において、

グリホサート耐性及びグルホシネート耐性であることが競合における優位性を高めるとは考え

られない。 

 以上より、本スタック系統ワタ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。 

 ワタの種子には、非反芻動物に対して毒性を示すゴシポール及び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。しかし、

野生動物がワタの種子を摂食するという例は報告されていない。また、ワタが他感物質のよう

な、野生動植物等の生息または生育に支障を及ぼす物質を産生することは知られていない。 

 本スタック系統ワタで発現している２mEPSPS蛋白質及び改変PAT蛋白質については、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、２mEPSPS蛋白質及びPAT蛋白質については基質特異性が高いことから、宿主の代謝系

に作用して有害物質を産生することはないと考えられた。 

 実際に、GHB614及びLLCotton25における有害物質（根から分泌されて他の植物及び土壌微生

物へ影響を与えるもの、植物体が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、後作試験、土壌微生物相試験及び鋤込み試験により比較検討した結果、両系統ともに、

いずれの試験でも対照区との間で統計学的有意差は認められず、新たに有害物質の産生性を獲

得していないと考えられた。 

 以上より、本スタック系統ワタ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。 

 我が国の自然環境中にはワタ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、本スタック系統ワタを第一種使用規程に従って使用した場合に、我が国にお

ける生物多様性に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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○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ワタについてご報告をいただきまし

たが、本件につきましてご質問、ご意見などございましたら、どなたからでも結構ですので、

よろしくお願いいたします。 

 いかがでしょうか、特にはございませんか。 

○髙木委員 大して重要だとは思わないんですけれども、今、読んでいただいた２ページの３、

有害物質の産生性で、ワタの種子にこういう鶏卵の変色やふ化率の低下を引き起こす脂肪酸が

含まれているけれども、野生の動物がこれを摂食するという例は報告されていないというのは、

何か全然これ関係ないことが書かれているような違和感があるんですけれども、これ、ワタそ

のものの話ですよね、遺伝子組換えのワタの話で。ということは……。 

○原田座長 恐らくは、一応生態系に及ぼす影響というのを考えなければならないわけですの

で。 

○髙木委員 はい、そうですね。 

○原田座長 この辺までは書くのではないかなと思いますけれども、どうでしょう、先生。 

○近藤委員 一応、組み換えないものに関しての情報も一緒に書くようになっていますので、

その中ではこれは比較的重要なほうだという、はい、認識。 

○髙木委員 そうですか。で、これ、組換えでその毒性というかシクロプロペン脂肪酸の量が

増えないとか、そういうことを言いたいのでしょうか。 

○近藤委員 そうではあるんですけれども、一応、このもとの植物の持っている性質を評価書

のほうに一応記載することになっていますので、そこの部分の一部をここで記載しているとい

うふうな位置づけ。 

○髙木委員 そうですか。遺伝子組換えのこの話としては違和感があるような気がちょっとし

ますけれども。 

○近藤委員 遺伝子組換えそのものに関しての話ではないんですけれども、一応、宿主に関し

ても情報を記載するということになっていますので。 

○髙木委員 ああ、そうですか。わかりました。 

○原田座長 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○武田委員 後作試験と鋤込み試験でこれらを使って有意差がないと言っているんですけれど

も、フレッシュウエイトでは統計処理しているんですけれども、ドライウエイトでは統計処理
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していないんですね。多分、パラレルな結果であろうとは思うんですけど、分科会では何か議

論になりましたですか。 

○近藤委員 特にしなかったような気がするんですが、多分測定の仕方で、ドライウエイトは

かるときにまとめてはかってしまったんではないかなというふうに思いますけれども。 

○武田委員 これ、添付資料３の24ページに後作があって27ページに鋤込みがあるんですけれ

ども、フレッシュウエイトだけなんですね、こ分散分析でやっているのは。データはあるんで

すよ。だから、電卓あればすぐできるんだけど、どうしてやらなかったのかなと、ちょっと違

和感が。 

 これ、反復を誤差にしていますから、この上の表からでもできますよね、やれば。僕やらな

かったですけど。いや、特に議論なければあれですけれども。 

 あと、ちょっと小姑みたいなこと言いますけれども、材料、リクチメン、Upland cottonと

いうのが書いていますよね。で、リクチメンというのは、カタカナで書いておられるんだけど、

これはやっぱり漢字じゃないんですかね。で、「メン」は木偏への棉でしょう、糸偏じゃなく

て。片仮名で「リクチメン」とは書かないと思うんだけど。漢字で陸地の棉、Upland cotton

のそのままですよね。本質に関係ないですけど、ここへどんと片仮名で出てくると違和感はあ

ります。 

○原田座長 今、武田委員のおっしゃるように訂正できたら訂正していただけたらと思います

けれども。 

 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。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「除草剤グリホサート、グルホシネート耐性ワタ、この系統名は略し

ますが、について、第一種仕様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」とした生物多様性評価書の内容は適正であると判断します。 

 それでご異議ございませんでしょうか。 

 では、ご異議ないようですので、このようにさせていただきます。 

 では、事務局から申請者に対して連絡をお願いします。 

 それでは、次にまいりまして、２番目の除草剤ジカンバ耐性ダイズについて検討したいと思

います。 

 

＜除草剤ジカンバ耐性ダイズの生物多様性影響評価について＞ 
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 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３に基づいてご報告をお

願いいたします。 

○近藤委員 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。除草剤ジカンバ耐性ダイズ（改変 dmo，Glycine max（L.）Merr.）（MON87708，OECD 

UI：MON-87708-9）。 

 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。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、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、Escherichia coli由来のpBR322などをもとに構築されたプラスミドPV-

GMHT4355を用いて、アグロバクテリウム法により作出されており、サザンブロット分析の結果

から、改変dmo遺伝子（ジカンバモノオキシゲナーゼ遺伝子）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dmo遺伝子が安定して後代に発現

していることが、ウエスタ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は、我が国において長期にわたり栽培されているが、自生

化したことは報告されていない。 

 2007年に米国の３カ所のほ場で、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの競合における

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、種子の生産量、裂莢性、休眠性及び発芽率）を調査した結果、３カ所のほ場のうち１カ

所のほ場で主茎長及び収量に統計学的有意差が認められたが、それ以外の項目では本組換えダ

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。主茎長に関しては、

本組換えダイズでは、81.3センチメートル、対照の非組換えダイズでは77.0センチメートルで

あり、本組換えダイズは対照の非組換えダイズより主茎長が高かったが、この主茎長の差異に

よって本組換えダイズの競合における優位性が高まるとは考えにくい。収量に関しては、本組

換えダイズでは4.1トン／ヘクタール、対照の非組換えダイズでは4.2トン／ヘクタールであっ
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たが、参考として供試された従来商業品種８品種の平均値の範囲内（収量、3.5～4.6トン／ヘ

クタール）に収まっていたことから、従来品種の変動の範囲内であると判断された。 

 本組換えダイズには改変DMO蛋白質の発現により除草剤ジカンバに耐性を持つが、ジカンバ

を散布されることが想定しにくい自然条件下においてジカンバ耐性であることが競合における

優位性を高めるとは考えにくい。 

 以上により、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場にお

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、影響を受ける可能

性のある野生動物等の特定はされず、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。 

 宿主が属する生物種であるダイズについては、野生動植物等への有害物質を産生するとは報

告されていない。 

 本組換えダイズ中では除草剤ジカンバ耐性を付与する改変DMO蛋白質及び改変DMO＋27蛋白質

（27アミノ酸が付加された改変DMO蛋白質）が発現しているが、両蛋白質は有害物質としては

知られていない。また、両蛋白質は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

とが確認された。さらに、改変DMO蛋白質はジカンバに対し基質特異性を有するため、宿主の

代謝系に作用して有害物質を産生することはないと考えられた。したがって、改変DMO蛋白質

が原因で、本組換えダイズ中に有害物質が産生されるとは考えにくいと判断された。 

 また、本組換えダイズに除草剤ジカンバ散布した際には、改変DMO蛋白質の作用によって、

3,6-DCSAとホルムアルデヒドと水が産生される。このうちホルムアルデヒドは粘膜に対し刺激

性のある有害物質として知られている。しかし、隔離ほ場における本組換えダイズの栽培時に、

本組換えダイズに対して除草剤ジカンバを散布し、本組換えダイズ中でホルムアルデヒドが産

生されたとしても、その産生量は通常の植物種や野菜・果物等の生鮮食品において報告されて

いる量を超えるものではないため、ジカンバの散布によって、本組換えダイズ中で生じるホル

ムアルデヒドにより野生動植物が影響を受けることはないと考えられた。 

 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踏ま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、影響を受ける可能性

のある野生動植物等の特定はされず、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。 
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 ダイズの近縁種としてはツルマメが知られており、ともに染色体数が２n＝40であり、交雑

可能であることから、影響を受ける可能性のある野生植物としてツルマメを特定し、以下の検

討を行った。 

 ダイズとツルマメの雑種の生育や生殖には、障害が見られないことから、我が国の自然環境

下において本組換えダイズとツルマメが交雑した場合は、その雑種が生育するとともに、当該

雑種からツルマメへの戻し交雑を経て、本組換えダイズに移入された遺伝子がツルマメの集団

中で低い割合にとどまらずに拡散していく可能性がある。 

 ツルマメは全国の河原や土手、畑の周辺や果樹園等に広く自生していることから、本組換え

ダイズが近接して生育した場合、交雑する可能性がある。しかしながら、①ダイズとツルマメ

は一般的に開花期が重なりにくいことが知られており、人為的に開花期を一致させて交互に株

間50センチメートルの隣接栽培を行った場合でも、交雑率は0.73％であるとの報告があること、

②ダイズとツルマメの交雑を示唆する遺伝マーカーは検出されなかったとの報告があること、

③除草剤グリホサート耐性組換えダイズ40-3-2系統とツルマメの開花期を一致させ、隣接して

栽培したダイズにツルマメが巻きついた状態で生育させた交雑試験では、収穫したツルマメ種

子32,502粒中１粒がダイズと交雑していたとの報告があることなどから、本組換えダイズとツ

ルマメの交雑率は、従来のダイズとツルマメと同等に低いと判断された。 

 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dmo遺伝子により除草剤ジ

カンバ耐性の形質を有すると考えられるが、本形質が競合における優位性を高めるとは考え難

く、このような雑種が生じたとしても、その雑種がツルマメの集団において優占化する可能性

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踏ま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踏ま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、我が国における生物

多様性に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。 
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 ただいま、除草剤ジカンバ耐性ダイズについてご報告いただきましたが、本件につきまして

ご質問、ご意見をいただきたいと思いますが、前もって今日ご欠席の小野里委員と、それから、

出席されていますけれども林委員から指摘がございましたので、まずそれを伺ってから、ほか

の委員の方にもご意見を伺いたいと思います。 

 それでは、今日は林先生出席されていますので、コメントを。 

○林委員 マイナーなことですから。 

○原田座長 でも、どうぞ、先にお願いします。 

○林委員 この申請書の16ページの19行目ぐらいから、隔離ほ場試験の期間中に本組換えダイ

ズを供試した試験をやる予定であるということが書いてあります。一番後ろにある隔離ほ場試

験の設計を見ると、この試験が盛り込まれていないように思えたんです。 

 それで、ここのところははっきり書いたほうがいいんじゃないかというような意見だったん

ですけれども、よく見ますと、この試験は特異性をきちんと見るという試験であって、除草剤

散布試験をやるという意味ではないということなので、それならば隔離でやるということの記

載がなくても構わないというふうに思いました。 

 除草剤試験そのものの結果は23ページの表６で出ていますので、表現型における特性はジカ

ンバにしか効かないということがここで読めますので、この表があればこれで結構だと思いま

す。 

 ですから、設計に入っていないと申しましたけれども、それはわかりました。ここには、こ

この日本における隔離でやる必要はないということがわかりました。 

○原田座長 そうですか。じゃ、このままで。 

○林委員 このままで結構です。 

○原田座長 それで、あと事務局のほうから今の件と、それからもう一つ、小野里委員のほう

の、ええ、お話ししてください。 

○浦野技術政策課課長補佐 まず、今、林委員からご指摘があった件なんですが、林委員から

事前に事務局のほうにコメントが寄せられていましたので、申請者に確認したところ、今、林

委員がおっしゃったとおりに、この試験は除草剤ではなくて改変DMO蛋白の基質特異性を調査

することが目的の温室試験であるということから、実施は米国で実施をするということでござ

います。 

 したがいまして、今、林委員から、16ページの29行目から30行目のところですけれども、

「なお、隔離ほ場試験の期間中に、本組換えダイズを供試して試験Ａの試験」と今なっていま
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すが、「試験Ａの試験を米国の温室で再度行う予定である」というように、そこできちっと

「米国の温室」ということを入れたいという回答が来ております。 

 それで、その隔離ほ場試験計画書のほうに、除草剤ジカンバを用いたその試験が、別添の14

の１ページ目のところに、その除草剤ジカンバ処理区と除草剤ジカンバ無処理区を両方設けて

試験をやるようになっておりますが、ここの記載というのは、めくりまして、別添14の６ペー

ジを見ていただくと、有害物質の産生性に関する３つの試験が載っておりますけれども、この

試験に関しましては、そこの１）の土壌微生物相を例えば見ると、ジカンバの無処理区と除草

剤のジカンバ処理区で試験をするということです。 

 ですので、林委員が今おっしゃった試験というのは、あくまでも日本のほ場ではなくて米国

の温室で行うということですので、米国の温室というのを16ページのところにつけ加えるとい

うことです。 

 よろしいでしょうか。 

○原田座長 よろしいですね、林委員。 

○林委員 はい、結構です。 

○原田座長 前もって連絡していただいてありがとうございました。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうしましたら、次の。 

 本日ご欠席の小野里委員のほうから、本日の総合検討会の原田先生に対しましてコメントが

出ておりますので、先生方の机上には参考資料、委員限りということで配付しておりますが、

一応、事務局のほうから説明をさせていただきます。 

 小野里先生からのご指摘といたしましては、３点ほどございまして、まず１点目が、ブルー

の評価書ですと13ページですが、ここの20行目から25行目のところに、改変DMOを用いたジカ

ンバから3,6-DCSAの分子反応式が載っておりますけれども、左右の酸素の数が合わないのでは

ないかというご指摘がありました。 

 先生方の机の上には、委員限りということで、平成22年２月24日、「２月25日の総合検討会

ジカンバ耐性ダイズに対し頂いたご指摘について」という回答書をご用意させていただきまし

たので、そちらをご覧になっていただきたいと思います。 

 なお、今回ご指摘があった反応というのは、補酵素であるNADHという還元型ニコチンアミド

アデニンジヌクレオチドからそのNAD+への酸化反応により水素原子２つが供給されるというこ

とですので、その過程で反応前のNADHのＨと水素イオンが１個放出されて、その水素が２つ使

われて水の水素になると。ですので、その残ったNADHというのはNAD+になるというように回答
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がございまして、その左右のNADHとNAD+をその化学反応式の中に足すということでございます。 

 よろしいでしょうか。 

○原田座長 今のが第１点ですね。 

 では、第２点に行ってください。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうしましたら、第２点のご説明ですが、次は評価書ですと19ペ

ージの34行目あたりに、ここは酵素活性のことですけれども、2,4-DがDMO蛋白質と結合し、

DMO蛋白質の酵素活性が低下する可能性が示唆されたと書いておりますけれども、ここという

のは2,4-D抵抗性がなぜ生じたかを論じている部分ということなので、その酵素活性の低下を

取り上げるのは論旨と矛盾するということで、ここで記述しなければいけないことはDMOが

2,4-Dに結合して2,4-Dのその除草効果を低めるということを言いたいのだから、そういう内容

にするべきではないかということでございます。 

 回答といたしましては、その２ページ目を見ていただければおわかりだと思いますけれども、

そこの下線部のところですが、読ませていただきますと、「また、試験Ａにおいてジカンバ耐

性ダイズ系統が2,4-Dに弱い耐性を示したにも関わらず、his-野生型DMO蛋白質は2,4-Dを代謝

しないことから、2,4-DがDMO蛋白質と結合し」、その後に「それによって植物体に作用する

2,4-Dの除草剤成分が減少する」という文言を加えて、「減少する可能性が示唆された」とい

うように、申請者のほうから訂正を追加をしたいということでございます。 

 よろしいでしょうか。 

○原田座長 これが第２点目でございます。 

○浦野技術政策課課長補佐 続きまして、第３点目でございます。こちら、評価書の37ページ

をお開きいただきたいと思います。37ページの最下段の37行目から38行目にかけてですが、

何々「に示したように、改変DMO蛋白質はジカンバに対し基質特異性を有するため、宿主の代

謝系に作用して有害物質を産生することは無いと考えられた」と書かれておりますが、ここと

いうのは、ジカンバに対してその基質特異性があるということは十分わかっているけれども、

それに加えて、結局類似の除草剤やダイズ自身が持つ類似物質に対し基質特異性があるか否か

を試験した結果であるから、ここに書くべきことは、ダイズ自身が持つジカンバ類似物質を基

質とすることがないことを判断したことを書くべきではないかということで、一応指摘を受け

まして、申請者のほうからここの修文案が来ております。 

 読ませていただきますと、何々「に示したように、改変DMO蛋白質はジカンバに対し基質特

異性を有し」、次の下線部のところが追加になりますけれども、「ダイズ内在性のジカンバと
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構造の類似した物質を基質とすることがないため」、「宿主の代謝系に作用して有害物質を産

生することは無いと考えられた」ということでございます。 

 なお、ご指摘の箇所は一応ここだけになっておりますが、同様の指摘の箇所が評価書の44ペ

ージの32行目から34行目あたりにかけても同様の記述がございますので、こちらのほうも併せ

て修正を行う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。 

 小野里委員からの指摘に対して、申請者のほうからこういう回答が出てきたわけですけれど

も、私が拝見した限りではこれで小野里委員もオーケーされるのではないかと思いますが、何

か特にご意見ございますか、今の３点につきまして。 

○髙木委員 基質特異性の問題、非常に重要だと思うんですけれども、これは、反応を見ると

酸素添加酵素のいわゆるチトクロムＰ450型の反応ですよね。これは、元来この反応は基質特

異性が非常に高いということはわかっているんだけれども、この酵素については基質特異性と

いうのはここで初めて調べられたわけですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 このDMO蛋白質ですか。 

○髙木委員 ええ。 

○浦野技術政策課課長補佐 DMO蛋白質を用いての申請は、承認は初めてです。 

○髙木委員 いや、文献上、この酵素の基質特異性が高いか低いかというのは引用がないわけ

ですよね。要するに、この研究では大腸菌でつくって、その酵素を使って基質特異性を見た実

験をやっているわけですけれども、何かすごくわかりにくいんだけれども、何ページになるか

な……。 

○浦野技術政策課課長補佐 評価書の15ページですか。 

○髙木委員 いや、20ページの下からバニリン酸とかフェルラ酸とか、ダイズの持っていると

考えられる構造の似た化合物、構造式は24ページに載っていますけれども、これに対する基質

特異性をここで見ているわけだけれども、ここで初めてこの酵素の基質特異性が高いというこ

とがわかったんでしょうかね。 

 この小野里先生の文章でも、その辺がちょっと「基質特異性のあることは分かっているうえ

で」と書いてありますね、小野里先生の注釈には。わかっている上でというところが、既にわ

かっていたのか、ここで初めて基質特異性がわかったのかというところがちょっとわかりにく

いんですけれども、どうもこれを見ると、ここで初めてこういう、少なくともダイズに含まれ
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ている類似物質に対する基質特異性を見たのはこの実験が初めてみたいなんですよね。 

 で、その結果が別添資料の３のFigure４、この結果がまた非常にわかりにくくて、グラフが

いっぱい載っているわけですけれども。 

 要するに、基質特異性が非常に重要だということは、この申請者はよくわかっていられるん

で、しかも、このチトクロムＰ450タイプの酵素というのは基質特異性が高いというのは一般

に知られているんでそういう書き方をしているんだと思うけど、従来全くデータがないのか。

そうすると、このFigure４のデータって非常に重要なデータになるわけですよね 

 このデータがそれでちょっとわかりにくいというところが、欠点があるような。これ、ちょ

っとわからないでしょう、Figure４ですが。 

○林委員 別添資料の３のところで、文章１枚目、Materialsって2.0の表がありますね。その

すぐ上の２行ですね。「DMO has a high specificity for dicamba as a substrate」と、こ

こに１つ書いてありますね。 

○髙木委員 何ページ。 

○林委員 ２ページです。 

○髙木委員 これ、ページ数が打っていない。 

○林委員 ページ数打っていないけど、１枚めくって表がありますね。その表の上の文章の最

後のところですね。「The compilation of all of the results demonstrates that DMO has 

a high specificity for dicamba as a substrate」、ここに１つ、基質特異性が非常に高い

ということが書いてあります。 

 そして、先生がご指摘のこのTableなんですけれども。 

○髙木委員 Figureですか。 

○林委員 ええ、このTable１です。僕もここ見たんですけれども、結局、上２つのところで

すよね。ジカンバを使ったところで100とゼロというところで、ジカンバはゼロであるという

ことが分かります。 

 あとのところは、こういうふうに100、ゼロというふうにきれいに対比になるところはない。

ジカンバにしか効かないということが示されています。文言と、それから表のところの一番最

初の上の２つ、100、ゼロの対比になっているところ、その辺のところかなと思っています。 

○髙木委員 ちょっと混乱しやすいのは、外から与える農薬に対する特異性と、それからダイ

ズ自身が持っている代謝、中間体みたいなものに対する基質特異性の両方が書かれていて、今、

先生のおっしゃっているTable１というのは、外から与える農薬に対する特異性ですね。 
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○林委員 そうです。 

○髙木委員 僕がちょっとわからないと言っているFigure４というのは、ダイズの中に含まれ

るダイズの代謝をおかしくしないというためのそれを証明するためのデータで、ダイズの中に

あるだろうその基質を使って、それに対する活性を見ているデータなんですね、Figure４のほ

うは。 

 だから、その２つが、両方が必要なんでしょうけれども、特にエンドージナスなサブストレ

ートに対する活性の図が非常にわかりにくくて、しかもこれが基質特異性を示す、ほかにデー

タがないとすれば、これは非常に重要なデータになるのかなと。という感じがしたんですけれ

ども。 

 ちょっと説明してもらえばわかるんだと思うんですけれども。ピークのところに赤い線が入

っているんですけれども。 

○浦野技術政策課課長補佐 今議論になっていますFigure４についてもう少し具体的に解説、

回答をすることということでよろしいでしょうか。 

○髙木委員 そうですね。だから１点は、この酵素の基質特異性に関する従来の論文というか、

基質特異性が高いということを示す実験もあるのかないのか、引用文献ですね。 

 それからもう１つは、先生のおっしゃった外から与える農薬に対する基質特異性はこの表、

数字として出ているんだけれども、内因性の物質、エンドージナスなサブストレートに対する

データというのも何かもう少し数値なりですね……どこか載ってるんですかね。Figure１にち

ょっと似たような図の大きくなっているのがありますけれども。 

○林委員 髙木先生、別添資料３の、わかりにくいTable１がありますよね、ずっと横になっ

ている。それの２ページ先、左側に「 4.3 In vitro experiments with endogenous 

substrates」ってありますね、4.3。これじゃ不十分ですか。 

○近藤委員 これ、４ページ目のところにどういう物質についてやったかというのが書いてあ

って、その条件も書かれているんですね。で、それに対応して、この図が下のほうに幾つか基

質があって、これが青い字で書いてあってわかりにくいんですけれども、小さくて見えにくい

んですが、その具体的な名前、ちゃんと４ページに書いてありまして…… 

○髙木委員 Figure４ですか。 

○近藤委員 Figure４のその説明というか、一応調べた化学物質の名前が４ページの下のほう

に書かれているんですね。それの結果が、この図４の下の４つの図になっているんですね。 

○髙木委員 はい。 
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○近藤委員 そして、この除草剤かを使ったものと、除草剤かその試薬をかわかりませんが、

使ったものと処理してないものの一対のプロファイルがあって、DMOですか、これを与えても

変わっていないと…… 

○髙木委員 変化はなかったと。 

○近藤委員 いうことから、これは基質として適していないというふうに言っているんですね。 

○髙木委員 文章の中に載ってるんですか。 

○近藤委員 文章じゃなくて、その実験のほうが書かれていて、それで、この図の結果がそれ

を示しているんですね。だから、説明がされていなくてこの図を見なさいというような書き方

になっているんですが、実は私自身は、ここちょっと疑問に思っていて、分科会の時に申請者

にちょっと言ったんですけれども、これ、反応を15分か何かで見ているんですけれども、除草

剤として与えたときに反応が15分で終わることはないわけで、ずっと除草作用があるだろうと。

これで、本当にこれが強く言えることかどうかは疑問なんですけれども、何分であれ、全く代

謝されていないから、基質特異性が高いというのはまあいいかなというふうに思ったんですけ

ど。 

○髙木委員 そうですか。いや、そこまで読んでおいていただいてあれば大丈夫だと思います

けど。 

○原田座長 いずれにしろ、このFigure４のタイトルは書いてあるわけですけれども、その下

に説明をつけてもらえばいいんじゃないでしょうか。 

○近藤委員 そうですね。これは、方法を見て図を見ればわかるんですけれども、それでわか

ると思ったら不親切ですよね。 

○原田座長 だから、これ、ちょうどここのページが入ってないですから、次のページあたり

にこれのFigure４の説明を入れてもらえれば。 

○近藤委員 多分、これは本社のほうのあれで、ここに入れることは難しいかと思うんですが、

本文中のほうに入れて。 

○原田座長 本文中のほうに、そうしますか。本文中のほうに入れると、またこの図と離れて

しまう。 

○近藤委員 ただ、そうなんですけれども、基質特異性のところでこういう試験をやった結果、

この条件ではこういった化合物は大差がなかったということを少し書いて。 

○原田座長 別添、この３ですかね、３のFigure４を参照してくれというふうに本文のほうで

書いてもらうと。 
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○近藤委員 はい。ただ、どっちにしても、これ見えないというのは困りますね。ここも少し

何かちゃんときちんと見えるように。 

○原田座長 この前のあれ、このぐらいであればね、まだ読めますけどね。 

○近藤委員 化合物のが見えないんですね、これ、かすれているので。 

○原田座長 その辺は、では、直してもらって。オリジナルはもうちょっとはっきりしている

んでしょうから。あれで出ると…… 

○髙木委員 ちょっと簡単な説明があればね、わかるんだけど、これでわかれって言われても

ちょっと困るなという。 

○原田座長 では、とにかく、これがわかるような説明を入れてもらうと、そういうことで。 

○近藤委員 どういう形にしろ、本文のどこかに入れておいたほうがいいかもしれませんね。 

○原田座長 事務局、いいでしょうか。 

○桂研究専門官 先ほど髙木先生がおっしゃった、事前にあることは「分かっているうえ」と

いう小野里先生のこの意味は、私が思うには、この一連のところＡからＥというのが基質特異

性を見ている視点で、最初にin vitroで見ていて、ある程度基質特異性があるんじゃないかと

いうそういう前提で内在性を見たという、そういう意味ではないかと思うんですけどね。 

 論文があるかないかとかではなくて、この一連のこの試験の過程でそういうのを一つ一つが

クリアしていくというかそういうのがあって、で、内在性を最後に見たと、そういう展開にい

るので、そういう意味で基質特異性があることがわかっているとつけられたんじゃないかなと、

私は個人的にそう感じたんですけど。 

○髙木委員 この四角に囲ってあるやつでしょう。 

○桂研究専門官 ええ。 

○髙木委員 これの裏の４行目に「それに加えて」とありますよね。「それに加えて類似除草

剤やダイズ自身が持つ類似物質に対して」。ということは、「それに加えて」ということは、

それが既にあったということでしょう。要するに基質特異性があったと。だから、それはどこ

にあったのかというのを、私が聞いているんで。 

 だから、実験やっているのは類似除草剤とかダイズ自身が持つ類似物質、それは実際やって

いるんだけれども、それに加えてというその前がね、何に加えたのかという。 

○桂研究専門官 はい、わかりました。 

○髙木委員 それが引用文献があるのか、それともこのデータが初めてのデータなのかという

ところ。 
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○桂研究専門官 はい。 

○原田座長 それは、今、近藤先生が提案されているように、本文のほうに数行加えると思い

ますので、そこに一緒に書いていただけばと思います。 

○髙木委員 植物のこういう遺伝操作の場合の一番重要なのは、今後もたくさん出てくると思

うんだけど、代謝系に対する影響なんですよね。 

 だから、ある物質だけができたというので、その物質だけが影響がないというのを証明する

のは非常に簡単なんだけれども、ある酵素なり何なりが基質特異性が広くてほかの代謝系に影

響を与えるというときに、非常に将来問題が生ずる。しかも、それが１人の１つの申請が通る

とみんなそれを使う、オーケーだという形で使っていったときに、最初のところが全部引用さ

れてしまうんで、そういう気がしていますので。 

○原田座長 では、この３点についてはよろしいでしょうか。 

 この３点のは今ご提案になったように処理させていただいて、そのほか、このジカンバの件

で何かお気づきの点ございましたでしょうか。 

 はい。 

○武田委員 単純な話なんですが、検討の結果の１ページ目の31行目の真ん中よりちょっと後

ろあたりに、休眠性も調べたけれども違っていなかったという、これは申請者のご報告を受け

ての話なんですが、実際に休眠性を調べているのかなと思ってもとのデータに当たってみたん

ですが、これは別添の資料の12のテTable１が根拠データだと思うんですけれども、これは要

するにあるロットの発芽試験やったら、組換え体ももとも98％出たと、だから休眠していない

という話だけであって、休眠性のあったのが覚めたのか、もともとなくて発芽しているのかわ

からないので、休眠性の検定ってこういうものでないというのは、いつも私、リピートして言

っていますけれども。 

 申請者が言うのは別に構わないですが、我々として休眠性が変わってないというのを追認す

るわけにはいかないのではないかなと。この休眠性というのは外していただきたいと、そうい

うふうに思うんです。 

○近藤委員 そうですね、おっしゃるとおりで、このほかのものもそうなんですが、ほとんど

もともとの書式の中に休眠性があるためにみんな書いているんですけれども、分科会でもそれ

は休眠性の試験になっていないと、どんどんそういうのは指摘されていて、隔離ほ場試験の場

合にはその辺もしっかりやってくださいというコメントがついているので、確かにおっしゃる

とおり、ここの休眠性は除いたほうがいいと思います。 
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○武田委員 お願いします。 

 それから、３ページ目の上から４行目あたりにツルマメとの交雑性の話、その前３つの、非

常にツルマメとダイズの交雑はレアなんだという先行事例みたいなものが並んでいて、それを

受けて「本組換えダイズとツルマメの交雑率は、従来のダイズとツルマメと同等に低いと判断

された」と。これも申請者の文章を追認しているんですけれども、事例は要するにあるけれど

も、本組換え体がどうかというのは、これやってみなければわからないわけで、今までもツル

マメと交配するのは難しいので、ダイズかけダイズで実質的同等性があれば、多分ダイズかけ

ツルマメもかかりにくいだろうという論理構成にしてきていたと思います。 

 ですから、そういうのも今回のこのデータでは、本組換え体とツルマメの交雑性はどうかと

いうのはわからないというのが正しい書き方ではないだろうかというふうに思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 ここの書き方は、昨年の春ごろですか、ちょっとそれまで書き方

があれだったので、昨年の春ごろの総合検討会で一応書き方は統一をさせていただいた経緯が

あるやのように事務局としては思うんですが。 

○近藤委員 ここの部分はいつも問題になるところで、分科会でも必ずしもいつも同じように

話にならないので、ちょっと比較的最近、これも例えば花の形がまるっきり変わってしまうと

か、明らかにその交雑性に変化がある可能性のある場合にはきちんとしないといけないけれど

も、そうでない場合には、従来の試験結果をそのまま踏襲した形で書くしかないかなというよ

うな、そんな感じにはなっています。ですから、今の段階ではこう書くしかないかなというふ

うに思っているんですが。 

○林委員 私も分科会にいろいろ出させていただいたところで伺っている範囲で、今、近藤先

生が言われたように、全然問題になるのではなくて、ほとんど程度の差こそあれ何らかの議論

が必ずあって、それで結局、近藤先生が言われたみたいに、このような表現で今までは承認し

ていただいているので、この表現に落ち着きましょうということで分科会の結論になったと。

これはここに書いてあると思います。 

 ですから、先生が言われたみたいに、特に不都合なものが明らかに出るということでない限

り、この文言はこれでいいように思いますけれども。今までと変わった文言にはなっていない

というふうに私も理解しております。近藤先生のおっしゃるとおりだろうと思うんですけど。 

○武田委員 これは、検討会の資料でいただいているもので、これ内部資料なんだろうから出

していいのかどうかわからないけど、平成21年５月14日というから、かなりまあまあ最近の農

作物分科会の資料として、事務局おわかりだろうと思うけど、こういう絵があって、要するに
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ここのところの実質的同等性が担保されればこっちも同じだろうと思うけどという言い方です

よね。僕は分科会には出たことがないんで、どういう議論になっているのかは知らないけど、

この資料を私拝見した上で今の発言をしております。 

 この後で変更になっているんですか。これは直近のデータではない、資料ではないというこ

とですか。 

○桂研究専門官 それは、隔離ほ場試験で交雑性をそういうふうに判断しましょうと、そうい

う結果をですね。今回のは、隔離ほ場試験に入る場合の検討結果という違いがあると。 

 それは、ですから一般使用の申請のときに隔離ほ場試験で交雑性をどう評価するかというも

のでまとめさせてもらったものです。今回、このジカンバのほうはこれから隔離ほ場試験に入

るというものですので、この書きぶりは恐らく武田先生おっしゃるとおりなんですけれども、

そのデータを使ってこれを書いたわけでは今のところはないと判断されているわけです。 

○武田委員 要するに、違うと考える相当の理由がないから違わないと考えようと。申請者に

有利にということですね。そういうことなら結構です。この資料の読み方として、私ちょっと

気になったもので。 

○近藤委員 今ご指摘いただいた資料の件も、本当にそれでいいのかどうかという議論もあり

ます。どうもそれしかやりようがないねということで、隔離ほ場試験期間中に調べ直してもら

うということで、委員会の中で合意をされているということです。 

○武田委員 もう一つ、これは申請書の29ページに、この分離比がきれいに１：２：１になる

から、染色体の上に乗っかっていてちゃんと遺伝しているんだというデータなんですけれども、

これよく見ると、表７、「本組換えダイズのＦ３世代における改変dmo遺伝子の分離比」とあ

るんですけれども、Ｆ３世代なるものがどこから出てきたかというのは、この左隣のペディグ

リーからはわからないんですね。これ、ずっと自殖して世代進めていったというだけの育成図

なんです。 

 それで、どうなっているのかなと思って資料をひっくり返していくと、別添資料５のFigure

１というのが出てくるんですね。５ページ目ですね、Figure１。ここでからくりがわかるんで

すけれども、Ｒ４から枝が分かれているわけです。交配してヘテロつくって、それを２回セル

フしているという。だから、この図の８にはない、実は枝分かれがあるということがわかって、

これのＦ３を使ったのかということがわかるんですね。 

 こういう書き方は、ちょっと不親切ではないのかと。つまりペディグリーにこういったこと

を書き込まれているべきなんではないかという感じがして。 
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 さらにもうちょっと気になって裏返すと、ここにも１つ都合の悪いものが隠れているんです

ね。というのは、Ｆ３のは、今のとおり１：２：１なんですが、その前のＦ２が、何と、何で

か知りませんけど3,023個体もやって、これ１：２：１になってないんですよ。３％水準なん

ですね。要するに、サンプルサイズ大き過ぎるとだめだと私いつも言っているんですけど、こ

れ10分の１のサンプルサイズならきれいに１：２：１になっているんですけどね。 

 こういうデータが、実は、この29ページに戻ると要するに隠されているという印象になって

くるんですね。 

 だから、これ最初に戻してとか何とか言っているんじゃないんですけれども、ちょっと、こ

のペディグリーの書き方、あるいは分離比のデータの示し方に問題を感じましたので、丸のみ

はしないよという意味合いで指摘させていただきます。 

 あるいは、何かこのペディグリーに入れなかった理由とかあるんでしょうかね。 

○原田座長 分科会のほうで、近藤先生のほうで、28ページの簡単な育成図、これについて何

か議論があったような、ありませんでしたかね。 

○近藤委員 覚えてないんですけれども。 

○原田座長 なぜこっちの、今、武田先生がおっしゃった別添５のほうのを使わなかったかと

いうのはちょっと解らないのですけれども。何か意見があったような記憶なんですけれども。 

○浦野技術政策課課長補佐 こちらも、まず育成系立場、きちっと書くように指摘いたします。

１ 

 それとあと、この分離比のほう、確かに今おっしゃったようにＦ２でもやっていますが、そ

ちらの試験成績もやはり評価書には本文中に記載したほうがよろしいということでしょうかね。 

○武田委員 これ、本質的に１：２：１からずれているのではなくて、サンプルサイズが大き

いものだから解析の値が大きくなっちゃっているんですよ。だから、何で3,005母体もやった

のか、そっちのほうがむしろ疑問なんですけどね。 

 ただ、やっぱりデータは省略しないほうがいいんじゃないでしょうか、事実は事実なので。

１：２：１から本質的な意味でずれているのではないということは、見る人が見ればわかりま

すから。 

○浦野技術政策課課長補佐 データ、表７はもうこのままで。 

○武田委員 僕は正直にＦ２も出したほうが。だって、Ｆ２がなくていきなりＦ３出てくるわ

けないんですしね。そういう意味では、Ｆ２、Ｆ３並べたほうがフェアだとは思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 わかりました。 
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○武田委員 ただ、あんまり本質的でないところで申請者をいじめてもいけないので、その辺

の判断はもう委員長にお任せしますけれども。 

○原田座長 この、別添５のFigure１の育成図、これはあったほうがいいと思います。 

 それからもう１つご指摘のあった、すぐその裏の表に関しては、これはもうこのままでいい

んじゃないかと思いますけれどもね、こっちも。この図を入れると、非常に説明がまた複雑に

なってしまわないでしょうか。結局は、今武田先生がおっしゃったようなことを書かなきゃな

らないことになると思うんですけど、そこまで行かなくていいんじゃないかと、僕は思います

けどね。 

 近藤先生、いかがですか。 

○近藤委員 これ評価するときに、別添というのが書かれていて、別添見てこう考えているわ

けで、ここの本文の表とかそれだけで判断しているわけではないので、どこまで書くかという

ことだと思うんですけれども。 

 ただ、見る人はこの別添は普通の人は見ないわけですから、書かれたほうが親切だなとは思

います。ですから、この28ページの育成図のところにはちょっとつけ加えたほうが多分いいと

思います。 

○原田座長 ただ、ちょっと気にしますのは、別添がすごく多くて別添の中にいろんなFigure

とかTableがいっぱいあるんですよね。それで、今までは大体別添のほうのは、申請者が申請

書のほうに書いてきたものだけを載っけていたものですからね。明らか載せたほうがいいと思

うのは、今のこのFigure１の育成図みたいなのはあれしたほうがいいと思いますけれども、こ

の裏のをどうするかというのは私も迷うところなんですけれども。 

 ちょっと、ほかの委員の先生のご意見も伺って。どうでしょうか、お三人の先生どう思うか、

処理されるか。 

 井出先生、何かご意見ありますか。 

○井出委員 悩ましいんですけど、例えば育成図、図８のタイトルは「本組換えダイズの育成

図」なんですね、検討すべきものがどうやってできたかというのが書いてあって。ただ、形質

の安定性を見るためにＦ１、Ｆ２というのをつくって、それはまあ別添に載っているというこ

となので、必ずしも私自身はここに載せてしまうと、かえって、それじゃＦ１、Ｆ２、Ｆ３と

いうのは一体何者なんだという話になって、その育成経過が逆に見えにくくなるというような

欠点もあって、私は資料集ですからこれでいいんじゃないかと思うんですけど。 

 ただ、サマライズするときに、先ほど武田先生がおっしゃったみたいに表７みたいにして、
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検定結果が合っているものだけを取り上げて説明するというのは、やっぱりそれはフェアじゃ

ないだろうというふうに逆に思います。 

○原田座長 髙木先生、何かご意見ありますか。 

○髙木委員 いや、特に。どちらでも。 

○原田座長 そうですか。 

 では、林先生は。 

○林委員 井出先生のおっしゃった線でいいと思うんですけどね。 

 それで、カイスクエアが理論値にならないからといって、それは統計ですから確かさの程度

を言っているのであって、その原因を表しているわけじゃないわけですね。ですから、統計は

確かさの程度になって原因を示しているわけではないんですから、場合によっては思ったよう

にいかないということはあり得るわけです。 

 ですから、ここでそういうことまで書いて混乱を起こすというのはむしろ本意じゃないと思

うので、それで言いたいのは染色体に載っていましたということを言いたいのであって、それ

で、この文言でそういうふうに読めるならば、そこのところはそこで。おかしい数字もあるけ

れども、そこを出して、こっちもあるけれども、あってもないよということを出すと、かえっ

て何を言いたいんだということになるので、そうじゃないほうがいいような気がしますけど。 

○原田座長 この育成図のほうは、どうお考えですか。 

○林委員 育成図はですね、これは世代比ってあるんですけれども、これはいいんですけれど

も、もしもあれならばここのＲ３ですよね、28ページのところの。ここで、これからさらにこ

れに交雑をして、分離比を調べた世代というふうに、こっちのほうのa、b、c、dにポイントを

スイッチすればいいと思うんですけどね。 

 この図を描かないで、徹底しない図を描かないで、この28ページですか、そこにあるこの中

で、Ｒ３がいろいろ問題なんですよね、ここからキクから。この中にもう１つやって、ここか

らさらにクロスして、Ｆ１をつくったんですか。 

○武田委員 Ｒ４ですよ。 

○林委員 そうですね、Ｒ４で、ここはb、cとありますけど、このb、cに追記して、これにク

ロスしてそのくらいで分離比を見たり、そのもとをまたというようなことを書いたらいいんじ

ゃないかなというふうに思いますけれども。 

○原田座長 今のご意見で、大体皆さん賛成していただけるのだろうと、私は思いますけれど

も、井出先生よろしいですか。 
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○井出委員 結構です。 

○原田座長 じゃ、事務局のほう、ノート、大体とれましたか。あれは載っけないと、Table

１のほうですね、裏の、育成図の裏にあるのは。で、育成図のほうは、こっちの本文のほうに

載っているのを少し改変して、このFigure１の必要な要素だけ入れると、そういうことでよろ

しいでしょうか。このＦ３ということが文章の中に出てきているわけですから、それが何らか

の形でやっぱりつかめないとまずいんじゃないかと思いますので。よろしいですか。 

 では、そういうことにさせていただきます。 

 このジカンバ耐性ダイズについて、ほかに何かございますか。 

 はい。 

○井出委員 くだらないことですけど、検討結果の19行目の…… 

○原田座長 何ページですか。 

○井出委員 １ページの19行目の。ここの「Escherichia.」の後の「.」が要らないので。 

○原田座長 ああ、そうですね。ありがとうございます。気がつかなかったです。 

 よろしいでしょうか。 

 では、よろしいようでしたらこれをまとめさせていただきますけれども、これはこのように

したいと思います。 

 最初のほうは、今までと同じなんですが、申請者から提出された「除草剤ジカンバ耐性ダイ

ズについて第１種使用規程に従って使用した場合、生物多様性に影響が生じるおそれがないと

した生物多様性評価書の内容は適切であると判断しますが、評価書の記述に一部不適切な部分

があるので該当部分を修正し、総合検討会委員の確認を受けることを条件とします」と、こう

いうふうにさせていただきたいと思います。 

 これは、もう文書で結構だと思いますので、各委員にファクスでもeメールでもして処置し

てください。 

 では、そのことを申請者に連絡していただきます。 

 

＜除草剤グリホサート誘発性雄性不稔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＞ 

○原田座長 では、３番目に移らせていただきますけれども、除草剤グリホサート誘発性雄性

不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシについて検討いたします。 

 それでは、いつものように農作物分科会での検討結果について、近藤委員より報告して頂き
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ます。これが資料、今度のは…… 

○近藤委員 ４－１です。 

○原田座長 １でいいんですか。 

○近藤委員 ４－１です。 

○原田座長 あ、４－１ですね。４－１についてご報告、お願いいたします。 

○近藤委員 それでは、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。除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（改変

cp4 epsps, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis）（MON87427, OECD UI：MON-87427-7）。 

 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、Escherichia coli由来のｐBR322などをもとに構築されたプラス

ミドPV-ZMAP1043を用いて、アグロバクテリウム法により作出されており、サザンブロット分

析の結果から、改変cp4 epsps遺伝子（除草剤グリホサート耐性遺伝子）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、改変cp4 epsps遺伝子が安

定して後代に発現していることが、ウエスタンブロット分析により確認されている。 

 先ほど、井出先生にご指摘いただいた、ここも同様に、学名の中の「.」を除いてください。 

 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は、我が国において長期間の使用経験があるが、我

が国において自生化したことは報告されていない。 

 2008年に米国の３カ所のほ場で、本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコシとの

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、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率）を調査した。その結果、初期

成育程度、苗立ち数、緑色保持度、転び型倒伏株数及び収量においていくつかのほ場で本組換

えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコシの間で統計学的有意差が認められた。初期成育



－- 27 -－ 

程度、苗立ち数及び転び型倒伏株数については、それぞれ、３カ所中１カ所のほ場で統計学的

有意差が認められたが、いずれも、参考として供試された商業栽培品種の平均値の範囲内であ

った。緑色保持度については、３カ所中１カ所のほ場で統計学的有意差認められ、参考として

供試された商業栽培品種の平均値の範囲を外れていたが、それ以外のほ場において統計学的有

意差は認められず、この差異は一貫したものではなかった。収量については、３カ所中２カ所

のほ場で統計学的有意差が認められたが、１カ所のほ場では参考として供試された商業栽培品

種の平均値の範囲内であり、もう１カ所のほ場では参考として供試された商業栽培品種の平均

値の範囲を外れていたが、本組換えトウモロコシの値は対照の非組換えトウモロコシの値より

低かった。したががって、上述した項目において認められた有意差により、本組換えトウモロ

コシの競合における─その後はミスで「優位性」と変えてください、「有意差」と書いてい

ますが─優位性が高まるとは考えにくい。 

 本組換えトウモロコシは、除草剤グリホサートによる雄性不稔を誘発するため、改変cp4  

epsps遺伝子がe35Sプロモーターとhap70イントロンの組合せによって制御されており、本組換

えトウモロコシ中の改変CP4 EPSPS蛋白質は組織特異的な発現洋式を示す。そのため、本組換

えトウモロコシの改変CP4 EPSPS蛋白質は、タペート細胞及び小胞子においては発現しないか

あるいは発現しても微量であるのに対し、栄養組織及び雌性生殖組織においては除草剤グリホ

サート耐性を付与するのに十分な量を発現している。しかし、除草剤グリホサートを散布され

ることが想定しにくい自然条件下において除草剤グリホサート耐性であることが競合における

優位性を高めるとは考えにくい。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場

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、影響を受ける

可能性のある野生動植物等の特定はされず、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。 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシは、我が国において長期間の使用経験はあるが、有

害物質の産出性は報告されていない。 

 本組換えトウモロコシ中では、栄養組織及び雌性生殖組織において除草剤グリホサートに耐

性を持つ改変CP4 EPSPS蛋白質が発現しているが、本蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似

性のある配列を有さないことが確認されている。また、改変CP4 EPSPS蛋白質は芳香族アミノ

酸を生合成するためのシキミ酸経路を触媒する酵素蛋白質であるが、本経路における律速酵素
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ではなく、EPSPS活性が増大しても、本経路の最終産物である芳香族アミノ酸の濃度が高まる

ことはないことが確認されている。実際に、本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロ

コシの有害物質の産生性（根から分泌されて他の植物及び土壌微生物へ影響を与えるもの、植

物体が有し枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の有無を鋤込み試験及び後作試験によ

り比較検討した結果、統計学的有意差は認められなかった。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場

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は、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離

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、我が国に

おける生物多様性に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。 

 ただいま、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシに

ついてご報告いただきましたが、本件につきましてご質問、ご意見等、ございましたら、どな

たからでも結構ですのでよろしくお願いいたします。 

 はい。 

○武田委員 先ほどと同じように30行目の休眠性ですね、これ、やっぱり見ていません。 

○原田座長 はい。その辺をリピートしてください。 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 はい。 

○髙木委員 １つ、ちょっと気になることをお伺いしたいんですけれども。 

 今の検討の結果の１ページ目の23行、「安定して後代に発現していることが」わかったとあ

ります。これは、その前のケースでもそうだったんです、ジカンバ耐性の場合もそうだったん
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だけど、これ大事なのは、遺伝子がトランスポーターのように動いたり変化したりしないとい

うことが大事なんじゃなかったかなという気がするんですね。発現しているというのは、どん

なDNAでもどこに動いても発現するということはあるわけで、問題はトランスポーターのよう

に動いて、ほかの遺伝子の発現等ほかに影響が出ない安定した存在状態にあるということを確

認するのが本来の趣旨じゃなかったかと思うんですけれども。 

 安定して発現しているという、そちらをこの文章でとっておられるんですね。で、実験は両

方やってるんです、サザンもやっているしウエスタンもやっているんで、実験そのものは問題

ないんだけれども。何が大事かというと、僕のイメージではDNAが動かないということが大事

なんじゃないかという。まあ、両方大事と言えば大事なんで。 

○原田座長 何かもう１語、ここにつけ加えたほうがいいという。 

○髙木委員 前は、割にサザンブロッティングで動かないということを強調しているケースが

多かったんだけど、ちょっと今日のこの２つは、発現のほうを強調というかこのサマリーのほ

うに出してきているんでちょっと気になるんですけれども。どういう感じですかね。 

○桂研究専門官 そのとおりです、おっしゃるとおりで、ここでその先ほどご指摘いただいた

１ページの23行目の点ですけれども、その22行目のところにT-DNA領域１コピーが移入されて

おり、複数世代に遺伝していますというような、それは確かめられているそのことを、その文

言をそこに入れるようにしたいと思います。 

○髙木委員 それから、前のも。 

○桂研究専門官 そうですね。大変申し訳ないです。 

○髙木委員 どっちが大事かというのは難しいんですけれども。 

○近藤委員 多分、髙木先生がおっしゃるとおりだと思いますけど。 

 蛋白質は、本当に発現しているということも大事かもしれませんが、それもここの目的はち

ょっと違うので、おっしゃるとおりと思います。 

○原田座長 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 はい。 

○桂研究専門官 先ほどジカンバのほうでご指摘いただいたのと同様に、評価書の18ページの

ほうに、やはり分離比を似たところが記載されていませんので、その文を同様につけ加えるよ

うにと。よろしいですか。 

○原田座長 何行目ですか。 
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○桂研究専門官 18ページのR0から４つ目のBC2F1から、それをセルフして分離比を調べたと。

それは19ページに書いてありますので、その文を先ほどと同じようにしたいと思います。 

○武田委員 間違いがわからない。僕も初めそうかなと思ったんですよ。 

○桂研究専門官 違うんですか。 

○武田委員 違うんですよ。 

○桂研究専門官 違いますか。 

○武田委員 さっきの議論もあったから、もう言わんでおこうかと思ったんですね。 

 別添資料の５ページ目、見てください、Figure 1。 

○原田座長 幾つですか。 

○武田委員 ５。５の５ページ目にFigure 1とありますね。これBC3F4から枝が分かれて、そ

の先端にBC2F2があるんですよ。このボールドのところが３：１になったと言っているんです。

普通の人はBC1F1から次へ行ったと思いますよね。私も最初そう思ったんですよ。だけど、こ

のFigure１が示しているところは、BC3F4の先に枝分かれがあるんですね。非常に奇妙なこと

を、実はやっているんですよ。 

○桂研究専門官 同じ名前を使っているということですか。 

○武田委員 世代名でいうと、いずれにしてもBC2F2にはなるんですよね。変でしょう、これ。

非常に変ですよね。 

○桂研究専門官 この場合で言うと、LH198のBC2F1ではないということですね。 

○武田委員 じゃないということなんですね。何でここへ持っていったのかは、ねらいはわか

らないんだけど。 

 これは、育成過程だからいろんなことをやるんでしょうね、いろんな交配してね。 

○桂研究専門官 評価書によっては、その分離比を調べたところも、きちんと枝分かれをする

と書かれているところも実際あるんですけどね。 

○浦野技術政策課課長補佐 評価書の表現を訂正しないとだめでしょう。 

○桂研究専門官 そうですね。少なくとも、19ページの７行目の後ろに「BC2F1世代を自殖す

ることで得られたBC2F2世代」というのは、18ページのものとはちょっと違いますよね。です

ので、これは正確に書かないとわからない。でも、それを書くと、どこに該当するのかという

問題がまた起こってきます。 

○武田委員 これ、かけた親がリカレントペアレントとあって、固有名詞じゃないんですよね。

だから、これ、一応目標にしていますから、同じ品種でない可能性もあるんですよ。インテグ
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レートするためにいろんなものをかけているという可能性がある。だから、そこで３：１にな

ったと、まあ、それは当該遺伝子だからいいんだろうけど、ちょっと遺伝屋さんはやらない仕

事ですね、これは。 

○原田座長 そうすると、この段階でソリューションとしては、どうしますかね。文章で書く

だけにしておくか、図示をするか、どうしますか。 

○桂研究専門官 恐らく、この別添資料５の５ページを見ますと、TI：BC2F2というのを書い

ただけでは恐らくわからないということですかね。説明を入れていただくのはどうですかね。 

○原田座長 本文の中で、別添資料にリファーすることは、あまりよくないわけですね。それ

は構わないんですか。ケース・バイ・ケースだと思いますけれども。 

 別添資料がないケース。例えば概要には一切、公表されるのは概要で、概要のほうには別添

資料がないわけですから。 

 武田先生、名案ございませんか。 

○武田委員 やっぱり玄人でなければ読めないというのはまずいですよね。普通に読んでわか

るように書かないとね。 

○原田座長 少し文章が長くなるかもわからないけれども、文章でちゃんと説明してもらいま

すか。 

 はい。じゃ、そういうソリューションにいたしましょう。 

 それでは、ほかに何かありましょうか、よろしいでしょうか。 

 では、なければまとめさせていただきましょう。 

 先ほどと同じように、申請者から提出された「除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草

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が、

評価書の記述に一部不適切な部分があるので、該当部分を修正し、その後検討会委員の確認を

受けることを条件とします」と、こういうふうにさせていただいて、ちょっとジカンバのと一

緒に各委員にファクスなりeメールで送っていただけば。それで問題がなければ、別にこの審

査のタイミングにあまり影響はないのではないかと思いますので、そういうふうにさせていた

だきます。 

 では、申請者のほうにそういうふうにお伝えください。 

 はい。 

○武田委員 ちょっと伺いたいんだけれども、これ、雄性不稔誘発をねらったケースとしては
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最初ですかね。 

○浦野技術政策課課長補佐 最初です。 

○武田委員 そうですね。これはなかなかですよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 概要の図としては、イメージとしてはこの評価書の７ページがそ

のイメージですね。結局、種子親のところにかけて、ここがイメージで、このイメージでとい

うことです。 

○武田委員 話は違うけど、これが普遍的な技術になったら画期的ですね。当然特許は取って

いると思うけれども。これ、イネでも多分使えるんじゃないかな。 

○原田座長 今、文章で改変してつけ加えてもらう部分については、私もよく読みますけれど

も、武田先生、林先生、よくチェックしてください。 

 どうもありがとうございました。ほかになければそういう処置にさせていただいて、これで

議事１は終わりました。 

 

＜生物多様性影響評価情報について＞ 

 議事２ですが、その他で、生物多様性影響評価情報の検討について、昨年10月の総合検討会

で検討することが了承されております。これまで数回にわたって部会で検討が行われて、12月

の総合検討会で検討結果の報告及び検討の方向性についても検討を行いました。 

 本日は、部会の座長である近藤先生から検討結果をご報告していただいた後に、総合検討会

の委員で検討をし、総合検討会の検討結果にしたいと思います。 

 それでは、近藤先生、よろしくお願いいたします。 

○近藤委員 それでは、資料５の説明なのですが、私が概略ご説明して、事務局のほうから詳

しくまた、さらに説明をお願いしたいと思います。 

 今、ご説明がありましたけれども、この経緯といいますか背景につきましては、この報告、

検討についての（案）の２ページ目に「はじめに」と書いております。 

 この、いわゆるカルタヘナ法が施行されましたのは、もう６年近く前の２月なんですが、そ

れから施行され、５年が昨年の２月で経過しまして、これは５年経ったら見直すというふうに

定められておりまして、昨年、環境省さんのほうで検討がなされました。 

 その報告が８月に出されております。その報告の中で、生物多様性影響評価に資する知見の

充実と最新の知見に基づく評価が重要であるということ、それから、生物多様性影響評価で必

要とされるデータについては、蓄積された知見と経験を踏まえ適宜点検することが必要という
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ふうな指摘がされております。 

 これに基づきまして、この本検討会におきましても、これまで既に100件を超す承認がなさ

れているということから、これまでの経験を踏まえて見直し作業をするということで、これは

この経過につきましては16ページに書かれておりますが、昨年の10月にこういった点検作業部

会、生物多様性影響評価情報の検討及び評価情報点検作業部会というのが設置されることが総

合検討会のほうで承認をされまして、それに基づいてこの作業部会が設定され、検討がされて

きました。 

 その15ページにその作業部会の委員の名簿が載っております。ここにありますように、総合

検討会の委員の先生、それから農作物分科会の委員の先生、全員じゃないんですが、そういっ

た先生のうち、ここに書かれておりますような先生方によってその作業部会が構成されまして、

で、16ページにありますように第１回目が10月29日、その後、合計４回部会が行われています

が、途中で総合検討会のほうで中間報告ということで、12月10日に中間報告をさせていただい

ております。 

 作業部会４回ということなんですが、途中、事務局と私や原田先生を含めて打ち合わせなど

もありますので、実質的にはもうちょっと検討しておりますが、こういった検討を経て現在の

その、それから一応まとめたものに対する総合検討会の委員の先生方のご意見も参考にして、

現在の資料５ができ上がっているという経過になっております。 

 で、検討したこと、特に先ほどもご説明があったように、これまでの経験から隔離ほ場試験

に入るまでにさまざまな情報が得られて、で、それが書かれているわけなんですが、すべてが

本当に必要なのかどうかということ。で、実際にその隔離ほ場で試験が行われるわけですから、

必ずしもあらゆることが調べられていなくてもいいのではないか。特に組み換える遺伝子であ

るとか、遺伝子の性質であるとか、あるいは作物のほうの性質によっては調べなくてもいいか

もしれない、隔離ほ場試験でやればいいのではないかという、そういうこともあるというふう

に考えまして、その仕分けといいますか、どういう情報が必要かというようなことを主に検討

をいたしました。 

 それが、この報告書の３ページ、検討内容の（１）ですね、ここが特に重要ということで、

その次の４ページ、（ａ）「隔離ほ場における栽培等」の申請時における遺伝子組換え生物等

の使用等に関する情報についてというところで、詳細に書かれております。 

 特に、ここで受容環境という言葉が出てくるんですけれども、隔離ほ場試験をやるわけです

が、その隔離ほ場及びその周辺の受容環境というものを特に重視して、それを詳細に記述して
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もらい、その中でどういう試験を行うかということを記述していただきたいということです。 

 これまで、評価書の検討の際に、必ずしもここの部分を最優先では重要視していなかったこ

ともあったかと思います。最近ではそんなことはないんですが、そういったことで、隔離ほ場

試験の場合、やはり試験計画、その試験をする場所の情報というのは非常に重要だろうという

ようなそういう考え方になっております。 

 それから、例えば、６ページの（２）のスタック系統の生物多様性影響評価の考え方なんで

すが、これについては、私たちの検討する側としては一定の基準を設けて検討していたんです

が、それについて今回はっきりと公にしようということで、この11ページの別紙２のほうに、

スタック系統の生物多様性影響評価の考え方というものを示してあります。 

 それから、もう一つ大きな点としまして、その前に（３）というのがあるんですが、これは

交雑性に関する考えですが、（４）のその他というところですが、ここは、これまで隔離ほ場

試験に入るまでに非常に詳細なデータを要求をしていたかのように思います。明文化して要求

していたわけじゃないんですが、そういった評価書がこういうふうになっていまして、非常に

詳細な結果が示されています。これは、主に外国からの外国で開発されたものの申請で、それ

は既に外国で一般のほ場等で試験、あるいは隔離ほ場も含めてのそういった野外での試験がな

されていた、その結果をもとに評価書が書かれていたわけですが、我が国での申請を考えます

と、隔離ほ場試験に入るまでにそういった詳細なしかも規模の大きな試験は組めないわけです。 

 そういった我が国での開発するようなものについて、あまりハードルが高いような形ではな

かなか隔離ほ場試験に入れないのではないかということで、隔離ほ場試験に入るときに、必ず

しも無理な詳細な試験の要求をするのはどうかということで、そういった議論がなされました。 

 ここに、具体的にどうするというふうな書かれ方はしていないんですが、この委員会ではそ

ういった十分な分子的なデータ、あるいは形態的なデータが得られていないものでも取り扱っ

ていく可能性を考えたいということを示しております。 

 ここは、一つ大きな点かと思います。 

 それから、従来のこれまでのさまざまな申請案件を少し分類をしまして、これは、一応別紙

１というところで、その分類の仕方というものが書かれているんですが、例えばトウモロコシ

のように我が国では交雑するような野生植物はいないといったようなものの考え方、それから

ダイズのように交雑可能な野生植物の存在する場合に、その必要とされる情報ですね、隔離ほ

場試験に入るまでの必要とされる情報が違うのではないかということで分類をしております。 

 しかし、ここで書かれているものは、これまでに経験をしたような植物種であったりあるい



－- 35 -－ 

は遺伝子であって、これから新しく出てくるような植物であるとか遺伝子に関して、こういう

クリアに分類することができないということもあるかと思います。とにかく、過去に経験のあ

るようなものに関しては、こういうふうな形で単純化して評価書を書いていただければという

ふうに思っております。 

 少なくとも、評価書の書き方としては幾らか単純化するのではないかというふうに考えてお

ります。こういうふうに書いたことによって、特に新しいものに関してはかえって混乱を与え

てしまうというようなことがなきにしもあらずというふうに思いますが、それは、申請時に事

務局と相談をして、負担が増えないようになるべく軽減をするという方向で書いていただけれ

ばというふうに、それが一番のこちらからの希望です。 

 大体そんなところでしょうか。 

 では、すみません、事務局のほうで補足説明をお願いいたします。 

○桂研究専門官 事務局のほうからあまり言うことはないような気もします。本当に近藤先生

から、思っていたとおりより……もう少しちょっと補足的なということでご説明させていただ

きたいと思います。構成も含めまして少し説明させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。３ページの１）のほうで、ここで一応現状といいますか、多様性

影響評価書というのは、こういうふうに申請者がつくって検討会でその妥当性が検討されてい

ますということで、その評価書がどうやって構成されているかということをここで述べていた

だいております。 

 検討内容のほうですけれども、（１）で、先ほど近藤先生のほうからもお話ありましたけれ

ども、隔離ほ場に入る前にどういう情報が必要かということを検討していただきました。 

 現状は、３ページの33行目あたりに書いているんですけれども、実際、隔離ほ場試験、一般

ほ場の使用等とそういう２種類の分類がなされていて、今、隔離ほ場試験のためにはその評価

書、で、一般使用等のためにはそれを受けた評価書というふうになっているんですけれども、

そこを比べてみると実質的にあまり差はないんではないかということが指摘されております。 

 その理由は、３ページ、４ページあたりに書かれております。 

 続きまして、具体的に中身、（a）ですけれども４ページに入ります。先ほども受容環境の

こと、近藤先生のほうからお話ありましたけれども、実際このあたりを少し強化しますという

か重視して、評価書のほうに記載していただければいいのではないかということで、基本、具

体的にということで、４ページの33行目から、隔離ほ場周辺の地形、あるいは気象条件、台風

の襲来歴とかその気象災害用の対応策、隔離ほ場の栽培履歴、ボランティア植物の監視、こう
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いう情報が今、一部入っている場合もあるんですけれども、不十分じゃないかということでこ

ういう情報を出して。現在ある情報といいますのは、ちょっと前後しますけれども、４ページ

の22行目の真ん中あたりに、隔離ほ場の位置、面積、あと周辺地図、試験計画というものが、

現在の評価書でもきちんと記載されております。 

 ですので、今後は、先ほど申しましたように、今少し不足していると思われるような情報を

まとめて記載していただければいいのではないかということで、実際どういう方法で記載すれ

ばいいのかということで、５ページの２行目のところに、隔離ほ場試験の計画書のほうにそう

いった情報をまとめて記載していただきたいと。その際、先ほど申しました項目に加えまして、

今現在、交雑性のある野生動植物等とかBtとかに影響の見られる昆虫種とか、そういう影響を

受ける可能性のある野生動植物等というのは、それぞれ評価項目のところで記載されているん

ですけれども、こういった情報もまとめてすべて受容環境ということで、隔離ほ場試験の計画

書に一目瞭然とわかるように記載していただきたいということでまとめられております。 

 続きまして、（ｂ）ですけれども、これは今現在、遺伝子組換え生物等の調製等に関する情

報といいますのは、導入遺伝子に関する情報と、あと宿主、種の相違を検討するための生態特

性、生育特性等の情報に２つに大きく分けられるんですけれども、導入遺伝子に関する情報と

いいますのは、外国の評価書とか参考にできるものを比較してみましても、やはりそこにはデ

ータも含めて記載はされております。ただ、一方、形態特性とか生育の特性というものは、調

べてみますと、日本とは違いましてデータの記載はほとんどありませんでした。それで、それ

と比較して日本の今までの評価書を見てみますと、すべて、当然なんですけれどもデータ含め

て記載されております。 

 ので、その導入遺伝子の、今振り返ってみればという話なんですけれども、導入遺伝子の特

性から、そういう導入遺伝子入れることで、そういう大きく変わることが予想できないような

ことも含めてすべて記載されているということですので、そのあたりを少し整理をしてはどう

かということで検討していただきました。 

 もう１点、先ほどありましたけれども、日本で開発されましたものに対しましては、外国で

開発されたものはもう既にそこで海外でやられている試験等があるんですけれども、我が国で

開発されたものは、その当時、野外試験はあるはずがなくて、特定網室等で収集された情報で

すので、そこでの生育条件というのは普通にほ場試験するものとはちょっと大きく栽培状況等

が違いますので、そういった点も指摘されてございます。 

 一応、そういったことから、５ページの30行目の真ん中のほうからなんですけれども、導入
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遺伝子の特性からその影響が大きく及ばないと判断されるような形態の特性や成育の特性に関

する実験・試験データの記載がなくても、生物多様性影響評価の妥当性の検討を行う上で大き

な支障は生じない場合もあると考えられる、というふうにされております。 

 それで、その結果、先ほどご紹介ありました別紙１のほう、10ページのほうなんですけれど

も、こういったカテゴリー分類ということで一応整理をしていただきました。 

 その図の下に、注）とありますけれども、ここに書かれていますように、この図というもの

は、今までに申請された遺伝子組換え農作物をもとにして作成されておりますので、今後新た

に申請されるであろう遺伝子農作物が、すべてこれに分類するもの、当てはまるものではない

と。ただ、今までのこれまでの知見とか経験をも含めて考えていただくと、最初は交雑性があ

るかないか、あるいは雑草性のあるものとの交雑性があるのかないのかで分かれまして、次に

交雑性があるという方面でありますと導入遺伝子がどう作用するかという点に注目しまして、

ひし形の中に書いてございますように、導入遺伝子による影響が、目的とした宿主の生理学的

または生態学的特性以外にも及ぶと予想されるかどうかということで、やると。 

 ここで想定されるのは、Btのように、当然目的として特性は今までにない、宿主にないそう

いう害虫抵抗性というのを付与されているんですけれども、それは、その特性だけにしか影響

を及ぼさないということが今まででわかっておりますので、そういうものはカテゴリー２のほ

うに入っていくというような流れになっております。 

 その下に、カテゴリー分類に基づいて、そういう情報等を整理していただいております。 

 一番上に書かれています「導入遺伝子により付与された特性に関する情報の必要性」といい

ますのは、これは、先ほど申しました、目的とした特性に関してについては、情報としては必

要ではないかということでございます。 

 次に、次の２段目のほうにあるものは、カテゴリー３に入るものに関して。これは、もう予

想がちょっとできないようなものになると思うんですけれども、それに関しては要るけれども、

カテゴリー１とか２に分類するようなものは必要性はないのではないかということでございま

す。 

 モニタリング措置については、これは通知のほうで規定されているんですけれども、交雑性

のあるものについては、やはり隔離ほ場試験をする際にも計画として必要ではないかというふ

うにしていただいております。 

 続きまして、６ページのほうの（２）で、スタック系統のほうですけれども、これは従来か

ら相互作用の点について注目をしてかつ重視して検討を行っております。実際のどうしていく
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かといいますのは、13行目から16行目にかけて書いていますけれども、まず、論理的考察を行

って、その上で、生物検定で意図した形質の相互作用が認められないということを判断、確認

しております。 

 それと、今回検討していただいたのは、その相互作用の有無を分子レベルで検証する方法は

どうかということを検討していただいております。 

 その結果ですけれども、20行目ぐらいにありますけれども、まず分子レベルで行うというこ

となんですけれども、現在、論理的考察あるいは生物検定からも相互作用があると判断された

ものは現在ございません。その点、あと手法として評価方法に採用できるというほどのものは

今ないという現状では、そういう分子レベルで行うというものは、現時点ではちょっと意味が

ないのではないかということであります。 

 現在やっている方法ですけれども、再検討していただいた結果、やはりここの考えでは合理

的であるということで、それを別紙２のほうに整理していただきました。11ページになります。 

 こちらは、ちょっと繰り返しになるんですけれども、まず現状としましては、承認されてい

る親を用いた場合ということで整理をされております。13行目の、１として、可能性としてス

タックすることで、親系統に見られない影響をもたらす可能性があるということで、そのため

２として、相互作用の有無を判断すると。で、その結果、３として、相互作用がないと判断さ

れた場合は親系統の情報を用いて生物多様性影響評価を行うと。４番は、相互作用がないと判

断されない場合は、親系統と、あとそのスタック系統の相互作用に関する情報を用いて、多様

性影響評価を行うというふうにまとめていただいております。 

 ６ページの（３）の交雑性に関しましても、現状も今、交雑性だけではなくて、その後の遺

伝子浸透に関する情報を含めての評価を行っていただいているということで、その方法は今後

も妥当であるというふうにまとめていただいて、それが12ページの別紙３になっております。 

 14ページのほうに、それをフローチャートで整理していただいております。 

 まず、フローチャートで見ていきますと、まず情報を集めていただいて、それが交雑可能な

野生種がまずあるかどうかというようなことを検討していただいて、なければ生物多様性影響

評価が生ずるおそれなしということです。 

 あれば、さらにその結果として遺伝子浸透の起こるかどうか、あるいは起こった場合、どの

程度の割合で起こって拡散していくかということと、あとモニタリング措置の件と、どういっ

たモニタリング措置が担保されているのかというようなことを検討していただいて、生物多様

性影響評価を行っていただくというような流れでまとめていただいております。 
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 最後に、７ページに戻りまして（４）、先ほど近藤先生のほうからもありましたけれども、

諸外国では、現在申請しているのはほとんど諸外国で開発されたものですけれども、それは実

際にもう野外試験のほうで育種過程の中で既にされているということで、それはもし我が国で

開発する場合も、当然そういうことを考える必要があるのではないかということで、今後そう

いうケース、初期世代で組換え技術を用いたものを選抜するというときの評価については、19

行目に書いてございますように、先ほどちょっと別紙１のほうで説明したような同じ内容なん

ですけれども、宿主の種類、導入遺伝子の特性、隔離ほ場の管理措置の状況等を考慮して整理

する必要がある。ただ、現状では、具体的な事例等をもとにして検討するべきであるというふ

うにまとめられております。 

 ３）は、今説明させていただいたものをまとめさせていただいたものであります。 

 ９ページに、４）で、検討結果の周知についてということで、最後、先ほど近藤座長のほう

からありましたように、混乱ないようにしっかりと周知と、その事前相談とかの対応を事務局

にするようにということでまとめられております。 

 私のほうからは以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 今、近藤先生と事務局からご説明をいただいて、評価情報の検討についてこれから先生方と

意見交換を行って、総合検討会としての意見を取りまとめたいと思います。 

 この資料５、これにつきましてご質問、ご意見等ございましたら、遠慮なくお願いしたいと

思います。 

 初めに私のほうから、ごく小さい、本当に小さいことなんですが、２点ほど。 

 今まで気がつかなかったんですが、２ページの７行目と15行目に「生物多様性影響評価総合

検討会」とちゃんと書いてあるんですけれども、何か委員のリストの上のところ、何ページで

すか、15ページの一等上のところ、「生物多様性」、その次の「影響」が抜けちゃっているん

じゃないかと思うんですけれども、入れてください。 

 それからもう１つ、さらに小さいことなんですけれども、10ページに図がございますが、こ

のYes、Noはいいとして、上のひし形のところに「交雑可能な野生種は存在するのか OR」と書

いてありますけれども、これは、「または」とか何か、ここは日本語にしておいたほうが一般

に出したときにいいんじゃないかなと思いました。 

 私のほうからはそれだけなんですけれども、何か気づかれたことございますか。 

 はい、どうぞ。 



－- 40 -－ 

○髙木委員 非常に大変な作業が行われたと思いますけれども、基本的には隔離ほ場、野外じ

ゃないと実験できないようなことを、その前の段階で要求しているというようなことがあった

のをなるべくそこのところはやめて、野外で本当の実験をやってもらいたいというその趣旨は

非常にいいと思うんですけれども。 

 受容環境という言葉出てきますよね。これ受容環境ということは、受容環境が異なれば組換

え作物の挙動も変わってくる可能性があるということを含んでいると思うんですね。というこ

とは、逆に言うと、隔離ほ場の受容環境と違うところで一般栽培をやる場合は、また注意しな

くちゃいけないということが言外に含まれているんですか。 

 要するに、隔離ほ場の受容環境と一般栽培の受容環境がもし異なれば、風の強さとか何か、

あるいは野生生物の種類とかそういうものが受容環境が違えば、隔離ほ場でやった実験が一般

栽培で役に立たなくなる可能性があるということ、そういう概念も含まれているんでしょうか。 

○近藤委員 含まれていないということはありませんが、その前に、隔離ほ場試験というのを

重視するということから、隔離ほ場試験の得られたデータの解釈をするためにも、その環境条

件はしっかりしていなければいけないと。それが、例えば風速も何もわからないような条件で

やったものを、今度また別の一般の場所で栽培するときに、そこから予測できないわけですね。 

 ですから、まず、その隔離ほ場試験の環境をしっかりしてもらうということが第一であると

いうことと、それから今おっしゃられたように、本当に全く違う環境が日本の中でもあり得る

場合には、場合によってはそれもやらなきゃいけないかなということを言外ににおわせている

というふうには思います。はっきりと書いていませんけれども。 

○髙木委員 そういう概念が、今まであまり強く出てこなかった受容環境というものを、やっ

ぱり考えに入れなくちゃいけないという概念なんですね、そのことを記載していただいて。 

○近藤委員 ただ、そこはあまり強調したくないんですね。受容環境をしっかり押さえていれ

ば、環境は違っても類推は可能というほうを重視したいとは思っています。 

○髙木委員 そうですか。 

 それから、もう一つ、スタックの考え方なんですけれども、前、私欠席するときに、原田先

生あてに小さいメモを残したことがあるんですけれども、もう大分四、五回前のあれですけれ

ども。 

 そこで、要するに最初につくる組換え作物というのは、いわゆるイベントと呼ばれるぐらい

非科学的な部分が説明できない部分がたくさんあると。要するに、トランスフォーメーション

やって再生してくる過程の中で、それで、まあイベントというような変な名前がついていると。
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何が起きるか、ある程度わからない。ところが、一回できてしまえば、それのかけ合わせとい

うのはスタックというのは、非常に科学的に追跡できるし経験も深い内容を含んでいるので、

あまり細かい検査は要らないだろうということだと思うんですね。 

 それで、ここの文章のスタックについて、形質間の相互作用の有無を判断すればいいだろう

とそういう書き方なんだけど、僕はそのメモにちょっと書いたんだけれども、非常に相同性の

高いDNAを両方のスタックの親株で使っている場合が結構あると思うんですね。プラスミドの

領域とか配列とか。そういう場合に、形質間の相互作用じゃなくて、DNA間の相互作用という

のがもしかしたら起きるかもしれない。 

 それは、割にサザンという方法を使えば簡単に検出できるんで、僕のイメージとしてはスタ

ックでもDNAの存在状態は変わらないと、子孫に変わらずに遺伝されるということぐらいは義

務づけてもいいかなという文章を差し上げたんですけれども、その辺は検討は。 

 長いDNAの中で、非常に短いDNA、ホモロガスなDNAが入っても、その中でホモロガス・リコ

ンビネーションが起きる可能性は非常に低いというのは確かだと思うんですけれども、手法が

非常に簡単ですから、サザンをやるということは。だから、それくらいのオブリゲーションは

いいかなという気がちょっとしています。それは、もし議論があったら教えてください。 

○原田座長 このワーキンググループで何かあるかな。 

○近藤委員 その話はもちろんなかったことはありません。そういう、出されていることは知

っていますので。 

 一つには、可能性が低いだろうということと、それと、確かに可能性かなりいろんなものが

あって、それをすべて検討するということは、まずできないだろうということ。今のところは、

最低限それでも相互作用がないかどうかぐらいのことは一応見るということをやっているので、

全く何もしないわけではないということでいいのではないかという、そういう考え方です。 

○髙木委員 スタックの親株同士の中にどの程度同じ配列のDNAを、ベクターなり何なりの中

で使われているかということが非常に重要ですよね。非常にかなりホモロガスな部分が長いの

が両方のスタックの親に入っていると、やっぱり少し危険性というのは出てくるのかなという

気はするんですけどね。 

○近藤委員 結果としてそれが起こって、変なことが起これば問題だけれども、仮にそれが起

こったとしても何もなければいいのではないかという考え方もしているんですけどね。 

○原田座長 片親が組換え体で、もう一方の親が普通の野生型の場合には、全くチェックしな

くていいことになっているんですよね。 
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○髙木委員 はい。その場合には、ホモロガスのDNAがないわけですよね。ところが、ベクタ

ーなんかで、こっちの親にもこっちの親にも同じようなベクター、もちろん目的とする遺伝子

は別だとしても、ベクターの配列の中に非常にホモロガスって、結構同じようなベクターを今

使いますから。そういう中でのホモロガスのリコンビネーションなんかも、あれは形質の相互

作用じゃなくてDNAの相互作用というものは割とサザンで簡単に見られるので、それぐらいは

課してもいいかなというのが、私がちょっとメモで差し上げた内容なんですけどね。 

 そういうの十分議論されて全く心配ないからそれは要らないという議論であれば、それはそ

れでいいと思うんですけど。 

○近藤委員 心配ないのではなくて、もちろん心配はあるんですけれども、一応、形質第一に

考えて、形質の面でおかしなことが起こらなければという、それが基本の考え方です。 

○林委員 ちょっとよろしいですか。近藤先生がおっしゃっているご説明に沿った線なんです

けれども。 

 髙木先生ご存じのように、国際環境バイオセーフティ学会誌という、緑のジャーナルの、約

１年ぐらい前に、ＥＣの研究グループがスタックについてものすごく長い論文を書きました。

先生おっしゃっているようなものを全部含めて、こういうものも、こういうものもとやってい

ます。 

 それで、結論的には、スタックの扱い方については、国によって幾つかの類型がある。しか

し、こうじゃなきゃならんということは言えない。それから、先生おっしゃったようなことは、

理論的には起こり得るけれども、そういうことが起きて不都合だということは今のところは起

きていない。だから、国によって扱い方を定めてそれでいいんじゃないか、大体そういう要旨

の論文があります。 

 こんな種類がスタックにあるのかなと思うほど、全部それを詳細に検討しています。その結

論は、先生おっしゃったようなことをやらなければならんという結論にならないで、Ａグルー

プはこうで、日本のグループはこうこうだというようなに、それぞれがスタックについての扱

い方を行っているので、それの考え方を、こうだからおかしいから変えろという結論にはなっ

ていません。 

○髙木委員 そうですか。大体、そのサザンなんかもやらなくても…… 

○林委員 そうです。サザンをやれという言葉は出てきていません。 

○髙木委員 ああ、そうですか。相当、スタックも経験が積まれてきているんで、大丈夫だと

いう。 
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○林委員 ＥＣでも、それは非常に、より一層神経質にやっているみたいなんです。それで、

ノルウェーとかベルギーとか、かなり神経質にやるグループによるこの論文で、こういうこと

だろうということなんで、今のところそれが一番広範囲に検討していると思われます。先生お

っしゃったようなことが将来起き得ないという保証はないんですけど。今のところは、科学的

にそういうデータがない段階で、それを先取りして義務化するということはなかなかできない

んじゃないかと思われます。 

○髙木委員 わかりました。私もですから、それだけです。 

○原田座長 もしほかにございませんようでしたら、ちょっとまとめさせていただきたいと思

います。 

 はい。 

○桂研究専門官 井出先生から、少しご指摘いただいたところなんですけれども、５ページの

８行目、９行目になお書きがあるんですけれども。 

○原田座長 はい、この前から何回か議論になっているところ。 

○桂研究専門官 ええ。今日までにご指摘いただいて、一応、事務局としてこの文にさせてい

ただいているんですけれども、実際この部分は要るのかどうかというのがあるんですが。 

○原田座長 これ、前からもうずっと、要らないんじゃないかというご意見と、あったほうが

いいんじゃないかというご意見で随分議論がありまして、最低限この２行に書いてあるぐらい

のことは書いておいたほうがいいんじゃないかということで、この前、一応私なりの結論を出

させていただいたんで。 

 井出先生のご意見は、全然要らないんじゃないかということだったんでしたっけ。 

○桂研究専門官 先ほどお話ししたところ、切ってくださいとは言われなかったんですけれど

も。こういうことはもう前提ですのでということ、以前お話あったとおりのそういう趣旨のご

意見でした。 

○原田座長 この委員の間ではあってもなくてもいいんでしょうけどもね、外に出た場合、申

請される方々のために、多少はヘルプになるんじゃないかということがあるかと思いますので、

これはほかにご意見がなければ残しておきたいと思いますので。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 いいですね、このぐらい、２行ぐらいに大分縮まったんですけれども、それがエッセンスな

んですね。この前、数行書いてありましたけれども。 

○林委員 そのことは、近藤先生もおっしゃいました、髙木先生のご質問で、受容環境とも絡
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むことなんです。このあれは、カルタヘナプロトコルではこの言葉、likely potential recei

ving environmentといって、likelyとpotentialとreceivingということで３つのハンギングの

言葉があります。ただのenvironmentじゃなくて、likelyとは具現性がある、当てずっぽうじ

ゃないです。potentialは、潜在性。receivingというのは、ただ受け取るというんじゃなく、

受け取る準備があるところで受け取るという意味。そういうようなところにおける生物多様性

に対する、相対的な安全性を考慮しなさいということです。 

 ここで言う受容環境は、受容環境を一言にして云っていますけれども、だからといって育種

でやるように、いろいろな系統適応性検定試験を全面的に、このＧＭの隔離栽培でやりなさい

という意味ではさらさらないんです。それは、ちゃんとした環境状況を明記してあれば、申請

時じゃなくて次の隔離での試験で得られたデータというものがどういう背景で得られたかの、

客観的データがあれば、今度は例えば九州とか北海道とかに対しては、その土壌がどう、温度

がどうということを比較できますから、それは今までの十分な知識や経験によってこうだとい

うことが類推できます。そういう意味でも、隔離でやるときのデータをきちんと示しなさいと

いうことです。 

 前半は隔離受け入れ、申請のため、同じデータは、後のそのreceiving environmentを考察

する場合の客観的なデータとして使えるものです。そういう意味で、receiving environment

は、何も幅広に全部考えなきゃならんという意味じゃないんです。そのことは、どこの国でも

そういう解釈です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

○近藤委員 先ほど、髙木先生からご指摘いただいた、場合によっては隔離ほ場試験を違った

環境で設定しなければいけないんじゃないかというような、そういうお話もありましたけれど

も、結局この一文の中に実はそのことも含めていて、一般使用の場合を無関係じゃないですよ

ということをどこかで言いたいという。 

○原田座長 そうですね。 

○髙木委員 そういう意味では、この文章は後がいいですね。 

○林委員 全く、そうですよね、一発やって何でもかんでもいいよという意味じゃない。そう

いう場合、いろいろ組換え体が出てくるかもしれないけれども、原則的には、隔離ほ場でやる

ということでほとんどカバーできるデータをとりなさいということです。 

 それ以外のところについては、そこの客観的なバックグラウンド・データがあれば、容易に

それは想像がつくことです。 
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○原田座長 よろしいでしょうか。 

○髙木委員 これはあれですか、アメリカあたりの隔離ほ場と一般栽培の考え方を少し取り入

れたということなんですか。 

○近藤委員 事務局が非常に詳しくいて、いろんな事例に従って。 

○髙木委員 いや、あまり詳しくは要らないんだけれども。 

○原田座長 参考に、よいですよね、このワーキンググループではそれで。 

○桂研究専門官 アメリカ等はあまり参考にしなかったんですけどね。オーストラリアとか、

あとＥＵということですかね、あと南アフリカですかね。 

○林委員 カナダもあったでしょう。 

○桂研究専門官 はい、ありましたね。 

○原田座長 もし、資料がご必要でしたら、十分に事例がまだあると思いますので。 

○髙木委員 日本は南北に長いから、気候が。北海道で隔離ほ場やったのを九州で一般栽培や

るとかそういうような場合には、結構影響が出やすい国かなということはそうですけれども。 

○桂研究専門官 オーストラリアとかそういうのをすごく気にしているように感じました。 

○原田座長 よろしいですかね。ありがとうございました。 

 このようにまとめさせていただきたいと思います。 

 評価情報の検討結果については、総合検討会として検討の結果、この案で総合検討会の検討

結果としてまいりたいと思います。 

 そういうことで、この（案）というのがついていますけれども、これは総合検討会としての

正式の意見というふうにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それから、この資料をどういうふうに今後取り扱いしていくかということを、事務局からお

願いしたいと思いますが。 

 どなたが……はい。 

○浦野技術政策課課長補佐 評価情報のご検討につきまして、今回、総合検討会といたしまし

て取りまとめ、大変ありがとうございました。 

 事務局といたしまして、この検討結果は、総合検討会の先生方が評価書の妥当性を効率的に

検討していく上で、評価に必要な情報につきましてご専門的なお立場から取りまとめられたも

のと認識しております。 

 今後、この検討結果に基づきまして、当省及び環境省では、当面申請者の方々と意見交換を

しながら、試行的にこの検討結果を申請者の方々が作成する評価書に反映をさせてまいりたい
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と思います。 

 なお、報告書の中でも述べられておりますが、申請者への検討結果の周知を図る観点から、

農林水産省、当省といたしましては、申請者の皆様方と意見交換をしながら試行的に行ってい

くため、関係者の方々を対象といたしました説明会を開催しながらご意見をお聞きしていきた

いと考えております。 

 また、時期についてはまだ未定でございますが、当省及び環境省といたしましては、試行的

に本検討結果を申請者が作成します評価書に反映させるのに当たりまして、国民の皆様からの

意見募集を行いたいというように考えております。 

 以上でございます。 

 

○原田座長 ありがとうございました。では、よろしくお願いいたします。 

 それで、その他ですけど、事務局から何か報告事項等。 

○浦野技術政策課課長補佐 次回の総合検討会につきましては、３月24日の水曜日を予定して

おりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○原田座長 原則として、いつものように午後１時半からというようなことになりますでしょ

うね。通知をそのうちいただけるのだと思いますけれども。 

 では、皆さん、ノートされてください。 

 本日の議事全般について何かございましたら。特によろしいでしょうか。 

 もしないようでしたら、これで私の役目は終わったと思いますので、事務局にお返しいたし

ます。 

 

＜閉会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 本日はご熱心なご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たいと思います。あ

りがとうございました。 

以上 

 


