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午後 １時３０分 開会 

○作田技術安全室長 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いたします。 

 本日はご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す。 

 本日は嶋田委員、それから矢木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。 

 なお、当方事務局のほうで10月１日付で人事異動がございましたので、ご紹介させていただ

きます。消費・安全局のほうでございますが、諏訪部補佐にかわりまして二階堂補佐。 

○二階堂農産安全管理課課長補佐 二階堂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○作田技術安全室長 それから、加藤補佐の後任といたしまして吉尾補佐です。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 吉尾と申します。よろしくお願いいたします。 

○作田技術安全室長 こういう体制でございます。またぜひよろしくお願いいたします。 

 まず、最初に本日ご討議いただきます資料の確認をさせていただきたいと思います。本日は

関連資料が全部で５件ございます。資料につきましては、資料１として第一種規程の承認に係

る申請案件の審査状況、これは配付資料一覧にございますが、それから資料２から資料６まで

が農作物分科会における検討の結果及び申請書等の概要、それぞれの申請書でございます。そ

れに加えまして、参考資料１、参考資料２といたしまして、これまでの案件の一覧表がついて

ございます。もしないものがございましたら、途中でも結構でございます。事務局まで申し出

ていただければというふうに思います。 

 また、本日は公開ということで傍聴の方に申し上げますが、傍聴される方への留意事項を事

前にお読みいただいていると思いますが、携帯電話の電源等はぜひよろしくご確認をいただき

たいと思います。 

 それでは、この後の議事進行につきましては、近藤座長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○近藤座長 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

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

検討となっております。既に農作物分科会で専門的な見地からの検討が終了しております。本

日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を佐藤委員からご報告いただき、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
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局からご説明いただきます。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

約した後に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。 

○作田技術安全室長 それでは、まずこの資料１をご覧いただきたいと思います。先ほど申し

上げましたとおり、本日５件の案件がございます。 

 まず、１件目、２件目といたしまして、青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーシ

ョン、これにつきまして隔離ほ場の申請でございます。農作物分科会におきましては、今年の

７月29日及び９月24日に検討を行っている案件でございます。 

 ３件目といたしまして、高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤及びグリ

ホサート耐性ダイズ、こちらは一般使用についてでございますが、これまで農作物分科会で

2009年12月10日、これが最初の検討でございまして、それから2010年、今年に入りまして７月

29日と９月24日を検討、全部で３回の検討を行ってございます。 

 また、４番目の案件といたしまして、チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及び

グリホサート耐性トウモロコシでございます。こちらにつきましても一般の使用でございまし

て、これまでの農作物分科会では本年７月29日及び９月24日に検討をやってございます。 

 最後、５件目といたしまして、アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシでご

ざいます。こちらも一般使用でございまして、本年８月４日及び９月24日に農作物分科会で検

討を行いました案件でございます。 

 本日は以上５件でございます。よろしくお願いします。 

○近藤座長 それでは、まず青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション、25958

と26407の２件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佐藤委員より資料２及び資料３に基づきご報

告をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○佐藤委員 それでは、この２件の結果に関しましてご報告いたします。 

 資料２－１をご覧いただきたいと思います。 

 初めに、この１件目に関して報告をさせていただきます。 

 名称、青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション（F3´5´H，DFR，dsDFR，

surB，Dianthus caryophyllus L.）（25958，OECD-UI:IFD-25958-3）。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、サントリ

ーホールディングス株式会社。 
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 農作分科会は、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カーネーション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。 

 本組換えカーネーションは、大腸菌及びアグロバクテリウム由来の合成プラスミドpWTT2132

をもとに構築されたpCGP3366を用いて、アグロバクテリウム法により作出されており、移入さ

れた核酸のうちDFR遺伝子（ジヒドロフラボノール４－還元酵素遺伝子）及びsurB遺伝子（ア

セト乳酸合成酵素遺伝子）が本組換えカーネーションのゲノム中に少なくとも１コピーずつ移

入されていることがサザンブロット分析の結果から示されている。 

 移入されたF3´5´H遺伝子及びDFR遺伝子の花弁における発現及びdsDFR遺伝子による本組換

えカーネーションに内在するDFR遺伝子の花弁における発現抑制については、それぞれノーザ

ンブロット解析により確認されている。なお、移入されたsurB遺伝子の発現は、除草剤クロロ

スルフロンを添加した培地での本組換えカーネーションの組織培養により確認されている。 

 また、本組換えカーネーションはすべて栄養増殖によって繁殖しており、形質転換体当代し

か存在しないため、複数世代における伝達の安定性については解析されていないが、本組換え

カーネーションはオーストラリアの特定網室で４年間栽培しており、この間栄養繁殖を繰り返

してきたが、これまでに異なる花色を示した事例はない。このことから移入された核酸は本組

換えカーネーション中で安定して存在していると考えられた。 

 ２、生物多様性影響評価の結果について。 

 ア、競合における優位性。 

 カーネーションの園芸種は、我が国においても長期間使用等の歴史があるが、これまでに我

が国を含めて園芸種が逸出して自然条件下で生育している例は報告されていない。 

 競合における優位性に係る諸形質（茎の長さ等の生育特性及び生殖・繁殖特性）について、

非組換えカーネーション及び本組換えカーネーション間における相違を調査した。生育特性に

ついては、花の直径及び葯長、葯幅において統計学的有意差が認められ、本組換えカーネーシ

ョンの花の直径は、非組換えカーネーションより小さく、葯長、葯幅は非組換えカーネーショ

ンより短くなった。しかし、いずれの差異もカーネーションの種の範囲を逸脱するほど大きく

はないことから、これらの相違が隔離ほ場周辺の野生植物の生育に関わるような重大な形質で

あるとは考えにくい。なお、栄養繁殖で増殖を繰り返した場合、本組換えカーネーションに導

入された遺伝子は安定して伝達されているが、非組換えカーネーションと同程度の自然突然変
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異は生じるものと考えられた。また、生殖・繁殖特性については、健全な葯が存在する頻度、

花粉の充実程度、花粉の発芽程度及び花粉の大きさで統計学的有意差が認められたが、①健全

な葯の数が非組換えカーネーションより少ないこと、②花粉の充実程度が非組換えカーネーシ

ョンより低いこと、③花粉は非組換えカーネーションより大きいが、花粉の外観に相違はなく、

発芽率は非組換えカーネーションより低いこと、④日本の自然条件下において、園芸種と日本

に自生する近縁野生種が交雑した事例は報告されていないことから、これらの相違が隔離ほ場

周辺の野生植物の生育に関わるような重大な形質であるとは考えにくい。 

 本組換えカーネーションは導入遺伝子の発現の結果、花弁においてデルフィニジン及びミリ

セチンを生成しているため、これらの生産とそれに伴う花色の変化により訪花昆虫相が変化す

る可能性が考えられた。しかし、カーネーションでは訪花昆虫はほとんど認められないことか

ら、本組換えカーネーションを隔離ほ場で栽培することにより周辺の生物多様性に影響を与え

るような訪花昆虫相の変化が起こる可能性は極めて低いと考えられた。なお、これまでに本組

換えカーネーションと同様に花弁においてデルフィニジン及びミリセチンを生成している青紫

色カーネーション６品種について隔離ほ場にて訪花昆虫相の調査を行ったが、いずれの品種に

おいても訪花昆虫はほとんど認められず、花色の変化が訪花昆虫の数や種類に影響を及ぼすこ

とはなかった。 

 さらに、本組換えカーネーションはクロロスルフロン耐性を獲得しているが、これを有効成

分とする農薬は農地でのみ使用され、自然環境下では使用されていないため、この形質は競合

による優位な形質であるとは考えにくい。 

 以上より、本組換えカーネーションは、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に影響

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。 

 イ、有害物質の産生性。 

 カーネーションの園芸種は、我が国においても長期間使用されてきたが、我が国を含め、カ

ーネーションの園芸種が、野生動植物等への有害物質を産出するとは報告されていない。 

 本組換えカーネーションの有害物質の産出性（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）について調査し

た。その結果、鋤込み試験及び後作試験においてレタス種子の発芽に対する影響を調べたとこ

ろ、実生の新鮮重について非組換えカーネーション及び本組換えカーネーションの間に統計学
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的有意差が認められず、発芽率については、鋤き込み試験では同程度であり、後作試験では本

組換えカーネーションのほうが非組換えカーネーションよりやや高い傾向にあった。土壌微生

物相試験を行ったところ、真菌、細菌及び放線菌数について非組換えカーネーション及び本組

換えカーネーション間に統計学的有意差は認められなかった。 

 本組換えカーネーションは、導入した遺伝子によってデルフィニジン、ミリセチン、ジヒド

ロケルセチンなどを産生しているが、これらは青みを帯びたパンジーやペチュニアの花弁にも

含まれるものであり、他の野生動植物等への有害性を有するとは報告されていない。 

 さらに、本組換えカーネーションが産生するALS、DFR、F3´5´Hは、アミノ酸配列の相同性

検索の結果、既知のアレルゲンと構造的に類似性のある配列を持たないことが確認されている。 

 以上より、本組換えカーネーションは、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、有害物質の産出性に起因する生物多様性に影響が

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。 

 ウ、交雑性。 

 一部の限られたカーネーションの園芸種は、ナデシコ属の近縁野生種と交雑可能であること

から、日本で自生しているエゾカワラナデシコ、ヒメハマナデシコ、ハマナデシコ、シナノナ

デシコの４種と、カワラナデシコ、タカネナデシコの２変種について影響を受ける可能性のあ

る野生植物として特定し、本組換えカーネーションとこれら近縁野生種が交雑する可能性につ

いて、花粉の特性、交雑率、虫媒、風媒の観点から評価した。 

 （１）花粉の特性。 

 カーネーションの園芸種の花粉は、極めて少ないかあるいは全く生産されず、花粉が存在す

る場合であっても、その稔性は低い。さらに花粉の寿命は１～２日と短く、３日目には完全に

発芽能を失う。 

 非組換えカーネーション及び本組換えカーネーションの花粉の存在と充実程度、発芽率につ

いて調べた。その結果、両者で花粉の存在及び稔性が認められた。さらに、健全な葯が存在す

る頻度、花粉の充実程度、花粉の発芽程度及び花粉の大きさにおいて、両者間で統計学的有意

差が認められた。 

 しかしながら、①両者ともに花粉の生産量は少ないこと。②本組換えカーネーションに存在

する健全な葯の数が少ないこと。③本組換えカーネーションの花粉の充実程度が非組換えカー

ネーションより低いこと。④本組換えカーネーションの花粉は非組換えカーネーションより大
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きいが、花粉の外観に相違はなく、花粉の発芽率は非組換えカーネーションより低いこと。⑤

自然環境下において園芸種と日本に自生する近縁野生種が交雑した事例は報告されていないこ

とから、自然環境下における本組換えカーネーションの交雑の可能性は低いと考えられた。 

 （２）交雑率。 

 本組換えカーネーション及び非組換えカーネーションと野生種との人工交配を行った。その

結果、ともに種子を形成したが、交雑率は低く、得られた種子もほとんど発芽しなかったこと

から、本組換えカーネーション及び非組換えカーネーションと野生種との雑種が得られる可能

性は低いと考えられた。さらに、自然環境下において園芸種と日本に自生する近縁野生種が交

雑した事例は報告されていないことから、自然環境下における本組換えカーネーションの交雑

の可能性はほとんどないと考えられた。 

 （３）虫媒による交雑の可能性。 

 ナデシコ属の野生種は、蜜腺が花の最下部にあるものの、吻の長い（2.5cm以上）昆虫は蜜

腺に届くため、蝶などがナデシコ属の花を訪れることが知られているが、カーネーションの園

芸種については、花弁の端から蜜腺までの距離が長いため、蝶や蛾でも蜜を吸うことはできず、

他の種類の訪花昆虫もほとんど認められない。本組換えカーネーションの花の形状などの特性

は、園芸種と同様であるため、昆虫によって本組換えカーネーションが野生種に運ばれ交雑す

ることはほとんどないと考えられた。 

（４）風媒による交雑の可能性。 

 カーネーションの園芸種では、葯は、花弁の中に埋もれており、花粉は極めて少なく、さら

に粘性が高いため、風媒によって花粉が飛散する可能性は非常に低い。本組換えカーネーショ

ンも園芸種と同様で葯は花弁に埋もれていることから、花粉が飛散する可能性は低い。オラン

ダでは、園芸種の栽培が盛んであるにも関わらず、空中に園芸種の花粉は検出されなかったと

報告されている。また、隔離ほ場周辺（隔離ほ場の周囲10ｍの範囲内）には、交雑する可能性

があるナデシコ属の近縁野生種の自生は認められなかった。 

 以上より、本組換えカーネーションは、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。 

 ３、農作物分科会の結論。 

 以上より、本組換えカーネーションは、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
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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。 

 続けてもう一件。資料３－１ですが、検討結果を報告します。 

 名称、青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション（F3´5´H，Cyt b5，surB，

Dianthus caryophyllus L.）（26407，OECD UI:IFD-26407-2）。第一種使用等の内容は隔離ほ

場等における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為です。申請者はサントリ

ーホールディングス株式会社です。 

 以下、同様な部分が多いので、その前の２－１と違う部分のみをご説明いたします。 

 まず１番目、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性に関してです。ここ、読んだほ

うがいいかもしれないですね。 

 本組換えカーネーションは、大腸菌及びアグロバクテリウム由来の合成プラスミドの

pWTT2132をもとに構築されたpCGP2355を用いて、アグロバクテリウム法により作出されており、

移入された核酸のうちF3´5´Ｈ遺伝子（フラボノイド3'，5'水酸化酵素遺伝子）及びsurB遺

伝子（アセト乳酸合成酵素遺伝子）が本組換えカーネーションのゲノム中に少なくとも１コピ

ーずつ移入されていることがサザンブロット分析の結果から示されています。 

 移入されたF3´5´H遺伝子及びチトクロームb5遺伝子、チトクロームb5cDNAの花弁における

発現については、それぞれノーザンブロット解析により確認されている。なお、移入された

surB遺伝子の発現は、除草剤クロロスルフロンを添加した培地で本組換えカーネーションの組

織培養により確認されている。 

 以下は同じで、２番目の生物多様性影響評価の結果についてのア、競合における優位性のと

ころで、競合における優位性に係る諸形質（茎の長さ等の生育特性及び生殖・繁殖特性）につ

いて、非組換えカーネーション及び本組換えカーネーション間における相違を調査した。生育

特性については、茎の長さ及び花弁の数について統計学的有意差が認められ、本組換えカーネ

ーションの茎の長さは非組換えカーネーションよりも短く、花弁の数は非組換えカーネーショ

ンより少なくなった。しかし、いずれの差異もカーネーションの種の範囲を逸脱するほど大き

くはなかったことから、これらの相違が隔離ほ場周辺の野生植物の生育に関わるような重大な

形質であるとは考えにくいということです。 

 それからあと、少し下のところで、また、生殖・繁殖特性については、健全な葯が存在する

頻度、花粉の充実程度及び花粉の大きさで統計学的有意差が認められた。以下は同じです。 

 それから、少し下にいきまして、イの有害物質の産生性のところで、本組換えカーネーショ
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ンの有害物質の産出性について調査した。その結果、鋤込み試験及び後作試験においてレタス

種子の発芽に対する影響を調べたところ、実生の新鮮重について非組換えカーネーション及び

本組換えカーネーションの間に統計学的有意差が認められ、鋤き込み試験、後先試験とも、組

換え試験区の実生の新鮮重は宿主試験区の実生の新鮮重より重かった。以下は同じです。 

 それから、次の段で、さらに、本組換えカーネーションが産生するALS、Cytb5、F3´5´Hは、

アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のアレルゲンと構造的に類似性のある配列を持たない

ことが確認されているということです。 

 それから、ウの交雑性の中で、（１）花粉の特性の中の④ですね。本組換えカーネーション

の花粉は非組換えカーネーションより大きいが、花粉の外観に相違はなく、花粉の発芽率はと

もに低いということです。あとは同じです。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございました。ただいま青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カー

ネーション２件についてご報告をいただきましたけれども、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。なお、総合検討会において内容が適正と判断された場合には、佐

藤農作物分科会座長から報告いただきました分科会の検討結果、今の資料２－１と資料３－１

ですが、これらのうちの２の生物多様性影響評価の結果及び３、検討会の結論については、学

識経験者の意見として取りまとめ、大臣あてに報告をしたいと思っております。 

 それでは、どなたからでも結構です。いかがでしょうか。 

○井出委員 ちょっと内容ですけれども、間違いだと思われるところが両方の評価書のこの簡

易版の資料２－２の13ページですけれども、図の引用ページがもとの評価書のページのままに

なっているので、修正をお願いしたい。13ページの３行目、４行目、８行目、10行目ですか。

ｐ．12とかありますけれども、これでいくと14と15ページになっているので、もう一方の３－

２も同じようになって修正を。 

○近藤座長 なかなか気づかないところです。ありがとうございます。ほかにはいかがでしょ

うか。 

○武田委員 教えてほしいんですけれども、この場合、除草剤クロロスルフロン耐性という特

性は、これカーネーションを栽培するために除草剤耐性として意識的に、積極的に入れたのか、

あるいは単なる選抜マーカーとして入っているだけなのか、その辺はどうなんですか。本質と

は関係ないんですけれども、何か施設園芸で除草剤を使うというのもあまりなじまない感じな

ので、教えてください。 
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○佐藤委員 多分選抜が主な目的だと思います。栽培のときに使わないと思うんですけれども、

みんな温室で育っているので。 

○武田委員 意識的に導入したのではなくて、この遺伝子も発現しているということで、こう

書いてあるということですか。 

○佐藤委員 だと思います。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 ちょっと１つ気になる点があるんですが、評価書の中に項目として生育初期にお

ける低温または高温耐性という項目があるのはご存じだと思いますけれども、これがどうして

も必要かどうかということについては、私は実は疑問を持っていますけれども、それはそれと

して、評価書の23ページをご覧いただくと、評価していないんですね。どうして評価していな

いかというと、これ種でなくて挿し芽だから評価しなかったという書き方になっています。23

ページですね。オリジナルの。これは種子に由来するかどうかというのは別に関係ないので、

生育初期に低温または高温に耐性があるかないかという話だと思うんですね。特にイモなんて

いうのはみんな該当してくるわけで、何かこの場合は挿し芽だから評価していないというのは、

多分何か勘違いじゃないかなというふうに私は思ったんですけれども。ただ、このことにおい

て不適合とは申し上げませんが、今後のこともあるので、こういう栄養繁殖のものも生殖にお

ける低温または高温耐性というのは十分評価できるというふうに思いますので、その点はコメ

ントしておきたいと思います。 

○近藤座長 特に評価書を修正することではないということでしょうか。それとも…… 

○武田委員 修正する必要はないと思いますけれども、今後のことがありますので、検討会と

しては指摘をしておきたいと思います。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

○中川原委員 ちょっと細かいですけれども、この資料としては、概要というのは、これは公

に出ていく書類ですよね。ということは、これが一つ、この概要というものはこれで一つ完結

しなくちゃいけないわけですね。そこで、ちょっと読んでいて気になったのは、この概要に関

しては括弧してずっと別添資料何ぼと書いてあるんですよね、ずっと。別添資料がないわけで

すよね、この概要書だけで独立するということは。だから、ほかの今日の審査のところを見ま

すと、完結するような書き方をしてあるところもありますので、これで妥当なのかどうかとい

うのをちょっと伺っておこうかなと思いました。 

○近藤座長 どうなんでしょうか。確かにこれだけで見ると別添資料がないのに別添がついた
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らおかしいということもありますけれども、これ以外にも資料があるんだということを言って

いると。 

○中川原委員 そう受け取ってもいいんですよね。 

○近藤座長 一応完結しているけれども、詳しいことは実は別にあるんだと言っている、それ

を全部引用するのは大変だというような理解もできますよね。今まであまり議論していなかっ

たと思います。 

○中川原委員 これで読んでいても、ああ、ほかに資料があるんだな。それは公にはなってい

ないんだなということはこれで読めばわかるんですよね。ほかのところは社外秘につき何とか

というふうに書いてありますね。ですから、その辺がどちらでもいいんだろうと、すみません、

細かいです。 

○近藤座長 概要書の書き方の問題ですね。 

○武田委員 そういう意味で言うと、似たようなことを感じたんですけれども、今回たまたま

５件も並んだということで、横並びで見てみますと、あるものは２ページ弱で終わっているも

のもあれば、カーネーションの場合は４ページまであるんですね。結局スタックみたいなもの

だったら前にも言っているから簡略でいいと。カーネーションというのはめったに登場しない

からディテールに書いているというふうに解釈できんこともないんですけれども、やっぱりこ

のカーネーションは非常にディテールまで書いていますね、読みますと。だから、ある程度そ

の辺の成層は統一しておかないと具合が悪いんじゃないかなというふうに横に並べて読む立場

からすると気になった点ではあります。これは分科会のほうにお願いすることかもしれないん

ですけれども、ある程度成層のレベルはそろえたほうがいいんじゃないかというふうに感じて

読んでおりました。 

○近藤座長 以前にも少し長いので、全体的に短くしたほうがいいのではないか、原田座長の

ころにもあったかと思います。事務局のメンバーが変わったりとか、それから多分担当してい

る人が全く同じ人じゃないということもあってこうなっているんだと思いますけれども、確か

におっしゃられるとおりだと思います。我々分科会で見るときは、ここはおかしいとか間違え

ているということまでしかいけなくて、なかなかそこまで注意が回っていなかったんですけれ

ども、その点、分科会で注意して見ていきたいと思います。 

 ほかにいかがですか。 

○井出委員 すごく細かいことなんですけれども、評価書の19ページのアグロバクテリウムの

残存性のこの書き振りなんですけれども、残存の有無を確認したと。しかし、アグロバクテリ
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ウムと思われるコロニーは観察されなかったというのはどういう意味なのか。思われるという

のはどういうことなんでしょうかね。これは非常に主観的な判断で、客観性に乏しい書き方だ

なということで、なかったならなかったと書くべきだし、怪しいのがあったのかもしれないと

いうふうにも思えるし、どうもこの書き方は簡略版のほうにも同じ書き方がしてあるんですけ

れども、もう少し厳密な書き方をしてもらわないと、ではほかのコロニーは一体何だったんだ

という話にもなりかねないので、その辺はちょっと気持ちが悪いですね。 

○近藤座長 この点は割と大事な問題なので、それに対してはもう一度検討していただいて、

修正なりしていただいたほうがいいんじゃないかと思うんですけれどもね。 

○佐藤委員 通常ですと、この選択培地で生えてくるかこないかというのを見ているんですけ

れども、確かにそうですね。 

○井出委員 多分ほかのものが出てきちゃったということだろうと思うんですけれども、出て

きていいのかということもありますし。 

○佐藤委員 コロニーの形態が何かで判断したということなのかもしれないので、ちょっと。 

○近藤座長 問題にならないんだろうと思うんですけれども、少なくとも評価書の書き方とし

てはまずいですよね。これは誤解も与えますし。特に問題がないということであれば、このま

までいい、このままというのはこの申請案件はいいと思うんですが、書き方だけは少なくとも

修正していただく必要があるんじゃないかと思いますけれども、もちろん問題があるようでし

たらこの申請自体がちょっと問題になりますけれども。 

○佐藤委員 アグロバクテリウムのコロニーとかというふうに決めないといけないということ

ですよね。 

○近藤座長 こういうふうに書いた意味がもう一つわからないので、例えばほかにも何かコロ

ニーがあったのならばそれも書いていただくとか、アグロバクテリウムじゃないというふうに

判断したのはなぜかとか、そういうことも必要じゃないかと思うんですね。 

 ほかにいかがでしょうか。何かコメントはありますか。 

○桂研究専門官 先ほどの武田委員からの生育初期のことなんですけれども、低温、高温の。

通知に出ているもの、６番です。６番の11ページです。11ページに別表第２ということで、そ

の前段階でこういう情報を集めなさいというふうに示されているんですけれども、その情報の

収集の方法ということでここに記載されているんですけれども、それの下から２つのところに

最初に種子をと書いているので、多分これでこういう書き方にしているのかなと。 

○近藤座長 場所がわからない。資料６の。 
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○桂研究専門官 ⑥の11ページに別表第２。15ページですか。 

○武田委員 別表２は12ページです。 

○桂研究専門官 すみません、12ページです。下から２つ目の右の欄ですね。 

○武田委員 なるほど。種子と限定しているんですね。種子繁殖しないものはどうするんです

か。 

○桂研究専門官 おっしゃるとおりなんですけれども、恐らくこういうことがあったので申請

者のほうは多分…… 

○武田委員 できないと。種子がないからね。 

○桂研究専門官 恐らくそういう理解をしたと。 

○武田委員 イモ類なんてほとんどそうなっちゃうんだね。ごめんなさい、私、ここは見てい

なかったので。 

○桂研究専門官 たしか申請者もそういうふうに言っていたなというのをちょっとふっと思い

出しまして。 

○近藤座長 何かそれでいいのかどうかは疑問に思いますが、こう書いてあるので仕方ないで

すね。 

○桂研究専門官 それで、ただやっぱり隔離ほ場でも特にそれをするようにはしていないんで

す。武田委員の指摘はごもっともなんですけれども。 

○武田委員 むしろ熱帯作物なんかになれば栄養繁殖するもののほうが圧倒的に多いような感

じもあるし。これは日本の農学だからね。わかりましたけれども、これを直すというわけには

いかないんでしょうね。そうか、これに従っているわけか。わかりました。ありがとうござい

ました。 

○佐藤委員 下の成体の越冬性は再生じゃないと読めないですかね。 

○近藤座長 ただ、いずれこれを改定するという機会がある場合には今の点も１つの候補とし

てどこかに起こしておいたほうがいいかもしれませんね。 

○武田委員 そうですね。ぜひお考えいただきたいですね。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○桂研究専門官 検討の結果を見ていまして、有害物質の産生性のところの本文、資料２－１

ですと37行目にそこではちょっと有害物質の生産性になっていまして、ちょっと…… 

○佐藤委員 産生性ですね。 

○桂研究専門官 すみません、ちょっとこちらでもう少しあるかもしれないので、しっかり見
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直しまして修正をしたいと考えています。 

 それとあと、（１）も…… 

○中川原委員 11行目の話ですか。 

○桂研究専門官 そうです、３ページの。それとあと、（１）も有害物質の後につけるのかも

しれないので、ちょっとその辺、修正をして整理したいと思います。申し訳ありませんでした。 

○近藤座長 細かいことでちょっと気になる点は少しあったようですが、日本語として。いい

ですかね、科学的な問題ではないので。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 武田委員のほうから先ほどご質問のあったこの除草剤ですけれど

も、これは一応組換え体の選抜にはこの除草剤を含むものについて選抜を行ったというように

書かれております。 

○武田委員 そうですね。選抜マーカーとしては使っていると。それがカーネーションの畑で

どういう意味を持つのかというと、多分あまり意味はないんです。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、総合検討会としての意見を取りまとめたいと思います。申請者から提出された青

紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーションについて、第一種使用規定に従って使用

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、総合

検討会委員の確認を受けることを条件としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、そういうことにいたしますので、事務局から申請者に対してこの旨、連絡願います。

先ほどの点につきましては、確認をしていただいて適正な修正をお願いしたいと思います。 

 それでは、次の案件に移りたいと思います。次に、高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳

酸合成酵素阻害剤およびグリホサート耐性ダイズ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佐藤委員より資料４に基づき、ご報告をお願

いいたします。 

○佐藤委員 資料４－１をご覧ください。検討の結果です。 

 名称、高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤及びグリホサート耐性ダイ

ズ（gm-fad2-1，gm-hra，cp4 epsps，Glycine max（L.）Merr.）（305423×40-3-2，OECD 

UI:DP-305423-1×MON-04032-6）。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に付随する行為。申請者、デュポン株式会社。 
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 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種

使用規程に従って本スタック系統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、本スタック系統ダイズは、高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤

耐性ダイズ（DP-305423-1）と除草剤グリホサート耐性ダイズ（MON-04032-6）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、本スタ

ック系統ダイズ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。 

 導入遺伝子（gm-fac2-1遺伝子、gm-hra遺伝子、cp4 epsps遺伝子）が関与する代謝経路は互

いに独立しており、GM-HRA蛋白質及びCP4 EPSPS蛋白質の基質及び作用も異なるため、予期し

ない代謝物が生じることは考え難い。 

 実際に生物検定を行った結果、本スタック系統ダイズの主要脂肪酸組成、除草剤アセト乳酸

合成酵素阻害剤耐性およびグリホサート耐性はそれぞれの親系統と同程度であることから、各

親系統由来である上記の蛋白質が本スタック系統ダイズの植物体内において相互に影響する可

能性は低く、親系統が有する形質を併せ持つ以外に評価すべき形質の変化はないと考えられた。 

 ２、生物多様性影響評価の結果について。 

 ア、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、我が国おいて長期にわたり栽培されているが、自生化

しているとの報告はなされていない。 

 本スタック系統ダイズの親系統DP-305423-1及びMON-04032-6を用いた隔離ほ場試験において、

競合における優位性について調査した結果、全ての項目で親系統と対照品種との間に差異ある

いは統計学的有意差は認められなかった。 

 本スタック系統ダイズでは、gm-fad2-1遺伝子により、種子中のオレイン酸含有率が75％程

度まで増加しているが、オレイン酸が発芽時におけるエネルギー供給等に特に影響を及ぼして

いるとの報告はない。 

 また、本スタック系統ダイズには、gm-hra遺伝子及びcp4 epsps遺伝子により除草剤アセト

乳酸合成酵素阻害剤及び除草剤グリホサートに対する耐性が付与されているが、通常これら除

草剤が散布されることがない自然環境下では、本スタック系統ダイズの競合における優位性が

高まるとは考え難い。 
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 以上より、本スタック系統ダイズに関して、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。 

 イ、有害物質の産生性。 

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

告はない。 

 本スタック系統ダイズに産生されるGM-HRA蛋白質及びCP4 EPSPS蛋白質については有害物質

であるとの報告はなく、既知アレルゲンとの相同性も認められていない。本スタック系統ダイ

ズの親系統DP-305423-1では、意図したオレイン酸含有率の増加以外に、種子中のヘプタデカ

ン酸、ヘプタデセン酸及び葉中のロイシンにおいて、非組換えダイズに比べ統計学的有意な増

加が認められたが、これら脂肪酸及びロイシンは多くの動植物種にも含まれ、有害物質である

という報告はない。 

 また、我が国の隔離ほ場において、親系統DP-305423-1及びMON-04032-6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）に関する試験として、後作試験、鋤込み試験および土壌微生物

相試験を行った結果、親系統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。 

 以上より、本スタック系統ダイズに関して、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。 

 ウ、交雑性。 

 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人為的な交雑を行った雑種の生育には特に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。 

 また、ツルマメは全国に分布し、河原や土手、畑の周辺や果樹園等に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、
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人為的に開花期を一致させて交互に株間50cmの隣接栽培を行った場合でも、交雑率は0.73％で

あるこ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子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。④親

系統（DP-305423-1）と隣接して栽培した非組換えダイズとの交雑率を調査した結果、我が国

の隔離ほ場試験においては、非組換えダイズとの交雑は認められなかった。また、米国におけ

る調査では、これまでに知られているダイズ間の他殖率（３％以下）を超えるものではなかっ

た。 

 さらに、我が国の隔離ほ場において、親系統DP-305423-1及びMON-04032-6の生殖に関わる形

質（花粉の稔性及びサイズ、種子の生産性）を調査した結果、親系統と非組換えダイズとの間

に差異は認められなかった。 

 これらのことから、親系統DP-305423-1及びMON-04032-6とツルマメとの交雑性は、従来のダ

イズとツルマメ同様に低いと考えられ、本スタック系統ダイズがツルマメと雑種を生ずる可能

性も同様に低いと考えられた。 

 仮に、本スタック系統ダイズとツルマメが交雑した場合、その雑種はgm-fad2-1遺伝子、gm-

hra遺伝子及びcp4 epsps遺伝子により、オレイン酸高含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻

害剤及びグリホサート耐性形質を有すると考えられるが、上記２のアで述べたように、これら

形質が競合における優位性を高めるとは考え難いため、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た。 

 以上より、本スタック系統ダイズに関して、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定

されず、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当

であると判断した。 

 ３、農作物分科会の結論。 

 以上を踏まえ、本スタック系統ダイズを第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様

性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であると判断した。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございます。ただいま高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成

酵素阻害剤及びグリホサート耐性ダイズについてご報告をいただきましたけれども、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。なお、総合検討会において内容が適正と
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判断された場合には、佐藤農作物分科会座長から報告いただきました分科会の検討結果資料４

－１のうち、２番目の生物多様性影響評価の結果及び３番目の検討会の結論については、学識

経験者の意見として取りまとめ、大臣あてに報告したいと思います。 

 それでは、どなたかたらでも結構です。いかがでしょうか。 

○井出委員 よろしいですか。文言なんですけれども、検討結果の28行目に実際に生物検定を

行った結果というふうに書いてあるんですが、生物検定というのは一般的ないわゆるバイオア

ッセイという意味ではないのか。そうとすると、何かここに書いてあることとそぐわないよう

な、これは実際に測定した結果とかということの文言のほうがいいのではないかと。 

○近藤座長 主要脂肪酸組成は特にそうですね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○近藤座長 分けて書かないといけないですね、分析と。 

○佐藤委員 試験等を行ったとか何かちょっと、生物検定と言わないで、それを特定しないほ

うがいいですね。 

○近藤座長 こういう簡単に短く使ってしまったほうが楽なのでこう書いてしまいますけれど

も、内容を意味していないので試験をしたというふうにやったことを書いたほうがいいですよ

ね。 

 これは生物検定という言葉だと確かに何を言っているかわからないので、少し試験を短い言

葉で何をやったかということを具体的に示すような表現のほうがいいと思いますね。 

○武田委員 これ実際に生物検定を行った結果というところを外して、いきなり本スタック系

統と入っても文書はとれますよ。 

○近藤座長 そうですね。短くするという意味ではそのほうがいいですね。詳しく書くとたく

さん何行か増えてしまうので。 

○佐藤委員 そうですね、結果だけ書いたほうがいいですね。 

○中川原委員 短くという意味では、今のページの下から４行目、対象品種との間に差異ある

いは統計学的有意差、これもどっちか一つ、統計学的有意差だけでいいですよね。 

○近藤座長 これは統計学的なあれを調べていないものもあるので、できないです。 

○中川原委員 統計学的に差異があるものは述べなくてもいいんじゃないですか。 

○桂研究専門官 でなくて統計処理ができないとかそういう項目があって、それは一応比べて

みると差異はないですよということなんです。 

○近藤座長 もし短くなれば統計学的有意差は除く手もありますよね。本当は統計学的有意差
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があって初めて差があったというわけですからね。結論のところで普通、統計学的とかという

言葉を使う必要は本当ないんですね。当然やってあるものとして判断しますから。 

○中川原委員 入れたとしても有意な差がある。 

○近藤座長 統計学は要らないかもしれませんね。これは少し分科会で検討していただいて、

表現については。 

○武田委員 これ関連して伺いますけれども、文体とか成層の程度が案件ごとに違うのは、こ

れ起案者が違うんですか。ディテールが大分違いますよね。 

○近藤座長 これは多分書いている人、個人の違いだと思います。 

○武田委員 起案者はそれぞれなんですか。 

○近藤座長 同じではないです。見ていて明らかに違った書き方をしている部分、同じ内容で

も違った書き方をしていますので。 

○武田委員 それでニュアンスが違ってくるんですね。なるほど。 

○桂研究専門官 もとは大体評価書を見つつ、こちら反映できるようにしようとはしているの

で、多少やはりその辺は出てくるのかなと思います。 

○中川原委員 それと、ずっと前のこれまでに公にされたものの文書をとってありますね、大

抵。 

○桂研究専門官 そういうところはそうなんですけれども、やっぱりちょっとイベントによっ

て差があるところとないところが出てきたりすると、出てきた場合はそちらがちょっと厚くな

ってしまうというのはあります。 

○近藤座長 難しいのは、基本的に評価書をとっている部分があるんですけれども、場合によ

っては評価書には全く書いていないことが書かれているとかあるんですよね。それはやっぱり

こちら側の意見としても、評価書に全く触れていないことを書いてはまずいんじゃないかとい

うのがあって、そういうことは気にして見ています。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、一応総合検討会の見解ということでまとめさせていただきます。 

 申請者から提出された高オレイン酸含有並びに除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤及びグリホ

サート耐性ダイズについて、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じる

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するということにしたい

と思います。ただ、先ほどちょっとご指摘があった検討の結果の書き方とか細かいところの修

正あるいは日本語の文言がおかしいということもちょっとありましたけれども、そういう部分
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は修正して、ほかは適正であったというふうに判断したいと思います。では、よろしく申請者

にお伝えください。実際作業はこちらがやっているわけでありますが。 

 それでは、次の案件に移りたいと思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 すみません、事務局からですが、今の高オレイン酸の４－２です

けれども、例えば21ページをお開け下さい。40行目～41行目ですが、その経過を、図６（22ペ

ージ）と書いてございますが、22ページに図６とか書かれていないので、この辺は先ほどのカ

ーネーションと同じことが起きております。 

○中川原委員 これは非公開と書いてあるから完結しているんですよ。 

○浦野技術政策課課長補佐 わかりました。失礼いたしました。 

○近藤座長 あまりこの概要書の内容そのものを分科会で検討はしていなかったんですよね、

ほとんど。では、そういう点については分科会のほうで少し仕事が増えますが、検討してくだ

さい。 

 それでは、チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロ

コシについて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佐藤委員より資料５に基づきご報告をお願い

します。 

○佐藤委員 資料５－１をご覧ください。 

 名称、チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ

（改変cry1Ab，改変vip3A，cry1F，pat，mEPSPS，Zea mays subsp.mays（L.）Iltis）（Bt11

×MIR162×B.t. Cry1F maize line 1507×Ga21，OECD UI:SYN-BT011-1×SYN-IR162-4×DAS-

01507-1×MON-00021-9）（Bt11，MIR162，B.t. Cry1F maize line 1507及びGA21それぞれへの

導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの（既

に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）を含む。）。第一種使用等の内容、食用又は

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

申請者、シンジェンタシード株式会社。 

 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トウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に

関する申請者による評価内容について検討を行った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

 なお、本スタック系統トウモロコシは、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性

トウモロコシ（Bt11）、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MIR162）、チョウ目害虫抵抗性及
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び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（Cry1F line 1507）及び除草剤グリホサート耐性

トウモロコシ（GA21）を用いて、交雑育種法によっ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。 

 Bt蛋白質の特異性には蛋白質の構造が関与しており、害虫の中腸細胞においてそれぞれで異

なる受容体に結合すると考えられた。これに加え、これまでに承認されたスタック系統におい

て、Bt蛋白質が相乗的な効果を示したとの報告はないことから、本スタック系統トウモロコシ

において各Bt蛋白質（改変Cry1Ab蛋白質、改変Vip3A蛋白質及びCry1F蛋白質）が相互に作用し

て、これらBt蛋白質の特異性を変化させることはないと考えられた。また、PAT蛋白質、

mEPSPS蛋白質及びPMI蛋白質の基質及び作用は異なり、関与している代謝経路も互いに独立し、

Bt蛋白質が酵素活性を持つという報告はないことから、本スタック系統トウモロコシにおいて

これらの蛋白質が発現しても相互に作用して宿主の代謝系を変化させ、予期しない代謝物が生

じることはないと考えられた。よって、本スタック系統トウモロコシにおいて発現しているこ

れらの蛋白質間で機能的な相互作用を示すことはないと考えられた。 

 実際に生物検定を行った結果、本スタック系統トウモロコシのチョウ目害虫抵抗性、除草剤

グルホシネート耐性及びグリホサート耐性はそれぞれの親系統と同程度であることから、各親

系統由来であるこれらの蛋白質が本スタック系統トウモロコシの植物体内において機能的な相

互作用を及ぼす可能性は低く、親系統が有する形質を併せ持つ以外に評価すべき形質の変化は

ないと考えられた。 

 ２、競合における優位性。 

 宿主の属する分類学上の種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたる使用等の実

績があるが、我が国の自然環境下で自生することは報告されていない。 

 本スタック系統トウモロコシの親系統であるBt11、MIR162、Cry1F line 1507及びGA21の競

合における優位性に関わる諸形質について調査が行われた結果、一部で本スタック系統トウモ

ロコシと対照の非組換えトウモロコシとの間に有意差が認められたが、これらの差異は競合に

おける優位性を高めるほどの差異ではないと考えられた。 

 本スタック系統トウモロコシには、チョウ目害虫抵抗性が付与されているが、チョウ目昆虫

による食害はトウモロコシ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

因ではないことから、この形質の付与が自然条件下で自生させ、さらに競合における優位性を
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高めるとは考えにくい。また、本スタック系統トウモロコシには、除草剤グルホシネート及び

グリホサートに対する耐性が付与されているが、除草剤グルホシネート及びグリホサート散布

が想定しにくい我が国の自然環境下で、この性質により競合における優位性が高まるとは考え

にくい。さらに、本スタック系統トウモロコシにはマンノースを炭素源として利用可能とする

PMI蛋白質の産生性が付与されているが、我が国の自然条件下において本スタック系統トウモ

ロコシがマンノースを炭素源にすることは考えられず、この形質を有することにより競合にお

ける優位性が高まるとは考えにくい。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシ並びにBt11、MIR162、cry1F line 1507及びGA21そ

れぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統

のもの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。 

 宿主の属する分類学上の種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたる使用等の実

績があるが、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。 

 本スタック系統トウモロコシで発現している改変Cry1Ab蛋白質、改変Vip3A蛋白質、Cry1F蛋

白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI蛋白質は既知アレルゲンと相同性を持たないことが確

認されている。 

 また、本スタック系統トウモロコシにおいて発現している改変Cry1Ab蛋白質、改変Vip3A蛋

白質、Cry1F蛋白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI蛋白質は機能的な相互作用を示すこと

はないと考えられることから、これらの蛋白質が原因で親系統であるBt11、MIR162、Cry1F 

line 1507及びGA21中に有害物質が産生されることはないと考えられる。実際にBt11、MIR162、

Cry1F line 1507及びGＡ21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

は、鋤込み試験、後作試験、土壌微生物相試験を行った結果、いずれの試験においてもこれら

親系統の有害物質の産生性が高まっていることを示唆するような差異は認められなかった。 

 一方、本スタック系統トウモロコシ中で発現する改変Cry1Ab蛋白質、改変Vip3A蛋白質、

Cry1F蛋白質は、チョウ目昆虫に対して殺虫活性を示すことが明らかとなっている。このこと

から、本スタック系統トウモロコシを直接食餌する、もしくは本スタック系統トウモロコシか

ら飛散する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、本スタック系統トウモ

ロコシの栽培ほ場周辺に局所的に生育しているとは考えにくいことから、個体群レベルで影響
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を受ける可能性は極めて低いと考えられる。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシ並びにBt11、MIR162、Cry1F line 1507及びGA21そ

れぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統

のもの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並びにBt11、MIR162、Cry1F line 1507及び

GA21それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後

代系統のものを第一種使用規定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。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございます。ただいまチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネー

ト及びグリホサート耐性トウモロコシについてご報告いただきましたけれども、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。なお、総合検討会において内容が適正と判断

された場合には、佐藤農作物分科会座長から報告いただきました分科会の検討結果、資料５－

１ですが、そのうち２、生物多様性影響評価の結果及び３、検討会の結論については、学識経

験者の意見として取りまとめ、大臣あてに報告したいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構です。いかがでしょうか。 

○小野里委員 ２件あります。１つ目はこのスタックというのは４つの親系統をあわせ持つス

タックになっていて、それでそれぞれの親系統については既に承認されて、その上に立ってこ

れを申請したような書き方になっています。ところが、この申請書等の概要、資料５－２の18

ページの表５を見ますと、この４つの親系統のうちのMIR162については、申請は出ているけれ

ども、承認された形になっていません。もしこれが実際承認されていないということであれば、

このスタックを承認する際MIR162も同時に承認するということになるのでしょうか。その辺お

伺いしたいと思います。 

○近藤座長 これ、ここの会議で承認されてもほかの食品とか飼料のほうで終わっていない場
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合には……。 

○小野里委員 食品は確認されていますね。飼料と環境、そうですか。飼料でもし承認がされ

ていないと環境で承認されても、ただ申請という形になるんでしょうか。 

○近藤座長 これすべてが承認されないと承認されたことにならないんですよね、これ。 

○佐藤委員 でも、ここで論議しているのは環境に限っているわけですよね。 

○近藤座長 MIR162はもう承認されている。 

○浦野技術政策課課長補佐 資料１の裏をご覧いただければと思います。今、小野里委員のお

っしゃいましたBt11、MIR162、Cry1F、それとGA21ですが、こちらについては一応日本の法律

では、現在は一応食品、飼料、上から１、２、３、４がそれぞれこれのすべての親系統の承認

状況です。一応食品、飼料はすべて承認がされて、カルタヘナ法についてもすべての親系統は

一応国内法に基づく承認は全部されているという状況でございます。 

○小野里委員 そうしますと、この表にある申請はされているけれども、承認された形になっ

ていないのは、申請書誤りというふうにとってよろしいんでしょうか。 

○河野農産安全管理課審査官 農産安全管理課なんですけれども、この概要、資料５－２の１

ページの第一種使用規程承認申請書の提出された時期が今年の４月６日時点だったんです。で

すから、その時点ではまだ承認されていなかったんです、MIR162については。そういう状況で、

そのまま…… 

○小野里委員 この会議に提出するときは、やはりここは承認として出すべきです。 

○河野農産安全管理課審査官 ここは当然承認されていまして、MIR162についてはこの参考資

料のほうの１を見ていただきたいんですけれども、９ページの下から２つ目の49というこのト

ウモロコシ、参考資料１という承認された遺伝子組換え農作物一覧のところになるんですけれ

ども、この９ページの49番のところにMIR162を載せておりまして、今年の６月11日に承認して

おります。 

○近藤座長 今回の申請書の日づけが４月６日なので仕方ないですね。 

○小野里委員 了解です。それからもう一点あります。同じくこの資料５－２の22ページに表

６です。この表はスタック系統とそれぞれの親種との間で差があるかどうかということを論議

しています。ここで差があるとして取り上げているのがCry1Fの後ろから２列目ですけれども、

イリノイ州では差があるけれども、ほかの州では差がないので一貫した整合性はないという形

で述べています。ところが、今のMIR162について見ますと、３つの州ともスタックと今回申請

されているスタックと差があるわけですね。したがって、Cry1Fのほうを取り上げるのであれ
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ば、当然MIR162のほうも取り上げて論議すべきではないでしょうか。 

○武田委員 非組換えトウモロコシと有意差がある…… 

○小野里委員 じゃなくてスタックとMIR162です。 

○浦野技術政策課課長補佐 22ページにございます。22ページのMIR162は、対象としている昆

虫がこっちを対象としているんですよね。MIR162が対象としているチョウ目害虫というのは、

次のページのフォールアーミーワームを対象としているわけです。それで、このチョウ目害虫

であるヨーロピアンコーンボーラーにはきかないので結局MIR、要はヨーロピアンコーンボー

ラーに食わせた場合は、非組換えとほとんど同じであって、逆にこの次のページのフォールア

ーミーのときには、MIR162のときにはきいていますよね。 

○小野里委員 本スタックを申請しているわけで、それが親種と差がないかどうかということ

を検討している場所ですよね、ここは。 

○近藤座長 それで、MIR162はこの表６のほうではスタックと差があるけれども、表７のほう

の対象昆虫が違う場合にはきちんと両方とも同じようにきいていて、Bt11は逆にこの表６のヨ

ーロピアンコーンボーラーにはきちんと同じようにきいているけれども、表７のほうのフォー

ルアーミーワームに対してはきかないということで、この２つのチョウ目害虫抵抗性遺伝子を

入れることによって両方にきくようにしたということですよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 例えば11ページを見ていただけるとよろしいかなと思うんですけ

れども、11ページのところにMIR162に入っているVip3A蛋白の記載が具体的に書かれています

けれども、Vip3A蛋白というのはトウモロコシ、チョウ目害虫であるフォールアーミーワーム

とかコーンイヤーワーム、こういうものについて抵抗性を示していない。なお、Cry1Ab蛋白が

示すヨーロピアンコーンボーラーワームに対して殺虫活性を示さないとなっていますから、そ

れから見るとこの試験ですね、表６においてMIR162というものがヨーロピアンコーンボーラー

ワームに対して殺虫活性を示さないというのは、これから見ても妥当な結果なのかなと。でも、

本スタックトウモロコシというのはこのヨーロピアンコーンボーラー殺虫活性を示しているし、

次のページのコールアーミーワームにもちゃんと活性を示しているという理解かなと思います。 

○近藤座長 このMIR162とかBt11に関しては、これはそれぞれがもう既に終わっている話で、

スタック系統がそれぞれの遺伝子と同じ効果を持っているかということを見ているわけですか

ら、表６ではBt11と同じ効果があり、表７ではMIR162と同じ効果があったということを言って

いるわけですね。 

 ですから、ここのMIR162とかBt11に関しては、これは前、既に承認されているものを当然試
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験でやらなければいけないので出ているわけですけれども、同じ結果であって、問題は本スタ

ック系統のほうがそれぞれの形質をあわせ持っているかどうかということを見ているわけです

ね。よろしいでしょうか。ちょっとわかりにくいんですが。 

○小野里委員 理解はしました。 

○近藤座長 確かに評価書の書き方がこれだけすっと読んでいるとわからないところがありま

すね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○井出委員 よろしいですか。複雑になってきてわかりにくいんですけれども、ちょっともう

一回整理したいんですけれども、この場合、この本スタック系統トウモロコシというのは４つ

の親からなっているということなんですけれども、その４つの親を花粉親に使うか、種子親に

使うかということの差異について何か、ここに申請されているのはそれぞれ特定されているん

ですけれども、逆の交雑の結果でもオーケーなのかどうかということについては何か決めがあ

りましたでしょうか。 

○近藤座長 これは、試験はどちらを確認したとかということはちゃんと書かなきゃいけない

というふうに指摘がされているんですが、ここで承認したものに関しては、逆の場合はだめと

いう規定にはなっていないですよね。試験そのものに関してはきちんと書かなきゃいけないと

いうふうに言っていますが、逆の花粉や逆の場合の試験をやっていないからといって、それは

認めないということではなくて、この申請で逆の場合も認めているはずです。ですよね。 

○桂研究専門官 組み合わせ。 

○近藤座長 組み合わせですからね。 

○小野里委員 例えばミトコンドリアなどのオルガネラの方に導入遺伝子が入った場合には全

く違ってきますよね、どちらを母親にするかによって。だから、そういうところは、本来はき

ちっと書くべき、わかるようにすべきだと私の前々から主張しているところです。 

○近藤座長 申請書はもちろんわかるように書かなきゃいけないんですけれども、ただ、こち

らで承認するのは組み合わせだけを承認しているんですね。こちらが花粉を入れなきゃいけな

いということで承認したというわけじゃないんです。 

○桂研究専門官 少なくとも葉緑体じゃなくて核の染色体のほうに入っているというのは親系

統のときにサザンとかで見られますから、もちろんだから…… 

○小野里委員 だから、どっちでも多分同じだと、そんなに差は出てこないかもしれないんで

すけれども、そのオルガネラのほうに入った場合には大きな違いが出てきます。 
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○中川原委員 評価書について見れば、評価書には常にゲノム遺伝子であるかどうかというこ

とはもうわかるように書いてあるんです。それですべてわかるんじゃないでしょうか。 

○近藤座長 ミトコンドリアとかいろいろなオルガネラに入るようにしたような場合にもちょ

っといつも話になるんですけれども。 

○佐藤委員 その場合には、この形ではここに上がってこないはずですね。 

○近藤座長 でも、大丈夫だろうと思うんですが、それでも試験はしっかりきちっとしてもら

うということにしています。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○桂研究専門官 検討の結果、資料５－１のところで１枚目の申請者の名前のところがシンジ

ェンタジャパンに紫のほうではそうなっているんですけれども、こちらがシンジェンタシード

になっていますが、それの修正を。こちらはシードになっています、５－１。 

○河野農産安全管理課審査官 すみません、農産安全管理課なんですけれども、シンジェンタ

シード社が今はシンジェンタジャパン社になったんです。その書類については農産安全管理課

のほうに、うちのほうに届け出を受けておりますので、今は間違いなくシンジェンタジャパン

社です。申請時の22年４月６日時点ではまだシンジェンタシード社で間違いないので、すみま

せん、そういうことです。 

○中川原委員 間違いじゃないよね。 

○河野農産安全管理課審査官 間違いじゃないです。４月６日時点ではシンジェンタシード株

式会社です。８月１日、何日かちょっと忘れたんですけれども、シンジェンタジャパン社にな

りましたので。 

○近藤座長 ということは、申請時の社名、もちろん申請書はそうなっているわけですけれど

も。 

○河野農産安全管理課審査官 ただし、この後の処理に関しましては、今現在の社名であるシ

ンジェンタジャパンでやっていきますので。 

○近藤座長 その場合、この書類上、こちらの承認のための評価書というか検討結果の場合は

従来の会社名で。 

○河野農産安全管理課審査官 いや、この場合はやはりここはシンジェンタジャパン社にして

いただいて……。 

○近藤座長 いや、ただ、申請者はジャパンだったわけですよね。 

○河野農産安全管理課審査官 この時点ではですね。４月６日時点ではそうなんですけれども
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…… 

○近藤座長 だからジャパンに対して承認はするけれども、申請者はその時点の名前じゃない

んですか。 

○河野農産安全管理課審査官 いや、届け出を受けて……。 

○近藤座長 いや、届けはそうなんですけれども、申請書に対して審査しているわけで、その

後のことを審査しているわけじゃないので。 

○河野農産安全管理課審査官 そうなんですが、この書類の申請時、４月６日時点で受けた後

に変更届けを受けております。この評価書のここのページには添付されていないのですが、ま

だ農産安全管理課のほうに届けを受けております。 

○近藤座長 単なる手続の話なんだけれども、ここで審査しているのは以前の会社名で提出さ

れた申請書であって、例えば社名が変わったので申請書も差しかえますということがなかった

わけですよね。 

○河野農産安全管理課審査官 申請書自身の差しかえはないです。申請書自身はないです。 

○近藤座長 ないですよね。そうすると、ここでは形式的には以前の社名の申請書について審

査して、そのものについて承認をして、それが新しい会社に引き継がれるということはあると

思うんですが、ここで書かれる申請者というのは古い名前じゃないんでしょうか。 

○河野農産安全管理課審査官 いや、変更時の社名だと思います。 

○近藤座長 そうなんですか、法律上は。これまでの慣習では申請時ですべて……。 

○河野農産安全管理課審査官 ですから、この変更届けも入れた、今回ちょっと入れて、今ま

で入れていなかったんですけれども、入れたものでジャパン社。今までも途中で、審査の途中

で社名変更を代表者が変わったとかそういうのはすべて届け出を受けています。 

○近藤座長 その場合には、申請書そのものの中身には書いていないけれども、変更届けとい

うものを添付した形で審査したということになるわけですか。 

○河野農産安全管理課審査官 ですから、ちょっとそこが漏れております。 

○桂研究専門官 もう一件、資料５－１の２ページ、37行目の親系統であるから38行目のとこ

ろなんですけれども、この文章でいきますと、本スタック系統トウモロコシにおいて機能的な

相互作用を示すことはないと考えられることから、これらの蛋白質が原因で親系統であるとい

うふうになっているんですけれども、ここは本スタック系統かなと今思いました。 

○佐藤委員 すみません、もう一度。 

○桂研究専門官 この35行目以降で有害物質の産生性について述べているんですけれども、ち
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ょっと読み上げますと、また、本スタック系統トウモロコシにおいて発現している改変Cry1Ab

蛋白質、改変Vip3A蛋白質、Cry1F蛋白質、PAT蛋白質、mEPSPS蛋白質及びPMI蛋白質は機能的な

相互作用を示すことはないと考えられることから、これらの蛋白質が原因で、親系統である

Bt11、MIR162、Cry1F line 1507及びGA21中に有害物質が産生されることはないと考えられる

と。ここは本スタック系統ですね。 

○佐藤委員 ここは本スタック系統です。 

○近藤座長 ほかはよろしいですか。 

 それでは、これまでの議論をまとめまして、総合検討会としての意見を取りまとめたいと思

います。 

 申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐

性トウモロコシについて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。報告のところ、５－１の資料のほうではご指摘のあったような修正とか会社名の変

更をするということでよろしいですね。 

○桂研究専門官 １ページの後ろから２行目のところにここも生物検定と入れているんですけ

れども、これは先ほどの議論で言うと、もうとっちゃったほうがよろしいですね。 

○近藤座長 今回は検討の結果の修正が多いんですけれども、すみません、我々委員の目が届

いていませんで。 

 それでは、次にいきたいと思います。アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコ

シですが、これ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、佐藤委員より資料６に基づきご報告をお願

いいたします。 

○佐藤委員 資料６－１をご覧ください。 

 名称、アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ（改変aad-1，Zea mays 

subsp.mays（L.）Iltis.）（DAS40278，OECD UI:DAS-40278-9）。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、ダウ・ケミカル日本株式会社。 

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

使用規定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。 
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 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、大腸菌由来のプラスミドpUC19を基に作製したプラスミド

PDAS1740から制限酵素により切り出した直鎖状DNA断片を用いて、ウイスカー法により作出さ

れており、改変aad-1遺伝子（アリルオキシアルカノエート・ディオキシゲナーゼ遺伝子）を

含む改変aad-1カセットが本組換えトウモロコシのゲノム中に１コピー移入されており、複数

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

 移入された改変aad-1遺伝子の安定した発現は、複数世代を用いたELISA解析により確認され

ている。 

 ２、生物多様性影響評価の結果について。 

 ア、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、我が国おいて長期にわたり栽培等がなされてい

るが、これまで自生化した例は報告されていない。 

 本組換えトウモロコシは、アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性が付与されている。し

かしながら、アリルオキシアルカノエート系除草剤が散布されることが想定しにくい自然条件

下において、アリルオキシアルカノエート系除草剤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。 

 2009年に畜産草地研究所で実施した隔離ほ場試験の結果、形態及び生育の特性、種子の生産

量・脱粒性・休眠性及び発芽率について本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシとの相

違は見られなかった。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、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。 

 イ、有害物質の産生性。 

 トウモロコシには、他感作用物質のような野生動植物の生息又は生育に影響を及ぼす有害物

質の産生性は知られていない。 

 本組換えトウモロコシは、アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性を付与する改変AAD-1

蛋白質を産生する。しかしながら、改変AAD-1蛋白質については、有害物質としては知られて

いない。また、改変AAD-1蛋白質が他の代謝系に関与するとは考えられていない。 

 また、2009年に畜産草地研究所の隔離ほ場試験において、本組換えトウモロコシの有害物質

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
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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、後作試験および土壌微生物相試

験により比較検討した結果、本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシとの間で有意差は

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。 

 ウ、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。 

 ３、農作物分科会の結論。 

 以上を踏まえ、本組換えトウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に、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。 

○近藤座長 ありがとうございます。ただいまアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウ

モロコシについてご報告いただきましたが、本件についてご質問、ご意見をいただきたいと思

います。なお、総合検討会において内容が適正と判断された場合には、佐藤農作物分科会座長

から報告いただきました分科会の検討結果、資料６－１のうち２、生物多様性影響評価の結果

及び３、検討会の結論につきましては、学識経験者の意見として取りまとめ、大臣あてに報告

をしたいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構です。よろしくお願いいたします。 

○井出委員 一般的に有害物質の産生性のところに既知のアレルゲンとの相同性みたいなこと

を評価していると思うんですが、この評価書にはその項目がないのですが、ここに書いてある

この有害物質を産生しないと、有害物としては知られていないということをもってそのアレル

ゲンのことも言及しているというふうに考えてよいのか。 

○近藤座長 これ書式としてはアレルゲンについては書くことになっていたんでしょうか。 

○桂研究専門官 評価書の４ページ、31行目、32行目ですかね。2007年にアレルゲンデータベ

ースを用いて比較したところ、既知アレルゲンと構造的に類似する配列を共有していなかった

と。 

○近藤座長 書いてありますね。 
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○浦野技術政策課課長補佐 例えば資料６－２を見られていても、６ページの頭のところにき

ちっと既知アレルゲンと構造的に配列を有していなかったということは書かれております。 

○近藤座長 評価書の項目にはアレルゲンを書くようになっていますね。この検討結果につい

て書いてあるということですね。 

○佐藤委員 そうですね。６－１のほうに入っていないということですね。入れたほうがいい

ですかね。 

○近藤座長 入れたほうがいいな、ほかはみんな入っていますからね。 

○佐藤委員 では、それは入れるということで修正をしたいと思います。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 よろしいですか。23行目の後ろのほうにこの遺伝子がゲノム中に１コピー移入さ

れていると。ゲノム中という書き方をしていますけれども、これさっきも議論あったように、

核の中にあるのかオルガネラの中にあるのかというのは問題で、そのために遺伝実験をやるわ

けですよね。この場合は遺伝実験をやって染色体の上に乗っかっているということを確認され

ているので、ゲノム中じゃなくて「染色体上に」のほうがいいんじゃないかと。 

○近藤座長 そうですね。ゲノムと言ったらミトコンドリアとかも入っちゃいますもんね。23

行。 

○武田委員 23行。 

○浦野技術政策課課長補佐 今、武田委員からあったのは検討の６－１の。 

○武田委員 ６－１、そうです。 

○浦野技術政策課課長補佐 資料６－１のこの23行目ですよね。23行目のちょっと読み上げさ

せていただきますと、23行目の本組換えトウモロコシのゲノム中に１コピー移入というこのゲ

ノムというところを「トウモロコシの染色体中に」と書いたほうがいいということですね。 

○武田委員 そういうことです。評価書の９ページにペディグリーが図示されているんですけ

れども、これBC何ぼのＳ何ぼという書き方で世代を書いていますけれども、このＳというのは

あまり見慣れないので、Ｆなんじゃないかと思うんですけれども、これダウ・ケミカルではこ

ういうふうにするんですかね。これ農作物分科会で何かありましたか。 

○佐藤委員 表記は会社によって違うのは確かにあるんですけれども。 

○武田委員 やっぱりもうＦ何番、Ｆ１、Ｆ２というような番号で打つかなと私は思っていた

んだけれども。 

○佐藤委員 でも、この表記の仕方は企業によって違うんですね。 
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○武田委員 若干合成があったりなんかしてセルフできないときはトウモロコシ、ビートなん

かがそうだけれども、あれはＳを使いますけれども、だけれども、トウモロコシは自生して世

代を進めているわけです。何か私は前の法律じゃないんだけれども、あまりそれぞれの会社が

ユニークな書き方をするのはどうなのかなと思っていたんですが、これは感想だと思っていた

だければいいです。 

 それとちょっと気になったのは、前から私、指摘しているんですけれども、土壌微生物に対

する影響評価をするときに物すごく誤差が大きいんですよね。だから、きっちりしたフォーマ

ットをつくるか、もうそもそもやめちゃうかと思うんですけれども、今回も16ページをご覧く

ださい、評価書です。標準偏差が平均値の３倍もあるというケースがあるんですね。こんなの

は実際どんな程度になっているかとすぐ想像つくと思うんですけれども、こんな場面で有意性

があるとかないとか言ってもほとんど意味がないんですね。これもコメントですので、なるべ

く早く、これはやっぱり結構土壌微生物の菌のコロニーを数えたり大変なので、割合無理なこ

とで、しかも糸状菌といってもごまんとある中のどれを見ているかわからないわけでしょう。

サンプルの中の一つのサンプルですよね。だから、これはここであまり議論することではない

のかもしれないんだけれども、私はいつも気になっていて、こういうものがむしろ申請者にと

って労働になっているわけでしょう。だから、ちょっとこれは考えたほうが、なるべく早く考

えていただいたほうがいいんじゃないかなと思います。今回もこれ、単位を間違っているのか

なという気もするんだけれども、これだけ見ると標準偏差が平均値の３倍ありますよね。これ

はちょっとどうかと思いました。 

 それともう一つ、農学のサイドから気になったのは、草地のほ場で特性評価をしておられる

んですが、それの端期が何と７月31日なんですよね。これはもうスイートコーンの早いものは

出荷されている時期ですよ。こんな時期に種をまいて特性評価して、差があるとかないとか言

ってもアグロノミストは納得しませんよね。これもコメントですけれども、だから何か農作物

分科会のあれにも例えばの話、通常の作業状況に比べて極めて遅まきだったけれども、目立っ

た差はなかったとか、そのぐらいのことを言わないと、このデータを丸々飲んだというふうに

思われると、ちょっと農学サイドの人間にとっては具合が悪いなというふうに思いましたね。 

○近藤座長 これは結局、隔離ほ場試験の承認の時期が遅かったということによるわけですね。

企業の計画があって、その時期が遅くて、それでこうなってしまったということだと思うんで

すが、ちょっと何と言っていいのか私、わかないんですけれども。 

○武田委員 種の準備が悪かったとか認可がおりなかったと、いろいろ同情すべき要素はある



－33－ 

と思うんだけれども、私が言っているのは純粋に７月31日に種をまいて生育調査をして、それ

で差があったとかないとか言ってもらっても、ああ、そうですかと言うわけにはいかないとい

うことを申し上げておきます。 

○近藤座長 科学的な意味と、それから別の意味と絡んでちょっと難しいんですけれども。 

○武田委員 確かにぎりぎりでシーズンが外れて、たねをまけないということが現場では起こ

っているだろうということは想像にかたくないんですよね。ただ、それはまた別の話であって。 

○近藤座長 確かに純粋に科学的にはまずいですよね。 

○武田委員 だから、しようがないから鉢分けしてビニールハウスで熟させたというわけでし

ょう。それはちょっとね。外国の品種を日本で栽培するときに鉢分けというのはやらないわけ

じゃないけれども、これは極めて緊急避難ですからね。コメントというか感想のようなことに

はなったかと思うんですけれども、そういうものの積み重ねで、これデータの信頼性も出てく

るわけなので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○近藤座長 先ほどの土壌微生物相試験、これは前から問題にされていて、試験結果を見ると

振れが非常に大きいものから、そうじゃないものからいろいろあって、振れが少ないものに関

してはこれでいいのかなという感じもしますが、大きいとまずいなという感じがするんですね。

もともとは振れが大きいのは仕方ないような試験だと思うので、どうするかということはいつ

も問題になりますが、ちょっと今我々では決められないので、そういう意見があったと。これ

は別に皆さん誰も反対しない意見だと思うので、記憶しておいていただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○小野里委員 資料６－２の５ページの22行目。実は今回導入した遺伝子というのは除草剤

2,4-Dを分解して2,4-DCPとグレオキシル酸に分解してしまって、2,4-Dの効果をなくすという

目的で導入されています。ここに分解産物である2,4-DCPの水生生物に対する影響が非常に詳

しくいろんな種に対して記載されています。ただ、急性毒とか無影響濃度とか詳しく載ってい

ます。これを読んだだけでは実際に2,4-Dを除草のためにまいて、そしてこの組換え体がそれ

を分解してつくるDCPが実際にこういう水生生物に対して影響を与えるのかどうかというのが

判断することができないんですね。したがって、コメントでもいいですから、この急性毒試験

の結果から見れば影響がないのか、影響があるのか、その辺を少し書き加えていただければ

我々としてはこれを見て、我々なりに判断できると思います。この遺伝子が働いて2,4-Dが分

解されれば、必ず2,4-DCP生じ、その2,4-DCPには毒性があるということはもうこれを見ればは

っきりするのですが、それが生物多様性に影響を与えるか否かが我々が最も知りたいところで
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す。その辺のコメントを入れておいていただければありがたいと思います。 

○近藤座長 どうでしょうか。 

○佐藤委員 実際生体内に取り込まれて初めて分解が起こって、それがもう一回表に出てこな

いときかないですね。 

○小野里委員 そうですね。それが出てきたときの影響で、私の予想では非常に微量しか出て

こないので、ほとんど影響ないということなんだろうとは思うんですけれども、ただ、この説

明だけからだと判断できないですね。 

○佐藤委員 数字が書いてあるだけだから。 

○小野里委員 ええ、そうです。その辺のコメントがほしいなと。 

○近藤座長 これに限らず、こういった問題はいろいろあると思うんですが、難しいですね。

どんなものでも毒性は必ずあって、それが実際の場面でどうかというのはなかなか想像しにく

いものがあって、結局何か述べても想像にしかすぎないという感じがあるので、どこまで書く

かだと思うんですね。 

○武田委員 このほ場から出て水生、川まで出てくるようなことになれば大問題でしょうけれ

どもね。ただ、その途中で土壌に吸着されて何か分解されるようなことが起これば、許容範囲

で回るんでしょうけれども。 

○小野里委員 申請者としてはやはりこの副産物の影響のことが頭にあってこの点を取り上げ

ているんだろうと思うんですね。そうであれば、それなりの申請者の見解を書いておいていた

だかないと、我々はどう判断していいかわからない。 

○近藤座長 分科会でこれについての毒性について書けという指示をしたんでしたか。多分初

めはなかった。 

○浦野技術政策課課長補佐 私の記憶では、ここの部分は最初ございませんでした。それで、

たしか分科会で2,4-Dを分解して2,4-DCPとここに書いてありますグリオキシル酸に変換すると、

ここまででとまっていたと思います。それで、その後農作物分科会の委員のほうから指摘があ

って、それでこの毒性についてわかる範囲内でたしかデータを集めて、やはり記載をしてくだ

さいという指摘が出たかと記憶しております。それで、ここの水生生物に関するLC50が追加を

されたというように記憶しております。 

○小野里委員 ただ、毒性があるということだけを書かれると、何か不安になるわけですよ。

だから、それに対してフォローがないと、毒性があるというだけ書かれても……。毒性がある

ことを危惧して取り上げられているのであれば、今回の組換え体が分解する量では問題ないの
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か、あるのか、その辺ちょっとコメントがないと何か不安をかき立てるだけという気がするん

ですけれどもね。 

○近藤座長 これ確かにおっしゃるとおりなんです。私の印象としてはこの数字を見て、これ

だけの比較的高濃度というのはあり得ないと。一旦取り込まれたものが分解して、それがまた

外に出てきて、それで影響を与えるということを考えたときにこういう高濃度というのはあり

得ないと思ったので、そうかなと思って多分言わなかったと思うんですけれども。 

○小野里委員 そういうことが一言コメントされていれば、読んだときに安心できるんですけ

れども、何せ一般の人ですと、この半数致死量とかどういったものか十分理解できないと思う

んですよね。この値が高いのか低いのかも理解できないと思うんです。 

○近藤座長 厳密にいろいろ考えますと、例えば分解される前の2,4-Dだとどうかとか、ちょ

っと比較してこれは毒性が低いかとか、そういうことも全部読めなきゃいけないだろうと思う

んです、本当は詳しく言えば。どこまで言うかということだと思うんですけれども、私の感覚

としては、これはかなり値としては大きい値であって、こういう高濃度で分解産物がたまるの

はまず考えられないと思って、まあいいかなというふうに判断したと思います。 

○井出委員 小野里先生のおっしゃるような判断をどこに書くかというのはとても難しいと思

うんですね。ここの評価書のここの部分ですね、組換え生物の調整等に関する情報というとこ

ろで、そういう判断まで書くかということになりますよね。情報はこう、こうだと。それにつ

いてどう判断するかというのはどこに書くかというと、今度それは生物多様性影響の評価で有

害物質の産生性のところで書くことになるのか、ただ、ここの場合は常々組換え体によってで

きたものが、直接つくったものが影響するかどうかというのを議論してきたわけで、それが例

えば分解するものがどうこうというようなところまで話というか説明はしていなかったと思う

んですね。そういう二次的な物質の影響というものをどこまで評価するかということがちょっ

とこの全体の評価の中で難しい局面かなというふうに思います。 

○近藤座長 そういう例は今までなかったと思うんですね。それで、もし書くとしますとかな

り難しいと思うのは、実際に散布する量がどの程度で、どのくらい吸収されて、どれだけ分解

されて、どれだけ外に出てくるかというところまで議論をしなくてはいけなくて、これは全部

推定にしかすぎない。やった人は誰もいない。それともちろんもともとの2,4-Dの毒性と比較

するということもあるわけで、かなり膨大な資料になって、多分これそれだけ研究しても相当

な論文になるくらいの内容が含まれているので、何を書いてもデータのない想像にしかすぎな

い。ただ、直感的にはかなり大きな値で、2,4-Dが吸収されて、分解され、また分解物が外に
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出てたまる濃度とは全然思えないというふうに考えるしかないのかなとも思いますし、何か書

くと嘘になっちゃうんですよね、データがないものですから。 

○小野里委員 そういう意味では取り上げることによって何か不安をかき立てるだけのような

気がするんですね。二次産物でも非常に毒性があるものが出てくることは当然予想されるわけ

で、そういうものは直接産物だけではなくて、それが働いて出てくる分解物に対しても評価は

絶対すべきだというふうに私は思います。 

○近藤座長 書かない場合に、やはり疑問に思われると思うんですね。これは誰が見てもこれ

はどうなんだと思うと思いますので、書かなければいいという話ではないと思います。ただ、

これで安全かどうかという議論をどうするかというのは難しいところで、私は書いたほうがい

いと思うんですね。この値が結構大きな値だと思うんですよ。これだけの濃度で初めて影響が

出るんだったらば、まあ問題ないだろうというふうにほかの人が勝手に判断する以外にちょっ

と仕方がないのかなという気もするんですよね。それは無責任というふうな感じもしないでは

ないんですが、どうでしょうね。 

○佐藤委員 2,4-Dの場合、どのぐらいの値になっているのかちょっとわからないんですけれ

ども。 

○近藤座長 ただ、2,4-Dと比べて明らかに桁数は低いはずですね、濃度的には。1,000分の１

か10,000分の１かわかりませんけれども。 

○佐藤委員 2,4-DのLC50がどのぐらいで、だから濃度で計算すると。あくまでもあれですよ

ね。 

○小野里委員 そうなんですよね、2,4-Dの散布量がわかっていて、それから比べると植物に

よって分解されたその分解物がうんと低いとなれば、副産物は大した問題にならないという判

断はできるかもしれませんね。 

○近藤座長 そういう結果にならないと思います。2,4-Dの毒性も高くはないと思いますが、

だけれども、分解産物が2,4-Dよりも毒性がないという結論には必ずしもならないと思います。

ただ、分解産物は非常に量が少ないから問題にならないと思いますけれども、分解産物のほう

が2,4-Dよりも毒性が低いという結論には私はならない気がします。2,4-DCPのLC50が低いです

からね。 

○武田委員 分科会でそういうサジェスチョンがあって、水生生物に対する毒性みたいなこと

が書き加えられたということで、今ああ、なるほどと思ったんですけれども、何で水生生物な

のか。むしろ後作に対する影響というものもあるんじゃないですか。実際にダメージがあるん
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だったら、トウモロコシにがっつり2,4-Dを使って分解させて、2,4-DCPができて、そこに後作

が当然入ってくるわけですよね。それに対する影響というのはどうなんですか。 

○近藤座長 いや、これはですから先ほど言われたように、わかっていることを書いてくださ

いということなので、わかったことを書いただけなんですよね。 

○武田委員 ということは後作に対してはわからない。 

○近藤座長 わからないということです。 

○武田委員 だって、どこだって次の年、トウモロコシだとかダイズだとか小麦だとか生えて

くるわけで。 

○桂研究専門官 後作試験にしてもその2,4-Dを使ってやっているわけではない。 

○武田委員 だから、実際のほ場で2,4-Dを使ったときにこれ分解産物が残るわけでしょう。

日本にいると水田のイメージがあるし、2,800ミリも雨が降るから、すぐ水生生物に対しての

影響を考えるけれども流れませんよ、雨が600ミリぐらいしか降らないから。ほとんど全部残

留物として、次の後作に影響していく。中国の乾燥地帯でもそうですけれどもね。その辺に問

題があり得るのであると、やっぱりちょっとややこしい話に入っちゃったなという感じがしま

すね。 

○近藤座長 2,4-Dそのものに関しては、どのくらいで分解するかという試験がやられている

と思うんですが、これについては土壌に入ったときにどのくらい分解されるかという試験はな

いと思うんですね。 

○武田委員 組換え体が入って初めてのイベントですよね。 

○近藤座長 だからデータがないところの議論になってくるので。ただ、これ後作に対する問

題もありますけれども、生物多様性影響ということになると、後作よりもほかの生物に対する

影響のほうが大事になってくるので、こういう結果はあったほうがいいとは思います。 

○武田委員 これやっぱり常識的な処理濃度でほ場に2,4-Dを使ったときにどのぐらい残留物

として出てくるかというその定量的なある程度の説明がないと市民は納得しないでしょうね。

多分現実にはもう三けたぐらい違うんでしょう、フィーリングですけれども。そうでもないん

ですか。 

○近藤座長 いや、量的には相当低いんじゃないですか。まず植物体内で2,4-Dが働いても吸

収後に分解されるかということがありますから、そこだって物すごく少ないはずなんですよね。

それからさらに分解されて、その外に出てくるという話になるとめちゃくちゃ低いですよね。

むしろ問題は多分これ、分解産物が残った作物を食べて大丈夫かというような問題だと思うん
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ですけれども。多分これ、通常の作物でできる分解産物じゃないんだろうと思うんですよね。 

○武田委員 でしょうね。 

○近藤座長 ですから、そういう今までの試験ではこういうものは想定されていなかったんじ

ゃないかと思うんです。 

○武田委員 改変遺伝子のアクションでできるものですからね。 

○近藤座長 これはここの問題よりも食品の問題のほうが大きいかもしれませんね。これは水

生生物に対してこういう値が出ていて、これは普通に考えてこういう濃度がたまるとは思えな

いので、私は全然問題ない濃度だと思いますけれども、１リットル当たり何ミリグラムなのか

ちょっと、そんな量が出てくるとは思えないんですよね。ミリグラムは相当の量ですからね。 

○武田委員 分科会としては、そういう議論はなかった…… 

○佐藤委員 なかったんです。 

○近藤座長 なかったですね。 

○武田委員 小野里先生は水生生物の専門家だから、その辺は多分意識に上られたんでしょう

ね。 

○小野里委員 多分実際問題としてはうんと低い濃度でしか出ないと思うので、それを一言ど

こかで入っていれば全然こういう記載しても問題ないんですけれども。 

○近藤座長 通常でまいたときに、植物体にどのくらいの2,4-Dが吸収されるかというところ

がわからないと何も議論ができないので、そこはそのデータがあるかどうかだと思いますけれ

ども、吸収されたものは全部分解されて、それが全部外に出てきた場合と、そういう想定は可

能だと思いますけれどもね。それはそういうデータがないとちょっとわからないので、何とも

わからないんですが、あるんですかね、そういうのは。 

○武田委員 どこかにお願いすることになるんですかね。 

○近藤座長 ということですかね。 

○佐藤委員 2,4-DのLC50がわかれば少し考察はできるんですけれども。 

○近藤座長 ただ、それでも2,4-Dがどのくらい使われて、どのくらい吸収されるかがないと、

つまり半分致死量だけ見ても実際の量がないと。 

○佐藤委員 その量がどのくらいかによるので、ちょっと私もわからないんですけれども、そ

の値が出ればそれより多いわけは絶対ないわけで。 

○近藤座長 １リットル当たりこのくらいの量というのは濃度にすると、2,4-Dの分子量がど

のくらいですかね。 
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○武田委員 毒性同士の比較をしてもやっぱり意味ないんじゃないですか、マスが問題なので。 

○近藤座長 そうですね。 

○武田委員 環境研辺りに乗り出してもらわなきゃいかんかな。 

○小野里委員 2,4-Dの半数致死量とかがわかっていれば、想像するに全てを吸収して、全部

分解して出すということはあり得ないわけで、ほぼ同じくらいかちょっと低いぐらいだったら、

我々が見てもほとんど影響ないだろうなという判断はできると思うんですけれどもね。 

○武田委員 それは2,4-Dの毒性については認可の段階で当然きちんとしたデータはあるはず

ですよね。 

○近藤座長 2,4-Dという植物ホルモンがあって、植物ホルモンの濃度としてはこんな濃度で

はだめで、もっとずっと薄い濃度でしか使いませんから、こんな例えば１リットル当たり1.7

ミリグラムみたいなそんな量は丸っきり使わない濃度です。ですから、2,4-Dの毒性というの

はこういう１リットル当たり1.7ミリグラムなんて、このような濃度じゃないわけですよね。

もともとは植物ホルモンですから、大体ホルモンというのはμＭオーダーで使うわけですから、

はるかに小さい値になりますよね。ですから、植物ホルモンの量と比べたらめちゃめちゃ高い

量で、つまり実際に使う量と比べて2,4-Dの量と比べてはるかに高い量です、これ。この量は。

ですから、こんな量が出てくるなんて想像できないですね。 

○佐藤委員 だから実際除草剤として使用する濃度はこのぐらいだから…… 

○近藤座長 こんなものよりもっと薄いんじゃないですか。実際にどういう濃度を使っている

かわかりませんけれども、効く量としてはせいぜい数百μＭ程度ですから。 

○武田委員 だからホルモンなわけですからね。 

○近藤座長 たかだかそんなものですから、全部吸収されて分解されたとしても大した量じゃ

ない。 

○小野里委員 だから2,4-Dが低濃度で植物が耐えられないとなれば、半数致死量がそれより

はるかに高い値であれば、当然それを超えて代謝物を出すことはないということで安全性の評

価にもつながるかなと思います。 

○近藤座長 多分濃度としてはかなり高いもので使うとすると、どのくらいになりますかね。

ミリモルオーダーだったら十分に効きますね、きっと。大体取り込まないです、こんなに。ミ

リモルオーダーなんて取り込めないですよ。 

○武田委員 処方するというかスプレーするときはそれぐらいの濃さなんかを書きます。 

○近藤座長 書きますね。問題は取り込まれたものですから、こんなに取り込まれるとは思え
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ないので。 

○武田委員 水槽実験なんかはばさっとそこに浸されちゃっているわけだから、物すごく早く

ほ場でスプレーするときというのはほとんど土壌に行っちゃうわけですからね。 

○近藤座長 2,4-Dの分子量がわからないんですけれども、例えば何百ぐらいだとするとどう

なりますかね。300ミリグラム／リットルで１ミリモル。そんな濃度ではあり得ないので、そ

れとこれ、はるかに小さいですよね、毒性としては。2,4-Dがきく濃度と比べてはるかに小さ

い濃度ですね、これは。だから、そういう点からいうと、吸収されて分解されて出てきたとし

ても、これはるかに小さい濃度です。桁が幾つか違いますね。 

○佐藤委員 これは実際に使用するときの2,4-Dの濃度というのはわかると思うので。 

○近藤座長 多分吸収されたものが問題。 

○佐藤委員 その値はどのぐらいで使うというのがわかれば、それから吸収されるのは。 

○近藤座長 でも、あれは乳剤か何かで散布したとしますね。葉っぱにくっついた量が問題で、

与える濃度ではないので、吸収された量。だから、仮に１ミリモル吸収されたとしても、その

量と比べるとこの分解産物の毒性はかなり低い。 

○佐藤委員 そのことを有害物質の産生性に書く必要があると思うんですけれども。 

○武田委員 しかし、やっぱり2,4-Dを除草剤として処方したときにそういう有害物質を種の

前に出すということは事実なわけですよね。だから、やっぱり有害物質の産生性としては無視

できない。 

○近藤座長 そうですね。これ2,4-Dを吸収されたものが分解して、そのまま出てきて、それ

が水に溶けて当然薄まるわけですけれども、薄まらないとちょっと問題になりますね。 

○井出委員 それは評価書の中の有害物質の産生性のところに2,4-Dが与えられた場合に、こ

の物質が産生すると書いてもらって、その影響について実際に…… 

○近藤座長 想定実験みたいな感じで、例えばこのくらいの量の2,4-Dが吸収されたとすると、

それが全部分解されるとこのぐらいの量になって、それが水田に出てきた場合、水田じゃない

ですかね、どこかに出てきたときにどのくらいの濃度になり得る。それと、これだと全部分解

されると影響が出るというのがありますね。 

○井出委員 というようなことを評価書に加えていただくということでしょうか。 

○武田委員 この2,4-DCPですか、これの自然界でのフィートというんですか、運命みたいな

ことはどうなんですかね。土とくっついて太陽光を受けたら分解しちゃうというんだったら問

題ないわけですよ。どうなんですか。 
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○近藤座長 これもし2,4-D全部が分解されて、それがそのまま全部出てくると、全然薄まら

なかったら危ないことになりますね。 

○武田委員 そうですよね、ほとんど等量でいくわけですからね。DCPがえらいことになるか

もしれません。 

○近藤座長 分解産物の2,4-DCP、これが植物に影響を与えないのかというのが気になっちゃ

う。 

○武田委員 さっき水生生物だけじゃなくて後作にきいてくるだろうというふうなフィーリン

グはやっぱり農学者としてはあるわけです。 

○近藤座長 植物が枯れてそれがもし全然収穫されないで、そのまま土壌に入っていって、そ

れが2,4-DCPになっていたとしたら、これの影響というのは問題になりますね。 

○武田委員 今の鋤き込み試験は2,4-Dを使わない状態でやっていますからね。組換え体残渣

そのものだけれども、それが2,4-Dを食らって何をつくっているかというと、これをつくるわ

けですからね。二次産物になっている。 

○佐藤委員 書きかえてもらいますか。 

○近藤座長 幾つかの点は書き加えても解決しないような気がしますね。濃度の計算をして例

えば水生生物とかそういうものに関しては当然薄まりますから、水に出ていく場合には薄まる

ので問題ないということは計算で出ると思うんですけれども、後作だとか。 

○佐藤委員 ミミズがここに書いてありますが、ミミズなんていうのはまさに食べるわけです

よね、そういうものを。枯れたものを食べるんですよね、多分。ミミズはLC50が多い、125mg

／kg。 

○近藤座長 問題はほ場の中で残ったものをミミズが食べて影響を受けるということを問題に

しているかどうかですね。流れていったものは問題ですけれども、ほ場の中に残ったものを食

べてミミズがおかしくなることが問題かどうかと。 

○武田委員 やっぱりそれはまずいんじゃないですかね。ミミズもいない土というのは悪い土

ですから。 

○佐藤委員 2,4-Dの使用の状態から幾つかの仮定を設けて計算してもらって、それで考察を

してもらうしかないんじゃないでしょうか、現状では。 

○近藤座長 それで、ここに書かれてあるようなものに関してはこういう値が出ているので、

これをもとに安全かどうかという評価は可能だと。それから、当然薄まるということを言えば

安全ということになるんだと思うんですけれども、後作の問題とかそういう問題については多
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分解決しないですね、どういう書き方をしても。 

○武田委員 ただ、やっぱり組換えトウモロコシに2,4-Dを掛けて、それを粉砕して鋤き込み

試験をしてもらうか、実験として。 

○佐藤委員 そうですね。枯らしたものを鋤き込んでもらうと。 

○近藤座長 ただ、その場合も量の問題があるので、かなり大量のものを処理して、それをあ

まり多くない土壌に鋤き込むということをしてもらいたいですね。 

○武田委員 それとあと、トウモロコシを水で抽出して、それでミジンコか何かを死ぬか死な

ないか見ておいたほうがいい。ある種のバイオマス設計。しかし、これほかの除草剤でも同じ

ようなことがあり得るんでしょうかね。たまたま2,4-Dでこの経緯がはっきりしたと。 

○近藤座長 ほかの場合は分解ではなくて化学修飾ですね、アセチル化とか。 

○武田委員 植物の場合も代謝を広くするわけだから。 

○近藤座長 それで、そういう除草剤を化学修飾して解毒するという話で、分解産物は出てこ

ないんですね。 

○武田委員 修飾を受けたものが毒性を持つということはあり得ないんですか。 

○近藤座長 植物に関しては、それ解毒ですよね。 

○武田委員 動物も。 

○近藤座長 どうなんですかね。 

○武田委員 その辺が気になるから土壌微生物を調べたりするわけでしょう。 

○桂研究専門官 トウモロコシに2,4-Dは使えるんですか、すみません。使えるものになって

いるんだったら、それ農薬…… 

○近藤座長 2,4-Dじゃなくてほかのものでもよくて、2,4-Dだけで話をしているわけじゃない

んですけれども。 

○桂研究専門官 もしとれているのであれば、その辺は多分調べられてありますし、なければ

それを調べないと使えませんよね。実際の場面に出てきて。 

○近藤座長 ちょっとここで今まとめることが難しいので、これもう一度分科会に戻しますか

ね。 

○井出委員 これ例えばですからね。例えば2,4-Dはこうなるというぐらいなので。 

○近藤座長 そうです。ほかの除草剤は…… 

○井出委員 ほかのものはどうなるかわからないというのもあって、2,4-Dが仮に農薬登録な

くて使えないとして、それでは使えなければ2,4-Dの問題はないかもしれないけれども、ほか
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の除草剤はどうなるんだという話、その系列の使えるものはどうなるんだというような問題も

生じますよね。あとは後作でも先ほどの話みたいに蓄積するかどうかということですね。それ

が流れにくいものであったりということで、たまっていった場合にどうなるかとかというのは

わからないので。 

○近藤座長 これ、こういう１つの系列の除草剤耐性ですけれども、その分解してできてくる

ものが全部違うわけですね、除草剤が違うと。それぞれがまたどういう毒性を持っているかと

いうのもまたわからないわけですよね。これに関して、2,4-Dに一応書いてあるわけですけれ

ども、ほかの場合にはどうかというのはわからないわけですね。 

○武田委員 やっぱり分科会でもう一回考えてもらうのかな。 

○近藤座長 できればどういう視点で検討していただくかご意見を伺えるといいんですが。 

○武田委員 これ、たまたま2,4-Dがここに出てきたというのは何か意味があるんですか。ほ

かのものでなくて。 

○近藤座長 これは一番代表的なものだと思いますけれども、多分これの系列の中でも一番最

初に開発されたと思いますし、普通の植物生理学の実験でも使われていますし、組織培養とか

でも。 

○武田委員 そうなると、やっぱりほかのものもずっとケーススタディをやっていかないと何

ともならないですね。 

○近藤座長 とにかく今こちらのほうの考え方としては、分科会でもう一度検討してほしいと

いうことになるかと思うんですが、何か事務局のほうでご意見はありますか。 

○武田委員 組換え体の産生する毒物ではなくて、組換え体の機能によって産生される物質の

二次的な毒性ですね。それを定量的に少し考えてもらって、全然気になるような濃度でないと

いうことになれば、それはそれで承知。最初の2,4-Dがどのくらいになるかということは濃度

とか量の計算ができるわけですよね。それで100％ターンオーバーしたとして、それが仮に

100％残留したとしてというマキシマムの条件かケースＡ、Ｂ、Ｃぐらいになっているかもし

れないんですけれども、何かやることはイメージがあるような気はするので。 

○近藤座長 ただ、試験は大変でしょうけれどもね。この実際使用可能なこの系列の除草剤す

べてについて分解してできている産物についての毒性試験をやると。大変ですね。 

○武田委員 除草剤開発するときと同じくらい。 

○近藤座長 それ以上じゃないんですかね。たくさん種類もありますし。 

○武田委員 組換えが多いですからね。 
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○近藤座長 そういう要求をするかどうかですね。 

○佐藤委員 まずは今持っている情報があるはずですから、その情報の中で安全だという論理

構築ができるかどうかをまずトライしてもらって…… 

○近藤座長 そうすると、今問題になるのはここでは幾つかミジンコとかそういうのが出てい

ますけれども、植物に対する影響とか、それから土壌中での残留性とかそういうことですよね。

そういうデータ、すぐ壊れてしまうということであればかなり問題はなくなりますね。そうし

たことをデータと考察を要求するということでしょうかね。 

○武田委員 だから実際の農場の条件で投入される2,4-Dの量から考えて、全くけた外れであ

ればあまり心配してもしようがないと、そういう答えも出てくるかもしれませんよね。三けた

も四けたも違ったら。 

○近藤座長 いや、投入されるというよりも結局植物を枯らすということは植物にどのくらい

吸収されたら枯れるかというところで、ですから、実際投与する量じゃなくて植物が枯れる濃

度…… 

○武田委員 植物に取り込んだ量。 

○近藤座長 取り込んで枯れる濃度です。その濃度から計算すればいいんだと思います。です

から、それはわかると思います。 

○武田委員 そうですね。それはバイオマスがわかって有効濃度がわかれば計算できますよね。 

○小野里委員 もう一つの考え方としては、この2,4-Dを分解する遺伝子というのは、多分

2,4-Dを大量にまいて生きているここに書いてある細菌から取り出したわけですよね。という

ことは、2,4-Dを使っているところには常にこの分解物ができていて、今まで影響ないと、動

植物にそれほど影響がないということから逆に持ってくることもできるかもしれないですね。 

○井出委員 ただ、実際に動植物ではかっていないので、そういうことは言えない。 

○近藤座長 土壌に本当に微生物が普通に考えると増えるだろうと思われるんですが、本当に

そうなっているかどうかわかりませんし、それと、ずっと使っている土壌だったらそうかもし

れませんが、今度はいきなりこれを使ったときにそうなるかどうかというのは。ずっと2,4-D

を使っている土壌はそういう微生物によって分解されたりとかあるかもしれませんけれども、

何も使っていなくて、こういう開発をされていきなり2,4-Dを使ったりするとそうはいかない

ですよね。 

○作田技術安全室長 いずれにしましても、農作物分科会に戻すとすると、例えば申請者から

またさらにヒアリングをするとかそういうこともできるかと思いますけれども、この場ではそ
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れ以上なかなかデータが出てこないところもありますので。 

○近藤座長 分科会に戻すということで、申請者側に要求することとしては、そのほかの除草

剤ですね、2,4-D以外の除草剤の分解産物も含めて毒性を検討してもらうことと、それから、

残留性ですね、そういった問題について検討してもらうということですね。そういうことでよ

ろしいでしょうか。 

 それでは、ここでの結論としまして申請者から提出されたアリルオキシアルカノエート系除

草剤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できないことから、

再度農作物分科会で検討をやり直す必要があるということなんですが、内容的には分解産物の

毒性と、それから残留性等についての知見を述べていただいて、安全性について評価していた

だくと、そういうことでお願いしたいというふうに思います。 

○武田委員 ちょっとすみません、確認しておきたいんですが、このアリルオキシアルカノエ

ート系除草剤というこの舌かみそうなものは、今回初めてのケースですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 こちらは参考資料１をご覧いただければと思うんですが、その９

ページに45番、46番で一応隔離ほ場の申請で、今回食用としてはトウモロコシでは初めてとい

うことですね。 

○武田委員 ということは、隔離ほ場に入れることについてはオーケーしたわけですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 それと同じものは今見ていただいている資料の５ページのダイズ

がありますけれども、ダイズの15番がやはり今回と同じものでございますが、これは隔離ほ場

でございます。それとあと、18番がやはり同じ蛋白が入っているダイズということです。 

○武田委員 この委員会として隔離ほ場までは行っていいよと既に言った遺伝子なんですね。 

○井出委員 遺伝子、同じですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうですね。みんなここに書いてあるんですが、その下にちょっ

と小さくて見にくいですが、みんなAAD-12という遺伝子ですね。 

○小野里委員 今回はAAD-1になっていますね。 

○浦野技術政策課課長補佐 失礼しました。ダイズのほうはAAD-12ですけれども、トウモロコ

シのほうはすべてAAD-1で。 

○佐藤委員 これ仮に害が及ぶとしても、その隔離ほ場から出ていくような性格のものでは多

分ないだろうと思いますけれども、いいんじゃないでしょうか。 

○武田委員 そこのところだけ確認しておいて。前に食料、飼料でオーケーしていたらえらい



－46－ 

ことなので。ただ、そのときに何か情報はとれたのかな。 

○近藤座長 これは食料、飼料とか何かでオーケーされているということはありますか。 

○浦野技術政策課課長補佐 それは今ざっと見たところでは確認できませんでした。 

○武田委員 そのもの自体は承認されているかもしれませんよね。そのものは別に毒性がなく

ても、今分解した除草剤の毒性を問題にしたわけですからね。だから全く今までと違うフェー

ズなんですよね、これは。 

○近藤座長 ですからこれ、隔離ほ場試験のオーケーになっているということは今まで議論さ

れていなかったということですよね。 

○井出委員 添付資料１にこれだけたくさんあるわけですよね、この関連除草剤。 

○河野農産安全管理課審査官 農産安全管理課なんですけれども、このDAS40278、アリルオキ

シアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシの食品及び資料についての審査の時期は今年の７

月23日の専門調査会で審査が始まったところでございます。まだ安全性確認は終わっておりま

せん。 

 以上です。 

○近藤座長 これ分解産物が作物に残って、それが安全かどうかとか、それから後作の問題と

いうのは食料のほう、そっちのほうが問題で、そこで問題ないとされればここでもそれはいい

だろうということになりますよね。順番がどっちが先かわかりませんけれども。 

○武田委員 あと組換え体に毒性があるかないかという議論と、組換え体が分解した除草剤に

毒性があるかないかという話だから、やっぱり違うんじゃないですかね。 

○近藤座長 ただ、そういう除草剤をかけて分解したものが作物にたまっているとすれば、食

品としても問題になるわけですよね。 

○武田委員 でも、それは後作に実ったものの食品の安全性を見てくれればいいけれども。 

○近藤座長 いや、後作じゃなくて除草剤をかけますよね。除草剤を吸収して、その作物が分

解するわけですよね。その分解産物は作物に残っているはずですね。分解されるかもしれませ

ん。分解すれば問題ないんですが、残っていた場合にはその作物自体が問題になる可能性はあ

りますよね。その場合、人間に対する影響で、確かに後作に対する問題とは違いますけれども、

ただ、その分解産物が残っていて、それでその作物が普通に生育すれば植物に対しては影響が

ない可能性は高いですよね。 

○佐藤委員 それが評価されるだけのデータがあるということでしょうか。それがあればこち

らとしてもその値を使って評価ができるということになるでしょうね。 
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○近藤座長 除草剤分解をした結果として、その作物は健全に生育したと。除草剤があると問

題、枯れてしまうのが除草剤を分解したことによって枯れなかったということですから、植物

に対する毒性は低いと言えると思うんですよね。後作もそういう意味では大丈夫かもしれない

という意味ですね。あとはほかの生物ですね。 

○佐藤委員 土壌微生物を含めて。 

○近藤座長 ちょっとそういうよくわからないところがこちら側にもあって申し訳なかったん

ですが、結論としては分科会でもう一度検討するということでよろしくお願いいたします。 

 今日の審査の案件はすべて終わったんですが、事務局のほうから何かございますでしょうか。 

○作田技術安全室長 次回の検討会につきましては、今まだちょっと調整中でございまして、

近日中に日程調整でき次第ご連絡したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○浦野技術政策課課長補佐 あと、中川原委員のほうから指摘のございましたカーネーション

の資料２－２等で読みにくいところがあって、ほかの案件についても同様に読みにくい、標記

が間違っているところがあるかどうか確認をさせて、もしあれば同じように指摘をさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○近藤座長 それでは皆さん、何かご意見ほかにありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○作田技術安全室長 本日は本当に長時間にわたりまして、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、本日の総合検討会を終了したいと思います。 

午後 ４時１１分 閉会 


