
 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性影響評価検討会 

第５回総合検討会 

 

平成２３年１月１３日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

午後１時３０分 開会 

○作田技術安全室長 それでは、定刻になりましたし、傍聴者も含めまして皆さんそろいまし

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、委員の中で井出委員と嶋田委員が所用によりご欠席とのご連絡をいただいておりま

す。 

 まず、議事に入る前に、資料をご確認いただきたいと思います。本日配付の資料でございま

すけれども、検討いたしますのが除草剤グリホサート耐性ピマワタほか１件の評価書を事前に

委員の方には送付させていただいております。あわせてご確認をいただきたいと思います。ま

た、この２件の関係で不足している資料がございましたら、申し出ていただければと思います。 

 また、本日傍聴の方々には、「傍聴される方への留意事項」を守っていただきますように、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、今後の議事の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。 

○近藤座長 それでは、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います。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

務局から説明いただきます。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、総合検討会としての取り扱いを決めたいと思います。 

 それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

○作田技術安全室長 それでは、資料１、第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況を

ご覧いただきたいと思います。本日審査いただきます案件はこの２件でございます。 

 １件目が、除草剤グリホサート耐性ピマワタでございます。これにつきましては、農作物分

科会、2010年、昨年の２月19日に第１回の検討を行いまして、８月31日と12月２日、合計３回

の検討を経ております。その上で本日の総合検討会に至っております。 

 ２件目は、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。こちらに

つきましては、昨年８月４日の以降２回の農作物分科会の検討を経まして、一度昨年11月11日
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に総合検討会での議論を行っております。その場で、もう一度農作物分科会で整理するという

判断となりましたので、12月２日に検討を行い、本日の総合検討会に至ったという経緯がござ

います。 

 申請案件の審査状況は以上でございます。 

○近藤座長 それでは、まず除草剤グリホサート耐性ピマ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、佐藤委員より、資料２に基づき、ご報告を

お願いいたします。 

○佐藤委員 それでは、資料２－１と２－２があると思いますが、２－１をご覧ください。 

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耐性ピマワタ（改変cp4 epsps, Gossypium barbadense L.）

（MON88913, OECD UI：MON-88913-8） 

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

びにこれらに付随する行為 

申請者：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ピマワタの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関

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

ある。 

１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

 本組換えピマワタ（G. barbadense）は、組換えワタ（MON88913；G. hirsutum）に導入

されている改変cp4 epsps遺伝子（5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素遺伝

子）を含むT-DNA領域を、戻し交配育種で非組換えピマワタ品種に導入されることにより作

出された。本組換えピマワタの染色体上には組換えワタ（MON88913）と同一のT-DNA領域が

１コピー導入されており、サザンブロット分析により複数世代にわたり安定して伝達され

ていることが確認されている。また、移入された改変cp4 epsps遺伝子の安定した発現は複

数世代を用いたウエスタンブロット分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 

 本組換えピマワタは、既に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の

確保に関する法律」（平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。）に基づく第

一種使用規程が承認（2004年６月11日）された遺伝子組換えワタ（MON88913）に非組換え
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ピマワタ品種を通常の育種操作（戻し交配等）によって育成されたものであるが、ワタと

ピマワタは別種であることから、「農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺伝子組

換え植物に係る第一種使用規程の承認の申請について」（平成19年12月10日付け19消安第

8999号・環自野発第071210001号関係局長通知）により本組換えピマワタについても、カル

タヘナ法に基づく第一種使用規程の承認が申請された。 

 ワタとピマワタは共通の染色体構造を持ち、遺伝的にも類似している。また、両者の間

には我が国の生物多様性に影響を及ぼすような生理・生態学的特性の違いは認められない

ことから、我が国の隔離ほ場において本組換え体の特性を調査することなく本組換え体の

生物多様性影響評価を行うことは可能であると判断した。 

（１）競合における優位性 

 現在、我が国ではピマワタを含めてワタの商業栽培はほとんど行われておらず、主に観

賞用などの目的で栽培されているのみである。さらに、これまでに我が国に搾油用あるい

は飼料用として輸入されたワタの種子が、その輸送中にこぼれ落ちた後に、我が国の自然

条件下で自生化したという報告はなされていない。 

 本組換えピマワタには改変CP4 EPSPS蛋白質の発現により除草剤グリホサート耐性が付与

されているが、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難い。 

 本組換えピマワタと対照の非組換えピマワタとの競合における優位性に関わる諸形質を

米国の３カ所のほ場で調査した結果、播種後８週目の草勢、播種後８週目の主茎長、第一

花開花節より上の節数、第一朔果が開じょした節より上の節数、花粉のサイズの項目で本

組換えピマワタと対照の非組換えピマワタとの間に統計学的有意差が認められた。しかし

ながら、これらの差異は参考として供試された非組換えピマワタ品種と比較して若干であ

り、ピマワタの種の範囲を超えるものではないと考えられた。 

 以上より、本組換えピマワタは、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。 

（２）有害物質の産生性 

 これまでピマワタ及びワタが他感物質のように野生動植物等の生息又は生育に支障を及

ぼす物質を産出することは知られていない。 

 本組換えピマワタは除草剤グリホサートに耐性を持つ改変CP4 EPSPS蛋白質を産生する性
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質を有しているが、本蛋白質が有害物質であるとする報告はなされていない。また、改変

CP4 EPSPS蛋白質は、アミノ酸配列の相同検索の結果、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。 

 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と考えられた。 

 米国の温室において、本組換えピマワタの有害物質の産生性（根から分泌されて他の植

物及び土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響

を与えるもの）の有無を鋤込み試験、後作試験及び土壌微生物相試験により調査した結果、

土壌微生物相試験において細菌数及び糸状菌数に統計学的有意差が認められた。しかし、

これらの値は参考として供試された非組換えピマワタ品種の変動範囲内であった。 

 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。 

（３）交雑性 

 我が国の自然環境中にはピマ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。 

３ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えピマ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。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございました。 

 ただいま除草剤グリホサート耐性ピマワタ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。 

 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２－１）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

をしたいと思います。 
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 では、どなたからでも結構ですが、ご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○武田委員 ちょっと確認をしたいんですが、これはちょっと新しいケースだと思いますので、

１ページ目の31行目から35行目あたりを読んでいますと、この材料というのは、交配育種によ

って育成されたものだけれども、親が別種なので申請したという文脈になっていますね。とい

うことは、親が別種でなければ、同種であれば申請は要らないということですか。 

○近藤座長 はい、そうです。 

○武田委員 今までそういうケースというのは出ていましたか、何か。 

○佐藤委員 ここには出てこない。要するに普通の育種に入ってしまうので、もう出てこない

ということなんですけれども。 

○浦野技術政策課課長補佐 申請の範囲の中ですべて含まれているということです。 

○武田委員 問題は、いわゆるワタとピマワタが別種であるかどうかというところが多尐問題

ですね。というのは、そのすぐ下で、両者の間にはほとんど生理・生態的な差もない。また、

アメリカでほ場試験をやってあるので、日本ではしなくてもいいと判断したとあるので、若干

矛盾を含んでいるんですね。 

○佐藤委員 分科会でもそこが一番論議のあったところでして、生態学関係のそういう多様性

分野の先生が随分意見をおっしゃられていました。本来これは、種名としては別になっている

んですけれども、生物的に考えれば別種と言えるほどの違いはないということなんです。しか

し、形式上、別種になっている、種名が別になっているので、このような過程を踏んでいった

と私は思いますが、それでいいですか。 

○近藤座長 その議論の過程の中で、確かに別種になっているけれども、遺伝子組換えとか遺

伝子のレベルで考えたら別種と考える必要はないが、通知の中にそれが書いてあるので、仕方

がないからそれを扱いはするけれども、基本的には異種ではないと、遺伝子的には異種ではな

いと考えるということだったと思います。 

○佐藤委員 そのことをこの１、２に明記することが必要だろうということで、あえてこのよ

うに書いたという感じであります。 

○武田委員 はい、わかりました。 

○近藤座長 はい。 

○小野里委員 小さなことで３点ほどお聞きします。 

 今の分科会での検討結果の21行目ですけれども、「T-DNA領域を」、後ろのほうで「導入さ

れることにより作出された」について、ちょっと文章の座りが悪いので、ここは訂正しておい
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たほうがいいと思います。 

○佐藤委員 そうですね。 

○近藤座長 こちらが受けになっていますから、おかしいですね、日本語的に。 

○小野里委員 それから、この赤表紙の評価書ですが、９ページの30行目ですが、実はこれは

すでに承認されたワタでも同じ文章があって、そちらで見逃していたので恐縮なんですが、

「１ｍ離れた場合の交雑率は0.4％以下であり、16ｍ離れると0.3％以下まで減尐していた」と

あります、両者にはほとんど差がありません。下の文章類推しますと、この「0.4％」は

「４％」の間違いではないかと思います。２行ほど下に、「１ｍ離れた場所での交雑率は５％

であったのに対して、７ｍ離れた地点では１％以下まで減尐していた」とあります。チェック

しておいていただきたいなと思います。 

○近藤座長 ここの部分は間違いではないかということの確認をしていただくということでよ

ろしいですか。 

○小野里委員 それで結構です。 

○近藤座長 結果に関わることではないと。 

○小野里委員 そうですね。もしこのとおりの数字だとすると、「16ｍ離れると0.3％以下ま

で減尐していた」という文章がちょっとおかしくなるので。 

○近藤座長 ですから、もし間違いでなければ、この「減尐していた」というところを書き直

さなければなりませんね。 

○小野里委員 それで結構です。 

 次のページですけれども、10ページの25行目の後半に、「本物質は生殖・繁殖力に有害な影

響を及ぼす」とありますけれども、これは何に対しての有害な影響なのか分かりません。多分

これは哺乳類の可能性がありますが確認して、入れておいていただけたらなと思います。 

 以上です。 

○近藤座長 これに関しては、確認ということですね。 

○小野里委員 それで結構です。 

○近藤座長 はい、わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○矢木委員 ２ページの、70行目でしょうか、「土壌微生物相試験において細菌数及び糸状菌

数に統計学的有意差が認められた。しかし、これらの値は参考として供試された非組換えピマ

ワタ品種の変動範囲内であった」と書いてあるのですが、有意差が認められたということなの
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で、資料２－２でどのくらい影響が出たのかなということで見たものが22ページにあります。、

上から４行目ですか、「ピマワタとの間に統計学的有意差が認められた（表３……）」となっ

ていますが、これは「表３」はないから、「表２」のことかと思ういます。それが１点で、

「表２ 土壌微生物相試験」ということで、オリジナルの別添資料の23ページのTable 2を見

ると、組換えピマワタのところで＊印がついます。＊印が２個ついていますが組換えピマワタ

が2.84×10８であって、非組換えが1.37×10８ということで、あまり変わらないような気がし

ます。これをもって差が認められたというデータになるのかなと思います。＊印の意味がはっ

きりしていればオーケーです。＊印の差のところを説明してください。 

○佐藤委員 ＊印のところは有意差があるということだったと思うんですが。 

○矢木委員 非組換えが1.37×10８、それと比べて2.84×10８で、差があるということですね。  

○佐藤委員 そうですね。有意差があるということです。 

○矢木委員 このくらいだったらば有意差はほとんどないと思うんです。標準偏差があればよ

いと思います。 

○佐藤委員 この別添資料の23ページのTable 2の一番下の＊のところの「Significantly 

different」という、これをもってこれは有意差があると言っているんだと思います。 

○近藤座長 「0.05％」となっていますね。 

○佐藤委員 0.05以下ということですね。 

○矢木委員 有意差があるということですね。 

○近藤座長 普通、我々の感覚では、このくらいでは有意差は出ないんじゃないかと思うんで

すけれども。 

○矢木委員 ＊印の説明を入れていただけるとよいと思います。 

○佐藤委員 22ページのほうにですね。はい。 

○矢木委員 実質的には、これを見ると、1.37と2.84ぐらいですと、そんなにあるかなという

気がしますが、従来商業品種の平均値は７乗から８乗の幅があります。この文章を見ると、有

意差が出たのかなという印象がありました。＊印がついているから、非常に正確にやったとい

うことかとは思いますが、この説明を入れていただけたらと。 

○佐藤委員 はい。では、その＊のところだということを……。 

○矢木委員 どこかにありますか。 

○佐藤委員 いや、ないです。多分ないと思います。これは、ですからTable後の括弧の中に

入ると思います。 
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○近藤座長 資料２－２には何も書いていないので、その別添資料を参考にして、危険率は

５％以下とか、そのように……。 

○矢木委員 そうですね。５％以下とかとしておいてもらって、それからもう１点は、次のも

のとも絡むんですけれども、今の２ページ目の53行目でしょうか。特に、「以上より、本組換

えピマワタは、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」ということで、文章的にはこれで間違いないと思いますが、「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」ということは、実施した実験では問題はなかったという意味だ

と思いますが、「特定はされず」ということは、「野生動植物等への影響はなく」などとした

方が良いかなと思いました。 

○佐藤委員 評価のときに、順番として、まず特定されるかどうかというのを……。 

○矢木委員 というのが問題になる。 

○佐藤委員 はい。まずそれを決めて、それでされないとなれば、これでいいんですけれども、

されるとなれば、それに対して評価をするということになるので、そういうステップを踏んで

いるので、一応これは決まり文句的となっています。 

○矢木委員 そうですか。決まり文句で、まず特定はされなかったということで、特定されな

ければ安全であると、そういう考え方ですね。 

○佐藤委員 そうですね。はい。ですから、みんなここは大体決まり文句でこのようになって

います。 

○矢木委員 そうですか。そういう慣例であれば、よろしいと思います。 

○近藤座長 確かに、影響を受ける可能性のある動植物はなくて、それでこういう試験をやる

必要があるのかといった感じは多尐ありますけれども、順番にそう書いてあるということにな

ります。 

○矢木委員 はい、わかりました。 

○近藤座長 では、ほかに。はい。 

○中川原委員 今後の検討課題としていただいて結構なんですけれども、先ほど武田先生がお

っしゃったように、このピマワタの申請は、別種であるということが基本であるので申請しま

したという形をとっているけれども、実際、中身をお聞きしたら、普通の育種の操作過程を経

たもの以外ではないんですね。しかもそれは非常に誰でも想像ができるような技術でここまで

来ている。とすれば、今後このようなものは結構たくさん出てくるのではないかと思うんです。



- 9 - 

そうなったときに一つ一つ全部、「これは別種である」という記載があるからやりましたとい

う形をとるのも、規則だから、そうしなくてはいけないということはわかるんですけれども、

本来は、このカルタヘナ法という法律は、従来の育種操作ではない形でやった場合にそこで多

様性に影響を及ぼす可能性があるからやるんだというのが精神だと思いますので、そこのとこ

ろを今回のピマワタの事例でとらえますと、普通の育種操作ではないかととらえたほうが妥当

なような内容だったと思うんです。ですから、これは今後の検討課題でもちろん結構ですけれ

ども、このような問題について、「別種」の記載そのものを絶対的に信用するのか、あるいは

育種過程でどのような育種操作をとってここに至ったかということを前提とするのか、その辺

は、今すぐ決める話ではないでしょうから、今後議論していく必要があるのではないかなと感

じました。 

○近藤座長 多分皆さん同じではないかと思います。それはこの場でそういうご意見をいただ

かないと先に進まないので、そういうご意見をいただいたということで、今後、分科会でも、

あるいは事務局のほうでも検討していただければと思います。通知は通知なので、それはそれ

として、例外規定みたいなものを設けるか、何かちょっとその考えを我々も含めて検討してい

ければと思います。 

○小野里委員 今のご発言に関してちょっとお聞きしたいのですけれども、スタックの場合は

どう考えられますか。同種で、それぞれが既に承認されたものの交配によって二つの目的遺伝

子を一つの個体にまとめる場合、それも先生のお考えとしては、通常の交配によってつくり出

すものであるから必要ないと考えるか、それともその場合は……。 

○中川原委員 通常の過程は全くそのとおりなんですけれども、スタックの場合は、そういう

新しい遺伝子が組み合わされたことによって、ここに相加的な効果ではなくて、相乗的な何か

相互作用が起こるという可能性があるかないかというのが問題ではないかというのが第一義的

な問題です。 

○小野里委員 私も同意見です。 

○中川原委員 ですから、そこを確認したいので、それ以外のところはあまり確認する必要は

ないと思うんですけれども。 

○近藤座長 スタックについては、相互作用が想定されにくいという場合であっても、一応相

互作用がないかどうかを尐なくとも形質の面だけでも見てもらって、相互作用がなければ、も

うそのまますっといくという形に現在なっています。 

○小野里委員 私もそう考えています。 
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○近藤座長 ただ、一応は申請していただくということになっています。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○佐藤委員 これと逆のケースで、同種であっても品種が亜種みたいなものとか、それから品

種特性として生殖特性が非常に違うとか、そういう場合には逆に評価が必要だということだと

思いますので、そういう意味ではその逆もあると思います。 

○近藤座長 審査のときには、通知とか規則だけではなくて、ケース・バイ・ケースで考えな

ければいけないということだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、文章の上での修正とか、あるいは確認、あるいは尐し危険率の記載の追加とか、

幾つかありましたけれども、結論的には変更はないと思います。この総合検討会での取りまと

めといたしましては、申請者から提供された「除草剤グリホサート耐性ピマワタ」について、

第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれはないとした生物多様

性影響評価書の内容は適正であると判断いたします。 

 先ほどご指摘にあった点については、事務局のほうから申請者に伝えていただいて、修正等

がある場合、必ずあるとは思いますが、それについては修正が来た段階で委員の皆様に連絡し

ていただくということで、結論は変化しないと思います。では、そういうことで処理をお願い

いたします。 

 次に、「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」について検討したいと思

います。 

 なお、本件につきましては、先ほども尐しご説明がありましたけれども、11月11日開催の総

合検討会で検討した結果、再度、農作物分科会で検討する必要がある旨の検討結果を取りまと

めたところであります。この検討結果を受けて、12月２日開催の農作物分科会で再度検討が行

われました。これにつきまして、その辺の経緯も含めて、佐藤委員から、資料３に基づいてご

報告を願いたいと思います。 

○佐藤委員 11月にご指摘があって、農作物分科会のほうで再度検討して、主に追加ですけれ

ども、評価書の一部書き直しをしていただきました。まずその変更点をご説明させていただき

たいと思います。 

 資料３－２のほうでは11ページの真ん中から下のところになるのですけれども、ブルーの評

価書のほうでは19ページの上のところで、ほぼ同じものですので、こちらの資料３－２のまと

めのほうの11ページをご覧いただきたいと思います。21行目以降のところに変更があります。
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問題になったのは、2,4-Dの分解産物である2,4-DCPの生体内における濃度とか、実際に毒性が

発揮されるほど植物体内に濃度が高くなる可能性があるのかないのかというところの具体的な

データとか考察が必要であるということになって、それでこのような記載が加えられています。 

 まず、初めのところの段落では、2,4-DCPの毒性の実際の値が書かれています。その次に、

一方、それが高いのかということで、その対照としては2,4-Dと比べてどうなのかということ

が大事であるということで、27行目からですけれども、「一方、2,4-Dの水生生物に及ぼす影

響については」ということで、ここにオオミジンコ等の幾つかの例が出ております。結果的に

は、実はオオミジンコでは必ずしもそうは言えないんですけれども、魚とかウキクサとかの例

で言えば、2,4-Dに比べて2,4-DCPのほうが危険性がかなり尐なく、そういう毒性が低いという

結果になっているということが述べられています。その下に32行目から、「このように、2,4-

Dの分解産物である2,4-DCPは、2,4-Dに比べて毒性が低い」ということです。それから、その

後、実際に本組換えトウモロコシに2,4-Dをいわゆる決められた濃度の上限値で散布したとき

に、穀粒中の2,4-DCPの残留濃度を調べると、定量限界値未満であったということが加えられ

ています。この全体を総合して、生じた2,4-DCPが実際に生じる濃度の範囲では、危険性がな

いという結論になっています。 

 それを受けて、農作物分科会の検討の結果を読み上げたいと思います。資料３－１をご覧い

ただきたいと思います。これは、基本的には前回とほとんどの部分は同じで、加わった部分だ

けお読みすればよろしいでしょうか。 

○近藤座長 全部。 

○佐藤委員 全部。わかりました。それでは、資料３－１をご覧ください。 

農作物分科会における検討の結果 

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。 
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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された直鎖状DNA断片を用いて、ウィスカー法により作

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）発現カセットが本組換えトウモロコシの染色体上に１コピー移入されており、複数世

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

た、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法により確認

されている。 

２ 生物多様性影響評価の結果について 

（１）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難い自然

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難い。 

 2009年に畜産草地研究所で実施された隔離ほ場試験において競合における優位性に関わ

る諸形質について調査した結果、本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシとの間に

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。 

（２）有害物質の産生性 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物等への有害物質を産生

するとの報告はなされていない。 

 以下のところが新しく加わったところです。 

 本組換えトウモロコシが生成する改変AAD-1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。 

 改変AAD-1蛋白質は除草剤2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）に酸素を導入する反応

を触媒し、除草活性のない2,4-ジクロロフェノール（2,4-DCP）に変換するが、改変AAD-1
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蛋白質が他の代謝系に関与するとは考えられていない。 

 2,4-DCPは、2,4-Dに比べて毒性が低く、2,4-Dが散布された場合に生産される2,4-DCPの

濃度を最大に見積もっても、散布された2,4-D以上に影響を及ぼすことはないと考えられた。

また、本組換えトウモロコシに適正使用範囲の上限量の2,4-Dを散布し、穀粒中の2,4-DCP

の残留濃度を調べた結果、定量限界値（0.01ppm）未満であったことから、本組換えトウモ

ロコシの輸入種子が野生動物に影響を及ぼすことはないと考えられた。 

 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に影響を与えるもの、植物体が内部に

有し枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の有無を鋤込み試験、後作試験及び土壌

微生物相試験により調査した結果、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。 

（３）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した。 

 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３－１）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

をしたいと思います。 
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 それでは、どなたからでも結構です。いかがでしょうか。 

○武田委員 これは、仮に散布された2,4-Dの全量が2,4-DCPに変換されたとしても、トータル

の毒性はひどくはないんだということで、非常に納得したんですけれども、ただ、前回からの

議論で考えますと、この2,4-Dが改変されて2,4-DCPになって、それが生物毒性を持っていると

いうことを申請者がちょっと書いてくれたので、我々は待てよとなったわけで、これがもし申

請書に書いていなければ、それはそれで別に瑕疵はないんですよね。だから、これは何かそう

いう危うさがあって、尐なくとも僕には、この遺伝子によって2,4-Dが2,4-DCPに変換されて、

その毒性云々といった知識は正直ありません。だから、そういう危うさがあって、それが非常

に気になりました。感想みたいなことなんですけれども。 

○近藤座長 今、武田委員が言われたように、これまでこういうことは気にしていなかったん

です。過去にもグルホシネートにアセチルをくっつけるとか、グリホサートにするとか、そう

いうのがあって、そういうものには毒性はないだろうとは思うんですけれども、毒性がないか

どうかという記述がなかったんです。これを契機にそちらのほうも気になり出しまして、最近

ではそういうことも書いていただくような傾向になりつつあります。本来それはやるべきこと

かなと、今にして思えばそう考えますけれども。 

○佐藤委員 分科会でもそのようなことを認識しましたので、今後気をつけて見てみます。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

 以前の総合検討会の結果ではなくて、分科会にも何人かの総合検討会の委員の先生にご出席

いただいて、この辺はかなり十分に議論したと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中川原委員 納得しやすい記述になりましたね。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。ほかの部分はもう議論が終わっていますので、ではよ

ろしいですね。 

 それでは、総合検討会としての取りまとめなんですが、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

判断いたします。 

 これで２件の案件は終わったのですが、そのほか、事務局から報告事項等はありますでしょ

うか。 

○高島農産安全管理課審査官 消費・安全局審査官の高島と申します。この度、12月末からパ
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ブコメを開始しております。その様式を変更いたしました関係でご報告させていただきたいと

思います。資料につきましては、４－１、４－２、４－３をご覧いただければと思います。座

ってご説明させていただきます。 

 農水省消費・安全局では、遺伝子組換え農作物の審査そして管理の能力、それから透明性、

また科学的一貫性を向上させるために、去年８月31日に、こういう審査の事務手続を定めたよ

うなものなのですが、標準手順書というものを公表しております。それに基づいて、お手元に

ある４－１と４－２といった、新たなわかりやすい形での審査報告書というものに取りまとめ

まして、昨年末の12月24日から１カ月間、パブコメを実施しております。そのパブコメの実施

の詳細といいますのは資料４－３で、これは実際にホームページに掲げているものでございま

す。パブコメ自体は従来どおりなのですけれども、こういう審査報告書という形で取りまとめ

ております。 

 これまでのパブリックコメントと言いますのは、申請者からの申請書、評価書の概要、それ

から今回ご紹介いただいた学識経験者の意見から成る資料で行ってまいりましたけれども、消

費・安全局の方でこういう標準手順書に基づいて、できるだけ透明性・科学的一貫性を向上さ

せていくということで、この審査報告書を行政側に最終的な承認権限・責任があることをより

明確に示す観点から、行政のクレジットで作成しております。 

 学識経験者の意見につきましては、従来はそのまま公表していたのですが、審査報告書では、

具体的に専門用語をよりわかりやすくして、審査の概要というものが中にございます。片方の

資料４－１で申しますと、３ページあたりからになります。よりわかりやすい形でまとめ直し

ております。科学的な内容については修正はしておりません。 

 また、今回、審査報告書のポイントとしては、先生方にはご覧いただいていたのですけれど

も、資料４－１で申しますと35ページをご覧いただければと思うんですが、これまで参考文献

については非公開ということになっていたのですが、秘匿性の有無を再検討いたしまして、一

般的に公開されているような参考文献については公開扱いとするということに整理させていた

だきました。また、この総合検討会でも同様に、今回から原則公開の方向で扱っていくという

ことにさせていただいております。 

 このパブコメについては、12月24日から30日間ですので、今月の22日まで行う予定になって

いるところでございます。 

 こういう新しい形式で始めましたので、以上ご報告させていただきます。 

○中川原委員 この一覧表で言えば、これはどこから。 
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○高島農産安全管理課審査官 一覧表、これは承認一覧ですので、これはまだここには載って

いない。これでパブコメが終わって、そこの意見も踏まえて承認ということになれば、この表

に載っかってくるというものでございます。 

○浦野技術政策課課長補佐 農産安全管理課のほうから今説明のあった、今パブコメにかかっ

ているものは参考資料２の５番と６番です。 

○中川原委員 ありがとうございました。 

○武田委員 これは、この頃はどのくらいの件数が来るんですか。 

○高島農産安全管理課審査官 件数につきましてはまちまちというのが実態でして、尐ないケ

ースでは。過去１年間に実施した中では、３件ですが、多いケースで200件程度という形にな

っています。最近、増加の傾向にあるのかなという感じはしておりまして、今回も国民の祝休

日を含めますとかなり多くなっているような傾向でございます。まだ途中段階でございますが、

今回も非常に多いのではないかなという予測はしております。 

○武田委員 中身との関連はないですか。 

○高島農産安全管理課審査官 中身との関連は、個人の消費者の方が結構言われることが多い

んですが、遺伝子組換え体に全体的に反対であると。そこに具体的な意見というのは、あった

り、なかったりというケースが多いですね。カルタヘナ法に関するパブコメなんですけれども、

「食品として使用が不安です」とか、そういうものが大体８割を占めております。 

○武田委員 例えば、除草剤耐性が嫌われるとか、耐虫性が嫌われるとか、そういうスペクト

ラムはないですか。 

○高島農産安全管理課審査官 そういう具体的な環境影響に対する意見というのがあまりない

状況です。一般論として、組換え体反対、それからあと食品として反対という、「食べる物と

して遺伝子組換え体の承認はやめてください」的な意見が多いという現状でございます。 

○近藤座長 そういうコメントに対して、こちらから何か言うんですか。 

○高島農産安全管理課審査官 受け付けたコメントについては、すべて回答させていただいて

います。ただ、200件とか、そのぐらいの規模になってきますと、個々にということではなく

て、我々のほうで意見を分類させていただいて、意見を集約して、コメントを書かせていただ

いております。 

○中川原委員 それはその都度ですか。 

○高島農産安全管理課審査官 その都度です。パブリックコメントごとに書かせていただいて

おります。 
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○近藤座長 今、食品として反対という話になっていましたけれども、食品の場合にはその表

示の義務がありますね。そういったことはあちらの方は知らないと言っているということでし

ょうか。 

○高島農産安全管理課審査官 いろいろな方がおられますので、そこも含めて知っておられる

方もいますし、表示について反対というのが我々のほうに入ってきたりもします。やはり食品

に関する関心、食品としての組換え体としての関心が非常に高いなという感じは受けておりま

す。 

○近藤座長 この件はこれでよろしいですか。 

 それでは、次の報告をお願いします。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 それでは続きまして、先週１月７日に公表しました平成21年

度遺伝子組換え植物実態調査の結果について、口頭にて報告させていただきたいと思います。 

 この調査は、平成18年度から農林水産省で、輸入港の周辺地域で遺伝子組換えセイヨウナタ

ネがこぼれ落ちて生育していないか、またその範囲を拡大したり、あるいは交雑によって近縁

種に組み換えられた遺伝子が広がったりしていないかを調べるために実施してきたものです。 

 平成21年度は、平成20年度と比べまして一部調査体系を変えております。まず、今まで12港

で調査していたものを18港にまで拡大したということ、それから新たにダイズとツルマメにつ

いても調査したということ、その２点の変更点がございました。 

 結果としまして、前回にセイヨウナタネ等ナタネ類の生育に関しましては、これまでの調査

結果とほぼ変わるところのない結果が得られております。ただ、対象港を増やしたということ

で、新たに増やした対象港６港の中から一部遺伝子組換えセイヨウナタネが見つかっておりま

す。 

 また、これまでの環境省の調査でも報告はあったのですけれども、グリホサート及びグルホ

シネートの両除草剤に対して耐性遺伝子を持つセイヨウナタネの個体が１個体ほど見つかって

おります。 

 また、遺伝子組換えダイズに関しましても、鹿島港の周辺地域で２個体ほど見つかったとい

う状況になっております。 

 今後も引き続き調査を継続しまして、ある程度データがまとまりましたら、そのときには解

析もしていきたいと考えているところです。 

 資料はホームページに載っておりますので、そちらをご覧いただければと思います。 

 以上です。 
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○近藤座長 この件はいいですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 続きまして、事務局からの３件目、最後になりますが、参考資料

３をちょっとお手元にご用意いただきたいと思います。 

 昨年12月９日の総合検討会で検討しました除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ２件、

61061と73496、デュポン株式会社でございますが、こちらの生物多様性影響評価書につきまし

て、出席委員のほうからの質問に関連いたしまして申請者が評価書を見直していたところ、一

部誤記がありましたということですので、ご報告させていただきます。 

 実際に間違っていたところはどこかというと、１枚めくっていただきまして、上から４行目

です。当初は「クローニングした遺伝子を制限酵素で部分化し」となっておりましたけれども、

正式には「クローニングした遺伝子をDNA消化酵素で断片化し」ということだということです

ので、このように修正させていただいた上で今後手続等を進めたいと思いますので、ご報告さ

せていただきます。 

 以上です。 

○近藤座長 報告事項はこれでおしまいでしょうか。 

○作田技術安全室長 はい。 

○近藤座長 それでは、もうよろしいでしょうか。何か特別、ご質問とかご意見とかはありま

すでしょうか。いいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、事務局にお返ししたいと思います。 

○作田技術安全室長 次回の日程等はまだ調整中でございます。 

 本日は熱心にご審議いただきまして、誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして生物多様性影響評価検討会総合検討会を閉会いたします。 

午後２時２６分 閉会 


