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午後１時３２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、まことにありがとうございます。 

 本日の委員の出欠でございますけれども、井出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。 

 本日、議事に入る前に事務局からお知らせでございますが、４月16日にプレスリリースで本

日の検討予定案件お知らせしてございますけれども、その中で除草剤ジカンバ耐性ダイズが入

ってございましたが、本件につきまして申請書類の記載の不備が見つかりましたので、本日の

検討は見送りとさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、配付資料の確認に移らさせていただきたいと思います。配付資料一覧ございま

すが、資料１が本日の申請案件の審査の状況でございます。資料２から資料６までが本日の申

請の案件でございます。参考資料１、２がございます。不足している資料がございましたら、

事務局のほうまで申し出ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 また、傍聴の方々におかれまして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、この後の議事の進行につきましては近藤座長にお願いいたします。よろしくお願

いいたします。 

○近藤座長 はい、早速議事に入りたいと思います。議事の１番目ですが、遺伝子組換えの農

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します。 

○作田技術安全室長 それでは、資料１、１枚紙でございます。資料の１をごらんください。

本日ご審議いただく案件、全部で５件ございます。一番上からご説明いたします。 

 １番目といたしまして、除草剤メソトリオン及びグルホシネート耐性ダイズでございます。
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こちら使用等の内容といたしまして、隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれ

らに付随する行為でございます。これまで農作物分科会で２月と３月の２回にわたりまして検

討が行われております。 

 ２番目の案件、こちらは低リグニンアルファルファでございます。こちらも隔離ほ場におけ

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為でございます。こちらは昨年の９月、

10月、12月及び今年の２月に農作物分科会で検討が行われております。 

 次、３番目の案件でございます。こちらは乾燥耐性、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性

並びに除草剤グリホサート耐性トウモロコシでございます。こちらのほうは食用または飼料用

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でござい

ます。検討状況としましては、昨年の12月と今年の３月に分科会での検討が行われております。 

 ４番目の案件は、乾燥耐性、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性のトウモロコ

シでございます。こちら使用等の内容は、食用また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でございます。検討状況は先ほどと同様に昨

年の12月と今年の３月でございます。 

 ５番目につきましては、乾燥耐性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシでございます。

こちらの使用等は、食用また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で、検討状況といたしましては昨年の12月と本年の３月となって

おります。 

 これまでの審査の状況は以上でございます。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 それでは、除草剤メソトリオン及びグルホシネート耐性ダイズについて検討したいと思いま

す。農作物分科会での検討結果について、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。なお、資料２－１、検討結果について事前に配付した資料から修正を加えているため、

本日配付した資料をご参照ください。それでは、お願いします。 

○武田委員 その前に一つ質問があるのですけれども、ジカンバ耐性のダイズの資料は既に送

られてきて我々目通ししているわけなのですけれども、今日急に審査の対象から外れるという

のはどういう経緯なのでしょうか。 

○近藤座長 私が言うべきかどうかわからないのですけれども、記述の内容に幾つか、かなり

たくさん多いのですけれども、間違いとかミスがありました。一々挙げますか、どうしましょ

うか。 
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○武田委員 そういう資料が総合検討会の委員のところに送り付けられて目通ししろというの

は大変迷惑な話であって、多分不備なものがどこか通過してしまったのでしょうけれども、そ

ういうことがないようにしていただかないと、まじめに読む努力が損なわれるということがあ

りますので、注意していただきたいと思います。 

○近藤座長 それに関しては分科会の委員全員の責任、私も出ていましたので我々の責任だと

思うのですが。言いわけをしますと、わかりにくい点で事務局のほうでまとめなければいけな

いのですね、まとめを書かなくてはいけないという時点で細かく見たときに気がついた、しか

もそれが結構たくさんあったということで、確かにその文章だけ見ているとわからない、ほか

の資料と対比しないとわからないというものがほとんどだったので、そういう点で見落してし

まったということがあったかと思います。それから、審査のときにどうしても遺伝子の状況と

か、そういう資料は皆さんちゃんと詳しく見るのですけれども、そうではなくて生理的な試験

であるとかそういうところがどうしても少し注意が散漫、見るほうも注意が散漫になっていた

かなと、そういう反省がございます。これからはそういうことは我々としてもないようにして

いきたいと思っています。 

○武田委員 了解しました。 

○近藤座長 それでは、佐藤委員お願いします。 

○佐藤委員 それでは、農作物分科会における検討の結果をご報告したします。資料２－１を

ごらんくだい。 

 

名称：除草剤メソトリオン及びグルホシネート耐性ダイズ（改変avhppd,pat,Glycine max  

   (L.)Merr.)(SYHT0H2,OECD UI:SYN-000H2-5) 

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：シンジェンタジャパン日本株式会社 

 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 生物多様性影響評価の結果について 

  本組換えダイズは、大腸菌由来のプラスミドpBluescript SK＋等をもとに構築された発現

ベクターpSYN15954をアグロバクテリウム法により導入し作出されている。本組換えダイズ
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は、エンバク由来の改変AvHPPD蛋白質（p-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナー

ゼ）をコードする改変avhppd遺伝子及びStreptomyces viridochromogenes strain Tu494由

来のPAT蛋白質（ホスフィノスリシン・アセチルトランスフェラーゼ）をコードするpat遺

伝子等を含むほぼ完全長のT-DNA領域、pat遺伝子カセットの35Sプロモーターから始まり２

つのpat遺伝子カセットを含むT-DNA領域及び改変avhppd遺伝子由来と考えられる47bpの配

列が染色体上に隣接して組み込まれ、複数世代にわたり安定して伝達されていることが遺

伝子の分離様式やサザンブロット分析により確認されている。また、これらの遺伝子が複

数世代にわたり安定して発現していることがELISA法により確認されている。 

（１）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

生化しているとの報告はなされていない。 

  2010年に米国のほ場及び2011年に我が国の特定網室等において、本組換えダイズの競合に

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、本組換えダイズ(除草剤散布）

の最終株数が、対照の非組換えダイズの最終株数よりも有意に減少していた。しかしなが

ら、本組換えダイズの最終株数は同一ほ場内で栽培された参考品種の範囲内であった。こ

のため、この差異により競合における優位性が高まることはないと考えられた。 

  本組換えダイズには改変avhppd遺伝子及びpat遺伝子により、除草剤メソトリオン及びグ

ルホシネートに対する耐性が付与されているが、付与された形質により自然条件下におい

て競合における優位性を高めるとは考え難い。 

  以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を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。 

（２）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

報告はなされていない。本組換えダイズは導入された遺伝子等により改変AvHPPD蛋白質及

びPAT蛋白質が発現しているが、当該蛋白質が有害物質であるとする報告はなく、既知アレ

ルゲンと構造的に類似性のある配列を有しないことが確認されている。 

  改変AvHPPD蛋白質は、チロシン異化経路におけるp-ヒドロキシフェニルピルビン酸からホ

モゲンチジン酸への反応を触媒することから、チロシン異化経路の最終代謝産物であるビ
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タミンＥ等の生成量に影響を及ぼす可能性が考えられた。このため、2010年に米国のほ場

で栽培した本組換えダイズと対照の非組換えダイズを用い、種子中のビタミンＥ等を調査

した。その結果、種子中のγ-トコフェロールとδトコフェロール、茎葉の粗脂肪において、

本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に有意差が認められた。しかしながら、本

組換えダイズの分析値はいずれの項目においても同一ほ場で栽培した参考品種の範囲内で

あった。このため、本組換えダイズで発現している改変AvHPPD蛋白質が宿主の代謝系に及

ぼす影響は小さいと考えられた。さらに、植物におけるHPPD蛋白質の基質はp-ヒドロキシ

フェニルピルビン酸のみであることが報告されている。このため、改変AvHPPD蛋白質が宿

主の代謝系に影響することで、新たな有害物質を産生する可能性は極めて低いと考えられ

た。 

  PAT蛋白質はL-ホスフィノスリシン（除草剤グルホシネート）及びデメチルホスフィノス

リシンに対して非常に高い基質特異性を示し、これら以外にPAT蛋白質の基質となるアミノ

酸は報告されていない。このため、PAT蛋白質が植物体の他の代謝系を変化させることはな

いと考えられた。また、除草剤グルホシネートが散布された場合に生産されるN-アセチル-

L-グルホシネートの動物に対する毒性はグルホシネートより低いことが確認されており、グ

ルホシネートが散布された場合におけるN-アセチル-L-グルホシネートの濃度を最大に見積

もっても、散布されたグルホシネート以上に影響を及ぼすことはないと考えられた。 

  我が国の特定網室において、本組換えダイズの有害物質（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、植物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響を与え

るもの）の産生性の有無を土壌微生物相試験、鋤込み試験及び後作試験により検討した結

果、本組換えダイズの試験区と対照の非組換えダイズの試験区との間に差異は認められな

かった。 

  以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を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。 

（３）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。 
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  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

て成育した場合、交雑する可能性がある。 

  しかしながら、 

  ①ダイズとツルマメの雑種形成及び後代への遺伝子浸透について、数年間、日本各地のダ

イズ畑周辺においてツルマメ集団を追跡調査し、遺伝マーカー等を用いて交雑の有無を分

析したところ、雑種後代が継続して存在することを示す結果は得られなかったとの報告が

あること、 

  ②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、開花期が重複

するダイズ品種とツルマメとを交互に株間50ｃｍの隣接栽培を行った場合でも、交雑率は

0.73％であるとの報告があること、 

  ③除草剤グリホサート耐性遺伝子組換えダイズとツルマメを、播種時期をずらしてダイズ

にツルマメが巻きついた状態で成育させた交雑試験では、収穫したツルマメ種子のうち、

両種の開花最盛期を最も近くした群（11,860粒）の中の１粒がダイズと交雑していたとの

報告があること 

 などに加え、本組換えダイズにおいては、導入遺伝子による影響が宿主の持つ代謝系を変化

させ、交雑性に関わる生理学的又は生態学的特性について宿主との相違をもたらすことは

ないと考えられることから、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

マメの交雑率と同等に低いと考えられた。 

  また、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avhppd遺伝子及びpat

遺伝子により、除草剤メソトリオン及びグルホシネート耐性の形質を有すると考えられる

が、本形質は除草剤が散布されない自然条件下では競合における優位性を高めるとは考え

難く、これらの形質を有する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、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。 
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２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。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 ただいまご報告いただきました分科会の検討結果、資料２－１のうち「１ 生物多様性影響

評価の結果」及び「２ 検討会の結論」については、総合検討会の審議の後、学識経験者の意

見としてとりまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それではどなたでも結構です。ご意見等をお願いいたします。ご質問、ご意見お願いいたし

ます。 

○武田委員 今読んでいただいたのと前にいただいたのとの違いは、交雑性に関する除草剤を

散布する条件のところですか。どの辺がどう変わったのかちょっとわからなかったもので。 

○佐藤委員 検討の結果のところです。どこでした、変わったのは。 

○矢木委員 ２カ所ありましたね。２カ所。１ページのたしか下から６行目ぐらいですか、自

然条件下においてというのは、何か付与された何とかにおいてとかいうふうに変わっていたよ

うな気がするのですね。１ページ、ごめんなさい。古いのと今新しいのと。それから、その次

の３ページのところの20行目ぐらいが随分変わっていた、20から25行ですかね。その辺が随分

変わっていたような。あとは読んでいて変わらないような気がしたのですけれども、２カ所が。

どうですかね。 

○武田委員 ３ページのほうの。 

○山口安全評価専門官 変更箇所は１ページの33行目、「自然条件下において」という言葉の

位置が変わっております。もとは「自然条件下において付与された形質により」となっていた

のを、ちょっとわかりにくいということで、後のほうに持っていったということです。もう１

カ所は３ページの22行目に、「除草剤が散布されない条件下では」という文言を足しておりま

す。 

 以上です。 

○武田委員 より厳密な表現になったということですね。 
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○近藤座長 何かございますでしょうか。 

○武田委員 概要書のほうにちょっと疑問というか問題がある、よろしいですか。まず、目を

通せというものですから目を通したのですけれども、４ページの26行目、栽培状況の話ですけ

れども、我が国では水田輪作が主体であるのに対しとありますけれども、水田輪作という言葉

はないので、水田転作です。畑は輪作ですけれども。 

 それから、７ページの30行目、最隣接区（0.7ｍ）とありますけれども、最隣接という日本

語はあまり聞かないですね。最近接かと思いますけれども、隣接というのは要するに隣り合っ

ているということで、一番近いというのは何と言ったらいいんでしょうか、最近接も余りいい

日本語だとは思わないのですけれども、少なくとも最隣接という言い方はおかしいと思います。 

 それから、21ページ、これは統計処理に関することですので申し上げますけれども、集団サ

イズが164個体あるいは139個体あるいは175個体というふうに十分大きいので、イェーツの補

正はいりません。厳密に何個体以下なら補正すべきというのは難しいところなのですけれども、

少なくとも３桁でイェーツの補正というのはこの業界の常識を超えていると思います。 

 それからもう一つ、期待値の計算、細かいことを言うようですけれども、例えば一番上の

BC2F2、139個体が104対35に分離するというこの期待値は四捨五入してますね。期待値は四捨

五入するべきではない。あるいはこれ個体数ですので、端数はないと考えて整数で並べたのか

もしれませんけれども、それは間違いでありまして、小数点以下まで計算していただく必要が

あると思います。 

 以上、気になった点を何箇所かご指摘いたしました。 

○嶋田委員 武田先生のおっしゃったイェーツの補正がいらない部分というのは、農作物分科

会でもこういうものに関しては言っているのですけれども、残るのですよね、こういうのが。

十分なサンプル数があるのだから別にイェーツの補正をやる必要がないというのだけれども、

こういう書き方をずっと残してくるので、私としてはもう事務局でこういうのはサンプル数を

見た上でチェックしてもらってしまったほうが早いのではないかと思うのですけれどもね。 

○武田委員 私も一々指摘するのは面倒くさいです。 

○嶋田委員 私も本当に何か面倒くさいなと思うのですけれども。 

○武田委員 これやっぱり前の資料を後の申請者が見て、１回でも残っているとそれに倣って

しまう恐れがあるので、やっぱりつぶし続けていかなければいけないと思うのですけれども、

確かに事務方で事前にチェックしていただけるのであれば、あえて総合検討会まできて総合検

討委員がこうことを言って議事録に残るというのは、実を言うと私も随分細かいことを言って
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いるなとは思うのですけれども、ただ言わないわけにはいかないので言ってますので、その辺

ご配慮いただければありがたいです。 

○嶋田委員 これソフトウェアによってはイェーツの補正がデフォルトになっているのですよ。

だから、イェーツの補正でとにかく出てしまうので、それをそのまま写しているだけというこ

とで、サンプル数が多かったらとってしまえばいいのですよ。 

○武田委員 そうですよね。分散分析なんかでも明らかにパッケージソフトでやっていて、本

人は理解していないのではないかと思われるケースが多々ありますよね。これも議事録に残る

からこういう発言はしないほうがいいのだけれども。事務方で検討する余地があれば検討して

ください。 

○近藤座長 今回のこの資料は直せますか。どうしますかね。 

○中川原委員 今のは概要が実際に出ていくときに直せるかという、そういうことでしょう、

おっしゃったのは。 

○近藤座長 この会議で出ているわけですから、そうですね、直さなければまずいかどうかで

すね。直さなくてもいい程度なのか、直さなければいけないのかということだと思うのですけ

れども、 

○嶋田委員 間違いではなくて、要するにやる必要がないというくらいで、イェーツの補正を

掛けてもサンプル数が大きくなればその効果は微々たるものになってしまうことだけのことで

すから、直す必要はないとは思いますが、ただ何でこういう無駄なことをやっているのだろう

というのはどうしても残ります。 

○武田委員 一番嫌なのは、総合検討会は認めたということですね。 

○嶋田委員 そういうことであれば、では直したほうがいいかもしれませんね。 

○近藤座長 では、直すということでよろしいですね。 

 ほかはどうでしょうか。 

 これは申請書そのものにもそう書いてあるわけですかね。 

○武田委員 そうだと思います。 

○近藤座長 申請書そのものは出ていかないのですかね、これは。では、いいですかね。外に

出ていかない、申請書のほうは。 

○中川原委員 こちらのほうは行くのですよ。 

○近藤座長 公開されるのですよね。 

 ちょっと今のお話は間違いというほどではないけれども、こういうのが出ていくのが問題だ
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ということなので、出ていくほうは直すということでよろしいですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、そういうことでよろしいということにいたしたいと思います。 

 それでは、内容を次のようにまとめたいと思います。 

 内容は科学的に適正なのですが、申請者から提出された「除草剤メソトリオン及びグルホシ

ネート耐性ダイズ」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ず

る恐れはないとした生物多様性影響評価書の内容は科学的に適正であると判断いたします。し

かし、今審議した中で指摘されました点、３点ほどあったと思うのですが、概要書の内容を修

正した上に大臣宛てに報告をしたいと思います。修正については事務局のほうで確認いただけ

ればよろしいですね。お願いいたします。 

 それでは、事務局から申請者に対してこの旨連絡をお願いいたします。 

 それでは２番目の案件に移りたいと思います。低リグニンアルファルファについて検討した

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３に基づきご

報告をお願いいたします。 

○佐藤委員 はい、資料３－１をごらんください。 

 

名称：低リグニンアルファルファ（CCOMT,Medicago sativa L.）（KK179,OECD UI:MON-00179- 

   5） 

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アルファルファ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 生物多様性影響評価の結果について 

  本組換えアルファルファは、Escherichia coli由来のプラスミドpBR322などをもとに構築

されたプラスミドPV:MSPQ12633のT-DNA領域をアグロバクテリウム法により導入し作出され

ている。 

  本組換えアルファルファは、アルファルファ由来のCCOMT蛋白質（カフェオイルCoA3-σメ
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チルトランスフェラーゼ）をコードする改変CCOMT遺伝子の部分配列からなるRNAiコンスト

ラクトを含むT-DNA領域が染色体上に１コピー組み込まれ、複数世代にわたり安定して伝達

されていることが遺伝子の分離様式及びサザンブロット分析により確認されている。また、

これら遺伝子が複数世代にわたり安定して発現していることがリグニン含量の分析により

確認されている。 

（１）競合における優位性 

  宿主の属する生物種であるアルファルファは、明治初年牧草として導入され、全国の平地

から低山地の道端や草地に野生化したといわれている。しかしながら、アルファルファの

分布域は局所的で生育量は少ないとの報告が多いことから、その生育地は散発的であり、

各集団のサイズも大きいものではないと考えられた。また、我が国の自然条件下において、

アルファルファの生育した個体が増加して現在の分布が拡大する可能性は低く、侵略的外

来種のように優占群落をつくることは考え難い。 

  本組換えアルファルファは、導入されたCCOMT遺伝子断片によるRNAiによりリグニン生合

成経路の主要な酵素であるCCOMT蛋白質の発現が抑制され、リグニン含量が減少している。

このため、植物体の構造が弱くなり、病害虫等に対する抵抗性が低下する可能性が考えら

れた。しかしながら、これらの変化は植物体を弱めることから、本組換えアルファルファ

の競合における優位性を高めるとは考え難い。 

  一方、リグニン含量の低下により病害虫等に対する抵抗性が低下した結果、本組換えアル

ファルファにおいて病害虫等が増殖し、他の野生植物に対する病害虫等が増加する可能性

が考えられた。しかしながら、隔離ほ場では、慣行法に準じて病害虫防除等を行い、開花

期には植物体に防虫網を被せることから、病害虫等に対する抵抗性が影響を及ぼすとは考

え難い。また、病害及び害虫発生状況の調査試験区では病害虫の防除を行わないが、供試

個体数が少ないことから仮に病害虫の発生が認められた場合でも影響は限定されると考え

られる。よって、病害及び害虫発生状況の調査により、野生動植物等に影響を及ぼすとは

考え難い。 

  以上より、本組換えアルファルファは、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。 

（２）有害物質の産生性 
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  宿主が属する生物種であるアルファルファは、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。アルファルファの他感作用については、キュウリ、レタス、ソル

ガム及びオオムギにおいて報告されている。 

  本組換えアルファルファは、導入されたCCOMT遺伝子断片によるRNAiによりリグニン生合

成経路の主要な酵素であるCCOMTの遺伝子発現が抑制される。しかしながら、本組換えアル

ファルファにおいてCCOMTの遺伝子発現が抑制されることにより、目的以外の代謝経路に影

響を及ぼす可能性は低いと考えられた。このため、CCOMT遺伝子断片の導入によって、本組

換えアルファルファにおいて新たな有害物質が産生されるとは考え難い。 

  以上より、本組換えアルファルファは、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。 

（３）交雑性 

  アルファルファと自然交雑が可能と考えられる近縁種は、多年生のMedicago属の

M.prostrata,M.cancellata及びM.saxitilisの３種であるが、これらは日本には自生してい

ない。したがって、交雑性に起因する生物多様性影響を受ける可能性のある野生動植物種

は特定されなかった。 

  以上より、本組換えアルファルファは、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。 

２ 農作業分科会の結論 

  以上より、本組換えアルファルファは、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。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料３－１のうち、「１ 生物多様性影響評
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価の結果」及び「２ 検討会の結論」については、総合検討会の審議の後、学識経験者の意見

としてとりまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 どなたからでも結構です、ご質問、ご意見お願いいたします。いかがでしょうか。 

○武田委員 概要書で多少目につくところはあったのですけれども、許容範囲ですので。 

○近藤座長 この審査では、アルファルファは一応野生の植物ではないのですけれども、分布

が広くあった場合には問題だということで、その分布域の調査とかその辺に結構資料を準備し

ていただくとか時間がかかったものです。問題はないというふうに結論をしたわけです。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見がないというふうにしたいと思います。 

 それでは、総合検討会での意見をとりまとめたいと思います。 

 申請者から提出された「低リグニンアルファルファ」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ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の内容は科学

的に適正であるため、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それではこれについて、事務局から申請者に対して連絡をお願いいたします。 

 それでは続きまして、３点同時に検討したいと思うのですが、乾燥耐性トウモロコシと掛け

合わせたスタック系統が３件ございます。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、５、６に基づいてご報告をお願いいたします。 

○矢木委員 もし、資料の変わったところがあれば、そこをゆっくり読んでいただけますでし

ょうか。前と違うところが出てきたら、あるいはまとめて言ってくださるか、ここが違ってい

ると言ってくださると。 

○山口評価専門官 それはございません、４、５、６はないです。 

○矢木委員 ４、５、６はないですか。そうですか。 

○佐藤委員 それでは、まず資料４－１をごらんください。 

 

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

   ロコシ(改変cspB,cry1A.105,改変cry2Ab2,改変cp4 epsps,改変cry3Bb1,Zea mays 

subsp.mays(L.)Iltis)(MON87460× MON89034× MON88017,OECD UI:MON-87460-4× MON-

89034-3×MON88017-3)(MON87460,MON89034及びMON88017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。） 
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第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄 

          並びにこれらに付随する行為 

申請者：日本モンサント株式会社 

 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

使用規程に従って乾燥耐性、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホサート

耐性トウモロコシ（MON87460,MON89034及びMON88017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。）（以下「本スタック系統トウモロコシ」という）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。 

１ 生物多様性影響評価の結果について 

  本スタック系統トウモロコシは、 

  ①改変CSPB蛋白質(改変低温ショック蛋白質Ｂ）をコードする改変cspB遺伝子及びNPTII蛋

白質（ネオマイシンフォスフォトランスフェラーゼII）をコードするnptII遺伝子が導入

された乾燥耐性トウモロコシ（MON87460） 

  ②Cry1A.105蛋白質をコードするcry1A.105遺伝子及び改変Cry2Ab2蛋白質をコードする改

変cry2Ab2遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MON89034) 

  ③改変CP4 EPSPS蛋白質（５-エノールピルビルシキミ酸-３-リン酸合成酵素）をコードす

る改変cp4 epsps遺伝子及び改変Cry3Bb1蛋白質をコードする改変cry3Bb1遺伝子を導入し

た除草剤グリホサート耐性及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（MON88017） 

 を用いて交雑育種法により作出されたものである。これら３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。 

  改変CSPB蛋白質はRNAの二次構造を解消することが知られているが、直接転写を誘導した

り、酵素活性を示したりせず、RNAへの結合も非特異的である。このことから、本スタック

系統トウモロコシにおいて発現する改変CSPB蛋白質が、チョウ目害虫抵抗性、コウチュウ

目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性を特異的に変化させるとは考え難い。また、本

スタック系統トウモロコシにおいて発現するNPTII蛋白質、Cry1A.105蛋白質、改変Cry2Ab2

蛋白質、改変Cry3Bb1蛋白質及び改変CP4 EPSPS蛋白質は、それぞれ酵素活性を持たない、

または高い基質特異性を有することから植物代謝経路に影響を及ぼすことは考え難い。よ
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って、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。 

  また、生物検定試験の結果により、本スタック系統トウモロコシの乾燥耐性、チョウ目及

びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホサート耐性はそれぞれの親系統と同程度で

あった。 

  これらのことから、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。 

（１）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、我が国の自然条件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（MON87460、MON89034及びMON88017）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。その結果、一部の特性において、本ス

タック系統トウモロコシの親系統と非組換えトウモロコシとの間で統計学的有意差が認め

られたが、これらは競合における優位性を高めるような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は、改変CSPB蛋白質により乾燥耐性が付与されているが、競

合における優位性が従来のトウモロコシ品種より高まることはないと判断された。また、

Cry1A.105蛋白質及び改変Cry2Ab2蛋白質によりチョウ目害虫に対する抵抗性が、改変

Cry3Bb1蛋白質によりコウチュウ目害虫に対する抵抗性が付与されているが、チョウ目及び

コウチュウ目害虫による食害は我が国の自然環境下でトウモロコシが生育することを困難

にさせる主な要因ではない。さらに、改変CP4 EPSPS蛋白質により除草剤グリホサートに対

する耐性が付与されるが、除草剤が散布されることが想定され難い自然環境下では、除草

剤耐性形質が本スタック系統トウモロコシの競合における優位性を高めるとは考え難い。 

  以上より、本スタック系統トウモロコシは、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。 

（２）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する改変CSPB蛋白質、Cry1A.105蛋白質、改変Cry2Ab2
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蛋白質、改変Cry3Bb1蛋白質及び改変CP4 EPSPS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の親系統における有害物

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、植物体が内部に有し

枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性については、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。このため、本スタック系統トウモロコ

シにおいても意図しない有害物質が産生されることは考え難い。 

  本スタック系統トウモロコシで発現する、Cry1A.105蛋白質及び改変Cry2Ab2蛋白質により

チョウ目害虫に対する殺虫活性が、改変Cry3Bb1蛋白質によりコウチュウ目害虫に対する殺

虫活性が付与されることから、影響を受ける可能性のある野生動植物としてチョウ目及び

コウチュウ目昆虫が特定された。特定されたチョウ目及びコウチュウ目昆虫が影響を受け

る状況として本スタック系統トウモロコシを直接食餌すること、または本スタック系統ト

ウモロコシから飛散した花粉を食餌植物とともに摂取することが考えられた。しかしなが

ら、チョウ目及びコウチュウ目昆虫が本スタック系統トウモロコシの栽培ほ場周辺に局所

的に生息しているとは考え難いことから、個体群レベルで影響を受ける可能性は極めて低

い考えられた。 

  以上より、本スタック系統トウモロコシは、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。 

（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。 

２ 農作物分科会の結論 

 以上より、本スタック系統トウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に、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。 

 

 ４－１に関しては以上ですが、続けて５－１にまいりましょうかね。 

○近藤座長 そうですね。 

○佐藤委員 資料５－１をごらんください。 
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名称：乾燥耐性、チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(改変 

   cspB,cry1A.105,改変cry2Ab2,改変cp4 epsps,Zea mays subsp.mays(L.)Iltis) 

   (MON87460×MON89034×NK603,OECD-UI:MON-87460-4×MON-89034-3×MON00603-6) 

   (MON87460,MON89034及びNK603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：日本モンサント株式会社 

 

 その前の４－１の資料との違いをご説明したいと思います。４－１のほうはスタックで、１

の生物多様性影響評価の結果についてというところに、①、②、③とスタックの親系統が述べ

られています。４－１のほうの、前のほうのものの③のところをごらんいただきますと、

MON88017という親系統を用いています。これはコウチュウ目に対する抵抗性であるCry3Bb1が

入っているコンストラクトのものが導入されているのですけれども、この資料の５－１のほう

のNK603という親はそのコウチュウ目害虫抵抗性の遺伝子が入っていないところが前の４－１

と違う点です。その他の点に関しては同じです。 

 では、次、６－１のほうをごらんください。 

 

名称：乾燥耐性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（改変cspB,改変cp4 epsps,Zea  

   mays subsp.mays(L.)Iltis)(MON87460×NK603,OECD UI:MON-87460-4×MON00603-6） 

 

 今の一つ前の５－１と見比べていただきますと、親系統としては、この５－１のほうで②と

してありますCry1A.105とCry2Ab2を導入したMON89034が親系統して用いられていないという点

が６－１との違いです。ですから、６－１が最もミニマムな組合せということになります。な

ので、４－１が一番多重であって、次が５－１、次が６－１という順番になっているというこ

とです。 

 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございます。 
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 ただいまご報告いただきました分科会の検討結果、資料４－１、５－１、６－１のうちそれ

ぞれの「１ 生物多様性影響評価の結果」及び「２ 検討会の結論」については、総合検討会

の審議の後、学識経験者の意見としてとりまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それでは、ご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

○矢木委員 ちょっと幾つか質問よろしいですか。まず、文章としてはこれで基本的には、４

－１ですけれども、流れとしてはよろしいと思うのですが、ちょっと質問といいましょうか、

文章の中でわからないところがあるので、そこの書き方を検討していただきたいと思うのです

が。４－１の31行目のところ、改変CSPB蛋白質はと書いてありますが、二次構造を解消するこ

とが知られているが、直接転写を誘導したりと書いてあるのですけれども、これは直接転写を

誘導したりということは単に転写ということで、直接というところの意味が、本文はもとの文

章はこういうのが入っているのですけれども、直接転写という意味が何らかの関係で直接では

ない場合はないのかというのを伺いたいのですけれども。 

○佐藤委員 RNAの二次構造の解消を介して、転写がその部分に関してある種活性化され、ま

たは抑えられていたものがもとに戻るということはあり得るというふうに私は思っていたので

すが、そういう意味で直接的に転写制御因子のような形で直接的に転写を誘導することはない

という、でも必ずしも直接がなくてもいいような気もしますが。 

○矢木委員 前の文章とつながっているということなのですね、これ。要するに二次構造を解

消することが知られているけれども、転写を、そうなのです、この直接が、申請書は書いてあ

るので。 

○佐藤委員 私はそういうふうに思っていましたが。 

○近藤座長 確かにそうですね。間接的にあると言えば言えないこともないですけれども、こ

の単語そのものは別に転写を誘導しないので、直接はいらないかもしれませんね。 

○佐藤委員 そうですね。いらないかもしれません。 

○矢木委員 それから、35行のところなのですけれども、36行ですかね、ちょっとわかりにく

いのですが、それぞれ酵素活性を持たない、または高い基質特異性を有することからという文

章なのですけれども。酵素活性を持たないものはこのCryの三つで、それから基質特異性を持

つのはNPTIIとそれからCP4なので、この順番が、要するに酵素活性を持たないのものはこの三

つなのですけれども、基質特異性は最初と最後になっているので分けてしまったほうがわかり

やすいのではないかと思うのですが。 

○佐藤委員 そうですね、分けたほうがいい、そう思いますね。 
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○矢木委員 言葉を分けて、これは基質特異性を持たない、これは分けて高い基質を持ってい

るというふうにしたほうが読むときにいい、わかりやすいのではないか。ほかのところも多分

そういうふうにまとまって書いてあるので。 

○武田委員 切ったり貼ったりしてやるので。 

○矢木委員 そうなのですね、ちょっと順番がどこがどうかというのがわかりにくいので、ま

とめて分けてしまったほうがいいのではないかいうことですね。 

 それからあと、39行なのですけれども、これも私も悩ましいのですけれども、代謝系を変化

させ、予期しない代謝物が生ずることはないと考えられると断定しているのですけれども、な

いと考えられることは妥当であるということで、ないと考えられるということで書いていいの

かなというのがちょっと、あり得ないのだったら確かにあり得ないないと思うのですけれども、

ここで予期しない代謝物が生じることはないと言い切るのですかというのが。 

○佐藤委員 一応ないとは言い切らずに、と考えられる。 

○矢木委員 ああ、ないと考えられるね、そうか、ないと考えられるだから。 

○佐藤委員 一応そうかなと思っています。 

○矢木委員 そういう意味ですね。 

○武田委員 これしかし、考えたのは申請者なのでしょう。それを我々は確認したわけですよ

ね。 

○佐藤委員 そうです。この文章では我々委員会もそう考えたということになっているわけで

すが。 

○武田委員 そこら辺ちょっと微妙ですよね。主に確認した事項は以下のとおりであるという

書き出しですからね。我々は確認すれば同罪かもしない。 

○佐藤委員 そうなのです。結局、最終的に我々が考えたのかと。申請者が言ったことであっ

ても。 

○武田委員 ちょっと連帯責任困るな。 

○近藤座長 ただ、これ個々の単一のものに関してはもう一度終わっていて、ここではスタッ

クにすることによってどうかということなので、スタックにすることによって何かできること

はないと、それは正しいと思うのですよね。 

○佐藤委員 これ逆に言えば、生じるという証拠はないというか、そういうことなのですよね、

本当のことを言えば。その言い方の言い回しにもなるとは思うのですけれども、今まで一般的

にはこのように書いて。 
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○矢木委員 生じる証拠はない。 

○佐藤委員 はい、生じるという証拠はないと、そういう考え、そういうことなのですけれど

も、一応それは日本語としてはこういう感じで、普通は今までは書き表してきたということだ

と思うのですけれども、 

○近藤座長 ちょっと普通の日本語ではないのかもしれませんが、ここでは全部そういうふう

に書いてありますね。これに限らず。 

○佐藤委員 ここのところは論理的に考えてそういう可能性が考えられるか考えられないかと

いうのは十分に吟味して、考えられるという証拠がなければ、そういうことはないであろうと

いう結論に持っていくという、今までの共通したロジックで一応きているということなのです

けれども。 

○矢木委員 ただね、例えば考えられるというふうになっていれば緩やかなのですけれども、

考えられたになっているからね、細かい話ですけれども、同じことなのかもしれませんけれど

もね。 

○佐藤委員 考えられた。 

○矢木委員 まあ同じですね。 

○近藤座長 結論なので、過去になったという。 

○矢木委員 まあいいです。結構です。皆さんが、そういうニュアンスだと。 

○近藤座長 特にスタックの場合に、Ａという植物がある代謝系を変えて、Ｂがまたある種の

代謝系を変えて、そのＡとＢが一緒になったときにまた新たな複雑な反応が起こるかもしれな

いということが問題なのですね。そういうことはないと。 

○矢木委員 ないということは考え。 

○近藤座長 それはちょっとどう考えても考えられないと思うのですよね。 

○矢木委員 はい、ではこれは結構です。ないと考えられるということでね。 

○武田委員 概要書についてよろしいですか。３ページ目の11行目なのですけれども、冒頭に

和名として、イネ科トウモロコシ属トウモロコシとありますけれども、トウモロコシの和名は

あくまでトウモロコシであって、イネ科トウモロコシ属というのはいらないですね。それをや

っぱり３件ともですけれども、冒頭に書かれるとちょっと困るので、これはもう和名はトウモ

ロコシに直して。もっとも、アルファルファの場合などは余りなじみがないということで、括

弧してMedicago属というような注釈的なものをつけるという、その辺がちょっと目障りではあ

ったのですけれども、少なくともイネ科トウモロコシ属トウモロコシというのはまずいと思い
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ます。トウモロコシに直していただきたい。 

 それから、42ページ目ですが、除草剤処理して生きたか死んだかという実験なのですね。表

の12をごらんいただきますと、散布後７日目と散布後14日目という２回スコアを取っていまし

て、14日目は０±０と10±０、つまり全くダメージがなかったか、完璧に死んだかということ

なので、これについては統計処理をしないというふうに言ってまして、それは妥当なのですが。

散布後７日目ではどうかというと、実は０±０と8.2±0.2ということで、たった多分１個体が

スコア９だったということだと思うのですね。これも本当はこの程度で実験誤差計算して優位

性検定するというのは間違いということなので、そういうときはどっちにしても明瞭な差異が

あったとか、定量的な議論をしないで、定性的に言えば十分だろうというふうに思います。も

ちろん結論には影響しないのですけれども、何か統計処理が少し粗雑にされている印象があり

ますので。これも７日目と14日目の２回評価したけれども、どっちも極めて明瞭な差異があっ

たという程度に言っておいてもらうほうがいいのかなと思います。これデータだけ入れてソフ

ト回して答えが出てくるものだから、そういう。 

○近藤座長 これ8.2と書くよりも、例えば８が何個体で９が何個体と書いたほうがいいよう

な気がしますね。8.2だと、もちろんプラスマイナスが書いてあるからそんなことはないとい

うことはわかりますが、場合によっては１から９まであるかもしれないですよね。 

○武田委員 それはありますね。 

○近藤座長 だから、そういうことを書いてくれたほうがむしろいいような気がしますけれど

も。 

○佐藤委員 検定をしないほうがいいということですか。 

○近藤座長 だから、それが９のスコアが一つで８があと残りだというのであれば、別にそん

な検定する必要はないですよね。だから、この8.2の中身について書いたほうがいいような気

がしますけれどもね。 

○武田委員 無理やり統計処理をしようとすることはないということだと思うのですね。 

○佐藤委員 わかりました。 

○近藤座長 でも、直さなくても。 

○武田委員 まあ。 

○嶋田委員 ちょっとよろしいですか。三つの条件から悪影響がないかどうかということを一

応確認はする、それはそれでいいのですけれども、イベントごとに乾燥状態にしてやったとき、

つまり土壌水分を制限した条件のときに、評価書の36ページの表７を比べてみると…… 
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○佐藤委員 概要書ですか。 

○嶋田委員 そうです、評価書ではなくて概要書です。そうすると、例えば一番最初に一番た

くさん入れてやるスタックのほうは、本スタック系統トウモロコシとそれから対照の非組換え

トウモロコシとの間では、土壌水分を制限した条件では有意な差はないのですよね。ところが、

イベントで少し組み合わせを変えると、つまりNK603というのを入れてやると、そうすると水

分を制限した条件だと0.009というふうにしてかなり明瞭な有意な差が出るのです、収量に関

して。 

 では、その乾燥耐性のその性質に対して、実際NK603というのは基本的にはこれ改変CP4 

EPSPS蛋白質ですので、除草剤グリホサート耐性のほうの蛋白質のそのイベントを組み合わせ

ると、逆に乾燥耐性に効果が出てしまうのですよね。つまり相加的な効果だけではなくて、い

ろんな交互作用みたいなものが生じるそういうイベントの組合せにはなっているのですけれど

も。私自身ちょうどこの農作物分科会には出席することができなかったので、これについては

確かに概要書を見てみると苦しい言いわけみたいなのをしていて、本スタック系統のトウモロ

コシとそれからMON87460との間には有意な差はないと。それから、MON87460とそれから非組換

えの対照のコントロールのやつとでは有意な差があると。たまたま本スタック系統とそれから

対照の非組換えとの間には有意な差はないけれども、ちょうど中間ぐらいだからある程度の差

はあるんだみたいな言い方を、書き方としては32ページの文章でそういうふうに書いているの

ですけれども、31行あたりから35行あたりに関してなのですけれども。やはりもう少しはっき

りと相加的な効果だけではなくて、そういう交互作用あるいは何かお互いを弱めるような効果

とかそういうのがあり得るというようなことをやはりちゃんと書いておいたほうがいいのでは

ないのかなというふうには思うのですけれども。実際に１枚もののほうには別にそれは書いて

ないから構わないのですが、どうしたものですかね。 

 生物多様性の影響に関しての問題ではなくて、これは単に商品としての価値の問題なんだろ

うと思うので、ここで今どうこういう話ではないのかもしれませんけれども、やはりイベント

の組合せによってはその効果というのが必ずしも相加的に出てくるものではないのだというこ

とはどこかにちゃんと記しておくというのは大事かなとは思いますけれども。 

○武田委員 この辺私も非常に興味深く、何が起こったのか考えながらデータ読んでみたので

すけれども、結局乾燥耐性みたいなものは実はシングルジーンを追い込んだつもりでいるのだ

けれども、いろいろな代謝系が動いてしますものですからね、そんな簡単に足し算というか積

木になっているのではないということが、ここら辺でよくにじみ出ているとは思うのですよね。
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ただ、それを申請書にどう反映させるかというと、本当は申請者としてはアディティブだと言

いたいわけで、そこは苦しいのだろうと思いながら私も読みました。 

○近藤座長 これ、入れている遺伝子の相互作用というのはなぜこうなっていると考えること

もできないし、このくらいの差は何かやると出てくるのではないかという気がする。特に乾燥

耐性は余りはっきりとは出てこないので、これまでの試験する場所によって違ったりとかある

ので、いつも安定して乾燥耐性が出ているわけではないです。ちょっとしたことでこのくらい

変わるかなと私は思ったのですけれども。どっちにしてもこれをきちんと理屈づけることはで

きないのではないかと思うのですね。 

○武田委員 むしろこれ種を植え込むときに苦しいでしょうね。申請者は。 

○近藤座長 はっきりとした効果が出ていないという感じですから。 

○小野里委員 関連した質問。資料５－１の検討の結果のところで、この５－１の２ページの

９行目から10行目にかけてなのですけれども、今の嶋田先生の質問とちょっと関連するのです

けれども。本スタック系統トウモロコシは改変CSPB蛋白質により乾燥耐性が付与されているが、

競合における優位性が従来のトウモロコシ品種より高まることはないと判断されたというふう

に書いてあります。実はほかの二つのイベントについてはこのスタックが従来品種や対照の品

種と有意差がなかったので、こういう書き方でよろしいと思います。しかし、このイベントに

ついては、従来の品種と比べて危険率１％で差があるとされています。評価書のほうを見ます

と、差があるのだけれども、ただ人手を加えないで栽培すると雑草に負けてしまうので、それ

で問題はないだろうという結論に持っていっておりますので、ここにもそれを一言付け加えた

ほうがいいのではないかなというふうに感じます。 

○近藤座長 これ、単体の乾燥耐性のトウモロコシの場合も結局似たようなことがあったので

はないかと思うのですが、試験によって違う結果だったのですね。ここではスタックなので、

そういう部分に関しては新しい判断を加えてなくてそのまま使っているのだと思いますよね。

だから、ここで特に単体でやった試験についてもう一回蒸し返してやるのに近いようなことに

なってしまうので、これについては過去にこういうことにしているので。要するに安定してい

つも乾燥耐性をやっているわけではないということと、非常に強い乾燥耐性でもないのですね。

乾燥条件にしたときに比較対照よりもその収量が多いというだけで、こんなものも相当大きな

ダメージを受けるので、この乾燥耐性が高まったことによって生き残る、そういうような強い

効果ではないということで単一のものについてはやってきているのですね。この場合も同じだ

と思いますが。 
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○小野里委員 干ばつのときのことを考えると、やはり従来品種に比べると優位性が出てくる

のは確かかなと思うのです。１％の危険？率、非常にはっきりした差だったもので。ほかの方

は普通の栽培品種と比べて差がなかったのですね、二つのイベントについて。だから、ここで

は一言評価書のほうに書いてあるような断りを入れておいたほうがいいのかなというふうに私

は感じました。 

○近藤座長 今小野里先生のご指摘の点については書いたほうがいいかもしれないですね。特

にそれで大きく内容が変わるとは思わないのですけれども、確かに違うので書いたほうがいい

かもしれませんね。 

○武田委員 性質は何でしたっけ、１％水準で。 

○佐藤委員 36ページからですね、資料５－２の表の７だと思うのですけれども。 

○嶋田委員 正確に書くならば、ここのところのね、これは資料５－１ですけれども、９行目

のところに、改変CSPB蛋白質により乾燥耐性が付与されているがと書いてあるのですけれども、

それにNK603という除草剤耐性の、それが交互作用としてやはり乾燥耐性を高めているという

ことはある程度書いていいと思うのですよね。 

○佐藤委員 いや、交互作用とは言えないので、ぼくはここで言うとすれば、このスタック系

統トウモロコシは付与されており、土壌水成分を制限した条件下で収量の低下が若干防げたと

いうことですね、そういうのが減少したがぐらいに、それは事実としては確かにあって、それ

に対してそれが交互作用を何かしらそういうのがあったのかどうかの判断というのはちょっと

できないかなと思うので。その今の事実をちょっと書き加えるというのはどうでしょうか。 

 具体的に言うと、今のこの資料５－１の２ページ目の９行目から10行目にかけてなのですけ

れども、本スタック系統トウモロコシは改変CSPB蛋白質により乾燥耐性が付与されており、土

壌水分を制限した条件下で従来対照の非組換えトウモロコシに比べ収量低下が若干抑えられた

もののと、そういうのを事実として加えておくと、どうですかね。 

○近藤座長 解釈はしないほうがいいですね。 

○佐藤委員 交互作用があったとはちょっと論理的にはあまり考えにくいと思うので。そこの

文言は。 

○近藤座長 それと、そこの部分を特に問題にしている評価ではないので。 

○嶋田委員 確かにね。重要なことは競合における優位性ですから。 

○近藤座長 どういうふうに書けばいいですかね。 

○佐藤委員 事実をここのところに加えて、先生おっしゃるように確かにそういう差があった
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わけだから、その差があったけれどもということでいかがでしょうかね。 

○嶋田委員 でも、本来は本スタック系統トウモロコシは乾燥耐性の性質を持ってないとだめ

なわけですよね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○嶋田委員 だから、持っていて当たり前なのだけれども、たまたま残りの二つのイベントが

明確に有意な統計的な差がないだけのことであって、こいつはだから持ってて当たり前なので

す。 

○佐藤委員 そうですね。だから、ここで設定したその試験の中ではということなのですね。 

○近藤座長 この作物が自然条件に出たときに雑草化するとかそういう話ではないということ

なのではないですかね。それほど高まってはいない。 

○嶋田委員 逆に言うと、残りの二つのほうに土壌水分を制限しても余り明確な乾燥耐性は見

られないためにとかというふうに書いちゃうと…… 

○近藤座長 いや、それを書いてしまうと、切られるとそうは言えなくなってしまうので、そ

れは書けない。 

○嶋田委員 そうするともう乾燥耐性の標準としてこれだめになってしまうから、それはそれ

で困るのですけれども。 

○矢木委員 これは、競合における優位性という文章が、要するに乾燥以外のところではとい

うことなのですね。そうではないですか。 

○近藤座長 結局、自然条件におけるほかのいわゆる雑草というものと比べての話だから、多

少乾燥耐性がふえたからといって、それによってほかの植物を駆逐するとかそういう観点だと

思うのですよね。 

○矢木委員 そうです。 

○近藤座長 競合におけるという。 

○矢木委員 競合におけるの場合ね。 

○武田委員 ここの問題はね、世代標準でいうと乾燥耐性というのは確かに競争能力が高まる

のですよ。というのはなぜかというと、圧倒的に水ストレスというのは乾燥ストレスですから

ね、800ｍｍとか600ｍｍしか雨が降らない。だって日本でどうかというと、むしろ問題は湿害

なのですよ。だから、耐湿性が飛躍的に上がると、これは自然環境に出ていったときに競争能

力上げるかもしれないけれども、日本のような環境で耐乾性が強くなったって全然何のアドバ

ンテージもないのですよね。 
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○嶋田委員 それはそのとおり。 

○武田委員 そういうことってやはり我々にとっては意識の底にちょっとあるだけですよね。 

○嶋田委員 はい、そうですね。だから、国内においては別に心配する必要は何もない。 

○武田委員 ないですね。 

○佐藤委員 あと、この組換え体の場合には乾燥耐性とは言っているのですけれども、いわゆ

る栄養成長の段階でいわゆる普通の乾燥耐性がつくわけではなく、その乾燥時における収量低

下が若干改善するという、そういうある意味弱いというのでしょうか、そういうタイプのもの

なのですよね。 

○近藤座長 乾燥耐性といっても限られた条件の中での耐性なのですよね。いつでもというわ

けではない。 

○武田委員 これむしろ低温ストレスで許される遺伝子として発見されたわけでしょう。もと

もと耐乾性で見つかったのではないのですよね。 

○近藤座長 そうですね。低温ストレスに対しても特に高くなっているわけではない。 

○中川原委員 競合という言葉が裸でポンと出てきているからちょっとわかりにくいのかもし

れませんね。 

○近藤座長 要するに自然条件下でこれが生き残っていくかどうかですよね。 

○中川原委員 そういうことですよね。 

○近藤座長 ただ、項目としてそういう項目になっているので、試験のときの項目になってい

ますので。 

 どうしましょうかね。私はさっき佐藤さんが言われたような事実を述べて。 

○中川原委員 そうですね、ちょっと加えていただいて、言われたやつはよかったと思います

よ。 

○近藤座長 よかったと思いますよ。 

○佐藤委員 また言えるかどうかわからないですけれども。 

○武田委員 速記とっているから大丈夫ですよ。 

○佐藤委員 では、その事実を書き加えていただく。 

○小野里委員 関連してもう一つ教えてほしいのですけれども。この乾燥耐性というのはRNA

の二次構造を解消することが一番のポイントになっていると思うのですけれども。そうすると、

ほかのストレスもやはり同じようにRNAの二重構造を生じてそれによって障害を受けるという

ことであれば、こういうストレス耐性のメカニズムというのはすべてに共通して効くものなの
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かどうか。たまたまこれも低温耐性というか低温ストレス蛋白を持ってきて乾燥に使っている

わけですよね。実際には乾燥には効いているけれども、低温には効いてないという結果なので

すけれども、その辺のところがその特異性があるのか、それとも基本的にはすべてのストレス、

こういう二次構造を解消する意味では共通してこういうものは効くものなのか、その辺もしお

わかりでしたら教えていただきたいなと思うのですが。 

○佐藤委員 この導入遺伝子自身は、私は二次構造を解消する機能を持っているのでそういう

二次構造が生じてしまうようなストレスがかかった場合には、その他の場合でも有効に効く可

能性はあるのではないかとは思っています。ただ、この場合はほかの場合には出てこなかった

わけですけれども、それがどうしてかはちょっとわからないのですけれども。 

○小野里委員 やはりこれは共通して、というふうに考えていいのでしょうかね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○小野里委員 今回の場合は乾燥に効いて低温とかほかのものには効いてないようですけれど

も、基本的には同じようなメカニズムで効き得るものなのかどうか。 

○佐藤委員 効き得るものだと私は思います。 

○近藤座長 この場合はトウモロコシだから問題ないのですけれども、もしそれがこの遺伝子

が移っていったときに、移った先の植物が耐性が高まる可能性はあると思うのですよね。です

から、ほかの入れる植物作物によってはそれも考えないと、これは低温耐性ないけれども、移

った先では低温耐性になる可能性というのはあると、ですよね。 

 いかがでしょうか。問題点は、いろいろとこの耐性に関しては議論がありましたけれども、

この最終的にはこの検討の結果の一部を修正するということでよろしいですかね。 

 ほかに何かよろしいでしょうか。 

 もしなければ、まとめたいと思います。それでは、総合検討会としての意見を次のようにし

たいと思います。 

 申請者から提出された、「スタック系統トウモロコシ３件」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

は科学的に適正であると判断いたしました。ただ、この検討の結果については、５－１ですか

ね、この一部の表現を少し加筆して修正をするということにしたいと思います。評価書等につ

いてはそのままということで、こちらの結論だけを変えるということ。 

○佐藤委員 ４－１、文章を。酵素活性を持たないのと基質特異性と分けて書かなくては。 

○近藤座長 先ほど矢木委員から指摘がありました、４－１のわかりにくいところを分けてわ
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かりやすいように修正するのですね。どちらにしても検討の結果のほうの修正ということで。 

○佐藤委員 ５－１もそうですね。 

○近藤座長 そういうことで対応したいと思います。 

○武田委員 学名も直してください。 

○近藤座長 そうでしたね。 

○佐藤委員 和名ですね。はい。 

○近藤座長 この点は直さないといけないですね。評価書のほうは外に出ないということなの

で、概要書のほう。 

 では、そのこと、結論につきましては、申請者に事務方からご連絡お願いしたいと思います。 

 一応この案件についての審議は終わりましたが、そのほか事務局から何か連絡することあり

ますでしょうか。 

○作田技術安全室長 次回の総合検討会でございますけれども、現在予定のほうは調整中でご

ざいます。また調整次第ご連絡し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 よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局にお返ししたいと思います。 

○作田技術安全室長 本日は大変熱心なご審議、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ます。 

 傍聴の方々におかれましては会議室から速やかにご退場いただきますようにお願いいたしま

す。 

午後２時５９分 閉会 


