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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を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、委員の出欠でございますが、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。また、嶋田委員におかれましては少々遅れてこられるようでございます。 

 また、本日の配布資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 配布資料につきましては、配布資料一覧、お手元にあるかと思いますが、資料１、資料２－

１から資料４と参考資料１と２となってございます。また、資料２－１、３－１、４－１につ

きましては委員の皆様に事前にお送りしましたものから若干修正がございました。このため各

委員のお手元には既に修正、溶け込み版のものと修正個所が分かるようにした見え消し版のも

の、赤で入っておりますが、その２つのバージョンをお手元に配布してございます。もし不足

のものがございましたら事務局までお申し出いただくようにお願いいたします。 

 また、傍聴の方に申し上げます。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 早速、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、総合検討会としての取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 資料１をご覧いただきたいと思います。第一種使用規程の承認に係る申

請案件の審査状況でございます。本日３件ございまして、まず最初に除草剤グリホサート及び

イソキサフルトール耐性ダイズでございます。こちらにつきましては隔離ほ場における栽培、

保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為ということで、農作物分科会におきまして本
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年２月７日及び３月14日に検討が行われております。 

 続きまして除草剤グルホシネート耐性ダイズでございまして、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。こちらの検討状況といた

しましても農作物分科会におきまして、２月７日と３月14日に検討が行われております。 

 最後に３つ目でございます。除草剤ジカンバ耐性ダイズ、こちらにつきましては食用または

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

ございまして、こちらの検討状況といたしましては昨年10月18日、12月８日、それから今年の

６月12日に検討が行われております。なお、この除草剤ジカンバ耐性ダイズにつきましては４

月24日の総合検討会で審議予定ということで当初上げておりましたけれども、申請書の記載の

不備が多々あるということで審議が見送られていた案件でございます。本件につきましては先

ほど申し上げました６月12日の委員会に出されました農作物分科会におきまして当該記載個所

の不備について修正の確認がなされた上で本日の総合検討会に至ったという経緯がございます。

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、除草剤グリホサート及びイソキサフルトール

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します。 

 なお、先ほど事務局からご説明がありましたように、資料２－１「検討の結果」について、

事前に配布した資料から修正を加えていますので、委員の皆様には本日配布した資料をご参照

ください。それでは、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報告いたします。資料２－１をご

覧ください。 

 名称：除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズ（2mepsps，改変hppd，

Glycine max（L.）Merr．）（FG72，OECD UI:MST-FGDØ72-3） 

 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：バイエルクロップサイエンス株式会社 

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

使用規程に従って本組換えダイズの第一種使用等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 



- 3 - 

 本日組換えダイズは、プラスミドpCMS5をもとに構築されたプラスミドpSF10を制限酵素で処

理した後、パーティクルガン法により同して作出されている。 

 本組換えダイズは、Pseudomonas fluorescens由来の改変HPPD蛋白質（4-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hppd遺伝子及びトウモロコシ由来の

2mEPSPS蛋白質（2変異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2mepsps

遺伝子を含む完全長の発現カセットが染色体上に2コピー同方向に連続して組み込まれ、さら

にその5’側で宿主ゲノムとの間に２つの3’histonAt断片が連続して存在する。また、本組換

えダイズゲノム内では宿主のゲノムの一部が転座して、転座領域の3’側下流の宿主ゲノム内

には新規に158bpのph4a748プロモーター断片が存在する。なお、これら遺伝子が複数世代にわ

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

ており、複数世代にわたり安定して目的の遺伝子組換え農作物が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。 

 2009年に米国において、本組換えダイズの競合における諸形質について調査が行われた結果、

成熟期、草高、倒伏抵抗性及び収量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

統計学的有意差が認められた。しかしながら、これらの差異はわずかであったこと又は従来品

種の範囲内であったこと等から、競合における優位性を高めるものではないと考えられた。 

 本組換えダイズには改変HPPD蛋白質の発現により除草剤イソキサフルトール耐性及び

2mEPSPS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、これらの除草剤を

散布されることが想定しにくい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。 

 本組換えダイズにおいて発現する2mEPSPS蛋白質及び改変HPPD蛋白質が有害物質であるとの
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報告はなく、既知アレルゲンと類似の配列を有さないことが確認されている。 

 2mEPSPS蛋白質は、野生型EPSPS蛋白質と同様に、芳香属アミノ酸の生合成経路であるシキミ

酸経路を触媒する酵素であるが、本経路における律速酵素ではないと考えられた。また、本組

換えダイズにおいては、2mEPSPS蛋白質の産生による既存のEPSPS蛋白質に相加的に働いて

EPSPS蛋白質活性が増大することによる影響が考えられたが、EPSPS蛋白質活性が増大しても本

経路の最終産物である芳香属アミノ酸は過剰に生成されないことが報告されている。さらに、

EPSPS蛋白質はホスホエノールピルビン酸（PEP）及びシキミ酸-3-リン酸（S3P）以外にS3Pの

類似体であるシキミ酸とも反応することが知られているが、EPSPS蛋白質とシキミ酸の反応性

は低く、高い基質特異性を有していると考えられた。 

 改変HPPD蛋白質は、野生型HPPD蛋白質と同様にチロシン異化、トコフェロール合成及びプラ

ストキノン合成を触媒する酵素であるが、これらの経路における律速酵素ではないと考えられ

た。また、本組換えダイズにおいては、改変HPPD蛋白質の産生により既存のHPPD蛋白質と相加

的に働いてHPPD蛋白質活性が増大することによる影響が考えられたが、HPPD蛋白質活性が増加

してもホモゲンチジン酸（HGA）より下流に位置するトコフェロール合成やカロチノイド合成

への影響は小さいと報告されている。加えてHPPD蛋白質の基質はp-ヒドロキシフェニルピルビ

ン酸（p-HPP）及びフェニルピルビン酸（PPA）のみであるが、後者は哺乳類のフェニルアラニ

ン代謝異常時でのみ利用され、植物及び微生物では利用されない。 

 これらのことから、両蛋白質が触媒する反応は限られており、宿主の代謝系に影響し新たな

有害物質を産生する可能性は低いと考えられた。 

 2009年に我が国の閉鎖系実験温室において、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
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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50㎝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生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、2009年に米国において行われた試験において、本組換えダイズは非組換えダイズ

と比べて草高、倒伏抵抗性及び収量の形質に統計学的有意差が認められたものの、これらの差

異は僅かであったこと、又は従来品種の範囲内であったこと等から、本組換えダイズとツルマ

メとの交雑性は従来ダイズとツメマルとの交雑率と同等に低いと考えられた。 

 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hppd遺伝子及び2mepsps遺伝子

により除草剤イソキサフルトール及びグリホサート耐性の形質を有すると考えられる。しかし

ながら、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結果、資料２－

１のうち、１の生物多様性影響評価の結果及び２の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取りまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構です、ご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

○小野里委員 この評価書、厚いほうをみてください。この１ページの（２）の中の①ですけ

れども、ここに「国内及び国外における第一種使用等の歴史」という項目が設けられています。

この第一種使用というのはカルタヘナ法で設けられた用語で、特別な隔離等を行わず栽培する

ことを指して第一種使用と呼んでいますが、ここでは第一種使用ついては一切記載されていま

せんので、これは除いたほうがよろしいかと思います。 

 実は今回のダイズは３件全てでこの「第一種使用等」というのが入っているのですが、ほか

の作物を見ますとこれは必ずしも入っていない場合があります。もし入れるとすればダイズで

どういった組換え体がどこで、いつから、どのように栽培されているかを書くべきと思います。 

○佐藤委員 すみません、ここは宿主の分類学上の情報のところなので、第一種というのはお

かしいと思いますので。はい、これは除きます。 

○近藤座長 ですね。これは書式はどうなっているのでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 先生方お持ちの……。 

○山口安全評価専門官 資料、⑥の８ページ、別表第１「遺伝子組換え農作物に関する情報収

集の内容及び評価書の記載等」の中で、１の（２）の①ということで「国内及び国外における

第一種使用等の歴史」を記述することとなっております。 

○近藤座長 そうなっているけれどもおかしいですよね。 

○佐藤委員 確かにおかしい。 

○近藤座長 宿主に関する情報で、こういう組換え体の使用の歴史というのはおかしいですね。 

○佐藤委員 おかしいですね。気がつかなかった。すみません。 

○嶋田委員 ２つが変な感じになっていて、不都合が生じていて、まず１つは本当に①の第一
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種使用等の歴史をここに置くべきかという問題と、それから書いてある内容と①の歴史の内容

が全くとんちんかんな歴史になっているので、これは一体何をしているのか。 

○佐藤委員 この後の基本的特性のところもみんな第一種使用等と書いている。 

○近藤座長 これは明らかにおかしいんですけれども、これはここで議論することはできない

ですよね。 

○佐藤委員 その後の（３）のイの「基本的特性」のところにも「第一種使用等」となってい

る。 

○嶋田委員 これはおそらく宿主または宿主の属する分類学上の種に関する情報としてここに

第一種使用等の歴史を書くというわけですから、ダイズでこれまでどれだけ遺伝子組換えの開

発とかそういうものがなされてきたかという歴史を書くべきであって、おそらくそういうこと

を問うているのだと思います。「本件のイベントの歴史」なんていうのは、これはまだ承認も

されていないわけですから、それを書くべきではなくて、過去に別のいろいろなイベントでど

んなものがなされていたかという、多分そういう情報を書くべきだと思います。それを書き始

めたたくさんの群があるんですね。 

○近藤座長 第一種使用に関することを書くとして、１番目の中でどこまでそれを書くかとい

うことになって、その後、みんなそういうことになるのかどうかということになりますね。普

通に素直に考えるとそうではなくて、宿主とか宿主の属性、分類学上の種に関する情報そのま

まを書いてということに普通は考えるのですが、確かにここにこう書いてあると……。 

○小野里委員 農作物を見るとこの第一種というのは設けていないものがありますよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 これは別紙６に入っていますので、その言葉は今までのも全て入

っていると思います。書いてある内容までは具体的には今分からないのですが、この６の中の

８ページ、そこの（２）の①の国内及び国外における第一種使用等の歴史、とここに書いてあ

りますね。 

○佐藤委員 その後の（３）のイのところ、これもこの文脈で「第一種使用等の経験がない場

合は」というよりは多分「栽培経験がない場合は」という感じですね、ここの部分。 

○作田技術安全室長 用語の持つニュアンスというか、これは平成19年に出されている行政の

文書ですね、局長通知で使われていますので、このワードを入れたときの背景とか、その辺に

つきましては事務局のほうで再度整理して先生方にまたご報告させていただくということにし

ていただけないでしょうか。今回、この報告書に載っているのは単にこちらの通知にこういう

ことを書きなさいというタイトルをそのまま書き写して載せておりますので、内容のところで
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はございませんので、この経緯のところを整理させていただけないかと思うのですが。ここで

議論しますと、そのときの経緯がそのまますぐには出てこない状況にございますので。 

○近藤座長 これまでの評価書全て同じように書かれていたと思うんです。 

○作田技術安全室長 基本的にはこれで全てやっていただいているはずですので。 

○近藤座長 何が書かれていて、内容に関しては第一種使用ではなくて、宿主の性質を全部書

いてあったと思うんです。それについてはこれまでのも全部そうなっていたと思うんです。 

○作田技術安全室長 はい、そのはずですので。 

○近藤座長 ですから、ここに問題があるとすると根本的なところなので、ここで議論ができ

ないということで、今事務局が言われたとおり、ここの部分はペンディングということにさせ

ていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、他にいかがでしょうか。 

○小野里委員 もう１点、評価書の24ページ、表９の中の下から３行目に「成熟期（日）」と

いうのがあります。これが組換え体と宿主品種では平均がそれぞれ130.1と130.7。分散が4.8

と5.0ということで、我々から見れば、これはほとんど差がありません。平均と標準偏差から

計算しても差が出てこないのですが、前もって事務局に問い合わせしましたら、これは耕作地

間の情報も入ってｐ値が0.019で５％以下になっているためという回答をいただいています。

もしそういうことであれば、それなりに断っておく必要があるのではないかと思います。 

○矢木委員 確かにこれでいきますと成熟期は差がないという、差が認められたかというのが。 

○小野里委員 この本文では差があると、0.019ですから。ｐ値が当然、５％で考えれば差が

あることになります。しかし、ここにある情報だけで計算すればそうはなりません。 

○武田委員 同じような問題が次のページの収量のところにもありまして、私は指摘するつも

りでいたんです。これは平均値で見ると５ブッシェルぐらいの差です。しかも標準偏差が16と

か13。これは到底有意にならないと思うけれども0.1％有意水準なんですね。２つの系統を６

個所で３反復でやっているんですね。この標準偏差の計算のベースがもしかしたら右配置にな

っていないのではないかと思うんです。 

○嶋田委員 これは私確認したことがあって、実はペアワイズになっているんです。それを全

部プールするとあたかもほとんどプールしたやつは平均値は差がなくて、それから標準偏差も

差がないような感じになるのですが、実は６個所の試験地でそれぞれ気候とかそういうものが

違いますよね。そうしますとイベントのＧＭのダイズと、それから宿主の品種とでそれぞれ差

があります。差があって、それが６個所全部ペアワイズでとるときちんと有意な差は出るので
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すが、プールすると平均値がほとんど同じぐらいのキャンセルアウトされた値になっています。 

 だから、小野里先生おっしゃるとおりに、もし有意な差があるのであれば、その６つの地域

の試験場でのそれぞれのペアワイズの値を見えるような表にするとか、そっちのほうがずっと

適切な表の作り方、示し方だろうとは思います。誰が見ても、これはパッと見た瞬間に変だと

思います。 

○佐藤委員 または脚注で今のようなことを説明するというのでは駄目ですか。 

○嶋田委員 それでもいいとは思います。ただ、表の下にそれが分かるだろうという感じで書

いてあるわけです。６個所での試験値でうんぬんという、そういう言い方です。分散分析とい

ってもイベントのＧＭのダイズと母系のホストとの間の差だけですから、ペアワイズドのt検

定をやっているわけです。 

○武田委員 結局場所の効果も有意だし、場所と系統のインタラクションも有意だということ

になっていますね。 

○嶋田委員 そうです。 

○武田委員 それで打ち消し合って平均値はほとんど同じに見えるけれども、星がつくと。生

物学的にいうと有意だというほうが正しいのでしょうね。 

○嶋田委員 そうです。 

○近藤座長 そうすると、結局結論としては嶋田先生が言われたように全て見せたほうがいい

でしょうけれども、それは結構大変そうなので下に説明を。 

○嶋田委員 だから表の下に説明をして。それで分かるだろうという形で分析値は2009年全国

６個所の試験地でうんぬんということだけを書いてあるのですが、それをもうちょっとペアワ

イズドのt検定で分析するというふうにしておけば、それは誰も問題なく、ああそうかという

ことで分かります。 

○近藤座長 それではよろしいでしょうか。どういう表現にするかは今ここで決められないと

思いますが、事務局と申請者で相談していただいて、ここに分かるような文言を加えるという

ことでよろしいでしょうか。 

 では、そういうことにしたいと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○武田委員 質問があります。ボンバートメント法というのをあえてパーティクルガン法に直

していますね。これはどういう背景があって。 

○近藤座長 これは次の申請書ではパーティクルガンになっていて、同じ申請者で同じ方法な
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のに表現が変わっているということで、申請書はそれでかまわないと思いますが、委員会とし

ての意見としてまとめるときには統一したほうがいいだろうと考えて修正してもらいました。 

○佐藤委員 今、パーティクルガンのほうが一般的に使われている言葉だと思うので、今言わ

れたようにそちらに統一したほうがいいのではないかと。 

○武田委員 僕も同じ会社から別々な見方で出てきているのはちょっとまずいなとは思ってい

ます。これは育種学事典で見ると、正確にはパーティクルボンバートメント法とも言えると思

うんです。パーティクルガンというのは道具の話であって、ボンバートメントというと何だか

分からないので。パーティクルボンバートメント法というのが正式な言い方のようです。育種

学事典を尊重すれば。いずれにしても統一する必要があるなと思っていました。 

○近藤座長 今の武田先生のお話を申請者のほうによく聞いていただいて、そういう方向で書

いていただければいいのではないかと思います。今回はパーティクルガン法とボンバートメン

ト法と別々に出てきていたので、こちらに統一したということでよろしいでしょうか。 

○中川原委員 後に「法」が付いていますから、何とか文法的にはおかしくないようにしたと

思っています。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○矢木委員 ２ページですが、25行目でしょうか、24行目の一番最後に「加えてHPPD蛋白質の

基質はｐ－ヒドロキシフェニルピルビン酸及びフェニルピルビン酸のみであるが、後者は哺乳

類のフェニルアラニン代謝異常時でのみ利用され、植物及び微生物では利用されないという、

この「後者」以降の部分ですが、よく分かりにくい文章なんです。要するに「後者は」という

のはフェニルピルビン酸はということだと思いますが、哺乳類のフェニルアラニン代謝異常時

のみで利用され、植物及び微生物では利用されないというのは、多分フェニルピルビン酸だっ

たら分解する微生物がいるので微生物は分解できると思うのですが、そういう意味ではなくて

多分これはこの蛋白が植物微生物の中にあると発現しないという意味ですか。それとも分解力

がないという意味でしょうか。この文章の中身が何を言いたいのかが分からないのですが。 

○中川原委員 先生がおっしゃるのは「利用される」という。 

○矢木委員 そうです。利用が後者の発現なのか、あるいは基質にならないのか。 

○中川原委員 普通はこれは「機能」。 

○中川原委員 機能しないとか、機能を発揮するとか、そのほうが。利用されないというのは

不適切では。○近藤座長 フェニルピルビン酸が植物で利用されないということと機能しない

とはちょっと言葉のニュアンスが違う。植物は確かに利用しているという話はないと思います
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が。微生物はどうか分からないですが。分解はされると思いますが、積極的に何かに利用して

いるどうかというのはどうなんでしょうね。 

○佐藤委員 おっしゃるように微生物では分解はするにしても、分解はできるだろうけど使っ

ていないということですね。 

○近藤座長 使っていないというか……。 

○矢木委員 代謝系の中に入っていないということですか。要するにマップを調べて微生物の

代謝系の中にこのものが関与していないという、役に立たない微生物であるという意味なので

すかね。 

○近藤座長 利用しないというのはそういうことになりますよね。代謝系で動いていれば何か

利用されているわけですが。 

○矢木委員 構造的にはフェニルですからフェニル基の構造であれば有用な物質がいっぱいあ

りますのでね。活性を調べるときの代謝のフェニル基なんていうのは、それにピルビン酸が付

いているやつですから。要するにどこからこういう文章が来たのかなというのがちょっと。利

用されないというのは……。 

○山口安全評価専門官 それは資料２－２で言いますと16ページ、26行目からですが、HPPD蛋

白質に関連して、ＰＰＡは大腸菌や放線菌の一種であるStreptomyces Avermitilisといった微

生物において基質として利用されず、また植物においてもシロイヌナズナ由来のHPPD蛋白質に

おいてPPAは基質として利用されていないということをこのようにまとめたものと……。 

○矢木委員 そうですか。放線菌の一種ではという意味ですね。 

○山口安全評価専門官 はい。 

○矢木委員 限定されているんですね。 

○山口安全評価専門官 はい。 

○矢木委員 こんなの簡単に食べられる酵素だから。大腸菌や放線菌はできないと。それは可

能性は十分ありますね。 

○近藤座長 こういうのがまとまるとき、もともとのは多分調べたものだけという話ですが、

まとめてしまうと消えてしまうので、確かに誤解を与えてしまいますね。そうすると、やはり

これは一部の何とかでは利用されないという報告があるとか、そういうふうにしないと。 

○矢木委員 そういう形に。 

○武田委員 次々限定が出てくるんですね。まとめているうちにだんだんそうなるんですよね。 

○近藤座長 それぞれ詳しく学名を書く必要はないと思いますが、一部の微生物では利用され
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ないという報告があるということで。 

○矢木委員 そうですね。そういうニュアンスがあれば利用されにくいのだなという。 

○佐藤委員 またここでは微生物は削っておいてもいいですよね。文脈的に言うと。限定して

書くのもおかしいような気がする。 

○矢木委員 おっしゃるとおりだと思います。切ってしまったほうがね。 

○近藤座長 植物でも……。 

○佐藤委員 それは多分大丈夫だと思う。 

○近藤座長 そう思うけれども保証の限りではないので。 

○佐藤委員 ここであえて微生物を入れる必要はないような気がするんですが。 

○近藤座長 微生物を入れても生態系に何の影響もないということが言いたくて入っていると

思うんですけれども。植物にしても、これ言いきれないと思いますよ。 

○佐藤委員 そうですか。 

○近藤座長 利用されている報告は何もないと思いますが、利用されないというのもない。 

○中川原委員 せっかく評価書に書いてありますから。利用されにくいとかね。 

○近藤座長 あるいは一部の微生物、植物に利用されない報告があるとか、そういうふうにし

たらどうでしょうか。 

○佐藤委員 そうですね、一部の……。 

○近藤座長 一部と書くとほかのはするのかなと思われてしまうという危険性はありますね。 

○佐藤委員 例えば植物で利用されるという報告はないというのはどうですか。 

○近藤座長 それはいいと思いますね。 

○佐藤委員 植物では利用されるという報告はない。 

○近藤座長 微生物は書かない。 

○佐藤委員 そう。微生物は書かないでおいて、植物では利用されるという報告はない。され

ているかもしれないけれども報告はない。駄目ですか。 

○近藤座長 いいんじゃないですか。確かに矢木先生が言われるように微生物は分解しそうで

すものね。 

○佐藤委員 そうですね。分解はしそうですね。ある種の微生物。 

○矢木委員 簡単なんです。餌になります、これは。簡単で。 

○近藤座長 この部分は委員会のほうの結論ですから、ここで決めればすむ話だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 
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 よろしいでしょうか。 

 それでは、もしないようでしたら取りまとめたいと思います。 

 それでは、申請者から提出された除草剤グリホサート及びイソキサフルトール耐性ダイズに

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がないとした生

物多様性影響書の内容は科学的に適正であるということですが、部分的に表現を付け加えるよ

うなところがありますので、その点訂正をしていただいて、承認ということにして、その結果

を見てから大臣宛てに報告したいと思います。よろしいでしょうか。 

○作田技術安全室長 はい。 

○近藤座長 それでは、そのように事務局のほうで申請者にお伝えして検討していただくよう

にお願いします。 

 次に除草剤グルホシネート耐性ダイズにつきまし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３に基づきご報告をお願いいたします。先ほどと同様に

一部修正してありますので、修正したほうをご覧ください。お願いします。 

○佐藤委員 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です。 

名称：除草剤グルホシネート耐性ダイズ(pat,Glycine max(L.)Merr.)(A5547-127,OECD 

UI:ACS-GMØØ6-4) 

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：バイエルクロップサイエンス株式会社 

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

使用規程に従って本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、プラスミドpUC19をもとに構築されたプラスミドpB2/35SAckを制限酵素

で処理した後、パーティクルガン法により導入し作出されている。 

 本組換えダイズは、Streptomyces viridochromogenes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遺伝子等を含む発現カセットが染色体上

に１コピー組み込まれ、その両側に分断されたbla遺伝子断片が隣接して挿入されており、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、目的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ＥＬＩ
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ＳＡ法により確認されている。 

 本組換えダイズの宿主に関する情報や移入された遺伝子の情報を検討したところ、生理学的

又は生態学的特性に関する試験結果を用いずとも、本組換えダイズを隔離ほ場試験で使用する

場合の生物多様性影響評価を行うことは可能であると判断された。 

（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。 

 本組換えダイズは、除草剤グルホシネート耐性を持つが、除草剤を散布されることが想定し

にくい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。本組換えダイズは、

pat遺伝子によりPAT蛋白質を発現する。しかしながら、PAT蛋白質の基質特異性は非常に高く、

植物代謝系に影響を及ぼすことは考え難い。このため、グルホシネート耐性以外の生理学的又

は生態学的特性にその影響が及ぶ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、運搬及び配布物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。 

 本組換えダイズにおいて発現するPAT蛋白質が有害物質であるとする報告はなく、既知アレ

ルゲンと類似の配列を有さないことが確認されている。 

 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）及びジ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れることはないと考

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。 

 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
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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。 

 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、

我が国の自然条件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50㎝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除草剤グルホシネ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生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にした群（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、交雑性に係わる生理学的また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。 

 本組換えダイズとツルマメとが交雑した場合、その雑種はpat遺伝子により、除草剤グルホ

シネート耐性の形質を有すると考えられる。しかしながら、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優占化する可能性は低いと考えられた。 
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 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を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が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

３－１-１の生物多様性影響評価の結果及び２の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取りまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構です、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○武田委員 この修正は、読んだ印象として、競合における優位性に係わる記述についてのデ

ータというのは全くないわけですね。今までもスタックの場合だと両親に違いがなければ、そ

の子孫でミートアクションはないという議論があったと思うのですが、今回の場合はどうして、

生理的なパスが競合に関係する形質に関係しないはずだという、そういう論考というのか考察

だけで言っているような気がします。しかし、これは今後もこういうのがずっと出てきたら認

めるのですか、隔離ほ場の場合は。 

○近藤座長 分科会の検討でこういうふうにしましょうとしているんです。出る遺伝子が十分

にこれまでの経験で分かっているものに関しては、隔離ほ場試験の前のこの申請書に関しては

省きましょう、省略しましょうという、そういうふうにしております。 

○佐藤委員 隔離ほ場のときに日本国内の環境下でデータをとり直すことになりますので、そ

れを本申請までにちゃんと揃えてくれば、それで審査ができるということで。 

 この場合はホストの性質と、あとは導入する遺伝子の形質なんかの種類ですね。それを吟味

して、それが十分に安全であれば、それを省けるという。 

○武田委員 正確に記憶していないのですが、そういう事例はあったんですね。 

○佐藤委員 はい。 

○武田委員 私も日本での議論をするとき、アメリカのアイオワでどうだったかということを

言ってもあまり意味がないなという感じは持ってはいたんです。 
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○近藤座長 外国での試験結果が場所によって矛盾した結果が出ていたりして、それを日本の

隔離ほ場試験で確認しましょうということで今まできていて。だから、頂いたデータ、かなり

ばらつきがあったり信頼性の低いものがあったりして、あまり意味がないなということもあり

ました。 

○佐藤委員 ただ、隔離ほ場といってもオープンスペースなので、十分にホストの性質と導入

遺伝子を吟味して、それで安全だということが確かだろうと思われない場合には、やはりそれ

ではいけないということで、だったら米国の情報でもそれは必要だということになっています。 

○矢木委員 私も同じ考え方です。その判断はどこで線を引くかということですが。要するに、

今まで経験を積んできてあればよろしいのですが、ここの場合には従来の知見で生理学的試験

はしなくていいのだという基礎になっていますね。だから、それが担保されているのかなとい

うのでね。直接ダイレクトにやってしまうわけですね。だから、そのときの考え方が例えばこ

の場合ですと食品衛生法でも食べてもいいのだというんですか。2002年、３年で、もう飼料と

してもいいと。そういうことが認められているから、そういう点もあるんです。非常に安全だ

ということで。それはあまり関係がないですか。 

○佐藤委員 それもあります。今まで使用の経験がある遺伝子だということ。 

○矢木委員 patだから非常に正確なんですけど。ただ、そうすると作り方とか何かが違うの

で、本当に大丈夫なのかなというところがあるのですが。その辺は今武田先生おっしゃったよ

うに、優劣とかいうのはほかのデータであると考えていいのですか。アメリカのデータである

とか。あるいは従来の知見で専門家が大丈夫だと言えばいいと。 

○近藤座長 アメリカの知見ではなくて、これまでのこういった類の申請はたくさんあります

ね。そういったこれまでに使われている遺伝子であるとか、宿主であるとか、そういったこと

で反対しています。これは申請者が判断をして、こういう申請が出てきた場合でも、もし委員

会のほうでこの場合には不十分であるというときには、当然またそういうデータを要求して、

改めて申請してもらうようにしています。 

○矢木委員 そうですか。過去にずいぶんこういうケースは出ていますか。 

○近藤座長 そんなに多くないですから。こういうふうに始めたのは、評価書がどんどん厚く

なる方向に今あるわけです。分かっていることを何度も何度もやってもらったり書いてもらう

のではなくて、簡素化しようという方向があります。 

○矢木委員 これを見ますとあまりデータが出ていなくて、外国の英語だけがボーンと出てき

て、それで決めましたという感じなので、何か表があって、これは大丈夫だ、大丈夫だと何か
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あれば判断基準ができるなと思ったんですけれども。 

○近藤座長 外国のデータで、これは大丈夫だと判断しているわけではないです、これに関し

ては。 

○矢木委員 ただそういう話がね、ここを見るとちょっとよく分からないので。 

○佐藤委員 日本の基準と違うのもあって、全て日本で普及するようなデータが揃っているか

というと、そうでもない場合がありますし、ちょっとその辺分からないですが。それがありま

すね。 

○矢木委員 大丈夫であれば。 

○中川原委員 隔離の栽培ということですから、その辺でしっかりとデータをとりましょうと

いうのが第一の目的です。 

○近藤座長 どのみち隔離ほ場試験はやらなければいけないわけですから。最初のものに関し

ては、このイソキサフルトール耐性のところはまだ十分な知見はないと考えています。 

○矢木委員 そうですか、分かりました。 

○武田委員 もう１つ、昨日メールをいただいて、「あれ、あれ」と思ったのですが、カイス

クエア検定がとてもお粗末というかずさんなことになったんですね。ああいうものが出てくる

というのは、ちょっと要注意だなと思って。統計処理が怪しいのが結構多いというのは経験し

ていますいけれども、あれは何だったんですね。生データがあるとき、私は全部検査すること

にしているけれども、あれはひどいですね。 

○中川原委員 全部間違っていましたね。今回は何か附属の資料が付いて、一応カイスクエア

の値だけは合っていますが。 

○武田委員 あれぐらいやるのだったら前の数字を消せばいいのに。 

○中川原委員 そうそう。それが難しいところで。 

○近藤座長 向こうのほうは元のデータで通っているからではないのでしょうか。そこは消せ

ない。 

○武田委員 ああいうことがあるとすると、分科会でもかなりハードルを高くしてやってもら

わないと。分科会で指摘をして、ああいうふうになっているので仕方がないというか。 

○中川原委員 そうですね。指摘をずいぶんして、それが直ってきたらもうちょっと中身を検

討したい部分もあったんですけどね。というのは、あれを全部足し算すると完全に有意になる

んです。全体が少ない方向でいっていて、１つひとつの集団は有意ではないけれども、１つだ

け、あとは全部期待値よりも少ないんです。それを全部計算してしまうと非常に有意になって
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しまう。その辺のことをうまく表現して、自分たちは生物学的にはこう見るという結論をしっ

かりしていただければ良かったなと期待はしたのですが、まあ……。 

○近藤座長 全てを直しただけという。 

○中川原委員 だけど、全体を見ていまして、これは言ってみれば生物学的に見ておかしくは

ないだろうという判断をしましたので、いじくる必要はないのではないかと思いました。 

○小野里委員 カイ二乗検定法というものについて、この表を眺めながら非常に疑問を感じま

した。というのは、サンプル数によって同じ母集団を反映した比率で分散していても、カイ二

乗値が大きく違ってくるからです。サンプル数を２倍にすればカイ二乗値が倍になってしまい、

２分の１にすれば２分の１になってしまうわけです。 

 そうすると、こういう３対１に分離しているかどうかという判定にカイ二乗検定という検定

法がが適当なのかを疑問を感じました。サンプル数が40とか50というのが含まれていますが、

もし100までサンプル数を上げてしまうと、もう半分ぐらいのものが３対１の分離から外れて

しまいます。その辺について、もしご意見をお聞きできたらなと思って参りました。 

○武田委員 おっしゃるとおりで、我々適合すると言いたいときは少しサンプル数を小さくす

る。極めて厳密にやるとおっしゃるとおりで、生物学的には３対１になっていますが、ちょっ

と過少になって、二乗でいくものですから歪むんですね。だから、カイスクエアというのはカ

イスクエア分布という、そのもの自体は非常に変わった分布をするものでして、だから大事な

ことはカイスクエアの値と同時にサンプル数がいくつになっているか。 

 それから、今、中川原先生からも話があったようにサブサンプルをぶち込んでバルクにして

計算すると、本当のところが見えなくなるおそれがあるので、もしサブサンプルがあるのだっ

たら、その一つ一つついて計算したものを見ると。それが一番生物学的には安心できると思い

ます。確かにカイスクエア分布というのはおっしゃるとおりで、サンプル数に完全に依存しま

すから、それだけ見ると危ない。それでサンプルサイズが小さいときには補正をかけるとかい

うことをするわけです。 

○小野里委員 今回の材料は、当該遺伝子がホモかヘテロという以外はほぼクローンすね。自

殖をずっと繰り返してきて、交雑もやっていませんから。そして親ごとに畝を変えて栽培して

います。そうするとプールして判断しても全然問題がないのかなとも思います。そうすると、

もう明らかに３対１から外れてしまう。ということは、ひょっとするとこの組換え体は導入遺

伝子には生存力を高める何かがあるののではないかと私は逆に考えてしまいました。 

○武田委員 この場合で言うとむしろ逆で弱くなっているんです。個体数が減っているわけで
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すね、フィットネスを持ったほうが。 

○小野里委員 いえ、レジスタントのほうが増えていますす。３対１からすると３より大きい。

１つだけ例外がありますが、あとは全べて。 

○武田委員 そうですね。何か有害な効果が付随的にあるのか。あるいは材料を育てるのが下

手なのか。そんなことを考えますけど。 

○小野里委員 むしろ生存しやすくしている、この遺伝子が、コントロールに比べてですね。

そういう何か逆にあるのではないかと感じたんです。 

○武田委員 ただ、ここでは要するにこの遺伝子が染色体に乗っかって、メンデル的に動いて

いるかどうかということだけを問うていますので、フィットネスがうんぬんというのは直接に

は。 

○小野里委員 ここでは個人的に感じたことを述べさせていただきました。 

○中川原委員 先ほど言ったようにそこのところの考察をちょっとしてもらったところが表現

としてあれば納得するんです。だけど、全体として見て、これは単遺伝子で行動しているので

はないかなという判断は全体から見ればできる。 

○小野里委員 もちろんそう思っています。それにもかかわらず組換え体のほうの生存率が高

いということはこの導入遺伝子が何か生存性を助けているのかなと感じました。１遺伝子であ

ることは後のほうのサザンを見ても間違いないと思いますが。 

○武田委員 上から２つぐらいのサンプルを示せば十分なのに、正直に全部見せたのでという

ところがあるんですよね。 

○近藤座長 今後ともこういう感じの結果が出てくる評価書がたくさんあると思いますが、そ

れに対してどう対処するかという。 

○中川原委員 悩ましいですね。そういうのはちょっとこういうふうに歪んだから、その歪ん

だ原因は何かということを言い出すとものすごく実験的なデータが必要になってくるわけでし

ょう。 

○近藤座長 想像だけで言っても仕方ないですからね。 

○中川原委員 そうですね。ですから、そこのところの判断ですよね。 

○近藤座長 この評価全体にかかわるかどうかということですよね。 

○中川原委員 そうですね。 

○近藤座長 これだけで判断しているわけではないので、問題ないと思いますけどね。統計処

理とかそういうところまで含めていろいろ問題があるということが浮き彫りになっているわけ
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ですが。 

○武田委員 評価書の３ページに「種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命」という部分が

あるのですが、21行目ですね。ダイズ種子は休眠性（硬実性）を示すことがあるがとあります

が、休眠性と硬実性というのはイコールではないので、別なものですから、これはちょっと書

き方はまずいと思います。硬実があると発芽しませんが、硬実即休眠ということではないし。

休眠していても硬実がないということもありますから、この書き方はやめてもらわないと。 

○近藤座長 硬実性と書いた意味は特にあるのでしょうか。 

○武田委員 豆科の場合、硬実性というのは割合ポピュラーにあるんです。 

○近藤座長 「休眠性（硬実性）」と入れたことの意味。 

○佐藤委員 これは不適当だと思います。 

○佐藤委員 「や」でつなげばいいんですよね。そういうことですよね。「休眠性や硬実性を

示すことがある」のだったらいいんですかね。別な話ということですね。 

○近藤座長 私もここは不思議に思いました。なぜ括弧して書いたのだろうと。 

○武田委員 申請者が同じものだと認識しているとするとちょっと困るので。 

○近藤座長 ここの部分は検討していただきましょう。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 そうしましたら、いろいろ議論はありましたけれども、統計のところは今のところしょうが

ない。将来的に問題になったら、また考えるということしかないかなと思いますが。そうする

と、結論としては今の「硬実性」のところですね。そこは申請者に検討していただくというこ

とで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除

草剤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切である。しかし、

表現の一部に不適切と思われる部分がありますので、そこは事務局から連絡していただいて適

正に対処していただく。どういうふうに修正するかは検討していただくということで、そこを

うまく確認、我々は見なくていいと思うのですが、事務局のほうで確認していただいて、問題

なければこれで良いということで大臣宛てに報告したいと思います。そういうことでよろしい

でしょうか。 

 それでは３番目ですが、除草剤ジカンバ耐性ダイズについて検討したいと思います。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します。
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これも先ほどと同様に修正した資料のほうをご覧ください。お願いします。 

○佐藤委員 資料４－１をご覧ください。 

名称：除草剤ジカンバ耐性ダイズ（改変 dmo,Glycine max(L.)Merr.)(MON877Ø8,OECD 

UI:MON87708-9) 

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，保管，運搬及び廃棄並びに

これらに付随する行為 

申請者：日本モンサント株式会社 

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

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

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

１ 生物多様性影響評価の結果について 

 本組換えダイズは、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-GMHT4355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。 

 本組換えダイズは、Stenotrophomonas maltophilia由来の改変DMO蛋白質（ジカンバモノオ

キシゲナーゼ）をコードする改変dmo遺伝子を含む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、目的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ウ

エスタンブロット分析及びELISA分析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。 

 2008年に米国のほ場及び2010年に我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズの競合におけ

る諸形質について調査が行われた結果、我が国の隔離ほ場試験における発芽率、１株当たりの

粗粒重及び百粒重において、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に統計学的有意差

が認められた。また、我が国の隔離ほ場試験における統計処理を行わなかった項目では、発芽

揃い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違いが認められた。 

 発芽率については、本組換えダイズでは99.2％。対照の非組換えダイズでは100％であった。

しかしながら、いずれも高い発芽率を示しており、本試験で認められた発芽率の差が競合にお

ける優位性を高めることはないと考えられた。 

 発芽揃いについては、本組換えダイズが６月22日、対照の非組換えダイズが６月23日であり、
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本組換えダイズが１日早かった。しかしながら、その差はわずかであり、また発芽始めに違い

は認められなかった。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。 

 １株当たりの粗粒重の平均値は、本組換えダイズでは54.7ｇ、対照の非組換えダイズでは

51.0ｇであり、本組換えダイズのほうが高かった。しかしながら、本組換えダイズの１株当た

りの粗粒重の平均値は、本隔離ほ場で2006年から2009年までに行われた栽培試験における従来

ダイズの粗粒重の範囲に収まっていた。百粒重の平均値は、本組換えダイズでは20.6ｇ、対照

の非組換えダイズでは19.6ｇであり、本組換えダイズのほうが高かった。しかしながら、本組

換えダイズの百粒重の平均値は、本隔離ほ場で2006年から2009年までに行われた栽培試験にお

ける従来ダイズの百粒重の範囲に収まっていたことに加え、これまでに報告されている従来ダ

イズの百粒重の範囲内であった。これらのことから、本試験において認められた１株当たりの

粗粒重及び百粒重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DMO蛋白質の発現により除草剤ジカンバ耐性が付与されているが、

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

における優位性を高めるとは考え難い。 

 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、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。 

 本組換えダイズにおいて発現する改変DMO蛋白質は有害物質であることする報告はなく、既

知アレルゲンと類似の配列を有さないことが確認されている。さらに、改変DMO蛋白質はジカ

ンバに対し基質特異性を有し、ジカンバと構造的に類似するダイズ内在性物質を基質とするこ

とがないため、宿主の代謝系に作用して有害物質を産生することはないと考えられた。 

 我が国の隔離ほ場において、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、鍬込み試験及び後作試験により検討した結果、本組

換えダイズのジカンバ散布区と対照の非組換えダイズのジカンバ散布区との間に差異は認めら

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



- 24 - 

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。 

 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て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、開花期重複するダ

イズ品種とツルマメとを交互に株間50㎝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生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、2010年に我が国の隔離ほ場において本組換えダイズと対照の非組換えダイズとを

隣接した試験区で栽培し、非組換えダイズへの自然交雑を調査したところ、交雑は認められな

かった。また、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの生殖に関わる諸形質を調査した結

果、一株当たりの粗粒重及び百粒重で統計学的有意差が認められた。しかしながら、統計学的

有意差が認められた粗粒重及び百粒重の平均値は、これまでに本隔離ほ場で試験栽培されたち

従来ダイズの範囲内であった。このことから、本組換えダイズの生殖特性は従来ダイズの変動

の範囲内であり、本組換えダイズの生殖特性にはツルマメとの交雑性に影響を与えるような違

いはないと考えられた。このため、本組換えダイズとツルマメとの交雑性は従来ダイズとツル
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マメとの交雑率と同様に極めて低いと考えられた。 

 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dmo遺伝子により、ジカ

ンバ耐性の形質を有すると考えられる。しかしながら、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、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 

 以上を踏まえ、本組換えダイズ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。ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料４－

１の1の生物多様性影響評価の結果、及び２の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取りまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構です、ご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

○武田委員 分科会のディスカッションについてではないのですが、申請書の１ページの最初

の和名のところに、前にも指摘したことがあると思いますが、ダイズの和名はダイズで十分な

ので、このマメ科Glycine属Soja亜属というのは取っていただかないと教科書的には間違って

いることになると思います。和名は大事にしていただきたいと思います。 

 ５ページ目に、下のほうに花粉の生産量、稔性、形状うんぬんと言う項目があります。下か

ら２行目に花粉の寿命は短く、その稔性は約８時間で失われることが報告されているとありま

す。稔性が８時間で失われるということはないので。これは発芽能力ですね。発芽能力が約８

時間で失われる。稔性というのは発芽能力とは微妙に違う概念ですので、ここは発芽能力と直

していただきたいと思います。そんなところだったかと思います。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○小野里委員 同じく評価書で18ページの上から６行目ですが、そこの文章を読んでいくと機

能上、重要なアミノ酸配列を共有するかどうかというふうに書いてありますが、ここは当該蛋

白質がアレルギー性を有する蛋白質と相同配列を持つかどうか。持つ場合にはそれを記せとい

うことが要求されいるだけで、機能上重要なアミノ酸配列うんぬんということは特に要求され
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ていません。後の方にアレルギー性蛋白質と相同配列を持つかどうかということが書かれてい

ますので、この部分は不要なのではないかと思います。 

○嶋田委員 「機能上重要な」を削除すればいいのですか。 

○近藤座長 そうですね。共有するかどうかというのを、あるいは機能上重要なアミノ酸配列

を抜いてアレルギー性を有する蛋白質と相同配列を有するかどうかというふうに書き換えるべ

きだと思います。 

○小野里委員 そうですね。そちらのほうが良さそうですね。 

○近藤座長 この文章が変ですね。文章そのものが。 

○佐藤委員 何かを削って直したときにおかしくなったのでは。 

○近藤座長 ２つの内容をつなげたのでしょうが、そのときにちょっとミスッたという感じで

すね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○近藤座長 後のほうのDMO＋27の蛋白質だけ調べればいいわけですね。類似性があるかどう

かを。27増えているだけですから。 

○佐藤委員 27増えているほうを調べて。 

○近藤座長 前の１行目は要らないのですね。 

○佐藤委員 そうですね。１行目はとっていいと思いますが、突然これでいいのかなと。「比

較したが」ではなくて「比較した結果」ですね、多分。「が」というのはおかしいですね。前

が抜けたのですね。 

○小野里委員 それともう１つ、ここでは最初にEPSPS蛋白質を組み込んでおいて、あとでそ

れが分離して、それのないものを選択しているのですが、それはどういう意図でやられたのか

お聞きしたいと思います。 

○浦野技術政策課課長補佐 それについては事前に近藤座長から調べておくようにというご示

唆をいただきましたので、事務局のほうで申請者のほうに問い合わせをした結果、結局、商品

の性質上、このものについてはジカンバのみの耐性で、要はEPSPSのグリホサートの部分とい

うのは単なるマーカーに使っただけで、商品の特性上、必要ないから抜けたものを商品として

選抜していったという。 

○小野里委員 これはジカンバでも選択はできたのではないでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 かとは思いますが、そこまでは事務局では。 

○近藤座長 グリホサートで選抜するというシステムは多分できているのだと思いますが、以
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前にもそういうことがありまして、そのときは抜いていなかったんです。抜いていなくて、評

価書が提出されたときの表題としてはグリホサートはない状態で提出されていまして、グリホ

サートは単なる選抜用のマーカーにしか使っていないということで書いていなかったのですが、

実際にはグリホサートは残っているので、書いたものも両方付けてくださいと聞いたこともあ

ります。 

 ですから、本来、グリホサートは単なる選抜用に入れているだけで入れたくないというのが

本音で、こちらでもそれを抜いていなかったら入れてくれという要求をしたということもあり

ますし、はっきりさせるために抜いたのだと思います。 

○小野里委員 分かりました。 

○近藤座長 他にいかがでしょうか。 

○中川原委員 全然問題ではないんですが、評価書の32ページですね。ここは遺伝子の伝達の

話ですが、ここでＦ３からヘテロ系統とＦ４のヘテロ系統の中のデータが出ていて、これで遺

伝子の分離の検定をしています。これは大変結構ですけれども、その前に30ページを見ますと、

分離比というのはＦ２、Ｆ３、Ｆ１でやりましたというふうに３つともあります。別添資料３

を見ますと、分離比のデータがありますね。別添４です。別添４の最後のページを見ますとち

ゃんとＦ２のデータがあります。Ｆ２のデータを見ますと、これは非常に集団が大きいのです。

3,223のトータルの植物をＦ２で見て、その分離の結果が2,413対810という分離を示している。

これは３対１の分離比と仮定すると非常にカイスクエアの値は小さくなる。ということで、こ

のＦ２のデータはしっかりしています。それが本文に書いていないというのはちょっと残念で

したね。ですから、本文の31ページの文章のところにＦ２以下の分離比のことが書いてありま

すので、ここにしっかり書いていただいたら良かったなと。あってもなくても全体の評価には

関係ありませんけれども、そういう感じがしました。 

○近藤座長 この別添資料はその結果を本文に書くか書かないか、申請者のほうの考え方であ

まり書きたくないというところが、つまみ食いして出している感じだと思うんですが。判断す

るほうはなるべくあったほうがいいのですが。 

 今回、特に修正を要求するということはないと思います。 

○中川原委員 ないと思います。別添の資料を見て、これはすごいと、逆に思ったぐらいです

から。 

○武田委員 なぜ出さなかったのでしょうね、むしろ。 

○中川原委員 このＦ２のデータは最もすばらしいですね。 
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○武田委員 これからいくとさっきのやつはひどいね。 

○中川原委員 そう、さっきのと比べると全然。（笑）こういうデータを取られたというのに

は非常に敬意を感じます。 

○近藤座長 本文中にも書いたほうがアピールできたかもしれませんね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、総合検討会の意見として上げたいと思います。申請者から提出された除草剤ジカ

ンバ耐性ダイズについて、第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す。 

 しかし、評価書の表現の中に不適正な表現が一部あったり、あるいは文章が乱れている部分

があったり、あるいは修正したほうがいいと思われる個所が合わせて数個所ありましたので、

そこは難しい修正ではないと思いますが修正していただいて、事務局で確認した上で承認され

たということで大臣宛てに報告したいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは審査の３点は終わりました。その他事務局から報告事項等はありますでしょうか。 

○作田技術安全室長 事務局からでございます。次回の総合検討会の予定でございますが、現

状調整中でございます。また今後ともよろしくお願いいたします。 

○近藤座長 委員の方からほかに発言したいことがありましたらお願いします。よろしいでし

ょうか。 

 それでは、以上で本日の議事は終了しましたので、事務局にお返ししたいと思います。 

○作田技術安全室長 本日は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室いただきますようにお願いいたしま

す。本日はどうもありがとうございました。 

午後３時０５分 閉会 


