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午後１時３０分 開会 

○鈴木技術安全室長 では、定刻となりましたので、ただいまから生物多様性影響評価総合検

討会を開催させていただきます。 

 本日は年度末のお忙しい中、先生方にお集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日の出欠でございますが、井出先生が所用によりましてご欠席とのご連絡をいただいてお

ります。 

 では、議事に入ります前に資料の確認をお願いいたします。 

 資料一覧、そして議事次第、委員名簿がついてございまして、あと資料が右肩に資料ナンバ

ーを付してございますので、ご確認をいただきたいと思います。まず、資料１、次に資料２－

１、２－２、資料３－１、３－２、資料４－１、４－２、資料５－１、５－２、資料６－１、

６－２、そして、参考資料といたしまして参考資料１、２としていつもついている一覧表でご

ざいます。あと、参考資料３、参考資料４、以上でございますが、もし欠落がございましたら、

その都度でも構いませんので、お手を挙げていただければお持ちしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 本日、傍聴の方々にはあらかじめ傍聴に当たっての留意事項をお配りしておると思いますが、

それに従いまして、審議のほう、円滑な進行につきましてご協力をいただきたいと思います。 

 それでは、議事進行につきまして近藤座長、よろしくお願いいたします。 

○近藤座長 本日の総合検討会では、農林水産大臣及び環境大臣宛てに提出された５件の第一

種使用規定承認申請について、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。 

○鈴木技術安全室長 資料１をご覧ください。本日ご審議いただきます案件といたしまして、

都合５件でございます。いずれもスタック系統でございますので、一般使用に関するご審査を

お願いしたいというふうに思います。 

 まず、１番目でございますが、低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グルホサート耐性ダ

イズでございまして、日本モンサント株式会社より申請されております。使用等の内容は、食
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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

行為ということでございます。これまでの検討状況でございますが、昨年12月６日及び本年２

月７日、２回にわたりまして農作物分科会の審議を経て、本日総合検討会に入ってございます。 

 次に、２番、３番についてでございますが、シンジェンタジャパン株式会社より申請されて

おります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シネート及びグルホサート

耐性トウモロコシでございます。３番も同様でございますが、一部親系統が１つ違ってござい

まして、２番のほうの２番目に書いてあります改変vip3Aが下の３番では入っていないという

ことで、２番が６重スタック、３番はそれが抜けた５重スタックということでございます。い

ずれも使用等の内容は、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ということで、本年１月10日、２月７日の２回にわたりまして、

農作物分科会に審議しております。 

 次に、４番でございますが、除草剤グルホサート及びグルホシネート耐性並びにチョウ目害

虫抵抗性ワタでございまして、バイエルクロップサイエンス株式会社より申請されてございま

す。使用等の内容につきましては、同様に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ということで、本年１月10日、２月７日、２回にわ

たりまして農作物分科会におきまして審議しております。 

 最後５番でございますが、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ルホサー

ト耐性ワタとしまして、ダウ・ケミカル日本株式会社より申請されている案件でございます。

使用等の内容は、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

らに付随する行為といたしまして、本年２月７日、３月８日の農作物分科会におきまして検討

をしています。 

 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、最初の案件ですけれども、低飽和脂肪酸・高

オレイン酸及び除草剤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２に基づきご報告をお願いいたします。 

○佐藤委員 資料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：低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズ（FAD2-1A,FATB1-A,

改変cp4 epsps,Glycine max(L.)Merr.)(MON87705 × Mon 89788,OECD UI:MON-87705-6×MON-

89788-1) 
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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

使用規程に従って低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズ（以下「本

スタック系統」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

評価の内容について検討を行った。 

 スタック系統については、親系統の特性のみが付与されることが一般的だが、導入されてい

る核酸の発現によって生産される蛋白質等の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな特

性が付与され、その結果、親系統には見られない生物多様性影響をもたらす可能性がある。こ

のことから、スタック系統の検討に当たっては、親系統に移入された核酸の発現による形質間

の相互作用の有無を検討し、形質間の相互作用がないと判断される場合には、親系統の生物多

様性影響評価情報を用いて、当該スタック系統の生物多様性影響評価を行うことが可能である。

一方、形質間に相互作用がないと判断されない場合には、親系統の生物多様性影響評価情報及

び当該スタック系統に関する試験結果等を用いて生物多様性影響評価を行う必要がある。 

 以上のことから、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 

 本スタック系統は、 

 ①FAD2-1A蛋白質（Δ-12デサチュラーゼ）をコードするFAD2-1A遺伝子断片及びFATB1-A蛋白

質（パルミトイルアシルキャリア蛋白質チオエステラーゼ）をコードするFATB1-A遺伝子断片

並びに改変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遺伝子が導入された低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性

ダイズ（以下「MON87705」という。）、 

 ②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遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性ダイズ（以下「MON89788」とい

う。）、 

を用いて、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統で発現するFAD2-1A遺伝子断片及びFATB1-A遺伝子断片は、ダイズの脂肪酸生

合成経路の酵素をコードするFAD2-1A遺伝子及びFATB1-A遺伝子の発現をRNAiにより特異的に抑

制し、これら遺伝子断片からは蛋白質は産生されない。また、改変CP4 EPSPS蛋白質はシキミ
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酸合成経路を触媒し高い基質特異性を有する。これら２つの遺伝子断片及び改変CP4 EPSPS蛋

白質の関与する代謝経路はお互いに独立しており、既に改変CP4 EPSPS蛋白質を発現している

MON87705に、同じ改変CP4 EPSPS蛋白質を発現するMON89788を掛け合わせることで作出された

本スタック系統中で、改変CP4 EPSPS蛋白質の発現量が親系統と比べて仮に高まったとしても、

各親系統由来であるこれらの遺伝子断片及び蛋白質が本スタック系統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。 

 なお、各親系統の次に掲げる評価項目についての総合検討会における検討は既に終了してお

り、当該検討の結果、各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、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さ

れている。 

 （１）競合における優位性 

 （２）有害物質の産生性 

 （３）交雑性 

 ＊各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能です。 

２ 農作物分科会の結論 

 以上より、本スタック系統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「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取りまとめ、大臣宛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。ご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

○矢木委員 よろしいですか。ちょっと幾つかあるんですけれども、この検討の結果について

は、流れはこれでいいと思うんですけれども、まず、ちょっと語句というんでしょうか、１ペ

ージ目の34行目ですか、FAD2-1A遺伝子及びFATB1-A遺伝子というのは、これはだからイタリッ

クにすべきではないかと、遺伝子ですので。それから、その次に発現をRNAiと書いてあるんで

すが、「により特異的に抑制し」と書いてあるので、これを読むと、そうか、RNAiが複雑なメ

カニズムでわかりにくいので、このRNAiを何か本文を見るとみんなRNAiで書いてあるんですけ

れども、多分RNAi効果とかRNAi現象とかいうのがないと、何か物質なのか、これはだから、現
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象のことを言っているんですよね。だから、そこのところに何か「i」が一体何だろうという

ここの言葉がわかるような説明が入ったほうがいいんじゃないかというのがまず第１点なんで

すけれども。 

○佐藤委員 RNAiは現象ですかね。 

○矢木委員 インシュビターというんですか。 

○嶋田委員 RNA干渉。 

○矢木委員 干渉ですか。干渉がいいですかね。 

○嶋田委員 そう言っていますね。 

○佐藤委員 RNA干渉。 

○矢木委員 RNA干渉。それについて、このRNA干渉なんですけれども、ここのところがやっぱ

り一つのメッセンジャーができてくるので、そして、ダブルストランドになって、それが一本

になって、それでさらにくっついて、これ19ページですか。19ページのところに発現産物の

FAD2-1Aのメカニズムが書いてあるんですけれども、これは蛋白ではないので、蛋白等という

ことでいいと思うんですけれども、ちょっとこれ、教えていただきたいんですけれども、こう

いうようなメカニズムで、もう許可になっているから問題ないと思うんですが、ちょっと教え

ていただきたいんですが、14行目ですか、「RNAi-induced silencing complexと結合し」とい

うことで、RISCというのはどこから来るのかというこの物質がないと発現しないので、この辺、

何か教えていただけたらと。これは入れ込んでいるわけではなくて、もともと持っているもの

なんですか。このものは持っていると。 

○佐藤委員 そうです。 

○矢木委員 そうすると、これによって、メッセンジャーをつくることによってちょん切れて

阻害になると、こういう話。 

○佐藤委員 そうです。このリスクというコンプレックスは、細胞の中に普通に存在して…… 

○矢木委員 普通に存在しているんですね。そういう意味では、危険性はないと。 

○佐藤委員 はい、もともと持っているものです。 

○矢木委員 もともと持っているものですね。そうですか、わかりました。 

 それで、第１点はそれなんですが、あと、この36ページですか。36ページの５行目になるん

ですか、FADとかUSDAとかこの辺のところで、「スタック系統は規制されていないため、申請

は行っていない」と書いてあるので、もう既にそういう意味では申請によっては規制を外れて

いるのかなという気がしたんですけれども、この辺のところは日本と考えが違うのか、どうな
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っているのかちょっと教えていただければ。 

○中川原委員 違うんです。規制が対象にないんです。 

○矢木委員 安全だからですか。 

○中川原委員 というふうに向こうの国が判断しているんです。 

○矢木委員 日本はそれをまだ言っていないと。安全だとは判断していないから、ここでやっ

ているわけですけれども。 

○中川原委員 相互作用を見ましょうと。 

○矢木委員 見ましょうということで、この根拠が何かなと。向こうがそういう判断だと、こ

ういうことですね。 

○中川原委員 そういうことです。 

○近藤座長 ここでのスタックをどうするかというのは最初のころ議論があって、現在のよう

な形に落ちついているということです。ですから、これ、何も考えないで結構なんです。 

○矢木委員 わかりました。それから、32ページなんですけれども、32ページのところの15行

目で、（５）ということで遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び

信頼性ということなんですけれども、感度とか信頼性というのが書いてあるんですけれども、

これでいきますと、文献を見ろというようなことで検出することは可能であるけれども、文献

を見ろというようなことなので、感度とか信頼性をやっぱりここに書いたほうがいいんじゃな

いかと、その20行目のところですかね。ほかの申請にはちゃんとパーセントとか書いてあるの

もあるんですけれども、これは全然文献を読めと書いてあるので、感度とか信頼性はこれで読

み取れるかなというところなんですけれども、もちろん１個体由来のサンプルを調べればいい

とは思うんですけれども、文献を見てこのくらいというのをわかればいいんですけれども、何

となく。32ページの20行目です。 

○佐藤委員 親系統のほうでは、多分もう少し詳しく書かれているのかなと思うんですが。 

○矢木委員 多分この文献で見れば感度とか信頼性が……。 

○佐藤委員 あと、親系統のほうの申請書には多分もう少し詳しく書かれていると思うんです

が、ちょっと確認して……。 

○矢木委員 そうですか、わかりました。それをちょっと確認していただいて、あと50ページ

ですけれども…… 

○山口安全評価専門官 すみません。ほかの案件ではちゃんと書いてあるものもありますので、

ここはなるべく具体的に書くようにしたいと思います。 
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○矢木委員 それから、50ページなんですけれども、17行目ですか。遺伝子組換え生物等を不

活化し又は拡散防止措置をとってその使用等を継続するための具体的な措置の内容ということ

で、この文章は「不活化し又は」と書いてあるので、切れているのか、不活化の具体的な措置

の内容を書けといっているのか、そこはちょっと意味が私も判断できないんですが、23行目か

な、「環境中に放出された本スタック系統ダイズは、環境中で生存しないように不活化する」

ということで、「不活化し」というのはもう最初に書いてあるので、どういうような方法で不

活化するのかなというのをいろんな方法はあるかと思うんですが、何か具体的にどういう方法

なんでしょうかというのが質問なんです。難しいと思うんですけれども、ただ種としていれば、

それはもう不活化できちゃうけれども、具体的にはもう「不活化し」と書いてあるから、ただ

不活化すると書いてあるので、中身はどういう方法なんですかというのが質問です。 

○佐藤委員 普通は裁断したり燃やしたりするんだと思うんですが、どうなんでしょうかね。

この場合、特に特定はしていないということですね。 

○嶋田委員 みんなこういう書き方で今までやってきましたよね。だから、不活化すればそれ

でいいんじゃないかと…… 

○矢木委員 もちろんそうなんですけれども、できたものを調べたときに、どうしたら不活化

するのかというのは結構、微生物の場合ですと問題なんですよ。そこに遺伝子を入れて、もう

死んじゃうとか、ある薬品を加えるとか燃やすとか焼却とか、そういうことで大丈夫ですよと

いうのを必ず書くんですけれども、この場合は、微生物だと必ず薬品をまくとかそういう手を

打つんですけれども、この場合はどういうような手を打つのかなというのが、万が一ないと思

いますが。 

○佐藤委員 植物体の場合は裁断することになります。それからあと、種子の場合でしたら燃

やすとかということになるかなと思うんですが…… 

○中川原委員 発芽しないように。 

○矢木委員 発芽しないような何か手を打つという意味ですか。 

○佐藤委員 はい。 

○矢木委員 そうしたら、もう不活化というのは共通の言葉というか、あれなんですね。いろ

んな手法があるから、ここで不活化と書けばいい。 

○嶋田委員 焼却とかそういうもの、要は100％不活化すればいいわけですよね。 

○矢木委員 だから、不活化の何か具体的なかというのは、これはだから最初の不活化で具体

的に書かなくていいと。 
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○佐藤委員 書いていないと思うんですが。 

○鈴木技術安全室長 そういう意味では、もし生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めら

れるような仮に事態が生じた場合に、とり得る措置というのは、またいろいろあると思います

ので、そこは…… 

○矢木委員 それはまとめてもう不活化の中に入っていると。 

○鈴木技術安全室長 つまり状況に応じた適切な措置をとるということで、あまり手段の特定

はあらかじめするということなく、適正に処理、不活化するという意図かと思いますが。 

○矢木委員 私もそれでいいと思うんですけれども、単なる「不活化し」と書いてある問いの

ほうが、問いに対する答えが「不活化し」というのが詳細に書けといって、何か不活化だけし

か書いていないので、考え方さえできていればいいと思います。ちょっとそこがどう判断した

らいいんですか。要するに微生物の場合は厳しいんですよ、すごく。１匹でも残ったら増える

からとか言われて。 

○鈴木技術安全室長 もし多様性影響が生ずるおそれというのがどういう事態が想定されるか

を引き続きちょっと検討というか整理いたしまして…… 

○矢木委員 まずほとんど起きないと思うんですけれども、この場合は、万が一起きた場合に

議論するわけですから、まず起き得ないことに対しての多分議論なので考えにくいとは思うん

ですけれども。 

○鈴木技術安全室長 少し整理してみまして、今後書き方としてどういう形がいいのかは少し

検討してみたいと思います。 

○近藤座長 ここでこういうふうにしか書いていないわけなんですけれども、例えばグリホサ

ート耐性ダイズみたいなものをつくって、もし仮に外に残ったということがモニタリング等で

確認されれば、ほかの除草剤を使って除去するとかそういうようなことは本文のほうで議論さ

れています。ですから、不活化というのはいろんな方法があるので、ここでは書いていなくて、

むしろこれが残るということは生物多様性影響に重要なので、むしろ本文で詳しく書いてある

ということだと思います。 

○矢木委員 はい、わかりました。以上です。 

○近藤座長 先ほどの遺伝子をイタリックで書くのは当然直すべきだと思います。それから、

RNAiはどうしますか。通常みんなRNAiと書いてあるんですよね。 

○佐藤委員 RNA干渉というと逆にわからない人もいるので、括弧してRNA干渉と書きましょう

かね。 
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○矢木委員 「i」のほうが多分常識かもしれないんですけれどもね。 

○佐藤委員 RNAi法というのもありますけれども。 

○近藤座長 ただ、単純にRNAiと書いてあるのが多いので。 

○矢木委員 そうですよね。いや、これしか言葉が出てきませんので。 

○佐藤委員 今までも出てきているものとの整合性もあるので、今まで多分RNAiだけ出ていた

と思います。 

○近藤座長 では、一応括弧してRNA干渉と書きましょうか。 

○佐藤委員 そうですね。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 これ、文章の書き方なんですけれども、何カ所かで核酸の発現という言い方をし

ているんですね。よくこれ、話し言葉では核酸の発現と言うとは思うんですけれども、現実に

言うと、核酸が発現するということはあるんですかね。遺伝子が形質を発現するのであって、

核酸イコール遺伝子ではないですし、こういうところでばしっと書いてしまうと何か市民権が

…… 

○矢木委員 私も核酸の発現という言葉が遺伝子の発現なら使いますけれども、核酸の発現と

いうのはメッセンジャーもあったりいろんなものがあって、核酸イコール遺伝子かと。ちょっ

と私も同じ、気になります。 

○武田委員 ５件ともそういう書き方、同じ方が書いたので同じになっているんでしょうけれ

ども、私はやっぱりこういう大事なところに核酸の発現というのはまずいかなと思ったんです。 

○近藤座長 私も実は気にはなったんですけれども、ちょっとネット畑で調べると、どんなも

のがあるんですか、核酸の発現と書いてあるものがあったり蛋白質の発現と書いてあったりし

て、私たちは普通、遺伝子発現だと思うんですが、それが核酸の発現と書いてあったり、蛋白

質の発現と書いてあったりいろんな使い方をしていて、何か統一されていないかなと思って私

は何も……。 

○佐藤委員 そうですね。これはもう決まり文句でずっと使ってきているんですけれども、確

かにおっしゃるとおりではありますね。 

○矢木委員 結構いろんなところで出てくるんですよね、この核酸の発現というのは。 

○近藤座長 気にはなったんですが。 

○武田委員 ちょっと用語が乱れるので、この際きちっとお手本を示してはどうですか。 

○佐藤委員 核酸からの遺伝子発現なのかな。ちょっとあれですね。 
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○嶋田委員 「導入されている遺伝子の発現によって」と置きかえても全然意味は変わらない

し、それでいいような気はするんですけれども。核酸を遺伝子に置きかえる。 

○矢木委員 そうですよね。私も遺伝子と入れたほうが。 

○山口安全評価専門官 すみません、今の核酸についてなんですけれども、ブルーブックの22

番の生物多様性影響評価情報の検討についてという総合検討会でまとめていただいたまとめが

ありまして、別紙２というものがございまして。 

○中川原委員 ちょっと待って。22番ですか。 

○山口安全評価専門官 22番です。10ページです。 

○中川原委員 10ページですか。 

○山口安全評価専門官 はい。この１番のところにももう既に出てまいりますけれども、「ス

タック系統については」というこの移入されている核酸の発現によって産生される蛋白質との

相互作用によりということで、多分ここで遺伝子を使わないのは、RNAiのようなことであると

思うんですけれども、遺伝子をコードしていない部分を導入することもありますので、恐らく

遺伝子という言葉をあえて使わずに核酸という言葉を使ったのではないかというふうに思うん

ですけれども。 

○嶋田委員 それはわかりますよ。これは言ってみれば一般のことを言っているわけですから、

このマニュアルみたいなものですので。ここはその事例ですから。 

○山口安全評価専門官 この２段落目というのはスタック系統一般についてこういうことが考

えられると。今まさにお示しした別紙２の内容をここに書いて、一般的にこういうことが考え

られるので、ここで主に確認したのが１番以降というような構成になってございますので。 

○嶋田委員 要するにコピー・アンド・ペーストで貼りつけているだけ。安直といえば安直。 

○佐藤委員 もしあれだったら、核酸に由来する遺伝子発現によってというのがいいかもしれ

ないですけれども、ここは確かに核酸にしておいたほうがいいような気はするんですが、確か

に核酸の発現というのはおかしいといえばおかしいですね。 

○中川原委員 もともとがおかしいんですね、多分。おかしいというか、ちょっと舌足らずで

すね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○武田委員 こなれていない。随分昔の文章ですから、これは。 

○佐藤委員 多分、導入されている核酸に由来するさまざまなものなんですね。そのうちの一

つの遺伝子発現ということなんだと思うんですけれども。 
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○中川原委員 これ、あれじゃないですか。いじるとなると、先ほど今、事務局のほうから言

われたこちらの文章まで影響してきますから、ちょっと分科会でも討論してもらったほうがい

いんじゃないですかね。 

○佐藤委員 そうですね。では、ちょっと事務局と相談しながら今までとの整合性もとりなが

ら検討します。 

○矢木委員 ただ、今まで使っていたからじゃなくて、新たなやっぱりわかりやすいものがあ

れば適時これは変えていいと思うんですよ。特に今まで使っていたから使うんだというよりは、

こっちのほうがいいとなると、わかりやすいように変えたほうが、やっぱりその都度の議論で

すから、核酸の発現なんて私も最初からキーだったんですけれども、皆さんがそう思っていれ

ばやっぱりそうだと思います。 

○佐藤委員 多分、核酸に由来する遺伝子発現によってぐらいがいいと思いますけれども、ち

ょっとそんな感じで検討します。ありがとうございます。 

○近藤座長 どうしますか。今回はこのままでいきますか。少し分科会での検討となると、ち

ょっとここで変えるということはできにくいので。 

○佐藤委員 そうですね。 

○武田委員 すぐ上にも「必要に応じ見直しを行うこととする」とありますから、常にリプル

ールしていくというのが大事なことだと思います。それともちょっと関連して、ちょっと私、

このケースはおもしろいなと思ったんですが、本来スタック系統というのは両親から移入した

核酸を集めて第三の形質をつくるというか、増やしていくと、そういう考え方ですよね。とこ

ろが、このダイズは、実は片親に３つのファクターが全部入っていて、もう一方の親からは、

実は新しいものは何も来ていないんですね。こういうケースというのは、もちろん異なる系統

間の交雑後代なんだけれども、今までそういうことを想定してスタックと言っていたのではな

いと思うんですよね。そもそもこれをスタックとして申請しなきゃいけないのかどうかという

議論が一段階ないといけないのかなと。これは、私は想定外のケースだと読んだのですが、分

科会ではどんな感じですか。 

○佐藤委員 イベントとしては違っていると思いますので、今の考え方では……。 

○武田委員 イベントとしては違っているけれども、入れている遺伝子は同じなんですね。 

○佐藤委員 それでもイベントが違えば違うというふうに見るのが今の考え方ですね。形質ベ

ースならもっと楽になっちゃうんですけれども、それはやはりイベントでないといけないとい

うことにはなっています。つまりどこに入るかによって違ってくるということで、やはりイベ
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ントベースで考えて……。 

○武田委員 そうなってくると、もう先進国では全部スタックになっちゃいますよね。 

○佐藤委員 そうですね。だから、ここでは一応スタックということで申請はしてもらって、

その上で相互作用を見て、書面の上で審査するという形になっていると。 

○矢木委員 よろしいですか。私もスタックでできたものがこういうふうに同じ遺伝子を入れ

込むと何が違うんだということで、ひょっとして２倍できてすごい強力なものをつくるという

のが多分目的だと思うんですが、２個入ったというのと何が違うんだというと、例えば３個入

ったとか、そういう意味でおっしゃるように数限りなく毎回同じことを議論しなきゃいけない

のかなというふうなことで、経験を積んできたら、こういうのは議論する必要があるのかなと

いう気がするんです。同じ遺伝子を入れて、どこに入るかというのは確かにあるけれども、そ

のときはさっき言ったように、できたものがどう違うかというのを解析するわけですよね、２

個入っていたとか。もしそれが常に一定であれば特に問題ないわけですよね。いろんなところ

へ飛び散ったりしたら、それは毎回やらなきゃいけないという意味ですよね。 

○佐藤委員 この遺伝子は特に安全な、特に多様性影響があるようなものではないですけれど

も、場合によっては一般論の話、仮定の話ですけれども、そういうものもあり得るわけですよ

ね。だから、一般としてはやはりイベントベースで考えていくということにはなって、安全側

にとっていると思いますけれども。 

○山口安全評価専門官 今のところはですね。 

○佐藤委員 はい、今のところは。今のところはそうですね。将来的には……。 

○小野里委員 私は、この89788というほうは塩基の配列を多少変えて発現性をよくしている

ものですから、それを基盤にして優良品種と書いてあると解釈しました。さらに87705の形質

を取り込もうとしたと解釈したんです。87705のほうにもグリホサート耐性遺伝子は入ってい

ますけれども、特に塩基はいじっていないんですね。 

○佐藤委員 だから、②のほうが強いということですね。 

○武田委員 これ、それぞれの親が１コピーずつ入っているというのは確かめているけれども、

交配した後代がスタックを２つ持っているかどうかというのは調べていないんです。 

○小野里委員 いや、２つ入っているので、それによる…… 

○武田委員 いやいや、それは調べていないんです。これは結局論理的には２つ場所の違うと

ころに入っているはずですから、それぞれの親から１つずつ来ている系統と、両親から両方も

らった系統と、それから両方とももらわなかった系統があるわけです。これは淘汰されますけ
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れども、選別の過程で落ちますけれども。だから、２つ入っているのか、片親、Ａ親から来た

のかＢ親から来たのか、それを確かめてあって、確かに２コピーというか、２ドースになった

ら、例えば作用が強いとか、そういう議論があればおもしろいというか、スタックの意味はあ

るんだけれども、この場合はそうじゃなくて、単にベースを改良するために優良品種のほうを

多く交配したと。たまたまそいつが除草剤耐性を共通に持っていたと、そういうストーリーで

すね。 

○佐藤委員 ９ページのところですね。評価書のほうの９ページ、10ページのところだと、こ

っちの２－２だとどこになりますかね。 

○山口安全評価専門官 11ページ。 

○佐藤委員 11ページ、そうですね。11ページから12ページのところですね。あくまでも育種

上の問題ということですね。 

○近藤座長 目的はともかく、スタックの場合にそういった細かいデータを要求していません

ので、データはないんですけれども、スタックの場合にそれぞれがユウコウカンを持っている

ということを想定されるということで書かれているわけで、これに限らず害虫抵抗性にしても、

それは遺伝子の種類を変えたりして入れていますけれども、同じ遺伝子をさらにもう一つ持た

せることによって強くするということは十分あり得て、これからもたくさん出てくるのではな

いかと思いますが、その同じもともとの片方と同じ形質のものをもう一つ掛け合わせるという

場合どうかという話だと思うんですが、先ほど佐藤さんのほうからご説明があったように、イ

ベントが違うものは全部別というふうに扱うことになっていますので、一応審査しなければい

けないですが、ただ、当然内容的に相互作用は考えられないものは初めから入れていますから、

審査のほうはその点、単純で早くなると思います。ですから、形式的には申請してもらいます

けれども、審査に時間がかかるというものではないはずです。将来的にどうかというのは、ち

ょっとここでは今議論できないと思いますが。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ほかにはどうでしょうか。いろいろと今後検討す

べきことも含めて、いろいろご意見がありましたけれども、今回ちょっとその部分、検討の部

分は反映することは不可能だと思いますので、一応基本的にはこのままで、多少字句のところ

で修正をしたり、説明を加えるということでよろしいでしょうか。 

○矢木委員 結構です。 

○近藤座長 あくまでもそれは検討の結果のところで我々の問題かと思います。申請書のほう

は、これを見たら問題ないということでよろしいかと思います。 
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 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低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤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科学的に適正である旨、大臣宛てに報告をしたいと思いますが、

その報告する検討の結果のところの一部の字句については修正をして、一応事務局のほうでお

願いして修正していただいて、大臣宛てに報告ということにしたいと思います。 

 それでは、次の案件に行きたいと思います。チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除

草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ２件について検討したいと思います。

本件については、先ほどご説明にもありましたけれども、２件まとめて審議したいと思います。 

 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及び４に基づきご報告

をお願いいたします。 

○佐藤委員 まず、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：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, 改変cry3Aa2, 改変cry1F, ecry3.1Ab, pat, 

mEPSPS, Zea mays subsp. mays(L.)Iltis)(Bt11×MIR162×MIR604×B.t. Cry1F maize line 

1507×Event 5307×GA21, OECD UI:SYN-BT011-1×SYN-IR162-4×SYN-IR604-5×DAS-01507-1×

SYN-05307-1×MON-00021-9)(Bt11, MIR162, MIR604, B.t. Cry1F maize line 1507, Event 

5307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（既に第一種種子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：シンジェンタジャパン株式会社 

 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

使用規程に従ってチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グリホシネート及びグリホサート耐性トウ

モロコシ（Bt11, MIR162, MIR604, B.t. Cry1F maize line 1507, Event 5307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立した後代系統のも

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」

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の内容につ

いて検討を行った。 
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 スタック系統については、親系統の特性のみが付与されることが一般的だが、導入されてい

る核酸の発現によって生産される蛋白質等の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな特

性が付与され、その結果、親系統には見られない生物多様性影響をもたらす可能性がある。こ

のことから、スタック系統の検討に当たっては、親系統に移入された核酸の発現による形質間

の相互作用の有無を検討し、形質間の相互作用がないと判断される場合には、親系統の生物多

様性影響評価情報を用いて、当該スタック系統の生物多様性影響評価を行うことが可能である。

一方、形質間に相互作用がないと判断されない場合には、親系統の生物多様性影響評価情報及

び当該スタック系統に関する試験結果等を用いて生物多様性影響評価を行う必要がある。 

 以上のことから、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 

 本スタック系統は、 

 ①改変Cry1Ab蛋白質をコードする改変cry1Ab遺伝子及び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遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性及び

除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ（Bt11）、 

 ②改変Vip3A蛋白質（Bt蛋白質の一種）をコードする改変vip3A遺伝子及びPMI蛋白質（マン

ノースリン酸イソメラーゼ）をコードするpmi遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモ

ロコシ（MIR162）、 

 ③改変Cry3Aa2蛋白質をコードする改変cry3Aa2遺伝子及びPMI蛋白質（マンノースリン酸イ

ソメラーゼ）をコードするpmi遺伝子が導入されたコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ

（MIR604）、 

 ④改変Cry1F蛋白質をコードする改変cry1F遺伝子及び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遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性及び除

草剤グリホシネート耐性トウモロコシ（B.t. Cry1F maize line 1507）、 

 ⑤eCry3.1Ab蛋白質をコードするecry3.1Ab遺伝子が導入されたコウチュウ目害虫抵抗性トウ

モロコシ（Event 5307）、 

 ⑥mEPSPS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mEPSPS遺

伝子が導入された除草剤グリホサート耐性トウモロコシ（GA21） 

を用いて、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統に導入された遺伝子により発現する各Bt蛋白質（改変Cry1Ab蛋白質、改変

Vip3A蛋白質、改変Cry3Aa2蛋白質、改変Cry1F蛋白質及びeCry3.1Ab蛋白質）は、殺虫効果の特
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異性に関与する領域の構造に変化が生じているとは考えにくいため、相互に作用して特異性を

変化させることはないと考えられた。また、除草剤耐性蛋白質であるPAT蛋白質及びmEPSPS蛋

白質は、各々の基質及び作用が異なり、関与している代謝経路も互いに独立していることに加

え、Bt蛋白質が酵素活性を持つという報告はないことから、除草剤耐性蛋白質とBt蛋白質が相

互に影響を及ぼす可能性は考えにくい。さらに、基質への特異性が高いPMI蛋白質が、除草剤

耐性蛋白質やBt蛋白質と相互作用する可能性も考えにくいことから、本スタック系統において

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。 

 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。 

 なお、各親系統の次に掲げる評価個目についての検討は既に終了しており、当該検討の結果、

各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、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されている。 

 （１）競合における優位性 

 （２）有害物質の産生性 

 （３）交雑性 

 ＊各親系統の検討の結果は以下により閲覧可能です。 

２ 農作物分科会の結論 

 以上より、本スタック系統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。 

次に、資料４－１をご覧いただきたいのですが、今ご説明した資料３－１のものとの違いは、

資料３－１で２つ目の改変vip3Aが入っていない、除かれているということになります。それ

が違うだけということで、３－１が６重スタックですが、資料４－１のほうが５重スタックに

なっているという点が違うということになります。 

 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、それから４－１のうち、それぞれ「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取りまとめ、大臣宛
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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、ご意見ありましたらお願い

いたします。 

○矢木委員 よろしいですか。考え方はこれでよろしいと思うんですが、ちょっと言葉で１ペ

ージ目の17行目ですか。「第一種使用規程に従ってチョウ目害虫抵抗性並びに」と書いてある

んですけれども、申請はやっぱり「チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに」と書いてあ

るので、ここまで入れたほうがいいんじゃないかというのが単なる言葉ですけれども。 

○佐藤委員 本当ですね。これは落ちています。すみません、ありがとうございます。 

○矢木委員 それからあと、資料３－２のほうになるんですけれども、これも先ほど議論した

のと皆引っかかって同じなんですけれども、資料３－２の29ページですか、要するにできた遺

伝子をちゃんと検出できるのかということで、29ページのところの（５）については非常に

何％以上検出できるよという感度が書いてあってこれはいいと思うんですが、49ページの４番

ですか。これも「遺伝子組換え生物等を不活化し、具体的な措置の内容」と書いてあるので、

ここまで引っかかってくるんだと、ちょっと何か全く全てにかかるんですけれども、申請全部

に関係しちゃうんですけれども、その辺のところをちょっとご議論、先ほどの課題と一緒です

ので。ということで、以上です。 

 それから、ちょっと伺いたいのは、先ほども議論されたんですけれども、できたものに対し

てどういうものができているかというのが、これは後代までわかるんでしたか。この代だけの

遺伝子がどう入っているかというのは、例えば先ほど掛け合わせたときに２つ入ったかとか１

つ入ったかとかいうのは、どういうものができてくるんだというのは、それはわかるんでした

か。さっきちょっと議論の。 

○近藤座長 これはここの申請においては要求されていない。 

○矢木委員 要求されていない項目なんですね。 

○近藤座長 これに限らず、結局スタックじゃないものでも後代はどうなるかということはあ

ると思うんですが、要求されていなくて…… 

○矢木委員 第一代目ですね。 

○近藤座長 第一代目というか、スタックじゃないものに関しては、それぞれ遺伝子の安定性

とか、発現の安定性とか何か調べてあるんですが、承認されたもののその後はどうかというこ

とは要求されていないですね。 

○矢木委員 ただ、これですと検出方法が書いてあるわけですよね。できたものについてはこ

うやって検出するんだということなので、できているのかなと思ったんですけれども。 
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○近藤座長 これ、申請者のほうでは見ていると思いますが、申請書においてそれを書く必要

はない。 

○矢木委員 書く必要はないと、そういうことですか。はい、わかりました。 

○近藤座長 それから、環境中で生存しない云々というのは、もともと生存しては困るわけで

すよね、この生物多様性影響評価の中で。ですから、それはむしろ後ろのほうにこれは生存し

ないとかそういうことは書かれているわけですけれども、ですから、ここに何か書くべきよう

なそんな単純な話じゃなくて、もっと大事なことなんですね。ですから、ここは非常に決まり

きった形で書いているだけで、内容はもっとほかのところで詳しく。 

○矢木委員 はい、わかりました。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この検討の結果については少しさっきと同じ宿題が残っていますが、今回はこの

ままということにしたいと思います。 

○佐藤委員 コウチュウ目が抜けている。 

○近藤座長 そうですね、コウチュウ目が抜けていましたね。17行目ですね。チョウ目の後に

「及びコウチュウ目」ですね。 

 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２件の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、科学的に適正であ

る旨、大臣宛てに報告したいと思います。一応検討の結果のところは、先ほどご指摘のところ

は修正するということにお願いいたします。よろしいですね。 

 それでは、次の案件に移りたいと思います。除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並

びにチョウ目害虫抵抗性ワタについて検討したいと思います。 

 それでは、農作物分科会での検討結果について、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。 

 農作物分科会における検討の結果です。 

 名称：除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びにチョウ目害虫抵抗性ワタ

（2mepsps, 改変bar, 改変cry1Ab, cry2Ae, Gossypium hirsutum L.）（GHB614×T304-40×

GHB119, OECD UI:BCS-GH002-5×BCS-GH004-7×BCS-GH005-8）（GHB614, T304-40及びGHB119そ
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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ワタ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、加工、保管、運搬及び廃棄並びに

これらに付随する行為 

申請者：バイエルクロップサイエンス株式会社 

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

使用規程に従って除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びにチョウ目害虫抵抗性ワタ

（GHB614、T304-40及びGHB119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ワ

タ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」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の内容について検討を行った。 

 スタック系統については、親系統の特性のみが付与されることが一般的だが、導入されてい

る核酸の発現によって生産される蛋白質等の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな特

性が付与され、その結果、親系統には見られない生物多様性影響をもたらす可能性がある。こ

のことから、スタック系統の検討に当たっては、親系統に移入された核酸の発現による形質間

の相互作用の有無を検討し、形質間の相互作用がないと判断される場合には、親系統の生物多

様性影響評価情報を用いて、当該スタック系統の生物多様性影響評価を行うことが可能である。

一方、形質間に相互作用がないと判断されない場合には、親系統の生物多様性影響評価情報及

び当該スタック系統に関する試験結果等を用いて生物多様性影響評価を行う必要がある。 

 以上のことから、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 

 本スタック系統は、 

 ①2mEPSPS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遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性ワタ（以下、「GHB614」という。）、 

 ②改変PAT蛋白質（ホスフィノスリシン・アセチル基転移酵素）をコードする改変bar遺伝子

及び改変Cry1Ab蛋白質をコードする改変cry1Ab遺伝子が導入された除草剤グルホシネート耐性

及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（以下、「T304-40」という。）、 

 ③改変PAT蛋白質（ホスフィノスリシン・アセチル基転移酵素）をコードする改変bar遺伝子

及び改変Cry2Ae蛋白質をコードする改変cry2Ae遺伝子が導入された除草剤グルホシネート耐性

及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（以下、「GHB119」という。）、 
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を用いて、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統で発現する2mEPSPS蛋白質及び改変PAT蛋白質の基質は異なり、関与する代謝

経路も互いに独立している。また、2mEPSPS蛋白質及び改変PAT蛋白質はいずれも高い基質特異

性を有することから宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられ、除草剤耐性蛋白質が

相互に作用して予期しない代謝物が生じることは考えにくい。また、本スタック系統で発現す

る改変Cry1Ab蛋白質及びCry2Ae蛋白質は標的昆虫において特定の受容体に結合して殺虫効果を

示す。その特異性は蛋白質の構造が関与しており、本スタック系統において両Bt蛋白質の特異

性に関与する領域の構造に変化が生じる可能性は低く、各蛋白質の殺虫効果に対する影響を及

ぼすことはないと考えられ、害虫抵抗性蛋白質間で相互作用が生ずることは考えにくい。 

 さらに、Bt蛋白質は酵素活性を示さないため、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考

えられ、除草剤耐性蛋白質と害虫抵抗性蛋白質では、それぞれの有する機能が異なるため、相

互に影響を及ぼすことは考えにくい。 

 このように、各親系統由来の発現蛋白質が本スタック系統の植物体内において相互に影響す

る可能性は低く、各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。 

 なお、各親系統の次に掲げる評価項目についての総合検討会における検討は既に終了してお

り、当該検討の結果、各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、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さ

れている。 

 （１）競合における優位性 

 （２）有害物質の産生性 

 （３）交雑性 

 ＊各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能です。 

２ 農作物分科会の結論 

 以上より、本スタック系統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きました分科会の検討結果、資料

５－１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
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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。 

 では、どなたからでも結構ですが、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

○矢木委員 よろしいですか。この検討の結果はもうこれで私はよろしいと思うんですけれど

も、この申請書の青い評価書ですかね。これと資料５－２とほとんど同じなんですけれども、

まず、申請書のさっきも言っていた２件なんですけれども、このブルーの23ページですか。こ

のところも繰り返してできたものの感度とか信頼性というのが５番、４行目ですか、ここのと

ころも感度、信頼性というのはあるんですが、これも文献を見ろというようなことでできるぞ

ということなので、もうちょっとどのくらい大丈夫なのかなというのが知りたいというのが１

点です。 

 それから、緊急措置計画書というのがありまして、これの２ページ目ですか。緊急措置計画

書の中で先ほどと同じなんですけれども、４番というので遺伝子組換え生物を不活化し又は拡

散措置をとってその使用等を継続するための具体的な措置の内容というところでいろいろ書い

てあるんですけれども、緊急的な措置としては環境への放出を防止するための措置、３行目で

すか、「並びに既に環境中に放出された本スタック系統及び本スタック系統から分離した後代

系統の拡散を防止する措置について連絡、指導する」という言葉になっているんですね。です

から、具体的に連絡、指導するという中身はどんなことを考えているのか、要するに考えてお

かなきゃいけないということなので、具体的に連絡、指導はどういうことでしょうかというの

が質問なんですが、不活化のところですね。不活化する措置というのは、これは連絡、指導に

入るんですよね。ほかの場合はもうわかると思うんですけれども、ということで、先ほどの一

連の具体的に万が一起きることはないと思いますけれども、起きた場合も考えておかなきゃい

けないので、単なるこれ、連絡、指導になっちゃっているので、中身をちょっと。いかがです

か。 

○高島農産安全管理課審査官 消費・安全局農産安全管理課の高島と申します。 

 管理については、組換え体管理班というのがあります。そちらが所管になりますけれども、

こういった組換え体の緊急時は、いろんなケースが想定されます。土壌にこぼれたとか、運搬

中に散逸してしまったとか、また、例えば以前、沖縄に未承認のパパイヤが入ってきたケース

がございます。その場合には伐採を何千本か行ったケースがございますし、かつその際に、状

況に応じてグリホサートを注入する、しないとか、そういった検討をしておりますので、そう

いった知見を生かしながら、その規模、状況に応じて措置をすると。少量のケースであれば、
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例えばオートクレーブとかによる不活化があります。隔離圃場の場合ですと、オートクレーブ

を使って絶対外へ出ないように滅菌するだとか、そういう措置をとっておるというところです

ので、状況、規模に応じて過去の知見等も比べながらケース・バイ・ケースで必要な措置、考

え得る措置を講じていくというところかと思います。 

○嶋田委員 質問があったのは、要するに連絡、指導するというときにどういう形での連絡と

か、そういうご質問じゃないんですか。 

○矢木委員 これは、だからバイエル社がやらなきゃいけないことですよね。 

○中川原委員 これ、主語がどこだか。 

○佐藤委員 弊社となっていますか。主語は弊社。 

○高島農産安全管理課審査官 そうですね。これは、この場合はバイエルが記述しているとい

うことで、バイエルになってきます。 

○中川原委員 バイエルそのものは自分のところを指導するんですか。 

 

○鈴木技術安全室長 運搬業者、まずワタは、国内での栽培は想定した承認になっておりませ

んので、通常考えられるのは、港から国内に運搬するとかそういった段階でのこぼれ落ちとか

そういうようなケースの中で、こぼれ落ちても何ら支障はないわけですが、もし万が一この評

価の中で想定をしていなかったような生物多様性影響が生ずるおそれが仮に出たときに、緊急

的に関係者に指導するということになろうかと思いますが。 

○近藤座長 ワタなので、こぼれ落ちたり、例えばトラックがひっくり返ったとしても影響が

あるとは考えにくいんですけれども、ですから、ここに書いてあることは一応形式的に書いて

あって、こういうことはちょっと起こる場合が想定できにくいんですけれども、仮にそういう

ことがあった場合には、業者から多分、連絡が入るだろうから、こちらのほうに連絡があると

いうことだと思います。 

○矢木委員 連絡というのが、だから農水省へ連絡すると、そういう形ですよね。そういう意

味ですよね。 

○近藤座長 そうですね。農水省と環境省ですね。 

○矢木委員 そういう意味ですよね。まず起こり得ないと思いますけれども、要するに気持ち

だけは持っていていただきたいと。 

○近藤座長 そうですね。一応こういうことはちゃんと考えておいてくださいと。 

○矢木委員 そういう意味です。今みたいなことでいいんですけれども、このバイエルさんが
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そういうことを一応は考えておいていただきたいというのが書いてあればいいんですけれども。 

○武田委員 よろしいですか。ちょうど同じ39ページなんですけれども、ここに本文の一番上

の行とか５行目とかに穀粒という言葉がありますね。下のほうにも何カ所かありますけれども、

穀粒というのは、普通イネ科の植物の種のことを言うので、ワタの実は穀粒と言わないんじゃ

ないかと思いますが、翻訳、グレインを多分たまたま訳したのかなと想像しますけれども、穀

粒はちょっと具合が悪いと思います。 

○中川原委員 何ページですか。 

○武田委員 39ページ。５カ所あります。本質に関係ないようなものですけれども、ただ、こ

こへ穀粒という言葉を使っていたらびっくりしますね。 

 それから、７ページ、よろしいでしょうか。23行目の頭のほう、ミツバチの訪飼を行うと、

花粉の媒介をさせるという意味ですけれども、この訪飼のほうは訪れるじゃなくて放すじゃな

いかと思うんです。ミツバチの箱を持ってきて放して、箱に運ばせると。ワープロミスだと思

いますけれども。 

 それと、それよりちょっと大事なのは一番下の４行、花粉の発芽率は云々とありますね。こ

れ、「花粉の発芽率は８時間で90％、16時間後では31％、32時間後では7.6％と低下し」と、

これは要するに寿命を見ているんですね。これだけ見ると、何か長く観察しているとだんだん

発芽率が下がっていくような奇妙な数字になっていまして、要するに寿命を見ているんだとい

うことがわかる文章にする必要があるだろうというふうに思います。 

 それからもう一つ、最後の引用はRichards et alになっていますけれども、この次の６番の

あれでは、OECDの文献が引用されていまして、多分どっちかが、同じ内容ですので、引用が間

違っているんじゃないかと思います。その点はしっかりと。 

 以上です。 

○近藤座長 先ほどの穀粒は何としたらよろしいですかね。 

○武田委員 子実、子どもに実と書いて子実がいいかなと思います。 

○近藤座長 この発芽率は、具体的にどんな表現にしたらよろしいですかね。発芽率じゃなく

て、これは寿命を見ているだろうというご指摘だったんですが。 

○佐藤委員 時間は、開花までの時間。 

○武田委員 花粉を採取した後の時間だと思います。 

○佐藤委員 花粉を採取した後ですか。 

○武田委員 カバーグラスの上にとったか何かして。 
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○中川原委員 この文章を読むと、発芽率は８時間後に９割になったわけですね。その次に、

32時間後では何割になったというふうに読むわけですから、読めないんですか。 

○佐藤委員 花粉採取後というのがあれば、８時間の前にですか。 

○中川原委員 そうか、そういう意味ですね。 

○武田委員 そうでないと発芽を考えて、ちょっと今のだとびっくりする。ビデオを逆回しし

たような感じですか。要するに短命だということが言いたいデータなので。 

○近藤座長 これは、ほかはどうですかね。ほかの申請書の場合は採取のことは書いていない

んじゃないかと思うんですが。 

○武田委員 ６番も全く同じ問題を持っています。同じ引用をして別な文献が出てくるので、

なおさらびっくりしたんですけれども。 

○中川原委員 花粉が破裂し、飛散したんでしょう。 

○武田委員 それはしたんでしょうね。 

○中川原委員 それを何と言うんですかね。 

○武田委員 やっぱり寿命でしょう。 

○中川原委員 そうか、最初から寿命と書けばいいと。 

○武田委員 そうそう、発芽率とは言わないで。 

○中川原委員 発芽率とは言わないで寿命とする。 

○佐藤委員 開葯後という感じなんですかね。 

○武田委員 そういうことだと思いますね。 

○近藤座長 実際には先ほど言われたように、採取してからの時間なんですか、開葯後という

のとちょっとイメージが違う。 

○中川原委員 これは実験をしているわけでしょうから、散らしているんですよね。ですから、

人工的に開葯しているわけでしょう、多分。 

○近藤座長 人工的に開葯している。 

○中川原委員 とにかく開葯しないような状況では開葯しませんから。 

○武田委員 ちょうどいいタイミングでぱっぱっとずらして、発芽率を見ると。 

○近藤座長 やっぱり採取後のほうがよくわかるんじゃないでしょうかね。 

○武田委員 いずれにしても、採取後ですよね。 

○中川原委員 だから、８時間後という前に開葯後８時間後とすればいいんじゃないですかね。 

○近藤座長 はい。 
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○佐藤委員 本当に開葯後かどうかちょっと心配になってきますけれども。 

○中川原委員 これ、実験をどうやっているか。 

○武田委員 起点がどういうときなのか。開花後かもしれないし。 

○佐藤委員 そうですね、確認していただいて。 

○中川原委員 これは確認すれば。 

○武田委員 引用文献も混乱していますので、ねじれになっているので、その点ちゃんと見て

ください。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○矢木委員 みんなそうなんですけれども、例の感度、信頼性というのを入れていただきたい

と。文献で見ろというその辺のところ、例えば資料５－２のこれも同じ24ページ目ですけれど

も、（５）という５行目ですかね。感度及び信頼性というところで文献を見ろと書いてあるか

ら。 

 あとは結構です。 

○近藤座長 この部分は、そうすると申請者に確認をするということになるんでしょうかね。 

○鈴木技術安全室長 はい。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。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除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性並びにチョウ目害虫抵抗

性ワタについて、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、科学的に適正であるというふうに判断をしますが、

幾つかの点について評価書あるいはその概要書について指摘がされました。指摘された点に関

しては、事務局のほうで確認していただいて、適正に修正をしていただく。それについて事務

局のほうで判断をしていただいて、問題がないあるいはこれはちょっと疑問があるので委員に

確認したいという場合には確認していただくということで、可能ならば事務局のほうで判断し

ていただいて、問題ないとした場合には、承認されたということで大臣宛てに報告していただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、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

耐性ワタですか、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６に基づき、ご報告をお願いします。 

○佐藤委員 資料６－１をご覧ください。 
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 農作物分科会における検討の結果 

 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ワタ（改変

cry1F, 改変cry1Ac, 改変vip3A, pat, 改変cp4 epsps, Gossypium hirsutum L.）（281×3006

×COT102×MON88913, OECD UI:DAS-24236-5×DAS-21023-5×SYN-IR102-7×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：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ワタ

（以下「本スタック系統」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

請者による評価の内容について検討を行った。 

 スタック系統については、ここはちょっと同じなので省略してもよろしいでしょうかね。先

ほどと同じように相互作用の判断ということです。 

 以上のことから、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 

 本スタック系統は、 

 ①改変Cry1F蛋白質をコードする改変cry1F遺伝子及び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遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性及び除

草剤グルホシネート耐性ワタ（281）、 

改変Cry1Ac蛋白質をコードする改変cry1Ac遺伝子及びPAT蛋白質をコードするpat遺伝子が導入

されたチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ（3006）を用いて、 

交雑育種法により作出されたチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性ワタ

（281/3006）、 

 ②改変Vip3A蛋白質（Bt蛋白質の一種）をコードする改変vip3A遺伝子及びAPH4蛋白質（ハイ

グロマイシンＢリン酸基転移酵素）をコードするaph4遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性

ワタ（COT102）、 

 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遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性ワタ（MON88913）、 

を用いて、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統に導入された遺伝子により発現する各Bt蛋白質（改変Cry1F蛋白質、改変
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Vip3A蛋白質及び改変Cry1Ab蛋白質）は、殺虫効果の特異性に関与する領域の構造に変化が生

じているとは考えにくいことから、相互に作用して特異性を変化させることはないと考えられ

た。また、抗生物質選抜マーカー蛋白質であるAPH4蛋白質並びに除草剤耐性蛋白質である改変

CP4 EPSPS蛋白質及びPAT蛋白質は、各々の基質及び作用が異なり、関与している代謝経路も互

いに独立していることに加え、Bt蛋白質が酵素活性を持つという報告はないことから、導入さ

れた遺伝子により発現するこれらの蛋白質が相互に影響を及ぼす可能性は考えにくい。このた

め、本スタック系統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。 

 以上より、各親系統由来の発現蛋白質が本スタック系統の植物体内において相互に影響する

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

た。 

 なお、各親系統の次に掲げる評価項目についての総合検討会における検討は既に終了してお

り、当該検討の結果、各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、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さ

れている。 

 （１）競合によける優位性 

 （２）有害物質の産生性 

 （３）交雑性 

 ＊各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能です。 

２ 農作物分科会の結論 

 以上より、本スタック系統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。それでは、ただいまご報告いただきました分科会の検討

結果、資料６－１ですが、このうち「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取りまとめ、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。ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

○武田委員 さっきの概要の、さっきと同じ問題が５ページ目にあるので、改めて指摘してお
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きますけれども、こっちの場合は、寿命はこうだという書き方なんですね。寿命は８時間後で

90％、16時間後で31％、これは発芽率がこういう値だったということで、寿命というのは本来、

例えば半数が死ぬまでの時間とか日数で書くのが正しいわけですよね。この場合はこのデータ

しかないわけで、寿命というのがいいのか保存した場合の発芽率と言うのか、ちょっと申請者

において直していただければいいと思うんですが、これはさっきみたいにOECDの2008で引用文

献が違っているんです。これをどっちかが間違っているはずなので、その点もよろしくお願い

します。 

 もう一つ、前のページ、４ページの15行目の「無霜期間及び平均150日間の適温が必要であ

る」とあるんですけれども、無霜期間は前からいくと180ないし200日、これは結構なんですが、

150日間の適温が必要であるというのは、何かこれ、欠落があるんじゃないかと思うんですね。

ここ、おかしいでしょう、150日間の適温というのは。これもOECDの2008を引用しているのか

な。いずれにしても、ちょっとこれは、このままでは読めないので、それとも誰か読み方を教

えていただければ、それはそれでありがたいけれども。 

○中川原委員 読んじゃった。 

○武田委員 読み取れた。 

○近藤座長 これは150日間継続してという意味なんでしょうかね。 

○中川原委員 これ、私が読んだのは、180日ないし200日間の無霜期間があって、その中で

150日間は適温の日がないといけないと。 

○近藤座長 解釈できますね。 

○中川原委員 「とする」と言っちゃったんですけれども、違いますか。 

○武田委員 適温というのは、どこかに定義されていればいいんですけれども、最適温度は30

ないし35℃であると、この辺なんですかね。しかし、無霜期間だけでいいんじゃないのかな。

どうしても150日間の適温は要りますかね。 

○近藤座長 どっちにしても、適温だけでは何のことかわかりませんね。 

○武田委員 ただ、無霜期間がこれぐらいあって、その間にいい温度が150日あれば、これは

なかなか深い読みですね。さすがですね、先生。 

○中川原委員 いえ、さっとそう読んじゃったんですけれども、適温というのは上にぐちゃぐ

ちゃ書いてあるでしょう、15℃以上はどうでとか、30ないし35℃がどうでとか、だから、この

辺のことで適温、この辺のどこかが適温だろうというふうに解釈しました。 

○武田委員 本質に関係ない部分なので、単なる入力ミスだったら単純に直しておけばいいん
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だと思っただけで、特にこれが直らなければだめだというつもりは全然ありません。 

○近藤座長 上に書いてある範囲内を言っているんですね。 

○嶋田委員 25度以上で35度以下であれば適温じゃないですか。 

○近藤座長 そういうことみたいですね。でも、そう書けばいいと思うんですが。 

○嶋田委員 という気がしますよね。 

○近藤座長 先ほど中川原先生のご指摘のこの180から200日の間に入るのかどうかというのが。 

○中川原委員 結局私はこれで問題にすべきなのは、この適温という言葉ですよね。150日間

の間は何度から何度ぐらいまではないといけませんよと書いたほうが本当はいいですよね。適

温というのはわかりにくいから。いや、どっちにしても大してここは問題にするところじゃな

いと思います。 

○近藤座長 今回はこれでいいことにして、次回以降、気をつけてほしいということでどうで

しょうか。 

○中川原委員 せっかく苦労して申請書をつくっておられるので、完璧なものをつくっていた

だきたい。さすが丸々社というぐらい。 

○矢木委員 あと、よろしいですか。特に大きな問題ではないんです。資料６－１なんですけ

れども、この検討の結果で、23行目ですか、生物多様性影響評価の結果についてということで、

「本スタック系統は」ということで、これ苦労されて、これでもいいかなと思うんですが、私

も何回も読んですごく理解しにくかったので、何とかわかりやすくならないかと思って、この

書き方だけの問題です。これでも悪くはないんですが、①のところで、３行目ですね。「グル

ホシネート耐性ワタ（281）、」になっているんだよね。普通だったらポチの後にポチを入れ

て、「並びに」で文章を全部つなげちゃいまして、そして、「グルホシネート耐性ワタ

（3006）を用いて、」とポチがありますので、そこもつなげてポチはなくして、「用いて、交

雑育種法により作出された」というと、形はいいかなと。 

 それで、①の後でポチが来て、②の後でポチが来ますけれども、①、②、③はポチなしで、

それで「を用いて」というふうにしたほうが何か文章としてはすっきりするかなと思ったので、

これでよろしいんですけれども、ただ、読んだときにちょっとどこで切れてどうなっているの

かと。だから、「並びに」を入れて、「用いて」がここに入っているからいいんですけれども、

そういうことです。ただ読みやすくするというだけなんですが、内容は変わりませんけれども、

どうでしょうかということです。 

○武田委員 確かに改行のねらいがよくわかりませんよね。 
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○近藤座長 この文章としては、こういうふうに改行しないと思いますが、多分書いた方は、

このほうがわかりやすいと思って書かれたんだと思います。 

○矢木委員 そうですよね。わかりやすいので、「並びに」を入れれば、何かどこかに入れた

らもっと……。 

○近藤座長 そうですね。多分先ほどの言われた27行目の後のポチの後に「並びに」と。 

○矢木委員 「並びに」が入ればわかりやすくなるかと。 

○近藤座長 それから、①、②の文の後にポチが要るか要らないかと。 

○矢木委員 いや、それはどうでもいいです。 

○近藤座長 趣味みたいなものですね。 

○矢木委員 趣味の問題ですから、それはもう構いません。 

○佐藤委員 ここだけ入っていますか。 

○近藤座長 今までは入っていないんじゃないかな。 

○佐藤委員 いや、全部入っています。 

○近藤座長 入っていますかね。 

○佐藤委員 ええ、今まではみんな入っていると思います。 

○近藤座長 確かに文章の場合、これ途中で①とか②があっても、一つの文章としてつなげる

のでポチは入るんでしょうけれども、これ、分かれているからちょっとややこしいですね。 

○矢木委員 そうですね。 

○近藤座長 ここの部分は若干の修正が。 

○矢木委員 お任せします。それはもう関係ありません。 

○佐藤委員 多分読み上げるのに読みやすいように書いていただいたんじゃないかと。 

○近藤座長 そうですね。そういう面もありますね。単なる日本語という意味だけじゃなくて。 

○佐藤委員 多分そういう配慮をしていただいているんだと思います。 

○近藤座長 ほかはいかがでしょうか。あまり問題はないということでよろしいでしょうか。 

○矢木委員 はい。 

○近藤座長 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、科学的に適正である旨、大臣宛てに報告をしたいと

思います。先ほどちょっと矢木先生のほうからご指摘があった点については、「並びに」を入
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れるかどうかということで、「並びに」を入れたほうがわかりやすそうなので、そのようにお

願いしたいと思います。 

 以上で今日の審査案件は終わったわけですが、それでは、事務局のほうに何か報告がありま

すのでしょう。 

○高島農産安全管理課審査官 それでは、消費・安全局農産安全管理課からご報告させていた

だきます。 

 参考資料３並びに４をご用意ください。トウモロコシの絵が描いた２枚組みの資料と、それ

から法律の抜粋が書いた参考資料４になります。 

 農産安全管理課からは、今回新たに判断をいたしました件についてご報告させていただきま

す。デュポン株式会社から相談があった件でございまして、最終的に我々のほうで判断し、遺

伝子組換え体に該当しないと判断したケースでございます。 

 まず、参考資料４のほうで遺伝子組換え生物というところの定義をご覧いただければと思い

ます。ここでまず、そもそもとしてご確認をさせていただきたいと思います。 

 組換え体といいますのは、この２条の２項に下線部でございますけれども、「遺伝子組換え

生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物という

ことで、核酸、その複製物を有する生物ということが遺伝子組換え生物の定義になっておりま

して、これに基づいて我々、こうした検討会で組換え体を評価していくということになってお

ります。 

 参考資料３に戻っていただきたいと思います。トウモロコシの絵が描いたものです。 

 今回、相談のあったケースは、通常今までトウモロコシのF1ハイブリッド生産について、こ

こに描いた図のような形で行われております。雄親と雌親を用意いたしまして、それを雌親に

なるほうを人海戦術で除雄を、物理的カットによって行っているところでございます。それで、

最終的なハイブリッド種子ができ、それが大量生産されて商業栽培になるというところでござ

います。今回相談のあったケースでは、通常ここの鎌の絵がございますが、ここの労力を軽減

する、それからコストを削減するという意味で、ここに雄性不稔を使う、非組換え体の雄性不

稔を使うわけでございます。ところが、非組換えの雄性不稔というのは、雄性不稔であるがゆ

えに増殖が困難でありますので、その非組換え体の雄性不稔をつくるためのプロセスとして遺

伝子組換えを使うということです。したがって、後でもう一つ図が出てくるんですが、この最

終的な育種ライン、ハイブリッドをつくって生産していくという育種ラインのものは全部、非

組換え体であるという技術でございます。最終的に日本に入ってくるのは、非組換え体で、こ
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この図でいいますと商業栽培の部分が種というか、穀粒として飼料などで入ってくるというこ

とです。あとの部分は、今現段階においても全てアメリカの限定された圃場で行われていると

いうことでございます。 

 今回のSPTプロセスは、雄性不稔を使うのですが、その雄性不稔をつくるために組換え体を

一部で使うというところでございます。その図が次のページにございます。 

 そこの一番上の左端の図、これも雄性不稔、非組換え体雄性不稔をつくるための図でござい

ますが、今回SPT維持系統というのがデュポンで開発しております。SPTとはseed production 

technologyの略でございます。種子生産技術というところでございますが、SPT維持系統とい

うのが、これがSPT遺伝子は３つからなっておりまして、色素と、それから雄性不稔回復遺伝

子、それから稔性を回復させて、その後花粉を形成させない遺伝子です。それを、ヘミ接合体

で持つ系統でございます。したがって、これを増殖すると花粉としては１対１、50％、50％の

割合で発芽を有する、要するにSPT遺伝子を含まないものとSPT遺伝子を含まないものが５対５

で出てきます。ところが、含むほうは、これは赤色遺伝子がくっついておりますので発色する

と。そうすると、現在、日本製などの色彩選別機で何回かセレクションしていくと、それが完

全に除かれて遺伝子組換えの部分は除かれて、非組換えだけが残っていくという技術でござい

まして、最終的には非組換えの雄性不稔系統を効率的に生産できるという技術でございます。 

 したがって、そのハイブリッドを生産するラインには一切遺伝子組換え体は入らないという

技術でございます。遺伝学的な安定性については、６世代、デュポンのほうで確認されており

ます。あと、色彩選別機の精度についても確認されています。あとPCRについて実際に確実に

担保されているかというところもチェックしております。 

 次のページにございますSPT維持系統の栽培管理並びにその後、種子が生産されたときの種

子管理についても管理措置がきちんと講じられているというところでございます。こうしたこ

とを受けまして、今回カルタの生物多様性影響評価上、これは遺伝子組換え生物等に当たらな

いという判断をさせていただきましたので、ご報告させていただきます。これにつきましては、

食品及び飼料のほうでも検討がなされまして、最終的なこのハイブリッドのラインの部分につ

いて、すなわち、日本に入ってくることが想定される部分については組換え生物でないという

判断がされておりますので、あわせてご報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○近藤座長 ありがとうございます。何かご質問などありますでしょうか。よろしいでしょう

か。 
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 それでは、そのほかに報告。 

○関根外来生物対策室長 前回、２月28日の総合検討会におきまして、レッドリスト、絶滅の

おそれのある野生生物のリストでございますけれども、これの改定に伴う既に承認された案件

の評価につきましてご確認いただくことをお願いしておりました。その後、特段ご意見は寄せ

られておりません。このため、レッドリスト追加種に対する生物多様性影響につきましては、

生じるおそれはないということにつきましてご了承いただけたものといたしまして、ホームペ

ージで公表しております既承認案件の評価結果に前回検討会の資料を追加して掲載させていた

だきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○近藤座長 ありがとうございます。よろしいですね。 

 それでは、何かほかに問題等、議論することはありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、何もないようですので、本日の議事は終了しました。事務局にお返ししたいと思

います。 

○鈴木技術安全室長 本日もご熱心なご議論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総合検討会を閉会とさせていただきたいと思います。 

 傍聴の方は速やかにご退席のほうをお願いいたします。なお、先生方におかれましては、ち

ょっとご連絡事項がございますので、このままお待ちいただきたいと思います。 

午後３時１０分 閉会 


