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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検討会

総合検討会、本年度第１回目となりますが、開催させていただきます。 

 本日は、ご多忙の中、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。 

 本年度最初の総合検討会ということでございますので、まず新任の委員の先生方のご紹介を

させていただきたいと思います。お手元の資料の中に生物多様性影響評価検討会総合検討会委

員名簿がございますので、ごらんいただきたいと思います。 

 まず、私のほうから向かいまして右側の先生方からご紹介したいと思いますが、筑波大学生

命環境系教授、大澤良先生でいらっしゃいます。 

○大澤委員 大澤です。よろしくお願いします。 

○鈴木技術安全室長 続きまして、筑波大学生命環境系教授、佐藤忍先生でいらっしゃいます。 

○佐藤委員 佐藤です。よろしくお願いします。 

○鈴木技術安全室長 続きまして、東京大学大学院農学生命科学研究科教授、井出雄二先生で

いらっしゃいます。 

○井出委員 井出でございます。よろしくお願いします。 

○鈴木技術安全室長 続きまして、東京大学大学院農学生命科学研究科教授、嶋田透先生でい

らっしゃいます。 

○嶋田委員 嶋田でございます。よろしくお願いします。 

○鈴木技術安全室長 続きまして、岡山大学名誉教授、武田和義先生でいらっしゃいます。 

○武田委員 どうぞよろしくお願いします。 

○鈴木技術安全室長 ちょっと遅れてらっしゃいますが、中央大学大学院理工学研究科客員教

授の矢木修身先生も本日ご出席の予定となっております。 

 また、東京大学の嶋田正和先生、それから国立環境研究所の高村典子センター長様におかれ

ましては本日所用によりご欠席との連絡をいただいております。 

 次に、議事に入ります前にまず資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元にまず

この普通の印刷の資料でございますが、議事次第がございまして、その下に座席表あるいは委

員名簿がございます。いつもどおり右上のところに資料ナンバーが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につきましては本日の申請案件一覧でございます。

資料２－１は評価の検討結果の概要書でございます。資料２－２がそれに関する概要書でござ

います。資料３－１、３－２、４－１、４－２、資料５－１、５－２、あと参考資料１、参考
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資料２、いずれもこれまで承認が下りております案件の一覧でございます。あと参考資料３と

いうのが最後にございます。 

 あと、事前に先生方にはこの評価書といたしましてネズミ色のもの、紫色、青色のもの、緑

色のもの４冊お届けしてございますが、もし欠落等ございますればお申し出いただければ事務

局のほうから逐次お渡しをさせていただきたいと思います。 

 それから、本日傍聴の皆様方におかれましてはあらかじめ配布しております留意事項に従っ

ていただきまして円滑な審議にご協力いただくようよろしくお願いいたします。 

 では、早速議事に入りたいと思いますが、本日は第１回目の会合ということでございますの

で、今後２年間の本総合検討会の座長を互選により選出することとさせていただきたいと思い

ます。どなたかお申し出等がございますればと思いますが、いかがでしょうか。 

 もし先生方からお申し出等がないようでございましたならば、実は前座長の中央大学の近藤

先生から、後任座長として井出先生をお願いするのが適当ではないかというご提案を実は引き

継いでございますが、いかがでしょうか。 

 では、皆さんご了承ということでございますので、今後２年間、井出座長に議事の運営のほ

うをよろしくお願いしたいと思いますので、お願いいたします。 

 それでは、早速座長から一言いただくと同時に、議事進行につきましてお願いしたいと存じ

ます。 

○井出座長 井出でございます。これから２年間、委員の皆さんのご協力とご助言で何とかや

っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。 

 まず、参考資料３の一番後ろのものですけれども、生物多様性影響評価検討会総合検討会の

調査審議について（案）について事務局から説明いただきたいと思います。 

○鈴木技術安全室長 本総合検討会におきます調査審議の進め方につきまして、前例に従いま

して申し合わせ事項の確認をさせていただきたいと思います。基本的にこれまでの申し合わせ

と同様でございまして、この会議につきましては公開とするということでございます。また、

利害関係者との関係等につきましては、もし事案ごとにその関係がありますならば、各委員の

ほうからお申し出いただきまして、その対応について座長ともご相談の上で適宜判断していき

たいと思っております。 

 また、資料の作成等についても同様に申請者との利害関係等がございますれば座長とご相談

し決めてまいりたいと思っております。 
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 次の裏側でございますが、１点ちょっと修文をさせていただきたいと思います。申請資料の

中にいわゆる参考文献として引用されている論文等がございますが、これにつきまして委員の

先生方が著者として含まれているような事例がございますれば、その旨各委員の先生方のほう

から申し出いただきまして、座長がその利害関係を確認し、調査審議への参画の是非を判断す

るという形で、ちょっと前回までの規定ぶりのところは修正棒が引いてございますが、若干あ

いまいとなっておりましたので、このあたりを明確化させていただいております。 

 その他遵守すべき事項ということでこの検討会の決定については集団として責任を負う、あ

るいは議事録、資料以外の内容等については守秘義務等がかかってくるということでご確認を

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○井出座長 ありがとうございました。 

 それでは、ご説明いただきました案につきましてご質問ご意見をいただきたいと思います。

どなたからでも結構です。いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、ご了承いただいたということにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、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４件の第一

種使用規程承認申請について、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。 

 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。 

○鈴木技術安全室長 資料１をごらんください。本日ご審議いただく案件につきましては４件

ございます。まず、算用数字のついております順番に申し上げます。除草剤アリルオキシアル

カノエート系及びグルホシネート耐性ダイズでございます。ダウ・ケミカル日本株式会社より

申請がなされております。使用等の目的でございますが、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ございまして、農

作物分科会におきましては本年５月22日、７月11日の２回にわたりまして検討がなされてござ

います。既にカルタヘナ法に基づきます隔離ほ場試験の承認が2012年になされてございますの

で、今回は一般使用のための申請ということでございます。 
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 ２番目でございますが、除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタでございます。日本モ

ンサント株式会社より申請されております。使用等の内容につきまして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うことで、農作

物分科会におきましては同様に５月22日、７月11日に審議がなされ、本日こちらの総合に付さ

れております。これも同様に隔離ほ場試験につきましては2012年に承認がなされておりますの

で、本日は一般使用、一般利用につきましてご審議いただきます。 

 次に３番目でございますが、ステアリドン酸産生及び除草剤グリホサート耐性ダイズでござ

います。日本モンサント株式会社より申請がなされております。これにつきましてはご覧のと

おり二重のスタック系統となってございます。使用等の内容でございますが、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られに付随する行為というこ

とでございまして、農作物分科会におきましては５月22日、７月11日、２回にわたりまして審

議が行われてございます。スタック系統ということでございますので、これは隔離ほ場なくし

て本日一般利用についての審議をご検討いただきます。 

 次に４番目でございますが、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でございます。デュポン株式会社より申請がなされて

ございます。そこのところをご覧いただきますと、四つのスタック系統となってございます。

実はその下に参考としてつけてございますが、これの類似スタックということで2012年に、こ

れは５系統、五つのスタックとして承認がなされているものの四つが重複をしてございます。

具体的にはその参考のほうの遺伝子のところを見ていただきますと、cry34Ab1というものと、

その隣のcyr35Ab1、この遺伝子が導入されていないのが４番のものという案件でございます。

使用等の内容につきましては、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でございまして、同様に本年の５月22日、７月11日、２

回にわたって農作物分科会におきまして審議されております。本日は一般使用のためのご審議

をいただくという予定になってございます。 

 スタック系統につきましてはその裏側に親系統の承認状況等が記載されておりますので、ご

参考いただければと思います。 

 以上でございます。 

○井出座長 ありがとうございます。 

 それでは、最初に除草剤アリルキシアルカノエート系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。 
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 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に基づきご報告願いま

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いたします。資料２－１を

ご覧ください。 

 名称、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズ（改変aad-

12,pat,Glycine max(L.)Merr.)(DAS68416,OECD UI:DAS-68416-4）。 

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

棄並びにこれらに付随する行為。 

 申請者、ダウ・ケミカル日本株式会社。 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、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、アグロバクテリウム（A.tumefaciens）と大腸菌（Escherichia coli）

由来のプラスミドpDAB2407などをもとに構築されたpDAB4468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、Delftia acidovorans由来の改変AAD-12蛋白質をコードする改変aad-12

遺伝子、Streptomyces viridochromogenes由来のPAT蛋白質をコードするpat遺伝子及びタバコ

（Nicotiana tabacum）由来の核マトリックス結合領域RB7MAR（導入遺伝子発現の安定化を行

う）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。 

 （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、自然

環境下において雑草化しているとの報告はなされていない。 

 2012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優位性に係る諸形質に

ついて調査が行われた。その結果、形態及び生育の特性のうち、発芽率について統計学的有意

差が認められたが、この違いが本組換えトウモロコシの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。発芽率以外の項目については、本組換えダイズと対照の非組換えダイズと

の間に差異は認められなかった。 

 本組換えダイズには、改変aad-12遺伝子及びpat遺伝子が導入されており、改変AAD-12蛋白
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質及びPAT蛋白質の産生により、アリルオキシアルカノエート系除草剤及び除草剤グルホシネ

ートに対する耐性が付与されているが、これらの除草剤が散布されることが想定しにくい自然

条件下においてこれらの除草剤に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は特定されず、本組換えダイズの競合に

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。 

 本組換えダイズは、アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性を付与する改変AAD-12蛋白質

及び除草剤グルホシネート耐性を付与するPAT蛋白質を産生するが、当該両蛋白質ともに有害

物質としての報告は無く、既知アレルゲンと類似のある配列を有していないことも確認されて

いる。 

 本組換えダイズと非組換えダイズの有害物質の産生性を比較するために、後作試験、鋤込み

試験及び土壌微生物相試験が行われた。その結果、いずれの試験においても、本組換えダイズ

と非組換えダイズの試験区の間に統計学的有意差は認められなかった。除草剤グルホシネート

の代謝産物であるN-アセチル-L-グルホシネートの動物に対する毒性（急性毒性、亜急性毒性、

慢性毒性、発がん性、生殖発生毒性）はグルホシネートより低いことが確認されており、散布

されたグルホシネート以上にN-アセチル-L-グルホシネートが影響を及ぼす濃度にはならない

と考えられる。 

 以上のことから、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、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が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。 

 ダイズの近縁野生種としては我が国においてツルマメが自生しており、ともに染色体数が

2n=40で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、以下のように検討を行った。 

 ダイズとツルマメと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との交雑を経て、本組換えダイズに導入された遺伝子がツ
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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 ダイズとツルマメは自殖性植物であり、一般的にツルマメの開花期はダイズより遅く、

それぞれの開花期間が重なりにくいことが知られているため、ダイズとツルマメの交雑

は起こりにくいと考えられる。実際、比較的開花期が遅い我が国固有の栽培品種である

丹波黒とツルマメの平均交雑率は、0.73％であったとの報告があること、 

② 組換えダイズにツルマメが巻きついた状態で、開花期が重複した条件下では、ツルマメ

より採種した種子から出芽した11,860個体中、交雑個体は１個体であったとの報告があ

ること、 

③ 開花期の遅い組換えダイズ２品種（AG6702RR及びAG5905RR）を用い、開花ピークを近づ

け、組換えダイズにツルマメが巻きついた状態で行われた実験では、25,741個体中、交

雑個体はAG6702RRでは25個体（0.097％）、AG5905RRでは10個体（0.039％）であった。

また、組換えダイズから２、４、６、８、10ｍ離してツルマメを栽培した場合は（それ

ぞれ7,521個体中、7,485個体中、14,952個体中、14,964個体中、21,749個体中）、組換

えダイズ（AG6702RR)から２、４、６ｍの距離で交雑個体はそれぞれ１個体であり、８、

10ｍの距離では交雑個体は得られなかったとの報告があること、 

などに加え、2012年に我が国の隔離ほ場試験において本組換えダイズと非組換えダイズを株間

25cmの間隔で交互に栽植し、本組換えダイズを花粉親としたときの自然交雑率を調査したとこ

ろ、本組換えダイズの非組換えダイズとの交雑率は0.16％であった。ダイズの通常の他家受粉

率は１％未満であることが知られており、本組換えダイズの非組換えダイズとの交雑率0.16％

はダイズの通常の他家受粉率を超えるものではないと考えられた。 

 さらに、花粉の充実度についても、本組換えダイズ及び非組換えダイズともに充実度に差は

見られなかった。同様に、花粉の形態や大きさにも相違は見られなかった。以上の結果より、

本組換えダイズの交雑性は従来のダイズを超えるものではなく、本組換えダイズの交雑性が高

まっていることはないと判断されるとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

 以上のことから、本組換えダイズの自然交雑率は非組換えダイズの交雑率と同程度であるこ

と、また、従来の知見よりダイズとツルマメの開花期は重なりにくく、その交雑率も低いこと

から、本組換えダイズとツルマメの自然条件下での交雑率は極めて低いと考えられる。さらに、
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ダイズとツルマメの雑種後代系統はツルマメ自生地で長期間生存できないと推察されることよ

り、ダイズからツルマメへの遺伝子浸透が起こる可能性は極めて低いと考えられた。 

 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判断されたとの申請者

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。 

○井出座長 ただいまご報告いただい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

見としてとりまとめ、大臣宛てに報告したいと思います。どなたからでも結構です。ご質問ご

意見等ございますでしょうか。 

○佐藤委員 すみません、１点訂正があります。今読み上げた中で、１ページ目、26行目の後

半ですけれども、この違いが本組換えトウモロコシとなってますが、「ダイズ」ですね。訂正

します。失礼しました。 

○井出座長 どなたからでも結構ですが、ご意見ございますか。 

 武田委員。 

○武田委員 交雑率が0.16％でほかの値と余り変わっていないという書きぶりなのですけれど

も、これ実際にどうやって交雑率を推定しているかというと、組換え体と非組換え体を混植し

ておいて、約3,200粒をとって植えて、それに除草剤を処理して生存率で見ているんですね。

生存個体が５個体だったと。この生存個体を交雑したものというふうに見ることもできるでし

ょうけれども、もっと単純に言うとエスケープと見るほうがむしろ自然なんですね、我々の感

覚で言うと。大豆のシードリング3,200個体を植えて、そこに農薬散布して５個体生き残った

という、事実はそれだけなんですね。だから、この0.16％というのを交雑率として我々が確認、

コンファームするのは私としてはちょっと抵抗があるもんですから。後代検定をしなければ交

雑したかどうかというのはわからないわけですよね、ダイズですから、もう１シーズン待って

植えればアウトクロスなら必ずヘテロになりますから、交雑だということは確認できるし、そ

ういうデータならば蓄積していく意味があると思うんですけれども、一発のぶっかけ試験をし

て５個体生き残ったから交雑率は0.16。それらしい数字が出たから使ったという可能性もある
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ので、これ変な数字が出たら全く交雑率だなんて恐らく言いませんよね。そういうことで、私

はこの部分はコンファームできません。 

○井出座長 この交雑率について、評価書のほうではどういうふうになってますか。 

○武田委員 概要書の21ページの16行目ですね。サンプルサイズとしては適切な個体数が処理

されているとは思うんですけれどもね。ちょっと実験そのものは危うい感じがしますね。 

○佐藤委員 先生がおっしゃったこのエスケープというのはどういうんですかね。 

○武田委員 これシードリングに農薬かけて、いわゆるぶっかけ試験をして、全部死ねば全部、

それで他殖率ゼロで、５個体生き残ったので0.16％。これアウトクロスの結果だとしか見てな

いわけです。その可能性ももちろん認めますけれども、もっとというか、生物学やってる人間

としてはエスケープの可能性を否定はできないと思うんですけれども。後代検定なしで他殖率、

交雑率を言うというのはちょっと軽率だと思いますし、それを我々コンファームすべきではな

いと思います。 

○嶋田透委員 逆に言うと、交雑率が0.16を超えることはないということは言えますね。 

○武田委員 このぶっかけ試験の精度でしょうね。例えばちょっと発芽が遅れたりしてステー

ジずれると、１回の処理だと何が起こるかわからんというのは経験的によくわかってるもんで

すからあえて言うんですけれども。やはり当然これは種をとって後代検定すべきでしょうね。

たった５個体なんですから。ただ、作物分科会でそれでもいいという議論だったのか、あるい

はどういう議論だったのか、分科会をもちろん尊重しないわけではないですけれども。 

○井出座長 農作物分科会ではいかがでしたか。 

○佐藤委員 特に論議にならなかった。確かにこれ高すぎるという感じですよね、そんなこと

はない。 

○井出座長 数字自体がどうこうというより、武田委員の指摘ではこれをもって交雑率という

ふうにするのは妥当でないというご意見だと思いますけれども。いかがですか。 

○佐藤委員 そうですね、おっしゃっているのは除草剤をかけてもエスケープとしてというの

はたまたま枯れないということだと思うんですけれども。そうですね、我々は余りそうは思わ

なかった、除草剤の影響というのは非常に強いので、これで生き残ったのは多分交雑してるん

だろうというふうに考えて特に意見は出なかったですね。私もそのように考えました。 

○鈴木技術安全室長 ちなみに、散布条件などにつきましては一応このネズミ色の評価書の隔

離ほ場試験という扉がございますが、これの９ページの下のほうに交雑率というところがあり

まして、方法、それから結果ということで書かれておりますので、参考いただければと思いま
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す。 

○佐藤委員 今までもこのようなやり方で交雑率と言っていたように思うんですが、ちょっと

後代までとって確認をしていたかどうかちょっとはっきりしませんが。 

○武田委員 これ全部枯れていればもちろん問題なかったんですよね。生存者がいたんでお前

は何者だという話になって、エスケープかあるいは他殖かという。もちろんこれは一つの実験

結果ですから結構なんですけれども、我々としてこれを認めるかどうかということだと思うん

ですね。総合検討会を通過した文書からこの記載がなくなっていれば私としては別に構わない

と思うんですけれども。これを我々が交雑率と認めたということはちょっとまずいかなという

ふうに思います。農作物分科会がそのまま上げてきたということも別に私は構いませんけれど

も。 

○佐藤委員 そうすると、さっき嶋田先生からご指摘あったように、0.16％以下という…… 

○嶋田透委員 それもちょっとわからない。 

○佐藤委員 わからないといえばわからないですけれども。 

○井出座長 そもそもこの数字をもって交雑率ということが妥当でないということだろうと思

いますので。 

○嶋田透委員 これはコントロールの実験というのはないんですか。 

○井出座長 ないんですね。 

○嶋田透委員 それだけにちょっと変な感じがします。 

○大澤委員 これは隔離ほ場のこの実験を使わなければ交雑率については結論は出せないんで

すか。 

○武田委員 引用データはたくさんあるから。 

○大澤委員 ですから、①、②、③で別に隔離ほ場試験は丁寧にやられたということではあり

ますけれども、武田先生が言われるように絶対的交雑性というのが言えないとすると、これは

今までは隔離試験全部交雑率をこれで出してませんよね、特に。 

○井出座長 従来こういう形で余り出てないですね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○井出座長 やられたことは妥当にしても、その結果の評価が今ひとつ科学的でないというこ

とで。 

○大澤委員 評価書というかこちらの提出したものには生存率というふうに書いてありますの

で。 
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○武田委員 括弧して交雑率と。 

○大澤委員 ええ、ですから生存率をもって交雑率として読んだということで。それを武田先

生が言われるように生存率であるのは間違いないが、検討会では交雑率として扱っていいかと

いうことですよね。 

○井出座長 佐藤委員、いかがですか。 

○佐藤委員 そうですね、一つは、ここのところの実際の、３ページ目の６行目以降のところ

を削ってしまうというのも一つの手ですね。 

○井出座長 それでも従来の評価書とは、従来はそれがなかったわけですから。 

○佐藤委員 それでも十分に低いということができていますので。またはこの書きぶりを変え

るかですけれども、どうですかね。生存率というふうに全部書き換えて、でもちょっとそれも

無理がありますね。 

○井出座長 ただ、それを生存率に書き換えたところで何の情報があるかということなので、

その部分はちょっと除いて考えて、この検討結果に問題がないかどうかちょっとお考えいただ

いていかがでしょうか。 

 それは少し置いておいて、ほかに問題となるような点はございませんか、ご質問。 

○嶋田透委員 別に問題ではないんですけれども、ちょっと教えていただけるとありがたいん

ですが。３ページの18行目のダイズとツルマメの雑種後代系統はツルマメ自生地で長期間生存

できないと推察されると書かれているんですけれども、これずっとダイズをやってらっしゃる

方には常識なのかもしれませんが、ちょっとその推察される理由を教えていただけるとありが

たいんですけれども。 

○佐藤委員 今までの文献的な結果から、速やかに消えるということが知られていてという。 

○嶋田透委員 これは実験結果からそのように証明されているということですか。 

○佐藤委員 そうですね、証明というか、まあそうですね、はい。 

○武田委員 実験というよりもほ場の観察ですね。中間体が見つかったところを継続的に見て

いくと、もう一、二年で中間体的なものがなくなってる。だから、フィットネスが極めて低い

んだろうという、それが文献情報的に。 

○嶋田透委員 ツルマメ自生地でとあるんですけれども、ダイズのほ場にツルマメを置いたと

きという。 

○佐藤委員 いえ、自生地です。 

○武田委員 いやいや、ツルマメは野生種ですから、畑に持ってきたんじゃなくて。 
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○嶋田透委員 ツルマメ自生地ですね。 

○武田委員 ツルマメの自生地のほうにダイズを持っていって、そこで中間体ができて、その

中間体は恐らく雑種だろうと。それの子孫が生き残ってるかどうかを経年的に見ていったら、

すぐなくなっちゃったと。だから、恐らくフィットネスが低くてうまく残れないんだろうと。

この文献情報はかなりしっかりしている。 

○嶋田透委員 そうですか。何年ぐらいで。 

○佐藤委員 もう瞬間的になくなる。 

○嶋田透委員 もう２年後ぐらいにはないということですか。 

○井出座長 よろしいでしょうか。特段文言を修正する必要は。 

○嶋田透委員 いや、そういう必要は。ちょっと教えていただいた。 

○井出座長 そのほかございますか。 

 これは今までこういうふうに書いてあったか覚えてないんですけれども、生物多様性影響評

価の結果について１のところで、アグロバクテリウムでＡになってますね。ここは正式に書い

たほうがいいのかと。 

○佐藤委員 そうですね、私も読んでいてそう思いました。これはアグロバクテリウムという

ふうに書いたほうがいいと思います。訂正します。 

○井出座長 ほかにご意見ご指摘ございませんでしょうか。 

 そうしたら、再度先ほどの件に戻りまして、ここはいかがいたしましょうか。③の終わりで、

その後「などに加え」から「考えられた」のところを修文する、削るということでしょうか。 

○佐藤委員 削ったほうがいい。 

○井出座長 よろしいですか。それで全体としての評価は余り変わらないと思いますので。 

 では、ほかにご意見がないようでしたらまとめさせていただきたいと思います。 

○大澤委員 ちょっとよろしいですか。削除は問題ないんですが、少し書き方を変えないと、

交雑する可能性があると。しかしながらとずっとダイズとツルマメは交雑しないというエビデ

ンスを三つ並べて、本組換えダイズと非組換えに比べて特に交雑性が高まっていることはない

という結論は簡単には導けないので、少し書き方を変える。要するに交雑性は何らかの形で本

来交雑性が高まるようなものではないというようなことにしないと、要するにここの0.16％を

中心に全部文章が書かれていますから。花粉の充実度はいいですよね、差がないよと。本組換

えダイズの交雑性…… 

○佐藤委員 12行目から後の３行も削らないといけない。多分、12、13、14の３行を削って、
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以上のことから、ちょっとまだ残ってるな。 

○大澤委員 「以上のこと」から、「同程度であること」まで削ってしまって、交雑率の報告

がありますよと、花粉は余り変わりませんよと。開花期が重ならなくてその交雑率も低いこと

から、極めて低いと考えられるでいいんじゃないですかね。 

 要するに、例えばしかしながらで、あることあることあることというのは全部あるにして、

事例にしてしまって、これは報告があると。さらに、花粉の充実度についてはそれは見られな

かったという事実ですね。従来の知見より開花期は、もうその交雑率の低いことから、自然条

件下での交雑率は極めて低いと考えられる。さらに、ダイズとツルマメの後代はと、従来の知

見だけでやるしかないのかね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○鈴木技術安全室長 ちょっといただきました案をちょっと事務的に今整理をしまして、最後

にもう一度ご確認をいただくというような段取りでもよろしいでしょうか。申しわけありませ

ん。 

○井出座長 現時点での案というか今お話になっていたようなところを少しまとめてみますね。

報告があること。③の終わりから後は削って、さらに花粉の充実度については本組換えダイズ

及び非組換えダイズともに充実度はともに差は見られなかった。それからずっと削って、また、

従来と、そこからまたに飛んでしまう。また、従来の知見よりダイズとツルマメの開花期は重

なりにくく、その交雑率も低いことから、本組換えダイズとツルマメの自然条件下での交雑率

は極めて低いと考えられる。さらにと、こういう感じでちょっとまとめて。 

 では、この件については内容的に農作物分科会における検討結果の表現に少し問題があると

いうことなので、後ほど修文の上ご検討いただきたいと思いますので、次に送ります。 

 そうしましたら、続きまして、除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐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３に基づい

てご報告をお願いします。 

○佐藤委員 資料３－１をご覧ください。 

 名称、除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタ（改変dmo,bar,Gossypium hirsutum 

L.）（MON88701,OECD UI:MON-88701-3）。 

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

にこれらに付随する行為。 

 申請者、日本モンサント株式会社。 
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 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、第一種使用規程に

従って本組換えワタの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請者による評価の

内容について検討を行った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

 １、生物多様性影響評価の結果について。 

 本組換えワタは、E.coli由来のプラスミドpBR322などをもとに構築されたPV-GHHT6997をア

グロバクテリウム法により導入し作出されている。 

 本組換えワタにはStenotrophomonas maltophilia DI-6株由来のDMO蛋白質をコードする改変

dmo遺伝子とStreptomyces hygroscopicus由来のPAT(bar)蛋白質をコードするbar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ワタは、我が国において長期にわたり使用実績があるが、我が国

の自然条件下で自生化したという報告はなされていない。 

 2012年に我が国の隔離ほ場において、本組換えワタの競合における諸形質について調査が行

われた結果、開花始め及び種子の生産量（100粒重）において統計学的有意差が認められた。

しかしながら、いずれも差異はわずかであり、こられの違いが本組換えワタの優位性を高める

ものではないと考えられた。その他の項目については、本組換えワタと対照の非組換えワタと

の間に統計学的有意差は認められなかった。 

 一方、生育初期における低温耐性を米国において調査した結果、新鮮重及び乾燥重において

本組換えワタと対照の非組換えワタの間に統計学的有意差が認められたが、これらの差もわず

かであり、これらの違いが本組換えワタの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。 

 本組換えワタには、改変MON88701 DMO蛋白質の産生による除草剤ジカンバ耐性及びPAT

（bar)蛋白質の産生によるグルホシネート耐性が付与されているが、これら除草剤が散布され

ることが想定しにくい自然条件下においては、これら除草剤耐性であることが競合における優

位性を高めるとは考え難い。 

 以上より、本組換えワタは、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。 
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 （２）有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるワタには、哺乳動物に対して毒性を示すゴシポール及び鶏卵の変

色及びふ化率の低下などを起こすシクロプロペン脂肪酸が含まれている。しかし、現在、我が

国ではワタの商業栽培はほとんど行われておらず、ワタが我が国で自生化したという報告はさ

れていない。したがって、野生動物等がワタを食害する可能性は極めて低い。また、ワタが他

感物質のように野生動植物等の生息又は生育に支障を来すような有害物質を産生するという報

告はない。 

 本組換えワタは、除草剤ジカンバに耐性を付与する改変MON88701 DMO蛋白質及び除草剤グル

ホシネート耐性を付与するPAT（bar)蛋白質を産生するが、当該両蛋白質とも、既知アレルゲ

ンと類似のある配列を有していないことが確認されている。また、両蛋白質は高い基質特異性

を有しており、両蛋白質が原因で宿主の代謝系に影響し、新たに有害物質を産生することはな

く、ゴシポール及びシクロプロペン脂肪酸の含量にも影響を及ぼすことはないと考えられた。 

 本組換えワタの有害物質（根から分泌され他の植物及び土壌微生物に影響を与えるもの、植

物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性の有無について、鋤込

み試験及び後作試験により調査が行われた。その結果、本組換えワタと対照非組換えワタとの

試験区の間で土壌微生物相試験の糸状菌数において統計学的有意差が認められたが、それ以外

の有害物質の産生性における項目で、本組換えワタ区と非組換えワタ区との間に統計学的有意

差は認められなかった。糸状菌密度の差違は誤差の範囲であり本組換えワタの施用により有意

に差違が生じたものとは考えられなかった。 

 以上より、本組換えワタは、有害物質の産生性に起因する影響を受ける可能性のある野生動

植物等は特定されず、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの

申請者による結論は妥当であると判断した。 

 （３）交雑性。 

 我が国の自然環境中にはワタと交雑可能な野生動植物の特定はされず、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判断された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、本組換えワタを第一種使用規程に従って使用した場合に、我が国における生

物多様性に影響を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。 
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 以上です。 

○井出座長 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

意見等はございますでしょうか。 

○嶋田透委員 すみません、２ページの19行目ぐらいから、糸状菌の数のことで統計学的有意

差が認められたとありますが、その後の22行目のところで糸状菌密度の差違は誤差の範囲内で

あるというのは、これはなんか言ってることが矛盾しているような気がするんですけれども。

具体的にはこれはどのデータを見ればよろしいでしょうか。 

○佐藤委員 別添資料10の20ページ目ですね。20ページに表７で、この一番下のところが糸状

菌数で、有意差有りということで。確かにあるんですが、土壌のサンプルによってもこれはか

なり振れるものでもあって、このぐらいの差というのは統計学的には有意差になっているんで

すけれども、影響を与えるほどではないだろうというのが結論なんですが。ここの表現がちょ

っとまずいかもしれないですね。 

○嶋田透委員 有意差が認められたと言いながら誤差の範囲内という言い方はどうかなと思っ

たので。 

○佐藤委員 確かにおっしゃるとおりで、ちょっとこれ表現を変えないといけないですね。 

○武田委員 完全に論理矛盾ですよね。 

○佐藤委員 そうですね、これ確かにおっしゃるとおり。 

○武田委員 ただ、今まで土壌微生物に有意差が出たケースってほとんどないんですよ。結局

実験誤差がものすごく大きいんですね、土の中の話で。 

○嶋田透委員 実験誤差があれば有意差にはならないはずなので。有意差はあると言ってるか

ら。 

○武田委員 有意になっちゃったんですけれどもね、４反復ずつあるんですよ、設計見ると。

片方の変異が非常に大きくて片方の変異が非常に小さくて、誤差の推定値そのものにちょっと

無理がある、バイヤスかかってるんですね。だから、これはやはり有意でなかったとは言わな

いほうが、誤差変異を超えてるから統計的に有意だと。これ2.2％ですか、５％を超えてます

から。 

○嶋田透委員 そうですね、有意差という判断はある程度主観的なものがあるでしょうから、

そういったいろいろな実験の設計を考えると有意差はないと書いていただいたほうがいいとい
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うことですよね。 

○武田委員 有意でも別にいいんですよ。事実のほうが大事なんで。解釈は解釈ですから。 

○嶋田透委員 そうしますと、有意差は認められたけれども、このだから誤差の範囲というの

は違いますよね。 

○武田委員 それは違います。だから、その後ろのほうを。 

○大澤委員 いらないですね。 

○武田委員 いらないんですよ、この後ろの１行、２行あまりね。 

○大澤委員 糸状菌数の差違は、前後はいらないですね。もし書くならば、ほかの物質等は認

められていないので、総合的に見るとそれによって土壌微生物に影響を与えるものであるとは

考えにくいということでいいんじゃないですか。 

○佐藤委員 糸状菌の有意差が認められたが、それが余り大きくはないということ。例えばこ

れが10倍違ってたらやはり問題ですよね。だから、それをうまく表現できないかなと思うんだ

けれども、どうですかね。 

○武田委員 僕も言いわけを考えてたんだけれども、こういうのはどうですか。組換えワタ区

の平均値は対照の非組換えワタ区の変異の範囲にありと。４反復のうちの完全にその４反復の

範囲に入ってるんですよ、組換え区の平均値がね。だから、平均値同士の比較だと標準誤差に

なるから、本来分母は小さくなるんだけれども。 

○嶋田透委員 逆転してるデータもあると。 

○武田委員 そうそう、そういうことなんですね。そういうエクスキューズだったらまあいい

かなと。あるいはもうすっぽりこれ除いてしまって、有意は有意だと。実際にデータ見てみれ

ば２％ですからね、ふりかかりで有意なので、余り、だからどうしたというふうな数値なので。 

○井出座長 ということで、最後の文章をちょっと直していただけると。 

○武田委員 私は単純に削除でいいんじゃないかと思います。 

○佐藤委員 そうですか。 

○井出座長 そこの「糸状菌密度の差違は」から「考えられなかった」までを削除していいで

すか。 

○佐藤委員 はい。 

○井出座長 それで論理的に矛盾はないですかね、大丈夫ですか。大丈夫ですね。 

○大澤委員 ここはただ事実だけを述べればいいのか、糸状菌では認められたが、ほかでは認

められず、本組換えワタが土壌微生物の大きな影響を与えるものとは考えられないとか。糸状
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菌のたまたまの誤差をもってして本組換えワタが土壌微生物相に大きな影響を与える結論には

至らない。 

○井出座長 考えにくいというふうにしたほうがいいですね。 

○大澤委員 ただ抜いちゃうと、やはり有意差あるじゃんという。 

○佐藤委員 それが残っちゃいますね。 

○大澤委員 総合的に判断すると、細菌数、放線菌数、糸状菌数を見て、糸状菌においては認

められたものの、ほかでは認められないので。 

○佐藤委員 土壌微生物相への影響はないと考えられたという１文入れるんですね。 

○大澤委員 認められずというふうに入れちゃえばいいんじゃないですかね。それ以外の有害

物質の産生性における項目で、本組換えワタと対照の非組換えワタとの有意差は認められず、

今言った。 

○佐藤委員 土壌微生物相に対する影響はないと考えられたと。ないと言っていい。 

○大澤委員 いや、これはあれじゃないですか、それ以外の有害物質の産生性における項目と

言ってるのは、鋤込み試験とかも全部入れてるんですよね。 

○佐藤委員 その次にだから以上よりというのが。 

○大澤委員 いや、その上がね、有害物質の土壌の産生性の有無について鋤込み試験及び後作

試験により調査が行われた。その結果こうこうこうで認められたが、ほかの項目すべてで認め

られず、認められなかったでいいんだ、いいですね。 

○佐藤委員 その次「以上」があるからね。そこで総合的に言ってるからいいかなと思います

ね。 

○井出座長 それでは、そこの部分を削除ということでよろしいでしょうか。 

 ほかにご指摘ございませんか。 

 これも同じですけれども、佐藤委員、ここではE.coliでよろしいですか。さっきのはちゃん

と書いてありました。 

○佐藤委員 訂正します。E.coli をEscherichia coli。 

○武田委員 これPAT蛋白の書き方なんですけれどもね、蛋白はローマンで遺伝子はイタリッ

クという原則があって、このPATの場合はbarが全部本文のほうではイタリックになってますよ

ね。bar遺伝子によってできるPAT蛋白だからこう書くんですか。 

○井出座長 イタリックになってないところもあるんですね。 

○武田委員 14行目はローマンになってるんですよね。 
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○嶋田透委員 ローマンが正しいと思いますけれども。 

○武田委員 本文とかほかのところは、33行目は。 

○嶋田透委員 33行目は多分ローマンに直すべきですね、ノンイタリック。 

○佐藤委員 そうですね。 

○武田委員 概要書も全部そうなってますから。一回覚えさせてしまったから全部出て来るの

かもしれない。 

○井出座長 ２ページ目の11行目もそうです。 

○武田委員 １回目に覚えさせてしまったから全部出てくる。 

○佐藤委員 それも訂正して。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 それでは、まとめさせていただきます。申請者から提出された除草剤ジカンバ及びグルホシ

ネ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と判断します。 

 なお、先ほどの審議において指摘された有害物質の産生性に関する項目のまとめのところで

すけれども、「糸状菌密度の差違」から「考えられなかった」というところまでの削除を修正

して、評価書の修正等の内容を各総合検討会委員が確認した後、大臣宛てに報告したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 続きまして、ステアリドン酸産生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、農作物分科会の検討結果について、佐藤委員より資料４に基づいてご報

告をお願いします。 

○佐藤委員 資料４－１をごらんください。 

 名称、ステアリドン酸産生及び除草剤グリホサート耐性ダイズ（改変Pj,D6D,改変Nc,Fad3,

改変 cp4 epsps,Glycine max(L.)Merr.)（ MON87769×MON89788,OECD UI:MON-87769-7×MON-

89788-1）。 

 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

使用規程に従ってステアリドン酸産生及び除草剤グリホサート耐性ダイズ（MON87769及び

 19 



MON89788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ダイズから分離した後代

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てい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拡散の発現による形質

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Δ６デサチュラーゼをコードする改変Pj.D6D遺伝子及び改変Δ15デサチュラーゼを

コードする改変Nc.Fad3遺伝子が導入されえたステアリドン酸産生ダイズ（MON97769） 

② 改変CP4 EPSPS蛋白質をコードする改変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（MON8788） 

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産生する改変Δ６デサチュラーゼ、改変Δ15デサ

チュラーゼ及び改変CP4 EPSPS蛋白質は、基質特異性が高く、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、改変Δ６デサチュラーゼ及び改変Δ15デサチュラーゼと

改変CP4 EPSPS蛋白質の関与する代謝経路は互いに独立しているため、それぞれの親系統由来

の発現蛋白質が相互作用を示す可能性は低いと考えられた。 

 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項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
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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。 

○井出座長 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料４－１のうち、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、ご質問ご意見はございますでしょうか。 

○武田委員 前にもちょっと議論があったような記憶もあるんですけれども、15行目とか18行

目にある核酸の発現というのは日本語としておかしいんじゃないかと思うんですが。遺伝子が

形質発現するということを言いたいのであって、核酸という物質が発現するというのはおかし

いでしょう。何となく我々は言い習わしているところがあるんですけれどもね。これ前回議論

して直したよね。 

○佐藤委員 そうですね、前、はい。 

○武田委員 ５番、次のやつにもあるのよ。だから、両方兼ねて。 

○佐藤委員 遺伝子。18行目にも。 

○武田委員 次のトウモロコシにもある。 

○井出座長 ほかに。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、まとめさせていただきます。申請者から提出されたステアリドン酸産生及び除草

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。一部文言の修正が必要ですので、それは事務局にお任せいたしま

す。なお、事務局から申請者に対してこの旨ご連絡願います。 
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 続きまして、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をごらんください。 

 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cry1F,pat,cry1Ab,改変cry3Aa2,改変cp4 epsps,Zea mays subsp.mays

（ L.)Iltis）（ 1507× MON810×MIR604×NK603,OECD UI:DAS-0507-1× MON-00810-6×SYN-

IR604-5×MON-00603-6）（B.t.Cry1F maize line 1507,MON810,MIR604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、デュポン株式会社。 

 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（1507、MON810、MIR604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。）（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。 

 本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拡散の発現による形質

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。 
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 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トウモロコシ（1507）、 

② Cry1Ab蛋白質をコードするcry1Ab遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ

（MON810） 

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（選抜マーカーとし

て利用）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CP4 EPSPS蛋白質をコードするcp4 epsps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（NK603)、 

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産生する各Bt蛋白質（改変Cry1F蛋白質、改変

Cry1Ab蛋白質及び改変Cry3Aa2蛋白質）は、同一植物に存在したとしても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難いため、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蛋白質及び改変CP4 EPSPA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難い。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難いことから、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項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 
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 （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 

○井出座長 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、ご質問ご意見等はございますでしょうか。 

○佐藤委員 さっきの核酸のところはまた遺伝子に変更ということで、２カ所ですね。 

○井出座長 そうですね。 

 そのほかに特段ご意見ございますか。 

○大澤委員 大したことではないんですが、この検討結果だけPATについて丁寧に、ホスフィ

ノスリシン・アセチルトランスフェラーゼと書いていただいて、PATはPATで。あったほうが丁

寧なんですが、そうするとほかの蛋白に全部つけなきゃいけないのか、統一性がないなという

だけです。 

○井出座長 いかがいたしますか、消しますか。 

○佐藤委員 これもPMI蛋白のところも選抜マーカーとして利用とかある程度わかりやすくし

たほうがいいかなということで入れてはいるんですが。なるべくそういう情報があったほうが

いいのかなという。 

○大澤委員 わかりました、ではこのままで大丈夫です。 

○井出座長 嶋田委員。 

○嶋田透委員 非常に細かいことで、３行目に亜種、maysと書いてある、subspのドットの後

にスペースを打っていただいたほうがいいと思います。それから、その後のリンネのところで

すが、Lの前後のスペースは削除していただいたほうがいいと。資料５－２のほうは正しくな

っているので、そっちに合わせていただいて。 

○佐藤委員 はい。 
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○井出座長 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 ほかにご意見ご質問。 

 ないようでしたら、各委員からいだいたご意見を集約して、総合検討会としての意見をとり

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、大臣宛てに報告をしたいと思います。一部文言の修正がありますが、これは

事務局にお任せいたします。 

 そうしましたら、先ほどの２のご用意いただけましたでしょうか。ちょっと修正されたもの

をお目通しいただきたいと思います。 

（資料２－１訂正版 配布） 

○武田委員 人の文章を直し直しでいくから、非常にスムーズな日本語にはなりにくいんです

よね。だから、論理的な誤りがなければよしとするか。なかなか流れるような日本語でこうい

うこと。 

○井出座長 先ほど議論していないところも直っているようですけれども、よろしいですか。 

 最初からちょっと直ったところを見ていきます。 

 まず、本組換えダイズはアグロバクテリウムの、この後のピリオドがいらないですね。

tumefaciensと大腸菌（Escherichia coli）由来のプラスミドpDAB2407「などを」を消すんで

すか、「を」を残してください。「をもとに構築された」ですね。 

 26行目、トウモロコシを「ダイズ」。 

 ２ページの32行目、35行目の言い切りに、「こと、」をとったと。３ページの３行目も同じ

「。」に変える。 

 その後を削って、「さらに、花粉の充実度については、本組換えダイズ」、この充実度につ

いては充実度に差は見られなかったというのもおかしいですね。後のはいらないですかね。 

○大澤委員 本組換えダイズと非組換えダイズとの間には差は見られなかった、認められなか

った。 

○井出座長 差は認められなかった。花粉の充実度については、本組換えダイズと非組換えダ

イズとの間に差は認められなかった。それから、ずっととって「また、従来の知見より」、結

論として相違はないでしょうか。 
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これで最終的な結果としてよろしいでしょうか。 

○井出座長 武田委員、よろしいですね。 

○武田委員 結構です。 

○井出座長 大澤委員、よろしいですね。 

 それでは、修文していただきましたものをもって検討結果にしたいと思いますので、総合検

討会の意見としては、申請者から提出された除草剤アリキルオキシアルカノエート系及びグル

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

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します。な

お、先ほどの審議において文言を修正いたしましたので、最終的な修正を各委員が確認した後、

大臣宛てに報告したいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 なお、事務局から申請者に対してこの旨ご連絡願います。 

○武田委員 修正した最終版が委員にメールかなんかで。 

○井出座長 もう一回確認をしていただけますか。 

○武田委員 そうじゃないと最終責任を事務方が負わなきゃいけないから、それも嫌でしょう

から。 

○井出座長 では、検討はこれまでで、議事３、その他、事務局から報告事項等はありますで

しょうか。 

○鈴木技術安全室長 特にございません。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 そのほか、本日の議事全般について何かございますか。 

 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。座長不慣

れで申しわけございませんでした。 

○鈴木技術安全室長 若干事務局のほうでミスが多くて大変申しわけございませんでした。次

回以降気をつけたいと思います。よろしくお願いします。 

 本日は熱心なご審議ありがとうございました。 

 これにて散会したいと思います。どうもありがとうございました。 

午後２時５８分 閉会 
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