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午後１時３１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。 

 本日はご多忙の中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日のご欠席でございますが、大澤先生、それから、高村先生が所要によりましてご欠席と

いうご連絡をいただいております。また、嶋田正和先生におかれましては、若干、おくれてい

らっしゃるようでございますので、始めさせていただきたいと思います。 

 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。いつものとおり、

配付資料一覧、それから、議事次第、委員名簿、座席表がございます。右上にその後、資料ナ

ンバーを付してございますので、ご確認をお願いいたします。まず、資料１、そして、資料２

－１、２－２、資料３－１、３－２、資料４－１、４－２、資料５－１、５－２、そして、参

考資料といたしまして、これまで承認を行いました農作物等の一覧ということで、参考資料１、

２がございます。そして、参考資料３、横長でございますが、遺伝子組換えカイコの隔離飼育

試験の実施についてというものがございます。そして、最後、参考資料４、スタック系統に係

る評価書の作成方法の見直しについて。 

 お配りしておりますのは以上の資料でございます。また、先生方にはあらかじめ各評価者か

らの評価書をお送りさせていただいておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 本日、傍聴される皆様方におかれましては、あらかじめお配りしております留意事項に従っ

て、円滑な審議にご協力いただくようお願いいたします。また、カメラ撮影につきましては冒

頭のみとさせていただきたいと思いますので、何とぞご容赦いただきたいと思います。 

 それでは、この後の議事進行につきまして、井出座長のほうから進行をよろしくお願いいた

します。 

○井出座長 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、昆虫分科会での検討結

果を嶋田透委員からそれぞれご報告いただき、より幅広い視点から、遺伝子組換え生物の第一

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り扱

いを決めたいと思います。それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いします。 

○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は４件でございま
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す。 

 まず、１件目でございますが、左側に番号が振ってございますが、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でございます。デュポン株式会社より申請がなされて

いる案件でございまして、使用等の内容でございますが、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して申請されております。これまでの検討状況でござ

いますが、昨年11月15日、12月13日の２回にわたりまして農作物分科会において検討がなされ、

本日、総合検討会に付されたところでございます。食品衛生法、飼料安全法にかかわる承認に

ついてはまだおりておりません。審査中ということでございます。 

 ２点目でございます。除草剤グルホシネート耐性ダイズ、バイエル クロップサイエンス株

式会社より申請された案件でございます。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して申請されております。これも同様に、昨年11月15日、12月13日の

２回にわたりまして審議され、本日、審議に付されてございます。これにつきましては、実は

カルタヘナ法におきます審査が開始される前、まだ、ガイドラインの時代でございますが、既

に学識経験者による審議に付されているところでございまして、下の注書きに書いてございま

すが、2006年11月に既に適合性の確認を終えてございます。ただ、このときには使用等の内容

について、栽培が含まれていなかったということでございまして、今回、改めて栽培も含めて

先生方にご審議いただくということでございます。 

 ３点目でございますが、チョウ目害虫抵抗性ダイズについてでございます。日本モンサント

株式会社より申請がなされておりまして、隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びに

これらに付随する行為ということで、同様に昨年11月15日、12月13日の２回にわたりまして審

議を行い、本日に至っている状況でございます。 

 ４点目でございますが、緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコ、独立行政法人農業生物資

源研究所より申請がなされております。これは昆虫ということでございますので、隔離飼育区

画という形で今回、名称をつけさせていただいておりますが、つくば市におきます隔離飼育区

画においてカイコの幼虫の飼育（３齢幼虫期以降から繭の形成まで）並びに繭の生産、保管、

運搬、不活性処理及び廃棄並びにこれらに付随する行為として申請がなされてございます。検

討状況についてでございますが、昨年７月31日から５回にわたりまして昆虫分科会において審

議を行いまして、本日、総合検討会に付されているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○井出座長 ありがとうございます。 
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 まず、それでは、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

告願います。 

○佐藤委員 それでは、資料２－１をごらんください。農作物分科会における検討の結果です。 

 名称、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（cry2A.127、

cry1A.88、改変vip3A、pat、Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）（33121、OECD UI:DP-

033121-3）の生物多様性影響評価書。 

 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、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、第一種使用規程に

従って本組換えトウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請者によ

る評価の内容について検討を行った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

 １、生物多様性影響評価の結果について。 

 本組換えトウモロコシは、アグロバクテリウム（Rhizobium radiobacter（Agrobacterium 

tumefaciens））LBA4404株由来のプラスミドpSB1をもとに構築されたプラスミドPHP36676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。 

 本組換えトウモロコシには、Bacillus thuringiensis由来の遺伝子をDNAシャッフリング法

により再構築したcry2A.127遺伝子（Cry2A.127蛋白質をコード）、同様の方法により再構築し

たcry1A.88遺伝子（Cry1A.88蛋白質をコード）B. thuringiensis AB88株由来の改変Vip3A蛋白

質をコードする改変vip3A遺伝子及びStreotomyces viridochromogenes由来のPAT蛋白質をコー

ドするpat遺伝子が組み込まれている。 

 これら４つの遺伝子を含む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、サザンブロット分析及びPCR分析により

確認されている。また、これらの遺伝子が複数世代にわたり安定して発現していることが、

ELISA分析により確認されている。 

 なお、本組換えトウモロコシは、宿主に関する情報や導入された遺伝子の情報を検討したと

ころ、生理学的または生態学的特性に関する試験結果を用いずとも、本組換えトウモロコシを

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。 
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 宿主が属する生物種であるトウモロコシは、我が国において長年にわたり栽培されてきたが、

これまでに自生化したとの報告はなされていない。 

 また、導入されたBt蛋白質（Cry2A.127蛋白質、Cry1A.88蛋白質及び改変Vip3A蛋白質）及び

PAT蛋白質はそれぞれ機能が異なり、独立して作用すると考えられることから、宿主であるト

ウモロコシの生理学的及び生態学的特性に変化を与えることはないと考えられる。 

 さらに、本組換えトウモロコシは、Bt蛋白質の産生によりチョウ目害虫抵抗性が付与されて

いるが、これら害虫による食害は、トウモロコシが我が国の自然環境下において生育すること

を困難にさせる主要因ではない。また、本組換えトウモロコシは、PAT蛋白質の産生により除

草剤グルホシネート耐性が付与されているが、除草剤グルホシネートが散布されることが想定

しにくい自然環境下において、競合における優位性を高めるとは考え難い。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生

動植物等は特定されず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはない

との申請者による結論は妥当であると判断した。 

 （２）有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシは、有害物質を産生するとの報告はなされていない。 

  本組換えトウモロコシで生産されるBt蛋白質及びPAT蛋白質は、既知アレルゲンと類似の

配列を有していないことが確認されている。また、これらの蛋白質が宿主の代謝経路に影響を

及ぼし、有害物質を産生するおそれはないと考えられる。 

 本組換えトウモロコシ中に産生されるBt蛋白質は、チョウ目害虫に対し殺虫活性を有するが、

他の野生動植物に対する有害性は認められていない。また、PAT蛋白質についても野生動植物

に対する有害性は報告されていない。なお、除草剤グルホシネートの散布時に、PAT蛋白質の

作用によりN-アセチルグルホシネートが産生されるが、動物に対するその毒性はグルホシネー

トより低いことが確認されている。 

 本組換えトウモロコシを隔離ほ場で栽培した場合、Bt蛋白質により影響を受ける可能性のあ

る野生動植物等として、我が国に生息する絶滅危惧種及び準絶滅危惧種に指定されているチョ

ウ目昆虫99種が特定された。 

 これらチョウ目昆虫に対する影響としては、本組換えトウモロコシの花粉が隔離ほ場から飛

散し、周辺のチョウ目昆虫に影響を及ぼす可能性が考えられる。しかしながら、 

 ①我が国及び北米における調査では、トウモロコシ栽培ほ場周辺に堆積する花粉量は、ほ場

から10ｍ離れると極めて低い値となること、 

 4 



 ②本隔離ほ場における栽培では、除雄または雄穂の袋がけを行うことにより、花粉をほ場外

に飛散させない措置をとること、 

 から、特定されたチョウ目昆虫が、本組換えトウモロコシの花粉の飛散により個体群レベル

で影響を受ける可能性は極めて低いと考えられた。また、本隔離ほ場における栽培では、播種

時から収穫期まで防鳥網を設置し、栽培終了後には鋤込みを行うことから、植物体及び種子が

ほ場外に漏出することは考え難い。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生

動植物等は特定されず、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。 

 我が国において、トウモロコシが野生化した事例はなく、また、交雑可能な近縁野生種であ

るテオシントの自生も報告されていない。このため、本組換えトウモロコシの交雑性に起因し

て生物多様性影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されなかった。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生

動植物等は特定されず、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、本組換えトウモロコシは、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。 

○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、大臣宛てに報告するものです。つきまして

は、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 質問じゃないんですけれども、教えていただきたいことがあって、Bt蛋白質と

いう言い方をしているんですけれども、いつもそうだったかもしれないんですが、なぜ、Cry

蛋白質ではなくてBt蛋白質というんですか。 

○佐藤委員 一般名称としてBt蛋白質。 

○嶋田透委員 Bt蛋白質と言いますか。そうなんですか。 
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○佐藤委員 言いあらわしていると思います。 

○嶋田透委員 昆虫病理学では多分、Cry蛋白質というほうが普通なんですけれども、Bt蛋白

質というのは要するにB. t. が持っている蛋白質全部みたいなニュアンスがありますよね。 

○佐藤委員 どこで使われているB. t. ですか。 

○嶋田透委員 例えば（１）の。 

○佐藤委員 Bt蛋白質で括弧でVip3A、でも、これは全部Bacillus thuringiensis由来ですよ

ね。なので、Bt蛋白質と言っているんだと思うんですが。 

○嶋田透委員 わかりました。言葉の問題なので結構です。 

○井出座長 よろしいですか。 

 ほかにご発言はございませんか。 

○武田委員 評価書についてでもいいですか。 

○井出座長 結構です。 

○武田委員 分科会のほうから上がってきたものについては別に異論はないんですけれども、

評価書の３ページの24、25行目あたりにTripsacum属というのが出てきて、トウモロコシの亜

種であるとあるんですね。これは属で違っているので亜種であるというのはうまくないと思う

ので、言うなれば近縁野生種ぐらいにしておいたほうがいいかなと思うんです。同じ表記が５

ページ目の29行目、Tripsacum属というのが亜種と書かれている。ごめんなさい、これは概要

書のほうですね。対応するところが評価書にもありますけれども、今、申し上げたのは概要書

のページです。要するに亜種と言わないで近縁野生種と言ったほうが、言わなければいけない

ということが。 

○佐藤委員 わかりました。 

○井出座長 よろしいですか。 

○矢木委員 あと、質問というよりは教えていただきたいのですが、この株については現在、

アメリカなどではどういうような扱いになっているのでしょうか。 

○佐藤委員 これはどうだったですかね。24ページですね。流通はしていないですね。 

○鈴木技術安全室長 こちらの評価書本体の24ページ。 

○矢木委員 わかりました。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、各委員からいただいたご意見等を集約して、総合検討会としての意見を取りまと
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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及び除草剤グルホシネート耐性

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と判断します。なお、先ほ

どの審議において指摘されたトウモロコシの亜種という表記について、評価書の概要、評価書

等を修正していただければと思います。これは確認する必要もないですかね。なお、事務局か

ら申請者に対し、この旨、ご連絡願います。 

 続きまして、除草剤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。それでは、

農作物分科会での検討結果について佐藤委員より資料３に基づきご報告をお願いします。 

○佐藤委員 資料３－１をごらんください。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、Glicine max（L.）Merr.）（A2704-12、

OECD UI:ACS-GM005-3）。 

 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、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pUC19をもとに構築されたプラスミ

ドpB2/35SAcKを制限酵素（PvuⅠ）処理によって長短２本のDNA断片に切断し、当該DNA断片を

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、Streotomyces viridochromogenes由来のPAT蛋白質をコードするpat遺伝

子が一つの染色体上に２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、ELISA分析及び除草剤散布試験により確認されて

いる。 

 なお、本組換えダイズは、宿主に関する情報や導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考えられた。 

 （１）競合における優位性。 
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 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。 

 本組換えダイズ中に産生されるPAT蛋白質は高い基質特異性を有することから、宿主の生理

学的及び生態学的特性に影響を与える可能性は考え難い。 

 また、本組換えダイズにはPAT蛋白質の産生による除草剤グルホシネート耐性が付与されて

いるが、除草剤グルホシネートの散布が想定されにくい自然環境下において、グルホシネート

耐性であることが競合における優位性を高めるとは考え難い。 

 以上より、本組換えダイズは、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物

等は特定されず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申

請者による結論は妥当であると判断した。 

 （２）有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるダイズは、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生産されるPAT蛋白質は高い基質特異性を有しており、宿主の代謝

系に影響して新たに有害物質を産生することは考えられない。また、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。なお、除草剤グルホシネートの散布時に、

PAT蛋白質の作用によりN-アセチルグルホシネートが産生されるが、動物に対するその毒性は

グルホシネートより低いことが確認されている。 

 以上より、本組換えダイズは、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物

等は特定されず、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を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。 

 ダイズと交雑可能な近縁野生種として、我が国ではツルマメが自生しており、影響を受ける

可能性のある野生動植物としてツルマメが特定された。 

 本組換えダイズは、ツルマメと交雑して雑種が形成され、pat遺伝子が野生のツルマメ集団

に浸透することにより、ツルマメの個体群の維持に影響を及ぼす可能性がある。 

 しかしながら、 

 ①ダイズとツルマメは自殖性植物であり、我が国において開花期が重なることは稀であるこ

と、 

 ②ツルマメと開花期が重なるダイズ品種（晩生）とツルマメとを恣意的に交互に配置して栽

培した場合であっても、その交雑率は0.73％に過ぎなかったとの報告があること、 
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 ③除草剤耐性が付与された別の組換えダイズにツルマメを巻きつけた交雑実験では、交雑率

が最大で0.097％であったなどの報告があること、 

 ④数年間、日本各地のダイズ畑周辺に生息するツルマメ集団を対象として遺伝子解析を行っ

たところ、雑種後代が継続して存続し得ることを示す結果は認められなかったこと、 

 などから、本組換えダイズとツルマメとの交雑性はこれまでの通常のダイズとツルマメとが

交雑する確率と同様に低く、pat遺伝子がツルマメの集団に浸透していく可能性は極めて低い

と考えられる。 

 以上より、本組換えダイズは、本申請の範囲内では、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３－１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、大臣宛てに報告するものです。ついてはど

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。 

○武田委員 日本語の書き方で気になるんですが、細かいことなんですが、２ページ目の13行

目、ダイズとツルマメは自殖性植物であり、我が国において開花期が重なることはまれである

こと、こういうふうに点でつなぐとアンドという意味もあるんだけれども、前の文章が後ろの

文章の理由になっているというケースもあるわけですよね。何々であるがゆえに何々であると。

この場合は単純にアンドなので、「かつ」ぐらいを入れておいたほうが日本語としてはよろし

いかなと。細かいことを言ってすみません。 

○佐藤委員 わかりました。 

○井出座長 ほかにご質問、ご確認でも結構ですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまのご意見を集約し、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

学的に適正である旨、大臣宛てに報告をしたいと思います。多少、文言でただいまの２ページ
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のところの修正がありますが、修正した上で報告したいと思います。なお、事務局から申請者

に対し、この旨、連絡願います。 

 続きまして、チョウ目抵抗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。 

○佐藤委員 資料４－１をごらんください。農作物分科会における検討の結果です。 

 名称、チョウ目害虫抵抗性ダイズ（cry1A.105、改変cry2Ab2、Glycine max（L.）Merr.）

（MON87751、OECD UI:MON-87751-7）。 

 第一種使用等の内容、隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する

行為。 

 申請者、日本モンサント株式会社。 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、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をもとに構築されたプラスミ

ドPV-GMIR13196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、Bacillus thuringiensis由来のCry1Ab蛋白質をコードするcry1Ab遺伝子、

Cry1F蛋白質をコードするcry1F遺伝子及びCry1Ac蛋白質をコードするcry1Ac遺伝子の一部を組

み合わせたcry1A.105遺伝子（Cry1A.105蛋白質をコード）並びにBacillus thuringiensis由来

の改変Cry2Ab2蛋白質をコードする改変cry2Ab2遺伝子が組み込まれている。２つの遺伝子は染

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、次世代シークエンス技術及びバイオインフォマティックス解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ェスタンブロット分析

及びELISA分析により確認されている。 

 なお、本組換えダイズは、宿主に関する情報や導入された遺伝子の情報を検討したところ、

生理学的また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考えられた。 

 （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、我が国において長年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。 
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 本組換えダイズには、Bt蛋白質（Cry1A.105蛋白質及び改変Cry2Ab2蛋白質）の発現によるチ

ョウ目害虫抵抗性が付与されているが、一般に植物が雑草性を高めるためには種子の生産性、

休眠性及び裂莢性など、２つ以上の特性が組み合わされた場合に起こると言われており、チョ

ウ目害虫抵抗性を付与した本組換えダイズが、我が国の自然環境下で複数世代にわたり安定し

て自生できるほどの競合における優位性を獲得するとは考え難い。 

 以上より、本組換えダイズは、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物

等は特定されず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申

請者による結論は妥当であると判断した。 

 （２）有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるダイズは、これまでに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、チョウ目昆虫に対して殺虫活性を示すBt蛋白質を発現しているが、既知

アレルゲンと類似のある配列を有しないことが確認されている。また、それぞれのBt蛋白質は、

酵素活性を持たず、宿主の代謝系から独立して機能しているため、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。 

 本組換えダイズ中で発現するBt蛋白質はチョウ目昆虫に対して殺虫活性を示すが、それ以外

の昆虫種に対しては殺虫活性を持たないことが確認されている。このため、影響を受ける可能

性のある野生動植物として、チョウ目昆虫61種が特定された。 

 本組換えダイズを隔離ほ場で栽培した場合、チョウ目昆虫が本組換えダイズに暴露される経

路としては、 

 ①本組換えダイズを直接食餌する場合、 

 ②本組換えダイズから飛散した花粉を食餌する場合、 

 ③本組換えダイズからcry1A.105遺伝子及び改変cry2Ab2遺伝子が交雑によりツルマメへ遺伝

子浸透し、チョウ目害虫抵抗性を獲得したツルマメ雑種後代を食餌する場合、 

 が考えられた。 

 しかしながら、 

 ①については、直接、食餌する場が隔離ほ場内に限定されること、 

 ②については、花粉におけるBt蛋白質の発現量は極めて低いことに加え、ダイズは花粉の生

産量が極めて少なく粘着性も高いため、当該チョウ目昆虫が花粉を食餌する可能性は極めて低

いこと、 
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 ③については、ダイズ及びツルマメは、いずれも閉花受粉を行う自殖性植物であり、一般的

に開花期が重なりにくく、また、恣意的な交雑試験を行った場合でも、その交雑率は極めて低

いことから、限定された隔離ほ場での栽培によるツルマメへの遺伝子浸透が考え難いこと、 

 から、特定されたチョウ目昆虫が個体群レベルで影響を受けるとは考え難い。 

 以上より、本組換えダイズは、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物

等は特定されず、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を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。 

 ダイズと交雑可能な近縁野生種としては、我が国ではツルマメが自生しており、影響を受け

る可能性のある野生動植物としてツルマメが特定された。 

 本組換えダイズは、ツルマメと交雑して雑種が形成され、cry1A.105遺伝子及び改変cry2Ab2

遺伝子が野生のツルマメ集団に浸透することにより、ツルマメの個体群の維持に影響を及ぼす

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、これは「かつ」を入れます、かつ我が国において

開花期が重なることはまれであること、 

 ②ツルマメと開花期が重なるダイズ品種（晩生）とツルマメとを恣意的に交互に配置して栽

培した場合であっても、その交雑率は0.73％に過ぎなかったとの報告があること、 

 ③除草剤耐性が付与された別の組換えダイズにツルマメを巻きつけた交雑実験では、交雑率

が最大で0.097％であったなどの報告があること、 

 ④ダイズとツルマメの雑種及びその後代は、自然環境への適応がツルマメに比べ劣り、淘汰

されるとの報告があること、 

 などから、本組換えダイズ由来のcry1A.105遺伝子及び改変cry2Ab2遺伝子が、ツルマメ集団

に浸透していく可能性は低いと考えられた。 

 以上より、本組換えダイズは、本申請の範囲内では、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
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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、大臣宛てに報告するものです。ついてはど

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。 

○武田委員 さっきと同じ表記が。 

○井出座長 先ほどのところは「かつ」を入れていただくということで修正してください。 

 そのほか、ご意見は。 

○矢木委員 特にございません。 

○井出座長 よろしいですか。 

 そうしましたら、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。文章を先ほどと同じように修正してください。なお、事

務局から申請者に対し、この旨、ご連絡をお願いいたします。 

 続きまして、緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコについて検討したいと思います。遺伝

子組換えカイコについての総合検討会での審議は、今回、初めてとなりますので、まず、生産

現場におけるカイコの飼育状況等についてご紹介願います。 

○浦嶋安全評価専門官 安全評価専門官の浦嶋ですけれども、簡単に養蚕農家でカイコという

ものがどのように飼われているのか、カイコはどのような昆虫なのかをご紹介させていただき

たいと思います。私よりビデオを使ったほうが説明が確実ですので群馬県でつくられたビデオ

をお借りして、まず、カイコはどのような虫であるかを７分ほど見ていただきたいと思います。 

（ビデオ上映） 

○浦嶋安全評価専門官 以上がカイコが一生をどのような生活環で世代を送っているかという

ことをお示ししました。 

 次に、養蚕農家でどのようにカイコが飼われているのかをご紹介させていただきます。ここ

で一つ誤解をしないでいただきたいんですが、今回の隔離飼育区画の試験とは関係ございませ

ん。養蚕農家で現在、どう飼われているのかを見ていただきたいと思います。 

 まず、その前に基礎知識なんですが、頭の隅に入れておいていただきたいんですけれども、

カイコはまず蚕種製造業者というところで卵をとります。それから、効率化とそれから病害防
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止とか、そういった観点から稚蚕共同飼育所というところでふ化幼虫から３齢幼虫まで飼われ

ます。その後、４齢、５齢、それから、繭形成までを一般の養蚕農家でやる。それで最後、製

糸業者に繭を出すと、そういう流れになっています。それを頭の隅に置いていただいて、次に

３分ほどのビデオを見ていただきたいと思います。 

（ビデオ上映） 

○浦嶋安全評価専門官 以上です。どうもありがとうございました。 

○武田委員 嶋田先生に質問させていただいていいですか。これは日長というか、光刺激は要

らないんですか、暗所でもいいんですか。 

○嶋田透委員 実際、養蚕農家で飼育するときに日長の管理をすることはないですね。ただ、

品種によりましては二化性の品種の一部などでは、幼虫期の日長でいわゆる光周反応が起きて

休眠性が変わる場合があるので、そういった特別な品種を扱うときには、それは実験目的のと

きが多いと思いますけれども、短日条件で飼って休眠卵を産むようにします。そうしないと非

休眠卵を産んでしまって管理が難しくなるからです。ですけれども、通常は二化性品種であっ

ても幼虫の日長はほとんど休眠性に影響しません。唯一、影響するのは卵の時期、特に催青と

言っている時期、催青というのはふ化直前の時期ですけれども、この時期の日長がその次の世

代の休眠性に最も大きな影響がありますので、そこの日長とか温度の管理に関しては蚕種業者

は非常に厳密に高温明催青というんですけれども、高い温度で明条件で催青することをやりま

す。低温催青しますと二化性品種の場合は非休眠卵を産んでしまう。あえて非休眠卵が欲しい

場合は、そういう低温催青する場合もあるかもしれません。そういった管理をしています。 

○武田委員 どうもありがとうございました。 

○井出座長 では、説明をありがとうございました。 

 それでは、昆虫分科会での検討結果について嶋田透先生より資料５に基づきご報告をお願い

します。 

○嶋田透委員 では、資料５－１に基づきまして、昆虫分科会における検討の結果をご説明い

たします。 

 まず、組換え体の名称ですけれども、緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコ（HC-EGFP、

Bombyx mori）（HC-EGFPぐんま×HC-EGFP200）です。 

 第一種使用等の内容は、隔離飼育区画における幼虫の飼育（３齢幼虫期以降から繭の形成ま

で）並びに繭の生産、保管、運搬、不活化処理及び廃棄並びにこれらに付随する行為です。 

 申請者は、独立行政法人農業生物資源研究所です。 

 14 



 昆虫分科会は、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

って本遺伝子組換えカイコ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。 

 本遺伝子組換えカイコは、緑色蛍光を発するフィブロイン（絹繊維タンパク質）を産生させ

るため、フィブロインＨ鎖タンパク質遺伝子及びオワンクラゲ（Aequorea victoria）由来の

改変型緑色蛍光タンパク質遺伝子を融合させたHC-EGFP遺伝子とイソギンチャクモドキ類

（Discosoma sp.）由来の改変型赤色蛍光タンパク質遺伝子（DsRed2遺伝子）をそれぞれ組み

込んだドナープラスミド（pBac[3xP3-DsRed2afm]_HC-EGFP）とpiggyBac転移酵素遺伝子が組込

まれたヘルパープラスミド（pHA3PIG）を、それぞれカイコの受精卵（胚）に顕微注入するこ

とにより、目的遺伝子（HC-EGFP遺伝子及びDsRed2遺伝子）がカイコのゲノム上に挿入されて

いる。 

 上記２つの遺伝子は染色体上に１コピー組み込まれ、後代系統において安定的に伝達されて

いることが、サザンハイブリダイゼーション法により確認されている。また、上記遺伝子が後

代系統において安定的に発現していることが、RNAの発現、繭の緑色蛍光及び眼における赤色

蛍光の発現により確認されている。なお、ヘルパープラスミドについては、本遺伝子組換えカ

イコにpiggyBac転移酵素遺伝子が存在していないことがPCR法により確認されていることから、

本遺伝子組換えカイコに残存していないと考えられた。 

 （１）競合における優位性。 

 宿主が属する生物種であるカイコは、我が国において長年にわたり飼育されてきたが、これ

までカイコが野外に逸出して自然環境下で繁殖したとの報告はない。 

 また、仮にカイコが自然環境下に放出されたとしても、 

 ①幼虫はほとんど移動できないため、エサとなる桑に到達することができないこと、 

 ②カイコは近縁野生種であるクワコと異なり、幼虫は擬態しないため、外敵となる野鳥や昆

虫に速やかに捕食されてしまうこと、 

 ③成虫が発生した場合でも、飛ぶことができないため、野鳥や昆虫に捕食される可能性が高

いこと、 

 から自然環境下で繁殖することはできないと考えられる。 

 さらに、本遺伝子組換えカイコで発現する緑色蛍光タンパク質や赤色蛍光タンパク質は、そ

れぞれ絹糸腺や眼において蛍光を発現するに過ぎず、幼虫の運動性を高めたり、成虫に飛翔能
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力を付与したりすることもない。また、非遺伝子組換えカイコと本遺伝子組換えカイコにおけ

る、ふ化率、営繭率（繭をつくった幼虫の割合）、幼虫の行動範囲を比較したところ有意差が

認められず、幼虫体重、産卵数、産卵範囲等については、本遺伝子組換えカイコのほうが統計

学的に有意に小さい結果となった。 

 以上のことから、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定され

ず、競合における優位性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結

論は妥当であると判断した。 

 （２）捕食性。 

 カイコは幼虫期に人為的に与えられた桑葉のみを摂食し、桑葉以外の植物や昆虫等を摂食す

ることはなく、成虫期には摂食や飲水は一切行わない。本遺伝子組換えカイコは、幼虫期に絹

糸腺で緑色蛍光タンパク質を、眼で赤色蛍光タンパク質をそれぞれ発現するが、これら２つの

タンパク質がカイコの食性に変化を与えるとは考え難い。 

 以上のことから、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定され

ず、捕食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）有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるカイコが、野生動植物等の生息または生育に影響を及ぼすような

有害物質を産生するとの報告はない。 

 また、養蚕農家では、一般的に飼育中に生じた桑葉等の残渣やカイコの糞、死体等を敷地内

の穴や桑畑に廃棄しているが、それら残渣等が野生動植物等に有害性をもたらしたとの報告も

ない。 

 本遺伝子組換えカイコは、幼虫期に絹糸腺で緑色蛍光タンパク質を、眼で赤色蛍光タンパク

質を発現するが、これら２つの蛋白質は、遺伝子組換え体の選抜マーカーに通常用いられ、こ

れまで生物に対する毒性は認められていない。また、既知の有害タンパク質やアレルゲンと類

似のアミノ酸配列を有さないことが確認されている。さらに、本遺伝子組換えカイコ及び非遺

伝子組換えカイコの糞や死体をそれぞれ土壌に混合し、ブロッコリーの発芽、生育や土壌微生

物に与える影響を比較検討したところ、本遺伝子組換えカイコと非遺伝子組換えカイコとの間

で統計学的な有意差は認められなかった。 

 以上のことから、本申請の範囲内では、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定され

ず、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
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は妥当であると判断した。 

 （４）交雑性。 

 我が国には、カイコと交雑可能な近縁野生種としてクワコが生育しており、影響を受ける可

能性のある野生動物としてクワコが特定された。 

 我が国の自然環境下において本遺伝子組換えカイコとクワコが交雑した場合、本遺伝子組換

えカイコ由来のHC-EGFP遺伝子及びDsRed2遺伝子が当該交雑体からクワコの集団に浸透し、定

着する可能性がある。 

 カイコとクワコはいずれもメス成虫が放出する性フェロモン（ボンビコール）が同じため、

自然環境下においてカイコのメス成虫が発した性フェロモンに誘引されて野生のクワコのオス

成虫が飛来し、交尾する可能性が考えられる。一方、カイコのオス成虫は飛翔能力がないため、

仮に自然環境下で野生のメスのクワコが発した性フェロモンを感知したとしても、当該クワコ

に到着することができず、交尾する可能性は考え難い。 

 本申請では、遺伝子組換えカイコを３齢幼虫期以降から繭の形成まで飼育し、繭はその後、

冷凍または乾燥により不活化することから、これら過程において成虫が発生する可能性は極め

て低い。また、万一、成虫が発生したとしても本遺伝子組換えカイコのメス成虫は飛翔能力が

なく、飼育施設の窓やシャッターには網が張られて、施設外からクワコのオス成虫が侵入する

ことはないため、交尾する機会は得られない。さらに、クワコ幼虫や繭等が桑葉に付着して施

設内に持ち込まれたとしても、カイコとは容易に区別され、捕殺することが可能である。仮に

飼育施設内でクワコのオス成虫が存在したとしても、窓やシャッターに網が張られているため、

交尾しても産卵は施設内に限られ、交雑卵は目視により捕殺することが可能である。 

 飼育残渣については、カイコの幼虫、蛹、繭が残存していないことを目視により確認し、廃

棄することとしている。また、飼育残渣は一旦、屋外の残渣保管場所に移動し、その後、網で

覆って30日間保管することとしているため、仮に、カイコが残渣に残存していたとしても、そ

の間、目視による捕殺が可能である。また、万一、網の中で本遺伝子組換えカイコ同士が交尾

し産卵したとしても、カイコ成虫は15日程度で死亡するため、網の外に放出されることはない。

加えて、卵を含む残渣については休眠卵が完全に孵化する翌年の６月までエサとなる桑葉が存

在しない区画に完全に隔離されるため、孵化したとしても生存することはできない。 

 このため、本申請における使用の範囲内で、本遺伝子組換えカイコが成虫となって野外に放

出されることなく、日本国内に生息する野生のクワコと交雑する可能性は極めて低いと考えら

れた。 
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 以上のことから、本申請の範囲内では、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、昆虫分科会の結論。 

 以上より、本遺伝子組換えカイコは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離飼育

区画における幼虫の飼育並びに繭の生産、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。 

○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、大臣宛てに報告するものです。ついてはどなたからでも

結構です、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○武田委員 確認したいんですけれども、さっきのビデオでは言ってみれば素人に対する広報

の中身なので触れられていませんでしたけれども、実際にカイコの種が出てくるときというの

は、ハイブリッドの形で出てくるわけですね。 

○嶋田透委員 クワコとカイコの。 

○武田委員 いいえ、カイコ系統同士の。 

○嶋田透委員 クワコですか。 

○武田委員 カイコ同士の。 

○嶋田透委員 カイコ同士の。 

○武田委員 要するに純系がピュアラインが出てくるんじゃなくて、ハイブリッドで出てくる

わけですよね。 

○嶋田透委員 そうです。 

○武田委員 これも注意して読めば名称のところが掛けるになっているから、F1だということ

はわかるんですけれども、先々へ行くと、恐らくこの組み合わせのループの高いハイブリッド

をどんどん業者が探して、スタックとしていろんなものが出てくるということを含んでいるわ

けですね。 

○嶋田透委員 この申請の範囲内ではそういうことは書いていないんですけれども、将来的に

そういうほかの系統と組み合わせるというような申請が出てくる可能性はあると思います。こ

れはそうじゃない。 
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○武田委員 スタック系統としてだったらどうなんですか、特に新しいイベントでなければ申

請しなくてもいいんじゃないですか。新たに入れれば、どこに何が入ったかわからないから申

請しなければいけないけれども。 

○嶋田透委員 スタック系統の扱いについては、きょう、後で審議をされる。 

○鈴木技術安全室長 武田先生がおっしゃっておりますのは、いわゆる今回、申請されたこの

カイコと、あと、組換えカイコと、それから、組換えでないカイコ系統とをスタックすること

は、カルタヘナ法上、特段、何ら規制がないわけですから、それにより何らかの適用力が高ま

るのではないかと、そういうご指摘という理解でよろしいでしょうか。 

○武田委員 そういう可能性もある。というのは、よく読むと導入系統とカウンターパートの

交配を比較していて、この遺伝子を導入した系統は繭も蛹も小さいんですよね。だから、ハイ

ブリッドビガーが原品種ほどない。ということは、当然、業者さんは次にはもっといい、もっ

と大きな繭をつくるものをつくろうとして、いろんな交配を確かめるのは当然だと思うんです

よね。だから、それが良い、悪いを言っているんじゃなくて、そういうスタートポイントに立

ったなということを今、私自身が確認しているようなところがあるんですけれども、余り強調

されていなかったですよね、今までの議論では。 

○鈴木技術安全室長 少なくとも今回、申請の検討の結果の名称のところをもう一度、ごらん

いただきたいわけですが、HC-EGFPぐんまというのとHC-EGFP200というのが、いずれも現状の

群馬県において実用的な品種として非常に糸の産生量の高いもの、そこにHC-EGFP遺伝子が入

っているという系統になっておりますから、そういう意味では、糸の産生能力が既に日本にお

いては最も高いものを前提に、今回、審査していただいたというふうにご理解いただければと

思いますが。 

○武田委員 ただ、それにもかかわらず、糸の産生量は大分、有意に低いんですよね、今の段

階では。 

○鈴木技術安全室長 少し低いようです。 

○武田委員 結構です。そういうことの確認です。つまり、ハイブリッドなんだよということ

を改めて。 

○嶋田透委員 ご存じと思いますけれども、日本で現在、使われている実用品種の大半はハイ

ブリッドでして、基になっているぐんま×200は群馬県が開発した品種で、群馬県で育成した

品種はほかにもありますけれども、ぐんま×200は組み合わせ能力のかなり高い組み合わせで

あることが既にわかっているものです。そこにそれぞれ原種であるぐんまと、原種である200
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にそれぞれHC-EGFPを入れてあると、そういう系統です。 

○井出座長 よろしいですか。 

 ほかに、最初ですからどんなご質問でも構わないと思いますけれども。 

○矢木委員 教えていただきたい。顕微注入というのはどんなような感じで今、やられている

のですか。卵をのぞきながら。色々なパターンがあるのですか。 

○嶋田透委員 情報はございます。 

○矢木委員 方法は決まっていますか。 

○嶋田透委員 カイコの卵は先ほど写真がありましたように非常にかたい殻を持っているので、

いきなりガラス針を注入してもDNAを入れることは難しいですけれども、タングステン針で１

回、穴をあけて、その後、全く同じ場所にガラスのキャピラリを差し込んでDNAを注入すると、

そういった技術が確立されています。 

○矢木委員 その場合に頻度はどれぐらいですか。 

○嶋田透委員 効率ですか。技術にかなり依存していますけれども、現状では数百の卵で打て

ば、確実にトランスジェニックラインをつくれるぐらいの高い頻度になってきています。 

○矢木委員 そうですか。わかりました。 

○井出座長 佐藤委員。 

○佐藤委員 評価書の39ページのところに、野生のクワコへのカイコゲノムの流入のことが書

かれていると思うんですが、今まで流入している痕跡はないということなんですが、このサン

プルは日本各地でということなんですが、実際に養蚕をしている場所の近くのものとかも入っ

ていると。 

○嶋田透委員 そうです。 

○佐藤委員 主にそういうところを見たということ。 

○嶋田透委員 全てが養蚕地帯かどうかは正確に覚えていませんけれども、主に現在、養蚕を

行っている、あるいはかつて桑畑だったところ、大体、桑があるところはかつて養蚕があった

ところですけれども、そういうところで調べたと。 

○佐藤委員 だから、そういう意味で、全く注意もしていないような栽培というか、飼育をし

ていても、そういうことは全然起きていないということが示されていると。 

○嶋田透委員 そういうことです。 

○鈴木技術安全室長 ちなみに、先生方にお配りしております参考資料３という横長のパワー

ポイントをつけてございます。これの７ページをごらんいただきたいと思います。日本地図を
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付してございますが、青色で塗られている都道府県が今回、クワコを採取した県ということで、

この中には主産県であります群馬県あるいは福島県、栃木県、埼玉県といったところも入って

いるところであります。 

○井出座長 よろしゅうございますか。 

 ほかにご質問等はございますでしょうか。ご意見はございませんか。 

○佐藤委員 小さいことなんですが、評価書の17ページと19ページに図14と図16というのがあ

ってプラスミドの構造が出ていて、そこにRT-PCRの範囲というふうにPCRの範囲というのがつ

いているんですけれども、後になって見てみるとわかるんですけれども、これは何のことやら、

よくわからないなという、これは存在のチェックをしているのをPCRをやったところというこ

とですよね。 

○嶋田透委員 RT-PCRだから発現していることを確認するためと。 

○佐藤委員 図16のほうは、抜け落ちているヘルパーが入っていないということをチェックす

るためのPCRなんですね。わかるんですけれども、ちょっと説明があるといいかなと思いまし

た。図16の下のところに補助説明みたいなのがあるとわかりやすいかなと思いました。わかり

やすいかな程度のことです。 

○嶋田透委員 14のほうと目的が違うから。 

○佐藤委員 何か説明を入れておくと。 

○嶋田透委員 何のためのPCRかということがわかるような。 

○佐藤委員 読んでいくと、この辺ということは何のことかわからなくて、後になると、ああ、

そのことかというか、見返してみるとわかるんですけれども、なので、そういうふうに。 

○嶋田透委員 これは、ヘルパーが残存していないことを確かめるためのPCRというようなこ

とを書き加えたほうがいいということで。 

○佐藤委員 いいかなと思いました。図16は、これが入っていないということは大事なことな

んですよね。 

○井出座長 図14のRT-PCRの範囲の説明も加えたほうがいいということですかね。 

○佐藤委員 そうですね。これも発現チェックのですね。 

○井出座長 では、14と16のPCRについて、そこへ図の説明に加えていただいたほうがいいと

いうことでしょうか。 

○佐藤委員 わかりやすいと思います。 

○井出座長 ほかにご意見、ご質問はございませんか。よろしいでしょうか。 
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○佐藤委員 もう一つ、せっかくなので評価書の20ページなんですけれども、プロモーターの

3xP3プロモーターが載っているんですけれども、これは熱ショックタンパク質のプロモーター

もベースにしているんですよね。 

○嶋田透委員 3xP3ですか。これは違います。アクスシックスという眼に特異的に発現するプ

ロモーターです。 

○佐藤委員 でも、その後。 

○嶋田透委員 その１行上にあるhsp70はもちろんヒートショックプロモーター。 

○佐藤委員 これで結合したものなんですよね。熱誘導というのは残っているというわけでは

ないんですよね。恒常的に眼で発現する。 

○嶋田透委員 これはショウジョウバエのhspだと思うんですけれども、ショウジョウバエの

hsp70のプロモーターをカイコのゲノム上で使いますと、実質的にはユビキタスといいますか、

熱をかけなくても発現します。 

○佐藤委員 15ページのところに表があって、3xP3プロモーターのことが書いてあるんですけ

れども、何となく熱ショックプロモーターなのかなという感じがあって、だから、ヒートショ

ックはしなくて眼だけで発現するようになっているということですね。そう書かれているから。

やや熱誘導性はなくなっているということは、今、伺ってわかったんですけれども。 

○嶋田透委員 書いたほうがいいんでしょうか。 

○佐藤委員 ちょっと説明しておいたほうがいいのかもしれません。この表というよりは後の

ところでもいいのかもしれません。 

○嶋田透委員 熱誘導性がないかどうか、私は詳しく知りませんけれども、熱ショックをかけ

なくても発現するということが。 

○佐藤委員 そういうことですね。 

○井出座長 説明では眼での遺伝子発現のためにと書いてあるので、特に説明を加える……。 

○佐藤委員 20ページのほうで説明をもしあれだったら、書いておいがほうがいいのかもしれ

ないなというぐらい。 

○嶋田透委員 確かに熱ショックタンパク質と書いちゃっているから、そういう目的でこれを

使ったように読み取られてしまうということですかね。その辺を工夫していただいたほうがい

いかもしれない。 

○佐藤委員 どこで熱をかけるのかなと思って見ていたら、かけないよなと言われちゃったの

で。 
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○井出座長 よろしいでしょうか。 

 ただいまいただいた意見を集約して、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緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコ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図の説明の修正及

びただいまの20ページの熱ショックタンパク質等については、評価書の修正等をしていただい

て、これは数が多いのでその部分だけ確認をさせていただきましょうかね、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。なお、事務局から申請者に対し、この旨、

連絡をお願いします。 

 そのほか、事務局から報告等はございますでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 まず、今、カイコについてご審議いただきましたが、参考資料３として

横長の今、ごらんいただきましたパワーポイントの資料でございます。本日の総合検討会は公

開で開催してございますが、これを受けまして、この後、パブリックコメントの募集等が開始

されますので、このような資料によりまして、いろいろお問い合わせがこれからあるのではな

いかと思っておりますので、今回の生物多様性影響評価の結果について、この資料を用いて関

係者の方に丁寧にご説明をしていきたいと、そのように考えておりますので、念のため、ご了

承いただきたいと思います。 

 それから、本日、参考資料４ということで、スタック系統に係る評価書の作成方法の見直し

という資料を提出させていただいております。おめくりいただきまして、裏側のページ数の１

ページ目でございますが、これまでの検討経緯というようなことで、若干、簡単に書いてござ

います。 

 まず、先生方、ご承知のとおり、スタック系統、いわゆる既に承認を受けた遺伝子組換え農

作物同士を通常の交雑法によりまして、掛け合わせて育成された系統をスタック系統と称して

おるわけでございますが、これにつきましては親系統の生物多様性影響評価が既に済んでおる

わけでございますが、そのようにスタックさせたものも一つ一つ、これまではずっと審査をし

てございます。 

 今後もそういう形で進めていきますが、（２）でございますが、昨年４月、農作物分科会の

一部委員から、より親系統の評価結果、これを的確に審議に反映させる上で、評価書の様式を

見直してはどうかというご提案がございました。この結果を踏まえまして、これまで３回にわ

たりまして農作物分科会において具体的な様式の内容を検討してまいりまして、今回、原案を
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得たということでご報告させていただきたいと思っております。ただし、今後、具体的にはこ

の評価書の様式で審査を開始いたしますが、あくまでも試行的な取り組みということで、もし

問題があればまた様式については適宜、より的確な審査ができるように見直しはしていきたい

と思っておりますが、まずは見直しに着手するという趣旨でございます。 

 具体的には７ページ以降がその具体的な様式ということで、本日は少し具体性を持たせると

いうことで、過去、デュポン社が申請されました申請内容をこの様式に埋め込んだ形でご報告

させていただいてございます。具体的には11ページに具体の様式ということでお示しさせてい

ただいておりますが、簡単に申し上げますと、11ページの真ん中あたりに書いてございますが、

既に親系統の承認をいただきました評価書については、日本版バイオセーフティクリアリング

ハウスのホームページに公表・掲載されてございます。したがいまして、これら親系統を用い

たスタック系統についても、これら親系統の評価情報を直接参照できるような評価書の様式と

いうことにしてございます。 

 その下の第一から、それぞれ評価項目が具体的に局長通知により規定されておるわけでござ

いますが、これら親系統の例えばDAS-01507-1という親系統がございますが、ここをクリック

いただきますと、先生方に親系統が過去にどのような評価結果になっているかということを、

それぞれの項目ごとにごらんいただけるような仕組みにしているということでございます。こ

ういう形で過去の評価書を先生方に一つ一つお送りする、あるいはバイオセーフティクリアリ

ングハウスでご確認いただかなくとも、一つのファイル上でそれらを見られるような様式に見

直しを行うという趣旨でございます。 

 既に開発者サイドにはこれら様式の見直しを説明してございますので、早ければ本年３月、

総合検討会のほうはそれより後になろうかと思いますが、こういった形でスタック系統につい

ては様式を変更して、より的確な審査ができるように今後、進めてまいりたいと思いますので、

ご報告させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 では、これはご報告ということで、また、ごらんになって何かあったら事務局のほうへ聞い

ていただければと思いますけれども、その他、本日の議事全般について何かございますか。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。 

○鈴木技術安全室長 本日もご熱心な審議をありがとうございました。 
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 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させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後２時５７分 閉会 
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