
- 1 -

生物多様性影響評価検討会総合検討会議事録

平 成 １ ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日

於・農林水産技術会議委員室

開 会

○深瀬技術安全課長補佐

それでは、定刻となりましたので、ただいまより生物多様性影響評価検討会総合検討

会を開催させていただきます。

本日は、ご多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

なお、本日は、高木委員がご都合によりご欠席なさるという連絡をいただいておりま

す。

それでは、開会に当たりまして、技術安全課長の東條よりご挨拶申し上げます。

○ 東條技術安全課長

それでは、一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、大変お忙しい中、委員の皆様には、この生物多様性影響評価総合検討会にご

出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

また、日ごろから生物多様性影響評価に関しまして、種々ご尽力を賜っておりまして

心から厚くお礼を申し上げたいと思います。

この遺伝子組換え技術につきましては、従来から申し上げましているとおり将来の食

料問題、あるいは環境問題、そういうものに対応する大きな可能性を秘めた技術という

ことでございますが、一方で国民の皆様方の関心の非常に高い技術でもございます。そ

ういった意味で幅広い観点からこの場でご審議をいただいているところでございます。

本年度の今回は第１回目ということになりますけれども、これまで同様、ぜひ幅広い

観点からご審議を賜りますようよろしくお願いいたします。

ここで、第一種使用規程の承認状況につきまして若干ご紹介いたします。

本日の資料で、一番後ろの方に参考資料１、２、３とつけてございますが、それを見

ていただきたいと存じます。

。 、まず参考資料１でございます これまでの承認状況の一覧ということでございますが

それの３枚目の５ページでございます。 月 日付で新たに 番以降 番までの８件4 10 58 65
の承認がございまして、現在 件ということになってございます。65

それから資料２の方は、経過措置案件ということでございまして、先ほどの８件の中

に２件の経過措置の承認がございましたので、経過措置が若干減っているということで

ございます。

それから、資料３の方は、総合検討会の方の検討が終わりまして現在承認待ちという

案件で８件ほどございます。

以上がこれまでの承認状況でございます。

本日は、農林水産省とそれから環境省の共同開催ということになってございますが、

今回農林水産大臣が生産、または流通を所管をいたします遺伝子組換え農作物として農
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林水産大臣及び環境大臣に申請のありました第一種使用承認申請２件につきまして、第

一種使用等に伴う生物多様性影響について幅広い見地からご意見をいただくという予定

にしております。どうぞよろしくご審議をお願いしたいと思います。

○深瀬技術安全課長補佐

この４月から環境省野生生物課に外来生物対策室が設置されまして、遺伝子組換え生

物について担当することになりましたのでご紹介させていただきます。

○三村外来生物対策室長

環境省野生生物課の中に、４月１日付で外来生物対策室が設置されました。そこの初

代室長の三村と申します。どうぞよろしくお願いします。

委員の先生方には、本検討会における検討ということで、これからもまた引き続きい

ろいろとお世話にならなければいけないという立場の中で、環境省といたしましては、

これまで野生生物課の中の一つの係、島ということで、例えば外来生物、それからこの

遺伝子組換え生物ということについて担当しておりました。４月以降は、一つのきちん

とした組織として、より一層の対応をしていく必要があるというようなことから、この

４月にそういう体制になった次第でございます。

具体的な担当としましては、従来担当しておりました安田がそのまま４月以降も仕事

をするということでございますので、引き続きいろいろとご指導をいただきながら進め

。 。ていければというふうに考えてございます これからもぜひよろしくお願いいたします

○深瀬技術安全課長補佐

この４月の異動により、事務局のメンバーもかわりましたのでご紹介させていただき

ます。

○田中研究調査官

、 。渡邉調査官の後を受けまして この４月１日にこちらに赴任しました田中と申します

従来、お茶の遺伝と育種を担当しておりまして、なかなか不慣れなことも多いと思うん

ですけれども、皆様よろしくご指導していただければと思います。よろしくお願いいた

します。

○福田生物資源研究所副研究主幹

４月から片寄研究調査官の後任として農業生物資源研究所から来ました福田でござい

ます。よろしくお願いします。

○深瀬技術安全課長補佐

龍口課長補佐の後任として参りました深瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。
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配付資料の確認等

○深瀬技術安全課長補佐

それでは、議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。

お手元に、本日の検討会の議事次第の次に座席表がございまして、その次に配付資料

の一覧がございますので、それを見ながらご確認させていただきたいと思います。

配付資料一覧の次に資料１が１枚ございまして、その次に資料２－１検討の結果とい

うのが両面で１枚ございます。その次に申請書等の概要資料２－２がございまして、そ

、 、の次に資料３－１農作物分科会における検討の結果 これが２枚の資料でございまして

その次に資料３－２申請書等の概要がございまして、その後に先ほどご覧になっていた

だいた参考資料１、２、３がついております。

総合検討会の資料につきましては、先週、事前に委員の皆様には発送させていただい

たところなんですが、その中で若干修正をさせていただいたところがございますので、

その点について若干ご説明申し上げたいと思います。

委員の皆様方には見え消し版の資料２－１、資料３－１という２つの資料を配付させ

ていただいておりますが、まず資料２－１の見え消し版の方をご覧下さい。これの２ペ

ージ目に、３、有害物質の産生性のところの７行目になりますけれども、もとは「耐性

を有するＰＡＴ蛋白質を産生する」というふうになっておったんですが、ＰＡＴ蛋白質

の性質から、これは「付与する」の方が正しいだろうということで、ここを修正させて

いただいております。

また、資料３－１でございますが、１ページ目の下から２行目で 「非組換え作物」と、

もとはなっていたものを作物というよりも、これはダイズの話ですので 「ダイズ」とい、

った方が正しいだろうということで、こういうふうに変えさせていただいております。

２ページで、有害物質の産生性の８行目のところで、もとは「ほぼ同程度で」という

ような形になっていたと思うんですが、ここを「ほぼ同程度の割合で」と、アミノ酸の

組成というような話でございますので、こういうような形に変えさせていただいており

ます。

また、３ページ目のウのところで、マルハナバチによる放任受粉の実験結果というも

のをこちらで取り上げて、この検討結果の中に入れさせていただいた方がわかりやすい

のではないかということでございまして、こういうような形にさせていただいておりま

す。

また、資料２－２でワープロミスがございまして、そこを直させていただいたんです

が、２ページ目をご覧下さい。資料２－２の２ページ目の一番上のところで（４）がご

ざいますが、ここは送付させていただいたものでは「隔離ほ場周辺には、花粉の飛散を

減少させるために防風林を設置している」と 「防風林」ということになっていたと思う、

、 、「 」 。んですが これは誤りでございまして 防風網 という形にさせていただいております

防風網ということであれば、第一種使用規程承認申請の局長通知に沿った内容となると

いうことで、問題ないというふうに考えております。

また、同じ資料２－２の ページ目でございますが、２の「第一種使用等の状況の把20
握方法」というところが本日配付させていただいた資料の方では入っておりますが、先

週発送させていただいたものの中では、この部分がすっかり抜け落ちていたという間違
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いもございまして、ここの部分を入れさせていただいたということでございます。それ

以降は一つずつずれているということであります。

資料の修正については以上でございます。

それでは、不足している資料等はございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、傍聴の方々には、傍聴される方への留意事項に記載されている注意事項を

守っていただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、以降の議事進行については原田総合検討会座長にお願いいたします。

議 事

（１）遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について

〈第一種使用規程の承認に係る申請案件の安全性確認状況について〉

○原田座長

それでは、議事に従いまして進行させていただきたいと思います。

まず、議事の１番目ですけれども、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係

る申請書の検討となっております。既に農作物分科会での専門的な見地からの検討が終

了したものでございます。

本日の総合検討会では、農作物分科会での検討の概要を農作物分科会の近藤座長から

ご報告していただきまして、その後より幅広い視点から総合検討会委員の皆様から遺伝

子組換え農作物の第一種使用等による生物の多様性に及ぼす影響についてご検討をいた

だきたいと考えております。

議事の進め方といたしましては、まず、事務局から資料１に基づいて、それぞれの本

日の案件について審査状況の報告をいただいた後、委員の皆様で検討を行いたいと思い

ます。

その後、委員からのご意見を集約しまして、申請案件についての本総合検討会の取り

扱いを決めるようにしたいと思います。

それでは、最初に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。

○深瀬技術安全課長補佐

、 。それでは 資料１に基づいて申請案件の審査状況についてご説明させていただきます

今回の申請案件は２件ございまして 「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 と 除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ

でございます。

、 、 、使用等の内容につきましては いずれの申請案件においても 隔離ほ場における栽培

保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為となっております。

検討状況につきましては、トウモロコシの方では農作物分科会で本年の１月 日、３19
月７日、３月 日の３度審議をいただいております。またダイズの方では本年の３月７31
日、３月 日の２度審議をいただいております。これらの案件が本日総合検討会に初め31
てかかったということでございます。

承認等の状況についてでございますが、カルタヘナ法、あるいは旧指針に基づいてこ
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れまでに何らかの承認がなされたということは、これらの２件についてはございません

で、すべてダッシュ、括弧内は旧指針に基づいてどうだったかということでございます

が、括弧の方もダッシュということで表示させていただいております。

また、食品、飼料についての承認等の状況についてでございますが、トウモロコシの

方については、飼料に関するリスク評価が食品安全委員会の方で現在なされているとい

う状況でございます。

以上でございます。

○原田座長

どうもありがとうございました。

それでは、本日の最初の案件ですけれども、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を始めたいと思います。

最初に、近藤農作物分科会座長から資料２に基づいてご報告をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

〈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の生物

多様性影響評価について〉

○近藤委員

それでは、資料２－１、農作物分科会における検討の結果に基づき報告させていただ

きます。

cry1Ab,pat,名称は 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、 （

（ ） （ 。Zea mays subsp.mays L. Iltis Bt10）
第一種使用等の内容は、隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに

付随する行為となっております。申請者は、シンジェンタジャパン株式会社です。

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

第一種使用規程に従って本組換え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いました。主に確認した事項は

以下のとおりです。

１、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性について。

本組換えトウモロコシは、エレクトロポレーション法を用いて作出されており、プ

ラスミド に由来する改変型 遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）及pZO1502 cry1Ab
び 遺伝子が本組換えトウモロコシのゲノム中に複数コピー移入されている可能性pat
が、サザンブロット分析の結果から示唆されています。

また、移入された改変型 遺伝子及び 遺伝子により宿主に新たに付与されcry1Ab pat
た形質が安定して発現していることが、米国での複数年にわたる栽培試験のチョウ目

害虫抵抗性の観察及び育種選抜の過程での除草剤グルホシネート散布によりそれぞれ

確認されています。

２、競合における優位性について。

宿主が属する生物種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたり栽培等が
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されているがこれまで自生化するとの報告はされていません。

米国での温室試験において、本組換えトウモロコシの形態及び生育特性が調査され

ていますが、生物多様性に影響を及ぼすような非組換えトウモロコシとの差異は認め

られていません。

本組換えトウモロコシには、移入された改変型 遺伝子が発現、産生するcry1Ab
蛋白質によりチョウ目害虫抵抗性が、また、 遺伝子が発現、産生するＰＡCry1Ab pat

Ｔ蛋白質により除草剤グルホシネートへの耐性が付与されています。しかし、チョウ

目害虫による食害が、トウモロコシの自然条件下での生育を困難にさせる主な要因で

ないこと、また、グルホシネートは自然環境下で選択圧になることはないと考えられ

るため、これらの性質を有することにより競合において優位性が高まるとは考えにく

いとされています。 これらのことから、第一種使用規程に従って使用した場合に影

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ま

した。

３、有害物質の産生性について。

宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物に影響を及ぼすよ

うな有害物質を産生するとの報告はされていません。

米国での温室試験において、本組換えトウモロコシの有害物質の産生性が調査され

ていますが、非組換えトウモロコシと比較して有害物質の産生性が高まっていないこ

とが確認されています。

本組換えトウモロコシは、チョウ目昆虫に殺虫活性を有する 蛋白質及びグCry1Ab
ルホシネートへの耐性を付与する 蛋白質を産生します。PAT

。 、PAT 蛋白質が野生動植物等に対して有害性を示すとする報告はされていません また

蛋白質は基質特異性が高く、宿主の代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられPAT
ております。

一方、 蛋白質については、チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有しています。Cry1Ab
Cry1Abしたがって 本組換えトウモロコシを隔離ほ場で栽培した場合 花粉で発現する、 、

蛋白質がほ場周辺に生息するチョウ目昆虫に影響を与える可能性が考えられますが、

米国における栽培試験の結果、本組換えトウモロコシの花粉における 蛋白質Cry1Ab
の産生量は 法による定量限界以下であり、個体群レベルで本組換えトウモロコELISA
シから飛散する花粉による影響を受ける可能性は極めて低いと判断されています。

以上のことから、第一種使用規程に従って使用した場合に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ました。

４、交雑性についてですが、

我が国の自然環境中にはトウモロコシと交雑可能な野生植物は生育していないこと

から、影響を受ける可能性のある野生植物は特定されず、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ました。

以上を踏まえ、本組換えトウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に、

生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であ

ると判断しました。
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以上です。

○ 原田座長

どうもありがとうございました。

ただいま近藤座長から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

シについてご報告をいただきましたけれども、本件につきまして何かご質問、ご意見が

ございましたら遠慮なくご発言願いたいと思います。いかがでしょうか。

どうぞ。

○小野里委員

資料２－１の１ページ目、１の移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性のとこ

ろの本文の２行目に 遺伝子ってありますけれども、これはほかのところもこの遺伝pat
子は、説明がちょうど上の 遺伝子と同じように説明されているものですから、横cry1Ab
の並びの関係上、この遺伝子の後に括弧して「除草剤グルホシネートに対する耐性遺伝

子」というのを入れた方がいいかなと思います。

○原田座長

その方が私もいいと思いますので、事務局で修正してください。よろしくお願いした

いと思います。

ほかにいかがでしょうか。

○武田委員

前に送っていただいたこのカバーがついたのはオリジナルですね。これで拝見します

19 31 20と、使用期間が承認日から平成 年３月 日となっていますが、ほかの資料は平成

年３月 日になって、１年ずれているように思うんですけれども、どうですか。31

○沼口農産安全管理課審査官

申請者の方から今回の承認申請に当たって、時期的なスケジュールの点で場合によっ

ては栽培が今年度十分に行われない可能性があるということで、期間を変更したいとい

うことで修正されたということです。

○原田座長

どうでしょうか。１年、栽培期間を延長することに特に問題はございませんでしょう

か。委員の先生方、もし特に問題がないということであれば、この文書の方を統一して

いただければいいと思いますけれども。

○嶋田委員

今の武田先生のご指摘があったから我々あっと思って気がついたんですけれども、や

はり改訂した部分のところを前もって先に説明されていたわけですから、 年のところ19
は 年にしたということを、先にちゃんと報告された方がいいんじゃないかというふう20
に思います。
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○原田座長

そうですね。農作物分科会では、先ほど事務局の方から報告がありましたように、３

回やっていたわけですから、その時点でもしわかっていたなら、分科会のときにでも言

っていただければよかったし、もしその後であったならば、ファクス等で知らせていた

だければというふうに。今後のこともあると思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。

○東條技術安全課長

大変失礼いたしました。今後はこういう変更等ございましたら、その都度ご連絡をし

たいと思います。

○原田座長

今回は 年３月 日までということで統一していただいて、今後こういう変更の依20 31
頼があったときにはできるだけ早く報告していただくということにしたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

ほかに何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

○武田委員

近藤先生のご報告についてではなくて、この資料についてなんですが。

○原田座長

概要の方でございますか。

○武田委員

はい。 ページの上の方にトウモロコシのいろいろな形態とか生態的な特性の項目が12
ずっと上がっているわけですけれども、３行目、４行目あたりに一次雌穂、二次雌穂と

いう言葉が出てくるんですね。これはおそらくプライマリー、セカンダリーを直訳され

たんだと思うんですけれども、一次、二次というのは例えば一次枝梗、二次枝梗とか、

一次分げつ、二次分げつというふうに、分枝構造の序列を示していて、トウモロコシの

方は、上から１、２、３と書きますので、第１、第２、第３でいいんじゃないかと思う

んですけれども。ちょっと読んでいて目に引っかかりまして。

○原田座長

そうですね。一般に農学の方でそういうふうに使われているのであれば、今後はそう

いうふうに修正した方が適当かと思いますけれども、どうでしょうか。

林委員、何かご意見ありますか。

○林委員

武田委員がおっしゃっているのは、これは上から順番にこういうふうにあると、一次

はこれで、二次ならここが二次だということですね。普通作物の場合はそうですね。
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○武田委員

枝分かれ構造です。

○林委員

ここを一次にいって、ここが出たら二次、稲でも一次枝梗、二次枝梗と、稲はもっと

先も言いますけれども。でもここで言っているのは、一次は一番上で二次はこの下のよ

うだから、作物学的分化から言えば、一次、二次は誤解されやすいから別の言葉をおく

というごもっともなご指摘だと思いますけれども。

○武田委員

第一雌穂、第二雌穂だと思います。

○原田座長

、 。だから一というような言葉が入れば それはもっとはっきりするんでしょうけれども

○武田委員

葉っぱは下から第一、第二と呼びますけれども。本当は下からいくんだけれども、発

達は上からくるんで、上が一になって一番大きいわけです。

○原田座長

それでは、混乱を防ぐために、今武田先生のご指摘があったように、今後は第一、第

二というふうにしたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。ご指摘ございませんでしょうか。

事務局としてはどうですか。

○東條技術安全課長

今の点は、今後パブコメ等をかけるまでの段階で先生方とも相談して直していきたい

と思います。

○原田座長

もし、可能であればそういうふうにしていただければと思います。

○東條技術安全課長

国民の方にわかりやすくという意味で、誤解を招かないようにしたいと思います。

○原田座長

よろしくお願いしたいと思います。

それでは、ほかにもしご意見がないようでしたらば、集約をしたいと思います。

このようにしたいと思いますが、いかがでしょうか。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
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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

の内容は適正であると判断しますが、評価書の記述に一部不適切な部分があるので、該

当部分を修正し、総合検討会委員の確認を受けることを条件としますということで、そ

れで総合検討会の委員、皆さんもう同意されておりますので、評価書の訂正の方だけや

っていただければ問題ないと思います。

○深瀬技術安全課長補佐

委員の先生方のご指摘を踏まえまして、事務局の方で修正させていただくということ

にさせていただきます。

○原田座長

その件を申請者の方にお伝えください。

それでは、次の議題に移りまして、次の案件は、除草剤グリホサート及びアセト乳酸

合成酵素阻害剤耐性ダイズについて検討をしたいと思います。

これも最初に近藤農作物分科会座長から資料３に基づいてご報告お願いしたいと思い

ます。

〈除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズの生物

多様性影響評価について〉

○近藤委員

それでは、同様に、資料３－１を報告させていただきます。

農作物分科会における検討の結果について。名称は、除草剤グリホサート及びアセト

gat, gm-hra, Glycine max L. Merr. DP-356043-5, OECD乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ（ （ ） ）（

。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UI:DP-356043-5）
びにこれらに付随する行為で、申請者は、デュポン株式会社、シンジェンタジャパン株

式会社になります。農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基

づき、申請に係る第一種使用規程に従って本組換えダイズの第一種使用等をする場合の

生物多様性影響に関する申請者による評価の内容について検討を行いました。主に確認

した事項は以下のとおりです。

１、移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性について。

本組換えダイズは、パーティクルガン法を用いて作出されており、プラスミド

に由来する領域（ プロモーター、 ５ 、改変型 遺PHP20163A SCP1 TMV omega ,UTR gat
伝子（ 除草剤グリホサート耐性遺伝子 、 Ⅱターミネーターからなる改変型gat4601: pin）

遺伝子発現カセットと、 プロモーター、 イントロン、改変型 遺伝gat SAMS SAMS als
子（ 除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性遺伝子 、 ターミネーターかgm-hra gm-als）

らなる改変型 遺伝子発現カセット）が、１コピー移入されていることが、複数世als
代におけるサザンブロット分析の結果から確認されています。

また、移入された改変型 遺伝子、改変型 遺伝子が安定して後代に遺伝していgat als
ることが、複数世代におけるサザンブロット分析により確認されています。

さらに、移入された改変型 遺伝子及び改変型 遺伝子が複数世代の複数個体にgat als
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おいて安定して発現していることを、各遺伝子が発現する蛋白質の定量 試験及ELISA
び除草剤グリホサートと除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤とを混用した散布試験によ

りそれぞれ確認しています。

２、競合における優位性について。

宿主が属する生物種であるダイズは、我が国において長期にわたり栽培されている

が、自生化しているとの報告はされていません。本組換えダイズは米国におけるほ場

試験において、競合における優位性に関わる諸特性について調査が行われており、対

照の非組換えダイズとの間に統計学的有意差は認められていません。

本組換えダイズは、移入された改変型 遺伝子、改変型 遺伝子により除草剤グgat als
リホサート及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤への耐性が付与されているが、両除

草剤が自然環境下で散布されるとは想定できず、これら除草剤耐性を有することによ

り対照の非組換えダイズに比較して競合において優位になることはないと考えられま

す。

以上より、本組換えダイズの第一種使用等に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、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ました。

３、有害物質の産生性について。

宿主が属する生物種であるダイズについては、野生動植物等の生育に影響を与える

ような有害物質を産生するとの報告はされていません。

GAT4601本組換えダイズは、除草剤グリホサートをアセチル化する反応を触媒する

蛋白質及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤に対する耐性を持つ 蛋白質をGM-HRA
産生するが、当該蛋白質が植物の成長に有害な影響を与えるという報告はされており

ません。また、 蛋白質及び 蛋白質はアミノ酸の代謝系に影響を与GAT4601 GM-HRA
える可能性があります。このため、ダイズ種子及び葉のアミノ酸組成を測定したとこ

ろ、分析したすべてのアミノ酸について、本組換えダイズと非組換えダイズとの間で

同程度の割合であることが確認されています。

さらに、米国の隔離ほ場において、有害物質の産生性（根から分泌され他の植物に

影響を与えるもの、植物体が内部に有し他の植物に影響を与えるもの）が調査されて

いるが、非組換えダイズとの有意差は認められていない。

以上より、本組換えダイズの第一種使用等に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、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ました。

４、交雑性について。

（１）影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定について。

我が国に自生しているツルマメ（ ）は、ダイズとの交雑Glycine soja Sieb.and Zucc
により稔性のある種子を産生することが知られております。したがって、交雑性に

起因して影響を受ける可能性のある野生動植物としてツルマメを特定し、以下の検

討を行いました。

（２）影響の具体的内容の評価について。

既存の文献によれば、ダイズとツルマメの雑種の生育 や生殖には異常が見られな

いことから、本組換えダイズとツルマメが交雑した場合には我が国の自然環境下に
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おいて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

ダイズに移入された遺伝子がツルマメの集団中で低い割合にとどまらずに拡散する

可能性があります。

（３）影響の生じやすさの評価について。

我が国ではツルマメは全国の日当たりのよい野原、道ばた等に広く自生している

ことから、本組換えダイズが我が国において栽培された場合は、双方が近接して生

育する機会があることは否定できません。しかしながら、

ア、ダイズ及びツルマメは共に閉花受粉を行う典型的な自殖性植物であり、また、一

般にツルマメの開花時期はダイズより遅いこと（ただし、両者の開花時期が重なる

場合もある 。）

イ、虫媒により交雑が生じる場合もあるが、従来の知見によれば、ツルマメとダイズ

の開花時期を重ねた実験条件下で両者を隣接して生育させた場合であっても交雑率

は１％未満であったこと。

ウ、温室内でマルハナバチにより放任受粉させた実験において、本組換えダイズの交

雑率は、非組換えダイズと同程度であったこと。

エ、米国におけるほ場試験では、競合における優位性に影響を与えると考えられる特

性について、本組換えダイズと非組換えダイズとの間で有意な差は認められておら

ず、また、除草剤グリホサート及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤に対する耐性

を有することが、競合における優位性を高めるとは考えられないこと、等から、移

入された遺伝子が我が国の自然環境下においてツルマメの集団中で低い割合にとど

まらずに拡散していく可能性は極めて低いと考えられております。

（４）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断について。

以上に述べたように、本組換えダイズがツルマメと交雑する確率は極めて低く、

交雑したとしても、形成された雑種が生育し、野生植物を駆逐していくことは考え

にくく、また、移入された遺伝子がツルマメの集団中で低い割合にとどまらずに拡

散していく可能性についても、確率的に極めて低いと考えられます。さらに、本組

換えダイズの隔離ほ場試験の実施期間には、周辺のツルマメの生育及び交雑状況を

、 、調査することとしており 隔離ほ場における本組換えダイズの第一種使用等により

。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考えられるとしています

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、生物多様

性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であると判断し

ました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

その下に、この前の分科会のときの要望によって「閉花受粉とは」という説明がつけ

加えられております。

委員の皆様は何か、今のご報告についてご意見、ご質問ございませんでしょうか。

まず小野里先生から。
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○小野里委員

今の評価報告書の最後のページなんですけれども、ウのところ、文書直していただい

てやっとはっきりしたんですけれども、なおはっきりするために、温室内でマルハナバ

チにより放任受粉させた実験から「本組換えダイズと 、その後に「ツルマメとの交雑率」

は」で、ツルマメとの交雑率というように、ツルマメをここに入れておいた方がよりは

っきりするのではないかと思います。

○原田座長

もう一遍メモをとるためにお聞きしますが、温室内でマルハナバチにより放任受粉さ

せた「場合」の方がいいですか 「場合」とおっしゃいましたか。、

○小野里委員

どちらでも結構です。

○原田座長

「実験」でもここはいいわけですね。

○小野里委員

はい。

○川口国際基準専門官

申しわけございません。事務局からちょっとご説明させていただきたいんですが、こ

このウで温室内で放任受粉させた実験というのは、ツルマメを種子親として用いている

のではなくて、ダイズを用いていまして、つまりダイズ、ダイズ間の交雑率を組換えダ

イズ、非組換えダイズで比較していて、ちょっとア、イ、ウ、エの並びでいくと、ここ

ツルマメと感じてしまう。私も今聞いていながら感じていたんですけれども、ツルマメ

でというふうに読んでしまうんですけれども、正確にはダイズとの交雑性を調べて組換

えダイズと非組換えダイズが同程度であると。そのデータをもって、非組換えダイズを

上回るものではないということで評価しているということになります。

○小野里委員

もとの文書でこの辺がはっきり書かれていて、組換えダイズとそれから非組換えダイ

ズとの交雑のことについて、詳しくそれを明記しながら書かれていて、どうしてここに

ダイズ同士の交配が入ってくるのかなと思って、非常に不思議に思って読んでいたんで

すけれども、そうしたら今回の訂正で、これはツルマメとの交雑ということであれば納

得できるなというふうに思った。といいますのは、この交雑性のところ （１ （２ 、、 ）、 ）

（３ （４）とありますけれども （１ （２ （４ 、いずれもツルマメとの交雑につ）、 、 ）、 ）、 ）

いて述べていまして （３）については上段というか、そこのところはやはりツルマメと、

ダイズとの交雑のことについて述べるとしてア、イ、ウ、エとして、最後に結論として

やはりツルマメの集団中で拡散していく可能性は極めて低いという結びになっているわ

けですね。したがって、すべてこれはツルマメとの交雑について述べているわけです。
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そうしますと、ウのところに、もしダイズ同士の交雑について書くのであれば、それが

ツルマメとの交雑とどうかかわりがあるかということをつけ加える必要があると思うん

ですね。そこのところが私もここ疑問に思っていた箇所なんですけれども、ツルマメと

の交雑ということであれば、そのまま受け入れられるんですけれども、ダイズ同士の交

、 。雑とすると ちょっとここには何か説明を入れない限りはそぐわないような気がします

○嶋田委員

要するに、このウの実験というのはどういうものかというと、組換えダイズと非組換

えダイズの間の交雑率と、それから非組換え同士での交雑の確率とを比べたら、本組換

えダイズであっても交雑率が高くなっているわけではないという、そういうことを言っ

ている、そういう文章です。

ですので、当然のことながらダイズとツルマメとの間の交雑率を今調べているという

のがウのところではそういうことを言っているわけではないんです。

○小野里委員

そうだとすると、そこにそういうダイズ同士の交雑が入ってくるというのがちょっと

この場所にそぐわないか、それがツルマメとの交雑とどうかかわりがあるかという説明

文が必要になってくると思うんですね。

○嶋田委員

つまり、組換えダイズと、それから非組換えダイズとでは結局交雑率はダイズ同士で

比べたときには同じだと。つまり、組換えダイズが特に交雑率が高くなっているわけで

はないということをここできちんと述べているわけですね。

○原田座長

それは小野里委員も十分に理解されていると思うんですけれども、今小野里委員から

説明がありましたように、前から読んでまいりますと、４の交雑性のところをずっと読

んできた場合、さらにこの４の最後の結論めいた２行の文があるわけですけれども、ず

っとツルマメとダイズの交雑率のことを述べてきているので、このウのところだけ組換

えダイズと非組換えダイズのことをツルマメのことに関係なく言っているので、挿入さ

れている場所を変えるか、あるいは何か補足する言葉があったらいいんじゃないかとい

う意味じゃないかと、そういうご意見ですね。

○嶋田委員

けれども、そうすると例えばエのところも、実はこれは本組換えダイズと、それから

非組換えのダイズとの間で、じゃあ、例えば競合における優位性とかそういうものに影

響を与えるような、そういう特性などがあるかというと、それには有意差はないと言っ

ているわけですから、やはりア、イ、ウ、エを４つ全部通して見てみると、要は組換え

ダイズとそれから非組換えダイズとの間ではそういう交雑性を高めるような、そういう

特性が特にあるわけではないのだと、そういうふうにきちんと述べているようには私は

思えたんですけれども、もう少しウのところをきちんと書いた方がいいということでし
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ょうか。

○安田野生生物課長補佐

ダイズ同士との交雑率に差がないことから、ツルマメとの間でも差がないことが想定

されるという、そういう趣旨でしょうか。

○嶋田委員

そんな感じの方がいいのかもしれませんね。

○原田座長

、 、 。そうすると 最後の２行の結論的なところと 余りちぐはぐな感じがないわけですね

ここでは、もともとはツルマメを実際にはウのところでは使っていないわけですから、

今安田補佐が言われたように、ここはツルマメのことは推定ということですね。そうい

う言葉を挿入すればよろしいでしょうか。

○小野里委員

何かちょっと加えていただければ。

○近藤委員

これの（３）のところで、最初にツルマメの話が出てきて、アだけがそれに関係して

いるんですよね。ですから、アの位置を一番最初に持っていっちゃったらいかがでしょ

うか。ツルマメとの関係はアでしか述べていないんですよね。

○原田座長

イはどうでしたでしょうか。

○近藤委員

イもそうですね。そうすると、アとイだけなので、そこで何か分けないといけないの

かもしれませんね。

○嶋田委員

そうですね。ウとエを２つのくくりとして、組換えダイズと非組換えダイズで例えば

交雑性を高めるようなものを考えても、そういうふうなことはないというふうな、そう

いう２つのくくりとして、上の方のアとイを分けた方がいいかもしれませんですね。そ

の方がわかりやすいような気がしますね。

○近藤委員

（３）は、また本当は３－１、３－２なんですよね。

○嶋田委員

そんな感じですね。そう思います。
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○原田座長

するとどういうのが一番よろしいでしょうか。

○東條技術安全課長

アは開花時期の話、ツルマメとダイズの開花時期の比較で、イが一般的にツルマメと

ダイズの交雑率の話をしていて、ウはあえて言えば、イのツルマメとダイズの交雑率に

ついて本組換えダイズは非組換えダイズと比べて交雑率が上がるというようなことはな

いんで、イの一般的なことは同じように言えるだろうというような、イの補足的なもの

かなと。

それから、エについてはちょっとこれ交雑率とは全然違っていて、交雑の結果生じた

個体が自然界で優位になって広がっていく、そういうことはないという、ちょっと別の

観点をまた言っていると。そういうのを全部受けて、最後に「等から、移入された遺伝

子が我が国の自然環境下においてツルマメの集団中で低い割合にとどまらず拡散してい

」 、 。く可能性は極めて低い というような そういう結論になっているということなんです

そういう意味で、イとウが連続して交雑率の話を言っていて、ややそこら辺がちょっと

読みにくいのかなという感じはしますので、逆にイとウを少しくっつけて、先程安田補

佐が言われたように、本組換えダイズとツルマメとの交雑率が大きく変わる、大きく上

がることはないということを言ってもいいのかなという感じがします。

○原田座長

それも一つのソリューションだと思います。

○近藤委員

そうですね。イとウで一つまとめた結論を出すという、確かにそうですね。

○原田座長

そちらの方がよろしいでしょうか。

○東條技術安全課長

アが開花時期でイとウをくっつければ交雑率の変化がないということで、それからエ

の話はちょっと別の話、競合における優位性になります。

○原田座長

また別ですね。

○東條技術安全課長

。その３つを合わせて最後の結論にいっているという方がわかりやすいかもしれません

○原田座長

かえってこのようにイとウを分けちゃうと、今小野里委員が言われたような疑問が生
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じる可能性がありますので、イとウを続けて、ウの方に先ほど安田補佐が言われたよう

な、文言を若干付け加えれば一番適当でしょうか。誤解が生じないでしょうか。

○嶋田委員

それでいいと思います。

○武田委員

ここで出ている競合における優位性云々という話が出てくるんですけれども、実際こ

れは前の前のページの大きい番号の２で競合における優位性というアイテムがあるんで

すよね。ここで既に言っているわけですよね。もう一回、ここで交雑性の後ろにくっつ

くというのは非常におかしいし、さらにこれ交雑性で影響を受ける可能性のある野生動

植物等の特定とまず置いて、そして交雑に起因して影響を受ける可能性のある野生動植

物としてツルマメを特定し、以下の検討を行うといっておきながら、まだダイズ同士の

交雑性が出てくるとか、小野里先生もおっしゃるように、これ非常にごちゃごちゃして

いるんですね。しかも、エでもう一回競合における優位性が出てくる。

○嶋田委員

これはエの方はちょっと意味が違って、要するに交雑してツルマメの方に導入遺伝子

が入ったときに、ツルマメが強雑草化する可能性がないかという、その確認をここで、

そういうことはないのだというふうに言っているわけです。ただ、そこのところがきち

んと書いていないので、また何かダイズの競合性の優位性というふうな、そういうこと

をもう一度ここで書いているかのふうに見えますよね。

○武田委員

雑種のということですね。

○嶋田委員

そういうことなんです。だから、あくまでもこれは交雑性の中でのツルマメの方に遺

伝子浸透したときに何か影響が出ないかという、そういうことを今ここで説明している

わけです。

○安田野生生物課長補佐

ここを少し簡単にして、２のところで競合性に優位性が認められていないことから、

遺伝子が優位に浸透していくことは考えにくいという、そういう趣旨だったと思います

ので、その辺は少し書きかえた方がいいかもしれないですね。

○原田座長

そうですね。幾つかご指摘がありましたけれども、まずイとウはうまく続けて少し言

葉を足す、それからエのところは今武田委員のご指摘があったような誤解を生じないよ

うに修文していただく、そういう処置でよろしいでしょうか。
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○近藤委員

これ最後の結論のところ、最初に読んでいてもわかりづらい。

○東條技術安全課長

どうしても前回ダイズで承認している案件の書き方を踏襲してしまうのでこういうこ

とになっていますけれども、表現については一般の方にもよりわかりやすくということ

で考えております。

○原田座長

東條課長が一般国民にも理解しやすいようにということをおっしゃっているわけです

ので、それは貴重な意見だと思いますので、今幾つかご指摘いただいたんで、これは事

務局の方で修文していただいて、またファクスでもＥメールでも委員の方に連絡しても

らえますか。

○武田委員

この点についてはそれで結構なんですが、今回私の記憶では初めてかと思うんですけ

れども、複数の企業からの申請になっていますね。これ、今までなかったような、あり

ましたですかね。こういう場合に、結局当事者責任というのか、データのオリジナリテ

ィーみたいなものに対する責任というのはどういうふうになるんでしょうか。ちょっと

気になるんですけれども、その辺の議論は何かありましたか。

○原田座長

農作物分科会の方でも、今と同じような質問じゃなかったと思いますけれども、二社

の担当部分がどうなっているのかという意見はあったと思います。たしか前の龍口補佐

がご説明されていたと思うんですけれども。

○武田委員

それと、今データを拝見しますと、 ページに形態及び生育の特性比較というのが本29
組換えダイズと非組換えダイズの間でありますね。

○原田座長

資料３－２ですか。

○武田委員

はい、資料３－２の ページです。大きな表がありますが、この中で、例えば一株総29
莢数が に対して 、それから一株成熟粒数が に対して というのは、極め126 125 265 273
てきれいなデータが出ていて、それは農水出身の方も現場の方ならよくわかると思うん

ですけれども、もちろん、これおかしいという反証するデータもありませんから、きれ

いなデータだというのが感想です。

それから、またその裏のページ、 ページに成体の越冬性又は越夏性という項目の中30
で、ポットに移植した植物体をマイナス 度に 時間置いたら全部死んじゃったと、20 12
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これは井出先生も多分同意見だと思うけれども、樹木だってハードリングしないでマイ

ナス 度に入れたら死にますよね。そうすると、全部死んでしまったから差がないとい20
う話になってしまいますが、実際は、ダイズの場合だったらば５度前後ぐらいのクリテ

ィカルな温度で処理して、差があったか、なかったかということを言わなければいけま

せん。そういう意味で、２つの社が申請していて、どっちがデータをつくったのかとい

うことを科学者としてはやはり一言言わざるを得ないなと思いながらこのデータを見て

いたんですけれども。

○近藤委員

これは、もしかしたら本国の方では越冬性とかそういうのに差があるかなんかじゃな

くて、マイナス ℃だと、みんな死んじゃいますよというだけのデータなんだろうと思20
うんですね。それをこういうふうに書いたのでおかしいというということですね。

○川口国際基準専門官

武田先生のご指摘は、そもそもこの評価書にかかわるデータの取り方というところに

かなり恣意的なものも入るようなところもあるしというところで、データ精査の責任体

制みたいなところがあると思いますけれども、それは１社でやっても２社でやっても同

じであって、１社でも恣意的になろうとすればなりますので、逆に言えば２社で本当は

責任体制を分担するとか、重なってやるとかの方が二重に確認ができるんでしょうけれ

ども、そこはマイナス ℃の実験を米国でやっているんですね。分科会でも毎回指摘を20
しておりまして、近藤先生からも言われておりますが、米国でデータをとっているとい

、 、 、うことに対し 日本できちんとやってくださいという部分 それから実行体制としては

これは従来デュポンが開発した株でやるということでデュポンが責任を持ちそこのデー

タをとってきて、ほ場に関しては、シンジェンタとデュポンと両方が責任を持って、モ

ニタリングや緊急措置計画書については両方が責任を持つという話になっていると思い

ます。

○東條技術安全課長

余り会社の内容には立ち入っては申し上げにくいところもありますけれども、先ほど

、言いましたようにデュポン社の方でアメリカのデータとかそろえて申請をしてきていて

日本でこの隔離ほ場実験をやる際にシンジェンタ社と一緒に今回はやるということでご

ざいます。そういう意味で、先ほど言いましたように緊急措置だとか、そこら辺は両者

できちんと役割分担をしてやる体制になっているということでございます。

○原田座長

あと、先ほど武田委員のご指摘ですけれども、両方とも 個体使われているんじゃな60
いかと思うんです。そうしますと、 個体の平均なんで、平均、もともとのデータの分60
散かなんかがわかれば、武田委員の疑問もある程度解消するか、あるいは強化されるか

わからないんですけれども、そのデータはどうなったんですか。例えば ページの表７29
で 個についての 値というが出ていますが、例えば ％成熟期、これ全く同じデー60 p- 80
タなわけですよね。この辺について嶋田先生何か意見ございますか。
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○嶋田委員

実際に、こういうことを統計的に分析することはできるんです。というのは、有意差

、があるかどうかというふうなことを検定するのは普通は一般的にやれるんですけれども

そうじゃなくて、データがあくまでもすごく一致しているというふうなやり方も実はで

きて、それはＦ分布の左端の方の確率を使って計算することができます。ただ、あえて

そういうふうなことを業者が計算して、こんなになっているけれども、別にそれは何か

操作したわけではないのだとかというようなことをそこできちんと言えれば、そういう

、ところでちゃんとそういう左側確率なんていうのが出てくればいいんでしょうけれども

ただわざわざ普通はそういうことはしないのでこうなるんですよね。ただ、やろうと思

えばできます。

○武田委員

それは、私は余りにきれいなんで感心したと、そういう感想です。

○近藤委員

この隔離ほ場試験のためのデータ、アメリカなどでやられたデータが出てきて、こち

ら側で期待しているような試験が必ずしもやられていなくて、ただ最低限必要なデータ

があれば、残りは隔離ほ場試験でやってくださいということで、農作物分科会を通って

いるわけですね。ですから、今のご意見は非常に貴重で、今度隔離ほ場試験でやってい

ただくときに十分に考慮してやっていただきたいということじゃないかと思うんです。

○井出委員

ちょっとお聞きしたいんですけれども、ツルマメについて、さっきの（３）のアのと

ころで、ツルマメが閉花受粉を行う典型的な自殖性植物であると書いてあるんですけれ

ども、これは確かめられているんでしょうか。この引用文献の という (対Fujita allozyme
、 、立酵素)を見たものだと思うんですけれども ちらっとしか読んでいないんですけれども

自殖性植物にしてはすごく多様性が高過ぎるデータが載っていたと思うんですね。私、

自分でマメ科の閉花受粉をする樹木をやりましたけれども、自殖性であればほぼすべて

がホモで多様性が全くないのが普通だと思うんですね。ですから、これを自殖性植物と

は言い切れないんじゃないかなというふうな気がして、これを言ってしまうと、それで

もう安全だというふうな感じになってしまうので、もう少し表現を変えた、実際に論文

でも多少区分けしているので、典型的な自殖性植物ではないんではないかというふうに

思いました。

○嶋田委員

自殖性の高い植物とか、そのぐらいにした方がいいということですね。

○井出委員

そうですね。
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○原田座長

何か以前、典型的なというのをつけるか、取るかというような議論もちょっとあった

ような記憶があるんですけれども、ここのところは、嶋田委員のご提案のような表現に

変えることでよろしいでしょうか。

○安田野生生物課長補佐

たしか１月の総合検討会ののときだったと思います。

○林委員

以前も同じような部分で、ご質問が出ましたので、もう少しマイルドな書き方でいい

と思うんですが、ただ、マメの場合には一般的には英語の文献をつけて、ティピカルと

いう言葉が入るぐらいに典型的という表現はよく使われます。非常に自殖性が高いと。

。だからそういう意味では自殖性が高い作物であるというのは間違いじゃないと思います

ただ、一般的にはちょっと紛らわしいということであれば、もう少しマイルドな書き

方でもいいと思いますけれども。

○安田野生生物課長補佐

作物の中では典型的なんですが、植物として広く見ると典型的というと少し言い過ぎ

ているということなんでしょうか。ここでは植物と書いてありますから。

○原田座長

、 。そうしますと その辺はもう少しマイルドな表現にしていただければいいと思います

それから、先ほどの武田委員のご指摘のデータの問題は、近藤委員が言われたように、

今度隔離ほ場で試験をするというふうに十分考慮してやってもらうということで対処し

たいと思います。

○武田委員

ただ、これはあくまでも感想で、コメントではありません。

○林委員

試験ですがこれ難しいですよ。違っても合ってもつつかれるし。僕も作物を扱ってい

、 。 、ましたから 試験の結果にしてはきれい過ぎるというのは思いますけれども それから

さっきお話しがあったみたいに、隔離でこれに準ずるぐらいそろえばいいけれども、隔

離でばらばらだったときには問題かもしれませんということだと思いますけれども。

○井出委員

名称についてですけれども、これ除草剤というのが頭に１個だけついていますね。後

ろも除草剤ということで、これは統一したということでしょうか。今まで申請されてい

るやつだと除草剤グリホサート、除草剤グルホシネートとか、ついているやつと、つい

ていないやつとあるんですが、その辺はいかがでしょうか。
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○安田野生生物課長補佐

今まで、除草剤耐性、害虫抵抗性についていろいろなパターンがあって、書き方がい

ろいろあったんですけれども、なるべく簡易な書き方にしようということで一つにまと

めるという意味で、最初の方に除草剤つけて、耐性も最後にまとめるということで、今

回からまとめるというような形にさせていただきました。

○井出委員

そういうことであればわかりました。

○安田野生生物課長補佐

害虫抵抗性の方も同じようにまとめていくということで考えております。

○原田座長

わかりました。それで、今配られたのは、先ほど一番最初問題になった件ですけれど

も、このイとウのところを修正したものでしょうか。ウのをところを少し何か文言を修

正しましたか。

○東條技術安全課長

もうちょっと簡略化して直すというのがさっきの方針でありましたので、とり急ぎイ

のところだけ修正してみました。

○原田座長

イのこの赤いところが修正箇所ですね。

○深瀬技術安全課長補佐

イのところにつきましては、先ほどまでウだったものを追加して修正を加えるという

、 、ような形にさせていただいておりまして 先ほどまでウだった部分から申し上げますと

温室内でマルハナバチにより放任受粉させた実験から、本組換えダイズの非組換えダイ

ズとの交雑率は、非組換えダイズと同程度であったことから本組換えダイズとツルマメ

との交雑に関しても非組換えダイズを上回るものではないと考えられること、というよ

うな形に修正させていただきました。先生方のコメントをいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○原田座長

それでは、ウのところ、また少し変更があると思いますので、今ここですぐ委員の皆

さんからイのところもいいかどうかというのを検討するよりは、ウのところも一緒に修

正をいただいた上で、検討した方がいいかなという気がします。では、ウの方もそうい

うことで修正をいただきその後委員に確認するということでよろしくお願いしたいと思

います。
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○東條技術安全課長

、 、 。ご趣旨踏まえまして 修正案をつくりまして また先生方にお諮りしたいと思います

○原田座長

ちょっと複雑なところですので、もっと簡単なことであればこの委員会の席上ででき

ると思うんですけれども、これはちょっと時間をおいて慎重に確認をした方がいいかと

思います。

あと、その他のいろいろご指摘については、比較的マイナーなことですので、修文も

難しくないと思いますが、まだ他にございますか。

○小野里委員

２点ほど。

概要の方の９ページが入ったために、１ページふえまして、その後の図表の引用のと

、 、ころのページがすべて１ページ少なく書かれていますので たくさんありますけれども

その辺よろしくお願いしたいと思います。

○原田座長

なるほど、ありがとうございます。

○小野里委員

それと、もう一つは概要の方の ページなんですけれども、段落で４つ目に、下の方11
ですけれども、グリホサートに対する酵素活性云々とあるんですけれども、その３行目

の後ろの方に「エラー！と参照元が見つかりません 、これはきっと何かで間違って入っ」

てきたんだと思うんですけれども、抜いておいていただきたいと思います。

○原田座長

ありがとうございました。

これも削除していただきたいと思います。

○武田委員

農作物分科会の方も大変なご議論、ご苦労はわかるんですが、ただ申請する側は、い

ろいろな状況証拠で問題はないと。ないんだよという姿勢はわかるんですよね。我々に

とっては非組換えダイズとツルマメ、あるいは組換えダイズとツルマメのデータについ

ては、ノーデータなんですね。そうなってくると、イであえて類推してダイズ同士では

他殖率が変わっていないんだから、それをまたかけても多分変わらないだろうというこ

とを我々が積極的に類推して差し上げる必要はないんですね。ノーデータはあくまでノ

ーデータですませておくというのかな、というのが我々の立場ではないのかなというふ

うに思うんですけれども、その辺はいかがなんですか。

○嶋田委員

一般市民にこれは何のためにこういうふうな実験をやり、そしてそれの概要がそこに
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書かれているのはなぜかというふうに問いただされたときに、こういう意味なんですよ

というふうに、それをわかりやすくするという意味なんだと思いますけれども。あくま

でも一般市民に対してわかりやすい評価書になっているためのものだというふうに理解

しておりますが。

○小野里委員

私はページ数きちんと確認していないんですけれども、どこかに交雑率が 数％（注10
資料３－２の４０ページに記載されている交雑率ですが、文献を確認したところツルマ

メ同士の間の交雑率を推定したものでした）というところがたしかあったと思うんです

ね。それで、それは虫が多かったからという形で述べているんですけれども、その辺も

やはりそんなに低いもんじゃないんじゃないかなというのは僕も感じていたところなん

ですよね。

○嶋田委員

ただ、ここに書いてあるのは、要するに非組換えのダイズとの交雑を今まではずっと

みてきたということですから、そういうものに比べてＧＭダイズになったときに、それ

で大きく交雑率が変わったかという、そういう問題ですよね。

○小野里委員

だから、もともと普通の栽培ダイズとツルマメとの交雑率が高い例もあるとすれば、

組換え体だから急に落ちるということはなくて、やはりそういうことも想定しなければ

いけない。だけど、ここにもあらわれているのは、ここで実験されたものだったかな。

ちょっと従来のとか入っていたような気もするんですけれども、低い値が採用されてい

るということは、ちょっと僕も気になっていたところなんですよね。

○嶋田委員

幾つかそういう実験及び調査があって、論文もあるのですけれども、その場合には、

非組換えの従来のダイズと、それからツルマメとの間でみていて、例えばこういう交雑

率が特定のとある一つの個体群でこういうふうに高いものがあったということでしょう

ね。

○小野里委員

そういう書き方でしょうね。

○嶋田委員

それから、あと温室でそういうふうなことを少し実験をしたら、たまたま高い交雑率

を示した、そういう実験の経緯もあったということです。

○近藤委員

先ほどの武田先生のご指摘に戻るんですけれども、これまでは、今回この詳細にある

ように、内容を説明してあげるというようなやり方、先ほど東條課長からもその方がわ
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かりやすいというお話もあったんですが、これまではこういうふうにしていないんです

。 、 、 。ね 事実だけを並べていて 結論としてこうということで 解説していないんですよね

だから、ここで急に今までとやり方変えるということになると思うんです。それがいい

のかどうか、少し気になっているんですけれども。解説するほどのデータ、実は持って

いないんですよね。

○武田委員

事実関係、組換え体とツルマメの交雑実験はないというのが事実なんですね。それ以

上ではない。だた、非組換えダイズとの交雑率が上がっていないから、この組換え体が

他殖的な傾向を持っているということは多分ないんで、そうなるとツルマメとかかる率

も同じだろうという、類推なんですよね。

○林委員

組換え体じゃなくて、一般のダイズとツルマメとの間の交雑実験例はあるけれども、

組換え体とツルマメとの日本におけるデータはないと、そういう意味ですね。

○武田委員

そうですね。

○近藤委員

ＡかけるＢとＢかけるＣは差がないけれども、ＡかけるＣは差がないかどうかという

ことですよね。

○武田委員

フィフティーフィフティーは当然あり得るんですよね。このケースはわかりませんけ

れども。

○林委員

近藤委員がおっしゃったように、一番最初にダイズの農作物分科会の検討結果を総合

まで持ってくる段階で、その辺のところも含めて言うようになっていくと、文章の構築

というのはいろいろ事務局の方もご苦労なさって、もう随分やりとりして、だんだん構

築して最後にこういう形になる。その形は、一応これで皆さんのご納得を得ているとす

れば、その形は余り変えない方が私はいいと思うんです。それで例えば、特に事実では

ないことを事実であるように恣意的に持っていくような論理構成はよくないけれども、

事実を事実として述べて、今までもだんだん決めていたと思うんですね。事実でないこ

とを事実とはとても言えませんから。だからこそ、空想とかフィクションで言うことは

やめて、なるべく実際に査読の入った文献からのデータで構築しましょうということで

評価を行う。日本の論文がないときには、外国のデータで、そういう査読の入った論文

ののデータを持ってきて構築して最初の検討結果の案はクリアされたということです。

その構成の仕方は、今までこれでご納得いただいたとすれば、この組換え体そのものが

大きく変わらない限り、組換えダイズの検討結果の構築はこれでよろしいと。ただ、デ
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ータや形質のことであれば、個別の議論が必要と思いますが。ですから、私は、この検

討結果の案の形は、これでいいんじゃないかというふうに思います。

○近藤委員

今まで、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄって幾つかの事実を並べて、全体を総合的に判断して結論を

出していたんですね。ここで今やっているのは、ＡとＢの関係からの真っ二つにこうな

ると出して、またＢとＣからなるとか、あるいはＣとＤからなるかという、そういう推

論を積み重ねていって最後の結論に持っていきやすくするという、そういうようなこと

だと思うんですけれども、そうではなくて、トータルで一つの結論を出しているんです

よね。ですから、必ずしも ％言えることではないかもしれないけれども、これだけ100
の事実がこれだけあって、これらからこういうことが推論され結論になるという構成の

ものを、今度は途中の過程でも推論をしてしまおうという方法でそれがいいのかどうか

ということですね。

これまでは、最初、全部事実のみを推論なしで述べてきて、最後だけ推論。今の御意

見は途中でも推論を入れていくということになってしまうので、何かある意味では科学

的にわかりにくいなという、どこまでが正しいのかわからなくなってしまうというのは

あるような気がするんですよね。

○嶋田委員

そうすると、例えば先ほどの小野里先生が最初に修文された文章を見て、これは何の

ことを書いているんだろうというのがよくわからなかった部分もあったんだと思うんで

すよね。そうすると、例えばこれは関係ない文章がそこに入っているんじゃないかとい

うような、そういういろいろな誤解もあるかと思うので、その辺は取り扱いとしてどう

いうふうにしたらいいですか。

○原田座長

基本的には、私の個人的な意見ですけれども、この場合、何も恣意的に説明文を加え

るんじゃなくて、ある程度の説明文がないと、なぜここにこういう文章が入っているの

か誤解を招くようなことになる可能性が高いときには、私は入れてもいいんじゃないか

なと思うんですね。別に恣意的に推論に推論を重ねてということではなくて、かえって

マイナスな誤解を防ぐようなときには、あえて一文を入れてもいいんじゃないかと僕は

思いますけれども、基本的なスタンスとしては、近藤先生や武田先生が言われたのを、

今までも我々キープしてきているわけですから、それは守りたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。まだ完全に修文が済んでいるわけじゃないんで、事務局の方にも今

の議論を踏まえて考えていただいて、ドラフトを修正いただくということにしたいと思

いますけれども。

○東條技術安全課長

ちょっと事務局でも相談いたしますが、先生方の今のご意見を伺いますと、事実をき

ちんと言うべきである。そこから推量的なものをあえて余り加味して言う必要はないん

ではないか。ただし、わかりやすく整理をして示す必要があると、そういうことだと思
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います。きょう、先ほどお示ししました赤で訂正したものの問題となった、それは一番

最後のダイズとツルマメの交雑に関して、上回るものではないと考える。ここを入れな

い方がいいんではないかというようなご意見ではないかと思いますので、そこをわかり

やすくという意味で、逆にイの頭の方に交雑性に関して言えばとか、交雑率に関して言

えばとか、こういう事実があるというだけ述べるとか、そういう方法もあると思います

ので、少し事務局の方で相談をさせていただいて、また先生方にご意見を伺ったらと思

います。

○原田座長

今後のためにも貴重なディスカッションだったと思います。基本線は変えないけれど

も、最低限必要なときは、説明を加えるというスタンスがいいんじゃないかなと私も思

っています。

○安田野生生物課長補佐

ダイズの交雑率とか最初の検討の際にかなり議論させていただいて、申請者が出して

きたデータだけではなくて、林先生から提供していただいたデータとか、そういうのを

いろいろ書いていって結論を出していたんだと思うんですね。それを２回目以降という

こともあったのでかなり簡単にしてしまっている部分もあると思います。それで少し短

絡的になっているように見える部分もあるのかなとも思います。

○小野里委員

先ほど ％というのは、この評価書の方の ページの段落の２つ目のところにあり13 34
ます。

訪花昆虫が多い条件下では、交雑率が、ツルマメとの交雑ですけれども、 ％との報13
告もなされているという（注：資料３－２の４０ページにある交雑率ですが文献で確認

したところツルマメ同士の間の交雑率を推定したものでした 。）

○武田委員

％というと高いのでしょうか。13

○林委員

これ 年ですから 年前ですか。97 10

○嶋田委員

たしか ですね。Journal of Heredity

○林委員

一番高い数値として引っ張っていくにはこれを持ってくる。

○嶋田委員

実際に、たしかその論文では特定の個体群でそういうふうに非常に高い値が見られた
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ということであって、何もそれが一般的であるということを言っているわけではないで

すね。

○林委員

それはそうだと思いますね。

○原田座長

分科会の方で時間かけて議論しますと、どの程度のデータを総合検討会の方に出して

くるべきかという問題もまたあると思うんですけれども、慎重にディスカッションをす

るのは、それに越したことはないと思いますので、できるだけ議論をしたいと思ってい

ますけれども。

ほかにご指摘ございますでしょうか。

きょうは割合に貴重なご指摘をいろいろいただいて、勉強になったと思うんですけれ

ども、よろしいでしょうか。

もしこれ以上ないようでしたら取りまとめさせていただきたいと思います。

私としましては、申請者から提出された除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素

阻害剤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適正であると判断しますが、

評価書の記述に一部不適切な部分があるので、該当部分を修正し、総合検討会委員の確

認を受けることを条件とするということにしたいと思いますけれども、これでよろしい

でしょうか。

ご同意が得られたようですので、そのようにさせていただきます。

事務局の方では申請者にこの旨お伝えください。

細かい修正は、皆さん同意されていると思いますけれども、先ほど配られたこの１枚

のコピーについては、これは事務局の方でも検討していただいて、また各委員にお知ら

せいただければと思います。

（２）そ の 他

○原田座長

これで議事の１の２件の検討は終わりました。議事の２はその他ということになって

いますが、何か事務局の方からございますでしょうか。

○深瀬技術安全課長補佐

次回の総合検討会につきましては、６月 日の 時から、本日と同じ技術会議委員12 14
室で開催するということになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○原田座長

今度は、場所は今回と同じですが、時間は午後からということでよろしくお願いした

いと思います。

そのほか何か本日の議事全般について何かございましたら。
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○東條技術安全課長

、 、一つだけおわびを申し上げたいと思いますが 本日は申請書の中で平成 年と 年20 19
ちょっと申請の使用期間が違うのがございました。４月になって若干事務局の体制も変

わったということもございまして、連絡が十分とれていなかったということもございま

。 、 。す 今後気をつけてやりたいと思いますので どうぞよろしくお願いしたいと思います

○原田座長

それでは、以上で検討すべき議事は終了したと思いますので、事務局の方にお返しし

ます。

○深瀬技術安全課長補佐

本日は、熱心なご審議ありがとうございました。

以上をもちまして、生物多様性影響評価検討会総合検討会を閉会いたします。

ありがとうございました。

閉 会


