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生物多様性影響評価検討会総合検討会議事録 

 

                     平成１８年 ７月３１日 

                              於：飯野ビル第一会議室 

 

                 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。 

 それでは、開会に当たりまして、東條技術安全課長より御挨拶申し上げます。 

 

○東條技術安全課長 

 それでは、開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は、大変お忙しいところ、委員の皆様方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、日ごろから遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の検討につきまして大変お世話

になっておりまして、この場を借りて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、ご承知のとおり、大変可能性を秘めた技術というこ

とでございますけれども、一方で国民の安全・安心に対する関心が高い、そういう分野でもご

ざいます。農林水産省としてはそういう意味で国民の理解をいただきながら試験研究の方も進

めていくというふうな基本スタンスでございます。 

 そういう観点から、実は国民との双方向のコミュニケーションの取組を強化するという観点

から、この７月11日に有識者12人からなりますバイテクコミュニケーション企画会議、こうい

うものを設置をいたしました。今年度からこういった有識者の方々のご助言をいただきながら

コミュニケーションの具体的な取組を強化していきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 総合検討会委員の皆様方におかれましてもいろいろお気づきの点ございましたら、また事務

局の方に言っていただければというふうに思っております。 
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 本日の総合検討会は、例によりまして環境省と農林水産省の共同開催というふうになってお

りまして、本日は農林水産大臣がその生産または流通を所管をする遺伝子組換え農作物として

農林水産大臣、及び環境大臣に申請のありました第一種使用規程承認申請、２件につきまして

ご審議を賜りたいというふうに思います。ぜひ幅広い見地からご意見を賜りたいというふうに

考えております。 

 ここで承認状況についてご紹介を申し上げたいと思います。お手元の資料の参考資料１、２、

３がございますが、御覧いただきたいと思います。参考資料１が承認案件の整理表でございま

して、これの一番後ろの６ページでございます。74番と75番が前回の総合検討会以降、新たに

承認をされた案件、７月５日付で承認をされております。いずれも隔離ほ場案件ということで、

総合検討会、４月20日の検討会でご審議を賜った案件ということでございます。 

 あと、参考資料２は経過措置の案件の一覧、16案件ございます。 

 それから、参考資料３は、承認待ちの案件ということで１件ございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

                配布資料の確認等 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、議事に入る前に配布資料の確認をさせていただきます。お手元の本日の検討会の

資料一式のうち、まず議事次第が一番上にありまして、その次に座席表、その次に配布資料一

覧がございます。これに基づきまして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、今回の審査案件の審査状況という資料、その次に資料２－１、農作物分科会にお

ける検討の結果、その次に資料２－２、除草剤グルホシネート耐性ダイズの申請書等の概要、

その次に、資料３－１、これも農作物分科会における検討の結果、その次に資料３－２、除草

剤グルホシネート耐性ダイズの申請書等の概要、その次に参考資料の１、２、３がついており

ます。 

 不足している資料等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 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座長にお願いいたします。 
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                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 

○原田座長 

 それでは、議事次第に従って本委員会を進めていきたいと思いますので、よろしくご協力お

願いしたいと思います。 

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

係る申請書の検討でございます。既に農作物分科会での専門的な見地から検討が終了したもの

です。本日の検討会ではいつものように、農作物分科会での検討の概要を近藤委員からご報告

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に基づきまして、今回の申請案件の審査状況を

事務局からご報告いただいた後で、委員の皆様で検討を行いたいと思います。その後、各委員

からの意見を集約して申請案件についての総合検討会の取り扱いを決めたいと思います。 

 それでは、 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。 

 

〈第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況について〉 

○深瀬技術安全課長補佐 

 それでは、資料１をご覧ください。これに基づきましてご説明申し上げます。 

 今回申請のありました件は２件ございまして、除草剤グルホシネート耐性ダイズＡ2704－12

と、除草剤グルホシネート耐性ダイズＡ5547－127であります。使用等の内容につきましては、

いずれも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

する行為となっております。 

 検討状況についてですが、Ａ2704－12につきましては、農作物分科会で2004年７月23日、

2006年５月11日、６月26日と３回審議いただいております。今回が初めての総合検討会という

ことでございます。Ａ5547－127につきましては、農作物分科会で2005年4月28日、2006年５月

11日、また６月26日と３回これもご審議いただいておりまして、今回初めての総合検討会とい

うことでございます。 

 これまでの承認等の状況についてですが、Ａ2704－12につきましては旧指針に基づきまして

1998年に隔離ほ場での承認が下りておりまして、一般利用につきましては1999年に承認されて

おります。また、Ａ5547－127につきましては旧指針に基づきまして、隔離ほ場での承認が
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1999年、一般利用につきましては2001年に承認されております。 

 また、食品、飼料に関する承認状況についてですが、いずれの案件につきましても食品につ

いては2002年、飼料については2003年に承認が下りているところであります。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、今回ご審査いただく２つの案件、すなわち除草剤グルホシネート耐性ダイズＡ

2704－12及びＡ5547－127については、宿主の種及び導入遺伝子が共通であるために、まとめ

て検討したいと思います。 初に、農作物分科会での検討結果につきまして、近藤委員より、

資料２及び３に基づいてご報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〈除草剤グルホシネート耐性ダイズＡ2704－12及びＡ5547－127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に基づき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。 

 名称、除草剤グルホシネート耐性ダイズ（pat,Glycine max（L.）Merr.）（Ａ2704－

12,OECD UI:ACS-GM005－3）。 

 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。 

 申請者はバイエルクロップサイエンス（株）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、サザンブロット分析

等の結果から、本組換えダイズの作出に用いられたプラスミドpB2/35SAcKのうち、２コピ

ーのpat遺伝子（グルホシネート耐性遺伝子）発現カセットとbla遺伝子3'末端側及び5'末
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端側の断片が各々１コピー本組換えダイズのゲノム上に移入されていることが確認されて

いる。また、pat遺伝子が安定して後代に遺伝していることが、複数世代を用いたサザンブ

ロット分析により確認されている。更に、pat遺伝子により宿主に新たに付与された形質が

安定して発現していることが、複数世代を用いたグルホシネート散布試験により確認され

ています。 

 なお、ゲノム上にbla遺伝子断片が移入されているが、葉、茎、根及び種子より抽出した

RNAについてノーザンブロット分析によりbla遺伝子の転写産物が検出されず、発現してい

ないことが確認されています。 

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ダイズ、（Glycine max（L.）Merr.）は、我が国において長期

にわたり栽培がされているが、自生化しているとの報告はされてないとされています。 

  本組換えダイズには、移入されたpat遺伝子により除草剤であるグルホシネートへの耐性

が付与されているが、グルホシネートが自然環境下で選択圧になるとは考えにくいとされ

ています。また、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関わ

る諸形質が調査されており、非組換えダイズの優位性は認められておりません。 

  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、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、野生動植物等への有害性を有する物質を産

生するとの報告はされておりません。 

  本組換えダイズはグルホシネートへの耐性を付与するPAT蛋白質を産生するが、本蛋白質

が有害物質であるとする報告はされておりません。また、PAT蛋白質は基質特異性が高く、

グルホシネート以外にはほとんど親和性を示さないことから、宿主の代謝系に影響を及ぼ

すことはないと考えられております。 

  また、本組換えダイズの有害物質（根から分泌され他の植物に影響を与えるもの、根から

分泌され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

おりません。 

  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、有害物質の産生性に起
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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。 

我が国に自生しているツルマメ（Glycine soja Sieb. and Zucc.）は、ダイズと交雑さ

せた場合に、稔性のある種子を産生することが知られているため、影響を受ける可能性の

ある野生植物としてツルマメを特定し、以下の検討を行いました。 

（２）影響の具体的内容の評価。 

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障害が見られないこと

から、我が国の自然環境下において本組換えダイズとツルマメが交雑した場合は、その雑

種が生育するとともに、当該雑種からツルマメへの戻し交雑を経て、本組換えダイズに移

入された遺伝子がツルマメの集団中で低い割合でとどまらずに拡散していく可能性があり

ます。 

（３）影響の生じやすさの評価。 

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

えダイズが近接して生育した場合、交雑する可能性があります。しかしながら、 

ア、本組換えダイズは我が国で栽培の予定はなく、運搬の際にこぼれ落ちた種子が発芽・

生育する可能性が考えられるものの、これまでダイズの自生が確認されたとの報告はな

いこと。 

イ、仮にツルマメと近接した場所に自生したとしても、 

（ア）ダイズ及びツルマメは共に閉花受粉を行う自殖性が高い植物であること。 

（イ）既存の文献によれば、開花時期がツルマメと重なるダイズの系統とツルマメを隣接

して生育させた場合であっても、その交雑率は１％未満であったこと。 

（ウ）我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズと非組換えダイズを近接して栽培した

後に、当該非組換えダイズから採取した種子に由来する個体においては、除草剤グル

ホシネートの影響を受けない個体が認められたが、その割合は0.56％と低かったこと

から、本組換えダイズとツルマメとの交雑率は、従来のダイズと同様に低いと考えら

れること。 

（エ）pat遺伝子の発現により付与されるグルホシネート耐性は自然環境下での選択圧に

対して優位に働く可能性は低いと考えられることから、本組換えダイズとツルマメが
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交雑する可能性及び移入された遺伝子がツルマメの集団中で低い割合でとどまらずに

拡散していく可能性は極めて低いと考えられます。 

４、生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断。 

以上のように、本組換えダイズとツルマメが交雑する確率は極めて低いとされています。

交雑したとしても、本組換えダイズとツルマメの雑種が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で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ることから、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。 

 

５、農作物分科会の結論について。 

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

響が生じ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。 

 続きまして、資料３－１をご覧ください。 

 名称は同じく除草剤グルホシネート耐性ダイズ（pat,Glycine max（L.）Merr.）、番号がＡ

5547－127,OECD UI:ACS-GM006－4、となっております。 

 以下、ほとんど同様ですが、わずかに異なっている部分、下線で示してありますけれども、

ここだけ見ていきたいと思います。 

 まず、１ページ目については、コピー数が前のＡ2704－12では２コピーのpat遺伝子が投入

されているということですが、こちらでは１コピーであるということ。それ以下は同様です。 

 次に３ページ目の上になりますが、２－１の方では２ページの一番下が今回の３－１の方の

３ページの一番上のところに相当しています。 初のものでは「除草剤グルホシネートの影響

を受けない個体が認められたが」というところですが、こちらの方では「除草剤グルホシネー

トの影響を受けない個体は認められなかったこと」ということで、この２つの試験の結果がち

ょっと異なっていて、こちらはグルホシネートの影響を受けない個体が認められなかったとい

うことで、これは組換え体と交雑したものは認められなかったということで、その点が違うと

いうことです。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 
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 ただいま近藤委員から除草剤グルホシネート耐性ダイズについてご報告をいただきましたが、

本件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が、い

かがでしょうか。 

 

○井出委員 

 文言についてなのですが、今 後にご説明があったところの（３）の影響の生じやすさのイ

ですね。イに（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）と理由が４つ書かれています。これを読んでい

くと、（ウ）のところで 後のところが、「本組換えダイズとツルマメの交雑率は、従来のダ

イズと同様に低いと考えられること」というのは（ウ）の文章の結論であるというふうに読め

ばよろしいのですか。何かずっと読んでくると（ア）、（イ）、（ウ）ときて、その結論が何

か 後の文言につながるような感じがしたのですけれども、それはいかがでしょうか。 

 

○近藤委員 

 これ（イ）と両方といいますかね、ここの部分は（イ）の結論と（ウ）の結論を合わせてい

る。 

 

○井出委員 

 そうですね。 

 

○原田座長 

 井出先生のご質問は、（３）の 後の３行との関連についてですか。 

 

○井出委員 

 そうですね。何かそこで一回まとめらていて、（エ）が独立というように読めてしまいます。 

 

○原田座長 

 このまとめ方につきましては農作物分科会で随分討論されて、いろいろ工夫を凝らされて、

結局この順序にされて、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）と並べて、「から」というふうにさ

れたのですが。 
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○近藤委員 

 今のご指摘はもっともですが、これについては、実は分科会でいろいろ検討しまして、この

順番及び途中で一度結論を出してから次に等いろいろ検討した結果、やはりそうはいかないと

いうことでこうなったのです。そこで確かにこの（イ）と（ウ）のところで一緒になっている

ので、ここで１つの区切りにするという整理もあったかもしれないですね。（イ）と（ウ）を

１つにまとめてしまうとか。 

 

○原田座長 

 分科会の方ではいろいろ工夫されてこうして、これでいいのではないかという結論だったと

思います。 

 

○井出委員 

 問題がなければいいと思いますが、ちょっと確認させていただきました。 

 

○近藤委員 

 以前と比べると良くなったと思います。 

 

○井出委員 

 ちょっと気になります。 

 

○原田座長 

 時間を置いてみますとやはり多少引っかからないでもないのですが、これで、誤解を生じる

ということはないのではないかと思います。 

 ほかにございますか。２件ほとんど同じですが、何かご意見ありますか。 

 

○武田委員 

 ちょっと教えていただきたいと思います。概要書の中で、ちょっとわからないところがあり

まして、資料２－２の13ページの上から３行目に拡散の移入方法で、パーティクルガンを用い

て４～８ミリのダイズも接合子胚に導入したとありますね。 

これ接合子と胚というのは私にはなじみのない言葉で、生物学辞典や育種学辞典も調べたので
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すが、出ていません。これ何かを直訳したのか、あるいはこの分野ではこういうふうに言うの

か。調査官、何か情報ありますか。 

 

○田中研究調査官 

 ちょっと私の方も確たる情報はなかったんですが、接合体から分化した胚のことを意味して

いるのかと思いまして。 

 

○武田委員 

 接合子胚とは余り言わないのではないかと思います。わかりやすく一般的に使われる言葉の

方がいいと思います。 

 ２つ目の案件でも同じ用語を使っています。ちょっとなじみのない言葉で当惑いたしました。 

 

○原田座長 

 長さも４～８ミリメートルと具体的にサイズも書いてありますから、適切な名称か再度申請

者にご確認いただくということでいかがでしょうか。（※申請者に再度確認しましたところ

「茎頂」とのことでした。） 

 

○武田委員 

 引き続いてよろしいですか。 

 

○原田座長 

 どうぞ。 

 

○武田委員 

 19ページの花粉の稔性及びサイズですね。この花粉の稔性というのはある種抽象概念みたい

なものでなかなかどう表示するか、どう評価するかというのは難しい、普通は貯蔵養分が入っ

ているかどうかを染色反応か何かで見るのですが。この文章では「2002年にフランスで行われ

た試験により、花粉の生存率及び発芽性に関して」とあります。こうなりますと、生存率とい

うのは極めて限定的な定義になるはずで、実際に資料を調べてみますと、何を調べたかといい

ますと、バイアビリティと書いてあります。そうすると、ますますわからなくなります。いわ
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ゆる稔性という感じで例えば、ヨウ素ヨウ化カリウムで染めたと言えば納得はしますが、この

生存率という言葉は少なくとも私には理解できない。次の発芽性というのは花粉の発芽率を見

ていましたので、それは結構だと思います。花粉の生存率という言い方はちょっと適切でない

ように思いました。 

 それから、次のページの上から７行目に、「株当たりの全莢数に対して裂開した莢の割合を

調べた結果」とありますが、これがすぐ次の行にデュプリケートしていますので、多分消し忘

れだと思います。 

 

○原田座長 

 そうですね。 

 

○武田委員 

 それから、真ん中辺のパラグラフの終わり、交雑率の前と言った方がいいと思いますが、休

眠性の話が出てきます。ここでは、休眠性というのは厳密に定義された形質ですけれども、こ

こでは「また、同一条件で保存、播種された種子の発芽率に相違は認められなかったことか

ら」、組換えダイズＡ2704-12と非組換えダイズの「休眠性に相違はないと考えられる」とさ

れています。こういうふうに言われると、これは休眠性の評価ではないと言わざるを得ません

ので、これはちょっと適切ではないというふうに思いました。 

 なお、もう１つの方の系統では、適切な表現、つまり両系統とも収穫直後から完全に発芽す

るのでという言い方をしておりまして、それは休眠性の評価に値しているというふうに思いま

した。 

 

○原田座長 

 今ご指摘のあったところは、文章の方は発芽率を問題にしているわけですね。 

 

○武田委員 

 そうですね。ですから、同一条件下で保存、播種された種子の発芽率に相違はないとのこと、

多分寿命に差がないということを意味していると思いますが、休眠性の評価にはなっていない

と思います。 
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○原田座長 

 そうですね。もう１つの方と同様な表現にすればいいんじゃないでしょうか。 

 

○武田委員 

 そうですね、そういう評価がしてあればそうしていただいた方が良いと思います。 

 

○原田座長 

 ほかにございますか。 

 

○武田委員 

 それと関連していろいろなところに休眠性とか花粉の稔性という文言が何ヶ所かに出てきま

すので、一括して見直していただいたら良いと思います。この系統については以上です。 

 

○原田座長 

 もしもう１つの系統について何かございましたら、続けてどうぞ。 

 

○武田委員 

 それでは、結局同じところが問題になっていくわけですけれども、13ページの上から３行目

に接合子胚というのが同じように出てまいります。 

 それから、20ページに花粉の生存率という言い方が、バイアビリティーの直訳だと思います

が、花粉の稔性及びサイズのところに出てきます。これは普通こういうふうには言わないと思

います。 

 それから、29ページですね。ここは花粉の稔性となっていますので、これで結構だろうと思

います。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 今ご指摘があった20ページのところも稔性で良いということですね。 

 

○武田委員 
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 稔性で良いと思います。 

 

○原田座長 髙木先生、何かございますか。 

 

○髙木委員 

 資料２－２の12ページに移入された核酸の構成図というのがありますが、資料２－２の16ペ

ージの方の図が正しいのだと思います。２コピー入っているうちの１コピー分しか書いていま

せんね。 

16ページにはきちんとしたのを書いたので、12ページの図４というのはどういう位置づけなの

か、プラスミドの図をただ入れているだけなのですか。16ページの図６が染色体上に入った構

造ですよね。それで、12ページの図４というのはプラスミドを切った図を書いたのでしょうか。 

 

○田中研究調査官 

 図４の方は、これは実際に入れた、プラスミドの図で、図６の方が入った結果の植物側の図

です。図４で一回切れていますが、PvuⅠ切断部位で分断された大小２つのプラスミド断片が

挿入されたということです。 

 

○川口国際基準専門官 

 ４の方はこれを入れましたという、植物体に入れる前のもの。実際に入った後の構造は図６

になります。 

 

○髙木委員 

 それで、このblaの断片が入っているので、これのノーザンブロット分析をやっているよう

なのですが、微生物の方で必要なマーカーの発現を、植物でも一応見るようにしていたのです

か。 

 

○川口国際基準専門官 

 検討の結果の資料２－１の１の 後の文章にありますが、ノーザンブロット分析ではbla遺

伝子の転写産物は確認されていないとなっています。 
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○髙木委員 

 これは一応抗生物質のマーカーなので、植物の中で発現していないことを確かめろという指

示を出しているのですか。 

 

○川口国際基準専門官 

 そのとおりです。 

 

○髙木委員 

 結構です。 

 

○原田座長 

 今の髙木先生のご質問に関連して、挿入されたというのと移入されたというので言葉を使い

分けるのは常識なのですか。 

 

○髙木委員 

 初見たときに、これが入っているのかと思ったら、後の方を見たら異なるものが載ってい

ました。 

 

○原田座長 

 挿入されたのははっきりしていますけれども、移入されたというのは、本当は移入しようと

したということなのでしょうから、端的にこう言われているのなら良いのではないかと思いま

す。 

 

○川口国際基準専門官 

 その点については、遺伝子組換え農作物の場合に遺伝子組換え生物等の調製方法の項目で宿

主内に移入された核酸全体の構成として、こういう内容を書きなさいというところに、プラス

ミドベクターの中の供与核酸の構成要素の位置と切断部位を示せというふうに書いてありまし

て、間違ってはいませんがちょっと誤解を生じやすい。 

 

○原田座長 
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 あと、ほかの委員の先生方、何かご質問ございませんでしょうか。小野里先生、何かありま

すか。 

 井出先生、よろしいですか。 

 嶋田先生どうぞ。 

 

○嶋田委員 

 12ページの図は２つとも同じなのですが、こちらの方は資料２－２と資料３－２とでは、２

コピーと１コピーということで、違うようにしてありますね。要するに、こちらの方の評価書

の方を差し替えないといけなかったということなのですか。 

 

○髙木委員 

 いえ、差し替えではなくて、入れたものは同じだけれども、 終的にどこかクローンの中で

のコピー数が違ったということです。 

 

○嶋田委員 

 それぐらいでいいのですか。「挿入された」というふうに書いてありますが。 

 

○髙木委員 

 いや、この言葉がちょっと誤解を生むように感じます。 

 

○原田座長 

 大元に何かそういう表現が使ってあるといいということになるのではないでしょうか。 

 

○嶋田委員 

 実際こちらの資料２－２を見ると、きちんと遺伝子が２つ入ってますよね。だから、その図

に差し替えればそれでいいような気がするんですけれども。 

 

○髙木委員 

 いや、これと同じのは後の16ページに出てきますね。 
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○嶋田委員 

 そうですね。 

 

○髙木委員 

 入ったのは16ページに出てくるのだが、入れたものが同じであるのに取れたものが違うと、

個々のイベントで申請しなさいというルールになっているので、両方同じように申請しなくて

はならない、そういうことでしょう。 

 

○嶋田委員 

 では、別にこのままでいいですかね。ちょっとわかりにくいというところはありますが。 

 

○近藤委員 

 日本語のことはちょっと問題。 

 

○嶋田委員 

 入れようとはしたのかもしれない。 

 

○原田座長 

 移入を試みた、なんですよね。 

 林先生、どうぞ。 

 

○林委員 

 本日の２案件は、冒頭課長がご説明があった参考資料２の経過措置のダイズの１と３にあた

りますね。 

それで、今までこの委員会で了承されたダイズの組換え体というのは３つありまして、

初の案件では予備検討まで行いました。あれから１年以上経ちましたけれども、移入された形

質はほとんどが除草剤耐性でした。今回の案件については、これまでの評価に加え、特に交雑

性のところは昔に加えて 近のリファレンスも加えられて丁寧な説明になっているような気が

します。ですから、国内的に私は、この分科会の検討結果のご報告は結構だと思います。 

 国際的には、これはちょっと教えていただきたいのは、例えば資料２－２の22ページの真ん
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中辺に表が２つあります。表の上に「なお、組換えダイズＡ2704－12は、これまでにいずれの

国においても商業的に栽培されたことはない」というふうに書いてある。その下の表で、カナ

ダとアメリカにおいてはかなり早く、99年とか96年に栽培が承認にされたわけです。ここで申

請する理由というのは、栽培されてはいないけれども混入があるかもしれない、それから、混

入したときに日本に入ってくるかもしれないと、そのようなことの先取り的な申請になるわけ

ですか。それから、もう１つは、これはご説明いただいたように、環境に対する生物多様性と

いうのは議論が尽くされているから良いのですが、いずれにしても元々栽培ということで申請

されていないコモディティーですから、今までに日本で承認されたダイズとはちょっと違いま

す。今まではほ場栽培とか隔離ほ場栽培という使用を含めたものが承認されてきた。今回は、

栽培を含めない使用で申請されています。それでも今回は念のため幾つかのほ場試験を課して

いるということですが、いろいろな国際的組織や国々も、そういう場合には、ほ場テストは課

さないのが一般的です。あるいは必要ならば、ほかのところで行われたほ場試験のデータで説

明するということで、栽培がないものについては承認するというのが一般的です。しかし、こ

れは今後もこういうケースが増えることが予想されますので、現在の国際的な見方で見ればこ

れはかなり特別なケースにきているという感じがいたします。 

 以上です。 

 

○原田座長 

 どうもありがとうございました。 

 分科会の方ではそういう議論はありましたか。 

 

○近藤委員 

 そういう議論は特にありませんでした。 

 

○林委員 

 ですから、これについてどうこうというつもりはありません。ただ、位置づけとしてはそう

いうことです。 

 

○原田座長 

 はい。どうもありがとうございました。 
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  今のお話とちょっと関係しますが、この前もお願いしましたが、この参考資料２の案件が

なくなった段階でも結構ですが、今の参考資料１の方、これは審査の年代順に書かれています

が、参考資料２みたいに植物種ごとのもあると過去にどういう作物でどうだったか見るのが大

変楽になると思いますので、ご検討いただければと思います。 

 

○東條技術安全課長 

 事務局の方でまたそういう整理もしていきたいと思います。 

 

○原田座長 

 お願いします。 

 よろしいでしょうか。ほかに何かご意見、ご質問ございませんでしょう。近藤委員も特によ

ろしいですか。 

 

○近藤委員 

 今日も何点か単純なミスを指摘されまして、分科会でも随分いろいろな指摘があって、その

前に事務局の方でも大分指摘をされているのですが、毎回見落としがあるなということで反省

しています。もう少しきちんとやっていきたいなと思っています。 

 

○原田座長 

 やはり目が多くなるとそれだけ当然気がつくと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、今ご意見をいろいろいただいたわけですが、総合検討会としての意見をとりまと

めたいと思います。今ご指摘があったのはどちらかというとマイナーな問題がほとんどだった

と思いますので、次のようにしたいと思います。 

 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適

正であると判断しますということで、細かいところは事務局の方で訂正していただければよろ

しいのではないかと私は判断します。そういうことでよろしいでしょうか。 

 では、事務局の方から申請者に伝えることと、それからマイナーな修正点がいくつかござい

ましたけれども、その点をよろしくお願いしたいと思います。 
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              （２）そ の 他 

○原田座長 

 それから、議事の２でございますけれども、その他となっていますが、何か事務局の方から

ございますか。 

 

○深瀬技術安全課長補佐 

 次回の総合検討会についてですが、10月５日木曜日の午前10時半から開催させていただくと

いうことで、ご連絡申し上げているとおりでございます。開催場所につきましては追ってご連

絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○原田座長 

 では、そのように皆様どうか手帳に書いておいていただければありがたいと思います。 

 こちらの方からはないと思いますけれども、本日の議事全般について何かございましたら伺

いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○髙木委員 

 １つよろしいですか。先ほど課長がおっしゃったバイテクコミュニケーションという委員会

ですね。あれはこういう１件１件の案件に対して行うのではなくて、こういう組換え作物全体

に対する有識者の意見のようなものをあげているわけですか。 

 

○東絛技術安全課長 

 先ほどあいさつのときに申しましたバイテクコミュニケーション企画会議ですけれども、昨

年まで委託事業としてパンフレットをつくったり、出前講座をしたり、講演会を開いたりとい

う活動をしていたんですが、戦略性がないとか、喜ばれる活動はしているが、見えにくいとか

という課題がありました。それから一方で、大学等でサイエンスカフェ等いろいろな取組が出

てきているけれども、そういう新しい取組との連携がまだ十分ではないのではないか。そのよ

うな反省から、今年から有識者の方々からオープンの場で助言をいただきながら、それをもと

にコミュニケーションの活動をもう少し戦略的に進めていけないかということで設置をしたと

いうことでございます。 



－－ 20

 具体的には、今年は取組としては地域ごとにモデル的にコミュニケーション会議というよう

なものを全国８ヶ所ぐらいでやってまいります。それから、いろいろな団体あるいは大学等と

の連携できるようなスキームをとして、こういうことをやりたいというのを公募をしまして、

それについて中身を見て支援していくというようなことにしました。それから、 近ＩＴの活

用というのがよく言われていますけれども、そういった分野でも今まで以上にやっていこうと

いうことです。 

 ７月11日には委員の先生方からいろいろご意見を伺ったので、それを踏まえて具体的に進め

ていきたいと思います。また、今年の活動結果をその場に報告をして、さらにまた助言をいた

だきながら進めていくというふうにしたいと思っています。 

 お気づきの点がありましたらぜひお声をかけていただければと思います。 

 

○髙木委員 

 遺伝子組換えに対して非常に強い懸念を有している人もいますが、そういう人も入っている

のですか。 

 

○東條技術安全課長 

 今の有識者の会議の方は消費者団体、生産者の団体もいますし、それから大学の先生、マス

コミ関係と、比較的幅広くいろいろな方に入っていただいています。技術開発に詳しい方もい

らっしゃいますし、そうでもない方もいらっしゃるということで、そういうところでいろいろ

ご意見を伺いながら、どういうふうにコミュニケーションしていったらいいかという点につい

て助言をいただきたいと思っています。 

 

○原田座長 

 よろしいでしょうか。 

 何かございますか。 

 

○林委員 

 簡単に、日程のことで。ちょっと夏休みにもなりますので、ちょっと念を押させていただき

ますが。９月４日に分科会があって、その次は10月５日に総合検討会があると。これから10月

まであと２回、そういうことですね。 
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○深瀬技術安全課長補佐 

 はい。あと10月５日の総合検討会の後にも10月27日に分科会が入っています。 

 

○林委員 

 ありがとうございました。 

 

○原田座長 

では、ほかになければ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をいただき誠に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。 

 

               閉    会 

 


