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生物多様性影響評価検討会総合検討会 

平成２１年３月１０日 

於：農林水産技術会議委員室 

 

 

＜開会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、定刻より若干早いですが、先生方皆様おそろいになり

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したいと思います。 

 本日はご多忙のところ、各先生方にお集まりいただきまして、まことにありがとうございま

した。なお、本日でございますが、武田委員は所用によりご欠席とのご連絡をいただいており

ます。 

 なお、開会に当たりまして、技術政策課長の横田課長のほうから一言ごあいさつをいただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○横田技術政策課長 どうも先生方、お忙しいところありがとうございます。最初に、最近の

動きを、３つほどお話ししたいと思います。 

 もうご存じの先生方もいらっしゃると思うんですが、１つは省全体の基本計画の動きでござ

います。平成17年に今の食料・農業・農村基本計画というのができまして、これは５年程度で

見直しを行っていくんだということがございましたので、ちょうどこれから見直しに入りまし

て、おそらく来年の３月ぐらいには省全体の基本計画も見直されていくだろうと思います。そ

のときに大きなテーマとしてあるのが、担い手の問題と農地の問題、あともう一つが技術の問

題だと思っております。 

 ２点目が、私どもの研究基本計画でございます。これも省の基本計画と同様に、平成17年に

作成いたしまして、おおむね５年ごとに見直すということになっておりますので、今見直しの

検討を始めまして、来年の３月ぐらいには新たな研究基本計画ができ上がるという形で進めて

おります。この研究基本計画におきましては、農林水産技術会議の中で検討を行っておりまし

て、２月から本格的な検討を開始して、大体月に１回ペースで、技術会議の委員７名に専門委

員を３名ほど加えまして、10名程度の委員によって中身についての検討を行い、３月ぐらいに

は新たな研究基本計画ができていくという予定になってございます。 

 ３点目でございます。３点目につきましては、昨年の１月にＧＭＯの研究戦略というものを

まとめております。この中で、研究につきましては、新農業展開ゲノムプロジェクトという予
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算を今年度から起こし、５年以内に実用品種をつくると。この研究戦略に基づいて現在のプロ

ジェクト、研究を進めておるわけでございますけれども、その中の一つとして、ＧＭにかかわ

っている研究者の方々が集まっていろんな情報交換をしようと。シーズ、ニーズ、双方お持ち

の方々が集まっていろんな意見交換、情報交換をしようということもテーマの一つに上がって

おりまして、これがまだ未実施でございました。年度明けて４月下旪にはＧＭ関係の研究フォ

ーラムというものを実施したいと思っております。あくまで研究開発に携わっている方々、ま

たニーズを要望している方々、そういう方々が一堂に集まりまして、実用化に向けての意見交

換をするという場を設置したいと思っています。現在中身の詰めをいろいろ行っておりますの

で、また具体的に場所とか時間等が決まりましたら先生方のほうにも情報提供させていただき

ますので、ＧＭ研究をやっている方々とか、最近の研究でいろいろ困っているんだよねという

方々がいらっしゃいましたら、ぜひ情報提供をいただきまして、そのフォーラムのほうに出席

いただけますよう、先生方にもご助力いただければと思います。 

 非常に簡単でございますけれども、最近のポイントを３点、ごあいさつにかえさせていただ

きます。 

○ 浦野技術政策課課長補佐 ありがとうございました。 

 

＜配布資料の確認＞ 

 そうしましたら、議事に入ります前に、本日の配付資料一覧に基づきまして、資料確認を行

いたいと思います。 

 配付資料一覧の次が議事次第、次が各先生方の委員名簿、続きまして本日の座席表、続きま

して資料１ということで、本日の審査状況。資料２－１といたしまして、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トウモロコシに関する農作物分科会における検討結果。資

料２－２がそれに関する資料でございます。資料３－１が、高オレイン酸含有及び除草剤アセ

ト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズの農作物分科会の検討結果。資料３－２がそれに関します資

料でございます。資料４－１が、低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダ

イズに関する農作物分科会における検討結果。資料４－２がそれに関します申請書の概要でご

ざいます。資料５が、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関す

る法律」（カルタヘナ法）の施行状況の検討についてということでございます。資料６が、生

物多様性評価検討会の公開及び調査審議方法についてということでございます。参考資料１が、

本日現在、カルタヘナ法に基づいて承認された農作物一覧でございます。参考資料２が、学識
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経験者の意見の聴取を終え審査途中の案件一覧ということでございます。以上でございますが、

資料に落丁等ございますでしょうか。 

 

＜参考資料の説明＞ 

 それでは、私のほうから、参考資料１及び２に基づきましてご説明をさせていただきます。 

 前回の総合検討会は昨年10月に開催されましたので、それ以降の審査、承認状況についてご

説明をさせていただきます。１月29日現在でございますが、承認された作物といたしましては、

参考資料１の10ページ目をごらんいただければと思います。農作物では10個の作物で118の品

種というか、イベントが承認をされております。新たに承認されたものといたしましては、３

ページ目の一番上の７番、カーネーションが１月29日に承認されております。続きまして、８

ページの上から４つ目、42番、43番と書いてありますトウモロコシ、スタック系統の２品目が

昨年10月14日に承認をされているということでございます。これが前回からの変更点というこ

とでございます。 

 なお、参考資料２のほうにつきましては、既にパブリックコメント等は終了しておりますが、

まだ食品・飼料等の安全性の審査が未確認ということで、今継続案件というものがそこに５品

目ほどございます。 

 参考資料１及び２の説明については以上でございます。 

 なお、傍聴の皆様方には、傍聴される方への留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。 

 以降の議事進行につきましては、原田総合検討会座長にお願いいたしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

＜議事＞ 

○原田座長 それでは、本日は３件、それプラス、あと事務局のほうからその後２件について

説明があるかと思いますが、委員の皆様のご協力で有効に進めていきたいと思います。 

 まず、本日の議題の１番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

認に係る申請書等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

終了しております。本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果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、ご検討をいただきたいというふうに思っております。 
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 議事の進め方といたしましては、まず資料１に基づいて今回の申請案件の審査状況を事務局

からご説明いただきます。その後、個々の申請案件について、委員の皆様と検討し、意見を集

約した後に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。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、資料１に基づきまして、本日ご審議をいただきます申

請案件の審査状況についてご説明いたします。 

 本日のご審議いただく審査案件といたしましては、資料１に記載のとおり３件ございます。

上２件につきましては既に隔離ほ場での試験を終わりまして、一般申請ということで、使用等

の内容といたしましてはそこに記載のとおり、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す。検討状況につ

きましてはその右に記載のとおりでございまして、総合検討会における審議といたしましては

今日が初めてということでございます。 

 なお、３番目の審査案件につきましては、使用等の内容といたしましては、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いうことでございまして、やはり

こちらも同じく、総合検討会における審議といたしましては本日が初めてということでござい

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。 

 それではまず、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トウモロコシについ

て検討したいと思います。 

 まず、近藤委員から、農作物分科会での検討結果につきまして、資料２に基づいてご報告を

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を読ませていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果。 

 名称：除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性トウモロコシ（gat4621,zm-

hra,Zea mays subsp.mays（L.）Iltis）（DP-098140-6,OECD UI:DP-098140-6）。 
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 第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃

棄並びにこれらに付随する行為。 

 申請者：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 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

 本組換えトウモロコシは、アグロバクテリウム法を用いて作出されており、プラスミド

PHP24279に由来するgat4621遺伝子（改変N-アセチルトランスフェラーゼ遺伝子）及びzm-hra

遺伝子（改変アセト乳酸合成酵素遺伝子）を含むT-DNA領域が本組換えトウモロコシのゲノム

中に１コピー移入されており、安定して後代に遺伝し発現していることが、複数世代を用いた

サザンブロット分析及びELISA分析により確認されている。 

  

２ 競合における優位性 

 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なされて

いるが、これまで自生化するとは報告されていない。 

 本組換えトウモロコシには、移入されたgat4621遺伝子によりグリホサート耐性が、またzm-

hra遺伝子によりアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与されている。しかし、自然環境下にお

いて、グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤が選択圧となることは想定されにくい。し

たがって、これらの形質により競合における優位性が高まることは考えにくい。 

 また、我が国の隔離ほ場試験における調査の結果、競合における優位性に関わる諸形質につ

いて、非組換えトウモロコシとの間で統計学的有意差は認められなかった。 

 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た。 

 

３ 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なされていない。 

 本組換えトウモロコシでは、GAT4621蛋白質及びZM-HRA蛋白質が産生されているが、これら
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の蛋白質が植物の生長に有害な影響を与えることは報告されておらず、既知のアレルゲン及び

毒性蛋白質とのアミノ酸配列の相同性は認められていない。 

 さらに、隔離ほ場において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌されて他の植物

及び土壌微生物へ影響を与えるもの、植物体が有し枯死した後に他の植物に影響を与えるも

の）の産生性に関する試験として、後作試験、鋤込み試験及び土壌微生物相試験を行った結果、

いずれについても、本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコシとの間に統計学的有

意差は認められなかった。 

 本組換えトウモロコシでは５つのN-アセチルアミノ酸の有意な増加が認められたが、N-アセ

チルアミノ酸は非組換えトウモロコシの中にも存在するものであり、有害物質であるとの報告

もない。本組換えトウモロコシのアミノ酸組成及び遊離アミノ酸組成について検討した結果、

それらの量は非組換えトウモロコシの変動の範囲内であり、N-アセチルアミノ酸の増加は、植

物体内で合成されるアミノ酸及び遊離アミノ酸の種類及び量に影響を及ぼすものではないこと

が示された。さらに、野生動物が本組換えトウモロコシを摂取した場合を想定して、ブロイラ

ーの飼養試験及びラットの90日経口投与毒性試験を行った結果、本組換えトウモロコシは非組

換えトウモロコシと栄養学的及び毒性学的に同等であることが示された。 

 これらのことから、N-アセチルアミノ酸の有意な増加が野生動植物等に対して有害な影響を

及ぼすとは考えにくい。 

 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、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。 

 

４ 交雑性 

 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た。 

 

５ 農作物分科会の結論 

 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た。 

 以上です。 
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○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、近藤委員から、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、本件について、ご質問、ご意見をいただきた

いと思いますが、どなたからでも結構ですので、よろしくお願いします。どうぞ。 

○井出委員 ちょっとよく理解できていないんですけれども、この厚い資料の28ページ目に選

抜過程というのが書いてあるんですが、それとその次の30ページに遺伝子の分離比というのが

出ているんですけれども、これからすると、この組換えトウモロコシというのは組換え遺伝子

をヘテロで持っているというふうに考えてよろしいんですよね。 

 そうすると、いろいろ調査をした対象というのは、組換え遺伝子をヘテロで持っているのを

対象としたのか、あるいは自殖系統でやっている場合は、ホモのやつと、ヘテロのやつと、ヌ

ルのやつといるわけですね。それを、どれを試験したのかというのが読んでいてよくわからな

かったんですけれども、どのように理解したらよろしいでしょうか。 

 今のところで、組換えトウモロコシと言っているものは、確かに除草剤散布とかをして枯れ

ないわけですから、ホモかヘテロで持っていると思うんですけれども、この場合はヌルのやつ

は抜いてあるということですね。対象としてヌルに交配をしたやつを使ったりしているんです

けれども、このときホモで持っているのか、ヘテロで持っているのかというのは問題にならな

いというのか、それと、最終的に商業系統と言っているやつは一体どういう組成をしているの

かというのが、私の読み方が足りないのかもしれないんですけど、この辺は農作物分科会では

何か。 

○原田座長 29ページの図５の真ん中のところに、供試世代というのがございますよね。これ

を上のところに照らし合わせますと、どういう形になるのかな。 

○近藤委員 自殖でかけていますから、主体的に分離する、例えば表９なんかはそういう材料

を使っているわけですし、それから最終的な試験は自殖系統の中でもヌルじゃないものなので、

ヘテロで持っているものとホモで持っているものと両方入っているということなんですよね。 

○井出委員 そうすると、ホモで持っている場合の発現と、ヘテロで持っている場合の発現が

違うかどうかというので結果が変わってきてしまうと思うんですね。それを一緒にすることに

合理的な理由があるのかというのがまず１つなんですけど、余り問題ないんですか、こういう

場合は。 

○近藤委員 実際にこれはヘテロかホモかと分けられないので、そのまま試験に使っている。

それで結果に多尐ぶれがあるということはないとは言えないかもしれませんね。 



－－ - 8 - 

○原田座長 材料のところには明確な説明がないんじゃないかと思いますけれども。 

○近藤委員 これは組換え体と非組換え体の性質にほとんど差が出てこなかった、有意差が出

てこなかったということから見れば、形質の大部分に関してはヘテロかホモかというのは間違

いなくて、例えば除草剤耐性とかそういうことの程度の差というのはあるかもしれませんが、

そこはここに出てきていないので、ちょっとわからないですね。 

○原田座長 それを分けては試験していないんですよね。 

○近藤委員 ええ。 

○井出委員 もう一つは、ヌルになってしまったものを、例えば種をまきますよね。そうする

と、チェックしない限りはヌルか組換え体かわからないですね。そのときに、例えば除草剤を

かけて枯れなかったということは一体何を意味しているのか。例えばヌルのやつは枯れるはず

ですよね。そのときに、枯れた、イコール、ヌルなのか、あらかじめ全部チェックをしたやつ

でヌルを分けて、組換え遺伝子を持っているものが枯れなかったというのか、その辺もどこか

に説明がないといけないんじゃないかと思うんですけれども、それが読み切れていないのか、

説明がないので、極端なことを言えば、まぜておいて、枯れたやつはヌルで、枯れなかったや

つは組換え体だというふうに言えば、組換え体はみんな枯れないという話になるでしょうけれ

ども。そういうことなんじゃないかと思うんですけど。その辺の理解がいま一つ明確な……、

次のダイズも同じような疑問があるんですけども。 

○原田座長 29ページの図５の供試世代のところにはヌルのものは入っていないんじゃないか

と思うんですけれども。上の表にヌルのものはヌルと書いてあって……。分科会ではこの議論

はなかったんですよね。 

○嶋田委員 この30ページの遺伝子の分離比は、これはゲノム上に１個だけ入っているという

ふうなことを実際にバッククロスでやってみると、そうすると１対１の分離になるので、だか

らそのとおりゲノムの上に１個乗っているねということを確認しているだけですよね。実際に

商業品種育成は、だからその親がヘテロで持っていて、それで別に構わないわけですよね。実

際に優性の発現をしているわけですから、だから除草剤をまけば、それに対して耐性を持ちま

すよね。 

○井出委員 商業品種がヘテロになりますよね。 

○嶋田委員 ええ、ここに商業品種育成と書いてありますよね。だから、この30ページの検定

は何をしているのかといったら、ゲノムの上に何個遺伝子が入っているのかという、遺伝子組

み換えしたそれが１個だということを確認するための、その分離比を見ているんですよね。 
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 だから種子は、当然のことながら、例えば自殖系統のやつとかけ合わせると１対１で耐性と

感受性のやつが出てくると。別に種子は何もそれで、さらにそれをまいてどうこうということ

をするわけじゃないですから、その植物体そのものがヘテロを持っていて、なおかつ除草剤耐

性とかを持っていれば、それでいいわけですから。 

○井出委員 ただ、試験に使う種子というのはどちらかわからないわけですよね。 

○嶋田委員 いやいや、それがだから１対１の期待値どおりになっているというのが、ヘテロ

できちんと補完されているそういう系統だということになるわけですよね。だから、ホモにな

っていたり、ヘテロになっていたりということになれば、当然のことながら１対１からずれま

すから。これ外れないので、だからちょうどヘテロで、BC3とか、BC2とか、そういうふうなも

のは１対１の分離でちゃんと種子をつくるわけですから、だからその植物体そのものはヘテロ

で、それで優性の形質を持っている、つまり除草剤耐性を持っているというふうな理解でいる

のですけれども。 

○原田座長 この29ページの上の交配のものからいくと、全部ヘテロなわけですよね。 

○嶋田委員 尐なくともそういう結果になっていますね。BC0も、BC1も、それからBC2も、BC3

も、そういうふうな形になっています。それは意図してバッククロスでやっているわけですか

ら当然のことです。ヘテロで持っているけれども、ゲノムの中に１個あるその遺伝子が世代を

追っていくうちに消えてしまうことがないかということを今確認しているわけですよね。そう

すると、BC0からBC1、BC2、BC3となっても全然、安定して必ずこういう状態のゲノムで１個持

っているという、そういうふうな系統がきちんと確保できたということですから、それを商業

品種育成のほうに回すということですよね。 

○井出委員 商業品種はホモになっているんですか。それはわからない。 

○嶋田委員 いや、ヘテロじゃないですか。 

○井出委員 ヘテロのまま使っているんですか。 

○嶋田委員 というか、実際に植物体そのものが優性形質である除草剤耐性を、１個遺伝子を

持っていればそれでいいわけですよね。だから、農家がさらにその植物体の種子をまいてとい

うことをすると、今度は感受性のものがいっぱい出てくるので、逆に農家はそれができないよ

うになっているわけですよね。そこに仕組みがあるわけです。 

○高木委員 この会社から買わないといけない…… 

○嶋田委員 買わないといけないということになります。 

○高木委員 今までホモにして商業生産していた例のほうが多くないですか、そんなことない
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ですか。 

○嶋田委員 私が理解している限りでは、ヘテロで売ったほうが、つまり農家は自分のところ

で栽培することができないので、どうしても種苗社から種子を買わなきゃいけないので、そっ

ちのほうがもうけはちゃんと確保できるんじゃないでしょうか。 

○小野里委員 これ、種をとる親は、農家に売る種、それをとる親はヘテロですね、これでい

くと。そうしますと、４分の１がヌルで出てくる、農家がまいたときに。４分の１はホモで、

２分の１がヘテロで、もう４分の１がヌルになるんじゃないかなと。それで４分の１を無駄に

するつもりで除草剤をまいていくのかもしれないんですけれども、その辺どうですか。親の固

体がヘテロですと、種は４分の１がヌルになるように思うんですけれども。 

○嶋田委員 だから、それをどうやって開発業者がそれを識別するかという…… 

○小野里委員 そうです、農家に種を売るときですね。 

○嶋田委員 その前段階でどうやって、商品として常に除草剤体制のそういうヘテロのやつを、

まだまく前からそういうことができるのかという、そういう話ですよね。 

○小野里委員 そうです。だから、自分でホモのものを持っていれば、組換え体でないものと

交配して、すべてヘテロで売ることはできますけれども、この図でいきますと、ヘテロは、除

草剤をまいて種をとればヘテロの固体の子供はとれますけれども、それは４分の３しか遺伝子

が入っていないわけですよね。 

○嶋田委員 だから、バッククロスと書いてあるBC3とかBC2というやつは、みんなヘテロで安

定しているかどうかということを見るわけですよね。ここから商業品種育成にすれば、そこで

実際にホモをつくるんですかね。 

○小野里委員 それだと理解できるんですけど。 

○嶋田委員 ホモをつくって、それで次に自殖系統とかけ合わせて、それで種が全部ヘテロに

なってと、それを農家に売るという形でやるんだろうと思いますけど。 

○小野里委員 ただ、これはダイズじゃなくて、あれでしたっけ、トウモロコシ……。 

○高木委員 その部分はこの審査のところに書く必要はないということで、実際はホモにして

いる段階があるんだけれども、テストは全部ヘテロでやったと、そういうことですよね。 

○嶋田委員 だから、「商業品種育成へ」と書いてあるから、BC3イコール商業品種だとは書

いていないですから。 

○高木委員 そこからホモをつくって、そしてヘテロにして、必ず遺伝子が１個は入っている

ようにしていると。 
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○嶋田委員 というふうに理解しているんですけど。 

○井出委員 ですから、途中でいろいろ試験をしているでしょう。例えばいろいろな性質を見

ているのは、一体何を見ているんだと。 

○嶋田委員 何を見ているかというと、ゲノムの中に１個あるのかということですよね。 

○井出委員 いやいや、その形質をいろいろ見ていますよね。通常やるような。組換え体とし

て、本組換えトウモロコシというのが一体、ずっとヘテロで維持してきているわけですよね。

それを自殖したり、バッククロスしたりした種をとれば、必ずヌルも出てくればホモも出てく

るわけですよね。そのときに、栽培試験とかをしたりしたものというのは一体何者なんだとい

う。 

○原田座長 それが書いてあるのが図５で、最後の２行が、例えば除草剤散布試験及びELISA

分析に供試した世代がこれで、それから隔離ほ場に供試した世代がこれだと、それがここに書

いてあるわけですよね。 

○井出委員 ですから、例えば除草剤散布試験だったらBC0×PH1CAというのは、当然ヘテロと

ヌルで１対１に分かれているわけですよね。ですから、そうすると当然、感受性のやつと抵抗

性のやつがまざっている、素直に考えればまざっているわけですよね。それに対して除草剤を

かけたら枯れなかったというのはおかしいじゃないですかという。ヌルのやつはあらかじめ取

り除いてありますよということなら、そういうふうに書いてもらわないといけないんじゃない

ですかね。 

○原田座長 この図でそれを言いたいんでしょうね。ヌルとポジティブに分けてありますから。 

○井出委員 これは最後のやつですね。隔離ほ場試験ではそういうふうに言っているんですよ

ね。だから分かれることは分かれるんですけど。 

○原田座長 除草剤散布試験の中にもこれも入っているわけですよね。 

○井出委員 それでいいということですかね。 

○原田座長 その辺の説明があったほうがいいとは思いますけれども。トウモロコシでこうい

う仕事をしている方にとっては、これだけ、29ページの表と図があれば…… 

○井出委員 わかるのが当然と。 

○原田座長 じゃないかと思いますけどね。 

 皆さん何か説明を加えたほうがいいというご意見があれば。 

○林委員 私、今までのこういういろいろなケースを見ると、井出先生がご質問になったよう

なことについて細かく説明しているケースはないというふうに記憶しています。それは今まで
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原田先生とか嶋田先生がおっしゃいましたご説明が言外にあるということでございます。 

 それから、あと僕はよくヨーロッパの連中なんかと話しますと、実際に種というのは、特に

ヨーロッパのほうでは、みんなhybrid seedを買うわけです。自分で種をまいてとるというよ

うなことはない。だから、そういう分離とか何とかということは、そういうことはないという

前提でやっているわけです。ですから、材料についてのホモ、ヘテロというようなことの前に、

一作したら、収穫物は全部プロセスされちゃうから、だからそのものも終わりだし、次の作付

は新しくF1種子を買ってまく。そういうことで極めて明快なんですね。ですから、今のような

ご疑念は生じないわけです。 

 そんなようなこともありまして、今のようなご質問で私はいいと思いますけども。これを今、

全部そういうことにある程度さかのぼって、そういうことをなしでやってきているということ

が、それじゃ、これからどうするのということになって、そういうふうにしなければならない

ような明らかなネガティブなことがどこかの科学的なジャーナルに出て、そういうことがあれ

ば必要だと思うけれども、そういうことがなければ、それはこのままでいいということになる

と思いますけど。 

○原田座長 私もこの29ページのところで一応はよろしいんじゃないかとは思っているんです

けれども、どうでしょうか。 

○近藤委員 私こういうのは全然よくわからないんですけれども、井出先生が疑問に思われた

のは、多分この最後の我が国における隔離ほ場試験に供試した世代というのが、自殖でポジテ

ィブなものに自殖系統をかけたものを使っていて、この中にはヌルもあるんじゃないかという

ことですよね。 

○井出委員 そうですね。 

○近藤委員 これだとちょっとわからない。 

○原田座長 でも、この上の表からいくと、ポジティブとヌルに分けてあって、それでヌルの

ほうのところはまたヌルをかけたと書いてありますから、今、近藤先生が言われたBC1S1×

PH1CAはポジティブのほうだけになっているわけですよね。 

○近藤委員 はい。そのポジティブなんですが、このポジティブにはヘテロとホモと両方流れ

ているはずです。 

○井出委員 入っているはずですよね。 

○近藤委員 ですね。だからヌルとポジティブしかなければ、そうですね。 

○井出委員 そこがよくわからない。それでいいのかという。 
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○近藤委員 疑問はここですよね。 

○井出委員 全体的にそうなんですけれども。説明されれば説明されるほどよくわからなくな

るんですけど。事前にチェックしたものを使っているということであれば別にあれなんですけ

ども。 

○原田座長 でも、ポジティブのほうからこれ、ヌルが出ますか。BC1S1×PH1CAというところ

に。ここにヌルは出ないんじゃないかと思いますけど。まあ、いずれにしても、商業品種育成

のほうのものですよね、それのもとになるBC0が、それにかけたものはチェックしているわけ

ですよね。恐らく試験に使ったのには、さっき嶋田先生がおっしゃったように、尐なくとも１

コピー入っているのを使っているわけですから。何かもちろんこの29ページ、ちょっと門外漢

にはなかなか解釈をこれだけで全部しろというのは難しいかとは思いますが。 

○井出委員 よくわからないので、時間をとらせてもらっているんですけど、またよく勉強し

てきます。 

○原田座長 尐なくともヌルのものが入っているようなのを供試したということはないんじゃ

ないかと思います。 

○井出委員 結果を見るとそうなんですけれども、ただ、どちらが先かというのと、結局、枯

れたやつもあったけど、残ったやつもあるという中で、残ったやつが試験したやつだというふ

うに言うこともできるわけですよね。もし仮にヌルのやつがまざっているとすれば。そうする

と…… 

○嶋田委員 ヌルとどこにも書いていないんじゃないですか。ヌルはヌルの系統で、ヌルと右

の端っこについているわけですから、それがない状態のもので試験していると理解できますか。 

○井出委員 はい。 

○嶋田委員 除草剤グリホサートと、それからアセト乳酸合成酵素と両方かけても、だから本

イベントだと枯れないわけですよね。非組換えだと全部枯れますけど。 

○井出委員 それはわかるんですけど。 

○原田座長 だから、除草剤をかけて枯れるような種子のロットはもちろん使わないわけです

から、例えばヌルのがまじっていてどうこうということはちょっと考えられないんじゃないで

しょうかね。当然、図５のいろんなテストに使ってあるのは、除草剤をかけても生き残るべき

種子を使ってやっているでしょうから。 

○井出委員 その「べき」というのをどう確かめたのかということが…… 

○原田座長 だから、このものとは別に、そのロットの種子から実生をつくって、そこに除草
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剤をかけて簡単にチェックできますよね。そのロットからサンプリングした種子の中に枯れる

ものが出てこなければいいんじゃないでしょうか。 

○井出委員 ちょっと申しわけないですが…… 

○近藤委員 これやっていてもしようがないような気が……。知らない人間でも幾らでも考え

られるわけですけれども、実際に具体的にどうやっているのかというのは、こういう話をした

ときに出てこないんですよね。 

○原田座長 尐なくとも具体的な方向は生物多様性には直接的には影響ないと思いますので、

特にこれ以上の説明を求めるというご意見がない限りは、このままにしておきたいと思います。 

 ほかによろしいでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 本日、武田先生のほうから若干これに関してコメントが出ていま

すので、事務局から紹介をさせていただきます。 

 まず、資料２－２の４ページの６行目のところなんですが、根には種子根、永久根、支根が

あると。永久根はクラウンより伸び出て地下30～60㎝まで分布し、養水分の吸収を行うと。出

典は農学大事典ということなんですが、武田先生のほうからは、これは冠根の誤りではないか

というご指摘が出されております。 

 事務局のほうから、事前に武田先生からいただいておりましたので、申請者のほうにこの点

を確認したところ、実はこれは農学大事典からの引用ではなくて、農業技術大系からの引用で

ございまして、その農業技術大系ではこのように、永久根からというように書かれているとい

うことでございますので、農業技術大系には、根には種子根、永久根、支根があり、永久根に

ついてはクラウンより伸び出て30～60㎝まで分布するというように記載がされてございますの

で、ここの出典は、確かに農学大事典にはそういうふうに書いていないので、農学大事典とい

う出典は尐しおかしいとは思うんですが、農業技術大系のほうにはそのように記載がされてい

ますので、そのように修正をしたらよろしいのかなというように思います。 

○原田座長 出典の訂正ですよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうです。 

○嶋田委員 ごめんなさい、農業技術大系、何年ですか。今は94年ですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 作物編の７で、追録第８号、61年ですね。 

○嶋田委員 1961年。 

○浦野技術政策課課長補佐 いや、確認できません。 

○嶋田委員 じゃ、それも確認しておいてください。 
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○浦野技術政策課課長補佐 追録第８号の61年としか書いていないので。 

○原田座長 もしかしたらその61年というのは昭和ですか、西暦じゃなくて。 

○嶋田委員 そういう意味なんですか。 

○原田座長 25を足すとそれになるでしょう。 

○浦野技術政策課課長補佐 農業技術大系は加増式で、どんどん追加されていきますよね、ど

んどん挟まっていって、その加増式の中に書いてあったということですが、そこは一応発行年

の確認ということでさせていただきます。 

○原田座長 後ろの引用文献のところに、今は何もチェックすることはないと思いますけれど

も、後でチェックしていただいて、矛盾がないようにしてもらえますか。 

○浦野技術政策課課長補佐 それとあと、武田先生のほうから、資料２－２の、今ご議論いた

だいていた20ページのところなんですけれども、20ページの表９、表10のところなんですが、

ここがBC0とか、BC1とか、そのように記載がされているけども、これは戻し交雑の回数を示す

もので、世代を示すためにはちゃんとBC2-F1のように記載をしなければいけないということで

ございます。 

 以上、この２点がコメントとして出されているということです。 

○原田座長 じゃ、それは事務局のほうで訂正してもらえますよね、今の２点は。 

○浦野技術政策課課長補佐 こちらは申請者のほうに言ってということですね。 

○原田座長 どうでしょうか、ほかに。 

○小野里委員 例えば評価書の14ページ、あちこちに出てくるんですけど、許容値の範囲とい

うのが表の右端のところにあるんですけれども、許容値というのは何を意味するのか教えてい

ただけたらと思って。これ、後ろのほうに、分析値の99％を含むように設定された上限値と下

限値というふうに書かれているんですけれども、許容値というと、その範囲であれば許容され

るという感じを受けるんですけれども、今回のデータはその許容値から大きく外れるものがた

くさん出てくるので、それをどう評価したらいいのかというのがわからなかったんですが。 

○嶋田委員 だからプラス・マイナス99％の範囲でしょう。だから許容値とか何とかって別に、

こういう名前をつけるのがいかがなものかと僕は思いますけど。だからアウトレーヤーを、

１％外れ値があるので、それを入れない99％までを含むようなものを平均値から上下に、その

パーセンテージを99％に伸ばせばいいわけですよね。 

○小野里委員 それで、許容値内に含まれるのであれば許容されるのかなと思うんですけども、

その許容値からかなり外れている結果があって、それについては特にディスカッションされて
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いないんです。 

○嶋田委員 許容値の範囲と呼んでいるものは恐らくあれですよね、非組換えトウモロコシの

ほうの99％範囲ですよね。 

○小野里委員 そういうふうに理解したんですけどね。 

○嶋田委員 そうすると、例えば…… 

○小野里委員 組換え体のほうがそれから大きくずれるものがたくさん出てくるんですが。 

○嶋田委員 そうですね。だから普通、統計的検定をすればいいので、有意確率が0.0072とか

になると有意にずれているということになりますよね。なので、99％範囲を出す必要はないし、

99％そのものは別に統計的な検定の結果を見せるようなものでもないので、だから余計な情報

だとは思いますが、つけておいても別に、だからといって何か誤解されることも…… 

○小野里委員 なぜ許容という言葉を使うのか、そこがよく理解できなかったんです。 

○嶋田委員 ああ、そういう意味ですか。統計的な使い方で許容値というふうに使うかどうか

という、ただその問題ですよね。別に意図してそれを許容するかしないかとかという、そうい

うふうなものを今ここで言っているのではなくて、プラス・マイナス99％の範囲というふうに、

単に統計的に、客観的な指標だとは思いますが。 

○小野里委員 その99％をなぜ許容という言葉を使ったのかということが疑問だったんです。 

○嶋田委員 統計学ではよく、特に薬害とか何かをやるときには普通に使うんじゃないでしょ

うかね。余り私は、よく聞いた統計用語としては余り耳にしませんけど。 

○原田座長 僕は統計には明るくないんですけれども、僕も聞いたことはないです。余り許容

という言葉にこだわることはないんじゃないでしょうか。 

○嶋田委員 例えばconfidence intervalとかって、信頼区間とかと言うでしょう。何を信頼

しているのかというと、別に統計的には何の意味もないですよね。だからそういうものなんだ

と思うんですけど。 

○小野里委員 こういう範囲で信頼できると。まあ、そんなにこだわっているわけじゃないん

ですが。 

 もう一点。この課題について分科会のほうで５回やられているんですけど、何か問題があっ

たんでしょうか。差し支えなければ教えていただきたいんですが。 

○近藤委員 これは随分前のことで覚えていないんですけれども、やっぱりN-アセチルという

ことで、これがいろいろな物質に影響があるのではないかという、摂理化されたものがあるん

じゃないかということで何度かやったような気がしますけども。幾つかそういうことに対して
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追加のデータを出していただいたと思いますけど、もう随分昔のことなのでよく覚えていない

んですけど。 

○小野里委員 今年の２月までやっているんですね。 

○原田座長 アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性という問題については、これが本当に最初だった

か知らないですけれども、とにかく割合最初のほうだったわけですよね、こういうタイプの申

請書は。そういうのもあると思いますけれども。 

 ほかに何かございますか、この件について。よろしいでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、まとめさせていただきますけれども、それでは次のようにまとめ

ようかと思います。申請者から提出された除草剤グリホサート及びアセト乳酸合成酵素阻害剤

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適正であると判断しますと。こういうこと

でよろしいでしょうか。 

 では、ご異議がないので、そういうことにいたします。じゃ事務局のほうから申請者にお伝

えください。先ほどの２点については、前の点ですけども、適当に処理していただきたいと思

います。 

 それでは次に、高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤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きまして、近藤委員より、資料３に基づいてご報

告をお願いします。 

 

＜高オレイン酸含有及び除草剤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を読ませていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果。 

 名称：高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズ（gm-fad2-1,gm-h

ra,Glycine max（L.）Merr.）（DP-305423-1,OECD UI:DP-305423-1）。 

 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、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
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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 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

 本組換えダイズはPHP19340及びPHP17752の２つのプラスミド由来の直鎖状DNA断片php19340A

及びphp17752Aを混合して、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

析及び挿入領域をクローニングし塩基配列を決定した結果、断片を含む核酸の複製物が４つの

領域に挿入されたことがわかった。また、本組換えダイズで特定された４つの挿入領域は、強

く連鎖しており同一遺伝子座に存在すると考えられ、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。 

 本組換えダイズはgm-fad2-1の導入によるジーンサイレンシング機構を誘導することにより、

内在性のFAD2-1遺伝子の発現が極めて抑制（導入したgm-fad2-1遺伝子の発現も同様に抑制）

されていることがノーザンブロット分析により確認されており、その結果、種子中のオレイン

酸の含量が高められていることが脂肪酸組成分析により２世代にわたり確認されている。 

 また、２世代を用いたELISA分析及び除草剤散布試験により、gm-hra遺伝子が発現し、アセ

ト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与されていることが確認されている。 

 

２ 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、自生

化しているとの報告はなされていない。 

 本組換えダイズでは、移入されたgm-fad2-1及びgm-hra遺伝子により種子中のオレイン酸の

含量が高められるとともに、アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が付与されている。しかしながら、

オレイン酸が発芽時におけるエネルギー供給などに特に有用であるという報告はない。また、

自然環境下でアセト乳酸合成酵素阻害剤耐性が選択圧となることは想定されにくい。したがっ

て、これらの形質により競合における優位性が高まるとは考えにくい。 

 また、我が国の隔離ほ場試験における調査の結果、競合における優位性に関わる諸形質につ

いて、非組換えダイズとの間で統計学的有意差は認められなかった。 

 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た。 
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３ 有害物質の産生性 

 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。 

 本組換えダイズでは、GM-HRA蛋白質が産生されているが、当該蛋白質が植物の生長に有害な

影響を与えることは報告されておらず、既知のアレルゲン及び毒性蛋白質とのアミノ酸配列の

相同性は認められていない。 

 また、我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズの有害物質（根から分泌されて他の植物

及び土壌微生物へ影響を与えるもの、植物体が有し枯死した後に他の植物に影響を与えるも

の）の産生性に関する試験として、後作試験、鋤込み試験及び土壌微生物相試験を行った結果、

いずれについても、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間で統計学的有意差は認めら

れなかった。 

 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。 

 

４ 交雑性 

 （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

検討を行った。 

 （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る。 

 （３）影響の生じやすさの評価 

 ツルマメは全国の河原や土手、畑の周辺や果樹園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る。しかしながら、①ダイズとツルマメ

は一般的に開花期が重なりにくいことが知られており、人為的に開花期を一致させて交互に株

間50㎝の隣接栽培を行った場合でも交雑率は0.7％であるとの報告があること、②ダイズとツ

ルマメの交雑を示唆する遺伝子マーカーは検出されなかったとの報告があること、③米国のほ
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場における調査の結果、本組換えダイズと非組換えダイズとの交雑率は、従来のダイズ同士の

交雑率を超えるものではなかったことなどから、本組換えダイズとツルマメの交雑率は、従来

のダイズとツルマメと同等に低いと判断された。 

 仮に本組換えダイズとツルマメが交雑した場合、その雑種はgm-hra遺伝子により、アセト乳

酸合成酵素阻害剤耐性の形質を有すると考えられるが、本形質が競合における優位性を高める

とは考えがたく、アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性の形質を有する雑種が生じたとしても、その

雑種がツルマメの集団において優占化する可能性は低いと考えられる。 

 （４）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 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の申請者による結論は

妥当であると判断した。 

  

５ 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、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た。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま近藤委員から高オレイン酸含有及び除草剤アセト乳酸合成酵素阻害剤耐性ダイズに

ついてご報告をいただいたわけですが、本件につきまして何かご質問、ご意見がございました

ら、どなたからでも結構ですので、よろしくお願いいたします。 

○井出委員 ４カ所ばかり、トウモロコシというのが出ているんですが。 

○原田座長 これは単純ミスでしょうね。２ページの３の有害物質の産生性のところ…… 

○井出委員 １ページの一番下。 

○原田座長 私はトウモロコシというのは３つ気がついていたんですけれども。 

○井出委員 １ページの一番下のところ。 

○原田座長 １ページの一番下にもありますか。これ同じような文章だから、きっとトウモロ

コシのほうからコピー・アンド・ペーストしているときにミスしたんじゃないかと思うんです

が。全部で４カ所ですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 何かダイズとトウモロコシは常にいっぱい出てくるものですから、僕も何回か読んだんだけ

ど。事務局のほうで随分何回もチェックされているんでしょうけれども。 
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○井出委員 安定性のところで、評価書の23ページにプロモーターの脱落というのが書いてあ

りましたけど、このことについて農作物分科会では特段議論はなかったんですか。特にこうい

うことがあっても安定しているというふうに判断するのが妥当というふうにされたんだと思う

んですけど、その辺いかがですか。ちょっとそこの判断についてご紹介いただければ参考にな

るんですけど。たまたまということですけれども。 

○近藤委員 当然、問題の遺伝子でさえも脱落する可能性はあるというふうに思いますし、い

つ脱落するかということで、これはたまたま早いうちに脱落したということで、目的の遺伝子

のほうは安定して伝達されているからいいという、余りここは議論にならなかったと思います。 

○原田座長 ほかにいかがでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 武田委員から、こちらについてもコメントが１つ寄せられていま

して、３－２、概要のほうですね。 

○原田座長 概要のほうを見たほうがいいんですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 ３－２で武田委員から来ていますので。３－２の５ページ、多分、

評価書にも同じところがあるかと思うんですが、そこの５行目のとろころなんですが、ツルマ

メはダイズの祖先と考えられておりというところまではいいんですが、次のところなんですが、

染色体数が同じであることからダイズとの交雑が可能であるという、ここの部分ですが、染色

体数が同じであることから可能であるという記載は、染色体数が同じでも交雑が可能とは限ら

ないので、「染色体数が同じであることから」というのは削除したほうがよろしいと思うとい

う意見が来ております。 

○原田座長 ここのところは、私としては、「染色体数が同じであり」と。「あることから」

というのは確かにまずいと思いますので、「染色体数が同じであり、ダイズとの交雑が可能で

ある」としたらば問題ないんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。そういう訂

正で。 

○嶋田委員 「核型が同じであり」だったらだめですか。 

○原田座長 これも引用なんですよね。 

○嶋田委員 ああ、なるほど。引用だから、わかりました、じゃ、余りいじらずに。 

○原田座長 余りいじらずに、最低限であれば。 

○浦野技術政策課課長補佐 あともう一つ、同じページの20行目なんですが、花粉の生産量が

尐なく、稔性は２～４時間で失われるという、ここの「花粉の稔性」という言葉なんですが、

この「稔性」というのは、むしろ「花粉の寿命は２～４時間で失われる」のほうが適切ではな
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いかというご意見が来ております。なお、事務局で調べたところ、その次に書いてあります文

献ですね、２～４時間のところはその文献は引用していなくて、文献を引用しているのは、そ

の次の、「花粉の直径は21～30μ」という、そこは次に書いてあります文献を引用しています

けども、２～４時間というところは当該文献は使用していないということです。 

○原田座長 私は武田先生のご意見のとおり、ここは「花粉の寿命は」としたほうがいいいと

思うんです。というのは、稔性というと花粉と、それから柱頭の生理的条件と両方入ってきて、

ここは花粉のことだけ触れているわけですから、ここは「花粉の寿命は」というふうに訂正し

たいと思いますけれども、それでよろしいですか。 

○嶋田委員 そうすると、その１個前の19行目では、④として、花粉の生産量、稔性と書いて

ありますよね。そこはどうするんですか。 

○原田座長 何行目ですか。 

○嶋田委員 １行上です。 

○原田座長 じゃ、ここもそうですね。 

○嶋田委員 だけど、これはたしか、こういう項目はもう決まっているんですよね。だから僕

は稔性のままでいいと思うんですけど。「稔性は２～４時間で失われる」でもいいと思うんで

すけど、「花粉の寿命」と書くほうがより正確なんですか。 

○原田座長 というのは、今申し上げたように、僕は稔性というと、どういうわけかすぐ柱頭

のほうの生理的状態を考えちゃうわけですよね。両方の関係があるので、ここは花粉のことだ

け言っているので。 

○嶋田委員 そうすると、④も本来は、行く行くは「稔性」を「寿命」とかというふうにして

おいたほうがいいかもしれないですね。 

○林委員 稔性は、今までですと、アセトカーミンの染色による花粉稔性を言っているわけで

す。それで稔性という用語は生きているわけです。花粉の寿命は、おっしゃるとおり、これは

寿命が正しいんです。３行下にも「花粉の寿命は数時間である」とありますから、ですから時

間の長さなら寿命です。ここで言う稔性は、アセトカーミンの染色というところに花粉稔性と

いう言葉がありますから、その稔性を使っているんじゃないかと思います。 

○原田座長 そうすると、ここはこのままにしておいたほうがよろしいですか。 

○林委員 僕は、④、生産量、稔性という、この稔性はアセトカーミンの場合をずっと今まで

やっていますので、その稔性の言葉だから、これはこれでいいんじゃないかなと思います。 

○原田座長 次のところは。 
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○林委員 次は寿命のほうがいいですね。 

○原田座長 じゃ、そういうふうに訂正していただいて。 

○井出委員 そうすると、稔性に関する情報がなくなりますね。 

○原田座長 ここは、でも、主として交雑のことを言っているところでしたよね。 

○林委員 花粉の稔性という、本文の32ページ、やっぱり染色のことで言っています。調べて

いるんです。 

○井出委員 そうすると、情報としてこれを概要のほうに載せるほうがタイトルとの整合性は

いいということですね。 

○林委員 そうですけども、この辺のところは特に異常があれば記載するけども、異常がない

場合には、本文全部の項目を概要にも載せるということはなかったように思いますけど。異常

があれば書かなきゃならないですが。 

○原田座長 私もそう思いますが。 

 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 それでは、もしほかにございませんようでしたら、まとめさせていただきます。 

 申請者から提出された高オレイン酸含有及び除草剤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ということにしたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

 では、そのようにいたします。申請者によろしくお伝えください。 

 それでは、次に３番目ですけれども、低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート

耐性ダイズについて検討したいと思います。 

 いつものように、分科会での検討の結果を近藤委員より、資料４－１に基づいてご報告をお

願いしたいと思います。 

 

＜低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズの 

生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 それでは、資料４－１を読ませていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果 

 名称：低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズ（GmFAD2-1A,GmFATB

1A,改変 cp4 epsps,Glycine max（L.）Merr.）（MON87705,OECD UI:MON-87705-6） 



－－ - 24 - 

 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、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った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

  

１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 

 本組換えダイズは、アグロバクテリウム法により作出されており、プラスミドPV-

GMPQ/HT4404に由来するGmFAD2-1A遺伝子断片（FAD2-1A遺伝子の部分的な配列）、GmFATB1A遺

伝子断片（FATB1A遺伝子の部分的な配列）及び改変 cp4 epsps遺伝子（5-エノールピルビルシ

キミ酸-3-リン酸合成酵素遺伝子）が本組換えダイズのゲノム中に１コピー移入されており、

複数世代にわたり安定して伝達されていることがサザンブロット解析により確認されている。 

 移入されたGmFAD2-1A遺伝子断片、GmFATB1A遺伝子断片及び改変 cp4 epsps遺伝子の発現は、

ノーザンブロット解析及びELISA解析により確認されている。 

 

２ 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、自生

化しているとの報告はなされていない。 

 本組換えダイズでは、GmFATB1A遺伝子断片及びGmFAD2-1A遺伝子断片の発現により、種子中

の飽和脂肪酸含量が低下しており、オレイン酸含量が高められている。しかしながら、種子中

の飽和脂肪酸含量の低下やオレイン酸含量の増大が発芽におけるエネルギー供給において特に

有用であるとは考えにくい。 

 また、本組換えダイズは改変 cp4 epsps遺伝子の恒常的な発現により、除草剤グリホサート

に耐性を持つ。しかしながら、グリホサートを散布されることが想定しにくい自然条件下にお

いて、グリホサートへの耐性が競合における優位性を高めるとは考えにくい。 

 米国の３カ所のほ場において、競合における優位性に関わる９項目の形質について調査が行

われており、苗立ち株数、50％開花期までの日数及び主茎長について本組換えダイズと非組換

えダイズとの間で統計学的有意差が認められた。しかしながら、50％開花期までの日数及び主

茎長については従来品種の変動の範囲内であり、本組換えダイズに導入されたGmFATB1A遺伝子
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断片及びGmFAD2-1A遺伝子断片の発現は胚特異的プロモーターによって誘導されるため、認め

られたこれらの有意差は、導入された遺伝子断片に起因するものではないと考えられた。苗立

ち株数に関しては従来品種の平均値を下回っていたが、苗立ち株数が低いことが雑草性の増大

に寄与するものではない。なお、苗立ち株数、50％開花期までの日数及び主茎長以外の項目に

ついて統計学的有意差は認められなかった。 

 以上より、影響を受ける可能性のある野生動物等は特定されず、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。 

  

３ 有害物質の産生性 

 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。 

 本組換えダイズに導入されたGmFAD2-1A遺伝子断片とGmFATB1A遺伝子断片は、ダイズの内在

性遺伝子であるFAD2-1A遺伝子とFATB1A遺伝子の一部であり、これらの遺伝子断片のRNAが産生

されることで内在性のFAD2遺伝子とFATB遺伝子のそれぞれの発現が抑制されるが、RNAがアレ

ルギー性や毒性を持つという報告はない。 

 また、本組換えダイズ中では改変 CP4 EPSPS蛋白質が発現しているが、当該蛋白質が有害物

質であるという報告はなく、既知のアレルゲンと構造的に類似性のある配列を有しないことが

確認されている。また、改変 CP4 EPSPS蛋白質は基質特異性が高いため、当該蛋白質が宿主の

代謝系に影響を及ぼし、新たな有害物質を産生する可能性は極めて低いと考えられる。 

 また、温室において、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間で、有害物質の産生性

の有無を鋤込み試験及び後作試験により比較検討した結果、鋤込み試験では統計学的有意差が

認められなかったが、後作試験においてレタスの発芽株数に統計学的有意差が認められた。し

かしながら、生育ステージ、草丈、生体重及び乾燥重においては統計学的有意差は認められな

かったことから、本組換えダイズから有害物質が産生されているとは考えにくい。 

 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、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。 

  

４ 交雑性 

 （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. et Zucc.）は、ダイズと交雑させた
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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、以下の検討を行った。 

 （２）影響の具体的内容の評価 

 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る。 

 （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る。 

 しかしながら、本組換えダイズとツルマメは、それぞれの集団が隣接して生息し、かつ開花

期が重なり合うような特殊な条件であっても交雑率は極めて低い。また、本組換えダイズは限

定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場での使用であるため、交雑する可能性はさら

に低くなると考えられる。仮に交雑したとしても、その雑種が我が国の自然条件に適応して、

野生植物を駆逐していく可能性は極めて低いと判断された。 

 したがって、交雑性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれはないと判断された。 

 （４）生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 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の申請者による結論は

妥当であると判断した。 

 

 ５ 農作物分科会の結論 

 以上を踏まえ、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場にお

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の生物多様性

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た。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま近藤委員から、低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズに

ついてご報告をいただきましたが、本件につきまして何かご質問、ご意見がございましたら、

どなたからでも結構ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 何かございますか。どうぞ。 
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○林委員 ２つございまして、１つは、古い話になりますけども、去年10月２日の総合検討会

で、私は皆さんに、農環研のお仕事の紹介があったときに、加えて生資研のお話をしたときに、

これはCrop Scienceに出た内容なんですけども、間違ったような説明をしているものですから、

そこのところを訂正させていただきたいと思います。 

訂正のメモは事務局のほうにお届けします。ダイズと近接しているツルマメの自然集団につ

いての解析ですと。細かいことは省略しますが、交雑率は北0.8、中央で2.2、南部で3.3、平

均で2.2％ということで、あたかもGlycine maxとGlycine sojaとの自然交雑率ととれるような

発言をしているんです。これは間違いでして、この文献をよく見ますと、これらの値は「ツル

マメの自然集団の間の交雑率」なんです。 

○嶋田委員 いや、そのようにおっしゃいましたし、私もそのように認識していますが。 

○林委員 いや、ここの文章は、あたかもmaxとsojaとの交雑率のようにとれるので…… 

○嶋田委員 林先生のその発言がですか。 

○林委員 そうです。それで、ここで2.2％を、maxとsojaの交雑率というふうにおとりになる

と困ると思って、2.2％は、それはGlycine sojaの自然集団間中の平均的な交雑率であると訂

正させていただきます。 

○嶋田委員 Kuroda,ItayaのCrop Scienceは、ツルマメの自然集団の…… 

○林委員 言葉としては、ツルマメの自然集団間の。 

○嶋田委員 そうです。 

○林委員 加えて、その後に、ここで、嶋田先生もごらんになったと思いますが、この文献そ

のままの意味では、日本北部から南部にかけての７つのツルマメの自然集団と、それと50ｍ以

内の栽培ダイズ、今度はmaxとsojaとの間にジーンフローは検出されていなかったというふう

にされています。それを加えさせていただきたいんです。そうじゃないと、maxとsoja、それ

からsoja間ということがはっきりしないので、そういうふうに、不確かなことを申し上げたの

をおわびして、ここを訂正させていただきたいと思います。 

○原田座長 具体的にはそれでしょうか、今日の議事録に今、林先生が言われたことを書いて

おけばいいわけですね。 

○林委員 はい、そうです。 

○浦野技術政策課課長補佐 今日、林委員からそのような話があったので、今日この場で訂正

してくれということがありましたので、そこの部分を訂正させていただくということでよろし

いですか。 
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○嶋田委員 発言のテープ起こしも私たちのところに配られているんでしたっけ。 

○林委員 もちろん。 

○原田座長 でも、今、林先生がおっしゃったのは、10月24日、あれは総合検討会での…… 

○林委員 総合検討会で、たしか農環研の仕事の紹介があって、そのときに、３万2,000分の

１、それから開花期を合わせても１万1,000分の１件、非常に立派なお仕事なんですけれども、

それとは別に、北から南へのツルマメの集団がどうかというようなことでご質問が嶋田先生か

らあって、それに関する仕事は生物研のほうは遺伝子マーカーも調べてやっていますと、それ

についての説明だったんですね。その説明が、soja間の交雑とGlycine maxとsojaとの交雑と

ごっちゃになったような発言になっていたので、そこのところを訂正させていただく。これが

一つです。 

 もう一つあります。資料４－１（検討の結果）の２ページの交雑率のところなんですけれど

も、資料３－１（検討の結果）と比べますと、（１）、（２）はほとんどそのままの書き方に

なっています。（３）の影響の生じやすさの評価というところが、３－１は①、②、③とかな

り具体的に細かく、しかも①、②はピアレビューの入った文献が出ています。一方、４－１は

そういう文献の紹介はなくて、ずっと文言になっているわけです。それで、これは隔離ではあ

りますけれども、Glycine maxとsojaとのことをいろいろ懸念される方は多いので、ここまで

はわかっているし、国際的に通用する文献で認められているところなので、そこのところまで

ははっきり書いて、ここまではわかっておりますということを書いたほうが、ほかの方にわか

っていただくときにいいんじゃないかと思います。ですから、できれば①、②、③全部とは言

わないけど、尐なくとも①、②はピアレビューの入った文献ですから、それは４－１にも加え

ていただいたほうがいいんじゃないかなという気がします。 

 それで、もしも今後のことを申せば、先ほども触れました農環研の仕事も、これは組換え体

Glycine maxとsojaとの関係をやった唯一の仕事なんです。あとはみんな非組換えダイズと

sojaとの間です。ですから、組換えダイズとsojaとの関係についてはこういう例もありますと

いうことで、それを引用できればと思います。 

 尐なくとも、この文言だけでずっと４－１を読むと、何も科学的データなしで言っているん

じゃないかともとれますから、そうではありませんと、これだけの科学的データがあって申し

ていますということをはっきりしたほうがいいんじゃないかと思います。該当部分の本文中の

記述はほとんど同じで、両方とも書いてあって、「結果」の一方は書いてある、片方は落とし

たということはしないほうがいいんじゃないかと思います。 
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○嶋田委員 林先生のご指摘の部分なんですけど、確認ですが、この概要はどこがつくるんで

すか。事務局ですか、それとも開発業者ですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 概要ですか。これは分科会の報告ですから、分科会の検討結果で

すから、最終的には分科会がつくるものです。 

○嶋田委員 ということは、近藤先生がということですよね。実際には、報告は、事務局も近

藤先生をサポートしてこういうのをつくるんでしょう。 

○浦野技術政策課課長補佐 実際にはそうです。 

○嶋田委員 つまり私が言いたいのは、要するに両方ともNakayama and Yamaguchiの2002年と、

それから農環研の何万何千粒の中の何個とかという、３万2,502粒のうちの１粒とか、そうい

うのが両方出ているんですよ。書き方が大きく違うので、それで多分、林先生はそろえたほう

がいいんじゃないかと。しかも２つ出したほうがいいんじゃないかという、そういうご指摘で

すよね。 

○林委員 尐なくともピアレビューに入っていることは書いても差し支えないと思うんですよ、

最低限。もしも③のように米国ほ場のことも引用できるということであるならば、農環研の仕

事はもっとうんと手の込んだ仕事をしているので、書いてもいいんじゃないかと、そういうこ

とです。 

○嶋田委員 そう思います。農環研のやつはかなり大々的なほ場実験ですので、むしろそっち

のほうを取り上げたほうがいいかもしれません。 

○林委員 しかもＧＭダイズを使っているということで、非常に価値が高いと思います。 

○嶋田委員 なので、今後、交雑性の部分のダイズとツルマメに関する影響の生じやすさの評

価のところは、そういう書き方でそろえればいいような気がしますけどね。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうしますと、こちらにつきましては書き直しということになり

ますので、農作物分科会にもう一回、確認案件でいつもお願いしている、確認案件になります

ので、もう一度農作物分科会にバックしなければいけませんので。 

○原田座長 これは今、４－１とか３－１というのは検討の結果であって、一般に公開される

のは概要の方ですよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 いえ、こちらも公開されます。 

○原田座長 これも公開されるんですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 概要のほうには詳しく書いたんじゃないかと思いますけれども、これ何ページに
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なりますかね。38ページぐらいですか。 

○嶋田委員 39ページです。 

○原田座長 どうすべきか、委員の皆さんの意見に…… 

○林委員 農環研の仕事も出ているし、Kuroda,et al.のCrop Scienceも出ていますね。 

○原田座長 こっちも公になるものですから、次の分科会のほうにまた戻してやるまでのこと

も僕は、林先生のご意見もよくわかるんですけども、こっちにこうやって書いてあれば、これ

でいいような気もするんですけども、どうですか。 

○林委員 一般の方はもうこの薄い資料４－１しか読まないですよね。 

○嶋田委員 と思いますね。 

○林委員 ですから、これだけ一人歩きして、この３－１と４－１とでダイズとツルマメの関

係がテキストではほとんど同じことを言っているんですよ。こっちの「結果」では落差が大き

い。そこは避けたほうがいいんじゃないかということなんです。これは今後もあることですか

ら、ダイズとツルマメの関係については、ここまでのことはわかっていますということで書く

ことでとおして、それでこれを、その後変えたりしないで、それを明らかに否定するようなこ

とがあれば、ここは不適当だと落とすと。そうでない限り加えたり落としたりしないでずっと

通さないと、一貫性がないんですよね。それはなるべく避けたほうがいいんじゃないかという

意見です。 

○原田座長 手続として事務局のほう、いかがですか。次の分科会のほうに。 

○浦野技術政策課課長補佐 ちょっと手続的なことをお話しさせていただきますが、こちらの

３－１とか４－１というのは、手続的には農作物分科会における検討結果という位置づけでご

ざいますので、農作物分科会の各委員がこれでいいということで、本日、総合検討会に上がっ

てきたということでございますので、この場で総合検討会のほうからもう一度そこについては

申請者がつくった評価書に基づいて丁寧にきちっと書くべきではないかというご指摘が出たと

いうことは、手続的に言わせていただければ、農作物分科会の検討結果をもう一度、再考とま

では言わないですが、きちっとそろえて書くようにというご指示でございますので、もう一度

農作物分科会に、審議の差し戻しではなくて、検討結果、農作物分科会に出られている先生は

ご存じだと思いますが、要は確認案件というのにもう一度かける必要があって、それをかけた

上で、また再度、総合検討会のほうにお諮りしないと手続的にはまずいと思います。 

○嶋田委員 農作物分科会の場で案件を確認するか、あるいは農作物分科会の委員にメールで

持ち回りでやるのか、後者でもいいんですか。 
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○浦野技術政策課課長補佐 それは近藤座長のご判断だと思います。 

○嶋田委員 わかりました。そのほうが早いと思いますので。 

○近藤委員 農作物分科会はどうせまたやるんですよ。だけど、総合検討会が開かれないと承

認されないんですよね。そちらがネックになるので。 

○嶋田委員 それはいつになりますか。 

○浦野技術政策課課長補佐 まだ各先生方のご予定を今伺っている最中ですので、ちょっとは

っきりといつとは、まだ今この場では申し上げられませんけども、４月の終わりから５月の初

めごろですね。 

○嶋田委員 でも、そうすると逆に、開発業者のほうはその分だけ待たされてしまうわけです

よね。 

○浦野技術政策課課長補佐 もし、ここで近藤先生のお許しがいただけるならば、これについ

ては、例えば総合検討会の原田座長のお許しがいただけるならば、開くまではないけども、ま

ず農作物分科会の先生に全部メールで回して確認をとってくれと。それをもって総合検討会の

ほうにもメールで確認を、今日ご出席の先生と、武田委員を含めて、メールの確認でいいとい

う、要は開催するまでもないというあれがいただければ、それは差し支えないと思います。 

○原田座長 じゃ、その点は今クリアにしたいと思いますけれども、近藤先生、分科会のほう

はメールなり郵便なりで、あるいはファクスなりで了承するというのはどうでしょうか。 

○近藤委員 それは構わないと思います。今のご意見、何も反対する理由はどこにもないわけ

ですから、書き加えるということで全然問題はないと思うんですが、それを総合検討会の立場

としてどう……、いいんですかね、それで。 

○原田座長 今説明があったように、総合検討会として分科会のほうに確認を、何とおっしゃ

いましたかね…… 

○近藤委員 そうすると、ここで一応ある程度結論を出しておく必要があるかと思うんですが、

分科会のほうが今のご意見に従うということであれば、総合検討会としてはそういう方向で行

くということ…… 

○原田座長 そういう方向で行って、なおかつ、今申し上げようと思ったんですけども、今日

武田先生はご欠席ですけれど、あとの委員は全部おられるわけですから、話はよく見えている

わけなので、こちらのほうもファクスなりＥメールなりで了承をとるように事務局のほうにこ

こはお願いしようと思っているんですけども。 

○近藤委員 そうすると、基本的には結論が出ていて、それの確認のためにするということで
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すね。 

○原田座長 そうですね。何かあれですね、差し戻しと言うと強過ぎるので、分科会のほうに

確認とおっしゃったかな、いい言葉なんでしょうけども、そういう手続で進めるので、よろし

ければ、この総合検討会の委員の方々もそれでよろしいということであれば、そのようにした

いと思いますが。 

○近藤委員 ただ、これは大した問題というか、異論のある話ではないんですけども、分科会

の委員はこの場にいないわけですね。そうすると、ここの議論が見えないですよね。今までも

この検討の結果というものに関しては案件ごとに違った表現がされていまして、特にこれはた

またま同時期にやっているから違いがわかるんですが、時期が違うと全く違う表現になってい

るわけですね。何でこれだけ合わせなきゃいけないんだという議論は当然出てくると思うんで

すよね。 

○浦野技術政策課課長補佐 一番直近の農作物分科会が３月30日ですので、そちらのほうで農

作物分科会の先生方にお聞きするということはできます。 

○原田座長 そのほうがよければ。 

○近藤委員 私は、今までこういうのがたくさんあるにもかかわらず、何でこれだけがという

ことは当然出てくるので。 

○原田座長 分科会でもしやるとしたら、林先生も大体ご出席されるし、嶋田先生も出席され

るんじゃないかと思うんですけど、私も出席しますので、この総合検討会の雰囲気なり、なぜ

これだけこういうふうにお願いしたいのかということは十分に説明したいと思いますけれども。 

○林委員 今の近藤先生のお話ですけども、私は分科会及び総合検討会を通じて、議論は基本

的にはなるべく科学文献に基づいたことを基礎として、それにそれぞれの専門の先生がこうや

って議論するということが重要なんじゃないかと思っております。それで、基本的にいろいろ

な文献に差し込まれたことについての記述についてはなるべく統一的に出すという、そういう

ことを申し上げているんです。 

 それはむしろそろえたほうがいいんじゃないかというふうに、ケース・バイ・ケースとはい

っても、同じことについて述べたことが申請書でも同じように書かれていること、それが「結

果」にまとめられていれば、それは同じ表現で書かれたほうが、それは一貫性ということ以外

に、外から見たときに、日本はどういうような基準でやっているということになって、これこ

れの科学的文献についてやっていれば、その信頼性も増します。科学的に同じことを異なる文

言で言っているということが通れば、どういうことかということで、その信頼性を損ないます。
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私は国内の一貫性と国際的な信頼性と、そういうことで、科学的に述べる表現についてはなる

べく同じように、ケースやイベントは違っても、やっていったほうがいいんじゃないかなと、

そういう意見です。 

○原田座長 皆さんその点は十分に理解できたと思いますので、じゃ結論としては、30日の分

科会でもう一遍これを確認していただくと。その後は、総合検討会のほうは、もう私はＥメー

ルでもファクスでも何でも構わないと思いますので。 

○近藤委員 今、林先生がおっしゃったことは、私もこの前の分科会のときに、今までケー

ス・バイ・ケースで、必ずしも、似たような案件でも同じじゃないことがあったと。だけど、

これからはそろえるようにしましょうというふうに申し上げたと思います。ですから、林先生

がおっしゃったとおり私はやっていきたいと思います。ですから、これに関しても、今までは

ばらばらだったけども、これからは統一するように努力してやっていきたいと思います。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ほかにご質問ございますか、今報告いただいた４－１のほうになりますけども。 

○浦野技術政策課課長補佐 すみません、武田先生から１つコメントがありまして、コメント

としては、先ほどの３－２の資料と同じなんですが、やはり同じく11ページの29行目の「ダイ

ズの花粉の生産量は極めて尐なく」の次の「稔性」という言葉をやはり同じように修正するべ

きではないかということですので、そちらは同じように修正したいと思います。 

○原田座長 これについてはそれだけですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 わかりました。ほかによろしいでしょうか。 

○高木委員 直接この審査には関係ないんですけれども、ちょっとコメントというか、私は14

ページと…… 

○原田座長 概要ですか。 

○高木委員 はい、概要です。14ページと29ページを比較して見ていただきたいんですけれど

も、これ非常におもしろいというか、入れているのが14ページですね、プラスミドが。それで、

T-DNAⅠというのが左上にあって、T-DNAⅡというのが下にあるわけですけども、これ、レフト

ボーダーとライトボーダーをそれぞれ使って２カ所に飛ばすように設計されているような気が

します。ところが、実際に入ったのは、29ページですね、これで見ると、これ順番が違うんで

すけども、同じ場所に並んで入っていますね。一直線に隣接して入っている。これは細胞だか

核だかの中でリコンビネーションのようなものが起きて、こっちがつながって、真ん中のボー
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ダーがなくなる形で組換えが起きて、１カ所に入っている。２カ所に設計したものが１カ所に

入ったということで、非常に、コメントですけど、おもしろいというか、こういう現象が起き

たんだなという。 

○原田座長 これ何か、米印があるのは、これは何ですかね。どこかに注がありますか。 

○高木委員 前のほうのページに書いてあるんですけども、14ページに書いてあるんですけど

も。この人たちは結局、１カ所組み込まれた固体を選別したという書き方をしているんですね。

14ページの一番下のところに。これはどういう意味かちょっとわからないんですけども、たま

たま１カ所に並んで入ったのを選んだという意味か、それぞれが１カ所に入っているのを選ん

だのかちょっとわかりませんけど、ともかく染色体の上にはそれぞれ１コピーずつあるものだ

けを選んだと。その結果こういうものがとれたという、非常にびっくりするような、こういう

ことが起きるんだなということで、ちょっと驚いたんですが。 

○嶋田委員 私もさっき見ていてあれなんですけど、14ページのプラスミドのところのT-DNA

Ⅱのところにも同じようにFATB1Aと、それからFAD2-1Aとかというやつが両方あって、T-DNAⅠ

のほうにも同じものがありますよね。実際にこれは何のためにこの２つ、T-DNAⅡを入れてお

く必要があるんですかね。別に開発業者に意図をただそうと言っているわけではないんですが。 

○高木委員 特別、論理的じゃないというか、こういうことをやってうまくいったとかという、

そういうレベルのことじゃないかとちょっと思ってはいますけど。必然性があるかどうか。 

○嶋田委員 ただ、29ページの図４を見ていると、実際にはFATB1Aと、それからFAD2-1Aとい

うのは、結局このアスタリスクの部分のところが飛ばされた形でくっついているんですよね。 

○高木委員 そうですね、重なっている。遺伝子がここは２つ入っているんですね、両方のT-

DNAから２つ入っている。より複雑な組換えがどこかで起きたとしか考えにくいような気がし

ますけど。 

○嶋田委員 でも、そうすると、その組換えの間の部分のところというのは、どこか別のとこ

ろに行っているはずだと思うんですけど、そこは消えちゃうんですかね。 

○高木委員 組み込まれる前に組み換わっているかもしれないですね。染色体に入る前に。 

○嶋田委員 ああ、そういう意味ですか。プラスミドから染色体の中に入る…… 

○高木委員 切り出されたときに。 

○嶋田委員 そういうことって頻繁にあるんですか。 

○高木委員 いや、わかりません。ただ、この断片がふえるとは思えないので、なかなか起き

にくいことだと思いますけど。 
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○嶋田委員 意図して、ひょっとしてこのT-DNAⅠとT-DNAⅡの間に同じものを乗っけておくと

いうのは、意図してこういうことをやっているんですかね。 

○高木委員 いや、ちょっとそうとは思えないんですけど。こういう組み合わせでたまたまや

ったらいいのがとれたということじゃないかと私は思いますが、当事者に聞いてみないとわか

りませんけど。 

○嶋田委員 遺伝子が２コピー同じ場所に入るということは、別に生産物が２倍たくさん出て

きて大変よいというふうなものでもないですよね。 

○高木委員 いや、これは、でも２つ遺伝子が入っているから、２コピーになっているから…

… 

○嶋田委員 １個だけよりはずっといいという感じですか。 

○高木委員 いや、ずっとか、２倍以上にはならないと思いますけどね。２倍近くなっている

かもしれない。 

 それから、すみません、もう一つ、コメントで申しわけないんですが、３の概要ですけども、

これも特別この審査に関係することではないんですけども、結局このＮを入れた遺伝子のほう

は、Ｎはアセチラーゼですか、本体を見なきゃわからない。言いたいことは何かというと、こ

の農薬をアセチル化すると同時に、ほかのアミノ酸、あるいは場合によっては蛋白質中のアミ

ノ酸のアセチル化が起きるようだと、大変、生物的に非常に大きな影響が出るだろうというこ

とで、そこをかなり一生懸命調べているわけですけども、ちょっと残念ながら、本体の遺伝子

産物の活性を見ることはできなくて、前の文献を引用して、相同性が91％の酵素の産物を見て

いるんですね。その辺が全く問題がなければという気はしますけれども。 

 ちょっと時間があれなので、あれですけども、ここで入れている酵素は、実は相当、変異を

たくさん入れて、相同性が75％ぐらいに元のやつから低下した酵素の遺伝子を使っているわけ

なんです。それで、当然それぐらい変わると基質特異性も相当変わると予想されるわけですけ

ども、それで、相同性が下がったやつの酵素の基質特異性を見ることができなかったので、既

にとられている91％相同性の遺伝子産物の基質特異性を見て、同じぐらいだからいいだろうと

いう、そういう論理で実験をしているというか、この概要をつくられているわけですけれども、

その辺はもしかすると、厳密に言うと、尐し問題が出てくるかもしれないかなという気がしま

した。その辺は検討委員会のほうでは何か議論がありましたでしょうか。これはもう議論が終

わった話で申しわけなかったですけど、ちょっと気になったので。 

○原田座長 審査の過程でどこまで了解できるデータを積み上げるか、あるいはある程度類推
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をしなきゃならないかというのは、しばしばいろんな場面で起こるわけですけども、今のお話

は許容範囲じゃないかとも思うんですけども、分科会のほうではたしか議論はなかったんじゃ

ないかなと思いますが。 

○高木委員 そうですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 今の高木先生のコメントは、多分こっちのブルーのほう、２－１

の12ページあたりのところだと思うんです。12ページの15行目から始まる…… 

○高木委員 ああ、そうですね、このブルーでしたね、すみません。 

 もう一回ちょっと説明すると、12ページですか、もともとのパチュラス系からとった遺伝子

というのは、この場合きかなくて、それは遺伝子シャッフリングとかPCRで相当遺伝子を変え

て、もとのやつから見ると七十何％の相同性のものに変化しているんですね。それで、そのN-

アセチル化酵素の活性を14ページはアミノ酸で見ていますし、その前は蛋白質とかポリアミド

とか、そういう基質で見ているわけですけれども、この14ページのところで多尐、例えばアス

パラギン酸のN-アセチル化が起きるというようなデータが尐し出ていますけれども、結局ここ

で拠り所にしたのは、引用文献、これは53ページにありますけれども、これの35番、40番、こ

のSiehlという人たちの文献を拠り所にしたわけです。この人たちが使った酵素というのは

91％の相同性があると。だから、この人たちの基質特異性に関する論文を今回の場合も当ては

めていいだろうという、そういう論旨ですよね。 

 だからそこで、もちろんだめだという根拠はないわけですけれども、多尐、フリーなアミノ

酸のアセチル化が当然細胞内で起きるだろうということは、実験データも出ているし、さらに

それからSiehlという人たちの論文とはまた違うアミノ酸配列なので、またさらに違ってくる

可能性も尐しあるというようなところが私は気になりましたけども、そういうコメントだけで

す。反対するとかそういうことではありません。 

○近藤委員 これはあれじゃないですか、反応部位が内側のほうにあるので、ここに大きな蛋

白は入りにくいと。それが同じだろうということですよね、言っているのは。 

○高木委員 そうですね。 

○近藤委員 ほかの蛋白質について調べていないという…… 

○高木委員 ポリアミドとかね。 

○近藤委員 そういうことが問題だということですね。 

○高木委員 特にこういう酵素反応というのは、酵素の構造を変えたときにどれくらい性質が

変わるかというのは意外に読めないので、その辺のところは慎重にやる必要があるんじゃない
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かと。 

 特に驚異的なところは、ほとんどきかなかった酵素を組換え、シャッフリングとかPCRでイ

ミテーションを入れて、75％ぐらいの相同性の低いものをつくり上げて、それが物すごくよく

きいたわけですね。だから、そのときに酵素の基質特異性が非常に大きく変わっているわけだ

から、それを、そのいいところはもちろん使ったわけだけども、それをほかの基質に対しても

変わらないだろうというのは、ちょっといろいろあるかなと。代謝系というのはやっぱり、私

はそういうほうが専門なんですけれども、やっぱり相当、植物体をつくったりするときは慎重

に考えていかないと。 

○嶋田委員 すみません、今ご指摘のところというのは何ページの何行目のところをおっしゃ

っているんですか。12ページ目の20行目のところには、91％のアミノ酸配列相同性を有し云々

というのは出てくるんですけど。 

○高木委員 何行目ですか。 

○嶋田委員 12ページの20行目には、91％の相同性云々は出てきます。だけど、75％云々まで

落としてどうこうというのは、それはどこの…… 

○高木委員 今おっしゃっている12ページの真ん中あたりにある91％のアミノ酸相同性という

のは、GAT4602とGAT4621で、この方々が使っているのはGAT4621のほうなんですね。GAT4602と

いうのは、さっき挙げたSiehlという人たちの引用文献なんですね。そのすぐ上に書いてある。 

○嶋田委員 その75％というのは。 

○高木委員 75％というのは、こっちにあったかな、つくり方のところに…… 

○浦野技術政策課課長補佐 75％というのは８ページの20行目のところに、本蛋白質は、野生

型N-アセチルトランスフェラーゼと比較すると75～78％のアミノ酸相同性を有するという、高

木先生がおっしゃっているのはここの部分のことだと思います。 

○高木委員 そうです。８ページの真ん中に、もとのやつは、７ページの左上にありますけれ

ども、B.licheniformisのこの遺伝子は非常にききが悪かったということでしたけど、それを

遺伝子組換えの方法でいろいろ触ったら3,700から5,500倍に活性が上がって、そして、もとの

やつに比べると相同性は75～78％という、物すごいドラマティックな構造変化と活性変化を引

き起こして、これは大成功だったというんですね。ただ、それが、そうすると基質特異性がど

の程度変わったかということに関して、さっき12ページにありましたように、実際は91％のホ

モロジーになるGAT4602の実験結果を引用して議論しているというところがあるわけですね。

いいかなとは思いますけども、こういうところは注意したほうがいい点じゃないかなという気



－－ - 38 - 

が尐しします。 

 さっきおっしゃったように、12ページの下から４行目ぐらいですか、生体内高分子アミンで

あるヌクレオシド、ヌクレオチド、ヒストン、tRNA、こういうものは基質にならないというの

は4602なんですよね。だから、この人たちは、実際に実験をやったのは、フリーのN-アセチル

アスパラギル酸とか何かの量は14ページの表でちゃんとはかっているわけですけども、それ以

外、はかっていないものが幾つかあるということで、基質になるかならないかというのをはか

っていないのがいくつかあるということです。 

○嶋田委員 ひょっとして、SiehlらのGAT4602は生体内の高分子アミンは基質にはならないと

いうふうになっているけど、ひょっとしたらGAT4621は生体内高分子アミンを基質にする可能

性がなきにしもあらずだと。 

○高木委員 そうですね、あえて言えばね。特にヌクレオシド、ヌクレオチドというのは低分

子ですから、例えば蛋白質中のアミノ酸をアセチル化するとはやっぱり思えないんだけども、

やはりこういう低分子のものはどうなるか、本当は実験をやってみたい感じがするような気は

しますけどね。ちょっとコメントで申しわけありませんが、そんなコメントです。 

○原田座長 こういう議論があったということを議事録にちゃんと載せておきたいと思います

けども。 

○近藤委員 以前のこの4602がこうだったので、これはどうも同じであろうと推定をして、そ

この部分は試験をしないで、ほかのものについて試験をして、それの結果は大した影響は出な

かったということでいいのかということですよね。結局、結果としてはアミノ酸組成などにも

影響はないということとか、形態的にも異常はないということで、代謝に大きな影響はないだ

ろうというふうに全体的にはできるんですけども。 

○高木委員 だから、固体の性質が非常に影響を受けていないわけですから、いいんだろうと

思いますけど、代謝系の酵素を変異させた場合には、やはり特にかなり大きい変化を起こした

場合には注意する、例えば大量に食べたり、あるいは環境影響とか、そういうことを考えれば、

やっぱり余り無視しないほうがいいような気はしますけど。 

○近藤委員 あとアミノ酸の幾つかに関しては、アセチル化が進んでいる部分があって、ある

けども、影響は小さいということで、結果としては納得できる結果であるということと、代謝

的に大した影響はなかったということで、全体としてはいいだろうという判断だという、私も

ちょっと以前どういうふうに判断したか覚えていないんですけど、そういうことだったかと思

いますが。 
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○高木委員 ただ、ちょっとしつこくて申しわけないんですけども、14ページと20ページをち

ょっと見ていただきたいんですが、ブルーの厚いやつですけども。N-アセチルアスパラギン酸

というのがトウモロコシ種子中の遊離N-アセチルアミノ酸というところに0.403という数字が

出ていますよね、一番上の左上に、平均値ですけど。 

 それで、じゃアスパラギン酸というのはどれくらい存在するのかというと、20ページの一番

上、L-アスパラギン酸、これはmg/g乾物重だから直接比較していいんだと思うんですけども、

こっちは0.238なんですよ。だから、もしこれが直接比較していいんだとすればですけど、そ

うするとフリーのアスパラギン酸のうちの0.2が残っていて、0.4が今アセチル化されていると

いう結果に見えるんですね。そういうように読んでいいんだと思うんですけど。 

 そうすると、半分以上がN-アセチル化されているということにもしなるんだとすると、やっ

ぱり生化学的には無視できない。最終的にはトウモロコシの持っている性質というところでし

ょうけども、こういう細かいレベルで見ると、やはり無視できない変化が起きているという気

がしましたけど。それだけ、余り時間とっちゃ申しわけないので、コメントで。 

○近藤委員 今おっしゃられたことは多分、分科会でも、私も気にしたところだと思います。

それでそういうやりとりがあって、結構何度もやったと思いますけど、結果として、こういう

ことが、N-アセチル化されているのは結構あるけども、残っているほうのアミノ酸の量とか、

代謝系に大きな影響はなかったということと、それからこの量があることによって、N-アセチ

ルアスパラギン酸などがあることによって独立ではないということとか、そういうことで結局

オーケーになったんだと思います。 

○高木委員 あそこが、N-アセチルが恐らく、Nのところがアセチル化されると蛋白質合成が

使えませんので、アミノ酸として。だから何らかの影響が出る可能性はもちろんないとは言え

ない。 

○近藤委員 そのためにアスパラギン酸が補充されないとかになるとそうなるわけですが、代

謝系全体としては、アスパラギン酸がアセチル化されてもまた補充されて、全体としては影響

がなかったという…… 

○高木委員 固体としては影響がなかったと。そこが決め手というか。 

○近藤委員 そうですね。今思い出しましたけど、結構その辺、私も抵抗があったような気が

します。 

○原田座長 さっき小野里先生から、なぜこれが何回も何回も分科会にかかったのかというご

質問がありましたけど、今のような議論も大分ありました。今思い出してきたところですけど。 
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 どうもありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。ほかにご質問がなければ、ま

とめさせていただきます。 

 申請者から提出された低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズにつ

いて、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるおそれはないとした生

物多様性影響評価書の内容は適正であると判断しますということにさせていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 じゃ、そのようにいたします。事務局、申請者のほうに連絡をお願いいたします。 

 これで３件終わって、次の議題はその他となっておりますが、何か報告事項がありますかと

いうことで、私最初に申し上げたように、２点あるように伺っていますので、よろしくお願い

します。 

 

＜その他＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 まず１点目ですが、１点目はカルタヘナ法が施行されまして５年

たちましたので、その施行状況の点検につきまして、今、環境省のほうからご報告があるとい

うことですので、よろしくお願いします。 

○水谷外来生物対策室長 それでは私のほうから、資料５に沿って、現在進行中なんですけれ

ども、中央環境審議会でやっておりますカルタヘナ法の施行状況の検討についてご報告したい

と思います。 

 資料５の１枚目をごらんいただければと思います。背景としましては、法律の附則の７条で、

法の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要が

あると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするという規定がございま

して、法の施行が平成16年２月19日ということで、この２月で５年を経過するということもご

ざいまして、これまでの施行状況をレビューして、必要があれば何らかの検討を加えていくと

いう作業に取りかかっているところでございます。 

 ２番目の検討のイメージのところですけれども、もう既に２月17日から議論を始めています。

中央環境審議会の野生生物部会の下に遺伝子組換え生物小委員会というのが、この法律を検討

したときにつくった小委員会がございまして、そこでこれまでの一種使用、それから二種使用

についての施行状況について検討しているところです。２月から始めまして、今月中にもう一

回やって、さらに必要があれば何回かやった上で、小委員会の検討結果として取りまとめて、

中身に応じて法令改正等の必要な措置を講じていくというような流れになっております。 
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 下のほうに中央環境審議会の野生生物部会遺伝子組換え生物小委員会の今ご検討いただいて

いるメンバーを掲げております。中央環境審議会の委員・臨時委員ということで、既に審議会

のメンバーとして入っておられる方が４名、それからこの検討のために加わっていただくとい

うことで６名の方に加わっていただいて検討いただいているところです。 

 ここでは主に農作物についての検討をしておりますけれども、この法律には関係省庁が６省

ございまして、各分野での検討をしています。次のページをごらんいただければと思いますけ

れども、次のページは法律の概要という説明です。財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経

済産業・環境、６省共管の法律になっております。ご承知のように、第一種使用、環境中への

拡散を防止しないで行う使い方と、第二種使用、工場とか、研究室であるとか、実験室である

とか、封じ込めた中で行う使用という、この２つのタイプに分けてそれぞれ使い方が決まって

いるというような流れになっております。 

 ちょっと見にくいんですが、一番最後のページをごらんいただければと思います。上半分が

第一種使用規程の承認に関するフロー図で、下のほうが第二種使用の流れになっています。今、

第一種使用につきましては研究開発、農林水産、医薬品等、この３つの分野で実際に検討が進

められております。真ん中のところが農林水産で、申請書は農林水産省と環境省のほうで受け

て、生物多様性影響評価の中身につきまして検討会を設けて、その中で検討をして、その後、

必要に応じてパブリックコメントを実施して、承認するかしないかと。農作物に関しては、１

月現在ですけれども、118件承認していると。それが研究開発、医薬品等、それぞれの分野で

検討がなされております。研究開発であれば、意見聴取会合というのを設けて審査いただいて

いると。医薬品であれば厚生科学審議会、それから薬事審議会といった中で検討いただいてい

ると。いろんな形で検討いただいた上で承認をしているという流れになっています。 

 第二種使用は、下のほうですけれども、非常に見にくい図で恐縮ですが、もともと色があっ

たのを白黒にしてしまったので恐縮です。第二種使用の場合は、どういう措置を講ずればいい

のかあらかじめ決まっている場合と決まっていない場合があって、決まっていない場合には何

を使うのか、どんな施設の中で使うのかといったことを関係する大臣に確認をとってやると。

その確認をする場合にも学識経験者の意見を聞いて確認する、この措置でよいのかどうかとい

うような審査を行っているという状況です。 

 これに関しましては研究開発と産業上の利用と大きく２つに分かれております。研究開発は

左下のほうですけれども、科学技術・学術審議会の中の遺伝子組換え技術等専門委員会の中で

検討されていると。産業上の利用は、農水省さんですと拡散防止措置確認会議といったものを
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つくられていると。それから、動物用医薬品であれば薬事審、医薬品も薬事審、鉱工業であれ

ば産構審の組換えDNA技術小委員会、そういった中で個別の案件について審査をしていただい

ていると。こんな状況で一種使用、二種使用、それぞれ必要な手続をとって使っているという

状況です。 

 一種、二種を含めて、こういった状況で検討している中で、今回、法律全体の一種使用、二

種使用も含めた施行状況を検討して、その上で何かこれまでの運用が余りうまくいかない点な

どを指摘していただくということです。そのため、一種使用、二種使用で個別の審査をしてい

ただいている先生方にこの専門委員会のほうに加わっていただきたいということで、１ページ

目に戻っていただきまして、小委員会の名簿のところをごらんいただければと思うんですけれ

ども、専門委員としてそれぞれ、研究開発の一種ですとか、農作物等の一種でありますとか、

経済産業省さんの二種でありますとか、それぞれの分野で実際に審査に加わっていただいてい

る方に専門委員として加わっていただいて、今回の５年後の検討をしているというのが現在の

状況です。 

 この生物多様性影響評価検討会のほうからは、農作物分科会の座長の近藤先生に加わってい

ただいておりますし、武田先生には研究開発の一種の意見聴取会合の座長をしていただいてい

るということもありまして、加わっていただいています。あとは二種使用の観点で何名か加わ

っていただいていると、こんな状況で検討しているというのが現在の状況です。また検討の結

果なり検討の状況につきましては、総合検討会の場をかりましてご報告させていただきたいと

思っております。 

 以上です。 

○浦野技術政策課課長補佐 ありがとうございました。 

 何かご質問、よろしいでしょうか。 

○高木委員 １ついいですか。私、経済産業省のほうの委員をやっているんですよ。ここに今

出ている中村さんとか、吉倉さんなんかが入っているんですけど、この間、経済産業省の二種

の中で、植物を閉鎖系の植物工場みたいな中でやるという案件がたまたま出てきて、そのとき

に農水省の情報を非常に欲しいわけですね、正式なルートで。どういうものを認可しているか

という。それがあるとこちらでの、経済産業省での審査が非常にはかどるということがあって、

その辺の情報の流通をぜひ、この場、今おっしゃっている小委員会かどこかわかりませんけど、

ぜひ経済産業省のほうにも農水省の情報を出してあげるといいんじゃないかなと、ちょっと思

っていました。これはこの委員会でやられるんですか、今の小委員会。そういう省庁間の議論。 
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○水谷外来生物対策室長 通常、カルタヘナの法律自体が６省の共管なので、これで見ていた

だきますように、いろいろな分野でそれぞれの役所がこの法律を運用しているという中で、情

報交換をしないとどうしても横並びがうまくいかないということがありますので、関係する府

省の連絡会議みたいなやつをやっています。そういった場で通常の情報交換というのはできて

いますので、そういう場を活用してリクエストしていただければ、出せるもの、出せないもの、

いろいろあると思いますけれども、できる範囲の情報交換はできると思います。 

 また、そういう情報交換が必要だというような議論をこの小委員会の中でも、吉倉先生、中

村先生も入っていらっしゃいますので、ご発言いただければ、そういう情報交換を活発にすべ

きだというご意見はこの場で言っていただいてもいいのかなと思っています。 

○高木委員 よろしくお願いします。 

○浦野技術政策課課長補佐 よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、資料６のほうにつきまして、生物多様性評価検討会の公開及び調査審議方

法についてということを私のほうからご説明させていただきたいと思います。 

 なお、今日の総合検討会には、総合検討会の座長及び農作物分科会の座長である近藤先生、

微生物検討会の座長であります高木先生、水産検討会の座長であります小野里先生、林野検討

会の座長であります井出先生がお見えですので、ここで調査審議方法につきまして、このよう

にしたらいいのではないかということをご説明させていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、縦横になっています、こちらを開いていただければと思いま

す。 

 なお、これにつきまして、審議方法等につきましては、平成16年１月16日に、最初の総合検

討会において、１番、２番、３番の総合検討会の会議の公開とか、あと議事録の公開とか、提

出資料の公開につきましては決定されていたんですが、その後、利益相反ということが結構、

医薬品なんかで、結局、教授が自分のところで試験をやって、その教授が審議委員になってい

るとか、そういういろいろ問題等が厚生労働省のほうなんかで結構ありましたので、一応この

生物多様性についてもそこらをきちっと明文化しておこうということで、４番にございますと

おり、申請企業等、大学とか独法に所属する役員とか職員の委員がいる場合は、最初に座長が

その旨を報告するということと、一応、調査審議の会場から退出するんですが、当該委員の発

言が特に必要と総合検討会が認めた場合に限り、当該委員が出席し、意見のみを述べることが

できるというように、一応きちっとその辺のことを、透明性を高めるということできちっと定

めておこうということでございます。 
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 なお、これにつきましては、多分一番該当が多いのが、農作物分科会が多分一番該当が多い

であろうということで、一応、農作物分科会のほうにはもう既にご報告はさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○原田座長 １つだけいいですか。 

 今のページの改正後の議事録の公開についてというのが下のほうにございますが、議事録は、

非公開とする。今までもそれでしょうか、総合検討会…… 

○浦野技術政策課課長補佐 いや、下の２番は分科会です。 

○原田座長 分科会のことですね。わかりました。 

○浦野技術政策課課長補佐 線の引いていないところは全然変えていません。 

○原田座長 わかりました。ああ、そうか、上のほうが総合検討会ですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうです。線の引いていないところは前と同じです。 

○原田座長 じゃ、あとその他の中で事務局のほうから次回の開催日程等についてご報告を。 

○浦野技術政策課課長補佐 次回の総合検討会の開催につきましては、現時点ではまだちょっ

と決まっておりませんので、決定次第ご連絡をさせて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。 

○原田座長 それでは、最後に何か本日の議事全般についてご質問などございますでしょうか。

もしないようでしたら、これですべて終了しましたので、事務局にお返しします。 

 

＜閉会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、生物多様性評価検討会総合検討会を閉会いたします。 

 どうも長時間ありがとうございました。 

 


