
生物多様性影響評価検討会総合検討会 

 

平成２１年６月１１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 定刻となりましたので、ただいまより生物多様性評価検討会総合

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

す。 

 委員の出欠状況でございますが、本日は、五出委員及び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。 

＜配布資料の確認＞ 

 それでは、議事に入ります前に、事務局のほうから総合検討会配付資料一覧に基づきまして

資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 まず１枚目が議事次第、次が委員会の委員名簿、続きまして座席表、続きまして第一種使用

規程の承認に係る申請案件の審査状況。続きまして、資料２－１ということで、青紫色及び除

草剤クロロスルフロン耐性カーネーションの分科会における検討結果、２－２がそれに関連す

る資料でございます。３－１が除草剤アリルオキシアルカノエート系及び除草剤グルホシネー

ト耐性ダイズの農作物分科会の検討結果、３－２がそれに関連する資料ということでございま

す。また、参考資料１がカルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作

物一覧、２が聴取を終え審査中の案件ということでございます。 

 それでは、まず私のほうから参考資料１及び２についてご説明をさせていただこうと思いま

すが、その前に不足の資料等はございませんでしょうか。 

 

＜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。 

 前回の総合検討会以降に承認がされました承認案件といたしましては、参考資料１の４ペー

ジ、ダイズの12番と書いてあり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

イズという、これにつきまして2009年６月８日に第一種使用規程の承認がされているというこ

とでございます。それで、今日現在、承認状況でございますが、10作物につきまして119件の承

認がされているということでございます。 

 また、参考資料２のほうでございますが、こちらは総合検討会としての意見は終了しており
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ますが、食品・飼料の安全性審査が未了と、または今パブコメ中、またはパブコメのための準

備をしているものが載っております。計14件が今、意見の聴取を終えた審査中の案件というこ

とでございます。 

 参考資料の説明は以上でございます。 

 また、傍聴の皆様方には、傍聴される方への留意事項等を事務局のほうから配付しておりま

すので、留意事項をお守りいただきますよう、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したいと思います。原田先生、

よろしくお願いします。 

 

＜議事＞ 

○原田座長 どうも大変蒸し暑いところ、委員の先生方にはご出席いただきまして、ありがと

うございます。本日は、ごらんのように審査案件は２件でございますけれども、できるだけ効

率よくしたいと思いますので、いつものようにご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 有効に審査するという意味では、前にもちょっとお願いいたしましたけれども、もう明らか

な、議論を要しない誤字脱字とか、計算違いとか、その他の間違いなんかはできるだけ早目に

事務局のほうに通知しておいていただけますと、ここでのそういう議論を要しないことについ

ての時間のロスというのがないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。十分に

議論を要することについては、ここで十分に議論したいと思っております。 

 それではまず、議事の１番目でございますが、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でございまして、既に農作物分科会での専門的な見地からの検討は終わ

っております。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、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お願いしたいと思っております。 

 議事の進め方としましては、いつもと同じでございますけれども、まず、資料１に基づいて

今回の申請案件の審査状況を事務局から説明いただきます。その後に、個々の申請案件につい

て委員の先生方と検討し、意見を集約した後、総合検討会としての取り扱いを決めたいと思っ

ております。 

 それでは、事務局のほうから、申請案件の審査状況の説明をまずお願いしたいと思います。 

○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、本日ご審議いただきます申請

案件の審査状況についてご説明をさせていただきます。 

 本日ご審議いただく件数といたしましては、２件ご審査をいただきたいと思います。１件目

が青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション、２件目が除草剤アリルオキシアル
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カノエート系及びグルホシネート耐性ダイズでございます。申請等の内容といたしましては、

２件と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いうこと

でございます。 

 農作物分科会における検討状況につきましては、次のカラムに書かれていますとおりでござ

います。総合検討会における審議状況といたしましては、両品目とも本日が初めての審議とい

うことでございます。 

 資料１の説明につきましては以上でございます。 

 

＜青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーションの生物多様性影響評価について＞ 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 つまらぬことですけれども、カーネーションのほう、食品のところは不要となっていますけ

れども、そのうちには、最近サラダによく花弁を入れますので、これが不要とはならないかも

しれないというふうに思っています。 

 それではまず、青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーションについて検討したい

と思います。 

 農作物分科会での検討結果について、近藤委員より、資料２に基づいてご報告をお願いした

いと思います。 

○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：青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション（F3' 5' H, DFR, surB, 

Dianthus caryophyllus L.）（19907, OECD UI:IFD-19907-9）。 

 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：サントリー株式会社。 

 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カーネーション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。 

 本組換えカーネーションは、大腸菌及びアグロバクテリウム由来の合成プラスミドpCGP2442

を用いて、アグロバクテリウム法により作出されており、surB遺伝子（アセト乳酸合成酵素遺

伝子）、DFR遺伝子（ジヒドロフラボノール4-還元酵素遺伝子）及びF3' 5' H遺伝子（フラボノ

イド3' , 5' 水酸化酵素遺伝子）が本組換えカーネーションのゲノム中に尐なくとも１コピー
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ずつ移入されていることが、サザンブロット分析等の結果から示されている。このうち、F3' 

5' H遺伝子及びsurB遺伝子については複数コピーが本組換えカーネーションのゲノム中に存在

していると考えられるが、移入された核酸の周辺配列の解析からは、複数コピーが隣接して存

在していることを示す結果は得られておらず、導入遺伝子は離れて存在するものと考えられる。 

 移入したF3' 5' H遺伝子及びDFR遺伝子の花弁での発現については、それぞれノーザンブロッ

ト解析により確認されている。 

 なお、移入されたsurB遺伝子の発現は、除草剤クロロスルフロンを添加した培地での本組換

えカーネーションの組織培養により確認されている。 

 また、本組換えカーネーションはすべて栄養増殖によって繁殖しており、形質転換体当代し

か存在しないため、複数世代における伝達の安定性については解析していないが、本組換えカ

ーネーションはオーストラリアの特定網室で10年栽培しており、この間栄養繁殖を繰り返して

きたが、これまでに異なる花色を示した事例はない。このことから移入された核酸は本組換え

カーネーション中で安定して存在していると考えられる。 

 ２、競合における優位性。 

 カーネーションの園芸種は、我が国においても長期間の使用等の歴史があるが、これまでに

我が国を含め、逸出して自然環境下で生育している事例は報告されていない。 

 競合における優位性に係る諸形質について調査した結果、本組換えカーネーションと非組換

えカーネーションの間で「健全な葯が存在する頻度」及び「花粉の大きさ」において統計学的

有意差が認められた。具体的には「健全な葯が存在する頻度」については、非組換えカーネー

ションが本組換えカーネーションを上回り、「花粉の大きさ」については、本組換えカーネー

ションが非組換えカーネーションを上回った。 

 しかしながら、①本組換えカーネーションに存在する健全な葯の数が非組換えカーネーショ

ンより尐ないこと、②本組換えカーネーションと非組換えカーネーションの花粉の発芽率は、

ともに低かったこと、③日本の自然条件下において、カーネーションの園芸種と日本に自生す

る近縁野生種が交雑した事例は報告されていないこと、④花粉以外の形質に差異は認められな

かったことから、この相違が隔離ほ場周辺の野生植物の生育にかかわるような重大な事項であ

るとは考えにくい。 

 本組換えカーネーションは導入遺伝子の発現により、花弁においてデルフィニジン及びミリ

セチンが生成された結果、花色の変化により訪花昆虫相が変化する可能性が考えられるが、カ

ーネーションでは訪花昆虫はほとんど認められないことから、本組換えカーネーションを隔離

ほ場で栽培することにより周辺の生物多様性に影響を与えるような訪花昆虫相の変化が起こる

可能性は極めて低いと考えられる。 
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 また、これまでに本組換えカーネーションと同様に花弁においてデルフィニジン及びミリセ

チンを生成している青紫色カーネーション６品種について隔離ほ場にて訪花昆虫相の調査を行

ったが、いずれの品種においても訪花昆虫はほとんど認められず、花色の変化が訪花昆虫の数

や種類に影響を及ぼすことはなかった。 

 本組換えカーネーションは除草剤クロロスルフロン耐性を獲得しているが、これを有効成分

とする農薬は農地でのみで使用され、自然環境下では使用されていないため、この形質は競合

における優位な性質であるとは考えにくい。 

 以上より、本組換えカーネーションは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ

場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれに付随する行為の範囲内では、影響を受ける

可能性のある野生動植物等の特定はされず、競合における優位性に起因する生物多様性に影響

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。 

 カーネーションの園芸種は、我が国においても長期間使用されてきたが、我が国を含めカー

ネーションの園芸種が、野生動植物等への有害物質を生産するとは報告されていない。 

 本組換えカーネーションは、導入遺伝子の発現により、アントシアニン類の生合成を誘導す

るが、これらは青みを帯びたパンジーやペチュニアの花弁にも含まれるものであり、他の野生

動植物等への有害性を有するとは報告されていない。 

 さらに、本組換えカーネーションの有害物質（根から分泌され他の植物及び土壌微生物に影

響を与えるもの、植物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）の生産性が

調査されているが、非組換えカーネーションとの間で統計学的有意差は認められていない。 

 surB蛋白質、DFR蛋白質及びF3' 5' H蛋白質はアミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のアレ

ルゲンと構造的に類似性のある配列を持たないことが確認されている。 

 以上より、本組換えカーネーションは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ

場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれに付随する行為の範囲内では、影響を受ける

可能性のある野生動植物等の特定はされず、有害物質の生産性に起因する生物多様性に影響が

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。 

 一部の限られたカーネーションの園芸種は、ナデシコ属の近縁野生種と交雑可能であり、日

本には４種及び２変種が自生している。本組換えカーネーションとこれら近縁野生種が交雑す

る可能性について、花粉の特性、虫媒、風媒の観点から評価した。 

 （１）花粉の特性。 

 カーネーションの園芸種の花粉は極めて尐ないか、あるいは全く生産されず、花粉が存在す



－5－ 

る場合であっても、その稔性は低い。さらに花粉の寿命は１ないし２日であり、３日目には完

全に発芽能を失う。以上のようなカーネーションの園芸種の特性から、本組換えカーネーショ

ンの自然条件下における交雑は極めて困難であると考えられる。 

 非組換えカーネーション及び本組換えカーネーションの花粉の存在と発芽率について調べた

ところ、いずれも花粉の存在が認められ、また、稔性も認められた。さらに、本組換えカーネ

ーションと非組換えカーネーションの間で「健全な葯が存在する頻度」及び「花粉の大きさ」

において、統計学的有意差が認められた。具体的は「健全な葯が存在する頻度」については、

非組換えカーネーションが本組換えカーネーションを上回り、「花粉の大きさ」については、

本組換えカーネーションが非組換えカーネーションを上回った。 

 しかしながら、①非組換えカーネーション及び本組換えカーネーションともに花粉の生産量

は極めて尐ないこと、②本組換えカーネーションに存在する健全な葯の数が非組換えカーネー

ションより尐ないこと、③本組換えカーネーションと非組換えカーネーションの花粉の発芽率

は、ともに低かったこと、④日本の自然条件下において、カーネーションの園芸種と日本に自

生する近縁野生種が交雑した事例は報告されていないことから、我が国の自然条件下における

本組換えカーネーションと近縁野生種の交雑の可能性は低いと考えられる。 

 （２）虫媒による交雑の可能性。 

 カーネーションの園芸種は、花弁の端から蜜腺までの距離が長いため、蝶や蛾でも蜜を吸う

ことはできず、他の種類の訪花昆虫もほとんど認められない。ナデシコ属の野生種についても、

蜜腺が花の最下部にあり、吻の長い（2.5cm以上）昆虫（例：一部の蝶や蛾）しか蜜腺に届かな

いため、吻がそれより短い蝶などがナデシコ属の花を訪れることはない。蟻の訪花も想定され

るものの、蟻の移動距離は数メートルで、蟻が花粉を媒介することはほとんどない。 

 このため、本組換えカーネーションの花の形状などの特性は、カーネーションの園芸種と同

様であるため、虫媒による交雑の可能性はほとんどないと考えられる。 

 （３）風媒による交雑の可能性。 

 カーネーションの園芸種については、葯が花弁の中に埋もれており、花粉は極めて尐なく、

さらに粘性が高いため、風媒によって花粉が飛散する可能性は非常に低い。本組換えカーネー

ションもカーネーションの園芸種と同様で葯は花弁に埋もれていることから、花粉が風で飛散

する可能性は極めて低い。オランダでは、カーネーションの園芸種の栽培が盛んであるにもか

かわらず、空中からカーネーションの園芸種の花粉は検出されなかったと報告されている。 

 以上より、本組換えカーネーションは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ

場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれに付随する行為の範囲内では、交雑性に起因

する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 
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 ５、農作物分科会の結論。 

 以上より、本組換えカーネーションは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ

場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、我が国にお

ける生物多様性に影響を生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当である

と判断した。 

 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、青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーションについてご報告いただき

ましたが、本件につきましてご質問、ご意見などございましたら、よろしくお願いしたいと思

います。どなたからでも結構ですが、何かございませんでしょうか。 

 林先生、何かございますか。どうぞ。 

○林委員 別添資料４に「閉鎖系温室並びに特定網室における試験の結果」というのがござい

ます。ここにいろんな今までの経緯が書かれていて非常にわかりやすい。こういうのをつけて

いただいてよかったと思います。こういうような説明は本文中にはないんですけれども、これ

を別添につけていただくと今までの流れがよくわかります。 

 それからもう一つは、別添資料８の２ページで、縦に色がずっと出ていまして、この申請さ

れているものは一番下のものであるということが見えるようになっております。 

 それで、今回は隔離ですけれども、一般開放系も含めて、今ご報告いただいたこの組換え体

の特性と、それからカーネーション自身の持つ特性から考えて生物多様性影響に大きい影響を

与えることはないという、この分科会の結論は妥当だと思って、私は支持したいと思います。 

 それに関連してなんですけれども、オーストラリアで栄養増殖で保持されていますが、実際

にはオーストラリアから日本に入ってくるのではなくて、将来は、コロンビアで非常に低コス

トで大量生産されたもの、私はその現場を見たことがありますけれども、これが日本にリーズ

ナブルな値段でどっと入ってくるでしょう。さっきの花色から見て、非常に好まれるだろうと

思われます 

 それで、今、日本ではＧＭの作物が、食品としては我々は間接に食べているけれども、栽培

はだめだという意見が依然として強い。これが、近い将来は切り花で入ってきて、栽培はない

かもしれませんけれども、非常に付加価値が高いので、一般のカーネーションより高くてもそ

れを人は買うと思われます。そういうことから考えて、将来、切り花でなくて、実際に日本で

も栽培されるようなことがあれば、これは非常に望ましいことじゃないかと思うんです。それ

がＧＭ作物の日本における栽培の最初のステップになってくれればいいかなというふうに、そ

ういうことを思います。それが１つです。 
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 それからもう一点は、これの保存なんですけれども、この別添資料のコロンビアにおける許

可とかアメリカの許可を見ますと、僕は細かく見ていませんけれども、これについて、フリー

ハンドではなくて、かなりの条件を出して、遺伝的な純度を維持するようにということで図ら

れていると思います。それで、実際に起きることは、オーストラリアにおける保存のレベルと、

それからコロンビアで大量につくられて日本にどっと入ってくるレベルとでは、その純度のレ

ベルはうんと違うわけです。オーストラリアのような高い精度の純度は、コロンビアでの実際

の栽培農家におきましてはそういう検査は恐らくないと思うんですね。それはそれで、別に多

様性に大きい影響を与えると思いませんけれども、遺伝資源としては、こういうような栄養体

についての組換え体も、貴重な遺伝資源としては、何かいい方法で、ミューテーションを起こ

すことは防げませんけれども、ミューテーションを起こす率が非常に低いような方法が研究指

標として今度それが開発されると、そういうような方向も望ましいのかと思います。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

○浦野技術政策課課長補佐 本日ご欠席の武田委員のほうから、このカーネーションにつきま

して１点、修正意見ということをいただいておりますので、事務局のほうからご紹介をさせて

いただきます。 

 評価書21ページの３行目、概要でもやはり同じく21ページの３行目でございますが、評価書

21ページの３行目のところ、（４）①の、その後でございますが、「移入された核酸は本組換

え体の染色体上に存在すると考えられる」となっておりますけれども、これは単なる推論にす

ぎないということでございまして、武田委員といたしましては、今、近藤委員からご報告をい

ただきました分科会の報告、資料２－１の26行目にありますとおり、「本組換えカーネーショ

ンのゲノム中に尐なくとも」というように、「ゲノム中に」という表記が正しいということで

ございます。また、その下のところ、21ページの下の「核ゲノムに存在し」というところも同

様なので修正をしてくださいという意見が届いております。 

○原田座長 それだけでよろしいですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい、これだけです。 

○原田座長 では、それは武田先生のご意見で、もう尐し正確に表記したほうがということだ

と思いますので、特に委員の先生方が問題なければ、そういうふうにしたいと思います。 

 あとは何か、ほかに。 

○高木委員 ちょっと感想というか、さっき林先生がお話しになったように、ＧＭ植物の普及

という意味では、私もこのサントリーの仕事は非常に評価して、サントリーの人に会うと、う

まくやってくれといつも言っているんですけれども、ちょっと今回の資料を拝見して、今の武

田先生もちょっと言われているのかもしれませんけれども、サザンの結果が、染色体だと思い
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ますけれども、ＤＮＡの分析の結果がちょっと、科学的に見るとどういうことを考えればいい

のか。 

 ちょっと具体的に申し上げますと、別添資料３がその分析をしている結果なんですけれども、

その２ページに、プラスミドのベクターというか、プラスミドの構造が出ていまして、その中

に、黄色いボックスで囲ったところをプローブにしているわけですね。だから、プローブは２

カ所使っていて、DFRは分析していませんね。だからDFRがどうなっているのか、まずわからな

い。 

 DFRは、実はこの染色体、既に非組換え体の中にもあるようなんですね、この遺伝子は。さら

にそれを増強するためにDFRというのを入れているわけですけれども、２カ所のプローブで、で

すから、サザンの結果は２カ所、４ページと５ページですか。７ページはノーザンですから、

これは発現を見ているわけですけれども、サザンは４ページと５ページに載っているんですけ

れども、非常にバンドの数が多くて、しかも濃淡に著しい差があると。それで、３ページの上

のほうには「８箇所に存在すると予測される」と書いてあって、確かに８本バンドがあるわけ

ですけれども、濃淡に非常に差があるということと、それから使ったプローブによって、２つ

のプローブによってパターンが大分違うということで、染色体の上にどういう形で２種類の遺

伝子が入っているのか、非常に解析が難しい。 

 しかも、５つの個体で同じパターンを示したということから、安定に存在していると考えら

れと言っているわけですけれども、何かすごく複雑な組換え現象が細胞の中で起きていて、必

ずしもレフトボーダーとライトボーダーの間での組換えじゃない。例えば染色体にあるDFRの上

での組換えとか、ホモロガス・リコンビネーションとか、何か相当複雑なことが起きていて、

しかも５個体で全部同じだというところも不思議といえば不思議なんですけれども。栄養繁殖

しかしていないので、安定性については解析していないというように書いてあるので、その辺

ちょっと気になりました、正直なところ。 

 だから、それ以外に安定性を分析する方法はないのかということがちょっと気になって、こ

れだけ複雑なリコンビネーションが起きていることが想像されると、何かもう尐し分析方法は

ないかなと。栄養繁殖の個体を分析してもしようがないんでしょうかね。マイトティック・リ

コンビネーションぐらいしか分析できない。 

○原田座長 でしょうね。 

○高木委員 非常に頻度が低いんでしょうけれども、何となく、この現象をどういう具合に説

明されているのか、できるのか。サザンの分析結果にちょっと引っかかりました。それだけで

す。 

 武田先生のおっしゃっているのは、核の染色体だけの文章にしなさいということですか。 
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○嶋田委員 そう思いますね。 

○高木委員 そういうご意見ですね。それはわかりませんけれども、ミトコンドリアとかクロ

ロプラストのＤＮＡに、ゲノムに入っているかもしれない。その辺はちょっとわかりませんけ

ど。 

○原田座長 高木先生のご意見はもっともだと思いますが、そのことが直接的には多様性のほ

うには関係してこないんじゃないかと思うんですけれども。 

○高木委員 安定性というところがちょっと引っかかるような気がしますけどね。リコンビネ

ーションなんかがどんどん起きるような状況じゃなくて、非常に落ちついているということは

大事なことのような気がするんです。別のところへ入ったりしないようにですね。 

○嶋田委員 恐らく実際に有性生殖でセグリゲーションが起こると、この８つはやがて数が減

っていってしまう可能性があると思いますね。だけど、尐なくとも栄養繁殖できちんとつくる

部分に関しては…… 

○高木委員 動かない。 

○嶋田委員 というふうには思いますね。 

○高木委員 栄養繁殖の子孫というか、例えば５年、10年たった後に、その個体のこういう分

析をしても意味ないんですかね。 

○原田座長 これは原因が何かはよく僕もわからないんですけれども、栄養繁殖を長く続ける

菊などですと、30年ぐらいやっていますと、非常に生育が悪くなってくるんですね、ウイルス

の問題なんかを除いても。ですから、何十年というスパンを考えると、ある程度の変化が起こ

る可能性はあるのかもしれないですけれども。 

○高木委員 ちょっとこの図を見て驚いたというか、感想ですけれども、恐らく多様性そのも

のには大きい影響はないんだろうと思いますが、安定性というのがただ引っかかったなと。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

○嶋田委員 何ですべての個体に対して８つきちんと入るんでしょうね。 

○高木委員 不思議ですね。だから、それぞれが独立のイベントなのか、何か関係がある個体

を拾ってしまったのか、その辺が。しかも濃淡に随分差がありますよね。上のほうは完全に薄

いですし。だから、それぞれがワンコピーというのもちょっと考えにくいので、やや不思議な

パターンだなという気がしましたけど。 

○原田座長 小野里先生、よろしいでしょうか。特に何かご意見は。 

○小野里委員 ちょっと中座してすみません。 

 参考までにお聞きしますが、最初に開発したところはオーストラリアですか。 

○高木委員 共同研究ですよね、サントリーとオーストラリアの。 
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○小野里委員 サントリーとオーストラリアと。そうですか。 

○高木委員 ええ、オーストラリアのどこかの企業だったと思います。 

○小野里委員 もう一つ今の質問で関連してお聞きしたいんですけれども、減数分裂のときで

なくても、そういう組換えというのは起こり得るものですか。 

○高木委員 僕は植物のことはよくわからないけれども、マイトティック・リコンビネーショ

ンという言葉はあるわけですよね。 

○小野里委員 マイトティックですか。 

○高木委員 マイトティックのリコンビネーション。 

○小野里委員 そうすると、これから、これは変化していく可能性があるというご意見だった

んでしょうか、先ほどのは。 

○高木委員 いや、要するに非常にパターンが複雑なので、相当さまざまなリコンビネーショ

ンの結果が出ているんじゃないかなというふうに…… 

○小野里委員 この結果自体がですか。 

○高木委員 ええ。だから、それを考えると、将来いろんなリコンビネーションが起きる可能

性は否定できないかなという、そういう意見です。 

○小野里委員 最初からこれだけ入っていた可能性も当然あり得るわけですよね。 

○高木委員 最初入っていたということは間違いないと思いますね。ただ、どこに入ったかわ

からないわけですから、いろいろ動くということは、遺伝子が動いて、要するにイベントとし

て違う植物個体ができる可能性がないように、安定性というのをいつもチェックしてもらって

いるわけですけれども、それが見られないというか、そういう状況なので、そういう感想とい

うか、そういう気がしました。 

○原田座長 よろしいですか。 

○小野里委員 はい、結構です。 

○原田座長 では、ほかに、もしないようでしたら、取りまとめをさせていただきたいと思い

ますけれども、申請者から提出されました青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーシ

ョンについては、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。それでよろしいでしょう

か、これについては。 

 では、ご異議なければ、このようにさせていただきます。あとは申請者に対して事務局から

連絡してください。 

 では、次に移らせていただきます。除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネー

ト耐性ダイズについての検討でございます。 
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 それでは、農作物分科会での検討結果について、近藤委員より、資料３に基づいてご報告を

よろしくお願いいたします。 

 

＜除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズの生物多様性影響評価

について＞ 

○近藤委員 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：除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズ（改変aad-12, 

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

 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：ダウ・ケミカル日本株式会社。 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、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由来のプラスミドpDAB4468を用いて、アグロバクテ

リウム法により作出されており、改変aad-12遺伝子（アリルオキシアルカノエート・ディオキ

シゲナーゼ遺伝子）及びpat遺伝子を含むT-DNA領域に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分析により確

認されている。 

 移入された改変aad-12遺伝子及びpat遺伝子の安定した発現は、複数世代を用いた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。 

 本組換えダイズは、移入された改変aad-12遺伝子及びpat遺伝子によりアリルオキシアルカノ

エート系除草剤及び除草剤グルホシネート耐性が付与されている。しかしながら、これらの除

草剤が散布されることが想定しにくい自然条件下において、アリルオキシアルカノエート系除

草剤及び除草剤グルホシネート耐性であることが競合における優位性を高めるとは考えにくい。 

 2008年に米国で実施したほ場試験の結果、形態及び生育の特性、種子の生産量・脱粒性・休

眠性及び発芽率について本組換えダイズと非組換えダイズとの間で相違は見られなかった。 
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 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場におけ

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、影響を受ける可能性

のある野生動物等の特定はされず、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。 

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

及び除草剤グルホシネート耐性を付与するPAT蛋白質を生産するが、改変AAD-12蛋白質及びPAT

蛋白質については、ともに有害物質としては知られておらず、改変AAD-12蛋白質及びPAT蛋白質

が他の代謝系に関与するとは考えられていない。 

 また、米国において、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）の産生性の

有無を後作試験及び鋤込み試験により検討した結果、本組換えダイズと非組換えダイズとの間

で相違は見られなかった。 

 なお、改変AAD-12蛋白質及びPAT蛋白質は、アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知のアレル

ゲンと構造的に類似性のある配列を持たないことが確認されている。 

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

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、影響を受ける可能性

のある野生動植物等の特定はされず、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。 

 ダイズの近縁種としてはツルマメが知られており、ともに染色体数が2n=40であり交雑可能で

あることから、影響を受ける可能性のある野生植物としてツルマメを特定し、以下の検討を行

った。 

 ダイズとツルマメの雑種の成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、その雑種が成育するとともに、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

で低い割合にとどまらずに拡散していく可能性がある。 

 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
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間50cmの隣接栽培を行った場合でも、交雑率は0.73％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マーカーは検出されなかったとの報告があること、③除草剤グ

リホサート耐性組換えダイズ40-3-2系統とツルマメの開花期を一致させ、隣接して栽培しダイ

ズにツルマメが巻きついた状態で生育させた交雑試験では、収穫したツルマメ種子32,502粒中

１粒がダイズと交雑していたとの報告があることなどから、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、その雑種は改変aad-12遺伝子及びpat遺伝子

により、アリルオキシアルカノエート系除草剤及び除草剤グルホシネート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、このような雑種が生

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。 

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

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、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 

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

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、我が国における生物

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

た。 

○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ご報告いただきました除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグル

ホシネート耐性ダイズについて、何かご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いしたい

と思います。いかがでしょうか。 

 これはまだ隔離ほ場段階での試験ですね。３回、分科会のほうで検討しているんですかね。

そうですね。 

 林先生、何かございますか、特に。何でも、ございましたら、どうぞ。 

○林委員 小さいことですけれども、この申請書の厚いほう、ピンクのほうの５ページの真ん

中辺に…… 

○原田座長 行数はわかりますか。 

○林委員 行がどこかに書いてありましたか。 

○原田座長 書いてあるんですけれども、とじたときに、大分かくれてしまっていて。 

○林委員 ４つ目のパラ、アリルオキシアルカノエート、ずっとこう書いてある、そこのとこ

ろですね。それで、最後に（図１、ｐ．５）という、そのパラですけども。 
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○原田座長 ５ページですか。 

○林委員 ５ページです。下から３番目の、ちょっと四、亓行のパラ。 

○原田座長 20行目ですね。 

○林委員 それと10ページの下の10ないし13行、ここのところで、結局この組換え体が2,4-Dに

対して耐性を有するということが書いてあります。これは私、分科会に出させていただいたと

きに、組換え体のはっきりした目的を明記することは要求されていないけれども、でも、そう

いうことがわかるように書いていただくのはいいことじゃないかと申しました。それを書いて

いただいたので、これはよかったと思っています。それが１つです。 

 それからもう一つは、これはなお小さいことなんですけれども、22ページ、お読みいただい

た検討の結果の２ページの４の交雑性のところの下のほうにいくと③がございますね。農環研

のお仕事です。 

 これは本文の中では22ページの10ないし15行に相当するところなんですけれども、これは、

この段階では日本語の文献でいいんですけれども、つい最近、これが Weed Biology and 

Managementという英文のペーパーになりました、同じ内容で、2009年ですけれども。これはこ

れで結構ですけれども、この文献は事務局にお届けしてありますので、この次からはこっちの

ほうをお使いいただいたほうがいいと思います。せっかく英文になったことですからお知らせ

しておきます。 

○嶋田委員 その件に関してなんですけれども、2006年の農環研のデータ、これはこれでいい

と思うんですけれども、2008年にも、もう尐し拡大して、かなり大々的に実験をやっています

けれども、そっちのほうがより新しいデータで、しかも大々的な、大規模のほ場実験なので、

そっちのデータを出すほうが何かいいような気はしたんですけれども。私はWeed Biology and 

Managementのほうはまだ見ていないんですけれども、どっちのデータが出ているんでしょうか。

両方とも出ているんですか。2008のほうが出ているんですか。 

○林委員 播種期を３つ変えて、あわせて、最後のところにあったという…… 

○嶋田委員 じゃ、2008年のやつです。 

○林委員 そっちの仕事です。 

○嶋田委員 だとしたら、2008年度版のほうが、より数字が新しい。 

○原田座長 2008年のは日本語ですか。 

○嶋田委員 ここで報告されましたよね。 

○林委員 日本語です。６年と８年と２つあって、片方が成果で片方が研究報告ですか、それ

が載っていますけど。2008年のだと思いますけれども、そういう英文になったので、特に引用

はそっちでなさったほうが今後いろいろ、せっかく英文でまとめられている、同じ内容ですか



－15－ 

ら。 

○嶋田委員 それに付随して、①と③はかなりデータが出ているんですけれども、交雑性の②

のところなんですけれども、何かすごく、１行でちょろっと書いてある程度で、実はKuroda et

 al.の2008年のCrop Scienceのやつはかなりしっかりとした調査をやってきているので、せめ

てそういうものをもう尐し具体的にやってもいいんじゃないでしょうか。 

○林委員 それはおっしゃるとおりだと僕も思いますけれども、これの②の内容は非常に多い

し、Crop Scienceに出たデータであるから、もっと尐し、余計なことを書く必要はないけれど

も、これは本当に必要最小限のことしか書いていなくて。 

○原田座長 ①と③はあるけれど…… 

○林委員 ①と③はいろいろ書いてあるけど、もう尐し②が、優しく中身に肉をつけても大き

な間違いにはならない、そういう気はしますけど。 

○原田座長 恐らく申請者の耳には十分入っていくと思いますので、今後の対応だと思います。

ありがとうございました。 

 小野里先生、特によろしいですか。もしほかになければ…… 

○浦野技術政策課課長補佐 すみません、武田先生から４点ばかり届いておりますので、武田

先生に代わってご説明をさせていただきます。 

 ４点あるんですが、４点のうち最初の２つは参考意見で、３つ、４つ目は修正意見というこ

とですので、まず参考意見からご説明をさせていただきます。 

 まず、評価書の３ページの４行目から６行目にかけてですが、概要は６ページ目ですけれど

も、ご説明をさせていただきますが、そこの４行目から、ダイズでは乾物１ｇを生産するのに

必要な水の量は600ｇであり、イネ300ｇであり、トウモロコシ100ｇであると要水量が書いてあ

るけれども、要水量が100ｇの植物はあり得ない。本論とは関係ないが、引用か原著の間違いで

あろうということのご指摘がございまして、事務局のほうで朝倉書店から出ています、大門さ

んが書かれている2008年の作物学概論を申請者のほうから取り寄せた結果、そこの141ページを

読むと、要水分の吸収量と数量というところで、「ダイズでは乾物１ｇを生産するのに必要な

水の量（要水量）は600ｇであり、イネの約300ｇ、トウモロコシの約100ｇよりもはるかに多

い」というように、引用は間違っていないということは確認させていただきました。 

 ②ですが、こちらも参考意見でございますが、評価書の10ページの９行目から10行目のとこ

ろでありまして、「核内遺伝子におけるメンデル遺伝の法則から予想される分離比と試験結果

は一致しなかった」という、11ページの表２のことですが、武田委員のほうは、これは全個体

数が632個体と多かったためで、ちなみにこれは武田先生がご自身で、標本数を10分の１、63個

体にしてみると、分離比は52対11となって、カイ二乗値は1.91ということで適合するというこ
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とで、個体数が多ければよいというものではありませんよという参考意見が届いております。 

 続きまして、次は修正意見でございますが、やはり同じく評価書10ページの14行目のところ

ですが、先ほどと同じでございますが、「したがって本組換えダイズに移入した核酸は染色体

上に存在していると考えられる」と、こちらでございますが、やはり「核酸は染色体上に存在

していると考えられる」、これは根拠のない推論にすぎないと。オルガネラにあっても選抜・

固定すればすべての個体が耐性を示すということで、ここはやはり先ほどと同じように、分科

会の結論と同じように、資料３－１の23行目、「T-DNA領域が本組換えダイズのゲノム中に」と

いうように修正すべきということでございます。 

 続きまして、④でございますが、評価書15ページの６行目、概要ですと15ページのやはり同

じところでございますが、そこの15ページの６行目のお尻のほうですが、「花粉は全て染色さ

れていた（100個体以上／１視野）」と書かれているけれども、花粉の数なので、個体ではなく

て「粒」、ですから100粒ですか、「粒」とするべきですという意見が寄せられております。 

 以上４つ、参考意見が最初に申し上げた２つで、次に申し上げた３番と４番の意見が修正意

見ということで届いておりますので、ご紹介させていただきました。 

○原田座長 それでは、今の修正意見になっています③と④、ゲノムにするのと、それから100

粒というふうに変えるという、これはご異議ないと思いますので、よろしいでしょうか、そう

いうふうに訂正するということで。 

 個体という言葉が、我々の分野ではやっぱり、花粉の場合にはぴんとこないと思いますので、

個体と言っても間違いじゃないかもわからないですけれども、粒のほうがより的確じゃないか

と思います。 

 参考意見については、これは伺っておくということでよろしいでしょうか。どうでしょうか。 

○高木委員 最初のほうのゲノムの、もう一回、ちょっと意味がよくわかりにくかったんです

けれども。表現の仕方ですか、武田先生がおっしゃっているのは。 

○浦野技術政策課課長補佐 武田先生がおっしゃったのは表現の仕方でございまして、先ほど

と同じでございますが、評価書10ページの14行目、「したがって本組換えダイズに移入された

核酸は染色体上に存在している」ということですけれども、この「染色体上に」というのは推

論にすぎなく、オルガネラにあっても選抜・固定すればすべての個体が耐性を示すから、ここ

はやはり分科会の報告の１ページの22行目にあるとおり「ゲノム中に移入されており」という

表現が適当であるということでございます。 

○高木委員 どうなんでしょうかね。例えばミトコンドリアの染色体というような言い方は、

するのか、しないのかですね。 

○小野里委員 一件目の申請では栄養繁殖ですからその表現でよろしいかと思います。この案
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件では３対１にはきちっと統計上分離していなくても、感受性の個体が出ているということは、

遺伝的分離が起こることを示しており染色体に組み込まれたことを示唆しています。したがっ

て、この場合は核ゲノムでよろしいと思います。 

 例えばミトコンドリアなど核以外のオルガネラに入っていた場合は、全個体が耐性になるは

ずです。感受性の個体が出るということは、核に導入遺伝子が存在していると考えるべきです。

従って評価書のほうが正しいと思います。 

○高木委員 武田先生のおっしゃっているのは、もしミトコンドリアに入っているならば、染

色体という言葉を使わないほうがいいと、そういう意味のようですね。 

○原田座長 植物分野では余り使わないですよね、オルガネラもね。 

○高木委員 そうしたら、核染色体とすれば一番正確なんですかね。だけど、武田先生は、核

染色体に入っているという証拠はないから、ゲノムにしなさいと。 

○小野里委員 でも、この結果は核染色体に入っている証拠だと思うんです。前回の場合は栄

養繁殖ですから、核に入ろうと核以外のオルガネラに入ろうと全個体に出ますので、組み込ま

れている場所が特定できないのでゲノムとしておいたほうが無難です。 

 武田先生の言葉に全個体とありましたよね、指摘のところに。 

○浦野技術政策課課長補佐 武田先生のコメントのままですと、これは根拠のない推断にすぎ

ない、オルガネラにあっても選抜・固定すればすべての個体が耐性を示す。ここは分科会の報

告の１ページ22行目にある「ゲノム中に移入されており……」という表記が適当であると。 

○小野里委員 これは、交配によって生まれてくる個体の全個体が非感受性というわけではな

く、感受性の個体が出ているわけですから。先ほどの案件は栄養繁殖ですので核か核以外のオ

ルガネラに入っているか区別できません。 

○嶋田委員 要するに選抜をかけてホモの系統をつくれば、それは全個体が核の染色体にちゃ

んと、ホモの状態で、それで系統をつくり上げることができたわけですから、現象としては何

も間違いないと思うんですけどね。 

 ただ当然、Ｔ２のときは、これはヘテロ個体で、それで自家受粉しているわけですから、３

対１の、期待に大体添ったものが出てくるわけですね。ただ、実際にはカイ二乗でやると尐し

ずれるけれども、じゃ、その感受性のやつが出てきているのはなぜかといったら、これは当然

のことながら、核のそういった染色体に乗っかっているために当然３対１で、要は劣性のほう

のホモが出ますから、だから、それで、小野里先生がおっしゃるとおりですよ。 

 なので、感受性のものが出てくるということは、要するに核の上に、ちゃんと染色体に存在

している。それに選抜をかけてホモだけにしてしまっているのが、ちょうど、だからＴ６ぐら

いとかでもいいわけですね。あるいはＴ４でもそうなのかな。すべて全部を100％、2,4-Dに関
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しては本組換えダイズのほうはちゃんと耐性を持っているし、非組換えのやつはだめというこ

とになっていますから、だから、私自身はこのままで別にいいんじゃないかという気はします

けど。 

○原田座長 今日は武田先生がいらっしゃらないから、ここは、じゃ、この委員会の結論とし

てはこのままにしておくということに。 

○小野里委員 私はそれでよろしいと思っています。 

○原田座長 よろしいでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 武田先生には、今日の議論はお伝えさせていただきます。 

○嶋田委員 武田先生自身が参考でと言っているだけなのだから、別にそんなに強い趣旨でも

…… 

○原田座長 いや、これは修正意見として。 

○嶋田委員 ああ、そうなんですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 最初の２つは参考で、３番と４番は…… 

○嶋田委員 ああ、そうか、３番目でしたか。 

○原田座長 ４番目。 

○嶋田委員 ああ、じゃ、そっちのほうに入っているわけですね。 

○原田座長 でも、今の議論を踏まえて、ここは原文のままにすることにします。 

○嶋田委員 だって、Ｔ２のヘテロ個体で自家受粉すれば、仮に感受性が出たときに、それは

オルガネラには絶対あり得ないですよ、そんなものは。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

○近藤委員 武田先生の参考意見と言われた、乾物１ｇに対して水云々というのは、私は何か

これでいいのかなという感じがするんですけれども、どうでしょうね。 

○原田座長 何ページでしたっけ、それ。 

○近藤委員 ３ページ。 

○原田座長 本文の３ページですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 こちらは、武田先生は、ちょっと文献ミスではないかということ

で、文献を確認してくださいということでございましたので、事務局のほうで確認させていた

だいたところ、確かにその引用箇所、トウモロコシの約100ｇよりもはるかに多いという、この

引用は間違っていないということを確認をさせていただいたんですが。 

○嶋田委員 ちょっと待ってください、もう一度、武田先生はどこの数値がおかしいんじゃな

いのか、あるいは、ひょっとしたら文献の読み間違いとかそういうことなのかという、何かそ

ういう参考だったですね。どんなところがおかしいと思ったんですか、武田先生は。 
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○浦野技術政策課課長補佐 武田先生は、引用か原著者の間違いであろうと。 

○嶋田委員 仮に原著者がそうだとしたら、どこがどんなふうな数字になるはずだというんで

すか。 

○浦野技術政策課課長補佐 いや、そこまでは何も。 

○嶋田委員 何かさっき言っていたじゃないですか。 

○浦野技術政策課課長補佐 要水量100ｇの植物はあり得ないと。 

○近藤委員 乾物１ｇを生産するのに水が100ｇで足りるはずはないとおっしゃっているわけで

すよね。 

○嶋田委員 ああ、そういう意味ですか。 

○近藤委員 正重量だったらそれはあり得るんですが、乾物はないと思いますけど。 

○林委員 ただ、このトウモロコシはＣ４ですよね。ですから、前のダイズとイネがＣ３です

から、Ｃ３よりかはＣ４のほうが水の利用効率は高いと、一般的にはそうですから、この数値

が低くなるなら…… 

○近藤委員 この順番はいいと思うんですけど、それにしても…… 

○林委員 数値自身はわかりませんけれども、トウモロコシが低くなるのは一般的に合ってい

るような気がしますね。Ｃ４ですから当然ですよね。 

○近藤委員 はい。この順番はいいと思うんですけど、値そのものはこれでいいのかなと、ち

ょっと思いますけど。多分、武田先生もそう思われたんだと思います。 

○嶋田委員 幾ら何でも100ｇで水が足りるはずはないだろうと。トウモロコシといえどもとい

う意味なんでしょうね。私は知りません、こういう数字は。 

○近藤委員 普通、正重量だったらば１％ぐらい使われることはあり得ると思うんですけれど

も、乾物重だと、トウモロコシといえども１％というのはちょっと、あり得るかなと思うんで

すけどね。 

○原田座長 でも、この作物学概論を調べていただいた範囲では、このとおりなんですね、記

載は。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうです。 

○近藤委員 責任はこの引用文献そのものにあると思うんですけど。 

○原田座長 ちゃんと引用の文献が書いてありますから。 

○近藤委員 ここで議論してもしようがないですからね。 

○原田座長 しようがないですね、これは。これはこのままに一応しておきましょう。そのう

ち、もう尐し調べればわかるかもしれないので。 

○嶋田委員 大体ここは一般的な特性を書いているだけなんだから、例えばこういうのを、概



－20－ 

要から、その３行ぐらいを外してしまえばいいんじゃないですか。 

○林委員 そうですよね。ここで言いたいのは、この最後ですよね。開花から１カ月の間に水

が最も要りますよということを言いたいのであって、その前の数値はあってもなくても…… 

○嶋田委員 別にあってもなくてもいい。そのとおりです。外せばいいだけじゃないかなとい

うふうに思うんですけど。 

○原田座長 そうしますと、この作物学概論、引用をほかのところにしなければ、文献がつい

ていれば、それからも削除するということですか。 

○近藤委員 ただ、これはどうでもいいのではないかと思うんですが。引用文献が、数字は違

っているかもしれませんが、言いたいことは間違いじゃないみたいですから。 

○嶋田委員 ええ、というふうに思います。だから、ややこしいのであれば、数値の部分のと

ころだけ、１行半ほどですか―を削って、要は水をたくさん必要としますよということさえ

わかるような書き方にしておけば、別に構わないような気がします。 

○原田座長 まあ、残しておきましょう、これは。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それであれば、ほかにございませんようでしたら、取りまとめさせていただいて、申請者か

ら提出された除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズについて、

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、こういうふうにさせていただきます。どう

もありがとうございました。 

 じゃ、事務局から申請者のほうにお伝えください。 

 そうしますと、これで、次の議題はその他となっていますけれども、何か事務局のほうから

ございますでしょうか。 

○浦野技術政策課課長補佐 総合検討会の次回の日程につきましては現在未定でございますの

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、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○原田座長 それだけですね。 

 本日の議事全般について何か特にございますでしょうか。いいでしょうか。 

 特にないようでしたら、じゃ、事務局にお返しします。 

 

＜閉会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 本日はご熱心なご討議、ありがとうございました。 

 以上をもちまして本検討会を閉会いたします。 


