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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 10 月５日 

                   於：農林水産省第２特別会議室 
 

＜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「生物多様性影響評価検

討会総合検討会」を開催いたします。 
 本日は、御多忙のところ、各先生方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。 
 先生方の御出欠状況でございますが、本日は武田委員、嶋田委員は、所用により御欠席と

の御連絡をいただいております。 
 
 

＜配布資料の確認＞ 
 議事に入ります前に、事務局より、配付資料一覧に基づきまして、本日配付いたしており

ます資料の御確認をさせていただきたいと思います。 
 まず、配付資料一覧、検討会の議事次第、委員名簿、座席表。 
 資料１は「第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況」。 
 資料２－１は「除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ」に係る農作物分

科会の検討結果。 
 資料２－２は、それに関する参考資料でございます。 
 資料３－１は「除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ T304-40」の農

作物分科会の検討結果。 
 資料３－２は、それに関する概要でございます。 
 資料４－１は「除草剤グリホサート耐性ワタ GHB614」に係る農作物分科会の検討結果。 
 資料４－２は、それに関する概要でございます。 
 資料５－１は「除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロコシ NK603×T25」
の農作物分科会の検討結果。 
 資料５－２は、それに関する資料でございます。 
 資料６－１は「耐熱性α－アミラーゼ産生並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並

びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ」に係る農作物分科会の検討

結果。 
 資料６－２は、それに関する資料でございます。 
 資料７は「中央環境審議会野生生物部会遺伝子組換え生物小委員会報告」のカルタヘナ法

の施行状況の検討及び意見募集の結果についてでございます。 
 参考資料１は「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（作物別、承認順）」。 
 参考資料２は「カルタヘナ法に基づく第一種使用規定の承認申請について学識経験者の意

見の聴取を終えた審査中の案件一覧」ということで資料を用意させていただきましたが、不
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足している資料等はございませんでしょうか。 
 よろしければ、事務局の方から、参考資料１及び２につきまして御説明をさせていただき

ます。 
 
 

＜参考資料の説明＞ 
 まず、参考資料１は、今日現在、第一種使用規程が承認されました農作物の一覧でござい

まして、11 ページには、今日現在で作物につきましては 10 作物、129 品目が承認されてお

ります。 
 前回の総合検討会以降に承認をされた品目といたしましては、９ページのトウモロコシの

44、45、46 番の３件が７月 30 日にそれぞれ承認されております。 
 ５ページ、ダイズの 14、15 番の２件が、同じく７月 30 日及び８月 28 日に承認されてお

ります。 
 ３ページ、カーネーションの８番が８月 28 日に承認されております。 
 ２ページ、イネの 21、22、23 番の３件が７月 30 日に承認されております。 
 以上が前回の総合検討会からの承認状況でございます。 
 続きまして、本日現在、意見の聴取を終えてありますが、まだ審査中の案件といたしまし

ては、参考資料２に載せております６件でございまして、パブリック・コメントは終了して

おりますが、食品使用の安全性確認が未了ということでございます。 
 参考資料の説明につきましては、以上でございます。 
 また、傍聴の皆様方は、傍聴される方への注意事項を守っていただきますようお願いいた

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ます。 
 なお、会議室が広いので、マイクをお使いいただければと思います。よろしくお願いしま

す。 
 

＜議事＞ 
○原田座長 それでは、本日の議事に入りたいと思います。 
 審査案件が５件、その他もございますので、いつものとおりスムーズな会議の進行に御協

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す。 
 既に農作物分科会での専門的な見地からの検討が終了したものでございます。 
 本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を近藤委員から御報告いただきまして、

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

ついて御検討いただきたいと考えております。 
 議事の進め方といたしましては、まず、資料１に基づいて、今回の申請案件の審査状況を

事務局から説明いただきます。その後、個々の申請案件について、委員の皆様で検討し、意

見を集約したいと考えております。 
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 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いたしたいと思います。 
○浦野技術政策課課長補佐 わかりました。それでは、お手元に配付させていただいていま

す資料１に基づきまして、申請案件の審査状況につきまして御説明させていただきます。 
 まず、本日御審査いただく案件といたしましては、５件を予定しております。 
 １、２番目は「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、２件ともワタでございます。 
 農作物分科会における検討状況といたしましては、６月 18 日及び８月 14 日に分科会で御

審議をいただき、本日総合検討会で御審議をいただきます。 
 ３、４、５番は、隔離ほ場栽培ではなく、一般使用ということで「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」ということでござ

います。３番がワタ、４、５番がスタックのトウモロコシでございます。 
 農作物分科会における検討状況といたしましては、３品目とも８月４日及び９月３日の分

科会で御審議をいただき、本日総合検討会で御審議をいただきます。 
 なお、３番のワタにつきましては、昨年カルタヘナ法に基づく隔離の承認は下りていると

いうことでございます。 
 以上でございます。 
 

＜除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（GHB119）（T304－40）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。 
 まず「除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ」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きまして、近藤委員より、資料２－１と３－１に基

づいて御報告お願い申し上げます。 
○近藤委員 それでは、資料２－１と３－１を見ていただきたいと思います。この２件は、

名称は除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタで、別のイベントになってお

ります。 
 資料２－１を読ませていただきまして、続いて３－１で２－１と違う点だけを説明させて

いただくということで、この２件の御説明とさせていただきたいと思います。 
 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 ル ホ シ ネ ー ト 耐 性 及 び チ ョ ウ 目 害 虫 抵 抗 性 ワ タ （ 改 変

bar,cry2Ae,Gossypium hirsutum L.）（GHB119,OECD UI:BCS－GH005－8） 
 第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随す

る行為 
 申請者：バイエルクロップサイエンス株式会社 
 
 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一

種使用規程に従って本組換えワタ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。 
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 １ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性 
 本組換えワタは、アグロバクテリウム由来のプラスミド pTEM12 を用いて、アグロバクテ

リウム法により作出されており、cry2Ae 遺伝子発現カセット及び改変 bar 遺伝子発現カセッ

トを含む１コピーの T－DNA 領域が本組換えワタの染色体上に移入されており、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。 
 移入された cry2Ae 遺伝子及び改変 bar 遺伝子の安定した発現は、複数世代を用いた標的

昆虫に対する食餌試験及び除草剤グルホシネート散布試験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ワタは、我が国において長期にわたり使用等の実績があるが、

これまで自生化した例は報告されていない。 
 本組換えワタは、移入された cry2Ae 遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が、改変 bar 遺伝

子により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、チョウ目害虫による

食害は、ワタが我が国の自然環境下で生育することを困難にさせる主な要因ではないと考え

られる。また、除草剤グルホシネートが散布されることが想定しにくい自然条件下において、

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。 
 スペイン及び米国における野外試験並びに我が国での P1P 実験室において、競合における

優位性に関わる諸形質について調査を行った。その結果、スペインの調査では、本組換えワ

タの草丈は対照の非組換えワタと比べて有意に低かったが、2008 年の米国の調査では草丈に

関して系統間に統計学的有意差は認められなかったことから、遺伝子組換えによる形質の変

化ではないと考えられる。また、米国の調査において、本組換えワタの総さく数は対照の非

組換えワタに比べて有意に少なかった。この総さく数が少ないことは、競合において有利に

なるとは考えられないことから、仮にこの差が生じたとしても、本組換えワタの競合におけ

る優位性を高めるものではないと考えられる。 
 以上より、本組換えワタは、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 
 宿主の属する分類学上の種であるワタについては、他感物質のような野生動植物等の生息

又は生育に影響を及ぼすような物質を産生することは知られていない。 
 また、Bt 蛋白質が酵素活性を示すとする報告はなされておらず、Cry2Ae 蛋白質は宿主の

代謝系とは独立して機能すると考えられること、また、改変 PAT 蛋白質は高い基質特異性を

有しており、基質であるグルホシネート以外の化合物にアセチル基を転移することは考え難

いことから、いずれの蛋白質についても、宿主の代謝系を変化させることはないと考えられ

る。 
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 我が国の P1P 実験室において、本組換えワタの有害物質（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）

の産生性の有無を鋤込み試験及び後作試験により比較検討した結果、対照区との間で有意差

は認められなかった。 
 なお、Cry2Ae 蛋白質及び改変 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。 
 
 本組換えワタは Cry2Ae 蛋白質により、隔離ほ場周辺に生息するチョウ目昆虫種が本組換

えワタを摂食した場合、また、本組換えワタから飛散した花粉を摂食した場合に、チョウ目

昆虫種の生存に影響を及ぼす可能性が考えられた。よって、影響を受ける可能性のある野生

動物として、隔離ほ場周辺に生息する 64 種のチョウ目昆虫及びワタを食草とすることが知

られているチョウ目害虫６種が特定された。 
 しかしながら、これらのチョウ目昆虫種はいずれも絶滅危惧Ⅰ種、絶滅危惧Ⅱ種及び準絶

滅危惧種には指定されておらず、隔離ほ場周辺のみに分布する種は認められなかった。した

がって、本組換えワタの植物体の摂食による影響が生ずるのはチョウ目昆虫の幼虫が隔離ほ

場内に局所的に存在する場合に限られるが、そのような可能性は低く、植物体の直接的な摂

食により個体群の維持に影響を及ぼすとは考え難い。 
 また、本組換えワタから飛散した花粉の摂食による影響に関しては、ワタの花粉は比較的

重く粘着性があることから、風により飛散する可能性は低く、仮に飛散しても、その範囲は

極めて限られたものであると考えられた。したがって、ワタを摂食しないチョウ目昆虫種が

本組換えワタの花粉による影響を受ける可能性は低いと考えられた。 
 
 以上より、本組換えワタは、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、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ワタ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、本組換えワタは、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、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。 
 続いて、資料３－１です。 
 タイトルの番号などは違っておりまして、（GHB119,OECD UI:BCS－GH005－8）のとこ
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ろが（T304－40,OECD UI:BCS－GH004－7）となっております。 
 それから「１ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性」のところですが、２－１

では「プラスミド pTEM12」となっておりますが、３－１では「プラスミド pTDL008」と

なっております。 
 「アグロバクテリウム法により作出されており」の後ですが「cry2Ae 遺伝子発現カセット

及び改変 bar遺伝子発現カセットを含む１コピーのほぼ完全な T－DNA領域が本組換えワタ

の染色体異常に移入されておる」のところが、３－１では「改変 cry2Ae 遺伝子発現カセッ

ト及び改変 bar遺伝子発現カセットを含む１コピーほぼ完全な T－DNA領域が順位で移入さ

れた他、改変 cry1Ab 遺伝子発現カセットの 3’me1 断片が順位で、Ps7s7 断片、改変 cry1Ab
遺伝子、3’mel、RB 断片までの配列が逆位で移入されており」ということで、断片が幾つか

移入されているということが違いになっています。 
 その後ろ、２－１では「移入された cry2Ae 遺伝子」が、３－１では「改変 cry1Ab 遺伝子」

となっており、ほかにもありますが、そういったところが異なった場所としてあります。 
 「２ 競合における優位性」の内容が少し違っているわけですけれども、２－１では第３

段落の２行目「その結果、スペインの調査では、本組換えは他の草丈は対照の非組換えワタ

と比べて有意に低かったが、2008 年の米国の調査では草丈に関して系統間に統計学的有意差

は認められなかったことから、遺伝子組換えによる形質の変化ではないと考えられる」とな

っていますが、３－１では「その結果、スペインの調査では、本組換えワタの草丈は対照の

非組換えワタに比べて有意に高かったが、2008 年の米国における草丈の調査では系統間に統

計学的有意差は認められておらず、常に一定の傾向で認められる差ではないことから」とな

っております。 
 ２－１では、このほかに「また、米国の調査において、本組換えワタの総さく数は対照の

非組換えワタに比べて有意に少なかった。この総さく数が少ないことは、競合において有利

になるとは考えられないことから、仮にこの差が生じたとしても、本組換えワタの競合にお

ける優位性を高めるものではないと考えられる」となっていますが、３－１ではこのような

総さく数に関する記述はございません。 
 ２ページ目「３ 有害物質の産生性」の第３パラグラフです。２－１では最後に「対照区

との間で有意差は認められなかった」となっていますが、３－１では「検定植物として用い

たダイコンの発芽率、草丈、生重及び乾物重を調査した。その結果、後作試験における草丈

について本組換え区と対象の非組換え区の間に統計学的有意差が認められたが、本組換えの

方が高い値を示したことから、本組換えワタは有害物質を産生していないと考えられた」と

いうことが加わっております。 
 その後、導入した遺伝子の違いから、２－１では「本組換えワタは改変 Cry2Ae 蛋白質」

となっておりますが、３－１では「改変 Cry1Ab 蛋白質」となっております。 
 違っているところは以上ですが、組換え遺伝子の断片が移入されているかどうかというこ

とと、形質のところで一部有意差がある、あるいは後作試験などで有意差があるといったと

ころがありますが、結論としては、それが多様性に影響を与えるものではないとなって、い

ずれも影響はないという結論になっています。 
 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御報告いただきました

除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタの２件につきまして、何か御質問、

御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。 
 髙木委員、どうぞ。 
○髙木委員 大した問題ではないと思いますけれども、ジェネティックスタビリティー、要

するに挿入された DNA が子孫に安定して伝わっているというところの分析ですが、資料２

－１の GHB119 のブルーの最後のところに、ページ数が付いていないので説明しにくいんで

すけれども、「５．Genetic stability of the inserted DNA」というタイトルのページがござ

いますが、わかりますでしょうか。 
○浦野技術政策課課長補佐 今のページは、右側に Page 18 of 20 と振ってあると思います。 
○髙木委員 そうですね。Page 18 of 20 ですね。 
 ここに Genetic stability of the inserted DNA というのがあるんですけれども、普通はも

うちょっとわかりやすく書くと思うんですが、非常にわかりにくいです。文章を読むと、three 
consecutive generation のプラントからサンプルを取って、DNA を抽出したと書いてあるん

だけれども、どれがどの世代かというのがすごくわかりにくくて、19 ページに横型のテーブ

ルがありますが、「Condition tested」のところに Generation F1 というのが、３つとも F1
なんです。これは３ジェネレーションなのかどうなのかすごくわかりにくくて、２番目の

T304－40 のイベントは、同じようなところが 26 of 27 というページに出てきます。ここに

も Table5.2 があって、サザンブロットの結果を表にまとめているわけですが、ここは F1、
F2 のように、Generation が少し変わってきているんです。 
 表の見方を実はよくわかっていないんだけれども、３つのジェネレーションをちゃんとや

ったということがどこでわかるのか。最初の方は全部 F1 が付いていて、２番目のものは F2
というものが出てくる。これは３つのジェネレーションの最初の方は、説明文は three 
generation と書いてありますね。サザンのデータは最後の 20ページに載っているんですが、

これもどれがどのジェネレーションなのかよくわからないというのが質問です。 
○林委員 私の思い違いかもしれませんけれども、原田先生、もし間違っていたら済みませ

ん。 
 今、御指摘の Page19 of 20 で、BC1、F1 と BC2、F2 ではなくて、BC1、F1 というのは

バッククロス１世代。要するに、バッククロス２世代だから、F1 と BC1、F1 と BC2、F2
は３世代という意味ではないのでしょうか。 
○浦野技術政策課課長補佐 今の御指摘でございますが、水色の評価書本体の 17 ページで

す。こちらに育成の経過の図が書かれておりまして、字が小さいので恐縮ですが、一応挿入

DNA の安定性の確認のためのサザンブロット分析はｃというところで行ったということで、

ｃは F1 と BC1 の F1 と BC2 の F1 ということですので、髙木委員がおっしゃったものとい

うのは、一応こういうふうに後代から派生したものという御理解だと思います。 
○原田座長 今、林先生からコメントがあったのも、同じことですね。よろしいでしょうか。 
○髙木委員 わかりました。 
 ２番目のイベントのものの BC2、F2 というのは、やはり前の方に説明があるんですか。 
○浦野技術政策課課長補佐 こちらもオレンジ色の 17 ページを開いていただきますと、や
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はりｃということで、挿入 DNA の安定性を調べるためのサザンブロット分析に基づいた世

代ということで、この世代を用いたという育成経過図が載っております。 
○髙木委員 わかりました。それでいいと思いますけれども、このサザンのデータが載って

いるものは、その世代からいろんな個体を取ったものを出したんでしょうね。どうもありが

とうございます。 
○浦野技術政策課課長補佐 例えばオレンジ色の方ですと、18 ページのところに、安定性に

つきましては、その世代から抽出したものを使用していると書かれております。 
○原田座長 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。もしほかにコメント、

御質問がないようでしたら、まとめさせていただきます。 
 では、次のようにまとめさせていただきます。 
 申請者から提出された「除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタ

（GHB119）（T304－40）」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。 
 このようにしたいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 
○原田座長 では、御異議がないようですので、このように決定いたします。事務局の方か

ら申請者に御連絡ください。 
 次に移らせていただきます。 
 

＜除草剤グリホサート耐性ワタの生物多様性影響評価について＞ 
 ２番目の案件は「除草剤グリホサート耐性ワタ（GHB614）」です。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４－１に基づいて御報告をよろしくお願いいたしま

す。 
○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：除草剤グリホサート耐性ワタ 
    （2mepsps,gossypium hirsutum L.）（GHB614,OECD UI:BCS－GH002－5） 
 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：バイエルクロップサイエンス株式会社 
 
 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一

種使用規程に従って本組換えワタ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 
 本組換えワタは、アグロバクテリウム法により作出されており、サザンブロット分析等の

結果から、プラスミド pTEM2 由来の 2mepsps 遺伝子（除草剤グリホサート耐性遺伝子）発

現カセットを含む T－DNA 領域１コピーが移入されていることが確認されている。また、
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2mepsps 遺伝子が安定して後代に遺伝し、発現していることが、複数世代を用いた除草剤グ

リホサート散布試験の結果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ワタは、我が国において長期にわたり輸入され、加工用として

使用されてきた実績があるが、我が国において自生化することは報告されていない。 
 本組換えワタは、移入した 2mepsps 遺伝子により除草剤グリホサート耐性が付与されてい

るが、自然環境下においてグリホサートが選択圧となる可能性は考えにくいことから、この

形質は競合における優位性を高めるものではないと考えられる。 
 2008 年に我が国の隔離ほ場において、競合における優位性に関わる諸形質として、形態及

び生育の特性、成体の越冬性、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率について調査した。

その結果、栽培試験用種子の発芽率に関して系統間に統計学的有意差が認められたものの、

これらの栽培試験用種子は採種地が異なり、対照品種の場合、収穫前の天候不順により

GHB614 ほど発芽率の高い種子が得られなかったものと考えられた。また、収穫種子及びそ

の風乾種子の発芽率については、GHB614 と対照品種との間に統計学的有意差は認められな

かったことから、栽培試験用種子に認められた発芽率の差は遺伝子組換えによる影響ではな

いと考えられる。また、2007 年に我が国の特定網室において、生育初期における低温耐性に

ついて宿主との比較調査がなされたが、両者の間に統計学的有意差は認められなかった。 
 以上より、第一種使用等により、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、

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

は妥当であると判断した。 
 
 ３ 有害物質の産生性 
 ワタの種子には、非反芻動物に対して毒性を示すゴッシポールや飽和脂肪酸の脱飽和を阻

害して鶏卵の変色やふ化率の低下を引き起こすシクロプロペン脂肪酸が含まれていることが

知られている。しかし、野生動物がワタの種子を捕食するという例は報告されていない。ま

た、ワタについては、野生動植物等の生息又は生育に影響を及ぼす有害物質の産生性は報告

されていない。 
 本組換えワタは、グリホサート耐性を付与する 2mEPSPS 蛋白質を産生するが、本蛋白質

は既知のアレルゲンや毒素との間でアミノ酸配列に相同性はみられないことが確認されてい

る。また、2mEPSPS 蛋白質は、EPSPS 蛋白質と同様に高い基質特異性を有すると考えられ

ることから、宿主の代謝系に影響を及ぼし、有害物質を産生することはないと考えられる。 
 さらに、我が国の隔離ほ場試験において、本組換えワタの有害物質（根から分泌されて他

の植物及び土壌微生物への影響を与えるもの、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、土壌微生物相試験及び鋤込み試験により比較検討

した結果、対照区との間で統計学的有意差は認められなかった。 
 以上より、第一種使用等により、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、

有害物質の産生性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は

妥当であると判断した。 
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 ４ 交雑性 
 我が国の自然環境中にはワタ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、本組換えワタを第一種使用規程に従って使用した場合に、我が国における

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

判断した。 
 以上です。 
○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御報告いただきました、

除草剤グリホサート耐性ワタについて、何か御質問、御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。いかがでしょうか。 
 林先生、何か御意見ございますか。 
○林委員 特別に悪いということではないんですけれども、19 ページの中段以下に長い１つ

のパラグラフがありますね。これは別添資料４の 13 ページの Table7 と対応する文言だと思

うんですが、これはたしか分科会では Table7 の、特にフットノートの記述がかなり不正確

に省略されているということが指摘されまして、それをなるべく忠実に、余り変えずに直し

たという点がここに出ていると思うので、これはこのとおりで結構だと思います。これが１

点です。これは分科会で指摘されたことが直っていると思います。 
 もう一つは、私の理解不足かもしれませんけれども、先ほど浦野さんからもお話がありま

したが、隔離で通っているんですね。隔離で通っているというときは、結局これは栽培は申

請していないんです。隔離で通っているときの隔離の申請のときに、今日の第１件目と第２

件目は隔離ほ場における栽培ということが入っていますけれども、普通隔離で通るというこ

とは、自動的に栽培が入っているならいいんですが、もしも隔離で通ったときも栽培が抜け

ていれば、隔離は栽培を申請しない。一般のあれも栽培を申請しないということで、これは

栽培に対する申請はなしで通るということになるわけです。 
 そういうことがあっても別におかしくはないんですけれども、将来これがスタックの親に

なったときには、少し問題になるかもしれない。ただ、これも日本ではそうだけれども、外

国では無許可栽培が申請中ということで、そちらを使えば、スタックを親としてもＯＫされ

るかもしれない。ワタの場合、今までも必ずスタックをするときに、全部が栽培ＯＫになっ

ていなくても、スタックでＯＫになっているケースもありますから、そういうことで考えら

れるかなということです。 
 １番は、隔離のときに栽培がＯＫになっていたのか、なっていないのかということなんで

す。 
○原田座長 例えば資料１によりますと、この件については、2008 年に隔離ほ場で既に試験

が終わっているわけですね。今、３つ目に当たるわけですから、資料１の３番目、除草剤グ

リホサート耐性ワタということで、これはワタですから、隔離ほ場のものは既に 2008 年に
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終わっていて、今回申請してきたのは、隔離ほ場ではないと思いますが、栽培のことが入っ

ていないのは、ワタだからと考えていいんでしょうか。 
○近藤委員 そうですね。 
 特にコメントはないんですけれども、これまでずっとワタは栽培なしで申請もされました

し、そういうことで、特に栽培がないからといって、試験が簡略されるかということはない

んですが、ワタの場合には栽培なしでずっときておりますし、以前のガイドラインのときの

ものから今回のカルタヘナ法で引き継いでこられたものも全部そうなっていますので、それ

に従ってこうなっていると思います。本当に栽培がなくていいのかどうかということは、い

つも必ず少し疑問に考えることはありますが、ワタに関してはそれで問題ないということだ

ったと思います。 
○原田座長 どうもありがとうございました。 
 林先生、よろしいですか。 
○林委員 はい。 
○原田座長 ほかに何か御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。何かご

ざいますか。特にございませんか。 
 それでは、特にございませんようですので、とりまとめさせていただきたいと思います。 
 申請者から提出されました「除草剤グリホサート耐性ワタ」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。 
 このようにまとめますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 
○原田座長 御異議はないようですので、このように決定したいと思います。事務局は申請

者にお伝えください。 
 それでは、４件目にまいります。 
 

＜除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロコシの生物多様性影響評価に 
ついて＞ 

 除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロコシについて検討したいと思います。

例によって近藤委員から、農作物分科会での検討結果について、資料５に基づいて御報告を

よろしくお願いいたします。 
○近藤委員 それでは、同様に資料５－１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グルホシネート耐性トウモロコシ 
    （改変 cp4 epsps,pat,Zea mays subsp. mays(L.)Iitis） 
    （NK603×T25，OECD UI：MON－00603－6×ACS－ZM003－2）  
 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：日本モンサント株式会社 
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 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スタック系統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。 
 なお、本スタック系統トウモロコシは、NK603 と T25 の自殖系統から、交雑育種法によ

り作出されたものであり、これらの親系統については、生物多様性影響評価検討会において、

個別に、本スタック系統トウモロコシと同一の第一種使用等をした場合に生物多様性影響が

生ずるおそれはないと判断されている。 
 
 １ 意図された形質に係る相互作用 
 改変 CP4 EPSPS 蛋白質及び PAT 蛋白質はそれぞれ異なる作用機作を持ち、独立して作用

していることが知られている。また、これらの蛋白質は、それぞれ高い基質特異性を有する

ことから植物代謝経路に影響を及ぼすことはないと考えられる。よって、本スタック系統ト

ウモロコシにおいて、それぞれの親系統由来の発現蛋白質が植物代謝経路に新たな影響を及

ぼす可能性は低いと考えられた。 
 実際に生物検定を行った結果、本スタック系統トウモロコシの除草剤グリホサート耐性及

び除草剤グルホシネート耐性はそれぞれの親系統と同程度であり、各親系統由来の発現蛋白

質が本スタック系統トウモロコシの植物体内において相互に影響する可能性は低いと考えら

れる。 
 以上より、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこと

以外に評価すべき形質の変化はないと考えられる。 
 
 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、これまで自生した例は報告されていない。 
 本スタック系統トウモロコシの親系統である NK603 及び T25 の競合における優位性に関

わる諸形質として、形態及び生育の特性、生育初期における低温耐性、成体の越冬性、花粉

の稔性及びサイズ、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率について調査を行った。その

結果、T25 については、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

かったが、供試した NK603 のハイブリッド品種２品種のうち１品種について、百粒重で対

照の非組換えトウモロコシとの間に統計学的有意差が認められた。しかし、百粒重以外の競

合における優位性に関する諸形質では、対照の非組換えトウモロコシとの間で統計学的有意

差は認められず、また供試したもう一方の品種では、対照の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ことから、この百粒重の違いのみで競合における優位性

が高まるとは考えにくい。 
 
 本スタック系統トウモロコシ中で発現する改変 CP4 EPSPS 及び PAT 蛋白質の基質特異性

は高いため、それぞれ独立して作用していると考えられた。また、本スタック系統トウモロ

コシは除草剤グリホサート耐性及び除草剤グルホシネート耐性を持つが、グリホサート及び
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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られない。 
 以上より、本スタック系統トウモロコシは競合における優位性に起因する生物多様性影響

を生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 
 
 ３ 有害物質の産生性 
 宿主の属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物等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。 
 本スタック系統トウモロコシで発現している改変 CP4 EPSPS 蛋白質及び PAT 蛋白質につ

いては、既知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 蛋白質及び PAT 蛋白質については基質特異性が高いことから、宿

主の代謝系に作用して有害物質を産生することは無いと考えられた。実際に NK603 及び T25
における有害物質（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）の産生性については、後作試験、土壌微

生物相試験及び鋤込み試験により比較検討した結果、いずれの試験でも対照区との間で有意

差が見られなかった。 
 以上より、本スタック系統トウモロコシは有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を

生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 
 
 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、本スタック系統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、

我が国における生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論

は妥当であると判断した。 
 以上です。 
○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御報告いただきました

除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロコシにつきまして、何か御質問、御意

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。 
 小野里委員、どうぞ。 
○小野里委員 この緑色の評価書の 25 ページの 15 行目に、隔離ほ場試験の終了時には、結

実後の枯死が始まっていることを観察したと書いている。 
 そのデータが別添資料１の 24 ページ、表３－４にあります。その前のページに方法が書

いてありまして、今の表は越冬性を調べるもので、そこに組換えトウモロコシ及び非組換え

トウモロコシのおよそ３葉期の苗を４℃で２週間処理したと書いてあるわけです。 
 そうしますと、これは容態で、先ほどの評価書の記述は、結実後の枯死と書かれているの

で、これはさきの表記と実験の内容とが合っていないということを指摘したいと思います。 
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○原田座長 結実したような個体のあれが、本文のどこかにありましたか。 
○小野里委員 本文の 25 ページの 15 行目にその記述があるんですが、実験終了後に結実後

の枯死が始まっているとあります。しかしながら、データの方は、若い苗を低温室で試験し

て、その結果が示されているので、この記述と実験結果とは一致しないということです。 
○原田座長 私の理解するところでは、成体の方とは、今、先生がおっしゃった幼苗での試

験とは特に結び付けてはいないのでしょうかね。25 ページは成体の越冬性または越夏性とい

うことで、ここでは幼苗のことは書いていないわけですね。 
○小野里委員 ただ、その記述の根拠となる引用が 24 ページの表３－４になっているわけ

です。そこに示されている表は、幼苗のことについて書かれているものです。 
 その結実後の枯死のところは、どこか試験があるかなと思ったんですけれども、私は見つ

けられなかったです。 
○原田座長 これは非常に間違いを呼ぶ可能性があるんですけれども、もし著者の意図を考

えると、ここは単に越冬性のことを書いただけで、確かにこの別添資料１の表３－４をここ

で引用するのは適切ではないですね。なぜここに入れたのかわかりませんね。 
○小野里委員 この試験は低温耐性だと思うんです。ところが、これは越冬性ですから、結

実後も冬を生き延びるかどうかという問題で、ちょっと趣旨が違うものですからね。 
 引用のところを削っただけでもいいのかもしれませんね。 
○原田座長 削除すればいいことかもしれませんね。 
○井出委員 これは一番上で引用されていますね。 
○原田座長 一番上にありますね。 
○井出委員 ４行目に引用されてありますので、多分うっかり引用したのではないですかね。 
○浦野技術政策課課長補佐 今、小野里委員が言われたことは、下の T25 についても結実後

ということで引用はされていないので、多分この引用は間違いなのかなと思われます。 
 それと、別添資料１の 30 ページをお開きいただくとわかると思うんですが、30 ページの

「９．考察及び結論」に１）～３）とあります。ここの２）のところで、一応「組換えトウ

モロコシの雑草化・越冬性能力は非組換えトウモロコシと比べて差異のないことが示された」

と書かれております。 
○原田座長 それでは、ここを削除することにしましょう。本文 25 ページの 16 行目になり

ます。「（別添資料１の表３－４，p24）」は正しくないので、今、井出委員が指摘されたよう

に、このページの１番上に同じ引用があるので、下の方は間違いでしょうね。これを削除す

ることにしたいと思います。 
 ほかに何かございませんでしょうか。林先生、何かございますか。 
○林委員 これは別に悪いということではなくて、今後スタックは組換え全体の 20％とどん

どん増える一方ですから、このように事務局とか申請者がスタックの申請の資料を必要にし

て、なおかつ簡略化していくという方向で努力することは非常に結構なことだと思うんです。

例えば申請書類の 24 ページにあるように、いろいろな比較を比較表で一覧にしているわけ

ですね。このような比較表は、この次の本日最後の申請書にも適用されていますが、非常に

結構なやり方だと思うんです。これが１つのスタイルになって、今まで分厚い書類を全部整

えるのではなくて、これで済ませるということで、この方法が定着していけばいいように思
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います。 
○原田座長 どうもありがとうございました。ほかに何か御指摘はございますでしょうか。 
 特にないようでしたら、まとめたいと思います。 
 申請者から提出された「除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性トウモロコシ」につ

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

生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断します。 
 このようにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 
○原田座長 御意見がないようですので、そのように決定したいと思います。事務局は申請

者に御連絡ください。 
 それでは、最後の申請案件だと思います。耐熱性α－アミラーゼ産生並びにチョウ目及び

コウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシで

す。括弧の中の番号は省略させていただきます。 
 
＜耐熱性α－アミラーゼ産生並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グル

ホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシの生物多様性影響評価について＞ 
 農作物分科会での検討結果について、近藤委員から資料６－１に基づいて御報告をよろし

くお願いいたします。 
○近藤委員 資料６－１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：耐熱性α－アミラーゼ産生並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草

剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ 
（改変 amy797E,改変 cry1Ab,改変 cry3Aa2,pat，mEPSPS,Zea mays subsp.mays(L.)Iltis）
（3272×Bt11×MIR604×GA21,OECD UI:SYN－E3272－5×SYN－BT011－1×SYN－

IR604－5×MON－00021－9）（3272,Bt11,MIR604 及び GA21 それぞれへの導入遺伝子の

組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの（既に第一種使

用規程の承認を受けたものを除く。）を含む。） 
 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：シンジェンタシード株式会社 
 
 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スタック系統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。 
 なお、本スタック系統トウモロコシは、耐熱性α－アミラーゼ産生トウモロコシ（3272）、
チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ（Bt11）、コウチュウ目害

虫抵抗性トウモロコシ（MIR604）及びグリホサート耐性トウモロコシ（GA21）を用いて、

交雑育種法により作出されたものであり、これらの親系統については、生物多様性影響評価
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検討会において、個別に、本スタック系統トウモロコシと同一の第一種使用等をした場合に

生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断されている。 
 
 １ 意図された形質に係る相互作用 
 改変 AMY797Eα－アミラーゼ、改変 Cry1Ab 蛋白質、改変 Cry3Aa2 蛋白質、PAT 蛋白

質、mEPSPS 蛋白質及び PMI 蛋白質は、それぞれ異なる作用機作を持ち、独立して作用し

ていることから、Schrijver ら（2007）が述べている相互作用についての検討が必要な蛋白

質には相当しないと考えられる。また、これらの蛋白質はそれぞれ宿主の代謝経路に影響を

及ぼすことはないと考えられる。よって、本スタック系統トウモロコシにおいて、それぞれ

親系統由来の発現蛋白質が宿主の代謝経路に新たな影響を及ぼす可能性は低いと考えられた。 
 実際に、本スタック系統トウモロコシの耐熱性α－アミラーゼの発現量、また、チョウ目

及びコウチュウ目害虫抵抗性、除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性は、それぞれの

親系統と同程度であった。よって、各親系統由来の発現蛋白質が本スタック系統トウモロコ

シの植物体内で相互に影響する可能性は低いと考えられた。 
 また、本スタック系統トウモロコシにおいて、各親系統由来の発現蛋白質間に相互作用が

認められなかったことから、本スタック系統トウモロコシの親化合物系統それぞれへの導入

遺伝子の組合せを有するものであって、本スタック系統トウモロコシから分離した後代系統

のスタック系統トウモロコシにおいても同様に発現蛋白質間での相互作用はなく、新たに獲

得されたそれぞれの性質は変化しないと考えられた。 
 以上より、本スタック系統トウモロコシについては、親系統が有する形質を併せ持つこと

以外に評価すべき形質の変化はないと考えられる。 
 
 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、これまで自生した例は報告されていない。 
 本スタック系統トウモロコシの親系統である 3272、Bt11、MIR604 及び GA21 の競合に

おける優位性に関わる諸形質として、形態及び生育の特性、生育初期における低温耐性、成

体の越冬性、花粉の稔性及びサイズ、種子の生産量、脱粒性、休眠性及び発芽率について調

査を行った。その結果、3272、Bt11、MIR604 及び GA21 ともに対照の非組換えトウモロコ

シとの間で、有意差または差異は認められなかった。 
 
 本スタック系統トウモロコシには、3272 中で発現する改変 AMY797Eα－アミラーゼ産生

性が付与されている。α－アミラーゼは澱粉の加水分解を触媒して発芽に関与する酵素であ

るが、改変 AMY797Eα－アミラーゼは穀粒胚乳内の小胞体に局所的に蓄積されると考えら

れる一方、基質である澱粉は穀粒中のプラスミド内に澱粉粒として存在する。実際に 3272
の構成成分を分析した結果、穀粒の澱粉含量は対照の非組換えトウモロコシと同程度であっ

た。また、改変 AMY797Eα－アミラーゼは耐熱性を有するものの、常温における酵素活性

は非常に低く、10～40℃の温度条件下で 3272 と対照の非組換えトウモロコシの発芽及び初

期成育を観察した結果、いずれの条件下でも有意差は見られなかった。これらのことから、
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発現する改変 AMY797Eα－アミラーゼが本スタック系統トウモロコシの代謝や自然条件下

における発芽特性に影響を与える可能性は極めて低い。よって、改変 AMY797Eα－アミラ

ーゼ産生性の付与により、我が国の自然条件下において本スタック系統トウモロコシの競合

における優位性が高まるとは考えにくい。 
 本スタック系統トウモロコシには、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性が付与されてい

る。しかし、チョウ目及びコウチュウ目昆虫による食害はトウモロコシが我が国の自然環境

下において生育することを困難にさせる主な要因ではないこと、さらに、我が国では、コー

ンルートワームの生息は報告されていないことから、この性質を有することにより競合にお

ける優位性が高まるとは考えにくい。 
 本スタック系統トウモロコシには、除草剤グルホシネート及びグリホサートへの耐性が付

与されているが、グルホシネート及びグリホサート散布が想定しにくい我が国の自然環境下

で、この性質により競合における優位性が高まるとは考えにくい。 
 さらに、本スタック系統トウモロコシにはマンノースを炭素源として利用可能とする PMI
蛋白質の産生性が付与されているが、我が国の自然条件下においてはマンノース以外の炭素

源も存在することから、この形質を有することにより競合における優位性が高まるとは考え

られない。 
 
 以上より、本スタック系統トウモロコシ及び本スタック系統トウモロコシの親系統それぞ

れへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統の

スタック系統トウモロコシは、競合における優位性に起因する生物多様性影響を生ずるおそ

れはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 
 
 ３ 有害物質の産生性 
 宿主の属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物等に影響を及ぼすような

有害物質を産生するとの報告はされていない。 
 本スタック系統トウモロコシで発現している改変 AMY797Eα－アミラーゼ、改変 Cry1Ab
蛋白質、改変 Cry3Aa2 蛋白質、PAT 蛋白質、mEPSPS 蛋白質及び PMI 蛋白質については、

既知アレルゲンとのアミノ酸配列の構造相同性検索の結果から、アレルギー性を持つ可能性

は極めて低いと考えられる。 
 改変 AMY797Eα－アミラーゼ、改変 Cry1Ab 蛋白質、改変 Cry3Aa2 蛋白質、PAT 蛋白

質、mEPSPS 蛋白質及び PMI 蛋白質は、それぞれ宿主の代謝経路に影響を及ぼすことはな

いと考えられた。したがって、これらの蛋白質が原因で、親系統である 3272、Bt11、MIR604
及び GA21 中に有害物質が産生されることはないと考えられる。 
 さらに、本スタック系統トウモロコシの親系統における有害物質（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、いずれの試験でも対照の非組換えトウモロコシとの間で有意差は見られなかった。

よって、本スタック系統トウモロコシにおいても意図しない有害物質の産生はないと考えら

れる。 



 18

 一方、改変 Cry1Ab 蛋白質によって影響を受ける可能性のある野生動植物等としてチョウ

目昆虫を、また、改変 Cry3Aa2 蛋白質によって影響を受ける可能性のある野生動植物等と

してコウチュウ目昆虫を特定して検討を行った。特定されたチョウ目及びコウチュウ目昆虫

がある程度まとまって花粉を食餌する可能性は、トウモロコシほ場から 10m 以上離れると極

めて低く、50m 以上離れるとほとんど無視できると結論された。また、本来自然生態系に生

息しているチョウ目昆虫及びコウチュウ目昆虫が本スタック系統トウモロコシから半径

50m の範囲に局所的に成育しているとは考えにくく、個体群レベルで本スタック系統トウモ

ロコシの影響を受ける可能性は極めて低いと判断された。また、本スタック系統トウモロコ

シを直接摂食する可能性のあるチョウ目昆虫及びコウチュウ目昆虫についても、本スタック

系統トウモロコシの栽培ほ場周辺に局所的に生育しているとは考えにくいことから、個体群

レベルで本スタック系統トウモロコシを直接摂食することによる影響を受ける可能性は極め

て低いと判断された。 
 以上より、本スタック系統トウモロコシ及び本スタック系統トウモロコシの親系統それぞ

れへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統の

スタック系統トウモロコシは、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれ

はないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 
 
 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、本スタック系統トウモロコシ及び本スタック系統トウモロコシの親系統そ

れぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系

統のスタック系統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、我が国における

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

判断した。 
 以上です。 
○原田座長 どうも大変御苦労様でした。ただいま近藤委員から、耐熱性α－アミラーゼ産

生並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサー

ト耐性トウモロコシの農作物分科会での検討結果について御報告をいただきましたが、何か

御質問、御意見等がございましたら、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。 
 井出委員、どうぞ。 
○井出委員 意見というわけではないんですけれども、確認したいです。 
 もう既に同じようなものがあるんですが、分離した後代について承認するということに、

私自身いまだに違和感があるんです。つまり、それが存在するか、しないかわからないもの

についても承認をしていくということは、コンセンサスとしてそれでいいということになっ
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ているのか。現実にあるものについて議論していくのは受入れやすいんですけれども、こう

いうものが生ずる可能性があるものだけについて承認していくということは、いまだに不安

な感じがするんですが、その辺はどういう理解になっているのか御説明をお願いいたします。 
○小野里委員 私も同じ疑問を持ったのですが、これは後代まで含めると、私の計算では 15
のイベントが出てくるんです。それぞれのイベントをＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとすると、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄはそれぞれ承認されていまして、Ａ×Ｂ、Ｃ×Ｄは承認されていまして、今回はそのＡ×

ＢとＣ×Ｄを交雑したものですから、そこから生じてくるイベントは 15 あって、そのうち

の親の４種とかけ合わせた２つのイベントの合計６つについては承認されていますが、残り

の９つのイベントをここで一気に承認せよということになるわけですね。果たしてそれで問

題ないのか。しかも、これは交雑していきますと、そのバックグラウンドがそれぞれ特定の

系統を基に戻し化を交雑しながらそろえていって、つくっているわけですけれども、こうい

うふうにしますと、バックグラウンドはさまざまなものが出てきて、そしてそこに今、言っ

たように、過去に承認されていない９つのイベントが含まれていて、それでここの１回のあ

れで一気に承認していいものかどうか、その辺は私も非常に疑問に思いました。 
○原田座長 それでは、分科会の方でも今までいろいろ議論がございましたので、一応近藤

先生と国際的にどういうふうに扱われているか等を林先生からお伺いしたいと思います。 
 近藤先生、何かございますか。 
○近藤委員 この問題は、確かに実際に試験もしていないのに承認していいのかという疑問

は、当然感じられるとは思います。最後の方に小野里先生が言われたバックグラウンドが変

わるということに関しては、確かに組換え体そのものとそのバックグラウンドがしょっちゅ

う変わっていますが、これまで単一のものでも、そのバックグラウンドが変わったものも含

めて全部承認されています。それを原則としていますので、バックグラウンドが変わること

によっていろんなものができるかということに関しては、その考えを踏襲していくしかない

と思います。 
 例えば４種類の遺伝子が同時に存在した場合に、その影響がないということで、それが３

つだったらどうかという話になるわけですが、それは４つあっても、それぞれの形質を併せ

持つ以外に何の形質の変化もないということから、３つであっても大丈夫であると論理的に

は考えるということでやっているはずです。 
 現在４つのものが組み合わさって、それが承認されたとしましても、実際に輸入されてく

るものとか、種子が例えば個別で発芽してくるもの、つまり４つそのまま持っているという

ものは少ないわけで、４つのものを組み合わせたからといって、それを承認したからといっ

て、現実問題としてはそういった後代系統がたくさん含まれてくる可能性がありますので、

結局４つのものを組み合わせたときの承認ということは、それ以下の３つとかのものも承認

しないと、実際には承認したことにならないということになります。もしその４つが全部含

まれたものしかだめだとなると、それ以外のものが輸入されてきたということに当然なりま

すので、実際問題として、ほかのものは承認しないということは、すべて承認しないことと

同じことになってしまうということになる。実際、実用時の問題もあります。 
 それから、先ほど言ったように、４つのものが組み合わさっても、それぞれ単一のものの

性質を併せ持つ以外に変化がないということを証明してあれば、３つであっても当然そうな
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るはずであるという論理的な根拠でそれを認めるということにしてあって、これについては

確かに委員の先生方が全員そろって会議が開かれているわけではないのですけれども、これ

に関しては、この委員会でももう承認されてやってきていると思います。 
○原田座長 一応、林先生の方から、例えば OECD 関係はどうなのか、その辺の情報をお教

えいただければと思います。 
○林委員 説明なさった要点は、近藤先生がおっしゃったことに尽きると思います。私もそ

れ以上は思い当たりません。それで十分だと思います。 
 もし付け加えるとすれば、もしもこういう記述がなかったとした場合に、これに相当する

質問が来たときに、いちいちこれについて報告を説明しなければなりません。そういう説明

を省くために、ここまでをカバーしていますということを記述することは、特に日本の場合

に必要なのかなということの考慮だと思います。内容については、近藤先生がおっしゃった

ことに尽きますし、それで分科会の方でも随分議論されました。それで記述している系統に

漏れはない。 
 OECD についてですけれども、例えばアメリカとかカナダとか、実際にスタックを使って

いる国についての申請については、こういう記述はありません。そういうことは問題になら

ないわけです。想像的リスクを先取りして、こういうものまでやるのはどうかということの

議論にならないということと、実際問題トウモロコシは FFP で入ってきて、ほとんどがクラ

ッシュされてしまう。F1 の場合には、もうその種を取ってまたつくるということはないわけ

です。大体 FFP でまた変わるということ。加工はその工場に直行してしまうから、生きた種

がこぼれていることもほとんどない。 
 そういうことで、後代についてどうこうということは、例の Food Safety Authority（EFSA）

という EU が関係しているところがありまして、ヨーロッパの申請の大元ですが、これにつ

いてのスタックについての記述についても、このような記述はありません。その主な理由は、

今、申し上げたことだと思うんです。 
○原田座長 ありがとうございました。 
 小野里委員、井出委員、どうでしょうか。 
○小野里委員 今の論法でいきますと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇといろんなものをつく

っておいて、そしてお互いの性質が相互的に干渉し合うことがないということになれば、そ

の間での交配はどんなものも認めるということになってしまうのではないかなと思うわけで

す。これは実際に何も調べないで、先ほど申し上げたようにいろんなイベントが、最初は４

つの特性を持ったものは申請されたと思ったんですが、よくよくタイトルを読んでみますと、

この後代となりますと、今まで承認されたもの以外のものが９つも含まれているとなると、

結局何も審査しないでそれは認めるということであれば、最初に申したように、例えば 10
なら 10 の組換え体ができていて、それでその性質はお互いに干渉しないということであれ

ば、どんな交雑のイベントをつくっていっても、それはここへ改めて申請する必要はないに

等しいことになるかなと思いまして、その辺、非常に私は危惧しているんです。 
○原田座長 どうぞ。 
○近藤委員 例えばここに載っているすべての遺伝子は、どういう組合せをしてもいいとい

うことではなくて、実際の組合せは、つくられたもの同種の交雑したものについて試験がな
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され、それから発生している後代ですから、もともと交雑の基になっているものすべて調べ

られていて、そのものの交代性は最上位のものに関しても、それ以外のものはないというこ

とを調べているわけです。そこに組み込まれた遺伝子が別のイベントとして存在して、それ

が組み合わさってもいいのかというとそういうことではなくて、とにかく調べられたものの

範囲で後代を得ているわけで、そこはいいとしているわけです。 
 ですから、ここに使われた遺伝子は、お互いに相互作用がないから、どういうものをつく

ってもいいということではないわけです。実際につくったものでどうなっているかは調べな

いといけないわけです。 
 ですから、何でも出てくるということではなくて、調べられて、間違いもなく、例えば２

つのスタックで調べられていて、それがお互いに相互作用はないということはわかっていた

としますと、それとまた別のものが交雑されて、調べられて、やはり相互作用はないという

ものに関しては、その後代で更に分離をして、例えばもともと４つの組合せであっても、実

際に出てくるのは３つのものとか、そういうものに関しては４つでも大丈夫なんだから、３

つでも問題ないということで、その遺伝子が問題ないから、どう組み併せてもいいというこ

とではないです。 
○原田座長 分科会でも大体そういう方針でやってきています。 
 それから、スタック系統についての考え方をまとめたものもございますね。それも大体今、

近藤先生から説明があったような線に沿ってまとめてきておりますので、それをまとめるに

当たっても、分科会で何回か議論があって、修正も積んできていますので、私はこれ以上議

論することはないと思うんですが、よろしいでしょうか。 
○井出委員 方針は理解したつもりですけれども、やはり余りこのことだけではなくて、こ

れからいろんなものが出てくる可能性がありますので、やはり余り広く考えていくのはよく

ないかなと思いますが、トウモロコシについては理解したつもりです。 
○原田座長 小野里委員も一応は理解していただけたでしょうか。 
○小野里委員 はい。 
○近藤委員 今、井出先生が心配されたことは、私も心配しておりまして、原則がこうだか

ら何でもいいと考えるのではなくて、やはり心配があるというときには慎重に考えなければ

いけないとは思っています。 
○原田座長 それから、私も分科会の方は大体欠席せずに、オブザーバー的に出席させてい

ただいているんですけれども、お一人でも委員の中で納得されない方がおられますと、結構

長い間議論して、原則的に全会一致でやっておりますので、御理解いただければと思います。 
 小野里委員の今の御意見を踏まえて、今、近藤委員からも御説明がありましたが、何もや

たらに範囲を広めるということはなくて、申請に上がってきたものはすべて審査することに

なっておりますので、その辺を御理解いただければと思います。いかがでしょうか。 
○小野里委員 もう一つ心配なのは、こういうスタックの場合、相同染色体に異なるイベン

トが乗っているかどうかという問題も、将来そういうことが問題になってくることもあり得

るかなと思っています。 
 １つの遺伝子を入れる場合には、１か所か複数箇所に入っているかというのはチェックし

ていますけれども、こういうスタックになったときに、相同染色体であれば、目的遺伝子以
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外のところで相同部位があれば、ここで組換えを起こしたりということも当然起こり得るわ

けで、そういうことも考えますと、相同染色体上に乗っているか乗っていないかというとこ

ろまで配慮していく必要があるのではないか。 
 もともと雑種共生とか、逆に交雑による劣化とかというのは、最初はほとんど予想できな

い。やってみて初めていろんな性質がわかってくるわけで、こういう遺伝子もいろいろ重な

ってくると、やはり一つひとつではわかっていても、複数のものが重なってくるとどういう

ことが起こるか予測つかない場合が多いわけです。そういうことを考えると、やはり今、こ

れを固執して否定するということではないんですけれども、将来そういうことを頭に置きな

がらこの問題をこの委員会で考えていく必要があるのではないかなと思っています。 
○原田座長 どうもありがとうございました。小野里委員のお考えも、今後いろいろなケー

スが出てくると思いますので、十分頭に入れながら、慎重にやっていきたいと考えておりま

す。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。どうぞ。 
○小野里委員 １つ、これは単純な間違いなんですが、青い評価書の 28 ページの表７です。

この表の下の説明のところに「以下の９段階のスケールに基づいて調査した」とあるんです

けれども、この結果を見ますと、実際にはゼロが入って 10 段階で調査しています。したが

って、そこは直しておく必要があるのではないかなと思います。 
○原田座長 どうもありがとうございました。 
 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
○小野里委員 それともう一つお願いがあるんですけれども、これは事務方の方にお願いし

たいのですが、26 ページの 23 行目の Schrijver という方がいろんな蛋白の相互作用という

か、そういうものを見ている論文のようなんですが、もしそれが入手できるようでしたら、

関連するところだけでも結構なんですが、お送りいただければありがたいと思います。 
○浦野技術政策課課長補佐 わかりました。論文の件につきましては、承りました。 
○原田座長 ほかによろしいでしょうか。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「耐熱性α－アミラーゼ産生並びにチョウ目及びコウチュウ目害虫

抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ」について、第一種

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

響評価書の内容は適正であると判断します。 
 このようにまとめさせていただきたいと思います。ただし、今、小野里委員から御指摘の

あった訂正箇所は、勿論事務局を通じて申請者の方に伝えてもらいたいと思います。どうも

ありがとうございました。これで一応申請案件については終了したと思います。 
 

＜その他＞ 
 次、議事（２）はその他となりますが、事務局の方から何か報告事項がありましたら、よ

ろしくお願いします。 
○浦野技術政策課課長補佐 それでは、まず環境省さんの方から、資料７ということで、カ

ルタヘナ法の施行状況の検討についてという御報告がありますので、よろしくお願いしたい
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と思います。 
○牛場外来生物対策室長 それでは、御紹介のあったとおり、報告をさせていただきたいと

思います。 
 分科会の方では、９月３日に既に報告済みの件でございますが、本件につきましては、今

年の３月 10 日の総合検討会で御紹介いたしましたとおり、カルタヘナ法の附則第７条で、

法律の施行後５年を経過した場合において、その施行状況について検討を加えることとされ

てございまして、平成 16 年２月の法律施行から５年が経過することから、中央環境審議会

の遺伝子組換え生物小委員会で検討を行ってまいりました。 
○原田座長 済みません、資料７を見ればいいわけですね。 
○牛場外来生物対策室長 はい。資料７の表にございますのは、その報告を記者発表したも

のの資料でございます。 
 １枚めくっていただきますと、資料１ということで、報告の冊子がございます。 
 資料２といたしまして、その際にパブリック・コメントを行いました結果がまとまってご

ざいます。 
 最後の１ページで、そのコメントをいただいた委員の先生方の名簿を付けさせていただい

ております。 
 内容につきましては、平成 21 年２月、３月と２回にわたり小委員会における審議を行い

ました。平成 21 年５～６月までパブリック・コメントが実施されました。この結果、28 件

の御意見が寄せられてございまして、先ほど御説明した資料に詳しくまとめてございます。 
 意見を提出された方は、主に研究者の方ですとか、事業者の方でございまして、農林水産

分野に関する提出意見としては、隔離ほ場での使用ですとか、栽培を行わない穀物の輸入の

みを目的としている場合に関しては審査を簡略化してほしいなどの御意見がございました。 
 事務局側の回答としてはまとめてございますけれども、管理手法、使用スケールに応じた

評価を行っていること、穀物の輸入のみを目的としている場合でも、栽培種子に混入したり、

早急に野外にこぼれ落ちて生育する可能性があれば、第一種使用等の内容を考慮した環境影

響について評価するためのデータが必要であることなどについて記載しているところでござ

います。 
 このようなパブリック・コメントの結果を踏まえまして、報告がまとめられているところ

でございますが、報告の中身につきましては、前半部分のほとんどのページですけれども、

法律に基づき５年間でどのぐらいの承認がなされてきたのかといった、５年間の運用状況に

ついてまとめてございます。 
 ８ページ目には、これまで野外などの一般環境中で使用することが承認された遺伝子組換

え生物の一覧が記されておりまして、７月末の時点ですけれども、150 件が承認されている。

うち 127 件が農作物分科会で御審議をいただいたものとなってございます。 
 報告書の最後の方ですが、16、17 ページが小委員会の検討結果でございます。結論といた

しましては、法律の枠組みの修正は必要ないが、運用方法や情報提供に関して幾つか改善の

検討が必要であるといったことの指摘をいただいております。分野によっては、着実に審査

の実績を積み重ね、軌道に乗ってきた部分もございますが、申請者に申請書類の作成の考え

方について周知されていないとか、もう少し手続きをスムーズにできないかといった問題が
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ございまして、そういった観点からの運用の改善が求められております。 
 今後、この検討結果を受けまして、各分野それぞれにおいて、具体的な対応を検討してい

くことになってございます。 
 簡単でございますが、報告とさせていただきます。 
○原田座長 どうもありがとうございました。特に御質問があればですけれども、よろしい

でしょうか。 
 この資料が総合検討会で配られたのは、今日が初めてですか。 
○牛場外来生物対策室長 はい。 
○原田座長 では、一応お持ち帰りいただいて、もし何か御質問があれば、また事務局の方

なり、適当なところに尋ねていただければと思います。 
 私の方も前からいろいろ考えていたことがございまして、今日は時間よりも早めに進んで

おりますので、御相談していただければと思います。 
 今、牛場室長の方からお話がありましたように、農作物分科会では既に９月３日に説明が

ありましたし、今、総合検討会でも説明があったのですが、この報告の中で生物多様性影響

評価に資する知見の充実や評価に必要とされるデータについては、蓄積された知見等を踏ま

え、適宜点検することが必要であるとなっています。私としましても、農作物分科会では、

これまで百二十何件と評価の実績がありますし、５年前にこの委員会が立ち上がったときと

状況も非常に変わっていることから、組換え農作物の評価に必要な情報について少し検討し

てはどうかと思いまして、私の考えを事務局に伝えて、検討（案）の作成をお願いしたとこ

ろです。今、配られていると思います。その検討（案）を事務局から一応説明してもらいま

して、もし先生方の御賛同が得られましたら、その方向に沿って、適宜点検を行っていきた

いと考えておりますので、１ページですので一応検討（案）を見ていただいて、何か質問が

あればお願いしたいと思います。 
○横田技術政策課長 私の方から簡単に御説明させていただきたいと思います。 
 今、座長からお話がありましたとおり、私どもの方で作成した検討（案）というものを総

合検討会で御議論をいただいてはどうかというお話がございました。この１枚紙は、私ども

の方で検討の考え方について整理したものでございます。 
 「１ 経緯」は、先ほど環境省から御報告があったとおり、中環審の中においても施行状

況の検討が行われております。その中で、先ほど座長からありましたとおり、これまでの経

験等々を踏まえて、適宜点検することも必要ではないかという御指摘が１点。 
 あと、そもそも総合検討会におきましても、これまで 100 件以上の審査を行ってきて、既

にかなり科学的知見などについても蓄積されているのだろうと考えております。 
 一番下の○のところでございますけれども、このような施行状況の検討なり、これまでの

総合検討会、分科会も含めて、実際に評価を行ってきた知見を踏まえて、現在の遺伝子組換

え農作物の生物多様性影響評価に必要とされる情報について、この総合検討会において点検

を行って、必要な見直しを行ってはどうかと考えてございます。 
 具体的には「２ 検討の進め方について」でございますが、この総合検討会の下に農作物

分科会の委員を中心といたしました点検作業部会というものを設置いたしまして、この作業

部会で幅広い点検作業を行い、この作業部会の点検の経過なり結果をまた総合検討会の方で
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御検討いただき、また御指摘事項等々を踏まえて、作業部会の方で更に検討を進めていくと

いう形にしてはいかがかと思っております。 
 また、最終的に総合検討会の方で結論が出ましたら、それを踏まえて、私ども事務方で必

要な通知の改正等々に持っていければと思っております。 
 具体的には、作業部会の運営につきましては、環境省さんと私どもの方で事務局を引受け

てやっていきたいと思っております。これまでのいろいろな経過もございますし、総合検討

会の中におきましてもいろいろなこういう評価の仕方は必要ないのではないかとか、もう少

しここをやったらいいのではないかという御意見もございますので、大体半年ぐらいを目安

にして、検討を進めさせていただければと考えてございます。 
 どうぞ御審議いただければと思います。 
○原田座長 ここに書いてありますように、一番重要なのは「２ 検討の進め方について」

ということで、この（案）についても、私の方からいろいろアイデアを出させていただいて、

まとめたものですけれども、この検討の進め方について、御意見なり御質問はございません

でしょうか。この総合検討会の下に作業部会を置いてやるということですが、いかがでしょ

うか。これがこの１ページのペーパーのポイントです。一番効率的にするには、この方法が

いいのではないかなと考えています。 
 事務局の方は、ここに書いてありますように、農水省の技術会議事務局と環境省の両方で

やっていただくということです。 
○小野里委員 農作物分科会というのは今までどおりやって、そのほかに作業部会を設ける

ということですか。 
○原田座長 そうですね。この総合検討会の下に、主に分科会の委員の中から何人か出てい

ただいてつくるということで、分科会とはちょっと離れたものです。テンポラリーなもので

す。そう長く時間かけても仕方がないと思います。 
○小野里委員 ここでの検討の内容というのは、主にどういうことを想定しているのですか。 
○原田座長 先ほどまさに小野里委員から御質問のありましたように、いろいろ審査をして

いくに当たって、これからいろんな組換え体で複雑なものも出てくると思いますし、これは

私の個人的な考えですけれども、もう少しスピードアップできたら、そういう方法も考えた

いと思いますし、これはこの作業部会の委員の先生方にいろいろ問題点を洗い出していただ

いてやったらと考えております。 
 井出委員、どうぞ。 
○井出委員 農作物分科会の委員を中心にということで、勿論ここで検討してきたもののほ

とんどが農作物でやってきたわけで、そこについてはいろいろ問題点も出てきたと思うんで

すけれども、この検討というのは、今まで出てこなかった、それこそお魚とか、そういった

我々の林木とか、そういうものも含めて検討しようと考えるのか、まずは農作物の手続きを

ということをするのかということで大分雰囲気が違うと思うんですが、いかがでしょうか。 
○原田座長 私が考えておりますのは、今まで農作物分科会に出てきたような問題で、お魚

は考えには入っておりません。 
 林木も御存じのように、幾つかは出てきておりますので、この作業部会から林木が完全に

除外されるということはないと思いますし、大体総合検討会の下にございますので、井出先
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生も総合検討会のメンバーでいらっしゃるわけですから、いつでもアドバイスなりサジェス

チョンをいただければと思っております。 
 こういう作業部会をつくらせていただくということで、大体よろしいでしょうか。御異議

がないようですので、それではこういうものをつくらせていただきます。 
 そこで作業部会のメンバーについてですけれども、先生方は非常にお忙しいとは思います

が、私なりにいろいろ考えてメンバー（案）を作成いたしましたので、それを事務局から配

っていただいて、御検討いただければと思います。 
（資料配付） 

○原田座長 委員にはわたりましたね。これをごらんいただきたいと思います。 
 総合検討会の方からは、私としては、武田先生と林先生。林先生は OECD とか EU 関係の

レギュレーションに非常にお詳しいので、そういう意味から入っていただけたらと思ってお

ります。 
 それから、農作物分科会の委員ですけれども、全部個々に説明することは避けたいと思い

ますが、近藤先生は座長をしていただいておりますので、お忙しいとは思いますが、是非こ

の作業部会に入っていただければと思っております。 
 国際的な面では、林先生の後、中川原委員がバトンタッチされるので、中川原委員にも入

っていただく。 
 田中委員は筑波の方の情勢に詳しいので、そういう意味もあって入っていただけたらと考

えております。 
 伊藤委員は非常に守備範囲が広いので、貴重な御意見が伺えるのではないかとも思ってお

ります。 
 そんなわけで、私なりにいろいろバランスを考えさせていただいて、こういうメンバーで

いかがなものかと思ったんですけれども、先生方の御意見を伺えたらと思います。 
 御異議はございませんでしょうか。もしかすると、総合検討会の委員でこの農作物分科会

の委員を存じ上げない方がいらっしゃるかとも思いますけれども、よろしいでしょうか。何

か御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。認めていただけますか。 
 そういうことでございましたら、これはここに（案）として載っている先生方の御了承を

得なければなりませんので、この先生方の御賛同がもし得られましたら、このメンバーで作

業部会を進めていただければと考えております。 
 次の総合検討会は、後で日付については御報告があるかと思いますが、12 月みたいですの

で、そのときにもいろいろまたこの件についても御報告ができるのではないかとは考えてお

りますが、鋭意進めていただければと考えております。今度分科会は 13 日にございますね。

私、本当は出席できない予定だったんですが、出席しますので、近藤先生か私のどちらかか

ら報告させていただければと思います。よろしいでしょうか。 
 そんなことで、私が先生方に御相談したいと思っていたことは、この件でございます。 
 その他で、まだ事務局から何かございますか。次回のスケジュールがございますか。 
○浦野技術政策課課長補佐 次回の総合検討会につきましては、今のところ 12 月 17 日を予

定しておりますので、日程の確保方をお願いできればと思います。 
○原田座長 17 日ですね。 
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○浦野技術政策課課長補佐 17 日、木曜日でございます。 
○原田座長 では、皆さん手帳にばっちり書いていただければと思います。 
 何か本日の議事全般について、御意見ございますでしょうか。特にございませんでしょう

か。 
 では、以上で本日の議事は終了したいと思います。事務局にお返しします。 
 

＜閉会＞ 
○浦野技術政策課課長補佐 本日は御熱心な御審議ありがとうございました。 
 以上をもちまして「生物多様性影響評価検討会総合検討会」を閉会いたします。 
 どうもありがとうございました。 
 


