
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度 

生物多様性影響評価検討会 総合検討会 
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農林水産省農林水産技術会議事務局 
 



平成 22 年度 第１回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会 
 議事次第 

 

 

                    日 時：平成 22 年 7 月 6 日（火） 13:28～14:13 

                    場 所：農林水産省本館 1 階  共用第２会議室  

 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

  （１）生物多様性影響評価検討会総合検討会座長の選出について  

  （２）総合検討会における調査審議について  

  （３）遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について  

  （４）その他  

 

３．閉 会  
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○作田技術安全室長 それでは、委員の先生方がお集まりですので、ちょっと時間が早めですけれ

ども、始めさせていただきたいと思います。「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。よろしくお願いします。本日は、御多忙のところお集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。  

 本日、検討会で御審議いただきます委員の皆様方ですが、本年の３月で任期が満了したというこ

ともございまして、本日は本年度の最初の審議ということになります。そういう中で、この検討会

は座長の互選ということになりますので、座長が決まるまでの間、事務局の方で議事を進めさせて

いただきたいと思います。  

 私は、農林水産省技術安全室長をやっております作田と申します。本日はよろしくお願いします。 

 なお、本年度の第１回の総合検討会なんですが、当初、４月に開催するということで予定、また

御案内を申し上げていたところでございますけれども、新たな委員の選任手続に若干時間を要する

ということになりまして、そういうことから開催が少々遅くなってしまったという状況にございま

す。今後は、委員の選任手続を事務的にも早めに行うなどして、安定した制度運用に努めてまいり

たいと考えておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  

 それでは、本年度の最初の検討会ということでございますので、委員の先生方の御紹介をさせて

いただきたいと思います。資料の中に検討会委員名簿がございます。こちらに従いまして御紹介を

いたします。  

 国立大学法人東京大学大学院農業生命科学研究科教授の井出委員でございます。本日は都合で欠

席でございます。  

 株式会社松本微生物研究所技術顧問水産資源開発プロジェクトリーダーの小野里委員でござい

ます。  

 中央大学理工学部客員教授の近藤委員でございます。  

 国立大学法人筑波大学生命環境科学研究科教授の佐藤委員でございます。  

 国立大学法人東京大学大学院総合文化研究科副研究科長の嶋田委員でございます。  

 国立大学法人岡山大学名誉教授の武田委員でございます。  

 ＯＥＣＤバイオテクノロジー規制的監督調和作業部会副議長の中川原委員でございます。  

 日本大学総合科学研究所教授の矢木委員でございます。  

 それでは、これからの審議を是非よろしくお願いします。  

 続きまして、配付させていただきました資料の確認をさせていただきたいと思います。資料につ

きましては、一番上に資料一覧がございます。  

 資料につきましては、今、使いました次第、名簿、座席表がございます。  

 そのほか、資料１『「生物多様性影響評価検討会の調査審議について」（案）』。  

 資料２「第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況」。  

 資料３－１「農作物分科会における検討の結果」。  

 資料３－２「申請書等の概要」。  

 参考資料１、２として、これまでに承認された作物の一覧等がございます。  
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 もし不足しているものがございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。もし途

中で落丁等が見つかりましたら、是非申し出ていただければと思います。  

 また、傍聴されている皆様方には、申し込みのところにございましたけれども「傍聴される方へ

の留意事項」を是非守っていただきたいと思います。特に携帯電話の電源は、もう一度御確認をい

ただければと思います。よろしくお願いします。  

 続きまして、議事（１）の総合検討会の座長の選出でございます。  

 この座長につきましては、生物多様性影響評価検討会運営要領（５）に基づきまして、総合検討

会の座長は委員の互選により選出することになってございます。この規定に基づきまして座長の選

出をいたしますが、まずは立候補される方はいらっしゃいますでしょうか。  

 立候補はないようでしたら、推薦される方がおりましたら、お願いいたします。  

 小野里委員、お願いします。  

○小野里委員 近藤委員を座長に推薦したいと思います。  

 理由は、検討会設立当初から参加されていることと、ここに提案されてくる議題は、圧倒的に農

作物が占めている。近藤先生は、農作物分科会の座長をずっとやってこられたという意味からも、

一番適任かなと思います。  

 以上です。  

○作田技術安全室長 ありがとうございます。  

 ほかに推薦はございませんでしょうか。  

○武田委員 私も近藤先生ということで賛同いたします。  

○作田技術安全室長 ありがとうございます。  

 ただいま、小野里委員と武田委員から、近藤委員を座長にという推薦がございましたが、皆様い

かがでございましょうか。  

（「異議なし」と声あり）  

○作田技術安全室長 それでは、賛成ということで、総合検討会として確認をさせていただきまし

た。  

 それでは、近藤座長の方から、一言ごあいさつをいただければと思います。  

○近藤座長 今、御指名をいただきました。微力ながら、座長として務めさせていただきたいと思

います。原田先生のようにはいかないかもしれませんけれども、委員の皆様方、そして事務局の皆

様方に助けていただいて、何とか無事に務めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。  

 それでは、早速ですけれども、運営要領に従いますと「座長に事故があるときは、座長があらか

じめ指名する委員がその職務を代理代行する」とされております。ですので、座長代理を指名させ

ていただきたいと存じます。  

 武田委員にお願いしたいと思います。先ほども小野里先生からお話がありましたように、この検

討会で取り上げる申請案件は、ほとんどが作物ということがあって、作物の専門家でおられますし、

この検討会にもずっと参加されていますので、是非、武田先生にお願いしたいと思います。よろし
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くお願いいたします。  

○武田委員 座長の御指名ですので、出番がないことを願って、お受けいたします。  

○近藤座長 それでは、早速、議事（２）です。  

 総合検討会では、これまで検討会の公開や調査審議方法等について規定をつくっておりますが、

以前につくりましてから既に６年が経過し、この間に社会的情勢の変化もあったかと思います。そ

こで、この規定の一部を改定して、より一層審議の公平性・透明性を確保するということで、事務

局の方に検討していただきました。その案について、事務局から御説明いただいて、この検討会で

検討していきたいと思います。  

 では、よろしくお願いいたします。  

○作田技術安全室長 それでは、資料１として「生物多様性影響評価検討会総合検討会の調査審議

について（案）」ということで、整理をさせていただいております。  

 この検討会におけます調査審議の仕方、また公開するかどうかにつきましては、もともと平成 16

年１月 16 日付けで総合検討会申合せとして作られたものでございまして、今、座長からお話のあ

ったとおりでございます。その後、細かい修正等がございましたが、現在に至っているということ

でございます。  

 その内容を踏襲しつつ、更なる審議の公平性・透明性を確保するということで、幾つかの事項を

加えた形にさせていただいております。  

この内容について、順を追って御説明をさせていただきます。  

 「１ 会議等の公開について」の規定ぶりにつきましては、従前の申し合せを変えてございませ

ん。同じでございます。  

 「２ 利害関係者との関係について」は、昨今の遺伝子組換えも含めまして、科学技術等に関す

る関心の高まりもございます。そういう中でより透明なということで、幾つかの項目を付け加えて

おります。  

（１）は、調査審議に参加する委員と利害関係者等の関係につきまして、区分分けをして、総合

検討会が開始する前までに座長に申し出ることということを規定しております。また、関係がある

となった場合には、その審議または決定から外れるということを規定してはどうかということでご

ざいます。  

 まず、その場合分けでございますけれども、①といたしまして、申請資料等の作成者、また申請

した企業等の役職員に就任していた場合ということでございます。実はこれにつきましては、従前

の申し合せに入っていた規定でございます。  

そういう意味では、②、③が新規に加わっておりまして、申請者から研究費を受けている場合と、

これは具体的な事例ではございませんが、そのほか、審議の公平性の確保に支障を生じさせる特別

の利害関係がある場合には、必要に応じて審議から外れるということを規定してはいかがかという

ことでございます。  

 ただし、当該委員の発言が特に必要と座長が認めた場合には、当該委員は出席し、意見を述べる

ことができるということになっております。  
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 また、利害関係の程度の違いでございますけれども、（２）といたしまして、出てくる申請書の

作成に当たりまして、ある委員が外から助言等を行っていた場合にはどうするかという規定ぶりで

ございます。この場合につきましても、総合検討会の開始前までに座長に申し出て、この調査審議

への参加等について座長が判断するという規定ぶりにしてございます。  

 （３）は、申請書類に委員が著者として含まれる文献が引用されている場合の取り決めでござい

ます。これにつきましては、その引用部分に関する発言等についてどうするかということを座長が

判断すると規定しております。  

 裏のページは「３ その他委員が遵守すべき事項」の規定を３つほど並べております。  

 （１）委員の役割として、総合検討会の決定について、集団として責任を負うということ。  

 （２）としては、議事録など、公開された内容以外の審議内容を外部に漏らしたりしてはいけな

いという守秘義務の話でございます。  

 （３）として、信用を失墜するような行為を慎むということ。その中に、更に外部で生物多様性

に関する発言をすることは当然できるわけでございますが、この総合検討会の見解であるかどうか

ということについては、誤解を招かないように留意していただきたいということでございます。  

 以上、従前のものに少し加えた形で規定をすることによって、本検討会の更なる公平性・透明化

を確保することができるのではないかと考えた次第でございます。  

○近藤座長 ありがとうございました。ただいま「総合検討会における調査審議方法等」について

御説明をいただいたのですが、本件につきまして、御質問、御意見をいただきたいと思います。御

意見、御質問等がありましたら、どなたでも結構ですので、発言をお願いいたします。  

 従来のものと比べて、少し項目が増えていますが、基本的にはほかの委員会等を参考にされたと

聞いております。  

 それから、参考にはされていますけれども、なるべく紋切り型に決めつけてしまうのではなくて、

ここで判断をするという部分を更に付け加えていただいたようになっているかと思います。いかが

でしょうか。  

 もしないようでしたら、これでよろしいでしょうか。  

 それでは、この検討会としましては、原案のまま決定することにしたいと思います。よろしくお

願いいたします。  

○武田委員 これはどこかに公開されるわけですか。  

○作田技術安全室長 この総合検討会自体がこうして公開でございますし、また今日出されました

資料も公開はされますので、そういう形での公開はされます。  

○近藤座長 よろしいでしょうか。  

 それでは、次に議事（３）遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討に

ついてに移りたいと思います。  

 これは既に農作物分科会で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、この農作物分科会での検討結果を佐藤委員から御報告いただいて、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
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討いただきたいと思います。  

 議事の進め方ですが、まず資料２に基づいて、今回の申請案件の審査状況を事務局から御説明い

ただきます。その後に、佐藤委員から説明していただいて、この審査案件について皆様で検討をし、

意見を集約し、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、事務局の方から説明をお願いいたします。  

○作田技術安全室長 資料２を御用意させていただいております。こちらに、これまでの検討の経

緯といいますか、どのように検討してきたかということを記載しております。  

 真ん中辺りの「検討状況」をごらんいただきますと、農作物分科会には、今年の１月 26 日に最

初に上がってきております。ここで一度検討いたしまして、その後、そこでの修正意見等を踏まえ

まして、2010 年３月 16 日に農作物分科会の２回目の検討を行い、本日の総合検討会につながって

いるという形になっております。  

 申請の経緯につきましては、以上でございます。  

○近藤座長 それでは、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大豆につい

て検討いたします。  

 最初に、農作物分科会での検討結果について、佐藤委員から説明していただきたいと思います。 

○佐藤委員 佐藤です。よろしくお願いします。  

 資料３－１をごらんいただきながらお聞きください。「農作物分科会における検討の結果」を御

報告いたします。  

 名称は、今、あったとおりですが、DAS21606 です。  

 第一種使用等の内容は、隔離ほ場における栽培等の行為ということです。  

 申請者は、ダウ・ケミカル日本株式会社です。  

 この分科会で検討して確認した事項は、以下のとおり１から順番になっております。  

 １ 移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性です。  

 本組換え体は、アグロバクテリウム法によって作出されております。入れられた遺伝子は２種類

ありまして、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）と

pat 遺伝子で、おのおのが１コピー入っております。そして、複数世代にわたって安定して伝達さ

れていることがサザンブロット法によって確認されていまして、同じく複数世代での安定した発現

が ELISA 解析によってタンパクレベルで確認されております。  

 ２ 競合における優位性です。  

 本件は、ダイズです。ダイズは我が国において長期に栽培されていますが、自生化しているとい

う報告はなされておりません。  

 また、この移入した２つの遺伝子アリルオキシアルカノエート除草剤及び除草剤グルホシネート

に対する耐性が付与されているわけですが。これらが自然状態では基本的には散布されていません

という理由から、この両方の除草剤に耐性であるということが競合における優位性を高めるとは考

えにくいということです。  

 また、2009 年に米国で実施したほ場試験の結果がありますが、本組換え体の形態、生育の特性、
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種子の生産量・脱粒性及び発芽等において、本組換えダイズと非組換えダイズとの間で相違は見ら

れなかったということです。  

 以上のことから、競合における優位性という意味で、本組換え体を隔離ほ場で栽培する限りにお

いて、生物多様性影響が生じる恐れはないという申請者の結論は妥当であると判断いたしました。 

 ３ 有害物質の産生性です。  

 宿主であるダイズに関しては、有害物質を産生するという報告はなされておりません。また、こ

の組換え体に付与された遺伝子産物、タンパク質が有害物質であるということも知られておりませ

ん。  

 また、2009 年に米国においてなされた検査で、ダイズの根から分泌されて、他の植物や微生物、

土壌微生物へ影響を与えるもの、または植物体が持っていて、それが枯死した後に他の植物に影響

を与えるような物質、つまりこれは後作試験とすき込み試験によって検討できるのですが、その２

つの検査結果をもっても、本組換えダイズと非組換えダイズの間で有意差は見られなかったという

ことです。  

 ここで入れている２つの遺伝子の産物のタンパク質は、既存の既知のアレルゲンとの構造的な類

似性はないということです。  

 以上のようなことから、有害物質の産生性という意味において、それによって影響を受けると考

えられる野生動植物は特定されません。ですから、そのような有害物質の産生性に起因する生物多

様性影響が生じる恐れはないという申請者の結論は妥当であると判断いたしました。  

 ４ 交雑性です。  

 ダイズは近縁種として日本の自生のツルマメが知られていまして、完全に稔性のある交雑が行わ

れます。ですから、影響を受ける可能性のある野生動植物としてツルマメが特定されます。  

 ダイズとツルマメが交雑した場合は、稔性のある雑種が生じますので、場合によってはツルマメ

の集団中で移入した遺伝子が、低い割合にとどまらず、だんだんそれが拡散していく可能が考えら

れるということです。  

 また、ツルマメはごく普通に自生している植物であるということから、その可能性があるわけで

すけれども、以下の事実から、その可能性は低いと考えられます。  

 ①です。基本的に、ダイズとツルマメは開花期が一般的には重なりにくいということです。人為

的に開花期を一致させた場合、株間を 50cm にとった場合でも、交雑率は 0.73％で十分に低いとい

う報告があります。  

 ②です。ツルマメの自生集団の中にダイズの遺伝子が入っているかどうかは遺伝マーカーで分か

りますけれども、そのような遺伝子が見つかったという報告はありません。ですから、実際に野生

のツルマメの集団にダイズの遺伝子が入っているという事実は報告がないということです。  

 ③です。別の組換え体ですが、グル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

を人為的に一致させて、しかも両者が巻きついたような状態で非常に密に一緒に育てた場合におい

ても、このときの検査では 3 万 2,502 粒中１粒だけが交雑していた。このような状態でも１粒だけ

だったと報告されています。  
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 また、2009 年の米国における栽培試験の結果、花粉の稔性及びサイズ、形状において、本組換

え体と非組換えダイズの間で差がなかったということになっています。  

 したがって、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の関係と同等に低

いと考えられます。  

 仮に交雑しても、ここで付与されている除草剤耐性という形質が、この場合、競合における優位

性を高めるとは考えにくいということになります。ですから、仮に雑種が生じたとしても、ツルマ

メの集団において優先化する可能性は低いと考えられます。  

 以上を総合して、交雑性に起因する生物多様性影響という観点で、本組換え体を隔離ほ場におい

て栽培する限りにおきましては、生物多様性影響が生じるおそれはないという申請者の結論は妥当

であると判断できます。  

 ５ 農作物分科会の結論です。  

 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いたしました。 

 以上です。  

○近藤座長 ありがとうございます。ただいま、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御報告いただきました。本件につきまして、御意見、御質問がありま

したらお願いいたします。いかがでしょうか。  

 矢木委員、どうぞ。  

○矢木委員 ２つほどお伺いしたいんですけれども、私、余り知識がなくて済みません。  

 ２ページの上から６行目でしょうか。AAD-12 タンパク質、PAT タンパク質については、ともに

有害物質としては知られておらずと書いているんですが、ここの中身の有害物質として知られてお

らずというのは、有害物質のどんなことを調べられて有害物質として知られていないとなったのか、

有害物質の定義をどんなものを定義されたのか。有害物質として知られておらずというのは、有害

物質が LD50 何とか、そういう基準でしょうか。それともこれはいろんな問題点が全くないという

意味なのでしょうか。  

○近藤座長 一応そうですけれども、ほかの方で何かありましたら。  

○佐藤委員 この産物はタンパク質です。  

○矢木委員 そうですね。アレルギーがどうかというのが。  

○佐藤委員 アレルギーはまた別の問題としてあるんですけれども、例えばそのタンパクの中でも

レクチンとか、明らかに動物に対して影響があるようなタンパク質もあると思うのですけれども、

この場合はそのようなものではないということだったと思います。  

○矢木委員 毒性はないということでよろしいのでしょうか。  

○佐藤委員 はい。  

○矢木委員 それともう一点は、33 行目でしょうか。「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」と書いてあるんですが、ダイズとツルマメというのは、
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遺伝的に環境中では遺伝子が混ざっているような話を聞いたんですが、これは遺伝マーカーが見つ

からなかったということで、ダイズとツルマメの中間体みたいなものはないのですか。  

○佐藤委員 自然状態では、基本的にはないということだと思います。かなり強引にやれば、そう

いうことは起こるんですけれども、野生にいるツルマメの中で、ダイズの遺伝子が実際に見つかっ

たという例はないということだと聞いています。  

○矢木委員 農水省の方が全国でいろいろ調べて、雑種もありそうだとか、何かそういうことがあ

りませんでしたか。  

○嶋田委員 これは一応 Kuroda et al.の 2008 年のクロップ・サイエンスに出ていますけれども、

マイクロサテライトを使って、ダイズ由来のマイクロサテライトがツルマメ集団、たしか東北地方

から佐賀に至るまでの 14 地点の中で、１個体群ともマイクロサテライトがツルマメの方に検出さ

れなかったという事実です。  

○矢木委員 そうですか。わかりました。そうすると、ほ場というわけではなくて、一般環境でも

ないよと。この文章だと、ダイズとツルマメが一般的には交雑がある可能性はあると書いてあるの

で、ただ一般環境ではないということですね。  

○近藤座長 実験的には、ほんのわずかですけれども、強引に近接させればそういうことがあった

けれども、自然環境中では見つからなかったという経緯です。  

○矢木委員 そうですか。  

○武田委員 今の矢木委員からの御指摘は、非常にポイントを突いておられると思うんです。ダイ

ズの議論が出てくるとき、いつも問題になるのは、近縁野生種のツルマメとの交雑性です。植物図

鑑的にいうと、このツルマメというのは極東アジアの、特に日本各地に分布しているということに

なるわけです。だから、申請書を書く人はツルマメを見たことがなくても、そのように日本各地に

分布しているとかですね。そうすると、読んだ人、例えば一般市民だとか、特にＧＭＯに対する懐

疑派がどう見るかというと、日本の各地にツルマメがあるんだから、そこでＧＭのダイズというの

は常に遭遇のチャンスがあると読むわけです。  

 ところが、恐らくここにいらっしゃる皆さんの中で、ツルマメが自生しているのを見たことがあ

る人は、多分いないのではないですかね。何か目的があって探した方は、見たことがあるかもしれ

ませんけれどもね。  

ただ、日本の各地に分布するということはファクトなんだけれども、しかし、実際には極めてま

れなんです。だから、畑に植えられたダイズがツルマメと交配するぐらい近接して出会うなんてい

うことは、一般ほ場ではまず起こらないわけです。  

 だから、今、嶋田先生から紹介いただいた黒田さんのクロップ・サイエンスでも、かなり大規模

な調査をしているけれども、交雑しているというエビデンスはどうもないと。だから、やはりこの

際、28 行目でも「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」という

ことを我々の評価書が書くと、なおさら強調されるので、広くというのは反対しませんけれども、

実はまれになんですね。まれに分布しているんですよ。だから、あることはあるんだけれども、遭

遇するチャンスはほとんどないということを一般市民に知ってもらうということと、我々の現状認
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識として、実用認識として、あることはあるけれども、滅多にないんだよというニュアンスで書く

と、恐らく次からダイズで申請する人は、広く分布するとは言わないで、まれに分布すると書いて

くれるのではないかと思うんですが、この辺で軌道修正を図ったらいかがかと思います。  

○中川原委員 それに少し関係するんですけれども、交雑性のところで、佐藤先生が説明された説

明の内容はいいんですが、この文章を見ますと、24 行目ですか。「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」と書いてありますけれども、これをそのまま読みますと、

いわゆる雑種をつくっても、何の異常もないよと読めますね。そう読むと、現在の生物学的種概念

からしますと、同一種になってしまうんです。  

 ですから、気になりまして、ピンクの資料を読ませていただきました。この中にはそういう表現

はありません。ちゃんとこの評価書の方はしっかり書かれていると思いまして、ひょっとすると、

この 24 行目の書きぶりがちょっと難しかったかなと思います。  

 誤解を招かないようにするためには、先ほど武田先生がおっしゃったようなことを加味しまして、

ダイズとツルマメの雑種というのは、ダイズとツルマメを人工的に雑種にすることということで、

私の案ですが、ダイズとツルマメの人為的雑種は生育が可能である。そういうことであれば、雑種

の後代になりますと、生殖的隔離障壁というのはどんどん出てきますから、これは別種であるとい

うことになります。表現をそのようにちょっと変えていただければ大過はないかなと感じます。  

○嶋田委員 私の理解では、ツルマメ、Glycine soja というのをベースにして、Glycine max とい

う栽培品種がつくられたと理解しているので、私自身は、Glycine max は種小名が soja と max で

違うとなってはいますが、実際には、基本的には同じ植物だと思うんです。  

 ですので、いわゆる近縁種で全く種が違う場合のハイブリッド・ディスジェネシスとか、そうい

うものはないと理解しているのですが、その辺は実際はどうなんですか。  

○中川原委員 実際は、少し実験データがありますね。その実験データを見ますと、やはり障壁が

出てきているという事例はあるようですので、せっかくここは別種として扱っていますので、それ

にのっとった表現にすればいいのではないかと思っています。  

○矢木委員 それに絡んで、この報告書の 21 ページなんですけれども、先ほど先生から御説明が

あったんですが、私が気になったのは、21 ページの下から 10 行目ぐらいでしょうか。加賀さんら

がやられた研究の中で、佐賀県の３地点から 11 固体の中間体が見つかったと。しかし、次にやっ

てみたら、それはほとんど見つからなくて、再現性はなくてというか、１地点だけまた見つかった

というのが下から５行目に書いてあって、結局、環境中では生き延びられないのではないかという

ことをここに書いてあるわけですね。  

 だから、そういう意味でなかったというわけではなくて、あるけれど生き延びられないというこ

となのかなという気がしたんですが、そのことが例えば遺伝マーカーは発見されなかったというこ

とで、マイクロサテライトでやられていたので、随分たくさんの数で、膨大な数をやられたので、

これしか見つからなくて、それも更に見つからなかったということで、まず広がることはないと思

うんですけれどもね。  

○嶋田委員 それは、事実としては 2008 年の Kuroda et al.のクロップ・サイエンスのダイズ由来
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のマイクロサテライトのそういった遺伝子の痕跡が、ツルマメの方には 14 局所個体群調べても見

つからないというのは重要だと思うんです。  

 というのは、なぜかといいますと、例えば雑種が生き延びられなくても、周りのツルマメにバッ

ククロスしたりしていくと、遺伝子浸透は起こるので、だからハイブリッドそのものは生き延びる

ことはできなくても、ツルマメの集団の中に遺伝子浸透する可能性はあるんです。なので、ハイブ

リッドが生き延びることはできないということをもって、だから安心だとはならない。  

 なので、重要なのは、Kuroda et al.の 2008 年で、それが結局遺伝子浸透は一度もないというの

が重要ですね。  

○矢木委員 わかりました。  

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。今、かなり重要な問題が議論されていますけれども、こ

れをまとめるときのまとめ方で、どこまで書くかということと、申請者の意見にどれだけ従うかと

いう問題があるかと思うんですが、私の感じでは、中川原委員のような修正、もっと変わるかもし

れませんが、それを基にしたような修正がいいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○武田委員 申請書に対するというのではなくて、我々の解釈というか、我々の判断なんですね。

だから、そういう意味で、やはり修正を入れた方がいいかなと思います。  

○嶋田委員 検討の結果の文章の方は、こちらと比べると違うような書き方になっているように、

印象として見えますね。なので、踏み込んでいるような気がするので、もう少しこのような評価の

評価書のとおりにきちんとサマリーをまとめたらよいかという気はするのですけれどもね。  

○近藤座長 まとめ方は難しくて、結局すべてをまとめているわけではないので、どうしても多少

意思みたいなものが入ってきてしまって、それが強調されてしまうということがあるかもしれませ

ん。そういうことも感じられるので、先ほどの御意見を参考に、少し修正したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。  

 これは基本的に、申請者の評価書が妥当であるかどうかということを評価するわけですけれども、

意見を言っているのはこちら側なのですね。ですから、必ずしも申請者の主張をそのまま書くとい

うことではなくて、修正しなければいけないと思います。  

 では、そういうことで、事務局の方は少し対応をお願いしてよろしいですか。  

○作田技術安全室長 はい。  

○近藤座長 それでは、本件につきましては、評価書といいますか、この検討の結果の一部を中川

原委員の意見を参考に修正するということでお認めするということでよろしいでしょうか。  

（「はい」と声あり）  

○近藤座長 では、そのようにしたいと思います。  

 特に改めて改めて検討する必要はないかと思うのですが、一応修正案は各委員の方に送っていた

だいて、特に御意見がなければそのままということにしたいと思いますが、よろしいですか。  

（「はい」と声あり）  

○近藤座長 そういうことで、今日の審査案件の検討は一応おしまいということになりました。  

 何か事務局の方から御報告事項等はありますでしょうか。  
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○作田技術安全室長 今、座長からお話がありましたように、修正箇所につきましては、追ってメ

ール等で御連絡させていただきたいと思いますので、御確認をいただければと思います。  

 また、次回の検討会でございますが、現在、予定調整中でございまして、この場でいつというこ

とは申し上げられない状況でございますが、また是非よろしくお願いしたいと思っております。  

 事務局からは、特段それ以上ございません。  

○近藤座長 わかりました。  

 では、そのほかに何かこちらの方からありますでしょうか。新しい委員会になってから初めてと

いうことで、勝手がわからない部分はあったかもしれないですが、何かございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。  

○武田委員 ここのところにもあるんですが、今、分科会でかかっている案件というのはあるんで

すか。  

○近藤座長 分科会の方は、まだ４月以降、開かれていません。  

○武田委員 では、今々の課題はないということですね。  

○近藤座長 すぐに総合検討会で扱わなければいけない課題は、まだないということでございます。 

○嶋田委員 アメリカほ場の視察に行かれたと聞きましたが。  

○佐藤委員 私が行ってきました。  

○嶋田委員 そういうのは、ここでは何か。  

○近藤座長 佐藤さんだけですかね。  

○嶋田委員 あと、伊藤さんが行ったのではないですか。  

○佐藤委員 あと、大澤さんとか。  

 後ほど、もしかするとそういうことはできるかもしれませんね。  

○近藤座長 ここでは特に報告はなくてよろしいですね。  

○嶋田委員 はい。  

○近藤座長 特にほかにはございませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、事務局にお返しします。  

○作田技術安全室長 本日は、本当に御熱心な御審議をありがとうございました。  

 以上をもちまして、本日の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。  

 




