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午後１時３５分 開会 

○作田技術安全室長 それでは、定刻５分ほどおくれましたけれども、一部の先生方おくれて

おりますけれども、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。 

 本日はご多忙のところ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。 

 本日の委員の出欠でございますけれども、全員の委員の方出席予定ということでお伺いして

おりますが、矢木委員、嶋田委員が尐々おくれていらっしゃるということでございます。 

 次に、議事に入る前に、本日の総合検討会の配布資料一覧につきましては資料の確認をさせ

ていただきたいと思います。資料の一覧でございますが、本日資料１、資料２、それから資料

３、参考資料１、２、３がございます。また、委員の方々には本日検討いたします「ステアリ

ドン酸産生ダイズ」他１件の評価書を事前に送付させていただいております。あわせてご確認

いただきたいと思います。もし不足のものがございましたら、途中でも結構でございますので、

申し出ていただければと思います。 

 また、本日傍聴の方々におかれましては、「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。 

 それでは、この後の議事進行につきましては近藤座長にお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○近藤座長 それでは、議事の１番目ですが、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たものです。本日の総合検討会では、

農作物分科会での検討結果を佐藤委員からご報告いただき、より幅広い視点から、遺伝子組換

え農作物の第一種使用等による生物多様性に及ぼす影響についてご検討いただきたいと思いま

す。 

 議事の進め方といたしましては、まず、資料１に基づ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

した後、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いたします。 

○作田技術安全室長 それでは、資料１をごらんいただきたいと思います。１枚紙でございま

す。こちらに第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況を整理してございます。 

 本日２件ございまして、まず１点目が、ステアリドン酸産生ダイズでございます。こちら食

料また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
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る行為という資料となってございます。検討といたしましては、農作物分科会におきまして、

2010年、昨年の８月４日、12月２日、今年に入りましてから４月22日、５月31日と検討を行っ

ていただいた案件でございます。 

 もう１点でございますが、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ございます。こちらも食料また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が使用等の内容でござ

います。これまでの検討につきましては、本年2011年に入りましてから４月22日と５月31日の

２回の審査を経ております。 

 審査の状況は以上でございます。 

○近藤座長 それでは、ステアリドン酸産生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いて、佐藤委員より、資料２に基づきご報告をお願いします。

なお、検討の結果については、事前に配布した資料から修正を加えているため、本日配布した

資料をご参照ください。では、お願いいたします。 

○佐藤委員 それでは、農作物分科会における検討の結果をご報告いたします。資料２－１と

２－２ですが、２－１をごらんください。 

 

名称：ステアリドン酸産生ダイズ、（改変Pj.D6D、改変Nc.Fad3、Glycine max(L.)Merr.）

(MON87769、OECD UI:MON-87769-7) 

第一種使用等の内容：食用また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 

 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 生物多様性影響評価の結果について 

  本組換えダイズは、大腸菌由来のプラスミドpBR322などをもとに構築されたPV-GMPQ1972

をアグロバクテリウム法により導入し作出されている。 

  本組換えダイズは、サクラソウ由来のΔ６デサチュラーゼをコードする改変Pj.D6D遺伝子

及びアカパンカビ由来のΔ15デサチュラーゼをコードする改変Nc.Fad3遺伝子等を含むT-

DNA1領域が染色体上に１コピー組み込まれ、複数世代にわたり安定して伝達されているこ
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とが遺伝子の分離様式やサザンブロット分析により確認されている。また、これら遺伝子

が複数世代にわたり安定して発現していることがウエスタンブロット分析により確認され

ている。 

（１）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。 

  我が国の隔離ほ場及び米国の温室において、本組換えダイズの競合における諸形質につい

て調査が行われた結果、種子の生産量における百粒重と低温ストレス実験における乾燥重、

主茎長及び草勢で本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に統計学的有意差が認め

られた。また、統計処理を行わなかった項目については、発芽始めにおいて、本組換えダ

イズと対照の非組換えダイズとの間に違いが認められた。 

  百粒重については、本組換えダイズが20.33ｇ、対照の非組換えダイズが21.58ｇであり、

本組換えダイズのほうが低かった。しかしながら、本組換えダイズの百粒重の平均値は、

これまでに報告されている従来ダイズの百粒重の範囲内であった。 

  低温ストレス実験については、一部の項目において有意差が認められたが、関連項目にお

いてそれらの差に一貫性がなかった。 

  発芽始めについては、本組換えダイズは７月30日、対照の非組換えダイズは８月１日であ

り、その違いの程度は僅かであった。また、発芽個体数及び収穫種子の発芽個体数におい

て、本組換えダイズと対照の非組換えダイズの間に有意差は観察されなかった。 

  このことから、観察された差異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た。 

  本組換えダイズでは、移入された改変Pj.D6D遺伝子及び改変Nc.fad3遺伝子について胚特

異的プロモーターを用いて発現させることにより、本組換えダイズの種子中では本来ダイ

ズが産生することができない脂肪酸であるステアリドン酸（SDA）及びγ-リノレン酸

（GLA）が産生されており、種子中に蓄積されている。 

  一般的にダイズ種子中で産生された脂肪酸は、ダイズ種子におけるエネルギー源として貯

蔵され、主に発芽などにおいて利用されることが知られていることから、本組換えダイズ

種子中のSDA及びGLAも同様の役割を果たしていると考えられた。実際に本組換えダイズの

種子中に蓄積されたSDA及びGLAの含有量を経時的に調査したところ、SDA及びGLAの含有量

は発芽に伴って減尐し、これらの脂肪酸がダイズの内在性脂肪酸と同様にエネルギー代謝

に利用されていることが示唆された。また、本組換えダイズの隔離ほ場試験の結果におい
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て、本組換えダイズと対照の非組換えダイズの発芽特性に違いはないと判断された。 

  このことから、本組換えダイズ種子中で産生されたSDA及びGLAは内在性脂肪酸と同様の生

物学的役割を果たしていると判断された。よって、本組換えダイズにおいて産生されるSDA

やGLAは本組換えダイズ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た。 

  以上より、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。 

（２）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、改変Δ６デサチュラーゼ及び改変Δ15デサチュラーゼが発現している

が、当該蛋白質が有害物質であるとする報告はなく、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Δ６デサチュラーゼ及び改変Δ15

デサチュラーゼは基質特異性が高いため、これらのデサチュラーゼが宿主の他の代謝系に

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た。さらに、こ

れまでにSDAやGLAが有害物質であるとする報告はなされていない。 

  本組換えダイズがダイズ種子を食害する野生生物に摂食された場合、本組換えダイズの種

子に含まれるSDAやGLAが野生生物に影響を与える可能性が考えられた。しかしながら、こ

れら野生生物に摂食された場合、本組換えダイズの種子に含まれるSDAやGLAは野生生物に

おいて代謝されると考えられるため、本組換えダイズの種子に含まれるSDAやGLAはこれら

の野生生物に影響を与えるものではないと考えられた。 

  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、植物体が内部に有し枯死した後に他の植物に影響を与える

もの）の産生性の有無を土壌微生物相試験、鋤込み試験及び後作試験により検討した結果、

本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に差異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。 

（３）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
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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人為的な交雑を行った雑種の生育には特に障害が見られないことから、

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

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

た遺伝子がツルマメの集団中で低い割合にとどまらずに拡散していく可能性がある。また、

ツルマメは全国に分布し、河原や土手、畑の周辺や果樹園等に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ダイズとツルマメの雑種形成及び後代への遺伝子浸透について、数年間、日本各地のダ

イズ畑周辺においてツルマメ集団を追跡調査し、遺伝子マーカー等を用いて交雑の有無

を分析したところ、雑種後代の存在を示唆する結果は得られなかったとの報告があるこ

と、 

②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、 

  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 

  などに加え、我が国の隔離ほ場において本組換えダイズと対照の非組換えダイズとを隣接

した試験区で栽培し、非組換えダイズへの自然交雑を調査したところ、交雑は認められな

かった。また、生殖に関わる形質（花粉の稔性、花粉形態、種子の生産性）を調査したが、

本組換えダイズの特性は種の範囲を超えるものではなく、本組換えダイズとツルマメとの

交雑性は従来のダイズとツルマメ同様に極めて低いと推測された。 

  さらに、本組換えダイズにおいては、導入遺伝子による影響が宿主の持つ代謝系を変化さ

せ、交雑性に関わる生理学的又は生態学的特性について宿主との相違をもたらすことはな

いと考えられることから、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

の交雑率と同等に低いと考えられた。 

  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。 
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 ２ 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、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。 

○近藤座長 ありがとうございました。 

 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料２－１のうち「１ 生物多様性影響評価

の結果」及び「２ 検討会の結論」については、総合検討会のご審議の後、学識経験者の意見

としてとりまとめ、大臣宛てに報告したいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構です、ご意見ありましたらお願いいたします。 

 これは代謝系を変化させているということで尐し問題のある案件だったんですが、種子特異

的に発現していて、他に影響がないということからいいだろうということで分科会からこちら

へ上がってきたわけです。 

○矢木委員 ちょっとよろしいですか。基本的な考え方はこれでよろしいと思うんですが、ち

ょっと私もわからないところなので質問なんですけれども。この発芽始めについてというとこ

ろで、組換えダイズが７月30日と、非組換えが８月１日で、若干、２日間の違いがあったとい

うことで。その発現をいじったというようなことでこういうようなことが起きたのか、その２

日間をどう評価するかなんですが。育ててその結果は大丈夫なんですけれども、この２日間と

いうのが、では何日間ならば問題あるのかということで、２日なら大丈夫なのか、その辺の見

解をちょっと、一般論というんでしょうかね。２日ならばわずかであるということで、例えば

普通でもそれぐらいの差があるから問題ないよというふうに言えるのかどうか、その辺のこと

はどうなんでしょうか。実はアカパンカビの遺伝子を入れているところがありますので、ちょ

っと従来と若干違うので、その辺の評価はどうなんでしょうかね。２日ぐらいというのは、育

ててみれば結果としては問題ないんですけれども、何かやはりそういう強さが出てきて早く育

ったのか、その解釈というのはどう考えたらいいんでしょうかね。 

○佐藤委員 貯蔵性の脂肪性の組成が変わっているので何か影響があるのではないかというこ

とを分科会でも気にしてそれを吟味したわけですが。この違いというのが基本的にはこの入れ

た遺伝子の影響ではないのではないかと私は思いますけれども、ただこの差というのが基本的

には一般的なダイズの品種の範囲に入っているということでよいというふうに思います。そう
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いう結論だったと思います。 

 ただ、ではこれが何日までになったらまずいと考えるのかというのは、まだ考えてはいない

ですね。それは実際にそういうのが出てきたときに考えることなのかなと思うんですが。 

○近藤座長 結局、統計的に差があるかどうかとかそういうことで全部試験をしますから、差

があるものは差があったということも出てくるわけですね。その差があったことが多様性に影

響あるかどうかというのは、結局発芽の日だけではなくて、その後生育の状況とかむしろそち

らのほうが大事かもしれないんですが、この２日、あるいはこれが３日、４日と違いがあって、

その後の生育にも差が出てくるとこれは問題で。２日、長いか短いかというのはわからないん

ですけれども、たしか今佐藤委員のほうから言われたように、これまでにそんなに違ったとい

うことはないんですね。どこまで違ったらという、例えば１週間違って、その結果ほかのとこ

ろにも影響出てくるとなると、当然それは発芽の日だけではなくて全体的な問題になりますし、

発芽におくれがあったためにそういうことが起こったんじゃないかとか、そういうふうになる

と思うんですが。幸い今までのところそういうことはないので議論はしたことないんですけれ

ども、当然発芽の日が遅かったり早かったりすると、その後に影響が出てくるので、それは当

然いろいろな競合における優位性とか出てくるはずです。その場合には多分かなり議論になっ

て、ほかのいろいろな要素も含めて問題ないかどうかと判断することになると思います。 

○矢木委員 この場合なんですけれどもね、統計処理はしてなかったと書いてあるので、統計

処理ができなかったのか、発芽のこういうのはできないんですか。 

○近藤座長 何日という日にちはここに出てきますよね。それで、非常にバラバラだった場合

には統計処理できると思うんですが、そうじゃないと統計処理できないですよね。 

○矢木委員 難しいんですかね。 

○近藤座長 難しいですよね。できないと思います。そんなにバラバラにならないと思うんで

すよね。それから、多分それ２日違うというのは意味があるんだと思います。 

○矢木委員 結論として差があると書いてあるんですね。 

○近藤座長 差があるんだと思います、本当に。だから、その差が遺伝子組換えかどうかがわ

からないですね。例えば作物をつくる前の培養している培養条件とか、培養条件は同じでも培

養で変わってきたりすることよくありますから、組換えなのか培養による違いなのかもわかり

ませんし。だから、その差があることは多分事実だと思います。例えばこれもう一度試験やっ

ても差が出てくる可能性は高いと思います。それが最終的に多様性に影響があるかどうかとい

う判断になると思いますね。 
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○武田委員 結論的に言えば、畑で２日の発芽始めの差というのは言うほどの差ではないと思

いますけれども。というのは、発芽始めというのは１つのロットの中で最初の１粒がポッと出

たらこれが発芽始めなんですね。だから、最初からこれちょっとインステンティブルな数字な

わけですよ、一番気の早いやつが出てきたときが発芽始めですから。 

 もう１つちょっと意味があるかなと思うのは、これは組換え体のほうが小粒化してますね、

わずかに、原品種に比べて。発芽始めというのはどちらかというと大粒のものが遅いんですね、

吸水するのに時間がかかるとかいうこともあって。小粒のやつは発芽が早い傾向はあるんで、

一般的にですね、種子作物みんなそうですけれども。だから、これは小粒で早いから意味があ

るのかなという気もしますけれども、ただ現場的に言うと、さっきも言ったように、最初の１

粒がポロッと出たのが発芽始めなので、２日の違いが言うほどのことかというと、多分ないだ

ろうと。 

 それともう１つは、これ７月の末というのは一番暖かくてダイズの発芽適温なんですね。こ

れでこれだけの差があるということで、むしろ例えば非常に寒いときに発芽の遅速が随分出て

きたりすると、それは何か脂肪酸の組成がどうしたこうしたというふうにつながっていく可能

性はあるんだけれども、一番暖かいときにまいてこの程度の差だと思うので、多分余り心配す

るほどの違いではないだろうというふうに感じます。 

○矢木委員 わかりました。それであれば結構だと思います。 

○近藤座長 その後の生育に差があればこれは問題ですね。 

○矢木委員 そうですね。ただやはり考え方が、これは新しいケースなのでね、しっかりして

おかなきゃいけないなという。 

○近藤座長 そうだと思います。それは多分分科会でも気になっていたところだと思います。

感覚的に、作物って我々実験に使っても発芽もそんなに違わないんですよね。だから、２日違

うとやはり気になることは気になるんですけれども、結果としては問題ないだろうというそう

いう判断です。 

○矢木委員 わかりました。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○矢木委員 ちょっと関係ないんですけれども、この場合にはサクラソウでしたかね、植物を

入れているのと、それからアカパンカビを入れているんですけれども、アカパンカビ、たまた

まこれをやったらよかったというんですかね。それはカビを使ったというのはね。毒のないカ

ビでね、問題ないカビだと。 



- 9 - 

○近藤座長 それはわからないんですけれども、目的の遺伝子が実際とられているかどうかと

いうことで、たまたまアカパンカビがとられているんだということだと思います。特にアカパ

ンカビだからいいとかそういうことはないと思います。 

○矢木委員 何か植物由来ですとそんなに気にならないけれども、アカパンカビなのでね。 

○近藤座長 植物にいろいろな遺伝子が入れられていて、アグロバクテリアも入れられたりと

かいろいろなものを入れられていて、つくっているほうもアカパンカビだからどうということ

は多分意識してないと思います。 

○矢木委員 はい、わかりました。 

○近藤座長 ただ、同じものが植物でとられていれば、次回入れるときも植物を使うんだろう

と思います。これまでもアグロバクテリウム由来のものでも備わった植物のものを使うという

ケースも同じようなものを何度かつくっている場合にはだんだんそう変わってきつつあります

から、このときはなかったというふうに思います。 

○矢木委員 はい。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これで質問がないということにしたいと思います。 

 それでは、総合検討会としての意見をとりまとめたいと思います。 

 申請者から提出された「ステアリドン酸産生ダイズ」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ず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

であると判断いたします。 

 それでは、事務局から申請者に対してこの旨連絡をお願いいたします。 

 それでは、続きまして、三重スタックの「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いて、佐藤委員より資料３に基づきご報告をお願

いいたします。 

 それから、これも先ほどと同様なんですが、検討の結果について事前に配布した資料から若

干の修正を加えておりますので、本日配布した資料をご参照ください。それでは、お願いいた

します。 

○佐藤委員 農作物分科会における検討の結果をご報告いたします。資料３－１と３－２に基

づいてですが、３－１をごらんください。 
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名称：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 cry1F 、 改 変 cry3Aa2 、 pat 、 改 変 cp4epsps 、 Zea mays 

subsp.mays(L.)Iltis）(1507×MIR604×NK603、OECD UI:DAS-01507-1×SYN-IR604-5×

MON-00603-6)(B.t.Cry1F maize line 1507、MIR604及びNK603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：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。 

１ 生物多様性影響評価の結果について 

  本スタック系統トウモロコシは、改変Cry1F蛋白質をコードする改変cry1F遺伝子及びPAT

蛋白質（ホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼ）をコードするpat遺伝子が導入

された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（DAS-01507-1）、

改変cry3Aa2蛋白質をコードする改変cry3Aa2遺伝子が導入されたコウチュウ目害虫抵抗性

トウモロコシ（SYN-IR604-5）及び改変CP4EPSPS蛋白質（CP4菌株由来の５-エノールピルビ

ルシキミ酸-３-リン酸合成酵素）をコードする改変cp4epsps遺伝子が導入された除草剤グ

リホサート耐性トウモロコシ（MON-00603-6）を用いて、交雑育種法により作出されたもの

である。これら３系統については、生物多様性影響評価検討会において、本スタック系統

と同一の第一種使用等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。 

  Bt蛋白質の特異性には、その蛋白質の構造が関与していると考えられ、害虫の中腸細胞に

おいてそれぞれで異なる受容体に結合すると考えられた。これに加え、これまでに承認さ

れたスタック系統において、Bt蛋白質が相乗的な効果を示したとの報告はなく、殺虫活性

について親系統が有する形質を併せ持つのみであったことから、本スタック系統トウモロ

コシにおいて、各Bt蛋白質（改変Cry1F蛋白質、改変Cry3Aa2蛋白質）が相互に作用して、

これらBt蛋白質の特異性を変化させることはないと考えられた。さらに、PAT蛋白質及び改

変CP4EPSPS蛋白質の基質及び作用は異なり、関与している代謝経路も互いに独立し、Bt蛋

白質が酵素活性を持つという報告はないことから、本スタック系統トウモロコシにおいて、
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これらの蛋白質が発現しても相互に作用して宿主の代謝系を変化させ、予期しない代謝物

が生じることはないと考えられた。 

 また、本スタック系統トウモロコシのチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グ

ルホシネート耐性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。 

  これらのことから、各親系統由来であるこれらの蛋白質が本スタック系統トウモロコシの

植物体内において機能的な相互作用を及ぼす可能性は低く、親系統が有する形質を併せ持

つ以外に評価すべき形質の変化はないと考えられた。 

（１）競合における優位性 

  宿主の属する分類学上の種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたる使用等の

実績があるが、我が国の自然環境下で自生すること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（DAS-01507-1、SYN-IR604-5、MON-00603-6）の競

合における優位性に関わる諸形質について調査が行われた。その結果、一部の特性におい

て非組換えトウモロコシとの間で統計学的有意差が認められたが、これらは競合における

優位性を高めるような差異ではないと考えられた。 

  本スタック系統トウモロコシには、改変cry1F遺伝子によりチョウ目害虫に対する抵抗性

が、改変cry3Aa2遺伝子によりコウチュウ目害虫に対する抵抗性が付与されているが、チョ

ウ目害虫及びコウチュウ目害虫による食害は我が国の自然環境下でトウモロコシが生育す

ることを困難にさせる主な要因ではない。したがって、これらの形質の付与が栽培作物で

あるトウモロコシを自生させ、競合における優位性を高めるとは考え難い。 

  また、本スタック系統には、pat遺伝子及び改変cp4epsps遺伝子により除草剤グルホシネ

ート及びグリホサートに対する耐性が付与されているが、これら除草剤が散布されること

が想定され難い自然環境下では、除草剤耐性形質が本スタック系統の競合における優位性

を高めるとは考え難い。 

  以上より、本スタック系統トウモロコシ並びにDAS-01507-1、SYN-IR604-5及びMON-00603-

6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

代系統は、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。 

（２）有害物質の産生性 

  宿主の属する分類学上の種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたる使用等の
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実績があるが、野生動植物等に対して影響を与える有害物質の産生性は知られていない。 

  本スタック系統トウモロコシで発現している改変Cry1F蛋白質、改変Cry3Aa2蛋白質、PAT

蛋白質及び改変CP4EPSPS蛋白質は既知アレルゲンと相同性を持たないことが確認されてい

る。また、本スタック系統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、植物体が内部に有し、枯死した後に他の植物に影響を与え

るもの）の産生性については、鋤込み試験、後作試験、土壌微生物相試験を行った結果、

いずれの試験においても有害物質の産生性が高まっていることを示唆するような差異は認

められなかった。したがって、本スタック系統中においても意図しない有害物質が産生さ

れることは考え難い。 

  本スタック系統中で発現する改変Cry1F及びCry3Aa2は、チョウ目及びコウチュウ目昆虫に

対して殺虫活性を示すことから、影響を受ける可能性のある野生動植物としてチョウ目及

びコウチュウ目昆虫が特定された、特定されたチョウ目及びコウチュウ目昆虫が影響を受

ける状況として本スタック系統を直接食餌すること、又は本スタック系統から飛散した花

粉を食餌植物とともに摂取することが考えられた。しかしながら、チョウ目及びコウチュ

ウ目昆虫が本スタック系統の栽培ほ場周辺に局所的に生息しているとは考えにくいことか

ら、個体群レベルで影響を受ける可能性は極めて低いと考えられた。 

  以上より、本スタック系統トウモロコシ並びにDAS-01507-1、SYN-IR604-5及びMON-00603-

6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。 

（３）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、

本スタック系統並びにDAS-01507-1、SYN-IR604-5及びMON-00603-6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は、影響を受ける

可能性のある野生動植物等は特定されず、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。 

２ 農作物分科会の結論 

  以上より、本スタック系統トウモロコシ並びにDAS-01507-1、SYN-IR604-5及びMON-00603-

6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
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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。 

○近藤座長 それでは、ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料３－１のうち、

「１ 生物多様性影響評価の結果」及び「２ 検討会の結論」については、総合検討会の審議

の後、学識経験者の意見としてとりまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それでは、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○嶋田委員 この検討結果の３ページ目の４行目から７行目、あるいは17行目から20行目あた

りですかね、４行ぐらいにわたって１つの文が「以上より」と同じような内容のものがここに

書かれているんですけれども、主語がわかりにくい。余りにも主語が長々といくので、私は尐

なくともここの表現として尐し何か改めたほうがわかりやすくなるんじゃないかと思うのです

けれども、いかがでしょうか。 

○近藤座長 これ、主語は本スタック系統とその後ずっときて、分離する後代系統と、この２

つですよね。ちょっとわかりにくい、確かに。 

○嶋田委員 ええ、何かもうちょっと工夫があってしかるべきかなというふうには思いました。 

○武田委員 このスタック系統の表現は大体この表現になっているんですよね。私どこかで法

律用語か何かを引いてきてるのかななんて思ってね。ちょっといかにも日本語にはなっていな

いんですけれどもね。 

 事務局、何かこれ理由があるんじゃないんですか。大体この表現になってますね、スタック

の表現は。日本語としてはかなり。 

○浦野行政政策課長補佐 この「以上より」の後ですね。 

○近藤座長 主語が本スタック系統トウモロコシ等々、その並びにの後に修飾語がたくさんあ

って。 

○武田委員 間違いなく表現しようとすると多分こうなるんだろうけれども、ちょっと。 

○佐藤委員 例えば今後代系統として括弧でくくるとかという手はあるんでしょうけれどもね。 

○嶋田委員 括弧というのができれば一番いいんですけれども、どうもこういうものには何か

知らないけれども、お役所の文章には括弧を使わないらしいんですよね。そうすると、余計に

こういうふうにわかりにくくなる。 

○近藤座長 並びにがくると、並びには何かと、ずっとわからなくなって。並びの前に１つあ

って、並びの後に１つある、どこまでつながるのかよくわからないですね。 
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○嶋田委員 後半のほうの主語の「後代系統は」までいくそこの主語がものすごく長いので、

そこが何とかならんもんかなと。 

○佐藤委員 当該トウモロコシから分離した後代系統、あとを括弧で入れるというのが多分。

括弧は使っちゃいけないんですか。では、それは事務局にお任せするしかないですね。 

○嶋田委員 わからないですけれども、使ってもいいんだったらそれのほうが。本質的なこと

ではないので、ここの表現としての問題。 

○佐藤委員 私は読んでいても苦しいんですけれども。 

○近藤座長 本スタック系統トウモロコシと並ぶのがどれかというのがなかなかわからないで

すよね。 

○嶋田委員 そうなんですよ。 

○近藤座長 わかっている人が読まないとわからないですよね。 

○中川原委員 脚注をつけるというわけにはいかんでしょうね、こういう文章で。 

○近藤座長 これはちょっと脚注つけにくいですね。 

○中川原委員 となると、こうなっちゃいますね。 

○近藤座長 並びに後代系統として、後代系統に脚注つけますかね。 

○中川原委員 そうです、そういうことです。そうすると、ぐっと明確になりますね。 

○井出委員 申請の名称にあるトウモロコシなわけですね。だから、本申請に係るトウモロコ

シとかというふうに言ってはいけないんですか、そこに。 

○近藤座長 確かに名称の中に後代系統も入ってますよね。 

○井出委員 そうなんで、もしあれだったら本申請のトウモロコシを使った場合にとかという

ふうに書いてしまえば。 

○中川原委員 申請書の文章を使ってもいいんじゃないですかね。 

○近藤座長 全部書く。 

○中川原委員 いやいや、申請書の文章と短く書いてある、資料３－１の４行目、５行目、当

該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と書いてあ

る。 

○近藤座長 同じ、長いですね。 

○佐藤委員 括弧を使っちゃいけないというのがあるんですか。使わないほうがいいんですか。 

○作田技術安全室長 確かにないんですね。 

○武田委員 スタックのやつは必ずこういう表現になってるから、もうクレームつけるのはあ
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きらめてます。 

○嶋田委員 まあ、本質的なことではないので、事務方のほうで工夫をして。 

○作田技術安全室長 そうですね、ちょっとこの書き方ですね、ほかのところも見ながら。 

○井出委員 本質的でないことをもう１つちょっと。この申請書の本冊のほう、これもそうな

んですけれども、最後のところ、今問題になったところなんですけれども。例えば36ページで

すね。この書き方が、最後の我が国の生物多様性に影響が生ずるおそれがないと総合的に判断

したという言葉ですね。総合的に判断するという。さっきのダイズのほうでは総合的に判断し

てなくて、総合的評価としておそれはないというような言い方をしているんですね。総合的に

判断したという日本語でいくと、何か影響がある部分もあるけれども、全体的に考えるとまあ

大丈夫じゃないというような日本語だと思うんですね。非常にあいまいな言い方です。例えば

以上の結論を総合するとこういう判断になりますという言い方とは日本語としては違うかなと

いう感じがして。今までのもみんなそういう感じだったんですけれども、きょう気がついたの

で。 

○佐藤委員 これは本質的なところかもしれませんね。 

○近藤座長 総合的という、この場合どういう意味で使っているのかということになりますね。

部分的には問題あるけれども、全体としてはまあいいだろうという感覚か…… 

○井出委員 そういうふうに聞こえてしまう。 

○近藤座長 これ多分どれも問題ではないんですね、実際には。 

○井出委員 だから、以上の結論を総合すれば、こういうふうにしか論理的にならないという

言い方でないとまずいわけですけれども。ちょっとその辺の日本語は厳密でないかなと思いま

す。 

○近藤座長 そうですね。 

○中川原委員 タイトルが総合的評価だから。 

○近藤座長 そうかそうか、タイトルに従って。それは総合的評価となって、総合的判断する

と、最後にこれを持ってきちゃまずいんですよね。 

○中川原委員 まずいですね。 

○近藤座長 文章の問題で、中身の問題ではないんですが、確かに誤解を与えるという表現で

はありますね。 

○武田委員 最初からぼかし効果をねらってそういうふうに言ってるんだろうなと思ってあえ

てクレームしなかった。やはりなかなか統計処理してみても微妙な部分というのはあるので、
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そういうのは全部インクルードしてポンと投げ出したら多分問題ないよと。 

○井出委員 ただ、各段階で影響がない影響がないと言ってきているわけですね。ですから、

それを総合して影響がないというのは間違いんですけれども、何となく総合して結論してしま

うというのはよくないかなと。 

○武田委員 政治的判断みたいですね。 

○近藤座長 そうですね、問題もあるんだけれども、総合的に言えばいいだろうというものと

意味が、よくない。 

○中川原委員 これとりましょう。 

○近藤座長 とりましょうって、私らで決めるわけには、申請者のこれ問題ですから。 

○小野里委員 資料３－１、検討の結果ですが１ページの35行目です。「これに加え、これま

で承認されたスタック系統において、Bt蛋白質が相乗的な効果を示したとの報告はなく」云々

と書かれていますが。実はこのBt蛋白というのは、これは事務方のほうで調べてくださったん

ですけれども、cry34Ab1というのと、35Ab1という２つの蛋白がありまして、前者は多尐殺虫

効果がありますが、後者単独では殺虫効果がありません。ところが、両者が一緒に作用すると、

前者の８倍程度の殺虫効果があります。これは明らかに相乗効果です。 

 同一個体に２つの遺伝子が入ると相乗効果があるということが知られているわけです。これ

までスタックについての知見がそれほど蓄積されてないにも関わらず、過去にBtについてスタ

ックで相乗効果を示した例がないからといって、相乗効果がないという結論にもっていくこと

には問題があると思います。単独でも２つの蛋白が同時に発現すれば相乗効果を示すというこ

とであればスタックにした場合相乗効果を示すことは疑いないわけです。 

 今回問題になっているCry1Fと、それからcry3Aa2と２つのBt蛋白についてはいくつかの根拠

から、両者では相乗効果は考えられないということですので、ここでは具体的にこの２つはこ

ういう根拠から相乗効果がないということを言ったほうがよろしいかと思います。 

○近藤座長 非常に厳密なことを言うと難しいところがあるかなと思うのは、例えば確かにこ

こで調べられているものに関しては親系統のものと同じ結果になるんですけれども、調べられ

ていない昆虫に対してどうかということはわからないわけですよね。ですから、完全に全く違

わないということをこれだけで言えるのかというところは難しいところで。そこに議論として

は受容体が違うからだということがあって。ですから、実験結果だけで言ってるのではなくて、

その受容体が違うというところまで言わないとその違いは出てこないということが１つと。 

 それから、今小野里先生言われたことは、初めから相乗効果を期待して組み変えた場合、そ
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ういう場合には受容体は違うんじゃなくて、他の同じ受容体に対して相乗効果があるんだと思

いますけれども、そういうものは確かに分けて考えなければいけないと思います。 

 それから、ここで言っていることは別に間違いではなくて、スタック系統ではないんですね、

確かにそういう…… 

○小野里委員 スタック系統では相乗効果を示すことが十分予想されるわけです。先ほど申し

上げた34と35を別々に組み込んだシングル系統を交雑したスタックでは、当然相乗効果現れる

わけですから。 

○近藤座長 ですから、それは同じ受容体にかかわるからそうなるんで…… 

○小野里委員 そうですね、もちろんそうです。ここで受容体が異なるのでという断りがあれ

ばまた別です。ここは一般的に過去にスタックで相乗効果を示した例はないという書き方でし

た。これまで承認されたスタック系統において相乗的な効果を示したとの報告はないと云う点

では確かにそうですが、今申し上げた２つの遺伝子を別々の個体に組み込んで、それを交配す

れば、当然相乗効果はもう期待できるわけです。それは１つのプラスミド両者を組み込んだ場

合でも、それからそれぞれが別々のプラスミドに組み込んで同時に２つの蛋白が発現した場合

でも同じことが言えます。ここでは評価書に書いてあるように２つの蛋白では作用部位が違う

ため相乗効果は考えられないことを取り上げて書いたほうがよろしいのではと私は感じました。 

○近藤座長 書き方の問題があると思うんですが、もちろん相乗効果をねらってやればそうな

りますし、この場合コウチュウ目とチョウ目ですからそういうことは考えられないですし。そ

れから、今も小野里先生が言われた話の中にもありましたけれども、これまで一応スタック系

統で予想外のことが起こってないんですね。そういうスタックとは何か別にして、とにかくね

らってつくればそうなりますけれども、それと現在までのところ尐なくともスタックではそう

いうことが起こっていないのと、受容体が違うということを前提にして考えると、そういう矛

盾したことは起こっていないんですね。 

 だから、総合的に考えたときに、書いてあることは間違いではないんですが、今先生言われ

たところは注意しなくちゃいけなくて、それは尐なくともこういう分科会とか総合検討会の中

ではいつも議論している話で、そこが危ないともちろんだめなわけです。 

 ここに書いてあることは、今先生がおっしゃったことまで含めて書いてあるかといったら書

いてないわけですけれども、ただそれは受容体が初めから共通であるということの認識あるい

はある受容体に対する特別な効果があるかもしれないということで、受容体が違う場合という

ことではそういうことは起こらないだろうと考える…… 
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○小野里委員 受容体が異なるので相乗効果が無いと云うことであれば問題ないのですが。過

去にスタック系統で相乗効果を示したものはないということが相乗効果を示さない理由の１つ

に掲げられているようにこの文章を読むととれますね。先程の例の場合、当然相乗効果を示し

得るわけですから、この文章はむしろ取り除いたほうがいいのではないかというのが私の意見

です。。 

○近藤座長 どうでしょうか、それが例えばそういうスタック系統の中でそういうものがあっ

たとしますね。そうすると、書き方としては、同じ受容体に作用する可能性があるスタック系

統の場合を除いてという話まで入ってくると思うんですよ。それ以外ではスタック系統の間で

相乗効果はなかったと。つまり、特別なある意図を持った組換え体の場合には当然相乗効果は

あり得るわけですけれども、そうじゃない場合にはないわけですね、現実に。ですから、書き

方の問題としてはどう書くか、そういう例があったからスタック系統については触れられない

のか、あるいはそういう意図を持ったものではいけないけれども、それ以外のものに関しては

相乗効果はないと書くのかという、その書き方の問題だと思いますね。 

 この場合は、尐なくともスタック系統においてそういうケースはなかったので、書いている

ことは間違いということはないと思うんです。ただ、それが適切かどうかという話だと思いま

す。 

○小野里委員 間違いではないんです、過去のスタック系統で相乗効果を示した例はなかった

わけですから。ただし、もうスタックの作出が始まってまだ年月が限られており、おり、おり、

組合せも限られているわけですね。でも、当然スタックにすれば相乗効果が予想されるものは

もう既にわかっているわけだから、ですからあえて過去にスタックで相乗効果を示したものが

ないからということをここに理由にもってこなくても、今おっしゃったように、作用点が異な

る、そういうことで相乗効果は予想されないというふうに、具体的にそういう論議が中にあり

ますので、それを書いたほうがいいんじゃないかなというふうに。 

○嶋田委員 でも、尐なくともBt蛋白質のチョウ目耐性とコウチュウ目耐性の場合は一応中腸

細胞の受容体がそれぞれ違うということを一応前提にしてこういうふうなスタックをつくるわ

けですよね。ですので、尐なくともBt蛋白質のこれまでのスタック系統については相乗効果は

今までないし、だとしたら今回もそのように扱っても僕は一般論としてBt蛋白質のそういった

扱いはそれで私は妥当だというふうには思うんですね。 

 ただ、例えば代謝をいじるやつなんかのスタック系統の場合には、それによって相乗効果が

出てくる可能性が非常に高いので、そういう場合にはこれは注意しないといけないし、過去に
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そういう相乗効果がなかったからといって今回のものもそうではないとはとても言えない部分

があるかと思うんですね。 

 だから、私は尐なくともBt蛋白質についてのコウチュウ目耐性とそれからチョウ目耐性に関

しての扱いは私はこれで表現としてはいいと思っていますけれども。 

○近藤座長 理屈の上で相乗効果はないということはもちろん大事なんですけれども、ただや

はり現実にそういう相乗効果はないんだということを事例をもって言わないといけないんだと

思うんです。実際事例としてはこれまで今嶋田委員も言われたような部分に関しては相乗効果

はなかったという事例があるわけですね。ですから、それはやはり述べるべきで。もし小野里

先生が言われたようなことがスタック系統であった場合には、それについてやはり言及して、

こういう場合はあるけれども、それはこういう理由であって、それ以外のスタック系統ではな

いんだというふうな多分理由が必要なんだと思います。それは事例があるのに事例を書かない

というわけにはいかないと思います。理屈だけではやはり評価書としては不十分な書き方にな

ってしまうので、こちらの場合でも事例がある場合にはその事例を書くべきだと思います。 

 いかがでしょうか。 

○中川原委員 私もそう思いますけれども。今回のこのスタック系統というのは３つの品種が

一緒になっているわけですね。そのうちの申請者の系統というのは１つで、あとの２つという

のは別の団体がつくった系統ですよね。それがそれぞれ全部前に既に承認されているという形

をとっておりますので、そこの中で今回申請をした人たちというのが何が問題だったかという

と、あとの２つの系統が他社のものでありますので、それについてのそれぞれの形質発現を全

部調べて、そしてそれぞれが足し算した形で相乗効果がないというようなことをここでお調べ

になっているわけですね。 

 ですから、今問題になっているところは、現実の事実としては相乗効果がないというところ

は結論にもっていってよろしいのではないかというふうに思いますけれども。 

○近藤座長 書き方として、これまでに相乗効果はなかったからという書き方は、先ほどの例

のように、そういうものをつくれば相乗効果が出てくる可能性があるから、この書き方は不適

切だということだと思うんですけれども。 

○小野里委員 いえ、スタック系統に相乗効果がないということを理由にすることについて僕

は指摘しているんです。 

○近藤座長 それについては、ですからこれまでに承認されたという前提があって、今後とも

ないという保証はないんです。 
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○小野里委員 ですから、これまでといっても過去に数件しかなかった場合にまだまだ非常に

範囲が狭いですよね。それでもこれまでにという言葉は使えるわけで。これからどんどんやっ

ていけばどういうことが起こるかわからないので、特に予想されるものはもう既にあるわけで

す、スタック系統で相乗効果を示すものは。ですから…… 

○嶋田委員 ここは一応Bt蛋白質に限って今議論しているところですから。 

○小野里委員 私が話ししているのもBt蛋白なんです。Bt蛋白で、作用機序は全然違うんです

ね、一方は穴を開けるだけで、一方は穴を大きくする、それで相乗効果が出てくる。 

○近藤座長 ですから、そういうぐあいに当然それをねらってつくっているわけですから、そ

れはスタックにしても起こるわけですよね。ただ、今までの話の中ではスタックでそういうの

はないわけですから、例として今まではないと。もしそういうものがスタックとしてあったと

きには、それについてはやはり述べて、この場合にはこういうことがあるけれども、今回のよ

うなこういうスタックの場合にはそういう例はないと、そういうふうに言うんだと思うんです

よね。それを一切現実に起こったことを言わないで、理屈だけで書くかどうかなんですけれど

も、せっかくそういう事例があるのに、理屈だけで書いて事例を無視するという手はないと思

うんですよ。 

○佐藤委員 これだけを根拠にしているわけではなくて、これは１つの例として示していると

いうつもりではあるんですけれども。確かに根拠の一部としては書いてはいますけれどもね、

そういうつもりで書かれてはあるんですけれども。 

○近藤座長 ですから、ここの部分はこれから変わる可能性あるわけですよね。現実にそうい

う相互作用があるものが出てきたときにはこういう書き方はできなくなるわけで。 

○嶋田委員 実際に相乗効果を意図してスタックとしてつくるものというのも出てくるかもし

れませんよね。そういう場合にはやはりきちんと評価しないといけないとは思いますし。ただ、

この場合にはそれを意図しているわけではないし、なおかつ今のところは相加的なところでと

どまっているわけですから、それでこの書き方で一応は十分かとは思いますけれども。それ以

外にデータが何もないわけではないわけですから。 

○近藤座長 今指摘されたようなことをここに書くかどうかですけれども、それは今回に関し

て書く必要ないんじゃないかと思うんですよね。 

○小野里委員 僕も書かなくてもいいんで、過去にスタック系統で相乗効果が見られた例がな

いということを必ずしも取り上げなくてもいいんじゃないかなというふうに思ったわけです。

それだとそれが１つの理由になったようなふうに読む人には受け取れますのでね。 
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○近藤座長 いや、理由になっていると思います、それは。それは理屈の上ではないといった

って現実にはわからないわけですよね。現実に明らかに受容体が違うあるいは相乗効果をねら

っていないものに関しては相乗効果は出てないんですよね。 

○小野里委員 多分、前のやつも相乗効果をねらったわけではなくて、単独の効果をねらって

やったのがたまたま相乗効果が出たんだと思います。よくよく調べていったら、作用機序が違

っていたということだったと思います。 

○近藤座長 そうですけれども、だけれども、単独では効果がないものをわざわざ入れるとい

うのは、やはり相乗効果をねらったと思いますよね。 

○小野里委員 それこを相加効果をねらったのが、結局片方には効果がなくて、片方は効果あ

るけれども、両者たまたま一緒になったときに相乗効果が出たということだったと思いますけ

れどもね。 

○高島農産安全管理課審査官 ちょっと小野里先生の今おっしゃっている案件はどのイベント

のことをおっしゃっていますか。 

○小野里委員 すみません。 

○浦野技術政策課長補佐 多分デュポンのした申請がありましたcry3の、参考資料１－１の18

番ですね。７ページの18番です。 

○嶋田委員 それで、このcry34Ab1とcry35Ab1と、これはほとんど同じ受容体をアタックする

非常に似たようなアタックの仕方をしているんじゃないんですか。これコウチュウ目耐性をよ

り効果を高めるために非常に似た遺伝子でちょっと違う蛋白質をつくって、それでコウチュウ

目をアタックするように害虫抵抗性を高めるようなそういうやり方をしているんじゃないんで

すか。だとしたら、それはわざわざ意図して相乗効果を上げているんではないんですか。 

○浦野技術政策課長補佐 ですから、今嶋田委員がおっしゃったように、このcry34Ab1蛋白質

とcry35Ab1蛋白質なんですけれども、１つのcry34Ab蛋白質のほうは殺虫効果を示すんですけ

れども、cry35Ab1は殺虫効果を示さないんですよ。しかしながら、cry34Ab蛋白質はこの

cry35Ab蛋白質と一緒に存在すると、このcry34Ab単独で存在した場合に対して８倍の効果を示

すと。 

○嶋田委員 だから、もちろん相乗効果をねらっているわけですよ。 

○浦野技術政策課長補佐 そういう話です。 

○嶋田委員 だから、分散分析すればすぐにわかることですけれども、交互作用がちゃんと出

てくるわけですから、そういう意味では１つ１つの単独ではだめだけれども、相手がいること
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によってより効果がぐっと上がるわけでしょう。だから、これは意図してるわけですよ。なの

で、こういうものの使い方とは違うわけですから、その辺は小野里先生のおっしゃることは、

ここの文言とは多分事例が違うというふうに私は認識しますけれども。 

○浦野技術政策課長補佐 あと、ちょっと参考情報として、やはり今の参考資料１の11ページ

の59番を見ていただくとおわかりだと思うんですけれども、既に今言ったDAS-59122を使った

ものがもう既にスタックの１つとして、４つかけ合わせたもののスタックの１つとしてもう既

に使われていると。 

○中川原委員 どこですか。 

○浦野技術政策課長補佐 11ページの59番です。 

○嶋田委員 わかりました。これというのはスタックですか。スタックじゃなくて、もともと

そこに組み込んだ…… 

○浦野技術政策課長補佐 何番。 

○嶋田委員 18番とか59番とかというの。 

○浦野技術政策課長補佐 59番はスタックですね。 

○佐藤委員 34と35のスタックじゃないですよね。 

○近藤座長 スタックといっても、34と35が１つのものに入ってるわけですね。 

○小野里委員 これやはり１つに入ってるんですね。単系統で２つの遺伝子が入っていて、そ

れをほかのやつと交配していってつくり上げたものということになるわけですね。だから、こ

の２つの遺伝子に関してはスタックではないんです、確かに。 

○嶋田委員 まず、1回に遺伝子組換えで２つの遺伝子を導入するケースと、それからスタッ

クで交配、普通の育種の交配でやるそういうふうなものとちょっと区別して議論しませんか。

今ここで言っているのは、要するにスタック系統の場合ですよね。 

○近藤座長 スタック系統に関して言えば、相互作用があったという例はないということは文

章としては間違いではない。 

○小野里委員 間違いではありません。それはもう十分認識しております。 

○近藤座長 ただ、その心配があると、だから、そこの部分を配慮したほうがいいというご指

摘だと思うんですけれども。 

○小野里委員 ただ、限られていますので、そういう、今過去に幾つかやったスタックでない

ということを理由にすることが非常に私は気にかかったというか。余り長くなるから僕はそれ

以上主張しませんけれども。 
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○近藤座長 ただ、ここは先ほど言いましたけれども、今後こういう文章は使えなくなる可能

性は当然出てくるわけですよね。 

○小野里委員 そうです、使わないでほしいなと思います。特にスタックにすれば十分相乗効

果が予想されるものもあるわけですから。 

○近藤座長 予想され、あるいは期待する場合もありますからね。 

○嶋田委員 書き方をもう尐し厳密にしておいたほうがいいんじゃないですか。 

○小野里委員 だから、それだったら問題なくなると思うんですよね。 

○嶋田委員 多分小野里先生のおっしゃるように、すべてが一般にこういうふうなものだとい

うことになっちゃうとそれはそれで困るからというのであれば、ちゃんと今までの限定された

使い方でのスタック系統ではBt蛋白質で相乗的な効果を示した報告はないようなそういう書き

方にしておけばいいわけでしょう。 

○近藤座長 あるいは例がそれほど多くないということであれば、実際に幾つ、これまで行わ

れた何例においてはと書くか。すべてじゃないという可能性を、これがわからないということ

であれば、これまでに報告されているのは何例か、何か具体的に書くとか。 

 やはりそういうものはこれまでもなかったということは大事だと思うんですよね。つまり、

頭の上ではこうだけれども、具体的にはそんな例はあったかないかということで、今回が初め

てですということはないわけなので、やはりこれまでに報告された、申請された、あるいは承

認された何例においてはないとか言わないと、説得力が弱いと思いますね。 

○小野里委員 私が危惧しているのは、予想しない相乗効果というのを危惧しているんですね。

それは蛋白同士の相互作用もあるでしょうし、今度プロモーターというかエンハンサーという

かそういうもののかかわりでの相乗効果ということもあり得るもんですから。必ずしも予想で

きるとかできないとかということでなくて、もちろん予想できない相乗効果ということをいつ

も考えてなければいけないんじゃないかなというふうに常々思っているもんですから。 

○近藤座長 それはそのとおりなんです。それで、このスタックについての考え方はいろいろ

ありまして、もともと認められているものをスタックしたって、そんなのはもう申請する必要

ないじゃないかという考え方が一方にあるわけです、そういう国もあるわけですよね。だけれ

ども、今小野里先生が言われたように、予想外のことが起こる可能性があるということで、ス

タック系統についてもここでそれぞれ審査するということに決めているわけですから、それは

もう初めからそのつもりでやってるわけですね。 

 私は書き方の問題にすぎないだろうと思っているのは、それはもう当然それを念頭に置いて
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議論してきているわけですね。結果として予想どおりの結果になっているのでこういう書き方

になっていて、それがこれまでも今まで報告されているものに関しては予想に反したものはな

かったということで、これまでというのが出てきているんですよね。 

○小野里委員 文書そのものは決して間違っているわけではないので、もう本当に僕はこれ以

上は。 

○近藤座長 いえ、そういうご指摘は非常に重要で、いつもそのことを頭に入れなきゃいけな

いというふうに思います。 

○嶋田委員 本当にはやはりスタック系統というのはきちんと相加効果だけになっているとい

うことをチェックする本当はバイオアッセイが必要なんだろうとは思うんですが、それをし始

めるとスタック系統全部大変な実験をやらなきゃいけないことになるので、とりあえずGMの母

系のほうがきちんとそういうふうな承認をしていれば、スタック系統はそこで一応相乗効果と

いうものを考えられ得る場合にはもちろんきちんとバイオアッセイをやらなきゃいけないけれ

ども、尐なくとも代謝系をいじってないような場合にはおそらく相加的な効果でとどまるだろ

うということで前提にやっているわけです。 

 ですので、そういう意味では、小野里先生おっしゃる意味でも、それからスタック系統とい

うもののバイオアッセイの取扱いそのものももう尐しやはりこれから代謝をいじるものがどん

どんふえてくると思いますので、そういう点でもすごく慎重に扱うというのが大事なことだろ

うとは思います。 

○近藤座長 代謝をいじるものに関してはスタック系統でなくても、先ほどのダイズもそうな

んですけれども、やはり気になるわけですよね。脂肪酸とか基質を変えてしまうためには何が

起こるかわからないと、いつもそれが問題になって、これでも何度も繰り返してるんですよね、

分科会も、実質３回ですけれども、３回やってるんですが。代謝をいじるものに関してはいつ

も気になっていて、特にスタックは物質的に特異だと思います。 

 これからもそれは注意するということでよろしいでしょうか、今の点は。 

 それから、先ほど細かいことがというところがありましたが、細かいところもやはり順次修

正をしていく必要があるかと思います。 

○小野里委員 まだあるんですけれども、よろしいですか。この緑の表紙の評価書の17ページ

です。17ページの系統の育成例という図がありますけれども。上から２行目で、DAS-01507-1

×MON-00603-6を自殖を２回して花粉親をつくったというふうに書いてまして。その花粉親に

注２がついていまして、それを読みますと、承認済みスタック系統の後代と書いてあるんです
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ね。そうしますと、その上の２行目のものが後代であればそれを自殖２回してこれをつくった

というふうにわかるんですけれども、自殖２回して承認済みスタック系統の後代というのがち

ょっとよくわからないんですね。自殖２回だけでもいいような気もするし、なぜここで後代が

ここに入ってくるのか。それがよくわからなかった。むしろ入れるならその１つ前の四角に後

代というのがあって、それを自殖２回して花粉親をつくったというのでしたら何とか理解でき

ますすけれどもね。 

○武田委員 一番上にある２つが承認済みの系統で、それでまず交配してF1をつくって、２回

自殖して、２回自殖したということは我々の立場からいうといろいろあるんですけれども、意

図した遺伝子については選びながら、バックグランドは分離しているわけですよね。そういう

ものを上から３行目の花粉親という形で、意図した遺伝子は持っているけれども、バックグラ

ンドについては分離しているものをもう１つのスタックの親のSYN-IR604、これに交配してコ

マーシャルバラエティにしたということなので。非常にこれ遺伝子的には雑駁になってますね。

意図した遺伝子については選抜をかけてるからそれは入ってるんですけれども、遺伝的な背景

についてはかなりバラバラなものだというふうに思われます。 

○小野里委員 やはりこの２）はスタック系統の後代、当然後代なんですけれども、それと自

殖２回との関係はどういうことになるんですか。 

○中川原委員 私が解釈したのは、自殖２回をして、この２）の系統をつくったと。 

○小野里委員 では、その前のやつはもう既に承認されている系統。 

○中川原委員 そうですね、この２）も承認されている系統なんです。これはトウモロコシの

11番かな、なんかがこれですよね。ですから、ここで使ったのはその後代を使ったということ

じゃないですかね。素直に読めばですよ。 

○小野里委員 そうですか。花粉親に使ったのは２）の後代という意味ですか。 

○中川原委員 と私は思ったんですけれども。 

○井出委員 スタック系統で、その後代も みんな承認済みスタック系統なんですよ。だから、

これが承認済みのスタック系統であるということを示しただけの話だと。 

○武田委員 これは自殖２回してるからF3になってるんですよね。F3を種子側にもう一回追っ

かけてかけたような形。ただ、もう彼らの系統というのはもう育種がものすごく進んでますか

ら、F3だと言おうがF5だと言おうが余り関係ないようなところあるんですよね。 

○井出委員 いくら進んでしまっても、それは承認済みスタック系統なので、何度やっても、

ただこれをかけたのは承認済みなんだよということを言いたかっただけだと思いますけれども。 
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○近藤座長 右側のほうでも承認されてますよと言ってるんですよね。 

○小野里委員 自殖２回して承認済みの後代ができた、ということですかね。 

○近藤座長 いや、初めから全部承認されているということです。承認済みのを何回かけても

承認済み。 

○嶋田委員 承認済みのスタック系統をまたつくっちゃって、そいつを自殖２回やってこうい

うものになっているという。 

○小野里委員 そうですよね。そうすると、２行目がもう既にスタック系統でいいのかなと思

うんですけれども。 

○嶋田委員 そうですよ、実際そうなってる。２行目でもうスタック系統で承認済みですから。

それを自殖２回やって花粉親にしたというだけで。 

○小野里委員 そうですよね。だから、２）は２行目でもよかったんじゃないかなというふう

に感じました。 

 それで、ここで僕が問題にしたいのは、ホモかヘテロかということを書いておく必要がある

んじゃないかなと思うんですけれどもね。それぞれ目的とする遺伝子が花粉親も種子親もホモ

なのか、あるいはヘテロが含まれているのか、あるいはどちらかわからないのか、いずれかだ

と思うんですけれども、その辺はここ書いておいていただいたほうがいいんじゃないかなとい

うふうに思います。 

 ホモ同士であれば間違いなく、３）であれば目的の遺伝子はすべて入ってくることになるん

ですけれども、それが確認されてないと、この３）には目的の遺伝子が入ってないものも含ま

れてくるということになると思うんですね。 

○嶋田委員 だけれども、３）はF1ハイブリッドと書いてあるじゃないですか。ということは、

花粉親はホモじゃなかったら当然のことながら。 

○武田委員 業界の約束事として、ホモです。 

○小野里委員 そうですか。 

○武田委員 ホモ化させるために２回自殖しているんです。なぜ自殖しているかというと、ヘ

テロを落とすため。だから、もう書かなくても、書かなくてもと言ったら乱暴なんだけれども、

業界的にはホモ化させるために自殖して、ホモのやつをかけてるから、そのF1には遺伝子が入

ってるわけですね。 

○小野里委員 そういうふうにとらえてよろしいんですね。 

○武田委員 はい、そういう種を売らないと詐欺になっちゃいますから。 
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○嶋田委員 商品化された品種というふうになっているわけですので。 

○小野里委員 過去にはちゃんとホモとかなんかここに書いていた例はあるんですよ。 

○武田委員 ありましたね。これかなりはしょって書いてますよ、この申請書は。そういう意

味では気になるところはほかにもいろいろあるんですけれども。 

○小野里委員 それとあとは単純なあれなんですけれども、19ページの一番下のほうに感度と

いうのがあるんですけれども。そこのところのDAS-01507-1は0.08、これパーセントなんです、

それが抜けてますので入れておいてください。 

○近藤座長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

○小野里委員 はい。 

○近藤座長 それでは、基本的には問題なかった、過去から引きずっている書き方の問題は事

務局のほうで検討していただいて、ただこれまでもこう書いていたということで、これだから

だめということにはならないわけ。これは申請書の問題も一部ありましたけれども、それより

も我々の報告のほうの書き方の問題で、承認・不承認に直接関係ないんですけれども。 

 いかがでしょうか、ほかに特に気になった点は。 

○嶋田委員 気になってはいないのですが、武田先生に教えていただけるとありがたいんです

けれども。例えば評価書の22ページと23ページのところ、表６と表７のところが、異なるアル

ファベットで統計的な有意差を出しているんですけれども。表６だと分散分析の後のTukeyで

やっているんですよ、多重比較は。ところが、表７のほうはSidak法というのでやってるんで

すよね。なぜTukeyで統一しないのかなとちょっと思ったんですけれども。このSidak法という

のは私不勉強でよく知らないんですけれども、Tukeyはよく伝統的に使われている方法なので、

私はTukeyをしていけばいいと思ったんですが。 

○武田委員 そうですよね、大学の教科書なんかだったらTukeyでやってますよね。わかりま

せん。都合のいいほうを使ったとは思いたくないですけれども。 

 ただ、これ、いやちょうどそこへいったので指摘しておきたいんですけれども、表７はおか

しいんですよ。グルホシネート散布によるスタック系統と親系統の薬害とありますね。一番下

が非組換えだから、これは通常量かけたら死ななきゃいけないでしょう。ところが、4.67±

6.40で全然効いてないんですよ。だから、有意水準もaaaで上のスタック系統と違ってません

よね。本当はここ100に近い数字がないとこの農薬効いてないという話になるので、とてもお

かしいなと思って見てました。 

○嶋田委員 表７ですよね。 
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○武田委員 ええ、表７。これは前の評価だから、今。でも、そうか、どうなんだろう、今回

のですよね、これ。だから、これちょっとおかしくないですか。一番下の値。例えばすぐ裏の

ページをごらんいただくと、グリホサートに関してだと非組換えも84.0±11.8とピシャッと効

いてるんですよ。だから、こういう数字が出てくれないと非組換えは枯れなきゃいけないわけ

ですから。それちょっと気になりました。分科会では何か議論になりましたか。 

○近藤座長 なかったですね。 

○武田委員 そうですか。表８は非常に自然なんだけれども、表７はおかしいですよね。 

○近藤座長 グリホシネートという除草剤そのものがどういうものかよくわからないんですけ

れども、トウモロコシまで使うんでしょうかね。 

○武田委員 16倍量ではクリアに出てるから、通常量でもそれなりの差は出ないといけないん

じゃないですかね。コマーシャルの値でしょう、実際に散布する、ほ場で。 

○佐藤委員 トウモロコシを対象にした場合の通常量なんですかね。 

○武田委員 だろうとは思いますけれども。こういうデータが出たときは大体実験やり直すも

んだと思うんですけれども、そのまま出してくるというのはちょっと。 

○近藤座長 ただ、除草剤がどういう雑草に対して効果があるのかがわからないので、ちょっ

と評価できないんですけれども、例えばこれがトウモロコシ…… 

○武田委員 耐性の遺伝子を入れてるわけですから、品種に。だから、枯れちゃいけないんで

す。 

○近藤座長 そうなんですけれども、非組換え体でも抵抗性があったということですよね、こ

れ。 

○武田委員 そうです、通常量ではね。16倍量にしたらピシャッと効いたわけですから。 

○近藤座長 通常量では効かないというのが、これは普通そうなんだろうかというのはよくわ

からないので。対照の雑草によって違いますよね、除草剤の効き方というのは。だから、この

除草剤がトウモロコシに対しては初めからこの程度なのかというのはわからない。相手によっ

て当然変わるので、これちょっとわからないですね。 

○武田委員 もしかするとこれでいいのかもしれませんね。 

○近藤座長 それと、そういう問題はありますけれども、組換え体の生物多様性影響というこ

とに関しては特に関係はないんだと思いますね。 

○武田委員 そうですね、薬害出てませんから。 

○近藤座長 はい。 
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○武田委員 さっきの統計の手法、切り替えた理由は私もちょっと想像つきません。 

○近藤座長 これは試験は別々なんですかね、これ。2010年に米国の温室、左側のほうはグロ

ースチャンバー及び温室。これは別々にやってるんでしょうかね。 

○武田委員 ２葉期かけて似たような形で評価してますよね。健全ゼロから完全枯死。 

○佐藤委員 でも、Sydak法がいけないというわけじゃないですね。 

○嶋田委員 だけれども、多重比較で使っちゃいけないものとかというの、例えばニューマン

クルーズテストなんていうのは使ってはいけないというふうにもう烙印を押されているような

ものもありますから、必ずしもいろいろな今まで提唱されてきた方法がすべてが適切かどうか

ということは、後代のところでチェックしなきゃいけないですね。 

○佐藤委員 Sydak法というのはここで使っちゃいけないかもしれないですね。 

○武田委員 この世代均質でないとそもそも比較にならないですからね。 

○近藤座長 これで言ってる統計処理が適切かどうかとか、それからこの有意水準でいいのか

とかわかりませんが、数字だけ見るとよくうまくいっているように見えますね。これは当然差

があるだろうというような数値になってますけれども。 

 よろしいでしょうか。 

○武田委員 ちょっとやはり気になるところがあって、33ページですけれども、花粉がどの辺

まで飛んでくるかという話をするときに、ちょうど真ん中辺ですけれども、50ｍ離れるとほと

んど無視できるというふうに書いているんですけれども。その根拠データが尐なくとも上には

ないんですね。２つ上のパラグラフに１ｍから10ｍまでは数字があるんですけれども、50ｍ離

れたらどうなるという根拠データはない。50ｍ離れるとほとんど無視できるというのは、尐な

くとも我が国の農水の見解には多分対抗するもんだろうと思うので。根拠データなしに50ｍほ

とんど無視できるというふうに書かれているのはちょっと違和感がありました。これは分科会

で何か議論がありましたか。 

○佐藤委員 なってないですね。 

○武田委員 本当は50ｍ離れればほとんど無視できるというのは私も感覚的には受け入れるん

だけれども、農水はそう言ってないですよね、50ｍというわけにはいかないですよね。 

○嶋田委員 いずれにしても２番目のパラグラフで50ｍのデータというのがない状態で無視で

きると考えられたというのは、何を根拠にということになっちゃうので。 

○武田委員 ただ、ややそれに答えるものが、前のスタックの親の１つにあるんですね。添付

資料１の20ページなんですけれども。これは詳細は書いてないんですけれども、０～50ｍまで
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の距離で花粉密度を調べてるんですよ。ただね、これ余り詳しいことは書いてないんですね。

ただ、これはさっきの文字で書いているのとは大分数字は違います。10ｍで１粒が10ｍで0.3

とか、実験変わればいろいろ変わるから言ってもしょうがないんですけれども。 

○佐藤委員 そういう意味ではあれですね、10ｍで十分に低いということは上のあれに書いて

あるから、わざわざ50に関して言及する必要ないということもある。10で十分低いというふう

な話。 

○武田委員 ええ、言うんだったら何かを引用してもらえばよかったとは思うんですけれども。 

○佐藤委員 その上のパラグラフで十二分に低いということは、10ｍで十二分に低いというこ

とは言われていると。 

○武田委員 だから、あえて50について言わなくたっていい。 

○佐藤委員 はい、そういうつもりで書いてるのかもしれないですね。 

○近藤座長 ただこれ、こういう部分というのは全部以前の単体の親系統の評価というのをも

ってきてるんですよね。改めてこれを考察して書いてるんじゃないので、ですからどこまで過

去のものを引きずらせていいのかという問題になるので、ちょっとそれはいつも疑問に思って

いるんですけれども。前のことを書くんだったら書かなくてもいいんじゃないかと思うんです

けれども、一応申請する申請者とそれからスタックの申請した会社が違いますので、余り深く

追求できなかったり記述を変えるということはなかなかできないというところがあるので、ど

こまで我々も追求できるのかというのはわからないんですが。いつもここでそれが壁になって

いるんですね。 

 あえて書かなくてもいいとは思いますが、今となってはそういうことをちょっと指摘もしに

くいという。 

○武田委員 そうなんですよね。既に見てるはずのデータがあるわけ。 

○近藤座長 スタックはいつもそういう問題があるんですけれども。 

○武田委員 大きな問題ではありませんけれども。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

 そうすると、最初のほうに指摘があったところも、総合的なという言葉の入れ方が問題です

が、そこは特に申請者に書き変えてもらうということもないかと思うんですが、いかがでしょ

うかね。今後注意していただくという。 

 それから、先ほどのこちら側の検討の結果のところについては、主語がわかりにくいという

ところはちょっと事務局のほうで検討していただいて。ただこれは今までずっとこう書いてあ
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ったので、これじゃあだめということには多分ならないと思いますが。いい案があったらよろ

しく検討をお願いいたします。 

 それでは、内容的には特に、今後検討しなきゃいけない部分はあるかと思いますが、これに

関しては特に問題はなかったというふうにしたいと思います。 

 一応とりまとめたいと思います。申請者から提出された「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た、ということにしたいと思います。 

 それでは、事務局から申請者にご連絡をお願いいたします。 

 その他、事務局から報告等ありますでしょうか。 

○浦野技術政策課長補佐 「メソトリオン耐性ダイズ」の評価書の修正についてというもので

ございまして、参考資料３と右肩にふってあるものをお手元にご用意いただければと思います。 

 前回の５月24日の総合検討会のほうでご審議をいただきました「メソトリオン耐性ダイズ」、

申請者はシンジェンタジャパンでございますが、こちらでありますものにつきまして評価書に

一部記載ミスがあったという報告がありましたので、ご報告をさせていただきます。記載ミス

の箇所といたしましては、１ページめくっていただいて別紙というところですが、そこの修正

箇所、正誤ということで、データ自体は、そこのδ-トコフェロールの分析値は非組換えダイ

ズよりも、最初は34.5％となっておりましたが、これは計算ミスであったということで、正確

には52.6％増加していたということでございます。 

 あとまた、それに関連しまして、同一ほ場内で栽培した参考品種及びILSIに登録された従来

品種の文献値の範囲内であったということなんですが、そこの参考というところ、ブルーのマ

ーカーで引いてありますδ-トコフェロールを見ますと、ILSIの文献値はそこには載っており

ませんでしたので、それはミスだということで修正をいたしまして、同一ほ場で栽培した参考

品種の範囲内であったということでございます。 

 以上です。 

○近藤座長 よろしいでしょうか。 

○武田委員 これはこちらから指摘したというようなことじゃなくて、向こうが単純に見直し。 

○浦野技術政策課長補佐 ええ、これはあちらが評価書を自分のほうで６月23日に再度確認を

したところ、このようなミスが見つかったのでということで報告がされたものです。データを

使っている、その参考データの0.1282と0.084というのには間違いはなかったけれども、計算
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をした後、本来なら割り算をすると1.526になるという、そこがちょっと転記ミス等の計算間

違いをしてしまったということを聞いております。 

○武田委員 これは我々サイドではチェックできない種類の間違いですよね。 

○近藤座長 全部計算すればできますけれどもね。なかなかできない。 

 よろしいですか。 

 それでは、委員の皆様方、特に何か、いろいろ先ほどから議論もありましたが、ほかに何か

ここで言っておきたいというようなことありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、一応ないということで。それでは、本日の議事は終了しましたので、事務局にお

返ししたいと思います。 

○作田技術安全室長 本日は熱心なご審議、本当にありがとうございました。 

 以上をもちまして、生物多様性影響評価検討会総合検討会を閉会いたします。どうもありが

とうございました。 

午後３時１５分 閉会 


