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午後１時３０分 開会 

○作田技術安全室長 それでは、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、中川原委員は所用によりご欠席とのご連絡をあらかじめいただいております。また、

本日は座席表のほうには嶋田委員載っているのですけれども、嶋田委員から急遽ご都合つかな

くなったというご連絡をいただいております。嶋田委員もご欠席ということでございます。 

 また、10月１日付けで環境省の自然環境局野生生物課外来生物対策室長の牛場が異動になり

まして、後任の関根室長が着任しておりますので、ご紹介させていただきます。 

○関根外来生物対策室長 ご紹介いただきました環境省外来生物対策室の関根でございます。

何分不慣れではございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○作田技術安全室長 それでは次に、議事に入る前に、本日の配布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。なお、委員の方々には本日検討いたします品目、

除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタほか１件の評価書を事前に送付させていただいて

おります。 

 この資料一覧でございます、資料のほう、次第等のほかに資料１、２、それから資料３、ト

ウモロコシのほうが資料３－１、３－２です。それから参考資料として一覧表のほうでござい

ます、１、２と２つございます。いかがでございましょうか。もし途中欠けているもの、また

落丁等ございましたら事務局までお知らせいただきたいと思います。 

 また、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、これ以降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
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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

した後に、総合検討会としての取り扱いを決めたいと思います。 

 それでは、事務局から申請案件の審査状況の説明をお願いいたします。 

○作田技術安全室長 資料１をごらんください。１枚紙でございます。こちらに本日ご審議い

ただく案件、２件が載ってございます。まず１番目でございます、除草剤ジカンバ及びグルホ

シネート耐性ワタでございます。本件につきましては隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び

廃棄並びにこれに付随する行為ということで使用の内容は申請されてございます。検討の状況

といたしましては、農作物分科会におきまして本年９月29日及び11月８日に議論して、本日の

総合検討会に至ってございます。 

 また、２件目でございます。こちらはコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシでございます。

こちらのほうは食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬並びに廃棄並び

にこれに付随する行為ということになります。検討の状況といたしましては、先ほど１件目と

同様に、９月29日及び11月８日に農作物分科会の審議を経て、本日の総合検討会に至ったとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○近藤座長 それでは、除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタ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

をお願いいたします。なお、検討の結果について、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らんください。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：除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタ（改変dmo,bar,Gossypium hirsutum L.）

(MON87701、OECD UI:MON-88701-3) 

第一種使用等の内容：隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行

為 

申請者：日本モンサント株式会社 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種

使用規程に従って本組換え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 生物多様性影響評価の結果について 

  本組換えワタは、Escherichia coli由来のプラスミドpBR322などをもとに構築されたプラ

スミドPV-GHHT6997のT-DNA領域をアグロバクテリウム法により導入し作出されている。 

  本組換えワタは、Stenotrophomonas maltophilia由来のDMO蛋白質（ジカンバモノオキシ

ゲナーゼ）をコードする改変dmo遺伝子及びStreptomyces hygroscopicus由来の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bar遺伝子を含むT-

DNA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ェ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 

  現在、我が国では、ワタの商業栽培はほとんど行われておらず、主に鑑賞用などの目的で

栽培されているのみである。また、これまでに我が国に搾油用又は飼料用として輸入され

たワタの種子が、その輸送中にこぼれ落ちた後に、我が国の自然条件下で自生化したとい

う報告はなされていない。 

  本組換えワタは、改変DMO蛋白質及びPAT蛋白質の発現により除草剤ジカンバ及び除草剤グ

ルホシネートへの高い耐性を付与されているが、除草剤散布が想定されにくい自然条件下

において除草剤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難い。 

  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、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 

  本組換えワタには既存のワタと同様に、哺乳動物に対して毒性を示すゴシポール及び鶏卵

の変色及びふ化率の低下などを起こすシクロプロペン脂肪酸が含まれている。しかし、現

在、我が国ではワタの商業栽培はほとんど行われておらず、主に観賞用などの目的で栽培

されているのみである。さらに、ワタが我が国で自生化したという報告はなされていない。

したがって、野生動物がワタを食害する可能性は極めて低い。また、ワタが他感物質のよ

うに野生動植物等の生息又は生育に支障を及ぼす有害物質の生産性は報告されていない。 

  本組換えワタにおいて発現する改変DMO蛋白質及びPAT蛋白質は、既知アレルゲンと構造的
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に類似性のある配列を有さないことが確認されている。また、改変DMO蛋白質はジカンバに

対し基質特異性を有し、ジカンバと構造的に類似するワタ内在性物質を基質とすることが

ないため、宿主の代謝系に作用して有害物質を産生することはないと考えられた。同様に、

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

チル基を移転することは考え難く、宿主の代謝系に影響し、新たに有害物質を産生するこ

とはないと考えられた。したがって、これらの蛋白質が宿主の代謝経路に影響を及ぼし、

有害物質を産生するおそれはないと考えられた。 

  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。 

（３）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。 

  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、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。 

 

 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、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○武田委員 この資料については非常によく書けているというと失礼ですけれども、よくこな
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れていて特に申し上げることはないですし、作物分科会の結論も妥当だと思いますけれども。

ちょっと読んでいて気になったのは、概要の６ページの31行目ですね。このワタに最適な気温

は30～35℃であると、それはいいとして。降水量は年間1,500ｍｍ程度まで栽培が可能である

がとあるのですが、これはこの1,500ｍｍというのが上限なのか下限なのか、これ文章だけだ

と1,500ｍｍまではというと1,500ｍｍ以下だといいけれども、これ以上だとまずいというふう

にも読めるし。ただ、ワタの生理からいってそれはちょっと考えにくいですから。さりとて、

これは1,500ｍｍが下限だとすると、中央アジアの半乾燥地なんてもともと乾いた状態でワタ

を栽培していますので、そうすると1,500ｍｍというこの数字がちょっと不自然になるのです

ね。読んでいて気になった部分で、本質とは関係ないのですが。ほかがよく書けているだけに

ちょっと気になりました。 

○佐藤委員 これ論議出なかったので、ちょっとわからないですね。 

○武田委員 1,500ｍｍというと日本の平均雤量ぐらいですのでね、もちろんこれぐらいの状

態ではワタ栽培できますけれども、それが上限、下限のクリティカルなところだということは

多分あり得ない。多分600ｍｍ降ればワタは栽培できると思うのですけれどもね。 

○近藤座長 この今回の申請の結論に対する影響はないにしても、こういう申請書などの記載

が科学的に間違えていれば、それは当然修正しなければいけないことなわけですね。これどう

しましょうかね、一応確認をするということにしたほうがよろしいですね。 

○作田技術安全室長 そうですね。 

○武田委員 あるいはこれ引用文献にそう書いてあって、一時的にはそちらの責任かもしれな

いのですけれども、いずれにしてもちょっと不自然な数字ですし。多分ワタの申請が続くと、

これコピーしてずっと続いていくと思いますので、やはりどこかでチェックする必要があるか

なと思いました。 

○近藤座長 先ほど言われたように、この1,500ｍｍ程度まで、まではどこなのかというのが。

上のほうなのか下のほうなのかわからないということがあるので、そういった日本語の文章と

しての修正も当然必要ですね。 

 ほかにどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ワタの場合にはここにもありますように、我が国に交雑可能なものはないということで、よ

ほどのことがない限りほとんど問題はないのですけれども、いかがでしょうかね。よろしいで

しょうか。 

 それでは、今の点に関しては確認をしていただいて、多尐の文言の修正はあるということで
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よろしいですね。 

○作田技術安全室長 はい。 

○近藤座長 それでは、ご意見を集約し、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「除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタ」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

価書の内容は科学的に適正ではありますが、しかし、部分的な修正あるいは検討の後に承認と

いうことにしたいと思います。 

 その結果、特にどうしましょうか、ご報告いただいたほうがいいですかね、この総合検討会

の委員の皆様に。ご報告いただいて、特に委員の皆様からそれ以上のご意見がない場合には、

これは承認したということで大臣に報告するということにしたいと思います。よろしいですね。 

 それでは、続きまして、コウチュウ目害虫抵抗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２ですが、

３－１をごらんください。 

 

名称：コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（ecry3.1Ab,Zea mays subsp.mays(L.)Iltis）

(Ebent 5307、OECD UI:SYN-05307-1) 

 第一種使用等の内容：食用又は飼料用に供するための使用、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：シンジェンタジャパン株式会社 

 農作物分科会は、申請者から提出された生物多様性影響評価書に基づき、申請に係る第一種

使用規程に従って本組換えトウモロコシの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する

申請者による評価の内容について検討を行った。主に確認した事項は以下のとおりである。 

１ 生物多様性影響評価の結果について 

  本組換えトウモロコシは、大腸菌由来のプラスミドpUC19などをもとに構築されたプラス

ミドpSYN12274のT-DNA領域をアグロバクテリウム法により導入し作出されている。 

  本組換えトウモロコシは、Bacillus thuringiensis由来のeCry3.1Ab蛋白質をコードする

ecry3.1Ab遺伝子びEscherichia coliK-12株由来のPMI蛋白質（マンノースリン酸イソメラ
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ーゼ）をコードするpmi遺伝子を含むT-DNA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

ELISA法により確認されている。 

（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した例は報告されていない。 

  2010年に我が国の隔離ほ場において、本組換えトウモロコシ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、本組換えトウモロコシと非組換えトウモロ

コシとの間に有意差等は認められなかった。 

  本組換えトウモロコシは、eCry3.1Ab蛋白質の発現によりコウチュウ目害虫抵抗性が付与

されているが、コウチュウ目害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

て自生することを困難にさせる主な要因ではない。このことから、当該形質の付与が競合

における優位性を高めるとは考え難い。また、本組換えトウモロコシは、PMI蛋白質の発現

によりマンノースを炭素源として利用可能とする形質が付与されているが、我が国の自然

環境下において本組換えトウモロコシがマンノースを主な炭素源にすることは考えられず、

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難い。 

  以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、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

実績があるが、有害物質の産生性は報告されていない。 

  本組換えトウモロコシにおいて発現するeCry3.1Ab蛋白質及びPMI蛋白質は、既知アレルゲ

ンと構造的に類似性のある配列を有さないことが確認されている。eCry3.1Ab蛋白質は、従

来のCry蛋白質と同様の構造と機能を持つことから、従来のCry蛋白質と同様に酵素活性を

有するとは考え難い。また、PMI蛋白質による反応はマンノース6-リン酸とフルクトース6-

リン酸に対して特異的であり、他の天然基質は知られていない。したがって、これらの蛋

白質が宿主の代謝経路に影響を及ぼし、有害物質を産生するとは考え難い。 

  我が国の隔離ほ場において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌され他の植物



- 8 - 

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、本組換えトウモロコシと対照の非組換えトウモロコシとの試験区の間に統計学的

有意差は認められなかった。 

  本組換えトウモロコシにおいて発現するeCry3.1Ab蛋白質は、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コウチュウ目昆虫

が特定された。コウチュウ目昆虫が影響を受ける状況として本組換えトウモロコシを直接

食餌すること、又は本組換えトウモロコシ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、コウチュウ目昆虫が本組換えトウモロコシの栽培ほ場

周辺に局所的に生息しているとは考え難いことから、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、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 

  我が国において、トウモロコシが野生化した事例はなく、また交雑可能な近縁野生種であ

るテオシントの自生も報告されていない。 

  以上より、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、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 

  以上を踏まえ、本組換えトウモロコシを第一種使用規程に従って使用した場合に、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す。 

  それでは、ただいまご報告いただきました分科会の検討結果、資料３－１、「１ 生物多

様性影響評価の結果」及び「２ 検討会の結論」につきましては、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、どなたからでも結構です、ご質問ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○小野里委員 この評価書の青表紙のほうですけれども、17ページの30行のところです。31行
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になりますね。その後半のほうに、T0植物体をNP2222に交配したことを示すとあるのですけれ

ども、これは図を見ますと5307の誤り、NP2222は5307の誤りかなと思いますが。 

○佐藤委員 そうですね、①の……。 

○近藤座長 間違えてますね。 

○佐藤委員 はい、間違いだと思います。これは修正を。5307を。 

○小野里委員 それと、このイベントはNP2460で交雑して戻し交配を繰り返して、結局遺伝的

背景はNP2460になっているかと思います。このイベントの名称が、交雑に１回使ったイベント

5307になっていますが、その理由はどこにあるのかお聞きしたいと思うのです。 

 また、この遺伝的背景をNP2460にするのに、なぜ最初のところだけこの5307を交配したのか、

その辺がちょっと理解できなかったものですから。もしおわかりでしたらご説明いただきたい

なと思います。 

○武田委員 私もちょっとわからなかったのですけれども、ただ、これもともとNP2220という

のはドナーなわけですよね。これに入れたのにNP2222を戻し交雑の形をとってもっていって、

その後でNP2460をずっと掛けてアイソジーニックにしているというふうに私は見たので。さっ

きの小野里先生のご指摘は私はこの書き方でもいいのかなと。そうなると、5307というのはち

ょっとやはり唐突だなという印象はあったのですけれども。これは何か社内でつけた便宜上の

個体番号あるいは系統番号かなと思って見てはいたのです。ただ、いずれにしてもちょっと何

かわかりにくい印象はありました。 

○佐藤委員 この図が5307から出発してないから。 

○小野里委員 出発はNP2222。 

○武田委員 もしこれ5307が遺伝子導入された系統であれば、一番上のT0括弧のところに5307

と書くべきなのですね。それにNP2222を掛けて、そのF1がこの点線の枠の中にNP2222×5307と

いうふうに書いてあれば非常にスムーズで。あとは選抜かけながら戻り交雑していったと。そ

れで、アイソジーニックにしたというふうには読めるのですけれども。ちょっとこれはやはり

育成者に聞いてみないとわからん部分ですね、このペリグリーの書き方は。 

○近藤座長 そうですね、なぜこれ5307が掛けた後にNP2460に変えたかというのはわからない

ですね。ただ、このとおりであればそれはそれで問題はないかと思うのですが。 

 それから、名前のつけ方は、これはもう申請者側がどれを中心につけるかで、後で掛けた、

バックグランドを変えていったというのは、これはこの申請に関して余り本質的なことではな

いと思うのですね。 
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○武田委員 品種育成の戦略ですから、それはもうこの会社の勝手というか。やはり書き方が

ちょっと変だなという小野里先生のご指摘はそのとおりかなと思いましたね。 

○小野里委員 たしかこれ遺伝子導入を行った宿主はNP2222だったと思うのですけれどもね。 

○武田委員 系統番号としてはそうなんです。その入ったものに個体番号として5307とつけた

可能性は高いと思うんですね、導入に成功した。 

○佐藤委員 多分そうだと思うんですよね。 

○近藤座長 それに5307を掛ける、やりますかね。 

○佐藤委員 いや、この四角で囲まれているT0（NP2222）というのが5307なのですよ、実質的

にはね。 

○近藤座長 一番上ですか。 

○佐藤委員 はい。 

○武田委員 導入に成功した細胞に由来して細分化した個体に5307という個体番号をつけたと

いう可能性は高いと思います。 

○佐藤委員 ええ、多分そうだと思うんですけれどもね。そこに宿主を掛けてじゃないかと。 

○近藤座長 一番上のT0が5307ですか。それもNP2222と掛けてますよね。それから、その後に

また5307使ってる。 

○武田委員 NP2222それ自体は遺伝子導入されていないのですからね。 

○近藤座長 されてないものですね。それを掛け合わせて、それからNP2222、そうか、5307と

いうのがこの組換え体なんですね。 

○佐藤委員 そうそう、多分この一番上のT0（NP2222）と書いてあるのが多分5307とイコール

だと思うんですね。多分なんて言っちゃいけないですけれども、実質的にはそうだと思います。 

○近藤座長 そうでないと組換え体が出てこなくなりますよね。 

○佐藤委員 はい。 

○小野里委員 この書き方からすれば、5307を左に書いたほうがわかりやすいですね。その後

全部掛けるNP2460という。組換え体でないものを交配しているのを後に書いてますよね。これ

はひょっとして雌雄の違いですか。 

○武田委員 一回戻し交雑したんだと思うんですよ。バックグランドきれいにするために。だ

から、NP2222を１回掛けたのは間違いないと思うんですよね。そこはこのペディグリどおりで。

だから、一番上の書き方が、本当はNP2220じゃなくて、導入に成功した5307から出発している

というのが多分本当のストーリーじゃないかとは思うんですけれども。 
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○近藤座長 これ5307という名前をつけたのはどこからかということですね。一番上がそうじ

ゃないということが。 

○武田委員 そうですね、もう１行入ればいいんですね 

○近藤座長 そうですね、もう１つ入らなきゃいけないですね。 

○武田委員 ええ。 

○佐藤委員 そうですよね、これを見ると5307が何なのかということがどこにも。 

○武田委員 出てこない。 

○佐藤委員 ここに書いてないとおかしいですよね。 

○近藤座長 NP2222を５回掛けたその後のものが5307なのですかね。 

○井出委員 その説明は①に書いてあるつもりだと思うんですよ。だからその5307の説明は

NP2222に遺伝子を挿入し搾出したT0植物体なのですよ。判じ物のようですけれども。 

○佐藤委員 そうか、だからこの文章は合ってるのですね。 

○井出委員 合ってるのです。 

○近藤座長 これが5307だということを暗に示している。なるほど。このT0植物体の後に括弧

して5307と書いておいてくれていてもわかったとは思うんですが。 

○井出委員 そうです、そうです、それでいいんです。 

○佐藤委員 そうですね、それでいいんですかね。わざわざこういうふうに書かないといけな

い理由があるんですかね、ちょっとわからないんですけれども。おっしゃるとおり、T0植物体

の後に（5307）と入れると一番わかりやすいと思うんですけれども、ちょっとそれでいいかど

うかは確認。 

○武田委員 それは確認、見直したほうがいいでしょうね。それと、これは翻訳文だから、も

とがどういう文章になっているのかということもちょっとあるし。 

○佐藤委員 上の図でもやはりT0（NP2222）というのが5307なんですよね、やはり。何でそう

書かないのかというのは何かあるんですかね。ちょっとわからない。 

○近藤座長 ちょっとこれ疑問なのは、T0植物体が5307なのか、何回か掛け合わせたものの後

なのか、ちょっとわからないですね。この図だけ見ると。 

○武田委員 T0というのは本来原型ですから、やはりNP2220なんですね。トランスフォーマッ

トが5307ですか。 

○近藤座長 この点に関しては、今ここでの議論、正しいのかどうかも含めて申請者にちょっ

と確認していただかないとだめですね。確認していただいた上に、わかりやすく書いていただ
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くということですね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○武田委員 よろしいですか。23ページです。どのぐらいの距離まで花粉が飛んでいるかとい

う数字なんですけれども。23ページの26行目に、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とあるんですね。 

○佐藤委員 すみません、僕それ場所がわかってない。 

○山口安全評価専門官 概要の、３－２ですね。 

○武田委員 23ページの26行、よろしいですか。これ上のほうを見ますと根拠データとして、

確かに０ｍ、１ｍ、２ｍ、４ｍ、５ｍ、１０ｍというようなところでは実測の数字があるんで

すよ。だから、10ｍ以上離れると極めて低くというのは、それは多分いいんだけれども、50ｍ

以上離れるとほとんど無視できるという、これの根拠データがないんですね。この数字の範囲

では。 

 例えば11行目には０ｍの数字がありますね。それから、12行目には５ｍの数字がある。それ

から、14行目には10ｍの数字がある。それから次のパラグラフにいって、18行目には１、２、

４とある。それから、21行目には１ｍと５ｍがあるということで、この辺は要するに根拠デー

タがあるんですよ。ところが、50ｍについての観測値が全くないので、50ｍ以上離れるとほと

んど無視できるというのはこれは主観なんですよね。だから、ここはやはりちょっと歯図して

もらわないとまずいんじゃないかなと思いました。 

○近藤座長 この50ｍで何か判断する根拠なんかあるんでしょうかね。 

○武田委員 ずっとこうなったから50なら50だよと言いたいんだろうけれども。 

○近藤座長 50ｍで考えなきゃいけないという理由はない。 

○武田委員 特にないですよね。 

○近藤座長 ないですよね。 

○武田委員 もちろん50ｍ以上離れるとほとんど無視できるといっていただいて結構なんだけ

れども。極めて低くなるかなんかですね。ほとんど無視できるというのも主観的ですからね。 

○近藤座長 50ｍで区切って何でこういう議論をするのかというのがわからないですね。 

○武田委員 50ｍでゼロというデータが１個でもあればそれでいいんですけれどもね、そうい

うデータはここにはないんですよね。距離の関数として数式が出てきていて、50を代入すると

ゼロになるというようなところがあれば、多分そういうことは調べてあるんですよね。生体屋

さんは調べてるでしょう。そのことが頭にあって書いているんだろうけれども、尐なくともこ
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こには根拠データがないんで。 

○近藤座長 しかし、どんなに減衰したとしてもゼロということにはならないですよね。 

○武田委員 50ｍ以上離れるとほとんど無視できるというところを外していただくのが妥当か

なと私は思ったんです。 

○近藤座長 50ｍ以上離れると極めて低いでいいの。 

○井出委員 低くはなりますけれども、その尻尾の部分というのはすごく長いんですよね。だ

から、多分そういうふうにはならない。50ｍでそうならないと思う。 

○武田委員 セシウムと同じように。 

○佐藤委員 極めて低いということで。 

○近藤座長 低いということでおしまいになると思うんですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○井出委員 ちょっと疑問なんですが、評価書の隔離ほ場の終了やなんかのところで、例えば

５ページ、評価書のほうですね。一番後ろの別紙９の５ページとか、こういう作物を6.2.6と

かで４反復でプロットごとに10株ずつ栽培しているので結果が出ているはずなのに、何で表８

とか表９では平均値の差のｔ検定になるのかというのが、二元配置でやるべきだろうと思うん

ですけれども。この平均値でやると、プロット内のばらつきがあっても、結果として平均が違

わなければその差が出てこないことになってしまって、本来の分析の仕方ではないような気が

するんですが。これでいいのかということなんですけれども。素朴な疑問です。 

 そこで出ている標準偏差というのは一体何なんだというふうな気もしますので。平均値の標

準偏差になりますよね、４つの。 

○近藤座長 10個ずつの平均値を１つずつのサンプルとしてやったからと。 

○井出委員 そうですね、だから４つ、ｎ＝４なので、４つの組でみあっているということな

ので。じゃあ、その反復の意味は何なんだということになってしまうので。全体がそういう感

じでレーションが出ているので、これはちょっといけないのではないか。 

○武田委員 これアイソジーニックラインを使ってやっているんですね、この試験の部分は。

今の別紙のところの２に供試材料で書いてありますけれども。BC5F3で問題の遺伝子を取り込

んだやつをNP2171に掛けて、これ要するにF1をつくっているわけですよね。F1の片親はアイソ

ジーニックでこの蛋白をつくるやつ、相手はつくらないやつ。これ統計分析どうやったのかな

と僕も考えたんですけれども、反復全体として４つ組んでおいて、その中でペアにして、いわ

ゆる対応のあるｔ検定やると、これかなり精度高くなるんですよね、そのつもりでやったのか
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なとは読んだんですけれどもね。そこも実際はわかりません。 

○井出委員 ちょっとわかりにくい。 

○武田委員 ここでｔ検定やるというのは確かに余り自然ではない感じを私も受けたんだけれ

ども。ただ、あえて対応のあるｔ検定やって誤差をうんと小さくしようとしたのかなという感

じは見たので。ただ、フィールドの設計が出てこないので、それも僕の推定なんですよね。 

○井出委員 素朴な疑問なんですけれども。すごくばらつきがあったのに隠されているのでは

ないかという、あるいは片方に偏っていて外れ値があって平均値になってしまっているという

ようなこともないわけではないかと。 

○武田委員 余り精密なほ場じゃなかったので、ペアにしておいて誤差をミニマムにしようと

したのかもしれないですね。 

 ここは一応アイソジーニックなF1を使っているので、非常に厳密な比較だとは思うんですけ

れども、ちょっと読んでいて気になったところは、申請書の13ページ。一番上に表があります

ね。これは虫を殺す蛋白を２種類つくる本組換え体と、１つつくるMIR604と、つくらない非組

換え体という３つのものの間で有意差検定をしているんですけれども。これアイソジーニック

でも何でもないんですね。MIR604というのはたまたま蛋白１つつくる系統、それから非組換え

体は固有名詞ないけれども、これは多分普通の品種をぽっと持ってきた、それで比較してるの

で。本当のことを言うと、やはりここも欲を言えばアイソジーニックが欲しいところなんです

ね。ものすごくクリアに差があるからいいんだろうと思って読みましたけれども、ちょっと惜

しいところだなというふうに思いました。 

○近藤座長 先ほどの統計処理の問題、どうしましょうか。トウモロコシなんてそんなにばら

つかないと思うんですよね。 

○井出委員 そう思いますけれどもね。 

○近藤座長 それと、結論としては以下書いてあると思うんですが、確かにわからないですね、

統計のところが。どうしますかね。 

○佐藤委員 分科会では尐なくとも全然論議は出なかったという。 

○井出委員 本当はそういう数値的なところは分科会でちょっと確認しておいていただけると。 

○佐藤委員 普段はなるんですけれどもね。 

○井出委員 と思いますけれども。非常にプリミティブなところなので。問題なければそれで

いいわけですけれども。 

○近藤座長 結局この組換え体そのものが余り問題のないものであったということで逃れてし
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まったのかもしれないですね。 

○井出委員 そうですね。お任せします。 

○近藤座長 これもそうですね、やはりこれだけではわからないので、今のような何でこれを

ｎ＝４のいかにも単純なｔ検定にしたかということですね。その点を申請者のほうに聞いてい

ただいて、場合によってはそれをわかるように修正していただくということでどうでしょうか

ね。 

○作田技術安全室長 事前に確認した上でまたご相談させていただくと。 

○近藤座長 はい。これはちょっと簡単にさっと見てすっとおしまいになるかどうかちょっと

わからないところなので、一たん修正したものを委員の先生方に見ていただいて、ご意見をい

ただくということで、特に問題なければ意見ないかもしれないのですが、多分あるのではない

かと思いますので、ご意見いただいて、それでその結果事務局から申請者にそれを伝えて解決

できそうならばそこでおしまいということで。もしそうじゃない場合には、場合によってはま

た分科会で見ていただくということにしたいと思うんですが。ですから、今の段階ではこれ結

論を出さないということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。その結果については総合

検討会の皆様にお伝えして、問題ないと全員が判断すればそれでよしと。そうじゃない場合に

は事務局とちょっとご相談させていただいて、分科会に統計処理について検討するということ

にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 結論的にこれ問題になるような件ではないので、単に統計処理の問題だけではあるのですが、

これは科学的な議論の根底にかかわる問題なんですね、統計処理というのは。ですから、ここ

を見過ごしにすることは全くできないので、ここの部分はしっかりした評価書にしていただい

て承認をしたいというふうに思います。どういうふうな統計処理をやったかということを明確

にしていただければいいと思います。 

 よろしいですね。 

 それでは、本件については修正点、先ほどの育成図の点と、それからもう１つは花粉の飛散

についての記述、あれは多分後ろのほうの推論に基づいた結論というところを記述いただけれ

ばそれでいいと思うんですが、そこを直していただくことと。統計処理のやり方ですね、これ

についてしっかりと評価書の別紙のほうに記述していただくということにさせていただくと。

それを見て最終的な判断をしたいと思います。総合検討会の委員の先生方にまず見ていただい

て、皆さん問題なければ。これも書き方の問題だと思いますので、もし問題がなければそのま

まこれをこの委員会で承認をしたということで大臣に報告するという形にしたいと思います。
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ですから、現時点ではペンディングということでよろしいですね。 

 では、そういうことにしていただきたいと思います。 

 ちょっとこれ分科会でいつも統計処理のところは問題になって、統計処理だけでも長時間議

論するということがあるんですが、今回はちょっと見落としてしまったようで、すみません。 

 それでは、一応きょうの２件の審査につきましてはここで終了したということにしたいと思

います。 

 それでは、そのほか、事務局から報告事項等ありますでしょうか。 

○作田技術安全室長 次回の課題につきましては現在調整中となっておりますので、また調整

でき次第ご連絡したいと思います。 

○近藤座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議事全般について何かご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 それでは、本日の議事は終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。 

○作田技術安全室長 本日は熱心なご審議、まこと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２時２１分 閉会 


