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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をお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日、委員の出欠でございますけれども、井出委員、矢木委員はご欠席とのご連絡をいただ

いております。また、嶋田委員は席のほうを用意してございますけれども、急用でご欠席との

ご連絡を先ほどいただきました。また、小野里委員につきましては、こちらに向かわれている

という話でございますけれども、今日は雪の影響で大分遅れるというご連絡をいただいている

ところでございます。 

 次に、議事に入る前に総合検討会の配付資料一覧に基づきまして、本日の配付資料の確認を

いたしたいと思います。配付資料一覧をご覧いただきまして、本日、資料１から資料２－１、

資料２－２、資料３－１、３－２、資料４－１、４－２で、参考資料が１から３までとなって

おります。不足している資料がございましたら、申し出ていただければと思います。 

 また、傍聴の方々に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、早速ですが、議事の１番目ですけれども、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をご覧いただきたいと思います。本日、ご審議いただ

く案件として３件、表に載っております。 

 まず、１件目でございますけれども、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネ

ート耐性ダイズでございます。こちらは隔離圃場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこ
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れらに付随する行為が使用等の内容になっております。検討状況といたしましては、農作物分

科会におきまして2011年10月18日と12月８日の２回の検討を経て、本日の総合検討会に至って

ございます。 

 続きまして、２番目の検討項目でございますが、こちら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ワタでございます。こちらも隔離圃場における栽培、保管、運搬

及び廃棄並びにこれらに付随する行為で、検討状況といたしましては、2011年10月18日と12月

８日の２回の検討を農作物分科会で行ってございます。 

 最後の３番目でございます。こちらは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。こちらは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が使用等の

内容になります。検討状況といたしましては、2011年10月18日及び12月８日の２回、農作物分

科会での検討を経て、本日の総合検討会に至っているという状況にございます。 

 以上でございます。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 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ダイズについて検

討したいと思います。農作物分科会での検討結果について、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、資料２－１、検討の結果及び資料２－２、申請書等の概要に

ついて、事前に配付した資料から修正を加えているため、本日、配付した資料をご参照くださ

い。それでは、お願いします。 

○佐藤委員 それでは、資料２－１をご覧ください。農作物分科会における検討の結果です。 

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

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

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

行為。 

 申請者、ダウ・ケミカル日本株式会社。 

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

使用規程に従って、本組換えダイズの第一種使用等をする場合の生物多様性影響に関する申請

者による評価の内容について検討を行った。主に確認した内容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、アグロバクテリウム及び大腸菌由来のプラスミドpDAB2407をもとに構築
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された発現ベクターpDAB4468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、Delftia acidovorans由来の改変AAD-12たんぱく質（アリルオキシアル

カノエート・ディオキシゲナーゼ）をコードする改変aad-12遺伝子、Streptomyces 

viridochromogenes由来のPATたんぱく質（ホスフィノスリシン・アセチルトランスフェラー

ゼ）をコードするpat遺伝子及びたばこ由来の核マトリックス結合領域であるRB7 MAR等を含む

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、これらの遺伝子が

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では、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。 

 2008年に米国の圃場において、本組換えダイズの競合における優位性に関わる諸形質につい

て調査が行われた結果、本組換えダイズと非組換えダイズとの間に相違は見られなかった。 

 本組換えダイズには改変aad-12遺伝子及びpat遺伝子が導入されており、それぞれ改変AAD-

12たんぱく質及びPATたんぱく質が発現することにより、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に対する耐性が付与されているが、これらの除草剤を散布されることが

想像しがたい自然条件下において、付与された形質により競合における優位性を高めるとは考

えがたい。 

 また、本組換えダイズに導入されたRB7 MARは、導入遺伝子の発現を高めることや、遺伝子

の発現を抑制するジーンサイレンシングを減少させることが報告されているが、米国で実施し

た圃場試験の結果において、本組換えダイズと非組換えダイズとの間に相違は見られなかった。

このため、RB7 MARが供与核酸近傍の遺伝子の発現に影響を及ぼし、植物体の他の代謝系を変

化させ、競合における優位性に関わる生物学的または生態学的特性について宿主との相違をも

たらすとは考えがたい。 

 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圃場におけ

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。 

 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
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告はなされていない。 

 本組換えダイズは導入された遺伝子等により、改変AAD-12たんぱく質及びPATたんぱく質が

発現しているが、当該たんぱく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。 

 改変AAD-12たんぱく質は、除草剤2,4-ジクロロフェノシキ核酸（2,4-D）に酸素を導入する

反応を触媒し、除草活性のない2,4-ジクロロフェノール（2,4-DCP）に変換するが、改変AAD-

12たんぱく質が植物体の他の代謝系を変化させることはないと考えられた。2,4-DCPは2,4-Dに

比べて毒性が低く、2,4-Dが散布された場合に生産される2,4-DCPの濃度を最大に見積もっても、

散布された2,4-D以上に影響を及ぼすことはないと考えられた。 

 PATたんぱく質は、除草剤グルホシネートの活性成分であるL-グルホシネートの遊離アミノ

基を極めて特異的にアセチル化する酵素であり、他のアミノ酸やD-グルホシネートをアセチル

化することはないため、PATたんぱく質が植物体の他の代謝系を変化させることはないと考え

られた。また、除草剤グルホシネートが散布された場合に生産されるN-アセチル-L-グルホシ

ネートの動物に対する毒性は、グルホシネートより低いことが確認されており、グルホシネー

トが散布された場合におけるN-アセチル-L-グルホシネートの濃度を最大に見積もっても、散

布されたグルホシネート以上に影響を及ぼすことはないと考えられた。 

 また、RB7 MARが供与核酸近傍の遺伝子の発現に影響を及ぼし、植物体の他の代謝系を変化

させることはないと考えられた。 

 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圃場におけ

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。 

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

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

行った。 

 ダイズとツルマメの人為的な交雑を行った雑種の成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、その雑種が成育す

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

がツルマメの集団中で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
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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成育した場合、

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、雑種後代が継続して存在することを示す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、開花期が重複す

るダイズ品種とツルマメとを交互に株間50cmの近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遺伝子組換えダイズとツルマメを、播種時期をずらしてダイズに

ツルマメが巻きついた状態で成育させた交雑試験では、収穫したツルマメ種子のうち、両種の

開花最盛期を最も近くした群（１万1,160粒）の中の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、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また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。 

 また、本組換えダイズとツルマメが交雑した場合、その雑種は改変aad-12遺伝子及びpat遺

伝子により、アリルオキシアルカノエート系除草剤及び除草剤グルホシネート耐性の形質を有

すると考えられるが、本形質が競合における優位性を高めるとは考えがたく、これらの形質を

有する雑種が生じたとしても、その雑種がツルマメの集団において優占化する可能性は低いと

考えられた。 

 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圃場におけ

る栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、交雑性に起因する生

物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

 ２、農作物分科会の結論。 

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

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。 
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 以上です。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 ただいま、ご報告いただきまし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

て取りまとめ、大臣あ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、ご意見等がありましたらお願いいたします。

隔離圃場試験の申請ですので、隔離圃場の試験計画なども含めてお願いいたします。どちらの

除草剤耐性も既に幾つか審査が終わっているものですので、特別、入れた遺伝子に関しては問

題ないとは思うんですが、いかがでしょうか。 

○中川原委員 特に問題ないと思うんですけれども、このイベントは以前、同じ隔離で2009年

でしたっけね、ダイズでいえば15番目のあれに出ていますよね。同じイベントで同じOECD UI

も全く同じなんですけれども、これはどうして。 

○浦野技術政策課課長補佐 こちらは、今、中川原委員から出ましたとおり、参考資料１の５

ページですか、５ページのところをめくっていただきますと18番ですか、やはり同じダイズが

……15番ですか、15番にございます。これを見ていただくと期限が2009年８月28日から2011年

３月31日ということでございまして、この期間中に全部のデータがとり切れなかったというこ

とから、改めてまた申請がされたものです。 

○近藤座長 分科会のほうでもう一度、出してほしいということを言ったものですよね。 

○中川原委員 そうでしたね。こういう場合は参考資料に書かれるときはどういうふうになる

んですか。また、番号が変わって同じものがここに記載されるということですかね。 

○浦野技術政策課課長補佐 一応、承認の日とかが例えば15番ですと承認日と期間が違います

ので、また、この下に22番ということだと思います。 

○高島農産安全管理課審査官 我々担当している部分から言いますと、期間が違うということ

ですので、新たなものとしてここに登録します。整理上は工夫が必要かと思いますが、新たに

期間を変えて整理するという形になっています。 

○近藤座長 これは初めてのケースなんですけれども、申請時に試験期間が決められているも

のですから、もう一度、やり直すということはできないので、改めて申請しているということ

になります。 

○武田委員 珍しく私はこの件についてクレームがないんだけれども、それと再申請だという

ことも今、初めて知ったんだけれども、もし、これが妙なことになったら前の申請はどうなる
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んですかね。ここでこれはおかしいよという話になったときにはかなり奇妙な話ですね。 

○近藤座長 要するに隔離圃場試験の結果が、一般申請に使うデータとしては不十分なデータ

だったんですね。ですから、結果が変だというんじゃなくて不十分なデータだったので、もう

一度、その分に関してはやり直さなければいけないことなので、全部、やり直すということに

なったので、結果としては以前の結果は別におかしな結果が出ているというわけでもないので。 

○武田委員 だから、前回、承認されたわけですよね。同じものがもう一回出てきて、ここで

もし承認されなければ妙なことになるなと申し上げているんです。 

○近藤座長 承認されないはずはないと。 

○佐藤委員 いろんな状況も変わることもありますけれども。 

○武田委員 何かルールを決めておいたほうがいいんじゃないですかね、そういう場合は、延

長戦でしょう、要するに。 

○近藤座長 全く同じ内容であっても承認されるはずなんですが、ただ、少しずつ状況が変わ

ってきて、分科会のほうでも要求している記述内容が変わってきているんですね。ですから、

そこで多分、少し変わっていると思います。 

○作田技術安全室長 また、制度上も最新の科学的な知見で常に評価していただくということ

になっておりますので。 

○近藤座長 そうですね。参考に書いてもらうデータも、新しいものに更新されているはずで

すし、ですから、そこで変なことがあれば当然、だめという可能性もあります。 

○作田技術安全室長 それはあり得るというふうに考えてもらいたいと思います。 

○近藤座長 そういう状況なので問題はないと思うんですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、総合検討会としての意見を取りまとめたいと思います。申請者から提出された除

草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズについて、第一種使用規程

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

内容は科学的に適正である旨、大臣あてに報告をしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の案件に移りたいと思います。続きまして、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３に基づき、ご報告をお願いします。なお、資料３－

１、検討の結果及び資料３－２、申請書等の概要について、事前に配付した資料から修正を加

えております。本日、配付した資料をご参照ください。お願いいたします。 

○佐藤委員 それでは、資料３－１をご覧ください。農作物分科会における検討の結果です。 
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 名称、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタ（改変aad-12, 

pat, Gossypium hisutum L.）（DAS1910, OECD UI：DAS-81910-7）。 

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

行為。 

 申請者、ダウ・ケミカル日本株式会社。 

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

使用規程に従って、本組換え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書

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。 

 本組換えワタは、アグロバクテリウム及び大腸菌由来のプラスミドpDAB2407をもとに構築さ

れた発現ベクターpDAB4468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、Delftia acidovorans由来の改変AAD-12たんぱく質（アリルオキシアルカ

ノエート・ディオキシゲナーゼ）をコードする改変aad-12遺伝子、 Streptomyces 

viridochromogenes由来のPATたんぱく質（ホスフィノスリシン・アセチルトランスフェラー

ゼ）をコードするpat遺伝子及びたばこ由来の核マトリックス結合領域であるRB7 MAR等を含む

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、これらの遺伝子が

複数世代にわたり、安定して発現していることがELISA法より確認されている。 

 本組換えワタの宿主に関する情報や導入された遺伝子の情報を検討したところ、生理学的ま

たは生態学的特性に関する試験結果を用いずとも、本組換えワタを隔離圃場試験で使用する場

合の生物多様性影響評価を行うことは可能であると判断された。 

 （１）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、

自生化しているとの報告はされていない。 

 本組換えワタには改変aad-12遺伝子及びpat遺伝子が導入されており、それぞれ改変AAD-12

たんぱく質及びPATたんぱく質が発現することにより、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に対する耐性が付与されているが、これらの除草剤を散布されることが想

像しがたい自然条件下において、付与された形質により競合における優位性を高めるとは考え

がたい。 

 また、本組換えワタに導入されたRB7 MARは、導入遺伝子の発現を高めることや、遺伝子の
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発現を抑制するジーンサイレンシングを減少させることが報告されているが、米国の延べ123

カ所の圃場試験では、非組換えワタと比較して生物多様性影響を生じるおそれがあるような相

違の報告はなされていない。このため、RB7 MARが供与核酸近傍の遺伝子の発現に影響を及ぼ

し、植物体の他の代謝系を変化させ、競合における優位性に関わる生物学的または生態学的特

性について宿主との相違をもたらすとは考えがたい。 

 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圃場における

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。 

 宿主が属する生物種であるワタについては、非反芻動物に対して毒性を示すゴッシポール及

び飽和脂肪酸の不飽和化を阻害することにより、鶏卵の脱色やふ化率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。しかし、野生動物がワタの種子を摂食するという報告はなさ

れていない。また、ワタには、他感作用物質のような野生動植物等の生育または成育に影響を

及ぼす有害物質の産生性は知られていない。 

 本組換えワタは導入された遺伝子等により、改変AAD-12たんぱく質及びPATたんぱく質が発

現しているが、当該たんぱく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。 

 改変AAD-12たんぱく質は、除草剤2,4-ジクロロフェノシキ核酸（2,4-D）に酸素を導入する

反応を触媒し、除草活性のない2,4-ジクロロフェノール（2,4-DCP）に変換するが、改変AAD-

12たんぱく質が植物体の他の代謝系を変化させることはないと考えられた。2,4-DCPは2,4-Dに

比べて毒性が低く、2,4-Dが散布された場合に生産される2,4-DCPの濃度を最大に見積もっても、

散布された2,4-D以上に影響を及ぼすことはないと考えられた。 

 PATたんぱく質は、除草剤グルホシネートの活性成分であるL-グルホシネートの遊離アミノ

基を極めて特異的にアセチル化する酵素であり、他のアミノ酸やD-グルホシネートをアセチル

化することはないため、PATたんぱく質が植物体の他の代謝系を変化させることはないと考え

られた。また、除草剤グルホシネートが散布された場合に生産されるN-アセチル-L-グルホシ

ネートの動物に対する毒性は、グルホシネートより低いことが確認されており、グルホシネー

トが散布された場合におけるN-アセチル-L-グルホシネートの濃度を最大に見積もっても、散

布されたグルホシネート以上に影響を及ぼすことはないと考えられた。 
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 また、RB7 MARが供与核酸近傍の遺伝子の発現に影響を及ぼし、植物体の他の代謝系を変化

させること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圃場における

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、本組換えワタは、限定された環境で一定の作業要領を

踏まえた隔離圃場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内で

は、交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であ

ると判断した。 

 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圃場における

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す。 

 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

て取りまとめ、大臣あてに報告をしたいと思います。 

 どなたからでも結構です、ご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。 

○武田委員 分科会の判断には別に異議はないんですけれども、評価書の４ページに……。 

○近藤座長 概要のほうですね。 

○武田委員 はい。概要のほうです。４ページの10行目に世界における生産量というのがある

んですけれども、2009年の世界における綿実の生産量はとありますね。私はワタというのはあ

まりよく知らないんだけれども、綿花と綿実に分けると、普通、生産量は綿花のほうで言うの

ではないんですかね。綿実というのは油脂をとるほうの、つまり、ファイバーをとった残りが

綿実でしょう、ではないんですか。だから、普通ならばファイバーのほうの生産量を問題にす

るので。 
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○中川原委員 ここでは油のほうが問題だから綿実のほうの生産量。 

○武田委員 綿実の生産量なんですか、実際に。 

○中川原委員 綿実の生産量を問題にしないと、この成分の比較というところにいかないから。

ワタは問題ないわけです、ワタのほうはね。 

○武田委員 そうですか。わかりました。 

○近藤座長 実際には綿実の形で入ってくるということですね。 

○中川原委員 そうです。 

○武田委員 何か、あたかも綿実をとるために作物一体で意外な感じはあるけれども。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○中川原委員 ちょっといいですか。本論から全然外れているんですけれども、例えば今の評

価の資料３－２でいえば18ページですけれども、事務局にお聞きしたほうがいいんでしょうけ

れども、表５のところで本組換えワタの国外における申請予定と書いて、その下に社外秘とい

う形が書いてありますよね。 

 今回、もう一つ、別の申請があったので、４－１のほうですけれども、そちらのほうで同じ

ところを見ますと、こちらは、全部、社外秘じゃなくて、全部、書いてあるんですよね。黄色

いので見ますと35ページです、黄色い、これですね。これで見ますと、35ページの一番上を見

ますと、国外における使用等に関する情報ということで、ここに書いてありますね。これは黄

色いやつじゃなくて、公開されるこちらの概要のほうを見ても同じ表が載っているんですよね。 

 今、私がちょっと気になったのは、こういう２つの例があって、片方は社外秘で、片方は書

いてあるというのがあるものですから、これはどういうふうに考えたらいいのかなと。やっぱ

り、申請されたのを尊重しなくてはいけないのか、あるいは見るほうは全く何のあれもなくて

ぱっと見ますと、ずっと見ていて片方のやつは書いてあると、片方はそれは公開されていない

ということになると、何か奇異な感じを受ける可能性があるかなと思いまして、事務局のほう

でこれまでの例はわかりますかね。 

○浦野技術政策課課長補佐 今、例えば黄色の、委員の方には紫ですか、紫の17ページです、

紫の17ページにこの表５が書かれているんです。それで、ちょっとあれなんですが、例えばこ

この黄色のほうの表12というのは、既に過去に承認の状況で全部終わっているのが違います。

それに対して表５のほうは今後、どこへという未来形の情報ということの違いはございます。 

○近藤座長 社外秘に関する扱いは、特に委員会で議論したことは全然ないわけじゃないんで

すが、基本的にはどこまでが社外秘でいいとか、悪いとかという話はほとんどしていないんで
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すけれども、ただ、概要といってもこれが公開されて、それをもとにパブリックコメントを求

めるので、あまりにも情報がない場合にはこれはちょっと困るんじゃないかということで議論

したことはあります。ただ、何を社外秘にしていいとか、いけないとかという話はしたことが

ないと思います。 

○中川原委員 この２つの情報は、片方はもう完全に終わっていると。 

○浦野技術政策課課長補佐 例えば黄色のほうですと、一番右の欄、一番右はもう12ですから

去年と今年ですかね、それに対して紫のほうは今年というか、次年度以降の情報が載っている

というところが違います。 

○中川原委員 特に私たちの側で、これはいい、悪いというようなことでなくて、こういうふ

うに情報そのものがでこぼこしていた場合に、読む側はどう考えるかなということをちょっと

考えたんですね。 

○近藤座長 社外秘となっている部分が会社によって違うというのは、多分、厳密に比べてあ

ちこちにあるんじゃないかと思うんですけれども、それについて特に事務局でこれは社外秘に

していいとか、悪いとかということの指導はしていないんだと思うんですが。 

○浦野技術政策課課長補佐 先ほど近藤先生がおっしゃったように、情報があまりにも少ない

ために評価に影響があるような場合、あまりにもたくさんの場合は事務局のほうというか、そ

こは先ほど近藤先生がおっしゃったとおりでございます。 

○近藤座長 ここでそういう議論をするのかどうかという話になると思うんですけれども。 

○中川原委員 特に私は、たまたま今回、社外秘の内容が２つ違ったものだから気がついたの

で、それはどうだと言われると、大したことではないんじゃないかとは思っているんです。 

○近藤座長 外国で承認されているかどうかということで分科会とか、ここの……。 

○中川原委員 もし情報があれば出してくださいという、そういう項目でしょう、これは。 

○近藤座長 情報があったほうが判断しやすい部分はあるにしても、ここでの議論はそれが通

っているから審査が楽になるということではないので、それほど大きくないのかなと思います。 

○武田委員 これは非開示の頻度が高いですね、確かに概要書と本誌と比べてみると、このワ

タのケースは。だから、やっぱりなるべく隠しておこうというのと、割とあっけらからんなの

と社風みたいなものがあるのかなと思って見ていたんですけれども。 

○近藤座長 企業の基本的な考え方としては、なるべく出さないということだとは思うんです

けれども、それで、実際にはこういう評価書が出てきて、かなりの人が知ってしまうというこ

とがあって、それでもなおかつ、どうしても公開したくないのか、あるいはある程度、知られ
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ているからするのかという違いがちょっとあるのかもしれないですね。 

○佐藤委員 このワタは新しいものなのでというのもあるんですね。過去が全然ない。 

○中川原委員 この１件前のやつも同じなんですよね、社外秘にしますと書いてあるんですよ

ね。ですから、そういう意味でいえば、少し先のことだから公にしませんというようなことじ

ゃないかなとは思っているんですけれども、そんなに、だからといって、これはおかしいとい

うようなことまではいかないような気はするんですけれども。 

○近藤座長 外国への申請の予定とかというのは、言いたくないということはあるかもしれな

いですね。終わっているものに関してはいいけれども、申請中とか、申請予定というのはあま

り言いたくないということはあるかもしれないですね。 

○佐藤委員 ダイズも過去のことは書いてあるわけですけれども、過去はいっぱい書いてあっ

て未来は書いていないわけですけれども、それは普通ですよね、多分。だけれども、こちらの

ワタの場合は過去がないから未来が書いてあるんですけれども、それは書かない。自然なのか

なという気がしているんですけれども、そういうことなんです。 

○近藤座長 終わったものは今さら社外秘にしてもしようがないけれども、これからのものは

しないということかもしれませんね。 

○佐藤委員 我々も基本的には過去の情報はちゃんと知りたいというのがあります。 

○近藤座長 社外秘に関して、これはあまりにもひどいということがあったら、やっぱり、こ

こでもチェックしていくということはしたほうがいいと思います。よろしいでしょうか。 

○中川原委員 私は特にありません。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。これも先ほどと同じ遺伝子ということと、それから、

ワタの場合には交雑するものはないので、基本的にあまり大きな問題はこれまでもなかったと

思うんですけれども。 

○佐藤委員 試験データもないですね。 

○近藤座長 それは、だから、そうなんですよね。これはデータがなくてもいいという判断を

したんですね。データがないのでデータの部分を議論することはないので、基本的なところ以

外、問題になることはないんだろうと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、これも先ほどと同じような結論にしたいと思います。 

 それでは、総合検討会の意見として次のようにまとめたいと思います。申請者から提出され

た除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタについて、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
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の内容は科学的に適正である旨、大臣あてに報告したいと思います。 

 それでは、３つ目なんですが、５重スタックトウモロコシ、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４に基づき、ご

報告をお願いいたします。その前に、評価書に一部、記載ミスがありますので事務局からご説

明をお願いいたします。 

○浦野技術政策課課長補佐 黄色の評価書の20ページをあけていただきたいと思います。資料

４－２の概要版のほうは修正をされておりますけれども、そこに図５としてプラスミドのマッ

プの図が載っていると思うんですが、それの大体５時のところ辺りにmcry3A（1797 bp）とな

っておりますが、このmcry3Aは誤植でございまして、正式には改変cry3Aa2というのが正しい

ということですのでご報告させていただきます。 

○近藤座長 そのように修正をお願いします。 

○浦野技術政策課課長補佐 ５時辺りのmcry3Aのところです。 

○近藤座長 今、ご説明がありましたように概要書のほうは直っているということで、概要書

と見比べていただければと思います。概要書の21ページ、よろしいですね。 

 それでは、資料４－１、検討の結果について、これも事前に配付した資料から修正を加えて

おります。本日、配付した資料をご参照ください。それでは、お願いします。 

○佐藤委員 資料４－１をご覧ください。農作物分科会における検討の結果です。 

 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, pat, cry34Ab1, cry35Ab1, cry1Ab, 改変cp4 epsps, 改変

cry3Aa2, Zea mays subsp. mays（L.）Iltis）（1507×59122×MON810×NK603×MIR604, OECD 

UI：DAS-01507-1×DAS-59122×MON-00810-6×MON-00603-6×SYN-IR604-5）（B.ｔ. Cry1F 

maize line 1507、B.ｔ. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7、MON810、NK603及びMIR604それぞ

れへの導入遺伝子の組み合わ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、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、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
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リホサート耐性トウモロコシ（B.ｔ. Cry1F maize line 1507、B.ｔ. Cry34/35Ab1 Event 

DAS-59122-7、MON810、NK603及びMIR604それぞれへの導入遺伝子の組み合わせを有するもので

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。）（以下「本スタック系統トウモロコシ」という。）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書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、 

 ①改変Cry1Fたんぱく質をコードする改変cry1F遺伝子及びPATたんぱく質（ホスフィノスリ

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（B.ｔ. Cry1F maize line 1507）、 

 ②Cry34Ab1/Cry35Ab1たんぱく質をコードするcry34Ab1/cry35Ab1遺伝子及びPATたんぱく質

（ホスフィノス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コ

ウチュ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（B.ｔ. Cry34/35Ab1 

Event DAS-59122-7）、 

 ③Cry1Abたんぱく質をコードするcry1Ab遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロコ

シ（MON810）、 

 ④改変CP4 EPSPSたんぱく質（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cp4 epsps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（NK603）、 

 ⑤改変Cry3Aa2たんぱく質をコードする改変cry3Aa2遺伝子及びPMIたんぱく質（ホスホマン

ノースイソメラーゼ）をコードするpmi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（MIR604）、 

 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５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。 

 Btたんぱく質の特異性には、そのたんぱく質の構造が関与し、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ている。このことに加え、これまでに承認された

スタック系統において、Btたんぱく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あわ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で

発現する各Btたんぱく質（改変Cry1Fたんぱく質、Cry34Ab1/Cry35Ab1たんぱく質、Cry1Abたん
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ぱく質及び改変Cry3Aa2たんぱく質）が相互に作用して、これらBtたんぱく質の特異性を変化

させることはないと考えられた。さらにPATたんぱく質、改変CP4 EPSPSたんぱく質及びPMIた

んぱく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たんぱく質が酵

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、これらのた

んぱく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、生物検定試験より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

性並びに除草剤グリホサート耐性は、それぞれの親系統と同程度であり、除草剤グルホシネー

ト耐性は発現たんぱく質に応じたものと考えられる相加的な効果が観察された。 

 これらのことから、各親系統由来であるこれらのたんぱく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あわせ持

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の親系統（B.ｔ. Cry1F maize line 1507、B.ｔ. Cry34/35Ab1 

Event DAS-59122-7、MON810、NK603及びMIR604）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で発現する、改変Cry1Fたんぱく質及びCry1Abたんぱく質によ

りチョウ目害虫に対する抵抗性が、Cry34Ab1/Cry35Ab1たんぱく質及び改変Cry3Aa2たんぱく質

によりコウチュウ目害虫に対する抵抗性が付与されるが、チョウ目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がたい。 

 また、本スタック系統トウモロコシで発現する、PATたんぱく質及び改変CP4 EPSPSたんぱく

質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るが、これら除草剤

が散布されることが想定されがたい自然環境下では、除草剤耐性形質が本スタック系統トウモ

ロコシの競合における優位性を高めるとは考えがたい。 

 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形質が
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付与されているが、我が国の自然環境下において本スタック系統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を高ま

るとは考えがたい。 

 以上より、本スタック系統トウモロコシは、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する改変Cry1Fたんぱく質、Cry34Ab1/Cry35Ab1たんぱく

質、Cry1Abたんぱく質、改変Cry3Aa2たんぱく質、PATたんぱく質、改変CP4 EPSPSたんぱく質

及びPMIたんぱく質は、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、PAT

たんぱく質は除草剤グルホシネートが散布された場合にN-アセチル-L-グルホシネートを産生

するが、N-アセチル-L-グルホシネートの動物に対する毒性はグルホシネートより低いことが

確認されている。 

 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、すき込み試験、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。このため、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が産生されるこ

とは考えがたい。 

 本スタック系統トウモロコシで発現する、改変Cry1Fたんぱく質及びCry1Abたんぱく質によ

りチョウ目害虫に対する殺虫活性が、Cry34Ab1/Cry35Ab1たんぱく質及び改変Cry3Aa2たんぱく

質によりコウチュウ目害虫に対する殺虫活性が付与されることから、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、本スタック系統トウモロコシを直接食餌すること、

または本スタック系統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、チョウ目及びコウチュウ目昆虫が本スタック系統トウモロコシの栽培

圃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。 
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 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、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。 

 ただいま、ご報告いただきました分科会の検討結果、資料４－１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

て取りまとめ、大臣あ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、ご意見等をお願いいたします。 

○武田委員 この影響評価は今までも大きなトラブルはなかったし、私は基本的にＧＭが例え

ば原発みたいなものだとは決して思っていないんですけれども、ただ、厳密な検証をしないと

いけないということをやっぱり強く感じていて、私はしばしば統計処理について細かいことを

申し上げているのは、そういう基本的なスタンドポイントからなんです。 

 今回も、実は概要の28ページにある表７をご覧いただきたいんですけれども、アワノメイガ

が食害した程度をどう定量的に評価するかということで、画像解析を使ってアワノメイガがか

じって変色した部分を多分、二値化して、白丸、黒丸のピクセル数の割合で出すと。これは画

像解析としてよくやる方法で、これについては全然問題ないんですが、そのときにピクセル数

の割合でデータが見えてくるものですから、これを頻度だと考えてしまうんですね。 

 ところが、このピクセル数というのは面積に立脚しているわけですから、これは頻度ではな

いんです、レシオなんですね。ですから、本来、これは角度変換する必要はないんです。ピク

セル数できたのでオセロの盤面みたいな感じで、白丸が何個、黒丸が何個できたから角度変換

すると。そういうふうにいっちゃったんですけれども、これは面積率ですので、それをピクセ

ルの数に言ってみれば投影しているわけですから、これは正規分布しているはずなんですね、
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二項分布しているはずはない。 

 だから、角度変換する必要があるかどうかというのは、頻度で出てきて、正規分布していな

くて二項分布していると、あるいはＡでないという、A or、not Aという二者択一であるとき

は角度変換が要るんですけれども、この場合は角度変換は要らない。だから、これによって結

論が変わるかどうかというのはまた別な問題なんですけれども、少なくともパッケージソフト

に乗っけて統計処理して有意差があった、なかったというような議論はちょっとずさんなので、

この点については、この角度変換は余計ですよということをご指摘を申し上げたいと思います。 

○近藤座長 統計処理の仕方は、分科会でもここでもいつも問題になるんですが、どういたし

ましょうかね。統計処理の仕方、どういう仕方というか、方法を採用するかということだと思

うんですけれども、結果はこの数値を見ると変わるとは思えないような数値なので、それは指

摘ということでよろしいでしょうかね。 

○武田委員 結構です。 

○近藤座長 事務局からその指摘をしていただくということで。 

○武田委員 言い続けていると、少し教育効果が出るかなと思って言い続けているんですけれ

ども。 

○近藤座長 大事なことで、前にも言ったから言わないということになりますと、それでいい

のかなという話になってしまいますので、気がついたときにいつも言っていただきたいと思い

ます。 

 ほかの点はどうでしょうか。 

○武田委員 これも細かいことなんですけれども、やはり概要書の31ページの表10なんですけ

れども、グリホサート散布による薬害の程度を評価して、いろんな濃度でやっていまして通常

量のところをご覧いただくと、上から、０、０、83.3、76.7、80.0と、こういうふうに薬害程

度が並んで、それに誤差がついて、ａ、ｂ、ｃで同じ記号が並べば有意差がないということ、

これは方法は間違っていないんですけれども、ただ、ご覧いただくとおわかりのように０がａ

となっていて、ａ、ｂ、ｃと進んでいくはずなんですけれども、順序がぐちゃぐちゃなんです

ね。 

 一番高いはずのｃが76.7とか80.0についていて83.3という、ごめんなさい、83.3が一番高い

んですけれども、これがｂなんですね。数直線の上でａ、ｂ、ｃと並ばないと美しくないので、

確かにアルファベットが違うからいいんだといえばいいんですけれども、これは並べ方が非常

にユニークでありまして、こういうことは普通しないので、ａ、ｂ、ｃが大から小あるいは小
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から大に並ぶようにするのが常識だろうというふうに思います。これは多分、表をつくるとき

に間違ったんですね。オリジナルのデータを見るとちゃんと並んでいますので、オリジナルと

いうか、向こうでやったやつ、アメリカでやったやつではちゃんと並んでいました。 

○近藤座長 確かにおっしゃるとおりですね。我々もこういう書き方はしなかったと思います

けれども、これはどうですかね、結論にこれも影響する話ではないんですけれども、概要書を

直していただいたほうがいいですね。 

○武田委員 ちょっとみっともないでしょうね、これは。一回、つくってしまって、あと、ず

っとコピーしていくから。 

○近藤座長 評価書のほうはどうでしょうかね。 

○武田委員 評価書のほうも同じ間違いがあります。オリジナルのほうが正しいんです。ただ、

オリジナルは逆に並んでいました。ａ、ｂ、ｃがｃ、ｂ、ａと、それはどっちでもいいんです

けれども。 

○近藤座長 それはそうですね、それはありますね。 

○佐藤委員 上からつくるんですね。 

○近藤座長 そういうものじゃないですね、上からつくるというものじゃないですね。やっぱ

り、ａと書かれているものとｂと書かれているものを比較し、ｂと書かれているものとｃと書

かれているものを比較しているはずですよね。ですから、変ですね。これだとａとｂと比較し、

ｂとｃと比較するということはちょっと変ですね。この点はよろしいでしょうかね。事務局の

ほうから指摘していただいて、これは普通の科学論文でもないやり方なので、内容的にこれで

記述が間違えているという話には全くならないんですけれども、ちょっと普通ではやらない書

き方だということで。 

○武田委員 オリジナルは添付資料７にあるんですね、Table ３。 

○浦野技術政策課課長補佐 そうですね、18ページのTable ３。 

○武田委員 これは一番大きいのがａになっていますね。ｃが小さいんです。 

○近藤座長 それはどちらでも構わないわけですよね。内容に間違いがあるというわけではな

いですから、普通のやり方とは違うということで、一応、直していただくということでよろし

いですね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○武田委員 本当は平均値にａ、ｂ、ｃをつけるのであって、標準偏差にａ、ｂ、ｃをつけて

はおかしいんですよ。 
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○佐藤委員 確かにそうですね。 

○武田委員 そうでしょう、小言幸兵衛みたいな話で。 

○近藤座長 これまでもこうなっていましたかね、いろんなのが。 

○佐藤委員 このスペースがあいているなら正しいんです。くっついているとおかしい。スペ

ースがあいているところとあいていないところがあるんです。あいていると、これが全体につ

いているんです。こうなっていると何かＳＤについちゃう。スペースが入っているか、入って

いないかで違うんです。 

○近藤座長 実際には標準偏差を含めたところで評価しているので、最後につければいいんだ

ろうとは思うんですが、何か、この書き方を見るとあいている部分と標準偏差のところだけに

ついているものとがあって、何か、奇妙な感じはしますね。 

○佐藤委員 全部、スペースを入れてもらう。 

○近藤座長 数字にぴったりくっついてしまうと、何だか、わからなくなりますね。普通は肩

につけるとか、そうすれば違いがわかるんですが、全く並べていますから。 

○中川原委員 昔は全部、統一的に肩についていましたよね。だから、区別できたんですけれ

ども、区別できるように書いてあれば。 

○近藤座長 そうですね。これに関しては、特に普通にやられているのとちょっと書き方が違

うということと、それから、わかりにくい、美しくないということを含めて、この表全体をつ

くり直していただいたほうがいいかもしれませんね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○中川原委員 こうやっていくとスタック系統がたくさん重なってきますね。だから、今回は

スタックのもとになった系統そのものも多いんですよね。５つの系統というか、５つの品種、

イベント、それが重なって、そして形質としては４つの形質を押さえますという、そういう仕

組みですよね。だから、どんどん、そういうようなことが今後、増えていくだろうという感じ

がします。 

○近藤座長 これからますます多くなるはずですね。 

○中川原委員 今回特にデータを見て思ったんですけれども、一つ一つの遺伝子が全く独立し

て形質発現をしているんですよね。それぞれが全部同じように、一個だけの系統のときと同じ

ような発現の仕方としている。それらがデータとして蓄積されてきている。それは遺伝学的に

理論どおりです。そのようなデータを蓄積していくことが大事じゃないかというふうに感じて

いるんですけれども。 
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○近藤座長 おっしゃられたとおり、独立したものがそうやって独立して、もとのと同じよう

な効果を示している。同じ機能を持ったたんぱくが２つ、そういうものをつくる遺伝子が２つ

入ってくれば、その量に応じてまた少し効果が上がるというもっともらしい結果になっている

わけですよね。 

○武田委員 遺伝学的にそのとおりですし、さらに育種学の立場からいくと、22ページのペデ

ィグリーを見ると愕然とするというのが多分、正確な言い方だと思うんですけれども、結局、

完全に育種のペディグリーの中にＧＭが組み込まれているんですよね。最後の１回のクロスだ

けがいわばＦ１をつくるためのクロスで、その前段というは全部、材料づくりなんですよ、自

殖を何回も繰り返して。だから、外国のＧＭを使った育種というのは、これはオフレコでいい

です、外国の育種というのは、ここまでＧＭが全くルーチンのツールとして組み込まれてしま

っているということになると、これはもうゆゆしいことじゃないかなと思いますね。これから

向こうから来るトウモロコシのペディグリーは全部、こうなるはずですよね、ダイズもそうだ

ろうし、早晩。稲もわかりません、日本発はどうなるかわかりませんけれども。 

○中川原委員 特に今回、感じたのは前の同じ形質でちょっと発言の弱い遺伝子をさらに補強

するために新たな形質を加えているでしょう。そういう意味で、どんどん育種が進んでいって

いるなという感じがしますね。 

○近藤座長 ほかにはどうでしょうか。これはスタックなので、もともとの親については既に

審査が終わっていて、それに関してはこれまで、これもそうなんですけれども、そこに関わる

情報については特につけ加えたり、修正をせずに、それをそのまま持ってきて、最後のスタッ

クのところで、形質が親のものと同じかどうかというチェックするというところしかないわけ

ですね。 

 過去の申請書というのはそのときの書き方で書かれていて、現在、少し違っていたりします

ので、そのままだとちょっとおかしなところもある部分もあるんですけれども、ここの検討の

結果のところは、必ずしも評価書どおりに書かれているわけではなくて、今の分科会、総合検

討会の考え方に基づいた書き方をしているので、全く申請書とぴったり合っているというわけ

ではないんですね。これからもそういうことは多分、スタックに関しては出てくると思います。

各個別のものに関しては先ほどもちょっと言いましたけれども、分科会のほうで新しい書き方

に応じて、書いていただくように修正をお願いしたりしています。先ほどの同じものが出てき

たという場合でも、前の評価書と全く同じというわけでは必ずしもなかったと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 それでは、先ほどの議論がありましたように、基本的にはこれでオーケーということで、た

だ、申請者の方には一部修正して、また、事務局のほうに概要書と評価書を提出していただい

て、事務局のほうで見ていただいて、よければ、いいということにしたいと思います。我々が

特に見る必要はないと思いますが、いかがですか。では、そういうことでと思います。 

 それでは、総合検討会としての意見を次のように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科学的に適正である旨、大臣あてに報告したい

と思います。なお、先ほど幾つか指摘された点につきましては評価書の修正等をお願いし、そ

れを事務局のほうで、再提出していただいた資料について、確認をしていただくということを

条件にしたいと思います。よろしいですね。 

 それでは、一応、審議事項は終わったんですが、その他、事務局から報告がありましたらお

願いいたします。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、お手元に参考資料３をご用意いただければと思います。 

 参考資料３、生物多様性影響評価書等の修正についてということでございまして、１枚めく

っていただきますと、平成23年６月24日にこちらの生物多様性影響評価検討会総合検討会にお

いてご審議いただきましたステアリドン酸ダイズでございますが、この評価書中に載っており

ました緊急措置計画書、こちらの緊急措置計画書が他のイベント、具体的には高オレイン酸及

び除草剤グリホサート耐性ダイズの内容になっておりましたということで、修正をするという

申し出がございましたので、ご報告をさせていただきたいと思います。なお、このステアリド

ン酸ダイズにつきましては、昨年６月24日に分科会のご審議をいただいておりますが、まだ、

食品と飼料の安全性確認が未了ということで承認はされておりません。 

 以上でございます。 

○近藤座長 よろしいでしょうか。こういう種類のミスといいますか、ワープロで書くときの

コピー・アンド・ペーストのところでよく起こりがちで、これまでも分科会等でも委員が気が

ついて修正をお願いしていることもありますが、見落としもあるということです。なるべく申

請者のほうで注意して書いてくださいというふうに思います。委員も見落としがありますので

お願いしたいと思います。 

 それでは、ほかに何か委員の方からご意見はありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局にお返ししたいと思います。 
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○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、ただいま予定を調整しており

ますので、また、改めて先生方に日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○作田技術安全室長 本日は熱心なご審議を大変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。 

 傍聴の方々は会議室から速やかにご退場願いますようにお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

午後２時４８分 閉会 


