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午後１時２９分 開会 

○鈴木技術安全室長 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させていた

だきたいと思います。 

 本日は、矢木先生、それから嶋田先生はご出席される予定でございましたが、急遽ご欠席と

いうことでご連絡をいただいてございます。座って進めさせていただきたいと思います。 

 議事に入ります前に、まず資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料でご

ざいますが、配付資料一覧として配付資料が記載されてございますが、右肩に資料１、資料２

－１、資料２－２、資料３－１、資料３－２、資料４、参考資料が１、２と２つございますが、

不足しているものはございますでしょうか。もし不備等がございましたら、その都度ご指示い

ただければ用意させていただきたいと思います。 

 また、本日は傍聴の方々にはあらかじめ留意事項を配付させていただいておりますが、これ

に従いまして審議の円滑な進行についてご協力をいただきたいと思います。 

 それでは、この後の進行につきましては座長によろしくお願いしたいと思います。 

○近藤座長 それでは、始めたいと思います。 

 本日の総合検討会では農作物分科会での検討結果を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。 

○鈴木技術安全室長 お手元の資料１でございます。今回ご審議いただきますのは２件でござ

いまして、いずれも青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性のカーネーションでございます。

使用等の内容といたしましては、切り花の用に供するための使用、栽培、保管、運搬及び廃棄

並びにこれらに付随する行為となってございます。 

 これまでの検討状況といたしましては、農作物分科会におきまして2012年６月26日、８月24

日の２回にわたりまして検討をしてございまして、本日総合検討会に付されるということでご

ざいます。 

 また、本件につきましてのこれまでの承認状況といたしましては、カルタヘナ法に基づきま

す隔離ほ場におきます承認が2011年４月13日に行われてございまして、今回はその一般利用と
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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、今ご説明いただきました青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カー

ネーション、これは２件ございますが、これについて一括し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及び資料３に基づきご

報告をお願いいたします。 

○佐藤委員 それでは、まず資料２－１と２－２をご覧ください。別々にやりたいと思います。 

 まず初めに２－１ということで。 

 

名称：青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション 

   (F3'5'H,DFR,dsDFR,surB,Dianthus caryophyllus L.)(25958,OECD UI:IFD-25958-3） 

第一種使用等の内容：切り花の用に供するための使用、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：サントリーホールディングス株式会社 

 

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

使用規程に従って本組換えカーネーション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 

 本組換えカーネーション（以下、「本組換え体」という）は、大腸菌及びアグロバクテリウ

ム由来のプラスミドpWTT2132をもとに構築されたpCGP3366を用いて、アグロバクテリウム法に

より作出されており、移入された核酸のうちタバコ由来のsurB遺伝子（アセト乳酸合成酵素遺

伝子）、パンジー由来のF3'5'H遺伝子（フラボノイド3'5'-水酸化酵素遺伝子）、ペチュニア

由来のDFR遺伝子、（ジヒドロフラボノール4-還元酵素遺伝子）及びカーネーション由来の

dsDFR遺伝子（ジヒドロフラボノール4-還元酵素遺伝子）が本組換え体の染色体上に１コピー

存在することがサザンブロット分析により示されている。 

 移入されたF3'5'H遺伝子、DFR遺伝子及びdsDFR遺伝子の花弁における発現、surB遺伝子の花

弁、葉、根における発現並びに、dsDFR遺伝子による本組換え体に内在するDFR遺伝子の花弁に

おける発現抑制については、ノーザンブロット解析により確認されている。なお、移入された
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surB遺伝子の発現は、除草剤クロロスルフロンを添加した培地での本組換え体の組織培養及び

除草剤クロロスルフロンを散布した本組換え体の栽培により確認されている。また、本組換え

体はすべて栄養増殖によって繁殖されており、形質転換体が当代しか存在しないため、複数世

代における伝達の安定性については解析されていないが、本組換え体はオーストラリアの特定

網室で2005年から６年栽培され栄養繁殖が繰り返されてきたが、これまでに異なる花色を示し

た事例はない。このことから移入された核酸は本組換え体中で安定して存在していると考えら

れた。 

 （１）競合における優位性 

 カーネーションの園芸種は、我が国においても長期間使用等の歴史があるが、これまでに我

が国を含めて園芸種が逸出して自然条件下で生育している例は報告されていない。 

 競合における優位性に係る諸形質（茎の長さ等の生育特性及び生殖・繁殖特性）について、

本組換え体及び対照の宿主間における相違を調査した。 

 2011～2012年に行われた隔離ほ場における成育特性の調査では、本組換え体の花弁数及び葯

数は対照の宿主より少なく、葯長及び葯幅は対照の宿主より短くなった。これらの相違は高濃

度の植物ホルモンを含む培地で長期間培養することによって生じた培養変異である可能性が高

いと考えられたが、いずれの差異もカーネーションの種の範囲を逸脱するほど大きくはないこ

とから、これらの相違が競合における優位性を示す形質であるとは考え難い。 

 また、隔離ほ場における生殖・繁殖特性の調査では、本組換え体の花粉の直径は対照の宿主

より小さかったが、この相違が競合における優位性を示す形質であるとは考え難い。 

 本組換え体は導入形質の発現の結果、花弁においてデルフィニジン、ペチュニジン及びミリ

セチンを生成しているため、これらの生産とそれに伴う花色の変化により訪花昆虫相が変化す

る可能性が考えられた。しかし、カーネーションでは訪花昆虫はほとんど認められず、本組換

え体を隔離ほ場で栽培したが、花色の変化が訪花昆虫の数や種類に影響を及ぼさなかったこと

から、本組換え体のデルフィニジン等の生産に伴う花色の変化が周辺の生物多様性に影響を及

ぼすとは考え難い。 

 また、本組換え体はクロロスルフロン耐性を獲得しているが、除草剤が散布されることが考

え難い自然条件下でこの形質が競合における優位な形質であるとは考え難い。 

 以上より、本組換え体の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。 
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 （２）有害物質の産生性 

 カーネーションの園芸種は、我が国においても長期間使用されてきたが、我が国を含めてカ

ーネーションの園芸種が野生動植物等の生育や生息に影響を及ぼす物質を産生するという報告

はない。 

 本組換え体の有害物質（根から分泌されて他の植物及び土壌微生物に影響を与えるもの、並

びに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。いずれの試験においても本組換え体と

対照の宿主区との間に差異は認められなかった。 

 本組換え体は、導入した遺伝子によってデルフィニジン、ペチュニジン、ミリセチンなどを

産生しているが、これらは青みを帯びたパンジーやペチュニアの花弁にも含まれるものであり、

他の野生動植物等に有害であるという報告はない。 

 さらに、本組換え体が産生するsurBタンパク質、DFRタンパク質及びF3'5'Hタンパク質は、

アミノ酸配列の相同性検索の結果、既知アレルゲンと類似の配列を持たないことが確認されて

いる。 

 以上より、本組換え体に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 

 一部の限られたカーネーションの園芸種は、ナデシコ属の近縁野生種と交雑可能であること

から、日本で自生しているエゾカワラナデシコ、ヒメハマナデシコ、ハマナデシコ、シナノナ

デシコの４種と、カワラナデシコ、タカネナデシコの２変種について影響を受ける可能性のあ

る野生植物として特定し、本組換え体とこれら近縁野生種が交雑する可能性について、ア～ウ

の観点から評価した。 

 ア 花粉の特性 

 カーネーションの園芸種の花粉は、極めて少ないかあるいはまったく生産されず、花粉が存

在する場合であっても、その稔性は低い。さらに花粉の寿命は１～２日と短く、３日目には完

全に発芽能を失う。本組換え体及び対照の宿主の花粉の存在と充実程度について調べたところ、

両者で花粉の存在及び稔性が認められ、健全な葯が存在する頻度、花粉の充実程度及び花粉の

大きさにおいて、両者間で統計学的有意差が認められた。 

 しかしながら、①両者とも花粉の生産量が少ないこと、②本組換え体に存在する健全な葯の
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数が対照の宿主より少ないこと、③本組換え体の花粉の充実程度が対照の宿主より低いこと、

④本組換え体の花粉の大きさは対照の宿主との間に差異が認められたが、花粉の外観に相違は

なく、花粉の発芽率は対照の宿主より低いこと、⑤隔離ほ場における自然交雑性の調査の結果、

本組換え体の導入遺伝子は趣旨に伝達していなかったこと、⑥自然条件下において園芸種と日

本に自生する近縁野生種が交雑した事例は報告されていないこと、⑦海外においても自然条件

下において園芸種と近縁野生種が交雑し雑種が自生した事例は虫媒・風媒を含め報告されてい

ないことから、自然条件下における本組換え体の交雑の可能性は低いと考えられた。なお、仮

に交雑体が形成されたとしても導入遺伝子のDFR、F3'5'H及びsurB遺伝子によって新たに生産

される色素とそれに伴う花色の変化は訪花昆虫に影響を及ぼさないこと、新たに獲得されるク

ロロスルフロン耐性は除草剤が散布されることが考え難い自然条件下では競合における優位な

性質にはならないことから、野生植物に影響を及ぼすとは考え難い。 

 イ 虫媒による交雑の可能性 

 カーネーションの園芸種は、花弁の端から蜜腺までの距離が長い（４～５cm）ため、蝶や蛾

でも蜜を吸うことはできず、他の種類の訪花昆虫もほとんど認められない。ナデシコ属の近縁

野生種については、蜜腺が花の最下部にあるものの、吻の長い（2.5cm以上）昆虫は蜜腺に届

くため、蝶などがナデシコ属の花を訪れることが知られている。近縁野生種には昆虫は訪花す

るものの、本組換えカーネーションの花の形状などの特性は園芸種と同様であるため、昆虫に

よって本組換えカーネーションの花粉が近縁野生種に運ばれ交雑することはほとんどないと考

えらえた。 

 ウ 風媒による交雑の可能性 

 カーネーションの園芸種では、葯は花弁の中に埋もれており、花粉は極めて少なく、さらに

粘性が高いため、風媒によって花粉が飛散する可能性は非常に低い。本組換え体も園芸種と同

様で葯は花弁に埋もれていることから、花粉が飛散する可能性は低い。オランダでは、園芸種

の栽培が盛んであるにも関わらず、空中に園芸種の花粉は検出されなかったと報告されている。 

 以上より、本組換え体が近縁野生種と交雑する可能性はほとんどないと考えられ、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、本組換え体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。 
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 次に、資料３のほうに移ります。３－１と２なのですけれども、３－１をご覧ください。前

の案件と違うのは入っている遺伝子で、前のほうではDFRとdsDFRが入っているのですが、その

代わりに本組換え体ではチトクロームb5、Cytb5が入っているという点が違います。 

 14行目のところに入れてある遺伝子が書かれていますが、新たに入っているのがペチュニア

由来のチトクロームb5遺伝子ということになります。 

 それから、その後の生育特性の変化のところですが、（１）競合における優位性において、

32行目、2011～2012年において行われた隔離ほ場における生育特性の調査のところですけれど

も、花弁の数は対照の宿主より少なく、葯数は対照の宿主より少なくなっていたというところ

がちょっと違うところです。あとは皆同じということになります。 

 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きました分科会の検討結果、資料２－１、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、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 ２－１の資料のほうで23行目の真ん中辺の、３－１でも対応する場所に同じあれ

があるのですけれども、栄養増殖という言葉がありますね、本組換え体はすべて栄養増殖によ

って繁殖されておりと。栄養増殖という言葉は私はなじみがないので、育種学辞典も調べてみ

たのですけれども、分科会の造語ではないかと、今のはジョークですけれども、普通あまり言

わないですね。栄養繁殖。 

 しかも、これは概要書やあれを見ますと、一貫して挿し芽なんですよね。栄養繁殖といって

もいろいろあるので、もう一貫して挿し芽であるから、挿し芽と書いたほうが。というのは、

栄養繁殖でも例えばメリクローンみたいな場合でも、細胞はものすごくたくさんありますから

変異も出やすいんですね。だけれども、挿し芽というのは、菊なんかもそうですけれども、枝

を切って挿すものですから、成長点の数がすごく限定されていて、バリエーションが出にくい

んですよね。だから、バリエーションが出ないということも多分この場合は１つのメリットな

んだろうと。挿し芽とされたほうがいいでしょう。 

○近藤座長 栄養増殖のところを挿し芽というふうな。 

○武田委員 はい。概要書も具体的に一貫して挿し芽というふうに。カーネーションはそんな
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に増えやすい植物ではないですから。 

○佐藤委員 わかりました。挿し芽に。 

○井出委員 37行目の、いずれの差異もカーネーションの種の範囲を逸脱するほど大きくない

と言ってるんですけれども、ほかのこのカーネーションの種の範囲というのはほかにはカーネ

ーションの種という言葉はどこにも出てこなくて、ほかはカーネーションの園芸種というふう

に書いてあるんですね。それと、評価書のほうには野生のカーネーションというのはないんだ

よと書いてあって、ここだけ種の範囲というふうなので、ちょっと違和感。園芸種の持ってい

る特性、園芸種しかないわけですから、ここは園芸種と書いたほうがいいのではないか。評価

書のほうにもこれは種と書いてあるんですけれども、どの範囲を示すのかが明瞭でなくなるの

ではないかなと。 

○近藤座長 そうですね、ここで種だと野生種があるかもしれないような、そういうふうに読

める、そうですね。 

○中川原委員 カーネーションの園芸種。 

○井出委員 そうですね。そのほうが。 

○中川原委員 カーネーションの園芸種の範囲ですね。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○武田委員 内容についてではないのですが、文章表現で、これで出るとちょっとなんか違和

感あるなと思うところがありますので。というのは、22行目ぐらいのところでしょうか、耐性

のあるなしが主語になっていて、本組換え体の栽培により確認されていると。栽培により確認

されているというのはなんか外国人の書いた日本語みたいで私はちょっと違和感あるんですが。

もうちょっとなんか日本語らしい表記ができないかなと思っているんですけれども。これ何回

も読んでると馴染んじゃうんですけれども、初めて読むと引っかかるんですよね。 

○中川原委員 組換え体を栽培し、ですか。 

○武田委員 栽培することによってというんじゃなくて、散布することによってなんですね。

そういうふうな書き方がいいと思います。 

○佐藤委員 はい。 

○武田委員 １案ですけれども、ポンと私ならどうするかなと思って読んでいたんですけれど

も、なおから全文いきますと。なお、移入されたsurB遺伝子の発現は、除草剤クロロスルフロ

ンを添加した培地での本組換え体の組織培養、ここで切って、及びとして、植物体に除草剤ク

ロロスルフロンを散布することにより確認されていると。後半を直すと読みやすくなるかなと
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思いました。栽培することによりじゃなくて、散布することによりという。 

○佐藤委員 はい、わかりました。 

○武田委員 それとついでにもう１カ所指摘させていただくと、24行目以降ですね、「が」と

いう言葉がダブるんですね、文章の中に。これもちょっと何とか。解析されていないが。 

 それとさらに言うと、実はこれカーネーションの場合栄養繁殖しかできないもんだから、世

代を超えての安定性は見てないんですね。単にこれは申請者が希望的観測で言っていることな

ので、これは最後の３行ほどは削除してもよろしいんじゃないかなと、委員会の立場としては

ですね。確認されていないというところで終わっていいと思う。 

○佐藤委員 されていないと切ってしまって。 

○武田委員 最後の４行ぐらいですかね、四、五行ですね。 

○佐藤委員 はい、25行目以降ということですね。わかりました。では、「安定性については

解析されていない。」で終わります。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

 ここまで多分ご指摘いただいた部分というのは、似たようなこういうのをこれまで送ってい

たんじゃないかと思うんですけれども、見逃してきて、もっと難しい問題がたくさんあったの

で、ここで変えていったほうがよろしいかと思います。 

○佐藤委員 ３－１のほうも全部同じように。 

○近藤座長 そうですね。 

○武田委員 これはもう隔離ほ場のほうはとっくに承認されているので、これが承認されると

一般使用として出て行くということになりますね。 

○近藤座長 今幾つかご指摘いただいた点について、事務局で修正したものをもう一度委員の

皆さんに流していただいて確認をさせていただくということで。文章が変わると何かおかしい

ところが出てくるかもしれませんので、もう一回確認させていただくということにしたいと思

います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中川原委員 評価書のほうでもいいですか。これ多分事務局のほうでも既に申請者のほうに

伝えられていると思いますけれども、これをずっと読みますと、別添資料という記載がずっと

出てくるんですよね。括弧でね。何箇所も出てくるんですが、この評価書の概要では別添資料

がありませんので、これまでと同じように公開されている資料と同じように、別添資料の一覧

をつけていただいて開示しないというふうに普通は書いてありますよね。それを多分事務局の
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ほうから言われていると思いますけれども、これついてないと思いますので、つけていただい

たほうがいいんじゃないかと。 

○近藤座長 別添資料をつけると。 

○中川原委員 いや、別添資料をつけないんでしょう。 

○近藤座長 はい。 

○中川原委員 ですから、別添資料は開示しないというのをずっと一覧で、大体一覧表でつい

てますよね、これまでは。 

○武田委員 引用だけさしておいて、どこにあるかわかってないので、ことわりを入れるとい

うことですね。 

○中川原委員 そういうことです。ことわりないと、読んで後ろを見ちゃうんですよね。 

○武田委員 ないじゃないかと。 

○近藤座長 これは、この概要書のどこに書いてありましたかね、今まで。 

○中川原委員 一番最後です。 

○近藤座長 一番最後ですか。 

○中川原委員 たしかこれで言えば、緊急措置計画書の前ぐらいかな。これ事務局のほうで確

認していただいたらいいと思いますけれども。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

 検討の結果の修正と、それから概要書の一部修正というご意見、内容に関しては今のところ

何も問題指摘されていないのですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにないので、お諮りいたしたいと思います。 

 それでは、総合検討会としての意見ということにまとめたいと思います。 

 申請者から提出された青紫色及び除草剤クロロスルフロン耐性カーネーション２件について、

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、大臣宛てに報告したいと思います。 

 ただし、今何点かご指摘ありましたように、検討結果の資料２－１及び資料３－１について

は文言を修正してもう一度確認をするということと、それから概要書に別添資料が添付されて

いない旨を最後に記述するということで、一部修正をするということにしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これについては事務局のほうの対応と、それから申請者への連絡をお願いしたい

と思います。 
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 それでは、議事のその他ですが、前回９月７日の総合検討会において、チョウ目害虫抵抗性

ダイズの検討を行い、申請者から提出された生物多様性影響評価書の内容は科学的に適正であ

る旨確認いたしました。しかし、８月28日に環境省から第４次レッドリストが公表され、チョ

ウ目昆虫に関して新たな知見が得られましたので、追加情報については農作物分科会で確認し、

総合検討会に報告することとなっております。 

 それでは、農作物分科会で確認した結果について、事務局からご報告をお願いいたします。 

○山口安全評価専門官 それでは、資料４をご覧ください。 

 ここで１つ訂正なのですけれども、日付が10月７日となっているのを９日に訂正お願いしま

す。 

 背景なのですけれども、今ありましたように、前回総合検討会において検討されましたチョ

ウ目害虫抵抗性ダイズにつきまして、農作物分科会に対し、第４次レッドリストに追加された

絶滅危惧種及び準絶滅危惧種チョウ目昆虫に対する影響を追加確認するように指示されており

ました。 

 その追加確認の結果ですが、申請者において、第４次レッドリストに追加された絶滅危惧種

及び準絶滅危惧種チョウ目昆虫95種について、過去の文献情報に基づき影響が生ずる可能性が

否定できないチョウ目昆虫種を26種特定されました。 

 特定されたチョウ目昆虫種26種について、その生息地やダイズ又はツルマメの食餌状況等に

関する文献情報を確認した結果、当該チョウ目昆虫種に影響を及ぼす可能性は低く、既に総合

検討会に報告されています生物多様性影響評価の結果に影響を与えるものではないと確認され

ました。 

 別添リストといたしまして、別添１として報告書、別添２のほうに農作物分科会における検

討の結果の修正が入っていますが。検討の結果の修正といたしましては１カ所でして、下の12

ページとあるところのチョウ目昆虫６種とあったところが26種に修正になるということでござ

います。 

 以上です。 

○近藤座長 事務局からの今のご報告について、ご質問ございませんでしょうか。 

 この修正に従って評価書に新しい挿入、入れ替えるということと、当然その後のページ数も

変わってきますので、全部そこを入れ替えということになるわけですね。 

 何かご質問、ご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、農作物分科会の検討結果は適正と判断といたします。それでいいですか。 
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 それでは、第４次レッドリストのチョウ目昆虫に関する新たな知見について、農作物分科会

の確認結果を適正と判断いたします。 

 それでは、チョウ目害虫抵抗性ダイズについて、総合検討会として次のように最終確認をい

たしたいと思います。チョウ目害虫抵抗性ダイズについて、前回９月７日の総合検討会におい

て申請者から提出され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確認しましたが、

この結果に変更はありません。前回の総合検討会の結果を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、そのほか事務局から報告事項がありますしたらお願いします。 

○鈴木技術安全室長 特にございません。 

○近藤座長 よろしいでしょうか。委員の皆様から何か特段なご発言は。 

○武田委員 いつも気になっていることなのですけれども、組換え体の特性が親の品種を超え

たときに、さっきもちょっと議論ありましたけれども、種の範囲を超えているかどうかという

逃げ道が用意されているのですけれども。種の範囲の中、つまり品種の幅というのは実はもの

すごく大きいですね。例えば稲の場合なんかで言うと、草丈だったら一番短いのは多分50cmく

らいで、高いものなら２ｍそれ以上ありますよね。この種の範囲というのを許容範囲にすると

端的に言うと何でもよくなってしまうのですね。だから、これはやはりどうなのかということ

をいつも品種をやる立場から気にしています。 

 それに関連してもう１つあるのが、結局どれくらいの有意差を検出したいかという意識がき

ちっとないものですから、やたらにラフな実験をやったり、やたらに精密というのか過重な実

験をやっているのですね。今回も実は言わなかったですけれども、t検定の自由度が180とかそ

れから花粉の成熟度を見るのにセンリュウとかそれで検定やっているから、ほんのちょっとの

差でも有意になってしまうのですね。だから、統計というのは際物で差があると言いたければ

差がある実験もできるし、ないと言いたければそういう実験もできるという弱点はある。弱点

というかな強みはあるんだけれども、 

 やはりこれ外へ出て行くようなことを考えると、きちっとした実験をして確かに親品種と違

わないのだということで納得させるような努力をしないと、種の範囲を超えていないのだから

いいのだというのだったら、さっきも言ったように何でもありになってしまうので。この辺は

やはり、この委員会でどう議論してもしょうがないので、実際は申請者のほうに何らかの情報

というかシグナルを送る必要があるのだと思うのですけれども。いつも毒まんじゅうを食わさ

れたような思いをするものですからね。皆さんどういうふうに思っておられるかということも
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ありますけれども、何らかの意思表示ができればいいのかなと思っていますけれどもね。 

○佐藤委員 基本的にはその後にその差は多様性に対する影響がないというのが必ずついてい

るはずだと思うのですけれども。だから、一概に何か差が出たからと言って必ずだめかという

ことではないだろう。それがだから、多様性影響になければいいということであのような感じ

に、後ろとセットになって多分大抵はなってはいると思うのですけれども。でも、種の範囲を

超えるということだけが強調されるような感じになっていることもあるかもしれません。 

○近藤座長 そうですね。確かに有意差はあるけれども、種の範囲には収まるということが書

いてあって、ただ最終的にこれが生物多様性に影響があるかどうかということの判断というの

は、実は種の範囲を超えないからいいということでは判断していないと思います、分科会にお

いても。ですから、そういった委員の判断というのは最終的なハードルとしてあるとは思いま

すけれども。どういう適当な言葉があるかということ、でも最終的にはどのみち生物多様性に

影響はないというところを確認しているということなので、種の範囲を超えていないというこ

とを書くことにあまり意味がないと思えば書かなくていいのかと思うのですけれども、 

○中川原委員 難しいですね。種の範囲を超えたらどうなるかという問題がありますからね。 

○佐藤委員 宿主と組換え体の間で何かしらの差があったときに、やはり何かそこにコメント

をつけないとちょっとおさまりが悪い。だから、少なくとも種の範囲は超えていなくて、なお

かつ多様性に影響があるようなケースではないという２段階で何とかしているという。 

○武田委員 種の範囲を超えるということが大変なことだという認識が共有されていれば安心

なのですけれどもね。 

○佐藤委員 今後うまくつながるように一連の中で評価するような感じの文章になるように注

意したいと思います。 

○近藤座長 最近あまりないですけれども、以前は試験の供試個体数が非常に小さくて有意差

がないと言ってもこんなの意味がないという、そういうことでコメントを返したことがありま

すので、単純に統計の解析結果が有意差があるないというだけではなくて、その試験の内容と

かでも一応チェックはして、それで総合的な判断はしているとは思います。 

○武田委員 外国で既にとったデータなんていうものはどうにもできないですけれども、国内

できちっとこれから評価するようなときは、申請者に注意してというのでしょうか、やってほ

しいなと思いますね。 

○近藤座長 どうしても有意差が出てしまうようなこともあると思うのですね。それは何度試

験やっても多分出るだろうというそういう傾向もあるのですが、それは結局生物多様性に影響
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を与えるようなものではないというふうに委員会のほうで判断するかどうかにかかっていると

思うのですね。 

○中川原委員 判断の基準としては種の範囲というのといわゆる栽培種を扱っているのが多い

ですから、栽培種品種分の中の範囲というのが二つあって、どちらかというと栽培品種群の変

位のほうが大きいですよ、めちゃくちゃ。ですから、そういう意味で言えば、割と正確にこれ

表現していただくと、品種群の中での範囲ということを重要視されるのではないかなと思うの

ですね。 

○近藤座長 確かにご指摘のように、種の範囲に入っているからいいということをあまり深く

吟味しないで軽く使ってしまうという傾向は多少最近あるのですよね、やはりね。 

○佐藤委員 最近ちょっと慣れてきたというか、初めのころは結構注意していましたけれども、 

○井出委員 グループによって違うと思うのですね。どこを測りとったらいいのかという。例

えばカーネーションなんかの場合、すごくドワーフの品種とかもあるわけですよね。そういう

ものも含めるのか、あるいは今使っているグループというか栽培に供するためのグループと比

べるのかという、そういうところをもう少し気をつけないと。多分我々樹木のほうだともうと

んでもない変位、自然の集団なのでもう全然小さいものから同じ種の中で100ｍくらいあるよ

うなものがあったりする可能性があるので、それは多分使えない基準だろうと思うのですね。 

 やはり何と比べいているかということが、今日も種ということ言われましたけれども、その

辺を明確にしておけばいいのはないかなと思うのです。 

○近藤座長 最近私は安易に使われているというように思うのは、以前は組換え体と宿主以外

にもよく栽培するようなものを、一緒に何品種かやったときに、その範囲に入っているという

のはそういう議論しているのがあったと思うのですが、最近そういうのはなくなっているんで

すね。一般論としてそういうふうに言っているだけで。証拠が出されていない。 

○武田委員 隠れ蓑になっちゃっていますよね。昔の実質的同等性みたいなもので、この言葉

は何だという。 

○近藤座長 その点やはりもう少し申請者側もあまり安易に考えないで、範囲といってもどう

いうものの範囲かをしっかり書いてもうというのは必要かもしれませんね。 

○武田委員 農作物分科会が一つの関所になりますので、よろしくお願いします。 

○佐藤委員 はい、わかりました。 

○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。それでは事務局にお返しした

いと思います。 
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○鈴木技術安全室長 本日もありがとうございました。 

 これをもちまして、総合検討会を閉会させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後３時０５分 閉会 


