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午後１時３０分 開会 

○鈴木技術安全室長 では、定刻となりましたので、ただいまから生物多様性影響評価総合検

討会を開催させていただきます。 

 本日もご多忙の中、先生方に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。 

 矢木先生が本日は所用によりましてご欠席とのご連絡をいただいております。また、嶋田正

和先生におかれましては、若干遅れていらっしゃるというご連絡をいただいておりますので、

始めさせていただきたいと思います。 

 議事に入ります前に資料の確認をさせていただきたいと思います。資料一覧がまず最初につ

けてございますが、その下に議事次第、委員名簿、座席表がございます。いつもどおり右上に

資料ナンバーが付してございますので、ご確認お願いいたします。まず資料１、資料２－１、

２－２、資料３－１、３－２、資料４、資料５－１、５－２。参考資料が１、２ということで、

いつもどおり承認の一覧がございます。あと、先生方には事前にこちらのほうの評価書をお送

りさせていただいております。２冊ございますが、もし資料に不足等がございますれば、その

都度でも構いませんので挙手いただければ、事務局のほうで準備させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 また、傍聴の皆様方におかれましては、あらかじめ配付させていただいております留意事項

に従いまして、審議の円滑な運営につきましてご協力を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、井出座長によろしくお願いしたいと思います。 

○井出座長 では、本日の総合検討会では、農林水産大臣及び環境大臣宛てに提出された２件

の第一種使用規程承認申請について、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の遺伝子組換え生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。 

 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します。 

○鈴木技術安全室長 資料１をご覧ください。本日ご審議いただく案件は２件でございます。 

 まず、１つ目は、除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサート

耐性ダイズでございます。スタック系統となってございますが、ダウ・ケミカル日本株式会社

より申請されております申請案件でございます。使用等の内容といたしましては、食用又は飼
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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とな

ってございます。これまでの検討状況でございますが、農作物分科会におきまして本年１月24

日、３月10日の２回にわたりましてご審議いただきまして、本日その結果を総合検討会にお諮

りするという予定でございます。スタック系統でございますので、隔離ほ場試験は本案件につ

いては課してございません。 

 次に、２番目でございますが、低リグニンアルファルファでございます。日本モンサント株

式会社より申請がなされております案件でございます。使用等の内容でございますが、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

といたしまして、農作物分科会におきまして本年３月10日、５月30日、２回にわたりまして審

議を行い、この結果を本日ご審議いただくという予定になってございます。ちなみに、隔離ほ

場試験につきましては、2012年の９月に承認が出されておりまして、今回はこの一般使用につ

いてのご審議でございます。 

 資料１の裏側には、１番の案件の親系統のスタック系統の情報が付してございますので、後

ほどご覧いただければと思います。 

 以上でございます。 

○井出座長 それでは、除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサ

ート耐性ダイズについて検討したいと思います。 

 農産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。 

 名称、除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサート耐性ダイズ

（改変aad-12,pat,改変cp4 epsps,Glycine max(L.)Merr.） 

（DAS68416×MON89788,OECD UI: DAS68416-4×MON89788-1）。 

 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、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

使用規程に従って除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサート耐

性ダイズ（以下「本スタック系統」という。）の第一種使用等をする場合の生物多様性影響に

関する申請者による評価の内容について検討を行った。 
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 スタック系統については、親系統の特性のみが付与されることが一般的だが、導入されてい

る遺伝子の発現によって生産される蛋白質等の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな

特性が付与され、その結果、親系統には見られない生物多様性影響をもたらす可能性がある。

このことから、スタック系統の検討に当たっては、親系統に移入された遺伝子の発現による形

質間の相互作用の有無を検討し、形質間の相互作用がないと判断される場合には、親系統の生

物多様性影響評価情報を用いて、当該スタック系統の生物多様性影響評価を行うことが可能で

ある。一方、形質間に相互作用がないと判断されない場合には、親系統の生物多様性影響評価

情報及び当該スタック系統に関する試験結果等を用いて生物多様性影響評価を行う必要がある。 

 以上のことから、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。 

 本スタック系統は、①改変AAD-12蛋白質をコードする改変aad-12遺伝子及びPAT蛋白質をコ

ードするpat遺伝子が導入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(DAS68416)、②改変CP4 EPSPS蛋白質をコードする改変cp4 epsps遺伝子が導入された

除草剤グリホサート耐性ダイズ(MON89788)を用いて、交雑育種法により作出されたものである。 

 本スタック系統に導入された遺伝子により産生される除草剤耐性蛋白質である改変AAD-12蛋

白質、PAT蛋白質及び改変CP4 PESPS蛋白質は酵素活性を有するが、基質特異性が高く、関与す

る作用機作も互いに独立していることから、宿主の代謝系を変化させたり、予期しない代謝物

が生じたりする可能性は低いと考えられた。 

 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、本スタック系統の植物体内にお

いて相互作用を示す可能性は低く、親系統が有する形質を合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。 

 なお、各親系統の次に掲げる評価項目については検討が既に終了しており、当該検討の結果、

各親系統第一種使用規程に従って使用した場合、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されている。（１）競合に

おける優位性。（２）有害物質の産生性。（３）交雑性。 

 各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能です。 

 ２、農作物分科会の結論。 

 以上より、本スタック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。 

○井出座長 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料２－１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、大臣宛てに報告するものです。ついては、

どなたからでも結構です、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

○武田委員 基本的に、スタック系統として検討されて、特にインタラクションを起こしてな

いということのようですので、この結論は妥当だというふうに判断します。 

○井出座長 ほかにご意見ございませんか。よろしいでしょうか。 

○嶋田（透）委員 ちょっと参考のために教えていただきたいのは、この相互作用というのは、

基本的に遺伝子がコードしている蛋白質のその活性が基質特異的であると。その蛋白質の作用

を酵素として、この場合は酵素だと思うんですけれども、そこに関して評価するということだ

と理解してよろしいですか。 

○佐藤委員 この場合は３つとも酵素ですので、その酵素の反応自身、またその変わる代謝系

がクロスしてないかということを評価しているということですね。この場合は酵素ですので、

そういう点を考慮しています。 

○嶋田（透）委員 だから、基質特異性だけを評価したのではなくて、その結果として、代謝

経路が例えば遮断されたときに、何かクロストークが起きるという可能性まで考えて、相互作

用がないという評価をしたという。 

○佐藤委員 そうですね。代謝系がクロスしてないということですね。 

○嶋田（透）委員 わかりました。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、特段ご意見もないというふうに考えられますので、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、グルホシネート及びグリホサ

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、大臣宛てに報告を

したいと思います。以上。なお、事務局から申請者に対し、この旨ご連絡をお願いします。 

 続きまして、低リグニンアルファルファ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３に基づき、ご報告をお願いいたし

ます。 
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○佐藤委員 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。 

 名称、低リグニンアルファルファ（CCOMT, Medicago sativa L.） 

（KK179,OECD UI: MON-00179-5）。 

 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、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、第一種使用規程に

従って本組換えアルファルファ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。 

 本組換えアルファルファは、大腸菌(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-MSPQ12633のT-DNAⅠ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。 

 本組換えアルファルファには、アルファルファ由来のカフェオイルCoA3-O-メチルトランス

フェラーゼをコードするCCOMT遺伝子の部分配列を逆方向反復配列の形で組み合わせたDNA断片

（以下、「CCOMT遺伝子断片」という。）を宿主に組み込むことにより、RNA干渉をもたらす二

本鎖RNAが産生されるように設計されている。CCOMT遺伝子断片を含む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及び

サザンブロット分析により確認されている。また、目的の遺伝子断片が複数世代にわたり安定

して発現していることがノーザ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。 

 我が国では、アルファルファは明治初年に牧草として導入され、全国の道端や草地に野生化

していると言われているが、その生息地は点在しており、大きな群落をつくるようなことはな

いと考えられている。また、アルファルファの幼植物は雑草との競合に弱く、耐湿性が低く、

酸性土壌を嫌うため、我が国の湿潤な気候及び酸性土壌には適さない作物である。このため、

アルファルファ自体が日本固有の在来種を駆逐して生物多様性に悪影響を及ぼすような侵略的

外来種とはなり得ないと考えられる。 

 我が国の隔離ほ場において、本組換えアルファルファと対照の非組換えアルファルファにつ
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いて、形態及び生育の特性、植物体の越冬性、花粉の稔性やサイズなどについて比較試験を行

ったが、これら形質についての統計学的有意差は認められなかった。 

 また、米国において、種子の生産性、脱粒性、発芽率などについて調査を行った結果、発芽

率を除く項目については統計学的有意差が認められなかった。 

 本組換えアルファルファに導入されたCCOMT遺伝子断片は、リグニン生合成経路に関与する

CCOMT遺伝子の発現の抑制を通じて、植物体中のリグニン含量を低下させる。一般的にリグニ

ン含量が低下すると、植物体の構造が弱くなり、環境からの物理的ストレスに弱くなると考え

られる。また、病害や害虫に対する抵抗性も低下する可能性がある。このため、本組換えアル

ファルファの発芽率に認められた統計学的有意差のみをもって、競合における優位性が高まる

とは考えがたい。 

 以上のことから、影響を受ける可能性のある野生動植物とは特定されず、本組換えアルファ

ルファの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アルファルファは、キュウリ、レタス、ソルガム及びオオムギに

他感作用を示すことが報告されている。しかしながら、本組換えアルファルファに導入された

CCOMT遺伝子断片は、リグニン生合成経路に関与するCCOMT遺伝子の発現の抑制を通じ、植物体

中のリグニン含量を低下させるものであり、それ以外の代謝経路に影響を及ぼす可能性は低い

と考えられる。 

 また、本組換えアルファルファと対照の非組換えアルファルファについて、後作試験、鋤込

み試験及び土壌微生物相試験により、有害物質の産生性に関する比較試験を行ったが、いずれ

の項目においても統計学的有意差は認められなかった。 

 以上のことから、本組換えアルファルファが本来有する他感作用物質以外に有害物質の産生

性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれが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。 

 アルファルファと自然交雑が可能と考えられる近縁種は、多年生の Medicago属のM. 

prostrata、M.cancellata及びM saxatilisの３種であるが、これらは日本には自生していない。

また、我が国に多年生のMedicago属の植物としてコメツブウマゴヤシが自生しているが、交雑

は起こらないと考えられる。したがって、交雑性に起因する生物多様性影響を受ける可能性の
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ある野生動物種は特定されなかった。 

 以上のことから、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、本組換えアルファルファ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。 

○井出座長 ただいまご報告いただいた分科会の検討結果、資料３－１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、大臣宛てに報告するものです。ついては、

どなたからでも結構です、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 武田委員。 

○武田委員 細かい点なんですけれども、大臣宛てに出ていくということもあるので、ちょっ

とお尋ねしておきますけれども、単語で普通名詞の頭を大文字で打っているところが何カ所か

あって、ちょっと目につくので。普通名詞は小文字で書き起こせばいいんだと思うので。例え

ば、作物名のAlfalfa, Lucerneですね。これ大文字で出ていますね。それから、概要書がいい

か評価書がいいかはあれですけれども、例えば評価書のほうで、これ申請者から直してもらえ

ばいいんですけれども、CrownだとかFall dormancyだとかShootだとか、そういう言葉が何カ

所か大文字で始まっているんですよ。極めて細かいことなんですけれども、完成度の高い申請

書の中にこういうのが混ざっているとどうしても目につくので、最終版の前には直していただ

いたほうがいいかなと思います。 

○佐藤委員 わかりました。 

○嶋田（透）委員 １点だけ教えていただきたいんです。これ、種子の発芽率については、統

計的な有意差が認められ、発芽率がよいということですよね。この差というのをどういうふう

に、有意差があるというのはそうなんだけれども、実際には問題にならないという意味なのか、

それとも、これアメリカでの別の実験では発芽率には差がないという結果があるので、問題で

はないということなのか、どちらなのか教えていただけるとありがたいです。 

○佐藤委員 この程度の差ならば、いわゆる環境とか異種間で起こるような差の中に入ってい

ることもあり、大きな問題にはならないというふうに考えています。昔は何でも有意差がある

といいというふうな感じもあったんですけれども、今はそれが特に多様性影響をもたらすよう
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なことでなければ、よいというふうな判断をしています。 

○嶋田（透）委員 数字上の、単純にパーセントじゃないと思うんですけれども、この86％と

72.5％というんですかね、これ平均値で。 

○佐藤委員 47ページのところですね。 

○嶋田（透）委員 ええ。この程度の差という、そういう定量的な観点から、競合における優

位性は生じないということなんですね。 

○佐藤委員 はい。そういう判断です。 

○嶋田（透）委員 わかりました。 

○井出座長 よろしいですか。 

 ほかに。 

○武田委員 アルファルファというのは、よく知られているようでよく知られてないような、

ちょっと中途半端な作物だと思うんですけれどもね。これは基本的には牧草なんですけれども、

申請は食用及び飼料用となっていて、人間様が食べるという。実際、デパートの地下なんかへ

行きますと、アルファルファのモヤシって売っているんですよね。ところが、申請書を見ます

と、用途のところに人間が食べるということは一切出てこない。それで、食用及び飼料用と出

てくるのは、やっぱりちょっと書類としては不十分なところがあるので。トレンディーな食べ

物として、最近、アルファルファのモヤシが出てくるので、やっぱりちょっと一行入れとかな

いと、申請の中身とうまく整合しないような感じを私は受けたんですけれどもね。特に日本の

場合は、どのぐらいの需要があるのか知らないけれども、やっぱり結構あるんでしょう、統計

をとれば。 

○鈴木技術安全室長 ただ、これは食用のほうは申請は出されてないんでね、特に。 

○武田委員 ないんですね。それもちょっと奇異な…… 

○鈴木技術安全室長 したがって、基本的には人が食べるということは想定してない前提で、

ちょっと私も今気がついて、前例を見たんですが、アルファルファについては、過去、承認し

た事例が全て実は食用という形で入っておりまして、ちょっと改めてこういった…… 

○武田委員 実際、デパートの地下なんかにありますよ。 

○鈴木技術安全室長 一種使用の条件がいいのかどうかというのは、検証してみたいと思いま

す。 

○武田委員 そうですね。 

○井出座長 ここで文言というか、申請書自体を修正したほうがよいということ。 
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○武田委員 僕は１行加えてもらったほうがいいと思うんですけれどもね。 

○高島農産安全管理課審査官 この案件は、厚労のほうに食品の安全性確認案件として２月に

申請されています。まだ向こうに入っている段階で、どういう状況なのかはわかりません。飼

料用途なんですけれども、食品の安全を確認するために食品安全性確認にも出しているんだと。 

○鈴木技術安全室長 出しているわけですね。すみません、申請は出ているということ。 

○高島農産安全管理課審査官 はい。 

○武田委員 今、我々が持っている資料にはないですね。 

○高島農産安全管理課審査官 これは飼料で使うということですけれども、万が一人間の口に

入った場合とか、そういうことも想定して申請者が食品安全性の確認も申請を出されています。

評価書でいいますと50ページのところに…… 

○武田委員 万が一というよりも、むしろ積極的に…… 

○高島農産安全管理課審査官 そうですね。 

○武田委員 健康食品として、一流の食品売り場で高い値段で、びっくりするような値段で売

っていますからね。 

○高島農産安全管理課審査官 食用のものとは品種自体が違うんですけれども、評価自体は食

品も通っているということでございます。 

○武田委員 わかりました。 

 それから、これは申請書のものに直接かかわってくることではないんですけれども、これ組

換え体としてはちょっとおもしろいケースなんですね。ＲＮＡ干渉を使っているわけなんです。

そのリグニンを下げるということも、これは反すう動物では重要なことなので、そういう関心

もあって読んでみたんですけれどもね。ところが、ふたをあけてみると、ＲＮＡ干渉でリグニ

ンの含量は確かに下がっているんですけれども、１割、２割というレベルで、実はそれは既存

の品種の範囲の中なんですね。だから、品種を調べてみると、もっと低いやつがあるって、ち

ゃんと評価が出ているんですよ。そうすると、これは全くこの審査とは違う話なのかもしれな

いけれども、選抜かければ、品種の中にはあるものを、あえて遺伝子組換えしてＲＮＡｉだと

いう必然性が、少なくとも育種の立場からはないんですよね。その辺は農作物分科会ではどう

だったの、クリアしてきたんですか。 

○佐藤委員 そのような論議はなかったですけれども、いい品種に直接遺伝子を導入するメリ

ットはあるだろうと。それを育種的につくる場合とどっちが早いのか、ちょっとわからないん

ですけれども。スピードの問題なのかなと私は思っておりました。 
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○武田委員 遺伝子を組換えなければ出てこないようなものだったら、それは我々も大いに擁

護したいけれども、品種でもっと低いやつがあると言われると、それを選抜してくりゃいいじ

ゃないかというのが、育種の教科書的な回答になるんだと私は思うんですよね。ここで議論す

るには不適当ならば、議長に引き取ってもらっていいんですけれども。 

○鈴木技術安全室長 自然界で起きておりますそういった低リグニンの現象というものが、私

も、すみません、どの程度科学的に正確に理解されているのかが、解明されているのかという

のがちょっとよくわかりませんけれども、今回の案件につきましては、少なくともＲＮＡ干渉

を誘導するＤＮＡ断片を入れているという意味では、遺伝子とは言わないまでも、外来の核酸

を導入しているという形でありますから、そこは明確にカルタヘナ法の規制対象生物となり得

るという考えで、我々のほうは農産物分科会のほうにお諮りをしているということであります。

したがって、自然界で起き得る低リグニンの品種というものが、そういった多分、外来のＤＮ

Ａ断片が入ってない形でも同様のことが起き得るということかと思いますので、そこはちょっ

とこの生物多様性影響の程度を議論する本来の趣旨とちょっと制度上の対象物が違うというと

ころで切り分けるしかないのかなと思っております。 

○武田委員 確かに、つくったものはつくっちゃったんで、我々が審査しなきゃいけないとい

うのはよくわかるんですけれどもね。ただ、私は育種が専門で飯食ってきたんですけれども、

育種の立場から言うと、正直にデータを出してくださったから目にとまっちゃっただけなんだ

けれども、例えば評価書の31ページですかね。これ表５ですけれども、総リグニン、これは分

画、Ｇ、Ｓ、Ｈと分けているんだけれども、簡単なために総リグニンの表５をいきますと、本

組換えアルファルファは、対象品種の平均6.93に比べて、5.39とこれは22％下がっているんで

す。ですから、もちろんこれ遺伝子組換えによって２割方下がったという意味では正解なんで

すけれども、じゃ実際、商業品種はどうかというと、一番後ろですね、範囲が1.39から12.54

と。1.39ということは、本組換えアルファルファの5.39よりはるかに低いんです。ですから、

既存の品種で十分、育種的には対応できるんですね。だから悪いと言っているんじゃないです

よ。ただ、こういうときに、あえてＲＮＡｉを使ってやるという戦略を農作物分科会あたりで

どう評価したのかというのは、私は興味があったんですよね。 

○大澤委員 これを確かにここで議論することではないかもしれませんけれども、育種の方法

としては。あと、このテーブルは99％信頼区間の問題なので、そういう最適な品種がこの間に

入るかどうかは、必ずしもこの99％T.I.の…… 

○武田委員 いや、1.39から12.54というのは、これは範囲です。括弧の中が99％のプロバビ
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リティーを計算した結果ですよね。だから、1.39％の品種というのは実在するんですよ。だか

ら、もちろんそれがアイディアルな品種かどうかというのは、次の問題だと思う。 

○大澤委員 その遺伝資源としてはあると。 

○武田委員 そうそう。基本の品種としては既にあると。 

○大澤委員 あと、これのメリットとして考えたのは、多分、４倍体の品種で、平均値をそこ

までこういうふうに減らすのは結構時間がかかると思うんですね。しかも他殖性で。それをシ

フトさせていくのと、こういう組換え体を使っちゃった場合は、早いんじゃないのかなという

のは、育成経過を見たら、そうかなと思うんですけれども、それはできないかと言われると、

できますよね、間違いなく。 

○武田委員 何らかの理論武装は要るかなという。だから、これを認めないと言っているんじ

ゃないんで。ただ、立場上、これを何も言わんで通すわけにはいかないので、あえて申し上げ

た次第です。 

○井出座長 ありがとうございます。申請は申請なので、評価し、検討して結論を出さないと

いけないということなので、その部分についてはご理解いただきたいと思いますけれども。 

○佐藤委員 １つ、使っている技術自身は、ＲＮＡｉ法で非常に特異性が高い技術で、安全性

が高いと。もっといろんなことに変化が起こるようなものではなくて、非常にスペシフィック

に効くやり方なので、それはそれで確かな技術なのかなという。 

○武田委員 だから、いろんな分画があるから、全部ゼロにはできないというのはよくわかる

んだけれども、それにしても、これターゲットの分画のＧリグニンだけに限定してみても、そ

んなに目立ってドラスティックに、劇的に効く技術じゃないんだなということを、逆に知って

しまったようなところはあるんですけれどもね。すみません、ちょっと不規則発言で。 

○佐藤委員 それは技術的にはもっと抑えられる可能性もあるとは思うんですけれども、必ず

しもそれ、すごく抑えたものが実際に使用に耐える品種としていいかどうかは、ちょっとわか

らないところもあるのかなと思います。耐病性とかいろんなことが弱くなると思いますので。

だから、その辺で一番栽培的にも妥当なものを選んでいるのではないかなというふうに思いま

す。 

○井出座長 よろしいでしょうか。高村先生はよろしいですか。 

 ちょっと私、この交雑性のところですごく、今まで審査したやつでどう書いてあったかわか

んないですけれども、日本にはコメツブウマゴヤシが自生していると。が、交雑は起こらない

と考えられるって、それしか書いてないんですけれども、その交雑が起こらないと考えられる
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理由がどこにも書いてないような気がするんですけれども、どこかにその証拠というのは書か

れているんでしょうか。 

○佐藤委員 いや、交雑は報告されてないということだと思いますけれども、これ56ページの

ところですよね。評価書の56ページのところにさらっと書いてあるということだと思うんです

けれども。もう種は別の種ですので…… 

○井出座長 59ページ。 

○佐藤委員 56ページですか。56ですよね。基本的には種が別ですので、交雑は起こらないと

考えられるって。弱いですけれども、言い方が、起こらないだと。 

○嶋田（透）委員 日本語として、「考えられる」じゃなくて、「起こらない。」にしていた

だけるといいんじゃないかと思うんですけれども。 

○佐藤委員 あとは、９ページのところにあるかな。 

○大澤委員 ９ページに交雑した例はないと。要するに、今まで成功したことはないというこ

とと、遺伝的類似性がないという、これで担保しているんではないかと思うんですよ。 

○嶋田（透）委員 「交雑種を得たとする２つの報告がある」ということも書いてありますね。 

○井出座長 そうなんですよね。 

○大澤委員 少なくとも、そのうち１つは自家受粉であると。その後やったのは、全て失敗し

た。1928年のSouthworthのやつは、報告はありますと。でも、その後成功した例はないという。 

○嶋田（透）委員 再現されてないんだ。 

○大澤委員 再現性がないと。あと、ゲノム分析で類似性がないということなので、そのとき

の説明では。絶対ないって、なかなか難しいんですね。 

○嶋田（透）委員 その段落の一番最後のところ、「起こらないと考えられる」とあるので、

それを受けてこう書いてあるんですね。 

○大澤委員 そうですね。 

○嶋田（透）委員 わかりました。 

○井出座長 わかりました。ありがとうございます。 

 そのほかよろしいでしょうか。 

 そうしましたら、ご意見いただきました。集約して総合検討会としての意見を取りまとめた

いと思いますが、先ほど武田先生から、食用としての何らかの記述が必要ではないかというふ

うなご指摘がありました。それはどうしましょうかね。追加していただくということにしたい

と思います。 
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 そこで、申請者から提出された低リグニンアルファルファについて、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と判断します。なお、先ほど指摘されました食用としての使用に関する項

目を評価書につけ加えていただきたいということで、修正をしていただいた上で、各委員にご

確認いただいた後、大臣宛てに報告したいと思います。なお、事務局から申請者に対し、この

旨連絡願います。 

 そのほか事務局から報告はございますか。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 消費・安全局農産安全管理課です。遺伝子組換え農作物の審

査手続の見直しについて、この場でちょっとご説明させていただきたいと思います。お手元の

資料４の方をご覧ください。 

 遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物多様性影響については、カルタヘナ法が施行

して以来、約10年にわたりまして、これまで219件を審査してきたところです。最近の申請傾

向としましては、過去に審査経験のない新たな形質や作物種を用いたもの、それから、過去に

豊富な審査経験のある形質や遺伝子を用いたものと、この２つに申請の内容は大別できるかと

考えられます。今後は、さまざまな技術が進展している中で、より複雑な機能を有する新たな

形質が付与されたものであるとか、あるいはこれまでに審査経験の少ない農作物、あるいは野

生種との交雑が起こり得るような農作物を宿主とした、そういったものの遺伝子組換え農作物

の申請の増加というものが見込まれております。こうした中で、遺伝子組換え農作物を引き続

き適切に管理する上で、過去の審査経験をきちんと活用して、生物多様性影響に係る審査の質

を維持しつつも、手続の改善を行っていくことによって、高度かつ精緻な審査が必要となる、

そういった遺伝子組換え農作物を適切に審査していきたいと、このように考えております。 

 今回実施したいと思っております手続の見直しの内容について、２番以降に書いております

が、２つございまして、１つが隔離ほ場試験にかかわるもの、それから、もう一つがスタック

系統の審査にかかわるものとなっております。先に隔離ほ場試験の関係についてご説明させて

いただきます。 

 同じ資料の１ページ目の（１）、真ん中ぐらいから始まるところですが、現行、隔離ほ場試

験については、「農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺伝子組換え植物に係る第一種

使用規程の承認の申請について」という通知において、我が国の自然条件のもとで生育した場

合の特性が科学的に明らかでない遺伝子組換え植物、こういったものの第一種使用等をする場

合には、隔離ほ場試験において関連する情報を収集するようにという規定がございまして、通
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常、海外から申請される場合は国外のラボ、それから国外の複数箇所のほ場試験のデータが申

請書のほうについてくるわけですが、これに加えて、我が国内においても、限定された条件の

もとではありますが、隔離ほ場試験を実施してデータを集めるようにというようになっており

ます。 

 過去の審査経験等から得られている科学的知見というところに移りますが、これまで特にト

ウモロコシについては、他の農作物に比較しても多くの審査をしてきたわけでございます。そ

ういった中で、次ページにありますように、トウモロコシについては我が国において交雑可能

な近縁野生種が存在せず、一般的特性として、栽培等の人為的な管理がなされない限り、自然

条件下での自生をすることは困難な作物です。 

 それから、競合における優位性及び有害物質産生性に関して、遺伝子組換え体と非組換え体

との比較に関して、国外のほ場等における試験で、そのデータにおいて両者の間に生物多様性

影響の観点から注視すべき差異が認められない、こういった場合に、国内で改めて隔離ほ場試

験を実施した場合、生物多様性影響の観点から問題となり得るような差異がここで初めて出た

というようなことは、これまで一度もなかったというような状況になっております。 

 こうしたことから、一定の条件に合致する遺伝子組換えトウモロコシに関しましては、国内

での隔離ほ場試験のデータがなくとも、過去の審査で用いられたデータあるいは国外での試験

結果を用いて、我が国の自然条件のもとで生育した場合の特性を科学的に判断できると、この

ように考えております。条件としましては、まず１点目、作用機序がよく理解されている遺伝

子またはＤＮＡが導入されたものであって、２点目としましては、付与された特性が過去に審

査されたものの範囲を超えないもの、この２つを同時に満たすということが前提になると考え

ております。 

 具体的に今後、第一種使用等の申請に当たって、先ほど申し上げたような遺伝子組換えトウ

モロコシについては、我が国での隔離ほ場における情報収集を要しないということで、どうい

ったものが対象となり得るのかということが明確になるように、通知を改正するとともに、具

体的事例を農林水産省ホームページに掲載したいと考えております。 

 その具体的事例として示しておりますのが、別紙１のほうになります。１、２、３という形

でその内容が分かれておりますけれども、１のほうに今申し上げたような基本的な要件を掲げ

ておりまして、２番に書いておりますものが、作用機序がよく理解されている遺伝子、または

ＤＮＡが導入されたものということでお示しさせていただいております。 

 これらの遺伝子であっても、付与された特性が過去に審査されたものの範囲を超えることが
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ないかどうかというのは、一概に一括りでは判断ができませんので、個別の検討が必要になり

ます。このため、こちらに掲載されているような遺伝子が導入された遺伝子組換えトウモロコ

シについて、隔離ほ場試験が不要になるかもしれないということであれば、必ず事前に農産安

全管理課のほうに相談をいただきまして、農産安全管理課のほうで委員の皆様にもご相談をし

ながら、これであれば、過去の類似の遺伝子の審査のデータあるいは国外のほ場試験等で得ら

れたデータによって、我が国での自然環境下での生育特性が判断できると判断できたものにつ

いては、隔離ほ場試験を不要とするという形で対応したいと考えております。 

 続きまして、スタック系統の審査になります。もとの資料の２ページ目の方にお戻りくださ

い。 

 スタック系統については、過去に第一種使用等による生物多様性影響について審査されて、

問題ないとして承認されたシングル系統、これを親系統とし、交配育種によって育成された系

統でございまして、そういった観点から各親系統に導入された形質の間での相互作用、こちら

の有無について重点的に審査をしてきたところでございます。その際には、スタック系統に含

まれている形質が分離した後にさまざまな形質の組み合わせが生じるわけですが、そういった

スタック系統の後代分離系統に含まれ得る形質の組み合わせについても、全て網羅的に審査を

するということで対応してまいりました。 

 これまでに既に承認されたスタック系統の後代分離系統に包含される形質の組み合わせ、全

く同じものであっても、親系統から改めて交配育種によって育成されたスタック系統が出てき

た場合には、その都度、承認申請を求めて、各親系統に導入された形質の間での相互作用の有

無について、重複もしながら審査経験を積み重ねてきたといったところでございます。 

 このような審査経験の積み重ねによりまして、各親系統に導入されたそれぞれの形質の機能

が独立していて、なおかつ、生体内で代謝系に影響を及ぼすことがない場合には、相当数の親

系統を交配し育成された多重スタック系統についても、将来に育成される可能性のあるものも

含めて、各形質間の相互作用の有無を的確に判断することが可能になったと、このように考え

ております。 

 こうしたことから、見直し後の内容ですけれども、育成に用いられた各親系統に導入された

それぞれの形質の機能が独立していて、かつ生体内で代謝系に影響を及ぼすことがないスタッ

ク系統については、将来に育成される可能性のあるものも含めて、一括して生物多様性影響の

評価の申請をすることを認め、申請を受けたものについて、包含される形質の全ての組み合わ

せについて統合的に審査するという形で対応したいと考えております。 
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 ただし、このスタック系統を作出するに当たって、親系統の一つでも作用機作が複雑であっ

たり、あるいは代謝系に影響を及ぼす遺伝子が導入されているといった場合には、これは従前

どおり、作成されたもののみについて申請を認めて、個別に審査を行うということで対応して

いく予定としております。 

 今回の見直し案件、２点ほど報告をいたしましたが、これらはいずれも、申請者が勝手にみ

ずから判断するようなものではございません。申請が予定されている遺伝子組換え農作物が前

述の（１）または（２）に該当するか否か、これは「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基

づく審査・管理に係る標準手順書」に基づきまして、必ず申請の前には事前相談を行うことと

なっております。その事前相談のときに、どういったものを導入しているのか、あるいはスタ

ック系統の親系統はどんなものなのかということをきちんと確認をいたしまして、こういった

見直し後のスキームに乗せることも可能であるものだけを乗せていくというような形で、対応

したいと考えております。 

 以上です。 

○井出座長 ありがとうございました。 

 ご質問、ご意見があればお伺いいたします。どなたからでも結構です。手続の見直しという

こと。内容は、トウモロコシの隔離ほ場試験をしなくてもよいようにするというのと、スタッ

ク系統の審査をより簡素化するということだそうですけれども、どなたからでも、何からでも

結構ですので、ご意見あれば。 

 農作物分科会としてはいかがですか。佐藤先生。 

○佐藤委員 ぜひこれを認めていただきたいと思います。一番初めにありましたように、やは

り我々は今、限られた時間の中で難しい案件も随分ありますので、そちらのほうに集中的に審

議するとともに、特にトウモロコシという宿主に関してこれだけ経験が積み重なってくると、

このような簡素化というのは十分可能だろうというふうに考えました。 

○井出座長 ご意見ございませんでしょうか。 

○嶋田（透）委員 すみません。正確に認識してなくて申しわけないんですけれども…… 

○佐藤委員 下のほうですか。 

○嶋田（透）委員 そうですね。スタック系統のほうなんですが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという

トランスジーンとして５種類、その会社が持っていて、実際申請が出てくるときには、そのス

タック系統としての５つの遺伝子のうち、２つを組み合わせたもの、３つを組み合わせたもの、

４つを組み合わせたもの、５つを組み合わせたものというのが、あらゆる組み合わせで一斉に
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出てくるというイメージでよろしい……。一斉かどうかは…… 

○井出座長 一斉かどうかは別。 

○嶋田（透）委員 その申請次第。最大はそういうことなんですね。 

○井出座長 最大はそうです。 

○嶋田（透）委員 ５つ道具があれば…… 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 そうですね。 

○嶋田（透）委員 そのうちの、だから、組み合わせで、２つとる組み合わせ、３つとる組み

合わせ、４つとる組み合わせ、５つの組み合わせというのがあり得るので、最大だとそれだけ

あり得るということですね。もちろん、それ全部申請するかどうかは、会社によるということ

でしょうけれども。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 はい、そうです。 

○嶋田（透）委員 わかりました。 

○井出座長 ほかにご質問、ご意見等ございますか。 

 見直しをしたほうがいいというところでは、特に問題はないとお考えでしょうか。よろしい

ですか。武田先生。 

○武田委員 この委員会、私は原田先生が座長のころから関係していまして、かなりたくさん

の事例を見てきて、確かに日本のこの遺伝子組換えに関する対応というのは、非常に慎重だっ

たということはまず言えると思うんですね。ただ、これは憲法第９条と同じで、慎重であるこ

とが悪いかどうかというのはこれまた別の話で、だとしたら、やっぱりある程度いろんなこと

をスピードアップしていくためには、規制の緩和ということも必要になってくるだろうと。経

験的にどこまで安全だろうかということを、やっぱり生物学者として我々、ある程度知ってき

ているという、その辺のバランスポイントだと思うんですけれども。 

 やっぱり生物学の難しいところというか、おもしろいところは、想定外のことが起こるんで

すね。ただ、想定外のこともそうむちゃくちゃ起こるわけではないということも、我々、最近、

非常に強く経験しました。スタックならぬＳＴＡＰですか、そういうことはあるわけだけれど

も、やっぱりちょっと難しいのは、想定外のことが起こるかもしれないことをどうやって想定

して、あらかじめ安全装置をかけておくかというの、これは直下型地震でも同じですけれども、

全く難しい問題ですね。だから、間違ったと気がついたときにはいつでも戻れる、そういうシ

ステムをまずつくっておくということが非常に重要だろうと。 

 それから、ここに事例でＡ×Ｂ、Ａ×Ｂ×Ｃというような、こういう細かく想定した書き方
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だと思うんですけれども、トウモロコシの場合ですと、せいぜいダブルクロスで親４つという

のは、普通の育種では上限ですから、ある程度いろんな基質、構造、基質間のインタラクショ

ンみたいなものは経験的に言えるんですけれども、きょう審査したアルファルファが一番いい

例だと思うんですけれども、アルファルファはシンセティックバラエティーなんですよ。です

から、親は10品種ぐらいバルクになっているという可能性が十分あるんですね。そうすると、

10×10の100のインタラクションをあらかじめ想定できるかというと、これは結構難しいとこ

ろがあって、実際の話としてはそう簡単なことでもないと。 

 だから、私としては、農作物分科会がその辺を十分議論した上で、なお規制緩和ができます

よと言ってくれるんだったら、総合検討会としてはああそうですかと言えるんだけれども、ど

うなんですかね、農作物分科会は。 

○佐藤委員 今、スタックのことに関してということですね。 

○武田委員 はい。 

○佐藤委員 スタックでは、論理的に、基本的には導入遺伝子間のトレイト間の相互作用とい

うのを検討していますので、それに関しては数は限られていると思いますので、今までもそう

ですけれども、これから例え増えても、十分に全ての組み合わせの相互作用を検討することが

できるというふうに考えています。それができなければ、無理だという話だと思うんです。 

○武田委員 確かに、今までの審査資料を見ても、世界の遺伝子組換えというのものはすごく

進んでいて、アメリカのトウモロコシのペディグリー、ダイズもそうだけれども、ほとんども

うスタックになっちゃう時代が来るんですよね。それを一つ一つ日本では、一個一個審査して

いるなんていう時代錯誤のことはやってられないということも事実だと思うんですよ。もう親

に遺伝子組換えが入ってない親というのは、ペディグリーでアメリカの場合なんかはほとんど

ないでしょう。恐らく南米もそうなってきますよね。 

 だから、そういう時代の趨勢ということはもちろんあるし、確かにおっしゃるように、品種

の数だけ酵素が働くわけじゃないから、幾つかに集約して、その効果はある程度予測できると

いう生物学の一種のギャランティがあれば、我々としてはそれの方向で行ってみようと。ただ

し、安全装置のようなものは、事前相談という手もあるだろうし、いろんな方法があり得るん

だろうと。そこのところを保証しといてもらって、それで行ってみると。そうでないと、本当

に手に余ってくる可能性がありますね、このスタックの問題は、数的にね。 

○佐藤委員 このスタックに関しては、最上位のというか、最も多数の組み合わせを今までど

おり、今までも審査してきたわけですけれども、このポイントはそれよりも少ない組み合わせ
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も包含して承認するということですので、実はもうそのことは十分に論議をしながら、今まで

も審査してきているんですね。それを今までは個別な申請として出さなければいけないという

ようなことになっていたので、それは既に審査済みのことをまたしなければいけないというこ

とになっていたというのが現実かと思います。そういう意味では今回の件というのは、もう既

に今まで我々は十分に審議してきたことの内側にあるというふうにお考えいただけたらいいと

思うんです。 

○武田委員 ただ、やっぱり外から見ると規制を緩めたように見えて、それはある立場の人た

ちにとってはいいニュースだし、ある立場の人にとっては悪いニュースなので、パブコメなん

かするときの対応として、十分その辺は検討した上で、想定問答集もきちんとして、決して野

放図に緩める話ではないので。ただ、毎回トウモロコシとは何かというのをいきなり議論され

るのはこっちもかなわないんで、そろそろもうスタックに関しては頭のほうは飛ばしてしまっ

て、もういいだろうというふうに私も感じているところなので、その辺はきちっと誤解のない

ように。 

○井出座長 ありがとうございます。 

○鈴木技術安全室長 座長、よろしいでしょうか。 

 今、武田先生からお話がありました。確かに、想定外という部分も、農作物分科会のほうの

先生方には、当然想定してこれからの審議をしてもらう必要があると思っています。今回のス

タックは、あくまでも申請の単位を大くくり化できるような運用を一部しようという発想でご

ざいます。したがって、当然、そういった形で申請が上がってきて、相互作用も含めて、特殊

な例えばアルファルファとか、そういった宿主のバックグラウンドも含めて、いや、これはな

かなか単純に従来どおりの審査じゃだめだと。審査の途中の段階でそういった結論に至れば、

当然、不足する追加的なデータをさらに出させるとかという形で、最終的な承認判断を農作物

分科会のほうで行っていただくという形になろうかと思いますので。これで承認まで全て一気

通貫で認めるということでは決してございませんので。あくまでも申請がこういうくくりもで

きるという運用をするという考え方で、実質的な審議は今までと変わらず、農作物分科会で厳

格な審議をしていくということでご理解いただければと思います。 

○武田委員 補足させていただくと、例えばトウモロコシの経験なんていうのは、それはもう

アメリカ大陸は膨大なデータを積んでまして、アメリカ本土で試験するとどういうことが起こ

るかというと、北回帰線から稚内まで全部カバーするんですよ。アラスカあたりはもっと大変

なことになるんでね。だから、そのアメリカの本土で10何カ所で反復つけてやった試験を、日
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本がそれに準拠できないなんて話は全くないんだけれども。ただ、温度とか日長というのはい

いけれども、アメリカ大陸というのは日本よりは乾いていますから、そういう水の反応みたい

なものについては少し考慮が要るかもしれません。けれども、やっぱり使えるデータはどんど

ん使うべきですね。とにかく、きちっとした試験をしているデータをあえて日本でもう１回リ

ピートしろというのは、やっぱり余り生産的ではないという感想を私も持っています。 

○井出座長 ありがとうございます。 

 ほかに。 

○大澤委員 本質的じゃないことですみません。吉尾さん、資料で「作用機序」と「作用機

作」って両方使っているんですけれども、これは。別でもいいんですか。 

○吉尾農産安全管理課課長補佐 そこは統一します。 

○大澤委員 どっちかに。 

○井出座長 よろしいですか。 

 このご提案に沿った形で見直しをするということについては、概ね委員の先生方のご理解い

ただけたのではないかと思いますけれども、私も武田先生と同じように、やはりこれをもって

一般の方に少し後退したというような印象を持たれるのは、私たちとしては不本意なことだと

思いますので、原則論をしっかり掲げた上で、あくまで限られた運用というか、適切に判断さ

れるものについてこういう進め方をしていくんだということをきちんと一般の方にわかるよう

にご説明いただければというふうに思いますが。ただいま確認のご意見をいただきましたので、

それを踏まえて事務局で審査見直しの手続を進めていくというようにしていただければと思い

ます。よろしいでしょうか。 

 それでは、そのほか事務局から報告を。 

○関根外来生物対策室長 １点報告をさせていただきます。 

 資料５－１と５－２をご覧いただければと思います。遺伝子組換え大豆とツルマメの交雑性

等に関する研究結果の報告でございます。 

 これは、平成17年に我が国で初めて承認されました遺伝子組換えダイズの承認に当たりまし

て、この生物多様性影響評価検討会からの要望事項として、ダイズとツルマメの交雑性、遺伝

子組換えダイズとツルマメとの雑種後代の適応度などに関して、さらに科学的な知見の充実を

図るということで、公的機関による情報収集を求めるということが要望として出されておりま

した。 

 これを踏まえまして、環境省、それから農林水産省におきまして、国立環境研究所のほうに
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委託をいたしまして、研究を実施していただきました。この表の中にありますのが初めて承認

された遺伝子組換えダイズでございます。 

 それで、下のほうに書いてございますけれども、この研究に基づきまして、先般、国立環境

研究所が投稿論文を作成いたしまして、昨年の10月にPlant Biotechnology誌に掲載されたと

ころでございます。今後、日本版のバイオセーフティクリアリングハウスのほうにも掲載をし

て、紹介をしたいと考えてございます。 

 それで、資料５－２のほうがその研究の概要でございます。 

 材料と方法でございますけれども、遺伝子組換えダイズにつきましては、承認されたものの

子孫でありますものをモンサント社より供与いただいたものでございます。それから、遺伝子

組換えでないダイズにつきましても、承認された遺伝子組換えダイズの親系統をモンサント社

より供与をしていただいたということでございます。それから、ツルマメのほうにつきまして

は、農業生物資源研究所のジーンバンクより入手したものを使用いたしました。 

 それで、下に交配記録とございますけれども、この中で、上から２段目になりますけれども、

２段目の右から２つ目のＦ２、それから３段目の一番右の戻し交配１回ということで、BC1F2、

それからさらにその下の戻し交配２回のBC2F2、主にこれらを用いまして、裏面になりますが、

調査項目といたしまして、ここに記載いたしておりますような低温耐性、発芽率、草丈などに

ついて調査を行いました。 

 結果と考察でございますけれども、何点かございますけれども、導入遺伝子に関するものと

しては下の２つかと思いますけれども、CP4-EPSPSは雑種内でも安定に働いたということでご

ざいました。それから、この導入遺伝子の影響がありそうなものは以下の２つの組み合わせの

みで、これら以外については統計的に有意な影響はなかったということでございます。以下の

２つというのは、草丈、それから最大の三出葉の頂小葉の葉身長、これら以外については有意

な影響はなかったということでございまして、以上の結果から、グリホサートの散布されてい

ない環境内では、導入遺伝子であるCP4-EPSPSがダイズとツルマメの雑種の適応度に影響を与

えることは考えにくいという結論であったということでございます。 

 報告は以上でございます。 

○井出座長 ありがとうございます。 

 ご質問やご意見があれば、お願いします。どなたからでも結構です。いかがでしょうか。 

○武田委員 この先ダイズの申請が出たときに、どういうふうにこれが活用されるんですかね。 

○鈴木技術安全室長 これは一つのこういう科学情報として取り扱うということで、当面は従
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来どおり、ダイズにつきましては国内にツルマメがありますから、ここへの除草剤も含めて、

影響というのは少し、当然今までどおり慎重に先生方にご審議いただくということだと思って

おります。 

○武田委員 あれは毎回かなりのページ数を割いて、しかも秋田の雄物川流域か何かの10数％

という例外的な数字も必ず引用しながら、あんまり生産的じゃないなという感じがするんです

けれども、１つ引用すればそれで済むような、何かないんですかね。 

○鈴木技術安全室長 ちょっと今回の論文を引用文献としてどの程度評価書の中に反映させ得

るかというのは、そこはまた追って申請者とも詰めたいと思いますが。 

○武田委員 我々は経験的に、長年たくさんの実験をやっていれば、必ず変なデータって出る

んですよ、ねつ造でも何でもなく、確率的にね。それを一々ファクトだから書くんだという話

になると、いろんな実験結果が並んじゃって、じゃどうなんだと。どこからどこまで責任を持

てるんだという話になってくるんで、やっぱり毎回、申請書を一応、目通させていただくと、

あんまり生産的でないこともしているのかなという印象がありますんでね。 

○鈴木技術安全室長 特にダイズにつきましては、私ども農水省のほうでも、やはり国内に近

縁野生としてツルマメが存在しますので、私ども第三者的立場からつくばの農業環境技術研究

所を初めとして、客観的なデータ収集を今進めております。ですから、今回、環境省さんのほ

うからご説明のあった情報、データも含め、我々がやっている研究成果等も適宜申請者のほう

に出しながら、より客観的な評価データといいますか、それを統一的に評価書のほうに利用で

きるようには順次努めていきたいと思いますが。今回、これだけをもって評価書のどの部分を

どう改正できるというところは、ちょっとこれからの宿題にさせていただきたいと思います。 

○武田委員 せっかく予算使ってこれだけの仕事をしたんだから、生かしてほしいですよね。 

 それで、ちょっとついでに申し上げるようなところもあるんだけれども、一般市民の方って、

ツルマメなんて見たことある人ってまずいないと思うんですよね。 

○鈴木技術安全室長 そうですね。 

○武田委員 だけれども、こういう文献だけ見ると、北海道から九州まで日本中どこにでもツ

ルマメがあるというふうに思うでしょう。確かにあるんですよ。あるんだけれども、密度が極

めて低いんです。一般の栽培ダイズと交雑が起こることが問題になるほどの密度でツルマメが

生えている場所なんて、まずないんですよ、日本中でね。確かに分布はしているけれども、ほ

とんどパラパラしかないというようなことを一般の人にわかっていただかないと、日本中ツル

マメってあるそうじゃないかと。そんなの当然交雑も起こるでしょうという、誤った方向に行
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ってしまうという可能性が非常に強くて、だから、その辺をやっぱり専門家がどういうふうに、

御用学者と言われても困るし、その辺は微妙なところがあるんだけれども、もうちょっと何か

皆さん冷静に考えられないかなという感じはしましたね。 

○鈴木技術安全室長 まさに先生、今ご指摘あったような情報、いわゆる全国の分布状況とか、

そういったツルマメの客観情報というのを今、鋭意データ収集をしておりますので、すぐにと

いうわけにはいきませんが、より一般の方にお読みいただいても、同じように客観的にああな

るほどなというふうにご理解いただけるようなデータの提供、あるいは表現ぶり、その辺はこ

れからさらに努めていきたいと思います。 

○井出座長 高村先生、何か。 

○高村委員 余り専門でないので。きのうまで生物多様性のＳＢＳＴＴＡに参加していて、今

回、シンセティックバイオロジーというのが新しく議論されていました。例えば、バイオ燃料

の活用などですか、これから微生物の案件がどんどん出てきて、それがカルタヘナの文脈で評

価できるかどうかというふうなところが１つポイントになっていくんじゃないかなと思います。

科学的な情報に基づいた評価と審査がより重要になってきます。将来的にも案件が増える傾向

にあるため、今回のルールの改正については、専門家の先生のご意見に従って、簡単にしてい

く方向でいいんじゃないかなというふうには感じました。 

○井出座長 ありがとうございます。 

 ほかにご質問等ございますか。よろしいですか。 

 特にないようなので、本件の報告に関して終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ます。 

 そのほか事務局から何かございますか。 

○鈴木技術安全室長 特にございません。 

○井出座長 よろしいでしょうか。 

 そのほか本日の議事全般について、委員の先生方、何かございますか。よろしいですか。 

 以上で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。 

○鈴木技術安全室長 本日も熱心なご審議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終了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２時４３分 閉会 


