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生物多様性影響評価検討会総合検討会 

 

 

平成２０年８月２１日 

於：農林水産技術会議委員室 

 

＜開会＞ 

○浦野技術政策課長補佐 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。なお、

本日は井出委員、髙木委員は所用によりご欠席でございます。また、嶋田委員がまだお見えに

なっておりませんけれども、近々お見えになると思います。 

 なお、８月１日付けで、農林水産省技術会議事務局も組織再編等が行われまして、担当課や

担当者も変更になっていますことから、事務局のメンバーを紹介させていただきたいと思いま

す。 

 まず、一番、私の左側ですけれども、佐藤農産安全管理課審査官でございます。１つ飛ばし

まして、諏訪部農産安全管理課課長補佐でございます。 

 続きまして、環境省の宇賀神外来生物対策室長補佐でございます。 

○宇賀神外来生物対策室長補佐 宇賀神でございます。よろしくお願いいたします。 

○浦野技術政策課長補佐 続きまして、今までどおりでございますが、水谷外来生物対策室長

でございます。 

○水谷外来生物対策室長 よろしくお願いします。 

○浦野技術政策課長補佐 続きまして、今度組織再編が行われまして、技術安全課が技術政策

課に統合されましたことから、横田技術政策課長でございます。 

○横田技術政策課長 横田でございます。よろしくお願いします。 

○浦野技術政策課長補佐 技術政策課の中に技術安全室が新たにできまして、そこの室長でご

ざいます瀬川技術安全室長でございます。 

○瀬川技術安全室長 瀬川です。よろしくお願いいたします。 

○浦野技術政策課長補佐 私の右隣が小迫研究調査官でございます。 

○小迫研究専門官 専門官です。研究調査官が研究専門官になりました。よろしくお願いしま
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す。 

○浦野技術政策課長補佐 最後でございますが、私、今までは技術安全課でございましたが、

技術政策課の課長補佐となりました浦野でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局メンバーを代表いたしまして、技術政策課の横田課長からごあいさつをさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○横田技術政策課長 どうも先生方、よろしくお願いいたします。 

 これまで技術安全課がこのＧＭＯ問題を主にやっておったんですけれども、先ほど事務局か

らお話しいたしましたとおり、組織再編を行いまして、主にこれまで事業ごとに、プロジェク

トは何課、競争的資金は何課みたいに、事業ごとに技術会議は分かれておったんですけれども、

それじゃわかりにくいということで、今後は、例えば環境やバイオマスは、ある１つのグルー

プが全部やりましょう、ＧＭＯ関係はあるグループが全部やりましょうという形での組織再編

を行って、主に研究分野ごとに分担を明確にしました。そういう中において、安全課と政策課

についても統合して、政策課の中に技術安全室というのができて、ＧＭＯ問題もこの技術政策

課全体として取り扱うという形になりました。 

 私も４カ月ほど、ＧＭＯから離れておったんですけれども、この４カ月の間、一番大きかっ

た問題はやっぱり自給率の問題でございます。特に食料品の価格高騰、また食料品が手に入ら

ないという根本的問題まで提起されまして、改めてなんでしょうけれども、日本国の自給率の

低さというものについて、かなり消費者の関心も高まってきている。こういうところでいろい

ろ意見を聞いていますと、積極的賛成ではないんですけれども、食料の安定供給のためにはＧ

ＭＯというものについてももう容認してもいいのではないかという声が、かなり聞かれている

と思います。 

 ただ、この安全性については不安ですという声もあると思いますが、昨年１年かけてまとめ

たＧＭＯの研究戦略、これはまさにこの４月からは、予算の観点からもバックアップしており

ますし、技術安全課長時代も申し上げましたけれども、このプロジェクト期間５年の間に、実

用品種をつくり、栽培まで持っていき食料問題の解決の一つの手段とすることが、我々の使命

だと思っております。実用化のない研究なんていうものは役に立たないということを前提に、

現場で活用される、そういうものをつくっていくということだと思っております。 

 今日、課題として２案件でございますけれども、この総合検討会が終わった後、二、三十分

ぐらいお時間をいただいて、いろんなフリーのトーキングもしたいと思っていますので、今日

はご多忙中申しわけございませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○ 浦野技術政策課長補佐 ありがとうございました。 

 

＜配布資料の確認＞ 

 それでは、議事に入ります前に、総合検討会配付資料一覧に基づきまして、本日配付の資料

の確認をさせていただきたいと思います。 

 先生方のお手元の上に配付資料一覧があると思いますが、次が、検討会の議事次第、次が検

討会の委員名簿、次が座席表、次が資料１で、第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状

況。続きまして、資料２－１がチョウ目害虫抵抗性トウモロコシに関します農作物分科会の検

討結果、資料２－２がそれに関連する資料でございます。資料３－１が、チョウ目害虫抵抗性

ワタの農作物分科会における検討結果でございます。資料３－２が、それに関連する資料でご

ざいます。続きまして、参考資料の１がカルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された遺

伝子組換え農作物一覧。参考資料の２がカルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認申請につ

いて学識経験者の意見の聴取を終えた審査中の案件一覧ということとなっております。 

 不足資料等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

＜参考資料の説明＞ 

 それでは、私のほうから参考資料の１と２に基づきまして、ご説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、参考資料の１のほうでございますが、10ページ目をお開きいただきたいと思います。

10ページ目に、これまで認可されたものの件数が総数で113件ということとなりました。前回

の総合検討会より４件増えております。 

 続きまして、戻りまして大変恐縮でございますが、４ページ目の上からそこの９番と10番、

９番のステアリドン酸産生ダイズと、10番のイミダゾリノン系除草剤耐性ダイズ、この２件が

2008年７月24日に承認されております。 

 続きまして、７ページをおあけいただきたいと思います。そこに書いてあります７ページの

40番と41番、こちらはチョウ目害虫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

耐性トウモロコシと、やはり同じく、チョウ目害虫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トウモロコシ、こちらの２件が８月18日に承認されております。この４件

が新たに前回の総合検討会以降に承認されたものとなっております。 

 続きまして、参考資料２のほうでございますが、こちらが今審査中の案件でございまして、
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上の３番と４番のセイヨウナタネ、及び高オイルダイズにつきましては、８月22日までがパブ

リックコメント期間となっております。 

 また、５番、６番、７番の３品目につきましては、８月７日にパブリックコメントを開始い

たしまして、９月５日までがパブリックコメントの期間となっております。 

 参考資料のご説明につきましては以上でございます。 

 また、傍聴の皆様方には、傍聴される方への留意事項をお守りいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 以降の議事進行につきましては、原田総合検討会座長にお願いをいたしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

＜議事＞ 

○原田座長 本日は大変蒸し暑いところご出席をいただきまして、まことにありがとうござい

ます。議事といたしましては、申請案件は２件でございますけれども、先ほど課長からもお話

がありましたように、その後ちょっと懇談をするようなことになると思いますので、できるだ

け効率的に議論を進めたいと思っております。 

 それでは、議事の１番目でございますけれども、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は

終了いたしております。本日の総合検討会では、農作物分科会での検討結果を近藤委員からご

報告いただきまして、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、ご検討を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、いつものように、まず資料１に基づきまして、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して、その後に、個々の申請案件について、委員

の皆様とともに検討して意見を集約し、その後で総合検討会としての取り扱いを決めるように

いたしたいと考えております。 

 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。 

○浦野技術政策課長補佐 それでは、資料１に基づきまして、審査案件の審査状況のご説明を

させていただきたいと思います。 

 本日の審査案件といたしましては、２件ございます。１件目がチョウ目害虫抵抗性トウモロ

コシということでございます。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うことでございま
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す。なお、農作物分科会では６月12日と７月24日にご審議をいただきまして、総合検討会で本

日ご審議をいただくということでございます。なお、当該品目につきまして、隔離ほ場栽培と

しては、2007年に承認されております。 

 ２番目のチョウ目害虫抵抗性ワタでございますが、こちらの使用等の内容といたしましては、

食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為

となっております。やはりこちらにおきましても、農作物分科会では２回ご審議をいただきま

して、本日総合検討会でご審議をいただくこととなっております。また、隔離ほ場に関しまし

ても、１番目と同様に2007年に承認されております。 

 以上でございます。 

○原田座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の審査案件の１番目でございます、チョ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きまして、近藤委員、資料２に基づいて、ご報告

をよろしくお願いいたします。 

 

＜チョウ目害虫抵抗性トウモロコシの生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 資料２の１を読ませていただいて、ご報告とさせていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果。 

 名称：チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ（改変 vip3A, Zea mays subsp.mays（L.）Iltis）

（MIR162,OECD UI:SYN-IR162-4）。 

 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：シンジェンタシード株式会社。 

 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、細胞内に移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性。 

 本組換えトウモロコシは、アグロバクテリウム法を用いて作出されており、プラスミド

pNOV1300に由来する改変vip3A遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）、pmi遺伝子、（ホスホマ

ンノースイソメラーゼ遺伝子）発現カセットを含むT-DNA領域が１コピー移入されており、安
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定して後代に遺伝し発現していることが、複数世代を用いたサザンブロット分析、及びELISA

分析により確認されている。 

 ２、競合における優位性。 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシは、我が国において長期にわたり栽培等がなされて

いるが、これまで自生化した例は報告されていない。 

 本組換えトウモロコシには、移入された改変vip3A遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性の性質

が付与されているほか、我が国の隔離ほ場試験における調査の結果、競合における優位性に関

わる諸性質のうち、稈長について非組換えトウモロコシとの間に有意差が認められた。しかし

ながら、チョウ目害虫による食害が、トウモロコシが我が国の自然環境下において生育するこ

とを困難にさせる主な要因であるとは考えにくく、また、稈長で認められた差異によって本組

換えトウモロコシにおいて、競合における優位性が高まることはないと考えられる。 

 また、移入されたpmi遺伝子により、PMI蛋白質を発現するため、マンノースが炭素源となり

得るが、この形質により競合における優位性が高まることはないと考えられる。 

 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。 

 ３、有害物質の産生性。 

 宿主が属する生物種であるトウモロコシについては、野生動植物に影響を及ぼすような有害

物質を産生するとの報告は出されていない。 

 本組換えトウモロコシは、チョウ目昆虫に対する殺虫活性を有する改変Vip3A蛋白質、及び、

選択マーカーとして導入されたpmi遺伝子によってPMI蛋白質を産生するが、いずれの蛋白質に

ついても既知のアレルゲンや毒素と有意な相同性を持たないことが確認されている。 

 改変Vip3A蛋白質は酵素活性を有するとは考えにくく、また、PMI蛋白質はマンノース６・リ

ン酸とフルクトース６・リン酸に対して特異的で、PMI蛋白質の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おそ

れはないと考えられる。なお、本組換えトウモロコシの花粉による、非標的チョウ目昆虫種へ

の影響が懸念されるが、本組換えトウモロコシの栽培ほ場周辺に局所的に生育しているとは考

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る。 

 さらに、隔離ほ場において、本組換えトウモロコシの有害物質（根から分泌されて他の植物

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、根から

分泌されて土壌生物に影響を与えるもの）の産生性に関する試験として、後作試験、鋤込み試
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験及び土壌微生物相試験を行った結果、いずれについても、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間に、統計学的有意差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は特定されず、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。 

 ４、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植物は特定されず、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。 

 ５、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、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結論は妥当であると判断した。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、近藤委員から、チョウ目害虫抵抗性トウモロコシについてのご報告をいただきま

した。この件につきまして、ご質問、ご意見をいただきたいと思いますけれども、前もって、

この前お願いしておきましたように、武田委員からご質問が出ているんですけれども、これ、

先に検討しましょうか。武田先生、じゃあ。 

○武田委員 問題点があれば先に送っておくようにというご指示がありましたので、それにつ

いては僕が送らせていただきました。必ずしも全体の本質に関わるほどの重要なことではない

んですけれども、ちょっとそのまま見過ごすには、私として気がとがめたということです。 

 申請書ですが、概要書も同じことになっているんですけれども、１ページ目に宿主の表記と

して、宿主はイネ科トウモロコシ属のデント種に属するというふうに書いてあります。こうい

うふうに科、属、種と並ぶと、この種はどうしてもやっぱりスピーシーズというイメージにな

るわけですけれども、デント種というスピーシーズはありませんので、むしろトウモロコシの、

あるいはトウモロコシに学名をつけてのデント種というふうにすると、品種のタイプだという

ことがはっきりしていいかなというふうになります。 

 それから、もう一点、やはり申請書の３ページでありますけれども、栽培環境の中に、年間

降水量が250から5,000ミリの地域というふうにあります。地球上、5,000ミリも雤が降るとい

うところはそうたくさんはないので、この引用文献、文献１を参照したんですが、この文献１

というのは、農文協から出ている農業技術体系でありますけれども、これにはこういう雤量の
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表記は全くありません。ですから、引用を間違ったのか、どこかで孫引きする過程でおかしく

なったのか、いずれにしても5,000ミリ雤の降るところでトウモロコシをつくるかどうかとい

うのは、ちょっと私としては違和感が非常に強かったです。 

 それから、別紙の４で、カイスクエア検定をやっているんですけれども、これは一見して数

字が何かちょっと変だなと思って、再計算をしてみますと、どうやらそのサンプル数はうんと

小さいときに補正する技術として使います、イエーツの補正という方法があるんですけれども、

これは偏差から0.5を引いて二乗するんですけれども、これを補正を加えているんですね。た

だ、別紙４にあるぐらいのサンプルサイズになりますと、普通、イエーツの補正は必要ありま

せんし、しかも補正するというのは、カイスクエアの値が大きくなっちゃって、何かエクスキ

ューズが要るというようなときに、サンプルサイズが小さいので補正いたしますというふうに

するものであって、ここではイエーツの補正は必要ないというふうに思いました。 

 以上、３点、ちょっと目に引っかかりましたので、ご指摘しておきます。 

○浦野技術政策課長補佐 武田委員のほうから、事前にコメントが寄せられておりましたので、

事務局のほうで調べさせていただいて、今日、ご回答等を用意させていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、２番のその5,000ミリというところなのでございますが、こちらのほうで農業技術体

系作物編の追録の第８号、昭和61年なんですけれども、それの24ページを読みますと、降水量

が年間4,500から5,000ミリメートルの地帯であることが重要であるという記述は確かに書かれ

ているということは確認させていただいております。 

 では、この5,000ミリという雤量が大体どのぐらいのものかということで、理科年表を参考

に、日本の1971年から2000年までの降水量の平均を、ちょっと私の手元にあるんですが、かな

り日本でもばらついておりまして、低いところ、網走とか帯広あたりは920とか800でございま

すけれども、台風がよく通る尾鷲とか、あと高知なんかですと3,000、約4,000ですね。また、

名瀬とかあと高知ですか、高知あたりで約3,000ミリの年間の平均値の降水量ということは確

認をさせていただいております。 

 それと、あと、この別紙４のカイ二乗検定のイエーツの補正を実施しているがということで

ございますが、別紙４につきましては事務局のほうでもわかりませんでしたので、申請者に、

この検定についてはイエーツ補正をしているのかどうかということを確認させていただきまし

た。申請者によれば、申請者が用いた教科書では、教科書に書いてあったとおり、イエーツの

補正を行いましたということでございます。 
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○原田座長 最初の１番目の問題は。 

○浦野技術政策課長補佐 １番目の問題は、こちらにつきましては、過去の事例もいろいろな

書き方を結構している例がございまして、例えば、宿主はデント種を用いたとか、ただ単に書

いてあるメーカーもあれば、または、宿主として、HI2（デント種）を用いたとか、また、デ

ント種に属する従来トウモロコシ品種LH172を用いたとか、そのような、結構いろいろなバラ

エティーに富んでいるということですから、ここの場で書きぶりを統一していただければ、今

後は各申請者にこのように書いてくださいということをお伝えさせていただきたいと思います。 

○原田座長 わかりました。この１番目の問題については私も前から気になっていましたので、

いろいろ考えていたんですけれども、あんまり名案もないので躊躇していたんです。確かに種

といいますと、植物分類学上の種もありますし、それから類というのを使うこともありますの

で、その辺混乱しないようには、強いていえば、例えば種類とか部類とかということにすれば、

武田先生がご心配になっている点は避けられるのかなとは思っているんです。私自身、あんま

り名案とは思っていないんですけれども、トウモロコシ属のデントの部類に属するとかの、種

類に属するとか、分類学上の語、タームを使わないほうがいいことは確かで、そうしますと部

類とか種類とかということしかないんじゃないかなということは考えておりました。何かそれ

ぞれ名案がございましたら、教えていただければ幸いなんですけれども。いかがでしょうかね。 

 林先生、何かご意見はないですか。 

○林委員 わからないんです。ただ使い方としては、デント種、フリント種というのは、一般

に言います。 

○原田座長 ええ。 

○林委員 そうですね、デント種、フリント種の種は、分類学上のスピーシーズではないとい

うことが読めるような格好になればいいわけですね。 

○原田座長 私が考えたのは、分類学上に使われていないタームとしては、種類とか部類とか。 

ですから、今、林先生がおっしゃったように、トウモロコシ属、日本語で言えばトウモロコシ

種となるんですか。種。学名、その後に括弧の中にでも入れて、のデント種とすれば、このデ

ント種の種は分類学上の種ではないということがわかるんだとは思う。 

○林委員 イネの場合でも、ジャポニカ種とか、インディカ種と言います。 

○武田委員 フリントはむしろ、モチ・ウルチのレベルの分類ですね。 

○林委員 ああ、デンプンの性質ですね。 

○武田委員 ええ、粉質ですよ。デント、フリント種というのは一般には言うんですよ。ただ、
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そのときの種というのは、明らかにスピーシーズじゃないという状態で言っているわけ。 

 先に学名を書いて、その後ろにデント種と書けば、このデント種は品種のタイプだなという

ことはわかると思うんですけれども。イネ科まで言わなくても、こっちで考えることはもうわ

かっていますから、トウモロコシ属は省略して、宿主はトウモロコシ（ Zea mays 

subsp.mays）のデント種に属するＦ１品種というふうにいえば、学名が来て、作物名が来ると。 

○原田座長 近藤先生、いかがでしょうか。 

○近藤委員 私も気にはなっていたんですけれども、よくわからなくて。今、武田先生が言わ

れたようなのでいいと思うんですけれども。 

○原田座長 事務局のほうはどうでしょうか。 

○浦野技術政策課長補佐 わかりました。事務局としては一応、１つの線が出れば、それに従

って、申請者のほうには書いていただくということですから、イネ科トウモロコシ属は結局も

う削除していいということで、あれですかね。そうするとZea maysから始まって、Zea mays 

subsp、だから、トウモロコシ種のデント種ということでいいということですね。ですから、

宿主はトウモロコシ種のデント種に属する、この場合だったらＦ１品種であると。 

○武田委員 前の種はなくてもいいんじゃないですか。学名、トウモロコシ、括弧、イタリッ

クの学名が入ります。 

○浦野技術政策課長補佐 イタリックの学名ハイフンは、もう前に出てきているからいいと。 

○武田委員 それはもう使わない。じゃあ、トウモロコシのデント種でいいんじゃないでしょ

うか。 

○浦野技術政策課長補佐 宿主はトウモロコシ種のデント種に属するということで、理解させ

ていただきます。 

○近藤委員 おかしいのは、これ、前に属があって次に種があるからおかしい、そういうこと

ですよね。 

○武田委員 そうですね。科、属と来るからスピーシーズだろうと。 

○浦野技術政策課長補佐 宿主はトウモロコシ種のデント種に属するＦ１品種であると。 

○原田座長 じゃあ、そういうことにさせていただきましょう。 

 ほかに、今の報告いただいたことについて、何かご意見はございませんでしょうか。よろし

いですか。 

○近藤委員 先ほどの降雤量の話はどういうふうに。250という。 

○武田委員 追録の中に数字があるんですか。 
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○浦野技術政策課長補佐 はい。ここに、その昭和61年に出ている追録の第８号の24ページの

ところに、ちゃんと降水量が年間250から5,000ミリメートルの地帯であることも重要で、夏の

降水量が150ミリであることがというように書かれております。 

○武田委員 これは5,000ミリ降ったら、必ず湿害が出ますよね、これはね。米国アイオワ州

のトウモロコシ畑というのは、800ミリぐらいしか雤が降らないんで、よく採れるわけですか

ら。まあ、結構です。追録のほうにあったということであれば、尐なくとも根拠データはある

ということで。 

○浦野技術政策課長補佐 根拠は確認させていただきました。 

○原田座長 イエーツの補正について、嶋田委員は何かご意見は。 

○嶋田委員 この辺は微妙なんですよ、武田先生がおっしゃったように、一番右側の絡みだっ

たらイエーツ補正は要りません。一番左側だとイエーツ補正をやったほうがいいのかもしれな

い。それと、ちゃんと品種が。だから、一番右側のところにイエーツの補正を使う必要はない

ということは、間違いなくそのとおりです。 

○原田座長 申請者は両方に使って、データだけ。 

○浦野技術政策課長補佐 そうですね。申請者は、その申請者が読んだ教科書では、教科書ど

おりのイエーツ補正を行ったということでございます。でも、申請者のほうも、この場におき

まして先生方がご議論をいただいた、科学的に正しいことに修正することはやぶさかでないと

いうことでございますので、ご議論いただいて、ご検討をいただければと事務局では考えてお

ります。 

○武田委員 これ、もう一つのワタのほうでも同じように、イエーツの補正をしていますで、

シンジェンタのやり方なんですよね。 

○嶋田委員 サンプル数に依存してイエーツを使うか使わないかは、ちゃんと決めてほしいで

すね。教科書に、例えばそういうふうに書いてあるからそのとおりにやるというのは変で、や

っぱりサンプル数に依存するわけですから、技法というのは。 

○武田委員 しかも、補正してカイスクエアはゼロといわれると、それはやらなくたっていい

じゃないかという感じにはなるんですよね。外れて困ったときに補正するわけでしょう、普通

は。その１つの説明としてね。まあ、本質には関係ないですけれども、ちょっと。 

○浦野技術政策課長補佐 そうしたら、この別紙４はイエーツの補正は。 

○原田座長 このままにするか、あるいは…… 

○浦野技術政策課長補佐 このままでよろしいという。 
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○原田座長 嶋田委員がおっしゃったように、１つのほうは補正をしない数値にしてもらえま

すか。 

○嶋田委員 尐なくとも、一番右のカラムのやつは全然要らないですよ。 

○原田座長 あるいは、今後、何かクライテリアをつくって、その供試数によって補正するか

どうかを。 

○嶋田委員 いや、それはイエーツの補正にはちゃんと、サンプル数に依存してこういうふう

にしろと書いてあるんだから、そのとおりにしてもらえればいいのに、それを一番右のカラム

のを、こんなにたくさんのサンプル数があるにもかかわらずイエーツ補正をするというのは、

それは、だれが見ても変だというふうには思いますね。 

○原田座長 じゃあ、ここは数値を計算し直して、入れ替えてもらう。 

○浦野技術政策課長補佐 わかりました。 

○原田座長 ほかに何か、ご意見がございますか。はい。 

○小野里委員 今の別紙の２の表の２なんですけれども、２ページ目ですね。そこの抵抗性を

示す数字が一番下のところに２として、１から10までの範囲で各個体について評価して、その

平均値が表に載っているんですけれども、0.53とか、あるいは15.80というのは、この食害の

程度の範囲を超えている。これは何かの間違いじゃないかなと思うんですが。 

○原田座長 そうですね。 

○浦野技術政策課長補佐 0.53と15.80と、0.17もそうですよね。 

○小野里委員 0.17もそうですね。 

○浦野技術政策課長補佐 そうですね。これから見れば、6.44だけですよね、この間に入って

いるのは。そういうことですよね。 

○小野里委員 そうです。で、前のページの食害がないのは１となっている。こういう表現で

あるべきだと思うんですね。 

○浦野技術政策課長補佐 はい、そうですよね。おっしゃるとおり、そこは申請者のほうに確

認をさせていただきます。 

○小野里委員 それともう一点、今度は別紙の１なんですけれども、別紙の１の２ページ目の

ところで、このNOECが一番上の欄ですと7.24マイクログラムうんぬんより大となっているんで

すが、その意味がよく理解できないんですが。 

○浦野技術政策課長補佐 これはその無影響、下のあれですよね、NOECが無影響濃度は、結局、

7.24よりもでかいということだと思うんですよね。これは例えば２段目なんかですと、えさ中
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に7.25を与えるように試験プロトコルをつくって、結局、7.25よりも数字は高かったですよと

いうことですから、これは一番最初のところは、花粉を５％と書いてありますので、多分、こ

の花粉中のVipの蛋白量をはかって、結果こういう書き方をしているのではないかなというよ

うには思います。 

○小野里委員 これは無影響、限界濃度、あるいは影響のある濃度がこれより上というんです

と理解できるんですけれども、影響が観察されない濃度NOECであれば、低ければ低いほど影響

がないはずですよね。ですから、そこの意味がどういうふうに解釈すればいいのかがよく理解

できなかったんですが。だから、このno observable effectとありますけれども、observable 

effectだったらこの表現でいいのかなと思うんですけれども、noがつくと、それより低いとこ

ろでは影響……。だから、observable effectだったら7.24より上のところにあるということ

で理解できるんですけれども、でも、その場合も、多分これ7.24で実験して、影響がないから

こういう表現にしたので、今度、イコールのところがまたそれですと、理解できなくなるんで

す。 

○浦野技術政策課長補佐 なるほどね。 

○小迫研究専門官 イコールだけであれば、無影響濃度というのはそこであったということで

すけれども。 

○小野里委員 影響濃度だったらイコールがつけば。 

○小迫研究専門官 この場合は死亡率には、最大の投与量をやっても影響しなかった濃度が

7.24だということですね。 

○小野里委員 ええ。だから、無影響限界濃度とか、そういうのですと理解できるんですけれ

どもね。影響のない濃度というと、うんと低いところはもちろん、影響がないわけですから、

これは影響のない最大のところを知ろうとしているわけですよね。 

○浦野技術政策課長補佐 不等号が、もしかしたら逆なら。 

○近藤委員 影響のある濃度はわからないということですか。これ、7.25を与えたけれども、

影響が出なかったという。 

○小野里委員 出なかったということですね。 

○近藤委員 だから、もうちょっと上にあるだろうという。 

○浦野技術政策課長補佐 もうちょっと、もっと上かもしれない。 

○近藤委員 もっと上にあったということで書いてあるんでしょう、これ。確かにおかしいこ

とですね。そうすると、無限大でいいと、始まっちゃうから。 
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○小野里委員 いや、無影響濃度が、影響のある濃度がもっと上というんだったらわかるんで

すよね。影響のない濃度がもっと上ということはなくて、もっと低ければ低いほど、影響はな

いはずですから。 

○浦野技術政策課長補佐 それか、でも、単回でドーズを１つしか設定をしなかったら、多分

こういう書き方しか。 

○小野里委員 うん、多分、7.24だけでやっていると思うんですね。それで、そこで影響が出

なかったわけですから、影響のある濃度はもっと上で、影響のない濃度は、それ以下はみんな

影響はないわけですよね、明らかに。 

○浦野技術政策課長補佐 わかりました。 

○近藤委員 本来はそう書くべきですよね。この申請者はそういう考えでなくて、もっと高い

濃度でも影響ないだろうという意味で書いているんでしょうけれども、確かにおかしいですよ

ね。 

○原田座長 これはじゃあ確認して。 

○浦野技術政策課長補佐 確認します、はい。 

○原田座長 そんなことにしましょう。 

○嶋田委員 要するに、これ、私が理解した限りでは、このNOECというのは前もってこの値が

わかっていて、そして、実際に花粉を５％与えて、それで、成虫に投与なんてこう書いてあり

ますよね。そのときの濃度が、そもそも7.24マイクログラムだけ、そのえさの中に、単位グラ

ム当たりその7.24マイクログラムが入っているという、そういう結果だったわけですよね。だ

から、NOECよりも小さいから影響が出ないという、そういう結果というふうに、私は見たんで

すけれども、何かおかしいですか。だから、前もってそのNOECという無影響濃度というのが、

何かリストアップされていて、それと7.24と比べたという結果ではないのでしょうか。 

 じゃあ、NOECというのはどこにそのリィファレンスがあるのかと言われると、そこは何も書

いていないので、そこら辺はおかしいとは、情報が不足しているとは思うんですけれども、そ

れとも、何か私の読み方が全然勘違いなんですかね。 

○原田座長 いや、これはみんな、そういうふうに読める可能性も十分にありますが。 

○小野里委員 こういう実験というのは、次々と新しいものでテストしていくわけですから、

あらかじめ、全部そういうのが決まっているわけじゃなくて、この組換え体の蛋白が、一体ど

の辺の濃度まで影響を与えないか、どの辺の濃度まで。 

○武田委員 無影響かと。 
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○原田座長 無影響というのを聞いているわけではない。 

○小野里委員 テントウ虫に対して影響を与えないかというのを調べていく実験ではないかと

思うんですね。 

○原田座長 そのはずですよね。 

○浦野技術政策課長補佐 ですから、これは例えば、話は全然変わりますけれども、農薬なん

かの場合のその、急性毒性だとか慢性毒性だとかは、動物に対して、ラット等で、見るときも

こうレスポンス、ドーズを何カ所かこう設定していって、それでどこで影響が出るかという、

こういうグラフが書かれると思うんですよ。それで、影響がないところをたしかNOAELとか

NOELとかいうように定めていますので、多分それと考え方としては、同じだと思うんですけれ

ども。 

○小野里委員 そう。私もそう解釈していますね。 

○浦野技術政策課長補佐 ええ。だから、もとからNOAELとかNOELとか決まっているものでは

ないと思います。 

○近藤委員 多分、もう尐し高い濃度で影響が出ていれば、このNOECとか、7.24と何とかの間

にあるということですよね。 

○浦野技術政策課長補佐 そうですね、ええ。 

○嶋田委員 そうなんですか。この表の３というのは、これは実際にこの業者が、開発業者が

こういうふうな実験をしたわけですよね。それに対して、NOECとかNOELというのは、この表の

１とか表の２の、そういうものが文献のところに出ているんじゃないですか。実際にそういっ

た文献が、もうそういった検量制みたいにして、どのぐらいの濃度だったらどういうふうな影

響があるかというような実験をやっていて、それに対して、例えば今回、人工飼料にトウモロ

コシの花粉を５％混入してこうやったときにどうなるかというと、21日後の成虫の死亡率は全

然影響がなかったということで、NOECよりも低い値だということがここでわかるわけですよね。 

 だから、NOECとかNOELがこの表の１とか表の２の文献の中に出ているんじゃないのかなとい

うふうには思ったんですけれども、違いますかね。いずれにしても、申請者に問いただしたほ

うがいいかと思います。 

○浦野技術政策課長補佐 いずれにしても、申請者に確認をさせていただきたいと思います。 

○原田座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、ほかにもしご意見がなければ、取りまとめさせていただきますけれども、次のように

取りまとめたいと思います。 
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 申請者から提出されたチョウ目害虫抵抗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

正であると判断しますと。ただ、今、疑問点が出ましたので、その点は申請者とチェックして

対応していかれればと思います。 

○浦野技術政策課長補佐 そうしましたら、繰り返しますけれども、武田先生のほうからござ

いました１ページ目は、宿主はトウモロコシのデント種に属するＦ１品種というように、申請

者のほうに伝えさせていただきたいと思います。 

 それと、小野里先生から出ました表の別添の別紙１の表３につきましては、NOECのその意味

について確認、試験結果並びにその表記試験結果の値につきまして、確認をさせていただきた

いと思います。 

 それと、続きまして、別紙の２の表２ですね。表２のその平均値につきましては、スケール

を超えているのでおかしいのではないかということでございますので、そちらのほうも確認を

させていただきたいと思います。 

 続きまして、別紙の４でございますが、やはり統計、そこの検定につきましては、やはりイ

エーツ、計算をし直して再度提出をしていただくということで、申請者のほうに伝えさせてい

ただきます。 

○原田座長 よろしくお願いします。 

 それでは、２番目の申請書の検討に入りたいと思います。チョウ目害虫抵抗性ワタですけれ

ども、まず、農作物分科会での検討結果について、近藤委員から資料３に基づいてご報告をお

願いいたします。 

 

＜チョウ目害虫抵抗性ワタの生物多様性影響評価について＞ 

○近藤委員 それでは、同様に資料３－１を読ませていただきます。 

 農作物分科会における検討の結果。 

 名称、チョウ目害虫抵抗性ワタ（改変 vip3A, Gossypium hirsutum L.）（COT102,OECD UI:

SYN-IR102-7）。 

 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、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：シンジェンタシード株式会社。 

 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



－－ - 17 - 

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。 

 １．細胞内に移入した核酸の存在状態及び形質発現の安定性。 

 本組換えワタは、アグロバクテリウム法にて作出されており、プラスミドpCOT1由来の改変

vip3A遺伝子（チョウ目害虫抵抗性遺伝子）及びaph4遺伝子（ハイグロマイシン耐性遺伝子）

発現カセットを含むT-DNA領域が１コピー移入されており、安定して後代に遺伝し発現してい

ることが、複数世代を用いたサザンブロット分析及びELISA分析により確認されている。 

 ２、競合における優位性。 

 宿主が属する生物種であるワタについては我が国における長期にわたる使用等の実績がある

が、我が国において自生化することは報告されていない。 

 本組換えワタには、移入された改変vip3A遺伝子によりチョウ目害虫抵抗性が付与されてい

るが、チョウ目害虫による食害は、ワタが我が国の自然環境下において生育することを困難に

させる主な要因ではなく、抵抗性が付与されても競合における優位性に影響はないと考えられ

る。よって、これらの形質の付与が栽培作物であるワタを自然条件下で自生させ、さらに競合

における優位性を高めるとは考えにくい。 

 我が国の隔離ほ場試験における調査の結果、競合に関わる優位性に関わる諸形質について、

本組換えワタと対照の非組換えワタとの間で有意差は認められなかった。 

 また、移入されたaph4遺伝子により、APH4年蛋白質を発現するため、一部のアミノグリコシ

ド系抗生物質耐性が付与されるが、これらの形質により競合における優位性が高まることはな

いと考えられる。 

 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。 

 ３、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他感作用物質のような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。 

 本組換えワタは、チョウ目昆虫に殺虫活性を有する改変Vip3A蛋白質及び一部のアミノグリ

コシド系抗生物質への耐性を付与するAPH4蛋白質を産生するが、いずれの蛋白質についても、

既知のアレルゲンや毒素との間でアミノ酸配列に相同性は見られないことが確認されている。 

 改変Vip3A蛋白質は酵素活性を有するとは考えにくく、また、APH4蛋白質は極めて基質特異

性が高く、植物体中では基質となり得る物質の存在は報告されていない。 
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 したがって、これらの蛋白質が宿主の代謝系に影響を及ぼし、有害物質を産生するおそれは

ないと考えられる。なお、本組換えワタの花粉による非標的チョウ目昆虫種への影響が懸念さ

れるが、ワタの花粉は比較的重く、粘性があることから飛散する可能性は尐ないと考えられる。

仮に飛散したとしても、その範囲は極めて限定されたものであると考えられ、輸入された種子

がこぼれ落ちて、我が国の自然条件下でワタが生育あるいは自生化したという報告はない。 

 さらに、隔離ほ場おいて、本組換えワタの有害物質（根から分泌されて他の植物へ影響を与

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、根から分泌されて

土壌生物に影響を与えるもの）の産生性に関する試験として、後作試験、鋤込み試験及び土壌

微生物相試験を行った結果、いずれについても、本組換えワタと対照の非組換えワタとの間で

統計学的有意差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は特定されず、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。 

 ４、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自生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、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。 

 ５、農作物分科会の結論。 

 以上を踏まえ、本組換えワタを第一種使用規程に従って使用した場合に、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結論は妥当であると判断した。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。 

 今、近藤委員からチョウ目害虫抵抗性ワタについてご報告をいただいたわけですけれども、

これにつきまして、ご質問、ご意見があればよろしくお願いしたいと思います。 

 事務局のほうには、武田先生から質問を前もって出していただいています。武田先生。 

○武田委員 申請書の競合における優位性との関連で、休眠性を評価、検討したという書き方

をしているんですが、18ページには、ワタの種子は一般的には休眠性が浅いことが知られてお

り、休眠性について試験は行っていないと、自ら検討していないというふうに言っておられて、

中で矛盾していますので、多分これは評価していないんだと思いますし、多分ワタは休眠性の

評価は要らないだろうと私も個人的には思っているんですけれども、いずれにしても、中で矛

盾していますので。 
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○浦野技術政策課長補佐 そうですね。 

○武田委員 それと、やはりイエーツの補正をしていまして、私ならば補正はしないと思いま

す。 

 それからもう一つ、これはかなり私にとっては重要な点なんですけれども、別紙の８でいろ

んな栽培特性を、非組換え体と比較する試験をしているんですけれども、なぜか発芽が悪くて、

約１カ月後にまき直していると。ワタのような夏作物で１カ月播種期が遅れますと、生育相が

がたっと変わりますので、幾らコントロールがあるといっても、１カ月も遅まきした材料でう

んぬんするというのは、私は問題だと思います。 

 例えば、草丈が50センチというふうに、ワタとしてはちょっと非常識な生育をしているとい

うことがデータから見えますので、コントロールが、対照区があればいいというものではない

というふうに、私としては申し上げたい。 

○原田座長 事務局のほうから。 

○浦野技術政策課長補佐 はい、わかりました。 

 今、武田先生から３点ほどご質問があったかと思うんですが、事務局のほうで確認をさせて

いただきますと、確かに、１番目のワタの休眠性につきましては、18ページの31行目、32行目

のところで、休眠性については試験は行っていないという記載がされているわけですが、21ペ

ージ目のラインの13行目に、休眠性を検討したと書いてありましたので、ここは誤植だと思う

ので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 また、25ページ目のラインの８行目に、やはり同じように、「種子の生産量、脱粒性」の次

に休眠性を検討したと書いてありますが、ここもやはり検討していないというそごが起きてお

りますので、ここは修正をさせていただきたいと思います。 

 別紙４のカイ二乗検定でございますが、こちらにつきましては、同じ回答になるのでござい

ますが、トウモロコシと同じように、補正を今実施しているということでございます。 

 それと、次の発芽、とったデータではという、１カ月のということでございますが、事務局

のほうでもちょっといろいろと文献等を調べさせていただいたんですけれども、ワタについて

は書いてある本によってかなりばらばらでございまして、中には１メーター近くというものも

ございますけれども、たまたま事務局が見つけた本の中に、こちら、事務局のほうで１点見つ

けたのは、農村漁村文化協会が昭和62年に書きました、工芸作物学という本の中には、ワタの

形態について、稈長は0.5メートルから1.5メートルというような表現もあるということはご報

告をさせていただきたいと思います。 
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 また、これは前回のこちら総合検討会の検討案件でございましたCOT67B、やはり同じ申請者

からのものなんですが、こちらのほうにつきましても、事務局で確認をさせていただいたら全

く同じ条件で、６月の結局、まいて、病気が出たのでまたまき直したというのでご審議をいた

だいているということは、ご報告させていただきたいと思います。 

○原田座長 あれですね、武田先生がおっしゃるように、ノーマルな生育したもので比較する

のが当然だと思うんですけれども、この点は我々の会議の一番の目的であります、生物多様性

影響評価には、それほど緊密には関係してこないんじゃないかなと思いますので、それと、今、

課長補佐から話がありましたように、前回、同じようなデータをもって、一応、認めています

ので、そういうことを考慮して、この際は、ノーマルな生育とはもちろん言えないと思います

けれども、生物多様性影響評価の観点からはそれほど大きな問題にはならないということで、

これは認めてもいいんじゃないかなとは私は思っているんですけれども、いかがでしょうか。 

○武田委員 前回は外してしまったようですから。ただ、やっぱり、そういったことも配慮し

ながらやっていただかないと、データに対する信頼性が問題になると怖いですからね。 

○浦野技術政策課長補佐 ええ、そう、おっしゃるとおりだと思います。 

○原田座長 はい。 

○近藤委員 やっぱりこの点は重要なことではあると思うんですね。要するに、本来ならば正

常な状態で比較すべきものが、生育の悪い状態で比較するというのは、やはり本質的には違う

と思うので、これが通すかそんなのに関わらず、やはり申請者側と十分注意して、１カ月遅れ

る、やむを得ないということかもしれませんけれども、やっぱりよくないと思うんですよね。

いいときにやってもらうということ、極力それは気にしていただくということで、ここではそ

ういう考えを、皆さん来ていただければそういうふうに言ったほうがいいですよね。今回はし

ょうがないと思うんですけれども。 

○原田座長 そうですね。今のことは事務局を通じてよろしくお願いしたいと思います。 

○浦野技術政策課長補佐 はい。 

 戻って恐縮なんですけれども、イエーツの検定、この場合は先ほどのあれですかね、補正は、

これもやはり、今回もイエーツの補正は施しているということですけれども、どのように申請

者のほうには。 

○原田座長 先ほどと同じ措置でよろしいんじゃないでしょうかね。 

○浦野技術政策課長補佐 わかりました。ということは、きちっと見直しでやり直すべきなら

ばやり直すということですね。 
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○原田座長 はい。 

○嶋田委員 １つよろしいですか。ちょっと私、退室しなきゃいけないので。栽培なしという

状態で今こう審議しているわけですよね。 

○原田座長 はい。 

○嶋田委員 今までもコモディティで、要するに搾油に使うような輸入のものなどは、栽培は

最初なしというふうにして出してきても、やっぱり何かのときに実際にそれが栽培…… 

○原田座長 こぼれ落ちる。 

○嶋田委員 はい、こぼれ落ちとかで、日本の自然生態系で繁茂するという可能性があるじゃ

ないかということで、栽培は入れましたよね。この場合はワタだから多分要らないとは思うん

ですが、こういう場合でも栽培はつけておかなくてもいいんですか。 

○原田座長 そこも大分議論、しましたよね。 

○嶋田委員 大分議論しましたよね。だから、ダイズとかそういうものだったら確かにつけて

おいたほうがいいと思うんですけれども、じゃあワタだから要らないだろうという、そういう

線引きなんていうのは、どの辺ぐらいでわかるものですかね。 

○近藤委員 これは今までの話では、特にそういう線引きをしていなくて、ただ、ワタに関し

ては要らないであろうというふうになったんですよね。特に線引きをしたわけではなかったと

思います。 

○原田座長 日本で全然栽培がないわけじゃないんですけれども、観賞用にとかありますので、

ですけれども、ダイズ、トウモロコシなんかに比べると余りにも要らないだろうという。 

○嶋田委員 それで結構です。 

○近藤委員 それと、むしろ、今のは確かにこぼれ落ちはするんですけれども、もともと栽培

するつもりがないのに栽培と書くこともちょっと気にはなっているんですけれどもね。 

○嶋田委員 そうですね。特にワタの場合はそうなると思います。 

○原田座長 そういうことで、よろしいでしょうか。 

○嶋田委員 構いません。 

○原田座長 ほかに何か、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

○浦野技術政策課長補佐 トウモロコシのほうで出た指摘を反映させていただきますと、やは

り、今度今やっているコットン、ワタの別紙１の表３。 

○小野里委員 同じですね。 

○浦野技術政策課長補佐 ええ、先ほど、小野里先生からいただいた、同じだと思います。 
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○小野里委員 同じ実験結果を載せているだけなんですね。 

○浦野技術政策課長補佐 ええ、そうだと思いますので、やはりこちらも並びで指摘をさせて

いただきたいと思います。 

○武田委員 これはどういう実験になっているんですかね、これ、ドーズは１つなんですかね、

この、そういう方法というのを見るとね。 

○原田座長 多分そうですね。 

○武田委員 ドーズ１発でどこからきいてくるなんて、どうして言えるんですかね。 

○小野里委員 だから、そこで影響がなければ、それ以下であればもう影響はないということ

はわかるんだと思うんですけれどもね。 

○武田委員 片方は無限大ですよね。 

○浦野技術政策課長補佐 そう、片方は無限大で。 

○小野里委員 だから、普通植物体とかを虫が食べて、その濃度よりこれがずっと低ければ問

題ない、影響ないだろうという判断になるんじゃないかなと思うんですけれどもね。 

○原田座長 どうぞ、何か。 

○林委員 ５ページ、これは安全性とは直に関係ない、文言のことですけれども、ライン15の

その他の情報で、「ワタにはゴシポール」うんぬんとあって、一番最後に「（文献 18）。」

になって、間が１行あって、「テルペノイドであり」とあって、それから下の３行には大きい

主語がない。それ副主語で「遊離型は」とあるけれども。だから、ここは何か主語が抜けたん

じゃないかと思います。 

○原田座長 そうですね。１行はあいていますしね。 

○林委員 恐らく何か主語があって、何とか何とかがテルペノイドでありと、この上にもう１

行何かあったように読めるんですね。ですから、これは文言だけのことですけれども、このま

まだとちょっと大主語がないからわからない。そのことが１つです。 

○原田座長 これも申請者とチェックしてください。 

○林委員 それから、もう一つすみません、28ページ、文献ですが、文献18のＯＥＣＤの文献

があります。これは食品安全性のほうの文献なんです、私、ＯＥＣＤの関係のほうは環境安全

性ですけれども、兄弟の部会で、食品のワーキンググループの出版物がここにあるんです。 

 それで、本来環境のほうのための、Consensus Document on the Biology of Cottonという

のがあるべきなんですけれども、これが、いつかも申し上げましたけれども、途中までできて

きて、ドラフトが不完全ということで、つい最近、2007年から、スペインがリードカントリー
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だったんですけれども、アメリカとオーストラリアが加わって、全面的に書き換えたような格

好になっています。 

 改訂ドラフトは、非常によくなりまして、それがこの６月の会合に出まして、大体これでい

いんじゃないかと。あと、もうワンラウンド、コメントをとって、大きいコメントがなければ、

これはもうそのまま上部機構に行って出版となる予定です。 

 ですから、これはもう尐しお待ち願えると、ワタに関する環境安全性のＯＥＣＤドキュメン

トが出ることになります。 

○原田座長 ありがとうございました。 

 あとはよろしいでしょうか。もし、ほかにないようでしたら、まとめさせていただきます。 

 申請者から提出されましたチョウ目害虫抵抗性ワタについて、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の内容は適正で

あると判断します。このように決定いたしたいと思います。 

 あと、訂正部分。 

○浦野技術政策課長補佐 そうですね、今回の訂正は大きいので、一応、指摘事項ということ

で出させていただきまして、先生方のほうにきちっと確認をさせていただくと。指摘で修正す

る場所は修正し、回答をいただくところは回答をいただいて、先生方のほうにきちっと、回答

は事務局のほうから確認をさせていただきまして、先生方からのご回答を待ちまして、総合検

討会の検討結果というように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。 

○原田座長 そうしますと、次の議題はその他となっているんですが、何か事務局のほうから

報告事項はありますでしょうか。 

○浦野技術政策課長補佐 ええ。事務局のほうから１点、次回の総合検討会の開催日でござい

ますけれども、現時点ではちょっと、まだ先生方のご予定を把握していないこと等がございま

すので、決定次第、ご連絡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。 

○原田座長 そのほか、本日の議事全般について、委員の先生方から何か、特にございません

でしょうか。もし、特段ないようでございましたら、本日の議事はこれで終了することにいた

します。どうもありがとうございました。 

 じゃあ、事務局のほうにお返しします。 

 

＜閉会＞ 

○浦野技術政策課長補佐 本日は熱心なご議論をどうもありがとうございました。以上をもち
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まして、生物多様性影響評価検討会総合検討会を閉会したいと思います。 

 先ほど横田のほうからもありましたとおり、先生方の懇談をということでございますので、

10分間の休憩後に懇談会を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

 


