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生物多様性影響評価検討会総合検討会 

平成２２年２月１日 

於：農林水産省共用第２会議室 

 

＜開会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 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」を開催したいと思います。 

 本日は、御多忙のところ、各先生方にお集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

 本日の先生方の出欠状況でございますが、嶋田委員、井出委員は、所用により御欠席と

の御連絡をいただいております。 

 

＜配布資料の確認＞ 

 議事に入ります前に、配付資料一覧に基づきまして、本日の配付資料について御確認を

願いたいと思います。 

 まず、検討会の議事次第、委員名簿、座席表。 

 資料１が審査状況。 

 資料２－１が分科会の結果。 

 資料２－２が申請書の概要。 

 資料３が再発防止策について。 

 参考資料１、２という順でございます。 

 不足している資料等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局の方から、参考資料１及び参考資料２に基づきまして、承認状況の御

説明をさせていただきます。 

 まず、参考資料１でございます。 

 11 ページをお開きいただきますと、１月 25 日現在、10 品目、132 が承認をされてござ

います。今回、１月 25 日に承認されたものといたしましては、ワタの 18 番、19 番の２品

目でございます。 

 また、９ページのトウモロコシの 47 番が、やはり１月 25 日に新たに承認をされたもの

でございます。 

 参考資料１は以上でございます。 

 参考資料２は、１月 25 日現在、学識経験者の意見聴取を終えた審査中の案件でございま

す。こちらにございます８品目が該当するということです。これにつきましては、すべて

食品・飼料の安全性確認が未了ということで、承認待ちのものでございます。 

 参考資料１及び２の御説明は以上でございます。 

 なお、傍聴の皆様方には、傍聴される方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。 
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 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いたします。 

 

＜議事＞ 

○原田座長 それでは、委員の皆様の御協力の下に、本日の審査を始めたいと思います。 

 まず、議事の１番目でございますが、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係

る申請書等の検討でございます。 

 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御報告いただきまして、その後、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

て御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。 

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、本日御審議いただきます承認案件の審査状況につ

きまして、資料１に基づきまして御説明をさせていただきます。 

 本日御審査いただく案件といたしましては、１件でございます。 

 名称といたしましては、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシで、申請者はシンジェン

タシード株式会社でございます。 

 使用等の内容といたしましては、隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこ

れらに付随する行為でございます。 

 農作物分科会では、これまで４回審査を行いまして、本日、総合検討会での審査という

ことでございます。 

 資料１の御説明は以上です。 

○原田座長 ありがとうございました。 

 

＜コウチュ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＞ 

 それでは、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（Event 5307）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、近藤委員より、資料２に基づいて御報告をよろし

くお願いいたします。 

○近藤委員 資料２－１を読ませていただきまして、御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：コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ（ecry3.1Ab, Zea mays subsp. mays（L.）

Iltis）（Event 5307, OECD UI:SYN-05307-1） 

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

する行為 
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 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

響に関する申請書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

pSYN12274 に由来する ecry3.1Ab 遺伝子（コウチュウ目害虫抵抗性遺伝子）及び 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

入されている。また、細胞内に移入された拡散が、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トウモロコシは、我が国において長期にわたり栽培等がされ

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、細胞内に移入された ecry3.1Ab 遺伝子によりコウチュウ目

害虫抵抗性の性質が付与されている。しかしながら、コウチュウ目害虫による食害は、ト

ウモロコシが我が国の自然環境下において生育することを困難にさせる主な要因ではない

ことから、本組換えトウモロコシに抵抗性が付与されても、競合における優位性を高める

ことはないと考えられた。 

 また、本組換えトウモロコシは細胞内に移入された 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た。 

 2007 年及び 2008 年の米国において、本組換えトウモロコシの競合における優位性に関

わる諸形質について調査が行われた。その結果、2007 年の試験では 50％開花積算温度及び

稈長で、2008 年の試験では収量で本組換えトウモロコシと非組換えトウモロコシの間に有

意差が認められた。しかしながら、有意差が認められた形質については、栽培年度間で一

貫した整合性が見られなかったことから、これらの差異が導入した遺伝子によりもたらさ

れたものではないと考えられた。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離

ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、影響

を受ける可能性のある野生動植物等の特定はされず、競合における優位性に起因する生物

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

 

 ３ 有害物質の産生性 



 4

 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なされていない。 

 本組換えトウモロコシは、コウチュウ目昆虫に対する殺虫活性を有する ecry3.1Ab 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 たんぱく質を産生する。

しかしながら、ecry3.1Ab 蛋白質は、従来の Cry 蛋白質と同様の構造と機能を持つことか

ら、従来の Cry 蛋白質と同様に酵素活性を有するとは考えにくい。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あり、他の天然基質は知られ

ていない。従って、これらの蛋白質が宿主の代謝経路に影響を及ぼし、有害物質を産生す

るおそれはないと考えられた。 

 本組換えトウモロコシを我が国の隔離ほ場で栽培した場合、ecry3.1Ab 蛋白質により、

コウチュウ目昆虫が、本組換えトウモロコシを直接摂取した場合及び本組換えトウモロコ

シの飛散した花粉が堆積した食餌植物を摂取した場合に影響を受ける可能性があると考え

られた。しかしながら、隔離ほ場周辺に堆積する花粉量は、隔離ほ場から 10m 以上離れる

と極めて低くなること、本組換えトウモロコシでは花粉での ecry3.1Ab 蛋白質の発現量が

極めて低いこと、影響を受ける可能性のあるコウチュウ目昆虫が隔離ほ場内及び周辺に局

所的に存在しているとは考えにくいことから、影響を受ける可能性は極めて低いと判断さ

れた。 

 また、米国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及び

土壌微生物に影響を与えるもの、植物体が有し枯死した後に他の植物に影響を与えるもの）

の産生性の有無について、鋤込み試験及び後作試験にて調査が行われた。その結果、本組

換えトウモロコシと非組換えトウモロコシの間に有意差は認められなかった。 

 なお、いずれの蛋白質についても既知アレルゲンや毒性蛋白質と相同性を持たないこと

が確認されている。 

 以上より、本組換えトウモロコシは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離

ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、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は、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた

隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、

我が国における生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結
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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、コウチュウ目害虫

抵抗性トウモロコシ（Event 5307）について御報告をいただきましたけれども、本件につ

きまして、何か御質問、御意見はございませんでしょうか。どなたからでも結構ですので、

よろしくお願いいたします。 

 小野里委員、どうぞ。 

○小野里委員 導入遺伝子の説明の件ですけれども、今回用いている遺伝子は、２つの遺

伝子の一方の前半部ともう一方の後半部をつないだキメラ遺伝子になっているものですか

ら、その辺をちょっと付け加えた方が親切かなと感じました。 

○原田座長 どういたしましょうか。今の小野里委員の御提案について、何か御意見ござ

いませんでしょうか。 

○近藤委員 今まではもっと複雑なキメラ遺伝子もあったんですが、特に説明を加えては

いなかったですね。 

○小野里委員 私の記憶にあるのは、花粉アレルギーですか。あれもアレルゲンのある部

分だけを切り出してつないで、短い遺伝子にして入れていましたね。あと、どんなものが

ありましたかね。 

 遺伝子で植物に読まれやすいように塩基を置換するというのは幾つかありましたけれど

もね。 

○原田座長 ほかの委員の先生方、何か御意見ございますか。林先生、何かございません

か。 

○林委員 髙木先生、何かありますか。 

○髙木委員 これはちょっとわかりにくいというか、今までもあったのかもしれないけれ

ども、要するにリセプターが昆虫に対する特異性を決めるわけで、なるべくその耐性が出

ないように、レセプターが変わったものをつくった方がいいというのが発想ですね。だけ

れども、キメラにしても、結局レセプターのところで特異性が決まるとすれば、そのレセ

プターが変わらない限り特異性は変わらないので、その辺の論理的な、資料の配列を慎重

に読めば、その辺もわかるんでしょうけれども、その辺の考え方は、小野里先生のおっし

ゃっていることと違うかもしれませんが、要するに目的はその耐性が出ないようにしたい

ということですね。 

○近藤委員 そうですね。特異性は変わらないですね。 

これまでもいろんなものをつくられて、そのスタックもつくったり、複数のモデルを入

れていますけれども、結局耐性昆虫ができないようにするために、既存のものをキメラに

くっつけたりとか、いろんなことをされているわけですね。その中の１つという意味です

ね。 

○髙木委員 そうですね。だから、その考え方なんですけれども、一般的に特異性の領域

というものがこの場合には後ろの方の領域、ドメイン２とか３と書いてありますが、そこ
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で特異性が決まっているとすれば、その特異性を持つ限り、耐性は同じように出てくるの

ではないか。そこのところのアミノ酸配列などを変えて、既存のものと違うものをつくり

出せばいいのでしょうけれども、ドメインの組合せを変えただけで、特異性の配列自体は

前からあるものなので、それで耐性にならないようにすることができるのかという、安全

性とはちょっと離れたところで私は非常に興味があるんです。 

○近藤委員 結合する部位のところをいじらなくても、特異性が変わらないようなことを

いじっても、耐性昆虫は出ないということにはならないのではないかということです。 

○髙木委員 だから、ほかの領域は、例えばイオンチャンネルをつくるとか説明がありま

すけれども、そこのところは別のところから持ってきているんだが、もともとのレセプタ

ーになっているところが特異性を決めるわけだから、そこの構造を持ってきた由来するも

のと同じことになるのではないか。 

○近藤委員 言い方は悪いですけれども、こういうある種の小細工みたいなことをして、

それで防げるかということですね。 

○髙木委員 そうですね。 

○原田座長 今、近藤先生に報告していただいたのは、２ページの検討の結果というもの

で、このところには、今までも余り詳しいことは書いてこなかったんですね。 

○近藤委員 分科会の中で、キメラにしたことがどういう意味を持つのかとか、今、髙木

先生がおっしゃったような特異性が変わらないかとか、そういうことは議論が何度もされ

ていることです。 

○髙木委員 カルタヘナ法のものは関係ないんですね。 

 小野里先生のおっしゃったことと関連したような気がして発言したんですけれどもね。 

○近藤委員 結局、組換えに使った遺伝子をどこまで詳しく書くかということですね。 

 これまでは、とにかく機能だけを括弧書きで書いていたわけですけれども。 

○髙木委員 私はこれで別に反対意見はありません。 

○小野里委員 これは対象というか、植物の方が害虫に対する抵抗性の対象となる食害昆

虫のスペクトラムというか、それは違いがなかったんでしたか。そういうものももし違い

があるとなれば、やはり従来の cry 遺伝子と違ってきているものだから、やはり必要かな

と感じました。 

○近藤委員 そこは違わないんですけれども、勿論従来のといいますか、同じコウチュウ

目害虫抵抗性遺伝子といっても何種類もあって、それぞれに名前が付いていて、またその

キメラにすることによって別の名前が付いているということになりますので、どの程度違

うかというのは、一つひとつ多少は違いがあるかもしれませんが、その範囲ではあるわけ

ですね。すべて大きくは違わないはずです。 

○原田座長 いかがですか。ここには検討の結果というのにまで。 

○小野里委員 どうしても問題と思ったら、また御連絡します。 

○近藤委員 結局、これは結果しか書いていなくて、検討の過程は書いていないんですよ。 

○原田座長 これでも検討の結果はだんだん長くはなってきているんですね。最近長いも
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のだと４ページぐらいのものもあるんですけれども、以前は大体１ページか１ページ半ぐ

らいでしたね。 

○近藤座長 最初はもうちょっと字が小さかったので、この半分強というところですかね。 

○原田座長 林先生、どうぞ。 

○林先生 髙木先生の御質問に直接答えられているかどうかはわかりませんけれども、別

紙３の冒頭で「different sites」という言葉が使ってあります。ですから、それは狙った

ように「different sites」でもって新しい抵抗性をつくったということで、そこのところ

はこれで読めるのではないかと思います。 

○髙木委員 １ページ目ですか。 

○林委員 １ページの「Summary」の一番下の行です。 

 それから、小野里先生のいろんなスペクトルは、どこかに表が全部出ていました。 

○髙木委員 ここに書いてあることは書いてありますね。 

○林委員 要するに、チョウ目には殺虫効果は出さないということが、ミツバチも含めて、

そういう表がどこかにあったと思うんです。 

○浦野技術政策課課長補佐 今、林先生がおっしゃっているのは、別紙５の方ですね。 

○原田座長 別紙５に１ページにわたって書いてありますね。 

 それでは、またどうしても入れた方がいいということにでもなったら、事務局の方に連

絡していただくことにして、ここでは今までのやり方からいって、余り詳しい構造のこと

はここには書く必要はないかなと思いますので、その点についてはよろしいですか。 

○林委員 ほかのことでよろしいですか。 

○原田座長 どうぞ。 

○林委員 この分科会からの御報告そのものは、これで結構だと思います。 

 それで、直接関係ないかもしれませんけれども、確かに小野里先生からも御指摘があっ

たように、これはキメラで変わっているんです。そのことを別紙３～５の資料とか、別紙

７だったかもしれませんが、サザンの結果が７か８で出ています。キメラについてきちん

と狙ったような発現をしていますというものの傍証になる証拠は、これらの別紙でそろえ

られているのではないかという印象を受けました。 

 特徴的なことは、厚い申請書の方の 17 ページをごらんいただくと、これは育成図がある

んですが、T0、BC1、F1 をつくって、F1 で最初の分子生物学的な情報をやっているんです。

T0、BC1 とかは飛ばしているんです。 

 それから、F1 からずっと行って、BC5F1 とか、右の方に行けば BC6F1、BC7F1 とか、バッ

ククロスした方がある。左の方に行けば、セルフを持っていた系統とか、そういうところ

で、結局 BC5F1 以降で本格的に分子レベルの情報をやっているということで、その間は育

種的な選抜を実際にはやっているんです。 

 それで、これとは直接関係ありませんけれども、安全性評価作業の見直し作業の方で、

外国ではこういうことが行われていると指摘されています。要するに、初期世代の細かい

ところの分子的情報は取らないで育種操作を進めて、ある程度めどがついたところについ
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てきちんとやって、先へ進む。そういうことは外国では行われていて、育種をやる場合に、

特にそれが実際的に行われています。日本もそういうことが行われるかもしれないので、

そこで考える必要があるという御意見があったと聞いていますけれども、これがまさにこ

の例なんです。 

ですから、ここにもあるように、GM 品種の育種をやる場合には、こういうことは割と広

く行われているんだということだと思います。 

 あと、小野里先生の御質問とも絡みますけれども、このねらいは抵抗性の発現が遅れる

だろうとか、そういうことがねらいなので、それについて効果があるだろうと思うんです。

御存じのように、Bt についての抵抗性の発現を遅らせるのは、一般に今まで Refuge とい

う非組換え体のほ場を何メートルか忘れましたが、組換えほ場の周りに配置して、そこで

抵抗性の出た害虫の頻度を下げています。Refuge のシステムは欧米のように大きい規模の

栽培はできるけれども、小さいところは難しいかもしれないという話が前からありまして、

中国などは Refuge に代わるやり方をして、輪作でそれを行って、実際には抵抗性の発現を

抑えています。 

 ですから、こちらのやり方が効果があれば、Refuge の面積を減らすという方向で貢献で

きるかもしれないという気がいたします。Refuge を減らすということが視野に入っている

のかなという気がします。 

 最後は細かいことなんですけれども、これは機械的な間違いだと思いますが、評価書の

５ページの一番下に「VR3～VR6」とありますが、これは「VR4」の間違いですね。これは評

価書の７で本文中にもたしか書いてあったと思います。７の図１の説明の３行目で「VR4

～」と書いてあります。 

 ここの「VR3」を「VR4」に直すと、それと連動して、資料２－２の７ページの一番下で

もやはり「VR3」が「VR4」になると思います。これは機械的な本当に単純ミスだと思いま

すけれども、「VR4」が正しいと思います。 

 以上です。 

○原田座長 どうもありがとうございました。事務局は今の件をチェックしておいてくだ

さい。 

 小野里委員、どうぞ。 

○小野里委員 評価書の 12 ページの真ん中に表３とあります。その説明文の１行目のとこ

ろに卵をどの程度最初にまいたかという説明が、「0.3m 当たり 1,380 個」となっています

が、長さだけですね。 

○原田座長 幅がわからない。 

○小野里委員 ですから、これは面積の「0.3m2」なのか、あるいは茎１本に対する長さに

対して接種したという意味なのか、わからないですね。 

○原田座長 そうですね。これもちょっと事務局はチェックしておいてください。お願い

します。 

○小野里委員 今のところで「卵を接種した」とありますが、土の中に接種したものか、
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植物体に接種したのか、不明です。もし土に接種したのでしたら、種をまく前か後かとい

う情報も必要ですし、接種してから一体どのぐらいの時間が経ってからこの調査をおこな

ったのかという情報が必要です。さもないと、この表を評価することはできないと感じま

した。 

○原田座長 この下に幾つかのインフォメーションが書いてあるんですけれども、今、小

野里委員が指摘されたようなことは、この下のところには書いていないですね。反復数と

か、１反復当たりのあれは書いてありますけれども、これはここの表の下の注のところに、

今の御発言のことを付け加える必要があるのではないでしょうかね。これは向うの試験で、

別紙の方に詳しい説明でもありますかね。 

○小野里委員 別紙の引用がなかったというか、探せなかったんですよ。 

○原田座長 もしかしたらあるのかもわからないけれども、私もちょっと記憶がないので

ね。 

 では、今の小野里委員の御指摘は、まず１つは「0.3m」というのがどうかということと、

どこに接種したか。それが播種前か後かということをチェックしてください。 

 ほかに何かございますか。 

○髙木委員 私、先ほどちょっと間違ったことを言いました。林先生がおっしゃったよう

に、VR3 は一方の方から来て、４から以降がもう一方から来ているので、レセプターがキ

メラになっているんですね。レセプター自身がキメラになっているから、新しいレセプタ

ーができているわけで、そういう意味で耐性という意味があることがやっとわかりました。 

 VR4 から以降だと、一方からしか来ていないのでね。 

○原田座長 何ページをごらんになっていますか。７ページですか。 

○髙木委員 ７ページの図１を見るとわかりやすいです。上の方にVRと CVとありまして、

VR がバリアブルで種特異性みたいなことを表すんでしょうけれども、VR3 と VR4 の間で一

番下のキメラをつくっていますから、新しいレセプター構造ができていると考えていいの

ではないかと思います。 

○原田座長 それはこちらの概要にも入っているのでしょうね。概要の方も公になるわけ

ですから、ページが違いますけれども、これに入っていれば問題ないと思います。 

 武田先生、何か御意見ございますか。 

○武田委員 これに関しては特にないんですけれども、先ほど林委員からあった前段の方

のことで、ちょっと皆さんとお話した方がいいことがあるんですが、この委員会の後で懇

談の形にしていただけるとありがたいです。 

○原田座長 わかりました。 

 武田先生、この評価については、特によろしいですね。 

○武田委員 ないです。 

○原田座長 わかりました。 

 では、今、幾つか御意見が出まして、今の追加のことは事務局の方でチェックしてもら

うことにしまして、とりまとめとしては、「申請者から提出されたコウチュウ目害虫抵抗性
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トウモロコシ Event 5307 について、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影

響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断します」

ととりまとめさせていただきます。事務局の方、申請者に御連絡をお願いします。 

 これで議事の１は終わりまして、議事２のその他に移りますけれども、事務局の方から

何かございますでしょうか。 

 

＜その他＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 事務局から２点ほど御説明をさせてください。 

 まず１点目は、資料３をお手元に御用意いただければと思います。 

 資料３でございますが、再発防止策につきましてということで、デュポン株式会社バイ

オテクノロジー事業部の方から、平成 22 年１月 19 日に技術政策課に提出があったもので

ございます。 

 なお、これにつきましては、平成 22 年１月 26 日に開催されました農作物分科会でも御

説明をさせていただいております。 

 まず、内容といたしましては、生物多様性影響評価書を見直したところ、下記のとおり

誤記が判明しましたということでございます。誤記のありました評価書といたしましては、

３つほどありまして、それぞれ別紙１、別紙２、別紙３に誤記の場所が記載されておりま

す。 

 別紙１につきましては、既に 2009 年６月８日に承認をしているものでございます。（２）

及び（３）の２品目につきましては、既に総合検討会としての審査は終了していますが、

ただいま食品及び飼料の審査が未了ということで、承認待ちとなっているものでございま

す。 

 誤記の内容といたしましては、なぜこういうことが起きたかということですが、引用文

献等を精査する過程できちんと確認がされていなかったため、間違ったまま提出がされて

しまったということです。 

 次のページをめくっていただきますと、今後の再発防止策といたしましては、評価書を

複数人で確認をし、再発防止に努めていくということでございます。 

 間違った内容といたしましては、主なところは文献を引用する際に、引用文献の数値の

丸め方が異なっていたということがございます。 

 あとは引用文献のデータベース等のバージョンが違っていたということでございます。 

 続きまして、別紙２でございます。こちらにつきましても、同じようにやはり数値の丸

め方とか、引用文献が異なっていたということでございます。 

 別紙３につきましても、同じように引用文献が異なっていたり、それぞれ数値の丸め方

が異なっていたということでございます。 

 以上の御報告がありましたので、御報告させていただきます。 

 それともう一点は、事務局の方から、その他といたしまして、次回の総合検討会でござ

いますが、今のところ、２月 25 日木曜日の３時からを予定しておりますので、日程の確保
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方をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

○原田座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局からはそれだけですね。 

○浦野技術政策課課長補佐 はい。 

○原田座長 それでは、武田委員のお話は後で伺うことにしまして、委員会でほかに何か

御質問、御意見はございますか。よろしいでしょうか。 

 もしないようでしたら、本日の議事は終了させていただきますので、事務局にお返しし

ます。 

 

＜閉会＞ 

○浦野技術政策課課長補佐 本日は御熱心な御審議をありがとうございました。 

 以上をもちまして「総合検討会」を閉会したいと思います。 

 先生方お忙しいとは思いますが、10 分の休憩後に懇談会を開催したいと思います。この

時計で 25 分から開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 


