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午後１時３２分 開会 

○鈴木技術安全室長 それでは、定刻となりましたので、これ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、ご多忙の中、先生方にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 

 申しおくれましたが、私、農林水産省技術会議事務局で技術安全室長をしております鈴木と

申します。この７月１日から室長を拝命しておりますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

 本日は委員の先生全員のご出席をいただいております。 

 開催にあたりまして、まず資料の確認に入らせていただきたいと思いますが、お手元の資料

一覧をご覧いただきたいと思います。 

 資料１としまして、第一種使用規程の承認に係る申請案件の審査状況。資料２－１、資料２

－２ということで、少し厚い資料があるかと思います。また、資料３－１、資料３－２、資料

４－１、資料４－２という形で右上に番号が振られている資料があろうかと思います。最後に、

参考資料といたしまして、参考資料１、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２といたしまして、学識経験者の意見の聴取を終えた審査中の案

件一覧という資料をつけております。 

 資料に欠部がございましたら、その都度でも構いませんので、ご指示いただければと思いま

す。 

 また、傍聴の皆様方におかれましては、あらかじめ配付しております留意事項に沿って円滑

な審議の進行にご協力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。 

 それでは、議事を進めていただきたいと思います。以降、近藤座長、よろしくお願いいたし

ます。 

○近藤座長 はい、わかりました。 

 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

した上、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 資料１をご覧いただきたいと思います。本日お諮りいたします案件は３
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件でございます。 

 まず、１番目はチョウ目害虫抵抗性ダイズ（ＭＯＮ-87701)、日本モンサント株式会社より

申請がなされている案件でございます。使用等の内容といたしましては、食用又は飼料用に供

するための使用、加工、保管、運搬、廃棄並びに付随行為という形になっておりまして、栽培

が除かれております。これは後ほど補足させていただきたいと思います。 

 また、検討状況につきましても、本年７月31日あるいは８月24日となっておりますが、これ

も若干過去の経緯がございますので、追加的な説明をさせていただきたいと思っています。 

 承認の状況につきましては、隔離ほ場審査につきましては、2009年７月30日、食衛法、飼安

法の承認につきましては、2011年に既に済んでいるという案件でございます。 

 ２番目、３番目はいずれもワタの除草剤グリホシネート及びチョウ目害虫抵抗性のものでご

ざいまして、ＧＨＢ119あるいはＴ304-40ということでございます。いずれも食用又は飼料用

に供するための使用、加工、保管、運搬、廃棄、それに付随する行為ということで、ワタにつ

きましては、従来から栽培を除いて申請がなされているという状況に対応したものでございま

す。 

 検討状況につきましては、2011年７月あるいは本年2012年６月12日、７月20日、３回にわた

りまして分科会での審議をいただいております。２番につきましては、2010年１月25日、３番

につきましても同様でございます。食衛法、飼安法につきましては、２番の案件が既に2012年

に承認を終えているという状況でございます。 

 １番について追加的に補足をさせていただきたいと思いますので、次のページの参考１をご

覧いただきたいと思います。チョウ目害虫抵抗性ダイズにつきましては、後ほど佐藤座長より

ご説明がございますが、平成22年、2010年８月に審議をスタートいたしまして、当初は国内栽

培を前提とした生物多様性影響についての科学的な評価を開始しております。 

 しかしながら、野生種のツルマメとの影響等を考慮いたしまして、国内栽培を前提とした評

価を継続することが困難であるといったことで、一時中断いたしまして、その後、平成24年、

本年の３月から６月にかけまして、４回にわたります予備的審査会を行いまして、「栽培」を

除いた形での輸入ダイズの「こぼれ落ち」に限定した影響評価、手法を検討いたしました。 

 この評価手法を受けまして、改めて農産物分科会を再開いたしまして、７月31日に「こぼれ

落ち」に限定した形での生物多様性影響評価を実施しております。 

 また、次の参考２をご覧いただきたいと思います。この件につきましては、さらに複雑な要

因が加わってしまいまして、今申し上げました７月31日の農産物分科会におきまして、いわゆ
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る「栽培」を含まない形での「こぼれ落ち」による影響評価も含め確認をいただいたわけでご

ざいますが、チョウ目害虫に影響を及ぼすという意味で、８月28日に環境省におきましてレッ

ドデータブックの改正がございました。この関係で、チョウ目昆虫につきましても、95種が新

たに絶滅危惧種あるいは準絶滅危惧種に追加されたということでございます。 

 したがいまして、７月31日までの分科会におきましては、追加された95種については考慮さ

れておりません。これにつきましては、再度、農作物分科会にお諮りし、次回以降の総合検討

会に改めてお諮りをし、最終的な確認をご判断いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○近藤座長 ありがとうございました。 

 それでは、最初にチョウ目害虫抵抗性ダイズについて検討したいと思うんですが、今、事務

局がら説明がありましたように、害虫抵抗性という遺伝子をダイズに入れたという今回初めて

のケースになります。従来からダイズについては、自然界にツルマメという交雑可能な野生植

物がいるということで、慎重に検討してきたわけですが、チョウ目害虫抵抗性の遺伝子が入っ

ているということで、もしこれがツルマメに移った場合に生物多様性影響が生じるのではない

かという懸念があったために、分科会でも随分長い間慎重に検討をしてまいりました。 

 その結果として、先ほど説明がありましたように、「栽培」を除いた形で評価書がつくられ

ております。ただ、栽培を除けば問題が解決するわけではございませんで、「栽培」を除いて

もまだ「こぼれ落ち」の問題は依然としてあるわけで、それについて詳細な検討がされて、こ

の評価書が提出されております。したがって、評価書の中身も様々な点から考察がされていま

すので、内容が豊富になっておりまして、ちょっと見ただけではわかりにくい部分もあるかと

思います。 

 それから、きょうこれから佐藤委員から報告していただく、基本的には検討の結果を読んで

いただくのですけれども、そこも従来のものと比べて内容的に異なるものが幾つか含まれてお

ります。一見してわかりにくいかもしれませんが、必要なことは一応書いてあるんですね。そ

れをこれから読んでいただきますので、ちょっと注意して見ていただければと思います。 

 それでは、佐藤さん、お願いします。 

○佐藤委員 それでは、農作物分科会における検討の結果をご報告いたします。資料２－１を

ご覧ください。 

 

 名称：チョウ目害虫抵抗性ダイズ（改変 cry1Ac,Glycinemax(Ｌ.)Ｍerr.)（ＭＯＮ87701、
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ＯＥＣＤ ＵＩ：ＭＯＮ-87701-2) 

 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:日本モンサント株式会社 

 

 農作物分科会は、本組換えダイズの「栽培」を含む使用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うに当たって、 

 ① 本組換えダイズが野生植物であるツルマメと交雑して、本組換えダイズに導入されてい

るチョウ目害虫抵抗性遺伝子が移行した場合、生じた交雑種に関する生物多様性影響

を評価するための科学的知見が不足していること、 

 ② 本組換えダイズを栽培等に使用した場合、本組換えダイズとツルマメとの交雑種により

生物多様性影響を受ける区域が広範かつ限定できないこと、 

から、国内栽培を前提とした生物多様性影響について科学的検討を実施することは困難との結

論に至った。このことを受け、申請者は、本組換えダイズの使用内容から「栽培」を除き、使

用範囲を輸入・加工等に限定し、モニタリング計画を含めた第一種使用規程について、本組換

えダイズのこぼれ落ちによるツルマメに対する影響を評価した生物多様性影響評価書等を再提

出した。 

 農作物分科会は、申請者から再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 

  本組換えダイズは、Escherichia coli由来のプラスミドpBR322などを基に構築されたプラ

スミドPV-GMIR9のＴ-ＤＮＡ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。 

  本組換えダイズは、Bacillus thuringiensisに由来する改変Cry1Ac蛋白質をコードする改

変Cry1Ac遺伝子を含むＴ-ＤＮＡ１領域が染色体に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、目的の遺伝子が複数世代にわたり安定して発現していることがウエスタン

ブロット分析及びELISA分析により確認されている。 

  本組換えダイズの第一種使用等の内容を食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、
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運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為とする範囲内で、生物多様性影響が生ずるおそ

れについて、（１）～（３）の観点から検討を行った。 

 

（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。 

  2007年に米国の人工気象室及び2009～2010年に我が国の隔離ほ場において、本組換えダイ

ズの競合における優位性に関する諸形質について調査が行われた。その結果、本組換えダ

イズと対照の非組換えダイズとの間に差異は認められなかった。 

  本組換えダイズには、改変Cry1Ac蛋白質によりチョウ目害虫抵抗性が付与されている。し

かしながら、他の野生植物と競合する雑草は休眠性、裂莢性、種子散布機構等の形質を１

つ以上持つことが知られているが、上記の調査結果より、これらの形質は本組換えダイズ

と対照の非組換えダイズとの間で変化していないと考えられた。このことから、本組換え

ダイズに付与されたチョウ目害虫抵抗性のみにより、我が国の自然環境下において競合に

おける優位性を有するとは考え難い。 

 

  以上より、本組換えダイズの第一種使用等の内容を食品、飼料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する範囲内では、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は、野生動植物等への有害物質を産生するとの報告はな

されていない。 

  本組換えダイズにおいて発現する改変Cry1Ac蛋白質は、既知アレルゲンと類似の配列を有

さないことが確認されている。また、改変Cry1Ac蛋白質は酵素活性を持たず、宿主の代謝

系に作用して有害物質を産生することはないと考えられた。 

  我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズの有害物質（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
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した。その結果、本組換えダイズの試験区と対照の非組換えダイズの試験区との間に差異

は認められなかった。 

  本組換えダイズの影響を受ける可能性がある野生動物として、我が国に生息する絶滅危惧

又は準絶滅危惧種に指定されているチョウ目昆虫６種及びツルマメを食餌するチョウ目昆

虫18種を特定した。特定されたチョウ目昆虫において、 

  ①本組換えダイズを直接食餌する場合、 

  ②本組換えダイズから飛散した花粉を食餌する場合、 

  ③チョウ目害虫抵抗性を獲得したツルマメと本組換えダイズとの交雑種及びその後代を食

餌する場合、 

 に受ける影響を考察した。その結果、 

  ①輸入された本組換えダイズ種子が輸送中にこぼれ落ちた後に生育する場所は、輸送道路

の近傍であることが想定されるが、このような場所に特定されたチョウ目昆虫の個体

群が局所的に生息し、かつダイズのみに依存する可能性は極めて低いと考えられたこ

と、 

  ②ダイズの花粉は産出量が極めて少なく、かつ粘着性で飛散する可能性が低いため、特定

されたチョウ目昆虫の幼虫が本組換えダイズの花粉を食餌する可能性は極めて低い。

また、特定されたチョウ目昆虫はダイズがこぼれ落ちる道路沿いに局所的に存在しな

いことから、個体群で影響を受ける可能性は極めて低いと考えられたこと、 

  ③特定されたチョウ目昆虫がツルマメのみに依存する可能性は低く、「（３）交雑性」で

後述するとおり、我が国に輸入された本組換えダイズが輸送中にこぼれ落ちた後に生

育し、それらとツルマメとの交雑種が形成される可能性も極めて低い。このため、チ

ョウ目害虫抵抗性を獲得した交雑種及びその後代をチョウ目昆虫が食餌することによ

り、チョウ目昆虫の個体群が影響を受ける可能性は極めて低いと考えられたこと、 

 から、特定されたチョウ目昆虫が、改変Cry1Ac蛋白質により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。 

 

  以上より、本組換えダイズの第一種使用等の内容を食品、飼料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する範囲内では、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。 
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（３）交雑性 

  ダイズの近縁野生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

下のように検討を行った。 

  ダイズとツルマメとの人為的な交雑を行った雑種の生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

が生育するとともに、当該雑種からツルマメとの交雑を経て、本組換えダイズに導入され

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

て生育した場合、交雑する可能性がある。 

  しかしながら、 

  ①ダイズとツルマメと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いることに加え、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の隣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遺伝子組換えダイズ（除草剤グリホサート耐性）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生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（11,860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、2009年に我が国の隔離ほ場において本組換えダイズと対照の非組換えダイズと

の自然交雑率を調査したところ、交雑は認められず、本組換えダイズと対照の非組換えダ

イズとの生殖に関わる諸形質の調査により、花粉形態及び花粉稔性における違い並びに種

子の生産性における有意差は認められなかった。 

  これらのことから、本組換えダイズとツルマメとの交雑率は従来ダイズとツルマメとの交

雑率と同様に極めて低いと考えられた。 
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  ダイズとツルマメとの雑種及びその後代は、ダイズの遺伝子を一定の割合で有することに

より、自然環境下での適応においてツルマメより不利になり、速やかに消失するとされて

いる。一方、ツルマメに改変Cry1Ac遺伝子が移行した場合には、チョウ目害虫対する抵抗

性が付与され、適応度が上がる可能性が考えられたが、 

  ①ツルマメに寄生するチョウ目昆虫の観察調査、 

  ②それらチョウ目昆虫のCry1Ac蛋白質に対する感受性の文献調査、 

  ③各種昆虫によるツルマメ食害程度の観察調査及びツルマメの摘葉試験 

 等から、その影響の程度は低いと考えられた。 

  また、ツルマメはCry1Ac蛋白質に感受性を持たない多くの生物により食害及び傷害を受け

ており、実際に、2011年の茨城県及び佐賀県に自生するツルマメ集団の調査では、チョウ

目昆虫による食害の程度は葉面積に対して最大で約５％であった。このため、上記③の摘

葉試験の結果も合わせて考えると、認められたチョウ目昆虫によるツルマメの食害程度は

ツルマメの生育速度及び種子生産に影響を及ぼすものではないと考えられた。さらに、ツ

ルマメの個体群動態は主に環境要因及びイネ科や多年生の雑草との競合によって制限され

ており、チョウ目昆虫による食害は大きな制限要因となっていないと考えられた。 

  これらのことから、本組換えダイズとツルマメとの交雑種の競合性は従来ダイズとツルマ

メとの雑種の競合性と同様に極めて低いと考えられた。 

 

  本組換えダイズの使用内容を輸入・加工等に限定し、輸送中にこぼれ落ちた後に生育した

場合の、本組換えダイズとツルマメとの交雑の生じやすさに関して検討を行うため、ダイ

ズの輸入実績及び輸送方法の調査等から考察した。その結果、 

  ①本組換えダイズの用途は搾油用、飼料用及び搾油用を除く食品用（豆腐、納豆、味噌な

ど）に大別されるが、 

   １）搾油用ダイズは港湾に隣接した工場に直接搬入されることから、内陸部への陸上輸

送に伴うこぼれ落ちの可能性は低いこと、 

   ２）飼料用ダイズの一部はフレキシブルコンテナなどの密閉性が高い手法により陸上輸

送されているが、その他の多くはバラ積みにより陸上輸送されていること、 

   ３）搾油用を除く食品用では、遺伝子組換えダイズを用いること自体の可能性が低く、

紙袋などの密閉度の高い形態により輸送されていること 

   から、飼料用ダイズがこぼれ落ちる可能性は、他と比べて高いと考えられた。 
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   しかしながら、 

   ａ．積載深度のある深箱型ダンプトラックに積載すること、 

   ｂ．二重にシートを掛けること、 

   ｃ．過積載を禁止する等のこぼれ落ちを防止する措置がとられており、工場も限られて

いること 

   から、こぼれ落ちる量は少ないと考えられ、我が国に輸入されたダイズ種子が輸送中に

こぼれ落ちる量は極めて限定的であると考えられた。 

  ②輸送中にこぼれ落ちたダイズ種子が生育する可能性については、ダイズの生育特性（雑

草性） 及び輸送経路と考えられる幹線道路における除草作業を含む生育環境を考慮す

ると、低いと考えられた。 

  ③こぼれ落ちたダイズ種子から生育した個体が、ツルマメと隣接して生育し、交雑する可

能性については、ツルマメの自生地、ダイズとツルマメとの開花期及びその交雑率か

ら極めて低いと考えられた。 

  これらのことから、食用又は飼料用に供するために輸入されたダイズ種子が、輸送中にこ

ぼれ落ちた後に生育し、ツルマメと交雑する可能性は極めて低いと考えられた。 

 

  港湾から各飼料工場までの輸送中にこぼれ落ち、開花まで生育したダイズと交雑したツル

マメに結実する交雑種子数について検討を行うため、まず、ダイズの我が国における年間

輸入量、用途別使用量、使用実態、輸送形態及び農林水産省による遺伝子組換え植物実態

調査（平成21年及び22年）において生育が確認されたダイズ個体数を基に、本組換えダイ

ズが、輸送中にこぼれ落ちて生育した場合のツルマメとの交雑の生じやすさが最大となる

場合を想定して試算を行った。 

  次に「輸送中にこぼれ落ち、ツルマメと隣接して生育する可能性のあるダイズ個体数」が

最も多いと試算された経路を例として、より現状に即していると考えられる２つの条件

（①原料発港から飼料工場までの輸送中にこぼれ落ち生育するダイズ個体数が、輸送距離

５kmごとに半減すること、②ＧＩＳ(geographic information system)による土地利用形態

調査に基づき、輸送中にこぼれ落ち生育したダイズがツルマメと隣接して生育する可能性

の判断）を加味して、詳細な試算を行った。その結果、港から飼料工場への輸送中にこぼ

れ落ち、ツルマメと隣接して生育する可能性のあるダイズ個体数は最大で11.99個体であり、

これらのダイズ個体とツルマメが交雑することにより発生する可能性のある交雑種子数は
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最大で0.75粒と試算された。 

  これらのことから、我が国に輸入されたダイズ種子が、原料発港から各飼料工場への輸送

中にこぼれ落ちた後に、ツルマメと隣接して生育し、交雑することでツルマメに結実する

交雑種子数は極めて少ないと考えられた。 

  なお、一般に安定した自然生態系に生息する植物の個体群は一定レベルで維持されること

から、ツルマメ１個体当たりの種子生産量がツルマメの個体群維持に必要な種子生産量で

あると仮定すると、結実種子のうち翌年に結実まで生育するものの割合は約0.13～0.20％

（１個体当たり488～741粒）であることから、本組換えダイズとツルマメとの交雑種子の

うち、翌年に結実まで生育するものは最大0.0015（0.75×0.0020）粒と試算され、交雑種子

の後代が生育する可能性は極めて低いと考えられた。 

 

  以上のことから、本組換えダイズの第一種使用等の内容を食品、飼料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する範囲内では、交雑性に起因

する生物多様性影響を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。 

  なお、これらの評価を行うに当たって前提とした状況の変化及び本組換えダイズの生育状

況を把握するため、本組換えダイズの第一種使用に当たっては、モニタリング計画書に基

づく申請者によるモニタリングが第一種使用規程に位置づけられ、実施される。 

 

２ 農作物分科会の結論 

  以上を踏まえ、本組換えダイズ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いた分科会の検討結果のうち、「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、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。 

 なお、先ほど事務局から説明がありましたとおり、最終的な結果報告については、次回以降

の総合検討会に改めてお諮りすることといたします。これまでの結果についての報告というこ
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とになります。 

 それでは、今の報告について審議したいと思います。どなたからでも結構です、質問とかご

意見がありましたら、お願いします。 

 今、ご説明いただいた最初の部分に「栽培を除く」ということについて極めて簡単にその理

由が説明されているということと、最後のほうに具体的な例を、こぼれ落ちとか交雑の可能性

もかなり過大に見積もった上での試算結果が述べられているというのが大きな特徴かと思うん

ですが。それから、最後にモニタリングが書かれていますが、従来、一般使用の場合にはモニ

タリングはされたことがありません、今回初めてモニタリングをするということで、これもか

なり大事な点であると同時に、実際にモニタリングをするのは結構大変なことかなと思います。 

 何かご意見、ご質問ありましたら、お願いします。 

○嶋田委員 ４ページの真ん中辺、24行目ですかね、「交雑種子数は最大で0.75粒と試算され

た」と、これはモデルケースとして考えるある地域の66km内陸にある搾油工場までのこぼれ落

ちでの交雑種子数ですよね。 

○近藤座長 はい。 

○嶋田委員 ですので、距離の尺度があるのが正しいのかなと読みましたが。つまり、何十何

キロに対して最大で0.75粒とか。評価書には一応距離が出てくるので、例えば66kmまでの間で

とかいうのであれば、それが正しいかなと思いますが。 

○近藤座長 そうですね、今のような文言をどこかに入れればいいですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○中川原委員 単純なことですけれども、１ページ目の39行目に「組換えダイズのチョウ目害

虫抵抗性が付与されている」と書いてありまして、その次に「しかしながら」と書いてあるけ

れども、その内容を読みますとプラスのようですので、「しかしながら」ではなくて、「ま

た」のほうがいいのではないかという気がしたんですね。39行目と40行目というのはプラスの、

事実を２つ重ねるという、そういう形で表現……。 

○近藤座長 39行目とその後は別に対立関係のものではないですよね。 

○中川原委員 ではないかと思うんですけれども、どうですかね。 

○嶋田委員 付与されているけれども、それ以外の野生植物と競合する雑草性の３つの要素は

持っていないと言っているわけですから、逆説ではないんですか。「また」ではなくて、「し

かしながら」ではないかと思うんですが。 

○中川原委員 そうですかね。39行目と40行目という、この２つのことがあるけれども云々と
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いうふうに読むのかなと思ったんですけどね。 

○嶋田委員 この「知られているが」というのは一般論であって、「上記の調査結果で実際に

この本組換えダイズと対照との間で見てみると変化はない」と言っているわけですから、付与

されているネガティブな効果というのはあるわけですね。ネガティブというか、心配な部分が

あるんだけれども、もう一方で休眠性とか強雑草化する可能性というのは、それに関しては一

般論としてはないと言っているわけですよね。どうなんでしょうか。 

○近藤座長 内容的に確かにそうなんですけれども、39行目と下のことは違う内容なので。 

○嶋田委員 違う内容なんですよね。 

○中川原委員 そうなんです。だから、ここで対立させる必要はないなと思ったんです。 

○矢木委員 そうですね。私も、違う内容なので、「しかしながら」というのを「また」のほ

うがいいかなという気もするんですけどね。 

○近藤座長 何も考えないで読んでいくと、「しかしながら」というのはちょっと違和感を感

じます、違うことが書かれているので。 

○嶋田委員 確かにレベルが違うことが書いてあるので。 

○武田委員 一般に野生植物というのはこういうものを持っているべきなんだけれども、この

場合は耐虫性は持っているけれども、それだけでは野生植物にはなれないと言っているわけで

すよね。「しかしながら」というのはきつ過ぎるかもしれませんね。完全に逆説ですものね。 

○近藤座長 そうですね、ちょっときつい表現ですね。 

○佐藤委員 第３文を受けるために、ここはちょっと否定的な逆説的になったんですけれども、

文章を３つの組み合わせで考えるとここはやっぱりこういうニュアンスなんですけど。 

○近藤座長 そう言いたいんですよ。言いたいんだけれども、文章自体は必ずしもそうではな

い。 

○井出委員 「ところで」ですよね。 

○嶋田委員 「ちなみに」とか。そうすると、「このことから」につながらないような感じが

するんです。三段論法にならないですよね。 

○武田委員 長い文章をいじっている間にどうしてもこうなってくるんですね。 

○近藤座長 そうですね。これは文章のことなので、今ここであまり議論してもしょうがない

ので。事務局のほうでも検討していただいて、後で委員の皆様にお伝えするということにした

いと思います。 

○武田委員 よろしいですか。冒頭なんですけれども、この案件が当初「栽培」を含んでいて、
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それは問題で、そこのところは削って再申請するという経過について、知っている人が読むと

何のことはないんですけれども、これだけ読むと、少なくとも私は「栽培」というのは当初含

んでいたというのを知らなかったので、非常に唐突な感じを受けたんですね。だから、１行、

当初は「栽培」を含んで申請されたんだけれども、「栽培」を含むには十分でない部分があっ

たので、こうなったんだよと、そういう経過が要るのではないでしょうか。ほかの方がこれを

初めて読んで何とも感じないならいいんですけれども、私はどうして「栽培」を含む使用をす

る場合の云々というのが出てきたのが唐突に感じたんですね。 

○佐藤委員 私もちょっと違和感を覚えました。一番初めにこういう申請があったという一文

があったほうがいいかもしれませんね。それないと確かに唐突な感じがしますね。 

○矢木委員 そうですね。それがあったほうがわかりやすいですね。 

○嶋田委員 確かに委員会の中では、一般使用でコモディティでない場合には、必ず「栽培」

を含むようにというふうに指導してきたから、「栽培」は当然含んだ形の案件で出してきた。

だけれども、実際には科学的にそれを検討するのが難しいということになって、こういう結果

になっているわけですよね。 

 どうしたらいいですね。前段階の経緯の条件をそこに書いた上で、本文に入ってくるという

ほうがいいかもしれないですね。 

○武田委員 「もともと「栽培」を含んでいた」と１行書いてもらうと、読むほうは読みやす

いですね。 

○近藤座長 正直なところは、申請者が「栽培」を入れたいということよりも、委員会の決定

に従ってやっているんです。 

○嶋田委員 そういう制度になっていたという……。 

○近藤座長 だから、ダイズについては「栽培」を入れるのがこれまでの慣例だったとか、そ

んなことだと思うんですよね。表現はちょっとあれなんですけれども、そういう裏事情もある

ので、書き方はちょっと難しいところはありますね。 

○武田委員 栽培を含んで申請されたのはそうはないですよね、最終的にここまで出てくるの

は。貯蔵とか加工というのはあるけれども、栽培というのは……。 

○近藤座長 入ってきます、みんな。 

○嶋田委員 例えばナタネはみんなそうです。 

○近藤座長 ほとんどは「栽培」が入っています。 

○武田委員 トウモロコシは特殊ですか。入っているんですか。 
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○近藤座長 入っています。ワタは入っていないんですけれども。入っていないのは例外に近

いんですね。 

○武田委員 今回、はそこのところがもろ問題になっちゃったわけですね。 

○嶋田委員 そうです。今まではトウモロコシにしてもナタネにしても、野生植物としてのナ

タネというのは日本には存在しません、栽培植物起源ですので。それを考えると、今まで「栽

培」というのを入れておいてもそんなに問題はなかったんですけれども、この場合、ツルマメ

が存在しますので、どういうふうな扱いにするかということになったわけですね。 

○近藤座長 どちらにしてもいきなり始まると唐突なので、武田先生がおっしゃったように、

「当初、栽培を含んだ申請があった」とかいうようなことを１行入れればと思います。 

○中川原委員 わかりやすいですね。 

○近藤座長 では、具体的な文言はお願いします。 

○矢木委員 ３ページの19行目、「チョウ目害虫に対する抵抗性が付与され、適応度が上がる

可能性が考えられたが、」ということで、20行目に①、②がありますね。ツルマメに寄生する

チョウ目昆虫の観察調査、それから、文献調査、③に各種昆虫によるというのが書いてあって、

こういうものからその影響の程度は低いと考えられたという結論なんですけれども、①、②に

ついては、観察調査の結果が載っていないし文献調査の結果も載っていないので、この文章は

ちょっとわかりにくいんですね。「また」以下が③の答えではないかと思うんですよ。だから、

③の食害程度というのが「また」以下の説明でずっと書かれているのではないかと、こういう

構成になっているのではないかと思うんですね。 

 元の文章、原本を見ると①と②についてあまり触れていなくて、③については触れてあるん

ですね。後ろにはデータが出ているんだけれども、その結果、こういうのがあると、逆に言え

ば抵抗性は上がるんじゃないかという気はするんですけれども、全体の書き方が、「また」と

いうところは③の説明になっているんでしょうかね。 

○佐藤委員 「また」と③は別ですよね。 

○矢木委員 ツルマメの食害程度の観察調査、それは既に知られているデータであって、「ま

た」というのは今回の調査でというような意味なんですか、ここがちょっと……。 

○佐藤委員 これはどちらも今回の申請で出てきている内容ですけれども、①、②、③の一連

のデータがあって……。 

○矢木委員 ①の調査結果は何を言えるんですか。チョウ目昆虫の調査結果の結論は。 

○近藤座長 ①に関しては、どういうチョウ目がこのツルマメに食害を与えているかという昆
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虫種を特定しているんですね。 

○矢木委員 ②はそういうのがみんな死んじゃうよというのを……。 

○近藤座長 いえ、そうではなくて、特定しているものに関する感受性について文献調査をし

たと。 

○矢木委員 ですよね。それで③は……。 

○近藤座長 実際に葉っぱがどのくらい失われるかを、影響が出るのかということで葉っぱを

50％とか、そういう試験をやっているんです。 

○矢木委員 ああ、そうですか。そうすると①、②、③と「また」のは全然違うデータなんで

すね。 

○近藤座長 「また」は内容的に違いますね。同時にやったかもしれませんが。 

○矢木委員 あ、内容的に違うデータ。ああ、そうですか。 

○武田委員 「影響の程度は低いと考えられた」というのが一つの結論になっているんですね。 

そして、「さて」という感じですね、「また」というのは。 

○矢木委員 ええ、「また」というのが何か変な……。そういうことですか。 

○近藤座長 つながっていないんです、別の話なんですよ 

○矢木委員 細かいことですけれども、その「また」というのが……。 

○近藤座長 「また」だけ除いたほうがいいかもしれませんね。改行していますからね。 

○武田委員 摘葉試験、ちょうどそこのところに行ったので。ずっと読んでいて少し違和感が

あったんですけれども、要するに半分ちぎっても影響は出ないので、虫がちょっとぐらい食お

うと食うまいと適応度には影響しないんだと言っている、そういう実験なんですね。だけど、

半分ちぎって影響ないというのは、葉っぱというのはそんなものかなと気がするんですね。 

○近藤座長 書いてありましたけれども、ダイズで切ると結構影響が出るんですが、野生の植

物だと切っても影響は出にくいというようなことを言っているので、そうかなと私は思ったん

です。 

○武田委員 メーカーをやっている身で言うと、出穂後に葉っぱを切ったら皆無ですけどね。 

○中川原委員 ほとんどちょん切っても大丈夫だという結果でしたよね。 

○佐藤委員 試験結果としてはそうだったですね。 

○武田委員 100％とったら影響するけれども、50％までは有意差はなかったんですよね。そ

うなると葉っぱも大したことないかなと（笑）。これは本質とは関係ないですけれども、ツル

マメの特殊事情なんでしょうかね。 
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○中川原委員 野生種としてのね。 

○武田委員 恐らく再生してくるんですね。 

○中川原委員 茎の部分でしょうね。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○武田委員 中身のことでよろしいですか。添付資料９の最後のページなんですけれども、導

入された遺伝子が安定して入っていっているかどうかというところですね、Ｆ２、Ｆ３では

３：１にきれいに分離していて、１因子がゲノムに乗っているということできれいなんですけ

れども、添付資料にはあって本体にないデータとして、自殖のデータが添付資料についている

んですね、Table１です。Ｒ２以降は、Ｒと書くのかＰと書くのかそれぞれのようですけれど

も、Ｒ２以降は固定していると、全部ポジティブだという意味で結構なんですが、Ｒ１では

15：１と分離しているんですね。18：１が15：１かどうかというのはちょっと議論はあるとこ

ろなんですけれども。 

 これをすなおに言うと、２つの場所に２つの遺伝子が入って、共分離して15：１になったと。

その後の世代ではそのうちの１つが欠落して１つになっていったということを示していると思

います。遺伝子組換えのときに１つ入るか２つ入るかというのは大事なところだし、２つ以上

入っても１つ落ちてくるというのは教科書的に言われているんですけれども、そんなに具体的

なデータがあるわけではないと思うんですね。だから、本当に15：１で２つの因子があったと

考えるのだったら、申請書の中で一言触れていただいてもよかったのかなと、貴重な情報では

ないかと思ったんです。 

 ただ、何も言っていないということは、実験の担当者が、集団サイズは小さいし、あまり確

信を持って言えないということで伏せているのかなという深読みもできるんですが。もし本当

に２因子が入って、世代を重ねる間に落ちていったというのであれば、教科書的な一つのエビ

デンスかなという感想を持ったんです。あえてどうしろという意味ではないんですけれども、

分科会でどんなふうに議論されたのかなという感じで。 

○佐藤委員 本体の33ページの育成の経過のところだと思うんですが。 

○武田委員 本文には入ってこないんですね。 

○佐藤委員 ええ、そこは入ってこないですね、サラッと書いてあって。 

○中川原委員 いずれにしても個体数や集団の大きさが非常に小さいんですね。ですから、特

に15：１みたいな分離比をさももっともらしいぞと言うにはちょっと足りないのではないかと。 

○武田委員 ３：１かもしれないですね。 
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○中川原委員 そういう意味ではほとんど言及しないでいいというふうに私はとりましたけど。 

○嶋田委員 サンプル数が少ないので適合度検定ができなくて、２遺伝子ダッシュの15：１に

適合しているのかを検定するすべがないんです。２×２とかになればフィッシャーの正確確率

検定とかいろいろあるんですけれども、これはただの15：１にフィッティングしているかどう

か、しかも19しかないデータですので、これ以上追及してもしょうがないと、そういう分析で

すよね。むしろ大事なのは、Ｒ２の世代以降がフィックスして、それで１遺伝子入っていると

いうのが大事なので、それを述べているのではないでしょうか。 

○武田委員 研究者マインドとしては何かもうちょっとほしいですね（笑）。 

○嶋田委員 説明が一言ぐらいあってもいいかなとは思いますが。 

○武田委員 これは18：１ですから。本当は３：１だったかもしれないですよね。 

○近藤座長 それなんです。 

○武田委員 それか何かセグリゲイションかもしれないということはあるので。本質にかかわ

ることではないんですが、ちょっと目に触れたデータだったので。 

○近藤座長 研究者の立場としてはそういうのも何か言ってほしいということはありますね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○小野里委員 先ほどの嶋田先生の質問とも関連するんですけれども、４ページ目の22行目で

「11.99個体」という実数が示されているんですが、その輸送量、何トンに対して、あるいは、

何粒に対して11.99個体というふうにしないと、この数字に意味が出てこないのではないかな

と思うんです。パーセントであらわすか、輸送量を最初に示しておく必要があります。 

○近藤座長 おっしゃるとおりだと思います。私も読んでいて「あれっ」と思いました。です

から、何粒当たり、かなり大きな値ですが、確かに読んでいるとわからないですね。 

○嶋田委員 何トンでもいいですけれども、粒数まで出るんです。天文学的な数字かと言うと、

ちゃんと計算できるくらいまでなので融解の値なんですよね。なので、それは出しておいたほ

うがいいかもしれませんね。何千トン、何粒とか言っておいたほうがいいかもしれません。 

○近藤座長 その粒数も仮定があって書いているんですね。何トンという単位でしかわからな

くて。 

○小野里委員 それでも一応あるとないでは違いますので。 

○近藤座長 そうですね。 

○武田委員 これを読んでいて非常に労作だなとは感じたんですよ。日本に輸入されているダ

イズは一体何粒あるかというところまで推定してね。だけど、ポアソンを推計しているんだけ
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れども、実際に計算に使った値は上限、一番高いところをとるといって異常値を使っているん

ですよね。だから、あれはポアソンではないんです。 

 それから、問題なのは赤道を越えて輸入するダイズがどれだけ発芽率を持っているかという

こと、これは根本的なところなので、それが示されないと我々は落ちつかない。それから、５

kmごとに半減すると言っているんですね。確かにそういうグラフもあるんだけれども、ここで

計算しているのは半減させていませんよね。確か港からの実距離ですよね。 

○佐藤委員 最後は寝ちゃっているというか……。 

○近藤座長 半減はさせているんですけれども、１粒以下は全部１粒になっているんですね。 

○佐藤委員 はい、途中からは。 

○武田委員 あれは積算してやっているんですか。 

○近藤座長 半減させているんですね。 

○武田委員 ああ、そうですか。ちょっと読み方が悪かったな。いずれにしても労作なんだけ

れども、何か抜けているなという感じが全体にあるので。少なくとも飼料用に輸入しているダ

イズがどのぐらい発芽率を持っているのか、そのぐらいは示してほしいかったと思うんですね。 

○近藤座長 発芽はかなり落ちているだろうということは書いていますよね。 

○武田委員 実際に随分落ちているんですね、実験に使っているやつが。 

○佐藤委員 それは入れてあるんですけれども、まとめるにあたって、数行ですごく長いスト

ーリーをここにまとめるというところで足りなくなっちゃっているんです。 

○近藤座長 どのみちデータが少ないわけですよね、どのくらいこぼれ落ちているかというも

のの。実際、観察した回数も少ないわけですし、半減するという仮定もかなり大胆な仮定で、

本当はもっと少ないと思うんです。そういうわからないことの中でかなり多めに見積もってい

る、あり得ないほど多めに見積もっているんですよね。最大限見積もってもこの程度にしかな

らないという結果なので、通常ははるかに少ないということで大丈夫でしょうという話なんで

すが、今のところはデータが少ないので、これしかないのかなと思います。 

○武田委員 しかも、雑種が１個体できる現象というかエビデンスを推定しているけれども、

実際には後代どんどん進んでいって、野生種として落ちつかなければいけないので。それには

もう一回ツルマメと戻し交雑の形が起こるかとか、あるいは、フィットネスの高いものがもの

すごく選ばれていかなければいけないので。そういうことが現実に起こるかというと多分起こ

らないですね。優秀なブリーダーがやったってなかなかできないのに、自然でそんなことが起

こるはずはないと思うし。 
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 それともう一つ、個体群を維持する上で何個体、つまり何粒、種があればいいのかというの

を、これは488～741という具体的な数字で仮定していますよね。これは群落の中にあるツルマ

メの種を数えて、このぐらいの種がついていたから、これが集団を維持するのに必要な種の数

だろうという、全くの仮定なんですよね。何の根拠もないですよ、これは。はっきり言って。

だから、労作だけれども、困ったなと思いながら私は読んでいました。 

○近藤座長 でも、これも仮定しているんですね、こういうふうに（笑）。 

○中川原委員 考察ですよね。こういうふうに考察しましたよと。それを分科会は「ああ、そ

うですか」と。 

○近藤座長 この数字そのものが大事なのではなくて、こぼれ落ちて発芽したとしても、こう

いう部分を考えなければいけませんよ、ですから、もっとはるかに確率は小さいんですよとい

うことの一つの例として挙げているというふうに我々は判断していると思うんですけれども。 

○武田委員 パブコメあたりで一体これにどういう根拠があるんだなという話になったときに、

どうやって答えるのかなと、そういう心配もありますよ、正直なところ。 

○佐藤委員 そうですね、いろいろな仮定を置いているので。ただ、より安全側に置いている

ということしか言いようがないんですね。 

○近藤座長 これからですね。 

○佐藤委員 そうですね。全体的にそういう……。 

○嶋田委員 だけど、すべてのパラメータを全部100％高い方向へとやっているわけではなく

て、ある程度具体的に絞れるところは絞るというふうにしてやって、未知のパラメータのとこ

ろを最大限に置くというやり方ですので。そういう点では少し現実に一歩進んだ計算の仕方、

推定の仕方というふうには考えられるんですけれども、だからといってより現実のところにま

でもっと進むことができるかといったら、パラメータを推定するデータが不足し過ぎているん

ですね、無理なので。なので、結局はこのぐらいのレベルで落ちついているというところなん

ですね。 

○近藤座長 試算の前にいろいろな考察がなされていて、これでも問題ないだろうという話に

はなっているんですけれども、実際にこういう試算をしてみましたというのがここで、ここに

は幾つかの多くの仮定が含まれているわけですね。この仮定も、今後いろいろな結果がわかっ

てくると、例えばこぼれ落ちているものはまだ結果は少ないですけれども、積み重なってくる

と、本当に半減しているのかということもわかってくるでしょうし。これからそういうことが

わかってくると、この試算も今後さらに改定されていく可能性はあるんじゃないかと思います。
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まあ、やってみたということだと思うんですよね。 

○中川原委員 私は、これをずっと読んでいて、仮定の上でずっといわゆる確率ですよね、こ

ういう確率でここまできましたよということを書いてあるから、誰が読んでも「わかりまし

た」という感じにはならないと思うんですが、一番最後にモニタリング計画と書いてあります

よね。これでもってこういうように推定したんだけれども、それについては全部モニタリング

で、これから先確認していきますよということが、この申請書の最も特徴のあるものかと思う

んですね。 

 ですから、ここにしっかり書いてあるということが大事だろうと思いまして、ちょっとご相

談ですけれども、一番最後の文章ですね、39行目ぐらいに「モニタリングが第一種使用規程に

位置づけられ、実施される」と書いてあるんですが、これはそうであるよと読めますよね。 

○佐藤委員 すごい強い表現になっているとは思うんですけれども。 

○中川原委員 「そうなんですよ」と、これではっきり読めますよね。それが大事だと思うん

です。 

○近藤座長 中身としては、モニタリングによって、計算の仮定に大きな間違いがある場合に

は、もう一回計算をし直すということなんですよね。 

○中川原委員 そういうことで、ここのところが今回の申請では最も肝心な部分かなと私は思

いました。 

○近藤座長 少なくとも今度は、仮定に基づいて計算をしているわけですけれども、実際モニ

タリングしますということですからね。 

○井出委員 分科会のほうでは、モニタリングの手法については、今書いてある中身で十分そ

れが評価できると判断したというふうに理解してよろしいですか。 

○近藤座長 そうです。モニタリングはもちろん、検討をして大丈夫だろうというふうに判断

していますし、さらに細かい点、具体的なところは、この計画書にも書かれていますけれども、

農水省、環境省と相談しながらやっていくということなので、お任せしていいのではないかと

思っています。 

○武田委員 私は、赤道を越えて来る種というかダイズが生きているかどうかというのは非常

に大事なところだと思うんだけれども、植物検疫の場合は、病害虫などはチェックするけれど

も、種子として来ているわけではないから、発芽率は評価しないですよね。だけど、そういう

データを農水サイドではお持ちでないんですか。 

○山口安全評価専門官 資料２－２の概要書の61ページの19行目あたりですけれども、「種子
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の発芽能力は輸送過程における砕粒の発生等により低下し、貯蔵中及び輸送中の温度上昇及び

その期間の長期化によっても低下することが報告されている」ということで、完全にはなくな

りはしないですけれども、種子の発芽能力は低下するということは既に報告もあります。とい

うことで、「栽培用種子のような高い発芽能力を持つとは考えにくい」と24行目に記載されて

いるところです。 

○武田委員 具体的な数字もあるところにはあるんですか。 

○山口安全評価専門官 そうですね。 

○嶋田委員 これはInternational working conferenceのstoreｄ product protectionの中で、

簡単には企業プロシーリングスを見ることができないんですけれども、実際に数値を見れば武

田先生も安心するのではないかと思うんですけれども、具体的にはどのぐらい低いんでしょう

か。低下するんでしょうか。例えば発芽率が10％ぐらいにまで大きくドスンと落ちるのか、そ

れとも半分程度なのか。それによってここの部分のパラメータの扱いが少し変わってくるかも

しれません。 

○武田委員 そうでなくても、こぼれ落ちた種が発芽するなんてものすごくシビアな条件です

からね。非常にいい種でないと発芽しないんですよ。半分ぐらい死んだようなやつをいいかげ

んなケアをしたのでは発芽率ゼロになっちゃう。これは経験的に皆さん、農水省の方はよくご

存じだと思います。 

○嶋田委員 すぐにデータが出てこなければ、それはそれでいいのですが、発芽率そのものは

かなり低いとは思うんです。 

○武田委員 この話題は今回で終わりですかね。 

○中川原委員 いや、もう一回。というのは例のこの委員会で……。 

○武田委員 ああ、そうか。絶滅危惧種のね。 

○鈴木技術安全室長 省内をあたってはみますが、通常、発芽率というものを必要としない用

途ですので、まずそういうことはやっていないと思います。かつ、船と言いましても、どの航

路を来るかによって温度環境は全く違いますので。それこそ北の航路を回った場合には気温的

にはかなり低いですし、しかも海水がかかるとか、時期によっては非常に荒れますから。だか

ら、いろいろな要素がかかわってくると思いますので、前提がいろいろ変わってくる中でそう

いうことを調べる意義さえもないので、多分ないのではないかと思います。 

○武田委員 こぼれ落ちを云々するときに、基礎データを持っていなきゃ片手落ちですよね。

死んだ種でこぼれ落ちを心配したってしょうがないのでね。 



- 22 - 

○鈴木技術安全室長 今回はツルマメという問題で初めてそういう必要性が先生方のほうから

こういう形でご提示いただいたというふうに受け止めたいと思うんですが。 

○近藤座長 実際にはこぼれ落ちて発芽した個体で識別できるものの数を数えているので、発

芽率は関係なしに、モニタリングでどのくらい生育してくるかということを見ているので、今

後それを続けていけば、発芽率にかかわらず問題ないのではないかと思いますけど。 

○鈴木技術安全室長 いずれにしましても、ダイズのこぼれ落ちという観点で基礎的なデータ

を今後押さえておく必要があるという面では理解できますので、そこはちょっと考えていきた

いと思います。 

○近藤座長 それと、評価する意図は、組み換えたものと組み換えていないものの発芽率を最

初調べるんですよね。それはあまり意味がないといつも問題にしているんですけれども、そう

いうデータも出てくるので、多少気にはなりますね。もともとどのぐらいの発芽率が正常なの

かというのがよくわからないので。 

○鈴木技術安全室長 少なくとも先生方の常識的な感覚からすれば、そういったプロセスを経

たほうが発芽率としては当然低いほうに働くという理解でよろしいですね。 

○中川原委員 そうですね。赤道を越えて輸入してくるプロセスもさることながら、搾油工場

までの間にこぼれ落ちる種だって、ぽんと落ちたからといって発芽するというものでもないの

で。 

○鈴木技術安全室長 よく言われますのは、通常の国内でのダイズ栽培におきましても、種子

を播種した直後、あるいは、播種する前に雨風で濡らしてしまうと、そのことで種子の発芽率

自体が大きく下がってしまうというようなことも知られておりますから。そういう意味では、

搾油工場の入口でアスファルトにはじき出されたようなものが、その後の風雨にさらされて発

芽能力を持つということ自体、常識的にはかなり低いだろうと我々も思っております。 

○武田委員 いかんせん今の段階では想像なので、具体的に30％なのか80％なのか、もちろん

ものすごくバリエーションはあると思うんですね。だから、幾つかのルートについてある程度

データを持っておられれば、我々も安心だし当局としても安心なのではないかなと思うんです

よね。 

○嶋田委員 武田先生がなぜこだわっているかというと、パラメータの中でここが一番決定論

的に決めやすいところなんです。確率やゆらぎとかにかかわらず、実際まいてみたらどれくら

いの発芽率があるのかということで、それが100％でないとするならば、どれくらいまで下が

っているのかとなれば、今までの数値をさらに例えば×0.3とか0.1というふうに減らすことが



- 23 - 

できるわけですね、決定論的に。だから重要ではないかとおっしゃっているわけですね。 

 それが確率的に何かいいところにどんなふうな形で何か、どんな状況でといろいろなことを

考えると、そういうものに関してはよくわからない。だけれども、発芽率に関しては実際には

どれくらい発芽するのかというのはわかるので。 

○鈴木技術安全室長 数値として当然出せると思いますので。 

○嶋田委員 今までの推定で我々の農作物分科会で何とかよしとしたこの数値よりもずっと下

がると思うんです。 

○武田委員 発芽試験ほとんどお金かかりませんから、ぜひやってください。 

○鈴木技術安全室長 申請者とも相談いたしまして。そういうデータがあればすぐにでも準備

できると思いますし、ないとすれば、その後の対応として、事後にせよどういう対応ができる

かちょっと相談してみたいと思います。 

○武田委員 ぜひお願いします。 

○近藤座長 今回、内容を変える必要はないと思うんですけれども、基礎データがあればいい

と思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○中川原委員 レッドデータブックの件ですね、今後この審査はどういうふうになっていくの

か、事務局のほうで説明できますよね。 

○鈴木技術安全室長 まず、今回のＢＴダイズにつきましては、現在、申請者の日本モンサン

ト社のほうで、95種新たに……。 

○中川原委員 ３ページ目に95種と書いてありますね。 

○鈴木技術安全室長 はい、95種追加になりましたので、この中で同様にＢＴ蛋白による影響

が心配されるチョウ目種の特定をしていただいているところであります。 

○嶋田委員 基本的にはまずマメ科を食べるものを絞って、さらにツルマメを食べるというと

ころでまた絞ると、この95種類のうちのかなりの数が落とされてしまうわけですね。その数種

類がツルマメを食べるとして、それが果たしてCry1Acの効果を受けるかどうかと、その順番で

見ていけばいいかと思うんですね。 

○鈴木技術安全室長 いずれにしましてもそこのところは手順立てたもので農産物分科会に改

めてお示ししたいと思っております。 

 それから、これ以外に過去ＢＴ関係の承認をもう既に行っているものがございます。トウモ

ロコシとワタの２つの作物でございますが、これにつきましては、ワタのようなものは栽培を
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前提としておりませんから、改めて再評価を必要とするかどうかも含め、この扱いについて分

科会に追って諮らないといけないなと思っておりますが、ちょっとそのあたりは……。 

○中川原委員 それはさかのぼってという意味ですね。 

○鈴木技術安全室長 はい。我々のほうでその考え方を整理した上で分科会にお諮りする必要

があるかなと思っています。いかがでしょうか。 

○佐藤委員 私の理解では、次回の分科会で追加情報の部分だけに関して審議をしますが、そ

れ以外のところに関してはもう審議は終わっていますので、基本的にはきょうここでそれは承

認なり何なりしていただいて結論を出していただいてということで、そのプラスアルファの部

分だけを次回農作物分科会で審議して、もう一度ここでその部分だけに関してご報告するとい

うことかなと思っていますが。 

○鈴木技術安全室長 今回のＢＴダイズにつきましては、それでよろしいですよね。 

○近藤座長 絶滅危惧種の扱いについても、ダイズに限らず、一般にどうするかというのはま

た分科会のほうで検討をしてということだと思います。実際には、申請者のほうも検討をかな

り進めていて、分科会の伊藤委員の意見も伺ったりしながら進めているところで、次の分科会

では議論ができるのではないかなと思いますが。 

○鈴木技術安全室長 はい。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。それでは、ほかにないということでまとめたいと思います。 

 申請者から提出された「チョウ目害虫抵抗性ダイズ」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、確認いたしました。 

 ただ、検討の結果のところで文章上に幾つか訂正を必要とする部分があるということで、ま

とめについては訂正した案をつくっていただき、我々委員全員で確認をしたいと思います。 

 それから、先ほど事務局から、今も問題になっていましたけれども、レッドリストに関する

追加情報については、農作物分科会で確認をした上で、その後の総合検討会に報告して、最終

的な結論を出したいと考えております。それが終わってから大臣あてに報告をするということ

になるかと思います。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 それでは、次の案件にいきたいと思います。「除草剤グリホシネート及びチョウ目害虫抵抗

性ワタ２件」でありますが、この２件について一括して検討したいと思います。 
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 分科会での検討結果について、佐藤委員からご説明をお願いいたします。 

○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という

ことで、まず３－１をご説明して、４－１で違う点だけご説明したいと思います。 

 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：除草剤グリホシネート及びチョウ目害虫抵抗性ワタ（改変 bar,cry2Ae,Gossypium 

hirsutum L)(ＧＨＢ119，ＯＥＣＤ ＵＩ:ＢＣＳ-ＧＨ005-8) 

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：バイエルクロップサイエンス株式会社 

 

 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 生物多様性影響評価の結果について 

  本組換えワタは、プラスミドＰＧＳＣ1700を基に構築された発現ベクターpＴＥＭ12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、Streptomyces hygroscopicus由来のＰＡＴ蛋白質（ホスフィノトリシ

ン・アセチル基転移酵素）をコードする改変bar遺伝子、Bacillus thuringiensis由来の

Cry2Ae蛋白質をコードするCry2Ae遺伝子を含む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していることが遺伝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、目的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法に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なされていない。 
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   2008年度に我が国のP1P実験室及び2011年度に我が国の隔離ほ場において、本組換えワ

タの競合における諸形質について調査が行われた結果、開花期、開じょ期、茎長、着蕾数

及びさくの重量において、本組換えワタと対照の非組換えワタとの間に差異又は統計学的

有意差が認められた。 

   開花期は本組換えワタが対照の非組換えワタに比べて３日遅かった。これは、本組換え

ワタの供試種子の播種14日後の発芽率が61％と低く、発芽力の低下により対照の非組換え

ワタに比べて初期生育が遅れる傾向にあったことが開花期に影響したと考えられたが、そ

の後は順調に生育し、開じょ期は対照の非組換えワタよりも２日早くなった。しかしなが

ら、いずれも差は僅かであり、これらの差によって本組換えワタの競合における優位性が

高まることはないと考えられた。なお、供試種子の発芽率に差はみられたものの、隔離ほ

場で収穫した種子における発芽率において統計学的有意差は認められなかったことから、

この差は遺伝的要因によるものではないと考えられた。 

   茎長及び着蕾数において、本組換えワタが対照の非組換えワタよりも低くなったが、こ

れは、初期生育の遅れに起因するものと考えられた。さくの重量については、本組換えワ

タのほうが対照の非組換えワタよりも大きい値となったが、これは、着蕾数が少なくなっ

たことにより一さくが大きくなる傾向になったものと考えられる。なお、本組換えワタの

さくの重量については、同年に同ほ場において栽培した商業栽培品種の値を上回っていな

いことから、品種間差の範囲内であると考えられた。 

 

  本組換えワタは、改変ＰＡＴ蛋白質による除草剤グルホシネート耐性及びCry2Ae蛋白質に

よるチョウ目害虫抵抗性が付与されている。しかしながら、栽培種であるワタが我が国の

自然環境下で自生することは困難であることから、我が国の自然環境下では競合における

優位性を高めるとは考え難い。 

 

  以上より、本組換えワタは、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 
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   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。しかしながら、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

息又は生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、ＰＡＴ蛋白質及びCry2Ae蛋白質が発現して

いるが、既知アレルゲンと類似の配列を有しないことが確認されている。 

   我が国の隔離ほ場において、本組換えダイズの有害物質（根から分泌されて他の植物及

び土壌微生物への影響を与えるもの、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

た結果、本組換えワタの試験区と対照の非組換えワタの試験区との間に差異は認められな

かった。 

 

   改変ＰＡＴ蛋白質は高い基質特異性を有しており、宿主の代謝系に影響して新たに有害

物質を産生することはないと考えられた。なお、本組換えワタにグルホシネートを散布す

ると、改変ＰＡＴ蛋白質によりＮ-アセチルグルホシネートが産生される。Ｎ-アセチルグ

ルホシネートは、綿実におけるグルホシネートの残留基準値の規制対象化合物に含まれて

おり、その毒性は、普通物に分類されるグルホシネートよりも低いことが確認されている。 

   本組換えワタはCry2Ae蛋白質によりチョウ目害虫抵抗性が付与されているため、我が国

に生息するチョウ目昆虫が本組換えワタの植物体を摂食した場合、また、本組換えワタか

ら飛散した花粉を摂食した場合に生存に影響を及ぼす可能性が考えられる。しかしながら、

我が国においてワタの自生は報告されておらず、輸入されたワタ種子が運搬の途中でこぼ

れ落ち、自然条件下で生育あるいは自生する可能性は低い。また、仮に生育しても、ワタ

の花粉は比較的重く粘着性があることから、風により広範囲に飛散する可能性は低い。よ

って、我が国に生息するチョウ目昆虫種が本組換えワタを摂食する可能性及び花粉に曝露

される可能性はいずれも極めて低いと考えられた。 

 

   以上より、本組換えワタは、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
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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、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、本組換えワタ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。 

 

 次に、資料４－１をご覧ください。３－１と違うところのみをお話します。 

 まず、ＢＴ蛋白質が３－１ではCry2Aeですが、４－１のほうではCry2Abということになって

います。名称もＴ-304-40，ＯＥＣＤ ＵＩ BCS－ＧＨ004-7ということになっております。 

 それから、「１ 生物多様性影響非評価の結果について」というところですが、３－１のほ

うではＴ-ＤＮＡ領域が１コピー入っていたのですが、こちらの件に関しましてはやや複雑な

入り方になっています。ちょっと読み上げます。第２段落です。 

 

  本組換えワタは、ＰＡＴ蛋白質を考慮する改変 bar 遺伝子、Bacillus thuringiensis由

来の改変Cry2Ab蛋白質をコードする改変cry1Ab遺伝子を含む１コピーのほぼ完全なＴ-ＤＮ

Ａ領域、１コピーの改変Cry2Ab遺伝子発現カセット及び３´mel断片が染色体上に隣接して

組み込まれており 

 

ということで、断片等が入ってちょっと複雑な構造になっているという点が違います。 

 それから、その下、「（１）競合における優位性」のところで、形質がやや異なっています

ので、ここは読み上げさせていただきます。２段落目です。 

 

  2008年度に我が国のP1P実験室及び2011年度に我が国の隔離ほ場において、本組換えワタ

の競合における諸形質について調査が行われた結果、開花期、開じょ期及び総分枝数にお
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いて、本組換えワタと対照の非組換えワタの間に差異又は統計学的有意差が認められた。 

  開花期及び開じょ期は、いずれも本組換えワタが対照の非組換えワタよりも１日早まった

ものの、その差は僅かであり、競合における優位性を高めるものではないと考えられた。

また、総分枝数において、本組換えワタが対照の非組換えワタに比べて少なく、統計学的

有意差が認められた。これは、生育初期に虫害を受けたために補植した本組換えワタ株に

おいて、一時的な生育遅れが生じ、独に分枝の展開が遅れる傾向となり、摘芯時の調査に

おいて差が生じたものと推察された。しかし、収穫期に調査した地上部重等において統計

学的有意差は認められていないことから、この差は一時的なものであると考えられた。 

 

ということです。 

 あとの部分に関しては３－１と同じですので、省略させていただきます。 

 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いた分科会の検討結果（資料３－１、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、大臣あてに報告をしたいと思います。 

 それでは、ご意見ありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

○武田委員 この検討結果に直接かかわることではないんですけれども、さっきのダイズでも

そうだったんですが、優位性にかかわる形質を許可するための実験に使う種が非常にいいかげ

んで、今度もワタのあれは発芽率が14日後で61％ですか、こんなよたった種を使って評価して。

特に種のクオリティというのは初期生育に決定的な影響を及ぼしますから、こういう種を使っ

てデータを出してくるというのは私は問題だと思うんですよ。要するに、生物学を知らんとい

うか、農学を知らんというか。もうちょっとその辺のところをまじめにいいデータを出してく

れないと、それで優位性があったとかなかったとか言われても困ると思うんですね。 

○近藤座長 おっしゃるとおりにそういうことで違いが出ているわけですよね。ですから、発

芽率が違ったり生育が遅かったりということで、その後も違っているということを書いてあっ

て、そうなんでしょうけれども、確かにそういうもので比較することに意味があるのかという

ことになるかと思います。そうすると、種から植物体をつくって、そこから種を改めてとり直

して、それを使って試験をするというのが正しいんだと思うんですけれども、そういうことは

誰もやっていないんですね。そういうことを要求するかどうかという問題にもなってくるんで
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すけれども、そうすると試験が１年遅れるということになりますよね。 

○武田委員 重要と思うかどうかなんですね。つけ足りのデータをつけているというつもりに

なれば、その程度で済むし、これが非常に大事なことだということになれば、一回、隔離温室

で種をとるということになると思うんですね。 

○近藤座長 これまでは発芽率が全然違っている種を使って試験をして、その結果に違いが出

ても、それは生物多様性に影響を与えるような違いではないということで済んでいますが、場

合によっては影響を与える可能性も出てきますね。そういうときには、当然、種でやらないと

パスしないわけですから、そうなるんでしょうけれども、そうではない場合に今のままでいい

のかどうかということですね。 

○中川原委員 確か分科会でも発芽率の低さというのはちょっと問題になって。僕が聞いたん

だと思うんですけれども、答えのほうは「そういうようなものがきました」と。供試材料とし

てきましたと、そういう事実だったですね。その材料を使ってこういう結果が出ましたという

ふうに解釈しないとどうしようもない。 

○佐藤委員 不完全なデータであることは間違いないんですけれども、それが特に危険なデー

タにはなっていないという判断をしたということ以上は言いようがないんですが。あとは、栽

培がないとか、自生のコンパティブルな植物がないとか、そういう状況も加味してということ

だと思います。 

○近藤座長 ワタの場合は特にそうなんですけれども、ほかの植物の場合にはもしかすると発

芽率の低いことと違いが結果に影響して、それで済まないということも今後出てくる可能性は

あると思いますね。 

○武田委員 データを大事にするという姿勢が基本的に大事なので、そこら辺が軽く考えられ

ているのではないかなという感じを受けますよね。 

○近藤座長 そうですね。単に手順に従ってやっているだけだという感じがしないではないで

すけど。 

 過去には、このカルタヘナ法よりずっと以前にはそれでもう一回やり直したということがあ

るんですね。 

○中川原委員 申請する方には常日頃そういうことを大事ですよと言っておく必要があるんで

しょうね。そうしないと、だんだん審査がしにくいようなデータが出てくるのでよくないです

から。しかし、それはその都度……。 

○近藤座長 それはこのカルタヘナ法に入ってからもあるんじゃないですか。発芽率が低くて
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だめだったのでもう一回やってもらったということがあったと思います。 

○武田委員 きれいな泳動図を出せるんだけれども、植物をちゃんと育てられないという人た

ちがふえているよね。 

○近藤座長 全体的にそういう傾向にありますから（笑）。 

○嶋田委員 気のせいかもしれませんけれども、2004年２月のカルタヘナのこういう委員会が

立ち上がってから、最近になってやけにバイオアッセイの植物の生態、形態的なデータで割と

有意差が出るんですよね。今までは、2004年とか2005年のころはそんなには出なくて、１項目

とか２項目ぐらい出て、だけど全体としてはほとんど大丈夫という感じなんですけれども、元

の母本の系統と比べて性質が大分変わってきているのではないかというくらいのデータの有意

な差が出始めていて。 

○近藤座長 最近確かに多いですね。 

○嶋田委員 多いですよね。１項目などというものではなくて、複数、例えば５項目ぐらい一

挙に有意な差が出て。それがひょっとしたらこういった遺伝子を入れたからそうなっているの

か、よくわからない部分があるんです。ただ、発芽率もこんなに低い状態で、しかもなおかつ、

今までのワタならワタのいろいろな品種の系統でのデータから見たら、それに比べると既存の

品種のデータの幅の中に入っているというような言い方をしているんですけれども、既存の系

統のデータそのものもいいかげんなデータだとものすごいバラツキがあって、その中に埋め込

まれていてもあまり足しにはならないですね、評価の対象にはならない。なので、バイオアッ

セイはきちんとやってもらわないと意味がなくなるので、そこだけ注意していただきたいです

ね。 

○近藤座長 今おっしゃられたように、既存のものの範囲に入っているのと、入っていない場

合でもこのくらいの違いは大した問題ではないと、そういうことで。確かにそうなんだろうと

は思うんですけれども、その違いが本当に意味のある違いなのか、発芽率が余りにも違い過ぎ

るための違いなのかわからないんですよね。ですから、データとしてあまり参考にならないの

が多いですね。 

○佐藤委員 そうですね、今おっしゃったとおりなんです。トータルで影響があるかどうかと

いうところで、最後はそこで判断することになると思うんですけれども、確かに出てきている

データのクオリティは低いですね、最近は。昔はもっと材料も慎重に用意してやっていたんで

しょうね。今は材料の……。 

○中川原委員 慎重にやってもらいたいですね。 
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○佐藤委員 ええ、そうですね。そうなってもらわないと。 

○近藤座長 差が出てもどうせ通るからいいやという感じはありますね（笑）。 

○佐藤委員 さっきおっしゃったみたいに品種群の範囲内というのが一つの判断基準になって

いるので。 

○近藤座長 差が出てもいいと思うんですね。ただ、その差が本当に差なのか、種子が悪いか

らそうなっているのかわからないんですよね。 

○嶋田委員 それで前例ができて既存の系統の範囲の中の一つに、たとえ外れ値であってもそ

れがどんどん含まれていきますからね。それを気をつけないとバラツキがどんどん大きくなる

ような方向にいけば、どんなものだって既存の系統の中の範囲に含まれますみたいなことにな

ってきますね、間違いなく。 

○近藤座長 確かに生物多様性に影響を与えるほどのものではないと言われればそうなんです

けれども、だからといって種子のそろわないものを使うというのはやっぱり問題ですよね。も

ともとそういうもので試験をするという考え方とか姿勢が問題だと思うんですけど。 

○嶋田委員 科学的評価をしているわけですから。 

○近藤座長 ですから、隔離ほ場試験の期間を長くとって、いったん、種子をとってからやっ

てもらいたいですよね、送られてきた種子をそのまま使うのではなくて。 

○武田委員 それは常識でしょうね。病気のない状態できれいな種をとって始めるというのは、

農学実験のイロハだと思うけど、そこをすっ飛ばして、来たやつを並べたてて、だからコント

ロールだと、それはやっぱり乱暴ですよね。 

○近藤座長 農学試験に限らず科学試験の常識だと思いますけど（笑）。ただ、それがなかな

か……。 

○佐藤委員 いろいろと理解できるところはあります。 

○近藤座長 ここで今どうこう結論は出せないんですけれども、それは分科会でもいつも気に

しながらやっていくということだと思うんです。 

○中川原委員 この案件だけの話ではないですよ。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○矢木委員 本質的なことではないんですけれども、資料３－１、４－１はよろしいと思うん

ですが、承認の状況の中で、両者が同じような形でカルタヘナ法に基づく申請されていますよ

ね。片方が食品の方で掲載されていないというのは何か理由があるんですか。あるいは、どう

いう状況になっているのかわかれば。食品としてまだ承認されていないということですか。資
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料１です。 

○高島農産安全管理課審査官 農産安全管理課からご報告させていただきますが、片方は食安

委、食品の方を通って、片方は通っていないというところです。特に何かあるとかという話は

我々には入ってきておりません。単に事務的な手続の差ではないかと思います。 

○矢木委員 ああ、そうですか。 

○近藤座長 このワタに関して、今回のが特別なものということはないので、問題なく通るん

だろうと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 では、問題なしということで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「除草剤グリホシネート及びチョウ目害虫抵抗性ワタ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、大臣あてに報告したいと思います。 

 これできょうの審議は終わったんですが、これについて事務局から申請者にご報告をお願い

いたします。 

 その他、何か報告事項はありますでしょうか。 

○鈴木技術安全室長 ございません。 

○近藤座長 特段何か発言がありましたら。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○鈴木技術安全室長 どうも本日も熱心なご議論ありがとうございました。以上をもちまして、

きょうの検討会を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後３時１１分閉会 

 

 

 

 


