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午後１時２８分 開会 

○鈴木技術安全室長 それでは、定刻よりも若干早いですが、先生方おそろいでございますの

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させていただきます。 

 本日は年末のお忙しい中、先生方お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

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

 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。お手元の資料で右上に

資料ナンバーが付してございますので、ご確認をいただきたいと思います。まず資料１、それ

から資料２-１、２-２、資料３-１、３-２、そして参考資料１、２と、いつものものがついて

おります。あと、あらかじめ評価書のほうは先生方のほうにお送りさせていただいているかと

思います。また、資料の不足がもしございますれば、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、本日傍聴の方におかれましては、あらかじめ配布しております留意事項に従いまして、

審議の円滑な進行にご協力をいただきたいと思います。 

 それでは、以降の議事進行につきまして、座長によろしくお願いしたいと思います。 

○近藤座長 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

務局からご説明いただきます。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。 

○鈴木技術安全室長 資料１をご覧ください。本日、先生方にご検討いただきますのは２件で

ございます。いずれもスタック系統のトウモロコシでございます。 

 まず１点目は、チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウ

モロコシということで、改変cry1F、pat、cry1Ab、改変vip3A、改変cp4 epspsの遺伝子を組み

込んだものでございまして、その下に系統のかけ合わせが書いてございますが、1507×MON810

×MIR162×NK603の４系統をかけ合わせたものでございまして、デュポン社より申請がなされ

てございます。 

 右側のほうでございますが、検討状況といたしまして、農作物分科会におきまして、本年９

月13日、11月９日の２回にわたりまして、ご審議が行われてございまして、本日総合検討会と
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いうことでございます。食品衛生法又は飼料安全法の承認につきましては、まだとなっており

ます。 

 次に２番目でございますが、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホサート耐性ト

ウモロコシということで、改変cp4 epsps、改変aad-1の遺伝子を組み込んだものでございまし

て、NK603×DAS40278をかけ合わせたものでございます。ダウ・ケミカル株式会社より申請が

なされてございまして、農作物分科会におきましては本年10月12日及び11月９日に審議が済ん

でございます。食衛法及び飼料安全法につきましては、まだ承認がされていないという状況で

ございます。 

 なお、裏のページでございますが、いずれの親系統の承認状況ということで示しております

ので、後ほどご参考いただければと思います。 

 以上でございます。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

 それでは、チョウ目害虫抵抗性除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性の４重スタック

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いて、佐藤委員より資料２に基づき、ご報告をお願

いいたします。 

○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です。 

 

名称：チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ

（ 改 変 cry1F 、 pat 、 cry1Ab 、 改 変 vip3A 、改 変 cp4 epsps 、 Zea mays subsp. 

mays(L.)Iltis）系統番号OECD UIはそこに書いてあるとおりです。内容は、(B.t. 

Cry1F maize line 1507、MON810、MIR162及びNK603それぞれへの導入遺伝子の組み合

わせを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種

使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。) 

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：デュポン株式会社 

 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

使用規程に従ってチョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウ

モロコシ(B.t. Cry1F maize line 1507、MON810、MIR162及びNK603それぞれへの導入遺伝子の
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組み合わせを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代系統のもの(既に第一種

使用規程の承認を受けたものを除く。)を含む。)(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。 

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

いる核酸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、親系統に導入された核酸の発現による形質

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Cry1F蛋白質をコードする改変cry1F 遺伝子及びPAT蛋白質(ホスフィノスリシン・ア

セチルトランスフェラーゼ)をコードするpat遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性及び

除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(B.t. Cry1F maize line 1507)、 

 ②Cry1Ab蛋白質をコードするcry1Ab遺伝子が導入されたチョウ目害虫手抵抗性トウモロコシ

(MON810)、 

 ③改変Vip3A蛋白質(Bt遺伝子の一種)をコードする改変vip3A遺伝子及びPMI蛋白質(マンノー

スリン酸イソメラーゼ)をコードするpmi遺伝子が導入されたチョウ目害虫抵抗性トウモロ

コシ(MIR162)、 

 ④改変CP4 EPSPS蛋白質(5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素)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トウモロコシ(NK603) 

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より発現する各Bt蛋白質(改変Cry1F蛋白質、Cry1Ab蛋白

質及び改変Vip3A蛋白質)は、殺虫効果の特異性に関与する領域の構造に変化が生じていないた

め、相互に作用して特異性を変化されることはないと考えられた。又、除草剤耐性蛋白質であ

るPAT蛋白質及び改変CP4 EPSPS蛋白質は、各々の基質及び作用が異なり、関与している代謝経

路も互いに独立していることに加え、Bt蛋白質が酵素活性を持つという報告はないことから、
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除草剤耐性蛋白質とBt蛋白質が相互に影響を及ぼす可能性は考え難い。さらに、基質への特異

性が高いPMI蛋白質が、除草剤耐性蛋白質やBt蛋白質と相互作用する可能性も考え難いことか

ら、本スタック系統においてこれらの蛋白質が発現しても、相互に作用して宿主の代謝系を変

化させ、予期しない代謝物が生じることはないと考えられた。 

 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

いて機能的な相互作用を及ぼす可能性は低く、親系統が有する形質を併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の検討は既に終了しており、当該検討の結果、

各親系統を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により閲覧可能です。 

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。 

 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２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、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構です、ご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

○武田委員 分科会の報告については、文書のニュアンスぐらいで、ちょっと意見がないわけ

ではないんだけど、それはいいとして、評価書で、ちょっとまずいなと思うところがありまし

て。 

○近藤座長 概要書のほうですか。 

○武田委員 概要書のほうです。まず３ページ目の29行目、用途として「種子は主に飼料とし

て利用され」とあるんですけども、種子というのは何げなく「種子」と書いたんでしょうけど
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も、全く意味が違いますので、種子を飼料にするということは普通ないわけです。やっぱり、

ここは正確に子実とか、英語で言えばgrainかと思いますけども、子実というような言葉を使

うべきかなと思います。 

 それから、これ前からそういうふうになっているように思うんですけども、４ページの④で

花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命とあります。この「飛散距離」とい

う言葉なんですが、これは項目として繁殖または増殖の様式というところへ出てきていること

からもわかるように、交雑性を意識した言葉だと思うんです。つまり、花粉がどのぐらい飛ん

でいくかということを意味しているんだと思うんですけども、ここに書いてあることはむしろ

花粉密度なんです。 

これは前に随分問題になったBt花粉の、いわゆる予期しない殺虫効果というんでしょうか、

花粉が葉っぱの上に落ちて、そこに虫が這っていって死ぬという、これは花粉密度が非常に問

題になるんですけれども、アウトクロスを考えると、実はまだまだ飛ぶわけです。これは青虫

というか、青くないのもいますけれども、虫が死ぬということを想定したパラメータがこうい

う形になっているんであって、アウトクロスするという意味では、もっと実は飛ぶはずなんで

す。 

だからそのデータが全然なくて、花粉密度だけがあるというのは、ちょっとこの繁殖の様

式云々というところには、なじまないのではないかなと。これからの書き方としては、やはり

花粉の到達距離というんでしょうか、それを出す必要があるのかなというふうに思いました。 

○近藤座長 到達距離と今、言われているのは、ここでは何mで何粒という書き方ですね。そ

れをどんなふうに書けばいいんですか。 

○武田委員 例えば、ダイズでよくやる、何百m行って何％アウトクロスしたという書き方が

ありますね。あれは花粉の到達距離としては妥当なパラメータだろうかと思いますけれども。

それから引用でもいいと思うんです。こういうデータがあると。800m飛んでいったという記録

がある。多分トウモロコシの場合は１Kmぐらい飛ぶんですけど。 

 だからどうしたかということは次の問題だけれども、少なくとも、この「飛散距離」という

言葉の意味するところは、虫が死ぬという話ではなくて、アウトクロスするという話だと思う

んです。 

○佐藤委員 ここの④番の、これはもう決まったタイトルなんですけれども、この場合トウモ

ロコシなので、アウトクロスは考えていないというか、多様性という意味ではあまり考えてい

なくて。なので、５ページに書いているようなところを重点的に書いていただいているという
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ことになります。 

 ダイズの場合には、もちろんアウトクロスが問題になりますので、先生ご指摘のような書き

方になっていると思うんですけれども、なので、その書きぶりの違いはそこに起因していると

思うんですが、確かに飛散距離というと、そういうことではあるかもしれません。 

○近藤座長 武田先生のご指摘は、ここは影響のところをそれほど気にしないで、実際どこま

で飛ぶかということだけにしたということですね。 

○武田委員 ここは、トウモロコシの何たるかを説明しているところなわけですね。花粉飛ん

だ云々というよりは。 

○中川原委員 そうですね。 

○武田委員 ですから、やっぱり引用でもいいんで、実は相当飛ぶんだよということを言って

おくほうが正直というか。 

○嶋田委員 私は、どれぐらい交配可能な花粉がどこまで飛ぶかというふうなデータというの

は、イネでは見たことがあるんですけれど、トウモロコシでそういう引用文献はありますか。

あればもちろん、それは見たらいいかと思うんですけど。 

○武田委員 トウモロコシというのは物すごくジェネティクスの進んでいる植物ですから、当

然基礎データとしてはあると思うんです。それによって例えば品種の隔離なんかもしていると

思うんですけど。 

○中川原委員 確か農環研のデータにありましたね、トウモロコシがね。400mとかね。 

○武田委員 数字はあると思うんで。 

○中川原委員 ただ、このタイトルと、中身を私も眺めているんですけれども、飛散距離とい

うのを斟酌して、ここに書いてあるように、距離ではないけど１mで何ぼ、何mで何ぼというふ

うに書いてあるのは、それをサンプルとして読めないこともないなと思って問題にしませんで

したが正確に言えばそうですね。 

○近藤座長 次の案件も同じですね。多分、今まで全部そうなっているような感じですね。 

○中川原委員 そうですね。 

○嶋田委員 飛散距離そのものもさることながら、花粉の寿命も大事かと思うんです。例えば

何百m飛んだとしても、それがもう稔性を失っているようなものであればいいわけなんですけ

ど、稔性を持っていれば、やっぱりどれくらいの時間までその花粉の寿命があるのかというよ

うなことも、ある程度は、これはデータとしてかなりあるんじゃないかと思うんですけどね。 

○近藤座長 今、武田先生からのご指摘は書き方の問題だと思うんです。今まで総合評価では
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大体こうなっていたということについて、いいのではないかというご指摘なんですが、これに

ついて、分科会でもう一度検討。 

○武田委員 そうですね。 

○近藤座長 今ここでどうこうってできないので。 

○中川原委員 これ、申請者のほうでそのうち書きかえられるんだったら、そのときにまた考

えればいいですし。 

○近藤座長 そうですね。特にこれでここの評価に影響を与えるということは多分ないと思う

んで、分科会でトウモロコシの書き方について、もう一度検討するということでよろしいでし

ょうか。 

○武田委員 はい。 

○中川原委員 それでちょっとついでですけど気になりますが、花粉の生産量は1,800万粒と

書いてありますけど、これ辞書を引くと「花粉粒」と書いてあるんです。英語ではgrain。花

粉というと全体的な表現の仕方ですけど、1,800万粒なんて書かれると、これは「花粉粒」と

書いたほうがいい。つまらんところですけど。 

○佐藤委員 1,800万花粉粒ですか。 

○近藤座長 花粉の生産量だから花粉量。 

○中川原委員 一番最初の「一雄穂当たりの花粉の生産量は」と書いてあるでしょう。これは

やっぱり「花粉粒の数は」ぐらいにしたほうがいいでしょうね。1,800万粒というのを出した

ければ。 

○佐藤委員 今後の検討事項に。 

○近藤座長 これ全部含めて。 

○武田委員 飛散距離に関しても。じっくり読む時間があったんで、気になったということで

す。 

それと、これはちょっと教えていただきたいんですが。コンプレックスなんですが、MON-

00810-6というスタックの親、これのつくり方としては、18ページにあるような２種類のベク

ターにそれぞれ除草剤耐性と殺虫効果の遺伝子を乗っけて、うまくいけば両方入ればいいとい

うことで、一種混合接種のようなことをしているんです。 

ところが、これがちょっと不思議なのは、除草剤グリホサートで選抜をかけて、このとき

は確かに入っていたと。除草剤グリホサートを使ってセレクションかけたわけです。ところが

これは後で調べてみたら、この遺伝子は入っていなかったと。だから自殖を繰り返す間になく



- 8 - 

なってしまったということなんです。 

ただ、それではもう一方のチョウ目抵抗性のCry1Abのほうはどうなったかというと、これ、

実はセレクションかけていないんです。除草剤グリホサートでしかセレクションかけていませ

んから、マーカーも使っていないし。SYN-IR162-4のほうはマンノースマーカーにしてセレク

ションかけているから、これはいいんですけども。このMON-00810の虫の抵抗性に関しては、

セレクションなしだったんだけども、結果的にうまい具合に入っていてくれたと。これはスタ

ックで評価したときに入っていることになっていますので。 

ただそういう、実際の育種の現場というのは割合にプラクティカルのところがあるんで、

こういうことをすると思うんですけれども、こういう解釈でいいんですかね。私の理解でいい

んですか。 

○佐藤委員 それでいいと思います。私の理解では、混合接種というのを直接すると、両方と

も入る確率が高くて、後で交配で抜けるということが起こるということで。必ず両方入るわけ

ではないですけれども、両方一緒に入っていることは多いと思うんですが、幾つか調べて、入

っているものを選んでいるんだとは思いますけども。 

○武田委員 非常に現場的な仕事をしたというふうに理解すればいいんですね。少なくとも論

文を書こうというときは、こういうことはしないね。わかりました。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。普通にやっている方法で、普通にスタックをつくっ

て、それから入っているものもこれまで何度も議論してきたものであるということで、もとも

と大きな決定的な欠点はないはずのものだと思うんですけれども、先ほど武田先生も言われた

ように、非常に大きい問題がないので、細かいところを気にされたということだと思うので、

あまりないのかもしれませんが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

(なし) 

○近藤座長 それでは、先ほど武田先生のご指摘は、分科会でもう一回検討するということで、

今回の件はこれでいいということにしたいと思います。 

○武田委員 でも「種子」という言葉は「子実」に直しておいてもらわないと。 

○近藤座長 そうですね。言葉としてはそちらのほうが適切だと。 

○武田委員 農学部出身者としては気になるところです。 

○近藤座長 はい。気にしなかったら気にならないのかもしれませんけども。言葉の使い方と

しては、確かにおっしゃるとおりだと思います。ここだけは訂正していただくということで。 

○武田委員 お願いします。 
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○近藤座長 それでは、ご意見を集約して、総合検討会としての意見を取りまとめたいと思い

ます。 

 申請者から提出された「害虫抵抗性、除草剤耐性４重スタックトウモロコシ」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、科学的に適正であるため、大臣宛てに報告をしたいと思います。先ほど

ご指摘があった点は一つの文字ですが、そこのところだけは修正していただくということでお

願いします。それではこの点、事務局から申請者に対してご連絡をお願いしたいと思います。 

 それでは続きまして、除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート耐性のスタッ

ク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。 

○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：除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート耐性トウモロコシ（改変cp4 

epsps、改変aad-1、Zea mays subsp. mays(L.)Iltis）系統番号はそこに書いているとおりで

す。 

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及びグリホサート耐性トウモロコシ 

(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。 

スタック系統についてですが、ここは先ほどと同様ですので、省略いたします。 

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CP4 EPSPS蛋白質(5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素)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トウモロコシ(NK603)、 

 ②改変AAD-1蛋白質(アリルオキシアルカノエート・ディオキシゲナーゼ)をコードする改変

aad-1遺伝子が導入されたアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ
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(DAS40278)、 

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発現する除草剤耐性蛋白質である改変CP4 EPSPS

蛋白質及び改変AAD-1蛋白質は、各々の基質及び作用が異なり、関与している代謝経路も互い

に独立している。また、改変CP4 EPSPS蛋白質及び改変AAD-1蛋白質は、それぞれ高い基質特異

性を有することから、本スタック系統においてこれらの蛋白質が発現しても、相互に作用して

宿主の代謝系を変化させ、予期しない代謝物が生じることはないと考えられた。 

 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

て機能的な相互作用を及ぼす可能性は低く、親系統が有する形質を併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の検討は既に終了しており、当該検討の結果、

各親系統を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、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、資料３-

１のうち、１、生物多様性影響評価の結果及び２、検討会の結論については、総合検討会の審

議の後、学識経験者の意見として取りまとめ、大臣宛てに報告をしたいと思います。 

 どなたからでも結構です。ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○武田委員 ちょっとこれも概要書のほうに、前にも指摘したところなんで同じことが書いて

あるんですけれども、３ページの一番上のほうに、栽培地域で「緯度30度から55度」という書

き方で、これは前回直していただいたんですが、今度は赤道直下もあるような書き方になって、

あれもちょっと気にはなったんですけど。 
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○中川原委員 そうですね。 

○武田委員 いずれにしても、これはちょっとまずいです。 

 それと、「ゲノム」という言葉が14ページで２カ所使っていますけど、これはやっぱり染色

体の上にあるということが確認されているのであれば、「染色体」と書かないと、ちょっとま

ずいです。ゲノムに入ってくることは間違いないとは思うんですけど。 

 それと、例えば飛散距離もこの場合も、会社違いますけども、同じ書きぶり、少しデータ違

っていますけど、これは引用が違うためと思うんですけども。その点ちょっと気になりました。 

○近藤座長 結局、前回のご指摘いただいた部分はまだ、これに関してはそのまま残っている

という。 

○武田委員 そうですね。反映していないですね。 

 それとこれもちょっと勉強させていただきたいんですけども、13ページにペディグリー、育

成図がございます。 

○佐藤委員 評価書のほうですか。 

○近藤座長 評価書ですね。 

○武田委員 評価書の13ページです。これは概要書のほうではなく、社外秘になっていると思

います。この育成図で注釈に「本スタック系統トウモロコシの遺伝的背景の１例を示したもの

である。」とあるんです。これはたしか前回からこういう書き方になったのかなということだ

と思うんですが、これよく考えてみると、育種学の立場からちょっとわかりにくいんで、分科

会でどういう議論になったか教えてほしいんですけども。これは、遺伝的背景の１例というこ

とは、ほかにもいろいろございますよということを意味しているわけですよね。 

○近藤座長 はい。 

○武田委員 例えばグリホサート耐性というのは恐らく全米で何十、何百あると思うんですけ

ども、その中の１例であるということになると、このグリホサート耐性の親系統全部評価しな

くても、その中の幾つかをサンプル評価すればいいんだということにつながっていくわけです

か。 

○中川原委員 これは私の記憶では、注釈のところは遺伝的背景ではなくて、交雑の一つの例

としてこれを挙げますという、そういう書き方ではなかったかと思います。 

○近藤座長 遺伝的背景という指摘はしなかったと思いますね。 

○中川原委員 それで、今ちょっと武田先生がおっしゃいましたので、遺伝的背景という言葉

は、系統の中にも出てくるんです。例えば系統、２段目のところに「品種Aの遺伝的背景を持



- 12 - 

つNK603の自殖系統」という書き方をしてありますね。ここで遺伝的背景というのは、大きな

品種のバックグラウンドを示しますから、これはよく見ると逆なんです。比較の品種、いわゆ

る親品種というのは、ここではNK630なんです。 

 だからNK630という遺伝的背景を持ったものの中に、この品種Aという遺伝子を挿入したとい

うのが正確な表現じゃないかと思うんですけど。ですから、もともとの品種であるNK630が遺

伝的背景であって、そこに導入遺伝子が入っているという書き方をしないといけないので、こ

の表現を取るとしたら、NK630の遺伝的背景を持つ挿入遺伝子が品種Aの入った自殖系統という。 

○近藤座長 NK630も幅広いですよね。 

○中川原委員 はい、そうですけど。 

○近藤座長 遺伝的背景といっても、これも非常に広いですよね。 

○中川原委員 だけどNK630というのは、品種として成立しているものです。ですから品種と

して成立しているものというのは、遺伝的なものの品質でなきゃいけないわけですから。これ

は表現の、逆じゃないかと思うんですね。 

○武田委員 でもちょっと私の疑問点とは違う話なんで、切り離しておきますけども、この

NK630というのが１回上なんですよね。それで品種Aというのが３回バックしていますよね。そ

うすると93～94％ぐらいは品種Aになっていますから、品種Aの遺伝的背景を持ってNK630から

の導入遺伝子を持っている自殖系統という書き方は妥当なんじゃないですか。 

○中川原委員 そうか。そうですね。これは戻し交配をした親は品種Aなんですね。 

○武田委員 そうですね。だからこの育種系統をつくるために組み合わせ能力の高い親を、バ

ックグラウンドに入れかえたんだと思いますよ、バッククロスで。 

○中川原委員 そうすると、わかりました。それで２段目まではこれでいいとして、一番最後

の一番下のやつはこの表現でいいのか。 

○武田委員 これ、要するにF1ということですよね。 

○中川原委員 はい。 

○嶋田委員 だから、品種Aの雌とそれから品種Bの、そういう遺伝的背景を持つDAS40278の自

殖系統の雄と、F1でつくったやつがその一番下にあるやつですよね。これに対して注釈が１と

ついているわけですから。 

○中川原委員 そうかそうか。 

○佐藤委員 注釈は、これはもう育成例とか、そんなふうに非常に簡単に普通は書いていると

思うので、この遺伝的背景というのは言わないで。 
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○中川原委員 そう思います。 

○佐藤委員 育成例という形で。先ほどのこの前のやつでも「育成例」というふうに書いてい

ますから、そんな感じで。 

○中川原委員 すみません。前の私のやつはそうですね。武田先生のおっしゃるように、遺伝

的背景は、戻し交雑したものになっている。これでいいんですね。 

○武田委員 それで、改めて私の疑問なんですけども、この注釈の書き方で済むのであれば、

例えばグリホサート耐性というものについては、１例だといって、全部サンプルで示しちゃう

ことができるんですね、極論とすると。 

○佐藤委員 非組換えのどんな系統をかけ合わせたものでもよいわけなので、これが１例とい

うことです。 

○武田委員 それで済むんだったら、２例目、３例目、４例目の特性評価しなくてもいいわけ

ですよ。この遺伝子と遺伝的背景はインタラクトしないと。それは既に示されているわけです

から、サンプル調査でいいんだったら。だけど、これ全数調査しろと言われたらまた大変なこ

とになるんですよね。 

 今まではスタックに関しては一応、親は全部全数評価させていたんですよね。ドナーとの比

較をさせていたわけです。それであとスタックにしたときにインタラクションがないという形

でクリアしてきたわけですね。 

○佐藤委員 はい。 

○武田委員 だから、僕はこの遺伝的背景の１例という言い方で済むのであれば、言葉の意味

としては、どういう遺伝的背景でもそのグリホサート耐性の遺伝子が入ってきたときに、イン

タラクトしないんだからいいんだというふうに敷衍していくんじゃないかなと思うんです。 

○佐藤委員 親系統の場合でも、あと非組換えのどんな系統をかけ合わせても、全てオーケー

なわけです。 

○武田委員 遺伝的背景はどうでもいい、インタラクトないからね。 

○佐藤委員 そうです。組換えて遺伝子同士じゃないので、非組換えのものをかけ合わせてい

るので、何をかけ合わせても全部オーケー、それを一括して承認しているので。この場合は品

種Aの遺伝的背景のものを使ったという、それもまた１例であるということになるということ

だと。 

○嶋田委員 大もとの雄親はNK630で雌親がDAS40278の組み合わせであれば、非組換えの品種A

とか品種Bとか、そういうものでかけ合わせて最後にスタックをつくっていれば、大もとの
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NK630とDAS40278の後の後代は全部それで今、承認の対象になるんじゃないですか。 

○武田委員 だからそういう縛りが、この表現でかかればいいんですけども、これ拡大解釈す

ると、どういう遺伝的背景でもその耐病性なり耐虫性なりの遺伝子とインタラクトしなければ

いいはずだという話になってきます。 

○佐藤委員 インタラクトというのは、ここで表現しているのは導入遺伝子の間のインタラク

トなので、ある導入遺伝子とそれから非組換えの遺伝的背景がインタラクトするというような

ことは、一切考察していないんです。 

○武田委員 だって、それがないということは、特性評価でやっているわけですよね。 

○佐藤委員 親系統の。 

○武田委員 ドナーとの比較で。 

○佐藤委員 親系統のところで。 

○嶋田委員 親系統でそれをやっている。 

○佐藤委員 そうです。そしてそれが認められれば、あと遺伝的背景は何に取りかえても構わ

ないということになっているということです。 

○武田委員 その第１段階はきちっと縛りがかかっていればいいけど、第１段階についてもサ

ンプルでいいんだとなったら、ある導入遺伝子が全ての品種に導入できるという、評価しなく

ても１回評価してあれば、代表例が了解されていればいいというふうに敷衍していくんですか。 

○嶋田委員 いや、武田先生のおっしゃるとおり、私たちはそういうことで、スタック系統は

評価してきたんです。 

○武田委員 スタックの範囲はいいんです。だけど原品種が、ドナーの品種が違ったときまで

遺伝的背景で説明つくでしょう。トウモロコシは全てトウモロコシなんだから。デントだろう

とフリントだろうとポップだろうとスイートだろうと。そこまでいってしまうと、これ、歯止

めがなくなるんじゃないかと思うんです。「遺伝的背景」という言葉の解釈によって。 

○佐藤委員 生殖特性等が大きく異なるような非組換えと交雑する場合には、場合によっては

評価が必要であるということになっていると思うんです。だから、トウモロコシの場合も大き

く特性が異なるようなものと交雑する場合は、場合によっては評価も必要だということになっ

ていると思うんですが、そうでない限りは何と交雑しても。そういうことを含めて親系統を評

価しているということになっています。幅広くということですけれども。 

○武田委員 だから、元の交配で縛りがかかっていればいいわけだけど、そこが外れてもいい

となると、何でもありなんですよね。というのは、なぜそういう心配をしているかというと、
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品種というか固定系統、F1もある意味固定系統なんですけども、両親が押さえられている限り

は。例えば、ダイズの場合ならば、品種で押さえているからいいんですけども、これ雑種、分

離世代に対して導入遺伝子が入っていて、そこで現場で選抜しようかという話が実は動いてい

るんです。 

クロスA×Bというものが限定されているけれども、F2というのは無限に展開できるわけです。

無限に全部評価しろといったら、これ仕事ができないんです。だから親がA×Bで決まっている

F2、A×BのF2のあるサンプル調査で評価が済ませるんだったら、これはテクノロジーとして育

種に使えるんです。全部調査しろと言われると、育種には使えないけど、例えば1,000個体展

開したF2のうちの10個体評価すればいいよという話になると、これ育種のセレクションに使え

るんです。 

○佐藤委員 そこがよくわからないな。 

○嶋田委員 だけど、一番最後のこれはF1品種ですよね。 

○武田委員 これはトウモロコシですからね。例えば、ダイズで考えていただけたらいいんで

すけど、A×Bという交雑にして、そこに当然、導入遺伝子が入ってくる。メラニン遺伝子が入

ってくるわけだけど。それで……。 

○中川原委員 AとBは、ホモと考えていいんですね。 

○武田委員 そうそう。 

○中川原委員 それで、遺伝子組換えで咲いたものと考えていいですね。 

○武田委員 そういうこと。それでF2まで展開して、例えば普通の育種規模で1,000個体展開

したと。これ全部評価しなかったらだめだと言われたら、つまり生物多様性影響評価をしなき

ゃだめだと言われたら、それは物理的にできません。 

○中川原委員 スタックの場合はそれは関係ないですね。全部評価しなくていいんです。 

○武田委員 それで、雑種だったらどうかということなんです。 

○中川原委員 雑種、大丈夫です。スタックの場合は雑種でも全部許可になるはずです、これ

までのやり方だと。 

○嶋田委員 恐らく武田先生が心配されているのは、育成図のところの一番最後のところがF1

品種になっているけど、ここからF2が仮に出てきたときに、例えば１個取れてしまったものと

か、そういうものがいっぱい、いろんな遺伝的特性を持ったものが現れてきてしまうんじゃな

いかという、そういうご懸念ですか。 

○武田委員 それが次の育種のセレクションのサイクルに入っていくわけです。 
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○中川原委員 使えるんですね。 

○武田委員 非常に魅力的な材料なんです。 

○嶋田委員 ただ、それは別の次元の問題ではありませんか。つまり今ここで評価すべきこと

は、F1品種の育成図を見ながら、NK603とDAS40278のF1の特性を、今我々は見ているわけです

から。 

○武田委員 そうすると、この遺伝的背景の１例だという言い方は、少なくともこの交配から

出てくる範囲の中でのという、そういう縛りがかかっているというふうに理解すればいいんで

すか。 

○佐藤委員 いや、そうじゃなくて、一つの例に過ぎなくて、非組換えのどのような系統と交

雑したものもあり得ると。 

○嶋田委員 普通そうです。 

○佐藤委員 何でもいい。全部許可しているという意味です。もともと親系統のほうがそうな

っているということなんですけども。 

○武田委員 そういう形でスタック系統が育成されて、それの間で相互交雑が起こって、この

次の代で出てきたという、そういうことでしょう。 

○佐藤委員 ごめんなさい。もう一度。 

○武田委員 どこの遺伝的背景なんですか、この遺伝的背景というのは、どの。 

○中川原委員 これ「遺伝的背景」やめましょう。 

○佐藤委員 もうやめて、これ育成例ということ。普通は育成例というふうに言っていて、遺

伝的背景とは言っていないです。 

○中川原委員 育成例で。 

○武田委員 そうですか。 

○中川原委員 これ、やめましょうよ。 

○武田委員 これは非常に私は問題があると。 

○佐藤委員 そうですね。 

○嶋田委員 ただ、それで言葉の問題で武田先生の懸念は解消されるんですか。 

○武田委員 いや、恐らくF2でどうなるかというのは、そっちのほうでシリアスな検討を始め

ることになると思います。 

○嶋田委員 ただ、我々これまでスタック系統の評価を、これでずっとやってきたわけですか

ら。 
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○中川原委員 これまでの申請者の側は、スタック系統のほうを申請して、それから出てくる

発生系統は全部含むというふうに書いてありますよね。 

○近藤座長 そうです。これじゃなくて、この後のは全部加えているんですよね。 

○中川原委員 そのように書いてありますので、全部を重ねかぶせているというふうに。 

○嶋田委員 だから、それがだめだというんであれば、それはもう一回、評価のやり方を変え

なきゃいけないということになりますから。 

○武田委員 出てきたものを端から評価していれば、変なものは出てこないわけだけれども、

雑種というのは、何が出るかというのは予測できないんです。 

○嶋田委員 それはそのとおりだと思います。 

○武田委員 だから、それを先に承認してしますと、オーケー出してしまうと、ひとり歩きし

て変なものが出てきても、チェックできなくなるんじゃないですか。 

○佐藤委員 導入遺伝子に関して、例えば五つあったとすると、そのおのおのが、まず一つ一

つが基本的には、例えばトウモロコシならトウモロコシという中で、どのような品種とかけ合

わせても問題がないということを、まず確認しているんです。 

 その後で、その五つが全部組み合わさったときに何が起こるかということを、１個１個全部

の組み合わせで、何も起こらないということを確認しています。その後でそれが、じゃあどう

分離しても、だからその五つのうちのどういう組み合わせが生じても、それは大丈夫だろうと

いうふうなロジックになっています。 

○武田委員 ただ、極端なケースとしては、ある問題の遺伝子をここに導入しようとして、そ

の遺伝子と代謝系においてインタラクトするようなミュータントができていたと。そのミュー

タントジーンを持った系統とかけたら、これでは新しいことが起こりますよね。 

○佐藤委員 遺伝的背景というか。 

○近藤座長 ミュータントは、ちょっとまた別の話というふうに考えて、ミュータントは想定

外ですよね。 

○武田委員 ただ、ミュータントも、見てわかるミュータントと、かけてみたり、あるいは後

代のアクションを見て初めてわかるミュータントとあるわけです。特に代謝系に関与するミュ

ータントの場合なんか。 

○近藤座長 ミュータントに限らず、先生ご懸念のように、交雑相手方によっては何か特別な

ことが起こるかもしれないという懸念は当然あると思うんですが、そこを全部目をつぶってい

るんです。遺伝子だけを問題にしていて。 
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○武田委員 どういうこと。 

○佐藤委員 目をつぶっているというのは、本来のゲノムというんでしょうか、種の特性の中

では、どんなものになっても大丈夫だというものだけを許可していると、私は理解しています

けど。 

○近藤座長 そうですね。 

○嶋田委員 従来の育種の方法というのは、基本的にはトウモロコシならトウモロコシのバッ

クグラウンドを持ったものの、ありとあらゆる組み合わせで構わないということです。だから、

トランスジーンとして入れた、つまり単に異種の遺伝子をトウモロコシに導入した、そこの部

分だけを見るという考え方ですよね、多分。 

○佐藤委員 例えば、ミュータントがほかのことで変わったということに関しては、どうにも

しようがないところで、これは組換えじゃなくても、ほかの将来わからないですから、組換え

た遺伝子そのものに問題があるかどうかだけを問題にしていて、ほかのこととの関係というの

は考えていないですね。ほかがあった場合にそれは変わる可能性がありますけども、それは遺

伝的遺伝子じゃなくたってあるわけで、そこは考えないですよね。 

○武田委員 遺伝的背景という、曖昧な言い方をやめていただければ、あとは既成事実が出て

きたときに、また考えるということでいきます。 

○近藤座長 確かに問題が起こったときにはよく考えなきゃいけないんだろうとは思います。

確かに遺伝的背景というのは、これはおかしいですね。 

○佐藤委員 育成例です。 

○嶋田委員 育成例でしょうね。こちらのピンクのほうも同じような感じで書いてありますけ

れども。 

○武田委員 ありがとうございました。 

○近藤座長 ちょっとここの部分は、分科会で議論しなかったんですかね。 

○佐藤委員 そうですね。 

○近藤座長 見逃していたんですね。 

○中川原委員 というか、このこともありましたかね。 

○嶋田委員 とりあえず気がついたという感じなんですけど。 

○中川原委員 見通した。あったんでしょうね。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

○小野里委員 このスタックの個々の事例ではないんですけれども、今問題にしているのは、
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導入遺伝子によって発現してくる蛋白の相互間でどういうことが起こるかということについて

は書かれているんですけれども、導入遺伝子間の関係。例えば、多いものですと八つの集合し

ているものがあると思うんですけれども、そうすると相当染色体上に乗っている場合に、組換

えによって、同一性染色体上に二つの遺伝子が乗ってくるということも当然ありますでしょう

ね。 

そういう場合に、僕は専門でないんでよくわからないんですけども、例えばエンハンサー

や何かがほかにも影響する、特に非常に近くに乗りかえで入り込んだ場合に、そういうことも

起こり得ないのかということです。ですから、発現してくる蛋白間の相互作用と同時に、将来

はそういう遺伝子間、DNA間の相互作用ということも考慮していく必要があるんじゃないかな

とも、漠然と思っているんですけども。今ここでどうのこうのというわけじゃないんですが。 

○佐藤委員 それも導入遺伝子間ですか。 

○小野里委員 そうです。導入遺伝子間です。 

○佐藤委員 それは我々は考慮しています。例えば蛋白になるのに効く場合もあるわけで、例

えばRNAでありとか、そういうものがあって、必ずしも蛋白質で機能するわけではないので、

そのことも考慮はしています。 

○小野里委員 ここに書かれているのは、導入遺伝子によって発現してくる蛋白間の相互作用

ということは取り上げているんですけども、DNA間ということは取り上げていないものですか

ら、文章の中に。ですから、そういうことも将来必要になってくることがあるのかなというこ

とを思った。 

○佐藤委員 この場合は、できた蛋白質で効いている組換え体なので、そこだけ論議している

んですけど、例えばさっき言ったようにRNAとか、そういうふうなものの場合には、その辺も

論議をします。あとは例えばプロモーターとかの特性で。 

○近藤座長 そういった蛋白をつくるものでない遺伝子ですね。それでいろんなことをやろう

と今、しているんですよ、いろんなところで。それは非常に難しい問題で、非常にぶっかけ論

にしてやっているところです。 

○佐藤委員 それはちゃんと把握しております。 

○小野里委員 そうですか。 

○近藤座長 これ、蛋白の相互作用というけれども、形質のあれだけの相互作用も気にしてい

るんですね。 

○小野里委員 個々ではですね。 
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○佐藤委員 そうですね。 

○近藤座長 今のご指摘、本当に大事なところで、難しいところだと思います。 

○嶋田委員 ただ、実際に形質間に相互作用がないと判断されない場合には、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と、こう書いてあるわけですよね。実際に試験結

果のデータを見ていない状態で、親系統の形質が多分、相互作用しないだろうと予測しながら

我々は一つ一つの形質の代謝の中での位置づけみたいなものを見ながら見ているわけです。だ

けど、実際に本当に相互作用がないと判断できるのかと言われると、難しい部分があると思う

んです。 

だから、それを、例えばじゃあ全部に関して試験結果をやらせるとなると、これはまた開

発がどんどん遅れていってしまうので、それでスタックの問題に関しては、すごく難しい部分

があると思うんです。 

簡単にわかりやすい、そういうふうな、例えば除草剤とそれからCry1Aとか、そういうもの

だったら、これは細胞の中でどう見ても相互作用しないところにそれぞれ位置づけているので、

これは大丈夫と思いますけれども、それ以外のいろんな４重スタックとか５重スタックになっ

たときに、それが相互作用しないと本当に言い切れるのかというと、難しくなってきます。 

○佐藤委員 逆に、だからそれを見たときに、これとこれはある種の相互作用をする可能性が

あるということが、仮説として仮定できた場合には、それを検証することも必要になるという

ことですけど、現段階ではそのような仮説というか、相互作用するというようなことが考えら

れないということを言っているわけです。考えられたら、もちろん試験をするということで、

そういう感じです。 

○近藤座長 実際には、まだ分科会レベルの話なのかもしれませんけれども、もしかしたらこ

れ、ほかのものとスタックになったときに影響があるかもしれないというようなものもあるよ

うな気がするんです。そこはスタックにする前にその辺は気にして、分科会で審査をやってい

ると思いますけど。これまでのところは本当に問題がないものばかりなんですけれども。確か

にこれからはそうはいかないのかもしれません。 

○嶋田委員 結構代謝をいじっているものがこれから出てくる。 

○中川原委員 だんだん出てきますね。 

○井出委員 素人考えで申し訳ないんですけど、スタックをして、たくさん遺伝子が染色体上

に入ってくるわけですね。それで何十何百と入ってきたときに、正常に交配とかできるんでし

ょうか。限界というのは何かあるんでしょうか。 
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○佐藤委員 交配をしたときに。 

○井出委員 例えば染色体の、はっきり言ったら長さが違うとか、対合する部位が違うとかと

いうことで、そうすると正常な、子どもにきちんと遺伝していかないのではないかという。 

○近藤座長 確かに何百も組み込むと、プラスアルファが入っていますからね。 

○井出委員 そうです。だから今でもちょっと不思議なんですけれども。 

○近藤座長 その分何か抜けるんじゃなくて、重なっていってるんですよね。 

○井出委員 長くなっていく。そうすると普通の品種とは交配できなくなるというようなこと

が。 

○中川原委員 例えばイネの中でインディカと、ジャポニカというふうに二つの間でDNAの相

同性をずっと見ていきますと、結構長さの違う染色体があるんです。特に第11染色体という染

色体は、日本型のイネとインド型のイネとで長さが違っていたり、重複したりします。随分い

ろいろ違うんです。しかし交雑すると全く正常にF1の作るものがある。 

そういう意味ではかなりDNAの量と配列では大きく違うものもあるんですけど、どれを使っ

て育種してもちゃんと子孫をつくり正常な生育をします。 

ですから、こういうものがどんどん増えていって、そして正常に働くか、何かちょっと

異常が出てくるか。異常というのは大体不稔になったり、子どもができなくなったりする

のが異常としますと、そのような違いというのが少しずつ出てくれば、影響すると思いま

すが、の感覚では全く影響ない気がするんです。 

 

以下のように書き変えていただければ幸いです。 

 

例えばイネのインディカとジャポニカは亜種レベルの違いがありますが、この間の染色

体の相同性を見ていくと、結構違いがあります。特に第11染色体などはDNAの配列や長さに

大きな違いがあり、かつ重複していたりすることが知られています。しかし、この二つを

交雑すると全く正常にF1個体を作ります。さらに大きな違いが出て来ると、不稔性が起き

たり弱勢個体が生じたりして異常な生育現象が起きますが、このように、DNAの量や配列で

は大きく違っても正常な個体を作り正常に生育するのを観察しますと、現在申請されてい

るような遺伝子組換えによるDNAの変化や付加などは極小さな変化だろうと思います。した

がって、私の感覚では、この程度では作物としての生育などに影響するレベルには至って

いないと思います。 
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○井出委員 ありがとうございます。 

○小野里委員 近縁種からの交雑みたいなものですね。かなり稔性を持つものが多いですから、

相当入っても対合とかそういうのは、できるのだろうと思います。 

○近藤座長 しばらくは大丈夫ということに。 

○武田委員 やっぱり、想定外の事象には謙虚でないと。昨今いろんなことが起こっています

から。 

○近藤座長 ほかにはいかがでしょうか。 

 今いろいろご指摘がありましたけれども、一つは前回の総合検討会でも指摘された部分が、

まだこれでは直っていないということと、それから今の育成の中の遺伝子的背景というのはち

ょっとおかしいので、そこは育種の例か何かに修正する、そんなところでよろしいでしょうか。 

(異議なし) 

○近藤座長 それでは、一応、総合検討会の取りまとめをしたいと思います。 

それでは、申請者から提出された「除草剤耐性スタックトウモロコシ」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

評価書の内容は科学的に適正であるということですが、幾つか前回の総合検討会でご指摘のあ

った部分、今回のこの申請書で、まだここのところは修正がされていないところが何カ所かあ

ったということと、それから育成図の説明のところの「遺伝的背景の１例」というのはおかし

いので、そこは変えるということで承認ということにしたいと思います。 

それでは、その点を含めて、修正した段階になると思うんですが、大臣宛てに報告したい

と思います。これに関しては、申請者のほうに事務局のほうからご連絡お願いしたいと思いま

す。 

 一応、今日の予定はこの２件の審査ということだったんですが、事務局から何か報告があり

ますか。 

○鈴木技術安全室長 ございません。 

○近藤座長 それでは、委員のほうで特に何か発言がありますでしょうか、よろしいでしょう

か。 

(なし) 

○近藤座長 それでは、議事は終わりましたので、事務局にお返ししたいと思います。 
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○鈴木技術安全室長 どうもありがとうございました。本年最後となりますが、本当に１年間

ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。これにて終了とさせていた

だきます。 

午後２時３０分 閉会 


