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生物多様性評価検討会総合検討会議事録

平成１６年３月１５日（月） 於 環境省共用会議室 号室1014
（経済産業省別館 階）10

開 会

○青木技術安全課長補佐

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、御多忙のところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、武田委員が御都合により遅れるとの連絡をいただいております。御了承願いま

す。

開会あいさつ

○青木技術安全課長補佐

開会に当たりまして、農林水産技術会議事務局・吉田研究総務官よりごあいさつ申し上

げます。

○吉田研究総務官

今、進行から話がありましたように、年度末の大変お忙しい中、御出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。

また、今日、明日と連続しての総合検討会でございまして、先生方に御負担をおかけし

ておりますこと、大変恐縮に思いますが、何分申請の方も、今年初めてというか、制度が

変わって１回目で、かなりの件数が参ったものでございますから、どうしても３月中に御

審査いただきたいということで、このような計画になってございます。どうぞ御容赦いた

だければと思います。

この検討会、３月８日に実質的な１回目の検討をいただいたわけでありまして、本日は

２回目でございます。十分な御議論をいただければと思います。本日は４案件がございま

す。どうぞよろしくお願いします。

なお、私、誠に勝手ながら、この後、もう一つ会議を兼ねておりまして、中座させてい

ただきますことを御容赦いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○青木技術安全課長補佐

本日の検討委員は配付資料の座席表のとおりになっております。各委員の御紹介につき

ましては、今回は省かせていただきます。
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配付資料確認

○青木技術安全課長補佐

配付資料の確認ということで、お手元の資料の確認をさせていただきます。

本日の会議資料といたしまして、議事次第ということで、その下に配付資料一覧がござ

います。資料１といたしまして 「除草剤グリホサート耐性ワタについての生物多様性影、

響評価の概要 。資料２といたしまして 「チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモ」 、

ロコシについての生物多様性影響評価の概要 。資料３といたしまして 「直立葉半矮性」 、

イネについての生物多様性影響評価の概要 。最後ですが、資料４といたしまして 「半」 、

矮性イネについての生物多様性影響評価の概要」というふうになってございます。よろし

いでしょうか。

本日の検討会の関係で、こちらの厚いファイルがところどころ２名に１冊という間隔で

置いてございますので、必要な際には、こちらの方を御覧いただきたいと思います。

また、傍聴の方々につきましては 「傍聴される方へ」に記載されております注意事項、

を守っていただくよう、お願いいたします。

以後の議事進行につきまして、総合検討会の原田座長にお願いいたします。よろしくお

願いします。

議 事

〈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について〉

○原田座長

第一種使用規程の承認にかかる申請書等の検討に入らせていただきたいと思います。

既に２月 日と３月２日に開催されました農作物分科会で専門的な見地から検討され24
ております。本日の総合検討会では、前回同様、農作物分科会での議論の概要を農作物分

科会座長の近藤先生から報告していただきまして、本委員会といたしましては、より幅広

い視点から総合検討会委員の皆様から遺伝子組換え農作物の第一種使用等による生物の多

様性に及ぼす影響について御検討いただきたいと考えております。

議事の進め方につきましても、前回同様、農作物分科会座長から分科会での議論の概要

を踏まえて生物多様性影響評価書の概要について御報告をいただいた後で、委員の皆様で

検討を行いたいと考えております。そして、委員の皆様からの意見を集約いたしまして、

申請案件についての総合検討会の取り扱いを決めたいと考えております。このプロセスを

それぞれの申請案件ごとに行うようにいたします。

議事（１）は、今申し上げましたように、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認

にかかる申請書の検討でございます。

〈除草剤グリホサート耐性ワタについての生物多様性影響評価の概要〉

○原田座長
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議事（１）の１番目、除草剤グリホサート耐性ワタにつきまして、近藤先生から御報告

をお願いしたいと思います。

○近藤委員

それでは、除草剤グリホサート耐性ワタについての生物多様性影響評価の検討した概要

について御報告いたします。

この審査案件は第一種使用等の内容が隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及びこ

れらに付随する行為となっております。

まず、遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容についてですが、当該組換えワ

タは 遺伝子により除草剤グリホサート耐性が付与されております。第一種使用cp4 epsps
等の内容は、隔離ほ場における栽培、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随する行為となっ

ております。なお、当該組換えワタは我が国の自然環境下での特性を明らかにするため、

。 、第一種使用規程に従って第一種使用等の場所を隔離ほ場に限定した使用を行います また

当該組換えワタは将来、商品化を予定しております。

というのは、シキミ酸経路の酵素でありまして、芳香族アミノ酸をつくるためEPSPS
に必要な酵素なんですが、除草剤グリホサートは、この酵素を阻害することによってアミ

ノ酸の生合成経路に影響を与えます。この組換えワタは、グリホサートによって影響を受

けない遺伝子を組み込むことによって、グリホサート耐性を付与しております。

次に、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容についてです。当該組換えワタ

は有害物質の産生性について、高性能液体クロマトグラフィー、別名高速液体クロマトグ

ラフィーですが、及びガスクロマトグラフフィーで試験をしております。ＨＰＬＣ及びＧ

Ｃ、高速液体クロマトグラフィー及びガスクロマトグラフィーによって得られるデータだ

けでは有害物質の産生性について判断が難しいというふうに私どもは考えておりまして、

農林水産省と環境省が発出しております承認申請に関する運用通知（ 農林水産大臣がそ「

の生産又は流通を所管する遺伝子組換え生物等に係る第一種使用規程の承認の申請につい

て ）において示しておりますとおり、申請している隔離ほ場での試験の中で検定植物を」

使用した鋤込み、後作試験を実施すべきことを申請者に伝えております。

生物多様性影響評価を行った結果についてですが、まず競合性における優位性。これら

はすべて ページにまとめてあると思います。本組換えワタは非選択性除草剤グリホサ12
ートに対し高い耐性を持っておりますが、グリホサートを散布されることが想定しにくい

自然条件下においては、グリホサート耐性であることが特に競合における優位性を高める

とは考えられないということが示されています。

競合における優位性に関わる諸形質として、形態及び生育の特性、種子の生産性、休眠

性及び発芽率、そして害虫及び病原菌に対する感受性というところについて検討しており

ます。 ％の個体で開花が認められるまでの播種後日数、あるいは播種後４週間の本組50
換えワタの による食害率については差が出ているんですが、それを除くすBeet armyworm
べての項目で対照の非組換えワタとの間に差異は認められなかったことが示されておりま

。 、 、 。す ％の個体で開花が認められるまでの播種後日数も 差といいましても １日程度50
食害率につきましても、たしか３カ所で試験が行われておりますが、１カ所のみで差が認

められたということが示されております。以上のようなことから、差異のあった項目につ
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いても競合における優位性に関して意味のある差異ではないということが示されておりま

す。

有害物質の産生性についてですが、これまでワタが生物多様性に影響を生じさせるよう

な有害物質を産生するという報告はありません。本組換えワタは非選択性除草剤グリホサ

ートに高い耐性を持つ たんぱく質を産生するという性質を有していますが、こcp4 epsps
の蛋白質は有害物質との報告はございません。

本組換えワタと対照の非組換えワタとの間で有害物質の産生性にかかわる試験項目に関

して、先ほど述べましたように、ＨＰＬＣやＧＣにより比較しましたが、その結果、それ

ぞれの溶出パターンに差異は認められなかったということが示されております。

交雑性についてですが、我が国では本組換えワタが属する四倍体栽培ワタと交雑が可能

な に属する近縁野生種は自生していないと報告されています。こういったことGosspium
から、当該組換えワタを第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、生物多様性影響が

生じるおそれはないと評価書では判断しております。

最後に農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では当該組換えワタを第一種使用規程

に従って使用等を行う場合に、生物多様性影響を生じるおそれがないとしました生物多様

性影響評価書の内容は適正であると判断いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

ただいま近藤分科会座長から除草剤グリホサート耐性ワタについて御報告をいただきま

した。

、 、 、この件につきまして何か御質問 御意見ございましたら 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。

○鷲谷委員

前回と全く同じなんですけれども、カリフラワーモザイクウイルスの Ｓプロモータ35
ーのエンハンサー配列が用いられていることに関する遺伝的相互作用の懸念に関して、留

意ということを求めたいと思います。

○原田座長

わかりました。この前の上に上げる報告書（ 生物多様性影響評価検討会の意見につい「

て ）にもそのことは最後に明確に記したと思いますけれども、今回もそのような取り扱」

いをしたいと思っております。

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

他に御質問、御意見ないようでございましたら、この案件につきましては、申請者から

提出されました除草剤グリホサート耐性ワタについて、第一種使用規程に従って使用した

場合、生物多様性が生じるおそれはないとした生物多様性評価書の内容は適正であると判

断いたします。ただ、今御意見がございましたことは十分留意事項として記すようにいた

したいと思います。
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どうもありがとうございました。

〈チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシについての

生物多様性影響評価の概要〉

○原田座長

議事（１）の２番目に参りたいと思います。チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウ

モロコシについて、近藤座長から報告をお願いいたしたいと思います。

○近藤委員

チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシについて報告いたします。

この申請案件では、第一種使用等の内容が食用、飼料用に供するための使用、栽培、加

工、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随する行為となっております。

第１に、遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容ですが、当該組換えトウモロ

（ ）コシはスタック系統 異なる種類の遺伝子組換え生物等を交雑して育成される系統をいう

であり、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性が付与されております。第一種使用等の内

容は食用、飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随

する行為となっております。

次に、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容について説明いたします。スタ

ック系統につきましては、これが初めて検討されるということですので、農作物分科会で

は次の点を踏まえて慎重に検討して総合的に評価してまいりました。

第１ですが、スタック系統の情報として、親系統に移入された核酸による意図された形

質における相互作用があるかないかということを判断するための情報。２番目に、その他

収集可能な範囲でのスタック系統の特性に関する情報。それから、今述べました１及び２

番目の情報に基づく評価のために必要な親系統に関する情報。こういったことを踏まえて

検討しております。

また、農作物分科会では、導入した 遺伝子と 遺伝子による相互作用やCry1Ab Cry3Bb1
宿主の代謝系への影響があるかないかという点について議論となりました。

これにつきましては、第１に 蛋白質及び 蛋白質はいずれも酵素活性をCry1Ab Cry3Bb1
持っておりませんし、独立して機能していること。第２点としては、それぞれの蛋白質の

発現量は互いに干渉していない、相乗的な効果も出ていないということ。第３点としまし

ては、それぞれの蛋白質の殺虫スペクトラムがＢｔ製剤使用の歴史の中で変化したという

報告がないこと、つまりＢｔ剤として実際に農薬として使用されておりますが、これを使

用している過程でスペクトラムが変化したという報告がないということです。こういった

ことにより、導入遺伝子の相互作用による生理生態学的特性に影響ないことが評価書の中

に示されております。

生物多様性影響評価について行った結果は、以下のとおりになります。第１に、競合に

おける優位性につきましては、本スタック系統トウモロコシの親系統であるＭＯＮ 及810
、 、 、びＭＯＮ において 競合における優位性にかかわる諸形質 形態及び生育の特性とか863

生育初期における低温耐性、花粉の稔性及びサイズ、種子の生産性、発芽率、休眠性及び
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脱粒性等ですが、こういった形質を比較検討しております。その結果、稈長を除くすべて

の項目で対照の非組換えトウモロコシと組換えトウモロコシの間に統計学的に有意な差は

認められなかったことが示されております。

導入遺伝子によるそれぞれの親系統の競合における優位性にかかわる特性の影響はな

く、導入遺伝子はそれぞれ独立に作用することから、導入遺伝子がかけ合わせによって雑

種強勢に影響を及ぼすことはないと考えられることが示されております。

本スタック系統トウモロコシはチョウ目害虫抵抗性及びコウチュウ目害虫抵抗性両者を

あわせ持っておりますが、そのことによって一時的に生存率が高まったとしましても、そ

の他の競合における優位性にかかわる諸形質は親系統と対照の非組換えトウモロコシとの

間で意味のある差異は認められなかったことから、この形質のみで競合における優位性が

高まることは考えられないということが示されております。

有害物質の産生性についてですが、本スタック系統のトウモロコシの親系統であるＭＯ

Ｎ 及びＭＯＮ はそれぞれチョウ目害虫の殺虫成分である 蛋白質とコウチ810 863 Cry1Ab
ュウ目害虫の殺虫成分の 蛋白質を産生する性質を有しておりますが、有害物質Cry3Bb1
の産生性にかかわる諸形質があるかないかという点を鋤込み試験、後作試験、土壌微生物

相試験を行い検討しておりますが、この結果、対照の非組換えトウモロコシとの間で差異

は認められておりません。

本スタック系統トウモロコシは 蛋白質と 蛋白質の両者を発現することCry1Ab Cry3Bb1
810から、影響を受ける可能性のある野生動植物といたしましては、親系統であるＭＯＮ

とＭＯＮ の生物多様性影響評価書で特定された種と同じであると考えられます。863
よって、本スタック系統トウモロコシの花粉の飛散により何らかの影響を受ける可能性

810 11 863がある種としましてはＭＯＮ で特定されましたチョウ目昆虫 種 並びにＭＯＮ、

で特定されたコウチュウ目昆虫３種の計 種が挙げられます。14
ポット試験による生物検定の結果で示してありますように、本スタック系統トウモロコ

シの標的昆虫に対する殺虫活性は、親系統であるＭＯＮ 及びＭＯＮ と差異は認め810 863
られませんでした。要するに、それぞれの特徴でありますスペクトルが、それぞれ付与さ

れた以外には差がなかったということです。

したがって、本スタック系統トウモロコシの花粉飛散による非標的昆虫への影響はＭＯ

810 863 13Ｎ 並びにＭＯＮ の花粉による生物検定の結果より評価しております。これは

ページに述べられております。

ＭＯＮ とＭＯＮ の影響を受ける可能性のある野生動植物としましては、先ほど810 863
述べましたチョウ目 種（ 亜種含む）並びにコウチュウ目昆虫３種が特定されており11 2
ます。

これらの幼虫の食餌植物は野原、山地などの広範な地域で生育しておりまして、トウモ

ロコシが栽培されるほ場やその近辺を主な生育域としておりません。これまで運搬等にお

いてこぼれ落ちたトウモロコシが畑以外で生育したという報告はありません。仮に生育し

たとしましても、その個体数はほ場で栽培されるトウモロコシと比較して極めて少ないた

めに、その花粉飛散により非標的チョウ目昆虫や非標的コウチュウ目昆虫に及ぼす影響は

無視できるものと考えられております。

また、先ほど述べましたチョウ目昆虫 種とコウチュウ目昆虫３種は、こぼれ落ちな11
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どが想定されますような畜舎や道路を主な生息域としてはおりません。

18 Tripsacum次に 交雑性ですが ページに示されております トウモロコシの近縁種は、 、 。

属と 属に分類されるテオシントですが、トウモロコシと自然交雑可能なものはテオシZea
。 。ントのみです 我が国ではテオシント及び 属の野生種は報告されておりませんTripsacum

交雑性について影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されなかったということで

す。

最後に農作物分科会の結論です。農作物分科会では、このスタック系統を第一種使用規

程に従って使用等を行う場合に生物多様性影響が生じるおそれが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いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

ただいま近藤座長からチョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシについて御報

告いただいたわけですけども、この件につきまして何か御質問、御意見。

○小野里委員

微生物が産生する蛋白質は本来、その対象とする昆虫とはもともと関係があったんでし

ょうか。それとも、偶然、そういう毒作用があるという関係が見出されたんでしょうか。

○近藤委員

私は、それらの経緯はわからないんですが、自然界では、植物というか、その他もそう

ですが、いろんな毒物を作っていて、それによって自然界の生物の相互作用みたいなもの

がかなり左右されていますから、あるいは誘引物質を作るとか、そういうこともあったか

と思いますが、私はこれらの発見の経緯はよく知りません。

○小野里委員

植物ですと、それを食する昆虫に対して毒を作るということはそれなりに生態的な意味

があると考えられます。この場合は、細菌、微生物なものですから、本来、どういう目的

でこの蛋白質を作っているのか。それは前々から疑問に思っていたので、もしわかったら

教えていただきたいと思って質問しました。

○近藤委員

目的がはっきりわかることは多分ないと思いますが、生態的な特徴がわかれば、今の御

質問にお答えできると思うんですが、残念ながら、私はわからないので、因果関係はわか

りません。

○小野里委員

この多様性の問題とは直接関係ないと思うんですけれども、できたら、参考のためにと

思って質問させていただきました。
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もう一つ、この前のときもそうだったんです。コウチュウ目に対する影響のところで、

「この２属の昆虫種と同属近縁種は日本には生息していない」と書いてあるんです。前の

ものにも「文献調査によりＣＰＢあるいはＣＲＷ及びそれらと同属の近縁種は日本に生息

しない」と書かれていたんです。そうすると、日本に害する昆虫がいない場合に、なぜ組

換え体を日本で栽培しなければいけないのかということが理解できなかったんです。

○近藤委員

基本的には輸入をするということだと思いますが、種子がこぼれ落ちてトウモロコシが

生育する可能性があるということで、こういった申請書が出ていると理解しております。

○小野里委員

もともと日本に害虫がいないのであれば、あえて組換え体をわざわざ持ち込んで栽培す

る必要はないように。

○近藤委員

ですから、栽培目的ではなくて、輸入目的。

○小野里委員

穀物そのものの食用としての輸入という意味ですか。それとも、栽培。

○近藤委員

栽培を目的としているわけではなくて、輸入を目的というふうに理解しています。

○小野里委員

ただ、これは栽培することに対しての申請ですよね。

○近藤委員

一つは種子がこぼれ落ちて発芽するということと、もう一つは、栽培用種子に間違えて

混ざってしまったときに、わずかながら栽培したトウモロコシに含まれているという危険

性も考えて、こういう申請が出されていると理解しています。あえて栽培しようというこ

とではないと思います。

○小野里委員

理解しました。

もう一つ、前回と同じですが、チョウ目もコウチュウ目も土の中で幼虫時代を過ごすも

のがかなりあると思います。それも、鋤込んだときに、新鮮なものから、うんと腐敗して

から、それを餌にするものまで、さまざまあるということで、それ自体が毒があるという

か、限定された昆虫でしょうけども、ある場合には、鋤込んだ後の影響は十分考慮しなけ

ればいけないと思います。

それで、この前も附帯事項に書いていただいたと思いますけども、鋤込んだ後の残留で
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すね、その辺と、他の昆虫、害虫として今回指定されているもの以外への影響もぜひ調べ

ていただきたいなと思います。

○原田座長

この前もそういうお話があって、鋭意インフォメーションを収集中でございますので、

それが集まり次第、ここで御報告できると思います。

○近藤委員

農作物分科会としましても、こちらで御報告する前に検討させていただきたいと思って

います。

○鷲谷委員

日本には標的昆虫がいないということですけれども、ガの仲間は種数がすごく多いです

ね。あと生活史もよくわかっていないものもたくさんいると思います。どこで生活してい

るかとか、そういうのがないと言い切ることができるのかということが１点。

もう一つは、アメリカ合衆国では随分検討がされていると思うので教えていただきたい

という内容なんですけれども、Ｂｔ剤と違って、こういう作物ですと、常に毒素に標的害

虫が接するものですから、抵抗性を進化させやすいと思うんですね。

それに関しては、こういうものが使われるようになると、恐らく随分議論があって、そ

れに対処する栽培の仕方だとか、モニタリングなどはかなり行われたんだと思うんです。

その結果、現状としてどんな知見が得られているのかということがわかれば……。

抵抗性が進化するとしますと、その抵抗性を持つものが、もしかするとかなり爆発的に

増えてしまうかもしれないですね。そうすると、その標的害虫が野生の植物を加害し、そ

ういうことを通じて生物多様性の影響が生じる可能性もあるのではないか。

風が吹けば桶屋がもうかる的な言い方をしていますけど、時に生態系の中ではそういう

ことが重要な影響になる可能性があります。恐らく知見が蓄積していることなのではない

かと思いますので、それについて教えていただけたらと思います。何年前か議論になって

いたことのように思います。

○原田座長

１点目は、私も昆虫の方はよく知らないんですけども、今の御心配は、日本には種が存

在しないと言い切っていいかどうかという問題。

○鷲谷委員

ガの仲間は非常に種数が多いのと、おそらくまだ種名もついていないようなものもあっ

、 、 。て そういう意味では 生態がわかっているもの自体がわずかなんじゃないかと思います

、 、トウモロコシ畑の周りで生活するものがないかどうかとか そういうようなことに関して

もう少し慎重な言い方をしてもいいような気がするんです、言い切ってしまわないで。

○近藤委員
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その他にも可能性があるのでという言い方をしているので、言い方としては含まれてい

ると思います。書類の中身としましては含まれていると思います。

○鷲谷委員

その他の点もそうなんですけれども、知見がないために生物多様性に影響がないという

のを妥当とせざるを得ないというところがあって、リスクに対する対処としてはかなり不

安がある対処の仕方にならざるを得ないと思いますので、そういう意味では、知見がない

ことについて、どうしていくかというのは今後の重要な課題になってくるような気がしま

す。

○近藤委員

知見がないことに関しても注意しなければいけないということで書かれていると思いま

すし、生物検定に関しては、現在使える感受性の高いものを使って、この程度の影響があ

るということです。もちろん、今御指摘のように、もっと感受性高いものがいないという

ことは言えないわけですが、そういうのを用いて、この程度の距離ならいいとか、このく

らいの花粉粒ならいいだろうとか、そういうことをしていて、それ以上の安全性を見込ん

だ改良をするということで、もちろん突発的に予想外のことが起これば、それに対処する

ということになっておりますので。

○鷲谷委員

予想が十分できるぐらいの検討になっているかどうかというのがやや……。野生の生物

をふだん見ている立場から言うと、本当に多様性が高いんですね、生態的な特性などに関

しても。ある感受性が高いと思われる一部のもので判断することが、どのぐらい安全なの

かという問題は残るような気がいたします。

○近藤委員

ですから、現在わかる点がここまでだということは書いてあって、もちろんそれ以外の

可能性もあるので、それなりに注意すると、危険性があった場合には、それについて対処

するというふうになっているわけです、構成としましては。

○原田座長

今の１点目のお話は、概要の方の表現も、オリジナルの全部の報告書を受けた形で。こ

の概要の方の表現はいかがでしょうか。概要書の表現なんですけれども。

○近藤委員

簡単になっているために不十分かもしれないですね。

○原田座長

後で精査して、鷲谷委員がおっしゃったような表現にしたいと思います。

２点目ですが、私もいろいろアメリカでのこっちの方の問題の文献読んだりしたんです
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けども、今、その文献持ってないものですから、正確にはお答えできないんですね。です

から、アメリカで実際にやっている方法は、私、文書を読んだ記憶がありますので、それ

を。

○鷲谷委員

事務局の方からでも御報告いただければと思います。どんな検討がなされて、どんな対

策が立てられて、その評価がどういうふうに定まっているかというようなことに関して教

えていただけたらと思います。

あと、これもカリフラワーモザイクウイルス Ｓプロモーターの問題も指摘して。35

○原田座長

この件につきましては、その３点ですね。一つは表現をチェックすること、二つ目には

アメリカでの栽培方式と進化の関係を調べた文献を集めること、三つ目はプロモーターに

使われているウイルスの問題を調査したり、留意事項とするということでよろしいでしょ

うか。

もう一つ、先ほど小野里委員に御返事した件は、調査を引き続きやっておりますので、

お答えがそのうちにできると思います。

○小野里委員

もう一点、前回だったかもしれませんけれども、この中に、これを食害する昆虫に対し

ての影響調査を行わないと書いているんです。トウモロコシを食害するのは害虫であるか

ら、調査の対象としないと書かれていたんですけれども、トウモロコシを食害して収穫に

影響あるものはもちろん害虫として扱っていいんですけれども、それ以外で、ただ食べる

から害虫ということには必ずしもならないので、そういう表現は、こういう中で書かれる

のはまずいんじゃないかなと感じました。

必ずしも害虫でなくても食べるものは当然いるわけですから、食しても害虫でないもの

に対しては、影響調査はすべきじゃないかと感じました。

○原田座長

この概要書の表現に注意するということでよろしいのかどうか、今のこの件につきまし

て。

○小野里委員

今後、こういったことが出てくると思うんですけれども、そういった場合に余りに乱暴

すぎるという感じを受けましたので。

○原田座長

わかりました。

今の４点、事務局の方で注意していただきまして表現を適切にするということで、それ

ができたときに総合検討委員会のメンバーのオーケーをいただいて、この審査はオーケー
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ということでよろしいでしょうか。

ですから、今日のところはペンディングと言えばペンディングで、農作物分科会に戻す

必要はないと思います。軽微な表現のチェックだろうと思いますので、それを修文して、

その修文のところのオーケーを総合検討委員会の委員から取りまして、それができた段階

で、これは承認されたということにしたいと思います。そういう扱いでよろしいでしょう

か。

〔 異議なし」の声あり〕「

○原田座長

どうもありがとうございました。

〈直立葉半矮性イネについての生物多様性影響評価〉

○原田座長

また、近藤先生に、第３番目の御報告をお願いしたいと思います。

○近藤委員

直立葉半矮性イネについてです。これにつきまして、第一種使用等の内容は、隔離ほ場

における栽培、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随する行為について、適正かどうかにつ

いての検討概要を報告いたします。

第１に、遺伝子組換え生物等の特性と第一種使用等の内容です。当該組換えイネはイネ

改変型ブラシノライド受容体遺伝子を導入しており、イネの表現型として直立葉と矮性化

を起こす機能が付与されております。第一種使用等の内容は、隔離ほ場における栽培、保

管、運搬、廃棄及びこれらに付随する行為となっております。

なお、当該組換えイネは我が国の自然環境下での特性を調査するため、第一種使用規程

に従って第一種使用等の場所を隔離ほ場に限定した使用を行います。つまり、特性調査の

ために試験を行うということです。

２番目としまして、遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容について御説明し

ます。まず競合における優位性、これは５ページに示されております。当該組換えイネの

競合にかかわる差異としては、草型改変による受光体勢の変化が考えられますが、これは

既存の突然変異に見られるものと同様で、もともと突然変異イネの仕組みの解明の過程で

得られた知見をもとにして、こういった組換えイネをつくっているということで、もとも

との突然変異に見られたものと基本的には同じであるという考え方です。

閉鎖系温室及び非閉鎖系温室。現在、こういう表現はしませんが、以前の文科省の指針

に従った実験です。こういった試験において、当該組換えイネはその他の競合にかかわる

と考えられる形質（脱粒性、発芽率、休眠性）に、もとの品種と比較して差異が認められ

ないということが示されております。

有害物質の産生性ですが、これも５ページに示されていると思います。当該組換え体は

ジベレリン２酸化酵素遺伝子を導入したことにより、多様な作用を持つ植物ホルモンの代
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謝系に改変を加えているということから、目的のジベレリン関連物質以外の２次代謝産物

の生合成や代謝に何らかの変化を及ぼしている可能性はあると考えられますが、閉鎖系温

室及び非閉鎖系温室において葉から放出される揮発性成分、茎葉及び根に含まれるフェノ

ール性物質の機器分析、あるいは鋤込み試験、後作試験、根圏土壌法によるアレロパシー

の生物検定、栽培終了時の土壌微生物相調査を行った結果、当該組換えイネには既存のイ

ネの範囲を超えるような差異を認めることがなかったということが示されております。

Oryza nivara Oryza次に交雑性ですが ６ページに示されております 野生種イネである、 。 、

等の植物は栽培種イネ（ ）の近縁野生植物であり、国外のイネ栽培rufipogon Oryza sativa
地近辺の自生地においては栽培種イネと交雑することが知られております。しかし、これ

らの植物が我が国に自生しているという報告はないということが示されております。

このことから、当該組換えイネを第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、生物多

様性影響が生じるおそれはないと判断しております。

農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では、当該直立葉半矮性イネを第一種使用規

程に従って使用等を行う場合に、生物多様性影響が生じるおそれが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いたしました。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

ただいま報告のございました農業資源生物研究所から出ております直立葉半矮性イネに

ついて御質問、御意見ございませんでしょうか。

○鷲谷委員

イネの場合、栽培されることになるとかなりの面積で栽培されることがあると思います

ので、こういう評価には念には念を入れるような態度が必要だと思うんです。

野生植物との交雑に関してなんですけれども、確かに同属の野生種は日本には生育して

いませんが、かなり近縁性の高いものとして、サヤヌカグサとかエゾサヤヌカグサなどが

あると思うんです。

雑種が今まで見つかっていないということかもしれませんが、目で見て雑種だというこ

とがわからなくても、最近では、ハイブリットをつくったり、親の種とかかったりという

ことで、遺伝子浸透がいろんなところで起こる可能性がわかってきていますので、日本で

最もイネに近縁な植物のグループとの間にゲノムレベルで遺伝子浸透みたいな現象が起こ

っていないかどうかというのを、この際チェックをしておくということは必要なのではな

いかと思うんです。

それで、雑種というのは生理的に状態がいいときはできなくても、何らかのストレスが

かかるとできやすくなることがあるんです。例えば旱魃で乾燥のストレスがかかっている

ようなときに。イネが栽培されている場所の近くにある雑草なんですね。湿地性の野生の

植物ですので、ストレスがあるような条件下でハイブリットができたり、それによってゲ

ノムが移行したりすることがないかどうか、チェックをしてみてもいいのではないかと思

うんです。
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同属のものがないから全く影響ないというふうにするのか、同属ではなくても、比較的

近縁なものとの遺伝子的なやり取りを考えてみてもいいんじゃ……、念には念を入れとい

う立場からなんですけれども。

○原田座長

今のお話ですと、まずイネ属。

○鷲谷委員

野生種イネであるオリザ（ ）はないんですね、日本には。Oryza

○原田座長

ないと思うんですけれども。

○鷲谷委員

だけれども、近縁性が高い。

○原田座長

イネ科のもので。

○鷲谷委員

、 、すべてじゃなくて 一番近縁性が高いと考えられているものがその仲間だと思いますし

ハビタットも比較的似て、ウェットランドの植物であるということで、恐らくエゾサヤヌ

カグサとかは、水田雑草になっていると思いますので。ということは、近くにいる可能性

が。

○原田座長

イネの方はゲノムがほとんど完全にわかっているわけですけれども、属は違うけども、

イネ科の水田雑草で、ストレスがかかったときに一番交配しやすいと思われるのと、テク

ニカルに、うまく調べられますか。

○鷲谷委員

エゾサヤヌカグサなどのゲノムの解析をすればいいのではないかと思うんです。それの

バリエーションを見れば……

○原田座長

どの程度。

○鷲谷委員

遺伝子のやり取りみたいなものがあるかどうか。
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○原田座長

イネのゲノムの方で、そういう交雑に関係深い部分と、相同的なところをチェックする

ということになるわけですか、もしやるとしますと。

○林委員

今の件は、そういうお考えの範囲であれば起こり得ると思うんですけれども、イネにつ

いては日本以外にもヨーロッパの国でも組換え体をつくっていて、ラテンアメリカでもつ

くっている。それで、今のような懸念は、科学的にレビューが入ったところの雑誌で、科

学的に確認されたものはありません。ただ、おっしゃるものが生物ですから、ゼロとは言

いません。ですから、そういうことが起こるということは、どういう機構で起こるんです

か。

○鷲谷委員

単に雑種です。雑種というのは、もちろん近縁性が高ければ高いほどできやすいですけ

れども、同属じゃないと雑種ができないというわけではなくて、同じ属かどうかというの

は分類学的な都合ということもありますので、属は違うけれども、近縁性の高い植物の範

囲というのはあるわけですね。

○林委員

イネの場合には、かなり綿密に分類されています、御存じのように。一番近い野生種で

も、ラフィポゴン（ ）とか２、３種類ですね、それが一番引っかかるんじOryza rufipogon
ゃないかということで。

○鷲谷委員

もしかしたら、系統樹ができていて、エゾサヤヌカグサとかサヤヌカグサとイネの関係

からいって、雑種はとてもできないほどゲノムが違うということがわかっていれば、そう

いう懸念はないと思うんですけれども、どのぐらい系統樹などによる。

○林委員

もともと ではないですからね、先生のおっしゃった種は。Oryza
それから、イネは、御存じのように、非常に自殖率が高いです。野生種との交雑がどう

かということはかなり神経質に、僕の知っている範囲の科学文献は十分な基礎データを提

供しています。ですから、 でこれだけやられて、あえて に近いということだOryza Oryza
けでどういう科学的な理由でそうなるのでしょうか。

○鷲谷委員

可能性があるんじゃないかと思うので、御提案しました。

○林委員

知ろうという意味で起こり得るということをもしもやるならば、他のことでもみんなあ
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りますね。

○鷲谷委員

もちろん遠いものとは余り雑種ができないことが多いと思いますけれども、どこまでの

範囲を考えるかということだと思いますが、近縁性をどのぐらいまで見るかということに

なるんだと思うんです。

○林委員

、 、 （ ）多くの科学的議論で言われていることですが 我々は ナイストゥノー nice to know
とニードトゥノー（ ）を区別する必要があると思います。生物多様性の観点need to know
では、知るに越したことはない（ナイストゥノー）だけど、今までの経験では、今やって

いる生物多様性の影響を判定するために、その情報がなければ判定できないということで

はないんじゃないかと思うんです。

ですから、ナイストゥノーということで、今後、留意しましょうということならわかり

ますが であれだけやっているものを超えてなおかつ、これの安全性を確かめなさいOryza
というのは、それはかなり飛躍があるのではないかと思います。

○近藤委員

鷲谷委員が言われたのは、そうしなければいけないということではなくて、そういうこ

とも注意して、今後考えていったらいいんじゃないかという提案だと思うんです。

○鷲谷委員

そういう意味です。

○原田座長

そういうことが見つかれば非常におもしろいと思うのは。

○鷲谷委員

すごくアンバランス……。作物などについては遺伝的な情報も非常に多いんですけれど

も、その周りのものに関しては何も知見がないという状態に近いと思いますので、もう少

しバランスよく野生の生物についてもゲノムレベルでの理解が進んでくれば 「かもしれ、

ない」という話ではなくて、きちっとした評価ができるようになると思います。そういう

観点から申し上げたというふうに解釈していただければと思います。

○近藤委員

、 、 、生物多様性影響評価というのは そのように変わってきた段階で 作物だけじゃなくて

野生生物の方にも目を向けようということもありますよね。

○鷲谷委員

そうです。
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○原田座長

実際……

○鷲谷委員

情報が少なすぎて、生物多様性影響評価が困難であるような印象を私自身は持っている

ものですから。

○近藤委員

作物だけの情報しかないので。

○鷲谷委員

そうです。

○斉藤技術安全課長

カルタヘナ法の第７条にも、その辺含めて書いてありまして、承認するときには、予想

することができなかったような環境の変化とか科学的知見の充実により、承認した第１種

使用規定の変更を行うことになっています。ちょっと聞き取りにくいので、カヤツリグサ

とおっしゃったのですか。

○鷲谷委員

エゾサヤヌカグサとか。サヤヌカグサはちょっと染色体数が。

○原田座長

それは属も超えているんです。

○鷲谷委員

に一番近い属です、イネ科の中で。日本で野生の植物が生育しているものというOryza
と、それになるものです。

○斉藤技術安全課長

エゾサヤヌカグサですか。ちょっと聞き取りにくくて。

そういったものに遺伝子の浸透があるというふうな情報を得て科学的知見が充実した際

には、仮に今回承認した場合にも、それを見直すということがあり得ますので、引き続き

そういった情報の収集をしながら、問題があれば、その時点でやり直すと、承認し直すと

いうことに、今までのは取り消すというこということになっております。

○原田座長

先週、シンポジウムで、栽培イネに他の野生種の遺伝子を何とか入れたいという実験の

報告があったんですけどもね。野生種の方がいろんな良い形質を持っている場合がありま

すので。でも、随分苦労したけど、今のところはどうにもならなかったという報告があっ
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たんです。

全然目をつぶっちゃうのはよくないと思いますので、今、課長から話もありましたよう

に、目は大きく開き、耳も開いて、新しい知見が出てきたときには、ぜひ見直したいと思

います。

よろしいでしょうか。他に御質問がなければ、この件は近藤座長から報告がありました

ようなことで締めくくりたいと思います。

〈半矮性イネについての生物多様性影響評価の概要〉

○原田座長

、 、 、 、長くなれば休憩も考えていたんですけども 始まって まだ１時間ですので 近藤座長

もしよろしければ、次の４番目の報告をお願いしたいと思います。

○近藤委員

半矮性イネについて御報告いたします。この申請案件は第一種使用等の内容が隔離ほ場

における栽培、保管、運搬、廃棄及びこれらに付随する行為となっております。

まず１番目としまして、組換え遺伝子生物等の特性と第一種使用等の内容です。当該組

換えイネはジベレリン２酸化酵素遺伝子により活性型ジベレリン量が減少し、矮性化を起

こす機能が付与されております。第一種使用等の内容は、隔離ほ場における栽培、保管、

運搬、廃棄及びこれらに付随する行為となっております。

なお、この当該組換えイネは我が国の自然環境下での特性を調査するため、第一種使用

規程に従って、第一種使用等の場所を隔離ほ場に限定した使用を行います。

、 。次に 遺伝子組換え生物等の生物多様性影響評価の内容は５ページに記されております

競合における優位性。先ほどと同じ内容になってしまうんですが、当該組換えイネの競

合にかかわる差異としては、草型改変による受光体勢の変化が考えられますが、これも先

ほどと同じですが、突然変異のイネの仕組みを利用して、こういったものをつくるという

ことで、既存のイネ系統・品種で観察される範囲であるということが示されております。

DNA閉鎖系温室及び非閉鎖系温室における環境影響評価実験 文部科学省の旧 組換え（ 「

実験指針」に基づく実験）の範囲におきましては、当該組換えイネはその他の競合にかか

わると考えられる形質（脱粒性、発芽率、休眠性など）には原品種及びモデルとなった既

存の突然変異系統との間に差異が認められていないということが示されております。

有害物質の産生性についてですが、当該組換え体はジベレリン２酸化酵素遺伝子を導入

したことにより、多様な作用を持つ植物ホルモンの代謝系に改変を加えていることから、

目的のジベレリン関連物質以外の２次代謝産物の生合成や代謝に何らかの変化を及ぼして

いる可能性は否定できませんけれども、閉鎖系温室及び非閉鎖系温室において、先ほどと

同じ内容になっていますが、葉から放出される揮発性成分、茎葉及び根に含まれるフェノ

ール性物質の機器分析、鋤込み試験、後作試験、根圏土壌法によるアレロパシーの生物検

定、栽培終了時の土壌微生物相調査を行った結果、当該組換えイネには既存のイネの範囲

を超えるような差異は認められないということが示されております。

Oryza nivara交雑性ですが、これも先ほどと同じ内容になりますが、野生種イネである
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とか 等の植物は、栽培種イネ（ ）の近縁野生植物であり、国Oryza rufipogon Oryza sativa
外のイネ栽培地近辺の自生地においては栽培種イネと交雑することが知られております。

しかし、これらの植物が我が国に自生しているという報告はないと示しております。

こういったことから、当該組換えイネを第一種使用規程に従って使用等を行う場合に、

生物多様性影響が生じるおそれはないと判断しております。

農作物分科会の結論ですが、農作物分科会では、当該半矮性イネを第一種使用規程に従

って使用等を行う場合に、生物多様性影響が生じるおそれが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ております。

以上です。

○原田座長

どうもありがとうございました。

、 、 、これも農業生物資源研究所からの申請ですけども 何か御質問 御意見ございましたら

お願いしたいと思います。

さっきのはブラシノライドとの関係で、今度はジベレリンとの関係でございます。

○小野里委員

半矮性とか矮性というのが一体どういう目的でそういうものをつくるのか。多分、倒れ

づらいということだろうなという想像はしているんですけれども、その辺のところをもう

少し親切に目的を書き加えていただけるとよろしいかと思います。

目的のところをもう少しわかりやすく書いていただければと思います。

○近藤委員

この申請自体は特性を調べるということで、余り書かれてないと思うんですが、基本的

には、今おっしゃられたとおりだと思います。つまり、矮性とか、背を低くするというこ

とが、風などで倒伏しにくいと、風が吹くと思うんですが、倒伏しにくいということで収

量を上げるということと、ここにあるような直立ということが、どういう特徴を持ってい

るのかということが、この特性試験の中にも多分入っているんだと思うんですが。

○小野里委員

目的を判断するのに非常に重要なファクターになって、単なる興味本位でいろんなもの

をつくるというんだったら非常に問題ですし、こういった意味があるんだということであ

れば、それなりの判断の仕方が出てくるんじゃないかなと思いますので、その辺よろしく

お願いいたします。

○林委員

イネをやっている人間には、これはわかり切った話なんですけども、言葉としては受光

体勢の改良という言葉が使われています、各々のドキュメントの中で。

受光体勢というのは、端的に言うと、葉っぱを立てるということと……。葉っぱを小さ

くするということではないんです。葉っぱの大きさを維持しながら立てるということと、
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稈を短くするという、この二つのことがあります。それによって、フィリピンにある国際

イネ研究所では、そういう草型の改良によって多収品種をつくったという実績があるんで

す。

そういうことに基づいて、違うメカニズムでそういうものを日本のイネ品種にも入れま

しょうということです。葉っぱを立てますと、同じ葉面積を通過した光がほとんど弱くな

らないで下の葉っぱまで届き、下位葉までプラスの光合成に参加することになります。

もし葉が横になっていれば、同じ葉面積でも、トップ葉だけが過飽和の光を受け、下は

光が弱くなる。その結果、光合成も非常に低下する。ですから、葉を立てた方がいい。こ

れは実験的にも、収量的にも実証されています。

ただ、立てると多くの場合、葉っぱが非常に小さくなっちゃうんです。そこを何とか逃

、 。げて どちらの草型もそれほど小さくならずに立てるということに成功しているわけです

ただ、近藤先生がおっしゃったように、葉っぱを立てると密植できるわけです。くっつ

いても光が全部、下位葉まで入りますから。密植できるようになれば肥料を余計やれるこ

とになり、これにより多肥栽培が可能となります。多肥栽培するとイネは倒れます。イネ

が倒れるのを防ぐために、節間を短くすることが非常に重要なんです。それで、光の利用

効率を高めるということと、密植、多収栽培したときに倒れるのを防ぐということの、そ

の二つのものを狙ったということです。

ただ、受光体勢の改良ということで書いてあると、それだけじゃ一般にはわかりにくい

とおっしゃれば、確かにそうだと思います。もう少し丁寧に書いた方がいいかなという気

もいたします。

○斉藤技術安全課長

農作物分科会でも、何のために直立にしたり、矮性にしたりしているのかがわかりにく

いという御意見もありまして、申請書の厚い方、例えば直立葉半矮性イネ、お二人に１冊

ずつしかないかと思うんですが、本体の方には、７ページの３に、直立葉半矮性イネの方

は……。黄色い中紙が入っているところの７ページに、遺伝子組換え生物等の使用等に関

する情報というところに目的を入れるというような形で、収量の増大と強風等による倒伏

防止というようなことを、こちらの方では入れるようにしております。

もう一つの後段の半矮性イネにつきましても、７ページに、半矮性イネはということで

倒伏防止と作業性の向上、収量の増大というような目的を明示しております。

概要書につきましては、最初の方の直立葉半矮性イネのところには、２ページのロの構

成要素の機能のところに、直立葉と矮性化を起こすことを目的として、受光体勢というの

はわかりにくいのかもしれませんが、目的、収量増大、育種素材の育成という形でわかる

ようになっておりますが。

○原田座長

申請書の方も、この分野に近い人にはある程度想像がつくと思いますけれども、まだ十

分とは言いがたいですね、数行書いてあるだけですので。ですから、この辺はもう少し。

○斉藤技術安全課長
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生物多様性影響評価そのものについて必要不可欠な情報ではないという。

○原田座長

小野里先生もおっしゃっていたように、評価に直接は影響のないことですけど、どうい

う目的だということが分野外の方にもわかることは。

○斉藤技術安全課長

これから、申請者に対してもそういう御意見は踏まえて対応するようにしていきたいと

思います。

○原田座長

光るメダカですと、きれいだというのはすぐわかるんですけれども、葉が立ったり、矮

性になったりするのは、確かに分野外の方には判りにくいと思います。

それから、林先生、これをどうこう言うんじゃなくて、これは交配親みたいに、恐らく

は育成上の素材に使うんじゃないですか。

○林委員

そっちの方がより大きい狙いだと思います。これをじかに持っていくというよりかは、

これをワンステップにして親材料に使う方の狙いが大きいと思います。

○原田座長

生理学的にはおもしろいんですけれども。ブラシノライドをうまく利用して、ラミナジ

ョイントといって、葉鞘と葉身のところのジョイントを立てるようにして、その辺は生理

的にはおもしろいんですけども。

○近藤委員

研究目的でこういう申請を出されているんですけれども、農作物分科会の方でも、目的

を少し明確に書いてほしいという要求はしております。これが生物多様性影響評価に直接

関係はないにしても、きちんと書いてほしいという要求をしております。

○原田座長

分野外の方の御意見も貴重ですので、よろしくお願いしたいと思います。

他に何かコメント、御意見ございますでしょうか。――よろしいでしょうか。

研究目的で……。

それでは、これは農作物分科会の結論のとおりということで承認することにしたいと思

います。

そ の 他

○原田座長
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本日の四つの案件は終了したわけでございますけれども、議事の（２）ということで、

インフォメーションのことについて事務局から何か……。私、一言だけ申し上げたんです

けれども、事務局からお願いした方がいいかと思います。

○青木技術安全課長補佐

事務局から御報告します。

前回の３月８日の総合検討会で、コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシの産生するＢｔ

蛋白質につきまして、土壌中での残存性、分解速度といった情報について調べていただき

たいということがありましたので、その件につきまして申請者にお伝えして、現在、米国

に打診しているという状況で、まだ報告が返ってきておりませんので、まとまり次第、分

科会で議論した上で総合検討会に御説明したいと考えてございます。

○原田座長

知見が入り次第、まずは近藤先生の農作物分科会の方でチェックされて、それから我々

の方に上がってくると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。

それから、我々、大いに関心があるのは今後の日程等ですけども、いかがでしょうか。

○青木技術安全課長補佐

、 、事務局からでございますが 先ほど吉田総務官のごあいさつの中にもありましたように

明日 時半からということで、連日となりますけれども、総合検討会、残りの件につき10
まして御検討いただきたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。

○林委員

４月ごろは、まだ全然見当つきませんか。

○青木技術安全課長補佐

４月以降の日程につきましては現在、申請企業と開発者の方から、どの程度出てくるか

について調整を行っている段階でありまして、検討会委員の先生の御都合につきましても

現在、お伺いしているという段階で、もう少し時間かかります。

○原田座長

林先生もいろんな関係があって、早く知りたいと、私もそうなんですけども、これは事

務局の方に最大限早くというお願いするしかないと思うんです。この総合検討会の前に、

分科会をやらなければならないわけですね。

今の青木課長補佐の話も、申請者の方の申請予定を待っているというわけじゃないんで

しょう。出てくるのは、この前、何か報告がありましたけれども、全部で 件ぐらい出80
てくるという話ですから、委員会の日付をどんどん決めておいて、それが無駄になるとい

うことはないわけですよね。

○斉藤技術安全課長
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各委員の先生方に３月 日までにということで御予定を伺っておりますので、それを19
踏まえて、４月にもまた開催したいと考えておりますが、日程は御相談させていただきた

いと思っております。再申請案件がかなりありますので、引き続きよろしくお願いしたい

と思います。

○原田座長

他にないようでございましたら、事務局に進行をお返しいたします。

○青木技術安全課長補佐

どうもありがとうございました。

閉会あいさつ

○青木技術安全課長補佐

最後、斉藤技術安全課長より閉会のごあいさつを申し上げます。

○斉藤技術安全課長

今日は大変お世話になりました。第２回目の総合検討会ということですが、今日と明日

を含めて第２回と呼んでおりまして、明日もよろしくお願いしたいと思います。本当にあ

りがとうございました。

また、なかなか書類が揃わない部分があって、揃い次第お送りしているということがあ

、 。 。りますけど ますます便宜を図っていきたいと思っております どうも済みませんでした

ありがとうございました。

閉 会


