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生物多様性影響評価検討会総合検討会議事次第 

 

 

                   日 時：平成 23 年２月 17 日（木） 13:25～14:03 

                   場 所：農林水産省 共用第２会議室  

 

 

１ 開 会  

 

２ 議 事  

 （１）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  

 （２）その他  

 

３ 閉 会  
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○作田技術安全室長 それでは、ちょっと時間前ですけれども、傍聴の方も含めまして全員そろい

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。  

 本日の委員の出欠ですが、井出委員、嶋田委員、矢木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。  

 本日、幾つか資料を配付しております。資料一覧等を見ていただきまして、もし途中でないもの

がございましたら、言っていただければと思います。  

 本日検討いたします品目といたしましては、除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性並びに

雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネの１件でございます。評価書は事前に送付させていただい

ておりますので、併せて御確認いただければと思います。  

 また、本日傍聴の方々がいらっしゃいますので申し上げますが、傍聴される方への留意事項をご

らんいただいていると思いますが、それに従いましてお守りいただきたいと思います。  

 それでは、この後の議事進行につきましては、近藤座長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。  

○近藤座長 それでは、議事１番目です。遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認に係る申請

書等の検討となっております。  

 既に農作物分科会での専門的な見地からの検討が終了したものです。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御報告いただき、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検討いたしたいと思います。  

 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

から御説明いただきます。その後、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。  

○作田技術安全室長 それでは、資料１をごらんいただきたいと思います。こちらに第一種使用規

程の承認に係る申請案件の審査状況をまとめてございます。  

 本日は、先ほど申し上げましたように１件でございますが、除草剤耐性並びに雄性不稔及び稔性

回復性セイヨウナタネでございます。この案件につきましては、食用又は飼料用に供するための使

用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為ということで申請が上がってお

ります。  

 これまでの検討といたしましては、2010年 12月２日の農作物分科会で最初の検討を行いまして、

先月１月 20 日にもう一度検討を行ったという状況であります。その後、本日の総合検討会に来て

いるということになります。  

 審査状況は、以上でございます。  

○近藤座長 それでは、除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性並びに雄性不稔及び稔性回復

性ナタネ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、佐藤委員より、資料２に基づいて御報告をお願いいたしま
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す。  

○佐藤委員 資料２－１と２－２をごらんいただきたいと思います。  

 まず初めに「農作物分科会における検討の結果」ということで、資料２－１をごらんください。 

 名称：除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性並びに雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタ

ネ（改変 bar,改変 cp4 epsps,改変 gox v247,barnase,barstar,Brassica napus L.）（MS8×RF3×

RT73,OECD UI:ACS-BN005-8×ACS-BN003-6×MON-00073-7）（MS8、RF3 及び RT73 それぞ

れへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該セイヨウナタネ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：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

規程に従って本スタック系統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  

 本スタック系統は、改変 bar 遺伝子（改変 PAT 蛋白質をコードする遺伝子）及び barnase 遺伝

子が導入された除草剤グルホシネート耐性及び雄性不稔セイヨウナタネ（MS8）、改変 bar 遺伝子

及び barstar 遺伝子が導入された除草剤グルホシネート耐性及び稔性回復性セイヨウナタネ（RF3）

並びに改変 cp4 epsps 遺伝子及び改変 gox v247 遺伝子が導入された除草剤グリホサート耐性セイ

ヨウナタネ（RT73）を用いて、交雑育種法により作出されたものである。これらの親系統につい

ては、生物多様性影響評価検討会において、本スタック系統と同一の第一種使用等をした場合に生

物多様性影響が生ずるおそれはないと判断されている。  

 改変 PAT 蛋白質、改変 CP4 EPSPS 蛋白質及び改変 GOX v247 蛋白質はそれぞれ高い基質特異

性を有していることから、本スタック系統において、これら蛋白質が発現しても宿主の代謝系を変

化させることはないと考えられた。  

 また、本スタック系統においては、barnase 遺伝子と barstar 遺伝子はいずれも葯特異的プロモ

ーターPTA29 の支配下にあり、葯のタペート細胞で発現した BARNASE 蛋白質と BARSTAR 蛋白

質が特異的に複合体を形成することにより、BARNASE 蛋白質のリボヌクレアーゼ活性が阻害され

稔性が回復する。その一方で、BARNASE 蛋白質と BARSTAR 蛋白質は改変 PAT 蛋白質、改変 CP4 

EPSPS 蛋白質及び改変 GOX v247 蛋白質との相互作用は示さないものと考えられた。これらのこ

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。  

 さらに、本スタック系統の除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性並びに雄性不稔及び稔性

回復性はそれぞれの親系統と同程度であることから、各親系統由来であるこれらの蛋白質間で意図

しない相互作用はなく、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。  
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 （１）競合における優位性  

 宿主が属する生物種であるセイヨウナタネは、河原や線路沿い、種子が陸揚げされる港湾周辺等

で生育していることが報告されている。また、路傍、崖、河川敷などのように撹乱が定期的に起こ

る立地条件でなければ、やがてセイヨウナタネは多年生草本や灌木に置き換わることが知られてい

る。我が国では長期にわたるセイヨウナタネ種子の輸入経験があるが、セイヨウナタネが我が国の

野生動植物等の個体や個体群の維持に影響を及ぼしたとする報告はない。  

 本スタック系統の各親系統について、競合における優位性に関わる諸形質の調査が行われた。そ

の結果、一部の形質について対照品種との間に統計学的有意差が認められたが、その差は競合にお

ける優位性を高めるものではないと考えられた。  

また、本スタック系統は、除草剤グルホシネート及びグリホサートに耐性を示すが、自然環境下

においてこれらの除草剤が選択圧となることは考え難く、これらの性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。本スタック系統の親系統 MS8 は優性不稔性を、RF3 は稔性回

復性を示すが、本スタック系統においては MS8 由来の BARNASE 蛋白質活性は RF3 由来の

BARSTAR 蛋白質により抑制され、非組換えセイヨウナタネと同様に花粉が形成される。なお、優

性不稔性は競合において優位に作用する性質ではなく、また、稔性回復性は BARNASE 蛋白質に

より優性不稔形質を付与された個体と交雑した場合のみ意図された機能を果たすが、そのような個

体が存在しない条件下では何ら機能を果たさないことから、本形質が競合における優位性を高める

ことはないと考えられた。  

 以上より、本スタック系統並びに MS8、RF3 及び RT73 それぞれへの導入遺伝子の組合せを有

するものであって、当該セイヨウナタネから分離した後代系統は競合における優位性に起因する生

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。  

 （２）有害物質の産生性  

 従来のセイヨウナタネの種子中には、動物に有害と考えられるエルシン酸やグルコシノレートが

含まれる。本スタック系統の宿主として用いた系統は、品種改良により両物質の含量を低減した、

いわゆるカノーラであり、野生動物の生息に影響を及ぼすことはないと考えられた。  

 本スタック系統が有する改変 PAT 蛋白質、改変 CP4 EPSPS 蛋白質、改変 GOX v247 蛋白質、

BARNASE 蛋白質及び BARSTAR 蛋白質はいずれも、既知アレルゲンと構造的に類似性のある配

列を有しないことが確認されている。  

 また、改変 PAT 蛋白質、改変 CP4 EPSPS 蛋白質及び改変 GOX v247 蛋白質はそれぞれ高い基

質特異性を有していることから、本スタック系統において、これら蛋白質が発現しても宿主の代謝

系を変化させることはないと考えられた。さらに、BARNASE 蛋白質と BARSTAR 蛋白質はいず

れも葯のタペート組織細胞で特異的に働くプロモーターPTA29 の支配下でタペート細胞において

発現する。両者は特異的に複合体を形成して BARNASE 蛋白質のリボヌクレアーゼ活性が阻害さ

れるが、植物中のリボヌクレアーゼに対する BARSTAR 蛋白質の阻害作用は報告されていない。こ

れらのことから、本スタック系統において、これら蛋白質が発現しても宿主の代謝系を変化させる

ことはないと考えられた。  
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 以上から、改変 PAT 蛋白質、改変 CP4 EPSPS 蛋白質、改変 GOX v247 蛋白質、BARNASE 蛋

白質及び BARSTAR 蛋白質に起因して、本スタック系統中に有害物資が産生されることはないと考

えられた。  

 実際に、MS8、RF3 及び RT73 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）の産生性に関して、

後作試験、鋤込み試験及び土壌微生物相試験等を行った。その結果、RF3 について行った鋤込み試

験の経時的調査において、一部調査区に統計学的有意差が認められた。しかし、その他の調査区に

おいて統計学的有意差は認められておらず、認められた差も一貫した傾向を示していないことから、

RF3 は有害物質の産生性を新たに獲得していないと考えられた。よって、本スタック系統において

も、新たに有害物質を産生する可能性は低いと考えられた。  

 以上より、本スタック系統並びに MS8、RF3 及び RT73 それぞれへの導入遺伝子の組合せを有

するものであって、当該セイヨウナタネから分離した後代系統は有害物質の産生性に起因する生物

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。  

 （３）交雑性  

 セイヨウナタネと交雑可能な近縁野生種のうち、我が国在来の種はない。したがって、本スタッ

ク系統に関して、交雑性に起因する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。 

 なお、セイヨウナタネ自身の他にセイヨウナタネと自然交雑可能な近縁野生種のうち、我が国に

生育する種は、カラシナ（B.juncea）、クロガラシ（B.nigra）、アブラナ（在来ナタネ；B.rapa）、

ダイコンモドキ（Hirschfeldia incana）、セイヨウノダイコン（Raphanus raphanistrum）及びノ

ハラガラシ（Sinapis arvensis）が知られているが、いずれも外来種であり、影響を受ける可能性

のある野生動植物とは特定されない。  

 以上より、本スタック系統並びに MS8、RF3 及び RT73 それぞれへの導入遺伝子の組合せを有

するものであって当該セイヨウナタネから分離した後代系統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。  

 （４）その他  

 上記のセイヨウナタネ及び近縁種との交雑に起因して間接的に生物多様性影響評価が生ずる可

能性（交雑により生じた雑種が競合において優位になり、他の野生植物種の個体群を駆逐する可能

性、及び交雑により浸透した導入遺伝子の影響により近縁種の個体群が縮小し、それらに依存して

生息している昆虫等の野生動植物の個体群の維持に支障を及ぼす可能性）について評価した。その

結果、  

 ①本スタック系統の親系統（RF3 及び RT73）と非組換えセイヨウナタネ等との交雑率を調査し

た結果、いずれも既往の知見を上回らないか、あるいは差異がないことが確認されていること  

 ②セイヨウナタネとこれら外来近縁種との交雑性は低く、仮に本スタック系統が交雑しても、稔

性が低い等の理由により雑種が自然環境下で優占種となる可能性は低いこと  

 ③自然環境下において、除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性並びに稔性回復性により競

合における優位性が高まるとは考えにくいこと  
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 ④優性の優性不稔形質を有する植物は世代を重ねるにつれ集団内から速やかに失われることが

報告されていること  

 等から、本スタック系統がセイヨウナタネや外来近縁種と交雑し、自然環境下で雑種後代が優占

化して他の野生植物種の個体群を駆逐する可能性は、宿主品種の属する種であるセイヨウナタネと

同様に低いと考えられる。また、  

 ⑤改変 bar遺伝子及び barstar遺伝子の両方を有する組換えセイヨウナタネと B.rapaの雑種に、

除草剤グルホシネートによる選抜を加えつつ B.rapa を３回戻し交雑して得られた BC3世代におけ

る耐性個体と非耐性個体との比較において、花粉稔性、生存性及び種子生産量に相違は認められな

かったと報告されていること。  

 ⑥仮に barnase 遺伝子がプロモーターPTA29 の支配を外れ、植物中で構成的あるいは部位特異

的に発現するプロモーターを獲得したとしても、植物体は正常に生育する可能性は低く、当該遺伝

子が近縁種の個体群中に広く浸透することは考えにくいこと等から、導入遺伝子はいずれも外来近

縁種の個体群中に浸透し、個体群の維持に影響を及ぼす可能性は低いと考えられた。  

 以上より、本スタック系統並びに MS8、RF3 及び RT73 それぞれへの導入遺伝子の組合せを有

するものであって、当該セイヨウナタネから分離した後代系統は交雑に起因して間接的に生物多様

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。  

 ２ 農作物分科会の結論  

 以上を踏まえ、本スタック系統並びに MS8、RF3 及び RT73 それぞれへの導入遺伝子の組合せ

を有するものであって当該セイヨウナタネから分離した後代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。ただいま除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性並びに

雄性不稔及び稔性回復性セイヨウナタネについて御報告をいただきましたが、本件につきまして御

質問、御意見をいただきたいと思います。  

 なお、総合検討会において内容が適正と判断された場合には、佐藤農作物分科会座長から報告を

いただきました資料２－１「農作物分科会における検討の結果」のうち「１ 生物多様性影響評価

の結果について」及び「２ 農作物分科会の結論」を学識経験者の意見としてとりまとめ、大臣あ

てに報告したいと思います。  

 それでは、どなたからでも結構です。御意見がありましたらお願いいたします。ございませんで

しょうか。武田委員、どうぞ。  

○武田委員 先ほど佐藤委員から読み上げる段階で訂正のあった 17 行目の「BARNASE」が

「BARSTAR」に替わる部分。これに対応するところが申請書と概要書のそれぞれ 52 ページと 54

ページにありますので、単純な取り違えですけれども、直しておいていただければと思います。多

分これを書き写したんだと思います。  

○佐藤委員 ここも違っていますか。  
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○武田委員 はい。概要書の 54 ページと申請書の 52 ページです。  

○近藤座長 同じ間違え方ですね。それでは、概要書と申請書の方も修正をお願いします。  

 ほかにいかがでしょうか。武田委員、どうぞ。  

○武田委員 概要書の 36 ページだと思うんですが、表６としてカイスクエア検定の表があります

ね。これは実際 2,000 対０とか、1,999 対１のような非常に偏ったところでカイスクエア検定をや

ること自身があまり私は納得しないんですけれども、それはそれとしてほかに方法がないので、独

立性で検定をやったんだと理解するんですが、問題は数字が違っていると思うんです。一番上のカ

イスクエアが 0.501 とありますけれども、この個体数で計算すると 0.333。一番下は 1.81 とありま

すけれども、これもこの個体数で計算すると 0.6945 ぐらいなんです。だから、単純な計算ミスだ

ろうと思いますし、あるいは逆に個体数が違っているのかもしれないんですが、こういうところで

数字が違っていると全体の信頼性みたいなものも気になってくるので、私のカリキュレーターが壊

れているということも可能性としてはあるんだけれども、ちょっとその辺は気になりました。  

○近藤座長 こういう表の中の数値に関しては、これまでも結果が違っていたとか、こういう分科

会とか総合検討会で指摘していただいて、申請者に確認していただくということがこれまでもしば

しばありますので、そのようにしたいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。小野里委員、どうぞ。  

○小野里委員 ついでに今の表のところですけれども、本スタック系統はほとんどの個体は稔性が

あるということになっていますが、本スタック系統というのは後代をも含むわけで、２代目になる

と半数は不稔になるわけですね。そうすると「初代」とか何か入れておく必要はないのかなという

気がします。  

○近藤座長 これに関しては、申請の範囲は勿論後代も含まれていますけれども、試験は初代だけ

でよろしいかと思うんですが、どうでしょうか。  

○小野里委員 初代で勿論いいんですけれども、スタック系統は後代を含むとなっているものです

から、そうするとここは勿論初代の実験でいいと思うんですがね。  

○近藤座長 どうでしょうか。特に「初代」と書く必要はないのではないかと思うんです。その後

の後代に関しては、どのみち試験できませんしね。  

○武田委員 しかも、これは実際には生物学的というか、遺伝学的な意味があって分離してきてい

るというのではなくて、2,000 個体植えてみたら変なのがちょろちょろとあったという意味ですね。

だから、検定して云々という話ではないように思ったんです。  

○近藤座長 そうですね。検定することに余り意味はないかもしれませんね。  

○武田委員 結果だけ触れておいていただければいいと思います。  

あとは 2,000 個体調べて、稔、不稔を見たんだから、それについては多としますけれどもね。  

○近藤座長 確かにそうだとは思うんですが、特にここを変えないで、一応計算し直してみて、数

字だけチェックしてもらうということでどうでしょうか。  

○武田委員 それで結構です。  

○佐藤委員 事務局的には「本スタック系統」という言葉の定義としてはどうなんですか。  
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○近藤座長 これではないんですが、もともと後代に分離するということでなく申請があって、そ

れはおかしいだろうと。後代の方も考えなければいけないということで、申請の中に加えています

けれども、その後代について特に試験をするとか検討することはないですね。  

 だから、この試験の結果というのは、つくられたスタック系統の試験の結果であって、この試験

で問題なければ、当然後代ももともと単一のものは問題なかったわけですから、その後代も問題な

いと判断するということで、含まれてはいるけれども、そこは当然試験はしないと。  

○佐藤委員 本文中で「本スタック系統」という表現はいっぱい出てくるんですけれども、それは

基本的には分離したものではなくて、全部がスタックされたものを表していて、申請書のタイトル

のところで「本スタック系統並びにその後代で分離したもの」と言っているので、だから本スタッ

ク系統には分離したものは含まれていないと考えた方がよさそうな気がします。  

○近藤座長 これはそのように書かれていますね。  

○佐藤委員 本文はそのように書かれていますね。  

○近藤座長 そういうふうに理解しないと。  

○佐藤委員 本文も全部変えないといけなくなってしまうので、そういう整理でいいのではないか

と思います。  

○近藤座長 いいと思います。だから、特に後代は含まないとか、そういうことは述べなくていい

と思います。  

 ほかにいかがでしょうか。スタック系統なので、相互作用がないということを示してもらえれば、

一応我々の決まりの中ではいいということになっているので、そういう意味では問題はないわけで

すが、何かほかにございませんか。  

 中川原委員、どうぞ。  

○中川原委員 系統そのものが問題になっていますので、ついでの話です。  

 緑色のファイルの 28 ページです。私、分科会の方にも出ましたが、最初に育成図が出てきたと

き非常にわかりにくかったんです。それをわかりやすいように直してくださいということで直って、

これは非常にわかりやすくできているなと思っています。そこで一番下の「本スタック系統」とい

うのがこういう形で、これだけを示しますよと。先ほど座長がおっしゃったような形になるだろう

と思うんです。  

 １つやや気になっているのは、本文中に RT73 とか MS8 とか RF3 という言葉が出てきて、最初

に定義してあるのは系統だと定義してあるんです。だから、MS8 というのは系統だと定義してある

んですが、この育成図の真ん中の MS8 を例に挙げますが、この MS8 というのは点線の中全部を示

すみたいな書き方に見えるんです。だから系統というのは、T0 からずっと系統ですから、それを

全部 MS8 と言うんですよと読めというのではなくて、最後の方の種子親になっているところが

BC8F1 という辺りを本来ならば MS8 と言うんだろうと思うんです。  

 だから、その辺で表現の仕方がこれでいいのかなとちょっと気にはなったんですが、考えてみる

と、表現の仕方がなかなか難しいですね。  

○近藤座長 これはもともとどこまで申請の範囲であったかということで、そのまま見るとわから



10 

 

ないんですけれども、実際に確かに交配したのは MS8 ではなくて、どれか１つですね。ここに書

かれていますが、ちょっと表現が難しいですね。  

○中川原委員 難しいですね。ですから、点線で囲って書いてあるけれども、これを系統だと言わ

れると、またややこしいんですよ。そうなものですから、これはしようがないかなと思ってはいる

んですが、系統の書き表し方というのは、もう尐し今後ね。  

○近藤座長 この MS8 というのがどこまでを指しているのかちょっとわからないのですが、多分

これは MS8 の育成図みたいなことだと思うんですよ。系統そのものではない感じはしますね。  

○中川原委員 というのは、だんだん気になってきたんですけれども、このスタック系統が申請と

して出てきたときに、何を審査するのかというところで、やはり大きく言えば２つぐらいあると思

うんです。そのうちの１つは、勿論機能的に相互作用があるかないかという点と、もう一点は、ど

ういうふうにしてスタックにしたのかという、スタックにしたときの経過というのを非常にしっか

り押さえる必要がある。この２つは必ず押さえなくてはいけないなと思うんです。そこでこういう

育成図というのは大事になってくるのではないかと思っています。  

○近藤座長 いつも分科会でも指摘していただいています。  

 これは系統ということで、系統と系統をかけ合わせたということになっているわけですが、実際

にやっているのは、その中の１つですね。だから、その１つで代表させているということで、それ

でいいということにはしていると思うんです。  

今の御指摘はそういうことではなくて、書き方がこれでいいかどうかということですね。ちょっ

と難しいことですね。  

○中川原委員 そうですね。今後はもう尐し勉強して、我々もわかりやすいように。  

○桂研究専門官 MS8 とか RT73 というのは、系統として扱っているんですけれども、現実的には

イベントなんです。ですから、その後代も含めてここからここまでを MS8 となりますので、それ

はあるところからは全部 MS8 になっているということだと思います。  

○近藤座長 もともとの申請書で T0 まで含んでいるかどうか、ちょっと調べないとわからないで

すね。  

○中川原委員 だから、本文の文章の書き方なんですよ。全部「系統」という書き方で書いてある

んですね。だから、我々はちょっと読みにくいんですけれども、読んでみれば、いわゆる解釈に間

違いはないからいいのではないかと思っているんです。  

○近藤座長 特に誤解を与えるような書き方はしていないと思いますね。これは検討課題ですね。 

○武田委員 自殖性と他殖性だけえらくニュアンスが違う場面ではあるんですね。日本の場合は、

やはりイメージとして自殖性の方が頭に入っているから、他殖性のはちょっとやはり。点線で囲っ

てあるあたりが工夫だと思うんです。  

○佐藤委員 でも、本文中の文脈で使うところでは、交配したところでも使っているから、その場

合にはそのうちの１つのものを指している場合もあるわけですね。だから、その系統全体を指して

いる場合と、そのうちの中の１つを指している場合があるという御指摘で、確かに両方含まれてい

て、でもそれをいちいち詳しく調べると大変なのかなと思うんです。  
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○中川原委員 大変だと思います。だから、やはり今おっしゃった他殖性のものの書き方というの

は、非常に注意してやらなくてはいけないということだけですね。  

○桂研究専門官 シングルのときは MS8 の場合も何を使ったか、世代をちゃんと書いています。

ここではスタックのときはそういう配慮はされていないんですが、シングルの場合は、コピー数と

か発現の程度を調べたときは、この MS8 のこの中を調べたという、そのときの世代図をそれぞれ

書かれています。  

○佐藤委員 スタックの場合にそこまで書かなくても、それを書くとわかりにくくなるから、それ

よりは全体のものを表していただいた方がわかりやすいと言えばわかりやすいですね。正確性を期

して、そこまで書くと何かわかりにくくなってしまう。  

○近藤座長 これでもわかりやすくなっていて、わかりやすさをとるか、正確さをとるかという問

題だと思うんです。これについては、またもう尐し我々の方でも検討したいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。小野里委員、どうぞ。  

○小野里委員 小さいことですけれども、評価書の 42 ページの３行目です。「RF3 及び RT73 を」

とありますけれども、これは多分「RT73 を親系統として」というのが抜けていると思います。  

○近藤座長 そうですね。  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 もしないようでしたら、総合検討会としての意見のとりまとめを行いたいと思います。  

 申請者から提出された除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性並びに雄性不稔及び稔性回

復性セイヨウナタネについて、第一種使用規程に従って使用した場合、生物多様性影響が生じるお

それはないとした生物多様性影響評価書の内容は適正であると判断いたします。  

 一部表の数値の確認とか、細かい文言の修正がありましたけれども、表の方については、事務局

の方から質問していただいて、あとの細かい訂正はこちらの方、あるいは申請者の方で直していた

だいて出していただくということにしたいと思います。よろしいですね。  

（「はい」と声あり）  

○近藤座長 一応、本日の審査案件の議論は終わったのですが、そのほか事務局から、報告事項等

がありましたらお願いいたします。  

○浦野技術政策課課長補佐 それでは、参考資料３をお手元に御用意いただきたいと思います。  

 詳しい説明は省略させていただきますけれども、１枚めくっていただきますと、事務局の事務的

なミスで、学識経験者の検討結果の報告に、先生方の報告で入れなければいないところを一部落と

しておりました。今後はこのようなことがないように、正式な報告をさせていただきますので、一

応御報告だけさせていただきます。  

 今後こういう不備がないよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  

○近藤座長 質問はないですか。尐し見た方がいいですか。よろしいですか。  

 それでは、ほかに何かございませんでしょうか。  

○作田技術安全室長 事務局からですが、次回の検討会の日程につきましては調整中でございます

ので、また調整が整いましたら御連絡したいと思います。  
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○武田委員 おおよそのところもまだわかりませんか。  

○浦野技術政策課課長補佐 今、調整をしていまして、近々わかると思いますので、お知らせいた

します。よろしくお願いします。  

○近藤座長 何か委員の方から御指摘はありませんか。よろしいでしょうか。  

 それでは、事務局の方にお返ししたいと思います。  

○作田技術安全室長 本日は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「生物多様性影響評価検討会総合検討会」を閉会いたします。どうもありがと

うございました。  

 


