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午後１時３０分 開会 

○作田技術安全室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより生物多様性影響評価検

討会総合検討会を開催いたします。 

 本日はご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。 

 本日は全員の委員の皆様方にご出席いただいております。どうもありがとうございます。 

 それでは、議事に入る前に本日の総合検討会配付資料につきましてご確認をいただければと

思います。本日委員の方々には検討いたします除草剤メソトリオン耐性ダイズの評価書を事前

に送付させていただいております。あわせてご確認ください。 

 配付資料一覧、１枚紙がございます。こちらのほうで資料１から資料２－１、２－２、参考

１、２という形で資料のほうは用意させていただいております。不足している資料がございま

したら、途中でも結構ですので、お申し出ていただければと思います。 

 また、傍聴の方々に申し上げます。本日は傍聴される方への留意事項、携帯電話の電源等を

守っていただきますようによろしくお願いいたします。 

 それでは、この後の議事の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、議事の１番目ですが、遺伝子組換え農作物の第一種使用規定の承認に

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、今回は１件ですが、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。 

○作田技術安全室長 まず、資料１をご覧いただきたいと思います。 

 本日ご審議いただきますものは１件でございます。名称といたしましては、除草剤メソトリ

オン耐性ダイズ、シンジェンタジャパン株式会社の申請でございます。使用につきましては、

隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに附随する行為となります。検討の

状況でございますが、農作物分科会におきましては、昨年2010年の12月20日に第１回目の検討

をいたしまして、今年に入りまして３月23日、４月22日と検討いただいております。本日５月
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24日の総合検討会に至っているというのが検討の状況でございます。 

 以上でございます。 

○近藤座長 それでは、除草剤メソトリオン耐性ダイズ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に基づき、ご報告をお願いいたしま

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と

２－２をご覧ください。 

名称：除草剤メソトリオン耐性ダイズ（改変 avhppd,Glycine max（ L,） Merr.）

（SYHT04R,OECD UI:SYN-0004R-8） 

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

る行為 

申請者：シンジェンタジャパン株式会社。 

 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、大腸菌由来のプラスミドpBluescript SK+をもとに構築された発現ベ

クターpSYN15764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、エンバク由来のHPPD蛋白質（p-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオ

キシターゼ）のアミノ酸配列を改変した改変avHPPD蛋白質をコードする改変avhppd遺伝子

カセットを含むT-DNA領域の断片が染色体上に１コピー組み込まれ、複数世代にわたり安定

して伝達されていることが、遺伝子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、改変avHPPD蛋白質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。 

 米国の12カ所のほ場及び我が国の特定網室等において、本組換えダイズの競合における

諸形質について調査を行った結果、草丈及び100粒重において本組換えダイズと非組換えダ
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イズとの間に有意差が認められた。草丈においては対照の非組換えダイズと比較して本組

換えダイズがわずかに低くなっていた。また、100粒重においては、その差はわずかであり

最終的な収量には有意差は認められなかった。 

 本組換えダイズは、除草剤メソトリオン耐性を持つが、これらの除草剤を散布されるこ

とが想定しにくい自然条件下において競合における優位性を高めるとは考え難い。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場に

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

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

影響が生ずるおそれはないとの申請者による結論は妥当であると判断した。 

（２）有害物質の産生性 

 宿主が属する生物種であるダイズについては、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。 

 本組換えダイズは改変avHPPD蛋白質を産出するが、当該蛋白質が有害物質であるとする

報告はなく、既知の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。 

 改変avHPPD蛋白質は、チロシン異化経路におけるp-ヒドロキシフェニルピルビン酸から

ホモゲンチジン酸への反応を触媒することから、チロシン異化経路の最終代謝産物である

ビタミンＥ等の生成量に影響を及ぼす可能性が考えられた。このため、当該蛋白質の発現

が宿主の持つ代謝系に及ぼす影響について、2009年に米国６カ所のほ場で栽培した本組換

えダイズと対照の非組換えダイズを用い、種子中のビタミンＥ及び種子と茎葉の主要構成

成分を調査した。その結果、種子中のビタミンＥ及び種子と茎葉における複数の構成成分

において、本組換えダイズと対照の非組換えダイズとの間に有意差が認められたものの、

本組換えダイズの分析値はいずれの項目においても同一ほ場で栽培した参考品種及び従来

品種の文献値の範囲内であった。このことから、本組換えダイズで発現している改変

avHPPD蛋白質が宿主の代謝系に及ぼす影響は小さいと考えられた。 

 2009年に我が国のＰ１Ｐ実験室において、本組換えダイズの有害物質（植物体が有し枯

死した後に他の植物に影響を与えるもの）の産生性の有無を後作試験及び鋤込み試験によ

り検討した結果、本組換えダイズと非組換えダイズとの間で有意差は見られなかった。 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場に

おける栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、影響を受け
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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は妥当であると判断した。 

（３）交雑性 

 ダイズの近縁種としてはツルマメが知られており、ともに染色体数が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

の検討を行った。 

 ダイズとツルマメ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への戻し交雑を経て、本組換えダイズに移入

された遺伝子がツルマメの集団中で低い割合にとどまらずに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、雑種後代を示唆する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おり、人為的に開

花期を一致させて交互に株間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 除草剤グリホサート耐性組換えダイズ40-3-2系統とツルマメの開花期を一致させ、隣

接して栽培し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

ルマメ種子を32,502粒中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、本組換えダイズにおいては、導入遺伝子による影響が宿主の代謝系を変化さ

せ、交雑性に関わる生理学的又は生態学的特性について宿主との相違をもたらすことはな

いと考えられることから、本組換えダイズとツルマメの交雑率は、従来のダイズとツルマ

メの交雑率と同等に低いと考えられた。 

 また、本組換えダイズとツルマメが交雑した場合、その雑種は改変avhppd遺伝子により

除草剤メソトリオン耐性を有すると考えられるが、本形質が競合における優位性を高める

とは考え難く、これらの形質を有する雑種が生じたとしても、その雑種がツルマメの集団

において優占化する可能性は低いと考えられる。 
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 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場に

おける栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらの付随する行為の範囲内では、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 

 以上より、本組換えダイズは、限定された環境で一定の作業要領を踏まえた隔離ほ場に

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

ける生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当で

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－

１ですが、このうち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、どなたからでも結構です。ご意見、ご質問などありましたらお願いいたします。 

○武田委員 ２ページ目の交雑性に関するところの37行目からのパラグラフですね。これ、当

初送っていただいた資料からさらに改良されて大分読みやすくなったというふうには思うんで

すけれども、なお直しというわけでもないんですけれども、39行目ですかね、「有無を分析し

たところ、雑種後代を示唆する結果は得られなかった」というふうにありますが、雑種後代を

示唆するというのはやっぱりちょっと日本語としては舌足らずのような感じがあるので、例え

ば「雑種後代の存在を示唆する結果は得られなかった」というようにすると、より読みやすい

かなと思いました。 

○佐藤委員 読んでいてそう思いました。 

○近藤座長 ありがとうございます。 

○井出委員 全体に関わることではないんですが、ようやく遺伝子の構成、11ページと、それ

から本冊の９ページですか、PAT蛋白のところの記述がこれ両方同じなんですけれども、除草

剤グルホシネートは云々とあって、「グルホシネートをアセチル化して不活化することで植物

にグリホサート耐性を付与する」と書いてあるんですけれども、これはグリホシネートの間違

いではないでしょうか。 

○佐藤委員 はい、これ間違いだと思います。グリホシネートですね。 

○近藤座長 ありがとうございます。こういう見落としは結構あります。 
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○佐藤委員 すみません、ありがとうございます。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○矢木委員 資料２－１の１ページなんですけれども、33行目ですかね、その前からいきます

と、草丈及び100粒重において本組換えダイズと非組換えダイズとの間に有意差が認められた

と。草丈は対照の非組換えダイズと比較して本組換えダイズの草丈がわずかに低くなっており、

また、100粒重においては、その差はわずかであり最終的な収量と書いてあるんですが、これ

も間違いではないんですけれども、読んでいて「草丈はわずかに低くなっており」の結果を書

いてあるので、100粒重でその差はわずかに高くなっているんですよね、この資料７ですか、

見ると100粒重でちょっと高くなっているので、標準偏差の中では３ページ、資料の別紙７と

いうところの３ページのところの表２のところで、100粒重でＰ値はたしか有意差が認められ

ると書いてあるんですが、標準偏差の中に入っているのでそう問題はないんですが、わずかで

ありと書いてあるのにちょっと並びが同じ文章にしたほうがいいんじゃないかということで、

「その差はわずかに高くなっているが、しかし」ぐらいにしたほうが何か座りがいいような気

がするんですけれども、最終的な収量には有意差は認められなかったということでいかがです

かね。そんなに大きな問題ではないんですけれども。 

○佐藤委員 前の文章が…… 

○矢木委員 わずかに低くなっていると書いてある、草丈がですね。 

○武田委員 そうそう、有意かどうかが問題なんですね。しかも、これちょっと気になるのは、

収量が違わなくて100粒重が大きくなっているということは、粒数が減っているという意味な

んですよね。これが適用的な意味で当然Ｋ戦略、ｒ戦略の話があるんですけれども、個体数が

変わってきているはずなんですね。厳密に言うと、ちょっとそういう意味でも気になったとこ

ろではあるんです。それから、有意でないというところで逃れたという感じかなと。確かに矢

木先生のご指摘は私もそう思いました。並びで別な表現をしていますので、こっちが多いとい

うのならこっちの粒も多いというか、尐ないというか、言ったほうがいいと思いますね。 

やっぱりもうちょっと中川原さんと言っていたんですけれども、わずかにというのは情緒的な

表現なので、有意か有意でないかがむしろ問題なんですね。 

○矢木委員 そうですね。確かにこの表現がちょっと読んでいて、何かうまい表現を私も考え

たんですけれども、なかなかわずかにというのが、有意差があると言っていてわずかだからと

いうことで。 

○佐藤委員 そういう意味では、この草丈のところの文章は、本当は要らないのかもしれませ
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んね。上で言っていることと同じことですよね。これをもし有意にと言えば同じことなのかも

しれませんね。これ、有意差があるけれども、その有意差は小さいということを言っていると

いうことですね。 

○矢木委員 そうですよね。 

○近藤座長 ここの部分は最終的な結論に対して影響はないですよね、どの道。一応試験をや

って有意差が出たので、言い訳をしているというふうなところで、どう書こうと最終的には影

響ないんですが。ただ、有意差があったとなれば何か書かざるを得ないので、このわずかにと

いう表現になって今までもこうなってきたんですけれども。ですから、今回このわずかにとい

う表現は残して、今、矢木先生がご指摘のように、100粒重においては云々というのを本組換

え体ではわずかに高くなっているけれども、その差わずかというような表現にしたほうがいい

かなと思いますが、いかがでしょうか。 

 では、そのようにしたいと思います。 

○武田委員 それから、核内遺伝子に支配されているというのを言うために、情報によって分

離をとって３対１になっていると言っているわけですけれども、この別紙３にそのデータがあ

りまして、別紙３の16ページなんですけれども、カイ二乗検定をやっているんですね。16ペー

ジです。もともとシンジェンタの報告の。これを見ますと、カイ二乗検定をやるのに0.5引い

て計算しているんですけれども、これはサンプル数がうんと小さいときにドリフトで動く可能

性が大きいので0.5引くというのは統計学的にあるんですけれども、この場合、もう70個体と

か194個体とか十分なサンプル量があるので0.5引く必要はないし、さらに0.5引かなくてもこ

れちゃんと３対１に適合しているんですよね。だから、シンジェンタの元データですから、こ

こであるいは農作物分科会で云々するあれではないのかもしれないんだけれども、どうも統計

の使い方が変てこりんだと大丈夫かという感じがあって、ほかのところがですね。そういう印

象があるので、ここで言っても聞こえないだろうとは思いますけれども、この0.5は引かなく

てもいいというふうに思いますので、見てしまったので言っておきます。 

○近藤座長 そういうご指摘があったという議事録にとどめるということだと思いますけれど

も。ほかに。 

○中川原委員 ちょっと小さいところでよろしいですか。２ページ目の交雑性のところの①、

②、③なんですが、私、分科会のほうに出まして、私の記憶では①と②はこれ、いわゆる生物

の減尐の時系列からしてひっくり返したほうがいいと、①、②ですね。最初にダイズとツルマ

メは開花期が重なりにくいという話をして、２番目にその間の遺伝子浸透はどうなったという
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ような順番で記述するのがいいんじゃないかという議論があったような気がするんですが。そ

うじゃなかったですか。 

○近藤座長 私ははっきり覚えていないんですけれども、これは１番目とそれから２番目、３

番目というのは実験の内容的なものが違って、それぞれ関連していないので、１番目と２番目、

３番目とは分けて、いまの１番のほうは１番にしたほうがいいということだったかと思うんで

すが、これ１番目のが１番じゃなくて２番か何かになっていたんですよ。 

○佐藤委員 これ１番、２番と逆だったと。それを変えたと。 

○近藤座長 そうすると、実験結果につながってこれが出てくると、何かつながりがおかしい

じゃないかということで、これ別のことなので、これを別だということがわかるように１番目

にしたと思います。変えたことは変えたんです。 

○中川原委員 そうですかね。 

○作田技術安全室長 今回、１番と２番を逆にしております。 

○中川原委員 ひっくり返してこうなったんでしたか。 

○作田技術安全室長 はい、ひっくり返してこうなりました。 

○中川原委員 失礼しました。この間ずっと読んでいて、時系列でいくと逆だなと思ったもの

だから。 

○近藤座長 多分、前が時系列で書いてあったような気がする。 

○中川原委員 申し訳ありません。 

○近藤座長 ほかにいかがでしょうか。 

○武田委員 この除草剤耐性の遺伝子というのは、要するにイネ科にもマメ科にも同じ遺伝子

座のものがあって、ただし、イネ科とマメ科ではアレリックな違いがあって、イネ科のものは

エンバクからとったものは耐性があると。本来のものはないと、そういうストーリーなんです

ね。おもしろいケースですね、これ。同じ遺伝子の別なあれでしょう。極めて似た遺伝子なん

ですね。その中の話なんですね。 

○佐藤委員 そうですね、機能的には同じです。 

○武田委員 よく気がついたと思って、別な意味で僕、感心して読んでいたんですけれどもね。 

○井出委員 このメソトリオンはもともと天然物ですよね。これはいろんな植物に普遍的に似

たようなものがあるというものではないんですか。このとられた金宝樹でしたか、それに特異

的な遺伝子なんでしょうかね。もし自然中にいろんな植物がそれを持っているとすると、そう

いう種との関係で耐性を持っている植物との関係が変わってくるというようなことが起こると、
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それが多様性影響だなと思ったんですけれども。 

○佐藤委員 はい、そうですね。 

○武田委員 ダイズとエンバクにあれば、もともとありそうですよね。むしろ非常にベーシッ

クな遺伝子なのかもしれないですよね。 

○佐藤委員 私は知らないです。 

○井出委員 今まで入らなかったのにこの耐性遺伝子が入ると、その新しい系統の耐性遺伝子

を持った植物が入るようになって、種間の相互関係が崩れていって生態系影響になるというよ

うなストーリーを考えてしまうので、かえってその天然物由来というのが危ない感じがするん

ですね。 

○武田委員 むしろ今までみたいに微生物からとったなんていう超遠縁のほうが安心ですよね。 

○井出委員 安心して何か似たようなものがたくさんあった場合にはちょっと情勢が違うんじ

ゃないかなと思って読んでいましたけれども。 

○近藤座長 難しいところで、もともと微生物からとったものでも、最近では植物のもの、植

物のアミノ酸配列を尐し変えて耐性なものにして入れているというケースがあって、多分組換

えの問題の中で微生物とかほかのものからとったほうが気持ち悪いというようなことがあって、

そこで植物由来のもので尐し配列を変えるみたいな、そういうのが最近多くなっていると思う

んですね。似たことがまた別の問題を生むかもしれないという指摘だと思うんですけれども。 

○中川原委員 いずれにしても、こういう申請の中では出てきた新しい導入遺伝子ですよね。

ですから、そういう新しい導入遺伝子をこれから私、期待ですけれども、これ隔離栽培の申請

が出ていると。そこで将来はそれより先にいく可能性もあるわけですので、その辺で新しい遺

伝子の場合はしっかりデータをとっていただきたいなというような期待はしております。 

○井出委員 そう思いますね。 

○近藤座長 ここに入れた遺伝子が広がるかどうかというのはツルマメの問題に関わっていま

すからね。だから、それがツルマメに入ったと仮定しても、そこが残っていかないということ

であれば広がらないということになるわけですけれどもね。 

 嶋田先生、どうですかね。 

○嶋田委員 ちょっとやっぱり今までの除草剤とは違うものなので、いま一つよくわからない

部分もあるんですけれどもね。 

○武田委員 これ、アメリカのコンベント辺りはローテーションの関係で、ダイズの畑とエン

バクの畑で隣り合っているんですよね。そこにこの除草剤をかけたらダイズが枯れてエンバク
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が枯れないという現象が、それに気がついたのかもしれませんね。何となく想像ですけれども。

やっぱり農業の強みですね。日本じゃできない状況です。パテンドをとられちゃうと、もう日

本では手も足も出ないです。 

○佐藤委員 今のおっしゃった天然物由来だというのは何か考えなくちゃいけないんですかね。 

○近藤座長 いや、天然物に近いとか、いいか悪いかというのは両面あるので。 

○嶋田委員 ケース・バイ・ケースなんだろうと思うんですけれども、天然物だからよいとい

うような部分もあるんだと思いますけれども。 

○井出委員 これはダイズだから、この遺伝子でいいと思うんですけれどもね。野生化しない

という意味では。普通に例えばこれアブラナだったらどうなのかとかいろいろあるんじゃない

でしょうかね。 

○近藤座長 天然物とかあるいは天然物に近いものを入れたときにやっぱりケース・バイ・ケ

ースで、むしろ天然物に近いがゆえの問題もあるということを今後注意しながら見ていくとい

うことでしょうかね。 

○武田委員 エンバクという作物の中で、エンバクというのは割と新しい作物で、それでも

6,000年やそこらの栽培の歴史があるわけで、その間大人しくしていた遺伝子なわけですから、

最近のいわゆる非常に遠縁の外来の遺伝子なんかよりは安心できるという面はあるんじゃない

ですかね。土壌微生物由来なんて言われると、高度植物に入ってきてどういうふうに挙動する

のかなんていうことはちょっと一般の人でも心配だろうけれども、エンバクの遺伝子がダイズ

に引っ越したんじゃ。 

○井出委員 ただ、野生のほかの植物がこのタイプの遺伝子を持っていて、それが何か種の配

置とかに物すごく影響があるというような、もともとアレロパシー物質ですので、そういうよ

うなことになると、栽培植物が外に出た場合にどんなことが起こるのかなというのは割といろ

んな菌が持っていたりするとフローラが変わってしまうようなことが起こらないとも限らない

のではないかなと思っただけですけれども。 

○武田委員 ありふれた遺伝子であるがゆえに、逆にね。 

○近藤座長 結局この組換えた遺伝子などが野外に出ていったり広がっていきやすいかどうか

というのはポイントでしょうね。 

○佐藤委員 でも、このメソトリオンをつくる何でしたか、植物の名前。 

○井出委員 金宝樹。 

○佐藤委員 除草剤をまかなくてもその植物が生えていれば影響があるということですね。そ
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んなにたくさん作っているかどうかわからないですけれども。 

○中川原委員 だから、しっかりデータをとっていただいて、今回の場合はダイズですのでい

くと思いますけれども、今後の役に立つようなそういうことになればいいですけれども。 

○近藤座長 どうですか。この隔離ほ場試験なわけで、隔離ほ場試験で特に追加する項目とい

うのはありますかね。 

○中川原委員 考え切れませんでしたね。 

○近藤座長 今のところはダイズなのでないと思うんですけれどもね。今後一層いわゆる遺伝

子の性質というものを十分注意したほうがいいと、そういうご指摘、そういうふうにとってよ

ろしいでしょうか。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 ないようですので、ではよろしいでしょうか。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。幾つかこの検討会の結果、２点ほど修正をするということと、それから評価

書に１カ所表記の間違いがあったということで、そこを修正していただくということで、一応

結果としまして、申請者から提出された除草剤メソトリオン耐性ダイズについて、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ずるおそれはないとした生物多様性影響評価

書の内容は適正であると判断しますということでよろしいですね。 

 では、これについて事務局から申請者に連絡をお願いいたします。 

 そのほか、事務局から報告事項などはありますでしょうか。 

○作田技術安全室長 特にございません。 

○近藤座長 それでは、委員のほうから特に何かご質問はありますでしょうか。ありませんか。

よろしいですか。 

 それでは、以上で本日の議事は終了しましたので、事務局にお返しいたします。 

○作田技術安全室長 本日は熱心なご審議、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。 

午後２時０５分 閉会 


