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遺伝子組換え農作物の安全性の確保などに関する意見交換会
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会場：農 林 水 産 省 講 堂

議 事 次 第
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２．挨 拶
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遺伝子組換え農作物開発の現状と安全性の評価・管理について

（１）遺伝子組換え農作物の開発について

（２）遺伝子組換え農作物の安全性の評価・管理について

（３）質疑応答

（４）未承認組換えＤＮＡ技術応用飼料 Ｂｔ１０トウモロコシについて

（５）意見交換

４．閉 会

＜配布資料一覧＞

資料１ 遺伝子組換え農作物の開発について

資料２ 遺伝子組換え農作物の安全性の評価・管理について

資料３ 未承認組換えＤＮＡ技術応用飼料 Ｂｔ１０トウモロコシについて

参考資料１ さらに知りたい方のために（関係府省のホームページ）

参考資料２ 遺伝子組換え食品の安全性について（冊子）
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参考配布 意見交換会に参加いただいた皆様へ

参考配布 食の安全・安心トピックス

参考配布 食生活指針

参考配布 食事バランスガイド

参考配布 農林水産省「消費者の部屋」

平成１７年後期（８～１２月）特別展示スケジュール
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午後 １時３１分 開会

○姫田消費者情報官 それでは、定刻になりましたのでただいまより、遺伝子組換え農作

物の安全性の確保などに関する意見交換会を開催いたします。

皆様、大変お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。

本日は、食品安全委員会、厚生労働省、環境省、農林水産省の主催でございます。

まず、始めに、４府省を代表いたしまして農林水産省大臣官房参事官の伊地知よりごあ

いさつ申し上げます。

○伊地知参事官 消費安全局参事官の伊地知でございます。よろしくお願いいたします。

司会の方からもご紹介がありましたけれども、本日の意見交換会は食品安全委員会、厚

生労働省、環境省、それから農林水産省が協力をして開催するものであります。

皆様方におかれましては、本日、大変お忙しい中、本意見交換会にご出席を賜りまして

まことにありがとうございます。

遺伝子組換え農作物は、生産性の向上や品質の向上、さらに機能性物質の生産など国民

、 、 。生活の向上に役立つ一方で 食品や飼料 環境への影響へも十分配慮する必要があります

そのため、その安全性の評価や管理につきましては、多くの省庁や関係者が携わって行わ

れているところであります。本日はこうした遺伝子組換え農作物の開発や利用の状況、安

全性の確保のための制度につきまして、総合的に情報提供をいたしまして、ご出席の関係

者の方々と情報交換をするとともに、その情報の共有をさせていただきたいというふうに

考えております。

また、今回はこの意見交換会の中で、現在アメリカで誤って栽培されました未承認組換

えトウモロコシのＢｔ１０トウモロコシが飼料用トウモロコシ等へ混入したことにつきま

して、我が国の対応状況等についてもご説明をいたしまして、あわせて皆様方のご意見を

聞かせていただければというふうに考えております。

多岐にわたる内容でございますが、遺伝子組換え農作物について日ごろからお持ちの疑

問やご意見につきまして、いろいろな立場の方々のご発言をいただき、活発な意見交換会

が行われますよう心から期待をしているところであります。

どうかよろしくお願いいたします。

○姫田消費者情報官 それでは、出席者の紹介をしたいと思います。

その前に、政府はクールビズということで、環境への配慮から身軽な服装ということで

ございますので、皆様方の前にかなり軽装でおる者が多うございますが、ご了承いただき
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たいと思います。もちろん、今日はお暑うございますので、会場内は皆様方の熱気で暑う

ございますので、皆様方も気軽な格好でお願いしたいと思います。

それから、あと独立行政法人や都道府県の職員の方々は後ろの方にお座り願っておりま

すが、出席者ということでお取り扱いをしておりますので、意見交換のときに別に差別し

ておるわけではございませんので、ご了解いただきたいと思います。

では、まず、出席者をご紹介いたします。

先ほども申し上げましたが、募集により大変多数の方にご出席いただいております。本

日は広くご意見をいただくために出席者を募集いたしまして、220名の方の応募をいただ

きました。当初は、150名ということを予定しておりましたが、会場を工夫いたしまして

テーブルのない席をつくらせていただきましたので、ご応募いただいた方全員にご出席い

ただいております。そういうことで、自治体や独立行政法人の方のご了解をいただきたい

と思います。

また、会場の出席者のご紹介につきましては大変多数でございますので、お手元に資料

で出席者名簿が書いてございますので、これに替えさせていただきたいと思いますので、

ご了承いただきます。

そして、行政からの出席者を紹介いたしたいと思います。

皆様から見て、一番右側から順番に、食品安全委員会事務局の西郷リスクコミュニケー

ション官でございます。

環境省自然環境局野生生物課の安田課長補佐でございます。

厚生労働省大臣官房の松本参事官でございます。

先ほどごあいさつ申し上げた農林水産省大臣官房参事官の伊地知でございます。

農林水産省消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室飼料安全管理官の濱本でございま

す。

独立行政法人農業生物資源研究所企画調整部遺伝子組換え研究推進室の田部井室長でご

ざいます。

農林水産省消費・安全局農産安全管理課調査官の新本でございます。

私、本日の進行役を務めさせていただきます、農林水産省消費・安全局消費者情報官の

姫田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事に先立ちまして資料の確認をお願いいたします。

まず、議事次第。そして、先ほど言いました出席者名簿でございます。それから、座席
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。 、 、 、 、 、表 それと 資料の１ ２ ３ これは後ほどパワーポイントで前に投影いたしますので

できるだけ前の方のスクリーンを見ながらお聞きいただいた方がわかりやすいと思います

、 。ので むしろ資料は持ち帰り用にしていただいた方がいいのではないかと考えております

そして、参考資料の１。さらに知りたい方のためにということで、関係府省のホームペー

ジ。そして意見交換会に参加いただいた皆様へというものがございます。そして、食の安

全、安心トピックス、食生活指針、食事バランスガイド、農林水産省の「消費者の部屋」

などが参考資料に入れております。

また、アンケートをお配りしております。今後の参考にいたしたいと思いますので、お

帰りの際にご記入お願いいたします。不足等がございましたら、手近におります事務局の

者に、あるいは受付までお申し付けください。

そして、今日の意見交換会に参加いただいた皆様へという１枚紙が入っておりますが、

まず、かなり私どものリスクコミュニケーション、百数十回にわたって４府省で実施して

きておるところでございます。ただ、まだ皆様方にリスクコミュニケーションについての

なじみがない方もいらっしゃいますので、簡単にご説明申し上げますと、まずリスクコミ

ュニケーションというのは、関係者が情報を共有した上でそれぞれの立場から意見を出し

合おうということで、一緒に考えていこうということをしたいと思います。本日も、まず

遺伝子組換えについての共通認識ということで役所の方から説明をする次第でございまし

て、役所からこの内容を知ってくれと、説得するという意味ではなくて、皆様方と意見交

換をする上での共通認識をつくりたいということで、最初に説明させていただきます。そ

して、その中で意見交換をし、そしてお互いの信頼関係を醸成して、社会的な合意形成を

つくろうということで考えております。

平成15年に始まりました新しい食品安全行政で、国民の保護を図るための事故が起こっ

てからの後始末ということではなくて、事故が起こる前に可能な限りリスクを低くしてい

こうということが重要であると、それがリスク分析の考え方でございます。そしてこの考

え方において、リスク管理措置を行うに当たり、あるいはいろんな段階でリスクコミュニ

ケーションに取り組んでいくということが必要になっておりますので、本日も、今回は政

策の変更というタイミングではございませんが、しっかりとその遺伝子組換えについて皆

さん方で考えていこうということ、そして意見交換をしていこうということで開催した次

第でございます。

本日は、遺伝子組換え農作物の開発や利用の状況、安全性の確保のための制度について
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関係者間での情報を共有するということ、そしてさまざまな立場から意見交換を行ってい

ただくということを目的としております。一定のグループの方々だけの意見をいただく、

そして役所が答えるということではなくて、今日いろんな関係者の方々がいらっしゃいま

すので、さまざまなご意見を積極的に出していただきたいと思っております。ただ聞いて

帰るということだけではなくて、一言必ず自分の意見を言って帰ろうということで皆さん

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

そして、本日の進行についてご説明いたします。本日は、遺伝子組換え農作物の安全性

の確保に関する意見交換ということで、まず初めに意見交換に先立ちまして田部井室長か

ら遺伝子組換え農作物の開発について、そして新本から遺伝子組換え農作物の安全性の評

価・管理について、それぞれ30分程度ご説明いたします。これは、内容は遺伝子組換えに

ついての基本的な事柄でございますので、その後30分程度のご質問をいただいて皆さん方

の疑問を解消したいと考えております。そして、その後に米国で誤って栽培されて現在に

日本に輸出される飼料用トウモロコシなどへの混入についての検査の対応となっておりま

す、未承認遺伝子組換え飼料のＢｔ１０トウモロコシについてということで、濱本から説

明いたします。その後全体について、今度はご質問だけではなくて遺伝子組換え全体つい

て、Ｂｔ１０も含めて意見交換をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

それではまず、田部井室長から説明お願いいたします。

○田部井室長 それでは、ご紹介いただきました農業生物資源研究所の田部井でございま

す。本日、私の方からは遺伝子組換え農作物の開発ということでお話をさせていただきま

す。ただ、本日お集まりの方々はもう既に十分この問題に対して興味のある方、または関

心のある方ですので、多分今日私が話をすることのかなりの部分はもう既にわかっていら

っしゃる方がいるかと思いますが、それでも少しまだ十分ではないという方もいらっしゃ

いますので、先ほどありましたように、今日は今後のいろんな議論をしていく上での極め

て基本的な情報提供をし、共通認識の上で話を進めるということから、少々基本的なこと

もあるかと思いますが、そこからお話しさせていただこうかと思います。

本日、私の話はまず品種改良。これは育種とも言いますが、それについてということで

。 、 、お話しします これはどういうことかと言いますと まず遺伝子組換えのことを基本から

といいますのは、その技術そのものの基本というよりも、この技術がどういう使われ方を

してきて、どういう背景の中で今これだけ広まってきているかということをご理解いただ
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いた方がいいと思います。その点で言いますと、今、植物も動物も限らず、非常に新しい

遺伝子の解析とか進みます。その場合に、必ずこの組換え技術を使って遺伝子の機能を確

認するという、この今、基礎研究にはなくてはならない技術になっています。１つはそう

。 、 、 、いう基礎研究の面で必要です それと同時に この技術 また詳しく説明しますけれども

品種改良についても非常に大きなポテンシャルを持っております。そういう意味で、従来

の育種の中に品種改良の中にどう位置づけられているかというお話をしていきたいと思い

ます。

それから次は、もう少し具体的に遺伝子組換え技術について。

そして３番目として、現在実用化されている遺伝子組換え農作物の特性についてご紹介

いただきまして、最後に、今後開発される、または研究中の遺伝子組換え農作物について

ご紹介していきたいと思います。

まず、品種改良についてということで、その品種改良の全体の流れをこちらに示してお

ります。一番上をごらんいただきますと、まず何か品種改良するときには当然何らかの問

、 、 。題があって それに対して解決を求めるために育種目標 品種改良の目標が設定されます

例えば、ある特定の害虫がよく出る、ある病気が出る、または寒さ、冷害があるのでそれ

に対して強いものをつくろうとか、そういうニーズがあってその目的が設定されます。そ

こで、まず通常やりますことは、イネならイネの品種改良をするときですが、そのイネに

もいろいろな品種がありますし、それから、今使われない品種でも遺伝子源として保存さ

れているものがあります。そういう中から、まず目的に合致したものがあるかどうかとい

うのを探します。探すわけですが、その素材をたくさん持っているということが、品種改

良する上で非常に大きな強みになります。そこで私どもの組織でもジーンバンク、遺伝子

銀行と訳すのでしょうか、そういうジーンバンクがあって、世界中からいろいろな素材を

集めて評価して貯蔵しています。こういうものを背景に品種改良というのがまず進められ

るわけです。幸いにも、その遺伝子源の中で交雑などが可能なもの、または素材としてい

いものがあればそれを交雑など、または形質を変えて品種育成をしていくわけですけれど

も、現在の日本の品種というのは大変に手がいろいろかかっていて、かなり育種としても

品種改良としても、かなりのところまで進んでいます。そうしますと、なかなか遺伝子源

の中に必要な形質を持ったものがないということになります。

そこで出てくるのが、次に右側にあります変異の拡大というのがあります。これは品種

改良をする上では使われる言葉ですが、要するに変わりものをつくる。といっても変なも
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のではなくて、例えば今まである病気に強いという素材がなかったんですが、それは何ら

かの形で素材、強いものをつくり出すという操作になります。１つわかりやすいところで

言うと、化学物質とか放射線をかけて、突然変異を起こしてある病気に強い形質をつくら

せるということがあります。それから、あとはバイオ技術になりますが、胚培養というも

のや、あとトマトで皆さんご存じのように細胞融合というのがあります。これは、本来で

すと交雑、交配して形質を移せないような遠縁の生物から、その必要な形質を取り込もう

というようなことで発展してきた技術です。

例えば細胞融合に関してちょっとご説明しますと、最初に行われたのがジャガイモとト

マトの細胞融合があります。これは、うまくゆけば実としてはトマト、土の中にはジャガ

イモができればいいなということでやったわけですけれども、生物というのはそんな単純

なものではなくて、ジャガイモのいい形質というのはトマトに対しては劣悪な形質になる

場合があるわけです。ただ、こういうような技術で遠くの生物の持っている形質を取り込

めるかもしれないという、取り込めるというような技術開発として進んできました。例え

ば、寒さに強いとか病気に強いとか、こういう性質は基本的には遺伝子の働きよって規定

されてきています。ですから、少し技術が進んできて、それならば目的とする形質にかか

わる遺伝子そのものを扱ってしまおうではないかということで出てきたのが遺伝子組換え

の技術です。

こうやって、ある素材ができました。害虫に強いという素材ができたら、これはもう今

度は従来やっていたとおりの育種のプログラムに乗せて交雑をして、そしていろいろない

い形質を入れようとする交雑をして、そして遺伝的な固定とかということはありますけれ

ども、そして品種になっていくという流れになります。ですから、遺伝子組換え技術とい

うのもこういう大きな品種改良の流れの中の１つの技術であるということ。そして、１つ

の技術でありますけれどもその可能性は大変大きいということを、このスライドからご理

解いただければと思います。

その遺伝子組換え農作物技術についてですけれども、特徴はまたこの後のスライドでも

う少しご説明しますが、まず優れた性質を狙い撃ちをすることが可能であるということで

す。こちらの図を見ていただきたいんですが、従来の交配による育種、これトマトの例で

、 、 。すが 病気に弱いけれどもおいしいトマトに 病気に強いけれどまずいトマトをかけます

そうすると病気に強い性質も入りますけれども、本来のトマトのおいしいとかという性質

が損なわれることが多分にあります。そうしますと、病気に強いというものにまたおいし
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いものをどんどんかけ合わせしながら、病気に強くておいしいという性質に戻そうとしま

す。これが従来の品種改良です。

、 、ところが遺伝子組換えになりますと この病気に強い遺伝子というものがとれていれば

それをおいしいけれども病気に弱いというトマトに入れると、もともとの性質を変えるこ

となく新しい性質を導入することができます。そういうことで、すぐれた形質を１つない

し２つ付与していくことができるということで、非常に効率的な品種改良ができることに

なります。

２番目は、品種改良の可能性は大きく広がるということですが、これが遺伝子組換え技

術のもう１つの大きな特徴です。すなわち遺伝子というのは、いわゆるＤＮＡに記録され

ているたんぱく質によって決まってきます。このＤＮＡは、全生物共通にあります。です

から、今までは作物のトマトの品種改良をするときは、トマトか近縁種のトマトしか使え

なかったんですが、この技術ですと、例えばイネでいい遺伝子があればイネでも使える。

動物や微生物の有用な遺伝子も使えるということで、品種改良の幅が大変大きく広がりま

す。

ただ、一方でいいところだけではなくて、やはりこの組換え技術を使いますと、食品や

環境への安全性の評価ということが不可欠になります。また、これは組換え技術だけに限

りませんけれども、新規技術ですから国民の理解が必要になってきます。あと、もう１つ

よく言われるのは、この遺伝子がとれていればと、私、仮定法を使いましたけれども、実

はこの遺伝子をとってきちんとした遺伝子を決めるまでが大変な長い時間かかります。で

すから、単純に品種改良の時間だけでいって組換えが早いかどうかというと、必ずしもそ

うではないということが言えますが、先ほど言いましたようなきめの細かい育種ができる

こと、それから育種の幅を大きく広げられるということがこの技術の大きな特徴かと思い

ます。

現在、実用化されている組換え農作物ですけれども、これはある特定の除草剤に対して

。 、 、 、強くなったダイズの例です ただ これはご注意いただきたいのは 除草剤耐性と言うと

何でも除草剤に強いという誤解をされる方がいますが、これはある特定の除草剤に強いの

であって、ほかの除草剤をかければ当然枯れてしまいます。あともう１つ特徴なのは、こ

れは非選択性の除草剤に対して強い。この非選択性という言葉ですが、とりあえず緑色の

葉っぱをしているものであったら何でも枯らすというのが非選択性の除草剤ということに

なります。
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これは、この写真を見ていただきますと、左側はダイズの種をまいてから一切雑草防除

せずにそういう生育させますと、ダイズと雑草の背の高さが同じで、こうなるともう収量

は全く見込めません。ところが、この写真を撮る大体２週間ぐらい前ですけれども、ある

非選択性の除草剤をかけてやると、ダイズだけ残って雑草だけが枯れていきます。これに

よって、従来４～５回やっていた雑草防除の作業が１～２回になりますし、除草剤の使用

量も減らすことができます。よく心配されるのは、この後、雑草が生えてくるだろうとい

うこととか、またはこういう除草剤やるとその後何も生えない不毛になるのではないかと

いうことになりますが、その心配はなく、この除草剤は緑の葉っぱのものだけ効きますの

で、その後からもまた雑草は少し生えてきます。ただ、もうダイズが大きいですから、雑

草との競合に負けないので、１回か２回除草剤をまけばいいということになります。

次いでよくつくられているのが害虫抵抗性のトウモロコシとワタです。これは、土壌微

生物のバチルス・チューリンゲンシスという微生物、土壌微生物ですが、その頭文字をと

ってＢｔと呼ばれておりますけれども、それがつくる殺虫性のたんぱく質を植物の中でつ

くらせています。見ておわかりのように、これは右側のワタは中のコットンボールの中か

ら出てきていますし、左側のトウモロコシは茎の中にいます。これらの害虫は、植物体の

上で卵を産むんですけれども、10日から２週間すると植物の中に入り込んでしまいます。

そうなると外から殺虫剤をまいてももう効きません。そこで、植物の細胞の中に殺虫性の

たんぱく質をつくらせておきますと、この虫が食害したとき、それを取り込みまして駆除

できるということになります。このＢｔたんぱく質、これは微生物農薬としてもう既に使

われておりまして、有機農業でも使える農薬として利用されております。これをつくるこ

とによって、トウモロコシではアワノメイガ防除のための薬剤散布がほとんどいらなくな

るということが言われています。

あと、私は一昨年オーストラリアに行ってこのＢｔワタの栽培の状況を見る機会があっ

たんですが、オーストラリアですからこちらとは逆で、10月に大体播種して４月に収穫と

いうことになります。このとき、非組換えのワタと組換えワタＡ、Ｂというものの殺虫剤

のまく時期を比べてみたんですけれども、Ａというのはある１つのＢｔたんぱく質がつく

られています。Ｂというのは２種類のたんぱく質がつくられています。それで、殺虫剤を

まくのはどうかというと、非組換えのワタは播種から収穫まで満遍なく大体12回から４回

まくと言っていました。もちろん、これは私が訪ねたところでの話です。一方、組換えの

、 、ワタのＡでは 大体収穫の後期２カ月か３カ月ぐらいの間に何回かまくということですし



- 11 -

組換えワタＢでは最後１回まくか、まかないかということになります。これによって、や

っぱり防除の手間が省けるということと、それから当然農薬の使用量というのが減ってく

るというメリットがあります。また、コストだけでなくて生産性が安定するというメリッ

トがあるということになります。

ただ、この害虫が食べて死ぬものを人間が食べて大丈夫かということは、一般的によく

疑問に出されることです。それについて、簡単に概略ご紹介したいと思いますが、このＢ

ｔたんぱく質というのは、この下を見ていただきたいと思うんですが、人間や哺乳類、鳥

類が食べますと、まず胃は非常に酸性になっています。酸性になりますと、このたんぱく

質は極めて速やかに分解されます。分解されて、そのまま腸に流れて排泄されるわけです

けれども、万が一腸に行ったときでも、ここに受容体と書いてありますが、受容体、この

。 、 、たんぱくの断片がくっつく先がありません それで 人間とか鳥類には大丈夫なんですが

一方害虫、虫の中に入りますと、虫の消化管は中性でして、分解されませんし、ある程度

の形にしか途中で分解されません。また、もう１つ重要なのは、腸の中に受容体といった

鍵と鍵穴のような関係があるのですけれども、この特定のＢｔたんぱく質がカチャッとく

っつくところがあって、それがくっつきますと腸の細胞の機能が失われて消化吸収ができ

なくなるということで、虫が死んでしまうということであります。

ただ、この受容体につきましては、受容体の部分というのは非常に特異性が高くて、同

じ虫といっても、例えば先ほど出たトウモロコシの場合は鱗翅目という、これは蛾とか蝶

、 。 、の仲間ですけれども そういうものの受容体にくっつくようなものがあります ですから

カブトムシが食べてもこれは大丈夫なんです。ですから、そういう意味で非常に特異性が

高いというたんぱく質と、要するに鍵と鍵穴の関係があるので、人間が食べても大丈夫と

いうことになります。

さて今後、開発中の組換え農作物ということになりますと、ご紹介したいと思います。

よく組換え体のときには、第１世代、第２世代、第３世代という言い方がありまして、第

１世代は農業生産性に貢献する特性というような分け方があります。そういう意味で、今

までご紹介してきた害虫抵抗性、除草剤耐性がここに入ります。あと病気に強いものとか

環境ストレスに強いものというのもこれに含まれると思います。一方最近になりまして、

ある種の機能性を組換え植物に与えようということが、研究がありまして、健康機能成分

を入れたものとか、例えばワクチン成分をつくらせるようなものがございます。

それから第３世代として、環境修復や工業原材料の生産に寄与するようなものがつくら
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れております。その１つとして、これは今現在北陸研究センター、上越市にある研究セン

ターで研究が進められていますけれども、からし菜や小松菜などのアブラナ科から採った

耐病性の遺伝子を組み込んだイネというのができております。これ、見ていただくとわか

りますように、右側が非組換え体で、いもち病菌を接種しておりません。左側は非組換え

体で、病原菌を接種するとこのように枯れ上がってきます。真ん中は、組換え体で病原菌

を接種していますけれども、影響なく正常に座っています。いもち病というのは、ご存じ

のように、イネでは大変な大病害でして、この病害を制御するということは非常に大事な

ことです。さらにこの遺伝子を組みこんだものはいもち菌だけではなくて、ほかのバクテ

リア等に対しても抵抗性を示すということで、やはり農業生産性を上げるという意味では

重要な形質と思います。

それから環境ストレス耐性ということで言えば、あるシロイヌナズナから採られた環境

、 、 、ストレス耐性の遺伝子を組み込んだ これはタバコで見ていますけれども 低温にやって

、 、 、上が非組換え体ですけれども 低温や乾燥 煙害で上は枯れ上がってきていますけれども

下の方は、若干ストレスを受けているものもありますけれども、生育しているということ

です。もちろんこれは砂漠で、水がないところで植物が育つというものではありませんけ

れども、例えば一時的な強い乾燥が来てもそれで枯れ上がってしまうのではなくて、そこ

で耐えていただいて、また環境がよくなったらきちんと育つということでいえば、いろい

ろな環境ストレスが来たときでも、最低限といいますか、ある程度収入を安定して求めら

れるというようなケースとして研究されております。

それから第２世代の組換え体として幾つかご紹介したいと思いますけれども、ゴールデ

ンライス。もう既によくご存じかと思いますけれども、それから花粉症の緩和をするもの

や、血糖値をコントロールするような組換えのものがございます。これはこの後、詳しく

ご紹介します。それからあと、やはり発展途上国とかに対しての貢献になるかと思います

けれども、経口ワクチン成分の生産ということで、例えばこれは食べるワクチンの研究が

進んでいます。例えば、我々でしたら何かワクチンを打つときには病院に行ってきちんと

した管理のもとである量を注射されるということがありますけれども、発展途上国とかア

フリカの方ではそういうインフラがないところがあります。では、そういうところをどう

するかということになると、やはり食べ物を貯蔵して、それを食べることによってあわせ

てワクチン効果を持たせられないかというような研究があります。例えばコレラとか、嘔

吐下痢症とか大腸性の下痢とか、特に大腸性の下痢というのはアフリカの方では非常の多
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くの乳幼児の命を奪っております。ですから、もちろんきちんとしたインフラを整えるよ

うに進めるのは当然なんですか、その前段として、やはり食べ物からワクチン成分などが

採れるということになれば、いろんな意味での貢献があるかと思います。

そこで、先ほど戻りましたゴールデンライスのことを説明させていただきたいと思いま

す。これ、色は黄色くなったからイエローよりはゴールデンと言う方がいいだろうという

ので、ネーミングはそれでゴールデンライスになったようですけれども、これはＦＡＯの

報告なんですが、ビタミンＡ不足の未就学児童というのは世界で２億5,000万人いると言

われております。日本にいると、にわかに信じがたいんですが、年間50万人の子どもが失

明しておりますし、ビタミンＡ不足による免疫不全で100から200万人が亡くなっていると

いう報告があります。これもきちんとした食事を与えるということになることが望ましい

わけですが、まずは一番問題になるビタミンＡを積極的に供給しようということで、お米

の中にビタミンＡの前駆体のβカロチンというのを集積しているというお米があります。

この写真は第１世代、これはゴールデンライスの最初のやつなんですが、新しいタイプも

できておりまして、さらにβカロチンの蓄積量が多いものができております。

それから、これは私どもの研究所で、今研究を進めているものですけれども、花粉症を

緩和するというようなお米が開発されています。これはスギの花粉症にお悩みの方も多い

と思います。私もそうなんですけれども、この花粉症、アレルギーを起こすたんぱく質と

いうのがわかっておりまして、特にその中でもこの部分とこの部分とこの部分がよくアレ

ルギーに関与するというのがわかっています。そういう本当に関与するところだけをつな

げて、お米の中にアミノ酸のつながったものをつくらせて、それを食べることによって、

要するに体がそれは異物ではないのだというように免疫を涵養すると言いますけれども、

体を慣らしてしまう。認識を体の防御反応を少しごまかしてしまうと言うと言葉変なんで

すけれども、そういうことをして、スギの花粉症を異物と認識しないようにするというこ

とを考えております。現在、このお米は今年初めて隔離ほ場……隔離ほ場についてはこの

後ご説明がありますけれども、野外の実験ほ場に出しまして、今年多分400キロぐらいの

お米がとれると思いますので、これを使ってまず人間でその効果を確認する前に猿に食べ

させて、効果があるかどうか、それから変な悪影響がないかどうか、そういうものをきち

んと確認した上で人に対して効果を見ていきたいと考えております。実際にこのお米を食

べさせたマウスは食べさせないものに比べて、アレルギーに関係するちょっと専門的にな

りますけれども、ＩＧ抗体の上昇率が大体３割ぐらいに抑えられていますし、現にくしゃ
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みの数も減っているというような結果も出ております。

それから血糖に応じて、インスリンを分泌するというものも研究されています。これは

お米の中にＧＬＰ－１というたんぱく質、これはグルカゴン様たんぱく質というものです

けれども、こういうものをつくらせて食べますと、それがすい臓に働きまして、すい臓が

インスリンの分泌を促すと、そして血糖を低下するというものです。それで、これはイン

スリンを分泌するのを促進するのは、血糖値が高いときだけです。よく言われるのは、お

腹空いたときに食べて、血糖値が下がって低血糖になるのではないかというご心配をする

方もいらっしゃいますけれども、これはこのＧＬＰ－１があると同時に血糖値が高いとき

に初めて働きます。ですから、通常血糖のときには特にインスリンの分泌を促進しないと

いうことになります。こういうものが今、つくられています。

それから、次に第３世代の組換え体ということで、環境修復ということで研究が進めら

れています。これは今、土壌中のカドミウムの問題がありまして、これを吸収して外に持

ち出すことができるようなものとか、セレンとか水銀を除去するような組換え体も今検討

されています。

それから、もう１つは植物工場ということで、今、植物の中でいろいろな物質をつくら

せようという研究があります。繊維、パルプ、建材、これは従来からあったわけですけれ

ども、例えば高分子素材としてフィルムとかプラスチック、それから、化粧品の原料だと

か、あとは最も直接的なのは石油の代替エネルギーになるようなもの。これは、植物の細

胞というのはセルロースでできておりまして、これを容易にでんぷんに変えられて、なお

かつアルコールに簡単に変えられれば、多分化石燃料の代わりにかなり使えるのではない

か、ただしここはやはりコストの問題もありますので、いかに低コストで進められるかと

いうような研究がございます。

そのほかにも、これは開発だけではなくて、もっともっと例えば安心や安全に結びつく

ような研究もということで進めていることがあります。１つは、よく我々が食べている植

物。食用植物の中から遺伝子をとって、それを組み合わせて目的を達せられないかという

ことです。ただし、食用植物といっても、だからといって即安全ではなくて、当然そこに

はきちんとした安全性評価というのを経てからですけれども、やはりたくさん食経験のあ

るものの方がないものよりも何か受け入れられやすいのではないかと思われるところはあ

ります。

それから、もっと今よく言われるのは、花粉が飛んでいってそして遺伝子が拡散してい
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くということが、ずいぶんいろいろ懸念されています。そこで、必要以外の遺伝子拡散が

ないように、これは葉緑体という植物の中の光合成をする組織ですけれども、そこに遺伝

子を入れておく。そうしますと、幾つかいい特徴があるんですけれども、花粉の中にその

遺伝子が入り込まないということが知られています。それとか、もっと根本的に花粉をつ

くらないような植物にしたらどうだろうかと。お米のようなものにはなかなか使えないで

しょうけれども、樹木だとか牧草だとか、実をとらないようなものであれば花粉をつくら

せなくてもいい場合が多くございます。そんな研究もございます。その組換え体は世の中

に出すまでについての、法律的な話につきましては次に詳しくご説明しますので、概略ご

、 、 、説明するにとどめますが まず基礎的な研究から実験室で２年以上 隔離ほ場で１年以上

一般ほ場でおよそ２年、そして商品化のためには食品や飼料の安全性をとっていくという

ことで、やはり最初の研究からスタートすると最短でも10年ぐらいはかかるのかなという

ようなことになるかと思います。

それからもう１点。これはカルタヘナ法、この後お話しします生物多様性の影響を防ぐ

ためにできた法律とは別に、このような栽培実験指針というのができております。これは

農水省の方から出まして、私ども農水省所管の独立行政法人に対して要求されていること

ですが、それ以外でも岩手県や滋賀県でもこの指針に準じていろんな規制をつくっている

ところがあります。それなので、ちょっとご説明したいと思います。

まず、これは商業栽培されている作物に組換え作物の花粉が、まして実験中のものが交

雑したり種が混入したりすると、流通上、生産上の問題になると思います。そこでそれを

防ぐために幾つかの取り決めがあります。まず、どんな実験をどこで、どのくらいの規模

でやるかというようなことを公表しなさいということがあります。それから、交雑を防止

するために作物によって花粉の飛散距離というのは違いますから、その辺の作物の特性に

応じてどのくらい距離を離しなさいということが決まっています。これはイネとかダイズ

のように花粉飛散の少ないもので言えば、イネで20メートル、ダイズで10メートルという

ようなことが決まっています。また、もっともっと花粉が飛ぶ可能のあるトウモロコシや

ナタネについては、食品や飼料の安全性がとれていないものについては、隔離距離ではだ

めです。そうではなくて、徹底して袋がけをするか、もう花粉が出ないようにしなさいと

いうようなことが求められています。あとは、研究所内での収穫物の取り扱いというのが

あって、こういうような法律と指針に基づいて、組換え体の栽培実験というのが行われて

おります。
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さて、最後のスライドになります。遺伝子組換えだからこそということがあります。最

初に申し上げましたように、従来の育種技術で交雑育種とかでできるものであればそれを

使えばいいわけですが、それでできないことをさらに可能性を広げていくのが組換え技術

だと思っています。ですから、そういうことで、農業の競争力を抜本的に強化するとか、

食べることで病気の予防、病状の緩和ができるようなものがあって、国民生活の質の向上

に資すればいいと考えています。それだけではなくて世界の食料、環境問題の解決に寄与

できるのではないかと思っています。世界的に見ますと、やはり人口はどんどん増加して

いきます。我々としましては最悪のシナリオを考えてそれに対応するということを、早く

から準備しなければいけないということで、食糧増産の問題にこの技術が役に立つのでは

ないかと思っております。

最後に環境問題の解決にも貢献できるということがあります。これは先ほど、工業原材

料をつくる組換え体のところでも少し説明しましたけれども、新しく植物を使っていろん

な物質をつくろうということがあります。ちなみに、ちょっと雑学っぽい話になりますけ

れども、太陽でつくられているエネルギーの約50億分の１が地球の表面に届いてきていま

す。ただし、届いてきているエネルギーの植物が光合成で固定できるエネルギーはさらに

その1,000分の１です。そして、我々が食料で使えるものは固定したその1,000分の１のさ

らに0.5％しかありません。一方、別の数字を申し上げますと、今我々電気を使って車を

走らせ、非常に豊かな生活をしています。このエネルギー、使っているトータルのエネル

ギーは、１年間に植物が固定する光合成のエネルギーの10分の１しか使っていません。た

だ問題はそのうちの95％、ほとんどが化石燃料に頼っています。ちなみに、この化石燃料

というのは太古の昔、植物が固定したＣＯ を、今、エネルギーを我々が一気に開放して２

いるわけで、大体3,000年ぐらいかけて蓄積したものを、今、１日で浪費しているという

状況が続いています。ですから、この植物の機能をうまく使ってなるべくそのかつての貯

蓄を取り崩さずにうまく使えれば、ＣＯ の増加もだんだんに抑えられますし、そういう２

意味で、この技術はやはり環境問題にも寄与できるものではないかと考えております。こ

、 。のような話を踏まえまして またいろいろディスカッションができれば幸いかと思います

以上で私の話は終わります。どうも、ご清聴ありがとうございました （拍手）。

○姫田消費者情報官 続きまして、農林水産省消費・安全局農産安全管理課調査官の新本

より説明いたします。これから、遺伝子組換え農作物の安全性の評価・管理についてとい

うことで、リスク管理機関からの説明でございます。
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○新本調査官 それでは、遺伝子組換え農作物の安全性の評価・管理についてご説明をさ

せていただきます。

先ほどご説明がありましたように、国内の研究機関では遺伝子組換え農作物の実用化に

向けて、実験温室や研究用のほ場で栽培試験などが行われておりますけれども、今現在国

内では農家による遺伝子組換え農作物の栽培はございません。また一方、世界的に見ます

と、遺伝子組換え農作物の普及が進みつつあります。海外で生産された遺伝子組換え農作

物は、我が国にも輸入されまして、食品の原材料や飼料、家畜の餌として利用されていま

す。このような遺伝子組換え農作物の利用や試験栽培を含めた栽培に当たりましては、遺

伝子組換え技術が新しい技術ということで、その安全性の確保のため、現在法律に基づく

リスク評価、リスク管理が行われております。

これから最初に世界での遺伝子組換え農作物の栽培状況をご紹介した後に、食品そして

飼料としての安全性の確保、それから生物多様性への影響防止のための評価なり管理の仕

組みについて、また食品について消費者の選択に資するための表示の仕組みの現状につい

てご説明をさせていただきます。

まず、世界での遺伝子組換え農作物の栽培状況についてですが、遺伝子組換え農作物が

本格的に栽培されましたのは1996年アメリカからでして、その後ごらんのとおり急速に普

及し、毎年、栽培面積は大体年10％以上の伸びで増加してございます。2004年には全世界

で、8,100万ヘクタールとなっております。これは世界の農地面積の５％に相当する面積

であります。ちなみに日本の農地面積は、現在470万ヘクタールということになってござ

います。

これは世界の遺伝子組換え農作物の栽培面積、8,100万ヘクタールの作物別の内訳を見

たグラフです。一番多いのは除草剤耐性を持つダイズが60％、次に除草剤耐性あるいは害

虫抵抗性を持つトウモロコシが24％、あとは除草剤耐性または害虫抵抗性を持つワタ、除

草剤耐性を持つナタネとなっていまして、この４作物でほぼ100％を占めております。

では、この主要な栽培国を示したものがこの世界地図でございますけれども、もっとも

栽培面積が多いのがアメリカでして、遺伝子組換えのダイズ、トウモロコシ、ワタなどが

栽培されております。アメリカではダイズの栽培面積の85％が遺伝子組換えとなっており

ます。トウモロコシでは45％が遺伝子組換えです。アメリカについて多いのがアルゼンチ

ンでして、遺伝子組換えダイズなどが栽培されています。次いで、遺伝子組換えナタネが

栽培されておりますカナダ、それから遺伝子組換えダイズが栽培されているブラジルとな
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。 。っています カナダでは遺伝子組換えナタネがナタネ全体の75％の割合になっております

このように北米、南米での栽培が多くなっておりますけれども、アジアでは中国において

害虫抵抗性を持つ遺伝子組換えのワタが栽培されております。このほかインド、フィリピ

ンなどでも栽培されております。ヨーロッパではスペイン、それからルーマニアにおいて

栽培がございます。栽培が見られる国は、この全体で17カ国になっております。我が国は

大量の農産物を海外から輸入しておりますけれども、例えば食料自給率、ダイズについて

は４％、トウモロコシ、ナタネ、ワタなどについてはほとんどが輸入となっております。

ごらんいただいております遺伝子組換え農作物を栽培している国からも、かなりの量の

こういった作物が輸入されております。こういった国から輸入される場合、食用油の原料

として輸入される場合、あるいは家畜の飼料用として輸入される場合は多くは遺伝子組換

え作物とそうでない作物が区分されずに、混合された状態で入ってくるケースが多くなっ

ています。なお豆腐や味噌、コーンスターチといった食品原材料として輸入する場合は、

遺伝子組換えでないものを主に輸入しております。遺伝子組換え農作物の輸入量について

統計はないかということをよく聞かれるんですが、今ほど申しましたように遺伝子組換え

とそうでないものが混合されて輸入されるものがあるため、正確にはわかりませんけれど

も、家畜の餌やあるいは食用油の原材料を中心に、相当程度の遺伝子組換え農作物が我が

国に輸入され、利用されていると言えます。また、食用油を絞った後の油かすについては

餌としても国内で利用されているという実態にございます。

このように、遺伝子組換え農作物が利用されているわけでございまして、また栽培につ

いては、現在は試験研究用だけなのですけれども、そういった国内で栽培される場合につ

いて安全性の評価・管理あるいは表示の仕組みについてこれからご説明を申し上げます。

まず、食品衛生法に基づく食品としての安全性の確保の仕組みですが、まず遺伝子組換

え農作物について安全性の確認の申請が厚生労働省に出されまして、これについて厚生労

働省から内閣府の食品安全委員会に評価の依頼がされます。食品安全委員会では、食品健

康影響評価、いわゆるリスク評価を行います。食品安全委員会の方には分野ごとに16の専

門調査会が置かれておりますけれども、この遺伝子組換え食品につきましては遺伝子組換

え食品等専門調査会で科学的な見地から専門的な調査審議が行われます。専門調査会の審

議結果につきましては、安全委員会の方に報告されまして審議されまして、この安全委員

会としての審議結果につきましては、国民の皆様からの幅広い意見、情報につきましてい

わゆるパブリックコメントという形で意見募集を行っています。そこでの得られた意見、
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情報も考慮いたしまして、食品健康影響評価の結果が食品安全委員会から厚生労働省の方

に通知されます。評価の結果、安全性が確認されればその旨、厚生労働省が官報に掲載し

公表されます。食品衛生法では遺伝子組換え食品について、この安全性審査の手続を経た

旨の公表をされたものでなければ、輸入なり販売はしてはならないとされております。な

おこういった食品としての安全性の確認につきましては、平成３年に厚生省が組換えＤＮ

Ａ技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針というものを策定いたしまして、食品衛生

調査会というところで審議をして、これまで安全性確認をしてきましたが、平成13年から

は食品衛生法に基づき安全性審査を義務化し、さらに食品安全委員会が平成15年の７月に

設置されまして、このような仕組みで至っているものでございます。

次に、食品安全委員会が行う遺伝子組換え食品の安全性評価の考え方についてご説明し

ます。以前は厚生労働省が定めた安全性評価の指針に基づいて確認を行ってきましたが、

平成15年７月に設置されました食品安全委員会においてこの安全性評価基準を検討し、平

成16年１月に決定して公表してございます。現在この食品安全委員会が定めました評価基

準に基づいて、個別の申請案件について評価が行われております。この評価基準で定めて

おります評価の基本的な考え方なんですが、遺伝子組換え食品の安全性は従来の食品と比

較して評価する。例えば遺伝子組換えダイズであれば、従来のダイズと比較してその安全

性を評価するというのが基本的な考え方になっています。こういった考え方は、国際的に

も認められている考え方であります。

私たちが食べている食品の安全性というのは、人類が長い間食べ続けてきたという食の

経験に基づくものですけれども、完全に安全だというものはありません。例えばジャガイ

モでありますが、ジャガイモの芽のように体によくないものについては皮をむいて食べる

とか、あるいはダイズなどのように生で食べると腹を壊すとか、そういったものについて

は加熱してから食べるという知恵を身につけてきました。このように、科学的に個々の成

分の安全性を試験して証明してきたわけではなくて、ダイズならダイズ全体としてその食

べ方とあわせて経験的に安全なものとして私たちが認識しているものです。遺伝子組換え

食品の安全性を評価する場合においても、個々の成分すべてについて安全性を科学的に評

価するというのは困難です。このため、遺伝子組換えによって食品に新たに加えられた性

質、あるいは失われた性質について、その違いについて安全性を評価し、従来の安全に食

べられてきた食品と比較することによって、その全体として安全性を評価しているという

のが基本的な考え方になっております。
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次に、そういった安全性評価のチェックのポイントですけれども、食品安全委員会が定

めた評価基準においては多くの事項が示されておりまして、これに対応して申請者が必要

な情報を申請書類として提出することが必要になります。安全委員会での科学的な評価に

当たっての主なチェックのポイントについてご説明します。１つは遺伝子を組み込むもと

の農作物が、どのようなものなのかと。これが人が食べてきて安全だという食経験がある

かどうかということが、まずチェックされます。次に、組み込んだ遺伝子がどのようなも

のなのかという点についてもチェックされます。次にこの遺伝子組換えによって、どのよ

うなたんぱく質などができるのかという情報が必要になってきます。そのたんぱく質が安

全なものかどうか、例えばアレルギーを起こすようなものではないかというようなチェッ

クもされます。また、遺伝子組換えによって従来の食品と比べて栄養素や有害な物質の成

分量が大きく変わっていないか。予想外の変化が起こっていないかというようなことにつ

いてチェックされます。またその組み換えられた農作物が植物として世代を重ねたとして

も、遺伝子の発現が安定的なものかどうかという点についてもチェックされます。あとは

食べる部分など、その利用方法が変わっていないとかということについてもチェックをさ

れます。

新しくできたたんぱく質のチェックの１つとしてアレルギーの評価についてご紹介させ

ていただきたいと思います。食品については、いろいろな成分からつくられておりますけ

れども、その中に人によってはアレルギー症状を引き起こす物質が含まれている場合があ

ります。例えば、そばとか落花生とかタマゴなどにはそういった物質が含まれていること

がわかっております。このため、遺伝子組換え食品については、遺伝子組換えによってこ

れまでの食品と比べてアレルギーの原因となる物質が増えていないか、あるいはその新し

くつくられたたんぱく質がアレルギーの原因となる可能性がないか、さまざまな角度から

検証することになります。アレルギーを引き起こすたんぱく質というのは、これまでの科

学的知見ではある似通ったアミノ酸の配列を持っていまして、また胃腸の中の消化酵素、

あるいは胃酸で消化されにくい、熱にも強いという特徴があることがわかっております。

このため、遺伝子組換えによって新たにつくられたたんぱく質につきましては、人工胃液

と人工腸液による処理、あるいは加熱処理によって速やかに分解をされるかどうかという

ことがチェックされています。

、 、また これまで知られているアレルギー物質とアミノ酸の構造が似ていないかどうかを

データベースなどを用いて確認することとされています。こういった評価基準に示された
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事項がチェックされたとしても、安全性の知見が不十分な場合は動物試験などによって、

長期毒性がないか確認することとされています。なお、遺伝子組換えによってこれまでつ

くられている主な成分というのは主にたんぱく質ですので、このたんぱく質がきちんと消

化されて、体内に蓄積されないことがわかれば長期毒性試験を行う必要はないとされてい

ます。これまで厚生労働省あるいは食品安全委員会の方で安全性が確認されたものについ

ては、これまで知られているアレルギー物質や有害物質が増えていないことが確認されて

おりますので、長期の毒性試験が必要とされたものはありません。現在、食品として安全

性が確認されている農作物をご紹介しますと、ダイズで４系統、トウモロコシで19系統、

ナタネで15系統、ワタで12系統、あとジャガイモで８系統、テンサイ３系統というような

現状となってございます。

以上のように安全性の確認がされたものだけが、食品として輸入、流通、販売が認めら

れることになりますけれども、こうした安全性の確認がされていない遺伝子組換え食品が

我が国に輸入されて流通されることがないように、厚生労働省の検疫所の方で水際段階で

検査を行っております。現在行っております検査対象は、トウモロコシではスターリンク

とこの後お話がございますＢｔ１０、この２つの安全性未確認のトウモロコシが輸入され

る食品原料に混じっていないかどうかを検査してございます。このほか、ハワイで栽培さ

れているウィルス病抵抗性のパパイヤ、これは現在安全性の確認の審査中ですけれども、

審査が終わっていないということで検査の対象となっております。このほか、今年の４月

に中国で流通しているのではないかとの情報のありました害虫抵抗性を持つイネについて

検査を行っているところであります。仮に水際の検査で安全性未確認物のものが見つかれ

ば、積み戻しや廃棄が指示されまして、国内で流通しないような措置がとられます。

以上食品についての安全性の確保の仕組みをご説明しましたが、このほか遺伝子組換え

食品については表示制度がございます。これは食品衛生法とＪＡＳ法に基づくものでござ

いますけれども、まず食品表示義務の対象となりますのは、遺伝子組換え農産物と、これ

を原材料として加工した後で、その加工した後でも組み換えられたＤＮＡなりあるいはた

んぱく質が検出できる加工食品が対象となっております。例えば、遺伝子組換えのダイズ

を非遺伝子組換えと区別をして使っているものについては、義務表示としてここにありま

すように例えばダイズであれば遺伝子組換えという表示が必要です。

もう１つは、遺伝子組換え農作物と遺伝子組換えでない農作物を区別しないで混合され

たような状態で使用する場合は、遺伝子組換え不分別という表示をする必要があります。
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、 、 、あと 遺伝子組換えでない農作物を区別して使っている場合は これは任意ですけれども

。 、遺伝子組換えでないという表示をすることができます ここに書いてある区別というのは

分別生産流通管理というものなんですけれども、これは遺伝子組換え農産物と遺伝子組換

えでない農産物を農場段階から食品の製造事業者の間に至るまで、つまりその生産なり流

通なり加工の各段階で相互に混入が起こらないように管理すると。そのことが書類などで

証明されることが必要となっています。なお、こういった区別、分別生産流通管理が適切

に行われた場合でも、遺伝子組換え農作物の一定の混入が避けられない場合がありますの

で、５％以下の意図せざる混入は認められております。

また、油や醤油のように組み換えられたＤＮＡ、あるいはそのたんぱく質が加工過程で

分解される、あるいは除かれるようなものについて、そういった検出技術では検出ができ

ないようなものがあります。そういったものについては、遺伝子組換えに関する表示義務

はありません。ただし、任意で表示することは可能となっております。

現在義務表示の対象となる食品ですが、我が国で食品としての安全性が確認済みの遺伝

子組換え農作物で、かつ流通しているものということになりますが、ここにありますダイ

ズ、トウモロコシ、ばれいしょ、ナタネ、綿実の５作物が該当します。また、これらの５

作物を原材料とした加工食品のうち、加工した後でもＤＮＡやたんぱくが検出し得るよう

なものということで、30の食品群が表示の対象となっております。

以上の食品に関してご説明しました。

続きまして、飼料としての安全性の確保ということで、飼料安全法に基づく仕組みにつ

いてご説明します。これについては、飼料を通じた畜産物の食品としての安全性につきま

しては、先ほどの食品と同じように食品安全委員会に評価を依頼しております。また、飼

料が家畜に対して安全かどうかという点については、農業資材審議会というところで専門

的な検討が行われます。飼料の安全性の確認については、平成８年にそういった安全の評

価指針をつくっておりまして、それに基づいて行っておりましたけれども、平成15年４月

からは飼料安全法に基づく安全性確認が義務化されております。さらに15年７月の食品安

全委員会の設置によりまして、このような仕組みとなっているところでございます。

遺伝子組換え飼料の安全性の評価についても、食品と同様に既存の主要作物と遺伝子組

換え飼料作物を比較することによって行っております。２つの観点がありますけれども、

遺伝子組換え飼料を与えた家畜の肉や卵などが食品として安全かどうかについては、例え

ばその新しくできたたんぱく質が家畜の中の体内で人にとって有害なものに変化していな
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いか、あるいは、これが肉や卵に残ることはないかというようなところがチェックをされ

ます。

一方、家畜への安全性につきましても遺伝子組換えによって、新たにできたたんぱく質

が家畜に有害でないかどうかということがチェックをされております。現在のところ飼料

としての安全性が確認された作物としては、ナタネ、トウモロコシ、ダイズ、ワタ、テン

サイの５作物がありますけれども、トウモロコシについては消化のよい形に加工されて餌

に使われております。ナタネ、ダイズ、ワタについては食用油を絞った油かすが餌として

利用されております。この飼料としての安全性が確認されていないものが流通しないよう

に、独立行政法人の肥飼料検査所というところにおいて、現在は輸入トウモロコシについ

て水際段階で検査を行っております。スターリンクのほか、この後ご説明がありますＢｔ

１０についてそれが混入していないかどうかというチェックが現在行われております。

次に生物多様性への影響の防止を目的とするカルタヘナ法 「遺伝子組換え生物等の使、

」 、用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 という長い法律名なんですけれども

これについての措置をご説明します。

これは、カルタヘナ議定書という国際的な枠組みを国内で実施するため平成15年に制定

されて、昨年２月から施行されているものです。カルタヘナというのは、この議定書の採

択をしようとした国際会議が開催されました南米コロンビアの都市の名前にちなんでカル

タヘナ法という通称で言ってございます。この法律は、生きている遺伝子組換え生物を対

象とするものでございまして、我が国の生物の多様性を損なうことがないようにすること

を目的としております。生きているということで、例えば組換えのトウモロコシなどを粉

に加工して芽が出ないような形にすれば、この法律の対象からは外れるということになり

ます。ですから、例えば遺伝子組換え農作物を栽培したり、あるいは国内で食用や飼料と

して流通する過程で、こぼれて何らかの形で環境中で生育をした場合の影響を評価すると

いうものです。

、 。 、この遺伝子組換え農作物の評価の観点なんですけれども 大きく３つあります １つは

雑草化してほかの野生の植物との生存競争に勝って、それを駆逐するようなことがないか

どうかという点。２つ目が、有害な物質をつくることでほかの植物や虫などの動物に影響

を与えることがないかどうか。それから３つ目が、組み込まれた遺伝子が交雑によってほ

かの野生の植物などに広く広まることがないかという点について、試験データや科学的知

見に基づいて評価をします。そういったものを総合的に評価して、野生の植物や動物を滅
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ぼしたりすることがないかどうかということを評価するというものです。

その評価の具体的な手順ですが、例えば一般に栽培しても問題がないかをいきなり評価

するというわけではなくて、ステップを踏んで評価をすることになっています。まず、遺

伝子組換え農作物の実用化に向けた第１歩の取り組みとしては、その遺伝子を農作物に組

み込んで、それがその目的とした遺伝子が発現しているかどうか。あるいは世代を重ねて

も、遺伝子が安定的に引き継がれるかどうかというようなところをチェックしますけれど

、 。 、も こういったものは実験室や温室などでチェックされます そういったデータをもとに

今度は自然環境中で栽培した場合の特性を把握するために隔離ほ場というところでの試験

を行う必要があるのですが、この試験は環境中での使用ということになりますので、この

カルタヘナ法に基づく承認が必要になります。ですから、一番上にあります実験室、温室

でのデータをもとに隔離ほ場という限定された場所、限定した使用条件のもとで使用して

も問題がないかどうかというのを、学識経験者の意見も聴取しながら問題がなければ承認

するということになります。

承認されて、隔離ほ場での栽培試験が行われるわけですが、そこでは我が国の自然条件

下でその農作物の生育特性なりがチェックされます。そういった隔離ほ場でのチェックさ

れたデータをもとに、今度はこれを一般的な使用、例えば栽培してもいいかどうかという

ような承認申請が必要になります。これについても、隔離ほ場試験でのデータなどをもと

に、学識経験者の意見聴取を行いながら、問題がなければ農作物につきましては、農水大

臣と環境大臣の両省大臣による承認ということになります。承認されれば食用や飼料用と

しての流通、あるいは栽培などができるようになるというふうに、幾つかのステップを踏

んで評価承認をされる手順になります。

これは、今の手続の最初のところで、まず実験室、温室などでの試験ということで、右

下の写真にありますように、外に植物が出ないように花粉も含めて飛ばないような形で閉

鎖的な状況でまず試験をやります。ここでは、ここにありますような植物の大きさや形、

あるいは花粉の量が変わっていないかなどの点についてチェックがされます。

これは次のステップで、隔離ほ場での試験ということで、右下にありますように、フェ

ンスで囲まれて人の出入りが自由にできないような形にしていますし、またこのフェンス

の中での作業をした人、あるいは作業機械を通じて遺伝子組換え作物が外に持ち出されな

いような洗浄施設などが備えられておりますけれども、そういったところにおきましては

野外での生育状況なり越冬性などが変わっていないかどうか。あるいはもととなった農作
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物なり近縁の野生種と交雑性の程度がどうなっているかどうか、というような確認がされ

ます。

、 、 、以上のようなステップを踏んで 最終的に現在 承認されている状況を申し上げますと

現在カルタヘナ法に基づいて栽培あるいは食用なり飼料用として、あるいは観賞用などと

して輸入、流通が認められているものにつきましては、トータル46件ございます。具体的

には、カーネーション、ダイズ、トウモロコシ、ナタネ、パパイヤ、ワタでそういった一

般的な使用が認められています。この46のうち、22の系統につきましては国内での栽培も

カルタヘナ法上は認められてございます。ただ、現在我が国で商業的に栽培されている状

況はございません。このほか、イネとかテンサイ、ベントグラスについては隔離ほ場での

試験ということで、現在、隔離ほ場において試験が承認されて、今そういった試験をして

いるところでございます。

こういった中で、カルタヘナ法におきましても我が国で承認されていないものが我が国

に輸入されることがないかどうかということで、水際での検査が行われてございます。農

水省の植物防疫所でやっておりますけれども、現在は輸入される栽培用の種子、トウモロ

コシの種子についてスターリンクとＢｔ１０の混入をチェックしております。

以上、ご説明しましたとおり、遺伝子組換え農作物につきましては食品の安全性、それ

から飼料としての安全性、それから生物の多様性の確保の観点からそれぞれ法律に基づき

科学的な評価を行って、問題のないものだけが国内で利用できる仕組みとなっています。

また、消費者の選択に資しますように、遺伝子組換え食品については、法律に基づく表示

制度が行われているところです。引き続きこれらの制度の適切な運用に努めてまいりたい

と思います。

説明は以上でございます （拍手）。

○姫田消費者情報官 どうも、長い説明をご清聴ありがとうございました。

それでは、これから今までの説明の中での遺伝子組換え農作物に関してのご質問を受け

たいと思います。できる限り多くの方からご質問受けたいと思っておりますので、１回の

ご質問は２分以内で簡潔にお願いいたします。また、ご質問に先立ちまして、お名前と、

。 、そして差し支えなければご所属をお願いしたいと思います １分40秒経過いたしましたら

事務局で１回ベルをチンと鳴らします。それで、１分40秒経ちましたら取りまとめに入っ

てください。２分経ちましたら、２回鳴らしますので他の方にお譲りをください。行政の

方からも、言葉が足りずに誤解があってはいけませんけれども、できるだけ簡潔に回答お
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願いいたしたいと思います。

では、質問される方、挙手でお願いいたします。そちらの方、お願いします。

○山浦 日本消費者連盟の山浦と申します。

１つご質問したいのですけれども、資料１の田部井さんの５ページのところの、害虫が

食べても死ぬ物を人が食べても大丈夫というところで、ご説明の中で、害虫の場合はアル

カリ性の消化器官の中で活性化がされると書いてあるんですけれども、言葉で中性とさっ

き言われましたけれども、どちらが正しいのか後でコメントいただきたいと思います。

○田部井室長 すみません。アルカリ性です。私、酸性が弱いという意味のつもりで言っ

たんですが、中性と言ってしまいました。失礼しました。アルカリ性です。

○山浦 それから、資料２につきまして意見を述べたいと思うんですが、まず今日の全般

的な意見交換会の趣旨が、遺伝子組換え食品の有効性といったことがテーマではないかと

、 。思いますけれども 私としては遺伝子組換え食品はいらないという立場で考えております

今日のご説明の中でもメリットとデメリットの話がございましたけれども、消費者にとり

ましてメリットをいろいろ言われます。特に第２世代におけるメリットというのがいろい

ろ言われますけれども、栄養強化などの機能は本来の目的からすれば非常に邪道な手法で

あって、こういったメリットでは、安全性や環境へのダメージなどのデメリットをカバー

できないというのが私の考え方です。

これにつきまして、表示の問題についても触れられておりますけれども、資料２の11ペ

ージのところですか。そこで日本における食品表示ということで、こういった表示制度が

あるというふうにご説明があったわけですが、これによって実際にスーパーなどで遺伝子

組換え表示がされた食品があるかというと、ないわけですね。その理由というのは、やは

りこの表示制度が非常に甘いものであって、実際に遺伝子組換え食品といったものが表示

されない制度だからだと思います。この義務表示として 「使用、不使用、不分別」とい、

う段階表示が用いられ、日本に出荷する段階に混ざっていると不分別とされ、使用の実態

がわからないという問題があります。

それから、加工によって遺伝子組換えの食品がつくられた場合には、できるものは表示

すべきだけれども、油、醤油などには表示ということにつきましても、実効性がありませ

ん。実際に原料として使っている場合がメーカーによっては確認できるわけですから、こ

。 、れはＥＵのようにきちんと義務表示というふうにすべきではないかと思います それから

、 、意図しない遺伝子組み換え作物の混入率５％につきましても ＥＵの0.9％と比べまして
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非常にずさんな数値ですから、実際には日本に多くの遺伝子組換えの作物が輸入されてき

てしまっている。こういうことを考えますと、やはり今の制度においては非常に問題点が

あると考えます。

以上です。

○姫田消費者情報官 それでは、今の、ほかございませんでしょうか。

とりあえずまず、今の山浦さんの御意見について。まず、組換え作物の今開発している

立場の方から、メリットの方をかなりご説明いただきましたけれども、やはり組換え作物

についての目的とかについて、綿谷さん、お願いできますでしょうか。それから、その後

表示について、表示企画課の方からお願いできますか。

○綿谷 農林水産技術会議技術安全課の綿谷と申します。

山浦さんの方から、遺伝子組換え技術を使うにはメリットを感じないというお話があり

ましたけれども、私どもで考えているメリットとしては、田部井の方からもお話ししまし

たけれども、この技術を用いれば今まで交配では実現できなかった画期的な機能もつくり

出すことができるという点が１つあるわけです。また、田部井でもお話ししましたけれど

も、現実には私どもはなかなか飢えということを実感できないのですけれども、世界中の

栄養不足人口というのはやはり大きいものがありますし、今後の人口増加も非常に大きい

ものがあると認識しています。そういう人口が増えていく中で、食料の生産性の向上とい

うのもある程度限界があるということも考えられると、そうすると今まで耕作不適と考え

られていた土地とかそういうところで作付ができるような農作物を開発していく。こうい

うことも一つ重要だというふうに考えていますし、それが今日、田部井も話しましたよう

に、例えば環境ストレス耐性に強い農作物をつくっていくというものも１つあるというふ

うに考えています。

、 、 、また さらに今後環境問題などの問題がありますけれども 田部井も話しましたように

石油エネルギーの代替になるような植物をつくっていくという点もまた重要なのかなと考

えております。

いずれにしても、従来の交配による育種ではこういうような作物の作出というのはなか

なか難しいものがあります。こういうものを超えるものとして、遺伝子組換え技術という

のを利用できるということが、一番大きいメリットだと考えています。

○姫田消費者情報官 ちょっと表示企画課の前に、今、食品の安全性としての考え方、そ

して混入規制とかがありますので、その点について、輸入品が基本ですけれども、国内で
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の食品の安全性についてのお考えということで、厚生労働省の松本参事官からお願いでき

ますでしょうか。

○松本参事官 皆様の資料の中に、遺伝子組換え食品の安全性についてというパンフレッ

トが入っていると思います。安全性につきましては先ほど、農水省の資料２のところで説

明がありましたように、お手元のパンフレットですと８ページ９ページで安全性のチェッ

クポイントということで、いろいろなことに安全性を評価して認めているということであ

りまして、一番大きなところは既存の食品、今まで食べているものとの比較というところ

で、その安全性を全般的に評価しておるというところであります。それと、そういう安全

性の評価されていないものについては、国内での販売、流通を禁止しているというところ

で、検疫所における水際で検査をやっておりますし、その結果については公表しておると

いうことであります。

あと表示につきましては、この資料の14ページのところにありますけれども、その義務

表示のところとそうでないところがありますけれども、そこの割合等につきましては許さ

ざる混入という管理の問題があるものですから、実質的なところで５％以下というところ

については、表示の義務をかけていないというところであります。

○姫田消費者情報官 表示・規格課の方からお願いします。

○足立 表示・規格課の足立と申します。よろしくお願いします。

５％の数字のことについてですけれども、これは分別生産流通管理が適切に行われたと

いうことが前提ですので、５％の混入を認めるという制度ではございませんので、そこの

勘違いがないようにということです。あくまでも分別生産流通管理が行われているという

ことが前提です。逆に、分別生産流通管理がきちんと行われていると言っていながら５％

以上あればそれはだめという、そういう判断の基準が５％ということでございます。

それから、表示をしてある食品がスーパー等で見当たらないという点については、先ほ

どの説明で新本の方からもちょっとありましたけれども、現在表示義務のない、例えば油

ですとか醤油ですとか、そういったものにほとんどのものが使われていく。逆に表示をし

ないといけないものについては、非遺伝子組換えのものについて輸入をされているという

ことだと思います。

○姫田消費者情報官 ちょっと、今の表示されていないものが多いではないかということ

について、少し新本の方から補足したいと思います。

○新本調査官 資料の12ページを改めてごらんいただきたいと思うのですけれども、皆さ
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んスーパーでお買い求めいただく加工食品として、豆腐とか油とかいろいろあるかと思う

のですが、今話がありましたように、例えば豆腐について、国産物を使っているものもあ

るんですけれども、豆腐の原料としても輸入のダイズを使っておりますが、そういったも

のについては遺伝子組換えでないものを主に入れていますので、遺伝子組換えと表示をす

る義務の課せられるようなものはほとんどないということかと思います。

あと、遺伝子組換え農作物の主な用途として食用油、例えばナタネ油とかワタとかダイ

ズを使った油というものがかなりあるわけでございますけれども、これらについては遺伝

、 、子組換えのものを使っても 加工の過程でそういったたんぱくなりＤＮＡが残らないので

結果的に非遺伝子組換えを使ったものと遺伝子組換えを使ったものと区別がつかないとい

うものとなりまして、そういったことから表示の制度の実効性とかいうことも勘案しなが

ら、義務表示の対象にしていないというようなことが現状と理解してございます。

、 、 、○姫田消費者情報官 多分 かなりの部分 日本のダイズの自給率は低いのですけれども

ダイズの需給率の低い原因というのは、食用油脂が大きうございます。１つは、食用に回

すものはかなり国産物の４％の中であるということと、もう１つはいわゆるアメリカでも

非組換え体のものを保証したものがかなり、全体の数量からすると率は少ないんですけれ

ども、食品用に輸入されております。そういうものが、かなり使われているということで

ございます。今、申し上げたように油について、食用油についてはいわゆるＤＮＡもたん

ぱく質も全部移行しませんので、油の部分だけしか使われないので、どちらを調べても同

じ結果しか出ないということなので、検査ができないものについて規制をするということ

。 、は非常に科学的ではないということはご理解いただきたいと思います どちらを調べても

だれが検査をしてもその検査結果としてわからないわけでございますので、それは変わら

ないものだということでございます。

ほか、ご質問とかございませんでしょうか。では、手が挙がった順でそちらの前から３

番目の女性の方。そして、後ろの方がお２方ほど挙がりましたよね。その、そちらの方と

そしてもう一つ後ろの方、そして向こうの方の後ろの方ですね。とりあえず、今、その４

方で後の方、もうちょっとお待ちください。

○小林 仙台市消費者協会の小林と申します。

資料の２の14、15から始まる餌の部分ですけれども、絞りかすというのはもう組換えか

どうかという検出は不可能だということなんでしょうか。そういった餌についての表示制

度というのは、どういうふうになっているのかなと思いますので、教えていただきたいと
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思います。

それから、多様性の確保ということで野生動植物への影響の評価というのが説明されま

したけれども、実際に調査をされて交雑とかというようなのがあったのでしょうか。どう

いうふうな、雑草化してとかといったようなことの影響があったのかどうか、そういった

ところの調査をされて、どういう結果が出ておられるのかもお聞かせいただきたいと思い

ます。

それから19のところで、隔離ほ場での試験栽培なんですが、たしか事前に説明会を開く

ように言われているかと思いますけれども、その説明をお知らせする範囲がどの程度の規

模まで決められているのか。大変に参加者が少ないとか限られた人たちだけになっている

場合が多いかと思いますので、その辺の規制はどうなっているのか、参集する範囲をどう

いうふうに決めているのかということですとか、隔離ほ場で試験栽培をしたときに、これ

24時間監視体制をとっていないと思いますので、大抵山の中ですので、外部に持ち出すこ

とは大変容易ではないかと思いますけれども、持ち出されたときのその栽培者の責任はど

のように決められているのでしょうか。

以上です。お願いいたします。

○姫田消費者情報官 どうも、ありがとうございました。そうしたら、そちらの男性の方

お願いいたします。

○保坂 私、名前は昭周です。所属はありません。リタイアして、自家用の野菜をつくっ

ています。私の住んでいる周りは田んぼが多いんですけれども、遺伝子の組換えについて

３点ほどお願いいたします。

イネですけれども、遺伝子組換えしたものは除草剤をまいても大変発育がよろしいとい

うようなことで、ＪＡ推奨の種を利用しているようなので、大体イネの収穫までに３回除

。 、 、草剤をまいています 除草剤をまいているものを見学すると イネではないですけれども

除草剤を雑草に利用している人があります。雑草にかけると、茶色く真っ赤になって枯れ

ます。それほど除草剤については、私は怖さを感じています。イネだけで、３回も除草剤

をまいたとすると、残存農薬と、また除草剤をまいた後の雨水などに混ざって、ほかの野

菜物に付着し影響があるかどうかということです。

もう２つですけれども、ジャガイモの組換えについても、私どもは北海道のジャガイモ

の種を導入しています。北海道のジャガイモは組換えをしているのか、表示を僕は見てい

ないので組換と感じていませんでした。だからその辺も、はっきり表示が必要と思います
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ので表示をお願いします。

３点目につきましては、64品目の遺伝子組換えの研究をしておるということを聞きまし

たので、そのものをプリントか何かで全て消費者の方々にお知らせした方がよいと思いま

す。

以上です。

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございます。

ちょっとここで１回切りたいと思います。ちょっとお待ちください。

１つ目、まず餌についてどういうような表示をしているのかということで、濱本管理官

からお願いします。

○濱本管理官 飼料、餌についてなんですけれども、餌については遺伝子組換えであると

かないとかという表示制度そのものは、例えば飼料安全法の体系の中にはございません。

したがって、そうことを今やっているということではないんですけれども、一方で有機畜

産という考え方で今動いている部分がございまして、その中では、例えばＮｏｎ－ＧＭで

あるということが求められているというような部分もございます。したがって、現在動い

ている餌はいわゆる分別されていないものと、それからＧＭの入っていないものと、そう

いう２種類の餌が実際には動いているということです。そういったＧＭの入っていないも

のは、有機としての位置付けとして使われているという状況になっております。

○姫田消費者情報官 組換え体というのは、承認されたものなんですよね。

○濱本管理官 もちろん全部、承認されたものの話でございます。

○姫田消費者情報官 あと、野生動植物について交雑があるのかというようなこと。それ

から隔離ほ場での説明会をどのようにやっているのかということ。それから、外部に持ち

出されたときに、どういうようなことがあるのかということ。そして……とりあえずそこ

までお願いいたします。

○田部井室長 まず、交雑があったかどうかということですけれども、実際に今、国内で

商業栽培というのはございませんので、例えばイネとかトウモロコシについては日本では

野生種がありませんので、交雑する相手がありません。ですから、問題となるのは商業栽

培されているものに混ざるかどうかということですが、それは国内で商業栽培がありませ

んので、そのことはないと思います。ただ、問題はアブラナ科のこぼれ種の問題がありま

して、あれに関しましてはやはり日本にありますナタネとチャンスがあれば交雑する可能

性は否定できませんが、一部そういうこぼれ種というのはありますが、それが本当に交雑
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しているものなのか、次の世代まで回っているものなのかについては、現在農水省や環境

省で調査をしております。ちょっとそこについては、私は詳しく知り得ないところですの

で、そこについては割愛させていただきます。

それから、説明会についてですけれども、これは筑波にある私どもの農業生物資源研究

所の例を申し上げますと……その前に、特に指針の中でどこまでの範囲に情報を出しなさ

いということは、特に決められておりません。そこで、私どもの研究所がやっている情報

公開というのは、まずインターネットでお知らせします。それから、メディアの方にプレ

スリリースということで書いていただきます。ただ、それはメディアの人が書いていただ

くかいただかないかはその人の興味もありますので、必ずしもいつも同じように出るわけ

ではありませんが、そういうことをやっています。それから筑波ですと、筑波周辺にある

地方紙 「常陽リビング」という地方紙があって、よく周辺の方は見ていますので、そこ、

に掲載するようにしております。それから少なくとも今年に関しては、茨城県版の一部の

新聞に載せました。それからあと、近隣の農家、本当に周辺の地区には私どもが直接区長

さんのところに行って説明し、その区の中で回覧を回してもらうようにしております。以

上が情報提供です。

それから監視体制ですが、今、現在私どもでは隔離ほ場が１点と、開放系の利用で２カ

所やっております。計３カ所で試験をやっていますが、そこには24時間の監視体制のカメ

ラを入れてございます。ですから、監視はしています。それから盗難があったときどうす

、 。るのかということですが あと隔離ほ場については赤外線の感知報知器をつけております

こういう体制をとっておりますが、それでも盗んでいこうという人がいたらそれは盗まれ

るかと思いますが、それは不法侵入であり、窃盗でありますので、そういう事態が起きた

ときには、我々は法的手段でその対策をとりたいと思っております。

○姫田消費者情報官 それで、野生のこぼれ種とかという話でございますので、安田補佐

の方からお願いいたします。

○安田補佐 日本で野外に生育しているナタネの仲間というのは幾つかあるんですけれど

も、これはいずれも栽培由来のものなんですね。よく在来ナタネとかと言われているもの

もありますが、それも含めて日本に野生のナタネは存在しないんです。ただ、そのナタネ

の仲間と交雑する可能性は十分あります。それが実際に、野外に出て行って、ほかの野生

動植物に影響を及ぼさないかどうかということが問題になってくると思っていまして、現

、 、在そんな観点からカルタヘナ法に基づいて ナタネについても評価しておるところですし
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環境省の方でも実際にナタネの調査を行っております。

○姫田消費者情報官 続きまして、多分除草剤が大丈夫かということで農薬のお話だと思

います。そして、あともう１つジャガイモの組換え体と、北海道のということで、我が国

でそのいわゆる組換え体が栽培されているかどうかというようなことも、あわせてお願い

したいと思います。新本の方から説明いたします。

○新本調査官 除草剤の害についてご心配だというお話がございました。除草剤も含め、

農薬につきましては農薬取締法という法律に基づきまして、その安全性を確認することに

しておりまして、例えばその農薬を使うことで作物に残留して、その結果人に問題がない

かどうか、あるいはその農薬をまくことによって、環境、水や土壌に残留したりして問題

にならないかという観点から審査しております。またその使い方につきましても農薬の使

用基準ということで、ある作物ごとにいつ何回、というような使用の方法は定めておりま

して、そういった使用方法を守ることも法律上農家の方の義務になっておりますので、そ

ういったルールに基づいて使っておればご心配されるようなことはないのではないかと思

います。確かに見た目が真っ赤に枯れるということがあるかと思うんですけれども、除草

剤というのは、先ほどもちょっと話がありましたけれども、ある作物には効いてある作物

には効かないというものもありますし、すべての緑の葉っぱのある植物に効くものもあり

ますけれども、今お話があったのは、イネには除草剤はダメージを与えないけれども、イ

ネの雑草であるいろんな雑草を絶やすために必要な行為としてやっているものですので、

その辺は法律に基づいていろいろチェックしておりますので、あまりご心配なさらなくて

もいいのではないかと思っております。

それからジャガイモの方も、国内で遺伝子組換え作物を農家の方が商業的に栽培すると

いうことは現在ありませんので、ジャガイモにつきましても日本で遺伝子組換えのジャガ

イモが流通しているという実態はありません。その辺のご心配といいますか、そういうも

のはないということでございます。

それから、64品目という食品の承認リストのことだと思いますけれども、今日資料で配

ればよかったんですけれども、ホームページということでリストを今日資料の１つとして

入れさせてございます。食品の関係でも安全性が確認されたリストにつきましては、この

リストの２つ目の厚生労働省の方で遺伝子組換え食品のホームページということがありま

すので、その中にすべての確認されたもののリストがございます。加えて、飼料とかカル

タヘナ法の関係の承認されたもののリストもホームページで公表、提供させていただいて
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いますので、そちらの方をまたご活用いただければと思います。

○姫田消費者情報官 残留農薬につきましては、私どもリスクコミュニケーションを何回

も実施しております。そういう、そのときの、とりあえず今現在ではホームページにその

ときの資料等も出しておりますので、ぜひホームページも見ていただきたいと思います。

あるいはまた農薬についても別の機会でリスクコミュニケーションを実施しておりますの

で、ご参加いただければいいかと思っております。

では続きまして、お手が挙がっていた方をお願いします。それで、先ほど手を挙げてお

られた方で今回ちょっと、終わりにしまして、とりあえず一旦ここでその後のＢｔ１０に

ついて濱本の方から説明をいたしました後、もう一度意見交換をしたいと思いますので、

とりあえず先ほど手が挙がっていたところまでで、一旦止めたいと思います。

次、お願いいたします。

○参加者 ３つほど、要望もございますのでお願いしたいと思うんですけれども、まず第

１は、先ほど、冒頭ご質問の中で、遺伝子組換えを排除してほしいというようなご意見ご

ざいました。消費者団体の方だと思いますけれども。これは昔から我が国のみならず、そ

ういうグループがございまして、いわゆるアンチバイオというグループがございます。彼

らの言い分につきましては、政治的には判断すればいいことであって、行政の方には決し

てこうしたことに対してふらふらしないように、また、注意しながら行政を進めていただ

きたい。これが第１点でございます。

それから２つ目は、やはり同じ方が表示問題で５％云々について、ＥＵの真似をしなさ

いと言っていました。相変わらず日本は、外圧、ＥＵではこうしています、どこそこでは

こうしています、ゆえに日本もこうしなさいという議論が多いんですけれども、こういう

非論理的な言い分について、行政の方は十分留意していただきたい。そうしたことを調査

するのは当然の話であります。参考にするのは当然のことでございますけれども、ＥＵが

こうしているから日本もこうしますみたいなことは断じてやめていただきたい。これが２

点目。

、 、 、こういったことを踏まえて カルタヘナ法 これは日本でもつくったわけですけれども

この資料を見させていただきますと、16ページの資料ですが、野生動植物の影響評価とい

って３つほど項目書いてございますけれども、これ何も遺伝子組換えだからこういう問題

が危惧されるわけではなくて、外来種、この間外来生物、特定生物の輸入に関する規制法

ができましたけれども、実は遺伝子組換えだろうが何だろうが、新しい生物についてはそ
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れなりの留意をするということであるならば、その特定外来生物による生態系法というこ

の間できた法律、これにいずれこのカルタヘナ法を入れ込んでしまうというような方向で

考えていただきたい。遺伝子組換えがだんだん特別なものではないのだということを皆さ

んが理解していくことにつながっていくと思います。

その３点、よろしくお願いしたいと思います。

○姫田消費者情報官 では、その次の方お願いします。

○内藤 東京都の地域消費者団体連絡会の内藤と申しますが、質問というよりは意見にな

りますけれども、今回のようにリスクコミュニケーションをやるということは、いろいろ

な意見を皆さんがこうして意見を出しあうことだと思います。私も消費者の立場として言

いますけれども、私たちは安心して安全なものが食べたいわけです。特に、やはり日本の

国でつくったものを食べていきたいなという思いが非常に強いんです。ですから、やはり

この遺伝子組換えの作物ということが量産ということで取り入れられて、いろいろな行政

機関で研究されていると思いますけれども、やはり食べていく人は日本の国民であるとい

うことを踏まえて研究を進めていただきたいなと思います。

私たちは何年か前にトマトの問題で、筑波へ見学に行ったことがあるのですが、あのと

きにトマトの遺伝子組換え体を食べさせていただきました。それで非常に味が悪かった。

これは日本の国民になじまないよというようなことを言いまして、トマトをやめたという

ことをそのときに体験しましたので、やはりそういう作物ができたらば、どういう作物で

あるかということは、日本の国民に試食させると、安全性であるという研究所の中のこと

だけではなくて、作物を食べて、それが安心して日本の国民が食べられるというものを私

は研究してほしいなと思っております。

それで、特に消費者が選ぶのは表示です。それで、この表示なんですけれども今、本当

に市場にあるのは遺伝子組換えでないという表示ばかりなんです。それでは表示ではない

と思うんですね。本当に私たちが心配しているのは、遺伝子組換えがどういうところに入

っているのかということを知りたいので、遺伝子組換えでないという表示だけでは表示の

問題としてはマイナスではないかと思っておりますので、その辺は表示の方でしっかり検

討していただきたいと思います。

以上です。

○姫田消費者情報官 どうも、ありがとうございました。

お二方の意見ですけれども、まずご意見ということで賜っておきたいと思いますが、私
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どもがいわゆる食品全体の安全をどういう考え方で取り組んでいるかということを基本論

で、伊地知参事官、それとも松本参事官ですかね。どちらかの参事官お願いいたします。

○松本参事官 やはり別に遺伝子組換え作物に限らず、食品の安全というのは非常に重要

なことであります。やはり食品の安全を取り扱う役所といたしましては、科学的な知見に

基づいて取り組んでいくということが重要であると思います。ですから、ただ単にうわさ

とかそういうことではなくて、きちっと科学的データに基づくということです。ですから

科学的データでまずいものが出ればそれはきちっと規制をしていきますし、過剰な規制に

ならないようにということも考えながら、かつ国民の皆様方の選択、よくわかるような表

示ということを心がけていきたいということで考えております。

○姫田消費者情報官 どうも、ありがとうございました。

それではカルタヘナについては、新生物について入れてしまえばいいではないですかと

いうことですけれども、環境省の安田さん。

○安田補佐 生物多様性への影響ということでは新しい生物、もともと日本になかった生

物が入ってくるということで、考え方が似ているところが非常に多いんだと、私の方でも

。 、 、 、そう思います ただ 使われ方とかあるいは国際的な枠組み その議定書ができたりとか

規制の流れというのがあって、今のところは別の体系になっているということだと考えて

おります。

、 。○姫田消費者情報官 技術開発についての考え方ということで 綿谷さんにお願いします

○綿谷 技術安全課の綿谷でございます。

技術開発の考え方ということで、できた遺伝子組換えのトマトを食べさせてもらったら

まずかったので、とても我々では受け入れられませんというお話がありました。私どもが

やはり開発の重点に置かないといけないと思っているのは、やはり消費者に受け入れられ

るということが非常に重要だと思っています。もちろん、病気に強いものをつくっていく

ということも大切ですし、やはりでき上がったものがきちんと食品として品質のよいもの

になること、そういうことが非常に重要だと考えています。

今日も田部井が話しましたように、例えばイネに導入するカラシナの遺伝子を導入した

ものというのを、今開発しているところであります。これは、食経験のあるものを導入し

て消費者の方々もある程度安心していただきながら、病害性も強いものをつくっていこう

という試みであります。いろんな試みをしながら、消費者の方々に受け入れられるような

ものをつくっていく努力をしていきたいと考えています。
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○姫田消費者情報官 先ほど表示の話ございましたが、先ほども何回かご説明申し上げて

いると思います。いわゆる、先ほどの資料２をもう一度ごらんいただければいいかと思い

ますので、議事を進めたいと思います。まだ、先ほど手を挙げていらっしゃった方たくさ

、 、んいらっしゃるんですが ここで一旦Ｂｔ１０の方で用意しておるものがございますので

それを説明させていただいて、それから再度、その後質問ということよりは意見交換に入

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○濱本管理官 未承認組換えＤＮＡ技術応用飼料という長いんですが、Ｂｔ１０トウモロ

、 、 。コシについて 消費・安全局衛生管理課の私 濱本が説明させていただきたいと思います

本年の３月21日、安全性が未確認の組換えＤＮＡ技術応用飼料であるＢｔ１０トウモロ

コシというのが米国におきまして、４年間にわたって作付されていたということが判明い

たしまして、我が国に飼料としてＢｔ１０が流入している可能性が問題となったわけでご

ざいます。

ここでちょっと皆さんにお伺いしたいんですが、冒頭ですが、皆さんＢｔ１０の記事な

ど新聞等でお読みになったことはあるでしょうか。Ｂｔ１０を新聞記事などで見かけたと

、 。 。いう方は ちょっとお手を挙げていただけますでしょうか どうもありがとうございます

多くの方がご存じということで、多分皆さんの関心の高いこのＢｔ１０について、我々の

取り組みとか、それから考えていることをきちんと説明したいと思いまして、今日は急遽

この話題を入れさせていただきました。これから説明いたしますので、よろしくお願いし

たいと思います。

まず、Ｂｔ１０トウモロコシについて説明する前にトウモロコシの利用状況というもの

についてちょっと説明させていただきたいと思っております。我が国は、ここに書いてご

ざいますけれども年間1,650万トンのトウモロコシを輸入しているという状況でございま

す。この青いところが飼料用ということになるんですけれども、約1,200万トン飼料向け

に使っているということになります。なおかつそのうちの、96％が米国産ということにな

、 。っておりまして 米国産の飼料用トウモロコシに頼り切っているという実情でございます

この家畜に給与される配合飼料なんですけれども、年間で2,400万トンぐらい配合飼料が

給与されておるんですけれども、そのうちの約半分がトウモロコシで、食品で言いますと

ご飯を主食、おかずを副食というふうに言いますけれども、餌の世界でいきますとこのト

ウモロコシが主原料という表現を行っております。こういった米国産のトウモロコシに頼

り切っているという状況なんですけれども、穀物全体の方で見ますと、これは平成14年度
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の穀物の輸入量ですけれども、やはりここトウモロコシの部分でございますけれども、圧

倒的に多いということになっておりまして、我が国で輸入される穀物のダントツを占めて

いるという状況でございます。なお、トウモロコシ1,650万トン輸入しておりますけれど

も、この量といいますのは、日本でお米の消費量が800万トンですから、その倍の量、皆

さんが食べるお米の量のその倍の量がトウモロコシとして消費されている。実態は家畜の

餌として消費されている。こういう状況でございます。

Ｂｔ１０の問題というのは、米国で作付されたということが発端になっておるわけなん

ですけれども、米国でどのようにトウモロコシが生産されているか、そして日本に輸入さ

れているかという状況を説明したものが、この図でございます。米国と日本を大体、同縮

尺で並べてみました。青いところで示したところですね、この辺りがシカゴになろうかと

思うんですけれども、赤い線で示したところ、これがミシシッピ川ですね。ミシシッピ川

の上流、この青いところがコーンベルト地帯ということで、アメリカのトウモロコシの主

産地ということになっております。アメリカで生産されるトウモロコシの大体５％を日本

は輸入しているという状況でございます。このコーンベルト地帯で生産されたトウモロコ

シというのは、農家で生産されるわけなんですけれども、農家の周辺の産地倉庫。日本で

いえば、ちょうど農協みたいな感じのところなんですが、カントリーエレベーターと申し

ますけれども、そういったところで保管されるということになります。そこからトラック

や貨車などで輸送されまして、集荷サイロ、これはリバーエレベーターといいますが、こ

のミシシッピの川沿いにリバーエレベーターが点々と存在しておるわけなんですけれど

も、こういったところにある集荷サイロに運ばれてまいります。そこから、ミシシッピ川

を1,500トン積みのバージにトウモロコシを満載いたしまして、それを船団を構成して、

押し舟でずっと押していって、河口、このニューオリンズがこの辺にあるんですが、この

周辺に幾つかのエキスポートエレベーター、輸出サイロというのがございまして、そこで

外航船、太平洋を渡ってくる船に積み替えて、日本に運んでくると、こういうような流れ

になっています。

このように、いろんなところのポイントを通過してくる段階で、トウモロコシは混ぜ合

わされてくるということでございまして、実際には非遺伝子組換え、例えばＮｏｎ－ＧＭ

とかそういった特殊なものを除きまして、産地とかそういったものがわからない状態で、

混ぜ合わせて日本に運ばれてくるということになっております。

トウモロコシの取引というのは、日本のお米なんかとちょっと違いまして、日本のお米
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ですとコシヒカリとか秋田小町といった銘柄ごとの取引ということがあるんですけれど

も、トウモロコシの取引というのは規格で取引されます。水分量とかそういったものを規

格化しておりまして、ＵＳコーンＮｏ.１からＮｏ.５ぐらいの規格がございまして、飼料

用がＮｏ.３、食品用がＮｏ.２というんですが、大体そういった規格だけで取引されてく

るということになりまして、もと、どういった品種のものが作付されていたかというのは

もう日本に来る段階では全くなくなってしまっているという状況になります。大体この産

地倉庫を出てから日本に来るまでに２カ月程度、日本では八戸とか鹿島とかそれから志布

志とか、全国に30カ所くらいある輸入サイロでトウモロコシというのは受け入れられる、

こういう状況になっております。

次に、Ｂｔ１０について、Ｂｔ１０トウモロコシというのはどういうようなものかとい

うことを説明したいと思っています。Ｂｔ１０トウモロコシというのは、シンジェンタ社

ですが、開発した当時は、ノースラップキング社という別の会社でございました。そこが

開発した遺伝子組換えのトウモロコシでございます。既に飼料として安全性が確認されて

いるものとして、Ｂｔ１１というものがあるんですけれども、それと同時期に開発されま

して、最終的にはその幾つか開発された中からＢｔ１１というものが一番いいということ

で商業品種として開発されて、Ｂｔ１０は開発されずに２軍落ちになった商品ということ

になるわけなんですが、しかしＢｔ１０が保管されておりまして、それがＢｔ１１と間違

って栽培用の種子の育種に用いられたということで、米国内で2001年から2004年の間に作

付されました。全国で、全米のトウモロコシの作付面積の0.01％。2004年だけに限ります

と、7,000ヘクタール、0.02％くらいの地域で作付されています。それで、収穫されて通

常の商業利用ということで用いられたものでございます。

この遺伝子組換え飼料としての安全性は、もちろん日本ではまだ未確認という状況でご

ざいます。このＢｔ１０トウモロコシの特性というのは、基本的にはＢｔ１１のトウモロ

コシを作成するときに使った挿入配列をそのまま使っているということで、性状的にはほ

ぼ同様の形質を持っているということになります。１つは殺虫たんぱく質、Ｃｒｙ１Ａｂ

というものを産生している。それから除草剤不活化酵素ＰＡＴというふうに呼びますけれ

ども、これを産生している。これがＢｔ１１と同じということになっております。この結

果として、アワノメイガ等の蝶目の害虫に抵抗性を持っている。それから除草剤のグルホ

シネートというものに対して抵抗性を持っているという性状が付与されているものでござ

います。基本的には、安全性確認済みのＢｔ１１と類似した品種と考えていただいていい
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のではないかと思います。

Ｂｔ１０が米国でどのように取り扱われているかということについて、ちょっと紹介し

たいと思います。まず１つ。米国農務省での取り扱いなんですけれども、Ｂｔ１０、これ

はこういった組換え体を栽培するときはＵＳＤＡの許可を得なければならないということ

になっているんですが、Ｂｔ１０は当然Ｂｔ１１と間違えて栽培されておったわけですか

ら無許可の栽培という形になっております。それから、ＥＰＡ環境保護局の取り扱いなん

ですが、このＢｔ１０というのはＢｔ１１と同じように、Ｃｒｙ１ＡｂとＰＡＴというた

んぱく質をつくるということで、これらについてはもう既にＥＰＡは安全性を評価してお

るという立場をとっておりまして、そういう意味でＢｔ１０の安全性については評価済み

であるというポジションをもっております。それから、ＦＤＡですね。ＦＤＡ、食品医薬

品局ですが、ここは食品や飼料としての安全性評価を実施するという機関になっておりま

すが、Ｂｔ１０の安全性評価というのは行われておりません。しかしながら、ＦＤＡとし

てはＥＰＡで安全性が評価されているということを受けまして、これの飼料として安全性

の懸念はないと判断しておりますし、また、飼料として利用することは違法ではないと判

断しておるところでございます。

、 、 、まとめますと Ｂｔ１０は米国において 栽培されたということは違法であるけれども

飼料としての利用は違法とされていないという状況になっております。

なお、シンジェンタ社は、我が国に次ぎまして米国での安全性評価を受けることを目的

といたしまして、ＦＤＡに対してＢｔ１０に関する安全確認のための資料を、現在提出し

たと聞いております。

次に、このＢｔ１０の日本での取り扱いということになります。特にＢｔ１０、餌での

扱いということをご説明したいのですが、飼料安全法上、組換えＤＮＡ技術によって得ら

れた生物については、大臣の確認を受けたものでなければならないと規定されておるわけ

でございます。したがって、こういった確認を受けていないものについては飼料として輸

入、製造、保管、販売、使用と、こういったことは禁止されるということになりまして、

Ｂｔ１０もその安全性の確認を受けていないということから、輸入、製造、保管、販売等

が禁止されている、こういう状況でございます。現在、飼料にかかわっているいろいろな

業者さん、いらっしゃるわけです。農家もそのうちの１つなんですが、そういったところ

でトウモロコシを使った製品を、餌を利用しているということですが、知らない間にＢｔ

１０が入ってきてしまうということになりますと、飼料安全法に抵触するということから
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大きな問題になっておるということです。

次に、Ｂｔ１０に関するリスク管理措置、どのようなことを今行っているかということ

をご紹介したいと思います。リスク管理措置につきましては、今後、農業資材審議会の検

討や食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえまして、より適正なものにつくりあげて

まいりたいと、こういうふうに考えておるところなんですけれども、その具体的な案と、

それからそれまでの間の措置として現在実施していること、この２つに分けて説明したい

と思います。

まず、現在実施していることといたしまして、Ｂｔ１０の流入を防止するための措置と

いうことです。Ｂｔ１０は飼料安全法に違反しているということもございますけれども、

安全性において現段階では科学的にわからない部分もあるということから、当面の対応策

としてＢｔ１０をできるだけ我が国に流入させないという措置を講じているところでござ

います。１つは米国産トウモロコシの、先ほど図で説明しましたけれども、船で米国産の

トウモロコシは運ばれてくるわけですけれども、その船、全船を対象として検査をいたし

まして、そして陽性品の廃棄等を行うという指導を行っておるところでございます。これ

につきましては、肥飼料検査所というところが５月23日から検査を開始しておりまして、

今までに３件の陽性例が見つかっているというところでございます。この検査については

継続的に実施しておりますので、検査結果等は肥飼料検査所のホームページにアップして

おりますので、どうぞごらんいただければと思います。

それからもう１つ、船に積んで運んできてしまってからではＢｔ１０を排除するのはな

かなか難しいということで、米国において日本用に仕向けたものとして積み込むという段

階で何とかならないだろうかということで、今主として行っておるのが、米国における輸

出時検査と陽性品の輸出禁止の指導でございます。これは６月９日から飼料穀物の輸入業

者に対して指導という形で行っておりますが、米国で例えばミシシッピ川を流れてくるは

しけ、そういったものを検査いたしまして、もしＢｔ１０がありましたらそれを日本向け

の外航船に積み込むということをやめましょうというようなことを指導しておるわけでご

ざいまして、この６月９日から指導しておりますけれども、ミシシッピ川を下って日本に

来るまで１カ月くらいはかかりますので、そういったことが、これから徐々に効いてくる

と思います。

、 。 、それから次に Ｂｔ１０の安全性確認審査を実施しようということでございます 既に

Ｂｔ１０が我が国に輸入された飼料用トウモロコシに混入して利用されていたということ
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も想定されるということで、Ｂｔ１０の安全性を確認することがまず必要であろうと考え

ております。シンジェンタ社が６月６日に農林水産省にこの安全性の確認の申請を行って

おりまして、現在農業資材審議会における検討が始まっておる状況でございます。今後、

食品安全委員会での検討も始まると思われます。

それからもう１つ、混入基準の設定ということを考えております。飼料用トウモロコシ

というのは、利用の実態というものを踏まえ、なおかつ安全性を確保するために、リスク

に応じた適正な規制を行うということが必要であろうということを考えております。その

提案として、混入基準を設定するということを検討しております。米国産トウモロコシに

大幅に依存している状況でございまして、過度な規制というのはもちろんいけないんです

けれども、かといって安全性をおろそかにするような規制というのもこれもまたいけない

ということで、リスクに応じたジャストフィットな規制を行っていきたいと、こういうふ

うに考えておるわけでございます。この安全確認審査の実施と、それから混入基準の設定

につきましては、詳しく説明したいと思っております。これらにつきましては、昨日付け

で食品安全委員会に諮問を行っておるところでございます。

まず、その安全性確認審査の状況でございますが、現在、農業資材審議会での検討が始

まっておりまして、そこで幾つかの情報が出ておりますので、それを今日はご紹介したい

と思っております。Ｂｔ１０トウモロコシと、それから一般のトウモロコシ、これを先ほ

ど安全性確認のお話のところで新本さんのほうから説明があったんですけれども、その成

分、栄養成分といろんな成分を比較して差があるかどうかということを普通は見るわけな

んですが、現在調べた段階では、そのＢｔ１０と一般のトウモロコシとの間に成分の差は

ない。栄養成分であるとかミネラルとか、それからアミノ酸、そういったものを調べたと

ころ、成分の差はないということが出ております。それからＢｔ１０、これはＢｔ１１と

非常に似たものであるということですが、殺虫たん白質Ｃｒｙ１Ａｂの生産量がＢｔ１１

よりは少ないということがわかってきております。このＢｔ１１につきましては、別途農

林水産省が実施した給与試験では、殺虫たん白質Ｃｒｙ１Ａｂが畜産物に移行するという

ことはなかったということが確認されておりまして、それより少ないということから１つ

の安心材料になるのではないかと考えられるところでございます。

こういったことが、リスクがあまり高くないというような１つの要因でありまして、ほ

かにもまだいろいろございます。１つはＢｔ１０は抗生物質を分解する酵素の遺伝子を含

んでいるということが挙げられます。Ｂｔ１１とＢｔ１０というのは同じ遺伝子の挿入種



- 43 -

となっておるわけでございますけれども、Ｂｔ１１に挿入するときに切り捨てる部分がご

ざいまして、それが抗生物質を分解する酵素を産生する遺伝子、ここをＢｔ１１をつくる

ときには切って捨てておったところなんですが、Ｂｔ１０についてはそこが切れていなく

て、そのまま入り込んでいるということがわかってきました。が、現在の知見のところで

は、この酵素は大腸菌とバクテリアの中では機能すると、この酵素をつくる遺伝子はこの

大腸菌等の中では機能するということは考えられるんですが、トウモロコシの中では機能

していない。したがって分解酵素はつくられていないと考えられておるところでございま

す。

それから最後に一つ、これは宿題的なことなのでございますけれども、Ｂｔ１０は挿入

遺伝子の挿入部位がＢｔ１１と異なるということはもう明らかになっております。同時に

、 、開発した品種ですけれども 遺伝子の同じところに入るというわけではございませんので

。 、Ｂｔ１１とＢｔ１０は違うところに入っております また幾つ入っているかということも

今の段階では明確にはなっておりません。したがって、Ｂｔ１０の挿入遺伝子がどの辺に

入ったかということを今解析しておる最中でございまして、挿入遺伝子の前側の方はトウ

モロコシの遺伝子であるということが確認されておりますが、後ろ側のところはまだ解析

中で結果が出ておりません。こういう状況でございまして、農業資材審議会におきまして

はＢｔ１０の安全性確認について、解析中のこういったデータの提出を待って、さらに検

討を行うとしておるところでございます。

それからもう１つ、混入基準のお話を説明させていただきたいと思っております。農業

、 、資材審議会のこれは検討案ということで まだたたき台に近いものでございますけれども

飼料用トウモロコシに混入したＢｔ１０が家畜に対して明らかなリスクを有するとは考え

にくいという、今のこういった検討案をもとに、さらに検討が進められるわけなんですけ

れども、こういう検討案がまとまっております。こういった考え方を背景に、混入基準を

農林水産省として飼料用トウモロコシのＢｔ１０の混入を１％以下とするということを提

案しておるところでございます。この提案はあくまでＢｔ１０そのものの安全性評価が終

了するまでの暫定措置と考えております。Ｂｔ１０そのものの安全性評価は、先ほど農業

資材審議会の状況でもご説明しましたように、まだ検討中の部分もあったりして、今後若

干の時間がかかるであろうと考えております。それまでの間、そのＢｔ１０のリスクに応

じた適正な規制というものができないということになりますとこれはいけませんので、暫

定措置としてこの混入基準というのを設定してまいりたいと考えておるところでございま
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す。

この１％という基準の数字の考え方なんですけれども、これは統計学的に算出された数

字ということでございますので、詳しい説明はちょっと省略したいと考えておりますが、

考え方としては、可能な範囲でできるだけ厳しい基準値を設定するということを１つのメ

ルクマールにしている。もう１つは、基準値でございますので、その値で、その基準値を

含んで正確な定量ができるものでなければならない。この２つの条件を満たすものとして

。 、 、１％という考え方が出てきておるわけでございます この混入基準につきましては 現在

農業資材審議会で検討を行っていただいておりまして、今後、食品安全委員会での食品健

康影響評価も踏まえまして、それから皆さんの意見も参考にしてまとめていきたいという

ふうに思っておるところでございます。

飼料用トウモロコシは家畜に給与されますことから、農業資材審議会で家畜に対するリ

スクの評価というのを行うわけでございます。もちろん、家畜に投与された後の畜産物と

して食品として提供されることから、食品安全委員会での食品健康影響評価というものも

行われる。これらの結果を総合的にまとめまして、農業資材審議会で最終的にはリスク管

理措置というものを検討していただくということになろうかと思います。ちょうど昨日、

食品安全委員会に食品健康影響評価を実施することをお願いしたところでございますけれ

ども、今後そういった食品健康影響評価、どういった形のものでとりまとまってくるかは

わからないんですけれども、それを受けまして農業資材審議会でそのリスク管理措置を検

討していただく。それから、まとまったものにつきましては、今日もここで説明はさせて

いただいているんですけれども、今日の説明はあくまで情報提供中心の内容でございまし

て、今後そのリスク管理措置をどうするかということについて、また再度リスクコミュニ

ケーションをお願いいたしまして、皆さんのご意見も踏まえながら最終的にはリスク管理

措置を取りまとめていきたいと、こういうふうに考えておるところでございます。

それから、少し話は変わるんですけれども、今まで餌の話ばかりしておったんですが、

、 。 、Ｂｔ１０トウモロコシ 食品の話題も少しございます 厚生労働省のことでございますが

あわせて簡単に説明させていただきたいと思っております。食品につきましても、食品衛

生法上の取り扱いということになるのですが、同様に厚生労働大臣が定める安全審査の手

続を経たものでなければ、こういった組換えＤＮＡ技術によって得られたものは食品とし

て利用してはいけないということになっておりまして、安全性確認の手続を取ることが義

務付けられております。Ｂｔ１０のトウモロコシにつきましては、現在、食品としての製
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造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売、そういったものが禁止されているという状況

でございます。

食品として輸入されたトウモロコシの話なんですが、これはトータル1,650万トン年間

輸入されておりますけれども、その中で約386万トン、そして餌用のトウモロコシと大き

く違うところは、このブルーの部分でございますね。非遺伝子組換え、ちょっと字が小さ

くて申しわけないんですけれども、それが大体８割を占めているというところが大きく違

っておるところでございます。

トウモロコシの監視体制の話をさせていただきたいと思いますが、トウモロコシは食品

としてＢｔ１０は輸入販売ができませんので、検疫所による検査を５月９日より開始して

おる状況でございます。食品の輸入者は、こういったトウモロコシを輸入する際は検疫所

に対して届出をするということが義務付けられておりまして、これに基づいて検疫所が実

際の検査をいたします。検査した結果、Ｂｔ１０が検出されますと積み戻し、廃棄等が行

われますが、検出されない場合は国内に流通していく、ということになっております。こ

ういった監視体制が、食品のトウモロコシについては敷かれておるところでございます。

ここのところ見ていただきたいんですが、今まで５月９日から検査しておるわけでござ

いますけれども、現在のところ検出事例はございません。これはスターリンク等の検査結

果でもそうですが、飼料としてたくさん出てくるということはあっても、食品としてはほ

とんど出ないということで、Ｎｏｎ－ＧＭ中心の食品では今後多くの検出が見込まれると

いう状況では当然ないと考えるところでございます。

最後でございます。食品としての安全性の確保体制でございます。厚生労働省は今後、

Ｂｔ１０の開発業者から申請を受けまして、食品用のＢｔ１０について食品安全委員会に

おける食品健康影響評価を受けるということとしておりまして、食品衛生法に基づく安全

性確認を行っていくということとしております。現在のところ、申請者からの申請がまだ

出ておりませんが、近々とりまとまり次第また飼料と同様に食品健康影響評価を受けてい

くということでございます。

今後とも皆さんのＢｔ１０に関するご意見をお聞かせいただくように、よろしくお願い

したいと思っております。今日は、ありがとうございました （拍手）。

○姫田消費者情報官 どうも、ありがとうございました。

それでは、意見交換に入りたいと思いますが、今のＢｔ１０について簡単に事実確認だ

け、もし何かあればお受けいたしますが。事実確認だけということで、あと意見交換の時
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間とりたいものですから。では、そちらの方とその後ろの方と、お願いします。まず、そ

の前の女性の方。

○飛田 ただいまのご説明をお伺いしまして、お尋ねしたいと思います。東京都地域婦人

団体連盟の飛田と申します。

このシンジェンタ社といいます会社は、米国においてどのような位置付けの会社でしょ

うか。

それから、2001年から2004年に誤って作付されたということのようですが、この事実経

過についてはどのように調査されているでしょうか。

それから、この会社の体制でトレサビリティの体制はとれるものでしょうか。この会社

がこのような形で、我が国に結果的には輸出した形になっているんですが、私どもとして

は飼料についてのリスク管理が進んできてはいますけれども、もう一歩踏み込んでトレサ

ビリティの確立が必要だと考えておりますが、この会社はそれに耐え得るだけの内容を持

った会社でしょうか。

それから、今回のことに関してペナルティは何か課されているのでしょうか。

以上、お願いいたします。

○姫田消費者情報官 そして、後ろの方。

○古賀 遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーンの古賀と申します。

Ｂｔ１０の問題につきましては、５月24日に議員会館内におきまして市民団体とそれか

らそちらの行政の方の説明もいただいていたところなのですけれども、このＢｔ１０につ

きましてはネイチャーがすっぱ抜いたことから、世界的な大問題になった、未承認のもの

として問題になったのですけれども、本日の説明ではあまりにもそれについての認識がな

い説明で、後で検討におきまして個々の点について詳しくご質問したいと思うんですけれ

ども、まず2000年に起きたスターリンク事件以上に飼料としても認められていなかったと

認識しているんですけれども、この３ページの資料のところで、飼料としては認められて

いるというような記述があったんですけれども、この点についてご説明していただきたい

と思います。

それから、４ページのところですけれども５月23日から検査を開始して３件の陽性例が

あったと。これは水際での検査だと思います。名古屋港ですとか苫小牧港などの辺で出て

、 、いたと思うんですけれども この出た分につきまして５月の説明ではシップバックとして

船から出た場合にはそれは全部廃棄するかもしくは送り返すという説明をされていたと思
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ったんですけれども、このときの処置はどのようにされたのでしょうか。

○姫田消費者情報官 そして、後ろの方。

○前川 大地を守る会の前川と申します。

今のとちょっと幾つか重なる点もあるんですけれども、実際にネイチャーという雑誌、

もともとタルイさんとかも毎週きっと読んでいらっしゃると思いますが、科学者の方々も

ここにきっとたくさんいらっしゃると思いますが、非常に権威ある雑誌でその中でこの問

題もアメリカ頼みであってはならないというふうに強烈に批判されておりました。そのこ

、 。とについて ここにいらっしゃる科学者の方はどのようにお考えなのかということですね

その論文の中で、Ｂｔ１０とＢｔ１１は薬剤耐性の遺伝子がアンピシリンとカナマイシ

ンで違っているというような指摘があったんですけれども、この今の資料の中では全然そ

のことについて触れられていませんでした。ネイチャーの中では全然違う遺伝子を入れて

いるのに同じ品種であるというふうにして、ＦＤＡとかが認可するのは非常におかしいと

強烈に批判されておりましたが、それはネイチャーの方が事実誤認であったのか、それと

もここに触れていないのは何か別の理由があるんでしょうか。アンピシリンが植物体内で

発現されないということは知っておりますので、そのことではなくて、遺伝子が違うとい

うことについて説明していただきたいと思います。

あと、先ほどおっしゃっていますが、シンジェンタというところが４年間にもわたって

やっていたという、間違ったものをつくっていたということに関して、ペナルティもそう

、 、ですけれども 税金を投入されている那須の共同実験場でシンジェンタと国の行政機関が

独立行政法人の行政機関が共同研究をされていますが、こういう不祥事を犯す会社となぜ

税金を使って共同実験をするのか、非常に国民としては不可解なものを感じますので、そ

のことについてもお答えいただきたいと思います。

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございます。

この後また、意見交換の中でやっていきたいと思いますので、とりあえず今の質問につ

いて濱本管理官の方からシンジェンタの位置づけ、そしてどういうふうに作付してしまっ

たかという話。それから、シンジェンタというよりはトレ－サビリティということであれ

ば、アメリカのトウモロコシということではないかと思いますが、トレ－サビリティがで

きるのかというようなこと、それからシンジェンタに対してのペナルティがあるのかとい

うようなこと。それと、３件の陽性例についてシップバックでどういう取り扱いをしたか

というようなことについてお願いいたします。
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○濱本管理官 それでは説明させていただきます。

米国におけるまずシンジェンタ社の取り扱いということなんですけれども、この件が出

ましてからシンジェンタ社に対して、いろいろとこちらの方から質問等しております。そ

のことにつきましては、先般の農業資材審議会の方でも議論されておりますし、それから

シンジェンタ社もホームページでそういった状況を公表しておりますので、見ていただけ

ればと思っておりますが、基本的に今回の事件というのは、私どもは米国政府からお話を

聞いたというのがことの始まりでございます。その日のうちにシンジェンタ社を呼んで、

事情を聞いております。このシンジェンタ社というのは、農薬メーカーでもございますけ

れども、本社はスイスになりますが、米国においては遺伝子組換え作物の開発会社として

位置づけられておるというところでございます。決してマイナーな会社とかそういったこ

とではなくて、しっかりした会社なんですけれども、今回の事例が起こった理由の１つと

いうのは、シンジェンタ社が自分の会社で製造しているものについて、その品種の確認を

する技術を向上させていくということを行っておったところなんです。遺伝子組換えです

から、結局その品種を特定するというのは遺伝子を検査するという、そういう方法が必要

になります。ＰＣＲ法と言いますけれども。そういったもので、品種をちゃんと管理する

システムをつくり上げつつあったと。その中で違っているということがわかったというこ

とで報告が米国に対してなされたということが、事の発端であったと聞いております。こ

れが米国での、そういった間違いが起こった経過ということでございます。

詳細につきましてはホームページなり、これから食品安全委員会でも議論がなされます

ので、そういったところをごらんいただければなというふうに思っております。

１つご意見いただいたトレサビリティの状況ということなんですが、トウモロコシとい

うのは、米国におきましては日本でいうお米のような取り扱いとは違いまして、工業原料

、 。のような取り扱い つまり規格だけでコントロールされているという形になっております

したがって、Ｎｏｎ－ＧＭといったようなＩＰハンドリングされているものについては、

これは別ですけれども、そうではないトウモロコシにつきましては、どこで生産されたか

、 。 、と そういったトレサビリティが保たれているという状況ではございません したがって

餌用のトウモロコシがそれに該当するんですけれども、これについてどこの産地のもので

あるとか、そういったことを追求するというのは、ほぼ不可能であるという状況でござい

ます。シンジェンタ社は当然のことながら、種子の原種を種子会社に売って最終的にＢｔ

１０というものを作付されるという形になってしまったんですけれども、その販売先と実
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際の種子会社がどこに販売させたかとかどこで作付されたかといったことについては、必

ずしも全部把握できていないというか、なかなか把握するのが困難だというふうに聞いて

おります。

それからペナルティですが、飼料安全法の世界ではこのＢｔ１０を輸入した社に対して

。 、 、ペナルティが科されます 現在のところ このＢｔ１０飼料トウモロコシを輸入するのは

穀物の輸入業者さんということになります。実際には、大手商社がそういったことに該当

、 。してくるんですけれども そういった業者がペナルティを科されるということになります

現在のところ、このトウモロコシの物流というのはちょっと変わっておりまして、国内で

輸入されるという状況になるのはかなり後のことなんですね。つまり、船から荷おろしを

した段階ではまだ輸入という扱いになっておりませんで、保税という扱いになっておりま

す。実はトウモロコシのサンプリングというのはそこでしかできないものですから、保税

の段階でサンプリングを行っております。したがって、これはまだ飼料として輸入されて

いない状況でのサンプリングということになりまして、現在のところ飼料安全法違反とい

うことにはならないということになりまして、指導という形でトウモロコシをシップバッ

クするなり、それから焼却するなりの指導を行っているという状況でございます。

このトウモロコシの物流というのが特殊だということがあるのですけれども、このトウ

モロコシについて、もし国内で配合飼料等からこのＢｔ１０が見つかったら、この場合は

その配合飼料製造者等に責任が及ぶ。ペナルティが及ぶ。それから、それがもし使用され

ていれば、使用した農家にペナルティが及ぶという可能性はございます。ただし、行政と

してはできるだけこのＢｔ１０の問題を効率的に排除していきたいと考えておりますの

で、日本に入ってきた段階での検査及び排除が一番効率的だと考えておりまして現在のよ

うなリスク管理措置を講じているという状況でございます。

それかれ、そういって今現在３件のものが不合格になっておるところなのでございます

けれども、これについては指導という形で処理するということになります。もちろん、こ

れを飼料として使うことは飼料安全法違反、食品として使うことはもちろん食品衛生法違

反、それから生きたまま国内にもう入っておるわけですけれども、これを移動させていく

ということになりますと、カルタヘナ法に抵触してくるということになりますので、この

取り扱い方としては、できればシップバックが一番好ましいということになります。もち

ろん、焼却という手段もありますけれども、その他、具体的にどういう方法で処理してい

くかというのは、これは輸入した会社が考えるということになります。
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ペナルティのところでちょっと話すべきだったのかもしれませんけれども、こういった

ものに対する処分の経費とかについては、すべて商社がかぶるということになっておりま

す。それから、１つアンピシリンのお話をいただいたんですけれども、実はそのアンピシ

リンの話を説明したつもりになっておったんですが、４ページの下です。それの上から３

つ目のポツのところですね。Ｂｔ１０とＢｔ１１の差として、アンピシリン耐性の遺伝子

が入っているかいないかということが、ネイチャー等に記載されております。その記載が

、 、この４つ目で アンピシリンというのはいわゆる抗生物質の代表的なものでございまして

それを分解する酵素の遺伝子を含んでいるということで、Ｂｔ１０はＢｔ１１と違ってい

るというところがわかっておりますので、ここで紹介させていただきました。アンピシリ

ンという名前を明確に入れたらよかったんですけれども、ちょっとわかりづらいかなと思

って省略しました。失礼いたしました。いずれにしても、アンピシリンを分解する酵素の

遺伝子というのは機能していない。つまりたんぱく質としてはつくられていないというふ

うに、今のところ考えられております。

以上です。

○姫田消費者情報官 ３ページの話。ＦＤＡが飼料としての安全性の懸念はないというと

ころについてはいかがでしょうか。

○濱本管理官 このＢｔ１０の飼料、もしくは食品としての取り扱いということなんです

けれども、スターリンクにつきまして比較のお話をいただいたんですけれども、スターリ

ンク、これは米国において飼料としてのみ安全性が確認されたという状況になっておりま

して、食品では認められなかったというものでございます。したがって、そこのギャップ

がいろいろ問題を生じまして、食品としてもスターリンクが流れ込んだりということでア

メリカでは問題になりました。日本では、このスターリンクについては、餌としても食品

としても認められていないという状況でございます。一方Ｂｔ１０は、これは世界のどこ

ででも、食品としてもそれから飼料としても、安全性の確認はなされておりません。しか

しながら、ＦＤＡ等の見解によりますと、このＢｔ１０というものがＢｔ１１の兄弟品種

というんですか、似たようなものであるということから、ステートメントを出してござい

まして、ＦＤＡのステートメントとしてこれは基本的にはＢｔ１１と同一のたんぱく質を

生産するということから、安全性について懸念はないというのを表明しておるところでご

ざいます。したがって、米国の制度の問題もございますけれども、このＢｔ１０について

は、飼料としての利用は違法扱いにはなっておりません。
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。 、○姫田消費者情報官 よろしゅうございますか 今のご説明の３ページのところについて

アメリカのＦＤＡの見解ということでございまして、我が国はこれから食品安全委員会に

諮問したところでございまして、その中で我が国の制度としてどう考えているかというこ

とになるかと思います。

それで、シンジェンタとの共同研究とかどうするのというようなことがありましたけれ

ども、それについて技術会議の方からお答え願えますでしょうか。

○綿谷 資料１をごらんください。本日、田部井の方からは説明いたしませんでしたけれ

ども、最後のページのところに以下資料とつけておりまして、そのところに平成17年度に

おける遺伝子組換え農作物の栽培実験ということで、今年度実施する栽培実験について書

いております。この中でシンジェンタ社の種子を使うものは右側の上の農業・生物系特定

産業技術研究機構畜産草地試験場のところに記載しています、コウチュウ目害虫抵抗性ト

ウモロコシと耐熱性αアミラーゼ産生トウモロコシの種子を隔離ほ場で栽培するというも

のであります。これは、シンジェンタ社からの種子の提供を受けて栽培するものでありま

す。そういう会社と取引をしていていいのかということでございますけれども、Ｂｔ１０

は違反ですけれども、この作物自体、このもの自体はカルタヘナ法に基づいて隔離ほ場で

の栽培が認められたものということになっておりまして、これ自体は法律にかなったもの

。 、として栽培されるものであります もちろんこの中の種子にＢｔ１０が栽培されていたら

カルタヘナ法違反ということになります。

以上です。

○姫田消費者情報官 それでは、時間もだいぶ過ぎてまいりましたので、全体の意見交換

。 、 。 、に入りたいと思います どなたからでも お手を挙げて意見をお出しください それでは

。 。 。後ろのほうの方 この筋の真後ろの方 そしてこちらの方に手が挙がっておりましたよね

その順番でお願いします。マイクが行くまでちょっと手を挙げたままお願いいたします。

先、後ろの方。どうぞよろしくお願いします。

○大島 作物研究所におります大島と申します。

今日のお話の中で、生物多様性影響評価並びに食品安全性評価についてはきちんとした

システムがある。それから、独法機関を対象にしたものには栽培についての指針もあると

いうお話が紹介されたんですが、残念ながら日本では現状それ以上のものがない。一部の

自治体等においては、圧倒的にＧＭ作物の規制に傾いたものが幾つかの自治体で制定され

ているだけです。こういった状況は今後の日本における組換え体研究、もちろん今研究さ
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れているものがストレートに商業化されるとは私も思っておりませんが、これからの研究

が進んでいく状況、あるいは海外のものも含めて日本の中にＧＭ作物の栽培というものが

根付いていくためには、非常に不幸な状況だろうと考えています。

その中で今日これからお話が出るかもしれませんが、日本で欠けている栽培あるいは流

通におけるきちんとした行政としての考え方、あるいはさらにそこから進んで、ヨーロッ

パで模索されておりますような、ＧＭ作物と既存の農業形態との共存という考え方、こう

いったものについて、まだこれから十分きちんと話し合っていくべきではないかと思うの

でしょうが、いかがでしょうか。

以上です。

○姫田消費者情報官 次の方、お願いいたします。

○水原 食の安全・監視市民委員会の水原と申します。

全体的な私の意見です。遺伝子組換えの開発といいますのは、技術的に先に安全性より

。 、も食物としての流通の方が先行していたと思います 日本に食品として入ってくるときに

いきなり安全性に関しましては、実質同等だと。ここにも今日の説明にもありましたけれ

ども、その遺伝子組換え食品の安全性評価につきましては、遺伝子組換え食品の安全性は

これまで食べてきた食品と比較して同じ程度かどうかで判断するということになっており

ます。そういうことで、私たちは新規に、遺伝子を組み換えた新しい、本当に新規の食品

であるにもかかわらず、動物実験というのは系統的に行われていないということがあると

思います。その後に研究者によっていろいろ動物実験が行われた結果、いろいろアレルギ

ー性の問題とか、その動物の免疫性の問題とか個々の研究発表が行われておりますけれど

も、そういうふうな本当に真の遺伝子組換え食品の安全性についての例えば食品衛生法に

おける食品添加物とか、新規開発製品に対するいろいろ動物実験などのそういう実験はな

ぜか行われていないということがあります。それに対する消費者からの不安が、今でも存

在していると思います。

私はそういうこともありますし、今ここに書いてあります新規の第３世代のいろいろな

開発も行われておりますけれども、例えばカドミウムの吸収量の増加ということで、カド

ミウム汚染の日本の場合のイネによる吸収によって、そのイネの籾殻をイネを焼却するこ

とによってカドミウムを回収するということはありますけれども、私は水田だけではない

と思います。そういう全体的な日本における食品と、それからこういう環境対策について

は、もっと農水省だけではなくて、幅広くいろんな対策が行われなければならないと私は
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考えております。

○姫田消費者情報官 それでは、まずこのような自治体での規制などについて行われる組

換え体での研究がないのではないかということ。そして栽培、流通などについてやってい

くべきではないかということです。新本の方からお願いします。

○新本調査官 幾つかの自治体が動きがあるというお話がございました。最近ですが、北

海道においては組換え作物に関する条例が制定されまして、その目的といたしましては、

一般作物との交雑、混入の防止ということが主眼になっているということです。北海道農

業の今後の一つの方向としてそういうことを条例化したということと、あと他の県におき

ましてもガイドラインという形で栽培に関して農家に対して、周辺農家の理解をとりまし

ょうとか、そういうような幾つかのガイドラインが示されてございます。

農水省といたしまして、現在のところ遺伝子組換え農作物が農家で商業的に栽培されて

いるというのは現在ないのでございますけれども、過去、遺伝子組換えダイズを試験的に

、 、栽培したいという農家の方が申し出ていらっしゃいまして その際の我々の指導としては

まずその周辺の農家の理解をまず得てくださいと、その上で、その周辺の一般の農作物と

交雑したり混入がないような措置をとってくださいと、そういう指導をこれまでやってき

てございます。今、お尋ねのところはまさにそういうＥＵで言われているような一般作物

あるいは遺伝子組換え農作物を使った農法、そういったものが共存できるような仕組みと

いうものをＥＵ各国で検討されているということもございましたけれども、当方として、

当然ながら栽培される遺伝子組換え農作物については、今日ご説明しましたように、食品

、 、 、として あるいは飼料として あるいは環境への影響という観点から科学的に評価をして

問題のないものだけが栽培あるいは流通できるような基本的な部分があるという前提の中

で、その上でそういった今のような一般作物との関係においてどうするかという点につい

ては、まさに皆様方のご意見を聞かせていただきながら引き続き検討させていただくよう

な課題だという認識でございますので、今日はいろいろな立場の方がいらっしゃっており

ますので、この件につきましてもご意見なりお考えを頂戴できればなと思っています。よ

ろしくお願いします。

○姫田消費者情報官 それからあと、今の安全性の評価、遺伝子組換え作物の食品として

の安全性の評価の中で、在来の食品との関係ということでありましたので、西郷さんか松

本さんかどちらか、動物実験等をやるべきではないかというようなご意見だったと思いま

す。西郷さん、よろしゅうございますでしょうか。
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○西郷リスクコミュニケーション官 食品安全委員会でございます。

多分皆さんもご承知のとおりだと思いますけれども、食品安全委員会ができましてから

最初に遺伝子組換え食品の安全性を評価をするに当たって、どういう評価をするかという

、 、手順とかやり方につきまして 幾つかの中で一番最初にできましたのが遺伝子組換え食品

種子植物でできたわけで、その安全性評価基準というのをつくりました。それから、その

後いろいろ遺伝子組換えのための飼料の問題だとか、あるいは組換え微生物でできた添加

物だとか、いろいろなものがあるわけでございますけれども、それについて評価の基準を

つくって、それに基づいて評価をされているということです。

、 、ご指摘にありましたように その組み換えたものすべての安全性というものについては

１から評価するというのはなかなか難しいというのは当然というか、方法論もなかなかな

いということもあって、実際、組み換えた前の食品との違いというのを調べるということ

がベストだということはおっしゃったとおりでございます。ただ、かなり国際的に見まし

てもコ－デックスなどで議論されたものをベースとしておりますけれども、我が国のもの

、 。 、は かなり微に入り細に入りの評価基準になったということです 基準をつくるときにも

だいぶ大きな議論がございまして、いろいろご意見もいただいた末、できたわけでござい

ますが、今のところ食品としての安全性ということですね、技術としての有用性とか組み

換えていいかいけないかという話は別といたしまして、安全性につきましては、この評価

基準でやっていけば、現在のところは食品の安全性は確保できるものだと考えているとこ

ろでございます。

○姫田消費者情報官 では、ほかいらっしゃいませんでしょうか。では、そちらの方、そ

してここの真後ろの方、そしてそちらの方、そしてこちらということで、ちょっと２回目

ですよね。ちょっとお待ちください。前から、そして一番後ろの方ですね。そしてこちら

の方とこちらの方。

○和田 主婦連合会の和田です。

表示について今までも何人かの方から、非常に不備だというお話が出ました。そして、

やはりこの遺伝子がたんぱく質や何かが技術的に検出できない場合は、表示は義務付けら

れないということで、先ほどのご説明で、検出できないから義務付けるわけにはいかない

という意味のお話がありましたけれども、これはおかしいと思うんです。今、行政によっ

て義務付けられているものすべてが技術的に検出できる場合だけ義務付けているのかどう

か。例えばＪＡＳ表示における産地表示ですね。生鮮食品の産地表示。これは、必ずしも
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、 、技術的にどこの産であるかということは検出できなくても 義務付けているということが

前から何度か問題にはなりながら、やはり今まで引きずっているのではないかなというこ

とを感じます。これは質問ですからお返事をいただきたいと思います。

それから、今までは例えば除草剤耐性、あるいは害虫抵抗性というように消費者に直接

メリットがあるものでないので、消費者には受け入れられにくいから、これからは消費者

にメリットが直接わかるものということで、例えば先ほどの花粉症の緩和ということがよ

く例に出されるんですけれども、花粉症、私の周りもずいぶん苦労しています。それで本

当に、その花粉症の緩和に役立つだけのものがあるとすれば、なぜそれを薬としてとらな

いのか、なぜ遺伝子組換えという形をとるのかということです。意見として簡単に申し上

げれば、有用性、必要性、緊急性とそういうことを総合的に考えましたときに、まだ、た

かだか20年くらいの研究、生産というところで、今、私としては遺伝子組換えという技術

そのものに対しての疑問をゼロにするわけにはいかないという、これが意見です。

以上です。

○姫田消費者情報官 後ろの方、お願いいたします。

○白井 農業環境技術研究所の白井と申します。

食品安全委員会の方にお伺いしたいのですけれども、今日も「食品安全」という、こう

いうきれいなパンフレットが入って、今日はまだマシなんですけれども、一言聞いておき

たいことと意見なんですが、国民の大部分の方は、消費者の方一般、ＧＭ食品に対して不

安を持っています。これは事実です。75％から80％です。なぜそうなったかと言うと、そ

の１つに、私は食品安全委員会のプレゼンテーションというかアンケート調査のやり方が

。 、 「 」 、悪いと思うんです 大体 今日の 食品安全 のパンフレットの１つ前の号ですけれども

「以下の８つについて、あなたが感じることはどうですか」と聞いて、汚染物質、農薬、

家畜用抗生物質、有害微生物、食品添加物、遺伝子組換え食品、ＢＳＥ、いわゆる健康食

品。８つ並べて、非常に不安かやや不安か不安なしかと聞くんですね。そうすれば大体の

人は、やや不安か非常に不安に丸をつけますよ。これらはリスクの程度が違うんですね。

さっきから何回も言っているように、安全なものしか出せない、危険なＧＭをつくること

はできますけれども、そんなものは出てこないわけで、他の農薬も適正な使用をすれば大

丈夫なんですけれども、こういう８つ並べてどう思いますかと。それでその結果を国民の

みなさんはこういうふうに思っていますと、Ｏ－157やＢＳＥと並べて、その後、きちん

とした解説もせずにこういうものをぽんと出す、その神経について、西郷さんでしたか、
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お伺いしたい。

○姫田消費者情報官 そちらの方お願いします。

○石井 東京都、素人主婦の石井です。的外れでしたらお許しください。

資料の１の12ページのところに、平成17年度における遺伝子組換え農産物の栽培実験の

中に、いもち病の耐性のイネが書いてありました。確か、新潟では連続戻し交配でいもち

病耐性のコシヒカリができていたと思います。さらにＧＭＯで、いもち病耐性のイネをつ

くる訳は何ですか。

あと、例えば工業製品でしたら１万回試作して問題がないだろうとして世の中に送り出

して製品化することができます。ＧＭＯは農産物なんです。例えば収穫までの日数が短い

葉ものだって、１万回試作するために何年かかるでしょうか。農産物は工業製品ではない

こと、生きているものだということの認識を持ってください。お願いします。

以上です。

○姫田消費者情報官 そちらの方、お願いします。

○清水 有害食品追放神奈川県連絡会の清水と申します。

ただいま、国立センターでいもち病に強いイネの栽培開発が進められておりますけれど

も、それの中止を求める声が多く出されておりますのに、田植えが強行されました。とい

うことは、このような意見交換の場がありましてもどんなに消費者、生産者が反対の声を

出しましても、それはリスクコミュニケーションの場ではそういう場ではないというふう

に、最初に言われましたけれども、でもやはり多くの市民、生産者が反対しているものを

なぜ強行しなければならないのか、とても納得できません。消費者や生産者の理解も得ら

れないものを研究開発しましても、仮にイネにしましても、お米は日本人の主食ですし、

きちんとした表示がされましたらば絶対にそれは買われることはないと思います。そのよ

うに、ＧＭ食品全般的に開発されましても、きちんとした表示制度が整えれば買われるこ

とはないと思いますし、ＧＭ食品の開発が国際競争に勝つためというふうな言われ方をし

ておりますけれども、それは求める消費者がいて初めてそれが競争に勝つということにな

るわけですし、だれも求めていないものをいくら研究開発されても、それは意味のないこ

とだと思っております。ぜひ、ＧＭ開発はやめていただきたいと思います。

○姫田消費者情報官 それでは、１つは表示の話でございました。検出できないからとい

うことで、食用油脂なんかに表示義務ないけれども、生鮮食品の産地表示には科学的に検

出できないではないかということだったので、それについては表示・規格課の方から、そ
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れから、あと田部井さんの方にお願いしたいと思いますけれども、花粉症の緩和とかそう

いうことについてなぜ薬品としてつくらないかということ。そして、西郷さんの方には先

ほどの話。そして、あと綿谷さんの方でいわゆる北陸のいもち病のことと、それと全体と

しての考え方ということをお願いしたいと思います。

では表示・規格課の方からお願いします。

○足立 まずＪＡＳ法の表示制度ということですけれども、これは農林水産物資、食品な

どそういったものについて品質に関する適正な表示を行うということによって、一般消費

者の方の選択に資するということで、産地表示につきましては、その産地によって製品の

品質ですとかそういったことに差があるというようなことで、どこどこ産だから選ぶとい

うようなことがありますので、そういった観点で消費者の選択に資するということで産地

表示をしていただくよう、生鮮については義務付けられておりますし、加工食品について

も一部のものについては義務付けられております。この産地表示というのは、産地、でき

たところでの出荷なり何なりの伝票、そういったことで確認ができますので、それに基づ

いて表示をしていただいているということで、確かに同じ作物を持ってきてそれを分析し

て、どこ産かというのをすべてについて分析できるかといえばそういうことではございま

せんけれども、それとは別の方法で確認ができるものと考えておりますし、そういったこ

とに基づいてきちんと表示がなされているものと考えております。

それから、ＤＮＡとかそれによって生じたたんぱく質が存在しないものは表示義務がな

いということで、これにつきましては食用油ですとか醤油、そういったものについては、

加工工程で除去あるいは分解されて、最終製品においての存在が検出できないということ

で、組み換えられた農作物を使った場合と組み換えられていない非組換えの作物を使用し

た食品という、その製品レベルで科学的に差がないということから、合理的な取り扱いと

考えております。

○姫田消費者情報官 食用油については差がないけれどもいわゆる産地表示については当

然産地、産地間での評価というのが違ってきますし、産地の場合は帳簿によっての仕入れ

帳簿とかによって確認できるということがあるかと思っております。

そして次、田部井さん、お願いします。

○田部井室長 この花粉症の緩和する効果のあるお米よりも、なぜ薬ではなくて米なのか

ということになります。実際に、これにつきましては、実際このお米についてもいろいろ

な議論が一部であるように思いますけれども、まず我々が考えているのは、なるべく同じ
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効果があるならば安く供給したいということを考えております。実際お米１粒の中で発現

するたんぱく質を大腸菌でつくろうとすると、何十円かの金額がなるということが計算さ

れています。また、それを抽出して薬としてカプセルにする、そういう抽出、加工の工程

を入れるとさらに高価になっていきます。そういうものよりは、同じ効果があるならばよ

り安く広く利用していただきたいということで、お米でこういう効果のあるものを開発し

ていきたいと考えているところです。

○和田 今、コストの安いというお話が出ましたけれども、私は具体的に、それの具体的

な数値を出すわけにはいきませんけれども、遺伝子組換えのために今まで使ってきたお金

というのを考えたときに、本当にその薬との金額の比較というのが、私はご説明いただい

、 。た範囲内で そちらの方が安くてあがるということはちょっと納得できない面があります

具体的な数値を出すわけにはいきませんけれどもということです。

○田部井室長 実際に供給するときのコストを生産コストということになって、もしでき

たもので言えば、お米でつくって供給する方が安くなることは明らかです。ただ、そこま

でかかった開発コストを乗せるかどうかということになりますと、それはそのときになっ

てみないとわからないと言うとちょっと無責任に聞こえますけれども、当然こういう形に

なりますと民間企業の協力がなければできませんから、そこはどのくらいを要求してくる

かということはあります。ただ、基本的な遺伝子をとり、確認し、安全性評価をやってき

たこれまでのコストというのは、やはり国のプロジェクトの中でやってきて公共性のある

ものですから、そこが直ちにそのままコストとしてかかってくるとは思えません。ですか

ら、最終的に生産するときに幾らになるかということは今申し上げられませんが、少なく

とも我々が試算する限りにおいては、かなり薬として供給するよりは安くなるだろうとい

う推定のもとで開発を進めております。

○姫田消費者情報官 この件についてはかなり細かな話になりますので、また後で少し話

を伺えればと思います。

それでは、西郷さんお願いします。

○西郷リスクコミュニケーション官 食品安全委員会でございます。当方のアンケートの

とり方について、どういう神経をしているのかというご指摘をいただきました。ありがと

うございます。

一般によく言われる話でございますけれども、例えば専門家が普通、科学的に明らかに

している、現在まで明らかになっている物理的なリスクと申しますか、危なさといったも
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のと、実際の生活している方、言ってみれば消費者でございますけれども、消費者の方々

がこれは危ないのではないかと思っているものの間には、大きなギャップがあるというこ

とは、もうこれはずっと昔から現実として起こっているわけでございます。ずっと昔から

でございます。例えば、公衆衛生のお医者さんだけにアンケートをとりますと、例えばが

んになる可能性で一番危ないものは何ですかと言うと、普通の食事というお答えが返って

くるわけであります。添加物などは、抗酸化剤だとかそういったものが、もしかするとが

んを抑制している可能性もあるかもしれないということをおっしゃる方もいらっしゃいま

す。

ただ、一方、消費者の感情からすれば、添加物とか農薬とか、今おっしゃいましたＧＭ

Ｏも含むかもしれませんけれども、伝統的に何となくうさん臭くて薄気味悪いというふう

なことがあって、その間のギャップの大きさといったものについてどうやって埋めていっ

たらいいのだろうかといったことが、逆に言うと専門家の方も、なぜそれが説明がこうも

うまくいかないのだろうかというところを考えていただく上で参考とするために、そうい

ったいろいろなリスクを比べてみて、どういうふうに思っているかという調査をたびたび

食品安全委員会も行っています。その一端をお示ししたところ、それだけで説明もなくど

んと出すと、ますますかえってそのギャップを広げてしまうのではないかというご指摘だ

と思うのです。そこで、リスクコミュニケーションの重要性というのを私ども認識してお

りまして、科学者がどう考えている、消費者がどう感じているといったことについて考え

ていく糸口となればいいなといったことで、たびたび同じようなアンケートをいろいろな

バックグラウンドを持った方に何回も何回も行って、その変化についてリスクコミュニケ

ーションの参考にしていっているところでございます。説明からするとそういうことでご

ざいまして、どういう神経をしているのかといわれるとちょっと困るのですけれども、何

の説明もなく乗っかったという、要するにプレゼンテーションの方法が悪いというご指摘

はもしかしたらそのとおりかもしれませんので、今後考えたいと思います。どうもありが

とうございました。

○姫田消費者情報官 やはり私ども、食品安全委員会、厚生労働省、今日は環境省もです

けれども、そして農林水産省でリスクコミュニケーションをいろいろいろなリスクについ

て百数十回にわたって２年間にやっております。実は遺伝子組換えについては、食品安全

委員会はやったことがあるのですけれども、３省であるいは４省でやったことというのは

今回、リスコミを始めて２年間経って、３年目には入らないでおこうなということで６月
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の末にやったわけなんですけれども、私の今日の感じでございますが、ほかのリスクと比

べて、かなり消費者の方もそして開発をされている方も、それぞれの方向からやっぱり認

識の差がまだ大きいなという感じがしております。ＢＳＥですとか残留農薬とかというも

のよりも、その双方の認識のギャップが非常に大きいなと考えております。まだまだ私ど

も、これからしっかりとリスクコミュニケーションしながら、その認識のギャップをどう

埋めていくかということが大きな課題ではないかなと思っておりまして、特にこの遺伝子

組換えについては、そういうリスクコミュニケーションを積極的にやっていくということ

が重要なのではないかなと思っております。

そして、次、綿谷さんの方からお願いします。

○綿谷 北陸センターのことについてお話いたします。まず、いもち病に強いものはもう

既にあるのだから、改めて遺伝子組換え技術を使って新しいものを開発する必要などない

ではないかというお話でありますけれども、ここでもう少し、12ページの資料をもう一度

ごらんください。ここに、いもち病及び白葉枯病抵抗性イネと書いてあります。今、開発

しようとしているものはいもち病だけではなくて、白葉枯病にも強いものなんです。要す

るに抗菌性たんぱくというのを入れて、細菌にもカビにも抵抗性のある植物を開発しよう

というところであります。これは従来の育種方法では開発されていないものでした。

それから、いもち病に強いものはもうあるではないかというお話もありますが、いもち

病に今どういうふうな抵抗性を与えているかと言いますと、いもち病自身には幾つかの種

類、レースがあります。それぞれのレースに強いコシヒカリがあるわけです。それぞれの

レースに強いものを、ブレンドして全体として強いものを抵抗性のあるものとしてつくっ

ているというのが、今のいもち病の抵抗性の対策です。ですから、今回のものはそういう

ブレンドの必要もありませんので、そういう点においても新しい技術ということでありま

す。

こういうことを、こういう遺伝子組換えの技術については安全性を確認しながらやって

いくということは言うまでもありませんし、またいろいろな情報提供をきちんとしながら

実験の内容についてご説明していくことが重要だと我々は考えています。ですから、先ほ

ど田部井の方からも説明ありましたように、私どもでは栽培実験指針というのを定めまし

て、そこにおいて実験を始める前には説明会をきちんとやりましょうと。説明会において

実験の内容をきちんと説明しましょうということをやってきております。北陸研究センタ

ーにおいても、この実験指針に基づきまして説明会を開催しているところであります。現
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地説明会の中では、参加者の中からは、もちろん風評被害を懸念する声があったというこ

とも聞いておりますけれども、やはり風評被害の防止とかそういうものに対しては、やっ

ぱりきちんとした情報公開が一番重要なのではないかというふうに考えております。私ど

もとしては、引き続き情報提供とか実験ほ場の公開などを積極的にすることによって、わ

かりやすい説明とか情報公開を行いながら研究を進めていきたいと考えているところで

す。

○姫田消費者情報官 それでは時間も、予定の時間を過ぎております。それでは、最後に

今これだけ言って帰らないといけないわと思っておられる方、お手を挙げいただいたらそ

れで終わりにしたいと思いますが、ほかございませんか。では２回目ですがそちらの方、

それでほか、ございませんでしょうか。なければ……では、今お手を挙げたお三方で、で

すから最初に挙げられた方と、そちら２人とそちらの男性の方、４人の方でおしまいにし

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○飛田 お時間、いただきましてありがとうございます。東京都地域婦人団体連盟の飛田

でございます。

先ほどの質問に対する答えの中で、私びっくりいたしましたのは、ペナルティはという

こと。シンジェンタ社に対するペナルティはというつもりで聞きましたんですが、国内の

輸入業者のところで話が止まってしまいました。しかも、実験をする相手にシンジェンタ

社が選ばれているということを見て２度びっくりということでございまして、そのように

管理がしっかりできないようなところと国の予算を使って研究を進めることの危険性。ま

、 。た特定の意図を持って日本に進出して来られているわけですので 十分な注意が必要です

第３にバイオについての、例えば代替エネルギーへの活用なんかにつきましても十分慎重

、 。 、にしませんと そういうものを使って我が国の自動車がすぐに動かせるのかどうか また

それが非常に環境にとっていいものかどうか。今回、環境省の方がお見えになっておられ

て、そういう意味では、こういう問題についてはエネルギー全体の問題として、新エネル

ギーのあり方の問題としてじっくり考えなければいけないと私は思います。そういう点で

はこれからも議論を重ねていく必要があると思っておりまして、環境省の方がお見えにな

られたり、また経済産業省の方がお見えになられたり、そのテーマによっていろいろな方

がお見えになるのが適切ではないかと思います。

また、ペナルティに関してはしっかりと原因を起こしたところについて、当該事業者に

ついてのペナルティを考えるべきだろうと私は思っております。その辺をしっかり見極め
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ませんと大変な問題を残すと思います。研究相手もじっくりと選ばれ、また急がないこと

が必要だろうと思っております。

○姫田消費者情報官 それでは、次、そちらの方。

○阿部 私は食料品消費モニターです。阿部と申しますけれども、皆さんの貴重な意見を

いろいろお伺いしながら聞いていたところです。やはりこういう研究と、実験と行動が行

われているにはそれなりの理由があってのことで、農水省やあるいは厚生労働省やそれ以

外の関係の機関の方もやっていらっしゃると思うんですよね。一方で、消費者の方、それ

以外の方もいらっしゃいますけれども、その方々にもやはり遺伝子作物のことについての

不安、心配があるというのが現状だろうと思うんですね。

しかし、この研究がなされて恐らく数年を経過していると思うんですが、それなりの成

果もまた、まだまだ一部かもしれませんが、挙げつつあると思うんです。だから、メリッ

トも多分にあるのではないかなと、私はそんな感じもしているところなんです。一方でま

た、消費者の方がおっしゃるようなデメリットもあるのだなと思っております。

だからその中で、どうしたらこの問題の解決というか、要はどなたかがおっしゃってい

たように、日本における食糧問題、いや世界的なことかもしれませんが、食糧問題をいか

にして今後、自給体制を整えるような形で進めていくかというところに基本的なところが

あると思うので、だから否定もできないのではないかという感じを私は持っているところ

。 、 、 、なんです だから 消費者の意見を貴重な批判なども含めて それも検討対象にしながら

やっぱり進めるべきは進めていくというのが要点ではないかというように思うんですね。

ただし、反省すべき点があればそれは反省するということで、それは謙虚に国民の意見に

耳を傾けながら、今までやってきた成果をなおかつ発展させるような形でやっていくとい

うのが、農水省なり厚生省なり、関係の機関の方々のやる姿勢としては１つの方向ではな

いかなというふうに私は考えているところです。

一応、そういう私なりの見解も含めて、大いに皆さん研究して、よりよきものも開発し

てもらえればいいのかなと思います。何といっても、食糧問題の解決というのはやらなけ

ればならない課題なので、大事なポイントですから。

○姫田消費者情報官 ありがとうございました。

それではそちらのお二方、お願いします。順番に。

○参加者 先ほどのＢｔ１０、殺虫性トウモロコシの件なんですけれども、ＥＵではその

Ｂｔ１０が入ってない証明書がなければ輸入しないという措置をしたのに対して、日本と
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してはすぐアメリカの言うがままに説明をしながら、そして今日またこのような説明をい

ただいたことに対して、大変失望しております。今日外国のプレスの方がいらっしゃらな

くて本当によかったと思っています。未承認のものが日本に入ってくる可能性がある、実

際にもう水際で検出されているという事態でも、そういった未承認のものに対してのペナ

ルティというものは輸入商社任せというようなことでは、決してリスク管理というものは

できないのではないかと思います。

それから、私たち消費者は安全性の面から食べたくないということから、表示の問題や

安全性評価に動物実験がされていないという問題について指摘してきましたし、今、それ

以上に環境に対するＧＭの汚染が広がっていることに対して、各地での条例で定めなけれ

ばいけない運動ですとか、そういった監視のネットワークも市民レベルでどんどんできて

いるわけです。そういった市民の感覚と、それからまた研究者の方の感覚とのあまりの落

差に大変驚きまして、こういう機会をもっともっと設けていただくべきだと感じておりま

す。それからＧＭとそれから私たちが望む農業というものの共存というものは、この日本

においてはあり得ないというふうに私たちは考えております。そして、私たちの中ではＧ

ＭをフリーゾーンということでＧＭをつくらない、食べない、つくらせないという運動が

広がっていることを、ぜひ全国の皆さんに知っていただきたいと思います。

以上です。

○姫田消費者情報官 どうぞ。

○参加者 一言だけです。資料１の11ページに遺伝子組換えだからこそというところを見

まして、私は世界の食料、環境問題の解決に寄与というところ、これについて私は一言申

し上げたいと思います。これは、まさに多国籍企業のその遺伝子組換え食品で世界戦略を

持っている企業が言っていることと同じだと思うんですね。私は日本の政府にこういうこ

とを言ってほしくないと思います。環境問題の解決に貢献と言いますけれども、なぜカル

タヘナ議定書ができたかということも私は関連して、今私どもは考えなければいけない。

私はやはり核問題、核抑制の問題が今世界的に問題になっておりますけれども、私は多分

遺伝子組換えのこの技術の開発も、恐らく遺伝子の汚染、それから生態汚染によって、将

。 、来的にはやはりこの核と同じような問題になっていくのではないかと思います 私は即刻

やめるべきだというふうに考えております。

○姫田消費者情報官 どうもありがとうございます。

それでは、ほとんど今、意見だったのであれですけれども、まず先ほどから飛田さんか
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ら２回出ましたペナルティについて、ちょっとシンジェンタについて、濱本管理官からお

願いします。

○濱本管理官 ペナルティについて、ちょっと言葉足らずのところもあったり、それから

ちょっと、私がしゃべっていいかどうかという問題もあったりして迷っておったところな

んですが、ペナルティそのものについては、まずシンジェンタは米国内で無許可作付を行

ったという点でペナルティを受けております。それから国内での飼料安全法に基づくトウ

モロコシを、輸入した場合はもちろんペナルティなんですが、現在、6,000トン、正確に

言いますと、6,552トンのＢｔ１０の混入したトウモロコシがあって、それを廃棄しなけ

ればいけないということで、これは輸入商社が負担して行うということになります。これ

は経済的なペナルティということにもなろうかと思いますが、現実にはこれは民間同士の

話し合いで私どもの方で関知するところではございませんけれども、そういった部分の処

理費についてはもちろんシンジェンタも関与しているということでございまして、開発業

者が全くペナルティを受けていないということではないということは一言、付言させてい

ただきたいなと思っております。

それからもう１人お話があって、ＥＵのお話をご紹介いただいた方がいらっしゃったか

と思います。ＥＵの方ではＢｔ１０については検査して、合格したものしか入れないとい

うようなことを行っているということでございます。ＥＵが現在アメリカから入れている

のは、コーングルテンフィード、つまりコーンスターチをとった後の糟を飼料利用するた

めにアメリカから入れておりまして、年間300万トンほどしか入れていないんですけれど

も、トウモロコシはほぼゼロと見なしていいぐらいの量しか入っていないということでご

ざいまして、日本とはだいぶ事情が違うということです。日本は米国のトウモロコシに頼

りきっている状況ということでございまして、とれるリスク管理措置の内容も変わってく

るということでございます。ＥＵの方は、基本的にはＥＵのステートメントではＢｔ１０

が家畜や消費者に危害を及ぼすことはないと判断しておりますけれども、やはりデータ的

にまだ不確実な部分が残るから、ゼロトレランスということで、全部検査してＥＵの方に

陽性のものは持ち込ませないという手段をとっておるところでございます。

今日、説明させていただきました内容になるんですけれども、我が国の方は米国のトウ

モロコシに頼り切っているという現状もございまして、不確実性をまず減らして食品安全

委員会でのリスクコミュニケーションに基づいて、さらにリスクの程度に応じたリスク管

理措置を行うということで対処していきたいということを説明させていただいたところで
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ございます。その具体的な案として、混入基準というのを提案させていただいておるとこ

ろでございます。これについては今後とも食品安全委員会なり、それから農業資材審議会

、 、での議論も経ますけれども 皆様ともリスクコミュニケーションをさせていただきたいと

こういうふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。

○姫田消費者情報官 あと、ご意見の中にある程度是認されている方、あるいは反対され

ている方からのいずれからも、いわゆる消費者の感覚と研究者の感覚とかなり差があるで

はないかと。遺伝子組換えだからこそというようなことでこういうことを書かれているの

はおかしいではないかというようなことがありました。その辺についての考え方を、どち

らがいいですか。綿谷さん、お願いします。

○綿谷 遺伝子組換えのことについての研究者と消費者の間での認識のギャップがあるの

ではないかというご指摘は、我々もそこを埋めていかないといけないというふうに認識し

ているところです。その際重要だと思っているのは、まずやはり遺伝子組換えが持ってい

るこの技術の可能性について、正しく認識してもらうことが必要だというふうに思ってい

ます。

２番目として、やはりきちんと安全性評価が行われているという制度もあるということ

も理解していただく必要があると思います。

さらに、やはり一番重要なのは、やっぱり新しい技術なので、それぞれの個々開発され

ているものについて、また個々行われていることについてもきちんと話し合いというか、

コミュニケーションをとっていくということが重要だと思っています。そういう活動を我

々もやっていかないといけないと思っていますし、また各研究所においてもやるように指

導しているところですし、今やっているところであります。引き続きそういう形でやって

いきたいと思っております。

○姫田消費者情報官 今、先ほどモニターの方からもお話ございましたけれども、やはり

まず、消費者の方々、今のいわゆる遺伝子組換えについてのきちんとした情報を皆さん方

に知っていただくということは重要なことだと思っています。そして、ただ一方で、今、

綿谷の方からもお話しましたように、新しい技術ですので、消費者の方々が安全だといっ

ても不安感を持たれるということは非常に当然のことだろうと思っております。そのいわ

ゆる不安感について、それについて一つ一つ科学的に安全なんだからとか、あるいは先進

的な技術なんだからとかいうことだけではなくて、それぞれの不安感について一つ一つし

っかりと耳を傾け、そしてちょうどモニターの方もおっしゃっていましたけれども、反省
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すべき点は反省して進めていくということが大事なのではないかなと思っています。

私ども、リスクコミュニケーションの担当者としても、これからの遺伝子組換えについ

てもっと積極的にしっかりとやっていかないといけないと考えておりますし、なかなか関

係省庁が多いものですから、セッティングに時間がかかるということもございますが、で

きるだけ積極的にやってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

では参事官一言、お願いします。

○伊地知参事官 長時間ご苦労さまでございました。

この遺伝子組換えの食品につきましては、世界的にもいろいろな意見があります。これ

について国際的により安全性を高めていこうという努力をしております。今日、こういう

コミュニケーションでいろいろな考え方があるということはわかりました。それぞれの立

場でよりよいものにしていくという努力が必要であろうと思います。我々も努力してまい

りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

本日は、長時間どうもありがとうございました。

○姫田消費者情報官 本日は、お忙しいところどうもありがとうございました。

ぜひお手元のアンケートにご記入の上、お帰り願いたいと思います。また、傘などをお

忘れにならないように、よろしくお願いいたします。

午後 ４時４９分 閉会


