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体細胞クローン家畜由来食品に関する説明会 議事録 

（１）開催日 平成２０年５月２３日（金） 

（２）場所  天満研修センター３０５ホール 

（３）出席者 説明者：熊谷 進、渡邊伸也、鈴木章記 

       パネリスト：玉川 淳、櫻谷満一、菅谷公平、石川清康 

       コーディネーター：牛尾光宏 

       司会進行：北村洋子 

（４）議題  第１部 情報提供 

       「体細胞クローン家畜に関する我が国及び諸外国の状況について」 

       第２部 意見交換 

（５）議事内容 

午後１時００分 開会 

○司会（北村） 

 本日は皆様お忙しい中ご参加いただきましてどうもありがとうございます。 

 ただ今から体細胞クローン家畜由来食品に関する説明会を開催いたします。 

 私は本日の司会役を務めさせていただきます厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報

課の北村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 体細胞クローン家畜由来食品の安全性につきましては、国内外におきまして研究や評価

が行われてきておりまして、食品安全委員会における安全性評価に必要な知見が蓄積され、

関係文献等の収集が終了しましたことから、厚生労働省が平成20年４月１日に食品安全委

員会に対しまして食品健康影響評価を依頼いたしました。 

 本日は、皆様方に体細胞クローン家畜由来食品について説明を行いますため、このよう

な場を設けさせていただきました。内容は、我が国におけます開発の現状や安全性評価に

関する調査研究などについて情報提供するとともに、食品健康影響評価の依頼の趣旨など

について説明し、その後、会場の皆様との意見交換を行いたいと考えてございます。 

 まず初めに配布資料の確認をさせていただきます。本日の配布資料といたしまして、ま

ず議事次第、その次に座席表、資料１としまして「体細胞クローン技術を用いた家畜に由

来する食品について」というパワーポイントの資料になります。資料２といたしまして、

「我が国における体細胞クローン家畜の研究開発の現状について」、こちらも講演資料に

なります。資料３といたしまして、「クローン牛の食品としての安全性の研究」、こちら
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も講演資料となります。大変申しわけないですけれども、こちらの資料の１枚目のほうに

少し誤植がございまして、受付のほうで１枚別途お渡ししてございますので、こちらのほ

うに差し替えをお願いいたします。平成11年度中間報告書のところが「厚生労働科学研究

費補助金研究事業」となってございますが、「厚生科学特別研究事業」というのが正しい

ものでございます。申しわけございません。 

 次に、参考資料１としまして「食品健康影響評価について」という資料です。参考資料

２「体細胞クローン家畜由来食品に関するＱ＆Ａ」、厚生労働省が出したものでございま

す。次、参考資料３「クローン牛について知っていますか？早わかりＱ＆Ａ集」。参考資

料４「家畜クローン研究の現状について」。参考資料５「用語集」。以上となってござい

ます。資料に不足等ございましたら挙手いただきまして、お近くの係の者にお知らせくだ

さい。意見交換会の中でお気づきになった場合も係の者にお知らせくださいますようよろ

しくお願いいたします。資料の不足等ございませんでしょうか。 

 また、今後の参考にさせていただくためにアンケート用紙を同封してございます。今後

の意見交換会をよりよいものにできるよう皆様のご意見を伺うものでございますので、お

帰りの際には出口付近で回収させていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 続きまして、簡単に本日の進行について説明いたします。第１部におきましては、体細

胞クローン家畜に関する我が国及び諸外国の状況について情報提供させていただきます。

最初に、「体細胞クローン技術を用いた家畜に由来する食品について」ということで、食

品安全委員会への食品健康影響評価の諮問とその趣旨や、欧米での安全性評価について、

厚生労働省食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室の鈴木専門官から説明いたします。

次に、「我が国における体細胞クローン家畜の研究開発の現状について」、独立行政法人

農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所の渡邊上席研究員から説明いたします。

続きまして、「クローン牛の食品としての安全性の研究（厚生労働科学研究平成11年度～

平成14年度）」につきまして、東京大学の熊谷教授よりご説明いたします。第１部の終了

は午後14時40分ごろを予定してございます。その後、10分程度の休憩を挟みまして、第２

部といたしまして会場との意見交換を行い、午後４時の終了を予定してございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 なお、テレビ等の取材も入ってございますので、映像が流れる場合がございますので、

ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。万が一差し支えがある場合にはスタ

ッフのほうにお申し出くださいますようよろしくお願いいたします。 
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 それでは、厚生労働省の鈴木専門官より体細胞クローン技術を用いた家畜に由来する食

品について説明いたします。 

 

○鈴木専門官 

 こんにちは。厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室の鈴木

と申します。長い名前で大変恐縮でございます。 

 今日は、私のほうからお話させていただくのは、先ほどもお話がありましたとおり、食

品安全委員会に健康影響評価の依頼をしました。その中身とその趣旨、そして海外の状況

とかもその趣旨の中ございますので、そのお話をさせていただこうかと思います。できる

だけ分かりやすく話すように心がけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今日のお話、あるいはここに来られているというとき、皆さん、私ども役所の人間はこ

ういう健康影響評価をお願いしましたと、諮問と言っておりますけれども、これは、私た

ちは自分たちでしているから分かるのですが、恐らく皆さんの目についたものといいます

と、役所の何かを見たのではなくて、今日も報道の方来ておりますけれども、ウェブニュ

ースですとか、新聞ですとか、そういったところでこういったここに書いてあるような文

字ですね、これが目についたのかなと思います。それで、このことが起こったのがいつか

と申し上げますと４月１日でございます。４月１日に私どもが健康影響評価の依頼という

ものをしまして、多くの方は恐らく２日の朝刊でこのようなものを目にされたのではない

かと思います。 

 そのとき恐らく皆さんはいろいろ考えたのかなと思います。私も簡単に３つ考えてみま

した。何だろうねと思った方々、それから「うん」と一生懸命考えてみた方、中には以前

からこういう問題非常に詳しい方々、「お、とうとう来たか」とか、「あ、このことだ」

と思った方々いると思います。あるいは、私どもも今日お話するときに、できれば皆さん

がこっちのほうに流れていっていただけるように私のお話が行けばなと考えております。 

 新聞のほうの話に戻しますが、新聞にああいう見出しが出たというのは、もとは何かと

いうと、犯人はこれです。この紙が諮問をするときにお願いする紙です。ちょっと解説を

すると、ここに食品安全委員会委員長見上先生のお名前が書いてあります。こちらに厚生

労働省の舛添大臣のお名前が書いてあります。要は舛添大臣から見上先生へお願いをしま

した。食品健康影響評価のお願いをしました。その中身は何かというのはここなのです。

それをちょっと大きい字で書きました。「体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び
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豚並びにそれらの後代に由来する食品の安全性について」ということです。この言葉いか

がでしょうか。日本語にあって日本語にあらずというような表現と思われる方も非常に多

いと思います。私も普通の日本語として見たときにはなかなか難しいなと。技術的な言葉

等々あると思います。ですので、今日は後ほど、こちらが最初に何をお願いしたのかが分

からなければ皆様方も今日のお話全く分からなくなってしまいます。ですので、その解説

をさせていただこうかと思います。 

 そのお話の中身でございます。メニューといたしましては、諮問事項、今お話いたしま

した項目についてできるだけ分かりやすく説明したいと思っております。そして、当然こ

の諮問、健康影響評価をお願いしたということですけれども、このお願いをしたのには理

由があると。じゃ、理由は何なのだろうということの諮問の趣旨というものでございます。

欧米での健康影響評価だとか、それから本日、私の後に渡邊先生、それから熊谷先生のほ

うから詳細なお話ございますが、日本での研究結果というものがございます。それから、

体細胞クローン牛、それからそれらの後代についての欧米での状況、それから日本では今

のどうなのかなというような構成で今日はお話をさせていただこうと思っております。 

 すみません、最初にこのスライドを出させていただいております。このスライド、お分

かりの方がほとんどではないかと思いますが、説明をさせてください。こちらにリスク管

理機関、リスク評価機関ということの２つが書いてあります。リスク管理って何かという

と、ほとんどご存じの方には大変恐縮ですけど、規制をしたりするような役所、私のいる

厚生労働省ですとか、本日出席していただいている農林水産省というようなところ、法律

でいろいろな決まり事をやって、ルールをつくって、危ないこととか変なことが起こらな

いようにするというような役所でございます。それから、食品安全委員会、これは東京の

ほうにございますが、内閣府というところにございます。こちらの委員会が何をやるかと

申しますと、科学的根拠に基づいて健康影響評価を中立な立場、いわゆる政治的な力とか

そういうのではなくて、科学の根拠に基づいて結果を評価していこうという機関でござい

ます。この機関に対して、先ほど１枚の紙をお見せいたしましたけども、リスク管理機関、

厚生労働省や農林水産省が食品に関しての健康影響評価をお願いする、これが諮問でござ

います。それについて、いろいろな文献を見たり、先生方の知恵を絞って報告書ができて

まいります。その報告書ができてきて返ってくるとき報告書というものが返ってまいりま

す。このような関係がございます。何を説明したかったかと申しますと、諮問、諮問と私

がずっと言っている言葉、これが一般ではなかなかなじみのないところなのかなと思いま
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したので、ご説明をさしあげた次第です。 

 それから、もう一つ大事なものがございます。リスクコミュニケーションです。こうい

った情報とか、あるいは意見を交換していく、本日の場なんかもそうだと思います。こう

いったことをやるような場がリスクコミュニケーションの場。本日の機会というのはこの

ような形になりますので、積極的に情報を私どもからとって意見などいただければと考え

ております。 

 それでは、諮問の中身についてということのお話をさせていただこうと思います。何を

諮問したのかなと一番上に書いてございますが、もう何度も今日大事なことなので申し上

げることになると思います。体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれ

らの後代に由来する食品の安全性についてというものです。これ、一番初め日本語でちょ

っと見ていくと、「体細胞クローン技術」って言葉まず難しいなと思います。その後追い

かけていきますと、「用いて産出された牛及び豚」、そこの技術を使って牛、豚というの

ができたのかなと、生まれてきたのかなというようなことが何となく分かるかと思います。

「並びに」の後に「それらの後代」、後代という言葉もなじみが余りないかなと、分から

ない言葉になってしまうのかと。それから、「に由来する食品」、こういった言葉、この

３つですね。「体細胞クローン技術」と「後代」とか「由来する食品」、これについて、

まずちょっとこの事項を理解していただくために説明をしたいと思います。 

 ちなみに、この体細胞クローンを用いて産出された牛というのは体細胞クローン牛と呼

ぶとすれば、こちらの写真にある牛たちは体細胞クローン牛ということです。畜産草地研

究所、本日いらっしゃっている渡邊先生のいらっしゃる研究所のほうにいる牛でございま

す。それから、その体細胞クローン牛が産んだ牛がこの後代牛ということになるのですけ

れども、それが、写真が、私どもが素人で撮ったものなので見づらくて大変恐縮ですが、

後代牛、ぱっと見ると普通の牛かなというような写真が並んでいるというものでございま

す。 

 分からない言葉ということで先ほど私が３つ言った中の１つ目、体細胞クローン技術と

いうものをまず説明したいと思います。ちょっと体細胞クローン技術というものを３つに

またさらに分けてみました。まず１つ目を体細胞、２つ目をクローン、そして３つ目を技

術といたしました。 

 体細胞って、じゃ、まず何なのかなと考えてみたいと思います。体細胞、分かったよう

な分からない表現なのかなと思います。これは人間とか生き物の体というものを考えたと
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きに、生物とかの世界では体細胞と生殖細胞という２つに分かれるという考え方をしてお

ります。そして、体細胞というものは体の筋肉ですとか皮膚ですとかそういったところに

ある細胞。生殖細胞というのは卵子とか精子とかいわゆる生殖をするときに活躍していく

細胞。何が大きく違うのかと申し上げますと、生殖細胞というのは、過去のかなり古い記

憶のことになってしまうと思いますが、中学、高校の頃の記憶をちょっと引き戻してもら

いますと、いろいろと発生する過程の授業というものを受けたことが皆さんおありだと思

います。そのときに、精子と卵子がまず出会うと。出会った後に受精ということをする。

受精をした後に細胞がどんどん殖えていくというようなこと何となく思い出していただけ

ませんでしょうか。思い出していただいたその雰囲気です。細胞がどんどん自ら殖えてい

きます。そういった働きがあるものを生殖細胞だと思ってください。それ以外のものを体

細胞だと思ってください。具体的にいうと皮膚とか筋肉、こういったところの細胞。つま

り、皮膚とか筋肉とかもいろいろ体にありますけれども、そういった自分から勝手に新し

いものに変わっていったりすることのない細胞を使うということで体細胞クローン技術の

体細胞というのがあります。 

 それから、クローンという言葉です。クローン、おそらく言葉だけではアニメだとかＳ

Ｆ映画でクローンとかという言葉は聞いたことあると思います。でも、じゃ、その意味は

というと、私も実はこういう仕事についてなければ知らなかったかなというような形でご

ざいます。クローンって何かというと、ここに書いてあるとおり、遺伝的に同一の固体を

つくり出すものというものです。遺伝的に同一の固体をつくるってどういうことかなとい

いますと、皆さんまたちょっと記憶の彼方をたどってください。遺伝子という言葉はご存

じでしょうか。いろんな人間の基本となる情報が細胞の奥底、核の中に潜んでいて、その

情報をもとにしてタンパク質というのをつくっていくわけですね。その命令をするための

プログラムがあるわけです。これ非常に膨大な量の情報なのですけれども、この情報を全

く同じ形で同じものをつくるというものがクローンというものです。全く同じでというと、

なかなかこれ実は、言うは易し、成すは難しというものです。遺伝の情報はたくさんござ

いますので、１つでも違うとこれは同じということにならなくなってしまいます。ですの

で、後ほど説明いたしますが、この体細胞クローン技術では、安直といいますか、既にあ

る、全く同じにしたい物の情報をそのまま使って新しく生命体をつくっていくというもの

でございます。それはちょっと、ここで説明するとまた長くなってしまいますので、後ほ

ど説明させていただきます。そういったクローン、遺伝的に同一の固体をつくり出すもの、
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こういうものをつくると。 

 技術でございます。技術という言葉、非常に親しみやすいのかなと思いますけれども、

ここではこのように考えてください。家畜を繁殖する技術というふうにお考えください。

何で私がここで家畜を繁殖する技術ということをあえて申し上げるかといいますと、人と

家畜とで違うところは、家畜というものは、実は、最終的には健康に育っても、と畜場に

行ってと殺されて肉になるとか、そういった形で我々の口の中に入ってくる飲食物、食品

というものになってまいります。そういった経緯をたどるわけですが、そのためにいろい

ろと家畜を有効に殖やすための技術というのが繁殖技術というものです。繁殖技術という

と聞こえが真新しく聞こえますが、身近な言葉でいいますと人工授精、この前に家畜人工

授精とか、そういう言葉になって、人間等で使っている言葉と同じような形の技術が実は

あるというものでございます。 

 それで、今諮問した事項というものを簡単に言いましたが、ちょっと皆さん考えてみま

せんか。２つの図、私用意させていただきました。ちょっと見づらくて恐縮ですが、じっ

と見てください。じっと見るにも頭の中ちょっと働かせて、何か右と左違うかなと思いな

がら、あるいは何が違うのかなということを考えていただければなと思います。２つ違う

ことをちょっと私は言いたいのです。２つです。２つちょっと一生懸命思い起こしていた

だければと思います。ヒントといたしましては、ちなみにヒントの前に言いますと、こち

らは何か見慣れた図ではないでしょうか、皆さん。お父さんとお母さん、そして何か混ざ

ってくるというような感じ。こちら、親御さんが１人でなぜか同じものがあると。今私、

答え実は言ってしまいました。２点というのは、実は、１つ目はこちら、これがクローン

の技術なのですが、親御さんと同じものが３つ、うりふたつと言いますけれども、こうい

うものができ上がってくる、こういう技術。何かここ同じで、何かすごくおもしろいとい

うか、不思議に感じたりするのではないでしょうか。もう１個違うところを感じるのは、

やっぱりクローン技術のほうです。普通やはり私たちは、こうやって子牛が生まれるとし

たら、お父さんお母さんいるのかなと思いますが、こちら親となっております。親となっ

ておりまして、それが３つ出てくるというような形でございます。この後ちょっとその辺

の解説をしていきますけれども、簡単に申し上げると、実はここの親の遺伝の情報、核を

用いてこの子供たちをつくっております。ですので、同じものができるということが体細

胞クローン技術の中身となっております。 

 ちょっと繁殖という技術のことを触れながら、この一般的な生殖をちょっと説明させて
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いただきたいと思います。これ非常に見慣れている形だと思います。お父さんとお母さん

がいて、専門的な方から言いますと乳牛と肉牛みたいな形になっているのはこういう形に

なるのかと言われてしまうかもしれませんけれども、あえて分かりやすくしたものでござ

います。この白に黒のまだらがある牛と茶色の牛で生殖があると、精子と卵子が出会いま

したということになりますと、精子と卵子の情報が半分半分伝わってまいります。そうし

ますと、こちらにはお父さんとお母さんの情報が２つ混ざったもの、こちらもお父さんと

お母さん、こちらまだらございませんので、混ざったもの、非常にお父さんとお母さんと

似たものができ上がる。似たものなのです。同一なものではないのです。こういった生殖

を有性生殖といいます。後ほどまたこれ説明いたします。 

 こういう有性生殖、有性生殖というのは精子と卵子が出会うという大事な場面がござい

ます。ポイントはここなのです。この繁殖技術というのは今実は日本中でほとんどの牛に

対して行われているということです。この繁殖技術というものは、先ほど申し上げました

ように、牛というものは最終的にタンパクとかを提供する大事な生き物ということでござ

いますので、非常に有効に優秀なものとかをつくっていこうということで、日本の場合に

はお父さんとお母さんが出会って、精子と卵子が出会ってという手続ではなく、繁殖技術

を使って繁殖することが多いと。そういった繁殖技術については、ご参考までですけれど

も、家畜改良増殖法というのが農林水産省の所管でございまして、こういった家畜という

言葉になりますけれども、後ろの言葉だけ見ると人工授精ですとか受精卵移植ですとか体

内受精卵移植、体外受精卵移植というような形で、ちょっと聞き慣れた言葉ですけれども、

受精させる、要は精子と卵子が出会ったものをお母さんのおなかに戻してあげて産ませて

あげるというような技術、こういった繁殖技術が法的に整備されて行われているという状

況です。 

 クローンは、じゃ、どういう技術なのかなと。先ほど言いましたとおり、この親から細

胞をとってまいりまして、核というものの中に遺伝情報がございます。それをこの子供た

ちが受け継ぐ、そのまま受け継ぐという技術です。非常に不思議に感じると思いますが、

その辺はこの後説明します。 

 このクローン技術というのはどういうことで大事なのかなということを考えますと、こ

ういうことが、こういった今日資料でつけておりますＱ＆Ａ集等々に書いてございます。

例えば、お乳の出がいいもので、家畜の場合えさをあげますけども、えさが少なくてもい

いものが育つようなものをつくったり、肉がいいものを、そういった飼料効率というのは
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えさが少なくても育つとか、そういったようなものができたときに、そのままの情報、先

ほどの図をちょっと思い出していただければ、お父さんとお母さんがいると両方の性質が

混ざり合いますから、そのままの、例えばこの情報を移したくても少しほかの情報が入っ

てきてしまう。それがないようにするためにこの技術があったらいいなという研究段階の

ものでございます。現時点では。このような研究段階と今あえて私申し上げました。研究

段階です。でも、日本で今まで生まれた体細胞クローン牛は535頭います。それから、豚

に関しては256頭、これは生まれた数です。ですから、今この時点でこの数がいるわけで

はありません。当然肉を調べたりするときにと殺とかしてしまいますと、もういなくなっ

てしまっているのもいます。 

 それで、クローン技術というのをもう少し掘り下げていきたいと思います。クローン技

術というものには体細胞クローン技術と受精卵クローン技術というものがあります。この

受精卵クローン技術というのは精子と卵子が出会ってなるものです。実はこれ違いをちょ

っと見ていただこうと思ったのに、私答えを今つい口がすべって言ってしまったんですけ

れども、右と左で決定的に違うのは、ここに羊さんが１匹います。そして、そこから細胞

を持ってきて、これがこのまま流れてくるというところ。そして、こちらでは受精をして、

それが胚というもの、細胞が殖えていっていますよね、ボツボツとなっていますが、殖え

ていく。生殖細胞の増殖が始まって、その中の１つを持ってくる技術という違いがござい

ます。 

 今言った、先ほどから私ずっと精子と卵子の出会いというのを非常に何度も申し上げて

おりますが、これすごく大事なことなのです。有性生殖という言葉ご存じの方もいらっし

ゃると思います。有性生殖というのは、我々人間が、子供が生まれてくるときにする生殖

と同じ有性生殖、精子と卵子が出会って、それが生殖細胞として育つものです。この有性

生殖というときにはお父さんとお母さんの情報が混ざり合ってでき上がってまいります。

雄と雌が関与する生殖です。無性生殖というのは、細胞をそのまま、その細胞の中にある

核というものをそのまま活用してつくってしまう、そういう技術ですので、これは普通の

生殖であり得ない技術でございます。ですので、新しい技術ということになるということ

でございます。 

 そこでちょっと、今、遺伝子、遺伝子と言ったので、お話を１つしておきたいと思いま

す。遺伝子組換え食品とかお耳にすることがよくあると思います。皆さんクローンもそう

すると遺伝子を組換えているのかなと思われる方もいらっしゃると思いますが、クローン
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技術と単純に言ったときには実はこういうことなのです。まず遺伝子組換え技術をおさら

いしてみますと、これトマトです。トマトに遺伝子があって、遺伝の情報がある。でも、

このトマト、ある病気に負けてしまいます。育つときに。そうしますと、この病気に負け

ないような性格を入れてあげる、ほかの生物から入れてあげる。そうすると、病気に負け

ずに農薬とかまかなくても育つトマトができるというのが科学の中の論理でございます。

遺伝子の中にそういった負けない情報を入れてあげる、遺伝子を少しいじくってあげる。

そういうことで新しいものをつくる。有用な性質を持つ遺伝子を取り出して中に入れてあ

げる。それを遺伝子組換え技術といいます。一方、クローン技術というのは、ここに同じ

ような牛が３匹います。この牛の情報を、遺伝子をそのままこちらに持ってくる。核とい

うところに遺伝子入っておりますけれども、この核をそのまま活用してやる。つまり、有

用な情報とか何かそういったものを新たに加えたりとかいうことはしていません。遺伝的

に同一、全く同じものをつくり出す技術がクローン技術です。ですから、実はこの定義か

ら申し上げますと、遺伝子組換え技術ということとクローン技術というのは同じことでは

ございません。異なる技術だということだけ頭の片隅に置いてください。異なりますよと

いうことだけ言われていますと、頭から言われると分からないけれども、理屈を申し上げ

るとこういうことだと理解をいただければと思います。 

 クローン技術のほうにまた戻らせていただきます。クローン技術、先ほど私この辺の説

明省いたのは手を抜いたわけではございません。難しいので後ろに持ってまいりました。

この細胞が出てくると。先ほどの有性生殖のものだと精子と卵子が出会いますが、寂しい

ことに１つの細胞が出てくるだけです。その細胞が出てきて、それを薬品、ヒアルロニダ

ーゼとか、これ顕微鏡受精というので人間でも不妊治療で使っておりますけれども、そう

いった薬品を使ってこの一つ一つをうまくやっていくと。そして、その細胞を、ここで大

事なのはこの丸の中なのです。これ卵子ですけど、卵子を持ってきて、その卵子の中の核

というもの、遺伝が入っているもの、それをとっちゃうのです。とっちゃって、それに新

しくここの核というものを入れてあげます。それは刺して入れてあげます。入れてあげて

電気を流すと生殖細胞としてのスイッチが入って、先ほどのように細胞がどんどん分裂し

て生命がつくり上げられていくということが起こるという技術です。今のお話を聞くと、

恐らくここの部分、何か刺したりとか、あるいは電気流したりってちょっと不安に思われ

る方もいらっしゃるのだと思います。 

 ちょっとお話をさしあげます。どういう技術なのかなということをお話すると、細胞は、
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じゃ、どうやって入っているのかなということ。ちょっと横に漫画がありますが、これは

意味があるのです。この細胞、先ほども申し上げましたとおり、卵子の中に核がなくなっ

ています。遺伝していくプログラミングがなくなっていますので、そこに情報を入れてあ

げなきゃいけない。１回目のステップとして、この卵子の、卵子というのは実は周りに、

ちょっと難しい名前があるのであえて言わないのですが、今日は申し上げると囲卵腔とい

うちょっとスペースがあります。その周りに透明帯という膜がありまして、通常の精子と

卵子の有性生殖だと、精子というのはがつがつっとそこに入ってまいります。そして、卵

子の膜にくっついた後に受精ということでスイッチが入るということなのですが、ここで

いいますと精子と卵子が入ってくる、透明帯を突き破ってくる段階というのは、ここで核

を入れてあげる作業です。この作業というのは卵子の膜と、下で見ていただくと分かるか

もしれません、卵子があって体細胞があってその周りにまた膜があるのですが、卵子の横

にまず核を、体細胞を置いてあげるというのが、刺し込んで入れてあげる技術でございま

す。例えれば、壁の向こうに卵子がいて、出会いが本当はこの後にあるんですが、入ろう

としても入れない段階がまず１個目の段階。２個目の段階で電気を流す。なんで電気流す

のかというのは、電気を流すと、この横に置いてあったものは、急に道ができるそうです。

道ができて、中にその情報が、核が入っていくと。入っていった後に分裂をしたりという

ことが、スイッチが入って、生殖細胞としての動きが始まるということが起こるという現

象があります。そのときどれくらいちなみに電気をあげているかと申し上げますと、こち

ら、今日お配りした農林水産省の資料では1.5ボルトと資料でも書いてございますように、

乾電池程度の電流ということ。ただ、これ流儀がいろいろあるようです。1.5ボルトだけ

ではなくて、例えば畜産草地研究所などは、25ボルトで10マイクロ秒。マイクロ秒という

言葉聞き慣れないと思いますが、100万分の10秒です。人間ではとても考えられないよう

な時間でございますけど、そういう短い時間、25ボルトという電流を流すというようなこ

とをしてあげることでこの作業が起こるというものです。こういう段階を経て体細胞クロ

ーンが出るんですが、後ほど渡邊先生から系統的なお話ございますが、こちらドナーとな

っているのは、細胞をあげる牛のことをドナー牛といいますけれども、この牛から細胞を

とってあげる。一方、細胞だけじゃこういった生殖活動できませんので、卵子をどこから

か持ってくると。ただ、この卵子の中の情報は必要がないので核をとってあげると。とっ

てあげたものを持ってきたところに今言ったような形で体細胞の情報を入れてあげて、電

気を流してあげると分裂が始まってくると。ある程度になったときに、ちょっと前にお話
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した繁殖技術のことに戻りますけれども、当然試験管の中とかでは牛がいきなりでき上が

るということではございませんので、雌牛のおなかをかしていただくことになります。で

すので、あえてここでは全然違う色の牛を書いてございますけれども、おなかをかしても

らう雌牛の子宮に戻してあげる。そうすると、生まれてくるものはこの細胞をあげた牛と

同じ、全くということではないのですが、ほぼ同じ牛が出てくるという技術が体細胞クロ

ーン技術です。簡単に体細胞クローン技術を説明するとそういうことなんですけど、長く

なって大変申しわけございません。ようやくこの諮問事項ここまで解説をさせていただい

たものだと思います。 

 続いて後代ということを説明させていただこうと思うのですけれども、後代って何かな

と。簡単にいうと後世代のことです。後世代ということだと何となく分かってくるかもし

れません。２代目、３代目なんていう言葉を聞くと分かるかもしれません。どういうこと

かといいますと、ここ、クローン牛と書いてあるのは、ここは体細胞クローン技術を用い

て生まれて牛だということで理解してください。その牛が大人になってくると、当然生殖

能力も持っています。そうしますと、雌牛と、繁殖技術かもしれませんが、仮にロマンチ

ックにするために雌牛と出会ったといたします。そうしますと、そこで有性生殖で子供が

生まれると。ここに牛と書いてありますが、子供が生まれます。それを後代牛といいます。

ちなみに、ここが普通の繁殖、今ある繁殖技術で生まれたもの以外、例えばクローン技術

で生まれた牛同士をかけ合わせて有性生殖でやって生まれたものも後代ということになり

ます。ですので、クローン技術で生まれた牛では後代はございません。先ほど来言ってい

る精子と卵子の出会いがある生殖活動で生まれた子牛が後代の牛ということになります。 

 ようやく今この後代までまいりました。もう一つ説明をしたいと思います。由来する食

品というのがあるのですが、ちょっとここ肩ひじ張らずに聞いていただきたいと思います。

食品というものはどういうことかというと、食品衛生法の第４条で飲食物、薬を除く飲食

物という意味です。薬を除く飲食物ということになっています。じゃ、飲食物って何かな

というのはこちらでございます。まず、人が食べることができるものなのです。人が食べ

ることができるものですので、岩石とかそういったものは食べ物ではございません。当然

たばことかも食べられるものではございません。飲食物ではございません。そういったも

のは違います。それから、食習慣から飲食物と考えられるもの。ここにはフグ、テトロド

トキシンなんて聞いたことあると思いますが、フグで毎年亡くなる方いらっしゃいますけ

れども、こういったもの。日本人の場合は調理してちゃんと食べる。このままは食べない
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ですけれども。あるいは文化によっては犬の肉を食べたりすると。そうしますと、文化に

よって食べるものというものは飲食物という形になると。それから真ん中、外形や状態か

ら社会通念に従って飲食物と考えられるものというのがあります。牛にバツがついている

のはおかしいじゃないかと思うかもしれません。我々は生きた牛は食べません。ですので、

飲食物ではございません。ただ、と場に行って枝肉になったようなもの、肉は飲食物とな

ります。あるいは牛乳は飲食物になります。こんな考え方のもののことを言っているんだ

と。 

 ようやく諮問事項の最後まで来ました。体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び

豚。体細胞クローンのさっき言った難しい話でつくった牛と豚自体、それからその牛と豚

が有性生殖でつくった子供たち、それに由来する食品です。牛とか豚そのものじゃないで

す。そういったものを食品健康影響評価というものをお願いしたというものです。 

 ようやく諮問の中身についてお話ができました。諮問の中身の後に、じゃ、なんで今こ

の時期にこんなことを諮問したのかなというお話をしたいと思います。 

 まず１つ目の理由といたしまして、体細胞クローン技術、先ほど来研究段階というお話

をしています。確かに研究段階です、今の時点では。商業的な利用を踏まえて欧米では食

品の健康影響評価を行っております。現実といたしまして、ＦＤＡ、アメリカの食品の健

康影響評価をしていたりするような機関ですけども、こういったところでは１月に報告書

のファイナルが出ております。それから、ヨーロッパのほうではＥＦＳＡというところが

ございますが、こちらも評価結果の案というものが１月に出て、パブリックコメントを２

月に求めて、今最終取りまとめで行っている段階です。後ほどこの中身は少し説明をさし

あげます。このような健康影響評価がまず行われているということ。 

 それから、国内でも、これは本日この後渡邊先生と熊谷先生からお話をいただくことに

なっていますが、こういったいろいろな情報が入ってきて、クローンの情報が入ってきて、

知見がどんどん進んできている。何で知見が進んでくればお願いできるのかな。少し考え

てください。食品安全委員会というところは科学的な知見に基づいて健康影響評価をする

ところです。そういった根拠をもってしっかりとした形で、俗に言うところだとジャーナ

ルとか論文だとか、あるいはそういった知見を見て、これはいいのか悪いのかというよう

なことを科学の常識で考えて判断して報告書をつくる組織です。ですので、こういった情

報が全くなければ、えいやと出てくるものではございません。ですので、周辺情報として

こういうものができてきているということがございます。それからもう一つ、私ども厚生
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労働省はそういうのをお願いする立場でございますが、情報があるよと言っても物がなけ

れば彼らも分かりません。そういった文献を収集することができましたということで、４

月１日に諮問をお願いさせていただいたという次第です。 

 こういった繁殖技術とか進んでこういう技術が出てきているわけですけれども、今、諸

外国ではこういった結果、ちょっと先回りして言ってしまいますけれども、実は安全性に

ついては普通の繁殖技術のものと差がないというようなこと皆さんご存じのとおり出てき

ております。食品安全委員会の結果はまだ出ておりませんけれども、なっております。そ

のような中で、実は食品衛生法の中で申し上げますと、クローン技術というのは新しい技

術だということだけで何らかの規制をかけるということはできない状況でございます。で

すので、やはりしっかりとした健康影響評価というものが大事なのだということでこうい

った諮問をさせていただいているというものです。 

 今度は諸外国の評価結果の中身をお話させていただきます。 

 ちょっとおさらいです。ＦＤＡという機関は何かなと。アメリカで米国健康福祉省とい

うところの中にある、英語のＦＤＡというのはFood and Drug Administrationというもの

の略です。日本語でいうと米国食品医薬品局というところの組織です。リスク評価やその

結果の措置とかを行ったりする機関です。このクローン牛、体細胞クローン牛については

1990年代の後半から獣医学研究所というところで検討が始まったようです。そして、アメ

リカの独立した学者さんたちの集まりの米国科学アカデミーなどでも検証がされながら、

2008年４月に報告書をめでたくまとめられたというものです。その結果だけここに書いて

ありますが、まず結果を申し上げますと、体細胞クローン技術を用いて産出された牛、豚

及び山羊並びにあらゆる体細胞クローン家畜。あらゆるです。これはあらゆるですので、

ここにかかるのではなくて、全てのあらゆる体細胞クローン家畜の後代です。限定されて

ないものです。に由来する食品は従来の繁殖方法で産出された家畜に由来する食品と安全

性において同等であるということでございます。どういうことを言っているかというと、

今まで繁殖技術、先ほど言った人工授精だとかそういう有性生殖でやったものと同じです

よということを申しています。 

 検討の過程の中をちょっとお話させていただきますと、彼らの論理といたしますと、繁

殖技術として体細胞クローン技術というのは大体質的にも一緒ですねというような前提に

まず立っております。ただ、豚にはないのですが、牛においては子供がちょっと大きくな

っちゃったり、胎盤が大きくなっちゃったりするというようなことがあるようです。そう
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しますと、母体のほうに対しましては難産になってしまうようなこと、それから生まれて

きた子牛については初期の段階で死んでしまうようなことが多くなっているということを

言っております。ただ、それがある程度たってくると、死亡する率も普通の繁殖技術と変

わらなくなってくるというようなことを言っております。６カ月ぐらいというようなこと

を言っております。その上で、そういった死亡率がある程度高いとはいえ、食品になるも

のというものは、日本の場合でもそうですけども、と畜場に病気のものとか持っていくこ

とはできません。健康な牛というものは、当然そこを生き長らえた牛です。その牛につい

て、普通の繁殖技術で生まれた牛たちとかと比較をしたら同じような状況だと。同じよう

なというのはどういうことかというと、肉の質だとかそういったものを見たり、血液の中

のいろいろな成分見たりとか、健康診断で皆さんいろいろな検査値とか見たりしますけど

も、そういったものを見たりしたら同等だったというような結果でまとめられているとい

う次第です。 

 続いてがＥＦＳＡという欧州の機関です。欧州のこのＥＦＳＡというのは、略としては

European Food Safety Authorityというところの頭文字をとったもので、欧州委員会とい

う欧州の連合体の中に食品の安全性に関して独立的に科学的な知見をもって助言を与える

機関として設置されたもので、リスク評価を行う独立した機関です。この機関に対して欧

州委員会というところ、ＥＣというのが欧州委員会というところですが、2007年２月に評

価の依頼をいたしました。その依頼をして、その結果、2008年１月に意見書（案）という

ものをつくりまして評価結果（案）というものをつくった次第です。現在、パブリックコ

メントを２月までいただいて、その後の取りまとめ作業に入っていますので、まだ評価結

果（案）という段階です。その評価結果（案）をのぞいてみますと、このような形で書い

ています。体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来す

る食品と、従来の繁殖方法で産出された家畜に由来する食品との間には安全性に関してい

かなる差異も存在しないであろうという結果でございます。要は差がないですねというよ

うなことを言っています。ここはいかなるというのが書いてありますが、差がないという

ようなことになっています。 

 ちょっと具体的に中を申しますと、欧州のほうでは環境の影響だとか動物の福祉とかそ

ういった検討もいろいろしています。ただ、今日は食品の話ですので、食品の話だけをお

話さしあげますと、まず発生学、出生とか成長、おなかの中で成長していくことを検討い

たしましたと。体細胞クローン牛というのは基本的に健康な牛、最後に育つものがいるか
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ら、死亡率が高くても、やはりこれは質的には同じものなのだろうというようなことを言

っております。さらに欧州の場合はフードフェーン、フードフェーンというとまた新しい

言葉になってしまいますのでちょっと言いかえますと、食品に食べ物が流れてくる流れの

中で、健康な家畜がと畜場とかに行ってと殺されて肉になるというのは皆さん当たり前の

ことだと思っております。そういった仕組みがしっかり欧州には当然ございます。ですの

で、病気の牛とか、何か異常がある牛は入ってきませんねという仮定に立っております。

その上で、健康に育ったものの牛乳だとか肉とかそういうものを調べたら質的に一緒でし

たというような結論になっております。 

 最終的な結論として、これ以外のところでもう少し細かくいうと、クローン技術という

のはやはり技術として成り立つのだろうということも申しております。そして、健康影響

に何らかの要因を与えるということは認めていますけれども、それはこれからの技術の進

歩だとか、しっかりとした管理をすれば、健康な牛をと殺して食べたりするということで

あれば問題はないのではないかというようなことを言った上で、クローンとその生まれて

くる子供たちですね、その安全性に新たなリスクが生じたりすることは予測できないとい

うような形で言っております。ですので、今の知見をもってすると、健康に育ったものが

食べ物となると。健康に育ったものを比較してみると、今までのものと変わりませんねと

いう結論になっているようです。 

 日本での結果ですが、ちょっと時間が、私の説明が下手なもので長くなってしまったの

ですが、この後、詳細については、こちら熊谷先生の報告書ですが飛ばさせていただきま

す。それから、こちら渡邊先生の報告書ですが、こちらも飛ばさせていただきます。 

 そして、欧米の状況ということでお話いたしますと、米国、これＦＤＡの報告書が１月

に出ました。いわゆる健康影響評価としては安全性に対して今までのものと変わりません

よと言っていますので、それまでＦＤＡでこういったものは市場に出してはいけませんよ

というような、出さないでくださいという自粛をお願いしておりましたけれども、それが

なくなりました。今皆さんびっくりするかもしれません。びっくりしているかもしれませ

んが、よく見てください。そしたら今度米国の農務省というところが、そういったものは

消費者の心情だとか輸出するということを考えると、諸外国で評価が行われてないという

ことを考えると、まだこれはとてもじゃないけど市場に出せませんということで自粛をし

ております。そのような段階です。 

 そして、欧州のほうでございますけれども、欧州につきましてはＥＵ指令という、欧州
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連合に加盟しているところが従わなければならない決まり事があります。それにおいて、

体細胞クローン技術というのは安全性の審査を受けないといけませけんよという決まりが

ございます。ですので、つまりこれは流通することは今認められていないという状況でご

ざいます。 

 ここで状況としてもう一つ申し上げておくのは、後代の牛のことについてですけども、

現状につきましては、米国、欧州ともに後代についての規制はございません。ただ、後代

が市場に流れているというような情報は、私たちは一切ないです。引き続き私ども厚生労

働省もそういった情報は積極的に収集していきたいなと考えているというような状況でご

ざいます。 

 日本の状況です。日本ではちなみに現在農林水産省で出荷自粛要請というのをしており

ますので、当然体細胞クローン技術で産出したような牛、豚というのは出ておりません。

ただ、全国42施設でこういったものが生まれておりまして、牛では535頭、豚では256頭生

まれております。そのような状況になっております。それから、一番大事なのは、皆さん

関心があるのは安全性の評価、４月１日にお願いしたという話しか私まだしていません

が、実はもう少し動いております。３日の日には食品安全委員会で審議がされまして、し

っかりと評価していこうということになりました。担当が決まりました。そして11日に

は、ワーキンググループでいろいろな専門家を入れて検討しましょうということになりま

した。そして、５月２日には１回目の検討というものが行われている段階で、今まさしく

検討が始まった段階ということでございます。ちなみに今週の月曜日に、私どもそういう

ことにあわせてリスクコミュニケーションということで東京、そして本日大阪でこういっ

た意見交換会というのを開催させていただいている次第です。 

 非常に話が長くなって恐縮でございましたが、私の話、非常にベーシックなところだけ

お話いたしました。もしご関心がある方いらっしゃいましたら、こちらホームページ、皆

さんのお手元の資料にも書いてございますので、こちらを見ていただきますとフルペーパ

ーの報告書とか食品安全委員会等の資料などにいきますと、ＦＤＡの和訳の資料とか、そ

ういったものも入っておりますので、ご参考に見ていただければなと思います。非常に早

い説明で大変恐縮でございますが、以上が私からの説明でございます。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

○司会（北村） 
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 鈴木専門官、どうもありがとうございました。 

 続きまして、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所の渡邊上席

研究員から、我が国における体細胞クローン家畜の研究開発の現状についてご説明いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○渡邊上席研究員 

 こんにちは。私、今ご紹介いただきました畜産草地研究所の渡邊と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 今日説明いたしますことは、ここにございます３つの点についてです。 

 まず、繁殖技術についてご説明いたします。 

 我々人類は良質な畜産物を安定供給するために繁殖技術を開発いたしまして、優秀な家

畜の精子や卵子を有効に活用してまいりました。そういうことで、より優秀な家畜をつく

ることができることになりまして、品質のよい乳肉ができるようになったわけでございま

す。この繁殖研究ですね、半世紀以上私ども、あるいは私どもの先輩から行っているわけ

ですけども、それによりまして人工授精、受精卵移植、体外受精などの技術が確立されま

して、結果としてこれらが体細胞クローン技術のベースになったということが言えるわけ

です。ですから、皆様、体細胞クローンというと、どこかから降ってわいたように思われ

るかもしれませんけども、実は私どもの諸先輩の時代からの技術の上に積み上がった、い

わばピラミッドの頂点のような、そういう技術でございます。 

 次に、これまで開発されてきた牛の繁殖技術について若干ご説明したいと思います。 

 まず、人工授精です。これは雄牛から人為的に採取した精液を雌牛の生殖器に注入して

受胎させる方法で、今我が国で生産されている牛のほとんど全て、99％ぐらいですけど、

人工授精で生産されているという、そういう事実がございます。これが人工授精の手順に

ついて簡単に示したものですけども、まず牛から精液を採取します。この採取した精液は、

ストローというのですけども、10センチぐらいの長さの飲むストローに似たようなああい

うストローですけど、あれに精液を希釈して封入しまして、液体窒素、マイナス196度で

凍結保存しておきます。この精液は必要に応じて融解いたしまして、注入するときはこの

注入器の先に装着します。このような形で雌牛のほうに注入するということをいたします。

そういたしますと、280から285日後に子牛が生まれてくるということです。 

 次に、受精卵移植ですけども、先ほど鈴木専門官のほうからご紹介ありましたけども、
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雌牛の生殖器から受精卵を取り出して他の受胎可能な雌牛の生殖器に移して妊娠分娩させ

ると、そういう技術でございます。これには２つありまして、生きた雌牛からの受精卵を

利用するというのと、死んだ雌牛からの未受精卵を利用する方法、これは主に体外受精で

すけど、その２つがあります。この技術は現在約１％ぐらいですね、生産されるうちで使

われておりますけども、この受精卵移植技術、これは体細胞クローンの基盤技術として非

常に重要な位置を占めております。受精卵移植ですけども、もし生体から、雌牛から採卵

をするときはこのようにして採取しまして、また体外受精でもいいのですけど、体外受精

であれば体外で受精させてこのような受精卵をつくるわけです。これを受精卵移植いたし

ますと、約285日後ぐらいで母牛から、これは別の雌牛ですね、ですからこれは乳牛です。

それからこれは和牛の受精卵を移植しましたから和牛の双子が生まれてきましたというよ

うなことができるわけです。 

 次、クローンとはということです。これにつきましては鈴木専門官のほうから結構あり

ましたけども、要は単一の生物固体から無性生殖的に生じた子孫のことということで、ほ

乳類の一卵性の双子、あるいは三つ子というのもお互いにクローンということが可能であ

るということになります。 

 そして、このクローン技術の活用ですけども、いろいろな場面がございます。まず、良

質な食料の安定生産供給ということで、これが農業分野で期待される活用の方向性です。

次に、研究分野ですと、実験用動物の革新ということで、特定の目的に応じた、そろった

実験用の動物、家畜を生産ができるということがございます。次に、稀少動物、環境問題

等で動物が減ってしまったなんていうのがあるわけですけども、そういう動物を保護・再

生するときにクローン技術が使えるのではなかろうかという話です。次に、医療の場面で

すね。医薬品の生産あるいは再生医療へのモデル動物等、あるいは臓器移植用の家畜等の

研究の、あるいは医療用の目的にして使えるというような方向性がございます。 

 農業におけるクローン技術ですけども、遺伝的に同一な固体を作製する技術で、種子に

よらない増殖ということで、植物の分野では古くから使われてきたわけでございます。例

えば、球根ですね。チューリップの球根とかありますけども、あるいは挿し木、取り木と

いうのは、実はクローンといえばクローン技術なのです。ただ、経験的にも承知いただけ

ると思いますけど、このようなクローンとはいっても遺伝子組換えというのは起こってい

ないということは経験的に知られている事実でございます。 

 次に、体細胞クローンということについてご紹介したいと思います。 
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 先ほど鈴木専門官のほうからかなり丁寧にお話ありましたけども、要は、受精はしない、

あるいは交配はしない。この家畜ですけど、系統、品種等、あるいは性別とか能力がもう

既に分かっている動物を複数こういうふうにつくることが可能であるということがありま

す。ただ、皆さんご承知のとおり、生産する効率が今は技術的に発展途上ということもご

ざいまして、効率は低いというところは残念ながら事実としてあります。 

 畜産における体細胞クローン家畜のメリットですね。どのような形質を持つ家畜が生ま

れるかということが先ほどもお話したように分かるものですから、家畜改良の時間を短縮

できるということが１つ。あと、もう一つが、めったに得られない優秀な特質を持つ家畜

を確実に殖やせるということがあるわけです。 

 これは体細胞クローン牛の生産について示したスライドですけども、最初に生まれたの

が1998年７月、平成10年ですね。今から10年前に生まれているわけです。その間、42機関

で535頭このように生まれております。体細胞クローンの作製ですけども、先ほど鈴木専

門官のほうから説明ありましたけども、このように家畜の体から組織を取り出したり、あ

るいは核を取り除いた卵子を準備してそれを卵子の中に入れるとか、あるいは別の家畜の

子宮に移して妊娠させる、受精卵移植をやるということがございます。これも鈴木専門官

のほうから話があったものなので飛ばしまして、私のほうでは実際の操作について、実際

の写真をご覧いただきながらちょっと説明してみようかと考えております。 

 これが未受精卵です。直径が大体0.1ミリ、正確には120マイクロメートルぐらいと言わ

れております。0.1ミリちょっとです。これが極体と言われるもので、卵子がつくられる

ときに細胞分裂、減数分裂するのですけども、卵子の場合は一方のほうに栄養が固まりま

す。こちらは栄養がいかなくて、核はあるのですけども、カスといったら怒られるかもし

れませんけどそういうもので、将来なくなってしまうものです。この極体と言われるもの

の下ぐらいに核が入っている可能性が高いということが経験的に知られていまして、ここ

ら辺の、細胞質といいますけど、ところを取り除きます。ここにあるのはガラスのピペッ

トです。これが出てきます。こういうふうに出てきまして、ここに刺しました。これが透

明帯と言われる卵子の周りのゼリー状のようなそういう層ですね。刺します。それで、刺

したらここに穴を開けます。こういうふうに押しつけて穴を開けます。ここに穴が開きま

した。そうすると、ここを押し出します。そうしますと、先ほどの核が入っている可能性

が高いというところが押し出されてきます。出てきます。ということで、ここのところを

切り取るわけですね。あとはここに核が入ってないかどうか蛍光色素で染めて、ここを別
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に取り出して染めて確認をします。 

 これが体細胞です。これは卵子の周りにある卵球細胞と呼ばれる細胞ですけども、これ

が一個一個体細胞ですね。これをピペットでとります。それで、ここの中の、先ほど鈴木

専門官から話があった囲卵腔という、ここに入れ込みます。この卵子は先ほどの操作で核

をとってあります。ここに入りました。ということで、牛の場合は核移植とはいうんです

けど、細胞をそのまま卵子の中に入れ込んでやるんです。豚とかマウスでは細胞の核のと

ころをくり抜くような研究者もいるようですけども、牛の場合はこのような手順を踏むこ

とが多いです。 

 これが電極です。ここにあるのが、先ほど入れ込んだ体細胞です。これが卵子です。拡

大してみました。ちょっと薄いかもしれませんが、ここにドナー細胞ですね。細胞が入っ

ています。体細胞です。これが卵子です。こういうことで、先ほど鈴木専門官のほうから

お話があったように、電気刺激をかけます。そうしますと、細胞が融合して、あるいは発

生が促されると。あるいはここの核の状態が受精卵と同じような状態になるということで、

このように発生します。これは１週間程度培養器の中で育てたクローン胚です。このよう

になりまして、ここから飛び出ています。それで、この色が黒いところは将来胎子になる

ところということが分かっています。この色の白いところは胎盤になるところということ

です。 

 ここで後代牛ですね。先ほど鈴木専門官からもご説明ありましたけど、これは何ですか

というのをちょっと改めてご説明したいと思います。体細胞クローン牛の親と牛。この牛

はクローン牛のこともありますし、普通の牛のこともあります。交配します。そうすると、

子供が生まれます。この子供ですけども、現時点でも生産コストは普通の牛とほぼ一緒で

す。体細胞クローン牛は残念ながら生産効率が低いので、コストがかなりかかります。と

いうことで、こちらのほうがコスト的にいえば、環境さえ整えば使うことができるような、

そういう位置づけにある動物です。 

 次に、ここにございます我が国における体細胞クローン家畜の研究開発の現状というこ

とで、私どもの報告書について簡単にご紹介したいと思います。ここにございます３つの

項目についてご説明したいと思います。 

 これが、これまでの研究です。これが私どもの報告書で行われております研究の内容の

分野ですね。このような分野で行っております。例えば、生産転帰。転帰とはちょっと分

かりにくいかもしれませんけど、簡単に申しますと、ある牛が生まれてきてどのような経
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過をたどって生涯を終えたかというような調査ですね。このような中で含まれる内容は、

例えば生時体重、生まれたときの体重です。在胎期間、お母さんのおなかの中に何日ぐら

い入っているかということです。死亡月齢、いつごろ死んだか。あるいはその死んだとき

の原因は何だったのかというような調査が１つです。 

 次に、臨床病理。これは牛を飼育している現場での健康状態ですね。あるいはそのとき

どのような病気になったかというような調査です。ですから、例えば血液性状、私ども健

康診断で調べるようなそういう内容ですね。あるいは心拍数、体温、あるいは病理、病気

になった牛の病気の様子、場合によっては解剖の所見なんかも入るわけです。 

 次に、成長発育。これは体重とか体高ですね。 

 あと繁殖性。妊孕
にんよう

性
せい

といいますけど、ちょっと難しい言葉ですけども、簡単にいいます

と、ある動物が妊娠するような能力があるかどうか、そういう調査です。内分泌、これは

ホルモンですね。男性ホルモン、女性ホルモン等々の繁殖と関係するホルモンについて調

べてみるというような内容です。 

 あとは乳牛生産です。これは、乳牛ですと乳量、乳質。増体というのは肉をつくるとき

の話なんですけども、体重の増え方ですね。えさを食べさせ、どのように体重が増えてい

くか。肉がどのようにできていくかということです。あるいは、と体形質。肉質というの

は、肉の品質とかですね、性状についての調査。成分というのは乳あるいはお肉の成分、

一般的な成分、脂肪、炭水化物とか無機質とかいろいろございますけど、そういうもの。

あるいはアミノ酸、脂肪酸の調査をした、そのようなデータもございます。 

 あと、生産物性状としましては毒性です。あるいはアレルギー性、そのようなものを調

べたというようなものでございます。 

 これにつきまして、私どもの報告で取り上げている報告書は平成12年から17年にかけて

行われた国内の報告書です。それを74件。 

 ここで、どのくらい動物が使われたかということですけども、クローン牛では173頭で

す。あるいは後代牛では31頭です。そのデータと、あと私どもが独自に調査したものを加

えまして報告書にまとめた次第です。 

 ここで、体細胞クローン牛と後代牛の健全性に関する報告につきまして、若干の具体的

データをご紹介してご覧に入れようと思いますけども、これは鹿児島県畜産試験場のデー

タを引用させていただいていますけども、クローン牛、後代牛、人工授精牛、一般の牛の

血液性状です。これは乳牛で調べたものです。これは赤血球、白血球ですね。これは私ど
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も年に１回ぐらい健康診断でこういうのを調べるわけですけども、理屈はそれと同じでし

て、ある動物種、あるいはその年齢、月齢で決まった範囲というのがございます。上と下

があって、その範囲の中でその動物の個体差、あるいは体のコンディション等々、あるい

は生育の状態で変動していくわけです。これを比較してみると、赤血球、白血球ともある

範囲内の中におさまった変動を示しまして、例えば体細胞クローンだから数値が全くおか

しいとか、そういうことは全く認められないということが分かっています。 

 これは血清のタンパク質ですね。これは血清の尿素態窒素ということで、肝臓あるいは

腎臓の機能との関連性があると言われているものです。これについても、ある動物種の固

有の範囲で変動するわけですけども。あるいはこの時期ですね。こういうふうに３種類の

動物種で同じような変動を示すということが認められるわけでございます。 

 これは血清のコレステロールですね。血糖です。これについてもある動物種の範囲とい

うのがございまして、その間で変動するということですけども、体細胞クローン牛とか後

代牛とかで特段極めて変な値だというのはないわけです。 

 これは成長ですね。成長曲線といいますけども、体重がどのように増えていくか、ある

いは体高ですね、体の高さを調べたものですけども、ここでも標準的な成長を示していま

す。ただ、ここでクローン牛ですね、成長がいいようですけども、これは恐らくですけど

も、クローンをつくるときにもととなるドナー牛ですね、優秀なドナー牛を選んでクロー

ンをつくったようです。ですから、優秀な親というか、もとの牛ですから、クローンのほ

うもそのような能力を引き継いで成長がいいということがあったようですね。 

 今示しましたのは一例ですけども、各県でやられたデータ、同じような結果が得られて

おります。 

これが死産と生後直死について、私どものほうで各県、都道府県等にお願いいたしまし

て調査したものです。クローン牛は全国の451頭ですね、後代牛が124頭、一般牛が566頭

ということで、ここではホルスタイン、乳牛ですね、黒毛和牛についてのデータです。そ

うしますと、まずクローン牛の死産、生後直死ですけども、これについては※※(印２つ)

ということで、99％の確率で一般牛と比較して差があると言えるような水準で死産、生後

直死が多いということが統計的にも確認されております。一方、後代牛です。後代牛につ

いてはＮＳ、これは統計的に差がない、一般牛と比べて統計的に差がないというような結

果が認められています。 

 これが体細胞クローン、後代牛、一般牛について、これについても全国的に都道府県等
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にお願いして調査した結果です。クローン牛は216頭です。後代牛は64頭、一般牛は991頭

です。これはホルスタイン、乳牛と黒毛和牛ですね。これは期間を１カ月ごとに区切りま

して、その期間の当初の数と、それを分母に、その間の病死を割り出したものです。です

から、こちらのほうになりますと、病死のものを抜いていますから、どんどん分母が減っ

てきますので、１頭だけ出てもぴこっとパーセント的には上がってくるということが現象

としてあります。 

 まずクローン牛ですね。このクローン牛ですけども、これは最初は病死が多いです。そ

れが、生後200日ぐらいまでそういう傾向が続きますけども、あとは一般牛と同じという

ようになってきます。次に、後代牛です。後代牛については、一般牛、緑で示しましたけ

ども、青と緑ほとんど同じような水準です。ということで、結果としましては、生後200

日以上生存した体細胞クローン牛、そして後代牛は生後からずっとですけども、一般牛と

同程度に生育するということが分かりまして、そしてまた一般牛と差異のない生理機能を

有するということが分かったわけです。 

 次に、後代牛由来の乳肉の性状調査についてご紹介したいと思います。 

 私どものほうでクローン牛についても調査をしているわけでございますけども、この話

につきましては、次にお話される熊谷先生のほうからもご紹介があると思いますので、私

のほうでは後代牛について特化して、ここにフォーカスを絞って概略をご紹介したいと思

います。 

 ここでは、ここにございますような調査を行っております。栄養成分ですけども、これ

は一般成分、タンパク質、あるいは炭水化物とか無機質等の調査、あるいはタンパク質の

成分、つまりアミノ酸、あるいは脂肪酸の組成などを細かく調査しておりますけども、後

代牛と一般牛のもので差は認められないという結果が得られています。 

 あと、アレルギー誘発試験ですね。マウスを使った試験ですけども、ここでも一般牛と

後代牛で差は認められないということが分かっています。 

 次、消化試験です。これはラットというネズミですけども、ネズミに後代牛由来のお乳、

これは粉末にしています。凍結乾燥して粉末にしていますけども、そういうもの、あるい

は肉を食べさせまして、消化性を調べています。そうしますと、後代牛、一般牛の差は認

められないという結果が出ております。 

 次に、これはネズミを使った小核試験です。これは変異原性と申しまして、ＤＮＡの障

害があるかどうかという試験ですけども、ここでも後代牛の由来の乳肉と一般牛由来の乳
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肉の間で差は認められないというような結果が得られております。 

 次が飼養試験です。飼養試験というのは何かと申しますと、ラットを使いまして、この

乳肉、後代牛の乳肉、もちろん比較として一般牛の乳肉も餌に配合します。そのとき、え

さの栄養成分は厳密にそろえます。それをラットに、後代牛の場合は12カ月、１年間与え

ました。そして、ラットに与えて成長を調べたり、あるいは運動能力なんかも調べていま

す。この間ラットに交配試験を行いまして、ラットの子供を生産しまして、その子供の様

子というのも調査しました。あるいは、この親ラット、子ラットの血液も調べてみました。

そして、最後に試験が終わってからラットを解剖して、病気があるかどうか顕微鏡で調べ

るようなレベルまで細かく調べました。そうしましたら、これでも差は認められないとい

うような結果が認められております。 

 ということで、ここの結論ですけども、後代牛と一般牛が生産した乳肉を比較した結果、

差異が認められないということが判明しました。これはクローン牛についても同様です。 

 以上をまとめると、次のようになるかと思います。 

 まず、第１点ですけども、体細胞クローン牛そのものについては死産や病死率が高く、

生産効率が低いというような現状があります。ということで、人工授精とか従来の方法に

比べて動物の生産コストがかかるということが言えます。一方、後代牛ですね。これなの

ですけども、これは死産、病死、成長が一般牛と比べ統計的には差がないということが分

かりました。さらに、後代牛が生産した乳肉の性状についても一般牛とは差がなかったと

いうことです。 

 ということで、今後研究が進展して、クローン牛、クローン家畜の生産効率が高まれば、

このクローン牛については家畜改良の促進などの面で利用が期待されるであろうというふ

うに考えております。 

 以上です。ご清聴どうもありがとうございました。 

 

○司会（北村） 

 渡邊先生、どうもありがとうございました。 

 続きまして、東京大学の熊谷教授より、クローン牛の食品としての安全性の研究につい

て説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○熊谷教授 



－26－

 東京大学の熊谷でございます。私ども、大分古い話に今となってはなるんですけども、

クローン牛の食品としての安全性の研究を厚生労働省の研究事業の中で行いましたので、

その要約といいますか、それをまとめて今日ご紹介したいと思います。 

 その１つは、平成11年度に１年限りの研究事業としまして研究を行いました。それから、

その後３年間の、ここにお示ししました研究事業として、このクローン牛の食品としての

安全性について研究を進めました。その研究は、基本的に国内外の関連する情報、科学的

な情報を収集しまして、それを研究分野の異なる専門家の先生方に集まっていただき、そ

れらの情報を精査しまして、それで議論して、それで評価するという形で進めました。ま

だこの時点では、我が国の体細胞クローン牛は、一番年寄りで２歳ぐらいだったんですね。

国内外の関連する情報につきましても、まだそれほどは多くなかったわけです。しかし、

体細胞クローン牛についての情報を集めまして、それをもとに結論的に３点の結論を得ま

した。 

 その１つは、先ほどのご説明にありましたように、受精卵クローンと、今回問題として

いるのは体細胞クローンですけども、受精卵クローンや体細胞クローン牛においては流産

とか死産ですね、それから先ほども出てきましたけれども、生後間もなく死んでしまうと

いう生後直死の発生頻度が高い、ほかの牛に比べて高い傾向が当時も認められていました

けれども、しかし、その危ない時期を過ぎると順調に生育する牛も結構たくさんいまして、

それにつきましては大人になるまで特段の異常が認められていないという、そういうこと

が確認できました。 

 それから、２番目としまして、これはもうもとから分かっていることですけれども、ほ

乳類とか鳥類ですね、それにつきましてはヒトが食品として食べた場合に、もともとの構

成成分自体がヒトに毒性とか病原性を示すことは知られていませんという事実があります。

これは、例えば牛海綿状脳症の病原体とか、それから食中毒を起こすような微生物ですね、

そういうものは牛が持っていて、だけどそれは牛がもともと持っているものじゃなくて、

外から入り込んだもので、そういったものでヒトが食中毒を起こしたりすることはありま

すけれども、もともと持っているものでヒトがそれを食べて病気になってしまうというこ

とは知られていないわけですね。ということがあります。 

 それから、この点は、例えば植物ですと、大分長い間の品種改良によって、毒をなるべ

く抜いて、それで今では、もともと毒が含まれていたのだけれども、それをできるだけ少

なくするように改良を重ねて、それで今安心して食べているという状況とはちょっと違う



－27－

わけですね。もともと毒がないというものです。 

 それから、３番目として、受精卵クローン牛とか、それから体細胞クローン牛で、いろ

いろな情報を集めて判断する限りにおいては、構成成分として新たに毒性物質や病原物質

がつくられるということを示すような科学的な知見はないと、どう探してもないという、

このときの結論はこの３点に集約されます。したがいまして、受精卵クローン牛や体細胞

クローン牛に特有な食品としての安全性を懸念する科学的根拠はないというふうに結論づ

けました。 

 とはいえ、先ほど申しましたように、この時点ではまだ情報がそれほど多いとは言えな

いので、より多数のクローン牛についていろいろな科学的データ、生理的あるいは機能的

データですね、それから乳肉に関するデータをとることによって、安全性の裏づけを一応

とったほうがいいだろうというふうに考えた次第です。 

 これを踏まえまして、次の３年間さらに同じ方法で、さらにいろいろな情報がだんだん

とれるようになって、クローン牛そのもの、体細胞クローン牛もだんだん成長してきます

し、それから新たにまたつくられるのが出てくるということで、いろいろな情報が次第に

集まってくるようになりまして、３年間かけてそういった情報を精査しまして、先ほどと

同じように検討したわけです。 

 この平成14年度の終わりまでに、クローン牛の生育に関しては、体細胞クローン牛につ

いては平成14年の８月14日時点で既に312頭の出生がありました。しかし、先ほど来あり

ますように、生後間もない時期の死亡が97頭という比較的多い。しかし、とはいえ１カ月

齢以降の死亡頻度はぐっと下がりまして、どんどん生育するようになるということ。それ

から、受精卵クローン牛につきましては、体細胞よりも歴史が古くて、出生頭数も当時で

663頭、それから死産とか生後直死、病死の事例も体細胞クローン牛よりも少ないという

ことが分かっていました。それから、食肉として処理されたものが202頭既に当時おりま

して、無事に安全に食されているという実態があるということが確認できました。あと、

先ほどの後代牛ですけれども、体細胞クローン牛から生まれた子供、これももう既に平成

14年には無事に生まれるということが確認されていました。 

 それから、そのほかの情報として、例えばここに異常なＤＮＡメチル化パターンという、

ちょっと分かりにくい表現がありますけれども、これは遺伝子のＤＮＡのところの異常を

言っているわけなのですけれども、こういうことが一部の牛に観察されるのですけれども、

ただ、当時、これと死産とか生後直死との関連を、どういうふうに関連しているのかとい



－28－

うことはよく分かっていないという、そういう情報が１つありました。 

 それから、先ほどもちょっとお話出ましたけども、体細胞クローン牛で死亡した牛です

ね。それは、動物衛生研究所という研究所がありますけれども、そこで病理組織を調べて

いますけれども、特有の新しい、つまり正常の牛も何らかの要因によって病気で死んだり、

それからいろいろな原因・事故で死んだりするわけですけれども、そういう牛と比べて特

段変わった新しい病理所見は認められないということが観察されております。人間の場合

も犯罪絡みのときには死体をすごく吟味しますけれども、そういうことがこの病理所見と

いうふうに読みかえてもいいかと思います。 

 それから、１カ月齢過ぎた牛は、その多くが順調に生育するということは認められてい

るわけですけれども、生育に伴う体重も特段一般牛と大きな差異はないということが認め

られていました。 

 以上のことは見かけ上の部分なのですけれども、さらに、見かけはそうであってもその

中身がどうかという、私どもも、人間も同じですけども、見かけ上健康だけれども、中身

本当にそうなのかどうなのかというと、先ほどのお話にありましたように、健康診断、い

ろいろなパラメータを、データをとって細かく調べるということをしますけれども、この

クローン牛につきましてもそういうデータが当時既にある程度集まっていました。それが

ここにお示ししますようなもので、クローン牛の生理機能に関する知見ということですね。 

 その１つが、内分泌機能等と書いてありますけれども、これは、要するに内分泌機能と

いうのはホルモンを出す、ホルモンに関連した生理機能です。体温はホルモンに直接関連

していませんけれども、体温に加えて、例えば甲状腺ホルモンとか、それからインシュリ

ン様成長因子とかいうのがあります。それから、それに結合するタンパクとかレプチン、

それから成長ホルモンですね。それから、ＡＣＴＨによるコルチゾール分泌も成長に関わ

るホルモンです。これらの、ここに示したホルモンというのは、成長にいずれも関わるホ

ルモンで、先ほど来から出ていますように生後直死とか、それから死産ですね、あれは見

かけ上、胎児が普通の牛よりも大きくなって、それが原因かどうか分かりませんけども、

そういう牛が生後直死とか死産してしまうということが非常に多いものですから、それに

関わるような、成長に関わるようなホルモンというものを、特にターゲットを絞って調べ

たわけですね。ところが、特に無事に育っちゃうものについては、一般の牛とほとんど差

がないということが認められています。差は小さく、その差があっても20日齢ぐらいまで、

その後は一般牛と変わらない、見かけ正常に育っていく牛については一般牛と変わらない
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ということが観察されています。 

 それから、繁殖機能ですけども、これも一つのパラメータになります。健康を示す指標

になりますけれども、春季発動、つまり性成熟に達するのがちょっと遅いというのがこの

報告では認められていまして、しかし、発情周期、発情が定期的にやってきますけども、

その周期の長さとか、それから卵巣の状態ですね、それから繁殖機能を支配しているホル

モンなどなどについては異常が認められていないということが確認されています。 

 それから、成熟した一群の牛について、体温とか呼吸、心拍数ですね、そういったもの

も正常であって、それから春季発動、つまり性成熟も予測どおり、ほとんど正常と変わら

ないと。それから、人工授精で子供をつくって、その子供も正常に発育して、それから、

さらにこの成熟した牛について、先ほどちょっと話が出てきました血液性状ですね、これ

はヒトの健康診断に使われるパラメータと同じような、ヘモグロビンだとか赤血球数だと

か白血球数、そういったもの、それから血液生化学と書いてありますが、これも血液をと

ってきてその成分を調べるというやつで、それらは正常範囲の中におさまっている。それ

から、尿検査、ヒトの場合もしますけれども、人間ドックとかで調べますけども、尿の検

査値も異常がないということが、これは、数的には24頭の成熟した、成長しきった体細胞

クローン牛を使った割と大きな観察事例ですけども、こういうことが確認されています。 

 それから、頭数は少ないんですけれども、精子による人工授精で受胎率、産子生産に問

題ないということが当時既に認められていました。確認されていました。 

 それから、先ほどの後代牛で行われていたように、この体細胞クローン牛についても妊

娠３、６、９カ月目、あるいは分娩後３週目、６週目に血液性状を調べていますけども、

これらはほとんど正常範囲内におさまっていると。若干外れているのもありますけれども、

一般牛と比べて大きな差はないというふうなことが確認されていました。こうした体細胞

クローン牛が見かけ正常に見える体細胞クローン牛も、中身をもっと詳しく調べてみても、

やはり一般牛と比べて特段異常値は示さないということが分かったわけです。 

 そういうわけで、それらから何が言えるかといいますと、生後１カ月以上生存した体細

胞クローン牛個体は一般牛と同じように発育して、差異のない生理機能を持つということ

を示しております。したがいまして、一般牛に比べてこうしたクローン牛個体がヒトなど

のほ乳動物に対して生物作用を持つ物質を特にたくさんつくったりとか、それから、今ま

でにないような新規な生物活性物質をつくっているということは非常に考えがたいという

結論と結論づけました。 
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 もしこの生物作用を持つ物質が非常にたくさん、体細胞クローン牛だけがこういう生物

作用を持つ物質をたくさんつくるというようなことがあったり、それから、新たに血圧を

うんと上げるような生物活性物質を、今までに知られていないそういうものをつくってい

るというようなことは、もしそういうことがあれば、見かけももちろん異常が出てくるで

しょうし、それから、見かけのみならず、もっと詳しく調べても当然異常が出てくるはず

なんですけども、そういうことがないということは、逆に可能性としては非常に低いだろ

うと、つまり考えがたいというふうな結論を得ました。 

 次に、クローン牛由来の乳肉の成分ですけども、体細胞クローン牛ですね。先ほど後代

のお話がありましたけれども、あれと同じように、当時この畜産技術協会さんが主におや

りになったんですけれども、生乳のタンパク質とか脂質含量で、これにつきましても一般

的な牛乳の値とほぼ同じで、肉ではタンパク質に比して脂質含量が比較的高いということ

のみがありますけれども、その他の部分ではタンパク質、脂質含量についてはほとんど変

わらないと。 

 それから、アミノ酸組成、タンパク質はアミノ酸がたくさんつながってできていますけ

ども、そのアミノ酸にもいろいろな種類があって、それがつながったものがタンパク質な

のですけども、そのアミノ酸組成とか、それから脂肪もこの脂肪酸がつながってできてい

るものなのですが、いろいろな種類の脂肪酸がつながってできていますけども、その脂肪

酸の組成も体細胞クローン牛と一般牛を比べたときに特段大きな差はないと。一般牛でも

固体によってちょっとずつ違うのですけども、その違いぐらいの違いしかないと。 

 それから、先ほどもちょっとお話がありましたが、人工消化試験というのがあります。

人工胃液とか腸液中で肉を消化してみるんですね。そうすると、やはりこの体細胞クロー

ン牛の肉と一般牛の肉の間に、消化率に差が認められないということ。 

 それから、それをネズミに食べさせて消化を調べてもやはり変わりはないということで

すね。それから、アレルギー性の試験をしていますけれども、これについても異常が認め

られないということ。 

 これから、このミルクと肉を乾燥して、それをえさに混ぜて、ラットに、ネズミに２週

間給餌して、それでこの小核試験というのは細胞の異常を見るので、これは変異原性があ

るかどうか、つまり遺伝子に傷をつけるかどうかという試験なのですけども、これについ

てはそういうことはなくて、異常が見られないということ。 

 それから、14週間給餌した試験がありますけれども、この乾燥粉末をえさに混ぜて14週
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間ラットに食べさせて、食べさせた後、体のいろいろなところを調べて細かく調べたけれ

ども、異常が全然認められないということ。これはヒト、軽めの体重になってしまいます

けども、一日体重50キログラム当たり、ヒトの体重ぐらいですね、当たりに換算すると、

ミルクで1.8から3.6キログラムぐらい、牛肉にして270から760グラム、雄については一日

当たりそれぐらい食べる量に換算されます。体重が、ラットですと100グラムからどんど

ん成長して、大きくなると、雄と雌で体重は違いますけども、数百グラムになります。そ

れを一日体重50キログラム当たり、体重比で換算するとこういう量を食べたことになりま

す。14週間食べさせて異常が認められない。異常が認められないというのは、つまり一般

牛と体細胞クローン牛のそれぞれのミルクと肉を比べてみて差がないと、そういうことで

すね。 

 それから、こんなことは多分ないだろうということなのですけれども、一応その体細胞

クローン牛が有害な科学物質を特段ためるような性質というのが、まさかないと思うけど

も、一応念のために調べてみようということで、筋肉中の農薬濃度をはかってみましたけ

ども、これはそういうことはないということが確認されています。 

 この肉とミルクについての以上の構成成分に関する知見を総合すると、それら乳肉の構

成成分が一般牛と変わらないということ。それから、栄養機能の点においても一般牛のも

のと遜色ないということ。それから、さらに動物への給餌試験の結果から、ヒトが通常接

種している量に十分匹敵する量のクローン牛の肉またはミルクをラットに給餌しても健康

を損なうことがないということが示された。その結果から、栄養的にも同等の機能を持つ

ということが分かりました。 

 以上の結果から、平成14年度におきましても、平成11年度以降そのときまでに得られた

知見から、その平成11年度の報告書の考え方、３点の結論を示していましたけれども、考

え方に大きな変更を加える必要はないだろうという結論を得ました。ということで、その

３点の結論的な部分は平成11年度とほとんど同じで、１つは、ほ乳類とか鳥類については、

一部のタンパク質、一部のヒトにアレルギーがある、例えば牛乳のアレルギーの方ってい

らっしゃいますけども、そういうことはあっても、構成成分自体が毒性、病原性を発現す

るということは、食べた場合に知られていないということ。 

 それから、２番目は、国内外にそのときまでに得られていた知見は、生後１カ月以上生

存した体細胞クローン牛個体は、一般牛と同じように正常に生育して、一般牛と変わりの

ない生理機能を持つということで、そのことから一般牛に比べてこうしたクローン牛個体
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がヒトを含めたほ乳動物に対して生物作用を持つ物質を多量に産生したり、新規な生物活

性物質を産生していることはほとんどあり得ないと、考えがたいという結論を得ました。 

 それから、３番目としまして、乳肉の構成成分が一般牛と変わらないということ、それ

から栄養機能においても一般牛のものとほとんど同じであるということで、ヒトが通常接

種している量に匹敵する量の乳肉をラットに給餌しても健康を全然害さないということか

ら、クローン牛特有の要因によって食品としての安全性が損なわれることは考えがたいと

いう結論を得ました。 

 当時集めたいろいろな科学的情報を総合して、既に安全性については懸念する部分はな

いというふうな考え方をしたわけです。ただし、クローン技術はまだ新しい技術であるた

めに、その食品の安全性については慎重な配慮が必要であることは確かであると。従来か

ら食品として利用される牛については健康であるということが必要条件で、その乳肉を利

用した食品については安全で健全でなければならないということが広く認められてきたわ

けです。それが、例えばと畜場で健康あるいは安全性に懸念がないという、そういう牛で

あるという確認をと畜場で確認をするためにいろいろな検査をしていますし、そういう検

査が必要のであると。クローン牛についてもですね。この認識は、クローン牛、それから

それに由来する食品についても、そういった従来の考え方が当てはまって、したがって、

例えば人獣共通感染症、クローン牛への人獣共通感染症などの疾病の罹患、あるいはその

牛由来の乳肉における有害化学物質の残留などによって食品の安全性が損なわれることの

ないよう慎重な対応が必要。これは従来から一般の、通常の牛についても当然こういう慎

重な対応が必要なのですけども、クローン牛についても当然必要なのだと。これは実際問

題としては、農場段階でももちろんその対応はしていますし、それからと畜場の段階でも

しているわけです。 

 こうした配慮のもとに、なおかつまだこうした配慮のもとにその安全性を懸念させるよ

うなことが新たに見つかっちゃった場合には、速やかにその要因を排除できる対応が必要

であろうというふうに当時の報告書では考えました。当時に比べますとトレースバックの

仕組みもだんだん発達してきまして、こういう方向に沿った対応がより容易にできるよう

になってきているのではないかというふうに考えます。 

 以上、非常に簡単ですけれども、報告書の中身について紹介させていただきました。ど

うもご清聴ありがとうございました。 
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○司会（北村） 

 熊谷先生、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで10分程度の休憩とさせていただきたいと思います。第２部はあちらの

時計で３時に再開したいと思いますので、それまでにお席にお戻りいただけますようよろ

しくお願いいたします。 

 

（休  憩） 

 

○司会（北村） 

 それでは、時間となりましたので、意見交換を行いたいと思います。 

 まず、パネリストをご紹介いたします。皆様からご覧になりまして左側、２番目にお座

りになっていらっしゃいますのが、先ほどご説明いただきました東京大学大学院農学生命

科学研究科の熊谷教授です。 

 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所高度繁殖技術研究チーム

の渡邊上席研究員です。 

 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室の玉川室長です。 

 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室の鈴木専門官です。 

 農林水産省農林水産技術会議事務局技術安全課の櫻谷課長補佐です。 

 農林水産省生産局畜産部畜産振興課の菅谷課長補佐です。 

 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課の石川課長補佐です。 

 最後に、一番左が本日のコーディネーターを務めます厚生労働省大臣官房牛尾参事官で

す。 

 意見交換の議事進行につきましては、牛尾参事官にお願いいたします。 

 

○牛尾参事官 

 それでは、第２部の意見交換会は私のほうで務めさせていただきます。 

 意見交換会の進め方、これまでご参加いただきました方はご承知いただいていると思い

ますけども、ご発言される方は挙手をお願いいたします。マイクをお持ちしますので、も

し差し支えなければお名前と所属をいただきまして、その後発言をしていただきたいと思

っております。できるだけ多くの方にご意見なり要望なりをいただきたいと思いますので、
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発言される方は手短にお願いしたいと思います。別にベルを鳴らすことはございませんが、

概ね２分以内にはまとめていただきたいと思っております。 

 それでは、これから開始したいと思いますが、テーマごとに問題を出来るだけ議論を集

約したいと思います。私のほうで東京会場のほうの経験から、３つぐらい今テーマを考え

ております。１つは、やはりクローン技術そのものについて正しく知っていただくという

ことが必要かと思いますので、クローン技術というものについてまずご質疑を初めていた

だきたいと思っております。２番目が、今回４月１日に食品安全委員会に諮問したわけで

ございます。これについてはかなり詳しく鈴木のほうから説明させていただいたところで

ございますけども、食品安全委員会へ諮問することになった経緯、背景等についての質疑。

それから３番目が、これは特に熊谷先生のほうからご報告いただいたわけでございますけ

ども、食品としての安全性に関する研究報告。それから、そのほかとしまして、４番目に、

今申し上げた問題以外にも何かご質問、要望等があればお受けさせていただきたいと思い

ます。 

 それではまず、３名の方に今ご発言をしていただいたわけでございますけども、何か言

い忘れたことがある、あるいは追加発言の必要があれば３人の方々にお願いしたいのです

が、何かございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 特にないということなので、早速これから質疑を開始させていただきたいと思います。 

 では、今申し上げましたように、まずクローン技術そのものについてご質問等があれば

お受けしたいと思います。どうぞ、どなたからでも結構でございます。 

 

○参加者① 

 私、奈良県の消費者団体の参加者①と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 鈴木先生にお伺いしたいのですが、レジュメの中で９ページのとこなんですけど、クロ

ーン技術の方法の中で、お話の中で薬品を使用して核を増殖するという内容のお話をされ

たのですけども、その後の話の中で生後直死ということがすごくパーセントが高いですけ

ども、これの関係はあるのでしょうか。そこのところもう少し詳しくお話お聞きしたいの

ですけども、よろしくお願いします。 

 

○牛尾参事官 

 はい、ありがとうございました。 
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 それでは、これにつきましては鈴木の方へということなので、鈴木の方から回答させて

いただきます。 

 

○鈴木専門官 

 ご質問ありがとうございます。なかなか難しい質問をいただいたのかなと思っておりま

す。 

 ちょっと説明を私のほうが早くしゃべり過ぎたのかなというところもあるのでご説明を

いたしますと、薬品と申したところは、細胞を核に入れる前ですね、そのときにいろいろ

と、やはり動き出すような準備をするために薬品を入れております。そして、その細胞を

卵子の周りのところに置いてあげると。そして電気を流してあげると、生殖細胞というの

が一つ一つ殖えていくという形になるのですけれども、その動きが始まるというための電

気のスイッチを入れるような、電気を入れるから電気じゃないのですけれども、そういっ

たスタート地点に立てるというような説明が一連でございます。 

 私のほうから生まれた後に死亡率が高いとか申し上げたのは、実は報告書の中身でござ

います。ですので、報告書の中身ということで最後のものはお答えさせていただこうかと

思いますけれども、これにつきましてはＦＤＡ、アメリカのリスク評価をしているところ

と、ＥＦＳＡという欧州のほうのそういったことをやっている機関、この機関の２つのと

ころで申しておるものは、やはり子供が、今言った技術で出てくる子供ですね、生まれて

くる子供が大きくなったり、あるいは胎盤が大きかったりという過大死という状況になる

ようです。そういったことから、細かいところ非常に私も弱いもので、大ざっぱになって

しまいますけれども、お母さん牛に対しては難産になったり、それから生まれてきた子に

ついてはそういった現実としてそういう死亡率が高いということ。生まれてすぐのところ

で。ただ、６カ月を過ぎると、アメリカの報告書では、大体普通と同じになりますと。そ

して、成長して生き残っていくものという率は一緒になっていきます。そして、食べ物と

しては同じですというような形、食べ物となるような健康な牛というものは同じような状

況、私の後で説明した渡邊先生ですとか熊谷先生の中にあったような、人間でいう健康診

断のデータみたいなものとか、肉の質だとか牛乳とか、そういうのを比べると同じような

ものですよというようなことから、健康影響評価全体で諸外国、欧米のほうでは同等です

よというようなことをご説明した次第でございます。 

 ですので、薬品をかけたりとかそういったところからだと、ちょっと私のほう細かくそ



－36－

の辺を把握は若干しておりませんが、そのような事実ということで情報提供させていただ

いた次第でございます。ご理解いただければなと。足らなければまた追加でご説明させて

いただきたいと思っております。 

 

○牛尾参事官 

 それでは、実際に研究に当たっておられる渡邊先生の方から何かこの問題について情報

があればお願いしたいと思いますが。 

 

○渡邊上席研究員 

 今の件ですけども、薬品を使うということで、例えばイオノフォアとかそういうのは、

実は私どもの畜産の繁殖の研究ではよく使う薬剤です。それで、特段家畜の研究の場合に

おいては問題がないということになっています。 

 それで、死産と生後直死との関連性というのは、薬剤よりは、その薬剤を使う目的です

ね。つまり核移植をした細胞の核の状態を受精卵と同じに持っていくと。その操作がちょ

っとうまくいかないものが混じっているということで生後直死、死産が多いということか

と思われますので、その薬品との関連性というのは現段階ではあまり直接的な関連はない

と考えてよろしいかと思います。 

 

○牛尾参事官 

 ありがとうございました。参加者①さんいかがでしょう、よろしゅうございますでしょ

うか。はい、ありがとうございました。 

 では、そのほかに何かご質問ありますでしょうか。 

 はい、前から２番目の方。 

 

○参加者② 

 奈良から来た参加者②ですけど、今日の講演を聞きまして、それについて、私なんかち

ょっとひねくれていますから、厚生労働省関係の安全ですよという先生方が来て説明され

たような感じを受けます。やはり危険ですよという説と安全ですよという説もあるし、ア

メリカも事件がちょっとあって、随分前ですけど亡くなったという、そういうことも聞い

ていますし、これ食料危機という観点からやはりこういうバイオということ、クローンと
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かいうことをやっていこうとされているのか、それとも、もっとより以上においしく先進

国は食べようとしているのか、そういうところをちょっと教えていただきたい。私なんか

はやはり不安がいっぱいです。本当に先生方は実験を重ねて、本当に科学的に安心だと、

そういうあれから言っているのか、企業のやはり、企業は利益ということもありますし、

消費者からしてみたら、やはり安全という観点から本当に大丈夫なのかと。ちょっと私き

ついかも分かりませんけど、いろいろ厚生労働省で安全ですよ、安全ですよと言いもって

事件が今まで起きていますし、そういうことからしても、やはりちょっと不安が随分残り

ます。 

 

○牛尾参事官 

 ありがとうございました。参加者②さんのご指摘を私なりに解釈いたしますと、今回の

クローン技術を用いて牛なり豚の食肉をそもそも生み出す目的は何かという趣旨に理解さ

せていただければいいのでしょうか。 

 

○参加者② 

 やはり安全って、ごめんなさいね、今日来ている先生は安全という説の先生だと思いま

す。でもやはり、いや、そうじゃないよという先生もいらっしゃると思います。そこのと

ころをどう折り合いつけてどうやっていかれるのか。それで、ドリーちゃんだったらイギ

リスだったけど、クローンの牛の場合は日本がトップでしたわね。最初でしたよね。だか

ら、その分についても自信持って、これだけのことをしたから安心ですよと、こういうこ

となのか、ちょっとお願いします。 

 

○牛尾参事官 

 そうしますと、どなたにお答えしていただくのがいいのかちょっとよく分からないので

すけども。食品の安全性についての研究結果はこうでしたよというのは熊谷先生からご報

告いただいたのですが、逆に言いますと、熊谷先生の研究結果の報告について、この点が

本当にどうなのという質問であれば熊谷先生もお答えしやすいのですが、いかがでしょう

か。 

 

○参加者② 
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 今は安全でも、チクロでも安心でしたよと言って、いや、そうじゃなくてそういうひっ

くり返ったこともあるでしょう。あれと一緒で、やはり安心ですよって言いつつも、突然

変異が起こったりとか、いろいろ将来可能性は出てきますよ、リスクはありますよという

のか、どうなのかって。ちょっと質問悪いですか。分かりにくいですか。そういうことが

聞きたいのです。 

 

○牛尾参事官 

 なるほど。分かりました。どなたかお答えいただく……。 

 じゃ、鈴木専門官から。 

 

○鈴木専門官 

 すみません、頑張ってみます。 

 １つ目ですけれども、私の今日の説明の一番の目的というところは、安全ですというこ

とを言うことではございません。今、科学的な根拠をもとにして食品安全委員会で評価を

していただきたくてお願いをしましたということを解説させていただきました。 

 次の点です。私がさらに紹介したものの中に、海外の報告書２つがございました。この

２つというのは同等だという説明を私はしました。説明の中で、口頭で触れたところです

が、今ご質問にあったような不確実なものというのはあるだろうということが海外の報告

書にも記載されております。ですので、そういったことはフォローをしていきましょうと

いうことを欧州のほうなどではしっかりと記載してございます。ですので、結論というこ

とは同等というのが書いてあり、さらにそういったことも実は書いてあるのをご説明した

つもりではありましたけれども、そこのところがうまく伝わってなかったのかなと反省し

ております。 

 

○牛尾参事官 

 すみません、じゃ、渡邊先生がちょっと追加の発言をしたいということなので。 

 

○渡邊上席研究員 

 私の説明も聞いていただいて、どうも安全性を強調しているようにお聞きかと思います

けど、私の立場は科学的なデータをお示しするという立場です。ですから、メリット、デ
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メリット両方できるだけ説明したつもりです。ですから、少なくとも私ども研究をやって

いる者としては、データをお示しするという、そういう考え方です。何事でもコインの裏

表のようにいいところ、悪いところありますので、なるべくそれをご説明したかったので

す。 

 それで、あとご心配の安全性については、食品安全委員会ですね、そちらの先生方、十

数名の先生方でご審議されるかと思いますけども、そういう先生方が私どものデータ、あ

るいは諸外国のデータ等を吟味されるかと思われます。ですから、私どものほうでそうい

うのを聞かれてもちょっと苦しいというのが正直なところです。 

 

○牛尾参事官 

 参加者②さんのご指摘、私もよく理解できます。どのように伝えたらいいのかというこ

ともなかなか混乱されているのかなと思います。ただ、ちょっと最初に申し上げましたよ

うに、クローン技術についてまず今ご質問があればということで話を進めておりますので、

また戻ってきますので、そのときにご意見があればいただきたいと思います。 

 どうでしょうか、クローン技術そのものについて何かほかに、これが知りたい、あるい

はこれがどうだろうかというご質問があればまずお受けしたいと思うのですが。 

 はい、真ん中の方お願いします。 

 

○参加者③ 

 私、参加者③と申します。検査機関所属でございます。 

 毎日検査ばっかりやっているのですが、クローンについてもＢＳＥのそういう検査もや

ってきまして、牛の問題というのも非常に微妙な消費者の感覚があると思うのですね。そ

れで、担当の玉川先生にお聞きしたいのですが、ヨーロッパと、それからＦＤＡ、アメリ

カですね、そこがまだ完全に出荷を押さえていると、完全に解禁になってないというとこ

ろに、今のテーマであるクローン技術にまだまだ検査の余地が残っているのではないかと

いうような気がするんですね。その辺の情報いかがでございましょうか。 

 

○牛尾参事官 

 欧米におけるクローン技術の成熟度というような観点のご質問だと理解させていただい

てよろしいでしょうか。これはよろしいですか、玉川さんで。 
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○玉川室長 

 玉川と申します。ご質問ありがとうございました。 

 技術といった観点からお答えできるかということはあるのですが、先ほど鈴木が申し上

げましたように、アメリカと欧州の状況というのは、アメリカでは評価そのものというの

は終了していて、そこの中では結論というものが出ています。ただし、農務省のほうがク

ローン牛、クローンそのものについて出荷自粛の要請をかけているという状況です。欧州

については意見書の案というものまでは作成をされて、それを今パブリックコメントに対

する応答等を整理している状況にあるというところでございます。したがって、それが食

品として安全であるかどうか評価できるかということでいいますと、一定の水準、米国に

ついてはそのプロセスを通過したということでありますし、それから欧州についてもその

最終段階に達しているという理解をしています。したがいまして、日本においてもそうし

た評価が求められるようなステージに入っているのだろうと考えております。 

 そのことと、それを踏まえて実際に製造の現場でどういうふうに動いていくかというの

は、安全性そのものの話と、それがどのように適用されていくかということは一応別の、

もちろん最終的な目的というところからは不可分なのですけども、安全性は安全性として

様々な研究の知見に基づいて取りまとめることができますので、そういう意味では一定の

水準に達していると我々は考えています。それは欧州、アメリカと同じような状況だろう

と考えております。 

 

○牛尾参事官 

 よろしゅうございますでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 それでは、またクローン技術そのものについてのご質問があれば元に戻っても結構でご

ざいますので、冒頭申し上げましたように食品安全委員会に今回諮問することになった背

景とか理由について何かご意見、ご質問があれば質疑をしたいと思いますが、いかがでご

ざいましょうか。これは先ほどの参加者②さんのご質問とも若干関係するかと思いますが。

いかがでしょうか。諮問することになった背景についてはご理解いただけましたでしょう

か。 

 はい、どうぞ。 
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○参加者④ 

 参加者④と申します。 

 どの先生にお伺いすればいいのかよく分からないのですけども、こういう諮問が出たと

いうことは、クローン牛なりクローン豚、もしくはその後代を日本国民に食べさせようと

いうことが前提でなければこういう諮問は出ないと考えているのですが、まず１点はそれ

が本当か、私の想像が本当なのかどうかということ。 

 それから、そのクローンを食べさせるように厚生労働大臣に働きかけたのはどの事業者

なのか、団体なのかということを教えていただきたいと思います。 

 

○牛尾参事官 

 これは、２番目の問題については私の方からお答えさせていただきます。 

 東京会場でもご質問がございました。例えば、米国からの圧力があって日本でもクロー

ンについての解禁をすべきということから諮問したのではないかというご質問があったの

ですが、それは全くございません。今回何らかの事業者あるいは外国政府からの圧力があ

ってクローンの健康影響評価について開始したということは全くございません。 

 １番目の問題でございますけども、日本人にこういったクローン技術を用いた畜産物を

食品として提供したいからという趣旨で諮問したのかといいますと、その背景を申し上げ

ますと、鈴木のほうから説明がありましたように、欧米での評価がなされている、しかも

後代については米国においても既に規制というものがない、もちろん流通はしてないので

すけども、規制がないということを考えますと、将来的にはそれが輸入として入ってくる

可能性を考えますと、我々の口に入るということも将来的に考えなきゃいけない。だとす

るならば、その安全性について事前に、今の段階でかなりの知見が集まってきたので評価

をしていただきたいというのが、我々厚生労働省が食品安全委員会に諮問した理由でござ

います。玉川室長、それでよろしいですね。 

 よろしゅうございますでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 ほかに。はい、どうぞ。 

 

○参加者⑤ 

 堺市の消費者団体の参加者⑤と申します。 

 先ほどからのクローン牛と普通の牛と、それから後代牛、３種検査された中で、もしか、
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それはクローン牛だと思って検査しているのか、それをごちゃごちゃに混ぜて、もしか、

どれがクローン牛といって分かるものか、もしか、私たちがそれこそクローン牛を嫌だと

言ったら、それが検査の時点で分かるものかというのはどんなんでしょう。 

 

○牛尾参事官 

 すみません、参加者⑤さん、その問題ちょっと後にしたかったのですが、一応ご指名な

ので熊谷先生に。 

 

○熊谷教授 

 先ほどの報告書の中身ですけども、あれは試験的にクローン牛をつくり出して、それに

ついて調べたものです。ですので、最初からクローン牛だと分かっているものについて、

その他のものと比較した結果です。 

 それから、クローン牛に印があるかという、そういうお話だと思うのですが、これは恐

らく渡邊先生のほうが詳しいと思いますので、そこの部分、いかがでしょう。 

 

○牛尾参事官 

 お願いいたします。 

 

○渡邊上席研究員 

 今のお話ですけども、クローン牛というのは、鈴木専門官、あるいは私もご説明したか

と思いますけど、遺伝子組換え等ではないものですから、そういうマーカーですね、そう

いうのが入ってないんですよ。ですから、遺伝子組換えであれば、ある遺伝子が入ってい

る、入ってないで区別がつきますけども、クローン牛の場合は、もととなるサンプルがあ

れば、ドナー牛のサンプルがあればそれとの比較ということで、そのドナー牛のクローン

でございますと言われれば分かりますけども、ある動物が１頭いて、それがクローンかど

うか見分けなさいと言ったらちょっと無理です。それが科学的な現実です。 

 

○牛尾参事官 

 よろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。 

 それでは、もう一度戻りまして……。 
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 ごめんなさい、どうぞ。失礼しました。 

 

○櫻谷課長補佐 

 すみません、ちょっと補足をさせていただきます。先ほど参加者②さんのほうからもご

質問あったかと思いますが、いわゆる、もう出回っているのではないかとか、出回ってい

るのであれば、一般の牛と区分けがつかないので、じゃ、どうやって選択したらいいのか

というふうな、恐らくそういったご心配ではないかと思いますが、ちょっと現状申し上げ

ますと、いわゆる体細胞クローン牛につきましては、まだ試験場で肥育をしている、いわ

ゆる試験目的で肥育をしているという状況ですので、こういったお肉が一般に流通してい

るということはございません。こういった体細胞クローン牛のお肉が、例えばスーパーに

並んでいるとかそういう状況ではございませんので念のために申し上げておきたいと思い

ます。 

 

○牛尾参事官 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、もう一度、あっち行ったりこっち行ったり恐縮でございますけども、諮問の

背景、理由につきましては、参加者④さんの先ほどのご質問で大体代表されると理解させ

ていただいてよろしゅうございますでしょうか。何かほかに諮問理由、背景についてご質

問があればお受けしたいと思いますが。よろしゅうございますか。 

 それでは、３番目の一番皆さんの関心のある内容だろうと思いますが、食品としての安

全性に関する質疑について開始したいと思います。いかがでございましょうか。 

 はい、どうぞ、後ろの方。 

 

○参加者⑥ 

 京都の大学で非常勤講師をしております参加者⑥と申します。いろいろ聞かせていただ

いて、おもしろいのをありがとうございました。 

 今のを見ていまして、参考資料の中の４というのに「家畜クローン研究の現状につい

て」というのがありますが、その中に受精卵クローン出生の統計と、それから体細胞クロ

ーンの統計が載っていますが、その中で死産、生後直死、病死というのが受精卵に比べて

非常に高いんですけれど、それが１つ、どうしてそういうふうに違うのかというのをお聞
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きしたいと思います。 

 それから、こういうようなものをとるとき、どうしてもコントロールが必要だと思うん

ですけれど、普通の場合と比べてどれぐらいこういうのが高いのかというのが必要だと思

うんですけど、それが出てないのですけれど、それはどうしてでしょうか。 

 

○牛尾参事官 

 ご質問の趣旨としましては、参考資料４、皆さんのお手元にはあると思いますけども、

受精卵クローンと体細胞クローンについてのまとめたものがございます。死産、産後直死、

病死等が特に体細胞クローンでは多いのはどういう理由だろうかということと、それから、

そういった統計をする場合には何かコントロールと比較すべきだろうというご質問であっ

たと思います。この受精卵クローンについて、特に死産、産後直死等が多いということに

ついては、プレゼンテーションの中でも説明させていただいたところでございますけども、

もう一度これについてご説明させていただきましょう。どなたがよろしいですかね。じゃ、

渡邊先生がよろしいですか。 

 

○渡邊上席研究員 

 今の死産、生後直死が多い原因でございますけれども、ご説明でも話したかと思うんで

すけど、要するに体細胞クローンであれば体細胞の核を除いた卵子と一緒にするときに、

その核の状態を受精卵と同じ状態に持っていくのがみそなんですけども、その核の状態を

受精卵と同じように持っていくコントロールが受精卵クローンの場合と体細胞クローンの

場合では、体細胞クローンのほうが難しいと。つまりもととなる細胞が、受精卵クローン

ですと受精卵の細胞そのものですから、核も受精卵の状態になっていると。ただ、別の卵

子と一緒にするわけですから、そうすると別の卵子と細胞とある種の周期というか波長と

いうんですか、例え話で恐縮ですけど、ある種それぞれの波長がありまして、その波長を

合わせる必要があるわけですけど、そこがうまく、受精卵クローンのときでも合わないこ

とが若干出るというのがこの死産、生後直死のデータになっています。 

 普通の牛でどのぐらいの死産、生後直死かといいますと、意外と家畜ですとこの種のデ

ータの統計とか公式にとってないようでして、なかなか表に出ませんけども、外国のデー

タ、あるいは私どもで一部調査した結果ですと、大体一般の牛で５％前後のようです。死

産、生後直死ですね。５％、多いとこで10％という事例もあるようです。ですから、それ
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との比較でここを見ていただければと思います。 

 

○牛尾参事官 

 よろしゅうございますか。 

 

○参加者⑥ 

 ちょっともうひとつ、私の聞き方が悪かったのかも分かりませんけれど、クローン羊ド

リーの場合でも、どうしても異常が見られたのですけれど、細胞の老化とかそういうふう

な形で。だから、この辺のもう少し具体的な資料が欲しいと思って私も探しているのです

けれど、なかなかそういうのが出ないのですけれど。もし今答えていただかなくても、こ

ういうものを見ればそういうことが載っていますよというのを教えていただけたらありが

たいと思います。 

 

○牛尾参事官 

 分かりました。それじゃ、それはちょっとかなり技術的な問題になるかもしれませんの

で、後で個別に要望という形でさせていただきたいと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 じゃ、前の２番目の方。 

 

○参加者⑦ 

 消費者団体で、東京のほうからは来られませんので、大阪に住んでおります消費者団体

の参加者⑦でございます。 

 私、ものすごく単純な質問なのですけれども、大体今のクローンの技術のことにつきま

しては、筑波のほうの研究所ですか、あそこに行って現地で生まれた牛や何かを見て、い

ろんな技術を教えていただきまして、大体は理解しました。それで、今ここで、生まれて

すぐ死ぬ牛が多いとか、それから、その原因が、過大児が多いとか、そういうようなお話

を聞きまして、私も一人の女性として雌牛にすごく同情が今起きているのですけれども、

このクローンをつくるということは、１匹の牛から生まれるときに、人間は10カ月ですが、

牛はどのくらいか知りませんけれども、それが人間と同じ10カ月として、クローンでやっ

たらそれが６カ月で生まれて早く生まれるのなら、たくさん生産ができて、それはいいと
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思うのですけれども、どうも思うのに10カ月は10カ月で生まれるような気がします。 

 そこで、死ぬのが多いとか、そのときに過大子で生まれるのだったら、その母親の牛は

物すごく苦労すると思います。それで、子牛が死ぬだけなのか、それともおなかをかした

母親も何か影響があるのかと思ったら、これはものすごく動物虐待に思えてしょうがない

んですけれども。そういうことは別に意識してこういうことはやっていらっしゃらないの

かどうか、それがちょっと今不安になったのです。クローンの技術は、研究としては、私

は大体理解して分かっているつもりなのですけど、これ一人の女性として考えた場合、こ

れはものすごい動物虐待で、普通に人工授精して生まれても１匹は１匹で、それから妊娠

の間隔も同じだとするんなら、わざわざこんなクローンの技術は研究しなくてもいいんじ

ゃないかなと思うんです。お願いします。 

 

○渡邊上席研究員 

 今のお話ですけども、私もそういう死産、生後直死が多い、あるいは難産が多いという

ことで、非常にそこのところは心苦しく思っております。実験に際しましては、今研究所

のほうで実験動物のほうの指針、動物愛護なり倫理なりを加味した指針等があって、そこ

の枠組みの中でやってはおります。といっても、今ご指摘のような事態はどうしてもおき

るわけですけども、私たちとしてはこの技術ですね、完成させていくための１つの、表現

悪いかもしれませんけど、試練かなと思っています。これを乗り越えていって技術が高ま

っていけば、この技術使い道がかなりあると予想されますので、そういう場に活用できる

ように持っていくこと、高めていくことができるのではないかと思っています。ですから、

結局できるだけ動物には負担をかけないように悩みながらやっているというのが正直なと

ころです。 

 

○牛尾参事官 

 余り納得されてないような顔をされていますが、いかがでございましょう。よろしいで

すか。 

 

○参加者⑦ 

 仕方がないですね。 
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○牛尾参事官 

 参考までに、ちょっと質問とは違うのですけども、東京会場でも若干似たようなご質問

がございまして、そのときに私の方からご説明させていただいたのですが、皆さんのお手

元に「クローン牛について知っていますか？早わかりＱ＆Ａ集」というのをお配りしてお

ります。その９ですね。12ページになりますけども、クローン技術についての倫理上の問

題はないのかということで、農林水産省がよくまとめられております。政府全体としての

考え方も、次のページにライフサイエンスに関する研究開発基本計画というのが添付して

おりまして、確かに現時点では未熟な技術かもしれませんが、こういった技術というのは

積み重ねが必要なのだろうと思っております。それで、そういう意味から言いますと、今

の時点ではまだ多くの問題があるかもしれませんが、だからこそ様々な知見を積み重ねて

いくということが、一方科学技術面では大切なのだろうと私は思っているところでござい

ます。ただ、参加者⑦さんのご意見も非常に貴重なものだと思っております。 

 それでは、特にテーマを絞らずに、どんな問題でも結構でございますので、質疑を開始

したいと思います。どんな問題といっても、ギョーザ問題についてどうなのだと言われる

と困るのですけども、一応クローン牛の食品についてという範囲の中でご質問をいただけ

ればと思いますが、いかがでございましょうか。 

 はい、後ろの方。 

 

○参加者⑧ 

 和歌山県地方自治体職員の参加者⑧と申します。 

 自治体職員からちょっとこんな質問あれかもしれないですけど、説明する側として、こ

ちらも将来的に、今後体細胞クローンの生産物がどうなるか分かりませんけれども、今後、

いざ実際に諮問を受けて流通となった段階で、安全と安心はやはり別の問題ともよく言わ

れますので、消費者が体細胞クローン牛を識別できるような、そういう製品を選択できる

ような仕組みづくりの予定があるのかということをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○牛尾参事官 

 はい、ありがとうございます。行政関係者から厳しい質問が出るとは思いませんでした

が、同じような思いを持ってらっしゃる方も恐らくいらっしゃるんじゃないかと思います

が、いらっしゃいますか。もしよろしければご意見をちょうだいできますか、ほかの方も。 



－48－

 

○参加者⑨ 

 奈良県の参加者⑨と申します。 

 私も食卓をあずかる主婦として、なるべく不安なものは口にしたくないという思いでク

ローン由来の食品は選択したくないと思っております。ここに、Ｑ＆Ａの16にもあります

ように、任意表示とするということ書いてありますよね。そしたら、消費者としてクロー

ン由来の食品を選ばないという判断基準は、どういったものに判断基準として選んでいけ

ばいいのかという思いがあります。 

 

○牛尾参事官 

 はい、ありがとうございます。 

 前の方、どうぞ。 

 

○参加者⑩ 

 西宮から来ました主婦の参加者⑩です。 

 消費者としてクローン牛が出回るということはすごく心配になってきます。それで、遺

伝子組換えのときも同じように同等性という話をお聞きしたことがあるのですけど、今回

も、クローン牛のときも同等性というような、安全な、同等性というお話がありましたけ

どね。でも、やっぱりそこのところが、流通には、新しい技術にはリスクがあると思いま

すので、消費者としたらすごく不安になるところです。 

 それで、１つは、食品の安全性として、やっぱり長期的な安全性がどうなのかという、

今は同等性で安全でも、長期的な安全性はどうなのかというようなところが心配になりま

すので、その辺をお願いしたいと思います。 

 

○牛尾参事官 

 それでは、ちょっと問題点を整理したいと思います。参加者⑧さんのご指摘としまして

は、最終的に流通した段階で消費者が選択できるようなことを考えるべきではないかとい

うご指摘、それが、参加者⑨さんでしたか、同じようなご指摘をいただいたところでござ

います。ただ、若干、任意表示の問題については修正しなければいけません。任意表示は、

体細胞クローンについての話を参加者⑨さんはされたと思いますので、農水省から修正さ
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せていただきたいと思います。 

 ただ、これ東京会場でもありましたが、最終的に表示をするかどうかという問題につい

ては、今まだ議論できる段階ではございません。東京会場でも同じような質問をいただき

ましたが、ご意見として伺っておくということにとどめました。と申しますのは、今はそ

のリスク管理機関たる厚生労働省がリスク評価機関としての食品安全委員会に諮問した段

階でございますので、まず食品としての安全性を専門的な見地から、中立的な見地から判

断してください。それを踏まえた上でどのように管理を行うのか農水省と厚生労働省が検

討するということになっていますから、そこの段階に至ってないということなのです。そ

れは国会答弁でも同じことを答えております。現段階では表示をどうするかということに

ついては明言をしておりません。ただ、検討しなければならないでしょうという答え方を

しているわけでございます。 

 ただ、１点ここで修正させていただきたいのは、Ｑ＆Ａ集に基づきまして任意表示とい

うことになればということをおっしゃったものですから、これは体細胞クローンではなく

て、現在ある受精卵クローンについての表示の問題でございますので、はっきり説明して

いただいた方がいいのではないかなと思います。 

 

○櫻谷課長補佐 

 今Ｑ＆Ａをお開きかと思いますが、このＱ＆Ａに載っております任意表示といいますの

は、いわゆる受精卵クローンのことでございまして、体細胞クローンのことではございま

せん。受精卵クローンにつきましては任意表示ということで、「受精卵クローン牛」ある

いは「Ｃビーフ」という任意表示になっております。ただし、受精卵クローン牛で実際に

食肉として出た頭数というのが314頭ということで、非常に数が少ないですので、こうい

った表示というのを実際にお見かけした方というのはほとんどいらっしゃらないのではな

いかと思います。いわゆる試食会とかの場でこういった「Ｃビーフ」なりの表示をして食

していただいているというのが現状でございます。 

 

○牛尾参事官 

 それから、参加者⑩さんからいただいたご質問ですが、長期的に見なければならないと

いうのは、これはもうおっしゃるとおりだと思います。それで、こういうものが流通する

と不安になるとおっしゃったのですが、我々の目的は、何が不安の要因なのかということ
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を知りたいのです。そういう意味でこういう説明会を開催させていただいているのですが、

今日の例えば３人の先生方にご説明いただいたのですが、どこが分からないから不安なの

かというのをもし教えていただければありがたいのですが。 

 

○参加者⑩ 

 遺伝子組換えのときもよくお話が出たのですけど、やっぱり安全、安全と言われても、

やはりその安全と精神的なことは全然違う、やっぱり不安は不安という、そういうことが

あるのですけど、そのためにやっぱり表示も、表示に関わってきて表示をされるようにな

ったと思います。だから、私ら消費者の勉強している人たちは、余りそういうものには手

を出さないようにしていますので、それはいいのですが、分からない人が分からずに買わ

れるというのがすごく心配に……。心配はどこだと言われても、何となくやっぱり安心で

きないのです。今開発されたものを安全ですよと流されても、やっぱりちょっとね。 

 

○牛尾参事官 

 よく分かりました。安全だと言うと「本当なのか」という思いがおありになるんでしょ

うね。 

 

○参加者⑩ 

 ちょっと信用できないですよ。それで、食品安全委員会にしても、ＢＳＥにしたって、

やっぱり安全って言われて輸入されても、やっぱりどんどんそういう牛が出てくるという

ような場合がありますのでね。その辺、食品安全委員会のほうもしっかり調査をして、本

当に国民に安心できる委員会であってほしいと思います。そこも何か、厚労省とか農水省

とか政治のほうに偏られているような感じがして、そのまま私たち、知らない間にぱっと

入ってくるときが多いので、その辺をもう少し、消費者が安心できて、そして流通してい

ただきたいなというふうに思います。 

 

○牛尾参事官 

 食品安全委員会の名誉のために申し上げておきますが、食品安全委員会は厚生労働省と

も農林水産省とも組織的には別の組織で成立しておりまして、政治的あるいは経済的なと

ころからも独立している組織でございます。そこについての信用性まで疑われるとちょっ
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と困るなと思いますので、ぜひご信頼していただければと思います。 

 はい、それじゃ、もう一度戻りまして参加者②さん、どうぞ。 

 でも、できれば、できるだけ多くの方々にご意見いただきたいので、参加者②さんこれ

で最後にしますから。 

 

○参加者② 

 いいですか、ごめんなさい。バイオテクノロジーなんかで、トマトとかでも粒のそろっ

たのとか、腐らないものとか随分出回っていますよね。それから、添加物にしてもすごい

数ですよね。それも知らない間になっていますよね。そしたら今度クローンとかそういう

場面が出てくるときに、やはりこういうものの結果がすぐに出てこないから、何十年、何

百年ってなった結果がこうなってくるのではないかという、消費者にとってはとても不安

ですよね。でも、そういった食料危機とか環境問題とかいろんな、全部、政治とかが含ま

れ、大国が小国をどうとかいうような感じで全てが含まれていますからどうとかいうもの

ではないですが、やはり消費者にとっては未知ですよね。はっきり安全ですよ、データが

こういうから絶対ですよというものがあり得ない、そういう不安が絶えずつきまとってい

ます。それで、クローンのも、出ないって、出ていませんということでしたけど、またこ

れ知らない間に出ているとかそういう不安もありますのでね。それで、昔だったら添加物

が医学的には完全にがんと結びついていますよと、こういう答えでしたけど、知らない間

に消費者、国民は慣らされちゃって、慣れるって、これいいのかなと思うような不安もあ

りますけど、全部慣らされていますよね。そういう、へ理屈って言われるか分からないけ

ど、そういう不安があるのです。 

 

○牛尾参事官 

 なるほど。それはどなたからお答えさせていただければいいのか困りますが、ご意見と

して伺うということでよろしゅうございますか。なかなか今のご指摘に対して個別に回答

することはちょっと難しゅうございますので。はい、ありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 それじゃ、真ん中の方お願いします。 

 

○参加者③ 
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 今非常に悲観的な質問ばっかりなので、むしろこのクローンという科学的技術を使うこ

とによって人間にどれだけの貢献度があるのかと。もう少し人間にとってこれがプラスだ

ということの発表もしてほしいですね。そこで、やはり我々はどっちが正しいのかと、そ

ういうことがあれば、実際に食さなくても、牛のクローンを使っていろんな機能食品に転

化するとか、もっともっと人間のライフケアに対してクローンという技術がどれほど大き

な貢献度を持っているのかというところのご説明がないので、一般的に食、食となってい

ますから、今日は厚労省の方もいらっしゃるので、ライフケアという問題が僕は一番これ

から、老人が増えてきます。あるところには、アルツハイマーの人が牛肉を食べたらアル

ツハイマーにならないんだとか、いろんな医者もおります。そういう中で、今後この社会

性の中で、クローンという科学的技術が人間にどれほど貢献するかということの話もして

いただきたいと思います。 

 

○牛尾参事官 

 ありがとうございます。プレゼンテーションの中で少し触れました。ただ、話の中心じ

ゃなかったものですから余り時間をとらなかったのですが、渡邊先生もう一度例の技術の

問題について、何ページかというのをちょっとお示しいただいたほうが分かりやすいかも

しれません。 

 渡邊先生のスライドの10番だというふうに私は思います。ちょっと皆さん、お手元にあ

ればご覧いただきましょうか。 

 

○渡邊上席研究員 

 10番ですね。そこにありますように、農業分野ですと良質な食料の安定供給ということ

であります。これについては後でもう少し詳しくお話しますけど、あと、ほかには２番目

にある実験動物です。我々研究用途で、実は牛とかですと個体差が大きくて、試験設定に

苦しむのですけども、そういうときにそろった試験動物をそろえることで、研究の精度な

り効率を高めると。ちなみにネズミのときは遺伝的に非常にそろった動物ができていまし

て、実験がしやすくなっていますけども、家畜では難しいということがありますので、そ

れを打破するという使い方。あともう一つが、稀少動物の保護・再生です。これについて

は環境分野かと思いますけども、いろいろ野生動物が減っているということがありますの

で、そういう動物をクローン技術を使って絶滅してしまう前に殖やしておく。あるいは体



－53－

細胞を予め保存しておいて、いざというときにその体細胞を使って再生するという使い道

があろうかと思います。あと、医療への応用というところで、医薬品の生産や再生医療の

応用が可能ということです。 

 それで、農業分野について後でお話しますと言ったのは14ページのところですけども、

このメリットは、ここにもございますように、どのような形質、能力ですね、能力なり性

能を持つ家畜が生まれてくるかというのが事前に分かっておりますので、その性質を活用

して、我々のメリットを得るということがあるかと思います。ここで例示させていただい

たのは、家畜の改良の時間を短縮できると。これは私ども、実は家畜の改良のときに人工

授精で家畜を、牛を生産するものですから、雄牛を選びます。雄牛、１対１の割合で雄と

雌生まれるんですけども、その中から優秀な雄を選りすぐります。その選りすぐったもの

を五、六年ぐらいかけて選んでいって、それでオーケーとなったものを種雄牛、種雄と俗

に言いますけど、として凍結精液をつくって交配します。ですから、優秀な種雄牛ですと

20万頭ぐらい子孫を残すというような事例もあります。ですから、そういうときの雄牛を

選ぶときに、クローンをつくると、選りすぐった雄を選ぶ期間を短くできると。うまくい

けば何年間か短くして、５年を１年、２年短くすることができると言われています。そう

すると、そこで経済的なメリットがあるということがあります。 

 あと、次に書いた、めったに得られない優秀な特質を持つ家畜ですね、それを確実に殖

やして、それをもとに我々にとってメリットのある遺伝子の密度を広めていく、家畜の集

団でも密度を広めていくということがあろうかと思います。 

 例えばこういうようなことで、恐らく腕とアイデアのある人が考えれば、こういう可能

性は無限に広がると思います。 

 

○牛尾参事官 

 大体予定した時間が迫っておりますので、あと１人か２人ぐらいで終了……。 

 後ろの方どうぞ。 

 

○参加者⑪ 

 明石から来ました主婦の参加者⑪と申します。 

 資料の１の11ページですが、この「後代もクローン？」の、上も下もほとんど同じなの

ですが、これの意味がちょっと分からなかったのですけど、もう一度説明お願いしたいの
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ですが。 

 

○牛尾参事官 

 鈴木でよろしいですね。 

 

○参加者⑪ 

 はい。 

 

○鈴木専門官 

 確認ちょっとさせてください。後代がクローン技術ではないといっていることについて

という理解でよろしいでしょうか。 

 

○参加者⑪ 

 はい、そうです。 

 後代からどんどん有性生殖しますね。その結果についてのまだ…… 

 

○鈴木専門官 

 分かりました。結論から申し上げますと、ちょっと例え話で申し上げますと、クローン

が１匹いましたと。そして、ここで有性生殖でもう１匹、クローンなのか普通の牛なのか

分かりませんが来ましたと。ここに家系図できますよね。家系図というか牛系図とでもい

いましょうか、でき上がります。ずっと下まで２代目、３代目と、有性生殖でいきます。

そうしますと、下にあるものが後代ということになります。ですので、１人目だけではな

くて、その後ずっとという形になります。 

 

○参加者⑪ 

 ということはクローンの後代みたいな、後代クローンみたいに考えてよろしいんですか。 

 

○鈴木専門官 

 そうです。クローンの後代です。 
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○牛尾参事官 

 参加者⑪さん、よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。 

 それじゃ、もう一人ぐらいもしあればいただきまして終了したいと思いますが。 

 はい、どうぞ。 

 

○参加者⑩ 

 何回か説明会、いろんな遺伝子組換えにしても輸入牛肉のときにしてもこういうふうな

お話を聞かせていただくのに参加させていただいているのですけど、いつも、今このクロ

ーン牛にしても、今技術も調査も途中の段階ということでよろしいのでしょうか。いつも

この説明会が済んだ後、１カ月か何カ月かしたらもう市場に流れているということがすご

く多いものですから、私たちがすごく知るのが遅いです。だから、今調査段階ということ

で確認させていただいていいのでしょうか。すぐ３カ月、４カ月で、もうクローン牛が流

れますということなのでしょうか。その辺を。 

 

○牛尾参事官 

 繰り返しになりますけども、食品安全委員会というのは我々とは独立した組織なので、

４月１日に厚生労働省が食品安全委員会に諮問しまして、食品安全委員会での答申が出る、

結論が出るまでどれぐらいかというのは我々としては承知しておりません。従いまして、

厚生労働省、農林水産省がどのような規制を行うのかというのは、少なくとも食品安全委

員会からの答申を受けてということになりますから、食品安全委員会の結果を今は待って

いるということでございます。じゃ、食品安全委員会の結果がいつ出るのかということに

ついて、来月の６月の中旬というような話では全くございません。少なくとも今年いっぱ

い位はもしかするとかかるのではないかなと私どもとしては思っているところでございま

すので、ご懸念のような来月になったら結論が出ているということにはならないだろうと

思います。 

 それから、技術というのは常にそれで終結するというものではございません。ただ、何

らかの検討するためには、その時点における技術の集積、知見の集積というもので判断せ

ざるを得ないということはご理解いただければと思います。 

 それでは、大体予定していた時間が来ましたので、これで終了させていただきたいと思

います。マイクを司会のほうに戻したいと思います。 
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○司会（北村） 

 それでは、以上をもちまして、体細胞クローン家畜に関する説明会を閉会いたします。 

 本日は皆様から様々なご意見、ご質問をいただきまして誠にありがとうございました。

また、長時間にわたりまして説明会の円滑な運営にご協力いただきましてありがとうござ

いました。 

 なお、出入り口でアンケートの回収を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 また、皆様のお近くでこうした意見交換会を開催することがございましたら、ぜひご参

加いただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、皆様お気をつけてお帰りください。本日はどうもありがとうございました。 

午後４時００分 閉会 


