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開      会 

 

○東條技術安全課長 それでは、定刻になりましたので、第１種使用規程承認組換え作物

栽培実験指針検討会を始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、委員の御出欠の状況ですけれども、鈴木座長、中村委員、中島委員が御欠席と

いうことで御連絡をいただいております。 

 それから、事務局の方ですけれど、山田局長は若干おくれてまいりますので、失礼しま

すが、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、議事に入ります前に資料の御確認をいただきたいと思います。議事次第に資

料一覧が載っておりますが、記事次第、座席表、それから委員名簿、それから資料１、資

料２、資料３とございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それから、机の上に前回の資料も御参考までクリップどめにして置いてあります。 

 それから、本日、傍聴の方がいらしていますけれども、傍聴の方は、「傍聴される方

へ」に記載されている注意事項を守っていただきまして傍聴していただきたいと思います。 

 それでは、以後の議事進行については、本日は鈴木座長が都合により御欠席ということ

でございますので、座長代理の日比委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○日比座長代理 では、何となくそういう予感がしていたのですけれども、鈴木昭憲先生、

お風邪のために本日御欠席ということで、座長代理というのは本当は中島先生なのですけ

れども、そのまた代理ということで、私がきょう務めさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

    議   事 

     １ 「第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」の見直しについて 

 

○日比座長代理 前回は一応皆さんから御意見をいろいろいただくということで、今回は
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それを何とか取りまとめましょうということが主になると思いますけれども、一番最初に

課長の方から資料１から３の御説明をいただくということになりますね。よろしくお願い

いたします。 

○東條技術安全課長 それでは、資料の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、お手元の資料１をごらんいただきたいと思います。 

 まず、「交雑に関する新たな科学的知見」ですけれども、前回の会議で平成 16 年までの

データについて御説明申し上げましたが、その後、今年度、17 年度の分が速報値という

ことでございますけれども、出ておりますので、それについて御説明します。 

 資料１の青字の部分が今回追加した新しい知見で、赤字は前回出しております。 

 まず１ページ目、イネですけれども、青字でありますけれども、東北農研と九州農研、

それぞれ今年度交雑試験をしておりまして、東北農研では５ｍ近辺のところで 0.02 とい

うようなパーセントで出ている。それから、九州の方では 15ｍを若干超えたところで

0.03 というようなパーセントで出ているということでございますが、いずれも 20ｍを超

えるような値ではないということでございます。グラフを下の方にかいております。これ

も青で三角で示したのが５年度の新たな知見ということになっています。 

 それから、１ページめくっていただきまして、２ページの方ですけれども、真ん中辺の

③のその他のところで、播種・移植期を 20 日ずらした場合、2005 年についても同じよう

な試験をしておりますが、すぐそばでも交雑は生じていないというような結果が出ており

ます。 

 それがイネについてでございます。 

 それから、６ページをお開きいただきたいと思いますが、ダイズです。ダイズについて

も同様に農環研の方で試験をしておりますけれども、3.5ｍのところで 0.02％というのが

出ておりますが、これも隔離距離 10ｍ以降で出たというものではございません。 

 続きまして、８ページ、トウモロコシです。これも同様に農環研、それから種苗管理セ

ンターでやった試験結果では 400ｍのところで 0.05 という値がありますけれども、それ

以降での確認というのはありません。 

 それから、続きまして、11 ページ、西洋ナタネ。これについても 2005 年のところを見

ていただきますと、青字のところですが、30ｍ近辺のところで 0.1 というのがありますが、

それ以降は出ていないということでございます。 

 以上が新たな知見ということでございまして、いずれも指針で定めている隔離距離を超
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えるようなところでの交雑は見られていないという結果になっております。 

 引き続き資料の説明をさせていただきますが、そういうような科学的な知見をもとにい

たしまして資料２の方でございますが、第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針の見

直しの考え方案というのを作成しております。前回同じような様式の資料で検討課題のと

ころまでお示しいたしましたけれども、それに今回は一番右の欄の見直しの考え方の案を

追加しておりますので、そこを中心に御説明したいと思います。 

 一番上のところですけれども、前回複数の委員の方からできるだけいろんな方法を組み

合わせた方がいいのではないかというような御意見もあったかと思います。その点につい

てですが、交雑防止措置について国民の理解が得られるよう、可能な限り隔離距離を確保

することや、イネの出穂期の調整等複数の手法を組み合わせることなど最大限努力するよ

う指導するというようなことにしてはどうかとうことでございます。 

 ここの指導するということについては、指針の中に組み入れるということではなくて、

この指針の見直しを通知をする際に、その通知の文章の中で指導するというようなことに

してはどうかということでございます。 

 それから、２番目の点でございますが、イネの隔離距離の問題で、これまでの隔離距離

の設定の考え方と同様の考え方で 30ｍとしてどうかということでございます。これは前

回いろいろ御意見がございました。20ｍと定めたものをそんなに急いで変える必要はない

のではないかというような御意見もありましたが、やはり 25.5ｍで交雑が確認されたと

いうことから、それを踏まえて延長すべきであるというような御意見が多数であったので

はないかなというふうに思います。26ｍにするか、30ｍにするか、そこら辺、いろいろ考

え方はありますが、下の表にありますように、従来イネで 15ｍのところで確認されてい

て 20ｍの隔離距離にしていた。あるいはダイズで７ｍのところで最長交雑が確認された

のがあって、隔離距離を 10ｍにしていたというようなことがありますので、今回もある

程度切りのいい数字といいますか、そういうところで 25.5ｍで確認されたということを

踏まえて 30ｍというふうにしてはどうかという提案でございます。 

 それから、１枚めくっていただきまして、播種とか移植の日をずらす時期的な調整の問

題でございます。この点については、前回委員の方から時期の調整については、１つは生

育に差が出るような場合があるのではないかというようなこととか、あるいは近隣の出穂

期だとか、その辺の状況の確認がなかなか難しいのではないというような御意見もあった

かと思います。それと先ほども見ていただきましたが、科学的知見としてまだ３年間しか
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ない、それら１カ所での知見しかないというようなこともございますので、ここについて

は将来的に新たな手法として追加できるように、引き続き科学的な知見の集積を進めてい

くというようなことにしてはどうかということでございます。 

 それから、その下ですが、今度は説明会の開催の問題でございます。前回実施状況のと

ころで御説明しましたように、近隣の農家が若干出席が少ないというような問題とか、あ

るいは独法では説明会とは別に県とか市町村、そういうところに行っているというような

実態を踏まえて直してはどうかというようなことでございましたが、ここについては指針

をつくって２年間の経験しかないということもございますので、今回は指針の記述は変更

しないで、説明会を初めとする情報提供活動について、国民の理解がさらに増進するよう

な観点から一層それぞれの独法で工夫をして取り組んでいただくというような積み重ねを

していって、その上で将来見直しを検討してはどうかということでございます。 

 それから、３ページ目にまいりまして、前回の御議論の中で指針の見直しなり、交雑防

止措置の設定の仕方、やり方について御意見があったかと思います。これについては、左

の方で、現在の指針の中では、「本指針は策定時以降における科学的知見の充実や指針の

運用結果等を踏まえ、その内容を見直すことが適当である場合には適宜見直しを行うもの

とする」というふうに書いてありますが、具体的にどういうふうにするかというようなこ

とが十分書いてないということがございます。それについては、指針に盛り込むというよ

りは、後ほど説明しますが、やり方をこの場で御了解しておいていただきたいということ

でございます。 

 それから、その下ですけれども、技術会議事務局による確認ですが、これは追加しては

どうかということでございます。技術会議事務局による現地確認。独法に行って確認をす

るということを指針に追加するということでございます。 

 それから、一番下、最後ですけれども、前回口頭で御説明しましたが、東京都の方の指

針の中で経済的な損失への対応を盛り込むべきではないかというようなことがありまして、

東京都からも国の指針にそういうものを追加してほしいというような要望もあったわけで

ございますが、それについては、以下の理由から記述しないということで整理してはどう

かということでございます。 

 まず第１に、「万一の場合に、研究所等が法令等に従って適切な措置を執ることは当然

である」ということ。 

 それから、２番目として、「被害発生が具体的に想定できない中で、漠然と経済的損失
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への対応の考え方を記述することは、あたかも被害が発生するかのような誤解を与える」

ということで、この指針に盛り込むのは適切ではないのではないかということでございま

す。 

 それから、その次のページへいきまして、前回の御議論の中で、第１種使用規程の申請

がどんどん進んでいる。新しい作物もふえてきている。それに伴って作物を追加すべきで

はないかというような御意見がありました。事務局の方でもう一遍今の申請状況を確認い

たしまして、別表の方にテンサイとパパイヤを追加することとしてはどうかということで

ございます。左の方の表が現在の作物の一覧ですけれども、これにテンサイとパパイヤを

追加する。 

 それから、その次のページですが、別紙ということで、先ほど若干触れましたが、この

指針の見直しのやり方ということでございます。特段具体的に指針の方では書いてないの

ですけれども、とりあえずこういうことでお願いをできればということでございます。 

 まず第１に、検討会は毎年定期的に開催することとしまして、当該年の指針の活用の状

況や新たな科学的知見等について事務局から報告をする。その報告に基づきまして指針の

見直し等必要があればそれについても検討をしていくということでお願いはできないだろ

うかということでございます。 

 それから、２番目として、交雑防止措置の設定の考え方は、当面、下欄のとおりとする

ということで、これはこれまで御議論いただいたものを事務局の方で整理させていただい

たということでございますが、四角の中にありますように、本指針で交雑防止措置を定め

る対象作物は、独立行政法人における栽培実験が想定される食用作物、または飼料用作物

とするということ。 

 なお、独立行政法人が委託を受けて栽培実験をする場合を考慮しまして、民間等が開発

する作物についても広く対象とするよう努める。 

 それから、②で、具体的に、周辺の同種栽培作物との交雑防止のための隔離距離を設定

する場合の考え方ですが、まずアとして、食品安全性承認作物、あるいは飼料安全性承認

作物である場合には、周辺の同種栽培作物等とほぼ交雑が生じないと考えられる距離とい

うこと。それから、承認がされていない場合については、周辺の同種栽培作物と交雑が生

じないと考えられる距離にする。加えまして、研究所と外部境界近くに同種栽培作物等を

栽培して、交雑の有無についてのモニタリングを実施するということです。そういう考え

方で当面運用してはどうか。 
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 それから、３点目ですけれども、ことしも４月に緊急に通知を出しましたが、想定外の

事態が起こったということで対応させていただきましたが、今後もそういうことが想定さ

れるということから、緊急に交雑防止措置を定める必要が生じた場合は、下に書いてある

のと同様な考え方で、事務局において科学的知見をもとに交雑防止のための暫定的な措置

の案を作成して、検討会委員の御了解を得た上で、関係機関に通知をする。 

 それと同時に、先ほど１で言いましたように、検討会は毎年定期的に開催するというこ

とでございますので、その定期開催のときに、その年にとった暫定措置といいますか、そ

ういうものについて御報告をして、必要があれば指針の見直し等を行うということにして

はどうかということでございます。 

 以上が見直しの考え方でございまして、資料３の方は、それに沿って指針の新旧を対照

したらどうなるかということでございます。 

 結果的に指針の方で直すところは３点ということで、１点目が１ページ目のイネの隔離

距離 20ｍを 30ｍにするということ。 

 それから、２点目が、２ページ目のその他とのころで、「農林水産技術会議事務局によ

る実施状況の確認」というのを入れるということ。 

 それから、３点目が、３ページ目の別表で、新たにテンサイとパパイヤ、それの同種栽

培作物等、これを追加するということでございます。 

 以上が用意した資料の説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○日比座長代理 今御説明いただきましたけれども、討議に入る前に今の御説明の内容に

ついて御質問がございましたらどうぞ。 

○西尾委員 資料に関して、前回気づけばよかったのですが、資料１のこの数字、パーセ

ントで数字が出ていますが、これは何粒調べて何粒という実数は出ていなんですか。例え

ば 0.01 という数字があったときに、１万粒調べて１粒だったのか、これは分子が１万粒

ですか。 

○東條技術安全課長 それぞれ研究によって違うのですけれども、前回 25.5ｍのところ

で出ておりますのが 0.01 とありますが、これについては前回もちょっと言いましたけれ

ど、距離ごとに５株ありまして、５株のトータルの粒数が約 7000 とか 8000 ぐらいありま

す。その５株によって若干違いますけれども、その５株のトータルに対して１粒あった。 

○西尾委員 ５株のトータル……。 

○東條技術安全課長 はい。５株のトータルで大体 7000 とか 8000 粒ございます。１株
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1500 とか……。 

○西尾委員 分子を幾らにするかによっても、例えば１万粒調べるのが限界であれば、そ

れより下のは出てこないということになるわけですね。１万粒調べて１粒しか出ないとい

う、これが最小のあれで、実験規模としてその規模をもっと拡大するともっと距離が出る

のかどうかということが少し気にかかった点なんですが。 

 それは技術的に不可能であればこれが検出限界だからこれで利用するということですけ

れども、今の５株の調査をずっと尊重するか、あるいはそれはもっと拡大して 30 株なら

30 株やるということをすると、またずれるということはないのかどうかというのが気に

かかったのですけれど、ゼロにするのは難しいと前から言っていますが、調査する分子を

ふやせばふやすほど距離は延びる可能性もあり得るのではないかと思います。 

○東條技術安全課長 東北でやったやり方と九州のやり方と若干株のとり方とか――若干

というか、大分違うのですけれども、東北の場合は真ん中辺に花粉源を置きまして、距離

ごとにずっと５株ずつ――５株というか、時期を４種類、１週間ずつずらしていますので、

４パターンで５株ずつずっと配置しているんですね。その５株について 25.5ｍのところ

で前回検出されたというのはさっき申しましたが、そんなようなことですね。 

 その規模について、今のところ、その規模でしかやっていないので、それ以上やった場

合にどうなるかというのはまた確認はしていないんですね。 

 それから、今回ここで指針で定めるのは、あくまでも実験レベルの非常に小さい規模の

レベルでの交雑の距離ということなので、このくらいで確認をしておけば大丈夫なのでは

ないかと我々は思いますけれども、これが一般栽培とかそういうことになれば、もっと相

当大きな花粉源とか距離とかとってやらなければいけない可能性もありますけれども、現

時点ではこのくらいで十分ではないかなというような考えを持っています。 

○西尾委員 つまり実験の規模として１万粒調べて１粒出ない距離を出ないと判断すると

いうことでいいかどうかということを質問しているところなんですが……。 

○日比座長代理 確かに検体数を 100 万株ふやせば出てくるかもしれませんしね。どこで

区切って、これなら大丈夫でしょうという判断が出てきますよね。でも、西尾先生みたい

に育種の専門家としてはどのくらいが欲しいと思いますか。もちろんこの場合は花粉源が

非常に小さいですよね。ですから、課長が説明されたように、花粉源がもっと大きくなる

一般栽培の場合には必ずしもこの値で十分ではないかもしれないとおっしゃっていますけ

れども、今ぐらいの隔離圃場の規模ぐらいであって、50 株なり何なり調べられたら、ま
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あ、ほぼないと判断してよろしいんですか。 

○西尾委員 つまり、受け手が今５株と言われましたよね。 

○日比座長代理 ５株ですね。 

○東條技術安全課長 距離ごとにです。 

○西尾委員 その受け手を５株にするのか 50 株にするのかによって、検出感度というか、

ゼロになる位置が変わってくると思うんですが、それをどう判断すればいいのかというこ

となんですが。 

○東條技術安全課長 実際は試験の方の圃場の計画上は帯状に４パターン並んでいますの

で、同じ距離のところに 20 株あるんですよね。それが正確に花粉源から何ｍか。斜めに

飛べ少しそこら辺はあるということなので、５株より多いことは多いんですよね。そうい

う意味で言えばですね。直線的な距離は 25.5 です。 

○日比座長代理 どのぐらいが妥当なのかというのもなかなか結論は難しいですね。でも

一応 20 株ぐらいは調査した結果こういう値だということですね。 

○東條技術安全課長 そうです。試験の設計上はそういうふうになっています。 

 その辺は岡委員の方から……。 

○日比座長代理 後で距離を定めるときの検討課題だと思いますので……。 

○岡委員 統計上、どのぐらいの精度にするかを決めることで、サンプリングをどうする

かということは統計学上できると思うんですね。もちろん、ここでは交雑した粒どう効率

的に判別するかが重要です。 

実際には、試験用の小型籾摺り機で摺って視覚的に見ておりますが、ウルチ米へのモチ

粒の混入を選別する機器があります。そういう機械を使うことによって多点数の粒を調査

することは可能です。そういう点では、カルタヘナ法にしたがった多様性影響評価の基準

の策定ワーキンググループで、交雑の問題を議論したことがありまして、その時は確か作

物によって調査粒数が違っていたと思います。お米の場合は１万粒だとか、ダイズだと何

粒だとか、全部記憶しておりませんけれども、こうした基準が設けてあります。今、西尾

委員のおっしゃったことについては、どの精度なのかということを置くことによって、統

計の専門家と協力してサンプリングの方法をどうしたらいいかということを決めることは

可能であると考えます。そういう点では考え方の整備をすることが大事かと思います。 

○日比座長代理 20 株というと何万粒ぐらいになるんですか。 

○岡委員 ちょっと計算しなくては……。１株で 1000 粒ぐらいですかね。 
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○東條技術安全課長 ３万粒……。 

○岡委員 ３万粒ほどになりますかね。 

 ダイズで調査しておりますと、私ども 10 株ずつぐらい調査しておりますが、ちょっと

粒が大きいということもありますけれどね。 

○東條技術安全課長 今は東北のやり方を中心に言いましたけれど、先ほど言いましたよ

うに、九州は真ん中に置いて、東西南北、全部の方向、放射状に見ているようなこともあ

ります。 

 そういう知見だけではなくて、この資料１にもありますように、そのほかの学術論文等、

そういうところを見ても、これまでの確認されたもので 15ｍ近辺が今までは最大値であ

った。去年の 25.5 というのは本当にまれな気象条件のもとで出たのではないかなと思い

ますけれども、これまでのいろんな文献を見ても、実験の規模等いろいろあると思います

けれども、そういうものを見てもそのくらいになっているというのが実際のデータという

ことでございます。 

○日比座長代理 あとほかに御質問……。 

○黒田委員 ことしの 2005 年の東北農研のデータなのですけれど、これは何万粒だった

のですか。私が記憶しているのでは、多分５～６万粒やったのではないかと思っています

けれど。この 0.12 という数字のところですね。 

○東條技術安全課長 ちょっと調べてみます。 

○日比座長代理 それでは、調べていただいた後でお答えいただくことにして、ほかに御

質問ございますか。 

○鈴木（正）委員 資料２の別紙の５ページなんですけれど、交雑防止措置設定のところ

で食用にする場合と飼料用以外のものはこのガイドラインには含まれないということです

よね。 

○東條技術安全課長 この指針の構成として、我々の整理としては、指針は、第１種使用

規程承認作物全体なので、食用であろうと何であろうと全部含むということで考えている

のですけれども、ただ、ここの下に示してありますのは、交雑防止措置、これを設定する

作物は別表で示してありますが、それについては食用、あるいは飼料用、要するに食品衛

生法とか飼料安全法、そういうもので問題になる、そういうものについてこちらで定める

こととしてはどうかということです。 

 それ以外は花とか芝ですね。カルタヘナ法で申請の終わっているものはカーネーション
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と、あとベントグラスというのがありますけれど、それは一応実験指針の対象と考えられ

ますけれども、交雑防止措置を定める必要はないのではないかということでございます。 

○鈴木（正）委員 この指針の考え方の整理として、今言われた食品とか安全性の問題で

すよね。それから、近縁植物に移る遺伝子フロー――ジーンフローというんですか、その

遺伝子水平移動の問題と、それから組換え植物と非組換え植物の栽培で両者間にトラブル

を起こさないための共存の問題とその３つがあると思うんですけれども、食用とか飼料用

については安全性で交雑防止ということで、そうすると、ジーンフローについては――ジ

ーンフローというか、ほかの近縁のものに移ることについては食用であろうと花であろう

と問題は同じだと思うんですけれど、そこのところはいいという考えになるわけですね。 

○東條技術安全課長 野生動植物への影響ということかと思うんですが……。 

○鈴木（正）委員 野生動植物に関してはカルタヘナ法でやっていますよね。 

○東條技術安全課長 カルタヘナ法でそこは担保されているということです。 

○鈴木（正）委員 同種のものでも組換えのものが非組換えのカーネーションに移ったと

しても特に問題はないと。 

○東條技術安全課長 はい。そこは栽培作物ということがありますので、種の更新とか栽

培管理をきちんとすれば、そこは問題ではないのではないかということです。 

○日比座長代理 あとほかにございませんか。 

 私から１つだけあるのですけれど、資料２の最後の別紙ですね。別紙の今後の第１種実

験指針の見直しについての一番下の②のアとイで、アは、承認作物の場合は「ほぼ交雑が

生じない」で、未承認作物の場合は「交雑が生じない」と書いてあるんですけれど、この

「ほぼ」というのと「交雑が生じない」というのはどういうふうに想定されておられるわ

けですか。 

○東條技術安全課長 それは資料１の方を見ていただきたいと思うんですが、まずイネの

場合ですね。２ページ、波線で書いてありますけれども、「隔離距離の考え方」で、「10ｍ

前後でほぼ交雑が生じない状態となり、20ｍでは交雑が生じない状態と言えるのではない

か」ということで、こういう考え方のもとに隔離距離を前回 20ｍと設定させていただい

て、今回 25.5 が出たので、ここは直すとすれば「10ｍ前後でほぼ交雑が生じない状態と

なり、30ｍで交雑が生じない状態と言えるのではないか」というふうに直す必要があるか

なと。 

 それと対するような形で見るのであればトウモロコシを見ていただきたいと思いますが、
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９ページです。「以上のことから、トウモロコシについては 600ｍ前後でほぼ交雑が生じ

ない状態と言えるのではないか」と。600ｍを超えても規模が大きい場合には 800 とかで

飛んでいる場合があるので、「ほぼ交雑が生じない状態と言えるのではないか」というこ

とです。 

 防風林のところはちょっと飛ばしまして、最後の「従って、トウモロコシの隔離距離に

よる交雑防止措置については、栽培実験作物が、食品安全承認及び飼料安全承認が得られ

ている場合に限ることとし、得られていない場合は、除雄・摘花など距離以外の防止措置

をとることが適当ではないか」というようなことで、指針もこの考え方によって、トウモ

ロコシロとナタネについては、安全性がとれたものだけが交雑防止措置による隔離が可能、

とれていないなものは除雄とか袋がけをしてくださいと。そういう整理になっています。 

○犬伏委員 素人でわからないのですけれども、先ほど西尾先生がおっしゃられたのを聞

いていて思ったのですが、受け手というんでしょうか、モニターされている方の。この数

がふえればたくさん飛んできたのを受けてしまう量がふえてしまうのかなという気がした

んですね。先ほど 0.01 と母数の話があったわけですけれども、今５株だから、５株だけ

の数、受けているのかなと思っている。それが同数もしあったら、その距離によって、20

株という話ではありますけれども、同数と同数だったら、0.0 幾つというのが 0.02 とか

３とか上がってくる可能性が先ほどの話ではあるのではないのかなという気がしたんです

ね。だからどうという、そこまで細かいことを言っているわけではないのですけれども、

だとすると、先の方に進んでしまってあれなのですけれども、対照表の方、資料３の方な

のですが、まず距離ありきというだけだと、そこのところが抑え切れないかなという気が

したんです。だとするなら、その他のところ、指導していこうという部分ですね、確認種

を。そちらの方にこそもう少し力を入れて初めからやっていこうとした方が、より交雑防

止には近くなるのかなという思いを持ったんですね。距離だけでひとり歩きというのは、

どうも先ほど来の話を聞いていてもちょっと無理なのかなという気がしたものですから、

ほかのものと同じに、対等に、これとこれとと、研究なさる方々にとっては大変なのかも

しれないのですけれど、そこがどうなのかなという思いを持ちますけれども、交雑という

部分も少なくしよう。私はつい市場開放されて民間に出ていくというときのことを考えて

しまうものですから、そのときのことを考えると、そういう話の方がいいのかなという気

がしたんです。 

○東條技術安全課長 ちょっと誤解をされていたらあれなんですけれど、受け側の株数な



 

 - 12 - 

んですけれども、私が５株と言いましたのは距離ごとに５株とっていますので――正確に

は何株かあれですけれど、花粉源の数に比べて膨大な数の受け手があるんです。 

○犬伏委員 膨大な数があるんですか。 

○東條技術安全課長 膨大な数があって、そのうちの 25.5ｍのところが５株あるんです。 

○犬伏委員 もとは 20 株も 30 株もあるわけではないんですか。 

○東條技術安全課長 花粉源自体は、正確には何株あるかあれなんですけれど、たしか５

ｍ幅ぐらいですね。受け手は 35ｍまでずうっと植えてあるんです。何㎝か、40 ㎝かその

くらいの間隔でずうっと植えてあるんです。 

○犬伏委員 なるほど。わかりました。１㎝間隔――極端なことを言えば、それでずうっ

と５株ずつが入っていると。 

○東條技術安全課長 ええ、35ｍまでずうっととってあるんです。 

○犬伏委員 なるほど。わかりました。 

○東條技術安全課長 受け手は膨大にあって、たまたま飛んだ距離のところが５株であっ

たので、分母はその５株を対象に 0.01 というのを出しています。全体で言えばもっとも

っと低い確率なんです。 

○犬伏委員 なるほど。わかりました。 

○東條技術安全課長 そういうことでございます。 

○日比座長代理 隔離距離のところはまた後で皆さんで御議論いただいて……。 

○東條技術安全課長 絵があればよかったのですが……。 

○日比座長代理 先ほどの黒田委員の御質問に対するあれはおわかりになりましたか。 

○東條技術安全課長 先ほどのことしの東北の５ｍぐらいで出たときの分母ですけれども、

やはり同じように 5.7ｍなんですけれども、５株ずつ植えていますので、やっぱり分母と

してはそれを分母にして、５株の粒数で 6225 粒だそうですけれども、それ分の１ですね。 

 若干距離ごとの５株によって、なる粒数が違うものですから、パーセントが少し上へい

ったり下へいったりしますけれども、その５株の粒数を数えてパーセントを出しています。 

○日比座長代理 資料に対する御質問、どうぞ。 

○西尾委員 せっかく随分データをためてきましたので、分布の式とか農水省としてつく

ったりはされないのですか。多分指数分布みたいになるのではないかと思うんですが、そ

うすると、例えば実数はここに出ているわけですね。それで式ができれば、単純な、例え

ば指数分布にするとずうっと、例えば 100ｍ離れたら 10 の何乗分の１の確率になります
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と。100ｍ離れたら 10 の何乗の１とか、というような数字としては出ると思うんですが…

…。 

○日比座長代理 要するに検定曲線をつくっておけば、そこまで試験しなくても理論上幾

らになるというのがわかるはずだということですね。 

○西尾委員 ええ。そのために必要だと思うデータ、もう少し近いところのデータがある

と、近いところこのデータは黒い点ばっかりで、昔のデータ……。 

○東條技術安全課長 近いところのデータ、若干グラフ等省略しておりますので、実際に

はとったデータがありますから、先生がおっしゃったように、そういうようなモデルをつ

くるときの利用は可能ということになります。 

 先ほど言いましたが将来的に一般栽培とか、そういうものに際して利用していくには、

先生がおっしゃったようなそういうモデルというのも必要かと思いますので、今後研究の

中でそこら辺は深めていきたいと思います。 

○日比座長代理 データとしてその検定曲線をかくだけのデータはあるのだと思いますね、

数としては。 

○東條技術安全課長 そうですね。できるだけ多くとっています。 

○岡委員 まだ御議論の冒頭のところですけれど、今のモデルの問題では、会議資料にこ

れまでの全体のデータをプロットした１つのグラフがございますけれど、こういう点で指

数曲線は引けると思うんですね。 

 ただ、いろんな条件によって違ってくるので、ゼロになるものをどう求めるかというこ

とは不可能なんですね。もちろん御承知だと思いますけれども、 

 もう１つは、前回の私の発言の中で申し上げましたけれど、風向だとか風速、あるいは

受け側、花粉を出す側の条件というのは、株数だとか、花粉の数だとか、また受け側の開

花の同調性、めしべの出方とか、低温だとか、あるいは朝、雨が降っているともちろん開

花しませんけれども、朝の温度が低くても開花しないとか、温度がどのくらいでなければ

いけないとか、そういったいろんな気象条件と出す側と受ける側のイネの状況を見ながら、

どういった頻度でそれが起こり得るのかということを大曲や、つくばなど幾つかのデータ

でモデルをつくっているところです。それは単純な指数回帰ではなくて、何時ごろの風向

がどうであって、同調性がどうであったかということによって、年次間、あるいは地域で

こういう気象条件が起こったときはこういうことが起こるかもしれない。つくばではこう

だといったような、地域と年次間のことを、前回申し上げましたけれど、提示できそうに
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思いますので、そういう点を含めて、今おっしゃった指数式による回帰だけではなくて、

いろんなパラメータを入れたモデルを提示するという形の方が適切であると思っています。 

 そうすると、ある地域をとったときに、こういう確率、何ｍで飛ぶことがどのくらいの

頻度で起こり得るのかということがある程度推定できるかなと思います。 

○日比座長代理 いろんなファクターがあるので、それを全部取り込んで、気象予報みた

いにかなりデータを処理して……。 

○岡委員 そうすると、大曲で昨年度起こった風速と風向と花粉の同調性の問題というこ

とを要因として入れると、大曲で昨年度あった 25.5ｍは何年に１回ぐらい起こることだ

ということが逆に見られるということを申し上げたいということです。こうしたモデルに

よるデータの評価や推定がより実用的で理解されやすいという気がします。 

○西尾委員 その関係で、トウモロコシの花粉の飛散の研究をしている人を通じてデータ

をもらったことがあるのですが、そのときの論文ではかなり複雑な式で、50ｍぐらいまで

の数値は出るような式だったのですが、そこから外へ行くとおかしくなってしまうような、

そういうふうなのでは困るので、もうちょっと単純な式でないと、遠くを予測できない。

近くまでは、決まった範囲内では正しい数字が出るけれども、というような式は見せても

らったことがあるのですが……。 

○岡委員 カーブフィッティングだけの問題ですと、そういう形で一般的に出せると思い

うんですけれど、やはりどの程度の頻度で交雑が起こり得るかということを評価できるこ

とも重要だと思います。今、申し上げたのは気象の研究者と作物・育種の研究者が共同で

つくっている作物の交雑モデルでして、もう１つは私ども研究所の一員ですけれど、花粉

飛散を非ブラウン運動で拡散するとの考えから、トウモロコシの花粉飛散と交雑にこの理

論を適用した論文を書いたものがあります。これは違った視点からの検討です。見方によ

っては違うタイプのモデルが出てくると思いますが、こうしたモデルを提示して、関係の

方々に御検討いただくということができればと思っています。そういう点では単純にカー

ブフィッティングすることと、交雑頻度を推定するモデルの両面から進めていくというの

が大事かと思います。 

○日比座長代理 技術的にも検討中ということですね。だから、今回は今出ているデータ

で何か決めなければいけないですけれど、将来的にはそういったシミュレーションできる

ような形になれば、それに基づくということになると思いますね。 

 あと、御説明の内容についての御質問はございませんでしょうか。 
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 それでは、後でまた思いついたときでもよろしいんですけれど、一応今度は検討という

ことで、議論に入りたいと思いますけれども、あんまりばらばらやっていてもあれですの

で、一応資料２の方で事務局の方で検討課題というのと、事務局側の見直しの考え方の原

案が示されていますので、それに従って議事を進めていきたいと思いますけれど、よろし

いでしょうか。 

 それでは、最初の資料２の第１ページに出ているのは、要するにイネが従来 20ｍだっ

たのだけれども、データとして 25.5ｍというのが出たので、30ｍとしてはどうかという

ことと、その上にも出穂期の調整などと組み合わせた方がよろしいというようなことが書

いてあるのですが、この 30ｍも含めて、この点について何か御意見とかありましたらど

うぞ。 

○岡委員 最初に発言させていただきますけれども、20ｍという隔離距離が定められた後

に 25.5m の値が得られ、この数字が出てことはもちろん否定できない事実だと思います。

しかし、今年の九州農研や東北農研等のデータを見ても、20ｍを超える数字が出てこない

という点から見て、20ｍでゼロに抑えられるということはもちろん言えますけれども、20

ｍの数字を置いたということはそれなりに意味があった数字なのではないかと私は思って

いるのです。 

 ところが、25.5ｍの距離での交雑があったことで、前回も論議いただきましたように、

昨年度は 26ｍの隔離距離に組み合わせて開花期、つまり植えつけ期をずらすということ

を技術会議事務局長名で提示されたということがありました。先ほど犬伏委員の御発言が

あったのですけれど、距離だけではということもありましたが、子細に資料１のコメのデ

ータを見ますと、３年間を通じて移植期を 20 日間ずらした場合には、交雑の事実がない

わけです。３年間という数字をどう見るかはともかくとして、こうした事実を考慮して、

隔離距離を 20ｍにするか、25.5ｍを超える値にするかはともかくとして、開花期をずら

すことは今回の検討案には含まれておりませんけれども、これを考慮して組み合わせると

いったことも、交雑を防止するためにはで可能なことです。また先ほど課長からのお話で

御紹介があったように、防風ネットだとか、開花期をずらすといったようなことが、試験

実施者に対して努力目標として要請されるのであれば、隔離手法の組み合わせということ

も検討した方がよろしいのではないかと私は思います。 

○日比座長代理 今、岡委員がおっしゃったのは、次のページの播種・移植期を 20 日間

ずらしてはいかがかということについて、事務局側の原案は、将来的には新たな手法とし
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て追加するように科学的知見を集積したいということですけれども、岡委員がおっしゃる

のは、今回の改訂でそれと組み合わせれることも可能ではないかというようなお考えです

ね。ただ、事務局は少しまた早いのではないかということですが……。 

○黒田委員 それについては私は少し議論がありますね。といいますのは、今、２週間ず

らすというのは、対象がどこのことを言っているんですか。周辺農家のことでしょうか。 

○岡委員 それは試験機関の内部の問題です、もちろん。 

○黒田委員 どこをどことずらすかということをはっきりさせておかないと、事務所内の

ことなのかどうか。例えば１km 先の農家の開花期とずらすということなのか。 

○岡委員 そのことは前回も議論されましたが、試験場内で配置を考えれば、試験場外と

いうのはほとんど距離的には無視できる話ですから、内の話でよろしいと思います。 

○黒田委員 例えば事務所内が狭くて、場所によっては周辺の農家との間が例えば数百ｍ

しか離れていないという場合、非常に難しいところなんです、距離的にね。 

 ただ、距離の問題というのはいろんな問題がありましてね。実は距離と開花時期を例え

ば２週間ずらすというのを組み合わせた場合、問題が出てきますというのは、僕は多分２

つ問題があると思うんですよ。１つは、東北から北海道のような寒冷地でイネを栽培する

ときに、周辺のイネよりも、例えば 20 日、開花で２週間おくらせるということは技術的

に非常に無理なんですね。まともなイネが育たない。それから、１週間、開花期がずれる

かどうかというのも移植だけでは決まらないんですね。ですから、それは非常に難しい。

ですから、イネの特性を評価するときに、とてもまともなイネでないものをつくって何を

評価するかということですよ。これがまず第１ですね。 

 もう１つは、関東地域に限っても言えることなのですが、今、農家ではイネ、ムギの二

毛作がかなり普及しているんですね。昔からありましたけれど。そうすると、ムギを収穫

した後にイネをつくるわけです。そうしますと、関東地域ではそういう農家は６月中旬に

田植えをするわけです。ですから、例えば近くの農家がイネ、ムギの二毛作を実施する場

合ですよ。その場合はどう見たって、我々が例えば 20 日間ずらそうと思っても、農家は

ほとんどその時期に田植えをするということですから、事実上、栽培できなくなるわけで

すね。我々の試験栽培が。ですから、２つを組み合わせるということはいろんな問題があ

ります。 

○岡委員 考え方の基調として、場内、場外への影響という問題がありまして、それから、

複数の隔離手法を組み合わせることが不可欠なのかどうかという問題があります。例えば
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北海道では、黒田委員がおっしゃったようにできないというところがあるかもしれません

し、可能な限りという点では、どの組み合わせで、試験の本来の筋を失わない設計で実施

せざるを得ないわけですけれど、努力して時期をずらして試験が成り立つ場合とか、ネッ

トをつける場合だとかということは、実施者の判断で試験設計をして実施してもいいので

はないかと私は理解しています。 

○黒田委員 そのとおりだと思います。 

 ですから、できるだけ、可能な限り、ずらしたり、隔離距離を延ばしたり、それから開

花期もずらす。あるいは防風ネットを張るという努力はいいんですけれど、その２つを組

み合わせて指針に盛り込むというのは、今のように実際には実験できなくなることがある

ということを理解しておいていただきたい。 

○岡委員 私は組み合わせることを強制的に実施するとは言っていないのです。組み合わ

せて実施することができないかということを申し上げているのでして、ところが、今回の

検討の原案の中には時期をずらすというメニューがここに入っていないんですよね。そう

いう点で、これを入れて組み合わせるとよりいいのかなという発言をしただけです。 

○東條技術安全課長 ちょっと申し上げますと、１ページ目の、今、岡委員が言われたの

は、事務局の案としては、黒田委員が言われたようなこともあって、ケース・バイ・ケー

スでいろいろあると思ますけれども、実施する者の努力としていろんな手法を組み合わせ

ることも努力していただきたい。それを指針の中ではなくて、指針の見直しを通知する際

に努力してくださいと、そういうのを出してはどうかということでございます。 

 それから、時期をずらす点については、まだちょっと知見が十分ではないということと

か、今おっしゃったように、周りのどのイネと比較するのかとか、そういう問題もいろい

ろあるので、もう少し検討させていただきたいなと。事務局の方で知見を積み重ねたいな

ということでございます。 

○日比座長代理 ２週間ずらせば距離は 10ｍでいいですよというような指針は今はちょ

っと出せないということですね。 

○東條技術安全課長 そこまでの根拠はないのではないかということです。 

 ずらせば恐らくその効果はあるということはあるのですけれども、だからといって……。 

○日比座長代理 ただ、実験の目的は果たせないかもしれませんね。 

○東條技術安全課長 そこは努力していただくというようなことでやってはどうかという

ことです。 
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○日比座長代理 この点について、鈴木先生などは、あんまり距離をとられると、県の試

験場とか企業の試験場などでは、面積も限られて、あんまり厳しくするのは研究上は問題

があると前からおっしゃっていましたけれど、今度 20ｍを 30ｍにしようというのですか

ら、いかがですか。 

○鈴木（正）委員 これは距離論を前提にするのはやはりおかしいと思うんですよ。距離

論を幾ら言ってもゼロにはならないというのは明らかなことなんですね。それで、実質的

に距離を延ばして実験的にやっている研究は、ほかの手段を、できる限り努力したとして

も、実験できなくなるというおそれがあるので、何かあるたぴに距離を延ばすということ

はあんまり得策ではないと思っているんですよ。 

 前提条件として、なぜゼロにしなくてはいけないのかという問題があると思うんですよ。

そういう認識の問題ですが、ゼロにすると、聞こえはいいけれども、実質的には余り意味

がないと思うんですよ。というのは、例えば輸入作物で飼料用のトウモロコシとかダイズ

とかありますね。組換えと非組換えとを分別して輸入していますけれども、完全に分別で

きないということで、５％ルールでまざっていますよね。そして、その非組換えの飼料と

かを輸送したとしても、輸送中にばらばらに落ちて、生えて、出てきた場合もある。多分

非組換え作物と言われているものを全部ＰＣＲで調べたらゼロでないと思うんですね。 

○日比座長代理 こぼれ落ちでよく見つかっていますね。 

○鈴木（正）委員 そうですね。 

 そうすると、全部ゼロにするというんだったら、そういうものまで全部ゼロにしなくて

はいけないということになると、今、ダイズとかトウモロコシ、ほとんど輸入ですよね。

全部ゼロにしなくてはいけないと言ったら、組換え作物だけでなく、非組換え作物の輸入

も全部ストップしてしまうと思うんですよ。 

 そうすると、今、遺伝子組換え植物をつくらなくても、影響がないということで、消費

者、特に生産者、畜産業界なども問題が起こっていないけれども、もし本当にゼロルール

というのを完全に、輸入にしろ、国内にしろ、全部厳しくすると、本当に大混乱になるの

ではないかと思います。 

○東條技術安全課長 ちょっと御説明を補足したいと思うんですけれど、鈴木委員がおっ

しゃっているのは一般の流通だとか一般栽培のことが中心かと思うんですけれども、今回

の御議論いただいているのはあくまでも試験場でやる栽培実験のものであるということ。 

 それから、先ほども別紙の方で交雑防止措置設定の考え方で申しましたけれども、食品
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の安全性が確認されたもの、それについては安全性が確認されているのですから、ほぼ交

雑が生じなければいいだろう。しかしながら、安全性を逆に確認するためのデータをとる

ために栽培実験をしなければいけない。まだ確認されていないものがあります。そういう

ものを試験場で栽培するときには、交雑は起こらないというようなことでやらないと、そ

ういうものがもし外に出た場合には、そういうものは法律上流通できないことになります

ので、そこは交雑は生じないということで定めなければいけないというのが考え方ではな

いかと思います。そういうことで、これまで御議論いただいて定めてきた経緯があるので

はないかと思います。 

○鈴木（正）委員 アメリカの方で安全性が承認されていても、日本の国内で食品の安全

性が承認されていないものについてもそういう扱いをするということですね。 

○東條技術安全課長 日本の法律の中で、食品衛生法で食品の安全性が承認されたもので

ないと、流通してはいけないことになっていますので、そういうものが１粒でもまじると、

法律上はだめということになりますので、そこは厳密に交雑が生じない距離とあわせてモ

ニタリングをするということでこの指針の中でも整理をされていると思います。 

○日比座長代理 最初のこの実験指針を制定するときもいろいろ議論がありまして、そん

なにたくさんの距離をとらなくてもいいのではないかというような議論もあったのですけ

れども、こういう研究を進めるにしても、遺伝子組換えというのは将来は本当にもっとポ

ピュラーになると思いますけれど、国民の御理解を得ながら進めないといけないというこ

とがあって、それで一般の消費者の方とか生産者の方もまあまあそれそれなら大丈夫でし

ょうという御理解をいただく距離をとりましょうということでとってきたという経緯があ

りますね。ですから、実際に落ちこぼれの種から遺伝子組換えが多少はあるのではないか

という、そういうことは確かにあります、そんなに量はないですけれどね。でも、それだ

からそんなこと考えなくてもいいということにはならないと思うんですよね。 

 ですから、ちゃんと実験も皆さんの御理解を得た上できちっとやるべき実験ができる。

そういう指針は何であるかということで、安全係数をかなりかけていますけれど、そうい

うので１回定まったということがありますね。 

 生産者の立場から言うとどうなんでしょう。工藤委員など。例えばイネ、今まで 20ｍ

を今度 30ｍにしましょうということなんですけれども。 

○工藤委員 さっきから述べられているように、試験場内のルールですから、これはこれ

でいいと思うんですよ。しかしながら、私も前回も言いましたけれども、いずれ一般栽培
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の方にこの指針が採用されるというか、参考にされるとか、準拠するみたいなことになっ

てくる場合が多いと思うんですね。その場合のことを考えておかないといけないのではな

いかなと思っています。だから、30ｍは 30ｍで私はこれでいいと思います。 

 その前の、播種と移植期をずらすという、これはデータをとるんですかね。これはこう

いうふうに指針の前の通知文で表現して指導するということなんですけれども、裏打ちで

きるようなデータどりはするんでしょうか。 

○東條技術安全課長 それは２ページ目の真ん中のところにあります。将来的に新たな手

法としてというのは、時期をずらす方法が追加できるように今後とも科学的知見の集積に

努めるということでございます。 

 とりあえずこれまで３年間のデータから、ずらせば効果があるようだということは大体

そうだろうと。だから、指導上はそういうふうにしておいて、さらにデータは蓄積してい

くという考え方です。 

○日比座長代理 御質問でもあるのですけれど、例えば狭い試験場でイネの試験をしよう

として、30ｍとれないという場所でやる場合に、全部袋かけをすればいいのか、袋かけを

しても今の規則だと 30ｍとらなければいけないのか、そこはどうなっているのでしょう

ね。 

○東條技術安全課長 今の指針では距離によらない方法であれば距離はとらなくてもいい。

袋がけとか、除雄――おしべを切ってしまうとか、そういうことをすれば……。 

○日比座長代理 イネでもトウモロコシでもともかく袋かけとか除雄するのであれば、こ

の距離でなくてもいいということになっているんですね。 

○東條技術安全課長 はい。 

○日比座長代理 ただ、栽培時期をずらすような場合はそれは 30ｍとってくださいとい

うことですね。今のところはね。 

○東條技術安全課長 そうです。 

○日比座長代理 データが出ていないということもあるからですね。 

○鈴木（正）委員 中の問題と外の問題というのはこの前も西尾委員からも出ましたけれ

ども、そこの問題で、中の方はデータどりということで、そういうことを前提に試験をし

ているということであれば、特に 30ｍ離す必要はなくて、20ｍでやっておいて、むしろ

近隣と場との間、そこをかなり離した方がいいと。だから、試験区という感じで、特区的

に考えた方が現実的ではないかなという気がしますけれどね。 
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○東條技術安全課長 実際上は前回も御説明しましたように、やる段にあっては、独法さ

んでは中の方との交雑は自分のところの問題もありますから、そこはきちっとする。外に

対しては相当離してやるというようなことでやっているので、そこは問題ないかなという

ふうに思います。 

○日比座長代理 少なくとも試験場外で栽培しているイネのところとは 30ｍ離れるわけ

ですね。 

○東條技術安全課長 そういうことです。 

○日比座長代理 最低でもね。 

○東條技術安全課長 中ももちろんです。中も外もです。 

○岡委員 例えば今回 30ｍという数字が定められるとすれば、少なとも 30ｍのところに

モチの品種を植えてモニタリングする。もっと厳重にすれば、試験機関の外との境界のフ

ェンスのところにモチ品種をポットで並べて観察するといったことはこれまでもしてきた

わけです。こうして万一交雑が認められれば、今鈴木委員がおっしゃったように、試験場

内のことですから、交雑した粒が流通しないように内部で適切に処理するようなことは実

施してきました。所内というか、域内で管理できるかどうかという話は、前回の検討会で、

西尾委員の質問に私も答えたのですけれども、こうした処理や管理ができるものとできな

いものが、試験機関によって異なりますので、圃場の配置をどう考えていくということだ

と思います。 

○日比座長代理 一般の消費者の立場で、20ｍを 30ｍにしましょうという話だとどんな

ふうな印象をお受けになりますか。鬼武委員など……。 

○鬼武委員 最終的には今回提案があった 30ｍという、前回の暫定よりも延びています

し、安全係数を見ているということからすると、こちらの方が理解しやすいというのは一

般的にあると思います。 

 前回の議論のときには、距離をとるということとあわせていろんな要因、ファクターを

あわせることによって交雑の防止は可能であるということが条件だったので、そのときは

私は前回は 26 ですか、それでもいいのではないかということだったのですが、今回の提

案の方では、逆に播種をずらしたり、データどりについてはもう少し課題であるというこ

とが逆に事務局の方から２ページ目の提案がありますから、そうすると、安全的には 30

ｍとったという提案は私は現時点ではそれが試験場内でもできるということとあわせて言

えば、リーズナブルではないかというふうに考えます。 
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○日比座長代理 吉川先生はどんなお感じですか。 

○吉川委員 そうですね。見直しの考え方のところは文章に残らないんですよね。国民の

理解が得られるかどうかはちょっと別問題かなと。 

 もう１つは、この決める考え方みたいなものはどこかに残しておい方がいいと思うんで

すが、ゼロにすることを目指してやっておられるのか、限りなくゼロに近くて、統計的に

意味がなければそれでいいとするのかというのはどこかに書いておく方が、例えば毎年こ

の議論をするにしても、一からやらなくていいように思います。ゼロにすると決めて、ち

ょっとでも見つかったら距離を延ばしてもいいし、ほかの手段も考えるし、その決め方は

ちょっとあってもいいのではないかと、お聞きしていて思いました。 

○日比座長代理 こういうのを策定するときに当たって基本的な方針を決めておいて、例

えば絶対ゼロにするのだという方針でやるのか、まあともかく 0.0001 までは許容しまし

ょうというので、そういうのを基本にしてこういうのをつくるのによって大分考え方が違

うということでしょうね。 

○吉川委員 例えば見直しの考え方のところに書いてある最初の５行の読み方だと思うん

ですけれども、交雑防止について最大限努力するのか、交雑防止をするのか、そのために

距離を確保し、かつ、出穂期の調整とか複数の……。その辺がどうなのか、これだと何を

基本的なルールにしているのかがちょっとよくわからないかなと思いましたので、文章に

残らないかもしれないのだけれども、何かあった方が、来年、例えば仮に見直しをすると

してもいいのかなとちょっと伺っていて思いました。 

○東條技術安全課長 ちょっと御説明しますけれども、指針では最低限守らなければいけ

ないものをきちんと定めておくということにしたいと思っています。 

 プラスアルファですね。独法の方で努力していただくものについては、指針の見直しを

通知しますけれども、そのときの通知文の中でこの検討委員会の委員の先生方でこういう

議論がありましたということをきちんと伝えて、そういうことがあるので、できる限り努

力をしてくださいと。30ｍとありますけれども、実際はもっと離していますけれどもね。

できるだけ距離をとるようにとか、できる限りそういう実験計画をつくってやってくださ

いと、そういう指導をしてはどうかということです。 

○日比座長代理 これだと、国民の理解が得られるよう可能な限りというのであって、吉

川先生がおっしゃるように、どの程度までは交雑は入ってもやむを得ないと考えるのか、

全くゼロと考えるのかというのはここでは出てこないということなんですけれどもね。 
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○東條技術安全課長 先ほどもちょっと御説明しましたが、別紙の見直しについての案の

交雑防止設定の考え方のところにありますように、食品の安全性とか何かがとれたもので

すね。それはほぼ交雑が生じないというようなところでやる。安全性がとれていないもの

ですね。こういったものも試験栽培して、安全性のデータをとるためにどうしても野外で

栽培しなければいけない。そういうものがありますので、試験場ではそういうものをやら

なければいけない。そうすると、それはやはり交雑が生じないと考えられるそういう距離、

あわせてモニタリングをする。そういうことで対応するということでこの指針もでき上が

っていると思いますので……。 

○日比座長代理 イネの例なんかで御説明されたけれど、グラフを見ればわかるんですね。

何ｍならほぼ交雑が生じない。それは何％かというのは見ればわかるんですけれどね。 

 ただ、あんまり明確にはここには書いてないということですね。そういう数値みたいな

ものはここには出ていないし、それから基本的な考え方の最初のまくら言葉の部分は指針

の中には盛り込まれていないということですね。最初のイントロか何かにも盛り込まれて

はいないという御指摘でしたね。 

 そうすると、１年ごとにやるけれども、またここの原則論からやり直すのかなというよ

うな御指摘だったと思いますけれども……。 

○東條技術安全課長 ここの四角で囲ったところ、当面、これまでお決めいただいた考え

方を尊重しながらやってはどうかなと思います。また新しい知見が出てくれば、またその

とき考えなければいけないのですけれども、こういう考え方で整理をしていただいていま

すので、暫定的にやる場合にもこういう考え方に沿ってやっていくのかなということでご

ざいます。 

 完全にゼロにするには試験をやらないというのはあれなんですけれども、やはり食品の

安全性とか何かのデータをとるためにも野外で試験をしなければいけない。それは試験場

の中で管理された状態でやらなければいけない。その場合に、最低限守るものとして距離

とかモニタリングとかそういうのを課す。そういう仕組みになっているかと思います。そ

ういう考え方で今後もやっていってはどうかと思います。 

○日比座長代理 この 30ｍというのはきょうの議論のかなり大事なところなものですか

ら、犬伏委員が何かこの点について……。 

○犬伏委員 そのあれではないのですけれども、遺伝子組換えと言われるもの、食品その

もののことなんですけれども、国民の理解という言葉がありますが、その根本は、ついこ
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の間までは、リスクコミュニケーションみたいな席に出ていますときに、遺伝子組換えは

怖いという話の方が多かったんですね。そのもの自体が自分自身の健康に影響があるとい

う、その怖さの方が随分と声高に反対する方たちがおっしゃられていた。でも、今はかな

りトーンが変わりまして、カルタヘナ法ですか、交雑という部分、自然破壊というか、今

までと違うもの、人間がつくり出すという、そちらの方の怖さ。健康被害というより、環

境破壊というものの方への疑惑、疑問という方が強く声高に言われているというふうに私

は聞いたんですね。 

 そういう観点から言われていたのが、多分このカルタヘナ法の第１種の栽培という指針

をつくったもとだったのではないかなというふうに私は理解していたんですけれども、そ

ういう観点から言うと、ほぼという部分と、絶対生じないという部分、そこの差。ほぼと

いうのはどこから言うんですかというのが先ほど来話があったと思うんですが、そこがわ

からないんですねという部分と、個人的な話、自分の思いを入れてしまってあれなんです

けれども、この技術というのは、私は多分いい技術というか、夢のある、これからなくて

はならない技術ではないかな思っているのですが、それを本当の理解――私はわかってい

ないのですが、いろんな意味で国民の理解と言われる部分の理解とか納得とか、それをリ

スクも、デメリットも、メリットもわかった上でなおそれをわかるということのための１

つの手段としてカルタヘであったり、試験栽培指針というのが出てくるのだとするならと

いうところがありまして、この前、先回のときには 25.5 と出たなら、それではそれにあ

わせて距離を延ばしていくというのは当然、より自然破壊とかいろんなことの恐怖とか、

恐れとか思っていらっしゃる方にとって納得しやすいことに一応国を挙げ、研究所を挙げ

てこういう努力をしていますよというのが見えるかと思ったものですから、26ｍといった

こと自体当然かなと。それが今回は切りのいいところということで、30ｍという話で当然

かなというふうに思っていたんですね。 

 でも、同時に、いろいろ鈴木先生の話など聞いていて、研究をする段階というところも

あるのかなというのがありまして、だとすると、先ほど来西尾先生がおっしゃっていまし

たが、ゼロというのが絶対に出てこないのだとすると、岡さんの話でも、だとすると、ど

こで切るというのが本当にいいのかという部分があるわけですね。 

 交雑するのが１万分に１粒あるとかないとかという確率ではなくて、その交雑したもの

がどう生きていくのか。それがまたどう世の中で繁殖していくのか。そこいら辺のところ

までも話があってくると、より理解しやすいかなという気がしているんですね。その辺の
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ところを、ここで言われている指針はもうよくわかっていらっしゃる研究所でお出しする

部分だからそれなら当然なくていいと思っているのですが、公開するという部分のところ

では、このことのためにこれだけの皆さんがいろんな努力をして、こんなことやっている

んですよという、その部分もきちんとここで言った議事録だけではなくて、趣旨的なとこ

ろもきちんとあっていいのかなという気がする。それが理解するとか、納得するとかとい

うことのための１つのベース、基準、してもらったり、したりというところのベースでは

ないのかなという気がしていまして、そんなところがきちっとされていると、私、後でし

かられないで済むかなと思ったりするんですけれども、何か 30ｍがいいとか、50ｍがい

いとかというのは、私どものように素人から言うことでは決してないんですね。皆さん方

がそれぞれの研究所で出てきた数値――数字を絶対に信奉するわけではないですけれど、

その数字の上にのって、これだけ努力しますという話があってしかるべきかなと。 

 いろんなものができるなら、今、距離がとれないのだったら袋がけというお話がありま

したし、防風だとか、25.5 というのを岡先生はずっと先回からも特別のときなんだとい

うお話が何回か聞かされたような気がするのですが、特殊な状況というのはいつ起こるか

わかりませんし、その特殊なときに起こってしまったのでは、私たちはそれを受けてしま

うことですのでね。これは特殊だから排除していいという理論には絶対ならないというふ

うに思っていますから、それを排除するためにこんなふうに努力するんですよという、そ

この説明があってほしい。そうすると、理解、納得――本当の理解はできないけれども、

ああそうかとわかるような気がしています。 

○日比座長代理 ですから、犬伏先生がおっしゃったように一般の方も食品として嫌だと

いう人はまた別ですけれどね。それは別として、ともかく安全の審査が通っているものに

ついては食品としては安全そうだということが理解されている方もふえてきたわけですね。

食べるか食べないかは主義の問題ですから、それはいいんですけれど。 

 ２番目に、それでは野生の生態系が乱されのではないかということは、そちらに関心が

向かっているわけですけれども、それについても一応カルタヘナ法が施行されて、全部農

水省が審査しているわけですね。そこでオーケーになったものは、カルタヘナ上の問題点

はないとして許可されたものですね。この実験指針にはもちろんそれを全部クリアしてい

ます、この条件であれば。それよりはるかに広くしてありますから。この実験指針を定め

たのはもちろんカルタヘナ法はクリアしますけれど、もう１つ先の段階で実際の栽培農家

の方のところの一般の作物ですね。イネならイネ同士の交雑が起こらないように。それが
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この主眼なんですね。ですから、カルタヘナ上は当然これは全部クリアしているというこ

とですね。でも、まだ栽培農家の方が心配されたり、消費者の方が心配されている。組換

えでないというので食べてしまったらどうなんだということがあるので、それも最大限防

ぎましょうというのがこれの方針なんですね。ですから、随分安全係数はそういう意味で

はとってあるんですね。 

○犬伏委員 今トレーサビリティという言葉があれしていまして、私たちは決してそんな

ことは要求しないような事柄も生産者の方々が、例えば魚沼産にコシヒカリが１粒でも入

ったら自分のところの名前が落ちるというのか、そういう意識というのをお持ちでいらっ

しゃる生産者の方たちがたくさんいらっしゃる。そうすると、その方たちにとっては、隣

の農場で遺伝子組換えのイネをつくる、自分のところは有機でしている。それかまざって

しまったらどうするのという恐れというのが物すごく強く持っていらっしゃるんですね。

そういう方たち、そういうところ、私たちがそこで買う、買わないということではなくて、

つくる方たちがそういう危惧というか、持って、結構実力行使というのもあったりしたと

いう話を聞いたりしておりますから、その辺のところが理解できるというのが必要なのか

なと思ったんです。 

○日比座長代理 そうですね。現場にいくとそういうことが問題なんです。むしろカルタ

ヘナというよりは、せっかくここは有機の栽培で売っているところなので、そこは１粒た

りとも遺伝子組換えが入ってしまったのでは産地のあれが落ちるとか、自分たちの信用が

なくなるというので、それで心配されている方が多いですね。例えば試験場であるにして

も、そういう心配はありませんよという、そういう実験指針がつくってあると、そこも何

とか防げますというので、それを目指しているんですよね、これは。 

○東條技術安全課長 そういうことです。 

○日比座長代理 だから、一般栽培農家の方にもまず御迷惑かけることはありませんよ、

このぐらいの指針であればというところを定めているのだと思っているのですけれども…

…。 

○鈴木（正）委員 結局今ヨーロッパで行われているような共存の考え方ですか。その辺

を本当は整備するのが必要であって、距離を延ばしてずっと抑えてというばっかりだった

ら、くさいものにふたをする考え方ですね。30ｍがちょっと延びたら繰り返しで、結局解

決にはならないと思うんですね。だから本当に有機農業をやっているところはそういう地

域とか遺伝子組換えの地域とか、そういう分け方の考え方もあるし、いろんなケースがあ
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ると思うんですけれど、結局は共存という格好を考えていかなければ解決しないと思いま

すけれどね。 

○日比座長代理 最終的にはヨーロッパみたいに共存で遺伝子組換えフリーゾーンと遺伝

子組換えのをつくっているところと、ともかく両方ですみ分けていきましょうというのが

日本もやがて目指す方向ですけれど、日本ではまだ一般栽培も行われていないし、まずこ

ういう試験場でやったデータに基づいてもしそういうのを決めるにしても、ということな

ので、まずはその基盤になるのがこれだというふうに受け取っているんですけれどね。 

○東條技術安全課長 今のお話の一般栽培の件なんですけれども、来年度からの新規の研

究の中で共存に向けた技術開発ということで、先生おっしゃったようにどのくらい離した

らいいかとか、どういう措置をとったらいいか、そういうことも少し時間をかけて検討し

ていきたいと思います。 

 今現時点で一般栽培をやろうとする人というのは、全国でいないと思うんですけれど、

将来はそういうことも出てくると思います。それに向けてまずはデータを積み重ねていく

ということが必要だと思います。 

 それから、先ほど吉川委員と犬伏委員の方からありました国民理解の点なんですけれど

も、これはなかなか難しいんですけれど、この指針をつくったからといって、国民の理解

が進むとか、そういう問題ではないような気もしますので、この見直しの考え方の２ペー

ジ目の下のところにもありますけれども、説明会の開催の方法自体を指針では今回変える

とかということはしませんけれども、それぞれ実施する段階で地域の方とよくコミュニケ

ーションをとって、説明をして、こういうことで指針に沿ってやるから大丈夫だというこ

とをきちんと説明した上でやっていくということが必要なのではないかと思いますので、

そこら辺も十分指導していきたいなと思います。 

○吉川委員 趣旨は指針に沿ってやっているということは多分指針がある程度きちんとし

ていればいいと思うんです。その説明をされるときに、指針の考え方が御説明されるとい

いなと思うんですけれども、例えば今先生のお話を聞いていると、将来見直すにしても、

当面は交雑ゼロになるように距離を延ばすなり、いろいろな対策をとっていますというこ

とだと思うんですね。それはなぜ当面かというと、こういう実験の経験も浅いし、これか

ら科学的な知見もふえていくからかもしれないから、当面はゼロでやるとおっしゃっても、

今の先生のお話を聞いているといいと思います。 

○日比座長代理 完全にゼロとは言えないけれど、ゼロに近くということを目指している
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ということですね。 

○吉川委員 それをお話しなさった上で、そうはいってもこれから科学的な知見もふえる

かもしれないし、ゼロにするほどでもないというふうに言うかどうかわかりませんけれど

も、そういう可能性もあるので、意味があることかどうかわからないので、将来は見直し

があるかもしれないというふうにお話しなさって、でも、今は最大限の安全策をとって、

距離を延ばすことと、それ以外にできることはかくかくしかじかの可能性があるので、こ

れとこれはやりますとお話しなさった上でこの指針を決めましたと説明された方が何かわ

かる――指針そのものは非常に科学的なものなのでわからないかなと思いますので、指針

の考え方の説明を少しされらどうかというふうに思ったので申し上げました。 

○日比座長代理 一般の方の御理解を得るにしても、今先生がおっしゃったような考え方

で御説明すればもっと理解が得られるという……。 

○東條技術安全課長 独立行政法人でそれぞれ試験をやるとき説明会とかをやりますけれ

ども、そのとき、先生おっしゃったように指針に基づいているからという説明ではなくて、

なにでこういう指針をつくったか、そこらあたりをもう少しかみ砕いて地域の方に説明を

していくという、そういうことが必要だということだと思うんで、そこはそういうことも

含めて指導していきたいと思います。 

○犬伏委員 今の吉川先生の話なんですけれど、周りの近所の生産者の方たちだけではな

し、その生産者たちが１粒だりともまぜたくないというのは、最後のエンドユーザーの私

たちのことを意識するからおっしゃっていることですのでね。一般人がそこを納得してい

ないとやっぱり一般人から嫌われるから嫌よという話になると思いますから、同じ立場、

今おっしゃられたような趣旨のものを公開というところで常に話しておいていただければ

いいのかなと思います。 

○日比座長代理 だんだんそちらの方に話題がいきつつありますけれども、また見直しす

るかもしれませんけれど、現時点では 30ｍいうことでよろしいですかね。また科学の進

歩でデータが出てきたらまた見直すということ。これも後で議論が出ますけれど、１年ご

とに見直すということを一応定めていますので、今回は 30ｍというところでよろしいで

しょうか。 

○鈴木（正）委員 その場合、また振り出しに戻ってしまいますけれど、35ｍ飛んだ例が

出たら 35ｍにしてという……。 

○日比座長代理 この間もありましたね。そんなにころころ変えていいのかという議論が
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ありましたけれども、私など、文科省のもっと前の指針ですね、まだカルタヘナ法がある

前の指針ですね。大腸菌なども含めた。あれはしょっちゅう変えていたんですよ。新しい

情報が出るたびにいろんな項目を足したり引いたり、足したり引いたり、本当にしょっち

ゅうやっていたんです、あれは。科学の進歩に合わせて、本当に。それでだんだんこのご

ろは大腸菌を使うものは安全だと大分緩んできましたけけれど、当初はしょっちゅう変え

ていましたよ。そういう考え方もあるし、だからこの際安全係数を見て、50ｍもとったら

いいじゃないかという議論もあるかもしれませんけれど、そうすると余りにも非実用的だ

ということになるので、30ｍというのがいいかなということになりつつあるのですけれど、

一方ではそうころころ変えるのもどうかと、そういう御意見もわからないではないですね。 

 どうですか。 

○黒田委員 前回も発言しましたけれども、私たちが開発側の立場として、実験計画書を

説明するわけですが、そのときに説明できるのは科学的な根拠だけなんですね。あと我々

がいかに計画に基づいて誠実に遵守してやるかというところだと思うんですね。それで、

犬伏委員の御発言は私はもっともだと思っています。といいますのは、我々はまだ、この

前も言いましたけれど、開発しているものが大部分というか、ほとんどすべてが食品や飼

料の安全性が得られていないものなんですね。ですから、そういうものに対して不安と思

われる周辺の方々がいるのは当然だと私は思っています。ですから、限りなくゼロに近い、

そういう栽培実験ができればということで、これまでの指針に対してもさらにもっと幾つ

かの要素を加えて安全性を高めるということに努力してきたわけです。 

 もう１つ大事だと思いますのは、ただ安全だけではやっぱり不安があるということです

から、根本的には我々研究機関への信頼だと思うんですね。ですから、その信頼を確保し

ていくには、我々はいろんな意味で努力しなければいけないということがあるものですか

ら、できるだけのことをやっていきたい。ゼロに近づける努力は常にしていきたい。それ

は考えておりますので、そこは開発側としても基本的な考え方ではないかと考えておりま

す。 

○日比座長代理 今はともかく科学的データとして、それは何年に１回か、たまさかのデ

ータかもしれないけれども、科学的に正確と考えられるものが 25.5 というのが出た以上

はそれより離すべきで、ということですよね。だからって 50ｍも今離す必要があるかと

いうと、まあ 30ｍという辺が皆さんも納得が得られる線かなと思いますけれどね。 

 これは一応ことしは 30ｍということで前へ進ませていただいて……。 
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○西尾委員 今のデータのことなんですが、分母を約１万という分母で１粒出たというの

を基礎にしているわけですけれど、その分母は今後もずっとその規模でデータを出してい

かれるのでしょうか。それともその分母がふえることはあるのでしょうか。 

 そうすると、心配なのは、今度 10 万粒でやったら距離が延びるということはないのか。

その辺はどうなんだろうかというのがずっと気にはなっているんです。今は１万粒だから

そこが検出限界。１粒出た。それが検出限界なんですが……。 

○日比座長代理 難しいところですね。 

○岡委員 今年度まで、先ほど課長の方からお話があったけれど、組換え生物の安全性確

保に関する総合プロジェクトが走っておりまして、ことしで一応終わります。次年度から

新たなフェーズで始まるこのプロジェクトの中で、花粉飛散と交雑の課題が栽培試験だけ

ではなくて、共存という問題も加味した形で今御紹介がありましたけれど、検討が進むこ

とになります。そのときに今西尾委員がおっしゃっているように、サンプリングの規模を

どうするかといったことが定められてくると思うんですね。年度末の２月に、このプロジ

ェクトに関する研究推進会議を開きます。次期のプロジェクトことを考えるわけですけれ

ど、共存と関連して農家圃場レベルでの調査設計については、参加者で討議してもらうよ

うにしたいと考えています。調査圃場のサイズ、配置、調査項目、調査株数等ですが、今

後関係者で検討するようにしてみます。 

 ところで、昨年度の東北農研センター（大曲）で栽培試験における交雑の事例ですが、

私はこうしたことが非常に少ないのだということだけを力説しているわけではなくて、そ

の交雑頻度でも試験場内で管理処理ができることであろうと申し上げているのです。ここ

で検討されている栽培指針のレベルでの試験圃場の規模というのはどの規模か、それは農

家圃場レベルと比べると小さい規模ですけれど、そのときのサンプリングの仕方は、農家

圃場での共存のときはまた違うのかなと思います。共存を考えた調査では基本的に設計の

考え方を変えていかないといけないという理解をしているのですが。 

 こうした点で来年からフェーズを変えて開始されるプロジェクトで共存の問題を考えて

いくとすれば、圃場のサイズだとか、距離の問題とか、技術とその適用の考え方、例えば

組換え作物によっては防風ネットを張るということは現実的ではないとかなど、多くのこ

とを含めて考えていかないといけないということかもしれませんね。 

○日比座長代理 そういう新しい知見が出たらまたそこで改訂することもあり得るけれど

も、西尾先生がおっしゃったように、ともかくサンプリングの規模についての実験なども
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多少は要るかもしれませんね。特に限界値のあたりのところをね。全部１万株も植える必

要はありませんけれども、限界地のあたりは少し株数をふやしたらどうなるのかなという

ような試験は要るかもしれませんね。ただ、今そのデータはありませんので、ことしはこ

の 30ｍということで進めてよろしいですね。 

 では、その次のページは先ほども多少議論が出ました播種とか移植期を 20 日間ずらす

のと組み合わせるのはいかがかというような岡委員のお話もあったんですけれど、黒田委

員などからやはりまだそれはかなり難しいので、少なくともそういうデータが出てから考

えたらよいので、当面はこれは考えないというような御意見だったのですけれど、いかが

ですか。 

 実験する側とすると、なるべく距離が短くて、ほかの方法と組み合わせれば、そんなに

あれしなくてもいいなら、そっちの方が実験的な効率はいいので、そうしたいところです

けれど、ただそれが必ずしもそう思ようには今の段階ではできないというわけですね。 

○黒田委員 周辺の農家へ栽培実験計画を理解してもらわないことにはまずいものですか

ら、より理解を得るには例えば 25.5ｍを 30ｍと決められても、これは我々はやむを得な

いと。むしろその方が我々にとっては説明しやすいといいますか、理解を得やすい数字で

はないかと考えています。 

○日比座長代理 一般の方は２週間ずらしてありますからと言われても、普通の方だって

２週間ずらすといってもそのときの季候とか何かによってぴったり合ってしまうときだっ

てあるじゃないかと、普通考えますね。 

○黒田委員 先程の２週間の議論というのは、近くで二毛作の農家がいたら、ほとんど関

東地方では田植えが６月中旬ですけれど、ここでの限界は６月下旬ですよね。ですからほ

とんど重なってしまうんですね。ですから、物理的に無理なんですね。我々事業所内の栽

培計画の注意なんですけれど、周辺の農家にまで我々の計画に協力してもらうのはまず無

理ですから、それよりも我々自身であれば、もっと安全な距離として 30ｍ以上をとって

理解を得るという方がはるかに説明しやすいと思っています。 

○岡委員 私は確かに組み合わせるということを最初に申し上げたのですけれども、試験

場の中でのことで言えば、イネとダイズだと思うんですよね。この二つの作物はそんなに

花粉は飛ばないわけですから。それで研究機関によっては圃場配置が難しいというような

ことがあるとすれば、今 30ｍというふうに決まりそうですけれど、基本的にイネでは 30

ｍの距離を置いて実施することになります。 
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２ページ目の（２）の隔離距離によらない防止技術というのが箇条書きでア、イ、ウと

ありますけれども、そこの中に例えば開花期をずらすという、開花期も組み合わせるメニ

ューに入れるときに、果たして交雑距離の短いダイズにとっては意味があるのかというこ

とになると、結局イネに限った話になるように思います。そういうことを想定して、私は

多少申し上げたのですけれども、30ｍ置いて今後も栽培試験を続ける中に、努力として開

花期を２週間ずらす、あるいは防風ネット等を設置することを組み合わせることになるも

のと考えます。 

防風ネットの効果では、私どもの研究所で実施したデータが手元にありまして、１㎜メ

ッシュといいますか、目詰まり１㎜メッシュのネットを張ったときに、遠いところでは花

粉飛散による交雑率が半減しているといったようなデータを得ています。今後、こうした

隔離手法をどう組み合わせていくかというのが実施者として必要かと思います。 

○日比座長代理 ほかに何かこの点の御意見ございますか。 

○鈴木（正）委員 30ｍに延ばすのであれば、そういうものは必要ないのではないですか

ね。 

○日比座長代理 ないんですね、今。 

○鈴木（正）委員 20ｍを前提として、それを補助するということでそういう考え方が出

てきたわけですから、全体の結論が 30ｍということであれば、特に新たな規制をかける

必要はないと思いますね。 

○日比座長代理 将来方向として縮めようということであればそういう組み合わせる方法

もあるけれども、それについてはもう少しデータが出てから検討するということですね。

現段階では 30ｍと決めれば、それは必ずしも組み合わせなくてもよろしいということで

すね。 

○岡委員 実施する側から言うと試験の目的というのがあります。交雑しないようにする

ために穂を切ればいいという場合もあるし、収量を評価するために出穂後の生育を把握し

なければいけない場合とか、試験目的によって違います。そういう場合に試験の目的を損

なうような試験設計になっては困りますから、それを壊さない限りは組み合わせて努力す

るということはいいことだと思います。 

○日比座長代理 では、今回はともかく栽培時期をずらすということとは組み合わせない

けれども、できる防止措置としてはなるべくやっていただいて、30ｍを最低限守っていた

だければ今のところはクリアできるということでよろしいですね。 
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 その次が今度は説明会のところで、この間も多少これに対しても御意見が出たと思いま

すけれども、やはり説明責任であるとか、情報開示という責任があるので、もちろん地方

自治体とか地元の方にも説明はやっているわけですけれども、この間、出た御意見ではと

にかく近隣農家の方も出席が少なくて、研究所とか何かの方は一生懸命そのために準備を

したりしているのだけれども、見える方が４名とか５名なので、本当にこれを続けていく

必要があるのでしょうかというような提案があったと思いますね。 

 その点について事務局側の方針では当面説明会というのをやるという方針は変更しない

のだけれども、そのやり方についてはさらに一層工夫したいということが一応事務局側の

原案ですね。説明会をやめるというようなことではなくて、当面は続けましょうというこ

とですね、これだと。続けて、また様子を見て、さらにもっと効率的ないい方向があれば

それを取り入れましょうというのが原案ですね。 

○東條技術安全課長 前回のときに御説明しましたように、16 年と 17 年の２年限りです

けれども、こんな状況ですという御説明をして、出席者自体は結構いるのですけれども、

若干近隣の農家の出席が少ないかなという状況です。まだ２年ばかりしかやっていなとい

うこともありますので、もう少しこういうようなことで経験を積んで、よりいい方法があ

ればそれを取り入れるということにしてはどうかなということです。今回変えるというよ

りは、独法の方でいろいろまた工夫をしていただくという指導をしてはどうかと思います。 

○日比座長代理 その点については工藤委員はどうお考えになりますか。ともかく当面説

明会はたとえ出席者が少なくてもやるという……。 

○工藤委員 説明は十分していただいて、生産者の方にもちゃんと理解を求めるといいま

すか、してもらうということは重要ではないかと思います。 

○日比座長代理 これについては研究所側ではどうですか。確かに用意される方は大変だ

と思って、そこで盛況ならば説明する方も張り合いがあるんでしょうけれどね。 

○黒田委員 いろんなコミュニケーションの仕方があると思うんですね。我々が実際にや

っているのは近隣の町内会の方にも説明したりもしていますし、あるいは農協に行って、

農協の会合のときに話題提供でやることもあるし、いろんな場面を使っていますので、そ

ういう意味では公開の説明会だけがすべてではないので、いろんな手段を使ってこれから

もやっていければと思っています。 

○日比座長代理 今まではともかく、そういう近隣の方に対する説明会というは必ず設け

て、必ずやることにしていたわけですね。ですから、当面それは続けていただくというこ
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とになりますね。もちろんもうちょっといい手段があればそれに切りかえていくし、必ず

もしこちらから説明するのではなくて、求めがあれば必ずそれに応じるという形もあると

思うんですけれどね。 

○黒田委員 おっしゃるとおりだと思います。これは公開ですから、どなたが質問されて

も我々は説明責任がありますので、答えていきたい。とはいえ、今のように農家が少ない。

実際には農家はいらっしゃっていますけれど、少ないということも事実ですから、できる

だけ、これは所の運用でできるところですから、その辺はもっと積極的に農家への説明を

やれたらと考えております。 

○日比座長代理 説明会という形ではなくて、近隣の農家の方で同じ作物を栽培されてい

る方のところへ一軒一軒訪ねるという手もあることはあるんですね。そっちの方が大変で

すか。 

○黒田委員 そういういうつもりでやっておりますけれど……。 

○日比座長代理 では、これは今までのようなことで説明会を開いていただいて、もう少

し様子を見てまた改善を考えるということで今回はよろしいですかね。 

○岡委員 今後も実施者として努力しながらいろんな形態で説明会とか、現場での見学会

とかが必要だと思います。コメのこと言うと、田植えの時期、開花の時期、収穫の時期な

ど、生育の時期に合わせた説明の機会があると考えます。 

前回も事務局の方からお話が出たのですけれど、近隣の方々がなかなかいらしてくださ

らないというところがありまして、私どもが関係者と言っているのは、地域の公的機関、

農協、周辺の方々、農家の方も含めてですね。そういう方を総じて関係者と言っているの

ですが、そういうときの関係者にはこちらか出かけて情報をお伝えする場合もあるし、来

ていただく場合もあるということです。近隣の方々が多いときは、研究計画の内容に沿っ

て説明会が進行すればよろしいのですけれど、なかなかそういう進み方がしないものです。

この本文の中に、“計画書の内容に沿って説明会を開く”、といったような文言があると、

説明会の実施者からするといいのですが。こうした文言を加えるかどうかというのはとも

かくとして、本来の計画の内容に沿って御説明をするようにしたいというのが私たちの本

意であることには変わりません。 

○日比座長代理 それももう少し経験を積んで御説明マニュアルみたいなものをつくって

もいいのかもしれませんけれどね。各場・所がそれぞれ苦労されているので、こういうふ

うにやられた方がいいよというようなのをつくられてもいいかもしれませんけれど、今の



 

 - 35 - 

段階ではまだもうちょっと経験を積むということでしょうかね。 

○東條技術安全課長 ええ、そういうふうに事務局では考えています。 

 特にことしの３月につくりました農林水産の研究の基本計画、その中でもこういった分

野については国民との双方向のコミュニケーションを進めるという方向が出されています

ので、その方向に沿ってこれからいろんな手法が出てこなければいけないと思います。そ

ういったことでさらに工夫をしていただきたいと思います。 

○日比座長代理 この点は当面はということで、もう少し経験を積んでもうちょっと改良

するということで、今回はこれで進めていくということにいたしまして、その次の３ペー

ジ目ですね。指針の見直しのやり方を明確にするという、これが別紙になっておりますね。

今までは必ずしもこれが――指針自身にはこれは盛り込まないんですね。やり方、見直し

についての方向性を別紙として示しておくということですね。 

 これは先ほど課長から御説明のあったように、一番大きいのは、毎年定期的にこの会議

を開くということですね。今までは、ちょうど２年置きぐらいになっていますけれど、別

にそれが定まっていたわけですなくて、必要に応じて開くということでやってきたのです

けれども、課長の説明にもあったように、遺伝子組換えの状況もいろいろ変わるし、実施

状況もいろいろ変わっているし、毎年毎年変わるし、作物もふえてくるということもある

ので、定期的に１年１回この検討会を開いて、そういう状況を御報告すると同時に、もし

見直しの必要があれば、そこで検討するというのを定期的にやるというところが一番大き

な点ですね。 

 それから、交雑防止措置設定の考え方というのを１、２のア、イということで明確に示

してあるということと、あとはイネの場合などは 25.5 というデータが出たので、この検

討会は経ないで緊急の対応をしたのですけれども、そういうことについての指針といいま

すか、方針を３番目に記したというのが今回の案なのですけれど、この全般にわたって何

か御意見ございますでしょうか。 

 私自身などは毎年定期的というのを読んでにっこりしたんですけれども、要するに必要

に応じてというと何だか余りはっきりしません。毎年定期的に見直すのだというと、担当

の係の方もそのつもりでいつもお考えになって、新しい作物などが出てくれば、その原案

もあらかじめ用意できるということがありますので、これが不定期ですと、何かそのとき

は見送ったりして、タイミングを外す場合もあるので、定期だということ、しかも毎年だ

というのはとてもよろしいのではないかと私自身は思ったのですが、ほかの委員の先生方
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はいかがでございましょうか。 

○東條技術安全課長 先生方にはいろいろ御迷惑をかけますけれども、事務局の反省も含

めて、想定外のことが起きて、ことしの春、ばたばたしたり……。 

○日比座長代理 こっちも前の会議でかみついたこともあるので……。 

○東條技術安全課長 そういうようなことの反省も含めてこいうふうにさせていただきと

いうお願いでございます。 

○日比座長代理 委員の先生は、要するに毎年招集がかかるということになりますので、

それは困るという先生もおられるかもしれませんけれど……。 

○東條技術安全課長 大体 12 月ぐらいがいいかなと思うんです。その年の研究の結果も

出てくるし……。 

○日比座長代理 お忙しい時期ですけれど、１年に１回だけですし……。 

 それから、議案によっては１日で済むときもありましょうし、新しい検討課題がある場

合はこういうふうに２回ということもあると思うんですけれども……。 

 この点はよろしいですか。 

○鬼武委員 私も定期的というか、毎年というのは、そこについては物理的に参加できる

かどうかもありますが、それについては賛成です。というのは、データが毎年そういう形

で一方では出されていて、それについてきちんと事務局側がデータを提出して、それに基

づいて見直しが必要かどうかということを判断して、この検討会の中でその必要性につい

て議論する。その中でさっきのディスカッションのように、もっとコンセンサスが必要な

部分が出てくるかもしれないでしょうし、そういう面では定期的というは非常に大切です

し、もう１つ、前回から私指摘していますが、１つ思っていることがありまして、それは

いずれにしてもこの後の課題になると思うんですけれども、いわゆるパブリックコメント

なりを求めますね。それで必要な、かなり重要なパブリックコメントが出されている場合

は審議会なりでもう１度フィードバックではないですけれども、その中で議論して、それ

をまた返すような形で、今さっき言いましたインタラクティブなコミュニケーションが必

要だということであれば、そういうこともぜひ検討して、むしろ会議を１回目はガイドラ

インの見直しについて事務局が提案して、その案についてパブリックコメントに出して、

そのパブリックコメントを受けて審議会で答えを返す部分についても議論するような、そ

ういうふうな運用の方がもっといいのではないかというふうに思っています。 

 以上です。 
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○日比座長代理 パブコメをとってからもう１回開くようなこともお考えだったですかね。 

○東條技術安全課長 これは後ほど御説明したかったのですけれども、前回といいますか、

これを定めたときは 12 月に２回開きまして、案をつくって、パブコメを１月にかけまし

て、２月にもう１度パブコメの結果を御報告するというのを前回やっております。そのと

きはパブリックコメントで出てきた意見の量も膨大なものがございまして、そういうもの

について一応御説明をして、必要な見直しはそのときにしたということでございます。制

定のときはそういうことだったと思います。 

 今回どうするかということについてなのですけれども、後ほど御説明しようかと思った

のですが、指針の見直し箇所がこういうことでいけは非常に限られた部分になるのかなと。

今鬼武委員がおっしゃったように重要な変更にかかわるようなことがもし出てくればまた

開かなければいけないかなと思いますが、今の見直しの範囲内ぐらいであれば、一応いた

だいた意見を先生方にお送りして、こんな意見が出ておりますということで、開く必要が

なければ、定期的に開催ということもありますので、その次のときにパブリックコメント

の処理については御報告をさせていただいて、今回は２月は、後ほど御議論いただければ

と思うんですけれども、開催は必要ないのではないかなという感じがしないでもないんで

すけれど、意見の出ぐあいにもよりますけれど、そんなような……。 

○日比座長代理 検討会を毎年開ききますけれども、そのときの審議内容によってはパブ

コメをとって、それが２回ぐらい開く場合もあるし、それほどの必要がない場合には１回

で済ます場合もある。そういう柔軟に対応していくという御方針のようですけれど……。 

○鬼武委員 それはケース・バイ・ケースで考えていただいて、私はいつもパブリックコ

メントを出す側で、毎回出すことが主義のように出してきていますが、そうなってくると、

相手側の反応が余りにもコピー・アンド・ペーストで、今回の回答から外れているとか、

そういうことになると非常にやりがいがだんだんなくなってきますので、重要な案件があ

れば、出す方もそれによってまたコミュニケーションも深まるでしょうし、そういうこと

も含めてぜひ御検討いただければと思います。 

 済みません。余談です。 

○日比座長代理 ただ、この検討会には消費者の代表格に当たる方とか、生産者の側の担

当の方が出ていただいているので、その方たちが属している方々への情報を流すという意

味でも１年に一遍は最新情報を流すというのはいいことだと思います。 

 事務局の方はちょっと大変になりますけれども、まあそういうことでこれはよろしいで
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すね、１年に１回。 

 それから、交雑防止措置設定の考え方ということについては何か御意見ございますでし

ょうか。①、②で、アとイで、承認作物と非承認作物の場合を分けてありますけれど。 

 ここでも①では、これは独立行政法人の研究機関の作物栽培実験指針なのですけれども、

そこで扱う作物はもちろんここでも取り上げるけれども、それ以外にそういうところが民

間なり何なりから委託を受けて試験を行う場合も想定して、そういった作物についても定

めますよということが加わっておりますね。これについて何か御意見ございますか。 

 牧草とか何かであると草地試験場にお願いするとか、そういう場合も結構あるんですね。

民間があれしますけれど、その試験は草地試験場にお願いするというような例とか、ある

いは物によっては果樹試験場にお願いするという例も出てくると思いますので、それも含

めて指針を定めておいた方が、民間の方がいろいろやるときについても参考にもなるしと

いうことがあって、これが加わったのだと思いますけれども……。 

○鈴木（正）委員 例えば今言われた民間の研究機関が国の独法に頼む場合、こういう規

制がかかってきますと、民間とか、県とか、なかなかできない状況になると思うんですよ。

そうすると、こういう試験ができるのは独法に限られるので、申請件数がどんどんたまっ

てくると思うんですね。カルタヘナ法も今そういう状況ではないかと思うんですけれども、

だからこなし切れなくなるというか、かなり大変になることはちょっと予想できるのです

けれども、そこら辺の見通しなどはどうですかね。 

○日比座長代理 どうですかね。確かに作物はふえていますね。例えば隔離圃場での試験

でも国の試験に準じてやってくださいといっても、民間の企業の隔離圃場ではそれだけと

れない場合とかあるし、鈴木先生が心配しているのは、そうすると国に委託するだろうけ

れど、国もそんなに委託をたくさん引き受けられるほどのあれはないのではないですかと

いうお話ですね。その辺はどうですか。今それを議論する場ではないけれど、でも絡みま

すよね。 

○鈴木（正）委員 そうですね。 

○日比座長代理 だって、これは規制が厳しいほど民間ではできない、県ではできないの

で国にお願いしようということになるわけですよね。 

○東條技術安全課長 民間の企業も独自にそういう圃場を持っているところもございます

し、ないところでは委託をしてくる。そんなようなことで、今の段階ではまあまあそこそ

こできているのではないかという感じです。 
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○日比座長代理 資料３の方でも、少なくとも隔離圃場ではこのぐらいのが必要なのでと

いうことになれば、本格的にやろうとするところはそのぐらいの圃場は確保すると思いま

すけれどね。それがペイするかどうかは別ですけれども、国に委託するのではなくて、独

自でやろうすれば、こういう指針に基づいてそのぐらいのところを何とか、山奥かどうか

知りませんけれど、確保するということにはなるとは思うんですけれどね。どんどんふえ

ればですよ。国が引き受けてくれれば、何もそんなところにお金をかけないで、どんどん

国にやっていただきたいところですけれど、国も限りがありますからね。 

○鈴木（正）委員 ついでなんですけれど、もう１つね。こういうふうにだんだん日本国

内が厳しくなると、日本国内で栽培の試験をするのは難しいということになると、中国と

かインドとかどんどんふえていますね。あちらの方が簡単だということで、カルタヘナ法

への申請も日本国内の企業よりも外資系の企業が多いと思うんですね。そういう研究が中

国、インド、北米の方でやって、日本は輸入するだけという感じの農業形態になるのでは

ないかなという感じもちょっと持ちますけれどね。 

○東條技術安全課長 そういう輸入するだけのダイズとかトウモロコシとかありますけれ

ど、そういったものもカルタヘナ法の承認を得るためには日本国内での栽培、それによる

データというのが必要になりますので、そういうものについても隔離圃場なり何なりで栽

培するということは今後も出てくるということになります。 

 海外のデータだけでオーケーということにはなりませんので。 

○日比座長代理 鈴木先生は日本の農業の将来のことも考えて発言しておられるんですよ

ね。 

○鈴木（正）委員 そうですね。日本は安全性を重視して、規制が厳しくするのは、国民

の皆さんの立場から考えてそういう懸念はもっともだと思うんですけれども、余りに世界

の規準と離れてくると、そこで現実的にちょっと日本の農業が危なくなるのではないかな

という心配を持っているんですよ。 

 私は前は民間の方のバイオ産業にいましたけれど、今残っている国内企業はほとんど 

ないですよね。食用関係、全部日本国内の企業はやめましたよね。唯一残っているのは食

べられないものということで、サントリーの花ぐらいのもので、あれもマイナー作物だか

ら、余り欧米の人がやらないということで、ただ、組換えのダイズとか全部欧米の方が占

めてしまって、完全に力の差ができてきている状況なので、その段階でますます規制を厳

しくするともっともっと差がつくのではないかなという……。 
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○日比座長代理 特に企業におけるバイテク研究ですね。日本で開発しても日本では実用

化できない、栽培できないというなると、その寡占は確かに起こっていますよね。 

 ただ、こういう状態はずっと続くわけではなくて、日本の場合、ヨーロッパが模範にな

るかなと思うのは、アメリカの方はかなり大らか受け入れていますけれど、ヨーロッパは

反対派と賛成派がいて、ヨーロッパ農業をどうするかというので共存という考え方が出て

いるので……。 

○鈴木（正）委員 ヨーロッパはそういう段階にきていると思うんですよ。共存とかね。

日本もヨーロッパ的な考え方で共存という格好でこういう委員会も方向性として、先ほど

吉川委員も言いましたけれど、考え方を少し整理して、そういう目標を持ってやっていっ

た方がいいのではないかと思います。でないと、何か場当たり的な委員会に終わってしま

うのではないかなという懸念を持ちますけれどね。 

○日比座長代理 将来は一般栽培をも視野に入れつつ、現状の科学的なデータとにらみ合

わせながら、少しずつ変えていくという方向でしょうね。厳しくなる場合もあるかもしれ

ませんし、緩めていくということもあるかもしれません。 

○鈴木（正）委員 課長が言われるように、安全性の問題が承認されていないということ

で、現状は厳しくするというのはわかりますけれどね。ただ、一般栽培ということを目指

してやっているわけだと思うんで、そういうことを考えながらやっていった方がいいなと

思っていますけれどね。 

○犬伏委員 ど素人なものですから、研究所の先生たちが、私たちにまでいろんなことを

説明したりする説明責任みたいなのを負わせてしまうと、本来のお仕事ができなくて大変

なんだろうなというのは十二分に理解した上で、先ほど説明というのがこのあれにあるわ

けですけれど、それを通して私たち一般人が、この技術っていい技術ねとか、この研究所、

私など古い人間ですから、宮沢賢治のあんな時代の県でありましたり、国でありましたよ

うな研究所というところが主導してきたというか、引っ張ってきたという部分というのは

すばらしかったと思っているんです。そういうことを広報する場であるとお考えになって

いただいて、丁寧な説明をしていただくのがいいのではないかと。余りふうふうとおっし

ゃらないで、力を落とさないで……。 

○黒田委員 おっしゃるとおりだと私たち思っていましてね。できるだけ気をつけてやっ

ているつもりなんですね。つまり我々研究機関も社会的な存在なんですよね。これは十分

我々も自覚していますので、その１点において我々もできるだけのことはしたいと。です
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から、安全管理についてもこの組織がちゃんと管理していく。そういうことは常日ごろ

我々は自覚しておりますので、ぜひ信頼していただきたいと思います。 

○日比座長代理 そうしますと、別紙のところ、交雑防止措置設定の考え方の１番は要す

るに作物をふやしていきますよということですね。委託の分も。 

 それから、２番の方は要するに承認作物と承認されていない作物の扱い方はちょっと違

いますよというので、承認されていればほぼ交雑が生じないという距離をとればよろしい。

承認されていなものは、交雑が生じないということを前提にして、しかもモニタリングを

課すというふうなのが基本方針ですよというのが示されていますけれど、この点について

はいかがですか。確かに安全かどうかわからないものは厳密にすべきだし、モニタリング

もすべきだというのはごもっともだと思うんですけれど。 

○岡委員 今までもやっていることですから、このままでよろしいと思います。 

○日比座長代理 そうですね。指針には書き込んでなかったんですね、従来。 

○東條技術安全課長 明確に書いてはいないですが、その考え方に基づいてこれができ上

がっているということでございます。 

○日比座長代理 では、従来もそうであったということで、これはよろしいですね。 

 だから、新しい点は作物をふやす点と１年ごとに見直しを行うという点ですね。 

 では、この別紙のところを終わりまして、資料２の何ページ目ですかね。現地確認のと

ころですね。３ページ目の指針を策定した立場から運用状況を確認するという項目を設け

たいということで、現地確認についてそういう項目を追加する。 

 その下の方は、経済的損失への対応についてはこれこれこういう理由でここでは扱わな

いということが明記してありますけれども……。 

 ですから、特にこの現地確認ということを追加したというので新しい点だと思いますけ

れども、この点について何か御意見ございますでしょうか。 

 現地確認を担当するのは技術安全課ということですか。 

○東條技術安全課長 技術安全課でやりたいと思います。特に毎年検討会の方に御報告と

いうことになると、やはり現場を見て確認しておかないといけないなと思います。 

○日比座長代理 出張旅費を多目に確保しておかないと大変ですね。遠いところは遠いで

すからね。 

○東條技術安全課長 あと、確認の時期とか、やり方とか、その辺はもう少し事務的には

詰めたいと思います。 
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○岡委員 確認いただいて、もちろん以前から視察というか、見学においでになることも

あったのです。今後こういう形で明文化してもらうということで、私は非常にいいことだ

と思いますが、もう１つは、見ていただいた結果を何かの形で、農環研は指針に沿って実

施しているとか、どこはこうだったということを公表していただくとありがたいと思いま

す。そうすると、その地域の農業団体、市町村等に対して、農水省のガイドラインを出し

たところが視察に来て、その報告があることが見えるんですね。そうやっていただくと、

実施者としてもありがたいということです。 

○日比座長代理 そうですね。中身を見ないでめくら判を押すとどこかと同じことになっ

てしまいますから。 

 これは研究所サイドとしてむしろそうしていただいた方がよろしいということですね。 

 よろしいですか。 

 では、そのことは今度から明確にして入れていただくということで、万一の場合の経済

的損失への対応というのは大体こんなところかなと思いますね。だけど、この①だとか、

そういうようなことが生じた場合は研究所などは独立行政法人なんだから、それなりに対

応してくださいと言っているわけですね。当然と言えば当然ですけれどね。 

○黒田委員 それは当然ですね。 

○日比座長代理 そうしますと、その次のページはテンサイとパパイヤを追加するという

ことで、今までの表にテンサイとかパパイヤについては民間からの申請もあるということ

ですし、そういうことでそれを加えたということですね。これは加えたのだから特に問題

はないと思うんですけれど、よろしいですか。 

 それを加えるならこれも加えるべきだというような議論もあるとは思いますけれど……。 

○西尾委員 こういう表でパパイヤまで含めていますけれど、これに関しては一切距離で

の論議はしない……。 

○日比座長代理 距離での論議はやがてするのですけれど、今のところはこれで対応する

ということでしたね。 

○西尾委員 これというのは違う方法で確認するということですね。 

○日比座長代理 除雄するとか、袋かけとか、そういう方法で対応してください。距離に

よる方法については今後検討する。今の段階ではですね。という方針ですね。 

○東條技術安全課長 はい、そうです。 

○日比座長代理 そうしますと、一応この見直しの考え方と事務局の原案に対する先生方
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の御意見は一応伺って、大体の方向は出たと思うんですけれど、そうしますと、資料３に

移って今の実験指針と今度改正する実験指針との改正案の対照表が出ていますので、それ

に従っていこうと思うんですけれども、１ページ目は要するにイネが 20ｍだったものを

30ｍとするというところだけが変わるということですね、指針の中で。ですから、これは

それでよかろうということになりましたので、これでよろしいかと思いますけれど、２ペ

ージ目のその地のところに実施状況の確認をやりますよという項目を加えたということで

すね。ですから、この見直しの検討会を１年ごとにやりますよとか何とかいうとことは前

もそういうことは書いてなくて、その他のところに何となく書いてあったんですね。定期

的ではなくて、必要に応じてとか何か書いてあったんですね。 

○東條技術安全課長 はい。 

○日比座長代理 それはそのまま生かして、運用として定期的にやるということで、この

指針の中に書き込んではいないということになりますけれど、これなどは書き込んでもい

いのではないかなと思うんですけれど、書き込むと、かえって後が面倒くさくなるかもし

れませんけれどね。 

 現行のところはどう書いてあったんですかね。現行の第５のその他というのは、こちら

の資料の２の方の３ページ目ですか。「科学的知見や運用結果等に基づく見直し」という

ところで、「本指針は策定時以降における科学的知見の充実や指針の運用結果等を踏まえ、

その内容を見直すことが適当である場合には適宜見直しを行うものとする」と書いてあっ

て、それがこちらの改正案でもそこはそのまま生かしてあって、運用として１年に１回や

るというのはここには盛り込まないで、先ほどの方針としてそういうのをつけるというこ

となんですね。 

○東條技術安全課長 具体的に言いますと、検討会の開催要領みたいな形になりますので、

これは指針というよりも、先生方に御了解を得てやっておけばいい話かなと思っておりま

す。 

○日比座長代理 ということですね。 

 ということで、その精神はあるのだけれど、ここには組み込んでない。実施状況の確認

というのはきちっとここへ組み込んだということが新しいと思われますけれど、これにつ

いてはいかがですか。その次のページの表になっているのは、先ほど言ったテンサイとパ

パイヤという項目を入れたということですので、その点も含めて何か御意見がございまし

たら……。 
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 ここも「必要に応じて」と書いてありますけれども、「必要に応じて」というのは……。 

○東條技術安全課長 必ずしも全部の箇所に行く必要はないかなと思っていまして、例え

ば２年連続同じようなことをやる場合とか、あるいは何年もやっていて、なれているよう

な独法さんは今回は行かないとか、それはその年によって選んでいってもいいのかなとい

うことで必要に応じという……。 

○日比座長代理 新たに始められたところとか、従来の作物と違うようなところとか、そ

んなところですね。 

○東條技術安全課長 はい。 

○日比座長代理 そういうことだそうですけれど、研究所側としてはいかがですか。 

 そのリポートとか評価も出していただきたいというのが岡委員から出ましたけれど。 

○東條技術安全課長 やり方は少し事務方で検討したいと思います。 

○岡委員 栽培試験の実施中においでいただいてもいいでしょうし、例えば圃場での見学

会のときにあわせて来ていただくとかというようなことも考えていただけるといいのかな

と思います。 

 先ほど報告をいただくことと要請いたしましたけれど、数ヶ月単位で報告を定期的にや

っていただければありがたいと思います。 

○日比座長代理 特に評価とするというのではなくて、問題点があれば指摘する。安全で

あるかどうかを確認するというのがメインになりますね。ここはＡとかＢとかというのは

つけないんですね。 

○東條技術安全課長 はい、そうです。 

○日比座長代理 あとはこの指針案についての何か御意見は先生方から特にございません

か。 

 一応方針は皆さんから御意見いただいて、それに基づいて指針はこうなりますという案

ですので、一応ここまでの議論はそういうことといたしまして、後、少し時間がございま

すので、そのほかで何かお気づきの点とか質問、今思いついた点とか、あるいは全般にわ

たって何か御意見があればお伺いしたいと思います。 

○鈴木（正）委員 このガイドラインが独法の中での考え方ということで始まっているの

ですけれども、多分こういうものが前にも出ましたけれど、地方自治体の条例とか民間の

方にまで全部広がると思うんですよ。細かい内容が説明されずに伝わると、例えば北海道

の場合なんか、刑罰とかいろいろ入っていて、かなり厳しいものになっているのですけれ
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ども、そういう場合、相手側と国の方と話さないで多分つくられていると思うんですけれ

ど、１回そういうのを説明とか何かそういう考え方をきちんとしないと、各自治体で別々

のガイドラインができたりとか、収拾がとれなくなるのではないかなというふうに思いま

すね。 

○日比座長代理 そうなんですよね。県の方がいつも困っているのはそういうことなんで

すよ。向こうはどっちかというカルタヘナではなくて、一般の作物の交雑が問題なので、

それを国が何かガイドラインを示してほしいと言ってくるのですけれども、国側の方はま

だそこまでは踏み込まないで、少なくとも隔離圃場でやるものについてはこういうふうに

お出ししますよということなんですね。県の方では困ってしまって、もしもカルタヘナ法

で許可されたら栽培していいんですからね。それをだれかがやり出したら何もとめられな

いわけですね。法律上は。カルタヘナはクリアしているということですからね。県の方と

しては、ともかく産地のブランドを守るとか、農家の方の反対とかということがあるので、

やむを得ず条例にしてるところもあれば、東京都みたいに条例にはしないけれども、とも

かく登録してくださいというようなところとか、いろいろニュアンスがあるのですけれど、

本当は各県が困っているんです。もしも国がそういうガイドラインを示してくれれば、そ

れに従うんだけれどなと思うんだけれど、国は国で事情があるし、実際に栽培は始まって

いないしということもあって、一律のあれは出せない。それから、地方自治ということも

あるから、そういう条例をつくっては困るぞというのも言えないということもありますね。

国の法律をちゃんとクリアはしている。その上に二重のあれをかけているし、場合によっ

ては県の条例でも定められることは定められますから、そこでもっと厳しくしていますよ

ね。だから二重の規制というのは本当は余り望ましくないのですけれども、大体問題にな

るのは地元で栽培したようとしたときに、わーっと起こって、東京都だって何もそんなこ

とやる気はなかったんですよ。条例も定める気も何もなかったんだけれども、東大農場で

やるということになったら、わーわーっと騒いで、西東京市が困って、都議会で何とかし

てくれとなって、だんだん上がっていって、東京都としても、今のところですよ、遺伝子

組換えは東京都農業にとっては何のメリットもないのだけれども、ともかくそういう騒ぎ

が何度も何度も起こったのでは困るので、何らかの指針は示さなければいけないというこ

とでつくったんですよね。だから、あれは罰則はついていないのですけれど、少なくとも

地元の理解を得るために届けてくださいよということは書いてあるんですね。やがて国の

方でもある程度の共通のガイドラインを出すかもしれませんけれど、今はまだそういう状
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況ではないという判断ですね。一般栽培がまだ行われていないということですね。 

 ただ、隔離栽培は県でやる場合もあるし、企業でもやっているので、それにはこれが模

範になりますよと。これが例になりますよということで今示しているという段階ですね。 

○鈴木（正）委員 こういうガイドラインが、ある県で組換え作物の栽培実験をやってい

ないからということで別に問題ないということでガイドラインをつくってしまったといっ

た場合もガイドラインがひとり歩きするおそれは十分はあると思うんですよね。どこまで

行政の方、各県の方が理解されているかというのもわからないのですけれども、かなりま

ちまちだと思うんで、そういう場合、何か相談窓口みたいなことで、国で規制するという

わけではなくて、何かそういう相談に乗るような姿勢を見せた方がいいのではないかなと

思いますね。 

○日比座長代理 技術安全課なんかはそういう御相談がくると思うんですけれども……。 

○東條技術安全課長 ええ。各都道府県とかそういうところにはこれまでもこういう指針

とか説明しておりますし、また条例とかの制定に当たっては、冷静に科学的な知見に基づ

いてやってくださいというようなことは常々申し上げていますし、今後ともそうしたいと

思っています。 

○日比座長代理 そうですね。これから損害賠償についてもちゃんと考え方を示していま

すね。 

○東條技術安全課長 それから、具体的にはことしの 10 月末ぐらいに各都道府県の試験

研究の主務課長さんと場長さんの会議がありまして、その場でもこういう指針の話とかき

ちっと説明をしておりますし、また農政局を通じてそういう問い合わせがあったら適宜対

応するということでやっていきたいと思っております。 

○日比座長代理 試験研究機関だけではなく、県の場合は県庁のこういう担当の係の方が

対応しているんですね、大体ね。そういう方たちにも説明されたり徹底されるといいと思

うんですけれど、研究所の方も入るけれど、大体の行政の方が対応しているんですね。条

例とか指針とかにかかわるものですから。よく勉強されてはいますよ、皆さん。 

○鈴木（正）委員 行政の方がタッチされてつくられているのは仕事上、分担上、しよう

がないと思うんですけれども、ただ、行政の方の考え方ですと、法律的にうまく分けたり

とか、そういうことで、内容よりもそういうところに重きを置かれる場合もあって、実際

に本当に理解されているのかなという、ではどうしてこういうのが出てくるのかなと、そ

ういうふうにちょっと疑問に思うときもありますね。そういう場合、きちんとわかってい
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る研究者の方とかがもうちょっと、研究者に負担がかかるのは申しわけないのですけれど、

平易な言葉で説明するとか、そういう努力も必要かなと思います。 

○日比座長代理 ただ、各県の場合、行政の方は、その県の農業の方針がどうであって、

それに対して遺伝子組換えがどうあるべきかというようなことを考えられて、だから各県

で対応が違うんですね。ですから、東京都の場合などはともかく小さい作物で、産地直送

で、有機農業というのがともかく東京都の売りなので、しばらくそういうブランドは守り

たいというのがまずあって、でも、そういう研究などをやる分にはよろしいでしょうとい

うような姿勢だし、北海道ぐらいだとまた別な事情がある。今のところはですね。 

 あと、何かこの際……。次の会合は１年後ですので、何か御意見ございましたら……。 

 では、特にございませんようでしたら、一応事務局から出していただいた見直し案につ

いてはこの案のとおりでよろしいということで、この委員会ではそういう結論でよろしい

ですね。 

 それでは、用意していただいた議題はそういうことでございますので、あとは事務局の

方へバトンタッチいたしまして、今後の予定などをお願いいたします。 

 

２ そ  の  他 

 

○東條技術安全課長 どうもありがとうございます。 

 議題のその他ということで、事務的な御連絡というか、今後の方向ということで申し上

げたいと思います。 

 本日この見直し案について御了解をいただきましたので、事務局としてパブリックコメ

ントの手続を早急にやりたいと思っています。 

 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、前回これを定めたときはコメントが出た後

でもう１回開催するということにしたのですけれど、今回の改正点は非常に限られた点で

もあるということなので、意見の出ぐあいにもよりますけれども、そのぐあいが検討会を

開催するまでの必要もないというものであれば、意見を先生方にお送りして、その上で見

直しを通知していくというようなことにしたいと思っています。 

○日比座長代理 鬼武委員なんかすごいパブコメを書かれて、もう１回会議を開かせるよ

うすることもできますよ。 

○鬼武委員 いえいえ、ここに参加していますので、出しません。ほかのものは頑張りま
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すけれども、出しません。ここで合意したことに対してひっくり返すことはできませんの

で。 

○東條技術安全課長 では、次回、恐らく来年の 12 月ぐらいになると思いますけれど、

その開催するときにはパブコメの状況とかもう一遍そこでは御説明させていただきたいと

思います。 

 それから、非常に事務的で恐縮ですけれど、机の上に前回第４回の検討会の速記録を載

せております。この会議は一般にオープンということもありますし、記事録についてはホ

ームページで公開しておりますので、もし誤字脱字等ありましたら、申しわけなのですけ

れども、今月の 27 日、来週の火曜日までに御連絡をいただきたいと思います。 

 それから、本日の議事録につきましても同じように速記録を後ほどお送りさせていただ

きますので、チェックのほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○日比座長代理 きょうの議事全般について何かほかに委員からの御発言はございません

か。 

 それでは、本日の議事はすべて終了いたしましたので、進行をまた事務局にお返ししま

す。どうもありがとうございました。 

 

閉      会 

 

○東條技術安全課長 どうもありがとうございました。 

 最後に、閉会に当たりまして山田局長の方から御挨拶申し上げたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○山田農林水産技術会議事務局長 本日は、お忙しい中、大変御熱心に御議論、御検討い

ただきましてありがとうございます。 

 この遺伝子組換えの問題は国民の御理解を得ながら研究をどうやって円滑に進めていく

かというような非常に難しい課題であり、また重要な課題を議論していただいております。

きょう御議論いただいた内容、先ほど課長がお話ししましたように、今後パブリックコメ

ントなど国民の方々の意見を求め、実施していきたいと考えております。先ほど来御議論

がありますように、この問題は非常に国民の方々の関心も高い問題でございますので、国

民の方々の理解を一層得られるよう、また自治体のことも議論に出ておりましたけれども、
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私どもも努力をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 また、この検討会自体も１年１回定期的に開かせていただきたいということでまたお願

いをいたしますので、今後とも何とぞよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 


