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Ⅰ．はじめに 

 

（１） 調査の目的・調査概要 

 

地球温暖化による気候変動の影響や農業等他用途の土地利用の競合により、新たな植林

適地を確保することが益々困難になるとともに、より良質かつ収量の大きい樹種の導入が

求められていることから、林業分野においても遺伝子組換え技術の開発に大きな期待が寄

せられている。ただし、世界的な情勢を見ると、ポプラやユーカリを中心としたゲノム構

造分析や発現遺伝子の単離、機能解析等が進められている段階が多く、未だ遺伝子組換え

樹木が商業的に栽培された事例はない状況にある。しかし、近年、ブラジルにおいて製紙

会社を中心に、遺伝子組換え樹木を商業的に植栽しようという動きが盛んになってきてお

り、大手製紙会社であるスザーノは既にブラジル政府に対して本格的な植栽の申請を行っ

たところである。 

 

一方、遺伝子組換え樹木については、生物多様性の観点からも、EU 諸国を中心にその危

険性に対して強い懸念が表明されている。環境 NGO からも強い批判が寄せられており、FSC、

PEFC 等の森林認証においてもその使用は認められていない。また、生物多様性条約におい

ても、遺伝子組換え生物が生物多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪

影響を防止するための措置としてカルタヘナ議定書が採択されており、我が国を含む１６

９カ国及び欧州連合が批准している。 

 

 このような状況を踏まえて、①森林・林業分野における遺伝子組換え技術開発の現状、

②カルタヘナ議定書を始めとする法的な規制措置の概要、③森林認証における遺伝子組換

え樹木の取扱いにおける争点、④海外における遺伝子組換え樹木導入の取り組み事例等を

調査することとする。 

 

 平成２６年度の調査は、ＪＯＰＰに学識経験者、製紙企業バイオ研究者等で構成され

る「海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査に関する検討委員会」を設置して検討を

行った。以下の３名が検討委員会委員である。（敬称略） 

 

丸山 毅 （委員長）国立研究開発法人森林総合研究所 生物工学研究領域長 

河岡 明義    日本製紙株式会社アグリ・バイオ研究所所長 

河津 哲    王子ホールディングス株式会社イノベーション推進本部 

革新事業推進センター上級研究員 
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（２） 生物多様性と遺伝子 

 

地球環境を造った生き物たち 

 

地球が誕生したのは 46 億年前、生命が登場したのは 40 億年前と言われている。海底の

熱水噴出口付近で生じたアミノ酸などの有機物が結合して生命が誕生したという“化学進

化”が定説になりつつある。細菌や植物・動物など、現在のすべての生物は、その生命の

子孫であると考えられている。 

 

かつて地上は有害な紫外線のため、生命が存在できるところではなかったが、シアノバ

クテリアなどの植物の活動により、酸素が増え、さらに酸素がオゾンに代わって、紫外線

をさえぎるようになったため地上にも生き物が進出できるようになったといわれている。 

 

いまでは、海・山・草原・砂漠・極地・熱帯雨林等、さまざまな環境で姿・形を適合さ

せながら生き物たちが暮らしている。生命活動が地球環境を造ってきたと言われるゆえん

である。 

 

これまで名前がつけられた生物は約 150 万種と言われている。まだ知られていないもの

も含めると 5,000～8,000 万種はいるだろうと推定されている。 

 

このように気が遠くなるような長い時間をかけて多様化を遂げた生物たちであるが、全

て共通の祖先から進化してきているゆえに、共通性を持っている。 

 

a. 生物に共通するもの 

 

全ての生物に共通するものとして挙げられるのは、以下の３つであろう。 

 

ⅰ．生物は細胞で成り立っている。 

ⅱ．生物はエネルギーを必要とする。 

ⅲ．生物は遺伝情報（ゲノム）を持っている。 

 

ⅰ：単細胞生物・多細胞生物に二分されるが、細菌や植物・動物も基本的な細胞の構造

は似ている。 

 

ⅱ：生命活動のエネルギーは太陽エネルギーが源となっている。植物は、光エネルギー

を化学エネルギーに変えて、無機物から有機物を作り出している。この有機物を他
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の生物が利用してエネルギーを取り出している。エネルギーの受け渡し役をするの

は、ATP（アデノシン三リン酸）であり、生物はすべてこのメカニズムで生きている。 

 

ⅲ：生物は形質（形や性質）を有しているが、それは親から子へ受け継がれる遺伝情報

（ゲノム）からつくられるタンパク質が決めている。遺伝情報は DNA（デオキシリボ

核酸）で成り立っている。細胞分裂の時は、DNA が複製される。受精の時は DNA の組

換えが起こり、子孫に遺伝的な多様性が起きるようになっている。 

 

b. 遺伝子と DNA の発見 

 

エンドウの交配や自家受精を行って遺伝の法則を発見したのは、オーストラリアの修道

院司祭であったメンデルである。発表した 1865 年当時は誰にも理解されず、1900 年に他の

植物学者たちによって同じ遺伝の法則が再発見された。 

 

遺伝子の化学的本体が DNA であることが分かったのは 1940 年代である。1953 年にワトソ

ン（J. Watson）とクリック(F. Crick)が DNA の立体構造“二重らせんモデル”を提出して

からは、科学的な遺伝現象の解明が一層活発になった 

 

c. DNA(デオキシリボ核酸)・RNA（リボ核酸） 

 

すべての生物は DNA を遺伝物質として持っている。DNA は、リン酸と糖（デオキシリボー

ス）と塩基からなる「ヌクレオチド」と呼ばれる最小単位で構成されている。この最小単

位はリン酸を介して鎖のようにつながっている。 

 

塩基にはアデニン（A）,チミン（T）、グアニン（G）、シトシン（C）の 4 種類あり、A は

Tとのみ、Gは Cとのみ結合している。 

 

また、塩基と塩基も結びついているので、全体にねじれてらせん状になることから、“二

重らせん構造”と呼ばれている。 

 

RNAはDNAに記録された遺伝情報をもとにしてタンパク質を合成する際に使われる。mRNA、

tRNA、rRNA の三種類がある。mRNA は DNA の遺伝子情報を写し取り、核の外に伝える役目を

する。mRNA は DNA の片一方の鎖をコピーして作られ、タンパク質の合成装置であるリボソ

ームと結合する。tRNA は、タンパク質合成に必要なアミノ酸をリボソームまで運ぶ。rRNA

はリボソームを構成する物質である。 
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この塩基の並び方が、遺伝暗号を形成しているので、いわば生物のタンパク質の設計図

となっている。 

 

d. ゲノム 

 

ゲノムとは、ある生物が持っている全ての DNA の遺伝情報のことである。しかし、DNA の

塩基配列が全部、遺伝子として働いているわけではない。遺伝子は飛び飛びに存在してい

る。タンパク質のアミノ酸配列を指定しているのは、DNA の塩基配列全体の 1%で、99％は

遺伝子ではない“非遺伝子領域”と呼ばれている。 

 

ヒトゲノムの全塩基配列は、2003 年に解読が終了し、どこにどのような遺伝子があるか

ほぼ明らかになっている。ゲノム解読が終了しているのは、真核生物（動物・植物・菌類）

原生生物など、細胞の中に細胞核を持つ生物）は 200 種以上、細菌やウイルスは 4,000 種

以上である。 

 

e. バイオテクノロジー 

 

バイオロジー（生物学）とテクノロジー（技術）の合成語で、生物の持っている力を人

類のために役立てる技術のことを言う。バイオテクノロジーは“制限酵素”と“リガーゼ”

という 2つの酵素が発見されたことにより、大きく躍進することになった。 

 

1968 年にウェルナー・アルバー博士が、大腸菌から DNA を切断する酵素を発見した。こ

の酵素は、大腸菌に感染するウイルスであるバクテリオファージの侵入から身を守るため

にもっているものである。バクテリオファージの増殖を制限するので、“制限酵素”と呼ば

れている。 

 

同じく、1968 年ハミルトン・スミス博士が、DNA の特定の塩基配列だけを分離する“制

限酵素”を発見した。1971 年にダニエル・ネーサンズ博士が“制限酵素”を使って DNA 切

断に成功。遺伝子組換え技術では、この“制限酵素”がハサミとなり、“リガーゼ”がノリ

となって重要な役割を担っている。 

今では、医療・発酵・農業・食品などの分野で応用されている。創薬では、遺伝子組換

え技術を利用して大腸菌やハムスターなどにヒトの遺伝子を導入し、タンパク質を含んだ

薬になる物質を作らせることができるようになった。トウモロコシを利用する創薬研究も

行われている。 

 

1962 年に下村脩博士によって発見されたオワンクラゲに含まれている GFP（緑色蛍光タ
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ンパク質）の遺伝子の塩基配列が、1992 年解読された。これにより、GFP と目的のタンパ

ク質の遺伝子を結合させた遺伝子を細胞の中に入れることができ、生体細胞の中で紫外線

や緑色光を当てて光らせて、観察することができるようになった。現在、がん細胞の様子

を観察するなど、生命科学・医学の研究に広く使われている。 

 

2006 年、山中伸弥博士がマウスの皮膚細胞に 4 個の遺伝子を組み込み、あらゆる全体組

織に成長できる iPS 細胞 (人工多機能性幹細胞)を作ることに成功した。その後、ヒトの皮

膚細胞でも成功した。この“万能細胞”も遺伝子組換え技術の応用で誕生したものである。 

 

農業分野では“遺伝子組換え作物”が挙げられるが、除草剤耐性、病害虫耐性、貯蔵性

増大などの生産者にとってプラスになるものを“第一世代遺伝子組換え作物”と呼んでい

る。栄養価増大、有害物質減少、医薬品効果付加などの消費者にプラスになるものを“第

二世代遺伝子組換え作物”と言っている。 

 

遺伝子組換え作物の栽培国および作付面積は年々拡大している。ISAAA（国際アグリバイ

オ事業団）の「2013 年世界の遺伝子組換え作物の商業栽培に関する状況」によると、栽培

国は 27 ヵ国で、栽培面積は 1 億 7,520 万ヘクタールである。「主要遺伝子組換え作物：世

界の導入率(%)2013 年」では、ダイズ 79%、ワタ 70%、トウモロコシ 32%、ナタネ 24%である。

なお、日本で商業栽培が行われているのは“青いバラ（2009 年）”のみである。 
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Ⅱ．遺伝子組換え樹木に関する技術 

(1) 樹木の遺伝子組換え技術 

 
a. 植物のゲノム情報の活用 

 
植物でゲノムの全塩基配列の解読が終了しているのは以下のとおり。 

 

シロイヌナズナ、イネ、トマト、タルウマゴヤシ、ミヤコグサ、ブドウ、ポプラ、コム

ギ。 

 

これらのゲノム情報を活用して樹木の機能を最大限に発揮させることができれば、地球

温暖化をはじめとする多くの問題の解決につながる。 

 

すなわち耐乾燥性、耐霜性、耐塩性、バイオマス量向上、生物多様性に配慮した不稔化

や花成制御などの技術が必要である。 

 

b. 遺伝子組換え技術 

 
遺伝子組換え植物とは、ある植物の遺伝子に新たな遺伝子を入れたり、ある植物が持つ

遺伝子の発現を促進したり抑制したりして、新たな形質を発現させた植物のことを言う。

技術的には以下の方法等が確立している。 

 
ⅰ．アグロバクテリウム法 

ⅱ．パーティクルガン法 

ⅲ．エレクトロポレーション法 

ⅳ．マイクロインジェクション法 

 
ⅰ：アグロバクテリウムという土壌細菌が植物の細胞に自分の遺伝子を導入させる性質、

つまり”感染”を利用した方法である。 

アグロバクテリウムの中にあるプラスミド（環状 DNA）を取り出し、制限酵素（ハ

サミ）を用いて一部を取り除き、他の植物から取り出した有用遺伝子を入れて、リガ

ーゼ（ノリ）で接着する。組換えたプラスミドをアグロバクテリウムにもどしてから、

植物に感染させる。樹木では、1987 年に初めてアグロバクテリウム法を用いて、組

換えポプラの作出が報告された。広葉樹ではアグロバクテリウム法が一般的である。 
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ⅱ：金の微粒子に、目的とする遺伝子を付着させて、高圧ガスの圧力で植物の組織に打ち

込む方法である。針葉樹では、1993 年にパーティカルガン法によって組換えカナダ

トウヒが作出された。 

 

ⅲ：細胞に電気パルスをかけると細胞壁に一時的に小さな穴が開く。この穴からＤＮＡを

細胞の内部に入れることができる。 

 

ⅳ：微小なガラス管（先端の外径１～２μｍ）を利用して、ＤＮＡを細胞の内部に入れる

ことができる。顕微鏡を使って行なわれる。 
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(２) 海外における遺伝子組換え樹木開発の現状 

 

Ａ．世界の遺伝子組換え樹木栽培の現状 

 

表１：遺伝子組換え樹木の国別の野外試験数（果樹・鑑賞樹木を除く） 

国 別 
2004 年 

（FAO） 

2013 年 
(PLANT BIOTECH- 

NOLOGY JOURNAL) 

米国 103 500 

中国 9 78 

カナダ 7 45 

ニュージーランド 3 5 

オーストラリア 1 - 

ブラジル 2 65 

チリ 3 - 

タイ 0 - 

ウルグアイ 2 - 

インド 1 - 

インドネシア 1 - 

イスラエル 1 - 

日本 0 9 

メキシコ 0 - 

南アフリカ 1 - 

EU 23 44 

計 157 746 
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表１は、“農林水産研究 第１６号（２００９）：６５－７７”の６６項の“第１表 Ｇ

Ｍ樹木の国別の野外試験数” と、Plant Biotechnology Journal Sep 2013;11(7):785-798

の”Table １”より作成したものである｡なお、論文“農林水産研究 第１６号（２００

９）：６５－７７ 遺伝子組換え樹木をめぐる現状と課題－ＥＵの動向を中心に－”は、世

界の遺伝子組換え樹木に対する現状について総合的に把握されており、大いに参考となっ

た。 

 

表１について補足したい。２００４年時点での遺伝子組換え樹木の野外試験数１５７に

対して、９年後の２０１３年時点の野外試験数は７４６と約５倍に増えている。２０１３

年時点の樹種の内訳は、多い順にポプラ３０６、ユーカリ１５３、針葉樹１９０である。 

 

２０１３年時点での国別野外試験数では、米国５００、中国７８、ブラジル６５の順で、

米国の内訳はポプラ３０６、マツ１５４、ユーカリ７７であり、中国の内訳はポプラ３４、

アカシア２５であり、ブラジルは全てユーカリである。 

 

商業栽培については、中国のポプラが一部先行しているが、２０１５年３月現在、他の

樹種はまだ行なわれていないのが現状である。（米国ハワイ州で輪点ウイルス耐性のパパイ

ヤが栽培されているが、果樹・鑑賞樹木は今回の調査では取り扱わない。） 

 

Ｂ．遺伝子組換え樹木に導入される形質 

 

遺伝子組換え樹木に導入される形質として挙げられるのは、以下の５つである。 

 

ⅰ．リグニン減少 

ⅱ．害虫抵抗性 

ⅲ．除草剤耐性 

ⅳ．環境ストレス耐性 

Ⅴ．高生産性 

 

それぞれについて説明したい。 

 

 

ⅰ：パルプ製造工程で必要な化学薬品・エネルギー量が削減される｡懸念される点は､害虫

による食害やウイルス抵抗性の減少の可能性である｡ 
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ⅱ：殺虫剤を散布する必要性が低下する｡特定の害虫にのみ効果があるので､生物多様性保

全に役立つ可能性がある｡懸念される点は､害虫抵抗性を克服した害虫の増加を促す可

能性である｡ 

 

ⅲ：複数回の除草剤処理を行なう必要がなくなる｡懸念される点は､除草剤への抵抗性を持

った植物の発達を促す可能性である｡ 

 

ⅳ：限界地(寒冷地､塩害地､乾燥地､酸性土壌地等)での生存可能性を高める｡懸念される点

は､競合において優位性を高める樹木が登場することにより､生物多様性を損なう可能

性がある｡ 

 

ⅴ：収穫量の多い植林地が形成されるため､天然林を伐採する圧力が低下し､生物多様性が

維持される｡ 

 

 

Ｃ．遺伝子流動の懸念 

 

受粉または遺伝子組換え樹木と野生類縁種との交配を通じて､導入された遺伝物質が野

生遺伝子プールに抜け出す可能性が懸念されている｡ 

組換え遺伝子の拡散を防止するためには､花粉の生成を阻害するか､または樹木の開花を

防止することが提案されている｡懸念される点は､計画的不稔の対象となる遺伝子(ターミ

ネーター技術遺伝子)が野生の遺伝子プールに抜け出した場合､深刻な影響が出る可能性で

ある｡ 

 

これらの懸念を打ち消すような研究発表もあるが､いずれにせよ樹木は寿命が長く､作物

よりも長期にわたるモニタリングが必要である｡ 

     

Ｄ．生物多様性条約締約国会議（ＣＢＤ）による指摘 

  

農林水産研究 第１６号（２００９）の７１頁より以下に掲載させて頂いた。２００６

年にＣＢＤが実施した条約締約国及び関係機関へのアンケートの結果によるものである｡

科学的データを示さない限り、懸念を取り除くことは難しいと指摘している。 

 

「ＧＭ樹木の潜在的影響を評価するためには、たとえば大規模な野外試験により長距離

に亘るモニタリング調査が必要である（たとえばマツの花粉は平均５０～１００メートル

移動するが、最長移動距離は６００キロメートルに達する）が、現時点でそのような調査
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全に役立つ可能性がある｡懸念される点は､害虫抵抗性を克服した害虫の増加を促す可

能性である｡ 

 

ⅲ：複数回の除草剤処理を行なう必要がなくなる｡懸念される点は､除草剤への抵抗性を持

った植物の発達を促す可能性である｡ 

 

ⅳ：限界地(寒冷地､塩害地､乾燥地､酸性土壌地等)での生存可能性を高める｡懸念される点

は､競合において優位性を高める樹木が登場することにより､生物多様性を損なう可能

性がある｡ 

 

ⅴ：収穫量の多い植林地が形成されるため､天然林を伐採する圧力が低下し､生物多様性が

維持される｡ 

 

 

Ｃ．遺伝子流動の懸念 

 

受粉または遺伝子組換え樹木と野生類縁種との交配を通じて､導入された遺伝物質が野

生遺伝子プールに抜け出す可能性が懸念されている｡ 

組換え遺伝子の拡散を防止するためには､花粉の生成を阻害するか､または樹木の開花を

防止することが提案されている｡懸念される点は､計画的不稔の対象となる遺伝子(ターミ

ネーター技術遺伝子)が野生の遺伝子プールに抜け出した場合､深刻な影響が出る可能性で

ある｡ 

 

これらの懸念を打ち消すような研究発表もあるが､いずれにせよ樹木は寿命が長く､作物

よりも長期にわたるモニタリングが必要である｡ 

     

Ｄ．生物多様性条約締約国会議（ＣＢＤ）による指摘 

  

農林水産研究 第１６号（２００９）の７１頁より以下に掲載させて頂いた。２００６

年にＣＢＤが実施した条約締約国及び関係機関へのアンケートの結果によるものである｡

科学的データを示さない限り、懸念を取り除くことは難しいと指摘している。 

 

「ＧＭ樹木の潜在的影響を評価するためには、たとえば大規模な野外試験により長距離

に亘るモニタリング調査が必要である（たとえばマツの花粉は平均５０～１００メートル

移動するが、最長移動距離は６００キロメートルに達する）が、現時点でそのような調査

は行われていないうえに、多くの国では、こうした調査は許可されていない。このように、
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は行われていないうえに、多くの国では、こうした調査は許可されていない。このように、

必要な科学的データが現在のところ入手不能であることから、ＧＭ樹木の利用に付随する

環境、文化、社会経済への潜在的影響について明確な結論を下すことは不可能である。多

くの専門家が、ＧＭ樹木の利用を取り巻く科学的不確実性を考慮して上で、ＧＭ樹木の利

用を検討する際には予防的アプローチをとるべきだと指摘している。」 

 

（※）資料●１参照 
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（３）日本における遺伝子組換え樹木開発の現状 

 

２０１４年１０月に筑波大学の遺伝子実験センターを訪問した。センター長の渡邉和男

教授より、資料３の「グローバルエコセキュリティ－と樹木バイオテクノロジー」をレク

チャーして頂いた。 

 

遺伝子実験センターは１９８４年に設置され、３０年の歴史がある。その目的は、“遺伝

子の構造・機能に関する先端的な研究の実施，学内外における遺伝子組換え実験の安全管

理，学内共同利用施設としての高度な遺伝子関連実験機器・実験場所の提供，学内外に対

する遺伝子関連実験技術の普及・教育を担うこと”であり、科学技術立国を担う人材の育

成に貢献するだけでなく、世界的な遺伝子組換え植物研究の拠点としての活躍が大いに期

待されている。（参考：http://www.gene.tsukuba.ac.jp/center/greeting.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑波大学遺伝子実験センター特別網室    隔離ほ場と遺伝子組換えユーカリ 

 

（日本製紙・筑波大学） 

２００５年１０月に日本製紙は筑波大学と共同で耐塩性の遺伝子組換えユーカリの野外

栽培試験を開始した。日本での遺伝子組換え樹木の野外栽培試験第１号である。この遺伝

子組換えユーカリは、温室で海水濃度の３分の１程度に対して耐塩性が確認された。隔離

ほ場は筑波大学キャンパス内の遺伝子実験センターが管理しており、高さ２メートルのフ

ェンスで囲まれている。遺伝子拡散防止のために、花芽が出た際は切除することになって

いる。試験は２００９年１２月に３件終了した。（参考：日本製紙ニュースリリース２００

５年１０月２８日） 

 

上記も含めて耐塩性の遺伝子組換えユーカリの野外栽培試験は、２０１１年１２月まで

に合計２回６件行なわれて終了した。 

また、２０１１年６月に日本製紙は筑波大学と共同で遺伝子組換え耐冷性ユーカリの野

外栽培試験を開始した。冬季における生育特性や越冬性に優れた系統を選抜することが目
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的である。１回目の栽培試験は２０１３年９月に終了し、現在は２回目である。（参考：筑

波大学 耐冷性遺伝子組換えユーカリの隔離ほ場試験の一般説明会の開催について 平成

２５年８月１日） 

 

（国立研究開発法人 森林総合研究所） 

２００７年３月に、独立行政法人 林木育種センター（現在の森林総合研究所）は遺伝

子組換えギンドロの野外栽培試験を開始した。セルロースを多く含む樹木を開発すること

が目的である。栽培試験は２件で２０１１年１２月に終了した。 

 

２０１５年４月に森林総合研究所は雄性不稔の遺伝子組換えスギの野外栽培試験を開始

した。隔離ほ場は日立市十王町の同研究所 林木育種センター内にある。スギ花粉症対策

への効果が期待される、花粉を全く飛散させないスギを開発するために必要な知見を得る

ことを目的としている。（参考：国立研究開発法人 森林総合研究所 林木育種センター 

遺伝子組換えスギ（雄性不稔スギ）の隔離ほ場試験について ２０１５年４月１６日） 

(表２) 
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以上、日本で遺伝子組換え樹木の野外栽培試験は２００５年１０月以降２０１５年３月

までに合計１０件行なわれてきた。２０１５年４月現在で合計１１件である。(表２) 

 

下 記 は OECD の レ ポ ー ト CONSENSUS DOCUMENT ON THE BIOLOGY OF EUCALYPTUS 

SPP.(ENV/JM/MONO(2014)27 の２７頁に掲載されている遺伝子組換えユーカリ研究の一覧

である。世界全体の研究事例はこれよりも多いと考えられるが、ここでは日本の研究者が

７名登場している｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※）資料●２,資料●３参照 

  
 
（表２）出典：環境省ホームページ,日本版バイオセーフティクリアリングハウス（Ｊ－Ｂ

ＣＨ）,ＬＭＯ関連情報,ＬＭＯ検索,〈http://ch.biodic.go.jp/bch/OpenSearch.do〉 

「カルタヘナ法に基づき承認された遺伝子組換え生物」の出力データを加工して作成 
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（４）最近の遺伝子組換え樹木の商業的展開 

 

英国の総合学術雑誌である Nature（ネイチャー）に、ブラジルの FuturaGene（フトゥラ

ジェン）社がＣＴＮＢｉｏ（ブラジル国家バイオ安全技術委員会）に遺伝子組換えユーカ

リの商業植林許可申請を行なったことが掲載された｡記事には､２０１４年９月４日に公聴

会が開催されること､研究者･企業･ＮＧＯなどが成り行きに注目していること､遺伝子組換

え樹木に反対する２５９の組織が国家バイオ安全技術委員会に対して却下するよう求めて

いること､フトゥラジェン社は８年間にわたる農場での野外試験において環境影響･生物多

様性影響を細かく調べて特に問題は無かったこと､米国では２００８年に ArborGen(アーボ

ジェン)社が米国農業省に耐霜性の遺伝子組換えユーカリの商業植林許可申請を行なって

い る が 許 可 は ま だ 出 て い な い こ と 等 が 記 載 さ れ て い る ｡ ( 出 典 :28 AUGUST 

2014|VOL512|NATURE|357) 

 

２０１５年４月９日､ブラジル国家バイオ安全技術委員会は FuturaGene（フトゥラジェン）

社に遺伝子組換えユーカリの商業植林を許可した｡これは、世界で初めてのユーカリの遺伝

子組換え樹木の商業的植栽の許可であり、今後の Suzano 社の取り組みが注目される。 

 

このことに対して､２０１５年４月２３日､ＦＳＣ（Forest Stewardship Council）がホ

ームページのニュースルームで､遺伝子組換え生物（ＧＭＯ）の利用に関するＦＳＣのルー

ルを解説した｡”ＦＳＣ認証取得者はＧＭＯの研究をすることはできますが､認証管理区画

内であろうと､外であろうとどのような商業的な利用も認められません｡” 

(出典:https://jp.fsc.org/newsroom.50.156.htm) 

 

Ａ．米国 ArborGen 社 

 

ArborGen(アーボジェン)社は米国南部のサウスキャロライナ州リッジビルに本社がある

企業で、植林樹木苗生産では米国最大規模である。米国の他に、ブラジルやオーストラリ

アでも事業を行なっている。主要株主はインターナショナルペーパー社（ＩＰ）、ミードウ

エストヴェイコ社（ＭＷＶ）、ルビコン社（ニュージーランドの投資会社）である。 

 

取扱樹木はロブローリパイン、スラッシュパイン、ラジアータパイン、ユーカリ類、広

葉樹各種で、従来育種による品種改良の他にバイオテクノロジーによる品種改良を行なっ

ている。 

 

同社は、遺伝子組換えによる耐霜性ユーカリ（ＡＧＥＨ４２７）を開発し、米国東南部

諸州（フロリダ州、アラバマ州、ミシシッピ州、ジョージア州、ルイジアナ州、テキサス
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州）の約９００箇所で組換えユーカリ百万本の野外試験を行なっている。ArborGen 社が開

発している耐霜性ユーカリは、ブラジルのユーカリと同じくらいの成長量があるとともに、

マイナス６℃～マイナス８℃の寒さに対しても生存することができる耐寒性を有しており、

製紙用、バイオマス用の資源として大きな期待が寄せられている。 

 

同社が凍結耐性ユーカリの商業植林の許可申請を米国農業省（ＵＳＤＡ）動植物検疫局

（ＡＰＨＩＳ）に提出したのは２００８年のことであるが、いまだに許可が出ていない。

環境保護団体を中心に強い反発が寄せられており、申請に対するパブリックコメントにお

いても多くの反対意見が提出されている。 

 

Ｂ．ブラジル FuturaGene 社（SUZANO 社子会社） 

 

FuturaGene(フトゥラジェン)社はブラジル紙パルプの大手企業である SUZANO(スザーノ)

社の子会社である｡この２社について概要を説明したい｡ 

 

スザーノ社は１９２４年設立のブラジルを代表する紙パルプ企業のひとつである｡世界

第２位のユーカリパルプメーカーとして知られ､パルプを年間１９０万トン生産し､３１ヶ

国に輸出している｡社有林を８９７,０００ヘクタール所有し､４６０,０００ヘクタールに

植林している｡ 

 

フトゥラジェン社は､イスラエルのヘブライ大学のバイオテクノロジー研究者が１９９

３年に設立したＣＢＤテクノロジー社が起源のひとつである。２００１年にスザーノ社が

出資している。２００６年に米国のパーデュー大学のバイオテクノロジー研究者が設立し

たフトゥラジェン社とＣＢＤテクノロジー社が合併した。以下は、ＧＭ（Genetically 

Modified:遺伝子組換え）ユーカリ開発からＣＴＮＢｉｏ（国家バイオ安全技術委員会）よ

り商業植林が許可されるまでの流れである｡ 

 

２００６年２月 FuturaGene 社と SUZANO 社が共同で GM ユーカリ開発に着手｡ 

２０１０年７月 FuturaGene 社は SUZANO 社の子会社となる｡ 

２０１４年５月 FuturaGene 社：GM ユーカリの商業植林許可を CTNBio に申請｡ 

２０１４年９月 CTNBio：GM ユーカリの公聴会を開催｡ 

２０１５年４月 CTNBio：FuturaGene 社の GM ユーカリの商業植林を許可｡ 
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フトゥラジェン社が開発した GM ユーカリ H４２１はアグロバクテリウム菌による遺伝子

導入方法によりシロイヌナズナのタンパク質形成遺伝子を導入したものであり､スザーノ

社が使用している従来のクローンユーカリより収量が２０%増加するものである｡組換え樹

木が生物多様性や生態や環境に影響がないものであることを証明しないと国家バイオ安全

技術委員会(ＣＴＮＢｉｏ)より許可が出ないし､また社会にも受け入れてもらえない｡ 

 

２０１４年９月に、国家バイオ安全技術委員会で公聴会が行なわれた。８年間に野外試

験の結果をとりまとめて、その時のプレゼンテーション資料としたものである。 

 

以下は、同資料の概要説明である。 

 

（仮訳）遺伝子組換えユーカリ H421 の生物学的安全性 

 

Ｐ２ 「FuturaGene 会社概要」 

・持続可能な解決策の開発を目的としたバイオテクノロジー企業 

・本社は Sao Paulo サンパウロ州内陸部の Itapetininga イタペチニンガ 

・試験農園は Sao Paulo サンパウロ州（Itarare イタラへ､Angatuba アンガツーバ、

Araraquara アララクアラ）、Bahia バイア州南部､Piaui ピアウィ州、Maranhao マラ

ニャン州 

・直接雇用社員 45名、間接雇用 13名。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ３  「開発樹木 遺伝子組換えユーカリ H４２１」 

・経済的メリット:  パルプ、紙、エネルギー用生産性が約 20%アップ  

・環境的メリット:  炭素固定化が大きく、天然林に対する伐採圧力の低減 

・社会的メリット: 小規模農家が自由に新技術にアクセス可能(従来どおりの農民植林) 

・表：７年植栽地における試験林の安定した結果(６４ヶ月で従来より２０％増加) 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ４  「開発樹木 遺伝子組換えユーカリ H４２１」 

・ユーカリ：ブラジル最大の植林面積- 2012 年現在 510 万ヘクタール; 

・ライフ・サイクルの長い持続植物 ―7年間の植林サイクルが短くなる 

・植林に介入度が低く（最小耕作）、 地域の肥料 を活用、雑草の管理(下草刈)も

初年度のみ 

・食糧には使用されない；主要利用分野は紙パルプ、製鉄、木炭、木製パネル 

 

21



22 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ５  「受け入れ環境 ブラジルにおけるユーカリ植林地域」 

・伝統的にユーカリ植林(１００年の歴史あり)の行われている地域に植林される 

・生態系に対する影響は生じないと思われる 

・林業技術に影響を及ぼさない 

・悪影響が及ぶ生物は存在しない 

・外来種であり、ブラジルには交配し得る在来種は存在しない 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ６  「供与遺伝子 シロイヌナズナのエンドグルカナーゼ遺伝子（cel１）」 

・アグロバクテリウム菌(土壌細菌)をベクター(運び屋)として付与遺伝子を導入 

・cel1 遺伝子は植物に由来し、細胞壁を形成する作用(固い細胞壁の結晶質マトリッ

クスを弛緩させ生長を早めさせる)を持つ酵素遺伝子 

・生産性向上の特性を付与できる 

・cel1 タンパク質は様々な植物に存在している同種のタンパク質と類似している（高

相同性） 

・アレルゲンもしくは毒素との相同性はない 

・ネオマイシンホスホトランスフェラーゼ II(NPTII：抗生物質ネオマイシン耐性酵

素タンパク質)をコードする NPTII 遺伝子も発現する 

・NPTII はアメリカ食品医薬品局（FDA）、遺伝子技術調整局（OGTR）、欧州食品安全

機関（EFSA）、国連食糧農業機関（FAO）等の規制当局により安全と認められている 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ７  「遺伝子構造 構造の概要：プロモーター、遺伝子、ターミネーター」 

・挿入遺伝子構造のグラフ表示 

・組換え体 H421 の遺伝子構造：1コピーが導入されている証拠(ゲル電気泳動法) 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ８  「挿入配列と分離 挿入遺伝子の周辺領域（１－２kb）」 

・スザーノ社精英樹クローンのゲノム上で非コード領域に遺伝子の挿入が起こった。 

・表：メンデル則に従う分離 [カイ二乗検定法 (χ2)] 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ９  「遺伝子解析 Cel1 タンパク質は エンドグルカナーゼと同一である」 

 

研究結果によると:  
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・シロイヌナズナの Cel1 タンパク質は様々な植物に存在するタンパク質と類似（高

相同性）している 

・アレルゲンもしくはトキシンとは相同性はない 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ１０ 「タンパク質の発現 Cel1 タンパク質の発現は異なる組織では低い」 

 

・図：エンドグルカナーゼの定量 

若葉（YL）、成熟葉（ML）、組織培養物（TC）それぞれのサンプルにおけるエンドグ

ルカナーゼの定量。新鮮組織の 3 回の反復実験の平均合計エンドグルカナーゼ量を

μg/gr で表す。SP530（従来のクローン）と組換え体 H421 の間に顕著な差はなかっ

た。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ１１  「環境に対するリスク評価 ブラジルにおける H421 の試験林」 

・図：規範決議 5号に基づき、“H421 の栽培が行われる場所の生態学的研究” 

野外試験林:４箇所 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ１２  「形質の評価 形態的な変化はなかった」 

・表 1. 2012 年 4 林地、2植林密度､ 6 か月目の中間葉の寸法 

・表 2. 2013 年 4 箇所 2密度、1年目の中間葉の寸法 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ１３  「木材の品質 容積重とリグニン含有量に変化なし」 

・表. 組換え体 H421 とスザーノ社 SP530 クローンにおける密度とリグニン含有量  

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ１４  「木繊維の評価 木繊維には変化は見られなかった」 

・表.  評価時 6.2 年生（2007 年 2 月にカブレウーバ農園に植林された）の組換え体

H421 と従来のクローン SP520 の木繊維形状（繊維長、繊維径、ルーメン径、壁厚) 

の分散分析 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ１５  「花粉に関する研究 花粉生育力についても変化はなかった」  

・表 1. 花粉の生育力‐2012 年アセトカーミン染料による実験 

・表 2. 花粉の生育力―2013 年アレキサンダー染料による実験 

23



24 

 

完全性、発芽力、形状、花粉の寸法を調査 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ１６ 「花粉に関する研究 花粉の形状には変化はみられなかった」 

・表 1.花粉の形状 –2013 年赤道面長さ（μm） 

・表 2. 花粉の形状- 2013 年赤道面幅（μm） 

・図. 上図はユーカリ花粉の寸法測定方向を示している。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ１７ 「100 グラム単位分析 生物量の構成には変化が見られなかった」  

・目的: 生物量の構成の比較分析(4 箇所×６個体､６ヶ月と１年) 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ１８ 「遺伝子の流れの研究 花粉源から 1,600 ﾒｰﾄﾙの範囲の調査」  

・すべての遺伝子組換え樹木に存在するマーカー遺伝子(NPTⅡ) 

組換え樹木から非組換え樹木にミツバチが花粉を運ぶ距離を測定する 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ１９ 「遺伝子拡散の研究 試験林地における養蜂場により保証される」 

・遺伝子組換え樹木に関する遺伝子拡散の最初の研究(認証機関に委託) 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ２０  「遺伝子拡散の研究 最終結果―拡散は 600m まで広がっている」 

・表：ユーカリの様々な距離における遺伝子拡散(ミツバチが花粉を運ぶ距離) 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ２１ 「下種更新の設定 種子の発芽と自生樹木の生存」 

・目的: 試験林地における種子の発芽と下種更新を評価する。 

・表. 下種更新のためのユーカリ種子の発芽 2012 年. 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ２２ 「バイオマス分解性 林地におけるバイオマスの分解性には変化がなかった」 

・目的: 林地現場における遺伝子組換えユーカリと通常ユーカリのバイオマス比較 

・図 1. 林地に設置された分解性調査のための植物体を網袋に入れたもの 

・図 2. 林地に 330 日間（4箇所の平均）放置された網袋入り植物体の残余 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ２３  「土壌の分析 物理的・化学的パラメーターに変化はない」 

・表 1. 化学的特性、2012／2013 年 4 箇所の平均 

・表 2. 物理的特性、2012/2013 年 4 箇所の平均 

・目的: 遺伝子組換え植物の土壌における物理的・化学的・細菌学的影響を調査する 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ２４  「土壌の微生物学的研究 バクテリアの多様性に変化はない」 

・表 1. オーダレベルのバクテリアの多様性、2年目の結果。 

・表 2．バクテリアの量的把握、4箇所 2年（2012,2013 年） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ２５ 「土壌の微生物学的研究 菌類の多様性に変化はない」 

・表：6.5 年生の遺伝子組換えユーカリと通常ユーカリの菌類の多様性比較 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ２６  「節足動物の評価 節足動物の多様性に変化はない」 

・目的: 様々な罠（着色粘着テープ、落とし穴）や観測方法（ベルレーゼ・トゥグ

レン漏斗、ウインクラー集中器、昆虫採集網、枝打ち）を用いて、遺伝子組換え

ユーカリと通常ユーカリ林地の節足動物の多様性を比較する。 

・データ: 多様性指標の評価、 栄養レベルの比較 

・図 . 落とし穴の節足動物、シャノン多様性インデックス（H’）、一次採集、2012

年 2 箇所 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ２７ 「節足動物の評価 栄養分ギルドに変化はない」 

・図 3. 4 期間に落とし穴の罠にかかった節足動物の栄養分機能 

T1､T5 は遺伝子組換えユーカリ、T2,T6 は通常のユーカリ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ２８ 「水の使用 遺伝子組換えユーカリは通常ユーカリより余計に水を消費する

ことはない」 

・様々な条件において生物学的な多様性に変化が見られないことから、遺伝子組換

えユーカリは、通常ユーカリより余計に水分を消費することはないと結論付けら

れよう。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ２９ 「毒性試験 指定組織体における遺伝子組換えユーカリの影響比較」 

・目的: 指定組織体における遺伝子組換えユーカリと通常ユーカリによる影響を比

較する。 

大気環境: ミツバチ –花粉  天然ミツバチ – 花粉 

水環境:魚-花粉と葉､ミジンコ – 花粉と葉 

土壌環境: ミミズ – 葉､ 微生物 – 葉 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ３０ 「毒性試験 魚に対して土壌表面層と花粉の影響はなかった」 

・遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 のゼブラフィッシュに対する毒

性試験 LC50（半数致死濃度） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ３１ 「毒性試験 ミジンコに対して土壌表面層と花粉の影響はなかった」 

・遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 のミジンコ類に対する毒性試験

LC50（半数致死濃度） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ３２ 「毒性試験 ミツバチに対して花粉の影響はなかった」 

・表：遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 のミツバチに対する経口急

性毒性テスト 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ３３ 「毒性試験 ミミズに対して土壌表面層の影響は全くなかった」 

・表：遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 の植物体を鋤き込んだ人工

土壌に 14 日間放置したミミズの平均重量と生物量変化 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ３４ 「毒性試験 微生物に対して土壌表面層の影響はなかった」 

・図. 遺伝子組換えユーカリ H421（A）と通常ユーカリ SP530（B）の土壌における 0、

7、14、28 日の CO2 排出量（mgCO2・乾燥土壌 kg/時） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ３５ 「蜂蜜に関する試験 蜂蜜の物理・化学的特性に影響なし」 

・表：蜂蜜の物理化学的分析 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ３６  「蜂蜜中の花粉の分析 蜂蜜中の花粉粒の量に影響は見られない」 

・Cel1 タンパク質はハチミツ中に検出されなかった。NPTII はハチミツ 1グラム中

にピコグラムも検出されなかった。 

・表.  ハチミツ中の花粉数 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｐ３７ 「ミツバチに関する研究 異なる種類において評価された製品のインパクト」 

・PUC-RS のベチーナ・ブロチェイン博士はミツバチに関する研究をコーディネー

トした 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｐ３８ 「最終考察」 

・このプレゼンテーションは国家バイオ安全技術委員会に提出された書類に存在

するリスク評価研究の要約である。 

・すべての研究は、ブラジル国の生物安全性に関する法律および規範決議 5号に   

則り行われた。 

・遺伝子組換えユーカリ H421 は、通常ユーカリと比較してもリスクは表出せず、

環境に対するインパクトもない。 

 

以 上 

 

 

（※）資料●４,資料●５参照 
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Ⅲ．遺伝子組換え樹木に関する政策 

(1) 遺伝子組換え政策に関する世界的枠組み 

 

バイオテクノロギーの飛躍的な発展によって、人類は有用な遺伝子を探し出して動物や

植物の細胞に入れることができるようになった。これによって多くの不可能なことが可能

となり、病気の治癒とか収量の多い作物の創出など人類の幸福の実現に向けて進んでいる

はずであった。しかし、遺伝子組換え技術については、“新しい生物”を造ることから、生

命倫理問題、遺伝子拡散問題､有害物質作出可能性問題などの懸念が指摘されるようになっ

た。遺伝子組換え技術に対する世界共通の安全基準が必要となったのである｡ 

 

１９７５年､米国のアシロマにバイオテクノロジーの研究者が集まって､遺伝子組換え生

物の実験を行なう際のリスク(バイオハザード)を最小限にするための”封じ込め”につい

て話し合い､リスクの特定を行なって実験を行なう際の世界共通のルール作りを行なった｡

アシロマ会議の功績の一つに「実験室外で増殖する能力を制限した特定のバクテリア及び

ベクターを遺伝的に構成し､こうした生物の利用により､多くの点で､組換え DNA 実験の安全

性を高めることを現実化した」点が挙げられる｡ 

(http://dbarchive.biosciencedbc.jp/archive/diam_safety_literature/LATEST/docum

ent/098/098-fulltext.pdf) 

 

Ａ．カルタヘナ議定書 

 

１９９３年に「生物多様性条約」( Convention on Biological Diversity: CBD)が発効

した｡条約の目的は､①生物多様性の保全､②生物多様性の構成要素の持続的な利用､③遺伝

資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分､の三つである｡条約では､生物多様性の保

全及び持続可能な利用に悪影響を与える可能性のある遺伝子組換え生物の移送､取扱い及

び利用に関する手続きを定めた議定書の締結の検討を求めている｡ 

 

２０００年１月に､生物多様性への悪影響を防止するために､遺伝子組換え生物(人用の

医薬品は対象外)の国境を越える移動に関するルールとして､「生物の多様性に関する条約

のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(いわゆるカルタヘナ議定書)」が採択され､

２００３年９月に発効した｡日本も同年１１月に締結した｡２０１５年３月現在の締約国は

１６９ヶ国及び EU である｡ 
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 (出典:http://www.cgr.tohoku.ac.jp/format/pdf/cartagena.pdf) 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｲﾗｸ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ｱﾗﾌﾞ首長国連邦が締約国に加わったので､平成 27 年３月現在､ 

170 締約国(169 ヵ国＋ＥＵ)である｡ 
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(具体的な内容) 

･野外栽培等に利用される遺伝子組換え生物の輸出国もしくは輸出者が相手国に事前に

通告｡輸入国は生物多様性影響評価を実施し､輸入の可否を決定(AIA 手続き)｡ 

 

･食料や飼料として用いられる遺伝子組換え穀物等は AIA 手続きを必要としないが､国内

利用が決定された際には BCH(情報システム)で公開し､情報共有｡ 

 

･その他､遺伝子組換え生物を輸出する際の表示ルール｡ 

 

Ｂ．カルタヘナ法 

 

２００４年に生物多様性条約のカルタヘナ議定書を日本国内において適切に運用するた

めに､「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(いわ

ゆるカルタヘナ法)」が施行された｡ 

 

(具体的な内容) 

･遺伝子組換え生物が生物多様性へ影響を及ぼさないかどうか事前に審査することや､適

切な使用方法について定められている｡ 

 

･遺伝子組換え生物の使用形態を２種類に分け､それぞれのアプローチで生物多様性への

影響を防止している｡ 

 

① 第一種使用…開放系での使用 

食料や飼料としての運搬､農地での栽培など｡生物多様性への影響が生ずるおそれが

ないと承認されたものが使用できる｡ 

 

② 第二種使用…閉鎖系(拡散防止措置の下)での使用 

実験室､工場内など｡環境中への拡散を防止するために定められた方法で使用でき

る｡ 

   

③ そのほか､未承認の遺伝子組換え生物の輸入の有無を検査する仕組みや輸出の際の

相手国への情報提供の方法等について定められている｡ 

 

(出典：ご存知ですか?カルタヘナ法/環境省) 

 

（※）資料●６,資料●７,資料●８参照 
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（２）遺伝子組換え樹木に対する施策 

 

林野庁は、２００７年８月に、林業分野における遺伝子組換え技術の推進を目指して、

有識者からなる「森林・林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発の今後の展

開方向についての検討会」を開催し､報告書をまとめた｡報告書は以下の３部で構成されて

いる｡ 

 

資料１ 

 

 森林･林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発の今後の展開方向について

(概要) 

 

資料２ 

 

森林･林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発の今後の展開方向について 

 

資料３ 

 

森林･林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発の今後の展開方向についての

検討会 

 

  

31



33 
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（３）遺伝子組換え樹木に対する規制 

 

Ａ．遺伝子組換え樹木に対する森林認証制度の取扱いについて 

 

多くの環境保護団体が、予防原則の観点から遺伝子組換え樹木の使用に強く反対してい

る。特に、持続可能な森林経営を推進するＦＳＣ，ＰＥＦＣ，ＳＧＥＣなどの森林認証制

度においても、遺伝子組換え樹木を使用することは認められていない。 

 

ＦＳＣにおいては、遺伝子組換え樹木の使用は無条件で認められていない。すなわち、

ＦＳＣの原則と基準第４版（ＦＳＣ－ＳＴＤ－０１－００１ ｖ４－０）において明確に

「遺伝子組換え生物の利用は禁止されなければならない」と記述されている。２０１６年

以降に発行する予定の第５版においても同様の考え方が適用されており、さらに「組織は、

管理区画内で遺伝子組換え生物を使用してはならない」と記述されている。また、ＦＳＣ

指針「ＧＭＯに関するＦＳＣの解釈」（ＦＳＣ－ＰＯＬ－３０－６０２）においても、ＦＳ

Ｃ認証林内での遺伝子組換え生物の実験を禁止している。ただし、非認証地域で行う場合

に限り認証取得者が遺伝子組換え生物の実地試験を行うことを認めている。加えて、「組織

とＦＳＣとの関係に関する指針」（ＦＳＣ－ＰＯＬ－０１－００４）においても、「ＦＳＣ

は林業において遺伝子組換え生物の導入に直接的または間接的に関わることのない組織と

のみ関係を構築する」と記述されている。このため、ＦＳＣ認証取得者は、遺伝子組換え

生物の研究をすることはできるが、認証管理区画内であろうが外であろうがどのような形

であれ商業的な利用は認められていない。今回、ブラジル政府から遺伝子組換えユーカリ

の商業的植栽の許可を得たＳｕｚａｎｏ社はＦＳＣ認証を取得している企業であることか

ら、もし実際に商業的植栽を開始した場合にＦＳＣがどのような対応をとるかが注目され

る。 

 

ＰＥＦＣにおいても、「遺伝子組換え木は使用してはならない」とされている。ただし、

その注意書きとして、「遺伝子組換え木の使用に対する規制は、予防原則に則って採用され

た。遺伝子組換え木が、人間や動物の健康や環境の上に及ぼす影響が従来の方法による遺

伝子改良を受けたものと同等あるいはそれ以上に肯定的なものであるという十分な科学的

データが揃うまで、いかなる遺伝子組換え作物も使用されない。」とされている。我が国独

自の制度であるＳＧＥＣにおいても、「外来種の導入は、生態系へ好ましくない影響が想定

されるものは避け、当面遺伝子組換え樹木は採用しない。」とされている。このようにいず

れの森林認証制度においても遺伝子組換え生物の使用は認められておらず、また、森林認

証制度の基準は環境、社会及び経済関係の多くのステークホルダーの合意で決められるた

め、現時点で認められる可能性は極めて小さいと言わざるを得ない。 
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以下に､各森林認証における遺伝子組換えに関する規程等を列挙した｡ 

 

ⅰ．FSC 

 

＜用語の解説＞ 

遺伝子組換え生物 

様々な方法によって遺伝子構造が変化したものから構成されるように誘導された生命体 

 

＜FM 認証＞ 

原則＃６ 環境への影響 

6.8 生物的防除を利用する場合には、その方法が文書化されるとともに、その利用は最

小限に留められ、モニタリングされなくてはならないとともに、国内法及び国際的に認め

られた科学的取り決めに従い厳しく管理されなくてはならない。なお、遺伝子学的に生命

体を変化されることは禁止されなければならない。 

 

（解説） 

・わが国の林業では病虫害の予防に生物的防除や遺伝子組換え体を現時点では使用して

いない。 

・今後、新しい病虫害の発生に対して、どのように対処すべきか、科学的な根拠や実証

試験結果が出るまでは、生物的防御や遺伝子組換え体の使用は禁止する。 

 

＜CoC 認証＞ 

管理木材に含めてはならないもの 

a) 違法に伐採された木材 

b) 伝統的及び市民的権利を侵害して伐採された木材 

c) 林業活動によって保全的価値の高い自然が脅かされる可能性がある森林から伐採され

た木材 

d) 植林地あるいは非森林的用途に転換された森林から伐採された木材 

e) 遺伝子組換え樹木が植栽されている森林からの木材  

 

ⅱ．PEFC 

 

＜用語の定義＞ 

遺伝子組換え木 

遺伝的素材が、交配および/または自然の再結合など自然に起こり得ない形による変性を

受けた木であり、遺伝子組換えに関する特定の定義を定める関連法規がある場合は、それ
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を考慮する。 

 

＜FM 認証＞ 

5.4.7 遺伝子組換え木は使用してはならない 

注意書き：遺伝子組換え木の使用に対する規制は、予防原則に則って採用された。遺伝

子組換え木が、人間や動物の健康や環境の上に及ぼす影響が従来の方法によ

る遺伝子改良を受けたものと同等あるいはそれ以上に肯定的なものであると

いう十分な科学的データが揃うまで、いかなる遺伝子組換え作物も使用され

ない。 

 

＜CoC 認証＞ 

3.9 問題のある出所（Controversial Sources） 

（ｃ）遺伝子組換えを受けた木の使用 

注意書き：遺伝子組換え木を排除するこの方針は 2015 年 12 月 31 日まで有効とする。 

5.1.8 組織は、組織の PEFC DDS の対象となる製品に遺伝子組換え作物（GMO)による原材

料を含めてはならない。 

 

＜用語の定義＞ 

遺伝子組換え樹木 

遺伝子組換え技術は、目的とする遺伝子を取り出し、必要に応じて改変を加え、受け手

となる生物（宿主）に導入する技術である。この技術によって目的の遺伝子のみを操作す

ることにより人為的に作成された樹木 

 

＜FM 認証＞ 

4.3.3 人工更新の場合の樹種の選択は、水資源かん養、国土保全、環境保全等の観点も

含めた適地適木の原則等の技術的合理性に照らして行わなければならない。種子、

苗木はその地域の在来のものを使用するよう努めなければならない。外来種の導

入は、生態系へ好ましくない影響が想定されるものは避け、当面遺伝子組換え樹

木は使用しないようにしなければならない。 

＜CoC 認証＞ 

2.9 問題のある出所 

（ｃ）遺伝子組換えを受けた木の使用 

4.1.7 CoC 管理事業体は、同事業体の SGEC・DDS の対象となる製品グループに、当面遺伝

子組換え作物に由来する林産物原材料に由来する原材料を含めてはならない。 

  

43



45 

 

Ⅳ．遺伝子組換え樹木に関する論議 

 

（１）遺伝子組換え樹木に対する支持及び批判並びにその論点 

 

Ａ．支持の立場 

 

支持の立場の例として、IBA （Brazilian Tree Industry：ブラジル林産業連合会）の

“声明”を採り上げたい。 

 

IBA は植林木を原料基盤としているブラジルの紙パルプ・木質パネル・フロアリング・植

林等の業界団体である。ホームページに“声明”として“Tree Biotechnology”を 2015

年 3 月に掲げた。遺伝子組換え樹木を支持する内容となっている。社会に受け入れてもら

うために必要な事にも言及しているので、参考までに仮訳した。以下はその全文である。 

 

“樹木のバイオテクノロジー” 

 

(前文) 

IBA はバイオテクノロジーに関する声明を発表したところである。IBA の提案を､資源の

利用の効率性と持続可能性に関する論議に役立てて戴きたい｡声明は加盟会社の支持を受

けて､新技術は従来からの技術を補完すべきである事を強調している｡IBA にとって､遺伝子

組換え樹木は､生産性を増加させたり､材質を改良したり､害虫・病気・干害・冷害・塩害へ

の耐性付与や､新しい生物系生産物の開発など､特性を発揮するための新たな道具として機

能することができる｡これらの特性は気候変動にも関係している｡それゆえ全ての当事者や

関係者の間で会話を続けてゆくことが大事である｡ 

 

(本文) 

・植林産業における革新技術の発展と応用は､持続可能性における資源の効率的な利用と

生産性獲得のために最も重要な事である｡植林は世界的に増大する繊維資源・エネルギ

ー・生物系生産物の需要に対応する持続可能な解決法であり､樹木のバイオテクノロジー

はこれらの可能性拡大に寄与することができる｡ 

 

・全ての戦略と手段は､より少ない資源でより多くの生産をするために役立てられなけれ

ばならない｡新技術は､従来技術に付加されたものとして理解するべきである｡従来の遺

伝的改良は生産性・順応性・抵抗性・資源利用の効率性等の拡大のために重要な役割を

演じてきた｡まだ､改良の可能性はあるものの､限界が見えつつある｡ 
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・遺伝子導入樹木は､生産性拡大､木質改良､生物系生産､害虫・病気・干害・冷害・塩害

等に対する耐性などの特性を獲得するための付加された手段として機能することができ

る｡これらの特性は気候変動にも関係している｡この方法論は､従来の改良に付加されて､

土壌・保護・生態生理学の分野において発揮する実現可能な解決法である｡これらの応用

は､限界地域における植林生産を可能とし､持続可能な解決策と人類に福利を提供する生

産システムを確実なものとした｡ 

 

・IBA は､完全なる規定の枠組みの徹底が重要であると認識している｡そのことにより､研

究と技術革新における投資を活発にすることができる｡遺伝子組換え樹木に関する評価

とプロセスの許可における強固な規定の枠組みはブラジル国バイオ安全法と同様､不可

欠なものである｡IBA はブラジル国バイオ安全法を賞賛し､情報公開と科学的な厳格性は

ブラジル国家バイオ安全技術委員会によって実行されている｡ 

 

・健康や社会の発展に与える可能性のある環境影響については､広く徹底的に評価されな

ければならない｡評価は､事実・数値・科学的研究と､適切に評価されたバイオテクノロジ

ーによってもたらされるリスク可能性と恩恵について論証された具体的な結果を取り扱

わなければならない｡ 

 

・一件毎に慎重に取り扱う事は､新しい生産物のリスク可能性に関する妥当な懸念に対処

する最良な方法である｡この論題は､環境や人間と動物の健康への影響に関係するとして､

しばしば喚起されてきた｡これらの影響は使用される技術や樹種・環境によって異なる｡

多くの変数が考えられるが､そのことが一件毎に慎重に取り扱う事を要求する｡ 

 

・従来の改良の場合と同様に､樹木のバイオテクノロジーは技術にアクセスを可能とする

契約植林や、地域の計画などの仕組みを通じて地域の発展を推進すべきである｡バイオテ

クノロジーを利用してもらう場合､平等であることをあらゆる面で考慮しなければなら

ない｡特に､小規模農家が企業の生産チェーンに繋がっている場合､当事者間での利得の

保障についてである｡この統一的なモデルは既に広く植林産業で普及されており､他の生

産分野でも手本として役立っている｡ 

 

・IBA は､科学者・政府・公共団体・企業・内外の公開討論・市民社会と積極的で持続的

な対話を推進している｡透明性や情報共有は､発展と樹木のバイオテクノロジー利用に関

する意思決定過程の理解を高めるのに不可欠である｡さらに加えて､技術生産者・植林生

産者・最終消費者の間で､現実的で持続可能な解決策を得て､信頼できる環境を創り出さ

なければならない｡ 
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Ｂ．批判の立場  

 

批判の立場の例として TFD （The Forest Dialogue：フォレストダイアログ）によって

行なわれた“企業調査”を採り上げたい。 

 

TFD は、米国コネッチカット州ニューヘブン市に本部があり、同じく同市にある名門エー

ル大学の森林・環境学部と協力関係にある。TFD は、土地・資源の持続可能な利用に貢献す

るために、森林の保護と永続的管理や困難な問題に直面している森の住民の生活改善等を

活動目的としている。 

 

TFD は、２０１３年１０月３１日にイギリスのグロスタシャーで開催された会合に、遺伝

子組換え樹木開発に関連する世界の大手パルプ企業 5 社(Fibria、Stora Enso、

International Paper(IP)、Meadwestvaco(MWV)、Suzano)に出席してもらい、アンケートを

依頼した。アンケートは市民社会組織や先住民族組織が、林産物関連企業による GM

（Genetically Modified：遺伝子組換え）樹木の開発に関して抱いている基本的な”疑問

点”を明らかにすることを目的としている。 

 

会合には、IAITPTF､FPP､Greenpeace, WBCSD､REDD Monitor､MWV､FERN､WWF､FAO､EcoNexus､

Forest Action Network からも１名ずつ参加しているので､”疑問点”に関して各団体のコ

ンセンサスがとれたものと理解できる｡ 

 

TFD が行なった企業調査の項目より類推して､NGO は以下の点が問題だと考えていると思

われる｡ 

 

・全般的に GM 樹木に対して不信・不安を持っている｡これは情報不足が原因と考えられ

る。 

 

・大規模植林に対する不信・不安と重なっている｡ 

 

・GM 樹木開発で､十分なリスク評価をしていないのではないかという疑念を抱いている｡ 

 

・GM 樹木(早生樹)の植林は森林への圧力になると考えている｡ 

 

・組換え遺伝子の自然生態系への流出を危惧している｡ 
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・GM 樹木植林の造成に化学薬品が使われていて､それが動物や人間の健康に被害を及ぼす

ことを怖れている｡ 

 

・GM 樹木開発に対する法規制が守られていないかもしれないとの不信を抱いている。 

 

・GM 樹木(早生樹)の植林によって､弱者が排除されるのではないかと心配している｡弱者

とは､先住民・地域コミュニティ・貧困世帯等を指す｡ 

 

Ｃ．遺伝子組換え技術に対する誤解（日本） 

 

世界的に起きている気候変動･砂漠化･人口増加により､将来的に生態系の劣化だけでな

く､食料不足や林産資源不足が大問題となるのは必須である｡これらの問題解決に､科学技

術を役立てることが日本の食糧戦略上重要であるのに､遺伝子組換え作物に否定的な風潮

が社会に蔓延しているために､「人類の持続的発展に不可欠である基礎および応用分野にお

ける植物科学研究の基盤を根底から損なう恐れがある」として､日本植物生理学会ほか５つ

の賛同学会が､日本政府に対して２００５年３月に提言を行なっている｡(※)資料●９参照 

 

また､「遺伝子組換え技術そのものに科学的な問題はないことが明らかになってきた」の

に､遺伝子組換え作物の商業栽培が日本で進まないのは､「「消費者の権利を守るため」とし

て表示が許されることになった「遺伝子組換えではありません」という食品のラベルが誤

解の最大の要因であるとも考えられる｡このラベルが､「遺伝子組換えだけが悪であり､そう

でなければ良い」という､間違ったメッセージを放っている可能性は高く､このラベルを放

任している監督官庁の責任は小さくはない」」と､科学技術立国を担う人材を育成する大学

の教官は警鐘を鳴らしている｡(※)資料●１０参照 

 

Ｄ．情報発信とコミュニケーションの重要性 

 

遺伝子組換え技術は、医療・医薬品でも既に使用されている｡例えば､糖尿病治療薬とし

て知られる”インスリン”は､ヒトインスリン遺伝子を大腸菌に組み込んで開発され､１９

８３年から生産･発売されている｡ほかに､腎性貧血治療薬”エリスロポエチン”､がんや C

型肝炎の治療に使われる”インターフェロン”､低身長治療薬の”ヒト成長ホルモン”な

ど､多くの医薬品が遺伝子組換えによりつくられている｡(http://www.lifescience-mext.jp/)こ

のように人々の命を救う技術に対して否定的な立場をとる人は少ないと思われる。同じ技

術であるのに、農産物や樹木の遺伝子組換えに対して誤解があるのは、情報発信不足・コ

ミュニケーション不足が基本にあることは否めない。科学に基づいた正しい知識を普及さ

せることと、人々の不安を取り除く努力を続けることが重要である。 
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（２）NGO による遺伝子組換え樹木開発に関する企業調査 

 

前出のＴＦＤ（The Forest Dialogue：フォレストダイアログ）が行なった企業調査で

は､遺伝子組換え樹木開発に関連する世界の大手パルプ企業 5 社(Fibria、Stora Enso、

International Paper(IP)、Meadwestvaco(MWV)、Suzano)が質問に対し丁寧に答えている｡

資料●１１は、その企業調査の質疑応答の全文を仮訳したものであるので御一読頂きたい。 

 

 

 

アンケートは４６項目に亘っており、以下が調査の質問である。 

 

1. GM樹木開発計画全般について 

1.1.現在GM樹木を開発中あるいは開発を計画していますか？ 

 

1.2 GM樹木に関する明文化された企業方針を持っていますか？ 

 

1.3 GM 樹木開発に先立って、貴社が実行、あるいは計画しているリスク評価手法を公開

することはできますか？ 

 

1.4 リスク評価の結果を公表することはできますか？ 

 

1.5 遺伝子組換えにより現在開発中、あるいは開発を計画している樹木種もしくは倍数

体について教えてください。 

 

1.6 今後の数十年間に、遺伝子組換えにより新しい早生樹種、高収穫樹種の開発を続け

る予定ですか？ 

 

1.7 このような品種改良は、最新の(遺伝子組換えによらない)育種プログラムでは達成

できないのですか？ 

 

1.8 早生樹種の開発により、森林への圧力を軽減できるという根拠はありますか？ 

 

1.8-1 もしそうであれば、早生樹種の導入によって自由になった土地への再植林は止め

るのでしょうか？ 
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1.9 貴社のGM樹木開発の目的を教えてください。 

 

1.10 GM 樹木の試験・パイロット栽培の正確な場所、もしくはおおよその位置(国、州)

について教えてください。 

 

1.11 GM樹木を産業規模で開発するためにどのような計画がありますか？ 

 

1.12 産業規模で GM 樹木を植林している、あるは計画している正確な場所、もしくはお

およその位置(国、州)について教えてください。 

 

1.13 その計画について、どの程度までの詳細を公開することができますか？ 

 

2. バイオセーフティの問題 

2.1 遺伝子の問題 

2.1.1. GM 樹木に組み込む、もしくは取り除く遺伝子の詳細を公開することができます

か？ 

 

2.1.2. 遺伝子組換え技術により開発された品種は、繁殖能力を持っていますか？  

 

2.1.3.その品種はどのように繁殖するのでしょうか？  

 

2.1.4. GM 樹木と天然の類縁種の交雑を防ぐために、どのような予防措置をとっています

か？  

 

2.1.5. GM 樹木や組換え遺伝子そのものが自然生態系に抜け出していくのをどのように

防ぐ計画ですか？  

 

2.1.6. これらの予防措置の効果について詳細を公表できますか？  

 

2.1.7.GM 樹木開発を行っている企業は、中国で起こったような事件を防ぐためにどんな

予防措置を検討しているのでしょうか？ 

中国では、約 10 年前に GM 樹木が解禁となり、苗木の販売が始まりましたが、それら

がどこに植栽されたかという記録が残されませんでした。(一部の苗業者では、売り上

げを伸ばすために、通常の樹木も GM 樹木と称して売っていました)。これらの企業は、

中国でどれくらいの GM 樹木が植栽されたか、その結果どんな影響があるかという情報

を持っていますか？ 
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2.1.8.花粉、種子、果実、花、球果などに操作を加えずに、導入遺伝子を効果的に封じ

込めるメカニズムの開発を行っていますか？ 

 

2.1.9.遺伝子サイレンシング(遺伝子抑制)や遺伝子安定化といった課題に対して不稔性

を確保することができますか？ 

 

2.1.10.これらの防止策を進めていく上で、市民社会はどのような形で関わってくると考

えますか？ 

 

2.2 科学的、機械的課題 

2.2.1 貴社が開発中のGM樹木は特別な化学的、その他の処理が必要ですか？ 

 

2.2.2 GM 樹木の育成にあたって、何か特別な処理をすることや、生長促進や害虫からの

保護のために化学薬品等を使用することを考えていますか？ 

 

2.2.3 化学薬品の使用や特殊な処理について、詳細を公表することができますか？(たと

えば化学薬品の名前と特徴や、導入される処理方法について)  

 

2.2.4 そうした特殊な処理によるプラスとマイナスの効果について試験を行っています

か？ 

 

2.2.5 その試験結果を公開できますか？  

 

2.2.6.そうした特別の処置が、環境や動物、人間の健康に及ぼす可能性のある影響につ

いて分かっていますか？  

 

2.2.7 (こうした処置の)悪影響を回避、軽減するために、貴社ではどのような方針や手

段を提案しますか？  

 

2.2.8 それらの方針や手段は効果的なのでしょうか？詳細を聞かせてください。  

 

2.2.9 これらの方針や手段を検討する上で、市民社会はどのような形で関わってくると

考えますか？ 
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2.3 バイオセーフティの問題‐ 社会的、文化的 

2.3.1 GM 樹木開発にはどのような公的規制や要件がかかっていますか？また、規制に対

するコンプライアンスはどのように検証されていますか？ 

 

3. 社会文化的課題 

3.1 貴社は現在、GM 樹木が社会に及ぼす悪影響を回避・軽減するための方針を制定して

いますか？ 

 

3.2 貴社は特に先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般への影響

に配慮する方針を持っていますか？  

 

3.2.1 あると回答された場合、その方針の写しをいただけますか？  

 

3.3. GM 樹木は先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般に便益をも

たらすものと考えますか？  

 

3.4. GM 樹木が(社会に)良い影響をもたらすようにするための具体的な計画があります

か？  

 

3.5. 先住民族や地域コミュニティが自由で事前の十分な情報を与えられた上で、GM 樹木

開発に同意しないと決めた場合、その開発を中止する方針を持っていますか？ 

 

3.6. 他国で GM 樹木開発を進めようとする場合、情報を得た市民社会組織(CSO)諸団体か

ら広く反対意見が出された場合、それを中止するような政策を持っていますか？  

 

3.7. 現在開発中のGM樹木を育成・繁殖するために特殊な技術や処置が必要ですか？ 

 

3.8. 開発した GM 樹木については、貴社が特許権を保有するのですか？それとも誰にで

も無償で提供されるものですか？ 

 

3.9. 個別の農家やコミュニティが、GM 樹木を育てようと思えば、繁殖させることができ

ますか？ 

 

3.10. GM樹木の繁殖が許可されるのですか？ 

 

3.11. 繁殖のためのライセンスは必要ですか？ 
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3.12. GM樹木を利用するため、繁殖するためにライセンス料を支払う必要がありますか？ 

 

 

以下は参考までに、GM 樹木の開発状況と GM 樹木開発の目的について、５社の回答を調査

より抜粋した｡ 

 

質問：1.1.現在GM樹木を開発中あるいは開発を計画していますか？ 

 

 企業の回答：（Fibria) 

 

Fibria社は（ブラジルで）1990年代より、管理された環境下(実験室やグリーンハウスを

含む)において遺伝子組換えを行ったユーカリについて研究を続けています。2011年に

FSC(森林管理協議会:Forest Stewardship Council) がGM樹木にかかる方針を改訂した後、

弊社は認証システムで規定されていないエリアにも野外試験研究の範囲を拡大しました。

現在、弊社は92ヘクタールのGM樹木の試験栽培地(弊社の所有地の0.01%以下)を11区画に分

けて野外試験を行っています。 

Fibria社のGM樹木研究に関する情報は、CTNBio(国家バイオ安全技術委員会)の規定に基

づき一般公開しています。関心のある方は、CTNBioの規定に従い正式に情報申請手続きを

する必要があります。 

 

 企業の回答：(IP) 

 

IP社はアメリカで2000年までGM樹木開発に部分的に関与して以来、その開発に関わって

いません。当時、弊社はArborGen社設立のパートナーであり、GM樹木の研究開発プログラ

ムに貢献しました。現在はArborGen社のブラジルでの小規模野外試験栽培を支援していま

す。IP社はArborGen社による(GM樹木の)戦略的開発事業に投資しています。 

 

 企業の回答：(MWV) 

 

MWV社はArborGen社の親会社の一つであり、そのためGM樹木開発に間接的に関わっていま

す。このアンケートの多くの質問について正確な回答を得るためにはArborGen社の情報が

必要です。今後の対話においてはArborGen社を含めることにより彼らの見解を反映するこ

とを提案します。 

 

 企業の回答：（Stora Enso) 
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はい。現在、ユーカリ品種改良プログラムの一環で、植林地の持続可能な集約化を進め

るための様々な技術の研究、フィージビリティ評価を行っています。遺伝子組換えはそう

した技術の一つです。 

 

 企業の回答：（Suzano) 

 

はい。 

 

質問：1.9. 貴社のGM樹木開発の目的を教えてください。 

 

 企業回答:（Fibria) 

 

Fibria 社の研究目的は、単位面積あたりのパルプ生産量（パルプ換算トン/ヘクタール/

年）を増やすことです。この目標を達成するために、いくつかの異なる戦略を採用してお

り、その主たるものは： 

― 木材品質の改善：リグニン含有の量と質；セルロース含有量、容積重、繊維の長さ

など 

― 木材成長量の増加 

水分ストレス耐性など、その他の形質に焦点を絞った研究も行っています。 

もう一つの目的は、我々が開発した技術を第2世代のバイオ燃料に応用することです。 

 

 企業回答:（IP） 

 

GM樹木の商業植林が可能になった場合、工業製品の原料となる木材の生産性と品質が改

善し、パルプの生産効率が改善することで、工業用水、化学薬品、エネルギー等の必要消

費量が減り、単位木材当たりのパルプ生産量が上がることに弊社は関心を持っています。

生産性の高い造林地が工場の近くにできれば、輸送距離を短縮することで燃料費を抑える

こともできます。要するにGM樹木は、弊社が地球に残す「環境フットプリント」を減らし、

生産コストを下げるためのポテンシャルとして考えています。 

 

 企業の回答：（MWV） 

 

MWV社は、GM樹木は、木材、繊維、エネルギー源としての木材の需要の増加に対応するこ

とで社会に重要な貢献ができると考えています。将来的には商業ベースで生産されるもと

と考えます。MWV社の目的は、概ねアメリカとブラジル南部のパルプ工場に原材料を供給す
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るためです。 

 

 企業の回答：（Stora Enso) 

 

遺伝子組換えの目的は、その他の従来の品種改良技術と同じで、持続的な集約生産のた

めです。これによってバイオマスの増産、パルプの品質改善、耐霜性の強化などが見込ま

れます。 

 

 企業の回答：（Suzano) 

 

GM樹木開発の目的は、より少ない土地とリソースで需要を満たすために木材収量を上げ

るためであり、病虫害抵抗性を持たせることで植林木の生存率を上げ、化学薬品の使用を

軽減し、非生物ストレス耐性を強化することで生態系サービスを促進し、環境保護と社会

経済開発の両立を図るためです。 

 

（※）資料●１１参照 
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Ｖ．遺伝子組換え樹木による植林の可能性と今後の展開について 

 

ⅰ．遺伝子組換え技術 

 

遺伝子組換え技術とは、特定の遺伝子を取り出し、それを別の遺伝子につないで新しい

遺伝子の組み合わせをつくる技術である。遺伝子組換え技術の開発には、①生物種のゲノ

ム塩基配列を解読するためのゲノム構造解析、②遺伝子の発現等ゲノムに書かれた情報の

意味を理解するための機能解析、③ある生物種から特定の機能に対応する遺伝子を取り出

し、別の生物種の遺伝子の中に導入することによる新しい遺伝子の合成、野外試験等の遺

伝子組換え生物の開発の３段階がある。 

 

遺伝子組換えを行う方法としては、①アグロバクテリウムという土壌細菌が自分の遺伝

子を他の生物の細胞に導入させる性質を利用したアグロバクテリウム法、②金の微粒子に

目的とする遺伝子を付着させて高圧ガスの圧力で他の生物の細胞に打ち込むパーティクル

ガン法などの手法が既に確立されている。 

 

 遺伝子組換え技術は、医療、発酵、農業、食品など様々な分野で応用されており、ノ

ーベル賞を受賞した山中伸弥博士が開発した iPS 細胞も遺伝子組換え技術の応用で誕生し

たものである。特に農業分野においては、除草剤耐性、病害虫耐性、栄養価増大、有害物

質減少などの性質を持った多くの遺伝子組換え作物が開発されている。１９９６年に本格

的な商業栽培が米国で始まった遺伝子組換え作物は、大豆、トウモロコシ、綿実、ナタネ

など農産物の分野で大きく発展している。現在、世界２７カ国で商業的に栽培されている

が、米国、ブラジル、アルゼンチン、インド、カナダ、中国、パラグアイ、南アフリカな

どで栽培面積が大きい。２０１３年現在で栽培面積は１億７５２０万ヘクタール、主要な

遺伝子組換え作物の世界導入率は、ダイズ７９％、ワタ７０％、トウモロコシ３２％、ナ

タネ２４％などとなっている。 

 

ⅱ．遺伝子組換え生物に関する規制 

 

遺伝子組換え生物は、生物多様性に大きな影響を及ぼす可能性があることから、生物多

様性条約の締約国会議（COP）においてその規制が議論され、１９９９年にスペインのカル

タヘナで開催された COP において、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書

（Cartagena Protocol on Biosafety）」が提案され、２０００年にカナダのモントリオー

ルで開催された COP において採択された。２００３年６月には締約国が５０カ国に達した

ため本議定書は発効した。２００３年１１月には日本も本議定書を締結した｡２０１５年３
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月現在､締約国は１６９ヶ国及びＥＵとなっている。なお、遺伝子組換え生物の国境を越え

る移動に伴う損害発生の責任と救済について規定した「責任と救済に関する名古屋・クア

ラルンプール補足議定書」が２０１０年に名古屋で開催されたＣＯＰ１０において採択さ

れているが、加盟国は 27 か国＋ＥＵとなっているので未発効である。我が国は現在その批

准に向けて検討中である。 

 

カルタヘナ議定書は、生物多様性の保全及びその持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能

性のあるバイオテクノロジーにより改変された生物（GMO を含む）の国境を超える移動、通

過、取扱い及び利用の分野について適用される。その導入にあたっては、事前の情報に基

づく合意の手続きが適用されるとともに、輸出入手続き、拡散防止措置、適切な表示、情

報交換、違法な移動に対する処罰のための国内措置等が規定されている。 

 

我が国は、本議定書の締結に伴い、その実施のための国内法、「遺伝子組換え生物等の使

用等の規制による生物多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」を２００４年４月に制

定した。主務大臣は、環境大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、

経済産業大臣である。遺伝子組換え生物の安全性の確保及び表示については、カルタヘナ

法以外に、JAS 法、食品安全基本法、食品衛生法、飼料安全法、薬事法が関係している。 

 

カルタヘナ法によると、遺伝子組換え生物の使用については、①第一種使用等（開放系

での使用）＝環境中への拡散を防止しないで行う使用等と②第二種使用等（閉鎖系での使

用）＝環境中への拡散を防止しつつ行う使用等のどちらかの措置を講じなければならない。

遺伝子組換え農産物などを栽培しようとする場合は、第一種使用等として、その使用に先

立ち、隔離圃場栽培の試験、生物多様性影響評価を行い、使用規定を定めた上で、主務大

臣の承認を受けなければならない。工場内で遺伝子組換え微生物を用いて有用物質生産を

行おうとする場合は、第二種使用等として、主務省令で定められた、あるいは主務大臣の

確認を受けた拡散防止措置を講じなければならない。(日本で承認された遺伝子組換え作物

は１１作物、１４７品種あるが、商業栽培実績は皆無である。ただ、サントリーが開発し

た「青いバラ」は日本初の商業栽培遺伝子組換え生物として、２００９年から販売されて

いる｡) なお、国の規制に加えて、茨城県、北海道、新潟県などの自治体においては、既存

農産物と遺伝子組換え作物との交雑を防ぎ、ブランド農産品を保護するとともに、住民の

環境面での不安に対処するため、独自の条例やガイドラインを定めている。 

 

生物多様性条約締約国会議（ＣＢＤ）事務局が、２００８年に３５か国を対象に行った

調査によると、フィンランド、オーストリア、米国などにおいては、遺伝子組換え生物に

関する諮問機関と規制機関の両方を設けている。さらに、ベルギー、フィンランド、フラ

ンスなど数か国は遺伝子組換え生物について検討する場として、インターネットを利用し
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たツールを設けている。また、３５か国中で３０か国が、遺伝子組換え生物の影響を最小

限にするためのガイドライン又は規則を設けている。ＥＵにおいて遺伝子組換え樹木に適

用される関連法令としては、理事会決定２００２/８１３/ＥＣ（野外試験のフォーマット）、

理事会決定２００２/８１１/ＥＣ（モニタリングの指針）、委員会決定２００２/６２３/

ＥＣ（環境リスク評価の原則に関する補完的指針）、ＥＣ規則１９４６/２００３/ＥＣ（遺

伝子組換え生物の国境間移動）などがある。米国においては、遺伝子組換え樹木に関する

問題を討議する場としては、２００１年に米国農務省（ＵＳＤＡ）の諮問機関として農業

バイオテクノロジー諮問委員会（ＡＣＡＢ）が設けられている。遺伝子組換え樹木を始め

とする遺伝子組換え生物の規制を所管する官庁は、米国農務省（ＵＳＤＡ）の動植物検疫

局（ＡＰＨＩＳ）、環境保護庁（ＥＰＡ）及び米国食品医薬品局（ＦＤＡ）である。このう

ち、遺伝子組換え樹木の商業的植栽の是非を判断するのは動植物検疫局（ＡＰＨＩＳ）で

ある。 

 

ⅲ．遺伝子組換え樹木の現状  

 

植物のゲノム解析は、ゲノムサイズの小さい草本のモデル植物や農作物で先行して進ん

できた。ゲノムのサイズは DNA の塩基対の数で表される。ゲノムが完全に解読されたモデ

ル植物のシロイヌナズナは約 1.3 億塩基対（The Arabidopsis Genome Initiative 2000,  

Nature  408: 796-815）、イネは約 3.9 億塩基対（International Rice Genome Sequencing 

Project 2005, Nature 436: 793-800）である。樹木においても、ゲノムサイズが比較的

小さいポプラやユーカリではゲノムの概要が解読された。ポプラのゲノムサイズは約 4.9

億塩基対、ユーカリは約 6.4 億塩基対である（Tuskan et al. 2006, Science 313: 1596-1604、

Myburg et al. 2014, Nature  510: 356-362）。これに対し、針葉樹のゲノムサイズは格

段に大きく、スギでは約 108 億塩基対、テーダマツでは約 216 億塩基対であるといわれて

いる（Hizume et al. 2001, Cytologia  66: 307-311、O’Brien et al. 1996, Plant 

Science 115: 91-99）。 

 

 近年、シーケンス技術の発達により、巨大なゲノムを有する針葉樹についても解読が

可能となり、テーダマツ、カナダトウヒやドイツトウヒでゲノムの概要が解読された（最

近の総説 De La Torre et al. 2014, Plant Physiology  166: 1724-1732）。しかし、先

行する草本植物のゲノム研究に比べると解読の精度は劣っている。ゲノムの塩基配列情報

が明らかになっても、個々の遺伝子がゲノム内で占める領域や役割まで知ることはできな

いため、更なる解析が必要である。EST 情報は、ゲノムから転写された遺伝子の情報を反映

しているため、有用遺伝子の単離・解析に有効である。樹木では、ゲノム解読と並行して

EST 情報の収集も行われているが、農作物に比べると個別の遺伝子にかかわる解析は大きく

立ち後れている。 
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 このような状況において、米国、ＥＵ、中国、カナダなど多くの国で遺伝子組換え樹

木の野外試験が行われている。２００４年には全世界で１５７か所であったものが（ＦＡ

Ｏ ２００４）、２０１３年には７４６か所に拡大している。米国は５００か所、中国は７

８か所、ブラジルは６５か所、カナダは４５か所、ＥＵは４４か所などとなっているが、

日本は９か所となっている（Häggman et al. 2013, Plant Biotechnology Journal 11(7): 

785-798）。日本においては①ポプラ、ユーカリ、スギのゲノム解析、②セルロース高含有

ポプラの開発、③耐塩性ユーカリの開発、④花粉形成を抑制したスギの開発などが行われ

ているが、隔離圃場による試験は、①耐塩性ユーカリ：筑波大学と日本製紙（２００５年

から）、②セルロース高含有ポプラ：（独）森林総合研究所と京都大学（２００７年から）

が行われている。 

 

 このような野外試験の結果に基づいて遺伝子組換え樹木を商業的に植栽する試みは、

世界的には現在のところ 2 例しか確認されていない。①米国の International Paper 社や

MeadWestvaco 社が出資している ArboＧen 社が耐霜性ユーカリについて APHIS(米国動植物

検疫局)に、②ブラジルの Suzano 社の子会社の FuturaＧene 社が成長のいいユーカリにつ

いて CTNBio(ブラジル国家バイオ安全技術委員会)に、それぞれ栽培許可の申請を行ってい

る｡FuturaＧene 社の申請については、２０１４年９月に公聴会が開催され､２０１５年３月

に抗議活動を受けたが､２０１５年４月９日に CTNBio より許可が下りたところである｡ 

 

なお、林野庁は、２００７年８月に、林業分野における遺伝子組換え技術の推進を目指

して、有識者からなる「森林・林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発の今

後の展開方向についての検討会」を開催し、報告書をまとめたところであるが、その後は

何の進展も見られていない。 

 

ⅳ．遺伝子組換え樹木の評価 

 

樹木に遺伝子組換え技術を応用することは、高成長、耐寒性、耐乾燥性などの優れた性

質を特定して、従来の育種技術よりははるかに短期間に、しかも生物種間を超えて、確実

に付与することができるという意味で、製紙原料用のパルプ材資源の供給量の増大及び拡

大を図るうえで極めて有意義である。 

 

 また、２００３年に開催された気候変動枠組条約第９回締約国会義（ＣＯＰ９）にお

いて、①ＣＯ２の吸収・固定能力が高い、②従来植栽不可能だった地域への植林が可能に

なるなどの優れた特性を考慮して、ＣＯ２の吸収源である植林事業に遺伝子組換え樹木を

使用することが条件付きで認められている。 
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 このため、科学者の間や海外の大手製紙企業などの産業界では、遺伝子組換え樹木の

開発及び商業的植林を強く支持する声もある。一方で、遺伝子組換え樹木を使用すること

については、生態系への拡散により生物多様性の保全及びその持続可能な利用に悪影響を

与えるという恐れがあるため､消費者団体､自然保護団体を中心に根強い反対意見がある｡

その使用にあたっては、自然環境や人体への悪影響を回避するためにカルタヘナ議定書に

基づく国際的な枠組みが整備されているが、完全に安全であるかどうかについては議論が

分かれている。 

 

 このため、多くの環境保護団体が、予防原則の観点から遺伝子組換え樹木の使用に強

く反対している。特に、持続可能な森林経営を推進するＦＳＣ，ＰＥＦＣ，ＳＧＥＣなど

の森林認証制度においても、遺伝子組換え樹木を使用することは認められていない。 

 

ⅴ．遺伝子組換え樹木による植林の可能性 

 

 例えば､日本の多くの製紙企業においては、持続可能な森林経営を推進するために、森

林認証の取得を企業の経営方針として積極的に推進している。日本製紙連合会の「生物多

様性の保全に関する日本製紙連合会行動指針」の中でも、会員企業は森林認証の積極的な

取得に努めることとしている。その森林認証制度において遺伝子組換え樹木の使用が認め

られていない現状においては、当面、自社植林地において遺伝子組換え樹木を使用すると

いう選択は考えにくい。 

 

 樹木は農作物に比べてその生育期間が長いため、農作物のように通常の選抜/交雑育種

技術による品種改良がほぼ限界に達し、遺伝子組換え技術に頼らざるを得ない状況とは異

なり、まだ選抜/交雑育種による品種改良の余地が残されているので、当面、既存の育種技

術による植栽樹種の品種改良を推進することも現実的な選択肢の一つである。 

 

 一方で、遺伝子組換え樹木については、①収量の増大、植林適地の拡大、ＣＯ２の吸

収・固定など経済面や環境面で大きな便益がある上に、②世界各国で先進的な科学的研究

が進められるとともに、③米国やブラジルでは商業的な栽培に向けた動きがあることを考

慮すると、遺伝子組換え樹木に関する最新の動向について注視していくことは重要と考え

られる。 

 

 このため、遺伝子組換え樹木について、世界各国の最新情報の収集を行うとともに、

ゲノム解析、地球環境と産業に貢献する有用遺伝子の探索、野外試験等の研究開発を引き

続き行っていくことは重要である。また、科学的に正確な知見に基づいて、ＦＡＯやＩＣ
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ＦＰＡ(国際森林製紙団体協議会)などの国際的なフォーラムにおいて議論を喚起し、遺伝

子組換え樹木の科学的認識についての国際的な合意を形成する努力を行うとともに、遺伝

子組換え樹木に反対している環境ＮＧＯや一般消費者に対する情報提供や意見交換を行う

ことも重要であろう。特に、ＦＳＣやＰＥＦＣなどの森林認証制度において遺伝子組換え

樹木が正当に評価されるための議論を喚起するために、海外の製紙企業や製紙団体との連

携を図っていくことも長期的には必要と考えられる。 
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FuturaGene 会社概要

FuturaGene do Brasil Ltda

1

 

 

（仮訳）遺伝子組換えユーカリ H421 の 

生物学的安全性 

 

公聴会 – 国家バイオ安全技術委員会 

2014 年 9 月 4日 

 

 

 

 

 

FuturaGene 会社概要

FuturaGene do Brasil Ltda

2

 

 

 

 

 原木、バイオ・エネルギー、バイオ燃料市場における持続可能な解決策の開発を目的とした 

バイオテクノロジー企業； 

 本社はサンパウロ州内陸部のイタペチニンガ； 

 試験農園はサンパウロ州（イタラヘ、アンガツーバ、アララクアラ）、バイア州南部 

ピアウィ州、マラニャン州； 

 直接雇用社員 45 名、間接雇用 13 名。 
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3

開発樹木 

遺伝子組換えユーカリ H４２１ 

 経済的メリット: パルプ、紙、エネルギー用生産性が約 20%アップ; 

 環境的メリット: 炭素固定化が大きく、天然林に対する伐採圧力の低減；  
 社会的メリット: 小規模農家が自由に新技術にアクセス可能 
 

 

７年以上植栽地における試験林の安定した結果. 

樹齢（月） (21ヶ月、37ヶ月、51ヶ月、64ヶ月) 
 

a : H421 組換えユーカリ 

b : SP530 非組換えユーカリ 

Vo
lu
m
e 

(m
3 /
ár
vo
re
) 

材積(m3) 

4

開発樹木 

遺伝子組換えユーカリ H４２１ 

 

 ユーカリ：ブラジル最大の植林面積- 2012 年に 510 万ヘクタール; 

 ライフ・サイクルの長い持続植物 ―ゆったりした成長、7年間の植林サイクル; 

 植林に介入度が低く（最小耕作）、 地域の肥料 を活用、雑草の管理も初年度のみ 

 食糧には使用されない；主要利用分野は紙パルプ、製鉄、木炭、木製パネル 
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受け入れ環境

ブラジルにおけるユーカリ植林地域

5

 伝統的にユーカリ植林の行われている地域に植林される; 

 生態系に対する影響は生じないと思われる; 

 林業技術に影響を及ぼさない 

 悪影響が及ぶ生物は存在しない; 

 外来種であり、ブラジルには交配し得る在来種は存在しない。 

   

供与遺伝子
シロイヌナズナのエンドグルカナーゼ遺伝子（cel１）

6

 アグロバクテリウム菌による遺伝子導入 
（根頭癌腫病）; 

 cel1 遺伝子は植物に由来し、細胞壁を形成する作用を持つ

酵素遺伝子; 

 生産性向上の特性を付与できる; 

 cel1 タンパク質は様々な植物に存在している同種のタ

ンパク質と類似している（高相同性）; 

 アレルゲンもしくは毒素との相同性はない; 

 また、ネオマイシンホスホトランスフェラーゼ II(NPTII：抗生物質ネオマイシン耐性酵素タン

パク質)をコードする NPTII 遺伝子も発現する; 

 NPTII はアメリカ食品医薬品局（ FDA）、遺伝子技術調整局（OGTR）、欧州食品安

全機関（ E F S A）、国連食糧農業機関（ F AO）等の規制当局により安全と認められ

ている ; 
 NPTII を含有する 42 の商業作物が世界で承認されており、その中にはトウモロコシ、綿花、テンサイ、カノーラ

ジャガイモ、パパイア、メロン、梅、カボチャ、亜麻、チコリ等が含まれている;

3
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遺伝子構造
構造の概要：プロモーター、遺伝子、ターミネーター

挿入遺伝子構造のグラフ表示：

 

Genoma  Vetor  Vetor Genoma

組換え体 H421 の遺伝子構造： 

1 コピーが導入されている証拠 
 

挿入配列と分離

挿入遺伝子の周辺領域（１－２kb）

8

スザーノ社 
精英樹 

（BRASUZ） 

 

挿入 

H421 

 

 スザーノ社精英樹クローンのゲノム上で非コード領域に遺伝子の挿入が起こった。 

メンデル則に従う分離 [カイ二乗検定法 (χ2)] 

 
交配 

 
個体数 

 

ポジティブ a 

 
ネガティブ 

ポジティブ 
期待値 b

ネガティブ 
期待値 b

 

 

カイ二乗ｂb
 

 

確率 b
 

H421 X 
BA0869F1 

64 30 34 32 32 0,25 61,70% 

H421 X 
BRASUZF1 

89 42 47 44,5 44,5 0,28 59,61% 

 
a : 挿入の確認は NOS ﾀｰﾐﾈｰﾀｰの制御下にある nptII遺伝子を検出すべく PCR法で行った。 
B：遺伝子プログラム（Cruz,2006 年）の使用により行われた分析と得られた結果 

H421 挿入箇所 
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遺伝子解析

Cel1 タンパク質は エンドグルカナーゼと同一である

研究結果によると:  

 シロイヌナズナの Cel1 タンパク質は様々な植物に存在するタンパク質と類似（高相同

性）している； 

 アレルゲンもしくはトキシンとは相同性はない； 

作物  タンパク質  E‐value  相同性

キュウリ  エンドグルカナーゼ 8  0  82% 
イチゴ  エンド‐β‐1,4‐グルカナーゼ  0  84% 
トマト  エンド‐β‐1,4‐グルカナーゼ  0  79% 
ピーマン  セルラーゼ  0  80% 
リンゴ  エンド‐1,4‐ベータグルカナーゼ  0  56% 
メロン  エンド‐1,4‐ベータグルカナーゼ 0  58% 
カカオ  グリコシルハイドラーゼ  0  84% 
大豆   エンドグルカナーゼ8‐様  0  81% 
ヒヨコマメ   エンドグルカナーゼ8‐様  0  83% 
トウモロコシ  エンドグルカナーゼ 1  0  75% 
イネ  エンド‐β‐1,4‐グルカナーゼ  0  73% 
大麦  セルラーゼ  0  75% 

10

 
エンドグルカナーゼの定量 

タンパク質の発現 
Cel1 タンパク質の発現は異なる組織では低い 

図  若葉（YL）、成熟葉（ML）、組織培養物（TC）それぞれのサンプルにお
けるエンドグルカナーゼの定量。新鮮組織の 3 回の反復実験の平均合計エン
ドグルカナーゼ量をμg/gr で表す。SP530（コントロール）と組換え体 H421
の間に顕著な差はなかった。 
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環境に対するリスク評価

ブラジルにおける H421 の試験林

11

規範決議 5号に基づき、“H421 の栽培が行われる場所の生態学的研究” 

ピアウイ: シャパーダ農園 

バイア: シャベ・デ・オウロ農園 

サンパウロ: フォルタレーザ農園 

サンパウロ : カブレウーバ農園 

12

形質の評価

形態的な変化はなかった

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

表 1.  2012年 4林地、2植林密度､ 6か月目の中間葉の寸法. 
  寸法 cm（標準偏差） 

H421  SP530 参考間隔 
葉柄  1.1 (0.2)  1.1 (0.1)  1.1 (0.1) ‐ 2.0 (0.1) 
長さ  10.5 (1.1)  10.7 (0.8) 9.3 (0.9) ‐ 15.0 (0.9) 
幅  4.3 (0.3) *  4.6 (0.3) 4.1 (0.3) ‐ 5.2 (0.3)
* 標準偏差、 スチューデント式テスト、 有意水準 5 % 

表 2.  2013 年 4 箇所 2密度、1年目の中間葉の寸法 
  寸法 cm  (標準偏差) 

H421  SP530  参考間隔 

 
長さ 

 
12.1 (1.4) 

 
12.0 (1.5) 

 
12.9 (1.3) ‐

 
19.7 (1.7)

幅  4.1 (0,5)  4.3 (0,8)  4.7(0.3) ‐ 5.0 (0.4)
スチューデント式テストによる大きな差異は認められなかった。有意水準5% 

資料● 4

121



木材の品質

容積重とリグニン含有量に変化なし

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

表. 組換え体 H421 とスザーノ社 SP530 クローンにおける密度とリグニン含有量  
H421（組換え体）        SP530（コントロール） 

 

  
 

Imagem: HD Wallpapers   13 

 
密度 
kg/m3 

クラソンリグニン % 

不溶性 可溶性 合計 
平均 427.9 28.4 4.0 32.4 
標準偏差 23.6 0.6 0.1 0.6 

 
密度 
kg/m3 

クラソンリグニン % 

不溶性 可溶性 合計 
平均 431.2 27.5 4.1 31.6 
標準偏差 38.9 1.1 0.2 1.1 

木繊維の評価

木繊維には変化は見られなかっ

14

表.    評価時 6.2 年生（2007 年 2 月にカブレウーバ農園に植林さ

れた）の組換え体 H421 とコントロール SP520 の木繊維形状

（繊維長、繊維径、ルーメン径、壁厚) の分散分析  
 

   

分散分析 

 

繊維長 

(mm) 

繊維径 
(µm) 

 
ルーメン径

(µm) 

 
壁厚 

(µm)

 

残差の自由度 5   5   5   5  
F 値 2,18   3,03   0,18   3,19  

平均 0,94   20,41   11,60   4,40  

標準偏差 0,05   0,80   1,13   0,26  
DMS (5%) 0,07   1,19   1,67   0,38  
CV (%) 4,97   3,93   9,72   5,80  

Tukey 検定 5 % 
H421 0,92 a 20,00 a 11,46 a 4,27 a 
SP530 0,96 a 20,81 a 11,74 a 4,53 a 
有意水準: **: 1%; *: 5%. 
同列の同数字は大きな差がないことを示している。
GL:自由度; DMS: 最少有意差; CV: 分散係数 
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花粉に関する研究 

花粉生育力についても変化はなかった

表 1. 花粉の生育力‐2012 年アセトカーミン

染料による実験. 

トリートメント

生育

平均  標準偏差 
H421 72.7 4.0
SP530  71.7  2.1 

表 2. 花粉の生育力―2013 年アレキサンダー染

料による実験. 

トリートメント  平均  標準偏差 
H421 54.7 4.6
SP530  53.4  12.6 
H421 58.3 9.6
SP530  58.9  10.0 
TR37 61.2 11.5
TR47  60.9  5.3 

完全性、発芽力、形状、花粉の寸法を調査 

花粉に関する研究
花粉の形状には変化はみられなかった

表 1.花粉の形状 –2013 年赤道面長さ（μm） 

* スチューデント式テストによる大きな差異は認められ

なかった。有意水準5%. 

表 2. 花粉の形状- 2013 年赤道面幅（μm） 

 
 
 

 

図. 上図はユーカリ花粉の寸法測定方向を示している。  

*スチューデント式テストによる大きな差異は認められ  16 
なかった。有意水準5% 

クローン  平均  標準偏差

H421  20.8  0.3 
SP530  20.7  0.3
H421  20.8  0.2 
SP530  20.4  0.3
TR37  20.6  0.2 
TR47  20.4  0.2

クローン  平均 標準偏差 

H421  20.9  0.5 
SP530  20.7  0.4
H421  20.9  0.3 
SP530  20.7  0.3
TR37  21.0  0.1 
TR47  20.8  0.2
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100 グラム単位分析  
生物量の構成には変化が見られなかった

目的: 生物量の構成の比較分析 

 

表 1. 葉の 100g単位分析―6か月、4箇所 

 
種 

 
炭水化物  
  (g/100g) 

 
 
数値間隔 

 
脂質  
(g/100g) 

 
 
数値間

隔 

 
タンパ
ク質 
(g/100g)

 
 
数値間隔 

 
灰分  
(g/100g) 

 
 
数値間隔

 
エネルギ
ー量 

(kcal/100g)

 
 
数値間隔

3,0 x 1,0 
m  平均  DP   

平均  DP  
平均 DP  

平均  DP  
平均  DP  

H421 
 
SP530 

71.35 
 
69.75 

4.39 
 
3.94 

 
62.31 ‐ 
77.74 

7.15  0.64
 
7.58  0.33

 
5.16 ‐
8.14 

16.99  3.19
 
17.29  3.10

 
12.85 ‐
23.32 

5.18  0.91
 
5.40  1.05

 

3.67 – 
7.69 

417.13  9.32
 
414.25  3.86

 
399.25 ‐ 
416.50 

3,0 x 3,0 (2,0) m 
       

H421 
 
SP530 

70.70 
 
70.85 

2.50 
 
3.34 

 
67.25 ‐ 
78.74 

7.42  1.15
 
7.15  0.32

 
5.49 ‐
7.61 

16.98  2.17
 
17.16  2.35

 
12.51 ‐
20.71 

4.87  0.74
 
5.40  1.12

 

3.31 – 
6.98 

417.50  7.79
 
416.63  5.65

 
404.25 ‐ 
416.50 

 * スチューデント式テストによる大きな差異は認められなかった。有意水準5%. 

4 箇所 
1 箇所につき各 6 個体 
樹齢 6 か月と１年 

17

遺伝子の流れの研究

花粉源から 1,600 ﾒｰﾄﾙの範囲の調査

すべての遺伝子組換え樹木に存在する 

マーカー遺伝子(NPTⅡ) 

18 

0 m

•
•
•
•
•
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•
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•
•
•

10 m
25 m 
50 m 
100 m
200 m
300 m
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857 m
862 m
866 m
1280 m
1592 m

植林地  
非組換え樹木 

 

4方向に植林された

樹木 
 
 
 
 
 

残りの樹木 

* 遺伝子組換え花粉源からの距離 
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遺伝子拡散の研究
試験林地における養蜂場により保証される

 遺伝子組換え樹木に関する遺伝子拡散の最初の研究; 

 OECD 高度実用研究所における分子分析 ‐ 国立工業度量衡・品質規格院（Inmetro）認証. 

     

Instalação de Teste: Laboratório de Biologia 
Molecular – BIOMOL, da FuturaGene Brasil 
Tecnologia Ltda 
Escopo: Estudos com Organismos Geneticamente 
Modificados ‐ Detecção Qualitativa de Plantas 

Geneticamente Modificadas Por PCR Clássico.  19 

遺伝子拡散の研究 
最終結果―拡散は 600m まで広がっている

20遺伝子組換え花粉源からの距離（メートル） 

ユーカリの様々な距離（メートル）における遺伝子拡散 

次

代

で

組

換

え

遺

伝

子

を

有

す

る

割

合 
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下種更新の設定
種子の発芽と自生樹木の生存 

Se
ed

lin
gs
/P
la
nt
s 

目的:  試験林地における種子の発芽と下種更新を評価する。 

表.   下種更新のためのユーカリ種子の発芽 2012年. 

  サンパウロ州 
80 
60 
40 
20 
0 

Month 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
60 

GM  40 
WT  20 

0 
RC1 

RC2 

 
 
 
 

バイア州 
 
 
 
 

Month 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GM 

WT 

RC1 

RC2 

図 1. 観察された幼樹と自生樹木の変化： 

2013 年サンパウロ州とバイア州における研究 

図 2. サンパウロ州カブレウーバ農園に

設置された下種更新試験 
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 種子総数 発芽率（% ） 標準偏差
H421 100 84,3 1,2
SP530 100 82,0 8,2
M25D2 100 68,0 10,4
M26D2 100 74,0 7,5

バイオマスの分解性 

林地におけるバイオマスの分解性には変化がなかった

目的: 林地現場における遺伝子組換えユーカリと通常ユーカリのバイオマスの比較 

   

図 1. 林地に設置された分解性調査のための植物体を

網袋に入れたもの 
図 2. 林地に 330 日間（4 箇所の平均）放置された網袋入り

植物体の残余  

22 
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土壌の分析

物理的・化学的パラメーターに変化はない

表 1. 化学的特性、2012／2013年 4箇所の平均 

 
Parâmetros 

H421 Controle 

2012 2013 2012 2013 
MO (g/dm3) 31,9 29,1 31,6 28,5 
pH 4,6 4,3 4,6 4,3 
H+Al (mmolc/dm3) 47,7 57,1 50,6 62,8 
P (mg/ dm3) 8,0 5,1 7,5 5,0 
K (mmolc/dm3) 2,1 2,1 1,9 2,0 
Ca (mmolc/dm3) 16,8 9,0 16,1 9,2 
Mg (mmolc/dm3) 7,1 3,2 6,7 3,3 
SB (mmolc/dm3) 26,0 14,2 24,7 14,4 
CTC (mmolc/dm3) 73,7 71,4 75,3 77,2 
V % 39,0 24,7 34,2 23,5 
B (mg/ dm3) 0,9 2,4 1,1 2,6 
Cu (mg/ dm3) 0,5 0,6 0,5 0,6 
Fe (mg/ dm3) 91,1 87,3 95,5 94,0 
Mn (mg/ dm3) 6,4 5,1 6,2 5,5 
Zn (mg/ dm3) 0,6 0,6 0,6 0,6 

表 2. 物理的特性、2012/2013年 4箇所の平均 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Não foram observadas diferenças significativas entre o evento H421 e o controle  clone SP530  pelo teste t de Student, ao nível de significância de 5 %. 

ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 砂 % シルト % 粘土 % 保水粘土水分率 % 気孔率 % 密度 g/cm3 湿度 % 

2012 
SP530 66,6 (32,1) 6,7 (7,5) 26,6 (25,1) 8,0 (6,0) 44,7 (10,3) 1,3 (0,2) 21,5 (6,9) 
H 421 66,5 (32,0) 6,6 (7,9) 26,9 (24,7) 8,2 (6,0) 43,8 (14,1) 1,3 (0,2) 14,1 (7,5) 

2013 
SP530 66,6 (28,5) 6,6 (6,9) 26,5 (21,7) 17,5 (13,8) 57,0 (7,1) 1,2 (0,2) 12,2 (8,4) 
H421 66,9 (27,8) 6,9 (7,1) 26,2 (21,6) 18,1 (14,4) 57,4 (6,2) 1,2 (0,2) 12,8 (9,2) 

目的：遺伝子組換え植物の土壌における  
物理的・化学的・細菌学的影響を調査する。  

23 
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土壌の微生物学的研究

菌類の多様性に変化はない

 

6.5 年生の遺伝子組換えユーカリと通常ユーカリの菌類の多様性 

集団に集められた複製と分類学目 レベル

FGA5T1 = evento H421  FGA5T2 = controle convencional  25 

遺伝子組換えユーカリ 

（H421） 
通常ユーカリ 
（SP530） トリートメント 

土壌の微生物学的研究
バクテリアの多様性に変化はない

i id d b i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表  1.  オーダレベルのバクテリアの多様性、2 年目の結果。A1  =  Angatuba/SP;  A2  = 
Araraquara/SP; A3  = Caravelas/BA, A4  = Passagem  Franca/PI, A5  = Angatuba/SP,   2007.  Segundo 
número: evento H421 (T1; T5), clone SP530 (T2; T6), referências comerciais (T3; T7 e T4; T8). 
 

オーダー（目）レベルのバクテリアの多様性―4箇所 

. 表 2．バクテリアの量的把握、4 箇所 2 年（2012,2013 年） 

  2012  
Média 
(DP) 

2013  
Média (DP)

Ang-SP Araraq-SP Car-BA PasFr-PI Ang-SP Araraq-SP Car-BA PasFr-PI 

H421 4,10* (0,98) 5,00 (1,51) 2,02* (0,41) 0,51 (0,19) 2,91 (2,0) 3,51 (1,18) 2,48 (2,40) 1,83 (0,91) 0,43 (0,18) 2,06 (1,3)

SP530 2,02 (0,43) 3,11 (1,63) 1,41 (0,36) 0,77 (0,52) 1,83 (1,0) 2,07 (1,14) 2,80 (2,01) 2,69 (2,57) 0,57 (0,30) 2,03 (1,0)

*Diferença significativa do controle pelo Teste t de Student, ao nível de significância de 5 %. 
24 
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節足動物の評価

節足動物の多様性に変化はない

26

目的:  様 々 な 罠 （ 着 色 粘 着 テ ー プ 、 落 と し 穴 ） や 観 測 方 法 （ ベ ル レ ー ゼ ・ ト ゥ グ レ

ン 漏 斗 、 ウ イ ン ク ラ ー 集 中 器 、 昆 虫 採 集 網 、 枝 打 ち ） を 用 い て 、 遺 伝 子 組 換 え ユ ー

カ リ と 通 常 ユ ー カ リ 林 地 の 節 足 動 物 の 多 様 性 を 比 較 す る 。  

データ: 多様性指標の評価、 栄養レベルの比較 

   

図 . 落 と し 穴 の 節 足 動 物 、 シ ャ ノ ン 多 様 性 イ ン デ ッ ク ス （ H ’ ） 、 一 次 採 集 、 2 0 1 2 年 2 箇 所 . 

Araraguara /サンパウロ州  Passage Franca/ ウロアウイ州 

27

節足動物の評価

栄養分ギルドに変化はない

T 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.  4 期間に落とし穴の罠にかかった節足動物の栄養分機能 

T1､T5 は遺伝子組換えユーカリ、T2,T6 は通常のユーカリ 

水 

腐敗食動物 

植物食動物 

不明 

雑食動物 

送粉動物 

捕食動物 

屍肉動物 
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毒性試験

指定組織体における遺伝子組換えユーカリの影響比較

29

目的: 指定組織体における遺伝子組換えユーカリと通常ユーカリによる影響を比較する。 

大気環境:   

ミツバチ –花粉 
天然ミツバチ – 花粉 

水環境: 
魚‐花粉と葉 
ミジンコ – 花粉と葉 
 
土壌環境:  
ミミズ – 葉 
微生物 – 葉 

水の使用

遺伝子組換えユーカリは通常ユーカリより余計に水を消費することはない

様々な条件において生物学的な多様

性に変化が見られないことから、遺

伝子組換えユーカリは、通常ユーカ

リより余計に水分を消費することは

ないと結論付けられよう。 

28 
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毒性試験
魚に対して土壌表面層と花粉の影響はなかった

30

遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 の 

ゼブラフィッシュに対する毒性試験 LC50（半数致死濃度）結果 

分散分析 CL50  Elutriato % 
 

残渣の自由度 2  

F 値 3,34  

総平均 37,31  

標準偏差 8,30  

最小有意差 (5%) 29,17  

変動係数 (%) 22,25  

Tukey 検定法 5%: 
H421 31,12 a 

SP530 43,50 a 

GL:   graus  de   liberdade;  DMS:  diferença  mínima   significativa;  CV:   coeficiente  de   variação.  Nível  de 
significância: **: 1%; *: 5%. 

毒物性研究

ミジンコに対して土壌表面層と花粉の影響はなかった

31

遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 の 

ミジンコ類に対する毒性試験 LC50（半数致死濃度）結果 

 
分散分析 CE50  Elutriato % 

残渣の自由度 2  
F 値 0,35  
総平均 29,21  
標準偏差 17,94  
最小有意差 (5%) 63,02  
変動係数 (%) 61,43  
Tukey 検定法 5%: 
H421 33,56 a 
SP530 24,85 a 
GL: graus de liberdade; DMS: diferença mínima significativa; CV: coeficiente de variação. Nível de significância: 
**: 1%; *: 5%. 
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毒性試験

ミミズに対して土壌表面層の影響は全くなかった

33

遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 の植物体を鋤き込んだ人工土壌に 

14日間放置したミミズの平均重量と生物量変化 

 
 

濃度 

(mg/kg)* 

14 日 

反復あたりの平均重量 (g)  

土壌  

(g) 

 
 

処理個体 

 
処理個体 
平均重量 

(g) 

 
標準偏差 

(g)**  
A 

 
B 

 
C 

 
D 

0 (controle) 4,6046 4,8884 5,0386 5,0694 4,900 40 0,490 -0,06 

12,50 (H421) 5,6080 5,1568 5,1954 5,3810 5,335 40 0,534 -0,02 

25,00 (H421) 5,1293 5,0534 4,9747 5,4342 5,148 40 0,515 -0,05 

12,50 (SP530) 5,3356 4,7046 5,3210 4,9879 5,087 40 0,509 -0,04 

25,00 (SP530) 5,6041 5,4869 5,1439 5,6880 5,481 40 0,548 -0,01 

* Peso de solo artificial seco 
**média: dia 14 – dia 0 (g/minhoca). 
Não há diferença significativa entre os tratamentos. 

毒性試験

ミツバチに対して花粉の影響はなかった

遺伝子組換えユーカリ H421 と通常ユーカリ SP530 のミツバチに対する経口急性毒性テスト 

 

分量   

(g/個体) 

 
 

観測 
(時間) 

死亡動物数 (M)/total (T)  

致死率(%) 

 
行動¹ (96h)  

Rep 1 
 

Rep 2 
 

Rep 3 

M T M T M T 
 
 
 
0 

 (ｺﾝﾄﾛｰﾙ蜂蜜) 

4 0 30 0 30 0 30 0 - 

24 0 30 1 30 3 30 4 - 

48 0 30 1 30 8 30 10 - 

72 2 30 2 30 8 30 13 - 

96 6 30 3 30 8 30 19 49A; 24C 
 
 
 
0 

(ｺﾝﾄﾛｰﾙ蜂蜜 
+ ショ糖) 

4 0 30 0 30 0 30 0 - 
24 1 30 1 30 2 30 4 - 

48 3 30 3 30 4 30 11 - 

72 6 30 4 30 4 30 16 - 

96 5 30 9 30 10 30 27 40A; 26C 
 
 
 

100,0 
(遺伝子組換

花粉) 

4 0 30 0 30 0 30 0 - 
24 7 30 12 30 8 30 30 - 

48 24 30 29 30 27 30 89 - 

72 30 30 30 30 30 30 100 - 

96 30 30 30 30 30 30 100 - 
 
 
 

100,0 
(通常花粉 ) 

4 0 30 0 30 0 30 0 - 

24 6 30 9 30 7 30 24 - 

48 29 30 29 30 29 30 97 - 

72 30 30 30 30 30 30 100 - 

96 30 30 30 30 30 30 100 - 

1行動: A= 異常 l; B= 興奮気味; C= 緩慢; D= 瀕死状態; E= 集団化.  32 
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34

毒性試験 
微生物に対して土壌表面層の影響はなかった

30 
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0 7 14 28 

日数 
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25 
 

20 
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0 7 14 28 

 
日数 

  

図.  遺伝子組換えユーカリ H421（A）と通常ユーカリ SP530（B）の土壌における 0、7、14、28日の CO2
排出量（mgCO2・乾燥土壌 kg/時） 

Controle 
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蜂蜜に関する試験

蜂蜜の物理・化学的特性に影響なし

   蜂蜜の物理化学的分析 
蜂蜜の物理的化学的分析 

パラメーター 
サンプル 

組換え体  標準偏差  対照  標準偏差  範囲* 

ﾀﾝﾊﾟｸ質  g/100g  0,43  0,09  0,33 0,12  0,25 0,31

全糖量  g/100g  72,34  1,90  70.45 2,30  73,84 77,50

還元糖   g/100g  75,73  2,15  73.36 1,96  73,99 76,39

非還元糖   g/100g  0,40  0,19  0,76 0,50  1,27 3,55

酸度   meq/kg  48,67  11,49  52.51 1,85  24,36 42,88

水分量   g/100g  17,85  0,53  17.25 0,96  17,8 18,2

不溶物  g/100g  0,13  0,15  0,03 0,01  0,01 0,03

灰分   g/100g  0,33  0,12  0,37 0,09  0,14 0,36

Fiehe 反応  なし  ‐  なし  ‐  なし  なし 

Lugol 反応  なし  ‐  なし  ‐  なし  なし 

Lund 反応  mL  1,85  0,19  1,60 0,16  1,4 1,6

ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾙﾌﾙﾌﾗｰﾙ  mg/kg  4,13  0,87  2,99 1,13  4,18 9,50

pH  3,97  0,15  3,94 0,06  3,90 4,04

*Intervalo observado nas amostras comerciais. 
Não há diferença significativa entre o mel produzido na área GM e convencional, pelo steste t de Student, nível de significância de 5 %. 
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37

ミツバチに関する研究 
異なる種類において評価された製品のインパクト 

PUC‐RS のベチーナ・ブロチェイン博士はミツバチに関する研究をコーディネートした： 

 試験地域のミツバチ巣箱に採集されたミツバチの幼虫; 

 針なし天然蜂の研究 

 

Imagem:  Bienenwabe_mit_Eiern_und_Brut_5.jpg: Waugsbergderivative work: B kimmel (Bienenwabe_mit_Eiern_und_Brut_5.jpg) [CC‐BY‐ 
SA‐2.5‐2.0‐1.0  (http://creativecommons.org/licenses/by‐sa/2.5‐2.0‐1.0),  CC‐BY‐SA‐3.0  (http://creativecommons.org/licenses/by‐sa/3.0/)  or 
GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons 

36

蜂蜜中の花粉の分析 

蜂蜜中の花粉粒の量に影響は見られない

Cel1 タンパク質はハチミツ中に検出されなかった。  
NPTII はハチミツ 1 グラム中にピコグラムも検出され

なかった。 

表.  ハチミツ中の花粉数 

 

 

花粉粒の数  X 10
4
/ハチミツ 1ミリリットル 

処理区  平均  標準偏差 

遺伝子組換え地域  1604,2 1352,5
通常クローン地域  1020,8  628,7 
商業ハチミツ 1  500,0 216,5
商業ハチミツ 2  2208,3 401,8
商業ハチミツ 3  2500,0  330,7 
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最終考察 

 このプレゼンテーションは国家バイオ安全技術委員会に提出された書類に存在す

るリスク評価研究の要約である。 

 すべての研究は、ブラジル国の生物安全性に関する法律および規範決議5号に則り行われた。 

 

38 

 
遺伝子組換えユーカリ H421 は、通常ユーカリと比較しても

リスクは表出せず、環境に対するインパクトもない。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ありがとうございました! 

 
連絡先 

エウジェニオ・ウリアン 
規定担当副社長 

eugenio@futuragene.com 
www.futuragene.com 
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による 

生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）の概要 

 
平成16年2月施行 

財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境共管 
                                                    

 

 
 
 
 
 
  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の際の相手 

国への情報提供、科学的知見の充実のための措置、国民の意見の聴取、違反者 

への措置命令、罰則等所要の規定を整備。 

国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規

制に関する措置を講ずることにより、生物多様性条約カルタヘナ議定書の的確かつ円滑

な実施を確保。 

遺伝子組換え生物等の使用等による生物多様性影響を防止するための施策の実施に関

する基本的な事項等を定め、これを公表。 

遺伝子組換え生物等の使用等に先立ち､使用形態に応じた措置を実施 

「第一種使用等」 

＝環境中への拡散防止措置を執らず

に行う使用等 

「第二種使用等」 

＝環境中への拡散防止措置を執って

行う使用等 

施設の態様等拡散防止措置が主務省

令で定められている場合は、当該措

置を執る義務。定められていない場

合は、あらかじめ主務大臣の確認を

受けた拡散防止措置を執る義務。 

主務大臣 

研究開発：文部科学大臣 

酒類製造：財務大臣 

医薬品等：厚生労働大臣 

農林水産：農林水産大臣 

鉱工業 ：経済産業大臣 

 

新規の遺伝子組換え生物等の環境中

での使用等をしようとする者(開発

者､輸入者等)等は事前に使用規程を

定め､生物多様性影響評価書等を添

付し､主務大臣の承認を受ける義務。 

主務大臣 

環境大臣及び分野ごとの主務大臣 

研究開発：文部科学大臣 

酒類製造：財務大臣 

医薬品等：厚生労働大臣 

農林水産：農林水産大臣 

鉱工業 ：経済産業大臣 

目  的 

主務大臣による基本的事項の公表 

遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置 
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＜遺伝子組換え植物の理解増進に関する取組み＞ 

 

・2003 年 広報委員会および WG の設置 

  活動は秋ごろより。数回の検討会。 

中主町の大豆生産農家、コープこうべ、JBA、STAFF、農水省技術会議、文科省ライフサイエン

ス課などと意見交換 

 

・2004 年 3 月 

本部企画シンポジウム「植物科学研究者は社会の期待に答えているか？-遺伝子組換え植物の

正しい理解のために何ができるのか-」の開催（年会期間中に開催）。於東京都立大 

主として学会員向けのシンポ。講師は主として外部より招聘。マスコミにも案内し、意見交換。 

 

・2004 年 12 月 

シンポジウム「遺伝子組換え植物の問題点について考える」の開催。奈良先端大等との共催。 

於ぱるるプラザ京都 

一般向けシンポ。講演（田部井豊氏）とパネルディスカッション（各界の関係者） 

 

･2005 年 3 月 

提言：「遺伝子組換え植物の社会における適切な受容を進める体制を求む」の総合科学技術会

議への提出  

賛同学会：園芸学会・植物化学調節学会・日本育種学会・日本植物細胞分子生物学会・日本農

芸化学会]  同日、記者発表（於東大学士会館） 

 

・2006 年 3 月 

遺伝子組換え関連資料の会員への配布 

（具体的にはパワーポイントの資料集。会員による授業や講演会等での遺伝子組換え作物に関

する説明の際の参考資料として使用を念頭に、2005 年度においてワーキンググループを組織し

て作成） 

 

・2006 年 

GM 検討 WG の設置 

 

・2007 年 

「植物まるかじり叢書」の発刊 

第５巻として、ゲノム時代の植物（植物ゲノムと遺伝子組換え植物）を刊行予定  
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提言：「遺伝子組換え植物の社会における適切な受容を進める体制を求む」 

 
日本植物生理学会 会長 岡田清孝  

   

賛同学会 

 

園芸学会 会長 矢澤 進 

植物化学調節学会 会長 佐々武史 

日本育種学会 会長 喜多村啓介 

日本植物細胞分子生物学会 会長 森川弘道 

日本農芸化学会 会長 熊谷英彦 

 
近年の急激な人口増加や、地球規模の開発によってもたらされる食糧不足と環境悪化は、21 世紀における人類

の持続的な発展の可能性を妨げる大きな問題として私達に提起されています。これらの問題解決のために、地球

上の全ての生命を支えている多様な植物を保全し、それらを活用していくことの重要性が強く認識されています。

植物科学はそのための知識と技術の基盤となる学問であり、特に近年のゲノム生物学に基づいた多様な技術の

発展は、農作物をも対象としたこの分野の研究をさらに重要なものとしつつあります。実際、その重要性が認識さ

れて、アメリカ合衆国では２００１年から植物ゲノムプロジェクトが開始され、ヨーロッパでも、植物科学を推進する

ための２０年計画が、最近発表されました。 

 植物科学がもたらす新しい知識と技術の中で、今、社会に大きな影響を与えているのが、遺伝子組換え技術と

その技術で作られた遺伝子組換え植物です。遺伝子組換え技術は、植物科学のみならず、医学も含めた現代生

命科学に必須の技術です。遺伝子組換え技術を用いた作物の開発や食品への利用は、わが国における食糧戦

略の根幹をなす重要な課題であり、このことはわが国政府のバイオテクノロジー戦略大綱にも謳われているところ

です。 

 遺伝子組換え作物の食品としての利用に関しては「食品安全基本法」や「食品衛生法」に基づき、また、飼料とし

ての利用に関しては「飼料安全法」に基づき、科学的に判断されることとなっています。こうした安全性確認が既に

多くの遺伝子組換え作物でなされ、これらの作物は、現実に利用されています。また、環境への安全性について

は、平成１５年施行の「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（通称「カ

ルタヘナ担保法」）」のもと、科学的根拠に基づいて安全を確保するための制度が国により整備されているところで

す。 

 しかし、最近、現実に生じていることは、複数の自治体において、「消費者の不安への配慮」あるいは「風評被

害」などを理由として遺伝子組換え作物の栽培規制の方針が示されていることであります。この背景には、消費者

の遺伝子組換え作物に対する根強い忌避感があるものと思われます。しかし、遺伝子組換え作物に対するこのよ

うに過剰なまでに否定的な風潮が継続すると、人類の持続的発展に不可欠である基礎および応用分野における

植物科学研究の基盤を根底から損なう恐れがあります。また、すでに国内で大量に消費されている遺伝子組換え

作物を使用した食品に対しても、いたずらに不信感を増大させることになりかねません。 

 このような状況下で、前述のバイオテクノロジー戦略大綱に従って、遺伝子組換え植物や食品に対して国民の理

解と信頼が得られるよう安全性と効果に関する情報の提供を行い、リスクコミュニケーション・システムの構築を進

めることは、まさに社会的急務であり、政府にとって重要な政策課題であると思います。 

 以上の視点から、植物科学分野の専門家集団としての日本植物生理学会は、その活動に求められる社会的責

務を自覚するとともに、次のことを政府に提言します。 

 

政府は、内閣府のリーダーシップのもと、関連各省庁や自治体関係者等の調整を図り、遺伝子組換え植物の基

礎研究に対する過度の規制を防ぐとともに、遺伝子組換え作物や食品に関する科学的根拠に基づいた知識を社

会に向けて積極的に情報発信するための体制を作る。 

 

私たちは、遺伝子組換え技術の開発やその利用に携わる者として、安全性について充分な配慮をしつつ研究を進

めるとともに、上記提言の実現を政府に強く訴え、また社会的責務を果たす一環として、科学的根拠に基づいた情

報を発信していくために一層の努力と協力を惜しまないことをここに表明します。 

 

2005 年３月２日 
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コラム⑪ 遺伝子組換え食品はなぜ人気がないのか 

 

日本は食料自給率が先進国の中では最低であり、遺伝子組換え作物の世界最大の輸入国

である。しかし、市民の多くが遺伝子組換え作物を食べていないと考えており、好意的に

受け入れてはいないようである。なぜだろうか。まず新しい科学技術全体に対する不信感

がある（唯一の被爆国である、公害問題で困った経験がある）。また専門家が積極的に説明

を試みてこなかったことや、教育制度の中で応用的な研究を教えてこなかったことも理由

と考えられる。さらに、熱心な反対活動を行う人達がいて、そのような運動を美談のよう

に思う気質（弱い方を応援する）があるためかもしれない。より具体的には、「消費者の権

利を守るため」として表示が許されることになった「遺伝子組換えではありません」とい

う食品のラベルが誤解の最大の要因であるとも考えられる。このラベルが、「遺伝子組換え

だけが悪であり、そうでなければ良い」という、間違ったメッセージを放っている可能性

は高く、このラベルを放任している監督官庁の責任は小さくはないと筆者は考える。実際

には、遺伝子組換え技術そのものに科学的な問題点はないことが明らかになってきた。遺

伝子組換え作物の開発には、事故の危険性を排除するために科学的に熟慮された優れた制

限が設けられており、これまで１件の事故も問題も起きてはいない（誤った報道などは繰

り返されてはいる）。振り返ってみると、新しい科学の成果は、たとえば、人間の世界中へ

の高速移動を可能にし、放送や情報のネットワークで世界の隅々の人を結び、人間の可能

性や夢を次々に実現してきた。一方で、この過程には失敗もあった。対象が食品であるた

めに、事故は本能的に避けたいという思いが強いのかもしれない。しかし、遺伝子組換え

食品の危険性は、一般に流通している食品の危険性よりも低いことはあっても高いことは

決してない。最後に、遺伝子組換えという技術が生命を操作する神の領域に近いから、と

いう感覚的な抵抗があるかもしれない。育種という観点では、たとえば、オオカミを飼い

慣らしてチワワからセントバーナードまで多種多様なイヌが生み出された。人類の歴史は

作物の育種の歴史と密接な関係にあり、文明の発達は農耕の発展が基盤であった。たとえ

ば、トウモロコシは、厚い皮に包まれた中に多数の実をつけるようになり、人間が手をか

けないと種子の散布もできないほどに形を変え、野生種がどれだかわからないくらいに変

貌した。この人類の育種技術の延長線上に遺伝子組換え作物はあるのだと思う。バラは多

様な色彩をもつが青だけはなかった。他にも切り花としてのバラには黄色がなかったが１

９００年になって近縁種との交配により実現した。しかし青色だけは近縁種にさえもなく

不可能とされてきた。サントリーフラワーズ㈱が遺伝子組換えにより達成した青いバラは、

人類が希求してきた夢を実現させた最初の一歩として世界に誇る成果である。青いバラは

日本国内で商業栽培が行われている唯一の遺伝子組換え作物である。こうして日本は世界

で２３番目の遺伝子組換え作物の商業栽培国に仲間入りを果たした。技術立国を目指し、

世界をリードする開発研究が盛んな日本において、商業栽培はこの１点だけという状況は、

今後の実用化にさまざまな障壁が存在することを示している。 

 

資料●10

153



1 
 

フォレストダイアログ(TFD：The Forests Dialogue)による遺伝

子組換え樹木(GMT：Genetically Modified Trees)開発に関する

企業調査 

 

2014年4月 

 

要約(サマリー) 

 

この報告書は、遺伝子組換え樹木(GMT)の開発に関連する問題について、世界の大

手パルプ企業5社(Fibria、Stora Enso、International Paper(IP)、

Meadwestvaco(MWV)、Suzano)に対して行ったアンケート調査の結果を取りまとめた

ものです。このアンケートは、市民社会組織(CSO：Civil Society Organizations)

や先住民族組織(IPO：Indigenous People’s Organizations)が、林産物関連企業に

よるGM樹木開発に関して抱いている基本的な疑問点を明らかにすることを目的として

います。 

 

これまでの経緯 

 

2013年10月にイギリスのグロスタシャーで開催されたTFD会合の先立ち、TFD執行委

員会の提言によりアンケートの第1草案が準備されました。この草案準備のため、TFD

はイギリスに本部を置く2つのNGO (the Forest Peoples Programme とFERN: the 

Forest and the European Union Resource Network)、およびグロスタシャー会議

(the Gloucestershire meeting)のホストに協力を求めました。草案は前回のTDFの

GM樹木会議に参加した50人以上の個人に送られ、追加・改訂事項などのコメントを募

りました。コメントは多くはありませんでしたが、草案に反映され、改訂案について

グロスタシャー会議の場で話し合われました。会議には、市民社会組織(CSO)、先住

民族組織(IPO)、政府間組織(IGO:Intergovernmental Organizations)、林産物関連

企業の代表15人が参加しました。質問内容についての確認、フォローアップの必要が

ある追加質問提案や、どのようにして企業に回答してもらうか、といったことが主に

議論されました。TFDのグロスタシャー会合のサマリー報告書はこちら掲載されてい

ます｡http://www.theforestsdialogue.org/initiatives/GMT 

  

会合に出席した企業はアンケート調査に速やかに回答することに合意しました。グ

ロスタシャー会議では、いくつかの市民社会組織(CSO)がパルプ産業で特に重要と思

われる追加質問を含めることを主張しましたが、各企業は最初のアンケート草案にも

とづいて、すでに社内検討をしてきたことから、まずは最初のアンケートに回答して
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もらうことになりました。企業はアンケートの回答についてTFDの出版物を通じて一

般公開することにも合意しました。この序文に続き、以下に協力企業のアンケート回

答全文を紹介します。アンケート結果を受け、今後どのような行動につなげていくか

については、まだ合意に至ってはいません。 

 

今後に向けて 

 

参加者の多くが開かれた会議の開催に感謝し、この複雑で難しい課題に積極的に取

り組んでいくという意志を表明する者もいました。しかし、この会議での情報交換は

進んだものの、GM樹木問題に関する意見は多様で、まだ解明されていない課題も依然

として多く残っており、さらなる情報共有の必要があることも確認されました。また、

このアンケートはGM樹木開発に関心がある企業向けに作成したものであり、法規制を

管轄する政府機関などの他の利害関係者が持っている問題意識を十分に反映したもの

ではないことにも留意が必要です。TFDは、必要とされる限り今後もGM樹木問題に関

するさまざま利害関係者間の対話促進と調整役を続けていきたいと考えています。会

議参加者からは、次の段階の情報共有を含む今後のアクションについての提案もあり

ました。今度どのようなフォローアップを行っていくかは、企業のアンケート回答が

どのように受け止められるか、また主な利害関係者が今後も建設的な取り組みを続け

ていく意志があるかどうかにも関わっています。その選択、意思決定については、

TFDが運営するGM樹木諮問グループが責任を持って行うことになっています。TFDは、

アンケート結果やGM樹木イニシアティブへのフィードバックをお待ちしています。コ

メントや質問はEメールでこちらにお送りください。info@theforestsdialogue.org 
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企業名:フィブリア（FIBRIA CELULOSE SA）  

回答日: 2013年11月30日 
 

1. GM樹木開発計画全般について 

 
1.1.現在GM樹木を開発中あるいは開発を計画していますか？ 

 

 企業の回答： 

Fibria社は1990年代より、管理された環境下(実験室やグリーンハウスを含む)にお

いて遺伝子組換えを行ったユーカリについて研究を続けています。2011年にFSC(森林

管理協議会:Forest Stewardship Council) がGM樹木にかかる方針を改訂した後、弊

社は認証システムで規定されていないエリアにも野外試験研究の範囲を拡大しました。

現在、弊社は92ヘクタールのGM樹木の試験栽培地(弊社の所有地の0.01%以下)を11区

画に分けて野外試験を行っています。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

Fibria社のGM樹木研究に関する情報は、CTNBio(国家バイオ安全技術委員会)の規定

に基づき一般公開しています。関心のある方は、CTNBioの規定に従い正式に情報申請

手続きをする必要があります。 

 

1.2 GM樹木に関する明文化された企業方針を持っていますか？ 

 

 企業回答: 

はい。Fibria社のGM樹木開発に関する方針は以下のURLよりオンラインで入手でき

ます。http://www.fibria.com.br/web/en/institucional/tecnologia.htm 

本サイトには次のようなことが書かれています：「Fibria社は、樹木種のGM技術は

社会に恩恵をもたらすものと信じています。GMユーカリ樹種の研究に関する決定は、

現行の法令、科学的知見と利害関係者の要請に応じる形で行っています。そのため研

究は、GM技術の応用によって生じるあらゆる経済的、環境的、社会的な便益や影響に

ついての継続的な評価に基づき、潜在的なリスクを軽減するための技術的、科学的手

続きに従って続けられています。」Fibria社は、特殊な立場の利害関係者が抱いてい

る懸念についても配慮した上で、常に企業方針を見直し改善していく必要があると考

えており、次のGM樹木開発方針の見直しは、2014年を予定しています。 

1.3 GM樹木開発に先立って、貴社が実行、あるいは計画しているリスク評価手法を

公開することはできますか？ 
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 企業回答: 

現行の評価手法は以下の通りです： 

―遺伝子組換えを検知する技術全般； 

―遺伝子組換え生物(GMO)の母種、近縁野生種や祖先種が自生する範囲； 

―環境や人、野生動物が消費する際の安全性に関わるGM樹木の育種の歴史や使用する

母種について； 

―有性交配による遺伝子拡散の可能性と導入遺伝子の潜在的な選択的優位性に関する

情報； 

―GMOの増殖構造、拡散、生殖； 

―花粉の生存能力に関する情報； 

―潜在的な受粉媒介者のブラジルでの分布； 

―GMO使用の歴史や、その商業栽培が許可、あるいは禁止された国(その場合モニタリ

ングデータや、商業植林後のデータ)。今後の評価(もし弊社で商業的植林を始める

場合)の情報； 

―導入遺伝子の遺伝的形質のパターン 

―遺伝子型の安定性 

―GMOに導入された組換えが、当該生物の生殖能力や生存率、種子の増殖や他の生物

への遺伝情報の移入といった性質に変化を与えるか否かついて； 

―母種となった生物が従前に栽培されていた環境と比較し、(GM樹木の)植栽を計画し

ている生態系下での関連する生物指標（共生生物、天敵、受粉媒介者や寄生生物な

ど）に影響を与える可能性について； 

―GMOの導入によって、対象生物、非対象生物に対して生じる可能性のある正と負の

影響について； 

―(遺伝子操作によって)新たな特性を導入することにより、樹木が土壌成分を変化

(特定の土壌成分の追加もしくは除去)させる能力に変化ついて。従来のシステムと

比較し、GMOの影響による土壌組成の物理的、化学的な変化や近接する水源の汚染に

ついて； 

―新たに導入された性質によって生じる特定の化学物質に対する耐性について； 

―新たに導入された遺伝的形質によって、母種が生育していた環境以外でのGMOの生

存率の変化について； 

将来、弊社が商業導入を検討するGM樹木種を選択する場合には、それぞれの樹種毎

に評価を続け、さらに3～5年の追加的野外試験を実施した後に、企業として商業植林

に踏み切るか否かの決断をすることが重要であることを強調しておきたいと思います。 

また、法令による規定がなくても、例えば成長が早くなるような特性を与えた樹種

が水源やその他の環境に及ぼす影響の評価などは、試験段階と商業導入段階を通じて

検討していく必要があります。 
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 企業のコメント/仮説/考察 

ブラジルの法令によれば、野外試験から商業植林の許可に至るまでには3つの手続き

を踏む必要があります。 

１） PFTE(Planned Field Trials to the Environment: 計画的な環境対応野外試

験)現在、弊社の研究はこの段階にあります。 

２） 商業植林の申請 

商業的導入の許可を得るためには、この2つの段階の結果を報告することが前提条

件となります（農作物と樹木双方に適用される） 

３） 商業植林導入後のモニタリング 

ヒトや動物の健康、環境に影響を及ぼす可能性のある一般的なリスク評価を規定

するCTNBio RN05基準に完全に従う必要があります。 

 

1.4 リスク評価の結果を公表することはできますか？ 

 

 企業回答: 

上記の質問にも回答したとおり、Fibria社では2011年から92ヘクタールのGM樹木の

野外試験を実施しており、数度にわたって経済、環境、社会的影響の評価を実施して

います。弊社はリスク評価の結果を公表することにしており、GM樹木に関心を持つブ

ラジル国内外の団体とも積極的に協力していきたいと考えています。しかし、弊社の

野外試験は未だ初期の段階(2年間)にあり、リスク評価に関して一般公表できるよう

な適切な情報を得ていません。 

一方で、ブラジルにおける遺伝子組換えユーカリ種(GME)試験栽培によって得られ

たリスク評価情報は、 CDA プロジェクト (※訳注  Collaborative Center in 

Agriculture Defense Relative to the Biosafety of Genetically Modified 

Eucalypsts=GMユーカリのバイオセーフティに関する農業防御連携センター/参考：

http://www.biomedcentral.com/1753-6561/5/S7/O57)の一環ですでに公開されてい

ます（Pasquali et. al., 出版用に提出済み）： 

―GMEは土壌生物相に影響を及ぼさない 

―GMEは動物に有害ではない(ネズミや魚類に対し） 

―GMEの木材の化学組成に変化はない 

―GME栽培には新たな森林管理技術を必要としない 

さらに、ブラジルの森林科学研究所（IPEF: Institute de Pesquisas e Estudos 

Florestais）が「ユーカリ樹種の拡散・侵入性の評価(Dispersion and Evaluation 

of Invasiveness of Eucalyptus)」に関する研究成果を発表しています。この研究

の結果、ユーカリは自然の生育範囲を超えて適応する能力はなく、ブラジルの環境下
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では他の在来種の生育域に侵入することはないとしています。 

(http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr203.pdf). 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

CTNBioの規定に従い、弊社が野外試験によって得た情報はすべて一般公開しており、

新しい情報についても引き続き同じ手続きをとっていく予定です。 

 

1.5 遺伝子組換えにより現在開発中、あるいは開発を計画している樹木種もしくは倍

数体について教えてください。 

 

 企業回答: 

弊社では、Eucalyptus grandis と E. urophyllaの交配種（2倍体）クローンに特

化した研究を行っています。 

 

1.6 今後の数十年間に、遺伝子組換えにより新しい早生樹種、高収穫樹種の開発を続

ける予定ですか？ 

 

 企業回答: 

すべては現在、継続して実施中のGM技術を適用することによる経済、環境、社会的

便益と影響に関する評価結果次第です。目下、その答えを得るために、研究目的での

野外試験を実施している段階です。Fibria社は、GM樹木開発は従来の方法による植林

とともに将来的に社会に便益をもたらすものと考えています。 

 

1.7 このような品種改良は、最新の(遺伝子組換えによらない)育種プログラムでは達

成できないのですか？ 

 

 企業回答: 

Fibria社の研究の中心は従来型の育種であり、研究開発予算のほとんどがこの分野

に投入されています。天然のユーカリの遺伝子資源は多様かつ膨大であり、その多く

がまだ研究しつくされていないことから、非組換え樹木を対象にした従来手法による

研究により、新たな形質を持つ遺伝子を発見することができると考えています。 

一方で、リグニン含量の変更や乾燥耐性といった特質を持つ遺伝子を抽出しようと

すると、これまで40年間にわたって研究してきた天然の熱帯ユーカリ種の遺伝子資源

だけでは十分ではありません。そのため、特定目的の品種改良のためにGM技術は有効

な手段であり、従来の育種プログラムの成果を促進・強化し、より少ない土地、水、

土壌養分等の資源でより多くの木材を生産することにより、社会に裨益するものだと
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考えています。 

 

1.8 早生樹種の開発により、森林への圧力を軽減できるという根拠はありますか？ 

 

 企業回答: 

はい。これまでブラジルにおいて木材生産性の向上と品質改善が達成されてきた結

果、1970年代以降、1ヘクタール当たりの木材生産量は年間20㎥から45㎥と飛躍的に

増加し、パルプADT(Air Dry ton)あたりの木材消費量は4.5 m3から 3.4 m3に減少し

ています。例としてこれらの数字から導き出せることは、現在、年間150万トンのパ

ルプを生産する工場に木材を供給するために、10万ヘクタールのユーカリ植林が必要

ですが、これまでの生産性の向上がなければ、この倍の植林面積が必要だったはずな

のです(その他の国ではさらに広い土地が必要でしょう)。これは地道な研究開発事業

と造林技術の改善によって得られた成果といえます。言い換えれば、森林施業と管理

手法を改善するとともに、遺伝子改良技術により相当な生産性向上と環境効率の改善

が達成できたことになります。弊社のケースで言えば、パルプ生産に必要な土地面積

が減少することで自由になった土地を、食料やその他のバイオ製品の生産に利用でき

ることになります。この例は、木炭生産、木材製品など、木材を必要とするブラジル

のその他の産業にも当てはまります。これらの業界では、早生樹種の導入によって天

然林伐採の圧力を軽減することができたのです。 

 

1.8-1 もしそうであれば、早生樹種の導入によって自由になった土地への再植林は止

めるのでしょうか？ 

 

 企業回答: 

それこそが弊社の長期的な戦略目標の一つです。我々の目標は、2025年以降、改良

クローン種の植林によって現在のパルプ生産に必要な面積を3分の1にまで減らすこと

です。もし我々がパルプ生産を拡大するのであれば、新たな植林地の生産性を上げる

ことで、必要な植林地面積を減らすことができます。 

 

1.9 貴社のGM樹木開発の目的を教えてください。 

 

 企業回答: 

Fibria 社の研究目的は、単位面積あたりのパルプ生産量（パルプ換算トン/ヘクタ

ール/年）を増やすことです。この目標を達成するために、いくつかの異なる戦略を採

用しており、その主たるものは： 

―木材品質の改善：リグニン含有の量と質；セルロース含有量、容積重、繊維の長さ
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など 

―木材成長量の増加 

水分ストレス耐性など、その他の形質に焦点を絞った研究も行っています。 

もう一つの目的は、我々が開発した技術を第2世代のバイオ燃料に応用することです。 

 

1.10  GM樹木の試験・パイロット栽培の正確な場所、もしくはおおよその位置(国、

州)について教えてください。 

 

 企業回答: 

Fibria社の野外試験はブラジル国内だけで実施しています。サンパウロ(Sao 

Paulo)州タクラリバイ(Taquarivai)、エスピリト・サント(Espirito Santo)州アラ

クルス(Aracruz)、マト・グロッソ・ド・スル(Mato Grosso do Sul)州トレス・ラゴ

アス(Tres Lagoas)です。 

 

1.11  GM樹木を産業規模で開発するためにどのような計画がありますか？ 

 

 企業回答: 

現在、Fibria社では、従来型の植林事業と比較したGM樹木の潜在的な便益とリスク

を評価するために、研究レベルで野外試験を実施している段階です。GM樹木植林をス

ケールアップして実施するかどうかは、現在と今後の評価が終わってから決めること

になります。1.3の回答も参照してください。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

現在ブラジルでは、GMユーカリ種の商業利用は未だ許可されていないことを付け加

えておきます。(※２０１５年４月９日､Suzano社の子会社FuturaGene社がCTNBio(国

家バイオ安全技術委員会)より､遺伝子組換えユーカリの商業利用の許可を得た｡) 

 

1.12  産業規模でGM樹木を植林している、あるは計画している正確な場所、もしくは

おおよその位置(国、州)について教えてください。 

 

 企業回答: 

Fibria社はまだ産業規模のGM樹木植林は決めていません。現状では研究目的の植林

だけです。 

 

1.13 その計画について、どの程度までの詳細を公開することができますか？ 
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 企業回答: 

Fibria社はまだ産業規模のGM樹木植林を計画していません。商業植林の合法化、及

び野外試験（商業導入前の研究フェーズ）の結果にかかっています。 

 

 

2. バイオセーフティの問題 

2.1 遺伝子の問題 

 

2.1.1 GM樹木に組み込む、もしくは取り除く遺伝子の詳細を公開することができます

か？ 

 

 企業回答: 

Fibria社のGM樹木開発目的については、質問1.9の回答を参照してください。 

企業間競争という観点から、企業戦略・機密にかかる情報であり、まだ研究開発途

上にあることから、現時点では遺伝子に関する詳細な情報を公表することはできませ

ん。しかし商業ベース植林の申請を行う段階になったら、ブラジルの法令に従い情報

公開いたします。 

 

2.1.2  遺伝子組換え技術により開発された品種は、増殖能力を持っていますか？  

 

 企業回答: 

はいあります。ブラジルの法令ではGURT(Genetic Use Restriction Technology)

技術(種子の次世代栽培が出来なくなる技術=ターミネーター技術）は禁止されていま

す。 

 

2.1.3  その品種はどのように増殖するのでしょうか？  

 

 企業回答: 

ユーカリの増殖は、在来種であれ遺伝子移植の結果つくられたものであれ、主にマ

イクロカッティング法による挿し穂技術で行われます。 

 

2.1.4  GM樹木と天然の類縁種の交雑を防ぐために、どのような予防措置をとってい

ますか？  

 

 企業回答: 

既存の科学研究文献や試験栽培で観察した範囲では、ユーカリ種(在来種、GM種共
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に)とブラジルで自生するその他の在来樹種との交雑ケースは認められていません。し

かし、ブラジルの在来樹種とGM樹木の交雑という課題についての研究分析は続けてい

きます。 

 

2.1.5 GM樹木や組換え遺伝子そのものが自然生態系に抜け出していくのをどのように

防ぐ計画ですか？  

 

 企業回答: 

ブラジルでは、ユーカリ種の侵入性や増殖力は低いと考えられていますが、産学界

(大学やFibiraのような企業)により、組換え遺伝子の拡散のリスク評価については新

たな研究が進められています。現在、試験栽培地から100メートルの範囲内でのGM種

の自然発芽について、実験期間に加えその後さらに1年間にわたる追跡調査を行ってい

ます。これまで公表された実験結果では、ユーカリは母樹から距離が離れるほど、種

子の飛散力が大幅に低下するため、望ましくない交雑リスクは最小限であることがわ

かっています。既存文献のデータでは、風や野生動物によって遠くに運ばれた花粉か

ら交雑が発生する事例､種子から発芽するといった事例は認められていません。 

 

2.1.6  これらの予防措置の効果について詳細を公表できますか？  

 

 企業回答:  

GM樹木の遺伝子の抜け出しや拡散による自然発芽の有無については、農業省の検査

官によって公式に実施されており、すべての管理データはCTNBio(国家バイオ安全技

術委員会)に報告されることになっています。現在までに分かっていることは、自然生

態系の中で遺伝子が抜け出したケースは確認されていないということです。この結果

を支持するさらなる情報の収集は、ブラジルのサンパウロ(Sao Paulo)州ピラシカバ

(Piracicaba)にある森林科学研究所(IPEF)が主導するプロジェクトによって続けられ

ています。 

 

2.1.7. GM樹木開発を行っている企業は、中国で起こったような事件を防ぐためにど

んな予防措置を検討しているのでしょうか？ 

中国では、約10年前にGM樹木が解禁となり、苗木の販売が始まりましたが、

それらがどこに植栽されたかという記録が残されませんでした。(一部の苗業

者では、売り上げを伸ばすために、通常の樹木もGM樹木と称して売っていま

した)。これらの企業は、中国でどれくらいのGM樹木が植栽されたか、その

結果どんな影響があるかという情報を持っていますか？ 

 

資料●11

163



11 
 

 企業回答: 

ブラジルと中国の林業ビジネス形態は大きく異なっています。まず(ブラジルでは)

企業の責任で苗木が生産され、その苗木はその企業が自社で使用するか、中小の農家

に販売されています。ブラジルには樹木生産事業に関連する2つの法律があります

(「種子及び苗木に関する法令」、「植物種保護法(PVP)」)。これらの法令によって

苗木流通のトレーサビリティと出荷先が管理されています。この法律によって作物や

樹木を開発した育種会社の権利が保護されると同時に、小規模農家や地域コミュニテ

ィが自家消費目的で当該品種を栽培する権利も保障されます。ブラジルのすべての育

種場はこれらの法令を順守する必要があります。法規制はすでに非組換え樹木に適用

されており、GM樹木の商業植林を始める場合にはより厳格に適用する必要があるでし

ょう。もう一点、強調しておきたいことは、弊社のビジネスモデルでは、苗木生産は

すべて自社使用のために行っているのであり、第三者に販売することはありません。 

 

2.1.8.花粉、種子、果実、花、球果などに操作を加えずに、導入遺伝子を効果的に封

じ込めるメカニズムの開発を行っていますか？ 

 

 企業回答: 

ブラジルではGURT(種子の次世代栽培が出来なくなる技術)やターミネーター技術の

ような不稔性技術の開発は法律で禁止されています。Fibira社は法令を順守し、この

ような技術を使った研究は行っていません。野外試験では、交雑の可能性を排除する

ために一時的に試験場を物理的に遮断し、自然発芽等が起こらないようにモニタリン

グしています。 

 

2.1.9  遺伝子サイレンシング(遺伝子抑制)や遺伝子安定化といった課題に対して不

稔性を確保することができますか？ 

 

 企業回答: 

すみません。質問の意味が良くわかりません。 

 

2.1.10 これらの防止策を進めていく上で、市民社会はどのような形で関わってくる

と考えますか？ 

 

 企業回答: 

現在弊社ではCTNBioの規定に従ってすべての情報を公開し、またプロセスの透明性

の確保に努めています。同規定では、商業植林認可に先立って公聴会を開催し、GM作

物の試験栽培の結果やリスクと便益について説明し、話し合うことが義務付けられて

164



12 
 

います。公聴会には、関心のある個人や団体は誰でも参加できます。弊社では、試験

栽培結果の評価や必要とされる予防的措置の開発に際して市民社会の積極的な参画を

可能にする方法を話し合うために、市民社会組織(CSO)との連携を歓迎しています。 

 

2.2 科学的、機械的課題 

 

2.2.1 貴社が開発中のGM樹木は特別な化学的、その他の処理が必要ですか？ 

 

 企業回答: 

弊社の戦略では特別な処理が必要になるような手法はとっていません。 

 

2.2.2  GM樹木の育成にあたって、何か特別な処理をすることや、生長促進や害虫か

らの保護のために化学薬品等を使用することを考えていますか？ 

 

 企業回答: 

Fibria社では、特殊な処理が必要になるような手法は使っていません。 

 

2.2.3  化学薬品の使用や特殊な処理について、詳細を公表することができますか？

(たとえば化学薬品の名前と特徴や、導入される処理方法について)  

 

 企業回答: 

弊社の戦略では特別な処理が必要になるような手法はとっていません。 

 

2.2.4 そうした特殊な処理によるプラスとマイナスの効果について試験を行っていま

すか？ 

 

 企業回答: 

弊社の戦略では特別な処理が必要になるような手法はとっていません。 

 

2.2.5 その試験結果を公開できますか？  

 

 企業回答: 

弊社の戦略では特別な処理が必要になるような手法はとっていません。 

 

2.2.6  そうした特別の処置が、環境や動物、人間の健康に及ぼす可能性のある影響

について分かっていますか？  
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 企業回答: 

弊社の戦略では特別な処理が必要になるような手法はとっていません。 

 

2.2.7 (こうした処置の)悪影響を回避、軽減するために、貴社ではどのような方針や

手段を提案しますか？  

 

 企業回答:  

まず、弊社の戦略では特別な処理が必要になるような手法はとっていません。 

それ以外の悪影響については、もともと弊社のGM樹木研究の主な目的は、潜在的な

リスクや副次的な影響を評価することであり、さらにその結果に基づき、悪影響を排

除もしくは軽減するための効果的手段についても評価することです。そのため、適性

規模での野外適用試験も含めた研究の重要性を強調したいと思います(現在のフェーズ

と今後の商業栽培導入前の野外試験)。弊社の野外試験はまだ2年しか経過しておらず、

GM技術の悪影響や副次的影響について最終的な結論を出す段階にはありません。 

 

2.2.8 それらの方針や手段は効果的なのでしょうか？詳細を聞かせてください。  

 

 企業回答: 

質問2.2.7の回答を参照してください。 

 

2.2.9 これらの方針や手段を検討する上で、市民社会はどのような形で関わってくる

と考えますか？ 

 

 企業回答: 

Fibria社は、フォレスト・ダイアログ（TFD）や世界自然保護基金(WWF)の新世代プ

ランテーションプロジェクトなどに関与していくことが、市民社会の効果的な参加を

促進する方法について話し合う絶好の機会だと考えています。弊社はこうしたプロセ

スへの参加を強化することで、GM樹木開発に関する対話の透明性と情報開示を進めて

いきたいと考えています。ブラジルだけでなく、この問題に関心がある海外の団体と

も積極的に関わっていきたいと考えています。 

 

2.3 バイオセーフティの問題‐ 社会的、文化的 

 

2.3.1  GM樹木開発にはどのような公的規制や要件がかかっていますか？また、規制

に対するコンプライアンスはどのように検証されていますか？ 
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 企業回答: 

ブラジルでは、GM生物に関するすべての課題について、連邦政府の規定を満たす必

要があり、農業省による監査の対象となっています。Fibria社はすべての規定に厳格

に従っています。そのために、弊社では研究部とともに規制関連業務を専門に扱う部

署を設け、社内のバイオセーフティ委員会としての活動をはじめ、GM樹木開発のすべ

ての過程の審査とモニタリングに至る業務を行っています。 

 

 

3. 社会文化的課題 

 

3.1  貴社は現在、GM樹木が社会に及ぼす悪影響を回避・軽減するための方針を制定

していますか？ 

  

 企業回答: 

現在、社会的影響関連に特化した方針は設けていませんが、質問1.2でも回答した

とおり、弊社はGM樹木開発の企業方針を定期的に見直し、指摘のような新たな課題に

ついても検討する必要性を認識しています。すでにGM樹木開発方針の定期的見直し作

業を始めており、そのために市民社会の代表の協力を歓迎します。 

一方で、現在のところ弊社ではGM樹木開発が、地域社会に悪影響を及ぼすとは考え

ていません。弊社は中小の土地所有者に木材生産を行ってもらうシステムを過去18年

に渡って成功裡に続けています。我々は、3300人以上の中小農家と森林パートナー契

約を締結しています。このプログラムの下、契約農家は(改良品種の)開発費を負担す

ることなく弊社の最新技術を利用することができます。つまり地域の農家と利益を共

有できるしくみができています。 

 

3.2  貴社は特に先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般への

影響に配慮する方針を持っていますか？  

 

 企業回答: 

植林活動の影響を受けるコミュニティ（先住民族であれ何であれ）とは様々な形で

良好な関係構築に務めてきました。社会配慮戦略の一環として、また「雇用マニュア

ル」に従い、Fibria社はこのようなコミュニティと直接、あるいは政府機関や、NGO

その他の企業を通じて、解決方法を模索して来ました。特別な配慮が必要なコミュニ

ティに対しては、政府機関や独立した社会・環境団体などの支援もしばしば受けなが

ら、社会の特定グループを包摂するためのプロジェクトも実施してきました。キロン
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ボ(Quilombo:逃亡奴隷の子孫)や、Tupiniquin、Guaraniといった少数先住民族のコ

ミュニティ、「土地無し農民運動（MST）」のメンバーや地元の零細漁民グループと

いった事例があります。 

現在の弊社の雇用マニュアルやコミュニティとの関係構築にかかる方針は、GM樹木

の課題について特に明確に言及していません。しかし、GM樹木であれ、それ以外の樹

木であれ、弊社の森林パートナーや地域住民の「自由で事前の十分な情報を与えられ

た上での同意」なしに植林事業を進めることはありません。 

 

3.2.1 あると回答された場合、その方針の写しをいただけますか？  

 

 企業回答: 

Fibria社のポルトガル語の雇用マニュアルは弊社のウェブサイトに掲載していま

す： 

http://www.fibria.com.br/shared/midia/publicacoes/manual-de-

engajamento-fibria-3mai2013.pdf 

さらに地域コミュニティとの関係、企業の方針、課題や指針については、サステナ

ビリティ(持続可能性)に関する年次報告書に開示されています。2012年度の報告書

(英語版)は、以下を参照してください。 

http://www.fibria.com.br/rs2012/en/template?go=desempenho-

social/modelo-de-relacionamento.html 

 

3.3  GM樹木は先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般に便益

をもたらすものと考えますか？  

 

 企業回答: 

弊社では、先住民の土地や伝統的コミュニティに特化した研究は実施していません。

現行の研究で便益とリスクを分析し、結果がポジティブで有益なものであれば、技術

は皆のものです。「自由で事前の十分な情報を与えられた上での同意」の原則に沿い、

GM樹木に関する将来の決定は、技術がもたらす利益とリスクを検討したうえで各コミ

ュニティが自由に決めることができます。ブラジルの植林企業が一般的に採用してい

るモデルでは、木材生産・供給のかなりの部分を中小規模の農家による栽培に頼って

おり、そのために最新の技術を提供しています。判明しているリスクを軽減する技術

による便益という観点からは、他の第三者に技術移転しないという合意の下で、無償

あるいは別の形態の取引によって、パートナーの農家に供与しています。 

 

3.4. GM樹木が(社会に)良い影響をもたらすようにするための具体的な計画がありま
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すか？  

 

 企業回答: 

すべての試験栽培は、この種の課題の回答を得るために、潜在的な利益とリスクの

マッピングをするために実施しています。Fibria社だけが利益を得るのではなく、地

域コミュニティや顧客、最終消費者に良い影響をもたらさない樹木種について、商業

植林の認可を得ても意味がありません。 

 

3.5. 先住民族や地域コミュニティが自由で事前の十分な情報を与えられた上で、GM

樹木開発に同意しないと決めた場合、その開発を中止する方針を持っています

か？ 

 

 企業回答: 

それに関する方針は特に設けていませんが、先住民族や地域コミュニティが所有す

る土地で、自由で事前の十分な情報を与えられた上での同意なしに、GM樹木を植栽す

ることはありません。この方針は弊社の2014年のGM樹木開発方針の改訂版に含まれて

います。 

 

3.6. 他国でGM樹木開発を進めようとする場合、情報を得た市民社会組織(CSO)諸団体

から広く反対意見が出された場合、それを中止するような政策を持っています

か？  

 

 企業回答: 

いいえ。それに関連した方針はありませんが、質問1.2の回答を参照してください。

Fibria社の植林とパルプ生産事業はブラジル国内だけで行っています。 

 

3.7. 現在開発中のGM樹木を育成・増殖するために特殊な技術や処置が必要ですか？ 

 

 企業回答: 

これまで弊社が実施してきた手法では、特殊な処置が必要になるとは考えていませ

ん。したがって、従来の植林技術で必要な技術以外に、特殊な技術は必要ありません。 

 

3.8. 開発したGM樹木については、貴社が特許権を保有するのですか？それとも誰に

でも無償で提供されるものですか？ 

 

 企業回答: 
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Fibria社の森林パートナーに対する手続きは、GM技術やGM樹木についても同様に適

用されます。 

 

3.9. 個別の農家やコミュニティが、GM樹木を育てようと思えば、増殖させることが

できますか？ 

 

 企業回答: 

はい。(生物学的には)増殖が可能です。ブラジルの法令ではGURT技術(種子の次世

代栽培が出来なくなる技術=ターミネーター技術）は禁止されています。さらにブラジ

ルにおけるユーカリの増殖は、在来種であれ遺伝子移植の結果、開発されたものであ

れ、主としてマイクロカッティング法による挿し穂技術で行われています。 

 

3.10. GM樹木の増殖が許可されるのですか？ 

 

 企業回答: 

それは企業として戦略的に決定することになりますが、他のビジネスモデルの時の

手続きと変わらないと思います。弊社のサステナビリティ戦略と事業に合致する場合、

個人の農家や地域コミュニティ、市民社会のメンバーは、弊社が開発した遺伝子資源

を活用できることになると考えます。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

苗木の生産や増殖は育種業者の権利であり、「種子と苗木に関する法律(2003年Law 

No. 10711)」で規定されています。 

 

3.11. 増殖のためのライセンスは必要ですか？ 

 

 企業回答: 

それは企業として戦略的に決定することになりますが、現在、在来種のユーカリ増

殖のケースと変わらないと思います(現在、ライセンス料は徴収していません)。ここ

で再度、苗木の生産や増殖は育種業者の権利であり、「種子と苗木に関する法律

(2003年Law No. 10711)」で規定されていることを強調しておきたいと思います。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

苗木の生産や増殖は育種業者の権利であり、「種子と苗木に関する法律(2003年Law 

No. 10711)」で規定されています。 
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3.12. GM樹木を利用するため、増殖するためにライセンス料を支払う必要があります

か？ 

 

 企業回答: 

それは企業として戦略的に決定することになりますが、現在、在来種のユーカリ種

の増殖のケースと変わらないと思います(現在、ライセンス料はいただいていません)。

ここでもう一度、苗木の生産や増殖は育種業者の権利であり、「種子と苗木に関する

法律(2003年Law No. 10711)」で規定されていることを強調しておきたいと思います。 
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企業名: インターナショナルペーパー(IP)  

回答日: 2013年12月13日 
 

1. GM樹木開発計画全般について 

 

1.1.現在GM樹木を開発中あるいは開発を計画していますか？ 

 

 企業の回答： 

IP社はアメリカで2000年までGM樹木開発に部分的に関与して以来、その開発に関わ

っていません。当時、弊社はArborGen社設立のパートナーであり、GM樹木の研究開発

プログラムに貢献しました。現在はArborGen社のブラジルでの小規模野外試験栽培を

支援しています。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

IP社はArborGen社による(GM樹木の)戦略的開発事業に投資しています。 

 

1.2 GM樹木に関する明文化された企業方針を持っていますか？ 

 

 企業回答: 

はい。弊社の方針は以下のURLで公開しています： 

http://www.internationalpaper.com/documents/EN/Sustainability/Procureme

nt__Policy.pdf 

 

1.3  GM樹木開発に先立って、貴社が実行、あるいは計画しているリスク評価手法を

公開することはできますか？ 

 

 企業回答: 

1.1の回答を参照してください。すべてのGM樹木開発は、政府の規定や、施設実験

や野外試験について定められた手続きに厳格に従って実施されると考えています。こ

うした規制や要件については、以下のURLに掲載されています。 

www.aphis.usda.gov/biotechnology 

www.ctnbio.gov.br. 

 

1.4 リスク評価の結果を公表することはできますか？ 

 

 企業回答: 
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1.1及び1.3の回答を参照してください。アメリカとブラジルにおけるGM樹木の試験

栽培の許可申請プロセスや現在のステータスについては、APHIS(米国農務省国際動植

物検疫課)のウェブサイトで公開されています(アメリカにおける試験栽培)。1.3参照。 

 

1.5 遺伝子組換えにより現在開発中、あるいは開発を計画している樹木種もしくは倍

数体について教えてください。 

 

 企業回答: 

1.1参照。ArborGen社ではユーカリ(Eucalyptus)、マツ(Pinus), ポプラ(Populus)、

フウ(Liquidambar)の試験栽培をしていると認識しています。 

 

1.6  今後の数十年間に、遺伝子組換えにより新しい早生樹種、高収穫樹種の開発を

続ける予定ですか？ 

 

 企業回答: 

GM樹木の栽培試験の実績が良好で安全だと分かり、かつ商業的開発が可能で許可が

おりれば、IP社は更なる投資を検討します。しかし、現時点ではGM技術を使わずに在

来樹種の品種改良を行っていく予定です。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

IP社は企業運営のあらゆる側面で継続的な業務改善を図っています。 

 

1.7  このような品種改良は、最新の(遺伝子組換えによらない)育種プログラムでは

達成できないのですか？ 

 

 企業回答: 

樹種やどんな形質に関心があるかにもよります。遺伝子組換えによらない交配によ

る品種改良が大半を占めると考えます。 

 

1.8  早生樹種の開発により、森林への圧力を軽減できるという根拠はありますか？ 

 

 企業回答: 

パルプ工場には一定の生産キャパシティがあり、そのために一定量の木材を必要と

します。工場に原材料を供給している土地1ヘクタール(もしくはエーカー)当たりの

木材生産量が増えれば、原材料供給に必要な土地の面積は当然減るという理論が成り

立ちます。工場への材料を供給している地域の植林地の生産性が向上すれば、天然林
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を伐採する必要性は軽減します。例えば、寒帯地域にあるパルプ工場が原材料調達の

ために必要とする天然林の面積は、人工植林地から100%の供給を受けている同じ規模

の南アメリカのパルプ工場が必要とする土地より相当に広大な土地が必要です。これ

は、工業製品用に木材を供給するための林地への圧力がそれだけ軽減されることにな

ります。その上で、自由になった森林地は他の土地利用に使われるかもしれません。

この原則は、改良樹種が遺伝子組換えによって開発されたか、そうでないかに関わら

ず当てはまることです。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

重要なことは、2050年までに世界の人口は70億人から90億人に増加すると予想され

ていることです。そのすべての人口が紙や包装紙のための繊維、家を建てるための木

材、燃料のための薪炭材を必要とします。このような増大する木材需要をまかなうた

めには、持続的に管理された人工植林地から調達できた方が好ましいと考えています。

そうでなければ、天然林から材料を調達しなければなりません。 

 

1.8-1  もしそうであれば、早生樹種の導入によって自由になった土地への再植林は

止めるのでしょうか？ 

 

 企業回答: 

IP社の事業地では、再生植林を含む造林によって林地を管理しています。次の樹木

生育サイクルを通じて、その土地をどのよう利用するかは、ランドスケープ管理のあ

り方によって変わってきます。一定の区画は将来の木材供給のために伐採されるかも

しれないし、その他の土地利用に使われるかもしれません。 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

需要と生産能力が重要な要素です。GM樹木が使えるからといって、弊社の製品の需

要が増えるというわけではありません。したがって、より少ない面積で木材を生産で

きれば、余分になった土地は別の用途に使うことができます（必ずしも森林には限り

ませんが） 

 

1.9  貴社のGM樹木開発の目的を教えてください。 

 

 企業回答: 

1.1.参照。GM樹木の商業植林が可能になった場合、工業製品の原料となる木材の生

産性と品質が改善し、パルプの生産効率が改善することで、工業用水、化学薬品、エ

ネルギー等の必要消費量が減り、単位木材当たりのパルプ生産量が上がることに弊社
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は関心を持っています。生産性の高い造林地が工場の近くにできれば、輸送距離を短

縮することで燃料費を抑えることもできます。要するにGM樹木は、弊社が地球に残す

「環境フットプリント」を減らし、生産コストを下げるためのポテンシャルとして考

えています。 

 

1.10  GM樹木の試験・パイロット栽培の正確な場所、もしくはおおよその位置(国、

州)について教えてください。 

 

 企業回答: 

1.1.参照。IP社はアメリカにおいて試験栽培を実施していません。ブラジルにおい

て小規模の野外試験栽培をCTNBio(国家バイオ安全技術委員会)によって登録された企

業を通じて実施しています。すべての試験栽培は政府の認可を受け、管理・モニタリ

ングされています。パイロットサイトの州や郡は両国に公式登録されています（URL

のリンクについては1.3参照）。弊社では、適切な試験栽培と開発事業を完了し、商

業化のために必要な認可が得られない限り、GM樹木のパイロット事業を始める計画は

ありません。 

 

1.11  GM樹木を産業規模で開発するためにどのような計画がありますか？ 

 

 企業回答:1.1及び1.10参照。 

IP社は産業規模でのGM樹木開発は計画していません。 

 

1.12  産業規模でGM樹木を植林している、あるは計画している正確な場所、もしくは

おおよその位置(国、州)について教えてください。 

 

 企業回答: 

1.11参照。 

 

1.13 その計画について、どの程度までの詳細を公開することができますか？ 

 

 企業回答: 

1.11参照。 

 

 

2. バイオセーフティの問題 

2.1 遺伝子の問題 
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2.1.1. GM樹木に組み込む、もしくは取り除く遺伝子の詳細を公開することができま

すか？ 

 

 企業回答: 

1.1参照。開発者は、選別した遺伝子のリグニン構造や成長、耐寒性を改善するた

めに実験を行っています。第三者機関から組換え遺伝子の特許を得る際には、機密扱

いする必要があります。また、GM樹木開発には多額の投資が必要であり、商業的にも

知的所有権を保護することで開発にかかった費用を回収する必要があります。 

 

2.1.2. 遺伝子組換え技術により開発された品種は、増殖能力を持っていますか？  

 

 企業回答: 

樹種や使用目的、法規制によるでしょう。 

 

2.1.3.その品種はどのように増殖するのでしょうか？  

 

 企業回答: 

樹種によります。多くは接木や組織培養手法により増殖できるでしょう。 

 

2.1.4. GM樹木と天然の類縁種の交雑を防ぐために、どのような予防措置をとってい

ますか？  

 

 企業回答: 

1.11参照。このような予防対策については法令で厳しく管理されています。試験栽

培中の樹木は開花前に伐採する場合もあります。天然林の中に交雑するような近縁種

がない樹種もあります。これに関する追加情報は質問1.3で挙げているウェブサイト

に公開されています。 

 

2.1.5. GM樹木や組換え遺伝子そのものが自然生態系に抜け出していくのをどのよう

に防ぐ計画ですか？  

 

 企業回答: 

この問題は政府によるリスク評価にも関わっており、試験栽培を実施する際の必要

要件でもあります。試験栽培では、試験サイトを隔離する、花を取り除く、開花する

前に樹木そのものを伐採するといった手段が実際にとられています。将来、商業植林
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をする場合、天然の樹木の中に近縁種がない場合､リスクは発生しないでしょう。 

 

2.1.6. これらの予防措置の効果について詳細を公表できますか？  

 

 企業回答:  

関連法規制を管轄する機関が、認可にあたっての必要条件が守られているかモニタ

リングをすることになっています。試験栽培を行っている機関は、これらの法規制を

順守する義務があります。弊社は、ArboGen社に対し、これらの必要要件を満たすよ

うに社内モニタリング手続きを定めるように求めていますし、政府の審査官が定期的

に監査を行っています。 

 

2.1.7.GM樹木開発を行っている企業は、中国で起こったような事件を防ぐためにどん

な予防措置を検討しているのでしょうか？ 

中国では、約10年前にGM樹木が解禁となり、苗木の販売が始まりましたが、それら

がどこに植栽されたかという記録が残されませんでした。(一部の苗床では、売り上げ

を伸ばすために、通常の樹木もGM樹木と称して売っていました)。これらの企業は、

中国でどれくらいのGM樹木が植栽されたか、その結果どんな影響があるかという情報

を持っていますか？ 

 

 企業回答: 

IP社はその状況について把握していません。GM樹木が商業化された場合、その管理

責任は開発者と育種者の両方にあります。責任ある開発者やその購入者は、適切な管

理システムを確立しておくべきです。 

 

2.1.8. 花粉、種子、果実、花、球果などに操作を加えずに、導入遺伝子を効果的に

封じ込めるメカニズムの開発を行っていますか？ 

 

 企業回答: 

1.1.参照。一般的にこれはケースバイケースで検討すべきことです。ある状況では

開花を抑制することが有益でしょうし、その他のケースでは花をつける性質を保護し

た方が良い場合もあります。 

 

2.1.9. 遺伝子サイレンシング(遺伝子抑制)や遺伝子安定化といった課題に対して不

稔性を確保することができますか？ 

 

 企業回答: 

資料●11

177



25 
 

2.1.8.の回答を参照してください。種の進化の原則では、遺伝子の変異は生物シス

テムの基本的な性質です。科学的には、この質問は非常に技術的なものであり、その

資格のある専門家によって検討されるべきことです。 

 

2.1.10. これらの防止策を進めていく上で、市民社会はどのような形で関わってくる

と考えますか？ 

 

 企業回答： 

連邦政府機関は、科学的事実と専門家の公平な助言に基づきGM樹木の試験栽培にか

かる法令を制定しています。国の法令に基づき、許可申請の各段階で(情報を)公開し、

市民社会のメンバーはコメントをすることができます。公衆参加に関する情報は次の

URLに公開されています。http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/index.shtml. 

 

2.2 科学的、機械的課題 

 

2.2.1 貴社が開発中のGM樹木は特別な化学的、その他の処理が必要ですか？ 

 

 企業回答: 

1.1.の回答を参照してください。GM樹木が商業化された場合、現在、育成している

樹種のストックと同じように使えると考えています。特別な処理や現在の植林で試験

され許可されている以外の特殊な化学薬品は必要ないでしょう。 

 

2.2.2  GM樹木の育成にあたって、何か特別な処理をすることや、生長促進や害虫か

らの保護のために化学薬品等を使用することを考えていますか？ 

 

 企業回答: 

1.11.及び2.2.1.の回答を参照してください。GM樹木の栽培には特別な処理は必要

なく、おそらく育林のサイクルを通じて必要な化学薬品の量は逆に減るだろうと考え

ています。 

 

2.2.3 化学薬品の使用や特殊な処理について、詳細を公表することができますか？

(たとえば化学薬品の名前と特徴や、導入される処理方法について)  

 

 企業回答: 

2.2.1.及び2.2.2.の回答を参照してください。 

 

178



26 
 

2.2.4  そうした特殊な処理によるプラスとマイナスの効果について試験を行ってい

ますか？ 

 

 企業回答: 

2.2.3.の回答を参照してください。 

 

2.2.5 その試験結果を公開できますか？  

 

 企業回答: 

2.2.4.の回答を参照してください。 

 

2.2.6. そうした特別の処置が、環境や動物、人間の健康に及ぼす可能性のある影響

について分かっていますか？  

 

 企業回答: 

現在、植林で使用されている化学物質は、試験段階を経て認可され、法で定められ

た使用法に従っています。 

 

2.2.7  (これらの処置の)悪影響を回避、軽減するために、貴社ではどのような方針

や手段を提案しますか？  

 

 企業回答:  

政府が化学物質の商業利用を許可する際には、リスクについても検討しています。

リスクを軽減するために製品の使用法が定められています。 

 

2.2.8 それらの方針や手段は効果的なのでしょうか？詳細を聞かせてください。  

 

 企業回答: 

IP社は関連法規制のコンプライアンスを順守するために、厳格な方針を設けていま

す。弊社の森林管理の方法には、化学薬品の使用量についても管理しています。弊社

保有の林地から供給される木材は、FSC(Forest Stewardship Council：森林管理協

議会)、SFI(Sustainable Forestry Initiative:持続可能な林業イニシアティブ)、

PEFC(森林認証プログラム)の認証を受けています｡ 

 

 企業のコメント/仮説/考察 

IP社は森林認証制度をサポートしており、現在、弊社が供給する木材の30%以上が
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第三者機関による認証を受けています。認証木材の供給を増やしていく活動を続けて

います。 

 

2.2.9  これらの方針や手段を検討する上で、市民社会はどのような形で関わってく

ると考えますか？ 

 

 企業回答: 

2.2.8.の回答を参照してください。IP社が利用している森林認証システムには基準

制定にあたって市民社会の参加を促すことや、コンプライアンスに関する第三者によ

る検証手続きも含まれています。 

 

2.3 バイオセーフティの問題‐ 社会的、文化的 

 

2.3.1  GM樹木開発にはどのような公的規制や要件がかかっていますか？また、規制

に対するコンプライアンスはどのように検証されていますか？ 

 

 企業回答: 

アメリカとブラジルの連邦政府の法規制関連当局では、実験室からグリーンハウス、

野外区画に至るまでの試験栽培の段階ごとに許可の発行を管理しています。許可申請

書は詳細にレビューされ、法規制を順守しているかを検証すための監査が定期的に実

施されます。 

 

 

3. 社会文化的課題 

 

3.1  貴社は現在、GM樹木が社会に及ぼす悪影響を回避・軽減するための方針を制定

していますか？  

 

 企業回答: 

我々が知る限りGM樹木が社会に悪影響を及ぼすという報告はありません。もし、

我々の事業が社会に悪影響を及ぼすことが分かった場合、会社は対策を講じる方針で

す。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

どのような影響が想定されるのか質問の中で言及されていれば回答しやすかったで

す。 
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3.2  貴社は特に先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般への

影響に配慮する方針を持っていますか？  

 

 企業回答: 

弊社では企業倫理、多様性と持続可能性にかかる方針を設けています。これらの方

針はIP社が事業を行っている地域のすべての利害関係者に適用されます。さらに詳し

い情報は以下のURLで公開されています。 

http://www.internationalpaper.com/US/EN/Company/Sustainability/PeopleFi

rst.html 

 

3.2.1 あると回答された場合、その方針の写しをいただけますか？  

 

 企業回答: 

はい。弊社の公式ウェブサイト(www.internationalpaper.com)で企業方針が公開

されています。 

 

3.3.  GM樹木は先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般に便益

をもたらすものと考えますか？  

 

 企業回答: 

GM樹木は、日々の生活を維持するために、森林に依存して燃料材や繊維、食料や収

入を得ている人々に便益をもたらす可能性を持っています。ケースバイケースですが、

GM樹木もそうでない樹木も、先住民族の収入源になる可能性、より多くの燃料や食料

を供給できる可能性があります。 

 

3.4.  GM樹木が(社会に)良い影響をもたらすようにするための具体的な計画がありま

すか？  

 

 企業回答: 

ほとんどのGM樹木開発は試験段階にあります。樹木の生長や安全性の検証は、栽培

試験の重要な項目の一つです。GM樹木の商業開発は、それが有用な影響をもたらすで

あろうと期待されているからこそ進められているのであって、もし悪影響しかないの

であれば、商業化はされません。 

 

3.5.  先住民族や地域コミュニティが自由で事前の十分な情報を与えられた上で、GM

樹木開発に同意しないと決めた場合、その開発を中止する方針を持っています
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か？  

 

 企業回答: 

弊社の業務のすべての段階で、先住民族や地域コミュニティの権利を尊重する方針

をとっています。もしGM樹木が商業化された場合、弊社が保有もしくは管理する土地

での使用の可否を検討します。その他の土地所有者は、それぞれの状況にあった意思

決定の基準によって、GM樹木の植栽について自由に決断を下すものだと考えています。 

 

3.6.  他国でGM樹木開発を進めようとする場合、情報を得た市民社会組織(CSO)諸団

体から広く反対意見が出された場合、それを中止するような政策を持っていま

すか？  

 

 企業回答: 

もしGM樹木が商業化された場合、それが植林されるのは、持続的な森林施業を認め、

持続的で将来性のある林業セクターの発展をサポートする国だと考えます。GM樹木の

栽培試験と開発には費用がかかるものです。持続可能な植林や林業セクターに反対す

る国でGM樹木が利用されることはないと考えます。 

 

3.7. 現在開発中のGM樹木を育成・増殖するために特殊な技術や処置が必要ですか？ 

 

 企業回答: 

1.1.、2.1.3.および2.2.2.の回答を参照してください。 

もしGM樹木が商業化された場合、非組換え樹木と同じような技術で増殖できると考

えています。 

 

3.8.  開発したGM樹木については、貴社が特許権を保有するのですか？それとも誰に

でも無償で提供されるものですか？ 

 

 企業回答: 

1.1.の回答を参照してください。GM樹木種の開発には費用がかかり、その樹木資源

の開発者が商業目的の利用を管理するのは妥当だと考えます。 

 

3.9.  個別の農家やコミュニティが、GM樹木を育てようと思えば、増殖させることが

できますか？ 

 

 企業回答: 
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それは、問題となる樹種、増殖に必要な方法や、GM樹木を商業ベースで供給する業

者が規定する利用条件によるでしょう。 

 

3.10. GM樹木の増殖が許可されるのですか？ 

 

 企業回答: 

それはGM樹木を供給する業者との交渉になるでしょう。樹木の開発者と販売者は、

それが認可された時には、樹木資源に対して一定の制限と管理権を留保するだろうと

考えられます。(2.1.の回答を参照してください)。 

 

3.11. 増殖のためのライセンスは必要ですか？ 

 

 企業回答: 

はい。これは特許製品となるGM樹木の供給業者との交渉条件になると考えます。 

 

3.12.  GM樹木を利用したり、増殖するためにライセンス料を支払う必要があります

か？ 

 

 企業回答: 

はい。3.11.の回答を参照してください。 
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企業名: ミードウエストヴェイコ(MWV)  

回答日: 2013年12月1日 
 

1. GM樹木開発計画全般について 

 

1.1.現在GM樹木を開発中あるいは開発を計画していますか？ 

 

 企業の回答： 

MWV社はArborGen社の親会社の一つであり、そのためGM樹木開発に間接的に関わっ

ています。このアンケートの多くの質問について正確な回答を得るためにはArborGen

社の情報が必要です。今後の対話においてはArborGen社を含めることにより彼らの見

解を反映することを提案します。 

 

1.2 GM樹木に関する明文化された企業方針を持っていますか？ 

 

 企業の回答： 

MWV社はGM樹木開発に関するすべての政府の法規制を順守していますし、今後もそ

の予定です。GM技術は従来の改良品種開発の延長線上にあるものだと考えています。

ま た 、 弊 社 は 森 林 バ イ オ 技 術 研 究 所 (IFB: the Institute for Forest 

Biotechnology)の協力企業でもあり、IFBの「責任ある利用：バイオ技術樹木の原則 

(Responsible Use: Biotech Tree Principles)」の開発を支援しました。 

 

1.3  GM樹木開発に先立って、貴社が実行、あるいは計画しているリスク評価手法を

公開することはできますか？ 

 

 企業の回答： 

MWV社はリスク評価のプロセスに直接関わってはいませんが、法令を管理する機関

が実施した特定のリスクに関する評価は公開しています。 

 

1.4 リスク評価の結果を公表することはできますか？ 

 

 企業の回答： 

1.3.の回答を参照してください。 

 

1.5  遺伝子組換えにより現在開発中、あるいは開発を計画している樹木種もしくは

倍数体について教えてください。 
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 企業の回答： 

MWV社は現在、GM樹木開発は行っていません。ArborGen社は、ユーカリ、ポプラ、

フウのGM樹木の開発を行っています。情報は一般公開されています。 

 

1.6  今後の数十年間に、遺伝子組換えにより新しい早生樹種、高収穫樹種の開発を

続ける予定ですか？ 

 

 企業の回答： 

1.5.の回答を参照してください。 

 

1.7  このような品種改良は、最新の(遺伝子組換えによらない)育種プログラムでは

達成できないのですか？ 

 

 企業の回答： 

MWV社の考えでは、ある種の樹木特性は高度な品質改良プログラムによって開発が

可能です。一方でGM技術を使わなければ開発できない特性もあります。 

 

1.8 早生樹種の開発により、森林への圧力を軽減できるという根拠はありますか？ 

 

 企業の回答： 

世界自然保護基金(WWF)が最近発表した報告書「Living Forest Report」の 第4章

によれば、需要の増加により木材生産のために多くの天然林を伐採する必要が高まっ

ており、天然林が残っていないところでは、より多くの植林地を開発する必要がある

としています。同報告書では、GM樹木に使われるバイオ技術により、理論的には造林

地の生産性を高めることができ、それによって木材生産に必要な土地の面積を減らす

ことができるとも言っています。 

 

1.8-1  もしそうであれば、早生樹種の導入によって自由になった土地への再植林は

止めるのでしょうか？ 

 

 企業の回答： 

MWV社はそれほど大きな商業造林地をアメリカ国内に保有していません。すでに集

約的に管理されている植林地や、放棄された土地、あるいは余剰農地において、早世

樹種の植栽が行われていることを知っています。 
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1.9 貴社のGM樹木開発の目的を教えてください。 

 

 企業の回答： 

MWV社は、GM樹木は、木材、繊維、エネルギー源としての木材の需要の増加に対応

することで社会に重要な貢献ができると考えています。将来的には商業ベースで生産

されるもとと考えます。MWV社の目的は、概ねアメリカとブラジル南部のパルプ工場

に原材料を供給するためです。 

 

1.10  GM樹木の試験・パイロット栽培の正確な場所、もしくはおおよその位置(国、

州)について教えてください。 

 

 企業の回答： 

MWV社がテキサス州で民間の土地所有者から借りている土地で、ArborGen社がいつ

くかの試験栽培地を設けています。これらのサイトはきちんと管理されており、州と

郡の位置情報は一般公開されています。 

 

1.11 GM樹木を産業規模で開発するためにどのような計画がありますか？ 

 

 企業の回答： 

MWV社には、近年中にGM樹木を産業規模で開発する計画はありません。弊社がGM樹

木開発を支援するのは、木材、繊維、エネルギー源の需要増加にこたえることで重要

な貢献ができると考えているからです。 

 

1.12  産業規模でGM樹木を植林している、あるは計画している正確な場所、もしくは

おおよその位置(国、州)について教えてください。 

 

 企業の回答： 

MWV社には、近年中にGM樹木を産業規模で開発する計画はありません。(GM樹木が)

認可された場合、パルプ繊維生産を最大化する手段として利用する方法を検討します。 

 

1.13 その計画について、どの程度までの詳細を公開することができますか？ 

 

 企業の回答： 

質問1.11.でも回答したとおり、近年中にGM樹木を産業規模で開発する計画はあり

ません。しかしこの技術が商業化された場合は、それが利用可能で経済性が成り立つ

場合の利用を考えます。 
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2. バイオセーフティの問題 

2.1 遺伝子の問題 

 

2.1.1. GM樹木に組み込む、もしくは取り除く遺伝子の詳細を公開することができま

すか？ 

 

 企業の回答： 

現在関心を持っている特性は、生長量、容積重と質、化学薬品使用の軽減です。 

 

2.1.2. 遺伝子組換え技術により開発された品種は、増殖能力を持っていますか？  

 

 企業の回答： 

この質問にはArborGen社に回答してもらうのがベストでしょう。今後の対話におい

ては同社を含めて彼らの意見を聞くことをお勧めします。 

 

2.1.3.その品種はどのように増殖するのでしょうか？  

 

 企業の回答： 

2.1.2.の回答参照。 

 

2.1.4. GM樹木と天然の類縁種の交雑を防ぐために、どのような予防措置をとってい

ますか？  

 

企業の回答： 

2.1.2.の回答参照。 

 

2.1.5. GM樹木や組換え遺伝子そのものが自然生態系に抜け出していくのをどのよう

に防ぐ計画ですか？  

 

 企業の回答： 

2.1.2.の回答参照。 

 

2.1.6. これらの予防措置の効果について詳細を公表できますか？  

 

 企業の回答： 
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2.1.2.の回答参照。 

 

2.1.7.GM樹木開発を行っている企業は、中国で起こったような事件を防ぐためにどん

な予防措置を検討しているのでしょうか？ 

中国では、約10年前にGM樹木が解禁となり、苗木の販売が始まりましたが、それら

がどこに植栽されたかという記録が残されませんでした。(一部の苗床では、売り上げ

を伸ばすために、通常の樹木もGM樹木と称して売っていました)。これらの企業は、

中国でどれくらいのGM樹木が植栽されたか、その結果どんな影響があるかという情報

を持っていますか？ 

 

 企業の回答： 

中国でのGM樹木プランテーションの影響についてはいくつもの報告書が発表されて

います。特に病虫害耐性、樹木増殖の潜在力（もしくは潜在力のなさ）といった側面

について報告されています。GM樹木が商業化された時に、それを導入するであろう潜

在的な顧客として弊社は、(IFBの )「責任ある利用：バイオ技術樹木の原則 

(Responsible Use: Biotech Tree Principles)」に従って、バイオ技術樹木を入手

し、自然環境下で、植栽、育成、利用、収穫、(移転)する計画でいます。森林認証プ

ログラムに準拠し、GM樹木開発の関するベスト・プラクティスをつくっていくことを

考えています。 

 

2.1.8. 花粉、種子、果実、花、球果などに操作を加えずに、導入遺伝子を効果的に

封じ込めるメカニズムの開発を行っていますか？ 

 

 企業の回答： 

2.1.2.の回答参照。 

 

2.1.9. 遺伝子サイレンシング(遺伝子抑制)や遺伝子安定化といった課題に対して不

稔性を確保することができますか？ 

 

 企業の回答： 

2.1.2.の回答参照。 

 

2.1.10.これらの防止策を進めていく上で、市民社会はどのような形で関わってくる

と考えますか？ 

 

 企業の回答： 

188



36 
 

2.1.2.の回答参照。 

 

2.2 科学的、機械的課題 

 

2.2.1 貴社が開発中のGM樹木は特別な化学的、その他の処理が必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

特殊な化学薬品の使用は想定しておらず、計画もありません。ほとんどのGM樹木に

おいて、従来の植林技術がそのまま、あるいは適当な改善をしたうえで使われると考

えています。除草剤耐性や病害虫耐性を強化したGM樹木については、化学薬品の使用

は軽減される見込みです。 

 

2.2.2 GM樹木の育成にあたって、何か特別な処理を行なったり、生長促進や害虫から

の保護のために化学薬品等を使用することを考えていますか？ 

 

 企業の回答： 

2.2.1.の回答参照。 

 

2.2.3 化学薬品の使用や特殊な処理について、詳細を公表することができますか？

(たとえば化学薬品の名前と特徴や、導入される処理方法について)  

 

 企業の回答： 

2.2.1.の回答参照。 

 

2.2.4 そうした特殊な処理によるプラスとマイナスの効果について試験を行っていま

すか？ 

 

 企業の回答： 

2.2.1.でも回答したとおり、除草剤の適用やその他の処置については、長年、林業

セクターで用いられていた従来の集約的な造林手法で行われている施業とほとんど同

じと考えています。 

 

2.2.5 その試験結果を公開できますか？  

 

 企業の回答： 

2.2.4.の回答参照。 
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2.2.6.そうした特殊な処理が、環境や動物、人間の健康に及ぼす可能性のある影響に

ついて分かっていますか？  

 

 企業の回答： 

2.2.4.の回答参照。 

 

2.2.7 (こうした処置の)悪影響を回避、軽減するために、貴社ではどのような方針や

手段を提案しますか？  

 

 企業の回答： 

GM樹木の潜在的な顧客(ユーザー)として、弊社は(IFBの)「責任ある利用：バイオ

技術樹木の原則 (Responsible Use: Biotech Tree Principles)」に従って、バイ

オ技術樹木を入手し、自然環境下で、植栽、育成、利用、収穫、(移転)する計画でい

ます。我々は連邦や州政府の最良の管理手法やGM樹木の使用に関する森林認証プログ

ラムの規定を順守していくつもりです。 

 

2.2.8 それらの方針や手段は効果的なのでしょうか？詳細を聞かせてください。 

  

 企業の回答： 

2.2.7.の回答参照。 

 

2.2.9 これらの方針や手段を検討する上で、市民社会はどのような形で関わってくる

と考えますか？ 

 

 企業の回答： 

「責任ある利用：バイオ技術樹木の原則 (Responsible Use: Biotech Tree 

Principles)」は、大学の研究者、環境保護・保全団体や業界の代表者を含む広範囲

にわたる多様な利害関係者の協力によってつくられています。認証プログラムや連

邦・州政府のベスト管理手法にも、多くの多様な利害関係者の意見が取り入れられて

います。 

 

2.3 バイオセーフティの問題‐ 社会的、文化的 

 

2.3.1  GM樹木開発にはどのような公的規制や要件がかかっていますか？また、規制

に対するコンプライアンスはどのように検証されていますか？ 
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 企業の回答： 

アメリカでもブラジルでも、連邦の関連法令を取り扱う機関がGM樹木の野外(試験)

植林の申請書を審査しています。試験栽培地は連邦か州の審査官が定期的に監査を行

い、規制要件とのコンプライアンスを確認しています。 

 

3. 社会文化的課題 

 

3.1  貴社は現在、GM樹木が社会に及ぼす悪影響を回避・軽減するための方針を制定

していますか？  

 

 企業の回答： 

この質問は、GM樹木は社会に悪影響を及ぼすであろうという前提に立っていると思

います。GM樹木の負の社会的影響にはどんなことが考えられるのか明確にする必要が

あると思います。 

 

3.2  貴社は特に先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般への

影響に配慮する方針を持っていますか？  

 

 企業の回答： 

はい。MWV社は林業セクターのための社会関連法コンプライアンス方針を定めてい

ます。各種労働・社会関連法令を厳格に順守しており、市民権、雇用機会均等、差

別・嫌がらせ防止手段、労働者保障、労働者及び地域コミュニティの知る権利、現行

賃金、労働者の団結権、職業の健康と安全といった課題に取り組んでいます。 

 

3.2.1 あると回答された場合、その方針の写しをいただけますか？  

 

 企業の回答： 

はい。 

 

3.3.  GM樹木は先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般に便益

をもたらすものと考えますか？  

 

 企業の回答： 

GM樹木は社会一般に、経済と環境保全の両面で大きな便益をもたらす可能性がある

と考えています。例えば、過疎が進む地域コミュニティの活性化や天然林伐採の圧力
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を軽減できる可能性があります。さらに、GM樹木は、先住民族のコミュニティや社会

のその他のグループにとって大切な樹種の病害虫被害を軽減することに役立つかもし

れません。 

 

3.4.  GM樹木が(社会に)良い影響をもたらすようにするための具体的な計画がありま

すか？  

 

 企業の回答： 

GM樹木は良い影響をもたらすものと考えていますが、この技術はまだ商業化されて

いません。技術が(商業的に)利用できるようになった時には、MWV社は我々が事業を

行う地域のコミュニティやその他の利害関係者と連携しながら、どのような具体的計

画が必要かどうかを決定したいと思います。(※ブラジルでは､２０１５年４月９日､

Suzano社の子会社FuturaGene社がCTNBio(国家バイオ安全技術委員会)より､遺伝子組

換えユーカリの商業利用の許可を得た｡) 

 

3.5.  先住民族や地域コミュニティが自由で事前の十分な情報を与えられた上で、GM

樹木開発に同意しないと決めた場合、その開発を中止する方針を持っています

か？  

 

 企業の回答： 

「自由で事前の十分な情報を与えられた上での同意(FPIC)」というコンセプトが出

来る前から、MWV社は、アメリカとブラジル両国の事業地のコミュニティとの調和を

重視して事業を行ってきました。このような地域と連携した事業モデルをすべての事

業地で続けていきます。 

 

3.6.  他国でGM樹木開発を進めようとする場合、情報を得た市民社会組織(CSO)諸団

体から広く反対意見が出された場合、それを中止するような政策を持っていま

すか？ 

  

 企業の回答：3.5.の回答参照。 

 

3.7. 現在開発中のGM樹木を育成・増殖するために特殊な技術や処置が必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

MWV社は、GM樹木は現在の植林地の集中的な管理手法と同様に管理できると考えて

います。 
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3.8.  開発したGM樹木については、貴社が特許権を保有するのですか？それとも誰に

でも無償で提供されるものですか？ 

 

 企業の回答： 

この質問にはArborGen社に回答してもらうのがベストでしょう。今後の対話におい

ては同社を含めて彼らの意見を聞くことをお勧めします。 

 

3.9.  個別の農家やコミュニティが、GM樹木を育てようと思えば、増殖させることが

できますか？ 

 

 企業の回答： 

3.8.の回答参照。 

 

3.10.  GM樹木の増殖が許可されるのですか？ 

 

 企業の回答： 

3.8.の回答参照。 

 

3.11.  増殖のためのライセンスは必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

3.8.の回答参照。 

 

3.12.  GM樹木を利用したり、増殖するためにライセンス料を支払う必要があります

か？ 

 

 企業の回答： 

3.8.の回答参照。 
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企業名: ストラエンソ（STORA ENSO）  

回答日: 2013年11月29日 
 

1. GM樹木開発計画全般について 

 

1.1.現在GM樹木を開発中あるいは開発を計画していますか？ 

 

 企業の回答： 

はい。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

現在、ユーカリ品種改良プログラムの一環で、植林地の持続可能な集約化を進める

ための様々な技術の研究、フィージビリティ評価を行っています。遺伝子組換えはそ

うした技術の一つです。 

 

1.2 GM樹木に関する明文化された企業方針を持っていますか？ 

 

 企業の回答： 

はい。持っています。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

弊社の「木材及び繊維原料調達及び土地管理ポリシー」をウェブ上で公開している

ので、参照してください。 

(http://www.storaenso.com/responsibility/ourapproach/policies/Documents/W

ood%20and%20Fibre%20Sourcing,%20and%20Land%20Management%20Policy%202012.p

df). 

 

1.3  GM樹木開発に先立って、貴社が実行、あるいは計画しているリスク評価手法を

公開することはできますか？ 

 

 企業の回答： 

現在、弊社の研究は予備段階ですが、事業を行っている国が規定するリスク評価や

法規制は当然ながら遵守していきます。 

 

1.4  リスク評価の結果を公表することはできますか？ 
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 企業の回答： 

上記を参照してください。リスク評価の結果については透明性を確保し公開してい

く予定です。 

 

1.5  遺伝子組換えにより現在開発中、あるいは開発を計画している樹木種もしくは

倍数体について教えてください。 

 

 企業の回答： 

さまざまなユーカリ樹種とその交配種の持続性について研究を行っています。 

 

1.6  今後の数十年間に、遺伝子組換えにより新しい早生樹種、高収穫樹種の開発を

続ける予定ですか？ 

 

 企業の回答： 

上記の最初の質問への回答を参照してください。現在、予備研究段階ですので、こ

れについてコメントするのは時期尚早と考えます。 

 

1.7  このような品種改良は、最新の(遺伝子組換えによらない)育種プログラムでは

達成できないのですか？ 

 

 企業の回答： 

GM技術は、従来のその他の品種改良手法に付加価値を与えてるものだと考えていま

す。このような技術は、従来の品種改良によって抽出された優秀な遺伝子に対して行

われるものです。 

 

1.8 早生樹種の開発により、森林への圧力を軽減できるという根拠はありますか？ 

 

 企業の回答： 

森林減少や劣化の問題は、単に多収性樹種を導入すれば良いというものではなく、

もっと複雑な要因が絡まった現象です。しかし、早生樹種は森林減少を抑えるために

一定の貢献ができると考えます。世界の人口増加によって増え続ける木材、繊維、燃

料材などへの需要を満たすためには、生産の持続的な集約化が必要です。参考までに

世界自然保護基金(WWF)が発行している「Living Forest Report」の第1章、第4章に

啓発的な論考が掲載されています。 

 

1.8-1  もしそうであれば、早生樹種の導入によって自由になった土地への再植林は
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止めるのでしょうか？ 

 

 企業の回答： 

単純にお答えすることはできません。再植林するか否かという問題は、その時点で

その土地をどのように利用することが最良かということを検討したうえで評価します。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

ブラジルのバイーア(Bahia)州で土地利用を集約化することで天然林の保全に効果

があった事例があります。植林地での木材生産の集約化を進めた結果、安定した土地

利用が可能になり、在来樹相を回復することができました。 

(http://www.youtube.com/watch?v=iwrV_yQ46Q0&list=FL3WUNpTDWw42Yms2lemka

NA&index=3 を参照してください。） 

 

1.9  貴社のGM樹木開発の目的を教えてください。 

 

 企業の回答： 

遺伝子組換えの目的は、その他の従来の品種改良技術と同じで、持続的な集約生産

のためです。これによってバイオマスの増産、パルプの品質改善、耐霜性の強化など

が見込まれます。 

 

1.10  GM樹木の試験・パイロット栽培の正確な場所、もしくはおおよその位置(国、

州)について教えてください。 

 

 企業の回答： 

ブラジル国内で野外試験地を開発する予定ですが、場所は決まっていません。具体

化した段階で情報公開する予定です。 

 

1.11 GM樹木を産業規模で開発するためにどのような計画がありますか？ 

 

 企業の回答： 

現在のところ具体的な計画はありません。GM技術のフィージビリティを評価してい

る段階です。 

 

1.12  産業規模でGM樹木を植林している、あるは計画している正確な場所、もしくは

おおよその位置(国、州)について教えてください。 
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 企業の回答： 

上記の回答を参照してください。 

 

1.13 その計画について、どの程度までの詳細を公開することができますか？ 

 

 企業の回答： 

上記の回答を参照してください。 

 

 

2. バイオセーフティの問題 

2.1 遺伝子の問題 

 

2.1.1.  GM樹木に組み込む、もしくは取り除く遺伝子の詳細を公開することができま

すか？ 

 

 企業の回答： 

一般的な原則として、弊社は個別の研究プロジェクトについてコメントすることは

差し控えています。これはGM樹木に限らずすべての研究に当てはまることです。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

もしGM樹木を事業化する段階になれば、育種効果を上げるために使う特定の遺伝子

や遺伝子プロモーターの組み合わせについては特許権を取得することになります。特

許申請の規定に従い関連する情報は公開されます。 

 

2.1.2.  遺伝子組換え技術により開発された品種は、増殖能力を持っていますか？  

 

 企業の回答： 

おそらく増殖能力はあると考えます。我々はGM樹木を不稔にする技術は持っていま

せん。 

 

2.1.3.  その品種はどのように増殖するのでしょうか？  

 

 企業の回答： 

その段階に至ったときには、これまでのユーカリクローンの増殖と同じく、クロー

ン増殖や組織培養によって増殖させます。 
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2.1.4.  GM樹木と天然の類縁種の交雑を防ぐために、どのような予防措置をとってい

ますか？ 

  

 企業の回答： 

GM樹木を一般樹木の自生域に植林する予定はありませんので、交雑のリスクは特に

発生しないと考えています。 

 

2.1.5. GM樹木や組換え遺伝子そのものが自然生態系に抜け出していくのをどのよう

に防ぐ計画ですか？ 

 

 企業の回答： 

通常の品種改良プログラムによって作られた改良ユーカリ種や交配種(ハイブリッ

ド)の植林地、あるいは新たな地域に導入された外来種の場合と同じように、GM樹木

は拡散するかもしれないし、そうでないかもしれません。植林地のユーカリが近接す

る地域に拡散して生存するか、優勢となるかは、その土地での競合や土地の管理体制

などによって違ってきます。 

 

2.1.6.  これらの予防措置の効果について詳細を公表できますか？ 

  

 企業の回答： 

すべての外来種、優勢クローン種の場合と同じように、植林地の気候、土壌その他

の条件に対し、GM樹木がどのように反応するかは適切な野外試験によって検証する必

要があり、これはとても重要なことです。予防的措置にはリスク評価や試験段階での

樹木の侵襲性のモニタリングなどが含まれます。 

 

2.1.7.  GM樹木開発を行っている企業は、中国で起こったような事件を防ぐためにど

んな予防措置を検討しているのでしょうか？ 

中国では、約10年前にGM樹木が解禁となり、苗木の販売が始まりましたが、

それらがどこに植栽されたかという記録が残されませんでした。(一部の苗

床では、売り上げを伸ばすために、通常の樹木もGM樹木と称して売っていま

した)。これらの企業は、中国でどれくらいのGM樹木が植栽されたか、その

結果どんな影響があるかという情報を持っていますか？ 

 

 企業の回答： 

現在、中国にはGM樹木に関する明確な法規制が出来ています。弊社がGM樹木を開発

する際には、その他のクローンと同じ様に保護する必要があります。すべての商業化
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されたクローンはDNA型鑑定法によって登録されます。中国におけるGM樹木の生態、

リスクを分析した文献がいくつか発表されています。その一例に以下のものがありま

す： 

Jianjun Hu, Lijuan Wang, Donghui Yan, and Meng‐Zhu Lu. Research and 

Application of Transgenic Poplar in China. In: T. Fenning (ed.). 

Challenges and Opportunities for the World’s Forests in the 21st Century. 

Forestry Sciences 81. DOI 10.1007/978‐94‐007‐7076‐8_24. ©Springer 

Science+Business Media Dordrecht 2013. 

 

2.1.8.  花粉、種子、果実、花、球果などに操作を加えずに、導入遺伝子を効果的に

封じ込めるメカニズムの開発を行っていますか？ 

 

 企業の回答： 

弊社では樹木の開花能力に影響を及ぼす技術は使っていません。 

 

2.1.9.  遺伝子サイレンシング(遺伝子抑制)や遺伝子安定化といった課題に対して不

稔性を確保することができますか？ 

 

 企業の回答： 

2.1.8.の回答参照。 

 

2.1.10.  これらの防止策を進めていく上で、市民社会はどのような形で関わってく

ると考えますか？ 

 

 企業の回答： 

多くの政府機関が国レベルでの予防対策を講じているか、今後、そうする予定です。

関連する国際協定にも参加しています。各国政府は市民社会がこうしたプロセスに参

加できるよう支援をするべきでしょう。 

 

2.2 科学的、機械的課題 

 

2.2.1 貴社が開発中のGM樹木は特別な化学的、その他の処理が必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

いいえ。 
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2.2.2  GM樹木の育成にあたって、何か特別な処理をしたり、生長促進や害虫からの

保護のために化学薬品等を使用することを考えていますか？ 

 

 企業の回答： 

弊社がGM樹木の商業植林をする場合には、従来の品種改良によって作成したクロー

ン種と同様の管理原則を適用します。例えば、弊社の植林地では、FSC(森林管理協議

会)などの認証システムによって認可された化学薬品を使用しています。 

 

2.2.3 化学薬品の使用や特殊な処理について、詳細を公表することができますか？

(たとえば化学薬品の名前と特徴や、導入される処理方法について)  

 

 企業の回答： 

GM樹木に適用する特別な処理はありません。 

 

2.2.4  そうした特殊な処理によるプラスとマイナスの効果について試験を行ってい

ますか？ 

 

 企業の回答： 

GM樹木に適用する特別な処理はありません。 

 

2.2.5  その試験結果を公開できますか？ 

  

 企業の回答： 

GM樹木に適用する特別な処理はありません。 

 

2.2.6. そうした特殊な処理が、環境や動物、人間の健康に及ぼす可能性のある影響

について分かっていますか？  

 

 企業の回答： 

GM樹木に適用する特別な処理はありません。 

 

2.2.7  (こうした処置の)悪影響を回避、軽減するために、貴社ではどのような方針

や手段を提案しますか？  

 

 企業の回答： 

GM樹木に適用する特別な処理はありません。 
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2.2.8 それらの方針や手段は効果的なのでしょうか？詳細を聞かせてください。  

 

 企業の回答： 

GM樹木に適用する特別な処理はありません。 

 

2.2.9  これらの方針や手段を検討する上で、市民社会はどのような形で関わってく

ると考えますか？ 

 

 企業の回答： 

2.1.10の回答を参照してください。 

 

2.3 バイオセーフティの問題‐ 社会的、文化的 

 

2.3.1  GM樹木開発にはどのような公的規制や要件がかかっていますか？また、規制

に対するコンプライアンスはどのように検証されていますか？ 

 

 企業の回答： 

もしブラジルで研究段階から試験栽培に進むことになれば、ブラジル国内の関連法

令が適用され、それらのコンプライアンス体制に従うことになります。 

 

 

3. 社会文化的課題 

 

3.1  貴社は現在、GM樹木が社会に及ぼす悪影響を回避・軽減するための方針を制定

していますか？  

 

 企業の回答： 

我々はGM技術そのものが、社会に悪影響も好影響も及ぼすものとは考えていません。

社会配慮の観点から言えば、GM樹木はその他の品種改良プログラムにより進められる

植林と何ら変わらないと考えています。 

 

3.2  貴社は特に先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般への

影響に配慮する方針を持っていますか？  

 

 企業の回答： 
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Stora Enso社のウェブサイトをご覧ください。 

(http://www.storaenso.com/responsibility/ourapproach/policies/Pages/Polic

ies%20and%20principles.aspx): 

 

弊社は以下のような方針・ガイドラインを設けております。 

・ 企業の社会的責任に係る方針 

・ 企業の社会的責任ガイドライン 

・ 木材及び繊維材料調達と土地管理に関する方針 

・ 人権に関するステートメント 

 

3.2.1 あると回答された場合、その方針の写しをいただけますか？  

 

 企業の回答： 

上記参照。 

 

3.3.  GM樹木は先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般に便益

をもたらすものと考えますか？ 

  

 企業の回答： 

我々はGM技術そのものは、これらの社会に特別な便益をもたらすとは考えていませ

ん。社会への便益は植林地の一般的な管理方法、企業が得た便益をいかにして社会に

還元していくかといったアプローチ次第だと考えています。 

 

3.4. GM樹木が(社会に)良い影響をもたらすようにするための具体的な計画がありま

すか？ 

 

 企業の回答： 

上記参照。一般的な方針として、弊社は健全で持続的なビジネス経営を進めるだけ

でなく、「地球的責任」アプローチに従って、社会に利益を還元することにも務めて

います。植林事業に関しては、GM技術によるものであれ、それ以外であれ、改良クロ

ーン種の導入により、Storia Enso社の契約栽培プログラムやその他の類似のスキー

ムに参加する地域住民と会社の双方が利益を享受できるしくみになっています。 

 

3.5.  先住民族や地域コミュニティが自由で事前の十分な情報を与えられた上で、GM

樹木開発に同意しないと決めた場合、その開発を中止する方針を持っています

か？  
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 企業の回答： 

弊社は特にそうした方針を定めていません。3.1.の回答を参照してください。弊社

は先住民族が伝統的に管理してきた土地に対する法的権利を尊重しており、地域の利

害関係者の意見には注意深く耳を傾けるようにしています。広く地域住民の同意と協

力関係を築くことは、植林地経営の成功のためには不可欠なものです。 

 

3.6.  他国でGM樹木開発を進めようとする場合、情報を得た市民社会組織(CSO)諸団

体から広く反対意見が出された場合、それを中止するような政策を持っていま

すか？  

 企業の回答： 

上記参照。 

 

3.7.  現在開発中のGM樹木を育成・増殖するために特殊な技術や処置が必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

いいえ。この件に関して言えば弊社の従来の品種改良プログラムで生産されるクロ

ーン種の取扱いと同じです。 

 

3.8.  開発したGM樹木については、貴社が特許権を保有するのですか？それとも誰に

でも無償で提供されるものですか？ 

 

 企業の回答： 

この件についても、従来の品種改良プログラムで生産されるクローン種もGM樹木も

同じ取扱いになるでしょう。無償で提供されることはなく、他社とライセンス契約を

締結するか、契約栽培に参加する地元の農家に限って提供されることになるでしょう。 

 

3.9.  個別の農家やコミュニティが、GM樹木を育てようと思えば、増殖させることが

できますか？ 

 

 企業の回答： 

はい、できます。3.7.の回答を参照してください。 

 

3.10.  GM樹木の増殖が許可されるのですか？ 

 

 企業の回答： 
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この件についても、Stora Enso社が登録しているその他のクローン種と取扱いは同

じです。通常、契約栽培スキームに参加する農家や地域コミュニティと合意書を締結

した場合、特定のクローン種の利用権(義務ではない)も付与されます。 

 

3.11.  増殖のためのライセンスは必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

上記参照。 

 

3.12.  GM樹木を利用するため、増殖するためにライセンス料を支払う必要がありま

すか？ 

 

 企業の回答： 

上記参照。 
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企業名:スザーノ（SUZANO）  

回答日: 2013年12月6日 
 

1. GM樹木開発計画全般について 

 

1.1.  現在GM樹木を開発中あるいは開発を計画していますか？ 

 

 企業の回答： 

はい。 

 

1.2   GM樹木に関する明文化された企業方針を持っていますか？ 

 

 企業の回答： 

現在はありません。Suzano社は現行の企業方針をもとに、国の関連法令で定められ

た法的義務に従いつつ、GM樹木開発に関する方針を定めていく予定です。Suzano社の

GM樹木についての基本姿勢は以下のとおりです： 

Suzano社は、GM技術は樹木種の農学的形質を改善する特別な手段であり、従来の育

種プログラムの延長線上にあると考えています。この技術によって、木材の生産性を

維持強化し、木材の性質を改善する持続的な手段を得ることができます。弊社では広

範なバイオセーフティ研究を行っており、現在、あるいは今後計画するGM樹木開発事

業にあたっては、すべての法規制を厳格に順守していきます。弊社は市民社会と連携

し、GM技術は持続可能な植林地管理のための重要な手段であるという共通の認識を醸

成するために、GM樹木プログラムの情報を開示していきます。 

 

1.3  GM樹木開発に先立って、貴社が実行、あるいは計画しているリスク評価手法を

公開することはできますか？ 

 

 企業の回答： 

はい。弊社のGM樹木のリスク評価は、ブラジル法第11.105号(2005年3月24日バイオ

セーフティ法)に基づきCTNBio(国家バイオ安全技術委員会)が定めた「規範決議第5号

(NR5)」の必要要件に従っています。NR5の原則は生物多様性条約の「カルタヘナ議定

書」と「国際食品規格委員会(Codex Alimentarium)」の規定に基づき、一般に公開さ

れています。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

ブラジルのCTNBioは法第11.105号(2005年3月24日)に基づき設置された学際的な合
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議組織で、連邦政府が遺伝子組換え体(GMO)にかかる国家バイオセーフティ政策の制

定、実施、改訂する際の技術的助言を行っています。CTNBioは、GMOやその派生物の

生成、実験、栽培、取扱い、輸送、流通、消費、保管、販売と廃棄に係る一連の活動

を通じて、人間の健康、その他の生物や環境保護のための技術安全基準の制定や技術

的助言も行っています。ブラジルにおけるGMOの商業化にかかる意思決定に際しては、

市民社会の代表の参画を確保するために、CTNBioのメンバー構成は法律で定められて

います。すなわち、保健専門家3名、動物保健の専門家3名、植物専門家3名、環境専

門家3名、家族農業専門家1名、消費者権利の専門家1名、バイオテクノロジー専門家1

名、労働保健専門家1名、さらに科学技術省、農業省、環境省、保健省、農業開発省、

工業省法務省、防衛省、対外関係省、漁業省の代表各1名で構成されています。すべて

のCTNBioメンバーは博士号か同等の資格を持ち、月1回年10回の会合を開いています。

すべての会合の記録や情報は一般公開されています。 

 

1.4  リスク評価の結果を公表することはできますか？ 

 

 企業の回答： 

はい。現在、ブラジルで実施中のリスク評価研究の結果のうち、まだ一般公開され

ていないものについては、適切な守秘義務のもとで参考資料としてご覧いただけます。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

ブラジルで実施されているGM樹木の野外試験に関するすべての資料は、バイオセー

フティに関する法令11.105号の規定により、一般公開されています。 

 

1.5  遺伝子組換えにより現在開発中、あるいは開発を計画している樹木種もしくは

倍数体について教えてください。 

 

 企業の回答： 

ユーカリとポプラです。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

長期的には乾燥地域のために砂漠に生育する樹種の開発も行うかもしれません。 

 

1.6  今後の数十年間に、遺伝子組換えにより新しい早生樹種、高収穫樹種の開発を

続ける予定ですか？ 

 

企業の回答： 
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はい。FuturaGene社とSuzano社の技術プラットフォームの中心となるものが、生産

向上と収量保護(病害虫抵抗性を付与することにより)であり、この目的を達成するた

め様々な手法の研究開発への投資を続けています。弊社の遺伝子組換えプログラムは、

Suzano社が30年前に確立した従来の育種プログラムの延長と位置付けています。 

 

1.7  このような品種改良は、最新の(遺伝子組換えによらない)育種プログラムでは

達成できないのですか？ 

 

 企業の回答： 

生産向上についてはおそらく可能です。それでもマーカーによって遺伝子選抜を行

う育種は長期の研究期間を要し、これまでの経験上、生産性の飛躍的増加は見込めま

せん。従来の育種法の制約は、一定のレベルを超えるとさらなる収量の改善が難しく

なるということです。近年では、従来の育種法による生産量の増加は、商業資源に対

する生物・非生物的圧力によって横ばいになっています。GM技術による生産向上は、

こうした制約を乗り越えるチャンスなのです。 

また、収量確保に関しては、現在、入手可能な遺伝資源を考えた場合、遺伝子組換

えなしでは病虫害抵抗性の問題を解決することは難しいと考えます。病害虫対抗性の

ある対立遺伝子を類縁種の中から発見できる可能性は少なく、そのため従来の交配技

術ではそのような形質を導入できないため、健康な樹木を育てるという課題はGM技術

でしか達成できないのが現実です。 

 

1.8  早生樹種の開発により、森林への圧力を軽減できるという根拠はありますか？ 

 

 企業の回答： 

従来の改良品種の場合、根拠はあります。過去30年にわたるSuzano社の従来型の育

種プログラムは早生樹種の開発が中心でした。30年前と比較して、現在一定単位の植

林地から生産できるパルプ量は飛躍的に増加しています。世界的には、総森林面積の

7%の人工植林地から、約50%の木材が供給されています（世界自然保護基金（WWF）の

「Living Forest Report」第4章Ref59）。これまでの投資がなければ、天然林や準

天然林を伐採して供給しなければなりません。例えば、中国の広西チワン族自治区で

は、全生産林面積中、20％の面積のユーカリ種のプランテーションから、80%の木材

が供給されています。高生産性のGM樹木の開発によりさらなる集約化が進めば、さら

に小さい面積でより多くの木材生産が可能になり、天然林伐採圧力軽減のモデルが広

がることで、より持続的な資源の利用が可能になります。 

 

1.8-1  もしそうであれば、早生樹種の導入によって自由になった土地への再植林は
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止めるのでしょうか？ 

 

 企業の回答： 

はい。余った土地は、地域コミュニティが作物生産のために使うことができますし、

生態的回廊にする事や、その他、コミュニティにとって有用な利用法を考えることが

できます。ただし、現在、植林地となっている土地の大半は、もともと劣化した農地

だったということに留意する必要があります。その土地を再び農地として、コミュニ

ティが効率的に作物生産を行うためには、土地への投資が必要になります。ブラジル

の法律では、プランテーション開発をする企業は、一定割合の土地を保護区域として

残しておくことが求められています。改良されたGM樹種を導入することができれば、

さらに多くの土地を保護区として残したとしても、競争力のあるパルプ生産が可能に

なります。 

 

1.9  貴社のGM樹木開発の目的を教えてください。 

 

 企業の回答： 

GM樹木開発の目的は、より少ない土地とリソースで需要を満たすために木材収量を

上げるためであり、病虫害抵抗性を持たせることで植林木の生存率を上げ、化学薬品

の使用を軽減し、非生物ストレス耐性を強化することで生態系サービスを促進し、環

境保護と社会経済開発の両立を図るためです。 

 

1.10  GM樹木の試験・パイロット栽培の正確な場所、もしくはおおよその位置(国、

州)について教えてください。 

 

 企業の回答： 

FuturaGene社/Suzano社はブラジル国内の4地域で規定の野外試験栽培を行っていま

す。生育成績や潜在的環境影響などを分析するために、ユーカリ植林が経済的に重要

な位置を占めている地域を選定しています。GMユーカリを異なる地域で植栽すること

で、生育成績基準を確立し、バイオセーフティデータを収集します。場所は、ブラジ

ル南東部サンパウロ(Sao Paulo)州(州内2地区の2つの農場)と北東部の3つの農場(バ

イーア(Bahia)州、ピアウイ(Piaui)州、マラニョン(Maranhao)州に各1箇所)の4箇所

です。 

 

1.11  GM樹木を産業規模で開発するためにどのような計画がありますか？ 

 

 企業の回答： 

208



56 
 

2014年第4四半期には、遺伝子組換えにより生産性を強化したユーカリの商業化準

備ができると考えています。その後、スケールアップの期間で、弊社が事業を行って

いる異なる地域で植栽を行い、さらにフルスケールの商業生産を進めていく予定です。 

 

1.12  産業規模でGM樹木を植林している、あるは計画している正確な場所、もしくは

おおよその位置(国、州)について教えてください。 

 

 企業の回答： 

ブラジル国内で弊社が植林事業を行っている地域で、商業的に成り立つと考えられ

る場所であれば、どこでもGM樹木を導入が可能です。将来的には中国でも様々な省の

植林適地においてポプラとユーカリを植林することを目指しています。 

 

1.13  その計画について、どの程度までの詳細を公開することができますか？ 

 

 企業の回答： 

GM樹木事業を展開していくための厳格な前提条件として、企業は法令で定めた許可

を得る必要があります。許可を得る段階が近くなってきた時に、“Suzano社は、GM樹

木は従来の育種プログラムの延長線上にあると考えています”という弊社の基本見解

に加え、関連法規に従いつつ植林計画を立てていきます。その時にはこの問題に関す

る弊社の方針を公開します。 

 

 

2. バイオセーフティの問題 

2.1 遺伝子の問題 

 

2.1.1.  GM樹木に組み込む、もしくは取り除く遺伝子の詳細を公開することができま

すか？ 

 

 企業の回答： 

弊社で開発中のGM樹木のうち、最も進んでいるのがシロイヌナズナ(Arabidopsis)

から採取したエンドグルカナーゼ酵素をコード化するcel1遺伝子を組換えたものです。

この遺伝子はすべての樹木種にあり、通常の樹木の発達プロセスで生成されます。細

胞が成長する際に、固い細胞壁の結晶質マトリックスを弛緩させ、生長を早めるのに

役立ちます。その他に弊社では、ユーカリの特定の病害虫への抵抗性強化に関し、遺

伝子組換えの有効性についても研究を行っています。ブラジル農牧研究公社

(EMBRAPA)と協力して、遺伝子移入によるアルミニウム耐性強化の有効性の分析、ア
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ルカディア・バイオサイエンス社(Arcadia Bioscience)とともに、水分、窒素吸収の

効率化の方法も研究しています。これらの情報は科学出版物、プレスリリース、その

他の報告書で紹介されており、すべて弊社のウェブサイトで入手できます。 

 

2.1.2.  遺伝子組換え技術により開発された品種は、増殖能力を持っていますか？  

 

 企業の回答： 

はい。 

 

2.1.3.  その品種はどのように増殖するのでしょうか？ 

 

 企業の回答： 

実験室の段階では組織培養によって増殖され、その後、グリーンハウスもしくは野

外での増殖のために土壌に移植されます。選抜された樹木の試験栽培の研究が終わっ

た後、弊社の苗床において従来のクローン技術によって増殖されます。 

 

 企業のコメント/仮説/考察： 

苗床でのGM樹木の増殖は、従来の樹木の場合とまったく同じ手順で行われます。 

 

2.1.4.  GM樹木と天然の類縁種の交雑を防ぐために、どのような予防措置をとってい

ますか？ 

  

 企業の回答： 

FuturaGene社はブラジルではユーカリの研究を行っていますが、ユーカリはブラジ

ルでは外来樹種であり、天然の類縁種との交雑は限定的かそもそも不可能です。ポプ

ラの野外試験では、植栽地を物理的に隔離するか、開花の前に伐採するという2つのア

プローチが取られており、その地区を管轄する法規制に基づき開発された手順に従っ

ています。商業化に向けて様々な品種を開発していく過程で、様々な技術の評価を行

います。 

 

2.1.5. GM樹木や組換え遺伝子そのものが自然生態系に抜け出していくのをどのよう

に防ぐ計画ですか？ 

  

 企業の回答： 

上記でも説明したとおり、ブラジルでGMユーカリが天然の近縁種と交配する可能性

はありません。組換え遺伝子が有性生殖によらずに異種交配能力を持つという証拠は
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ありません。ブラジルでSuzano社が使っているユーカリのクローンは種間ハイブリッ

ドであり、自然生態系では優位性がないために侵入性はありません。実際、このクロ

ーンは競合のない人工植林地で人為的な管理を必要とします。他の学術界パートナー

とともに、弊社はバイオセーフティの観点から木材の生産性改善実験を評価し、試験

栽培地から抜け出した種子の増殖能力について詳細な研究を行っています。この研究

成果は〝Can Eucalyptus invade native forest fragments close to commercial 

stands? Forest Ecology and Management, 261: 2075‐2080) (Da Silva, P.H.M., 

et al., (2011) で公表されています。GM樹木が自然界に抜け出して増殖・生存する

能力は、組換え前の母樹と同じです。商業化された改良樹種の拡散を制御するために

は、現行の植林地管理方法で十分だと考えます。過去30年間の集約的な早生樹種の育

種プログラムの経験を通じて、多様な遺伝子の組み合わせと組換えによって多くの交

配を行ってきましたが、Suzano社は新たに開発した品種が侵入性を持った事例に遭遇

していません。 

 

2.1.6.  これらの予防措置の効果について詳細を公表できますか？  

 

 企業の回答： 

弊社では、ブラジルでのGMユーカリの野外試験における遺伝子流動研究を行ってお

り、上記の質問1.3.と1.4.で回答した手続きに従い、結果を公開できます。2.1.5.で

も回答した通り、実用化しているユーカリクローンやGMユーカリは種間ハイブリッド

であり、野生では競争することができません。このことが最も効果的な遺伝子拡散防

止措置だと考えます。 

 

2.1.7. GM樹木開発を行っている企業は、中国で起こったような事件を防ぐためにど

んな予防措置を検討しているのでしょうか？ 

中国では、約10年前にGM樹木が解禁となり、苗木の販売が始まりましたが、

それらがどこに植栽されたかという記録が残されませんでした。(一部の苗床

では、売り上げを伸ばすために、通常の樹木もGM樹木と称して売っていまし

た)。これらの企業は、中国でどれくらいのGM樹木が植栽されたか、その結果

どんな影響があるかという情報を持っていますか？ 

 

 企業の回答： 

Suzano社が開発したGM樹木種のブラジルでの植林は、弊社が保有、もしくは管理す

る植林地に限られています。あるいは現在も行っている契約栽培による植栽も検討す

ることになるでしょう。従来のクローン種の植林についてもすでにモニタリングを行

っていますし、将来はGMクローンについても同じ管理をする予定です。また、ブラジ
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ルのバイオセーフティ法第11.105号(2005年5月25日)によって新たに追加される管理

要件についても厳格に順守していきます。ブラジル農業省は、認可後のモニタリング

も続けるでしょうし（2.3.1.の回答参照）、これによって違法販売を防止することが

できます。 

現在、中国では国家林業局が、企業を指導するための実務的で明確な規制要件を定

めています。中国でのGMポプラのバイオセーフティ評価の詳細も公表されており、中

国におけるGM樹木の影響に関する情報も含まれています。〝Advances in biosafety 

studies on transgenic insect‐resistant poplars in China. Biodiversity 

Science, 18 (4): 336‐345)” (Hu, J., Yang, M. and Lu, M. (2010). 

 

2.1.8. 花粉、種子、果実、花、球果などに操作を加えずに、導入遺伝子を効果的に

封じ込めるメカニズムの開発を行っていますか？ 

 

 企業の回答： 

許可前の試験栽培段階の活動に関しては、組織培養、グリーンハウス栽培、野外試

験における厳格な手順も含め、国と地方政府のすべての関連バイオセーフティ規制を

順守しています。弊社の試験場は、PCR分析（ポリメラーゼ連鎖反応分析）を行なう

ためのGLP(Good Laboratory Practice：試験検査の業務管理)認証を受けており、認

証の範囲も拡大していく予定です（これはブラジルの法律では必須要件にはなってい

ませんが）。また試験場は、ブラジルの法律で定められた監督機関である地域化学評

議会（Conselho Regional de Quimica）に登録しています。弊社は適切な許可を受

けた上で事業を行っています。また上記でも説明したとおり、ブラジルではユーカリ

は外来種であることを考えると、樹木の花粉、種子、果実、花や球果の処理を必要と

する対策を講じる必要はないと考えています。実際、ブラジルの法令ではGURT技術

(種子の次世代栽培が出来なくなる技術=ターミネーター技術）は禁止されています。 

 

2.1.9. 遺伝子サイレンシング(遺伝子抑制)や遺伝子安定化といった課題に対して不

稔性を確保することができますか？ 

 

 企業の回答： 

ブラジルの法規制に従い、現在樹木に不稔性を導入する研究は行っていません。 

 

2.1.10. これらの防止策を進めていく上で、市民社会はどのような形で関わってくる

と考えますか？ 

 

 企業の回答： 
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一つには、国の法令や関係する国際協定に基づいて、市民社会の参加が促進される

べきです。それと同時にブラジル国内で市民参加の手続きが確立されている場合には、

弊社の技術と事業プロセス、バイオセーフティ問題や持続可能性への潜在的貢献につ

いて理解を深めてもらうための独自のイニシアティブとして、市民社会団体との連携

を積極的に進めています。 

 

2.2 科学的、機械的課題 

 

2.2.1 貴社が開発中のGM樹木は特別な化学的、その他の処理が必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

いいえ。本質的にはGM樹木と同様で、同じように育成されます。 

 

2.2.2  GM樹木の育成にあたって、何か特別な処理をする事や、生長促進や害虫から

の保護のために化学薬品等を使用することを考えていますか？ 

 

 企業の回答： 

植林地で適用される植物衛生処理は従来の品種と同じです。 

 

2.2.3  化学薬品の使用や特殊な処理について、詳細を公表することができますか？

(たとえば化学薬品の名前と特徴や、導入される処理方法について)  

 

 企業の回答： 

NA（該当せず） 

 

2.2.4  そうした特殊な処理によるプラスとマイナスの効果について試験を行ってい

ますか？ 

 

 企業の回答： 

Suzano社が植林地で行っている従来の植物衛生処理の有効性と安全性は、既によく

知られた技術であり、FSC（森林管理協議会）認証と国が規定する基準に適合してい

ます。 

 

2.2.5  その試験結果を公開できますか？  

 

 企業の回答： 
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はい。Suzano社の持続可能性方針の一環としても、試験の結果はFSC（森林管理協

議会）による審査の時点で公開されます。 

 

2.2.6.  そうした特殊な処理が、環境や動物、人間の健康に及ぼす可能性のある影響

について分かっていますか？ 

  

 企業の回答： 

Suzano社が植林地で行っているすべての植物衛生処理の有効性と安全性は、既によ

く知られた技術であり、FSC（森林管理協議会）認証と国が規定する基準に適合して

います。すべての情報は一般公開されています。 

 

2.2.7  (こうした処置の)悪影響を回避、軽減するために、貴社ではどのような方針

や手段を提案しますか？  

 

 企業の回答： 

政府当局や認証制度の要件に応じ、標準的な植林地管理、その他の手段が取られて

います。 

 

2.2.8  それらの方針や手段は効果的なのでしょうか？詳細を聞かせてください。  

 

 企業の回答： 

弊社が野外試験で行っているすべての植物衛生処理は国と地方政府の法令と認証団

体の基準に 

適合しています。コンプライアンスは毎年モニタリングされています。 

 

2.2.9  これらの方針や手段を検討する上で、市民社会はどのような形で関わってく

ると考えますか？ 

 

 企業の回答： 

国の法令にしたがって方針や手段が講じられています。これらは規定された手続き

の下で制定され、認証団体の基準に適合しており、利害関係者によって継続的に監

視・検証されています。 

 

2.3 バイオセーフティの問題‐ 社会的、文化的 

 

2.3.1  GM樹木開発にはどのような公的規制や要件がかかっていますか？また、規制
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に対するコンプライアンスはどのように検証されていますか？ 

 

 企業の回答： 

GM樹木開発は国のバイオセーフティ規制のもとに、法定機関による公式監査を受け

ながら進められています。また、FSC（森林管理協議会）の審査では、GM物質の有無

についても検査されます。ブラジルでは、すべての野外栽培は農業省によって規制さ

れ、定期的に監査を受けています。農業省はCTNBioによる許可の対象となった野外実

験で栽培された樹木を含む作物の商業化の際にも監査を行い、無作為のサンプル調査

によって不法もしくは商業栽培未認可のGM作物がつくられていないか確認をしていま

す。 

 

 

3. 社会文化的課題 

 

3.1  貴社は現在、GM樹木が社会に及ぼす悪影響を回避・軽減するための方針を制定

していますか？  

 

 企業の回答： 

現在はありません。しかし、森林認証スキームの下で植林事業の社会的影響に関連

する方針があり、社会配慮義務も負っています。そもそも導入遺伝子に関連するリス

ク（バイオセーフティ評価によって検討する課題）と植林事業の潜在的な社会的影響

については区別して考える必要があります。一般市民や関心のある利害関係者を対象

とした、関連政府機関や公的研究機関、大学などによる遺伝子操作科学についての普

及研修は非常に有用だと考えます。弊社のブラジルの研究センターでは、FuturaGene

社が関心団体を対象とした普及ツアーを実施しています。さらにSuzano社では、ブラ

ジルのその他多くの植林企業と同様に、植林事業全般が社会にもたらす潜在的悪影響

に対する懸念について市民と話し合うフォーラムに参加しています。例えば、

TDF(The Forest Dialogue)のブラジルの章、IPEF（ Instituto de Pesquisas e 

Estudos Florestais(森林科学研究所）とUSP（Universidade de Sao Paulo:サンパ

ウロ大学）の認証プログラム、SFC(森林管理評議会)とPEFC(Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes:森林認証プログラム)による監査

が挙げられます。これらは「自由で事前の十分な情報を与えられた上での同意(FPIC)

の原則」、分収権システム、森林施業による悪影響の軽減・補償システム等へのコン

プライアンスを含む社会指標に高い基準を設けて検証しています。 

 

3.2  貴社は特に先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般への
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影響に配慮する方針を持っていますか？  

 

 企業の回答： 

はい。企業の社会的責任に関する方針とガイドラインにおいて特定の手続きを規定

しています。先述したとおり、Suzano社は貧困世帯や、場所によっては先住民族を含

む地域コミュニティと、直接的な栽培契約、またはその他の形式により密接に協力し

て事業を展開しています。今後、現行の社会配慮方針のレビューを行い、特にGM樹木

開発に関連した政策をつくる必要があるかどうかについて検討します。 

 

3.2.1  あると回答された場合、その方針の写しをいただけますか？ 

  

 企業の回答： 

はい。社会配慮事業に関連する方針や文献は、リクエストに応じて提供します。 

 

3.3.  GM樹木は先住民族や地域コミュニティ、貧困世帯、女性、また社会全般に便益

をもたらすものと考えますか？  

 

 企業の回答： 

GM樹木の導入によって、弊社が事業を行っている地域の住民は大きな便益を得られ

ると考えています。弊社は1,000人以上の農家と栽培契約を締結していますが、その

80%が小規模土地所有者であり、現在、弊社が提供する遺伝子物質(クローン)を使っ

てユーカリを生産しています。こうした小規模生産者はGM技術によって以下のような

便益を受けられると考えています： 

・ 単位ヘクタール当たりの生産性の向上 

・ 現在、木材生産に使用されている土地をその他の用途（地元で消費される木材

など）に使える可能性 

・ 投入物の削減。GM技術により同じ量の木材を生産するために必要な資材(農薬や

化学肥料など)を削減できると考えています。 

・ 自然林の増加。一般にブラジルの小規模農家は森林規約をあまり遵守している

とはいえません。樹木の生産性を上げることにより、現在、樹木栽培に使われ

ている土地の一部を開放し、森林法に従い自然林の再生を促すことができます。 

・ その他の便益には以下が挙げられます： 

・ 病害虫からの保護 

・ 天然林への圧力軽減‐森林住民の伝統的生活様式に対する圧力軽減 

・ 契約栽培者の利益率の増加 

・ 付加価値のある多様な生産物の取引、必要とされる木材量の減少、余剰土地を
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その他の用途に使うことで収入向上を図るといった生物経済(Bioeconomy)ビジ

ネスモデルの開発 

 

3.4.  GM樹木が(社会に)良い影響をもたらすようにするための具体的な計画がありま

すか？  

 

 企業の回答： 

弊社は、木材生産のために必要な土地面積を減らし、木材や木材製品の輸送距離を

短縮するために現在のランドスケープモデルを見直すつもりです。樹木の生産性を高

めることでそれが可能になります。高生産性、病害虫耐性、ストレス耐性の高い樹木

の導入により、生産に関わる人々に経済的、環境的、社会的利益をもたらすことがで

きます。適切な収益分配システムの詳細については、これまでにも新たな改良品種を

導入する際に行ってきた手続き同様、GM樹木植林を行う地域コミュニティとの協議を

通じて取り決めることになります。Suzano社は企業間の競争のもとでビジネスを行っ

ており、地域コミュニティと連携して業務を展開する際にも魅力的な条件を提供する

必要があります。同じ地域で活動する他社も、同様に地域コミュニティの協力を求め

て競争しているのですから、コミュニティと良好な関係を維持していく必要がありま

す。 

 

3.5.  先住民族や地域コミュニティが自由で事前の十分な情報を与えられた上で、GM

樹木開発に同意しないと決めた場合、その開発を中止する方針を持っています

か？  

 

 企業の回答： 

GM樹木の開発には地域当局の許可が必要であり、同意なしには進められません。

Suzano社は「自由で事前の十分な情報を与えられた上での同意(FPIC)原則」を含んだ

認証を得ているので、今後もこの原則を順守します。コミュニティと良好な関係を築

くことは、事業の持続性を確保するために不可欠なことであり、今後もすべての利害

関係者団体との協力を深め、GM樹木の導入に関する懸念についても取り組んでいきま

す。 

 

3.6.  他国でGM樹木開発を進めようとする場合、情報を得た市民社会組織(CSO)諸団

体から広く反対意見が出された場合、それを中止するような政策を持っていま

すか？ 

  

 企業の回答： 
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GM樹木の導入は、GM技術の研究、開発、商業展開が法律で許可されている国で進め

ていく予定です。Suzano社が事業を行っているブラジルでは、GM技術に反対する団体

も賛成する団体もどちらもいます。弊社はすべての利害関係者団体との対話を続け、

GM樹木問題についての懸念を取り除き、技術が持続可能な開発に貢献できるというこ

とについて啓発をしていく予定です。ソーシャル・ライセンス(社会的営業免許)の下

で事業を行っていくことは、ビジネスの持続可能性を確保するための鍵だと考えてい

ます。 

 

3.7.  現在開発中のGM樹木を育成・増殖するために特殊な技術や処置が必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

苗床での生産技術は、従来の品種に使われているものと本質的に同じです。植林地

でも、植栽、管理、収穫の方法は同じです。特殊なスキルが要求されるのは、バイオ

技術実験室だけで、高度な資格を持った研究スタッフが必要です。野外での植林技術

は非組換え樹木と同じです。 

 

3.8.  開発したGM樹木については、貴社が特許権を保有するのですか？それとも誰に

でも無償で提供されるものですか？ 

 

 企業の回答： 

新たに開発する品種に導入される遺伝子情報については特許権で保護され、樹木品

種そのものは、国の「植物種保護法(PVP)」によって保護されます。従来手法による

改良品種も同様にPVPで保護されます。Suzano社のパルプ原料のうち、約31%は1000人

以上の契約栽培農家から供給を受けています。開発中のGM樹木は、弊社が所有するプ

ランテーションと契約栽培者による植栽のために提供されます。これは非組換え品種

に対する現行の所有権の取扱いと同じです。したがって契約栽培者、Suzano社がこれ

までに開発したクローン種と同様に、新たな組換え品種の提供も受けることができま

す。 

 

3.9.  個別の農家やコミュニティが、GM樹木を育てようと思えば、増殖させることが

できますか？ 

 

 企業の回答： 

その農家が弊社の生産ラインに関わっていればもちろんできますが、そうでない場

合はケースバイケースで協議することになります。独立した農家でも原則的にはGM樹

木を増殖させることはできますが、おそらく弊社の苗床より関連するクローンの苗木
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を調達することになります。ユーカリのクローン種の増殖にはある程度の専門知識が

必要です。弊社は、自社のプランテーション用と契約栽培農家のために、毎年約40種

類のクローンから8000万～1億本の挿し木苗を生産しています。一般に、7年間の生産

サイクルの終わりになると、契約栽培農家は、さらに生産性が高いか、別の農学的特

質を持った新たな改良クローン種を好んで選びます。このようにして作物の多様性が

維持され、環境問題が発生するのを防いでいます。 

 

3.10.  GM樹木の増殖が許可されるのですか？ 

 

 企業の回答： 

はい。上記を参照してください。その農家が弊社の生産ラインに関わっていればも

ちろんできますが、そうでない場合はケースバイケースで協議することになります。

しかし、実際には過去25年間の経験では、契約栽培農家は、樹木生産サイクルが終わ

る毎に、その時、提供されている改良品種を望みます。 

 

3.11.  増殖のためのライセンスは必要ですか？ 

 

 企業の回答： 

契約栽培農家にGM苗木を提供する際の取引条件は、既存の条件と似たようなものに

なるでしょう。 

 

3.12.  GM樹木を利用するため、増殖するためにライセンス料を支払う必要がありま

すか？ 

 

 企業の回答： 

契約栽培農家にGM苗木を提供する際の取引条件は、既存の条件と似たようなものに

なるでしょう。 

 

 

                                                                          

以  上 
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第１回海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査に関する検討委員会議事録 
 

日  時：平成２６年８月６日（金）１０時～１２時 
会  場：日本製紙連合会 Ａ 会議室 
出席者(敬称略)： 
（委 員） 
独立行政法人森林総合研究所 生物工学研究領域長 丸山 毅 
 
日本製紙株式会社 研究開発本部 アグリ・バイオ研究所所長 河岡 明義 
 
王子ホールディングス株式会社 イノベーション推進本部  
革新事業推進センター  インキュベーション推進室 上級研究員 河津 哲 
 

（アドバイザー） 
日本製紙連合会  常務理事 上河 潔 
 

（事務局） 
一般社団法人海外産業植林センター 専務理事 大渕 弘行 
 

 

【事務局（大渕）】  それでは、少し早いですけれども、皆さんおそろいですので、始

めさせていただきたいと思います。 

 皆様、暑い中、またお忙しい中ご出席くださいまして、大変ありがとうございます。

ただいまより第１回海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査に関する検討委員会を開

催いたします。私は事務局を仰せつかりました、海外産業植林センターの大渕と申します。

どうかよろしくお願いいたします。 

（事務局より各委員、オブザーバーの紹介） 

 【事務局（大渕）】  本委員会の、本検討委員会の委員長を選出いたしたいと存じま

す。事務局より委員長として森林総研の丸山さんをご推薦させていただきたいと存じます

が、皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。皆様ご了承くださいましたので、これか

らの議事進行を丸山委員長にお願いしたいと思います。 

【丸山委員長】  丸山です。よろしくお願いします。委員長として、微力ではありな

がら、皆さんのお力をかりて、ご協力とご指導をいただければありがたいと思います。 

（添付資料の確認を行う） 
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【丸山委員長】  それでは、議事次第に沿って進行したいと思います。本日の議題は

４つありまして、議題１が、「森林・林業分野における遺伝子組換え技術開発の現状」。そ

れに関する資料は、さきに事務局より確認がありました資料２と資料３でございます。 

 議題２が、「カルタヘナ議定書を始めとする法的な規制措置の概要」。それに関する資

料は資料４でございます。 

 議題３は、「森林認証における遺伝子組換え樹木の取り扱いにおける争点」。それに関

する資料は資料５－１から５－６でございます。 

 議題４は、「海外における遺伝子組換え樹木導入の取り組み事例」です。それに関する

資料は資料２です。 

 それで、各課題に入る前に、上河常務に調査の趣旨と調査の構成の説明をいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

【上河アドバイザー】  それでは皆さんおはようございます。本日は委員の皆さんに

は大変お忙しい中、それからまた非常に暑い中、ご参加いただきまして、ほんとうにどう

もありがとうございます。今回この調査を海外産業植林センターに日本製紙連合会のほう

から委託をしたというわけですけれども、その委託の趣旨についてご説明したいと思いま

す。資料１－１をごらんいただきたいと思います。こちら、２０１４年度の海外産業植林

センターの委託調査ということでございまして、ご存じのとおり、日本の製紙産業、この

製紙原料である木材チップの７割を海外に依存しているわけですけれども、そういった中

で日本の製紙メーカーというのは、この海外のいわゆる木材チップの資源の造成について、

みずからも直接植林を通してその造成に携わるということで取り組んでおりまして、そこ

に書いてございますように、製紙連合会の「環境に関する行動計画」において、２０２０

年度までに所有または管理する国内外の植林面積を８０万ヘクタールにするという目標を

掲げて取り組んでおります。その結果として、２０１３年末における会員企業の海外植林

の実績ですけれども、１０カ国で３４プロジェクト、４７万９千ヘクタールに達している

という状況になっています。 

 こういった中で会員企業が海外植林を円滑に進めるために、個別企業では取り組めな

い課題について、日本製紙連合会のほうから海外産業植林センターに、これは１９９８年

からずっと毎年毎年調査を委託しておりまして、本年度はその課題の１つとして、海外に

おける遺伝子組換え樹木植林の実態調査を行おうと考えてございます。 

 ご存じのとおり、現在海外で植林をする上において、気候変動の問題とか、農用地等

の他用途の土地との利用の競合などもあって、なかなか新しい植林適地を見つけるのが難

しくなっているという中にあっては、より質のよい、それからまた収量の多い樹木、樹種

の導入が求められているということがございます。そういう中で、この遺伝子組換え樹木

というのも１つ大きな、その可能性があるものとして期待が寄せられているわけですけれ

ども、まだ世界的に見れば、まだまだ研究段階にあって、商業的な展開というのはまだあ

まり始まっていないという状況になってございます。 
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 そういう中で、最近ですけれども、ブラジルの製紙会社、これは具体的には Suzano と

いう会社ですけれども、この会社が遺伝子組換え樹木を商業的に植栽しようということで、

正式にブラジル政府のほうにその申請を行っているというようなことがございます。その

ほかにもアメリカのほうでも ArborGen という会社が、遺伝子組換え樹木を展開しようとい

うことで行っているという、おそらくこの２つぐらいしか今のところ事例はないのかなと

いう観点ですけれども、そういう動きがあるということでございます。 

 そういう中で、この遺伝子組換え樹木については、特に生物多様性の観点から非常に

論議が大きい問題でございまして、特にＥＵ関係については、その危険性についての懸念

が大きいということで、遺伝子組換えの樹木なり作物に対して厳しい批判が寄せられてい

るところです。 

 それからまた環境ＮＧＯのほうも、とても厳しい批判をしておりまして、現在ＦＳＣ

とかＰＥＦＣなどの森林認証においても使用は認められてないという状況になっておりま

す。特にＦＳＣに関して言うと、もう遺伝子組換えというだけでもアウトということで、

非常に厳しい姿勢をとっているということがございます。 

 また、この生物多様性条約の中でも、この遺伝子組換え樹木について、これが悪影響

を防止する措置としてカルタヘナ議定書が採択されて、我が国ももちろん批准しています

けれども、そういう法的な枠組みというのも世界的には整備されております。 

 こういった状況を踏まえまして、今回この調査においては、森林・林業分野における

遺伝子組換え技術の開発の現状はどんなものかということを、まずきちんと把握するとと

もに、カルタヘナ議定書をはじとする法的な規制措置の概要をきちんと整理すること。そ

れからまた森林認証における遺伝子組換え樹木の取り扱いにおける争点、これはいろいろ

と推進しようとする側と、それからそれを批判する側でいろいろと議論になっていますけ

れども、そういった争点の整理を一度しておきたいということがございますし、あとは海

外における取り組み事例も少し調査してみたいということで、今回考えているということ

でございます。 

 それで、次に資料１－２をごらんいただきたいと思いますけれども、今回の実態調査

のアウトプットの大枠の大体のイメージということで、ここに書かせていただいておりま

す。今回のいわゆる最終的な調査報告書の成果というのは、基本的には各製紙メーカーの

経営トップなり、実際に植林に携わっている実務の方に遺伝子組換え樹木についての正し

い理解をきちんとしていただくという、いわゆる参考資料として役立てるということで、

今回整理をしてみたいと考えております。 

 構成ですけれども、まず１番目に遺伝子組換え樹木に関する技術ということで、まず

技術的な側面について整理しておきたいと考えておりまして、特に遺伝子組換え技術とい

うと、一般の方にどういう技術なのかというのを理解していただくというのはなかなか難

しいことがございますので、これについてはどのような技術か、素人の方にもわかるよう

なものにしてみたいと思っています。 
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 それからその次に遺伝子組換え技術の現状ということで、このいわゆる技術開発が現

在世界それから日本でどのように進められているか、その辺の状況についても整理をして

みたいと思いますし、先ほどお話ししましたけれども、最近の遺伝子組換え樹木の商業的

展開ということで、これはブラジルの Suzano 社の状況、それからアメリカの ArborGen 社

の状況といったようなことについても、最新の情報を集めたいと思っています。 

 それから２番目に遺伝子組換え樹木に関する政策ということで、これは遺伝子組換え

技術に関する世界的な枠組みとしてはカルタヘナ条約がありまして、それに基づいた我が

国におけるカルタヘナ条約の施行体制がどうなっているかということ。遺伝子組換え樹木

に対する政策として、世界ではどういうふうになっているか、日本ではどういうふうにな

っているかというようなこと。 

 さらに、遺伝子組換え樹木に対する規制ということで、これはアメリカ、ＥＵ、日本、

その他の国でどういう規制がかけられているか、森林認証ではどういう取り扱いになって

いるかということ等を整理してみたいと考えております。 

 それから３番目としては、遺伝子組換え樹木に関する論議ということで、これはいろ

いろ議論がありますので、特に遺伝子組換え樹木に対する、これを推進する立場の方と、

それから批判する立場の方で、それぞれどういうところが論点になっているか整理をしっ

かりとしてみたいと思っておりまして、最後に遺伝子組換え樹木の可能性と今後の展開に

ついてという形でまとめられたらと考えているところでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、この調査についての趣旨についてご説明させてい

ただきました。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。それでは、ただいまの説明に対して、質問、

意見、コメントなどがありましたら、よろしくお願いします。 

【上河アドバイザー】  今回、商業展開をやろうとしているということで Suzano 社と、

それから ArborGen 社の話を出した訳ですけれども、今のところ世界的にこういうのをやっ

ているのは、この２社ぐらいなんでしょうか。他に事例はございますか。 

【丸山委員長】  河津さん、その情報持っていますか。 

【河津委員】  そうですね、この挙げられている ArborGen のほうは、これは米国とあ

りますが、米国内でやられているということですか。 

【上河アドバイザー】  アメリカ国内で、霜に耐性のあるユーカリの遺伝子組換え樹

木を商業的にやろうとしていると聞いています。 

【丸山委員長】  たしかアメリカでの申請ですね。 

【上河アドバイザー】  そうです。 

【河津委員】  同じようにブラジルでも ArborGen 社は子会社を持っていて、それでや

っていたのではないかなと思ったのですが。 

【丸山委員長】  今回、この ArborGen の申請についても、かなり大規模らしくて、米

国南部の７州をほとんどカバーできるようにしたいようです。 

資料●13

255



69 

 

【上河アドバイザー】  あとブラジルの Suzano 社も、子会社の FuturaGene に研究さ

せていると聞いています。 

【丸山委員長】  （Suzano 社の申請内容について）細かい情報はあまり出ていないで

すね。 

【上河アドバイザー】  様子がわからないです。 

【丸山委員長】  河岡さん、他に何かありますか。 

【河岡委員】  大体これぐらいだと思います。あと中国でＢｔポプラが植えられてい

るという情報を聞いたことがあるんですよ。それも詳細なものは出ていないような気がし

ますね。 

【上河アドバイザー】  それは、その遺伝子組換えのポプラですか。 

【河岡委員】  そうです。Ｂｔトキシンといって、害虫を殺します。よくトウモロコ

シとかに入っているやつですけどね。害虫抵抗性ですね。 

【上河アドバイザー】  それはカルタヘナ条約の手続きに基づいて、やっているので

すね。 

【河岡委員】  いや、中国は全然情報ないですね。 

【上河アドバイザー】  ないですか、そうですか。 

【河岡委員】  理研のグループが、南京林業大学と共同で試験的にポプラをいろんな

遺伝子組換え、これは試験的なものですけれども、というのは聞いてはおりますけれども、

どういう手続が行われてやっているのかというのはちょっと調べてみないとわからないで

すけれども、遺伝子組換えのところから中国でやっているんだろうとは思うのですけれど

も。おそらく日本から出すのは結構大変ですよね。 

【丸山委員長】  名目としては商業的というのは、文言に結構出ますよね、中国の。

規模としては、たしか数百ヘクタールかもしれないけれども、かなりもう何年前ですかね、

結構もう進んでいるんですよね、２０年前ぐらいにもう……。 

【上河アドバイザー】  そうすると、その辺もちょっと調べてみる必要があるかもし

れないですね。 

【河岡委員】  そうですね。だからここでちょっとキーワード的に重要なのは、商業

的ということだと思うんですけれども、研究レベルだと結構多いですよね。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【河岡委員】  大学でもやってます。（研究レベル）Suzano も ArborGen も商業まで行

っているんですか。 

【上河アドバイザー】  まだ行っていません。今申請中です。 

【事務局(大渕)】  その申請が論議を呼んでいるんですね。 

【丸山委員長】  そうですね。この点はやはり対象を商業的な展開に限定しないと、

何でもかんでも入りますから、結構大変なことになります。 

【上河アドバイザー】  かなり商業的というか、もう実現に近いようなところのもの
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に絞ったほうがいいかなと思いますね。 

日本はまだ商業的栽培しているのは無いのですか。 

【河岡委員】  大学での試験栽培までですね。 

【上河アドバイザー】  森林総研さんでも何かやっておられるんですね。 

【丸山委員長】  ええ。まあ同じレベルですね。今、たしか全国２ケ所しかないんで

すよね、隔離圃場で行っているのは、森林総研の日立の林木育種センター１カ所と、筑波

大ですよね。 

【上河アドバイザー】  筑波大学ですか。 

【河岡委員】  そうですね。ほかの農作物もありますけれども。 

【上河アドバイザー】  日本製紙さんはやっておられないんですか。 

【河岡委員】  筑波大と共同で行っています。前のＮＥＤＯのプロジェクトの継続で

すが、日本製紙が組換え体をつくって、筑波大が評価するというような形で、まだやって

おります。 

【丸山委員長】  それはカマルドレンシス（ユーカリ）でしたっけ？ 

【河岡委員】  カマルドレンシスとグロビュラス（ユーカリ）両方です。 

【丸山委員長】  質問ですけれども、全体的な流れとして、実態調査ということを根

本的に理解すればいいですね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【丸山委員長】  そうすると、根本的に情報収集は基本であって、どういうふうに効

率よく情報を束ねるというか、これからの参考資料として使われるものにするということ

でよろしいですよね。 

【上河アドバイザー】  はい、そうですね。この問題、非常に難しい問題でして、今

はっきり言って賛成派と反対派で全く対立している問題で、製紙会社のほうも、今の段階

でまだすぐこれに飛びつくとかやるとかいう状況じゃないんですよね。そういう意味でい

くと、そういう検討をする参考材料になるようなものということなので、この委員会で特

にこういう方向がいいとかどうか、そういうのを出すのではなくて、いろんな基本的な情

報をまず１回この段階できちんと整理してみようということが主な目的ということですね。 

【丸山委員長】  安全（正しい理解）のために根拠のある情報のみ載せるということ

は考え方としていいですよね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【丸山委員長】  例えば科学者でよくあるパーソナルコミュニケーションとか、ある

いはいろいろそれを除いたほうがいいということですね。 

【上河アドバイザー】  できるだけ除いた方がいいですね。 

【丸山委員長】  わかりました。じゃあ、そのほかにありませんでしょうか。それで

は、引き続き議題１について事務局に説明をお願いします。 

【事務局(大渕)】  それでは資料２と資料３についてご説明いたします。まず最初に
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遺伝子組換え樹木／遺伝子組換え作物をめぐる諸外国の政策動向について、概略を説明い

たします。これは農林水産省の図書館で教えてもらった資料の１つでございます。 

 樹木だけに限って言えば、第１部、遺伝子組換え樹木に関する動向ということで、第

１章の遺伝子組換え樹木をめぐる情勢として、外国のＧＭ樹木の試験栽培の現状、それか

らＧＭ樹木の環境等への影響に関する論議、こういうことについて説明しております。 

 それからあと第２章で、遺伝子組換え樹木に関する欧米諸国の制度及び政策、これは

主にＥＵと米国の制度・政策について書いております。あと中国の遺伝子組換え林木の現

状ということで、この３章に分かれて、遺伝子組換え樹木についての説明をしております。 

 第１章では外国の栽培の現状が書かれてあります。ここの第１表、ＧＭ樹木の主要国

別の野外試験数、これは２００４年のＦＡＯの資料でございまして、大分時間がたってお

りますので、多分増えているんだろうと思いますけれども、この時点では、試験栽培、野

外試験が盛んに行われている状況でございまして、一番多いのは、林木でいえば米国が一

番多く、１０３。それから中国が９で、２番目ですね。 

 それからあと、果樹・観賞樹木でも米国がトップですね、試験数が４７です。それと

あと第２表ですけれども、樹種別の野外試験数で言えば、一番多いのがヤマナラシ属、こ

れはポプラですけれども、８２、それからユーカリ属の３４、それからマツの３１という

ことで、この３つの属が多いということです。 

 あと、果樹・観賞木でいえば、リンゴが３３で１番で、それからパパイヤ１８、サク

ラ属で１３となっております。 

 それから第３表ですけれど、野外試験に関する遺伝子と形質についてですが、これが

林木でいえば一番多いのはリポーター及びマーカー遺伝子の試験が多く、これが４３。そ

れから除草剤耐性が４１で２番目ですね。それからあと一番下にある害虫抵抗性が２１で、

以上の３つでほとんど占められております。 

 それから果樹・観賞樹木で多いのは、ウイルス抵抗性が１５、それから菌類抵抗性が

１７、それから害虫抵抗性が１１ということですけれども、微生物抵抗性が大体多いかな

と思います。 

 それから、ＧＭ樹木が環境にどういう影響を及ぼしているかということについて、一

つ一つ述べております。リグニン含量を減少させる、この辺は紙パルプとかなり関係があ

って、パルプの蒸解歩留まりを上げるとか、パルプの製造工程の薬品費を低減させるとい

う効果があります。一方では、害虫やウイルス性の病気に弱くなるという心配もあるとい

うことですね。 

 あと害虫抵抗性のメリットですね。さっき言ったＢｔ、バチルス・チューリンゲンシ

ス、こういうものがチョウとかガとかそういうものの内臓を破壊するので、殺虫剤が要ら

ないというのがメリットです。一方、デメリットとしては、殺虫剤耐性を持つ種が出てく

るんじゃないかという心配があるということです。 

 それから除草剤耐性のメリットとしてはほかの雑草は除草剤で枯れるんだけど、組換
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え樹木は枯れないということで、複数回の除草剤散布を行う必要もなくなるというメリッ

トがあるということです。デメリットとしては、さっきも言ったように、ほかに抵抗性を

持つ雑草が出てくるんじゃないかという可能性についても触れております。 

 あと、遺伝子移動の懸念、これが新しい遺伝物質が野生遺伝子プールに抜け出さない

かと。要は交配して、生物多様性を損ねるようなことにはなりやしないかと、そういう心

配について、ここは書いてあります。 

 あといろいろありますけれども、要はまとめとしましては、樹木は寿命が長くて、Ｇ

Ｍ樹木の研究は作物よりも長期間のモニタリングが必要ということが出てくると思います。 

 で、ＧＭ樹木の影響を判断するための実験というのはまだ少なくて、森林における樹

木とその環境との相互関係は、作物と環境との関係ほどよく知られていないということで、

多くの専門家はＧＭ樹木の利用を検討する場合には予防的アプローチをとるべきだという

指摘があります。 

 それから第２章ですけれど、これは主にＥＵの制度・政策ですけれども、全般的には

ＥＵレベルについては、ＧＭ樹木についての戦略とか研究計画というのは制定されていま

せん。ＧＭ樹木に伴う問題の討議の場というのは特にないということのようです。 

 あとドイツで、２００４年時点でポプラの野外試験をやりましたけれども、今ではＧ

Ｍ樹木の野外試験は存在していないということです。それからドイツのＧＭ樹木に伴う問

題の討議の場、これも委員会というのは特に政府においてそういう討議の場とか委員会と

いうのはないと。ただ市民レベルでそういう公開討論とか情報のやりとりが始まっている

ということは書いております。 

 ＧＭ樹木に焦点を当てたような特別な規則、ガイドラインはありません。それからお

そらく樹木についてもケース・バイ・ケースのリスク評価に従って認可がされることにな

るだろうということが書かれております。 

 あとはアメリカについて、これはＧＭ樹木に伴う討議の場というのがございます。こ

れはアメリカがＧＭ作物の先進国であるという事実もございまして、ここでは農業バイオ

テクノロジー諮問委員会というのがございます。こういうところでいろんな検討がなされ

ていると書かれております。あと、２００１年に公開会議として、The Ｐew Initiative  

on  Food and  Biotechnology 及びアメリカ林業者協会とアメリカ生態学会が政府やＮＧ

Ｏの参加のもとにＧＭ樹木の導入に関連する問題を議論するための会議を開いております。 

 それから同じく、２００１年に、大学と政府と産業機関が一緒になって国際シンポジ

ウムを開催しています。あと、ＧＭ樹木の規制枠組みについてですが、特に樹木だからと

いうことはなくて、ＧＭＯ農作物と同じような形で行われていると書かれております。以

上です。 

 今までは外国、特にＥＵとアメリカについてでしたけれども、資料３は日本国内林業

分野の遺伝子組換えに対する研究開発の今後の展開方法に関してです。平成１９年にこの

件に関して検討会が開かれていますが、これには本日出席されておられる河津さんもこの
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ときに出席されているので、あとでいろいろと教えて下さい。 

 資料１には概要が述べられていて、遺伝子組換え樹木の開発の現状ですね。ポプラ、

ユーカリ、スギの開発の現状が述べられています。それとあと今後の展開方向ということ

で、研究者が少ないということを嘆いていることと、それから隔離圃場の施設が国内には

少ないということを言っている。それから目的として、優先順位をつけて研究開発を推進

するべきでしょうということを言っています。地球温暖化、それから木質バイオマス生産

性向上、それから病虫害に対する抵抗性、それから育種年限の短縮、この４つを今、優先

順位をつけてやるということを挙げられています。 

 それと、その一番下に遺伝子組換え樹木の開発が期待される分野、これはこのときの

会議でも話されたのがここにある６つですか、花粉発生抑制、地球温暖化防止対策、新品

種の早期開発、それから生物多様性維持、それから木質バイオマス生産貢献、それから熱

帯地域の資源充実に貢献、こういうことを目的として書かれています。 

 あと資料２には、「イノベーション２５」というのが長期戦略としてあって、２０２５

年までに環境保全に貢献するスーパー樹木の開発をしようと書いてあるんですけれどもこ

れに関して、今どの辺のレベルまで来ているのか、あと１０年ですね、気になるところで

あります。 

 最後に資料３というのがございまして、ここで討議したときの概要を書いております。

日本としての遺伝子組換え樹木の開発の戦略についてここで話をされていたと思います。 

 私はこの件について詳しくないので、何か補足ありましたら、河津さん、昔話で申し

わけないですけれども、お願いします。 

【河津委員】  そのときに話題になっていたのは、その遺伝子の拡散の防止というこ

とも含めた花芽形成の抑制技術ということに関してで、集中的に議論したような記憶はご

ざいます。 

【事務局(大渕)】  だから花粉発生抑制対策が、一番先に来ているんですね。 

【河津委員】  はい。 

【上河アドバイザー】  林野庁のほうでは、平成１９年のときにこういう形で議論を

行なってまとめられてますが、その後は動きはないですよね。 

【河津委員】  お聞きしていないですね。 

【丸山委員長】  そうですね、たしか平成１９年８月に、２回行われたんですね。河

津さんも参画されたと思うんですけれども、森林総合研究所の方から、私の前任者も参加

しておりました。それ以降の話は聞いていないです。 

【上河アドバイザー】  そうですね。国の行政の中の位置づけもちょっとはっきりし

ないという感じですよね。この問題に関して言うと、林野庁はどういうスタンスなのかわ

かりません。平成１９年当時はやろうというスタンスだったのでしょう。農作物の方は進

んでいるから、樹木も同じようにやろうかということになったと思いますが、その後ちょ

っとそういう熱も冷めちゃったというか、あまり行政のほうでは特にどうこうするという
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話はないという感じはしていますけども。 

【丸山委員長】  これに関連するかどうかはわかりませんけれども、ちょうど、多分

この会議の後だと思うんですが、林野庁との話が進んで、１つの大きなプロジェクトが走

ったんですよ。無花粉又は雄性不稔の、特にスギ中心に、参画者は森林総合研究所、当時

まだ林木育種センターと理研、それで私の前任者の篠原さんがプロジェクトリーダーで、

５年間そういう林野からの話に応えて、プロジェクト実用化……。 

【上河アドバイザー】  つくられた？ 

【丸山委員長】  つくられたんですけれども、実際は今、河岡さんの話と同じように、

レベル的には網室、あるいはこれから圃場のところへ申請しているところ。まだそれほど

商業ベースにまで至らないですね。実物はつくられたんですが、それを今これから評価、

検証をされるところですね。つまり、花粉をつくらないスギをつくった。もしかしたらそ

の全域とちょっとつながりがあったのかもしれないけど。 

 そのほかに何か質問、意見はありませんでしょうか。 

【河岡委員】  林野はそういう感じだったかもしれないんですけど、ＮＥＤＯでプロ

ジェクトは動いていましたよね、バイオマス関連で。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【河岡委員】  それは我々も参画していたんですけれども、昨年の３月で終わったん

ですけれども。ちょっとその後は続いていないと思います。 

【上河アドバイザー】  後、続いていないですかね。 

【河岡委員】  ええ。組換え樹木という点ではですね。我々もちょっとそこではさす

がに出口が今厳しいので、次のところ、遺伝子組換えがないところで参画するようにしま

した。やっぱり今の問題点は出口のところで、やっぱりそこの規制が厳しい。あとはＦＳ

Ｃの問題も含めてですけれどね。 

【丸山委員長】  ＮＥＤＯのプロジェクトというのは、ユーカリ、ポプラでしたっけ。 

【河岡委員】  それはユーカリでやりました。 

【丸山委員長】  それで出口としては海外植林ということが……。 

【河岡委員】  まあ、そうなんですけど、最終的にはそこを目指してというところだ

ったんですが、とりあえずバイオマス造成という観点で。 

【上河アドバイザー】  そのときの目的はやっぱり収量を増やすということですか。 

【河岡委員】  そうですね。ただ、環境耐性の遺伝子を入れていましたから。 

【上河アドバイザー】  乾燥に強いとか。 

【河岡委員】  そういうのを入れていました。 

【上河アドバイザー】  やっぱり地球温暖化対策ということが一番の目的でしょうか。 

【河岡委員】  そうですね、オーストラリアが乾燥害とか干ばつが激しいので、そう

いうところでも育つようなものをつくりましょうというふうな目的でしたね。 

【上河アドバイザー】  林野庁のほうはどちらかというと国内がメーンなので、花粉
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がをつくらないとか、それからあとは成長が早いとか、そういう方向で多分検討されたと

思うんですね。 

【河岡委員】  森林総研はスギでしょうか。 

【丸山委員長】  そうですね、はい。一方では、ものはできたんですけれども、本当

にそのアフターケアの考えがあるかなと思って、その後の話が冷めてしまって、そのまま

モニタリングは結局途中で終わってしまったというか。 

【河岡委員】  ええ、そうですね。 

【上河アドバイザー】  今おっしゃられたように、出口のところで規制が厳しいとか、

世論が厳しいとか、そうなると、従来の育種技術でできる方法でもできるじゃないかとい

うような格好になっちゃうんですね。それで、多分スギの花粉だとか、それから成長が早

いというのも、従来の育種の方法でも十分ある程度成果が出ているとなると、そっちをや

っていくかという方向に今はなっているという感じはしていますけれども、林野庁は。今、

エリートツリーにしても何にしても従来の育種手法でやっていくという方向で、遺伝子組

換えのほうは、案外、どっちかというとちょっとこう……。 

【河岡委員】  という感じはありますね、確かに。 

【丸山委員長】  あと最近、河岡さん、多分私よりご存じだと思いますけれども、特

殊な技術、ＮＢＴの特殊な技術を使って、実際組換えだけれども、将来的組換え扱いにな

らないようなふうに一応動きがあるんですよね。実際はどうなるかどうかわかりませんけ

れども、それも一応今回目玉として何か、いろんな、中心はもちろん林木ではなく、おそ

らく果樹、リンゴあたりも果実はもうメーンでやっていますよね。 

【河岡委員】  やってますよね。 

【上河アドバイザー】  今おっしゃられたのは、遺伝子組換えではあるけども……。 

【丸山委員長】  つまりそのマーカー等要らないもの、導入マーカーは残らない。 

【河岡委員】  そうですね、遺伝子組換えの痕跡が残らないというふうなものなんで

すよ。ただそれは、ものはいろいろあって、ゲノム編集という技術は一つ一つはできたん

ですけれども、古くはジンクフィンガーヌクレアーゼですか、あとターレンというやつで、

特異的にゲノム配列を切るんですね。そこに何か挿入配列を入れたりとか、そこの遺伝子

を壊したりとかいうのをして、その導入した酵素の遺伝子は次世代で抜くんですよね。イ

ネとかの場合には、種をとって、そのときにそれを分離して、その編集されたものだけの

個体にするということなので、遺伝子組換えの痕跡はまったく残らないです。 

 今、また CRISPR/Cas9 という新しいのが出て、これがまた、オリゴＲＮＡを入れるだ

けで今度はそれがゲノム編集が起こるという、全くこれは遺伝子組換えなのかという議論

が起こっていますけれども。 

 プロセス的というか、目的的には従来の遺伝子組換えと同じなんですけれども、ただ

手法が全く異なる。 

【上河アドバイザー】  その場合はカルタヘナ条約の対象になるんですか。 

262



76 

 

【河岡委員】  それは今議論されています。 

【上河アドバイザー】  そこのところはまだ決まっていないんですか。 

【河岡委員】  議論されています。あとは、ウイルスを使う方法……。 

【丸山委員長】  潜在(ＲＮＡ)ウイルスね。アグロバクテリウムを使わずに潜在(ＲＮ

Ａ)ウイルス、特有的なものを使って、実際は組換えのようなものだけども、組換えのよう

な扱いにならないだろうというふうに……。 

【河岡委員】  そうですね、それも痕跡が残らないというやつです。いろんな新しい

技術が出てきています。 

【上河アドバイザー】  その辺の動きについても、今回の報告書の中で少し触れるこ

とができればと思います。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【河岡委員】  ですから、普通の自然界で起こっているミューテーションというのが

ありますよね、ランダムに変異が起こるんですけれども、それはもう全然普通の育種と同

じ扱いになるので、届け出をせずにすぐ野外試験ができます。ですから、我々も一時期、

河津さんのところでもやったと思うんですけれども、理研が持っている重イオンビームと

いうのがあって、それを種とかに当てるわけですよ、重イオンビームを。要は癌になった

ときの放射線治療みたいなものですね。そういうのを当てて、変容をランダムに起こして、

それをまた選抜するという試験が、もうすぐできるんですよ。 

【事務局(大渕)】  病変を利用するんですか。 

【河岡委員】  変異です。 

【丸山委員長】  ミューテーションを起こすんですね。 

【河岡委員】  その変異の起こす手段の１つなんですよ。だからそれは化学的にやる

方法もありますし、ＥＭＳという薬剤を使ってもできるんですけど、そうじゃなくて、重

イオンビームというのを当てて、いろいろ新しい品種をつくるというのは、これはもう全

然組換えではないんです。遺伝子組換え技術ではありません。 

【事務局(大渕)】  それは従来育種の延長ということですよね。 

【河岡委員】  そうです。自然に起こっていることをさらに……。 

【上河アドバイザー】  人工的に行うんですね。 

【河岡委員】  そうです。効果的にやっているにしかすぎないんですよ。すごいんで

すよ、どこに変異が起こっているかわからないんだけど、そっちのほうは出せるんですよ、

すぐ。 

【事務局(大渕)】  確率の高いばくちですよね。 

【丸山委員長】  そう、ばくちです。 

【河岡委員】  ただ遺伝子組換えの場合には狙い撃ちしますから、この形質を与えた

いとか、この形質をなくしたいとかというふうにするので、そっちのほうはやはり手法的

に遺伝子組換えですから、カルタヘナの規制を受けるわけですね。 

資料●13

263



77 

 

【丸山委員長】  あとイオンビームの代わりも、昔からガンマ線とかいろいろ出てい

たり、昔からの育種として放射線育種がありますね。 

【上河アドバイザー】  そっちの技術は全くカルタヘナ条約とは関係ないわけですね。 

【丸山委員長】  関係ないです。 

【河岡委員】  それは関係ないです。 

【上河アドバイザー】  ＮＢＴは何の略語ですか。 

【丸山委員長】  ニュー・プラント・ブリーディング・テクニクス(New Plant Breedi

ng Techniques)ですね。つまり、組換えと育種のバイブリッドみたいなものです。 

【上河アドバイザー】  でも、それはまた何か議論を呼びそうですね。森林認証でこ

れどうするのかとなってくると、また……、これが果たしてＯＫなのかどうか。カルタヘ

ナ条約というのがはっきりしていないとすると、また扱いが……。 

【河岡委員】  そうですね、変異とは違いますから。まあ、反対派は反対するでしょ

うね。 

【丸山委員長】  じゃあ、時間のこともありますので、引き続き議題２について事務

局の説明をお願いします。 

【事務局(大渕)】  それではカルタヘナ議定書に関して、資料４に載せています。こ

こには最初に、カルタヘナ議定書がどういうふうな形で出てきたかということの経緯が書

いてあります。ベースは１９９３年に発効した生物多様性条約なんですね。ここで必要で

あると、遺伝子組換えについては約束事が必要であるということが規定されています。 

 本日は資料としてお配りしていませんけれども、生物多様性条約の条文を確認しまし

て、その中に第１９条というのがありまして、バイオテクノロジーの取り扱い及び利益の

配分というところがあります。ちょっと読み上げます。「契約国は、バイオテクノロジーに

より改変された生物であって生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可

能性のあるものについて、その安全な移送、取り扱い及び利用の分野における適当な手続

を定める議定書の必要性及び対応について検討する」。これがもとになって、カルタヘナ議

定書がつくられたと思います。 

 それで議定書の概要は、“現代のバイオテクノロジーにより改変された生物の国境を越

える移動に先立ち、輸入国がＧＭＯによる生物多様性の保全及び持続可能な利用への影響

を評価し、輸入の可否を決定するための手続など、国際的な枠組みを定めたもの”ですか

ら、あるいはこれもあくまでも国際間、国境を越える手続を定めているということでござ

います。 

 いわゆるカルタヘナ法という日本にも国内法がございまして、それはカルタヘナ議定

書の国内への応用ですね。ちょっと今日はカルタヘナ法の条文は載せておりませんけれど

も、最後に参考資料「ご存じですか？ カルタヘナ法」という環境省からいただいたパン

フレットがございますけれども、概要がとても解りやすく書かれております。ちょっとち

なみにめくっていただければ、これもちょっとデータとしては２００７年なので古いんで
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すけれども、ダイズ、トウモロコシ、ナタネの世界の栽培面積の推移が書いてあります。 

 それと、例えばダイズなんですけれども、アメリカの９１％が遺伝子組換えです。そ

れからトウモロコシ、これもアメリカですけど、７３％が遺伝子組換え。それからナタネ、

これはキャノーラとも呼んでいますけれども、カナダでこれは８４％、今現在もうこれ以

上になっていて、日本人が食べる納豆とか豆腐、そういうものは非遺伝子組換え大豆が原

料になっているということですが、牛とか豚とかが食べる、いわゆる家畜のえさになる飼

料穀物、この辺はおそらくほとんど１００％遺伝子組換えであろうと言われております。

ここには書かれていませんけど。 

 それからあと次のページですね、カルタヘナ議定書の国際ルールについて、今言った

ようなことを簡単に書いていて、それから隣に生物多様性を確保するための国内法として

のカルタヘナ法について書いてあります。ここに書いていますけれども、日本の国内にお

いて遺伝子組換え生物の使用について規制をし、カルタヘナ議定書を適切に運用するため

の法律で、遺伝子組換え生物が生物多様性に影響を及ぼさないかどうか事前に審査するこ

とや適切な使用法について定められている、そういうことが書かれてあります。 

 あと、また次のページに、申請から承認までの流れが書いてあります。こ農林水産省

に所属する機関で、農林水産技術会議がございますけれども、申請者が事前に影響評価を

全部チェックして、ここに提出して、検討委員会で学識経験者を集めて、いろんな意見を

言っていただいて、それで認可されるという流れになっております。 

 カルタヘナ議定書及びカルタヘナ法について、以上でございます。 

【丸山委員長】  何か説明に関して、質問、コメントありますでしょうか。 

【上河アドバイザー】  この試験方法、試験をするわけですよね。今の申請者がまず

試験をやる。その試験をやるときは、決められた何かきちんとした形の方法があるわけで

すよね。 

【事務局(大渕)】  逆にこれは試験をする前に、その試験の許可を求めるということ

ですので。 

【上河アドバイザー】  試験をするための許可が要るわけですか、まず最初に。 

【事務局(大渕)】  それについて、関連情報を集めて、これは問題ないと言われてい

るとかいうデータやリストをつくるわけですね。具体的には、申請書に、遺伝子組換え生

物に関する色々な情報を載せるわけです。で、我々としては問題ないと思いますので認め

てくださいということで、申請書を出すわけです。 

【上河アドバイザー】  その申請書のときには試験をしなきゃいけないわけですね、

実際に。 

【河岡委員】  それが圃場に出す前に、温室でやっぱり試験をするんですよ。 

【事務局(大渕)】  閉鎖系でまず試験をする。 

【河岡委員】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  で、問題ないということになると……。 
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【河岡委員】  特定網室も必要なんですね。 

【丸山委員長】  そうですね、閉鎖系、特定網室、圃場という段階です。 

【事務局(大渕)】  で、閉鎖系で試験をする場合もやっぱり許可が要るわけですね。 

【丸山委員長】  そうですね。カルタヘナ議定書ははっきり言えば国際ルールと考え

ればいいですね。それでカルタヘナ法というのは日本の場合は国内ルールです。だから議

定書にのっとって、そのルールに従って国内で扱えるルールですよね。そうすると、実験

閉鎖系でも網室でも圃場でもやはりそのルールがあるので、そのルールに従わなきゃいけ

ないですね。その段階の申請があります。 

【河岡委員】  ただ第２種の場合には、もう各省庁該当するところに出して、許可を

とらないと、試験ができないということになります。ちょうど私たちが筑波大学と一緒に

やった最初のユーカリの例が２００３年か４年だったと思うんですけど、この時は許可を

取るのがかなり大変でした、今はもう前例ができたので、うまくいっていると思いますけ

ど。 

【丸山委員長】  前例をつくるまでが大変。 

【河岡委員】  大変、ものすごい大変。筑波研究学園都市に植わっているユーカリ、

どこにユーカリが植わっているかというのも調べます。それと交雑する可能性があるもの

ですからね。ということで、そのときは花をつけたら切る、つぼみをつけたら切るという

条件で認めてもらいましたけれども。 

【上河アドバイザー】  で、開放系まで行ったわけですか、試験……。 

【河岡委員】  行きました。そこまでのペーパーワークだけでもえらい大変で。 

【丸山委員長】  世界的なルールがもうできているので、あと各国の国内のルールが

あるはずですよね。それはどう違うか私もよくわかりませんけど、おそらく国際的なルー

ルに従ってやっているはずですから。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【河岡委員】  日本はそうだと思います。アメリカはこれを批准していないですから。 

【丸山委員長】  アメリカは違うルールでやっているんですね。 

【河岡委員】  我々も（アメリカの）共同研究先でポプラを申請したことがあるんで

すよ。簡単な申請書だけでいったと思います。 

【事務局(大渕)】  そうですね、遺伝子組換え作物の先進国というのはカルタヘナ議

定書の非締約国でございまして、ちなみに締約国は平成２５年５月２１日現在でＥＵも含

んで１６６となっています。それから非締約国が３０です。その中に入るのが米国、カナ

ダ、オーストラリア、それからアルゼンチン、チリですね。米国、カナダ、チリはもう紛

れもない遺伝子組換え作物先進国ですので……。 

【上河アドバイザー】  そういうところは関係なしにやっているわけですね。 

【事務局(大渕)】  そういうところはカルタヘナに入っていないので。 

【上河アドバイザー】  逆にブラジルは締結しているわけですね。 
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【事務局(大渕)】  ブラジルは締結しています。 

【上河アドバイザー】  ですから、Suzano はかなり手続が大変なわけですね、そうい

う意味では。 

【事務局(大渕)】  ただ国内によって、おそらく独自性とか政策とか国民性というの

はございますので、それがどういうふうに反映するかですね。 

【河岡委員】  国間では移動させなければそんなに……。 

【丸山委員長】  ちなみに中国も入っていますよね。 

【事務局(大渕)】  中国も締結しています。 

【河岡委員】  モンサントとかが輸出攻勢をかけるのに対して、規制をかけようみた

いな感じで始まったと思うんですよ。環境的に遺伝子組換え体が蔓延といいますか、広が

ったときに、どういうふうな環境影響評価があるのかというところで、やっぱり輸出国と

輸入国の取り決めをちゃんとしておかないといけないということだと思うんですけどもね。

でもアメリカは批准しないですよね、これ。 

【丸山委員長】  そうですね、利益優先。 

【事務局(大渕)】  そうですね、国益優先の国だというふうに思っていますけど。 

【丸山委員長】  どうもありがとうございます。じゃあ、引き続き議題３に説明をお

願いします。 

【事務局(大渕)】  はい。森林認証における遺伝子組換え樹木の取り扱いにおける争

点という議題なんですけれども、この中に、実は先ほどから話が出ていますけれども、ブ

ラジルの Suzano Pulp and Paper 社の子会社、FuturaGene 社が遺伝子組換えユーカリの商

用栽培の申請をしたと。今､これでいろんなところから議論を呼び起こしているような状態

になっています。ちょっとそれに関して資料を５－１から６まで集めたというような状態

です。 

 資料５－１を見てください。これが Suzano のホームページです。２０１４年５月１４

日付です。ここには FuturaGene 社がＧＭユーカリの商業栽培許可を申請したということで、

これはどこに出したかというと、ブラジリアン・ナショナル・テクニカル・バイオセーフ

ティー・コミッション、要は政府機関に申請したということです。略称がＣＴＮＢｉｏと

いうのは、ポルトガル語の語順だからですね？ 

【河津委員】  そうですね、ＣＴＮビオとか言いまして。 

【事務局(大渕)】  それと、この一番下に FuturaGene は、樹木の商業栽培の許可を申

請した最初のプライベートカンパニーですと書いてあります。これは親会社の Suzano のホ

ームページでも、まるきり同じ文章が載っています。 

 それからその次ですね。その FuturaGene 社が２０１２年１月にホームページに掲載し

たＧＭ、遺伝子組換え樹木の植林のファクト･シートです。ＧＭツリー・プランテーション・

リサーチ・ファクト・シートと書いていますけれども、こういうことをやっていますよと

いうことをちょっと載せてあるわけです。要するに、地ならしというんですかね、いきな
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りやると波風が大きいから、先にＰＲしています。 

それから資料５－２ですけれども、これは先ほど話が出ましたけれども、ArborGen 社の

耐霜性ユーカリのフィールド・テストの許可を得たことが書かれています。フィールド・

テストのために環境影響評価したのは、アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジ

アナ州、ミシシッピ州、サウスカロライナ州、テキサス州等、南部の７州で、問題なかっ

たそうです。 

 次のページで耐霜性ユーカリについての説明が書かれてあります。これコントロール

というのは、以前は、もともとこれだった、オリジナルはこうですよということですね。

で、バイオテックというのは、何か……。 

【上河アドバイザー】  組換え体じゃないですか。 

【事務局(大渕)】  組換えたということですね。それで隣の写真が、上から見ると明

らかに耐霜性ユーカリは葉っぱがあって、そうでないユーカリは枯れていると、そういう

写真なんですね。わかりやすいと言えばわかりやすいんですけれども。 

 それから次の資料５－３、THE FORESTS DIALOGUE というのがありまして、これはアメ

リカのコネチカット州のＮＧＯですけれども、これが製紙産業の５社に対して公開質問状

を送っています。どこに送ったかというと、ブラジルの Fibria 社、北欧の Stora Enso 社、

それからアメリカの International Paper 社、同じくアメリカの Meadwestvaco 社、それか

ら先ほど出たブラジルの Suzano 社、この５社に対して質問状を送っています。 

 質問内容は各社とも全部共通です。ちなみに後ろのほうに、Suzano 社に対する質問状

があります。ＮＧＯがＧＭツリーに関して産業から聞きたいことが書いてあります。大き

く３つに分かれてまして、１つ目がＧＭツリーの開発計画全体についてということを聞い

ています。例えばＧＭツリーの開発をしているかとか、それからＧＭツリーについて文書

化した政策を持っている、社内政策を持っているかとか、ＧＭツリーの開発を進めるに当

たって、リスクアセスメントをやっているかとか、いろんなことを聞いています。 

 ２つ目は、ＧＭツリーが生物多様性に影響を及ぼすかということについて聞いていま

す。生物安全への影響についてという質問ですけど、これは生物多様性保全についてだと

思いますけどね。 

 それからあと３つ目の大きな質問というのは、社会文化的影響についてです。 

【上河アドバイザー】  大体皆さん、遺伝子組換えに対して前向きな回答なんですか。 

【事務局(大渕)】  Fibria 社は前向きなようですね。同じブラジルですから。Fibria

というのは以前は Aracruz という会社で、２００９年にボトランチン社と合併して大きく

なった会社です。元々Aracruz は昔からユーカリの育種研究については力を入れていた会社

ですので、おそらく Suzano の流れを見ているんじゃないかなと思いますけどね。 

【丸山委員長】  そうでしょうね。 

【事務局(大渕)】  Fibria 社は世界一のユーカリパルプ輸出会社ですね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 
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【事務局(大渕)】  それと次、資料５－４ですね。これはＦＳＣポリシーなんですけ

れども。ＦＳＣジャパンに対してちょっと質問をしまして、その結果いただいた資料なん

です。私がＦＳＣジャパンに対して質問したのは、ＦＳＣの原則と基準（第５版）の原則

１０－４に、組織は管理森林内で遺伝子組換え種を使用してはいけないと書かれてありま

すが、この背景に関するレポートがありましたらご提供くださいと、そういう質問をして、

お願いをして、いただいたのがこれなんです。実はこれはホームページからも拾うことが

できます。この中に、生物多様性に影響があるとか、なぜいけないのかということがいろ

いろと書かれています。 

 それで、じゃあＦＳＣはずっとこのまま遺伝子組換え種を使用してはいけないと言っ

ているのかということなんですけれども、実はそうではなく、プロセスを経て政策が変わ

っていくというようなことを書いてあるんですね。要はリスクがなければ、必ずしも反対

というわけではないということだと思うんですけれども、リスクを明らかにするというの

は実は大変なことなんだろうと思うんですけれども。 

 ＩＵＦＲＯの文献も参考にしているようですね。ＩＵＦＲＯは何の省略ですか。 

【河岡委員】  International Union of Forest Research Organizations（国際森林

研究機関連合）。いろんな部会ありますよね。 

【事務局(大渕)】  それからあとはもう１つ、同じく森林の認証組織であるＰＥＦＣ

のホームページから引っ張って来たんですけれども、ここでは遺伝子組換え体のメリット

と危険性について書いてあります。ＰＥＦＣも認められないと言っています。 

 で、このことについてＰＥＦＣのアジアプロモーションズの事務局に問い合わせをし

たら、特にこのＧＭＯに関するレポートはないということです。ただ、非公式な話として、

２００５年のＰＥＦＣ総会で、ＧＭＯ樹木について話をしたことがあるというんですね。

それは３つあって、１つ目がＰＥＦＣはＧＭＯに関しては可否の判断を留保すると。反対

じゃなくて、留保するということです。２つ目として、それゆえ実務的にはＧＭＯ樹木が

認証材として認められることはない。結果的にはノーだということなんですけれども、今

現在はノーだということですね。それから３つ目、ＧＭＯ樹木の取り扱いに関する作業部

会を立ち上げ、その扱いに対して議論、検討を進めるとなっています。その検討を進める

と言っていますけれども、それが今どういう状況にあるかはちょっとわかりません。 

 それぞれについての理由なんですけれども、留保した理由は、社会的にＧＭＯに関す

る諸データが不十分であると言っています。 

 それから、今後の扱いに関して、議論・検討を進めるということなんですけれども、

ＰＥＦＣは最新の科学研究成果に基づく規定を採用しており、現時点においてＧＭＯに関

する判断のよりどころにすべき科学的な合意がないと言っています。だから、今現在、判

断材料としての決定打がないということだと思います。 

 ＰＥＦＣは５年ごとにＧＭＯ樹木の扱いに関することを検討しているようですけれど

も、現状では出所に問題のある原材料の扱いになっているということです。問題のないＧ
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ＭＯ樹木をどうやって理解していただくのかということですが、かなり難しいのかなとい

う感じですけどね。 

【丸山委員長】  さっきの話じゃないんですけど、前例をつくるまではかなり大変で

すね。 

【事務局(大渕)】  それとあと資料５－６ですね。これはさっき Suzano 社、FuturaGe

ne なんですけれども、Suzano がブラジル政府に対して遺伝子組換えユーカリ植林の商業植

林を認めてくれというふうに出したということに対して、ストップキャンペーンですね。C

ampaign to STOP GE Trees ということで、これは何か反対の手紙を出そうじゃないかとい

うようなことを書いているんだろうと思いますけれども、 

ワールド・レインフォレストというＮＧＯが早速手紙を出したんですね。それでほかに

も同意を求めているという情報です。 

 Open Letter to CTNBio ですから、ブラジルのＣＴＮバイオに対して公開質問状を出す

ということを書いています。 

【上河アドバイザー】  いずれにしてもあれですね、ＦＳＣもＰＥＦＣも、要するに

まだＧＭに関しては十分に評価というか、安全性の評価が十分でないという判断ですよね、

どちらも。 

【事務局(大渕)】  はい。 

【上河アドバイザー】  一方でカルタヘナ条約というのは国際的に批准をして、カル

タヘナ条約に基づいて安全性が確認されたものはつくってもいいですよという世界的枠組

みができているわけですよね。 

【事務局(大渕)】  はい。 

【上河アドバイザー】  それは認めないということですね、それは十分じゃないとい

うふうなのが森林認証の立場だということですね、そういう意味でいくと。 

【丸山委員長】  それはモニタリングはもうちょっと長く必要……。 

【上河アドバイザー】  とかいうことですよね。 

【丸山委員長】  そういうリスクがないということを証明できれば、もう時間の問題、

許可がおりるのではないかなと思いますけど。それにしても反対する人は反対するんです

よね。 

【河岡委員】  証拠が十分でないから認められないという、生物多様性に関してです

よね。だからそういう試験はまだできていませんからね、ブラジルの中で。このＩＵＦＲ

Ｏのツリー・バイオテックが、去年ノースカロライナ、アメリカであったんですが、ＧＭ

ツリーに対して外で大騒ぎして反対運動をしている人達がいましたよ。 

ＩＵＦＲＯのツリー・バイオテック会議は２年毎に開催されてまして、前回はブラジル

でやったんですけど、そのときは全然何も起こらなかったんですよね。私は２０００年ぐ

らいからＩＵＦＲＯのツリー・バイオテックに出ているんですけど、組換え樹木の研究と

いうのはだんだん減ってきています。 
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【上河アドバイザー】  そうなんですか、世界的に減ってきている。 

【河岡委員】  はい、減ってきていますね。 

【事務局(大渕)】  減ってきている理由というのはどういう理由かご存じですか。 

【河岡委員】  ＦＳＣとかで規制があって、なかなか実用化に向かわないということ

だと思うんですけれども。それよりもやはりＤＮＡマーカーとかジェノミック・セレクシ

ョンとかそういうふうな、あとはＧＷＡＳというふうな、Genome-Wide Association Study

（ゲノムワイド関連解析）ですか、そっちのほうの研究のほうが盛んにはなってきていま

すね。 

【丸山委員長】  うわさ話しか聞いていないんですけど、１５年前か２０年前に、南

米のウルグアイにあるフォレスタル・オリエンタールというシェルの子会社なんですけれ

ども、大反対されて組換え樹木の応用から手を引いたという話がありました。つまり、世

界のコンセンサスを得られないような動きでは、難しいです。 

【上河アドバイザー】  この問題というのは、今言ったように、原理的に反対だとい

う人たちはいっぱいいるので、なかなか生産的な議論ができないというところがあるんで

すよね。その辺をどういうふうにしたらいいのかというのはやっぱり問題です。 

【河岡委員】  そうですね。でも、組換え作物は反対しないのでしょうか。環境に大

きな影響を与えるから、組換え樹木はいけないと言っているのでしょうか。 

 まず、面積が広い、それから栽培期間が長い、で、木が大型化するというところで、

やっぱり環境に対する影響が大きいというのは多分（一方的な）言い分ですよね。 

【河津委員】  遺伝子の拡散距離も非常に大面積になるので、コントロールしにくい

と問題にしていますね。 

【上河アドバイザー】  （反対派の方は）農作物でも反対していますけどね。 

【事務局(大渕)】  農作物というのは、人間が自然の中からつくり出したもので、人

間がきちんと世話しなければ生きていけない、しかし、樹木はそうではなくて、環境さえ、

条件さえ整えば自分で生きていくと、人間の関与がなくても生きていくと。その違いはあ

るかなと思うんですけどね。 

【河岡委員】  ポプラなんかは繁殖力強いですから、生きてゆくでしょうけど、ユー

カリはそんなでもないですよね。 

【事務局(大渕)】  そうですね、ポプラはそうですね、枝を挿しただけでも、根が生

えていくという、そのぐらい生命力強いですから。 

【丸山委員長】  ユーカリ、ポプラというのは長い期間の作物といってもいいんです

よね、５年間で。１年に対して５年間だから、それでもいいんですけれども、やはり反対

が来ますね。 

【事務局(大渕)】   今日集めた資料は、どちらかというと私の主観が入って、集め

たものですけれども、何かほかにこういう資料がいいよとかアドバイスしていただければ

大変助かります。後でメールででも結構ですので、ご助言いただければありがたいと思っ
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ております。 

【丸山委員長】  フォーカスして範囲を決めないと、情報を流すだけでまとめるのが

すごく大変です。インターネットで調べれば、もう切りがないというか。 

 あと、気になったところなんですが、資料２の「遺伝子組換え樹木／遺伝子組換え作

物をめぐる諸外国の政策面」ですか、これ、おそらくもし最新版であればかなりわかりや

すいですけれども、作物とか入れる必要があるかどうか……。 

【上河アドバイザー】  作物は要らないと思いますけどね。樹木に焦点を当てたほう

がいい。 

【丸山委員長】  樹木に絞って、それを全部載せるかどうかは決めていただいて、ち

ょっとＦＡＯの２００４年のデータになっている部分が多いので、それを最新……。 

【上河アドバイザー】  アップデートできればいいですね。 

【丸山委員長】  そうですね、なぜかというと、例えばこれを見ると、ＧＭ樹木の国

別の野外試験数のところで多分２００件というぐらいになっておりまして、Suzano のホー

ムページの資料を見ると、現在８００あるということも書いていますね。Suzano、資料５

－１の、たしかページをめくって３枚目ですね。８００以上のフィールドトライアルが存

在するというふうに。そこまで細かく調べる必要はないんだけども、その５年間のギャッ

プ、もうこれだけ増えたという新しい数値を入れたり、何か考えたほうがいいかなと。 

【上河アドバイザー】  その辺ちょっと調べたいと思いますね。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  資料２は非常によくまとまっているので、この中の表がちょ

っと古いものですから、今、委員長がおっしゃられたように、少しその辺のところをアッ

プデートするような情報を集めて、整理するということも大事だということですね。 

【丸山委員長】  そうですね。非常にたしかわかりやすい説明であるので、根本的に

中身は多分それほど変わっていません。データだけちょっと最新化にさせれば、なおさら

いいかなと思います。 

【上河アドバイザー】  そうですね。あと、英文の資料に関しては、できるだけ、こ

れは重要だなと、これは絶対やったほうがいいやつは日本語に訳したいと思いますし、全

部が全部訳すとこれ大変な量なので、とてもそれは全部できませんので、場合によっては

英文のままのものも中にはあってもいいのかなと思っています。それの辺はちょっと最終

的に整理するときにしてみたいと思います。 

 あと一点、基本的に、今言ったように文献でやっていこうと思うんですけれども、こ

れ以外、例えばインタビューみたいな格好でしたほうがいいのかどうか、その辺はどうで

しょうかね。例えばこの人に聞いたほうがいいよとかという人がいれば、場合によっては

インタビューも一部入れるということもあるとは思うんですけれども、この問題に関して。 

【丸山委員長】  どうでしょうか。インタビューされることに関して……。 

【河岡委員】  何について聞きたいかですよね、そうなると。 
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【上河アドバイザー】  そうですね、そこになりますよね。 

【丸山委員長】  おそらく私、知っている限り、このフィールドトライアルに近い場

合は、日本の場合は隔離圃場ということで、筑波大学の先生が一番適切ではないかなとい

う気がしますけれども、どうでしょうか。 

【上河アドバイザー】  担当の教授はどなたでしょうか。 

【河岡委員】  渡邉和男先生です。 

【上河アドバイザー】  それじゃ１回筑波大を訪問して渡辺先生にお話を聞くという

のがよいかもしれません。 

【丸山委員長】  あと、パルプ関係の民間企業で海外でのパイプはございますか。 

【河岡委員】  一番推進しているのは Suzano というか、FuturaGene ですよね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【河岡委員】  研究者レベルではいますよ、イスラエルですけど。 

【事務局(大渕)】  FuturaGene は昔、テルアビブ大学の研究機関も取り込んだと聞き

ましたが。 

【河岡委員】  もともとイスラエルの会社だったんですけど、イギリスの会社と一緒

になった後に、Suzano の傘下に入っていますけど。 

【事務局(大渕)】  少し気になったのは、Suzano、FuturaGene がどういう方法で遺伝

子組換えをやろうとしているのか、不明な点です。例えば成長性のいい遺伝子を入れるの

か。あるいは、環境耐性の遺伝子を入れるのか。 

【河岡委員】  彼等は前からＣＢＤ（セルロース・バインディング・ドメイン）とい

う、セルロースに結合するドメインの遺伝をコードする部分を入れて、繊維長を長くする

ような感じのことができるというふうなものをつくって、そうすると成長性がよくなると

いうふうなフィールドトライアルのデータを持っていたので、それをおそらくブラジルで

植えて、商業化したいというふうな考えだと思うんですよね。１つはね。それだけじゃな

いと思いますけど。 

【事務局(大渕)】  その辺はオープンにされないんですか。 

【河津委員】  ブラジル政府に出している申請書の中にどういう遺伝子を使っている

かというのは明記されていると思いますけどね。 

【上河アドバイザー】  その内容はわかるんですかね、申請書というのは。 

【河津委員】  ＣＴＮビオにこういう実験をやりますからということで承認を受けて、

やっているはずですから。ポルトガル語だと思いますけど。 

 

【事務局（大渕）】  Suzano (FuturaGene)が申請する場合、周りのユーカリと交配す

る可能性が問題にならないのかどうか、気になりますね。ユーカリはもともと、ブラジル

になかった木ですが。 

【丸山委員長】  おそらく１つの考えとして、例えば花を咲くことをアウトにして、
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あるいはもう大体５年で切るならば、もう多分花は咲かないという、そのモニタリングを

多分していると思いますよね。 

【河岡委員】  まあ、つぼみの段階で見つけられれば、駆除できますよね。 

【丸山委員長】  大体何年位で咲きますか。 

【河岡委員】  いや、場所によりますよ。痩せている場所だとすぐ咲きますよ。 

肥えている場所だと、なかなか咲きません。 

【河津委員】  ２００７年に Suzano の研究者と話したことあるんですけど、彼らは花

芽の形成を抑制することはしないと。それで、何をやっているかといいますと、遺伝子の

拡散距離を当時計測していて、ユーカリの場合は虫媒花になりますので、ミツバチの飛翔

距離を測って、花粉拡散防止のバッファーゾーンをつくってということで隔離するような

やり方を当時やっていたのではないかなと。現時点でもそれを使っているか、ちょっとわ

かりませんけれども、その時点ではそういう判断で花粉を出しても安全性を確保して、そ

れでフィールドテストをやるというような話をしていたと思います。 

【河岡委員】  多分（交雑）しないでしょうね、それは。 

【河津委員】  それを応用するような形で今回商業利用ということで申請しているの

であれば、どういうふうに植栽するかも含めて、何をどのように植えるかということにつ

いて情報を公開していると思いますので、それを見れば明らかになると思います。 

【上河アドバイザー】  それはぜひ知りたいところです。 

【丸山委員長】  アメリカではたくさんのフィールドトライアルの申請があると思い

ますけれども、何かインターネットで検索したときに、もう２つ、３つぐらいの例えば成

長がいいとか、材質もいいとか、しかも花も咲かないとか、トピックスが何か載っていた

気がするんですね。技術的に、花を咲かせないということの技術を持っているかもしれな

いけど、おそらく研究レベルでは（花芽形成の抑制を）もうやっていると思いますよね。

私、見たことないんですけどね。 

【河岡委員】  それは、オレゴン州立大のストラウス教授、あそこのグループが結構

やっていて、リーフィーという遺伝子を入れて、花芽の形成を、何か花じゃなくするんで

すね、やっていますよね。逆にやっぱり従来育種で必要な開花促進というのがあるんです

けど、それもアラビドプシス(シロイヌナズナ)で見つかったＦＴという遺伝子を入れると

花が咲くということがわかってきて、そうすると、接ぎ木をするんですね。で、接ぎ木を

すると、下からそのＦＴという遺伝子産物が上がってくるので、そうすると上のほうの穂

木のほうが花を咲かす、早く咲かすという技術を開発していました。そうすると、花粉と

種子が取れるので、従来の育種にも応用できるというふうな技術開発はされていましたね。

紹介されたんですけど、これでつくったものは遺伝子組換えではないんですけれども。そ

ういう技術。実際の育種現場では花が咲かない個体というのはありますから、それに対し

てどういうふうな扱いになるんでしょうかという議論もあります。 

【丸山委員長】  時間も残り少なくなってきました。使えそうな情報がありましたら、
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Ｅメールで事務局に送って下さい。 

【事務局（大渕）】  よろしくお願いします。 

【上河アドバイザー】  で、今日いろいろ資料ありましたけど、さらにこんなやつが

いいよとかあれば、ぜひ教えていただきたいのと、あと今日いろいろと難しい技術がいっ

ぱい出ましたけれども、そういった技術を何か概説的に書いたようなものがもしあれば…

…。 

【河岡委員】  あると思います。 

【上河アドバイザー】  それをいただければ助かります。 

【丸山委員長】  次回の第２回の開催はいつ頃になりますか。 

【事務局（大渕）】  １０月の上旬を考えております。もちろん皆様がそろわないと委

員会を開けませんものですから、またいろいろと相談しながらやらせていただきたいなと

思っています。 

【上河アドバイザー】  次回はいろいろと皆さんから教えていただいた情報ですとか、

それからまたもし、場合によっては筑波に行って、新しい情報を入れたものも含めて、次

回は整理をして、やりたいと思っていますので。 

【丸山委員長】  上河さん、今回の検討委員会については何か加えることはあります

か。 

【上河アドバイザー】  いわゆる議論ですね、反対派がどういうふうにして議論して

いる、その辺のところの整理を１回やってみる必要があるので、これは事務局のほうにお

願いしたいと思います。 

【事務局（大渕）】  次回はそれを整理したものを提出いたします。 

【丸山委員長】  それでは第１回の検討委員会を終了させていただきます。また次回

もよろしくお願いします。 

 

── 了 ── 
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第２回海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査に関する検討委員会議事録 
 

 
日  時：平成２６年１０月２１日（火）１０時～１２時 
会  場：日本製紙連合会 Ａ 会議室 
出席者(敬称略)： 
（委 員） 
独立行政法人森林総合研究所 生物工学研究領域長 丸山 毅 
 
日本製紙株式会社 研究開発本部 アグリ・バイオ研究所所長 河岡 明義 
 
王子ホールディングス株式会社 イノベーション推進本部  
革新事業推進センター  インキュベーション推進室 上級研究員 河津 哲 
 

（アドバイザー） 
日本製紙連合会  常務理事 上河 潔 
 

（事務局） 
一般社団法人海外産業植林センター 専務理事 大渕 弘行 
 

 

 

【事務局（大渕）】  皆さんおそろいですので、始めたいと存じます。委員長、よろし

くお願いします。 

【丸山委員長】  どうも、おはようございます。早速ですけれども、議事次第に沿っ

て進行したいと思いますので、本日もおつき合いの程よろしくお願いします。 

（添付資料の確認を行う） 

【丸山委員長】  本日の議題は大きく分けますと、２つあります。議事次第に書いて

あるとおり、（１）第１回の検討委員会で出された課題、その①中国における遺伝子組換え

樹木商業植林の現状について。②ＮＢＴ（New Plant Breeding Techniques）の紹介資料に

ついて。③遺伝子組換え樹木／遺伝子組換え作物をめぐる諸外国の政策動向。④ FuturaGe

ne（ブラジル Suzano Pulp and Paper の子会社）の組換え樹木の内容。⑤遺伝子組換え樹

木反対派の反対理由について。それと⑥筑波大学遺伝子実験センターの訪問。 

 （２）報告書の構成について。以上大きく分けて２つの議題が挙げられております。 

 引き続き課題（１）①から⑥の資料について、事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  わかりました。それでは、順次概要を話しますので、資料を御覧
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ください。 

 まず資料１－１、GE TREE RESEARCH （A country by country overview）、これはＷＲ

Ｍ（World Rainforest Movement）というウルグアイの環境ＮＧＯがまとめたものでござい

ます。開いていただくと、１ページ目にＧＥツリーの野外実験が２０１３年の調査で７５

０あったということで、アップデートされた数字が出てきています。国別に、アメリカが

５００、中国が７８、ブラジルが６５というふうに書かれています。私が捜した資料の中

では、これが最新版の数字だろうと認識しています。 

 この中の中国における遺伝子組換え樹木商業植林に関する情報としては、５ページ目

のチャイナを見ていただきたいんですが、ここで中国は世界で唯一組換え樹木の商業植林

が認められている国で、野外試験が世界で２番目に多く行われているところであると書か

れています。これまでに２００２年から１００万本以上植えているということが書かれて

ありますが、No records と書かれておりまして、どこにどのくらい植えられたかというデ

ータはないとも書かれております。中国森林科学院によりますと、植えられた遺伝子組換

え樹木というのは雌のポプラで、受精力が改変されていると。どのように改変したのかよ

くわかりませんでした｡あと、南京環境科学院の研究者からは、ＧＭポプラが既に野生のほ

うにも浸透しているというか、漏れているということが書かれてあります。あと、中国は

ポプラだけじゃなくて、ユーカリやゴムの遺伝子組換え研究もやっているということも書

かれています。 

 これ以上の状況というのはわからないんですけど、資料１－１の元になっているのが、

資料１－２ですが、ここに植えられている遺伝子組換え樹木の名称や遺伝子操作の目的が

書いてあって、次のページで研究している組織はどこかとか、研究や野外試験の規則はど

うなっているのかとか、ＧＥツリーの商業植林の植林状況はどうなっているか等の項目に

分けて書かれています。中国の状況については以上です。 

【上河アドバイザー】  中国森林科学院で行われた雌のポプラの商業植林に関して、a

ltered fertility と書いてあるのは不稔性にしたということなんでしょうか。資料１－２

に出典のウェブサイトのＵＲＬが載っていますよね。確認できるのではないかと思います。 

【事務局（大渕）】  そうですね。これで確認※すればわかるかなと思いますが。 

 

※後日、出典の ”CHINA daily 2005-04-01” の ”More GE trees‘no threat’ to en

vironment” を確認したところ、「商業植林された樹木は生殖能力を改変されたメスのポプ

ラである。つまり、これらの樹木は空中に花粉を放出できないことを意味する」と書いて

あった。メスとオスが逆になっているが”不妊ポプラ”であると理解できる。 

 

【上河アドバイザー】  資料１－２の記述には、不稔性にして商業植林したけど、実

際は外部に漏れているよという感じで読めますけどね。 

【河津委員】  この文言だけからだったら、受精能力が上がったのか、下がったのか、
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わからないと思いますが、常識的には受精能力を下げるということをねらってやっている

んだと思いますけど。 

【事務局（大渕）】 だけど、それが漏れ出しているということを森林科学院や南京環境

科学員の方が報告しています。 よろしければ次のほうに移ってよろしいでしょうか。 

【丸山委員長】  はい、お願いします。 

【事務局（大渕）】  それでは、②番のＮＢＴ、ニュープラント・ブリーディング・テ

クニクスの紹介資料について。筑波大学の鎌田博（故人）教授が２０１３年にまとめられ

た「新植物育種技術の研究・開発動向」ですけれども、今のところこれよりも林木で詳し

いものはないということでしょうか。河津さん。一番まとまっているのはこれですか？ 

【河津委員】  そうですね。これは林木に限らず植物全般のお話かなと思うんですが、

特に林木に関してということの情報は、私は持ち合わせておりませんが。 

【事務局（大渕）】  筑波大学の渡邉和男先生も、ＮＢＴという技術があるので、これ

からどんどん変わっていくよというようなことを、おっしゃられていました。 

【丸山委員長】  これ、２０１３年だからわりと新しいですよね。 

【河岡委員】  「遺伝」という雑誌があるんですけど、3 月に特集号が出ていました。

遺作になってしまいましたけれども、鎌田先生がまとめられました。 

【丸山委員長】  ２０１４年ですか。 

【河岡委員】  今年の３月号にかなり詳しく書いてあります。 

【丸山委員長】  国内雑誌ですか？ 

【河岡委員】  国内。日本の雑誌です。もっと詳しくて、多分もう少しいろいろな技

術が紹介されていたと思います。 

【事務局（大渕）】  後で「遺伝」にも目を通してみたいと思います。それでは次に行

ってよろしいでしょうか。 

【丸山委員長】  はい、お願いします。 

【事務局（大渕）】  次は③番です。遺伝子組換え樹木／遺伝子組換え作物をめぐる諸

外国の政策動向。これについては作物を除いたものはないかということで、同じ農林水産

政策研究所の藤岡典夫さんが同じ内容で取りまとめられたのがありましたので、それに差

しかえさせていただきたいと思います。ですから、前回の資料はこれに差しかえられると

いうことになります。 

 それと、この“遺伝子組換え樹木をめぐる現状と課題”の中の６６ページですが、「第

１表 ＧＭ樹木の国別の野外試験数」というのがございます。この数字をアップデートし

たものが先ほどのＷＲＭの報告 GE TREE RESEARCH の１ページ目に記載されています。ＷＲ

Ｍでなくても別のところで同じものが見れました。多分、ＷＲＭが参考にしたと思われる

のが、「PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL２０１３年９月号」、この中の Table１に２０１３年

時点のサマリーが載っています。 それによると、アメリカが５００件で、その内訳とし

て、ポプラが２１２件、パインが１５４件、ユーカリが７７件というふうに具体的に書か
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れています。アメリカの数字というのはアメリカの政府機関からデータとしてとっていま

すので、間違いないです。それから、各国それぞれの政府系の機関ですね。そういうとこ

ろからデータを集めていますので、この数字は信頼性があると言ってよいと思います。 

 ですから、表としては農林水産政策研究所の藤岡さんがつくられた数字の隣に今はこ

ういうふうになっていますよという数字で表をつくろうかなというふうに考えていますけ

ど、いかがでしょうか。これはＦＡＯの２００４年データですから、野外実験数は８、９

年でかなり増えているのがこれでわかると思います。 

【上河アドバイザー】  今の資料はどなたがつくられたんですか。 

【事務局（大渕）】  「PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL」 を出しているのは、 Society

 for Experimental Biology,  Association of Applied Biologists and John Wiley & S

ons, Inc.,※です。 

 

※１８０７年ニューヨークに設立された John Wiley & Sons 社は科学、技術、医薬等の

学術的、学際的な出版を行う国際的な団体。売上 1.8billion、従業員 5,100 人。 

 

【丸山委員長】  それでは、次、④ですね。お願いします。 

【事務局（大渕）】  FuturaGene、すなわち Suzano Pulp and Paper の子会社の組換え

樹木の内容ということで、資料４－１に「NATURE」に取り上げられた記事です。これも河

津さんからいただいた情報ですけど、ポイントだけ説明致します。「NATURE」の記事の見出

しは「ブラジルが遺伝子組換え樹木の承認を検討している」というふうに訳した方がいい

のでしょうか。ブラジルは今３５０万ヘクタールのユーカリ植林地があります。そういう

中で FuturaGene 社がシロイヌナズナの遺伝子の中に植物の成長を加速する機能、すなわち

植物の細胞壁の拡大を促進するタンパク質を見つけたんですね。 

 シロイヌナズナというのは、皆さんが一番よくご存じだと思いますけど、一般的な研

究用のモデル植物であることと、ゲノムサイズが小さいということ、全ゲノム解読が終了

していること。それから１世代が２カ月で短いということで、室内栽培がとてもやりやす

いということでよく使われている植物だと聞いています。そういう中で、細胞壁の拡大を

促進する機能を持ったタンパク質を作る遺伝子を見つけて、それをユーカリ遺伝子に入れ

たということです。 

  あとほかには（遺伝子組換え樹木植林に）反対する２５９の組織が、ラテンアメリ

カの１０６の組織が含まれていますが、連携して、ブラジルの遺伝子関係を統括している

政府組織の CTN Bio（国家バイオ安全技術委員会）に手紙を出したということも書かれてあ

ります。 

 それからあと、続いて資料４－２なんですけど、FuturaGene 社のホームページの文章

がございまして、Yield and Processability Enhancement、「収量と処理能力の向上」とい

う見出しで、中身を見ると植物細胞壁について書かれてあるわけです。植物細胞壁はセル
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ロース（繊維素）の源泉で、丈夫な構造で細胞を取り囲んでいるということで、これを弛

緩させて再構築することによってセルロースの量を増加させる、そういう機能を持たせる

というふうなことも書かれてあります。そういう理解で宜しいでしょうか。 

【河岡委員】  はい。 

【事務局（大渕）】  気になったのは、一番最後の行に書かれてありますが、細胞壁を

コントロールする、そういう技術を知的財産権として確保しているというようなことが書

かれてあります。ですから、誰もこのまねはできないということをホームページで宣言し

ているのかなと思いました。 

【上河アドバイザー】  特許を取っているということでしょうね。 

【丸山委員長】  そうでしょうね。 

【上河アドバイザー】  FuturaGene は今ブラジルの規制当局に申請を出しましたが、

まだオーケーは出ていない？ 

【事務局（大渕）】  オーケーはまだ出ていません。 

【上河アドバイザー】  まだ出てない。申請中ということですね。 

【事務局（大渕）】  はっきりしているのは申請したことと、公聴会が行われたという

ことと、まだ許可が出てないことと、反対するＮＧＯがたくさん、やめてくれという手紙

を出していること。これだけわかっています。あとはブラジル当局がどういう判断をする

かということに皆、注目しています。これは、条約とか国内の法律、それからあとブラジ

ルの国益、そういうのに問題がなければ反対される理由というのはないんだろうと思いま

すけれども、反対派の動きがあるので時間がかかるかもしれませんね。これについては引

き続き情報をウオッチングしていきたいと思います。 

 以上の２つの資料について、ほかに何かアドバイス等ございましたら、お願いします。 

【丸山委員長】  そうですね。ブラジルの申請するところのホームページで関連情報

を見ることはできませんか。ポルトガル語で、なかなかわからないかもしれませんけど。 

【河津委員】  私も一度入ってみたんですが、見当たらなかったですね。 

【丸山委員長】  見当たらないですか。 

【河津委員】  基本的にブラジルの場合、こういう試験がなされていますとか、許可

しましたとかいうことが、官報に出ますので、それをブラジル側の方に見ていただけると

いいかなと思っていたんですが、難しいようですね。 

【上河アドバイザー】  そうですか。日伯紙パルプ資源開発の関係者というか、ブラ

ジルのＣＥＮＩＢＲＡあたりの方からそういうことを聞けないですかね。 

【事務局（大渕）】  関係者に聞いてみたいと思います。 

【丸山委員長】  細かい情報は出てないかもしれないけど、確認しておいたほうがい

いですね。 

【事務局（大渕）】  他に気になっているのは、樹種はユーロ・グランディス（ユーカ

リのユーロフィラ種とグランディス種の雑種）かなと勝手に推定しているんですけれども、
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何の樹種を使用しているのか、私としては知りたいところです。 

【上河アドバイザー】  それはぜひ知りたいですね。 

【丸山委員長】   ④についてこれでよろしいでしょうか。 

 それでは次、厚い英文資料５－１と資料５－２。遺伝子組換え樹木の反対派の反対理

由について、お願いします。 

【事務局（大渕）】  資料５－１の表題を訳すと、“遺伝子組換え樹木－森林への究極

の脅威”となります。実はこれはまだ細かく目を通していないんですけれども、Table of 

Contents（目次）を見ると大体どんなことが書いてあるかというのが垣間見えるわけです。 

目次の「１：はじめに」で、遺伝子組換えとは何か、ＧＭ樹木の起源についてとなって

います。目次の「２：嘘の解明」で、なぜＧＭ樹木は無意味か、として１０の項目に分け

ています。１０の項目の見出しのみ訳しました。 

１．成長が速い。ＧＭ樹木は天然林（に対する伐採圧力）を軽減しない。 

２．ＧＭ樹木は気候変動の対策に貢献しない。 

３．リグニンを減らす目的のＧＭ樹木はパルプ工場の公害の解決にならない。 

４．害虫抵抗性ＧＭ樹木は、殺虫剤使用減少にならない。 

５．除草剤抵抗性ＧＭ樹木は除草剤使用減少にならない。 

６．ＧＭ樹木は汚染を除去しない。 

７．遺伝的交雑の危険 

８．ＧＭニレ樹木はオランダニレ病の解決にならない 

９，ＧＭ樹木は経済的な効果はあるのだろうか。 

１０．科学者たちが何を行っているか知っていますか。彼等を信用すべきか。 

これらの項目の内容については別途要約してみたいと思っています。 

 他にも世界中の研究機関や企業・大学で遺伝子組換え樹木の研究をやっていることが

書いてあります。 

【上河アドバイザー】  日本製紙と王子製紙も入っていますね。 

【事務局（大渕）】  そうです。 

【河岡委員】  ウオッチングされていますね。 

【事務局（大渕）】  そうですね。遺伝子組換え樹木の研究をやっている主要な会社の

ことも調べています。アメリカの ArborGen や合併して名前が Fibria に変わりましたけど、

ブラジルの Aracruz も載っています。 

【上河アドバイザー】  Suzano の小会社である FuturaGene は入っていないですね。 

【事務局（大渕）】  この報告書が出来上がった２００４年１２月時点では FuturaGen

e はイスラエルの企業でした。あとオレゴン州立大学やノースキャロライナ州立大学も入っ

ていますね。 

【丸山委員長】  今回、ＩＵＦＲＯ（国際森林研究機関連合）の大会、行かれました？

 アメリカで行われた、世界大会。 
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【河岡委員】  いいえ、行ってないです。 

【上河アドバイザー】  今年はソルトレイクシティでしたっけ。 

【丸山委員長】  ソルトレイクシティです。 

【上河アドバイザー】  たしか遺伝子組換え樹木に関する分科会があったはずですね。

それの様子もわかるといいですね。 

【河岡委員】  いや、でも、（ＧＭ樹木に関する発表は）最近減ってますよ。 

【上河アドバイザー】  減っていますかね。 

【河岡委員】  以前から比べるとかなり減っています。発表するところが、それこそ

ほんとうに Suzano ぐらいしかありません。あと大学が出てきますけど。ＧＭ樹木に関する

セッションはないような感じだと思うんですけどね。前は２日ぐらいセッションをとって

いたような気がするんですが、今はないですね。 

【丸山委員長】  この資料って１０年前の資料ですね。 

【河岡委員】  古いですよね。 

【事務局（大渕）】  反対理由としては変わらないと思いますが…。 

【河岡委員】  各機関の資料はちょっと古いなという気がしますね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。これはちょっと古いですね。 

【事務局（大渕）】  新しいもので、これを補完するものを探してみたいと思います。 

【丸山委員長】  そうですね。可能であれば。これより反対理由が緩くなったのか厳

しくなったのか、分かればいいですね。 

【河岡委員】  あまり状況は進んでない気がしますね。 

【上河アドバイザー】  それでは、続きまして、資料５－２で“遺伝子組換え樹木に

対する森林認証制度の取り扱い”について説明いたします。今、ＧＭ樹木については、森

林認証での扱いというのが一番大きな、ある意味での障害というか、進める上においての

大きな壁になっていると思います。 

 幾つか整理してみたい。まず、ＦＳＣなんですけれども、ＦＳＣの基準が一番新しい

のをアップデートできてなくて、最近、かなり基準が変わってきていますので、これは古

いです。実際問題、ここに書いてあるものですね。一応古いんですけど、考え方を説明し

ますと、用語の解説のところでは、遺伝子組換え生物ということで、さまざまな方法によ

って遺伝子構造が変化したものから構成されるように誘導された生命体というふうに定義

づけをしています。 

 それでＦＭ認証のほうですね。ＦＭ認証のほうで言うと、原則＃６の環境への影響の

ところで、生物的防除を利用する場合には、その方法が文書化されるとともに、その利用

は最小限にとどめられ、モニタリングされなければならないとともに、国内法及び国際的

に認められた科学的取り組みに従い厳しく管理されなければならないとあって、さらに「な

お」と書いてあって、遺伝子学的に生命体を変化することは禁止されなければならないと

いうことで、全くだめだというふうにはっきり書いています。 
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 これは日本版の基準のほうの解説なんですけれども、我が国の林業では病虫害の予防

に生物的防除や遺伝子組換え体を現時点では使用していない。今後新しい病虫害の発生に

対してどのように対処すべきか、科学的な根拠や実証試験結果が出るまでは、生物防御や

遺伝子組換え体の使用は禁止するというふうに書いています。科学的な根拠や実証試験が

出るまでは禁止するという条件づけになっていますし、この基準でいくと、何となく病虫

害に対する対策としての遺伝子組換えのことしか書いてないような記述にはなっているか

なという気がします。 

 それから、ＣｏＣ認証のほうで行くと、これは管理木材に含めてはならないものとし

て、違法伐採木材とか、いろいろありますけど、その中の５項目の１つに組換え樹木が植

栽されている森林からの木材も含めてはならないということで決められているということ

になっているということで、基本的にＦＳＣに関して言うと、遺伝子組換えはだめという

ことが明記されています。 

 次はＰＥＦＣです。ＰＥＦＣのほうは、用語の定義でいくと、遺伝子組換え木という

ことで、遺伝的素材が、交配および／または自然の再結合など自然に起こり得ない形によ

る変性を受けた木であり、遺伝子組換えに関する特定の定義を定める関連法規がある場合

は、それを考慮する。これは訳がちょっとわかりづらいんですけれども、そういうふうに

訳しています。 

 それから次のページに行きまして、ＦＭ認証のほうでいくと、５.４.７のところで遺

伝子組換え木は使用してはならないとなっています。注意書きがあって、遺伝子組換え木

の使用に対する規制は、予防原則にのっとって採用されたと。遺伝子組換え木が人間や動

物の健康や環境の上に及ぼす影響が従来の方法による遺伝子改良を受けたものと同等ある

いはそれ以上に肯定的なものであるという十分な科学的データがそろうまで、いかなる遺

伝子組換え作物も使用されないというふうに書いていまして、ここのところは何で使用し

てはならないと言っているかということについては予防原則だということで、予防原則を

もとにして、こういう規定をつくったのだというのが１つと、あとは遺伝子の組換えとい

うものが、従来の遺伝子改良と同等あるいは肯定的なものであるという科学的データがそ

ろうまでは使わないけれども、逆に言えば、それがきちんと整備されれば、使ってもいい

と考えるというふうなことになるのかなというふうに思います。 

 それから、ＣｏＣの認証のほうでいくと、これは問題のある出所というところで、遺

伝子組換えを受けた木の使用というのは、問題がある出所だということになっていますが、

ただ、注意書きとして、遺伝子組換え木を排除するこの方針は２０１５年１２月３１日ま

で有効とするというふうにこちらのほうには書いていまして、そういう観点からすると、

これはまた、その時点でもう１回、これは議論されるんだろうというふうに思います。 

 それから、５.１.８では、組織は、組織のＰＥＦＣデューディリジェンスの対象とな

る製品に遺伝子組換え作物による原材料を含めてはならないという規定が書かれていると

いうことです。 
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 それから、３番目にＳＧＥＣ、これは日本の森林認証でして、現在、ＳＧＥＣはＰＥ

ＦＣと相互承認するために基準をかなり大幅に改定していまして、ここに載せている基準

というのは、ちょうど現在パブリックコメントにかけている案ですので、まだ確定はして

いませんけれども、これは１２月には確定するということになっています。 

 どういうふうになっているかということで、まず用語の定義として遺伝子組換え樹木

に関して言うと、遺伝子組換え技術は目的とする遺伝子を取り出し、必要に応じて改変を

加え、受け手となる生物（宿主）に導入する技術である。この技術によって目的の遺伝子

のみを操作することによって人為的に作成された樹木という定義になっています。 

 ＦＭ認証に関して言うと、４－３－３のところで、人工更新の場合の樹種の選択は水

資源涵養、国土保全、環境保全等の観点も含めた適地適木の原則等の技術的合理性に照ら

して行わなければならない。種子、苗木はその地域の在来のものを使用するよう努めなけ

ればならない。外来種の導入は、生態系への好ましくない影響が想定されるものは避け、

当面、遺伝子組換え樹木は使用しないようにしなければならないということで、ここのと

ころでは当面という言葉で使用しないというふうに書かれています。 

 それから、ＣｏＣの認証に関して言うと、問題のある出所のところで遺伝子組換えを

受けた木の使用を挙げています。 

 また、４－１－７のところでは、ＣｏＣ管理事業体は同事業体のＳＧＥＣのデューデ

ィリジェンスの対象となる製品グループに、当面遺伝子組換え作物に由来する林産物原料

に由来する原材料を含めてはならないというふうに書かれていまして、ＳＧＥＣの場合は

遺伝子組換えに関して言うと当面すなわち今のところしばらくはだめだというふうに書か

れています。 

 ということで、３つの森林認証制度について、それぞれ現時点ではどれも使ってはな

らないという規定になっていますが、若干、それぞれの認証ごとに多少ニュアンスの違い

というのはあるのかなと思います。ＦＳＣはほとんどだめだというふうになっているわけ

ですけれども、ただ、ＦＳＣであっても、科学的な根拠や実証試験が出るまでというふう

に書いていますので、その辺のところは議論の余地はあるような説明にはなっています。 

 ＰＥＦＣのほうに関しても、これも同じように科学的データがそろうまではだめだと

いうことですので、そろった段階でまた議論するということになっているということです。 

 ＳＧＥＣの場合当面と書いてあるので、当面がどういう意味なのかというのは、ここ

でははっきりしていませんけど、ＰＥＦＣに相互承認するということになれば、ＰＥＦＣ

の考え方にならうということになってくるというふうに思っているということで、一応、

森林認証、今の時点ではこういうふうになっているということなので、この辺のところが

変わらないと、遺伝子組換え樹木が実際に商業的に使われるというのはかなり難しいので

はないかというふうに考えています。 

 森林認証におけるＧＭ樹木の取り扱いにつきましては以上ですが、ＦＳＣの基準に関

して、最新のものに差しかえた上で再度整理したいというふうに思っています。 
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【丸山委員長】  逆に害がないという証明を時間をかけて科学的にやればいいと思う

んですけど、どのくらいかかるかですね。 

【河津委員】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  予防原則を主張されるとちょっときついですね。予防原則を

突破するというのはなかなか大変です。 

【河岡委員】  ブラジルの Suzano がやろうとしているのが２０％成長が上がるという

ことで、これは国益といいますか、企業にとっても非常にメリットが大きいことなので、

それとの兼ね合いで、環境影響評価をちゃんとやって認められるものかというのを見てい

るわけなので、これが前例となれば非常に大きく物を言うような気がしますね。 

【事務局（大渕）】  実は、今回の検討委員会の資料には入れてませんでしたけど、『応

用生物学入門』というのがあって、その中に筑波大の遺伝子実験センターの小野准教授が

コラムに書かれていたのがありました。これはどちらかというと、遺伝子組換え食品につ

いて書いてあるんですけど、樹木ということに置きかえれば同じことなのかなと思いまし

た。 

 このコラムでは人類がこれまでやってきたこと、育種について、例えばオオカミを飼

いならしてチワワからセントバーナードまで種類を増やしてきたことや、トウモロコシに

ついても野生種（小さな子実が１０個程度稔る）から、時間をかけて多数の実をつけるよ

うに品種改良してきた歴史について書いてあります。コラムの最後あたりに頭の痛いこと

が書いてありまして、“技術立国を目指し、世界をリードする開発研究が盛んな日本におい

て、商業栽培は「青いバラ」この１点だけという状況は今後の実用化にさまざまな障壁が

存在することを示している”と書いておられます、このままではいけないということなん

ですね。 

 あと筑波大学遺伝子実験センターの渡邉教授（センター長）を訪問致しました。ご本

人の感想だと思うんですけど、困るのは科学的に根拠がないことを理由にして一般の方の

恐怖心をあおるジャーナリストがおられることだそうです。一方では、ＥＵ加盟諸国では

考え方が二極化しつつあるそうで、ＧＭ作物に反対するほうと賛成するほうがいる、ＥＵ

自体が科学技術の開発をしないとやっていけない状況になっているはずなんだけどねとい

うようなことをおっしゃっていました。 

 あと、印象に残ったのは、ノーベル賞を受賞したｉＰＳ細胞の研究は遺伝子組換え体

を使っているのに、何で問題とされなかったんだろうということなんですね。一般の方は、

いろいろと一方的な情報で刷り込まれておられるのかしらというような話もされてました

けど。 

【河岡委員】  そうですね。ｉＰＳは思い切り遺伝子組換えですから。 

【事務局（大渕）】  そういうのはたくさんありますよね。 

【河岡委員】  ありますよ。薬なんかは……。 

【事務局（大渕）】  薬はそうですね。インターフェロンもそうでしょう。 
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【河岡委員】  そうですね。薬では多いですよ。抗体医薬なんかもそうです。 

【事務局（大渕）】  薬は自分の命を助けるからでしょうか。 

【河岡委員】  そうですね。その点は受け入れられるんですけど、食べ物からはだめ

なんですね。 

【事務局（大渕）】  あともう１つ言っていましたね。私もよくわからないんですけど、

渡邉教授は、これまで遺伝子組換え食品で被害が出たケースは１つもないというようなこ

とをおっしゃっておられたけど、そうなんでしょうか。 

【河岡委員】  ないでしょうね。誤った報道はありますけどね。 

【上河アドバイザー】  事実関係としてないですね。 

【事務局（大渕）】  事実関係はないわけですね。そうすると、さっきの、“予防原則”

つまり心配ですね、遺伝子組換え作物のせいで人間の体に害があったらどうしよう、おば

け生物が出てきて、生物多様性を壊しちゃったらどうなるんだという、そういう心配なん

ですね。人類の未来はどうなるのかなということで。 

【河岡委員】  そうですね。でも、９０年代の後半ですかね。アメリカのモンサント

がＧＭ穀物を開発してきたときに市民フォーラムみたいな感じで遺伝子組換えのことにつ

いて議論があったんですけど、それに反対派の方が来られて大変だったようです。反対派

の方の論理というのはあまり科学的でなくて、感情的に安全性が全然担保されてないと言

うわけです。一方、モンサントは安全な食べ物はないという理論を展開したんですね。そ

れは何でも毒とかいろいろなものが、フグにも毒はありますし、カキを食べてあたること

もありますし、ジャガイモの芽だって危ないという。だから、安全な食べ物なんてないよ

というふうな議論展開をしたんですけど、全く受け入れられなかったですね。 

 モンサントが開発したのは、ある除草剤を使って雑草だけを殺すようなということで、

農家の生産性が上がるような組換え体でしたから、生産物の値段が安かったらまた消費者

にはメリットがあったと思うんですけども、そういうこともなかったので、何かその辺の

ところから議論がいろいろかみ合わなくなったりして、いつの間にか遺伝子組換えは悪い

というレッテルを張られてしまったというふうな感じです。 

【事務局（大渕）】  それで、先程の『応用生物学入門』のコラムに書いているところ

で、気になったのは、上から９行目のところに、”「遺伝子組換えではありません」という

食品のラベルが誤解の最大の要因であるとも考えられる。”と書いているんですね。という

ことは、「遺伝子組換えではありません」とラベルに記載すると、この食品は大丈夫ですよ

と宣言している。このことによって論理の延長として、遺伝子組換えは危ないですよと根

拠の無いことを国民に刷り込むことになってしまうんですね。 

【上河アドバイザー】  そうなんです。 

【事務局（大渕）】  政府関係の方はこういうのはすごく気をつけてほしいですね。 

【河岡委員】  そうですね。ラベリングの義務って、多分２０００年ぐらいからです

ね。 
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【丸山委員長】  そうですね。 

【河岡委員】  お豆腐とかしょうゆとか、原料に「遺伝子組換えでない」とラベルが

張られるんですけど、でも、それは流通のところで完全に分けるのは無理なので、５％ま

ではいいんですよね。 

確かにこのラベリングが遺伝子組換えを悪だというふうなレッテルを張ったような感じ

はありますね。遺伝子組換えを使っていますというラベルって見たことがないです、今ま

で。売っているもので。 

【事務局（大渕）】  別な表記はありますけどね。 

【河岡委員】  不分別ってやつね。 

【事務局（大渕）】  そうですね。分別してないということは、入っている可能性があ

るなというふうに考えちゃうわけですね。 

【河岡委員】  そうですね。 

【丸山委員長】  直接の場合は書く義務はあるんですけれども、間接的に、例えば家

畜に食べさせる飼料穀物については表記の義務はないですね。 

【丸山委員長】  飼料用はほとんどじゃないですかね。 

【事務局（大渕）】  輸入飼料はほとんど遺伝子組換えだって聞いています。 

【丸山委員長】  そういう情報も国民は知らないと思うんですね。 

【丸山委員長】  やはり何かニーズがないと、例えば薬の場合は命が助かるなら、受

け入れるんですけれども、例えば花粉症緩和米、どちらかといえば薬に近いものをもしか

したら少しずつ受け入れるかもしれないですね。国民の３割は花粉症ですから。 

【上河アドバイザー】  花粉症対策の遺伝子組換えは研究されていますね。 

【丸山委員長】  やっています。 

【上河アドバイザー】  あれはかなり実用化されているんですか。 

【河岡委員】  いや、まだ。治験に行ってないんですよ。 

【丸山委員長】  そこが壁ですね。そうしますと、⑥、次は筑波大遺伝子実験センタ

ーの訪問について、資料６ですね。 

【事務局（大渕）】  はい。この資料は１０月に横浜で BIO JAPAN というイベントがあ

って、渡邉先生がそこで講演された際に使用されたものです。上河さんと私は、渡邉先生

に同じ内容のレクチャーを受けました。樹木がどんなに地球環境や人間の生活に役立って

いるかということや、ユーカリの可能性について、世界における遺伝子組換えの現状と筑

波大学で行われている実験について説明していただきました。 

 どういう遺伝子組換えを日本製紙さんとやったかということを書いています。耐塩、

耐乾燥、耐寒ですね。 

 網室を外側から見させてもらいました。 耐寒のユーカリ･グロブラスは、マイナス５

度でも大丈夫だったと仰っていました。 

【丸山委員長】  これは河岡さんのグループがつくったものですか。 
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【河岡委員】  そうです。これはＮＥＤＯのプロジェクトでやった成果ですね。 

【事務局（大渕）】  あとケニアで研究の支援をしているというようなことも説明して

下さいました。 

 【丸山委員長】  それでは、これについて何か意見はありますか。これ、形として

報告書にどういうふうに載せるか考えがありますか。参考資料として。 

【事務局（大渕）】  筑波大学で、網室の写真とか耐寒ユーカリの育っている写真を撮

ってきたので、その写真を載せようかなと思っています。また、筑波大学の遺伝子実験セ

ンターでやっておられる事も了解を得て、載せようかなと思うんですけど。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【丸山委員長】  例えば大学の先生はこういうふうに考えているとか、インタビュー

をまとめたものを載せるとかはいかがですか。もちろん許可を得なきゃならないかもしれ

ませんが……。 

【事務局（大渕）】   筑波大学の遺伝子実験センターは国際交流も盛んにやっておら

れて、東南アジア、西アジア、アフリカの大学と研究協力などをやっておられるので、国

際貢献になっていると思います。 

【河岡委員】  今の状態ですと、日本でできるのは基礎研究の段階までです。遺伝子

組換え樹木をつくって、筑波大で評価してもらうというやり方なんですが、これから先は

できないんですね。それを植林地のあるオーストラリアとか、ブラジルに持っていって、

植えられるかというと、カルタヘナ条約の問題が出てきたり、森林認証での禁止事項もあ

って、出口がなくなっています。 

【上河アドバイザー】  森林認証を変えるとなるとなかなか大変なんですね。森林認

証の基準を決める陰に、意思決定の段階でどうしても遺伝子組換えを反対している環境保

護団体も入ります。 

【丸山委員長】  森林認証とは、関係ないと思うんですけど、たしか２００３年のＣ

ＯＰ９（第９回気候変動枠組条約締約国会議）のときですが、地球温暖化軽減策として遺

伝子組換え樹木の使用を認めるという話があったと思うんですが、今ＣＯＰ１９まで来て

いるんですかね。 

【河岡委員】  今年はＣＯＰ２０です。（※２０１５年１２月ペルーで開催） 

【丸山委員長】  その流れはどうなっているかなと。しかし、多分そういう例はまだ

実現されてないと思うんですよ。 

【上河アドバイザー】  そうですね。確かに昔はそういう乾燥地とかそういうところ

に植林するためには遺伝子組換えは樹木は必要なので、認めるというような議論はＣＯＰ

の中でもあったんですね。 

【丸山委員長】  ありましたね。 

【上河アドバイザー】  ただ、最近はそういう議論がほとんどされてないですね。考

え方は変わってはいないと思うんですけど、そういう議論がほとんど出てこなくなってき
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ているというところなので。 

【丸山委員長】  なるほどね。 

 では、どうしましょうか。（２）の報告書の構成についてお願いできますか。 

【事務局（大渕）】   では、資料７について説明致します。これは前回と同じ資料で

すけど、報告書の流れとして１．技術的な側面ですね。それから２．政策的な側面、それ

から３．社会的な側面ですね。この３つに順に分けてまとめたいということで、前回の検

討委員会で出させていただいたんですけれども、その後いろいろ考えたんですけど、やは

り基本的にこういう形になるのかなと思います。今後の展開ということですけが、今、出

口をふさがれている状態なので、正直どのようにまとめたらいいのか、困っているところ

です。このままだと今の地球温暖化問題とか、資源問題をいずれ乗り越えられなくなって

しまいますね。人類がこれまで築いてきた科学があるのに、それを発展させることができ

ない状況、停滞状態が続くことが問題となっています。問題を投げかけて終わってしまう

感じです。 

【河岡委員】  一言で説明するのが難しいんですけど、ただ、使われていないのには

理由がいろいろあって、それは世の中の常識がひっくり返るような画期的なものができれ

ば、多分使われるような気がするんですよね。今の林業のコストを大幅に改善するような

こととか。そういうようなものはまだできてないので。Suzano のＧＭ樹木植林は２０％成

長量がアップするというんですけど、２０％はとても大きな数字のような気はするんです

が、それは自然交配でもできないことはないようなレベルですからね。そうなると、リス

クを心配するほうが大きく出てくるんじゃないのかなと思うんですね。劣悪な土地でもよ

く成長するとか、お日様からの光合成の効率を飛躍させるとか。まだ改良の余地はあるわ

けですよ。それで成長量が２倍になって伐期が半分になりますよというようなものが、そ

れぐらいの革命的なものが出てこないと、難しいんじゃないでしょうか。 

【上河アドバイザー】  確かにそうですね。日本国内では、林野庁が「エリートツリ

ー」という初期成長の早いものを普及させようとしておりますが、あれは従来育種の人工

交配でやっているわけですね。それが今おっしゃられるように、それこそ２倍とかなって

しまうというふうになると、日本の林業は見違えるように変わってしまいますから。 

【河岡委員】  もう交配では絶対できない。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【河岡委員】  できない。今までの常識を一気に覆すようなものができれば変わるよ

うな気がするんですよ。 

【上河アドバイザー】  確かにそうですね。 

【河岡委員】  １回つくってしまえば後のコストは全然かからなくていいわけです。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【河岡委員】  私も長いこと、この類の研究をやってきましたけど、技術的にそうい

うものがまだできてないという気がします。河津さん、いかがですか。 
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【河津委員】  そうですね。おっしゃるとおりかなと思いますね。そういう意味では

先ほども話がありましたけども、環境ストレス耐性を付与するという研究も延々とやられ

ておりますが、実際植林に使えるほどのレベルまでも達してないというところでして、研

究としては成り立つけれども、事業には反映されてないというところが企業研究としても

つらいところですね。 

【河岡委員】  そうですよね。論文だけ書くというレベルであれば、十分できると思

うんですね。ただ、それが何百ヘクタールと植えるようなものをつくって事業化するとな

ると、なかなか厳しいですね。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  今回の報告書はそこまで大胆に出す必要はないわけで、まず

事実関係をしっかりと調べて正しく整理することに力点を置いていただきたいと思います。 

【事務局（大渕）】  現状認識がメインですね。 

【上河アドバイザー】  現状認識とあと若干の方向性を少し示すことができれば、そ

れで今回はよしとするしかないのかなと思っています。 

【河岡委員】  そうですね。だから、従来育種を超えないといけないので、そこだと

思うんですね。それだけのコストメリットが出てくるような樹木を開発すればいいと思う

んですけど。ですので、さっきの Suzano の２０％成長量アップというのがどのようにジャ

ッジされるのか気になるところです。 

【上河アドバイザー】  その辺が進展してくれれば、ある程度市場でも評価されるで

しょうから。 

【河岡委員】  そうだと思います。 

【事務局（大渕）】  報告書の構成の流れとしてはこれでよろしいでしょうか。 

【河岡委員】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  遺伝子組換え樹木開発の現状。世界ではたくさんあるので、いろ

いろな研究機関、企業がやっているということで、別表にした方がよいかどうか検討しま

す。今、世界中の注目を集めているのは、ブラジルの FuturaGene とアメリカの ArborGen

の２社ですね。ArborGen の耐霜ユーカリの商業栽培はまだオーケーが出てないですね。 

【上河アドバイザー】  たしか出てない。 

 それから、遺伝子組換えの論議もいろいろありますけど。支持するレポートで、よく

まとまったものが見つけられなくて困っています。 

【上河アドバイザー】  サポートとしては、ブラジルの紙パルプ業界団体であるＢＲ

ＡＣＥＬＰＡですか。今は合併してＩＢＡ（ブラジル林産業連合会）となりましたが、そ

こは前から遺伝子組換え樹木に関してはやるべきだという意見書なんかも出していますの

で、そういうのを入れてください。 

【事務局（大渕）】  あと学会というのはどうなんでしょうか。 

【河岡委員】  日本では何年か前に出しましたよね、植物生理学会とか。 
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【上河アドバイザー】  そうですか。何か提言みたいなことをされていますか。 

【河岡委員】  もう随分前ですけど。４学会ぐらいが共同で出していたと思います。 

【上河アドバイザー】  そうですか。では、それも入れて下さい。 

【事務局（大渕）】   あと温暖化の問題ということは取り上げる必要はありますでし

ょうか。 

【上河アドバイザー】  温暖化に関しては、先ほど委員長から話がありましたね。 

【丸山委員長】  たしかＣＯＰ９の宣言だったと思いますが。 

【上河アドバイザー】  ありましたね。それはぜひ載せたほうがいいと思います。 

【事務局（大渕）】  わかりました。それを載せます。 

【上河アドバイザー】  そうしましたら、報告書のほうは大体この辺の構成案で、あ

と今まで集めた資料を整理してまとめて下さい。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  それから、翻訳すべきところは翻訳した上で、１回素案みたいな

形でつくって、それを皆さん方に見ていただいて、ご意見をいただくという形でよろしい

でしょうか。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【丸山委員長】  それでは、他に何かご意見がありましたら、事務局にメールや、電

話で連絡して下さればよろしいと思います。他によさそうな資料があれば事務局に提案し

て下さい。 

【事務局（大渕）】  よろしくお願いします。 

【丸山委員長】  それでは、これで第２回検討委員会を終了させていただきます。ご

協力ありがとうございました。 

 

── 了 ── 
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第３回海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査に関する検討委員会議事録 
 

日  時：平成２７年３月１１日（水）１０時～１２時 
会  場：日本製紙連合会 Ｂ 会議室 
出席者(敬称略)： 
（委 員） 
独立行政法人森林総合研究所 生物工学研究領域長 丸山 毅 
 
日本製紙株式会社 研究開発本部 アグリ・バイオ研究所所長 河岡 明義 
 
王子ホールディングス株式会社 イノベーション推進本部  
革新事業推進センター  インキュベーション推進室 上級研究員 河津 哲 
 

（アドバイザー） 
日本製紙連合会  常務理事 上河 潔 
 

（事務局） 
一般社団法人海外産業植林センター 専務理事 大渕 弘行 

 

【事務局（大渕）】  これより、海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査に関する

検討委員会を始めさせていただきます。 

 初めに、委員長のほうからお願いします。 

【丸山委員長】  おはようございます。お忙しい中、集まっていただいてありがとう

ございます。第３回海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査に関する検討委員会を始

めたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。 

（配付資料の確認を行なう） 

 

【丸山委員長】  課題は大きく４つに分かれています。本日のテーマは報告書の内容

についての最終検討です。それでは、議題１の資料について、事務局からの説明をお願い

します。 

【事務局（大渕）】  それでは、資料１－１の「はじめに」についてご説明いたします。

これは私ども海外産業植林センターが日本製紙連合会様から調査テーマをいただいたとき

の目的の骨子でございます。 

 次に、資料１－２ですが、今回のテーマは専門的な分野ですので、遺伝子組換えにつ

いてあまりご存知無い方のための予備知識として、生物が誕生してから現在に至るまで､ど

のように変遷してきたか、ＤＮＡの発見によってバイオテクノロジーが急速に発展し、人

292



106 

 

類はその恩恵を受けていることについて駆け足で説明した文章でございます。これは私の

独断ではありますが、こういうものを付けたら理解しやすいだろうと思って入れたもので

すので、御意見を頂戴できましたら大変ありがたいです。 

 中身について概略をお話しますが、「地球環境を造った生き物たち」ということで、地

球の歴史が書いてあります。要するに、全ての生命は動物も植物も同じ先祖から進化して

来ているということがポイントです。生物に共通するものとして、細胞を持って、エネル

ギーを必要とする。それから、遺伝子情報を持っている。これは動物も植物も全ての生物

に共通しているということです。 

 また、科学が発展してきて、遺伝子とＤＮＡが発見されたということが書いてありま

す。ＤＮＡはどういうものか、ＲＮＡはどういうものか、ゲノムとはどういうものか、ゲ

ノムの全塩基配列が解読されたことによって遺伝子工学が花開き、それによって人類が恩

恵を受けているというようなことも少し書いてあります。 

【丸山委員長】  ありがとうございます。では、資料１－１及び１－２について、質

問、意見がございましたらよろしくお願いします。 

【河岡委員】  極めて教科書的な話ですね。 

【事務局（大渕）】  専門家でない方はこういうところからスタートする必要があると

思いました。 

【河岡委員】  そうですね。イントロのところでは必要かと思いますよね。 

【丸山委員長】  では、これに関して問題がなければ、あるいは何か追加があるなら

ば、事務局に連絡して下さい。 

【事務局（大渕）】  よろしくお願いします。 

【丸山委員長】  引き続き、資料２－１から２－９までの遺伝子組換え樹木に関する

技術について、説明お願いします。 

【事務局（大渕）】  資料２－１は、「樹木の遺伝子組換え技術」に関して書いていま

す。これも入門的なことしか書いていません。ゲノムの全塩基配列が解読された植物を紹

介しています。ゲノムの配列をいろいろ研究して人類の役に立たせるということについて

簡単に書いてあります。あと、組換え技術として、アグロバクテリウム法とパーティクル

ガン法という２つのことにも触れています。他に説明すべきものがありましたらご指摘い

ただければありがたいのですが、いかがでしょうか。 

【河岡委員】  ゲノムをどこまで解読しているかということもあるんですけど、一昨

年には針葉樹も解読されているんですよね。トウヒとか、サザンパインとかマツもギガベ

ースのやつが出ているんですよ。でも、それはもちろんドラフトなんですけど。一応公開

したというような情報が出ていたと思います。多分調べればもっと出てくると思うんです

よ。だから、これがどの時点での情報なのかなというのは思ったんですが、最新ではいろ

んな作物が出ていると思います。 

【事務局（大渕）】  全塩基配列を解明したかどうかですね。 
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【河岡委員】  そうなんですけど、ゲノムをどこまで読んだかというのが非常に重要

なんですね。読むのは読むんですけど、その後、アッセンブリという繋げる作業が出てく

るんですけど、それが６割ぐらいでも解読したと言うんですよ。今、ユーカリのもそんな

感じで、欲しいところをよく調べてみると、穴があいていたりというのもあるんですけど、

データベースにはなっているということで、全塩基配列と書いてあるもののドラフト配列

で読んだものなのかどうか定義については難しいところがあります。 

【事務局（大渕）】  じゃ、どこまで載せたらよろしいでしょうか。 

【河岡委員】  そうなんですよね。だから、ドラフトまでだと結構これどおりじゃな

いんですよ。米国エネルギー省共同ゲノム研究所のファイトゾームというデータベースが

あるんですけど、今こういうようなのは、それにはものすごい出ていますから。 

【事務局（大渕）】  報告書に掲載できない位たくさんあるんでしょうね。 

【河岡委員】  ええ。あると思います。その次世代シーケンサーは、４年ぐらい前か

らものすごい勢いで読めるようになっていますから。解読が終了しているのはというか、

やっぱりどの時点でということなんですよね。その定義は難しいと思いますね。 

【上河アドバイザー】  データベースがあるのであれば、やっぱりそれを引いて調べ

るほうがいいですよね。 

【河岡委員】  ちょっと帰って調べてみます。そういう目であんまり考えたことがな

かったので。 

【事務局（大渕）】  よろしくお願いします。ただ、ある程度のものはもう全部載せて

いるということですね。確かにユーカリが載っていないというのはちょっと寂しいような

気がするので。 

【河岡委員】  そうなんですよ。だから、そこで上の全塩基配列という、この定義だ

と思うんですよ。確かに全部つながっていてというところで、ユーカリはやっぱり今、全

部つながっていないので。それで、染色体１１本なんですけど、リンクしていないやつが

もう一本別にあるんですよ。なので。 

【事務局（大渕）】  じゃ、あるいは、ほぼ解読終了に近づいているものまで入れると

いうことですか。 

【河岡委員】  だから、そこですよね。ドラフトで今みんな、「Science」とかの雑誌

に出しているんですよね。大体読めましたみたいな感じで。 

【丸山委員長】  もしあれだったら、「全」を外すね。 

【河岡委員】  そうですね。ゲノム情報が開示されているというか、そういうふうな

言い方だと、ここはもっと伸びますよ。 

【丸山委員長】  そうすると、ユーカリ、マツ、スギも多分そこになってくる。 

【事務局（大渕）】  そういうのが入ってくればありがたいですね。 

【上河アドバイザー】  やっぱり樹木が入っていないですからね。 

【事務局（大渕）】  でも、ポプラは入っていますけど。 
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【河岡委員】  ポプラの種類がちょっとあるんですね。ハイブリッドポプラだとかね。 

【事務局（大渕）】  どのポプラかということですよね。いずれにしても、情報が開示

されているものということで、資料として取り扱いたいと思います｡……。 

【河岡委員】  学名で書いてあるので、それが全部なのかとフォローできるかという

のはあるんですけど。ファイトゾームというデータベースがあるので、またそのページは

お教えしますので。 

【事務局（大渕）】  よろしくお願いします。あと、遺伝子組換え技術についてアドバ

イスをお願いします｡ 

【上河アドバイザー】  組換え技術として、この２つの方法というのは間違いないの

ですか。 

【丸山委員長】  今までの流れでは一番メーンなやり方ですけど、最近はＮＢＴとか

に変わって行くのではないかと思います｡一般的には確かにこれで間違いないですよね｡ 

【河岡委員】  本来はそれが主流ですよね。 

【丸山委員長】  あと、細かい話になりますが、プロトプラストを使用するエレクト

ロポレーション法やマイクロインジェクション法というやり方もあります｡ 

【河岡委員】  エレクトロポレーション法は、細胞壁を外して、そこに電気的にＤＮ

Ａを入れていくという方法なんですけど、その後が時間かかります｡ 

【丸山委員長】  マイクロインジェクション法はピンポイントで一個ずつ、動物と同

じように一個の細胞にインジェクションしながら遺伝子を導入する方法です｡一般的には、

細かいことを書く必要はないと思います。 

【上河アドバイザー】  （組換え技術には）主なものが２つあって、それ以外にもこ

ういうのはあると書いておいたほうがいいんでしょうね。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  またご相談したいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 それからあと、農林水産政策研究所の藤岡さんが書かれた「遺伝子組換え樹木をめぐ

る現状と課題」、これも前回も出ましたけども、資料編に掲載したほうがよろしいでしょう

か。 

【上河アドバイザー】  これ以降、新しいものはないわけですね。 

【事務局（大渕）】  ええ。出ていません。ただ、方向としては、そんなに変わってい

ないと思うんですね。 

【上河アドバイザー】  資料編に載せた方がいいと思います。 

【事務局（大渕）】  はい。それからあと、２－３の「ＧＭ樹木の国別の野外試験数」

ですが、２００４年のデータは藤岡さんの書かれたものの中にあったもので、ＦＡＯの資

料をもとにしています。２０１３年のデータは「Plant Biotechnology Journal」が世界各

国の政府機関等の情報をまとめたものです。全ての国のデータが集まっているわけじゃな

いんですけども、これによると２０１３年時点で７４６とありましたので、やっぱり１５
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７からかなり増えているということがこれでわかると思います。アメリカは圧倒的ですね。

日本の数字も載っています。 

 それからあと、資料２－４ですけど、これは２年前にプレスリリースしたスギ花粉形

成を抑制する技術のプレスリリースです。今、日本はこういうレベルにあるよということ

を本文に書こうと思っていますが、これも資料編のほうに載せてよろしいですね。 

【上河アドバイザー】  これはその後、進展はあるんですか。 

【事務局（大渕）】  説明会を開いて、隔離ほ場試験を行なう段階です。 

【丸山委員長】  ２月末に森林総研の林木育種センター（日立市）で説明会を開催し

ています。 

【事務局（大渕）】  それから、筑波大学遺伝子実験センターでどういうことをやって

おられるかということを、資料２－５については、渡邉教授にお願いして、資料として使

わせてくださいということをお願いしようと思っております。 

 次は、資料２－６です。これは米国の Arbor Gen 社の耐霜ユーカリ野外テストが認可

された時の情報なんですけれども、実は同社はこれ以降、米国南部で反対運動があって先

に進んでいないようです。インターネットで、そのことに関する情報を拾いましたので、

どのような理由で反対されているかについても書いたほうがいいのかなと思いました。 

 それから、資料２－８、これも前につけましたけど、ブラジル FuturaGene 社の組換え

ユーカリ商業栽培の動きについて「NATURE」に載った記事ですね。和訳の概要をつけよう

かと思っています。 

 それで、資料２－９に行くんですけど、これは FuturaGene 社が昨年９月に行なったＣ

ＴＮＢｉｏ（国家バイオ安全技術委員会）公聴会資料でして、原語はポルトガル語です。

河津さんに専門的な面でアドバイスを頂きまして、どういうことをやろうとしているか解

る内容になったかと思います。 

 詳しい説明はいたしませんが、例えば６ページ、ここではシロイヌナズナのエンドグ

ルカナーゼ遺伝子が、アグロバクテリウムを使って導入されたと書かれています。次の７

ページには、組換え体の遺伝子構造をビジュアル化したものが表示されていて、エンドグ

ルカナーゼ遺伝子が導入されている様子が解るようになっています。 

 それからあと、８ページですけど、いわゆる非コード領域、遺伝子でないところの領

域に偶然に入ったということがこれでわかるように書かれてあります。要は、重要な遺伝

子をなくしたのではなくて、問題のないところにうまく入ったということについて説明し

ています。 

 あと、９ページは、シロイヌナズナのＣｅｌ１タンパク質、これは他の作物のタンパ

ク質と非常によく似ているという、ありふれたものであるということをここで説明してい

ます。 

 あと、ページからいえば、１４ページ。木繊維の形状ですけど、有意差がないと言う

のでしょうか、変化は特にないと述べています。 
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 それから、１５ページですね。花粉も問題ないということです。 

 あと、大事だと思うのは、１８ページ、私はこれについて非常に興味深く思いまして、

要は、花粉がどこまで飛んでいるのか、ミツバチがどこまで花粉を運んでいるのか、とい

うのがこれでわかると思います。それが２０ページに書いていまして、遺伝子の拡散とい

うのは、ハチが花粉を運べる距離、大体６００メートルぐらいまでということで、これを

もとにバッファというのを考えればいいのかなと。バッファを設ければ交雑は防げるとい

うことをこれで証明しています。これは非常に大事なところかなと思いました。 

 あと、２３ページの土壌分析ですが、組換え体の土壌と非組換え体の土壌を比較した

が、特に変わらないということですね。 

 ２４ページですけど、土壌微生物も特に変わらないと。それから、節足動物も特に変

わらないと。２５ページの菌類も変わらないですね。 

 それから、２７ページ、一番多いのは、腐敗食動物すなわちこれはほとんどミミズで

すが、ミミズの数も大体変わらなかったということでございます。 

 そんなことで、実験結果やフィールド調査結果を分析して問題がないということを証

明しています。物理化学的な分析も行なっております。 

 それから、Ｃｅｌ１タンパク質ですね。それからあと、ＮＰＴⅡですね。組換え体に

導入されたた遺伝子由来のタンパク質はハチミツで検出されなかったということで、全然

問題ないということを書いています。 

 それで、結論ですけど、３８ページに通常ユーカリと比較してリスクはない、環境に

対するインパクトもないと書いておりまして、この内容でＣＴＮＢｉｏ（国家バイオ安全

技術委員会）に提出したということでございます。 

 以上が公聴会資料の説明です。 

【丸山委員長】  ありがとうございました。ただいまの資料２－１から資料２－９ま

で、質問、意見ありましたらよろしくお願いします。 

 この申請に対しては、結果は出ているんですか。 

【事務局（大渕）】  昨年５月に申請して、９月に公聴会をやっているんですね。そろ

そろ結論が出るころと思っていましたが、最近、河岡さんから情報をいただきまして、実

は反対派が大勢で国家バイオ安全技術委員会の審査会議場に押しかけてきたと。それから、

同日、多数の女性たちが FuturaGene 社の苗畑に行って、苗畑を壊したということがござい

ましたので、参考までに資料をお配りします。 

 日本語の資料は、２００６年に上智大学の田村梨花先生がまとめられた「土地なし農

民運動」についてのレポートです。今回なだれ込んだのは、「土地なし農民運動」のメンバ

ーたちです。土地なし農民というのは、要するに、使われていない土地があればそこで農

作業をして、それで権利を主張する人たちで、ＭＳＴと呼ばれているんですけれども、実

はこれは労働党の支持団体の一つになっていまして、現在の大統領は労働党から選出され

ています。前の大統領も同じく労働党出身でしたので、どちらかといえば、政治運動的な
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感じがします。最近の彼らの活動は、遺伝子組換え作物に対する反対運動だと言われてい

ます。英語のＷｅｂニュース記事には、３００人の農民がＣＴＮＢｉｏ（国家バイオ安全

技術委員会）になだれ込んだということが書いています。委員会の会議は妨害によって途

中散会になったということです。 

 それからあと、ＭＳＴの女性メンバー１,０００人が Suzano 社の子会社の FuturaGene

社の苗畑施設を占拠して、苗畑を破壊したということが書かれています。反対理由として、

６年か７年で成長していたものが４年（正しくは５年）で収穫できるようになると、水を

吸収する量が増えるだろうということで、それは問題だというふうに書いています。グリ

ーン・デザート（緑の砂漠）とも書かれています。数日前（３月初旬）、反対派によってＣ

ＴＮＢｉｏの会議が妨害され、苗畑が破壊されたという情報でした。 

【上河アドバイザー】  今回の動きは遺伝子組換えに反対なのか、それとも水をたく

さん吸うから反対なのか、どっちかというのは、こうやって見ただけではわからないとい

うことですね。 

【事務局（大渕）】  ええ。ただ、遺伝子組換えによって、成長のいい品種ができて、

それが水を多く使うから反対だという論理ですね。 

【河津委員】  FuturaGene 社の安全性評価データの中に保水粘土水分率のデータがあ

るんですけど、そこでは一応、組換えと非組換えで有意差はないということにはなってい

るんですけどね。 

【河岡委員】  なっていますよね。別に組換えじゃなくても、成長の早い木はみんな

（水を）探していますからね。従来育種よりも。 

【事務局（大渕）】  でも、光合成から考えると、よく育つ樹木、植物ほど水をたくさ

ん使うんでしょう。そうでもないんですか。 

【丸山委員長】  単純に考えればそうかもしれないけど、実際、水収支をやってみな

いと。 

【河岡委員】  蒸散しますしね。分散しますしね。水はあんまり関係ないような気が

しますけどね。 

【事務局（大渕）】  降水量がたくさんあれば、別に問題ないわけですよね。 

【河津委員】  本来､この地域は木が吸う以上に雨が多い地域です。 

【河岡委員】  先月ブラジルに行ってきたんですけど、異常気象なんですよ。雨季の

はずなのにあんまり雨が降っていないとかというので、それでそういうのも関係するのか

もしれないですね。世界的な異常気象ですから。 

【上河アドバイザー】  こういう動きがあるということもやっぱり書いておいたほう

がいいでしょうね。 

【河岡委員】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  ほんとうの話なので。 

【河岡委員】  ブラジルでは、農作物は大々的に遺伝子組換えをやっているんですけ
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ど、木は特別に見られますね。やっぱり植栽面積と植物体が大型化すると。それから、栽

培期間がやっぱり長いという、この３つがやっぱり作物と樹木の違う点ですね。 

【丸山委員長】  ブラジルのユーカリはまだいいほうで、期間が６年か７年ですけど、

日本では、５０年とかそれ以上続けて（栽培期間を）考えていますね。 

【河岡委員】  スギとかそうですよね。そういう針葉樹は（栽培期間が）とても長い

ですよね。 

【丸山委員長】  それでは続きまして、資料３－１から３－７まで説明お願いします。 

【事務局（大渕）】  資料３－１は「カルタヘナ議定書の概要」､資料３－２は「カル

タヘナ議定書」の本文ですね。それから､資料３－３は「カルタヘナ法概要」、資料３－４

は「カルタヘナ法」の本文です。この辺につきましては、３－１から３－４まで、前にも

資料としてご説明いたしました。要は、資料３－１については、これもさらにわかりやす

くして、報告書の本文にこういうものであるということをコンパクトにまとめて載せたい

と思っています。 

 それから３－２については、これはいわゆる資料編というふうに載せたいと思ってい

ます。「カルタヘナ法概要」は、本文に入れるべきでしょうか。 

【上河アドバイザー】  これは本文に入れたほうがわかりやすいと思います。 

【事務局（大渕）】  了解しました。 

 引き続いて、「研究開発の今後の展開方向」ということで、資料３－５については林野

庁の検討会でお話しされたものです。これは本文、資料編のどちらがよろしいですか。 

【上河アドバイザー】  これは資料編でいいんじゃないですかね。 

【事務局（大渕）】  では、これを資料編のほうに載せたいと思います。 

 あと、資料３－６の「森林認証制度の取り扱い」について、認証組織ＦＳＣやＰＥＦ

Ｃが遺伝子組換え樹木に対する取り扱いについて書いてある文章です。これは前、上河常

務のほうでまとめられたものなんですけれども、この辺もリバイスできるものはするとい

うことを考えております。 

 あと、資料３－７ですけど、「日本の地方自治体ＧＭ作物栽培方針」です。これはどの

ようにいたしましょうか。 

【河津委員】  基本的に国の中で承認された作物を地方で植える際に、地方が条例と

照らし合わせてやるかどうかということです。 

【上河アドバイザー】  そういうことですね。それの関連を調べていただいて、必要

があれば資料編に載せるのでいいと思うんですけどね。 

【河岡委員】  流れとしては、地方自治体もこういう条例をつくって、規制を設けて

いるというのは理解できます。 

【河津委員】  実際、日本製紙さんが筑波で遺伝子組換えユーカリのフィールドテス

トをされるときに、この表の茨城県の『遺伝子組換え農作物の栽培に係る方針』が関連し

ていたんですか。 
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【河岡委員】  やってないと思います。最初にやったのは２００３年ぐらいで、その

後もやっていますけど、商業栽培ではないんですよね。開放系ほ場なんですけど、公聴会

をやっていますから、情報提供は行っていますよね。やるべきことはやっていると思いま

すね。交雑・混入防止の措置というのは、近隣に交雑するような植物があるかどうかとい

うのは調べていますから、これもクリアしています。 

【丸山委員長】  あと、『カルタヘナ議定書締約国一覧』。これは最新版ですか。 

【事務局（大渕）】  平成２５年５月作成です。これよりも新しいものがあるかどうか

チェックしたいと思います。少しコメントさせてください。一覧表の下の部分に、非締約

国が記載されていますが、米国・豪州・アルゼンチン・カナダ、いずれも遺伝子組換え作

物大国です。 

【上河アドバイザー】  アメリカやアルゼンチンはカルタヘナ議定書に拘束されない

ということですね。 

【河岡委員】  アメリカには、モンサント社とか巨大な遺伝子組換え作物のプロデュ

ーサーがありますから、カルタヘナ議定書に関係する規則には従いたくないという明確な

意思があると思うんですよね。 

【事務局（大渕）】  アメリカが国益を優先しているということですね。 

【河岡委員】  そうだと思うんですよね。だから、議定書を批准している国というの

はその辺の情報を求めるということですからね。環境安全、生物多様性評価の。 

【丸山委員長】  あと、資料３－５の２ページの上のところに、先ほどのゲノムに関

係する説明を少し書いておりますね。 

【事務局（大渕）】  はい。そうですね。 

【上河アドバイザー】  これは平成１９年ですね。 

【丸山委員長】  つまり、それの新しいバージョンがあるはずですから。 

【事務局（大渕）】  リバイスですね。わかりました。 

【丸山委員長】  次に４に関する資料、４－１から４－４まで説明お願いします。 

【事務局（大渕）】  資料４－１ですが、遺伝子組換え樹木に関する論議ということで、

「世界紙パ大手５社への質疑応答」ですが、ＮＧＯの質問に対してメーカーが答えていま

す。これも前に資料として検討委員会に出しましたが、事務局の意見としては、この概要

を日本語に訳して載せたいと考えております。この中には、ブラジルの輸出パルプ大手

Fibria 社、北欧の紙パルプ大手 Stora Enso 社、米国の製紙大手の International Paper 社、

同じく米国の Meadwestvaco 社、それからあと、今回話題になっているブラジルの紙パルプ

大手 Suzano 社。これでいわゆる遺伝子組換え樹木に関しての各社の考え方がわかると思い

ます。 

【上河アドバイザー】  これはＱ＆Ａ形式になっているので、少しその辺を整理して、

各社ごとにわかりやすくして下さい。 

【事務局（大渕）】  了解しました。ここは重要なところだと考えております。 
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 それから、資料４－２ですが、これは以前に河岡さんからいただいた「学会提言」。こ

れは本文に載せようかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

【河岡委員】  これは結構古いですよね。１０年ぐらい前のものです。 

【上河アドバイザー】  本文のほうには概要を書いて、資料編に学会提言を載せたら

いいのではないでしょうか。 

【事務局（大渕）】  了解しました。 

それから、同じく資料４－３の「科学者提言」ですね。これは筑波大学の遺伝子実験セ

ンターの小野先生が書かれたものですが、これも同じようにしたいと思います。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  それから、資料４－４ですが、「遺伝子組換え樹木の可能性及び

今後の展開について」について、私が勝手に書いていますが、これでよいとは思っており

ませんが、あくまでたたき台ということでご一読下さい。 

まず物事には大義名分というのがどうしても必要だなということで、今、ＩＰＣＣ(気候

変動に関する政府間パネル)が警鐘する気候システムの温暖化ですね。こういう大きな人類

が抱えている問題があるわけで、遺伝子組換え樹木の開発にはこういうことも関係してゆ

くのかなと思っています。 

 気候変動によって、乾燥地、酸性土壌、塩害地、耕作放棄地等の荒れ地がどんどん増

えています。植林による地球温暖化軽減も意識する必要があると思います。従来の交雑中

心の育種では時間がかかり、しかも、狙いどおりの樹木を開発できるとは限らないという

問題があって、これまで科学技術の発展とともに、人類が獲得してきた技術、これを役立

てることが地球環境の改善に貢献することだと思っています。 

 ただ、２００３年のＣＯＰ９ですね。気候変動枠組み条約の第９回会議で、ＣＯ２吸収

源として換算する植林に遺伝子組換え樹木の使用が条件つきで認められたということがご

ざいまして、これも重要な対応策の一つとして世界で認識されていることなんだろうと思

います。 

 いずれにしても、反対される方がたくさんおられるので、やっぱりこの辺はもっと理

解を得るために努力していかなきゃいけないし、いろんな科学的な知見をもとにして評価

して、遺伝子組換えが生物多様性に影響しない、遺伝子が拡散しない、そういうことを証

明しなければいけない、わかりやすく説明しなければいけないということをここに書かせ

ていただいています。 

これからも、世界的に人口増加が続いて食糧が足りなくなっていく、そうすると、農用

地の拡大の圧力が出てくるので、やっぱり産業植林の適地というのは減っていくだろうと。

そうした中でやっぱり期待されるのは、有用遺伝子を活用したそういう遺伝子組換え樹木

だろうなというふうに個人的に考えています。ただ、大事なのは、生態系に組換え遺伝子

が拡散しないことだろうと思っています。 

 今日は、とりあえずのたたき台として書いたものでして、報告書としてふさわしくな
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いかもしれませんけど、皆様のご叱責を頂いて報告書としてふさわしいものを目指したい

と考えております。 

【上河アドバイザー】  最後の結論、非常に難しいと思うんですね。これははっきり

言って、製紙業界でお願いしている話なので、これから遺伝子組換えをどんどんやるよう

な方向で書くのはまだ今の段階では難しいですね。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  ただ、事実として、もう科学的には技術的にきちんと確立さ

れているし、それから、カルタヘナ条約を含めて法的にもきちんと整備をされていますと

いうことで、そういう意味では開発する条件はそろっていると思うんですね。しかも、大

義名分も、さっきおっしゃられたようにきちんとあると。大義名分もあるしなんだけれど

も、ただ、一方ですごく強い反対があるわけですから、それに対してやっぱりきちんとそ

こを説得していかなきゃいけないというところは、きちっと言っておかなきゃいけないな

という気はするんですけどね。 

 その説得についてもやっぱりこれはかなり、さっき言った森林認証の問題もあります

し、科学者とか一般の方、いわゆる本当の消費者レベルも含めて、きちっと正しい理解を

していただかないとやっぱりなかなか前に進めないのかなという感じはしているんですけ

どね。 

 それとあと、もう一点はやっぱりこれは日本だけで考えるんじゃなくて、世界のいろ

んな製紙メーカーも含めて、今やろうとしていますから、そういうところで連携をしなが

らこういう問題を取り扱っていく必要があるだろうというところは見ておく必要はあるの

かもしれないと思っていますけどね。 

【河岡委員】  何といいますか。トウモロコシとか大豆というのは結構、育種のレベ

ルからすると、行き着くところまで行き着いているようなんですよ。収量的には、これ以

上上げるというのは不可能ぐらいにはなっていますよね。もちろんその場所による適用性

という問題はいろいろあるんですけど、アメリカのコーンベルトのところではもう収量的

にはいっぱいいっぱいまで来ているという。それはどういう育種をやってきたかというと、

ずっと最初はいろんなものを掛け合わせる。アウトブリーディングという流れから、いい

のが出てきたら、今度はインブレッドラインというのをつくっていって、ホモに遺伝子を

重複させるというか、そういうふうな流れで、このインブレッドラインをつくってきて、

育種のレベルをどんどん上げていったわけですよ。そういうものに対して除草剤耐性とか

害虫耐性というのを上げて、生産性を上げるという歴史があって、私もＩＵＦＲＯ（国際

森林研究機関連合）の会議とか出るんですけど、２０００年ぐらいから、２０１０年ぐら

いまではまだ組換えのほうがかなり盛んに行われていた感じもあるんですけど、どちらか

というと、今はマーカーを使った育種ですよね。（作物では）そっちのほうが今、主流にな

ってきて、まだそれはユーカリとか、ほかのポプラとかもそうなんですけど、まだまだ交

配育種の段階なんですよ。だから、作物の歴史から考えると、もうちょっと時間がかかる
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のかなという気もするんですが｡ただ、研究レベルとして、組換えが必要になった段階では

やっぱりそこにキャッチアップするようなものというのは必要になってくるんじゃないの

かなと思います。 

 作物は年１回、必ず種がとれますので、やっぱり育種のスピードも速いんですよね。

ユーカリは速くても種をとるのに二、三年はかかりますものね。それで、形質を見るのに

またさらに時間かかるということで、まだ時間がかかるのかなと思います。そういったと

きに先ほど申し上げましたような大型化、永年性、それから、面積の問題とかやっぱり環

境ですよね。生物多様性の問題というのが出てきて、そういうデータも時間をかけて取り

ながら、パブリックアクセプタンスというか、そういうのを得ていくという方向だと思う

んですよね。今でもコーンとか大豆にしても、一つの遺伝子を入れて耐性を与えるという

のが主流ですから、中には農産物も乾燥耐性のものも出してきてはおりますけれども、や

っぱりほんとうに有用な形質が何なのかという見極めも今後重要にはなりますよね。 

 成長性で、さっきの FuturaGene 社も出している。確かにその一つの遺伝子でうまくい

った例ではあるんですが、これも前、申し上げましたけど、遺伝子組換えというのは、育

種できるレベルのことでは受け入れられないので、ほかの生物の機能もわかっているもの

を入れて、その機能を樹木に付与できるというのが一番の利点ですから、この技術の場合、

その利点をうまく使えるようなものをつくっていくということが重要になってゆくのだろ

うと思います。だから、当然今のゲノム情報とかも出てきましたし、ＮＢＴも出てきてい

ますし、いろんな従来の育種と新しい技術でいいものをつくっていくというのは重要だと

思います。ただ、時間はかかるかなと。樹木の場合、針葉樹になると、また時間軸がもう

全然違いますよね。 

【丸山委員長】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  だから、やっぱり農産物との違いもあるということですね。 

【河岡委員】  そうです。やっぱり毎年、種がとれないという。それで、形質の評価

に時間がかかるというのが一番違うところだと思います。 

【上河アドバイザー】  それとその育種の状況も、やっぱり農業の場合はかなり行く

ところまで行っているけれども、林業はまだもっと今の通常の手法でもやれる部分もまだ

残っているしということで。 

【河岡委員】  そうですね。コメなんかでもそうですよね。コシヒカリが出てきて、

かなりの年月が経っているというのはありますけど、それは確かに、さっき大渕さんおっ

しゃられましたように、地球環境変動というのが今度キーワードになる可能性は、そこは

ありますけれども、北海道のコメがおいしくなるというようなことも言われていますから

ね。その辺はあるとは思うんですけど、多収米というのはいっぱいあるんですね。だけど、

そういうものよりは、今おいしいコメというほうが好まれているわけですから。 

【上河アドバイザー】  他生物のいい性質を持ってこようとすれば、これはもう遺伝

子組換えによるしかないということなんですね。そこはやっぱりきちっと見分けていく必
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要があるだろうということですかね。 

【河岡委員】  そうですね。交雑育種でできないことをできるというのが。 

【丸山委員長】  あと、重要なポイントになるのは、樹木の育種は交配しながらやっ

ているので、交配に必要な時間は農作物と比べれば何倍も長いですよね。 

【上河アドバイザー】  時間がかかるということですよね。今、遺伝子組換えで、ス

ギで花粉がつかないものに取り組んでおられますよね。あれは同じ種の中での話なんです

か。それともほかの生物との、やっぱりほかの生物から持ってくるということなんですね。 

【河岡委員】  ほかの生物です。 

【上河アドバイザー】  遺伝子組換えでなくとも花粉が出ないスギの品種が出来まし

たよね。 

【河岡委員】  “爽春（ソウシュン）”でしたね。 

【丸山委員長】  花粉の出る時期に山の中を歩き回って、スギを一本一本をたたいて、

花粉が飛ぶか、飛ばないかというフィールド調査で見つけるわけです。今のところは２３

本ぐらい選抜されています。それで、たまたま結果的に雪の多いところが多いらしいです

よ。それはなぜかというと、積雪量が多いと調査する人が枝に近くなるのでたたきやすく

なるようです。 

【上河アドバイザー】  ああ、それで見つけやすいと。 

【丸山委員長】  見つけやすいというか。いや、たまたまらしいんですけど。最初の

第１号はたしか新潟あたりですよね。だから、調査回数を増やせばまだ出てくる可能性は

あると思います。 

【事務局（大渕）】  それと同じで、ひょっとしたら突然変異で、種のできないユーカ

リ、花が咲かないユーカリでしょうけど、そういうのも探したらあるのかもしれませんね。 

【丸山委員長】  可能性はありますね。 

 突然変異などの自然で起こるものと、組換えでやるということは、明確に違う。自然

なら認められるんですけどね。組換えだとすると、かなり抵抗があるんですよね。 

【上河アドバイザー】  抵抗ある。そうですね。 

【事務局（大渕）】  花も咲かない、実もならない、そういうユーカリを遺伝子組換え

技術でつくることはできるんですか。 

【河津委員】  そうですね。花芽形成にかかわる遺伝子というのがかなり明らかにな

っています。そういうのが潰れているやつとかを効率的に探す技術もできていますので、

そういう意味では、狙って潰すということは十分できるレベルにはなっていると思います。 

【事務局（大渕）】  組換え技術で働かなくしちゃうということですかね。 

【河津委員】  そういうことですね。まさにＮＢＴの技術からそういうことが十分可

能になると思いますけど。 

【事務局（大渕）】  その花粉が飛ばなければ生物多様性にあまり影響しないんだろう

なと勝手に想像してますけど、考え方として正しいですか。 
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【河津委員】  遺伝子の拡散に関しては抑制されますので、その点に関しては安全性

が上がると思います。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  ある種のユーカリはクローンで増やすことができるので、さらに

安全性は上がるのではないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。 

【河岡委員】  それも先ほど申し上げましたけど、アウトブリードが全部終わって、

インブレッドラインに行って、もう育種がここまでで、もうほんとうに成長性にしても、

そのパルプ適性にしても、完璧なものがあればそれに入れていいと思うんですけど、まだ

まだ、今はどんどんアウトブリードして、ブラジル南部の会社でも多分、主力クローンと

いうのは毎年入れかわっていると思うんですよ。それでＭＡＩをどんどんまだ上げている

ような状況ですから、そこで不稔性を与えてしまうと、もうそれ以上アウトブリードとい

うか、できないわけですよ。花粉じゃなくて、そのときに花粉をよそから持ってくればい

いのかもしれないですけど、だから、そこはメリット、デメリットというのはあると思い

ます。 

【上河アドバイザー】  確かにそうですね。 

【河岡委員】  それが全部コントロールできればいいんですけどね。でも、ユーカリ

というのは成長不良地に持っていくと、やっぱりすぐ花が咲きますよ。 

【事務局（大渕）】  確かにそうです。ストレスを与えると花が咲くんです。本能的に

子孫を残そうとしますから。 

【丸山委員長】  あとは花粉が飛ばないだけではなくて、ここ（FuturaGene 社公聴会

資料）にも書いてあるように、アレロパシー、その植物の、例えば葉や根の周りの土壌と

か動物にどういう影響を与えるかというのを調べるのも、大事なところですよね。 

【河岡委員】  この資料（FuturaGene 社公聴会資料）すごいですね。 

【丸山委員長】  ミミズとか色々と調べてましたけど。 

【河岡委員】  結構完璧に安全性を調べているから大したものだなと思いますね。 

【上河アドバイザー】  これがモデルというか、どういうところをチェックすればい

いんだなというのがよくわかりますね。 

【事務局（大渕）】  多分ブラジルのＣＴＮＢｉｏとしては、こういうデータがあれば、

もう反対される理由はないんじゃないかなというふうに個人的に思うんですけれども。 

【上河アドバイザー】  そうですよね。 

【河津委員】  実際 FuturaGene 社も遺伝子の拡散距離までちゃんと調べて、どれだけ

離せばいいかというのも明らかにしています。もういくら組換え樹木の花が咲こうとも、

どれだけ隔離すれば安全だというデータがとられたという意味では非常に大きな一歩であ

ると思います。 

【丸山委員長】  そのほかにありませんでしょうか。 

【河岡委員】  産業植林の場合の課題というのを出しておいたほうがいいのかなとい
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う気はするんですけどね。例えば、生物多様性の保全とかですね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【河岡委員】  そういう観点から見たときと、アカデミックな、技術開発的なところ

というのももちろんあって、そこはなかなか企業ではできない部分もあるので、ここは公

的な研究機関とかがやっぱり推進するみたいな提言があってもいいのかなと私は思うんで

すけど。 

【上河アドバイザー】  それはそうですね。何かそういう意味で、逆にアカデミック

に対して何かありますか。具体的にもっとこういうことをしたほうがいいとか何かそうい

う要望というか。 

【丸山委員長】  法的に関しては、海外の場合はその国に従ってやるしかないと思う

んですが、例えば、もしブラジルでこういう申請が認められれば、だんだん植えられるよ

うになると思いますよね。もちろん反対も受けながら進んでいくんじゃないかなという気

がしますよね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【河岡委員】  そうすると、安全性に関するような科学的なデータも蓄積されてくる

でしょうから。 

【丸山委員長】  積み重ねですね。 

【河岡委員】  民意といいますか、その辺のところで変わってくる可能性はあります

よね。今の農作物みたいになってくればという期待はありますけどね。 

【上河アドバイザー】  行政に関しては、例えばこの遺伝子組換えに関して、どこか

できちんと国家的な目線から見てやろうというところというのは今あるんですかね。それ

はあんまりないんですかね。例えば環境に関しては、カルタヘナ条約で環境省はやってい

ますけれども、例えば研究開発でいえば、文部科学省がやるとか、それから、産業と考え

れば経済産業省がやるとかとあると思うんですよね。林野庁はもちろん樹木なら関係する

んでしょうけれども、林野庁もさっきの報告書のように、８年ぐらい前に一度取り組んで

から、それ以来もう全然全く何もやっていないという状況で、国のリーダーシップという

のが見えないんですよね。この問題に関していうと、全然とにかく全くやっていないので。

ほんとうはそういうのはきちっとあってほしいなという感じはするんですけどね。そうす

れば、それに基づいて大学の研究だとか、研究所の研究なんかも、きちんとその中での位

置づけということでできると思いますし、遺伝子組換えに関して言うと、そういうのはあ

んまりないですよね。どうなんでしょうか。あれは農産物はやっぱりないんですか。そう

いうところというのはあんまり。よく知らないんですけど、どうなんでしょうか。 

【河岡委員】  非常に縦割りですよね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。特に縦割りですよね。やっぱりもうちょっとそ

の辺のところは縦割りを何とかしてほしいですね。 

【事務局（大渕）】  例えば、“光るカイコ”が吐く“光る糸”とか、スギ花粉に対し
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て“免疫を落とすコメ”とか、いろんな研究機関でいろんな研究があって、優れた能力や

技術をお持ちの研究者がたくさんおられるのに、なぜか遺伝子組換えに対する政策が全体

として見えてこないというか、例えば、もっとそういう技術を発展させて人類のために貢

献させるべきではと思うことがあります。 

【河岡委員】  そうなんです。だから、最初もありましたけど、ｉＰＳなんかも全部、

遺伝子組換えですから。山中先生は４遺伝子を入れて、そうすると初期化されるわけです

から、それも組換えなんですけども、それに対してあんまり反対は無い。 

【上河アドバイザー】  薬は反対ないです。 

【河岡委員】  それはそうですね。抗体医薬とかは組換え技術をばりばり使っていま

すよね。 

【事務局（大渕）】  能力のある樹木を開発するのは地球に対する薬とみなすことは出

来ないでしょうか。 

【河岡委員】  いや、これも前、ある大学の先生が言っていたんですけど、薬の場合

はやっぱり治癒行為なので、ヒトの体を治しているんですけど、トランスジェニック植物

というのは違うんですよ。ヒトに羽根をつけるような研究なんですよ。 

【事務局（大渕）】  羽根をつける。 

【河岡委員】  翼をつけて、そういうもともと持っていない機能を付与するというの

がやり方なんですね。 

【丸山委員長】  しかし、自然界でも起こり得ますよ。頻度はすごく低いけど、そう

いうのが起こり得るんですけどね。 

【事務局（大渕）】  アグロバクテリウムがそういう遺伝子を運ぶベクターだというの

がわかって、（生物史では）随分それでいろんな遺伝子が入ってきたと考えられますよね。

自然で起きていることを人類が見つけて真似をしていると言えないこともない。ちょっと

言い過ぎですか。 

【河岡委員】  そう言われると、では、Ｂｔ（特定の害虫の駆除に有効な病原菌の略

称）が自然に入ってくるのかといったら、それは難しいですよね。同じバクテリアではあ

るんですけど。そこのところは。 

【河岡委員】  でも、植物の遺伝子組換えも８０年代後半からできるようになってき

て、そういう面では３０年ぐらいの歴史でできてきましたから、できることとできないこ

とというのが大分わかってきていると思うんですよ。そんなフランケンシュタインが最初

できるみたいなことは、動物のほうで言われましたけど、そんなものはできないので、ジ

ャックと豆の木みたいな、すごい成長性が変わるような植物ができるかといったら、でき

ないですから。せいぜいさっきの FuturaGene 社のユーカリの収穫が２０％上がればすごい

という話だと思うので。 

【丸山委員長】  あと一番大事なことは、環境にとって育たないところで育てるとい

うことが大きいですよね。もちろんこれからの課題ですね。 

資料●13
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【事務局（大渕）】  これからそういうのが大事ですね。 

【上河アドバイザー】  特に乾燥地に植えられるとかね。ＣＯ２の問題も含めてやっぱ

り重要な課題ですしね。産業植林にとってもやっぱり結構大きいですよね。オーストラリ

アみたいにどんどん乾燥しているところで植えようとすると、ある程度強いものをつくっ

ていかないといけないし。 

【事務局（大渕）】  産業植林の場合は、やっぱりコストというのが最後までつきまと

いますので、成長性のよいものが必要です。 

【上河アドバイザー】  それは当然、もちろんそうですよ。 

【丸山委員長】  そうですね。技術的にすぐれても、最終的にはコスト競争力がない

と厳しいですね。だから、今、アルコール（バイオエタノール）も技術的にはかなりとれ

るんだけれども、やはりコスト的には今のところ限界があるので、なかなか実現できない

ということですよね。 

【河津委員】  加えて反対される方がいっぱいいらっしゃって、それは多くは産業界

のメリットでもって進められた組換えが多いんじゃないかなと思うんですね。そういう意

味では、消費者の方や、農民の方に対してのメリットが見えてくるような形じゃないと、

遺伝子組換えの実用化というのが難しいんじゃないかなという気がします。 

【上河アドバイザー】  そうですね。受益者は誰かというのが一つの課題ですね。 

【丸山委員長】  だけど、ブラジルの例は大きな一歩だと思いますよ。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【丸山委員長】  では、最終的には報告書をどういうふうにしたいのか、上河常務に

ご説明をお願いします。 

【上河アドバイザー】  本当にどうもありがとうございました。皆さんから頂いたご

意見を踏まえまして、最後の結論のところにも本日の議論を踏まえた上で、もう一回委員

の皆さんに見ていただいて、手を加えていただきたいと思っております。本日はまだ形に

なったものをお見せできなくて申しわけないんですけれども、アドバイスをいただきまし

たので、文章にするところは文章にして、それで整理をした上でまた見ていただくという

ことでよろしいでしょうか。 

【丸山委員長】  はい。それでよろしいですね。 

【河岡委員】  はい。 

【丸山委員長】  そうすると、ドラフトが出てくるのですね。 

【事務局（大渕）】  はい。これから精力的に原稿を整えてゆきますので、まとまり次

第、また皆様のお手元に届けたいと思っています。ご指摘、ご感想をいただけたら大変あ

りがたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

【丸山委員長】  では、今回、第３回ということで、お忙しい中集まっていただいて

ありがとうございます。何かありましたら事務局へお願いします。 

── 了 ── 
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