
1│条例策定の背景

北海道で生産された農畜産物の多く

は、東京や大阪などの大都市で消費さ

れる。その北海道において、2000年

以降、大手乳業メーカーの食中毒事件、

BSE問題やラベル偽装問題など、北海道

の食に関するイメージダウンにつなが

る事件が相次いで起きた。そして2003

年の春には、独立行政法人農業・生物

系特定産業技術研究機構の北海道農業

研究センター（北農研センター）で遺伝

子組換え（以下GM）イネの栽培が行わ

れたが、栽培の趣旨説明などが不十分

として市民の反対運動が広がり、38万

筆の栽培中止署名が集まった。GM作物

の栽培やGM食品に対して、多くの国民

が不安に思っているというのが実状で

ある。以上のような背景から、2003

年秋の北海道議会において、北海道ブ

ランドの確立に向けて、食の安全・安

心条例の制定が提案され、GM作物の

栽培も含めて検討することとなった。

2004年の春に、GM作物栽培に関す

るガイドラインが策定されたが、これ

に先立って、１～２月には各種の学会

あるいは団体から、道庁に対し要望書

が出された。内容としては、研究・開

発が遅れるというものであった。北海

道大学（以後、北大）農学研究科も有志

一同として、GM作物・GM食品につ

いて賛否両論があるのは科学者の説明

不足が原因であり、現時点で最も大切

なことは社会的合意形成、道民に信頼

される農業を目指すシステムの策定、

行政機関である道と北大の協力であ

る、などがもりこまれていた。科学や技

術そのものは中立であり、使い方によっ

ては良くも悪くもなる。GM技術がただ

しく理解されないまま、反対反対と叫ば

れるのは、科学者に何かが足りないと反

省すべきで、自分の発見したものや発明

したものが必ず世のためになるとか、社

会に無条件に受け入れてもらえると考え

るのは、科学者の錯覚であり傲慢である。

５月に入り、「遺伝子組換え作物の

栽培試験に係る実施条件検討会」の座

長依頼があり、将来起こりうるあらゆ

るケースを想像しつつも、これを引き

受けることとした。

2│2004年の条例案策定委員会

委員会は、2004年６月から11月の間

に４回開催された。委員は座長の筆者

も含め11名で、その構成は生産者２名、

消費者団体２名、試験機関３名、経済

界１名、産業界１名、大学２名である。

開催の前には、法律学者から自治体の

条例一般についての講義を受けた。

途中、幾多の紆余曲折があったが、

この４回の委員会で、試験栽培は届出

制、一般栽培は許可制で合意をみた。

表向きのたった４回の委員会で、簡単

に合意形成が得られるような単純なも

のではない。反対派も推進派も、いろ

いろな思惑や理由で自分らの意見を述

べており、すべてが満足する一致点を

見いだすことは不可能なことである。

しかし、科学史を専門とする室蘭工業

大学の非常勤講師吉田省子さんが中心

となり、十数回にわたって反対派との

会議が設定されたことで、条例案策定

にいたったと考えられる。この非公式

市民リスクコミュニケーションは、１

回あたり４時間前後の精神的にも肉体

的にも厳しいものであった。このなか

で、感じ得たものを次項で述べる。

3│道民との対話で感じたこと

反対あるいは慎重な方々は、やはり
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安全性に強い不安感をもっている。

GM食品の安全性は厚生労働省・内閣

府で検査、評価されるが、その基準は

薬なみに厳しいものであろう。しかし、

薬は飲まないと死ぬかあるいは治るの

が遅いということで、仮に多少のリス

クがあるとしても圧倒的なプラス効果

を優先してこれを用いる。しかし、常

時食し特別問題ないと思われる食品

に、何らかの機能を付与したとしても

薬のように簡単には受け入れられない

ということを理解すべきである。

あまり使わなくなったが、「実質的

同等性」という語も説得力がない。委

員会作業中、筆者は推進派の一部から

非科学者との誹
そし

りを何度も受けたが、

この語こそが非科学的なものではない

だろうか。推進者のために都合の良い

ものは科学的、そうでないものは非科

学的といって、自分のエゴを正当化し

ようとするが、このようなことは科学

者不信を増長するだけである。

また、推進者のなかには、反対派の

一部の人を遺伝子の“い”の字も知らな

いでGM問題を語る資格がないと批判

する者もいるが、遺伝子やDNAを良

く知る大学研究者のなかにも、反対あ

るいは慎重な方が多くいることを知る

べきである。

環境面での安全性は関係省庁で厳し

く判断されるが、交雑、遺伝子の拡散

の問題は、生態的な観点からの試験に

時間がかかるので、一般市民に納得の

いく説明は難しい。

とはいえ、私たちが普段食べている

ものには科学的に調査され確信をもっ

て安全といえるものは何もなく、長い

経験に基づいて安全と判断しているだ

けである。また、46億年の地球の歴

史のなかで、40億年近い生命の進化

の結果が現在の生物種であり、種とい

うものは常に環境とともに変化してい

ることも忘れてはならない。地球上の

すべての生物は、同じDNAでつながっ

ていることを理解してほしい。どこか

の本に、日本固有の植物はフキとワサ

ビの２種とあったが、我々日本人も含

めこの列島にどこかから来た生物が日

本の大地で生活しているのだ。

将来の北海道農業に有用かどうかも

議論された。大規模農業のアメリカで

は、いっそうの大規模化が起きている。

もしGM作物の栽培が自由化されれば、

ある町や村では農業経営数がほんの数

件になるのではと危惧しているようだ。

GM問題に限らず、北海道や日本の農

業の将来を真剣に語りたいという人た

ちが、反対派のなかに多くいる。現在

のGM種子は、すべてバイオメジャー

と呼ばれる外国の数社の製品であるこ

とにも強い不安があるようだ。反対派

は、結局は高いお金を払って外国のも

のを買わされる時代がくるのでは、と

心配している。とくに米国の企業に対

する脅威が根強くある。このような場

合、「だったらなおさら国や大学の研

究機関には良いものをはやく作らせる

必要があるのでは」というと、意外と

納得してもらえるケースもある。種子

に特許がからむということは理解され

にくいようだ。

現在、除草剤耐性のダイズ、殺虫性

のトウモロコシがGM作物の主流であ

るが、これらの耐性植物の拡散が将来

生じるのではとの不安もある。そのよ

うな話は外国からも聞こえてくる。ヒ

トの場合の抗生物質耐性と同じで、科

学者ならばあり得ると答える方がより

親切と思われる。そんなことはないと

むきになるほど、やはり科学者不信が

募るであろう。

GM食品が売れるかどうかも問題だ。

たとえば一握りのダイズが、アメリカ

のGMダイズなら10円とし、日本の

non-GMダイズは100円としよう。北

海道で手間をかけずにGMダイズを栽

培しそれが50円であったら、半値だ

からといってそれを買うだろうか。北

海道の100円のnon-GMダイズを買う

のをやめて50円の安いGMダイズを買

うのなら、どうせならと、アメリカの

もっと安いGMダイズを買うことにな

るのではないだろうか。

一般農家の方は、やはり風評被害を

恐れる。現場と離れた科学者は、風評

被害は非科学的で無視すべきというが、

春から秋にかけて苦労して作った作物

を、隣の農家がGM作物を栽培したと

いうだけで流通業者が扱わないとした

ら、それは死活問題となる。大都市の

消費者が嫌うものを業者は買わないの

が現状である。全部買い上げるならば、

非科学的と非難することも許されよう

が…。

安全と安心の違いがよく叫ばれるよ

うになってきた。私は、次の例えをよ

く話す。宇宙飛行士は自分の尿をろ過

して飲んでいるが、いくら科学者がこ

んなに不純物のないきれいな水はない

といっても、宇宙でなければ誰も自分

の尿をろ過せず、コンビニの市販の名

水を飲むであろうと。安心は、自然科

学的データだけでなく、倫理的、心理

学的、社会科学的な面も含め、総合的

に判断される結果によるものである。

4│2005年春の条例成立と
栽培細則の策定

2005年春の定例道議会において、

全国初のGM作物の栽培規制条例案が

審議された。正式名称は「遺伝子組換
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え作物の栽培等による交雑等の防止に

関する条例」である。栽培を計画する

者は、近隣への説明会を開き、専門部

会が決める交雑・混入防止措置などを

記入して知事に届け出る（試験機関）か、

あるいは申請する（一般栽培）というも

のである。申請に対して知事は、有識

者などで構成する「食の安全・安心委

員会」の意見を聴取して一般栽培の許

可を出す運びとなる。

農林水産省は、2002年11月にGM

作物の栽培留意点として、「生産・流

通上の混乱を招かないための交雑・混

入防止措置の徹底」を指導する通達を

各自治体に出している1）。道の条例は、

この通達に実効性をもたせるルールと

いえよう。農林水産省もこの条例には

「国としてコメントするものではない」

と述べている2）。実際に、道は条例案

を作成するにあたって国の関係機関に

何度も足を運ぶとともに、法制面では

法学者や札幌裁判所も含め多くの関係

者から協力を求めた。そして2005年

３月24日の道議会において正式に条

例が成立した。

栽培における交雑・混入防止の具体

的規準は、2005年の５月31日、６月

14日、７月４日および８月11日の計

４回開催された食の安全・安心委員会

の専門部会において協議し、その結論

を８月18日の北海道食の安全・安心

委員会に報告した。部会長である筆者

のほかは、北大農学研究科２名、北大

北方生物フィールドセンター１名、北

海道東海大１名、帯広畜産大１名の５

名の大学教員で、栽培学、育種学、生

物工学および生態学の専門家である。

１回目と２回目の会議においては、交

雑に関するデータが乏しいこと、科学

はグレーゾーンが多く、100%あるいは

０%と割り切れるものではないことが

認識された。この姿勢に反対を唱える

科学者も多いであろう。科学者がその

ような曖昧な表現を使うと国民は混乱

すると。しかし批判があろうとも、常

に白黒をつける科学者は20世紀の科

学者と断言したい。

データが少ない状況で、どのように

規準を設けたら良いか迷うところであ

る。一般栽培での規準はまだ日本には

ない。農林水産省の栽培ガイドライン

は、関連の試験場用のものに過ぎない。

国より厳しい規準と新聞紙上に書かれ

たが、一般栽培の規準はないというこ

とを国民には知っていただきたい。

農林水産省の栽培ガイドラインで

は、イネで交雑を防ぐには２週間出穂

期をずらすならば20m離すというのが

2005年春までの規準であった。この

数字でも、一般市民は、本当に交雑が

防ぐことができるかと心配に思うとこ

ろであるが、推進派のある学者は20m

離せば絶対交雑はあり得ないと述べて、

かえって不信感をもたれていた。科学

者ならばあり得ると答える方が信頼さ

れる。ただし、１万分の１あるいは

10万分の１のように極めて低い確率

の場合、その意味をどう考えるかは別

問題である。事実、2004年３月に、

新潟県上越市の試験場で25.5mでの交

雑が確認されたことから、暫定26m離

すようにとガイドラインは改められた。

いつか27m、28m離れた場所で交雑

が確認されることもあるのだろうか。

さて、２回目の部会で、国の試験場

用のガイドラインおよび北海道の交雑

データ（後述）に２倍の距離をおいては

との意見が数人の委員から出たが、結

局はこれが最終のものとなったのであ

る。上記の科学の壁を認識していたこ

とに加え、北海道では、冷害時に不稔

が生じ、このようなときには通常より

もかなり距離のあるものと交雑するこ

とが知られているからである。また、

条件の良い小規模の試験栽培とは異な

り、大規模な一般栽培となると、花粉

の量が増えて交雑の確率が当然高まる。

このようなことが“安全率”を掛ける理

由である。これが２倍であるというの

は、“常識的な”判断としかいいようが

ない。科学者が、科学者仲間の結論に

特殊性を加味したとしてもせいぜい

1.5～２倍が限度であることは想像に

難くない。３回目の部会でも、２回目

に出た意見の２倍で議論がスタートし

た。しかし、その終了間際に、筆者は

部会長として３倍にしたいと何の脈絡

もなく述べ、委員はおろか傍聴者も記

者の皆さんも驚いた様子であった。委

員会は完全にオープンとはいえ、筆者

も含めた６名の委員の意見で決まる。

一般市民が個別に意見を述べてもほと

んどそれは反映されない。2004年の

条例案策定委員会では、数名の反対派

あるいは慎重派とされる委員がいた。

彼らが2005年の専門部会にもいたら

何と述べただろうか。筆者は、彼らの

存在を強く意識して委員会を運営し

た。この部会は“科学的に”と知事から

諮問されたものであるが、その科学と

いうものが100%のものではないと意

識しているからである。この姿勢にも

非科学的と指弾され、道外からも電話

やメールで非常に多くの批判を受け

た。しかし、筆者は「あなた方の仰る

“科学的”とは何か」と問いたい。栽培

することが先ずは前提にあり、それに

都合が良いのは科学的、都合が悪いの

は非科学的ではないのかと。とはいえ、

このような多くのご意見は、当然予想

されたものである。筆者が、世間一般

に問いかけたリスクコミュニケーショ

ンと考えて頂けたら、大変有り難い。
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最終的には２倍で決着がついたので、

イネでは北海道の150mでの交雑記録、

あるいは農林水産省のガイドラインに

ある２週間出穂期をずらすならば26m

離すという基準をベースにして、300m

離すか、あるいは２週間出穂期をずら

しての52m、というのが距離だけによ

る場合の条件である。これらが適わな

いときには、開花前に刈り取ったり、

袋を被せるなどの工夫をすると良い。

ダイズは農林水産省の試験場ガイドラ

イン10mの２倍で、20mだ。栽培ルー

ルのミソは、道にモニタリングの徹底

や交雑条件の調査などを義務づけた点

である。将来的には北大なども加えた

第三者機関によるものとなろう。

この２倍という数字は、北海道の地

域特殊（大規模、冷害がある）を加味し

た科学的なもの、あるいは“安全率”さ

らには“安心率”などいかように読者が

とろうと構わないが、科学をベースに

したある種の民主的合意（約束ごと）と

いうのが真実かもしれない。北海道の

食の安全に関しては次を見られたい。

北海道食の安全に関して

http://www.pref.hokkaido.jp/nousei/ns-rtsak/
shokuan/conf.html

5│GMとnon-GMの共存

地球の人口は、現在の60数億人か

ら2050年には90億人を超えると推定

されている。今でも十分な食料生産量

ではないのに将来どうしたら良いのだ

ろうか。食料生産国のアメリカでは、

農業を支える地下水が数十年で枯渇す

る恐れがあるといわれ、環境悪化問題

や石油の枯渇も叫ばれている。人類の

生存基盤に関わる大きな危機は、やは

り画期的な新しい技術で乗り越えざる

を得ない。食料ではなく、パワークロッ

プとしてGM作物が植えられる時代も

来るはずだ。砂漠で育つ植物も夢では

ないだろう。医薬や工業原料のGM作

物が世に出はじめたことは、国民受容

を願う科学者にとって朗報である。資

源、食料、エネルギー、空間も含め地

球に限界があると気づいた我々は、何

が本当に必要なのか、何をこれからす

べきか、そのなかでGM技術をどのよ

うにとらえていかなければならないか

を考える時期にある。GM技術成果の

一部を見て悪と決めつけるのではな

く、もっと大きく、長いスパンで考え

てもらいたいと願って止まない。逆に

いえば、GM技術の今ある生産者メリッ

ト的なものをあせって押しつけると、

逆効果になると思うのは筆者だけであ

ろうか。

筆者は、将来はGM作物は当たり前

のように栽培されるようになると想像

している。当然のようにGM食品は食

卓に上る。このように書くと反対派の

人たちはおだやかではないだろうが、

現在のGM反対の人でさえもそうした

状況を許すような時代を迎えるべきと

いうことを主張したい。それまでのし

ばらくの間、GM作物とnon-GM作物

あるいは従来型農業との共存を真剣に

考えるべきである。

科学がどんどん先端的になり、科学

者の社会リテラシーと一般市民の科学

リテラシーの欠如が問題となってい

る。多くの科学者は、一般市民に科学

を伝えることの重要性を感じてはいる

ものの、実践を行おうとする者は皆無

に近い。科学技術振興機構（JST）の

“21世紀の科学技術リテラシー”プロ

ジェクトが、村上陽一郎先生（東京大

学名誉教授、国際基督大教授）を中心

に昨年末から始まった。このプロジェ

クトの一部に協力しながら、今後も

GM問題に取り組んでいきたい。
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