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はじめに
私 たち は、「 遺伝 子組換 え作 物に つい て道 民が 考え る「コ ンセ ンサ ス会 議」」 実行 委員 会お
よび 北海 道の 公募 に応 じて全 道か ら選 ば れ、 北海道 知事 の委 嘱を 受け た１ ５人 の道 民委員 で
す。 今回 、私 たち に与 えられ た課 題は、「北 海道 にお ける遺 伝子 組換 え作 物 の栽 培」に つい
てど う考 える か、 意見 をまと める こと で した 。遺伝 子組 換え 作物 の栽 培に つい て専 門家の 話
を聞 いて 実態 を知 り、 北海道 が今 後進 む べき 方向を 一人 ひと りが 自分 の問 題と して 捉え、 議
論し まし た。
２ ００ ６年 １１ 月２ ５日の 第１ 回会 議 では 、この 問題 につ いて の基 本的 な情 報提 供を専 門
家の 方々 から 受け まし た。続 いて １２ 月 ２日 、１６ 日の 第２ 回、 第３ 回会 議で は、 私たち 道
民委 員が 感じ た疑 問や 問題点 を、「鍵と なる 質問 」と してま とめ まし た。 ２ ００ ７年２ 月３
日、 ４日 に行 われ た第 ４回会 議で は、 こ の「 鍵とな る質 問」 を軸 とし て、 専門 家の 方々と 対
話を 重ね た後 、道 民委 員の間 で率 直に 疑 問や 意見を 出し 合い 、話 し合 いま した 。そ して、 １
５人 の合 意の もと 、北 海道に おけ る遺 伝 子組 換え作 物の 栽培 につ いて 、こ の提 案文 書を作 成
しま した 。
私 たち １５ 人は 、年 代は１ ０代 から ６ ０代 にわた り、 職業 も、 農家 や教 員、 主婦 、高校 生、
大学 生・ 大学 院生 など 様々で あり 、そ れ ぞれ の経験 や立 場に 応じ て、 遺伝 子組 換え 作物の 栽
培に 対す る考 え方 にも 多様な もの があ り ます 。この コン セン サス 会議 にお いて 、私 たちは、
初め から 「推 進派 」と 「慎重 派」 とが 歩 み寄 り妥協 点を 探る よう なや り方 を目 指す のでは な
く、 まず は、 遺伝 子組 換え作 物の 栽培 を めぐ る現時 点で の論 点や 課題 を明 らか にし 、その う
えで 合意 でき るこ とは 何か探 って いき ま した 。
今 回、 この よう な形 で市民 が様 々な 立 場か ら議論 に参 加し 、具 体的 提案 を構 築す る機会 を
得ら れた こと は、 責任 が重く 大変 光栄 に 思い ます。 不備 な点 はあ ろう かと 思い ます が、過
去・ 現在 ・未 来を 代表 する者 たち の意 見 とし て受け 取っ てい ただ けれ ば幸 いで す。

１．安全・安心の視点から
は じめ に、 私た ち道 民委員 は生 活者 と して 、遺伝 子組 換え 作物 の食 品と して の安 全性と そ
の評 価や 表示 、自 然・ 環境へ の影 響、 さ らに 遺伝子 組換 え技 術そ のも の、 情報 開示 、第三 者
機関 によ る評 価の 可能 性など につ いて 考 えま した。
私 たち は、 科学 的に 安全（ 科学 的・ 客 観的 概念） であ って も、 安心 （主 観的 ・情 緒的概
念） を得 られ ると はか ぎらな いと 考え ま す。
（１ ）食 品と して の安 全性
専 門家 の説 明か ら、 遺伝子 組換 え作 物 ・食 品につ いて は、 国が 基準 を設 け安 全性 を評価 し、
許可 して いる こと は理 解しま した 。し か し、 長期摂 取に よる 慢性 毒性 、ア レル ギー につい て
の懸 念を 拭い 去る こと はでき ませ んで し た。
私 たち は安 全な 食品 を食べ るこ とで 生 命と 健康を 維持 した いと 考え てい ます 。消 費者も 生
産者 も研 究者 も皆 同じ く、家 庭で は生 活 者で す。か けが えの ない 家族 の健 康を 維持 するこ と
を求 める 立場 から 、遺 伝子組 換え 食品 の 安全 性につ いて 以下 の提 案を いた しま す。
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長期 摂取 によ る慢 性毒 性への 懸念
専 門家 の話 から 、慢 性毒性 の審 査が 免 除さ れてい るの では なく 、現 在の 遺伝 子組 換え作 物
につ いて はそ の必 要が ないと 考え られ て いる ことが 分か りま した 。
急 性毒 性は なく ても 、食経 験は １０ 年 ほど と短く 、長 期に わた って 摂取 した 場合 の害が 心
配で す。 胎児 やそ のま た次の 世代 への 健 康影 響も調 べて いた だき たい 。私 たち は、 慢性毒 性
の試 験の 実施 を提 案し ます。
アレ ルギ ーへ の影 響
遺 伝子 組換 え作 物が アレル ギー を起 こ す可 能性に つい ては 、食 品安 全委 員会 で厳 しく検 査
され てい るこ とも 分か りまし た。 しか し 、ア レルギ ー自 体複 雑な もの で、 未知 のア レルゲ ン
が現 れる こと も考 えら れます 。
遺 伝子 が作 り出 すタ ンパク 質は 人間 の 生命 活動に とっ て重 要な 役割 を持 ちま すが 、一方 で
はア レル ギー やそ の他 生体に 影響 をお よ ぼす 物質に もな り得 るも ので す。 遺伝 子組 換えに よ
って 新し く生 じた タン パク質 につ いて 現 在の 安全性 審査 のや り方 は不 十分 で、 さら なる検 討
が必 要で はな いで しょ うか。
近 年ア トピ ーや アレ ルギー で悩 む方 が 多い 中、遺 伝子 組換 え作 物が 何ら かの 影響 を与え て
いな いか につ いて も研 究が進 めら れる こ とを 望みま す。
安全 性の 基準
安 全性 評価 の基 準に 関して は、 現在 の 基準 で十分 であ ると いう 専門 家で あっ ても 、将来 的
には 検討 する 余地 があ るとい うこ とで し た。 また、 遺伝 子組 換え 作物 の評 価に 際し て、「 入
り口 」と して 使用 され る、「 実質的 同等 性」 につ いて も、概 念が 曖昧 なこ と を知 りまし た。
安 全性 の基 準に つい て、現 行の 基準 を さら に安全 なも のに レベ ルア ップ する こと によっ て、
食品 安全 に関 する 基準 を明確 にし 、信 頼 を回 復して いた だき たい と思 いま す。
ま た、 管理 体制 の不 備から 、未 承認 の 遺伝 子組換 え作 物の 混入 事件 があ りま した 。未承 認
の遺 伝子 組換 え食 品が 流通し ない よう 管 理体 制をよ り強 化し てく ださ い。
（２ ）表 示
食 品を 購入 する 際に は、適 切な 表示 が 、そ の食品 を安 心で きる もの であ ると 確認 するた め
の重 要な 手段 です 。コ ンセン サス 会議 で の専 門家の 話な どか ら、 現在 の遺 伝子 組換 え食品 の
表示 制度 には 、消 費者 の「知 る権 利」 と 「選 ぶ権利 」と いう 観点 から 不十 分な 点や 矛盾が あ
るこ とが 分か りま した 。全て の遺 伝子 組 換え 食品を 正し く表 示す る制 度を 整え 、行 政機関 が
正し い表 示に 対す る指 導を行 い、 選ぶ 権 利の 回復を はか る必 要が あり ます 。
混入 率と 表示 基準
遺 伝子 組換 え作 物の 混入率 に関 する 食 品表 示は、 国に よっ て異 なっ てい ます 。日 本では、
かり に遺 伝子 組換 え作 物が非 意図 的に 混 入し てしま った 場合 でも 、混 入率 が５ ％未 満であ れ
ば「 非遺 伝子 組換 え」 と見な され るこ と にな ってい ます 。こ の混 入率 をＥ Ｕ並 みの １％未 満
程度 にす べき だと 考え ます。 そも そも 一 般の 消費者 は、「非遺伝 子組 換え 」 とさ れてい る食
品に ５％ 未満 の混 入が 認めら れて いる 事 実を 知らな いと 思わ れま すの で、 現在 の表 示制度 の
周知 も必 要で す。
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醤油 ・食 用油 など の表 示につ いて
醤 油・ 食用 油な ど、 遺伝子 組換 えで 組 み込 まれた 遺伝 子や その 遺伝 子に よっ て作 られた タ
ンパ ク質 が技 術的 に検 出でき ない とい う こと で表示 が義 務化 され てい ない 食品 があ ります が、
これ は、 原料 が遺 伝子 組換え か否 かで 選 択し たい人 たち の「 選ぶ 権利 」を 阻害 する ものだ と
考え ます 。醤 油や 食用 油でも 、遺 伝子 組 換え 作物が 使用 され てい る場 合に は、 適切 な表示 を
検討 し実 施し てほ しい と思い ます 。
農作 物以 外の もの につ いて
現 状で は、 畜産 ・水 産物の 飼料 にも 表 示義 務はあ りま せん が、 今後 、遺 伝子 組換 え作物 の
飼料 で育 てた 畜産 物や 水産物 のほ か、 き のこ 類など 林産 物に つい ても 表示 をさ れる ように 検
討が 必要 だと 考え ます 。
（３ ）自 然・ 環境 への 影響
交雑 の問 題、 防止 のた めの取 り組 み
遺 伝子 組換 え作 物の 開放系 での 栽培 に 関し ては、 近縁 植物 への 交雑 など 、生 態系 への影 響
が懸 念さ れま す。
と くに 自然 界で は起 こり得 ない 、人 為 的な 操作に よっ て創 出さ れた 遺伝 子組 換え 作物の 開
発や 、そ の開 放系 での 栽培に つい ては 、 将来 どのよ うな 影響 を生 態系 に与 える か予 測がつ き
ませ ん。
こ のた め、 交雑 によ る自然 環境 や生 態 系へ の影響 を最 小限 とす るた めの 方策 を講 じる必 要
があ り、 その ため には 、隔離 距離 を設 定 する ための 交雑 防止 に関 する 試験 研究 や交 雑の可 能
性を 限り なく ゼロ に近 づける ため の遺 伝 子組 換え技 術を 応用 した 植物 の開 発、 実際 に遺伝 子
組換 え作 物を 開放 系で 栽培す るこ とを 想 定し た観察 方法 や管 理技 術の 研究 ・開 発な どを検 討
する 必要 があ りま す。
ま た、 遺伝 子組 換え 作物の 試験 研究 を 行っ ている 機関 に関 して は、 食品 とし ての 安全性 審
査の 手続 きを 経て いな いもの も開 放系 で 栽培 される 可能 性が ある こと から 、と くに 厳重な 管
理が 必要 です 。
道条 例に つい て
北 海道 が全 国で 初め て制定 した 「遺 伝 子組 換え作 物の 栽培 等に よる 交雑 等の 防止 に関す る
条例」（以 下「 ＧＭ 条例」 とい う） に基 づき 策定 され た「交 雑防 止措 置基 準 」に ついて は、
道内 外の 花粉 飛散 距離 の試験 研究 結果 な どに 安全率 ２倍 をか けて いま すが 、道 内に おける 交
雑に 関す る科 学的 な知 見の蓄 積を 図り 、 未解 明な部 分が 多い 植物 の交 雑に 関す るメ カニズ ム
を明 らか にす る研 究を 継続す るこ とな ど で、 より効 果的 な交 雑防 止措 置を 講じ る必 要があ り
ます 。
ま た、 かり に遺 伝子 組換え 作物 を商 業 栽培 する場 合に は、 消費 者の 信頼 を得 るた めにも、
遺伝 子組 換え 作物 の管 理方法 に関 する 講 習を 受ける など 、プ ロ意 識を 持っ た農 業者 の育成 が
必要 不可 欠と 考え ます 。
な お、 議論 のな かで、「ＧＭ 条例 の見 直し の際 には 、商業 栽培 への 規制 は 再検 討いた だき
たい 」と いう 意見 もあ りまし た。
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（４ ）遺 伝子 組換 え技 術その もの
生命 倫理 の問 題
遺 伝子 組換 え作 物の 問題は 、人 間と し ての 生き方 に関 わる 問題 と考 えて いま す。 また、 ど
んな に優 れた 科学 技術 （者） でも 根底 に 倫理 観がな いと 、意 図せ ぬ方 向に 進む 可能 性があ り
ます 。技 術が どの よう に利用 され 、ど の よう な結果 をも たら すの かを 考え てい きた い。
遺 伝子 組換 え技 術で も、ど んな 科学 技 術で も、生 命倫 理へ の配 慮が 必要 です 。
技術 の不 確実 性・ 持続 可能性 への 疑問
遺 伝子 組換 え技 術は 、農薬 耐性 の作 物 だけ でなく 、人 の生 命に 関わ る医 薬品 にも 使用さ れ
てい るこ とが 分か りま した。 遺伝 子組 換 え技 術を活 用し なけ れば 製造 する こと がで きない 医
薬品 につ いて は、 人間 の命を 維持 する た めに 作られ 投与 され るも ので ある ので 、こ の技術 を
使用 する こと は、 大部 分の人 々が 認め る と考 えられ ます 。
し かし 、遺 伝子 組換 え作物 につ いて は 農薬 の使用 量な ど安 全面 につ いて 、各 専門 家から ま
った く正 反対 なデ ータ によっ て説 明が な され 、その こと 自体 が、 一概 に確 立さ れた 技術と は
言え なく 、国 内で の商 業栽培 が行 われ な い原 因の一 つと 考え まし た。
遺 伝子 組換 え作 物の 栽培が ３年 を超 え ると 収量が 減っ たり 、農 薬散 布が 増え たり という デ
ータ があ ると いう こと が分か りま した 。 非遺 伝子組 換え 作物 にお いて も連 作障 害に より同 様
の現 象が 報告 され てい るので 、こ の現 象 が遺 伝子組 換え 作物 栽培 によ るも のか どう か検証 す
る必 要が あり ます 。遺 伝子組 換え 作物 を 連作 栽培し てい る社 会的 背景 も含 め、 遺伝 子組換 え
技術 が収 量や コス ト、 安全性 、環 境問 題 など 、真に 持続 可能 な農 業技 術と いえ るの か、検 証
する ため のデ ータ の公 表が求 めら れま す 。
技術 開発 のあ り方
研 究機 関に おい ては 、食料 や機 能性 食 品、 医薬品 開発 など の遺 伝子 組換 え作 物に 対する 研
究を 慎重 に進 め、 技術 として の安 全性 を 確立 し、一 般の 人々 にも 分か りや すい 形で データ を
公表 して いく べき だと 考えま す。
ま た、 開放 系で の研 究また は商 業栽 培 につ いては 、さ らに 慎重 に進 める べき です 。北海 道
にお いて は、 ＧＭ 条例 により 適正 に開 放 系で の栽培 につ いて 判断 する こと を求 めま す。
（５ ）遺 伝子 組換 え作 物に関 する 今後 の 情報 開示
消 費者 には 遺伝 子組 換え作 物栽 培に 対 する 抵抗感 があ りま すが 、こ れは 、道 や国 など行 政
機関 から、「道 民へ 納得の いく 説明 」が 行わ れて いな いこと に起 因し てい る と考 えます 。行
政に はま ず、 信頼 関係 の再構 築を 期待 し てい ます。 道民 は、 客観 的に 選択 する 材料 を持っ て
いな い、 もし くは 偏っ た情報 によ って 、 遺伝 子組換 え作 物に 対し 不安 を抱 いて いま す。今 回、
専門 家の 意見 を聞 いた 道民委 員の 間で も 、遺 伝子組 換え 作物 の栽 培に つい てま だ疑 問点が 残
って いる こと を考 える と、今 回の よう な 参加 の機会 がな い道 民の 納得 を得 るこ とは 困難が あ
りま す。
透 明性 を図 るた め様 々な場 面で 道民 に 情報 開示や 議論 を行 う機 会を 作る こと を提 案しま す。
国や 道、 研究 機関 など は、遺 伝子 組換 え 作物 や遺伝 子組 換え 食品 の安 全性 につ いて 、積極 的
に情 報開 示や ＰＲ 、啓 蒙を行 うな ど、 一 般消 費者向 けの コミ ュニ ケー ショ ンを より 積極的 に
行う べき です 。
と くに 北海 道に おけ る遺伝 子組 換え 作 物の 栽培へ の道 の対 応と して は、 行政 と専 門家ば か
りの 会議 だけ でな く、 今回の コン セン サ ス会 議のよ うに 広く 道民 と対 話す る機 会を 今後も 設
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けて いく 必要 があ りま す。具 体的 には 、 ＧＭ 条例施 行３ 年後 の見 直し 時期 の会 議な どに数 名
の道 民を 道民 代表 とし て委員 に加 える こ と、 またそ れ以 外に もリ スク コミ ュニ ケー ション を
図る ため のタ ウン ミー ティン グの 継続 的 な実 施など の方 法を 提案 しま す。
今 後も 道民 を交 えた 関係者 が一 体と な って 「誰の ため の何 のた めの 遺伝 子組 換え なのか 」
を検 討し 、道 民全 体と しての 合意 が得 ら れる ことを 望み ます 。
（６ ）第 三者 機関 によ る安全 性評 価
国 が行 う遺 伝子 組換 え作物 の栽 培に つ いて 、科学 者と ジャ ーナ リス トが 評価 する 現在の 評
価シ ステ ムに 不安 を感 じてい ます 。消 費 者が 求める 安全 ・安 心な 食を 確保 する ため 、消費 者
や生 産者 など さま ざま な立場 の人 たち が 評価 を検討 する こと がで きる シス テム 作り が必要 だ
と考 えま す。
政府 は、 生産 者や 消費 者団 体、 一般市 民な どを 食 品安 全委員 会に 加える か 、ま たは 独自 の
第三 者機 関を 設置 し、 遺伝子 組換 え作 物 に関 して専 門家 が出 した デー タを 検討 した りする 業
務を 委託 しま す。 北海 道にお いて は、 食 の安 全・安 心委 員会 にそ の役 割を 果た して いただ き
たい と考 えま す。
遺 伝子 組換 え作 物の 安全性 評価 だけ で はな く、遺 伝子 を組 み込 む必 要性 や必 然性 、緊急 度
の検 討や 、遺 伝子 組換 え作物 の開 発に お ける 倫理性 など につ いて も審 査す るこ とに よって、
消費 者や 生産 者の 不安 を取り 除く 努力 が 必要 と考え ます 。

２．消費者と生産者の視点から
（１ ）消 費者 に与 える 利益と 不利 益
遺 伝子 組換 え作 物を 消費者 の観 点か ら 見る と、利 益と 不利 益の 両面 が存 在し ます 。消費 者
にと って 、遺 伝子 組換 え作物 が本 当に 必 要な のかに つい て考 えま した 。
専 門家 の話 から は、 すでに 大量 の遺 伝 子組 換え作 物が 輸入 され 、知 らな いう ちに 食べて い
ると いう 現実 を知 りま した。 遺伝 子組 換 え作 物の生 産先 進地 、ア メリ カで の状 況も 同様で、
自分 が遺 伝子 組換 え食 品を食 べて いる こ とを 自覚し てい ない 消費 者が 多い とい うこ とでし た。
この 意味 で、 消費 者は すでに 選択 する 権 利を 奪われ てい ると いう 点で 不利 益を 被っ ている と
言え ます 。
私 たち は、 消費 者の 選択の 自由 （権 利 ）を 確保す るた めに 食品 表示 の徹 底を 再度 、提案 し
たい と思 いま す。 遺伝 子組換 え作 物を 栽 培す ること によ って 、消 費者 価格 はど うな ってい る
のか とい った デー タも 示して いた だき た いと 思いま す。
ま た、 現在 、商 業栽 培され てい る遺 伝 子組 換え作 物は 、主 に農 業者 利益 を謳 い除 草剤耐 性
など の機 能を 付加 した 「第一 世代 」と 呼 ばれ るもの です 。対 して 、近 年開 発さ れて いる遺 伝
子組 換え 作物 は、 花粉 症緩和 米、 糖尿 病 対策 米、コ エン ザイ ムＱ 10強 化米 、ビ タミ ン強化 米、
青い バラ など 、消 費者 利益を 謳っ た「 第 二世 代」と 呼ば れる 作物 が中 心で す。
機 能性 食品 の多 くは 、医薬 品と して の 効果 を期待 する 一部 の消 費者 にメ リッ トを 与える か
もし れま せん 。他 方で 、機能 性食 品の 過 剰摂 取によ る弊 害も 指摘 され てい ます 。ま た、そ れ
だけ では なく 、も し、 医薬品 とし ての 作 物開 発がな され た場 合、 交雑 の問 題や 安全 性評価 の
方法 は、 もっ と厳 密に ならざ るを 得ま せ ん。
以 上の よう な論 点を 受けて 、消 費者 と いう 観点か らは 、遺 伝子 組換 え作 物の 栽培 につい て、
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消極 的立 場に あり ます 。しか し、 閉鎖 系 での 研究は 継続 して いく べき だと 考え ます 。
（２ ）生 産者 に与 える 利益と 不利 益
省 力化 など 生産 者に とって の利 益が 期 待で きるも のは すで に商 品化 され てお り、 除草剤 耐
性を 付加 した もの を中 心に、 世界 的に そ の生 産が拡 大し てい ます 。国 内に おい ては 経営規 模
の大 きい 北海 道に おい て、生 産コ スト の 低下 、収益 上昇 も予 想さ れま す。
ま た、 研究 機関 で新 たに開 発さ れて い る耐 冷性を 高め た遺 伝子 組換 え作 物の 開発 の可能 性
など 、北 海道 の農 業生 産力の 限界 を打 ち 破る 新たな 可能 性を 有し てい るこ とも 否定 できま せ
ん。
他 方で 、私 たち 道民 委員が 危惧 して き たの は、北 海道 で遺 伝子 組換 え作 物を 生産 した場 合、
それ を欲 しが る消 費者 が実際 に存 在す る のか という こと であ り、 むし ろ現 状で は、 消費者 に
拒否 され る可 能性 があ ります 。
そ うい った 状況 であ っても 、「 消費者 の理 解が 得ら れなか った から 、組 換 え作 物の栽 培が
でき ない 」と いう 消極 的理由 だけ では 、 生産 者の自 主・ 自立 を獲 得で きな いこ とは 確かで す。
生産 者自 ら生 産技 術を 選択で きる こと 、 そし てそれ に対 して 生産 者が 責任 をと って いくこ と
がこ の先 求め られ ます 。食料 生産 、自 給 率の 向上で は、 行政 と生 産者 を中 心に 、研 究、情 報
収集 、消 費者 交流 など の活動 を積 み重 ね る必 要があ りま す。
（３ ）経 済の 側面 から みた遺 伝子 組換 え 作物
専 門家 の情 報提 供か ら、ア メリ カな ど 諸外 国では 、大 規模 な農 家が 遺伝 子組 換え 作物を 生
産し てい るこ とや 、多 国籍ア グリ ビジ ネ スが 種子を 独占 し特 許を 取得 して いる こと が分か り
まし た。 さら に、 アグ リビジ ネス が農 業 を含 む関連 産業 にま で影 響を 与え てい るこ とも知 り
まし た。
一 方で 、遺 伝子 組換 え作物 は、 一般 的 な食 料以外 にも 、機 能性 食品 やエ ネル ギー 、医薬 品
など とし て利 用さ れて いるこ とを 知り ま した 。専門 家か らは 、こ うし た新 技術 は、 北海道 経
済が 国際 競争 に打 ち勝 つため の方 策と な りう るもの であ り、 農産 物自 由化 が進 むな かで遺 伝
子組 換え 作物 を活 用し たバイ オ産 業の 振 興が 必要で ある との 意見 も聞 かれ まし た。
北 海道 にお ける 遺伝 子組換 え作 物の 栽 培を 考える うえ では 、こ のよ うな 経済 の側 面から の
検討 も欠 かせ ませ ん。

３．北海道農業にとっての遺伝子組換え作物栽培
私 たち は、 将来 とも に安全 ・安 心で 持 続可 能な農 業・ 農村 を目 指し たい と考 えて います。
そこ で、 日本 の食 料基 地とし て子 や孫 ま で誇 れる大 地で ある べき 北海 道の 農業 に遺 伝子組 換
え作 物の 栽培 が本 当に 必要な のか 、検 討 しま した。
こ の点 を検 討す るう えでは 、北 海道 農 業の 果たす べき 役割 や将 来像 につ いて 明確 なビジ ョ
ンを 持つ こと が欠 かせ ないと 考え 、「北 海道 は輸 入作 物と競 合す る低 収益 な 作物 を作る 役割
を担 わね ばな らな いの か」「 北海道 産の 飼料 ・加 工用 原料が 海外 との 競争 に 負け ないよ うに
する には どう すれ ばよ いか」 など につ い て、 専門家 の意 見を 聞き まし た。 また 、遺 伝子組 換
え作 物の 栽培 が、 食糧 危機の 際の 展望 や 、日 本の食 料自 給率 向上 につ なが るの かに ついて も
専門 家に たず ね、 北海 道農業 にと って の 遺伝 子組換 え作 物栽 培の 意味 につ いて 考え ました。
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北 海道 にお ける 遺伝 子組換 え作 物の 栽 培に 肯定的 な専 門家 も、 慎重 な専 門家 も、 北海道 が、
日本 の食 料基 地と して 食料自 給率 の向 上 に大 きな役 割を 果た すべ きで ある とい う点 では見 解
が一 致し てい まし た。 けれど も、 その た めに 取るべ き道 筋と して は、 二つ の対 立し た考え 方
が示 され 、そ れを 受け 止めた 道民 委員 の 意見 も分か れま した 。
そ のう ちの 一つ は、 遺伝子 組換 え栽 培 につ いて慎 重で なけ れば なら ない とい う意 見です。
現状 では 、日 本の消 費者 の多 く が、 非遺伝 子組 換え 食品 を求 めて いま す。 専門家 か
ら は、 遺伝 子組 換え 作物 の商 業栽培 が日 本で 行わ れて いな いの は、 遺伝子 組換 え作 物
が 有害 であ ると いう 「間 違っ た情報 に基 づく 偏見 」が 原因 であ ると の指摘 もあ りま し
た が、 現実 に消 費者 が求 めて いない 遺伝 子組 換え 作物 に北 海道 農業 が頼る 必要 性は な
い と考 えま す。
「エ コフ ァー マー」 や「 YES!clean」な ど 、北 海道 はク リーン 農業 を積 極的 に推 進
し てい ます が、 そう した ブラ ンドイ メー ジは 、道 内の みな らず 道外 の消費 者に も受 け
入 れら れや すい もの と考 えま す。北 海道 では 、土 づく りを 基本 に据 えたク リー ン農
業 ・有 機農 業の 取り 組み をさ らに強 化し 、質 の高 い農 産物 をつ くる ととも に、 生産 者
が 直接 販売 や加 工な ども 手が けるこ とに よっ て付 加価 値を 高め てい く農業 を目 指し て
い くべ きで す。 北海 道で 栽培 される 作物 の多 くは 道外 へ移 出さ れま す。も し、 遺伝 子
組 換え 作物 が北 海道 で栽 培さ れたな ら、 北海 道の クリ ーン 農業 のイ メージ が壊 され る
懸 念が あり ます 。
北海 道農 業に おいて は、 クリ ー ン農 業や有 機農 業な どの 農業 形態 が望 まし く、こ れ
ら と比 較さ れる 遺伝 子組 換え 作物の 栽培 には 慎重 でな けれ ばな らな いと考 えま す。

も う一 つの 意見 は、 遺伝子 組換 え栽 培 につ いて積 極的 な意 見で す。
市場 環境 の悪 化によ る担 い手 の 減少 、耕作 放棄 地の 増加 とい う生 産者 の現 状をみ れ
ば 、北 海道 農業 は省 力化 を進 め、な おか つ食 糧危 機に 備え て安 定的 に食糧 を供 給す る
役 割を 担う 必要 もあ りま す。
生産 者の 負担 軽減や 、今 後訪 れ る食 糧危機 の可 能性 など を考 慮す れば 、遺 伝子組 換
え 作物 の北 海道 農業 への 導入 が望ま しい と考 えま す。 遺伝 子組 換え 食品の 人体 への 影
響 や、 生命 倫理 など の問 題に 最大限 の配 慮を した うえ で、 将来 的に は、遺 伝子 組換 え
作 物の 栽培 に取 り組 みた い。 消費者 の持 って いる 不安 を少 しで も取 り除き 、既 存の 栽
培 方法 と遺 伝子 組換 え作 物の 栽培を 共存 でき るも のと して 考え たい と思い ます 。
北海 道に おい て遺伝 子組 換え 作 物の 栽培が 必要 か否 かは 、マ ーケ ット と生 産者が 選
択 する こと であ り、 マー ケッ トと生 産者 にお いて 必要 であ れば 取り 入れら れる だろ う
と 思い ます 。
北海 道の 経済 や農業 の活 性化 を 考え ると、 新し い事 業の 展開 が望 まれ ると ころで あ
り 、遺 伝子 組換 え作 物は 、そ のため の一 つの 必要 なア イテ ムと なる のでは ない かと 思
い ます 。遺 伝子 組換 え作 物は 、健康 食品 やサ プリ メン トの 原料 、ま た燃料 の原 料と し
て も可 能性 があ り、 そう した 機能性 を活 用す るこ とで 、新 しい 事業 が起こ りう ると 考
え ます 。遺 伝子 組換 え作 物は 、北海 道経 済の 活性 化に もつ なが るア イテム であ り、 そ
れ によ って 色々 な食 に関 する 事業が 展開 して くれ るも のと 信じ たい 、と思 いま す。
こ のよ うに 意見 は分 かれま すが 、今 後 のあ り方と して 「北 海道 農業 にと って 遺伝 子組換 え
作物 の栽 培は 必要 か否 か」と いう のは 、 すぐ に結論 が出 ない 問題 だと 考え られ るた め、今 後
も徹 底的 に議 論を 行う 場を設 ける こと を 提案 します 。今 後、 遺伝 子組 換え の試 験栽 培の現 状
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と結 果お よび 今後 の計 画を公 表し 、こ の 問題 の取り 組み につ いて 全国 的な 課題 とし て取り 上
げて いく 必要 があ りま す。道 には 、「北 海道 にお ける 遺伝子 組換 え作 物の 栽 培」 につい て、
現時 点で の見 解を 示す ととも に、 北海 道 内で の開放 系栽 培に つい て今 後の 方針 を公 表して い
ただ きた いと 思い ます 。
ま た、 道民 の同 意が 得られ ない 段階 で は、 遺伝子 組換 え作 物の 商業 栽培 に踏 み切 らない こ
とを 道と して 明言 する ことを 提案 しま す 。消 費者が 作付 けを 望む まで 、遺 伝子 組換 え作物 を
栽培 する かど うか の選 択を先 送り する こ とこ そ、こ の問 題の 重要 性を 明ら かに する 責任あ る
対応 だと 考え ます 。

おわりに
専 門家 のあ いだ でも 見解が 分か れる こ の遺 伝子組 換え 作物 の栽 培の 問題 を、 専門 家では な
い私 たち 市民 が、 しか も初め てお 会い し た方 々とと もに 論じ るの は、 非常 に難 しい ものが あ
りま した 。し かし 、私 たち１ ５人 は、 年 代・ 職業も 様々 であ るこ とか ら道 民の 多様 な意見 を
反映 でき たの では ない かと考 えて いま す 。
私 たち は、 日々 、安 全な食 品を 食べ る こと で生命 と健 康を 維持 して いる とい う意 味にお い
て、 何よ りも 「食 べる 主体」 であ りま す 。一 方で、 道民 委員 のな かに は生 産者 もお り、こ の
市民 提案 には 、食 料を 「つく る主 体」 と して 参加し た者 の考 えも 含ま れて いま す。
こ の市 民提 案を、「食べ る主 体」 およ び「 つく る主 体」と して の素 直な 意 見と して捉 えて
いた だき 、こ れら 素朴 な意見 と提 案を 今 後の 北海道 にお ける 遺伝 子組 換え 作物 栽培 のあり 方
を考 える うえ で参 考に してい ただ けた な ら幸 いです 。

遺伝 子組 換え 作物 の栽 培に つい て道 民が 考え る
「コ ンセ ンサ ス会 議」 道民 委員

青砥 愛美 、浅 井 秀 樹、 石塚 和子 、大 館 国 昭、 木田 諭 、嶋山 亮二、 田中 い ずみ 、
奈良 岡 武 任、 畠山 京子 、松 本 香 、山 口 良 子、 山田 智 善、吉 村 親、 吉村 俊 子、
渡邊 未樹

（ 五十 音順 ）
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