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Synopsis

　　In July 2003, the European Commission issued a recommendation on the coexistence of 

genetically modified, conventional, and organic crops, and encouraged member countries to create 

their own coexistence measures. In this paper, I will summarize and elucidate main features of 

coexistence measures which are being discussed in some countries, such as Denmark, Germany, 

the Netherlands, and Italy.
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１．緒　言：共存問題をめぐる概況

　本稿の目的は，欧州連合（EU）加盟各国で現在議論

されている遺伝子組換え作物（GMO）と非遺伝子組換

え作物（慣行農法や有機農法による作物）との共存を

図るための方策について，先行して取り組んでいる

国々の状況を概観し，その特徴および遺伝子組換え作

物の生産に対する含意を明らかにすることにある．こ

の共存方策について先行して検討している国々は，デ

ンマーク，ドイツ，オランダ，イタリアであるが，後

にも述べるようにその基本的な方向性には大きな違い

がみられる．以下では，まず共存方策の基本的な枠組

みを定めている欧州委員会のガイドラインについて触

れ，次節以降，主要各国における共存方策の内容を概

観する．そしてこれら先行的な事例から引き出される

共存ルールをめぐる諸タイプについて整理し，今後の

見通しと日本への示唆について触れる．

（１）共存問題に対する欧州委員会の基本方針

　EUにおいては，GMOをめぐる政策に関して，2004

年 4 月から新たな規制がスタートした．すなわち，食

品および飼料に関する規則（Regulation (EC) No. 1829/ 

2003）および表示・トレーサビリティに関する規則で

ある（Regulation (EC) No. 1830/2003）．また 2004 年

9 月には，すでにモラトリアム以前から認可されてい

たBtトウモロコシ（MON810）関連の17品種の種子に

ついて，欧州共通種子カタログに搭載することで，域

内の流通・商業栽培を認めた．このように EU域内に

おいて，GMO栽培が現実的な課題となるなかで，2003

年頃から共存ルールの策定が重要な懸案事項となって

きた．共存（coexistence）ルールとは，GMO，非GMO，

有機農業の 3者が互いに共存でき，生産者が選択でき

るためのルールを指している．

　この共存ルールに関しては，各国の環境や農業事情

が異なることから EU全体の共通ルールを策定するの

ではなく，各国毎に策定することが期待されている．

欧州委員会は，そのためのガイドラインを 2003 年 7 月

に公表した（European Commission 2003）．また加盟

各国が共存方策をとることができる法的根拠を EUレ

ベルで与えるために，2003 年 7 月の食品 ･飼料規則採

択の際に，環境放出指令（2001/18/EC）が一部改正さ

れ，第 26 条（a）として，「加盟国は，他の製品への意

図せざるGMO混入を回避するために適切な方策を講

じることができる」とする条項が付加された．なお，

欧州におけるGMO関連規制の概要については，立川

（2005）を参照されたい．

　１）共存ガイドラインの概要

　欧州委員会の立場は，共存問題は，安全性の問題で

はなく，基本的に経済的問題であるとの認識に立つも

のである．そして共存方策に関しては，補完原則

（subsidiary principle）の観点から，各国が実情にあ

わせて実施規則を定めるべきであり，EUレベルでの

統一的な規則を課すものではないという立場をとって

いる．公表された共存ガイドラインに盛りこまれてい

る主なポイントは，次のようなものである．

　①欧州では，GMO，非GMO，有機農業のいずれの

農業も排除されてはならない．

　②必要と認められる場合には，環境放出指令

（2001/18/EC）の最終的な承認過程において，共

存のためにとるべき必要な措置を，法的拘束力を

伴う形で講じなければならない．

　③共存ガイドラインは，GMOと，非GMOおよび有

機農産物との混入によって発生する経済的損失を

最小限にすることを目的とする．またそのための

最も適切な管理手法についても言及する．

　④欧州域内においては，農業経営構造や農法，経済

的・自然的条件についても著しく多様性が存在す

る．したがって，効率的で費用対効果に優れた共

存手法は地域毎に異なる．

　⑤したがって，共存のための手法は，各加盟国が策

定し，実施すべきものと考える．

　⑥欧州委員会は，ガイドラインを策定することで，

各加盟国の共存手法開発に対して支援や助言を与

える．具体的手法としては，輪作や隔離距離，気象・

地形条件，生理特性，播種や収穫時の混入防止な

ど，空間的 ･時間的隔離手法について紹介がなさ

れている．

　⑦本ガイドラインの公表後，２年を経過した後［2005

年］，加盟国と欧州委員会は，閣僚理事会と欧州議
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会に対して，各国のとった施策とその評価につい

て報告し，今後の対応について検討する．

　２）賠償責任と費用負担

　ガイドラインのなかに明記されているように，共存

のための追加的コストが必要となった場合には，新た

な農法を導入する側（＝基本的にGMO栽培者）が，

そのためのコストを負担するとしている．

　しかし，花粉の飛散などは，原因農場が特定困難で

ある場合が多い．このようにコストを負担すべき者が

特定できない場合には，保険や補償基金（compensation 

fund）を設置し，それにより補償を行うことをガイド

ラインでは推薦している．

　この場合の補償基金については，（関係者間での）民

間基金であるべきと欧州委員会では考えている．逆に，

もしも公的な資金が使われる場合には，欧州委員会に

報告しなければならない（域内市場における公正な競

争条件という観点から検討される）．しかし，後述する

デンマークのように政府の補助金（state-aid）での補

償基金が導入された例もある．

　なお，適切な共存策をとった場合であっても，混入

が発生し，それによって損害を受けた場合に，政府の

責任が存在するかどうかという点について，欧州委員

会の担当者に問い合わせたところ，共存方策を策定し

た政府の側にまったく責任がないとはいえないと理論

上は考えられる．ただし，政府の責任が認められ，経

済的な補償の負担を政府が求められるのは，非常に限

られた条件のもとでのみだろうとのことであった．

（２）共存問題への加盟国の取り組み

　欧州委員会農業総局を訪問した際に行ったヒアリン

グ（2003 年 12 月）では，共存方策について，EUレベ

ルで共通規則を設けるべきと主張しているのは，若干

の国に過ぎず，大多数は，各国毎の対応をするという

欧州委員会のガイドラインに満足しているとのことで

あった．

　しかし，共存ガイドライン自体が 2005 年をもって，

再評価されることがガイドライン内に規定されている

こと，また後にみるようにドイツなどかなりGMO生

産に対して制限的な共存ルールが策定されるケースが

生まれていること，さらには欧州議会や欧州経済社会

評議会から EUレベルでの規則制定が繰り返し主張さ

れていること等の要因を考慮すると，今後（2005 年末

以降）欧州委員会レベルで，共存に関する統一的な規

則が検討課題になる可能性もある．

　2004 年末時点で，共存問題への取り組みが，最も対

応が進んでいる国は，デンマークとドイツである．デ

ンマークにおいては，2004 年 6 月に共存に関する基本

法が成立し，現在施行規則が審議されているところで

ある（なお，これらの法律に関しては，欧州委員会へ

の通報義務があり，これを受けて，欧州委員会で現行

法や他の指令との整合性についてチェックがなされる

こととなっている）．またドイツにおいては，遺伝子

技術法が改正され，そのなかで共存に関する条項が盛

り込まれた．この改正遺伝子技術法は，2004 年 11 月

に成立，2005 年 1 月に施行されている．これ以外の

EU加盟国も基本的にはその全ての国で，共存ルール

を早急に策定すべく，現在，さまざまな議論が交わさ

れているとみられる．

　以下では，これらの共存方策のうち，デンマークお

よびドイツにおいて 2004 年 11 月に実施した現地ヒア

リング調査にもとづき，その内容について概観する．

これ以外の国に関しても，インターネット等で比較的

情報が入手できる国々（オランダ，イタリア）につい

て，最近の検討動向を述べる．ここから浮かびあがっ

てくるのは，同じ「共存」という名称のもとに実にさ

まざまなルールが策定されつつあるという点である．

これらの国々の基本的な概観を行った後に，そこから

浮かび上がってくる共存ルールの諸タイプについて，

節を改めて整理する．

２．デンマークにおける共存方策

（１）共存法の検討経緯

　デンマークは先にも述べたように，2004 年 6 月に世

界で初めてとなる共存法（名称：「遺伝子組換え作物の

生産等に関する法律（Act on Growing etc. of Genetically 

Modified Crops）」）を成立させた．

　もともとデンマークにおいて共存という論点が検討

され始めたのは，EU環境放出指令（2001 年）への国
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内対応法が 2002 年 5 月に策定（議会通過）されたとき

に遡る．そして 2002 年 3 月頃から，GMOが国内に栽

培された場合の混入問題が議論され始めた．その過程

では，特に有機農業団体からの政治家への働きかけ

が，対応を政府に迫るうえであずかっていたとされて

いる（現地ヒアリング）．

　こうした政府の動きがさらに具体化するのは，2002

年 6 月であり，食料農業漁業省は，GMOとの共存に

関する政府としての戦略を策定することを決定した．

そして，環境省と共同して，年内に共存戦略を策定す

ることを決定した．

　こうした戦略策定を進めるために，食料農業漁業省

は，戦略グループ（SG），ワーキンググループ（WG），

コンタクトグループ（CG）の３つのグループを 2002

年 7 月に設置した．WGは科学者によって構成され

る．またCGは，さまざまな分野の関係者（ステーク

ホルダー）によって構成され，WGと議論を行った．

　この科学者から構成されるWGは，1年で答申を出

すことを基本線として検討を開始し，2003 年 1 月にそ

のとりまとめに関する「第 1次ドラフト」が提示され

た．これをもとにさらに議論がされ，最終的には期間

を 2003 年 8 月まで延長して検討が続けられた．最終的

な共存に関するWGレポートは，2003 年 11 月に公表

された（DIAS, 2003［本レポートの要約については，

本報告末尾に「参考資料」として掲載］）．これら一連

のプロセスは，透明性が高いものとして高く評価でき

るものと受け取られており，有機農業者にも高く評価

されているとのことであった（現地ヒアリング）．

（２）共存法およびその施行規則の今後の手続き

　今回策定された法律に対応して，２つの施行規則

（①補償基金に関する施行規則，②その他，ライセン

ス，隔離距離等に関する施行規則）が合わせて策定さ

れる予定であり，パブリックヒアリングを経て決定さ

れる見通しである．これらが議会で可決・成立すれば，

その後の手続として，欧州委員会への通報（notification）

がある．通報を受けた欧州委員会では法律・施行規則

を合わせて 3カ月間で審査し，追加的な質問がなけれ

ば，国内施行となる１）．本法律の施行時期としては，

早ければ2005年3月1日の施行が予定されており，理

論的には，2005 年産からGMO作付も可能と考えられ

ている．

　上記の欧州委員会への通報において，審査上の大き

な論点としては，次の２点がある．すなわち，①域内

貿易への影響および②公的支出に関するものである．

　第一の論点に関しては，欧州委員会は，各国の政策

が欧州共通市場にとって貿易歪曲効果をもたないかど

うかに関して常に監視しており，GMO混入の場合の

補償がこうした効果をもつことがないかどうかが精査

されると考えられる．また第二の補償基金に対して税

金を投じることに関しては，これが農業者に対する新

たな政府補助金にあたるかどうかが欧州委員会におい

て検討される予定である．デンマーク政府としては，

こうした公的支出が政府補助金ではないと欧州委員会

を説得するとともに，それは混入を被った生産者に対

する損失を埋め合わせる効果に限定されるのであり，

追加的な利得を生じさせるものではないと主張する予

定である．

（３）共存法の主要ポイント

　デンマークにおける共存法の主要なポイントとして

は，①ライセンス制，②優良生産規範の策定，③補償

基金の設立などがあげられる．以下，主な特徴点を述

べる（なお，施行規則については未入手であるため，

詳細は未確認である点に留意されたい）．

　１）ライセンス制

　GMOの栽培および取扱いのためには，政府からラ

イセンスを取得しなければならない．詳細については，

施行規則で定められる予定であるが，基本的には運転

免許のように，定められた講習を受けることが求めら

れる．講習は，政府が認めた民間機関 (農業者団体な

どを想定 )が実施するものであり，受講費用は自己負

担とされている．

　なお，講習には，①生産者向け（2日間コース）と

②取扱業者向け（1日コース）の 2種類が用意される

予定である．これらの講習を受講したのちに，修了証

（certificate）が発行され，この修了証を提示しなけれ

ば，GMOの種子を購入することができない仕組みに

なっている．また，ライセンスの定期的な更新は必要
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ないものの，違反者に対してはライセンス剥奪という

罰則も設けられている．

　２）優良生産規範の策定

　GMO生産者は，政府が定めたGMOに関する優良生

産規範（GAP）に従って生産しなければならない．こ

こでいう優良生産規範とは，GMO栽培に当たって，

共存を達成するために採用されるべき，望ましい一連

の生産方法という意味であり，EUにおける環境直接

支払いと連動させた生産方法とは別のものである．具

体的な詳細は，施行規則内に規定されることになろう

が，ここではGMO生産に当たって遵守すべき主なポ

イントについて述べる．

　（a）近隣生産者および政府関連部局への事前通知

　GMOを作付けする前に，生産者は近隣の生産者お

よび政府関連部局に対してGMOの栽培予定を通知す

る必要がある．なお，近隣生産者という場合，どの程

度をもって近隣とするかに関しては，栽培を予定して

いる作物に応じて異なってくる．

　また政府関連部局に通知された内容は，政府によっ

て情報開示がなされる予定であるが，その開示の程度

（生産者情報，圃場情報など）や方法については，施

行細則において定められる予定である．

　（b）隔離距離

　GMOを生産する場合には，慣行農法や有機農法に

よる同種の生産物との混入を最小限（EU表示義務が

課せられる 0.9％）にするために，作物毎に隔離距離が

定められることになっている．これらの隔離距離は，

共存方策を検討したワーキング・グループの提案に依

拠して策定されるものであるが，施行規則において，

具体的な隔離距離が設定される予定の作物は，当面デ

ンマークにおいて栽培が見込まれるトウモロコシ，

ビート，バレイショの３品目のみである．なお，ナタ

ネは，このなかに入っていない．これは政治的申し合

わせ（political agreement）によるものであり，GMナ

タネに関してはさらに検討が必要であるということ

で，その隔離距離設定については先送りされている．

　なお，隔離距離については，次に述べる補償との関

連で，隔離距離を２種類設定している．すなわち，

　①栽培隔離距離：実際にGMO栽培する場合の隔離

距離．

　②追加的距離：①の 50％をとっている．

であり，補償請求が認められる生産者は，①と②の範

囲内に圃場を有している生産者に限定されている．し

たがって，たとえばトウモロコシの場合には，① 200 

m，② 100 m となっており，合計 300 m 以内の圃場に

関してのみ損害補償の対象とされている．逆にいえば，

これらの距離を越えた農場において混入が発見され，

損失が発生したとしても経済的補償の対象にはならな

い２）．こうした規程を設けることで，デンマークは補

償の対象者を限定するという仕組みになっている．

　またこうした隔離距離は作物毎に異なっているの

で，たとえば，自家受粉作物とされている小麦に関し

ては，今後設定するとしても，5～ 10 m でほどんどゼ

ロに近い隔離距離が設定されるであろうとの見通しで

あった．

　３）補償基金の設立

　（a）設立の経緯と運営

　デンマークにおける共存方策の最大の特徴は，補償

基金方式を打ち出した点であろう（この方式はオラン

ダでも採用されている）．

　政府担当者によれば，当初は経済的損失に対する補

償に関して，保険制度も検討されたようである．しか

し，民間企業と協議したものの，保険の引き受けが困

難であることが判明し，またこの種の保険に対する経

験も不足しているために，保険制度を断念し，公的な

補償基金方式を採用するとの方針に転じたとされてい

る．またこの補償基金の管理・運営は，食料農業漁業

省内の植物局（Plant Directorate）が担当することに

なっている．

　（b）補償基金への出資

　補償基金への出資は，政府とGMO生産者が行う（開

発企業や種子業者は介在しない）．またGMO生産者

からの拠出金は，1ha 当たり年間 100DKK（約 1,800

円）である．この額について，当初案は 60DKK（約

1,080 円）であったが，最終的には政治判断で 100DKK

となった．当初案の額は，一定の混入確率を前提とし

て推計を行い，額を決定したものである．これを最終

的には引き上げることになったのは，GMOの栽培メ

5

立川雅司：EU加盟国における遺伝子組換え作物と非組換え作物との共存方策の動向



リットがそれほど大きくなければ，インセンティブが

働かないように拠出金を大きくした方が良いのではな

いかという判断が背景にあったとみられる．ただし，

100DKKという額については，大規模経営が比較的多

いデンマークの農業経営においても，それほど大きな

額ではないという見方もある．

　また補償基金に拠出する政府支出がどの程度になる

かについては，確定的なことは分からないものの，最

初の10年間はGMO作付も少ないと想定され，大きな

支出にはならないであろうとみられている．いずれに

しても，この枠組みに関しては，2年間運用した実績

をみて，さらに検討や修正が加えられる予定となって

いる．

　（c）補償対象

　この基金において補償の対象となるのは，次のよう

な場合においてである（関連条文）．

「第 9条　（１）予算内に設けられた枠組みのなかで，

食料農業漁業大臣は，以下に掲げる条件において，収

穫物のなかにGMOが発見されたことによる経済的損

失を受けたいかなる生産者に対しても補償を行う．

　①損害を被った農家の作物と交雑する同一のまたは

近縁の品種のGMOが，指定された地域内で同じ

栽培期において栽培された場合．

　②損害を被った農家の作物にGMOが混入している

ことを明らかにすることができる場合．

　（2）大臣は，上記（１）①で述べられた指定地域を画定

するための規則を定める．

　（3）補償の対象となる農家の補償金額は以下の金額

を上回らない．

　①GMOの発見によって生じた販売価格の低下分

　②サンプリングと分析のための費用

　③GMOの出現により有機農業地域や有機畜産への

転換上，発生した損失

　（4）（１）の①②に係わらず，認定有機農家の種子に

GMOの種子が混入した場合の損失を大臣は補償しな

ければならない．そのような農家が受け取るべき損害

額については，上記（3）で定められた規定に従って算

定されなければならない．

　（5）農家の故意または過失による損失部分について

は，補償額から相殺される．

　（6）大臣によって決定される一定の基準値を上回ら

ない存在による損失については，補償することはでき

ない［補償額の下限が設定される－引用者注］．

　第 10 条　（1）補償の申請は，混入に伴う損失を知っ

てから遅滞なく行われなければならない．遅滞なく行

われなかった場合には，損失補償を受け取る権利は消

失する．食料農業漁業大臣は，補償請求のための詳細

な規程を定める．

　（2）補償を受け取る権利は，収穫後の最初の暦年の

8月 1日までに申請がなければ消滅する．

　第 11 条　規則による補償の範囲において，大臣は，

損害を被った農家の請求権を代位するが，補償額を上

回る損失部分に関する請求権は農家が保持する．」

　以上のように，補償は一定の条件を満たした場合に

のみ，しかもGMO混入による販売価格の下落分のみ

を補償するというものである．またGMO生産者に問題

があった場合（隔離距離を守っていないなど）は，食

料農業漁業省植物局（国内に７地域事務所を有する）

が当該生産者を裁判所に訴えるなどして，損害の発生

部分を当該生産者に対して要求する場合もある３）．こ

のように賠償責任問題は，生産者同士ではなく，国と

違反生産者との間で発生するとされており，後述する

ようにドイツの考え方とは大きく異なっている．

　４）その他の論点

　（a）有機栽培作物への混入限界

　共存を考える場合にもっともセンシティブな問題が，

有機農法との共存である．有機農産物（EU規則が存

在）に関しては，最終製品に関して，特にGMOの混

入限界を定める基準が設けられていない．したがっ

て，政府関係者の判断としては，有機農産物に関して

も，一般のものと同様，0.9％の混入水準が適用される

との考え方がとられている．しかし，他方，有機農業

用種子に関しては，デンマークの共存法の中で別途条

項を設け（第 9条（4）），わずかでも混入が発見されれ

ば補償の対象にすると定めている．したがって，有機

農業用種子に関してはゼロ・トレランスとなっている．

　このように最終生産物と種子との間で異なった混入
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許容水準が想定されているが，実際上の問題として，

混入が発見された場合，それが種子に由来するか，生

産過程での花粉飛散などによるものかの区別がつかな

いという問題がある．上記の考え方は，種子段階の混

入をより厳しく取り扱い，生産過程での混入に関して

は，一般作物との間に差を設けないという考え方に立

つものである．

　なお，GMナタネにおいて隔離距離が定められてお

らず，ペンディングになっている技術的背景として，

GMナタネを導入した場合，有機栽培用のナタネの種

子生産においてゼロ・トレランスを達成するための共

存管理手法を，ワーキンググループとして提示できな

かったという点がある．

　（b）翌年 8月 1日までの補償請求期限

　法律のなかでは，損失補償に対する請求期限を翌年

8月 1日までとすると定めている（第 10 条（2））もの

の，生産者が自家採種した場合には，混入が翌々年に

発見されることになり，この場合には補償請求権がな

いという問題が発生する．こうした問題に対する見解

を担当者に質したところ，デンマークにおいては，そ

もそも自家採種を行っている生産者はほとんどいない

と考えられ，また政府としても自家採種を勧めていな

いため，上記に述べたような懸念は基本的に問題とな

らないという回答であった．要するに，生産者は通常

毎年種子を購入するというのが，デンマークの一般的

事情のようである．

（４）評　価

　以上のような特徴をもつ共存法をどのように評価す

べきであろうか．この共存法は，経済的損失や賠償責

任に関して，生産者間のトラブルを回避するために，

政府が緩衝帯としての役割を積極的に果たすシステム

であると筆者は考える．すなわち，GMO生産者の観

点からすれば，事前の講習を受けてライセンスを取得

し，補償基金への支出と隔離距離等を遵守すれば，損

害賠償の問題を政府に委ねることで，GMO栽培が始

められるという条件が整備されたといえよう．他方，

GMOを生産しない農家にとっては，GMO栽培圃場

との距離の点から補償の対象範囲内に入っていれば，

混入が発見されて損失が発生した場合に，基金からの

補償が担保されており，GMO生産農家との直接的な

トラブルを回避できる可能性が高いと考えられる．

　しかし，政府機関が介在することが「取引コスト」

の節約になるのか，増大になるのかは，他のメリット

やデメリットとも合わせて，実際の制度の運用（損害

の立証や請求手続きの簡便さ）がどのようになるかの

経験を踏まえてはじめて評価できるといえる．この意

味で，本法律の本格的評価は，今後の実績を待って行

うべきであろう．

（５）今後のGMO栽培の可能性

　以上のように，共存法に関する基本的骨格は整備さ

れたところであるが，今後のデンマークにおける

GMO栽培の見通しはどうであろうか．

　現地での政府関係者へのヒアリングによれば，現時

点（2004 年 11 月）では，実際に作付けできるGMO

は存在しないとのことであった．すでに，2004年9月

には，MON810 由来の品種が欧州共通種子カタログに

登載され，欧州域内での種子流通が現実的になりつつ

あるが，このMON810 は Bt トウモロコシ（アワノメ

イガ抵抗性）であり，デンマークではメリットがない．

むしろ今後の可能性としては，除草剤耐性のトウモロ

コシ（NK603），ビート（飼料用），バレイショ，油糧

作物，大麦，小麦などで栽培可能なGMOが出れば作

付けの可能性があるとの見通しが示された．なお，ナ

タネに関しては交雑しうる近縁種が存在（例： turnip 

(B. napa) など）するので，慎重に取り扱う必要がある

とWGの報告書でも述べられている（こうした背景も

あり，今回の共存法では除外されている）．

　また生産者の意向はどうであろうか．同じ政府関係

者からのヒアリングでは，大規模農家のなかには，

GMOを栽培してみたいと関心をもつ農家もあるとの

ことであり，間に合えば，来春にも除草剤耐性飼料用

ビートや除草剤耐性トウモロコシ（飼料用）を試した

いという生産者もいるとのことであった．主要な生産

者団体もGMO支持の意向を表明しており，GMOに

対して生産者は前向きな姿勢を取っているとみること

ができる．なお，デンマークにおける平均経営規模

は，約45haであり，これはEUのなかでは比較的大き

い方に属する（表１参照）．大規模経営の方が比較的
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GMOを受容しやすいという傾向がアメリカなどでも

みられ，この意味で経営規模が比較的大きいデンマー

クは，EUのなかでは英国やオランダと同様，GMO生

産に対して比較的積極的な姿勢を示していると考える

ことができる．

３．ドイツにおける共存方策

（１）遺伝子技術法改正の経緯

　ドイツにおいては，旧遺伝子技術法（Gene Technology 

Act）の改正案が，2004 年 11 月 26 日に連邦議会で成

立し，2005 年 1 月 1 日をもって施行された４）．

　今回の改正案が提起された背景は，3つある．すな

わち① EUにおける環境放出指令（2001/18/EC），②

EU閉鎖系利用指令（90/219/EEC），そして③共存規程

（2001/18/ECの修正条項26(a)）という3つの新たなEU

指令に対して国内法を改訂するというものである．こ

のなかで共存に関わる条項を中心に，ドイツの改正法

の特徴について述べる．なお，デンマークと同じよう

に，本法律に関しても施行規則の詳細が明らかにされ

ておらず，これらが定められなければ，具体的な点に

ついては詳びらかにはならない．また欧州委員会への

通報という手続きが国内施行の前提となることから，

以下に述べる点は，法律の基本的性格に関する現時点

での説明として理解されたい．施行規則については次

の 2つが検討されている．すなわち，①共存に関する

施行規則（隔離距離などを規定）と②（環境放出指令

を受けた）モニタリングに関する施行規則である．

（２）共存関連条項の主な内容と特徴

　１）基本方策

　GMOとの混入を避けるために，具体的には次のよ

うな 3つの方策をとることが提案されている５）．

　「①GMOによる経済的損失（material negative effects）

を回避するために，予防的行動（precautionary action）

をとることを義務付ける．特に，GMO栽培において

「優良生産規範（Good Agricultural Practice, GAP）」

を遵守するよう求める．

　②近隣の生産農家に対して正確な情報を提供するた

めに，栽培地区の登録（site register）を行うこと．

　③もしもGMOの混入によって経済的損失が発生し

た場合には，その損失を補償するための枠組み

（compensation scheme）を用意する．」

　（a）優良生産規範と予防的行動

　ここで特徴点として挙げられるのは，優良生産規範

を定めるとともに，栽培に当たって損害を回避するた
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表 1　EU加盟国の平均経営規模および有機農地割合

有機農地割合
（2004年、単位：％）

平均経営規模
（2000年、単位：ha）

  0.86
  8.00
  2.20
11.60
  2.19
  2.28
  1.45
  7.00
  0.70
  4.10
  6.09
  1.70
  6.65
  3.46
  4.22

  4.4
  6.1
  9.3
17.0
20.0
20.3
22.6
27.3
31.4
36.3
37.7
42.0
45.7
51.2
67.7

ギリシャ
イタリア
ポルトガル
オーストリア
オランダ
スペイン
ベルギー
フィンランド
アイルランド
ドイツ
スウェーデン
フランス
デンマーク
ルクセンブルグ
イギリス

  3.5918.7EU15カ国平均
資料）EurostatおよびWiller and Yussefi (2004)



めに「予防的行動」を義務づけている点である．予防

原則は，もともとドイツの環境法に由来するものであ

るが，ここで「予防」という用語を使用するという点

にドイツの特徴が見受けられる．ただし，この「予防

的行動」がどのような行動を実際に想定しているかに

関しては，現時点では明らかではない．

　またデンマークのようなライセンス制は明記されて

いないものの，法律では「GMOの生産・流通にビジ

ネスとして携わる者は，信頼性，知識，技能，装備な

どにおいて適性を有していることを証明しなければな

らない」と規定されている．その含意するところは，

政府の担当者によれば，GMOを栽培する予定の生産

者は，自らがGMO栽培に必要な最新の知識や経験を

有している証拠を，地方政府の担当窓口に対して提出

しなければならず，ライセンス制に近い発想をとって

いるとされている．

　（b）圃場登録

　GMO生産者は，作付けに当たって近隣生産者に事

前に通知するだけでなく，政府関連部局に栽培予定を

届け出る必要がある．これらの点はデンマークにおい

ても同じであった．ドイツの特徴は，これらの情報の

詳細について，幅広く一般にも開示するという点であ

る．すなわち，準公的機関のホームページ等を利用し

て，圃場の位置に関する具体的情報をインターネット

で公開する予定とされている．これらの情報には，商

業栽培だけでなく，研究機関の実験栽培も含まれる（な

おデンマーク共存法は，商業栽培のみを規定している

ため，実験栽培については対象外）．

　２）経済的損失とその補償

　（a）損失の発生事由

　ドイツの改正法においては，GMOの栽培に伴う経

済的損失は，次の 3つの場合において発生するものと

考えられている．

　「①GMOの混入によって販売できなかった場合．具

体的には，試験栽培周辺の生産者において混入が発生

した場合．この場合には，未認可のGMOであるた

め，販売できなくなる．

　②混入によって，周辺農家が自らの生産物に対して

GMO表示が必要となった場合．

　③混入により，周辺農家が自らの農産物を（EU規則 

No. 2092/91 号に従って）「有機」と表示できなくなっ

た場合．もしくはドイツ国内法で任意表示が認められ

ている「GM不使用（without genetic modification）」

との表示ができなくなった場合」

　これらの場合において，賠償責任問題が発生するこ

とになるが，この処理方法に関する考え方に，ドイツ

における共存方策の最大の特徴が見出せる．

　（b）賠償責任の考え方

　改正法（セクション 36a）においては，「民法上の補

償請求」として，次のような考え方が示される．すな

わち，「これまで民法上の規定においては，混入による

経済的損失を扱ううえで定義が十分明確になされてい

ない点もあった．そのため改正法のなかではこれらの

点を明確に定義し，法的な不確実性を排除した．その

なかには，『経済的損失』の定義と因果関係の立証責任

のためのルールを明示したことも含まれる．というの

も，複数の近隣農家がGMOを栽培している場合，誰

が原因者かを必ずしも事後に確定することができない

からである．改正法においては，原則として，混入を

もたらした可能性のある全ての近隣農家に連帯責任

（joint and several responsibility）を負わせるため，損

害を被った農家は，どの近隣農家から補償を要求する

かを自由に決めることができる．したがって，GMO

を栽培する農家たちは『経済的損失』に責任がある場

合，賠償責任を負うことになる」

　要するに，上記のような諸事由で発生する経済的損

失に関する賠償責任問題については，これを基本的に

従来からの民法（civil law）上の賠償責任に委ねるとす

るものである．また混入の可能性のある全てのGMO

生産者間で連帯責任を負わせることができ，経済的損

失を被った生産者は任意の周辺のGMO生産者に対し

て，損害賠償請求を行うことができるとされている．

　政府関係者からのヒアリングによれば，これまでも

生産者間においては，農薬飛散による補償問題も発生

しているので，GMOについても，ことさら目新しい

問題ではなく，生産者同士で対応しうる問題であると

捉えられている．またGAPの規程を遵守すれば，生

産者間に賠償責任問題が発生する例は少なくなるであ

ろうし，補償請求額についても，GMOとして販売し
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なければならなくなった場合との差額が請求対象にな

ることを考慮すれば，それほど多額な請求になるとは

考えにくいとされている．現在は，GMOに対する消

費者が慎重な姿勢を示しており，栽培しても販売でき

る市場がドイツにはない．したがって，国内で栽培さ

れる可能性も低いだろうと考えられ，賠償責任が問わ

れる場面も当面はないとの考えが示された．ただし，

今後消費者にメリットのあるものが出てくれば，事情

が変わりうるとも指摘された．

　このように賠償責任に関しては，政府は基本的には

関与せず，当事者間での民法上の処理に委ねられる．

この点，デンマークとは異なる．またGMO生産者間

に連帯責任を負わせる点で，GMO生産者を含む地域

社会自体に対しても，社会的なコンフリクトを生み出

しかねない仕組みとなっている．

　こうした仕組みに関して，ドイツのあるNGO関係

者は，「すでに農村社会ではさまざまなトラブルが存

在するうえに，こうしたGMOを持ちこむことは新た

なトラブルの種を持ちこむことになる．したがって，

旧東独の広大な農場など以外では，誰もあえてGMO

を栽培しようとは考えないであろう」との所見を述べ

ている（現地ヒアリング）．

　なお，政府の担当者によれば，賠償責任を議論する

当初の段階においては，種子会社や公的資金を使用し

て，補償基金を用意する案も存在していた．しかし，

公的資金を投入するという考え方（デンマークの例）

は，GMO生産者に対する補助金と理解され，否定さ

れたことで，国の関与という考え方はなくなったとさ

れている．

　３）その他特記事項

　ドイツにおける改正法に含まれるその他の特記事項

について述べておく．

　（a）Natura2000 区域内でのGMO栽培禁止

　ドイツにおいては，「Natura2000」と呼ばれる生態学

的に重要な地区が指定されているが，こうした地域の

保護のための条項が改正法のなかには含まれている．

また連邦自然保全法（Federal Nature Conservation 

Act）の改正条項においても，GMOがこうした生態学

的な保護区域に大きな影響を与える場合には，GMO

の栽培（実験栽培も含む）や使用・流通が禁止できる

とされている．

　（b）実験栽培からの交雑問題

　ドイツにおいては，各州において実験栽培GMOか

らの花粉飛散などによる交雑問題が発生し，法廷で争

われているという事実を踏まえ，改正法ではこうした

交雑を被った作物が販売されることがないように販売

禁止を明記するとともに，その損害に対しては，実験

栽培の実施者が賠償責任を負うことを明示した．

（３）評　価

　共存方策という観点からドイツの改正遺伝子技術法

をどのように評価すべきであろうか．先にも述べたよ

うに，ドイツにおいてはGMO生産者間に連帯責任を

もとめ，経済的損失を受けた生産者は，交雑可能性を

有するどのGMO生産者からも賠償を求めることがで

きるという仕組みになっている．こうした仕組みは，

GMO生産者にとっては，自ら過失がなくとも，損失

を強いられる恐れが発生することを意味し，そのよう

なリスクを冒してまでもGMOを生産することは余り

想定されないであろう．その意味で，ドイツの共存法

は，実質的にはGMO栽培制限法という性格が強い方

策と考えられる．実際にメディアにおいても，本法律

を「事実上のGMO禁止措置（de facto ban）」と報じ

ており（checkbiotech.org., 2004 年 12 月 3 日），ドイ

ツにおけるGMOの商業生産については，非常に困難

な制度的環境のもとに置かれたといえよう．

　今後注目すべきは，ドイツが本法律を欧州委員会に

通報した後に，どのようなコメントや対応が欧州委員

会から提示されるかという点にある．地球の友欧州

（FOEE）は，欧州委員会がドイツを欧州司法裁判所

に訴えることで，この改正法を無効にするのではない

かとの危惧を訴えている（FOEE “New German Law 

Will Help to Keep Europe GMO Free” Press Release, 

26 November 2004）．

　いずれにしても，こうした禁止的な共存ルールを策

定する国がドイツ以外にも登場してくるならば，当初

の欧州委員会の目指していた共存ガイドラインとは，

かなりかけ離れた実態が結果としてもたらされること

になり，欧州レベルで再びルール化を目指すという動
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きにつながる可能性もでてこよう．

（４）GMOに対する今後の見通し

　今回，このようにGMOに禁止的な法律が策定され

た背景には，キュナースト農業大臣の属する緑の党の

意向が反映されていると考えられている．ドイツは，

緑の党が社会民主党とともに与党を構成しており，

GMOに反対する緑の党と，推進姿勢をとる社会民主

党との間で何らかの政治的妥協が図られ，緑の党寄り

の法律を成立させる政治的背景があったとも伝えられ

ている．

　また連邦諸州の代表から構成される連邦参議院

（Bundesrat）も，この改正案に対して反対を表明し

た．しかし，連邦州に直接的な関連をもたない法律に

関しては，連邦参議院の同意を得なくとも成立しうる

というルールが適用され，本法律が成立したという経

緯がある．このように議会レベルにおいても，さまざ

まな紆余曲折を経て，最終的には緑の党の原案にそっ

た形で法律が成立したといえる．

４．他の欧州各国の取り組み動向

　ここでは，現地ヒアリング調査を行ったデンマーク

とドイツ以外の国において，どのような共存方策が策

定されつつあるのか，インターネット等で収集した情

報に基づき，簡単に概観する．

（１）オランダ

　オランダでは，2004 年 11 月に，共存方策に関する

基本的な枠組みが，まず関係団体間で自発的な合意が

なされ，この合意に基づき，その施行規則を今後政府

が策定することになっている６）．この合意に参画した

関係団体は，次の4団体である．生産者団体のLTOと

ABC，有機農業団体Biologica，バイテク企業団体

Plantum NL である．この 4団体間において共存に関

する基本的枠組みが合意された．以下，その基本的な

ポイントを述べる．

　基本的枠組みは，デンマークにおいて策定された

ルールと共通する点を多く有する．

　１）登録制

　GMO生産者は，毎年 2月 1日までに，政府機関（環

境・空間計画省）に届け出ることで，登録を行わなけ

ればならない．なお，この登録情報は一般には非公開

とされている．なお，オランダにおいて興味深い点は，

この登録は，非GMO市場に販売を予定している生産者

も実施しなければならないとされている．この登録を

事前に行うことで，混入に対する補償請求権利が付与

されるとともに，補償基金への拠出義務が発生する．

　２）隔離距離

　GMO生産者は，あらかじめ定められた隔離距離な

どを遵守しなければならない．隔離距離に関しては，

当面，トウモロコシ，バレイショ，テンサイの 3作物

についてのみ定められた（デンマークと同作物）．ナタ

ネに関しては，データ不充分ということで今回は隔離

距離は定められていない．この点もデンマークと共通

している．また隔離距離は，事前登録を必要とする有

機農業および非GMOの場合と，その他の慣行農業の場

合の 2種類が設定された（表 2参照）．

　３）優良生産規範

　GMO生産者は，隔離距離などあらかじめ定められ

た優良生産規範（GAP）を遵守する限り，周辺の登録

有機および登録非GMO生産者の農場で混入が発生し

た場合でも，賠償責任から免責される．

　４）補償基金

　経済的損失の補償のために基金が設置される．経済

的損失に対する補償は，登録有機および登録非GMO

生産者においてGMO混入が発見された場合，また

GMO生産者がGAPを遵守しており免責される場合

に，補償基金から損失がカバーされる．この補償基金
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表 2　オランダにおける GMOと非GMOとの隔離距離

その他慣行
登録有機
登録非GMO

25    ｍ  250ｍトウモロコシ

3    ｍ  10ｍバレイショ

1.5ｍ    3ｍテンサイ



への拠出は，上記の自発的合意に参画した全ての関係

者（有機農業者も含む）から拠出されることとなって

いる．デンマークのように政府からの拠出は規定され

ていない．またそれぞれの関係者がどのような割合で

拠出するかについては現在のところ不明である．な

お，GMO反対団体は，有機生産者が補償基金へ拠出

する根拠がないとして批判している．GMOによって

発生した問題に対して，有機農業生産者がなぜ負担を

求められるのかという主張である．これは有機農業団

体である IFOAM欧州本部の主張でもあるとされてい

る．もっとも，一般の慣行農業と比べ，登録有機およ

び登録非GMO経営に関しては，隔離距離などを多め

に設定するなどの特別な配慮がなされるという仕組み

である以上，そうした特別な配慮を得るために，費用

分担もそれなりに行うということで理解すれば，バラ

ンスを著しく欠いているとまではいえないと考えられ

る．

　５）評　価

　オランダは，EUのなかではスペインや英国ととも

に，GMOに対して推進的な姿勢を明確にしている国

のひとつとされている．このオランダが策定した共存

方策は，GMO生産を許容するルールと特徴づけるこ

とができるだろう．特に登録制，GAP遵守者の免責，

補償基金の設立といった点は，デンマークの事例と共

通する点が多い．ただし，オランダの場合には，情報

開示の限定性やGMO生産者以外にも基金拠出を求め

ている点で，GMO生産者により有利なルールとなっ

ていると考えられる．具体的な詳細は，今後の政府に

よる策定に委ねられるが，GMOに許容的なルールの

基本的な性格は，明確であると考えられる．

　

（２）イタリア

　イタリアでは，2004 年 11 月 22 日に，共存方策を定

める大統領令（decree）第 279 号が公表された．今後

議会での審議を経て，可決・成立すれば，法律とな

る．

　１）地方政府の裁量に委ねられる共存方策

　イタリアにおける共存ルールの特徴は，中央政府レ

ベル（農業政策林業省）が，今後設置する予定の「組

換え・慣行・有機農業の共存委員会」が策定するガイ

ドラインに従って，共存に関する規範的枠組みを定め

るものの（第 3条），実際の共存方策については，州政

府が策定することとし，2005 年 12 月 31 日までに具体

的なルール（GAP，隔離距離，地方機関の役割等）に

ついて策定すべき（第 4条）としている点である．州

政府は，策定に当たっては，各地域の関連団体の参加

を得つつ，自発的な合意にもとづき，共存方策を採用

すべきとされている（第 4条）．

　２）賠償責任

　賠償責任に関しては，共存方策の遵守を義務付ける

とともに，共存方策を遵守しない場合に発生する直接

的・間接的損害に対しては，その責任を追求されるこ

と．また挙証責任に関しては，遵守しなかった者が負

うこととされている（第 5条（1））．なお，公的に非GMO

と証明された種子を使用していた場合には，賠償責任

を負わないこととされている（第 5条（2））．ただし，

ここでは共存方策を適切に実施したにもかかわらず，

混入による経済的損害が発生した場合に，どのように

その損失を補償するかについては論及されておらず，

今後の州レベルの判断に委ねられているといえよう．

これに関連して，第 9条では，財政規律として，これ

らの方策が「新たな，あるいは大きな負担を公的財政

にもたらしてはならない（Shall not bring new or major 

burdens to the public finance）」としており，補償基金

を設立した場合においても，デンマークのような公的

支出に対しては，（禁止するまでには至らないものの）

慎重な姿勢を示している．

　GMO栽培を意図している生産者は，大統領令第 224

号第 3条（2）に従って，通報を行わなければならず，適

切な管理計画を策定するとともに，関連情報を適切に

保管しなければならない（第 5条（3））とされている．

　３）今後の手続き

　今後設置される「組換え・慣行・有機農業の共存委

員会」が策定するガイドラインについては，本大統領

令が施行されてから，120 日以内に策定することに

なっている（第 7条（3））．

　またGMOの栽培に関しては，州レベルでのガイド
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ラインが策定されない限り，その商業栽培を暫定措置

として禁止する（第 8条）としており，2005 年末まで

イタリア国内のGMO栽培は禁止されたことになる．

　大統領令は，今後議会で可決されなければならない

こととなっており，2005 年 1 月 21 日には，修正のう

え下院で可決されたところである．続いて上院での審

議がなされるものと想定される．

　４）評　価

　この大統領令の評価はどのように考えることができ

るであろうか．大統領令が公表された頃，イタリアに

おいては，すでに 20 州のうち 13 州，また 1,500 近い

町や村が，GMOフリー宣言を行っており（Yahoo 

News, 2004 年 11 月 11 日），その数が日を追うにつれ

て増大しつつあるという現状においては，ここにみた

大統領令は，州レベルに共存方策の策定を委ねること

で，地方レベルでの禁止措置を追認する政策といえよ

う．

　イタリアにおいては，地形条件が複雑であり，有機

農業やスローフードなど伝統的な農業や食品製造業が

盛んであることからも窺えるように，GMOに対して

は，自治体レベルでの根強い反対がある．イタリアは，

中央政府としてはGMOを認可しながら，具体的な共

存方策の策定については州の裁量に委ねることで，欧

州委員会の規制の抜け穴を巧みについた政策を取った

ともメディアは伝えており（checkbiotech.org., 2005 年

1 月 21 日），表立ってはGMOを制限しないものの，

結果としては禁止的な共存方策となっていると評価す

ることができよう．

　

（３）その他の国の動き

　その他の EU加盟諸国の動きとして，法案策定（な

いし策定予定）にまで至っている国としては，オース

トリア，ルクセンブルグ，スペイン，ポルトガル，ス

ウェーデン，ポーランド，チェコ，ギリシアなどがあ

る（FOEE Coexistence Regulations of the European 

Union Member States as of 16 December 2004）．とはい

え，これら以外の国も含めて，基本的には EUすべて

の加盟国が，この共存方策について現在何らかの検討

を進めているものと考えられる．

　なかでも注目されるのは，デンマークの担当者が指

摘したように（現地ヒアリング），フランスがどのよう

な共存方策を策定していくことになるかという点であ

る．フランスは，大規模経営がある一方，伝統的農業

や地理的に保護された農産物などもある．すでにモラ

トリアム前から国内カタログにGMO品種を登載して

いたものの，商業栽培は行われていない．ただし，圃

場試験は行っていることや，欧州共同研究センター

（JRC）の共存シナリオに関する研究にも積極的に貢

献しているという経緯がある．フランス農業は，農業

面での大国であると同時に，欧州農業の全ての要素が

存在しているともいえ，このフランスがどのように共

存問題にアプローチするかが興味深いとのことであっ

た．

５．共存ルールの諸タイプ

　以上，EUにおいて共存方策を先行的に検討してい

る国として，デンマーク，ドイツ，オランダ，イタリ

アを取り上げて，その内容を概観した．上記の国々で

検討されている内容をみると，同じ共存ルールと呼ば

れているものの，国毎に大きく特徴が異なっているこ

とが分かる．以下，これらの共存ルールについて，共

通点と相違点を検討する．

　まず，各国のルールにおいて共通する点としては，

①栽培するに際して生産者に対してライセンス制にす

るなどの資格要件を求める点，②優良生産規範（GAP）

を制定し，それを遵守することを求める点，③近隣生

産者や，場合によっては関連の行政部局に事前通告す

ることを求める点などが挙げられる．

　他方，すでに現段階でも，国毎のアプローチの相違

が明らかになりつつある．具体的には，①法制化によ

り共存ルールを策定するか（デンマーク，ドイツ，イ

タリア），自発的合意にもとづいてルールを定めるか

（オランダ），②混入に伴う経済的損失が発生した場

合の補償について，補償基金を設けて，そこから手当

てするか（デンマーク，オランダ），あるいは生産者間

同士の民法上の賠償問題として処理するか（ドイツ）

といった相違が明確になりつつある．これらの異同に

ついて表にまとめたものが，表３である．
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表 3　欧州各国における GMO共存方策

オランダ
（2004年１１月合意）

ドイツ
（2004年 11月成立）

デンマーク
（2004年 6月成立）

関係４団体の合意
（今後農業省による細則策定）

法律
（改正遺伝子技術法の一部）

法律
（遺伝子組換え作物の
生産等に関する法律）

根　拠

登録制（当該年の 2月 1日ま
で）

登録制（栽培 3ヶ月前に申
請）

ライセンス制栽培許可

栽　
　

培　
　

条　
　

件

農業者団体（Product Board of 
Agricultural Crops）の指示に
よる優良生産規範の遵守が必
須。

優良生産規範の遵守
ライセンス取得時に講習受
講

生産規範

特になし栽培地区登録（site-register）
特になし（栽培地区の事前
通告のみ）

栽培地区の設定

バレイショ、テンサイ、トウ
モロコシの３作物について設
定予定

詳細不明
バレイショ、テンサイ、ト
ウモロコシの３作物につい
て設定予定

隔離方法・距離等

近隣農家（詳細不明）
近隣農家等（栽培地区登録
の公表を通じて）

近隣農家、関連部局（食料
農業漁業省植物局）、流通業
者等

事前通告

原則非公開
公表（地区詳細、GMO識
別コード）

未定（公表方法は食料農業
漁業省が決定）

栽培地区の公表

バレイショ、テンサイ、トウ
モロコシ

詳細不明
バレイショ、テンサイ、ト
ウモロコシ

共存ルールの対象作物

有有有経済的損失補償

損　
　

害　
　

補　
　

償

規程なし
連帯責任（joint and several 
liability）

規程なし　連帯責任

違反者に対しては民法上で賠
償請求

任意の周辺農家に対して請
求可能

責任追及については農業省
が行う

　請求対象

有非該当有　賠償基金

種子会社、生産者（含有機農
業者）、加工企業等関係者によ
り出資（詳細未定）

非該当GMO生産者と国　基金の出所

詳細未定非該当約 1.8千円／ ha／年　生産者負担

詳細未定非該当約 9万円以上の損害発生時　発動基準

・予防的行動を GMO栽培
者に要求

・環境保全地区に対する
GMO栽培禁止

・共存不可能な場合に認可
拒否可能

その他特記事項
そ　

の　

他

3年間の期限付き合意詳細不明2年後に再検討予定今後の再検討

注）筆者作成（２００４年１２月）



　以上の結果として，GMO栽培を許容していこうと

する共存ルール（デンマーク，オランダ）と，事実上

の禁止に近い共存ルール（ドイツ）が生まれることに

なった．特にドイツにおける共存ルールにおいては，

賠償請求に関して，GMO生産者間での連帯責任を求

め，任意の生産者に対して補償を要求することを認め

ているが，このようなアプローチをとることは，生産

者にGMO栽培を忌避させるものとなろう．イタリア

においても，新たな法案においては，国レベルでは

GMO栽培を認可するものの，地方レベルでのGMO

禁止措置を容認するという仕組みになっているため，

すでに数多くの自治体において出されているGMO禁

止宣言を追認するものとなっている．

　このように EU域内においても，かなり意味合いの

異なる共存方策が策定されつつある．このことはその

国毎の政治的情勢や農業のもつ社会経済的位置付けに

よって異なってくると考えられるが，この意味で，共

存ルールは当該国の農業事情の鏡であると考えられ

る．デンマークやオランダは，フラットな地形で，大

規模経営（畜産および穀作）が展開している．こうし

た条件では，隔離距離を十分取ることが可能という点

からみて，共存も比較的容易と考えられる．他方，イ

タリアやドイツでは，条件不利地域を抱えるととも

に，有機農業や，地域毎の伝統食品を保護していこう

とする動き（スローフード）が注目を集めている．こ

うした傾向を踏まえれば，総じて大規模経営が多い国

や地域ほどGMOに対して積極的であるのに対して，

中小規模経営が多く，有機農業や伝統食品へのこだわ

りが強い国や地域において，GMO回避の傾向がある

ということができよう．とはいえ，GMOに対する各

国のスタンスは，政府，企業，生産者，消費者のそれ

ぞれにおいても異なっており，これら多様なステイク

ホルダー間の相互作用も関連していると考えられ，こ

うした点に関する分析については今後の検討課題とし

たい．

６．結　語

　以上に述べたように，EU加盟国においては，2004

年から 2005 年にかけて，精力的に共存政策を検討しつ

つあるが，その結果として各国から提案されつつある

共存政策は，GMOの栽培について，これを積極的に

推進していこうとするものから，逆に事実上の禁止措

置を意味するものまで，実に多様な共存政策が提起さ

れつつある．

　こうした加盟国間での相違は，一旦は加盟国に委ね

られた共存政策について，EUレベルでやはり統一的

なルールを設定すべきであるとの議論を呼び起こさな

いはずはない．実際，欧州議会はこうした共通ルール

の策定を主張しているし，欧州経済社会評議会も 2004

年 11 月に共存政策に関する意見書を採択している．

そのなかでは，特に賠償責任問題に関して，国毎の政

策の相違が生産費の負担の差異をもたらし，欧州共通

市場における競争力の差異や，国境地域における混入

に関して法的な曖昧さをもたらしかねないと警告して

いる（European Economic and Social Committee 2004）．

欧州レベルにおいてどのような共存政策を取るべきか

については，欧州委員会による各国の共存政策のレ

ビューを行う 2005 年末前後より，改めて本格的な議

論が欧州委員会内で始められる可能性がある．

　なお，本稿においては，欧州における共存政策を取

り上げたが，共存問題が存在するのは，欧州ばかりで

はない．欧州以外の諸国においても，たとえばニュー

ジーランドなどにおいて，共存に関する報告書が公表

されている．とはいえ，GMOの主要作付け国である

アメリカやカナダにおいては，共存政策が明示的に議

論されているわけではない７）．これらの国々の動向に

関しては，連邦政府の動向とともに，地方政府や有機

農業団体などの動きにも注意を向けるべきと考えられ

るが，今後の課題としたい．

　最後に日本に対する示唆について述べておく．日本

においては，現在のところ組換え作物は商業栽培され

ていない．しかし今後の商業栽培の可能性を考慮する

ならば，以上で概観したような共存ルールを日本にお

いても導入することが選択肢として考えられる．その

策定においては，技術的な精査が必要な点も多い（た

とえば，各作物における隔離距離などについて，輪作

や地理的条件を考慮して策定することなど）が，その

ための大前提としていくつかの政策的な決定が必要と

なる．ここでは 2点について述べる．
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　第 1点目は，国内での商業栽培を行った場合の混入

許容水準を設定する必要があるという点である．アメ

リカなどからバルクで輸入される農産物（トウモロコ

シ，大豆）に関しては，5％を混入許容水準としている

が，国内栽培においては別途検討されることになると

考えられる．この基準値が政策として設定されない限

り，共存ルールのための優良生産規範も設定できない

と考えられる．

　第 2点目は，混入発生時の損害賠償の方式をどのよ

うに設定するかという点である．この点は，欧州各国

の検討でも国毎の相違がもっとも端的に表れた点であ

り，その国の遺伝子組換え作物に対する基本的な立場

が問われる点でもある．補償を目的とした保険方式が

機能しないという現状（デンマークでのヒアリング）

からすると，補償基金方式が現実的な選択肢として考

えられる．また「誰が負担すべきか」という点に関し

ては，＜新たな農法の導入が，既存の農法との間で，

共存のための追加的コストを発生させた場合には，そ

のコスト負担は新たな農法を導入した側が負うべきで

ある＞という欧州委員会ガイドラインで示された考え

方が筆者には比較的納得できる考え方である．新たに

導入する農法の実施者を，農業者のみと考えるか，あ

るいは開発企業や農業者組織なども含めて考えるべき

かについてはさまざまな選択肢が考えられるであろう

し，場合によっては国レベルではなく都道府県や自治

体などでの差異がありうるかも知れない．これらにつ

いても慎重な検討を経て，政策的な決定が必要となろ

う．

　なお，各国での検討内容からも明らかなように，い

わゆる「風評被害」に関しては損害賠償の対象として

議論されていない．現地調査の中ではこの点につい

て，明示的に調査しなかったために，こうした考え方

についてそれぞれの国がどのように考えているかをこ

こでは明らかにしえないが，少なくともデンマークで

は被害の特定において政府機関の現地農場における混

入程度の検査・確認が付随していることを考慮すれ

ば，風評被害については補償基金からの支出対象とし

て考慮されていない可能性がある．「風評被害」への

対応に関しては，たとえば，アメリカにおける各州法

で定める食品毀損法（Food Disparagement Laws）な

どが参考になるかもしれないが，現段階では筆者に十

分な知見がなく，今後の検討課題としたい．

　いずれにしても，遺伝子組換え作物の商業栽培にお

いては，欧州各国が検討しているように当該国の農

業・環境条件との関連性のみならず，それぞれの国の

社会・経済・法的環境条件との関連性にも配慮しつ

つ，関係者間でもっとも妥当と考えられる共存のため

の方策を用意することが必要と考えられる．

注

１）追加的質問が出た場合には，法律の修正等を行い

再通報を行うという手順になる．この場合には再

度欧州委員会において 2カ月間審査がなされる

が，これらの期限はそれ以上にわたる可能性もあ

る．なお，この欧州委員会に対する通報手続きは，

技術的規制が欧州域内市場の形成に対して阻害的

な効果をもたないようにするため，規制の事前通

告および透明性の確保を定めた欧州委員会指令

（98/34/EC）に従ったものである．

２）上記WG報告書では，デンマーク全体でトウモロ

コシ栽培面積の10％がGMOになったという条件

において，200mの隔離距離をとれば混入率は最

大 0.7％（交雑により最大 0.2％，種子へのGM混

入が最大 0.5％）になると推定しており，EU表示

基準の 0.9％を下回るとされている．

３）この場合のようにGMO生産者において過失が認

められた場合の損失補償に対しては，基金から補

償金が提供され，過失者に対しては政府が別途損

害賠償請求を起こすと考えられる．また非GMO

生産者において過失が認められる場合には，補償

額が減額調整される．

４）もともとドイツ連邦議会において法案が提出され

（2004 年 6 月 18 日），法案が審議されたが，連邦

参議院（Bundesrat）からの否決案を連邦議会

（Bundestag）が否決．その結果，連邦議会案がそ

のまま成立した．

５）改正法の概要については，連邦消費者保護・食

料・農業省のホームページを参照．

　　http://www.verbraucherministerium.de/index-
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000265812B89107E9DEC6521C0A8D816.html

６）このように関係団体間で自主的な合意がなされた

うえで，政府が関連規則を策定するという政策手法

は，オランダ独自のシステムであり，「polder model」

と呼ばれる（FOEE, Biotech Mailout, December 

2004）．

７）たとえば，アメリカにおいては，Brookes and 

Barfoot（2004）を参照．この報告書においては，

カノーラを除き，アメリカにおいてGMOと有機

農業との共存問題がほとんど発生していないと

し，共存に関して楽観的な見方がなされている．

また共存を担保するための措置や費用は，価格上

のプレミアムを受け取る有機農業者側が負担する

との前提にたって議論がなされている点は欧州と

対照的である．
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 参考資料 

　以下は，2003 年にとりまとめられた共存に関するワー

キング・グループ（WG）の報告書（DIAS, 2003, Report 

from the Danish Working Group on the Co-existence 

of Genetically Modified Crops with Conventional and 

Organic Crops, DIAS Report No. 94, November 2003, 

Danish Institute of Agricultural Sciences）より，その

「結論」と「要約」部分を邦訳したものである．

　結　論（Conclusion）

 

・この共存に関する評価は，デンマークの栽培条件に

おける評価である．共存を確保するためには，他の

国では他の手法が必要な場合がある．

・慣行栽培および有機栽培とGM作物との共存のため

には，生産期間内における配慮とともに，GAP（優

良生産規範）の必要条件以上の特別の取り扱い方策

が必要である．

・原理的には，GM作物がある程度（moderate）栽培

され，これらが推奨された方法で管理されている場

合には，作物間の共存は可能であり，規定された混

入許容水準（threshold）以下に抑えることができる．

しかし，いくつかの他家受粉作物や，土中での長期

的な種子の残存が認められるような作物の場合に

は，上記のことは当てはまらない．

・トウモロコシやテンサイ，バレイショ，大麦，小麦，

ライ小麦（triticale），ライ麦，エンバク，ハウチワ

マメ（lupin），マメ類に関しては，GM作物がある

程度（moderate）栽培され，これらが推奨された方

法で管理されている場合には，共存は可能であり，

既存の混入許容水準以下に抑えることができること

がワーキング・グループの検討から明らかになった．

・もしも，これらGMOの栽培がさらに広範に広がっ

た場合には，さらなる分別対策などの所要の対策や

規制が必要となると考えられる．

・検出限界以下の非常に低いGMO混入率（0.1％未満）

を有機農業で確保するためには（ワーキング・グルー

プではこの基準を有機農産物における混入許容水準

と想定），推奨したような追加的な方策を取ること

が必要であろう．

・ナタネ，牧草，クローバーのような作物（他家受粉

作物であり，また土壌中での種子の残存期間が長い）

に関しては，報告書で述べたように，共存のために

はより厳格な管理手法が必要であるとワーキング・

グループは評価した．

・現在のところ次の作物および生産シナリオに関して

は，基準以下に混入率を抑えて共存を確保する方策

について，適切な方策を提言することはワーキング・

グループとしてはできなかった．

　①ハイブリッド種のナタネに関する種子生産．この

種子生産に関わる作付け面積は，30ha 以下であ

り，2002 年時点ではナタネの種子生産面積の 5％

に相当する．

　②GM牧草が広範に栽培された場合における有機の

牧草種子生産．有機の牧草種子生産面積は，2002

年で約 1,600ha，これは牧草種子生産面積の約 3％

に相当する．

　③有機のホワイト・クローバー種子の生産．2002 年

では，その生産面積は 600ha であり，ホワイト・

クローバー種子の生産全体の約 16％に相当する．

　④慣行農法（非GM）および有機によるクローバー・

牧草地．このような牧草・クローバーの畑は，

2002 年で 223,000ha にのぼり，農地全体の約 8％

を占める．

・要求されている混入許容水準に抑えるために，ワー
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キング・グループが推奨している方策は，以下のも

のに依拠している．

　①認定種子生産のための既存のデンマークの規則．

　②その他，国内外の専門家の意見，科学的論文，モ

デル分析，事例分析から得られた情報．

・ワーキング・グループは，デンマークの事例分析を

進めるなかで，ナタネ，トウモロコシ，バレイショ

におけるGMO生産のもつ影響に関して検討した．

前提とされた条件のもとでは，輪作に関して調整を

行うことはあまりないという結果が分析から示され

た．ただし，隣接する農家との間では，密接な情報

交換や対話が必要である．

・このような混入許容限界を達成するために必要とな

るコストは，作物毎また農場毎に大きく異なる．

・意図せざる混入を許容水準に抑えるために必要な追

加コストは，トウモロコシ（飼料用），バレイショ，

穀作，畑作エンドウ (field pea)，畑大豆 (field bean)，

ハウチワマメ（lupin）の慣行および有機生産の場合，

総費用の 0～ 2％程度である．

・ナタネ，テンサイ，マメ科牧草（grassland regume），

牧草（forage），観賞用芝（amenity grasses）の慣行

栽培に関しては，追加コストは総費用の 3～ 9％と

なる．しかし，これらについて有機栽培を行う場合

には，これが 8～ 21％となる．特に有機のナタネ生

産（約 900ha）と有機の牧草種子生産（1,600ha），

クローバー種子（800ha）において追加的コストは

最大になる．なお，ワーキング・グループが提示し

た共存方策において共存が確保できないとした場合

に関しても，その方策に関する追加コストの試算を

行ったことを留意すべきである．

・ナタネ，テンサイ，小麦のいくつかの事例に関して

は，ワーキング・グループは生産以降の段階につい

てもコスト試算を行った．加工段階における分別コ

ストは，砂糖における 2～ 3％から，ＧＭ小麦を使

用した配合飼料製造における 24％までと大きな違

いが生まれている．冷凍食品（deep-frozen consumer 

product）の製造に関しては，原材料費を除く分別コ

ストは，総費用の 6～ 7％と推定された．

・とはいえ，上記に述べた追加コストは，デンマーク

がGMOを栽培するか否かに関わらず，どのような

場合においても発生するであろう．これは EUにお

ける表示規則とトレーサビリティや分別生産への

ニーズが高まることから生ずるものである（例：食

品や飼料の輸入の場合）．

・本課題のもつ複雑さとともに，共存およびGM作物

の分別管理に関する経験が限定されていることから，

ワーキング・グループは，以下のことを推奨する．

　①共存を確保するための管理方法の導入について

は，必要があれば，継続的にアップデートしつ

つ，また短期的に見直しを行うことが望ましい．

　②GM作物を栽培する生産者に対しては，農業者教

育の一環としてもトレーニング・コースを設ける

ことが望ましい．

・最後に，モニタリングおよび研究・開発に関するプ

ログラムを実施することが望ましい．モニタリング

と研究・開発を相互に密接に関連させることで，共

存に必要な管理方法の再評価と改善に求められる知

識を得ることができる．

　要　約（Summary）                                             

１．ワーキング・グループの課題

　ワーキング・グループ（以下WG）は，「共存戦略に

関する業務を遂行する」という目的のために，2002 年

7 月に設置された．具体的には，

　①GM作物から慣行栽培や有機栽培への花粉拡散の

要因に関する科学的評価の実施．

　②花粉拡散の程度と管理方法の必要性に関する評

価．

　③GM作物と，慣行栽培や有機栽培との共存を確保

するための管理方法の発見と評価．

19

立川雅司：EU加盟国における遺伝子組換え作物と非組換え作物との共存方策の動向



２．基本的現状

　①遺伝子技術は比較的新しい方法であり，新たな植

物品種を育成するために利用されている．

　②若干のGM作物が EU内で栽培されており，GM

トウモロコシに関してはスペインで商業栽培され

ている．デンマークでは，商業栽培されているGM

作物はないが，実験栽培に関しては長年にわたっ

て行っている．

　③GM作物の販売は，EUによって規制を受けてい

る．しかし，1998 年以降，新たな上市申請につい

ては一件も認可されていない．いまのところ，新

たな申請に関しては，科学的なリスク評価を受け

ているものの，販売認可にまでは至っていない．

　④特にアメリカ，カナダ，中国，アルゼンチンにお

いては，大豆，ワタ，トウモロコシ，ナタネのGMO

は広範に栽培されている．（これらの作物に関して

は，2002 年の世界全体の 21％を占める．）

　⑤慣行栽培や有機栽培による作物や製品のなかで

GMOが発見されたことも数回あった．したがっ

て，現在では輸入種子に関して，そのGMO混入

をチェックする体制になっている．

　⑥GMOの検出限界は，現在の分析・サンプリング

方法のもとでは，約 0.1％が現実的かつ実践的であ

ると考えられている．なお，この水準は作物の種

類によってやや変化する．

　⑦有機農業の規則は，生産においてGMOを使用し

てはならないと規定している．

　⑧WGが評価を行っている間，EUは食品・飼料の

認可と表示に関する規則を議論していた．そのな

かには，表示が免除される意図せざるGMO混入

の許容値という点も含まれている．これまでは

GMOを含む食品に関する混入許容水準は 1％で

あった．しかし，2002 年 11 月には，食品・飼料

に関する許容水準を 0.9％とするという政治的合

意に達した．EUは最終的にこの提案を 2003 年 7

月に可決した．流通種子におけるGMO混入許容

水準に関しては，現在検討されているところであ

る．

　⑨デンマーク食料・農業・漁業省は，このWGの成

果に主に依拠しつつ，2003 年 6 月に共存に関する

デンマークの全体戦略を策定した．

　WGは，以下の研究から特に有益な示唆を得てい

る．

　①DARCOFによって公表されたレポート（デンマー

ク語）：「遺伝子組換え作物が有機農業に与える影

響（Kjellsson and Boelt, 2002）

　②欧州共同研究センター・未来技術研究所（JRC/ 

IPTS）によって2002年に公表されたレポート：「欧

州農業における遺伝子組換え作物，慣行農作物，

有機農作物の共存シナリオ」．このレポートで専門

家たちは，油糧ナタネ，トウモロコシ，バレイショ

に関する共存をめぐる複雑な問題を，シミュレー

ション・モデルなどを使いながら評価している．

　このほか，本WGの作業を進めるうえで他の利用可

能なレポートも参照した．

　上記の資料に基づき，また現在利用可能なGM作物

を考慮したうえで，デンマークでは近い将来にGM作

物が広範囲に栽培されることはないであろうとWGで

は想定した．

　またこれまでのGM作物の試験や販売申請に基づ

き，WGではデンマークにおいて最初に栽培される可

能性が高いGM作物は，油糧ナタネ，トウモロコシ，

テンサイであると考えた．また最初に栽培されるGM

作物の特性は，雑草防除を容易にする除草剤耐性であ

ろう．とはいえ，他のGM作物や特性に関しても，順

次導入されていくであろう．

３．許容水準

　EUでは，現在，個々の作物種子への意図せざる

GMO混入上限値について，議論しているところであ

る．欧州委員会は，作物種子に応じて，0.3 ～ 0.7％の

混入上限を提案するワーキング・ペーパーを公表した．

このワーキング・ペーパーは，出発点として 1％以上

のGMOを含む食品に対する表示を前提として作成さ

れたものである．

　WGが作業を進めている過程で，EUは食品・飼料

のGMO表示の許容上限値を 0.9％とする提案を通過
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させた．

　もしも提案された許容水準値が最終提案において変

更となれば，共存のための前提条件に影響を与えると

ともに，本WGの報告書の結論に対しても変化をもた

らすことになろう．

４．WGにおける評価上の留意点

　GM作物は，有機農業において使用を禁止されてい

る．したがって，有機農業に対するWGの評価では，

GMOを含んでいない（「GMOフリー」の）種子を使

用するという前提に立っている．また有機農業に関し

ては，GMOの混入許容水準は設けられていないこと

に鑑み，GMOの意図せざる混入は，現在の検出限界

以下（0.1％以下）に抑えるべきと仮定している．

　しかし，欧州委員会が 2003 年 7 月 23 日に公表し

た，GM作物，慣行栽培，有機栽培の共存に関するガ

イドラインのなかでは，有機農業の規制において

GMOの意図せざる混入水準に関して条文として規定

されない限り，種子への意図せざる混入水準以下であ

れば，GMOを含んだ種子も有機農業で使用可能であ

るとの欧州委員会の判断が示されている．

　もしもこの規制の解釈に関する合意が EUレベルで

得られ，もし種子に対する 0.3 ～ 0.7％の混入許容水準

が提案どおり可決されたならば，この事態はWGが依

拠していた前提条件が変わることを意味する．そのよ

うになれば，有機農業に関するWGの結論が変わって

くることを意味する．

　WGの行った生産および流通の最初の段階までの評

価に基づけば，GM栽培が適度に行われている状況に

おいては，共存は基本的には可能であり，最終製品に

対する許容水準は達成できるとされている．そこでは

生産以降の段階での意図せざる混入の可能性も考慮に

入れられている．個々の作物を検討する際に明らかに

されるように，生産以降の段階で許容される混入は，

作物によってやや異なる．

　しかし，ナタネ，牧草，クローバーに関しては，特

にこれらの作物における有機農業との共存を考える場

合には，さらなる予防的な対応（precaution）が必要

である．これらの作物においては，上記に述べた基本

原則の例外として扱う必要があるからである．この点

については，以下に述べる．

　ハイブリッド種のナタネの種子生産に関しては，慣

行種子生産における混入許容水準および有機生産にお

ける検出限界水準以下にするための方策を，現在の知

識では提示できない．デンマークにおけるハイブリッ

ド種のナタネ種子生産地域は，2002 年には約 30ha で

あり，ナタネの種子生産面積全体の約 5％を占める．

　農業生産地の内外において，牧草は広く作付けられ

ているので，GM牧草を一定期間作付けした後に，混

入許容水準以下に抑えるための共存方策を提案するこ

とは，WGではできなかった．このことは特に有機牧

草種子生産において，検出限界以下に抑えるためには

重要な点である．有機牧草の種子生産面積は 2002 年

時点で約 1,600ha であり，牧草種子生産の 3％に相当

する．

　とはいえ，圃場や農場，地域それぞれのレベルにお

いて，どのようにGMOの意図せざる混入が発生する

かに関する知識は，非常に不完全な状態にある．した

がって，WGとしては，GMOを導入するとともにか，

あるいはそれに先立って，さまざまな発生源からの遺

伝子がどのように拡散するのかに関して研究をスター

トさせるべきであると提言する．このことはとりわけ

GM牧草が数年にわたって栽培される前には実施され

るべきであろう．こうした研究をたとえば 3～ 5年実

施すれば，必要な管理方策について，これを再検討す

るための基礎的な知見が得られるであろう．

　ホワイト・クローバーの場合には，有機種子生産と

ともに，慣行および有機のクローバー草地から生産さ

れる最終製品について，GMOの混入を許容水準以下

に抑えるための管理方法を提案することは現在のとこ

ろ不可能である．その原因はとりわけ，採種農地と牧

草地との間での遺伝子拡散の程度や，クローバー種子

の土中での生存期間の長さをめぐって不確実性が大き

いからである．こうしたテーマに関しては，非常に限

られた科学的研究しか行われておらず，さらにそれら

のうちわずかの研究しか共存という目的で実施されて

いないことに留意すべきである．

　ホワイト・クローバーに関する有機種子生産面積は，

2002 年時点で 600ha であり，これは同作物の種子生産

の 16％に相当する．他方，慣行および有機農法による
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クローバー作付け牧草地は，223,000ha にのぼり，デ

ンマーク全農地の 8％に相当する．ホワイト・クロー

バーは，農地以外でも野生種として存在し，これらの

野生種は栽培種とも交雑することで，遺伝子はこうし

た野生種との間を行き来している．

　野菜種子生産に関しては，小規模で専門的に生産さ

れている．また品目によって，生物学上も，栽培上も

実に多様である．WGでは，野菜に関しては共存問題

を精査しないと決定し，ただいくつかの野菜種子生産

の共存問題に関して一般的な留意事項について検討す

るにとどめた．

５．生物学的な背景

　どのような作物を栽培しようとも，それが慣行農法

や有機農法，GMOであろうと，常に遺伝子はある程

度，他の作物に拡散する．

　WGが検討したところに従えば，遺伝子拡散の主な

原因には，次のようなものがある．

　①種子（および繁殖体．例：根茎）

　②花粉

　③穂（種子を含む）

　④輪作を行う場合の前作の種子（土壌中の種子 bank）

　⑤後作での自生および野生植物（feral plants）

　⑥播種機および収穫機

　⑦輸送および貯蔵

　遺伝子拡散の程度は次の要因によって左右される．

たとえば，

　①作物の生物学的特性（品種選択を含む）

　②栽培面積の大小

　③圃場の大きさ，立地，形状

　④気象条件

　⑤農作業時における取り扱い方法

　⑥野生種の存在

　⑦訪花昆虫

　とはいえ，遺伝子拡散は作物毎に異なるさまざまな

管理手法を採用することで減らすことができる．最も

重要な管理手法としては，次のようなものがある．

　①種子の厳密な管理（safeguarding）

　②隔離距離，緩衝帯（buffer zone），農場規模

　③作付けの間隔（同一作物を同一農場で作付ける場

合の間隔年数）

　④前作の自生や野生種の管理

　⑤播種，収穫，輸送に関わる機具の洗浄と，貯蔵や

ワラ利用に対する注意

　報告書の中では，導入されたGM作物は，既存の法

律に従って販売認可がなされていると仮定されてい

る．またこうしたGM作物は，対応する非GM作物と

比べ，競争力の点で，大きく優位性をもつものではな

いと仮定している．

６．不確実性

　ここで取り扱った問題は複雑であり，多くのさまざ

まな要因によって左右されるものである．この分野に

おける既存の知識は限られており，したがってWGが

行った評価に関しては，さまざまな不確実性が伴って

いる．WGでは，こうした不確実性をできる限り考慮

に入れつつ，とるべき管理手法の評価に反映させるべ

く努力した．

７．モニタリング，研究開発プログラム

　上記に述べた不確実性の存在を踏まえ，WGでは，

GM作物を導入し，共存方策を策定するに当たって

は，管理手法を継続的に評価・更新しつつ実施するこ

とを推奨するものである．管理手法を継続的に評価・

更新することは，ナタネや牧草，クローバーのよう

に，交雑の可能性が高く，かつまた土壌中での種子の

生存年数が長い作物の場合には特に重要である．要す

るに，この場合には，管理手法の導入と実施に関し

て，3～ 5年毎に継続的に再検討することを意味する．

　さらに推奨すべき点としては，モニタリングおよび

研究開発プログラムを実施することが挙げられる．こ

うしたプログラムは，実際にGM作物が導入されるス

ピード如何に関わらず実施されるべきである．こうし

たプログラムを実施することで，策定された管理手法

の有効性が検証されるとともに，必要な改善が実施で

きると考えられる．モニタリングと研究開発の間には

密接な相互作用が必要である．これによって管理手法
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の継続的再検討と精緻化のために必要な知識が得られ

るからである．

８．作物毎の検討

　今回の作業に当たっては，ここ数年の間に実際にデ

ンマークで栽培されることになるであろうGM作物に

ついて，WGとして最優先して検討した．

　WGでは，次の 3通りのシナリオを考慮しつつ，各

作物について検討した．

１）0％シナリオ

　このシナリオにおいては，デンマーク国内において

はGM作物は栽培されていないとされる．とはいえ，意

図せざるGMO混入は，GM作物が栽培されている国

からの種子輸入を通して，あるいは国境を越えた花粉

飛散を通じて起こりうる．

２）10％シナリオ

　このシナリオにおいては，当該作物の栽培面積の

10％において，GM作物が栽培されているという状況

が想定されている．

３）50％シナリオ

　GM作物が広範に栽培されているというシナリオで

ある．この状況は，カナダのような国の状況に対応す

るものである．なお，カナダではナタネの 50％以上が

GMOになっている．

　とはいえ，限られた時間的制約のなかでは，それぞ

れのGM作物が栽培された程度に応じてどのような影

響がもたらされるかについて，WGは十分精査するこ

とができなかった．いくつかの作物については，10％

シナリオと 50％シナリオに分けて検討がなされたも

のの，総じてこの 2つのシナリオは区別されずに取り

扱われた．

　WGは，慣行農法および有機農法におけるGMO混

入を最小限にするための管理手法を提案したが，この

提案は次のものに依拠している．

　①認証種子の生産に関するデンマークにおける規制

　②デンマーク内外の各種報告書，科学論文，モデル

分析，事例研究

　WGでは，報告書で述べたような「優良生産規範

（GAP）」が守られるものと仮定している．また管理手法

に関しては，基本的手法（認証種子生産における規則

に近いもの）と，追加的手法（原種生産や原々種生産

の規則に近いもの）とが用いられる．特定の作物に関

しては，より厳しい管理手法が求められることがある．

９．栽培規模の重要性および近隣への情報提供の必要性

　GMOの栽培がもたらす影響に関しては，ナタネ，

トウモロコシ，バレイショについて，実際の国内の生

産地域（Viborg 郡の 10 キロメートル四方）を取り上

げ，シナリオ分析（10％および 50％栽培）を行った．

　このケース・スタディで明らかになった点としては，

相対的に小規模の農地区画条件においてさえも，隔離

距離を保つために，作付け計画における調整を行う必

要性はあまりないということである．

　とはいえ，GMOと非GMOとを栽培するための隔

離距離をとる際に，隣接する農場と無関係にGMOを

栽培できる場合もあまりないという点も，この地区の

研究から示された．結果的に，隣接する農場と情報交

換する必要性は非常に大きいと考えられる．とはい

え，作付け計画を実際に修正する必要が生ずるのは，

隣接農場が同種の非GMOを栽培するなど，相対的に

わずかなケースに限られるであろう．しかし，同じ年

に，慣行もしくは有機ナタネを栽培する圃場に取り囲

まれるなどの場合には（まれなケースではあろうが），

GMナタネの栽培は断念せざるを得ないだろう．

　引き出された結論は，相対的に限られたケースの分

析であり，また特定の一地域の分析に基づいたもので

ある．したがって，この結果はデンマーク全体を代表

するものではない．この事例地域は相対的に小規模の

農場が多いために，この地域における共存問題は，デ

ンマーク全体と比べるとより難しいと想定される．し

たがって，同種の分析をさらに実施することで，異

なった作付けパターンや農場規模，圃場規模に応じ

て，隔離距離のもたらす影響がどのように異なるのか

について検討することが必要である．

１０．経済的評価

　WGでは，それぞれのシナリオにおいて混入許容水
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準を達成するために，生産段階でどの程度追加的な費

用が発生するかについて算定した．

　意図せざるGMOの混入許容水準を達成するための

コストは，作物毎に次のように計算された．すなわち，

トウモロコシ（サイレージ用），バレイショ，穀物（麦

など），畑作エンドウ（field pea），ソラマメ（broad 

bean），ハウチワマメ（lupin）においては，慣行農法・

有機農法ともに総コストの 0～ 2％のコスト増と算定

された．油糧ナタネ，テンサイ，飼料用や芝生用の牧

草，マメ科牧草に関しては，慣行農法の場合，3～ 9％

増に留まるものの，有機農法の場合には，8～ 21％の

増加が見込まれる．ここでは，有機農法によるナタネ

生産（約 900ha），牧草種子生産（約 1,600ha），クロー

バー種子生産（約 800ha）において，最も大きな追加

的コストが必要となる．

　ただし，ここで留意すべきは，提案された管理手法

では共存が確保できないであろうとWGが判断した

ケースにおいても，当該の管理手法がもたらす追加的

コストが算定されたことである．

　算定結果は，現在の農業経営の形態や農業生産シス

テムの違いが，個々の経営で生じるコストを大きく左

右することを物語っている．認証種子の生産など，特

殊な生産に携わっている経営においては，すでにさま

ざまな規制のもとで農業経営に従事し，本報告の中で

提案された管理手法や混入水準に従って経営がなされ

ている．

　WGでは，GMOの混入が発見された場合の損失

や，モニタリングや管理に関わる追加的費用につい

て，これらを誰が負担すべきかという点については，

いかなる提言も行っていない．また隔離距離や緩衝帯

などの規制に関連して，これらを誰の負担で実施すべ

きかという点についても，なんら提言していない．こ

うした問題に関しては，政府の共存戦略のなかで言及

されることになっている．

　穀物取引業や加工業において，非GMO製品とGMO

製品との分別を確保するためのコストに関しては，食

品および飼料の製造をカバーするいくつかの生産

チェーンを例示しつつ検討した．

　事例の検討から明らかにされたように，穀物取引業

や加工業における非GMO製品とGMO製品との分別

確保は実際上可能ではあるが，分別のコストは製品の

特性および生産チェーンの複雑さによって大きく左右

される．

　たとえば砂糖に関しては，生産チェーンは比較的単

純であり，製品自体も日持ちするものである．これに

対してナタネ油は，日持ち期間が短く，かつ生産チェー

ンもより複雑であるために，分別のための追加コスト

は約 14％になる．農産物セクターおよび配合飼料生産

は，複雑な生産チェーンを有し，多くの段階とチェッ

クポイントが存在する．ここでの分別コストは，GM

小麦飼料の例に典型的に示されるように 24％にも達

する．また消費者向けの冷凍食品の生産に関しては，

原料コストを除いて，6～ 7％の追加コストが必要と

試算された．これらの追加コストは，検討された事例

すべてにおいて，GMOを使用した生産ラインの方に

加算された．

　とはいえ，ここで注意すべき点は，これら算定され

た追加コストのなかには，デンマークがGM作物を導

入するかどうかに関わらず発生するものがあるという

点である．これは EUにおける表示規則のためであ

り，またトレーサビリティや，輸入食品・飼料に関す

る生産ラインの分離が必要になるためである．最後

に，生産の規模も，コストに大きな影響を及ぼすとい

う点に留意すべきである．

１１．今後の検討課題

　新しい知見は今後も次々と生み出され，また同様の

評価作業も他の欧州各国において始められることであ

ろう．

　スウェーデン政府は，デンマークにおける共存に関

する最初の報告書に刺激を受けて，共存報告書を 2003 年

7 月に公表した（スウェーデン語タイトル：“Samexistens 

i falt mellan genetiskt modificerede, konventionella och 

ekologiska groder”）．

　本報告書の第 4章第 6節には，最近公刊された関連

報告書を数多く掲載している．

　このような報告や分析は，デンマークにおける問題

評価において積極的に活用していくべきであるとWG

は考える．たとえば，評価に関する継続的なアップ

デートや，共存を確保するための管理手法の改善に用
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いられるべきである．

　共存を確保するには，多くの場合，生産過程でのさ

らなる配慮や優れた経営管理，近隣農場との情報交

換・相互理解が求められるものである．したがって，

WGでは共存に関するトレーニング・コースの受講を

GM作物を栽培する生産者に義務づけるべきであると

考える．場合によっては，こうしたコースを受講する

ことはGM作物を生産する際のライセンスの一部とす

ることもできよう．

　WGにおける検討の大部分は，海外の経験およびモ

デル・シミュレーションに基づいている．共存に関す

るデンマーク独自で行った実験とモデル計算はわずか

な例しかない．

　したがって，次のような点について，さらなる知見

が必要である．

①植物の競争優位性に関する特性と必要な管理手法．

②受粉に影響を及ぼす条件．

③花粉飛散の度合い．また圃場規模との関連性．

④野生種や前作の自生作物との交雑可能性．

⑤前作からの自生作物が雑草になる可能性．また土壌

中の種子の生存期間との関連性．

⑥品種純度やGMO混入に対して，遺伝特性と形態学

的（morphological）特性とのどちらが影響するかに

関する比較検討．

⑦緩衝帯の効果．

⑧GM作物の栽培割合に応じて，採用すべき管理手法

がどう影響されるか．

⑨採種圃場において種子純度を維持するための作付け

体系の開発．

⑩モデルおよび意思決定支援システムの開発．

⑪GM作物の栽培がもたらす経済的結果に関する包括

的な分析．

　このような新たな知見を得るためには，上記で述べ

たようにモニタリングおよび研究開発のためのプログ

ラムが不可欠である．こうしたプログラムを実施する

ことで，評価および管理手法を継続的に更新していく

ことができるのである．

Summary

Recent trend of GMO coexistence measures with

conventional and organic crops in the European Union

                                        

Tachikawa Masashi 

National Institute of Agrobiological Sciences

Policy Research Institute, Ministry of Agriculture, Forestry 

and Fisheries

　　In July 2003, the European Commission issued a 

recommendation on the coexistence of genetically 

modified (GM), conventional, and organic crops, and 

encouraged member countries to create their own 

coexistence measures. In this paper, I will summarize 

and elucidate main features of coexistence measures 

which are being discussed in some countries, such as 

Denmark, Germany, the Netherlands, and Italy. While 

some measures adopted in these coutries show 

common features, such as registration, requirement of 

good agricultural practice, compensation scheme, it is 

noticeable that some countries tend to take very strict 

measures which might give huge disincentive to plant 

GM crops. In sum, Germany and Italy have adopted 

measures which discourage farmers to plant GM 

crops, while Denmark and the Netherlands have 

adopted relatively encouraging measures for GM crops. 

This divided situation among member countries of the 

EU may again call for intervention of the European 

Commission, which eventually introduce a set of 

common rules on the coexistence issue.

Key words: genetically modified crops, coexistence 

measures, European Union, compensation
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