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遺伝子組換え作物の環境安全性評価 

 
 

生物環境安全部 岡 三徳 
１． はじめに 
 昨年から今年にかけて、遺伝子組換え生物を巡る国内外の情勢が大きく変化した時期と

なった。その一つは、国内外での消費者の組換え生物に対する関心の大きな高まりの中に、

バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書が昨年９月に国際的に発効されたことであ

る。これを受けて、次に国内では本議定書の円滑な実施を確保するためのカルタヘナ法「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確保に関する法律」が、今年 2 月に
制定され全面施行となった変化である。 
 遺伝子組換え作物は、農業生産、食料・食品、健康、環境、工業原料などのへの活用を

目的として育成される一つの作物品種のことである。それらが遺伝子組換え技術を利用し

て改変される新たな作物品種であるために、その優位な特性の評価とともに、前述のカル

タヘナ国内法に準じた生物多様性影響を評価することが義務付けられた。ここに示す環境

安全性評価は、カルタヘナ法における生物多様性影響評価とこれに続く長期の生態影響評

価を指している。 
 本項目では、遺伝子組換え作物（以下、GM 作物）を巡る国内外の状況、環境安全性評

価とその考え方、カルタヘナ国内法について概説して、現在、農水省の総合研究プロジェ

クト「遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究」の主要成果について紹

介する。また、GM 作物の社会への理解のためのリスクコミニケーションの重要性につい

ても述べる。 

 
２．組換え作物栽培を巡る国内外の動向 
1)国際動向： 

 組換え作物の本格的な商業

栽培は 1996 年に南北アメリ
カ３か国で開始され、その後、

栽培面積が急速に増大し、現

在も引き続き拡大している

（ 第 １ 図 ） 。 ISAAA 
(International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech 
Applications, 
http://www.isaaa.org/home.htm) 

の 2003年度報告によると、当
該年度の世界の組換え作物の
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栽培面積は前年度に比較して 15％も拡大し、6,770万 haになった。この拡大は、2003年
度に GM作物の栽培が新たに２ヵ国で認可され、その一国であるブラジルで組換えダイズ
栽培が認可されたことが大きな要因となっている。ブラジルでの組換えダイズ生産は、今

後も大幅に増加する可能性もある。2003年度に拡大した GM作物の栽培面積の 85％以上
が開発途上国における拡大であり、その栽培面積は世界の全 GM作物栽培面積の 1/3 にま
で達している。主要栽培国は、米国、アルゼンチン、カナダ、中国の 4か国で、中国では
栽培されるワタの半分以上が組み換え品種となっている。 
 現在、GM作物には、果実熟期、耐寒性、花色などの形質を導入した各種作物があるが、
商業栽培されている GM作物の主流は、生産現場での作物管理技術と結びついた除草剤耐
性、害虫及び病害抵抗性の形質を導入したダイズ（61%）、トウモロコシ(23%)、ワタ（11%）、

ナタネ（5%）である。ここに各 GM 作物の全 GM 作物栽培面積（6,770 万 ha）に占める
比率（%）を示したが、４作物の合計栽培面積は 99%以上となっている。また、この４作
物ごとにそれぞれの全栽培面積に対する GM作物の比率は、55%（ダイズ）、11%（トウ
モロコシ）、33%（ワタ）、16%（ナタネ）に達する。なお、最近の GM 作物育成では、

複数形質の導入による新品種に特徴があり、Bt(Bacillus thuringiensis) 由来の鞘翅目／鱗
翅目昆虫抵抗性、除草剤耐性／害虫抵抗性等の組み合わせがその代表例である。 
こうした除草剤耐性や害虫抵抗性を付与した GM 作物栽培面積の拡大の背景には、1)収

量・品質の向上、2)管理作業の軽減と単純化、3)農薬散布の大幅な減少、4)地下水汚染の

防止、5)生産者の健康などが主要な要因として掲げられている。中でも大規模に GM 作物を

栽培する南北アメリカ大陸では、農薬散布など管理作業の軽減と単純化が図られながら収

益性が向上することを GM 作物導入の大きな理由とする生産者が多くなっている。 
2)国内状況： 
国内で屋外の一般圃場での栽培が承認されている GM作物の数は、欧米企業育成による
除草剤耐性や害虫抵抗性作物に加えて、国内で開発されたイネ、野菜、花き等の 74 系統・

品種（14 作物）である(2003 年 12 月現在)。その 51 品種・系統が食用作物であるが、国内

農業を反映してイネの数が多く、次いでトマト、トウモロコシ、ナタネ、ダイズの順とな

っている。しかしながら、こうした GM 作物は一部の花き類（カーネーション）を除いて、

国内での商業栽培の実績はない。 
GM 作物の産業的利用の推進には、その需要や消費者の理解が不可欠であることは、海

外の栽培諸国の先例をみてもわかる。後述するが、このことは GM作物についての正確な
情報提供や安全性評価に対する消費者の適正な理解への施策や取り組みが重要であること

を示している。その取り組みへの手がかりとして、農林水産先端技術振興センター(STAFF)
が「遺伝子組換え技術・農作物・食品についての意識調査」を継続して実施している。そ

の 2004年１月の調査の中で、遺伝子組換え食品の安全性について、“安全と思うか”、“思
わないか”の問いに対して、大きくは“どちらともいえない”(50%)、“思わない”（27%）、
“思う”（22%）の順で回答が寄せられた。また、“遺伝子組換え技術・農作物・食品に関
する情報に満足しているか”の問いに、“あまり満足していない”を含めた“満足していな

い”人の比率が 63%に達している。こうした市民の GM作物の安全性への関心に対する適
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切なコミュニケーションなどの対応とともに、その基調となる GM作物の環境安全性と食
品安全性の科学的知見に基づく評価が重要となっている。 
 
３．組換え生物の安全性評価とその考え方 
 1973年、初めて大腸菌における
形質転換に成功した研究者達は、

組換え技術の持つ可能性の大きさ

とともに、この科学技術のもたら

す社会への影響の大きさに気づき、

その２年後には組換え技術の安全

利用についての国際会議（アシロ

マ会議）を開催した。研究者がこ

うした新たな研究領域での問題点

を察知して、早期に自らの研究の

進め方にガイドラインを設けたこ

とは画期的であったといえる。 
 その後、経済協力開発機構

(OECD)を中心に各国の代表によ
るワーキンググループが組織され、

とくに 1993年のGM作物のスケー
ルアップ会議において、環境安全

性評価の基本的考え方が提示され

た。その主な内容は、1)GM作物の
生産物をベースとした安全性評価、

2)リスク／安全性分析、3)ファミリアリティ（知識と経験）の概念導入であった。また、
その時点での最新の科学的情報と経験（ファミリアリティ）に基づいた GM作物の安全性
評価に関わる遺伝子流動や雑草性などの６項目の重要性を確認している（第１表）。さら

に、その後も OECD会議やバイオセーフティー国際会議などで GM作物の安全性評価に関
する考え方が継続して検討され、最近の考え方として主要な事項を第２表に掲げたが、そ

の内容を概説する。 
1)作物原産地における GM作物の導入と課題： 
 ロシアの作物遺伝資源学者であるバビロフにしたがえば、世界には作物の主要な起源地

となった７つの地域がある。こうしたイネ、コムギ、トウモロコシ、ジャガイモ、ダイズ

などの原産地域には、現在も遺伝的に多様な地域品種やその近縁野生種が保存されている。

原産地域への同種 GM作物の導入には、とくに遺伝子流動や多様性の保全などの点から規
制的監視を強化した安全性評価が重要となる。 
2)安全性評価の基本的枠組みの認識： 
 この事項は、a.科学的根拠(Science based)、b.事例ごと(Case by case)、c.段階的進行(Stepwise 
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promotion、或いは Step by Step)の原則を安全性評価に適用することの重要性を示している
（第３表）。事例ごとでは、たと

え同種作物の親系統・品種であっ

ても、導入形質に応じて評価項目

を定めること、また段階的進行で

は、安全性評価の場を温室から隔

離圃場、小規模・大規模圃場へと

順次進めることを原則として示し

ている。 
3)適正なベースラインの設置と重
要性： 
 ここでは GM 作物の評価に際し
て、その安全性の確認のために比

較として用いる対象（ベースライン）を表しているが、その評価の進行や目的によって対

象が異なることの重要性を述べている。比較の対象が、遺伝子を導入した非組換え親品種

を対象とした比較から、地域の同種作物普及品種、さらに数年単位で広域に GM作物のみ
を栽培して生物多様性影響を評価するために生態系レベルを対象とする場面まで変化する

ことを示している。同種作物普及品種や生態系レベルを対象とする場面では、当該地域の

継続した慣行栽培の環境条件における生物相と GM作物栽培による生物相の変化が比較さ
れるが、ここでは科学的情報とともに、前述したファミリアリティ（知識と経験）が安全

性評価には重要となる。 
4)長期モニタリング： 
 GM 作物の環境影響を長期に評価するモニタリングは、ヨーロッパや南北アメリカ、さ

らにアジア諸国で取り組まれている。こうしたモニタリングでは、それぞれに対象となる

GM 作物の種類、近縁植物種の有無や訪花昆虫相、さらに農地の利用形態や耕種法に応じ

て調査項目や調査法が異なる。農地の利用形態についていえば、大規模な圃場で特定の農

作物を栽培する欧米諸国と小規模に多くの作物を育てる日本を含むアジアの国々とには、

長期モニタリングに対して異なる調査の背景があることになる。 

 このため、日本では農業生産の実状に応じた長期モニタリングに対する考え方の整理や

評価手法の開発を通じて、GM 作物の環境影響についての科学的知見を集積することが必

要となる。モニタリングには、植物の遺伝・育種、生理・生態、気象、化学、土壌、さら

に昆虫、微生物など多くの研究分野における既存の成果や情報の利用とともに、こうした

分野で蓄積された手法を、環境影響の評価に活用することも重要である。 
5)非 GM作物との共存： 
 GM 作物栽培とその生産物の市場流通が認められるようになると、GM 作物と非 GM 作
物とが同地域に栽培されるためのいくつかの前提や同意が必要となる。GM 作物が非 GM
作物の中に種子などの形で混入することへの課題である。同地域での一般の非 GM作物と
GM 作物との栽培による種子混入は不可避的であり、その混入率を定める合意が必要とな
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る。他方で世界的に拡大している有機農業の基準は厳しく、GM 作物の混入を認めていな

い。この両者のいずれにしても、種子混入を一定以下、或いは０%に抑えるための方策と
これを越えた場合の経済的損失の補償が課題となる。 
 こうした GM作物と非 GM作物が同地域に共存して栽培されるためには、生産システム
や土地利用の変更、隔離距離の設定、混入率の確認のためのモニタリングの手法開発や実

施などの対策が必要となる。後述する農林水産技術会議事務局から通知された「第１種使

用規定承認組換え作物栽培実験指針」は、試験研究機関が研究を目的に一般試験圃場で実

施する承認 GM作物の栽培を対象としているが、地域住民の理解を得ながら GM作物と非
GM作物との共存への試みの指針となっている。 
また、GM 作物栽培が承認された国や地域であっても、Bt 害虫抵抗性や除草剤耐性を付

与した GM作物の過度な栽培面積の拡大にともなって、Bt抵抗性昆虫や除草剤耐性植物の
出現が懸念されている。その対応として、同種や他種の非 GM作物の栽培を一定の面積比
率で栽培することにより、こうした課題を回避する方策が講じられている。この場合は、

むしろ GM作物と非 GM作物とを共存させることが、生物相を保全することと結びついて
いることを示している。 

 
４．カルタヘナ国内法と第１種使用規定承認組換え作物栽培指針 
1)カルタヘナ議定書とその国内法の発効： 

GM 作物の安全性評価には、その環境に対する安全性評価と食品や飼料としての安全性

評価とがある（第２図）。この一連の安全性評価は、GM 作物の生物多様性影響の評価を

目的とするカルタヘナ国内法、食品の安全性を評価する食品衛生法、さらに飼料の安全性

評価に対する飼料安全法で構成されている。 
国内外での一般消費者の組換え生物

に対する関心の高まりの中で、バイオ

セーフティーに関するカルタヘナ議定

書が昨年９月に国際的に発効され、組

換え生物の国境を越える移動に先立っ

て、輸入国がその生物多様性影響を評

価し、輸入の可否を決定するための手

続きなどが定められた。これに対して、

国内では本議定書の円滑な実施を確保

するためのカルタヘナ国内法「遺伝子

組換え生物等の使用等の規制による生

物の多様性確保に関する法律」を、今年 2月に制定して全面施行された。 
 カルタヘナ議定書に基づくその国内法の制定は、組換え生物の安全性評価の実施がこれ

までの関係省庁のガイドラインによって運用されてきたのに対して、法律により環境への

組換え生物の放出に向けた環境安全性評価として生物多様性影響の評価を義務付けられた

ことを意味している。 
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 前述した一連の GM 作物の
安全性評価システムを第３図

に示した。左側の大枠で囲ま

れた環境への拡散防止措置を

とりながら実施する実験室や

温室での評価（第２種使用）

から開放系での評価（第１種

使用）が、カルタヘナ国内法

にしたがった安全性評価のプ

ロセスである。第２種使用は

施設内での遺伝子操作実験か

ら閉鎖系温室や非閉鎖系温室で

の安全性評価までを対象とし、

その実施には文部科学大臣の承

認を受ける義務がある。 
一方、第１使用では開放系の

離圃場や一般圃場において試験

を実施するが、これに該当する

GM 作物を利用する場合には、

農水大臣と環境省大臣に第１種

使用規定に生物多様性影響評価

書を添付して提出し、承認が受

ける必要である。その生態系へ

の安全性審査では、主として a.
生態系への侵入による野生生物種への影響、b.近縁野生種との交雑による影響、c.有害物質
の産生による周辺野生生物種への影響について検討される（第４図）。 
2) 第１種使用規定承認組換え作 
物栽培指針： 
カルタヘナ国内法の施行に加え

て、同年の２月には、一般圃場で

の栽培が承認された組換え作物の

栽培実験指針「第１種使用規定承

認組換え作物栽培実験指針」が、

独法農業試験研究機関を対象に農

林水産技術会議事務局から通知さ

れた（第４表）。はカルタヘナ国

内法に基づく生物多様性影響のお
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それがないことの確認とは別に、GM 作物（第１種使用規定承認組換え作物）の同種作物

との交雑や混入防止、さらにその栽培に際しての周辺住民への適切な情報提供などが定め

られた。この実験指針は、上記の交雑や混入防止による生産・流通上の混乱を避け、地域

住民の理解を得ながら円滑な GM作物の栽培実験を実施することを基本的な目的としてい
る。この点では、前節に述べたように、GM作物と非 GM作物との共存するための栽培指
針となっている。 
本指針の独法機関への通知と実施に応じて、いくつかの県では独自に GM作物の栽培に
ついての方針を作成して、GM 作物の栽培にともなう混乱を招かないよう対策を講じてい
る。茨城県の事例を掲げると、同県農林水産部から平成 16 年３月４日に「遺伝子組換え
農作物の栽培に係わる方針」が出され、a.GM 作物栽培に際して県への事前の情報提供、

b.関係自治体、団体、耕作者などへの理解、c.一般の非 GM 作物との交雑・混入防止措置

の徹底であり、農林水産技術会議事務局のGM作物栽培指針と類似した内容となっている。 
 
５．組換え生物の安全性確保に関する総合研究プロジェクト 
1)プロジェクトの推進体制と実施： 
 現在、本総合研究プロジェクトは、「遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総

合研究」として、組換え生物の産業的利用の円滑な推進に向けた安全性確保に関する研究

と的確な情報提供による国民の理解を促進することを目的に、平成 11年から 17年度まで
の計画で実施中である（第

５表）。本プロジェクトに

は、a.科学的知見の集積、b.
リスク・ベネフィット解析、

c.関連情報の整備、d.社会動
向の把握、の４つの柱が置

かれている。年次によって

実施課題を見直すために課

題数が異なるが、平成 16年
度では 16研究チーム、51の
実施課題で構成され、27 の
国立、法人、公立および民

間機関が参画している。 
2)総合研究の主要成果： 
 本総合プロジェクト研究は、組換え生物の安全性評価研究として、昭和 62年度から開始
された「組換え体の野外環境下での安全性評価研究」に端を発し、その後、社会動向や各

種委員会での指摘事項に沿って研究の主要な柱を換えながら、その時期の要請に応えなが

ら継続して推進されてきている。前述のカルタヘナ国内法に沿って評価される生物多様性

影響評価の主要項目を考慮しながら（第４図）、平成 11年度以降の主要な研究成果を要約
して以下に紹介する。 
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(1)組換え遺伝子検知技術の高度化： 
農産物へのGM作物体の混入や圃場での交雑による遺伝子流動の実態を調査するための
精度の高い検知技術の開発は、農産物流通における混入検査だけでなく、研究場面におい

ても信頼性の高いデータ取得のためにも重要なことである。ここでは、GM 大豆、トウモ
ロコシ 5系統を対象に、特殊機器を使用しないで 30分で植物ゲノム DNAを抽出して、0.1
～0.5%の範囲で定量できる検知技術を開発した。さらに、これらの GM作物を含む原料か
らの加工食品の混入率測定の可能性を明らかにした。分析に必要な標準物質を DNA プラ
スミドとして供給する技術の開発は特許出願中となっている。  
(2)有毒物質の産生性評価技術の開発： 
組換え生物の生物多様性への影響評価の項目として、有害物質の産生性がある。この有

害物質は特定の植物が産生する生理活性物質であるが、その促進、或いは抑制効果を通じ

て植物、昆虫、微生物相への影響を及ぼすことが知られている。こうした生理活性物質の

産生性が、遺伝子組換えによって新たに発現、または強化されているかどうかを評価する

必要がある。 
既存の化学生態的研究の

成果や手法を改良・開発し

ながら、GM 作物の生物多

様性影響評価へ活用した成

果として、高い精度での他

感物質（アレロパシー）の

検出法が掲げられる（第５

図）。この成果では、他感物

質を産生する評価対象器官

（植物の部位）、物質の種類、

作用等から、これに応じた

検定法として、a.プラントボ
ックス法、b.サンドイッチ法、c.ディシュパック法を開発している。 
(3)GM作物の環境安全性評価手法の開発： 

GM作物の花粉飛散による周辺生物相への影響評価には、圃場における GM作物の花粉
飛散による非 GM 作物との交雑の評価と、トウモロコシに代表される Bt トキシンを含ん
だ花粉の非標的昆虫への影響評価とがある。この両者の評価項目について、プロジェクト

研究での成果を以下に紹介する。 
(a)Bt組換えトウモロコシ花粉の非標的昆虫への影響評価手法の開発： 
この研究は、1999年に米国で Btトウモロコシの花粉が圃場内外に飛散し、同国の代表的な
チョウ（オオカバマダラ）に影響を与える可能性が報告されたことと関連して開始された。Bt
花粉がチョウの幼虫に及ぼす毒性の程度は、導入された Bt トキシンのタイプによって異なる

が、国内においても、Btトウモロコシの花粉が害虫以外の鱗翅目昆虫に及ぼす影響を評価する
目的で、Bt 花粉の毒性レベルを明らかにする生物検定法を確立した。その成果の内容は、a.
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ヤマトシジミはBt トキシン (Cry1Ab) 遺伝子を発現するGMトウモロコシの花粉に対して感
受性が高く、Bt 花粉の非標的鱗翅目昆虫への毒性を推定するのに適していること、また b.検
定品種の花粉密度を変えて生葉片上に載せて、ヤマトシジミ 1 齢幼虫に 5 日間連続摂食させ、
その毒性を死亡率で見る生物検定法を開発したことである。その後、Cry1Ab のタイプではあ
るが Bt トキシンの発現が高いタイプについても、本検定法を改良しながら検定し、Bt トウ
モロコシ畑からの距離ごとの花粉飛散量との関係で検討し、非標的鱗翅目昆虫への影響範囲が

それほど広くないことを確認した。こうした評価手法の開発は、国内における GM作物の昆虫
相への影響評価法の基準となっている。 
(b)GM作物花粉の飛散と交雑率を推定する手法の開発： 
 一般のトウモロコシ品種の種子への GMトウモロコシ種子混入の問題を踏まえて、４年前か
ら GMトウモロコシの花粉飛散と交雑率との関係を明らかにすることを目的に、本研究課題に
取り組んでいる。ここでは国内では一般域圃場での GMトウモロコシ栽培が困難なために、種
子色の遺伝形質発現（キセニア）に注目し、非 GMトウモロコシ品種を供試して両者の関係を
検討した。風上の花粉源に黄色粒の品種、受粉側に白色粒品種を配置して圃場に栽培し、受粉

により白色の雌穂に黄色粒

が着生するキセニアを利用

して、花粉源から距離ごと

の交雑率を求めた（第６図）。

その結果、連続した交雑帯

は花粉源より 4m程度であ
り、これ以上の距離では不

規則な斑点状に交雑個体が

分布した。トウモロコシの

キセニアを利用して、花粉

飛散と交雑率との関係を判

別する本手法は、簡便で正

確に結果を示すだけでなく、

視覚的に結果を表すために

消費者の理解が得やすい利点がある。 
 現在、開発した本手法を活用して広域圃場（長さ 500m、幅 100m）での検討を継続して、
国内外の既往の文献に調査とともに、科学的知見の集積を図っている。また、トウモロコシの

他にイネ、ダイズ、ナタネについても課題を広げて花粉飛散と交雑率との関係を検討している。 
(4)GM作物の環境影響モニタリング試験： 
「遺伝子組換え農作物等の環境安全性の確保に関する検討専門委員会」と「遺伝子組換

え農作物を考えるコンセンサス会議」からの生態系影響を評価する長期モニタリング実

施の提案と勧告を受けて、平成 13 年度から本課題の実施を開始した。本課題には、
独法４農業試験研究機関が参画し、わが国の最重要作物であるイネに加えて、海外

ですでに GM 作物として商品化され消費者の関心が高いトウモロコシ、ダイズ、ナ
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タネを対象に実施している。モニタリングには上記４種の GM 作物とこれに対応し

た非 GM作物を同時に栽培して、長期にその生育特性や環境影響を比較して評価している。
調査項目は、作物の生育特性（開花期、草丈、穂や莢数、雑草性、収量構成要素等）の調

査と圃場内外の植生、昆虫そして微生物相への影響を追跡する環境影響評価とに分けられ

る。現在、３年間のモニタリングを終え、GM 作物と非 GM 作物との間で各調査項目に一
定した傾向をもつ有意な差異は認められていない。今後も、調査計画にしたがってモニタ

リングを継続するが、その結果の詳細な検討、さらに開示と討議を通じて、その実施が広

く消費者の理解と結びつくものになることが重要である。 
(5)社会動向の把握とリスクコミニケーション： 
 この領域では、「海外諸国における組換え体の利用状況と規制体制の調査」および「組換

え体の社会的受容を深めるための方策に関する研究」の２つの課題に関わる調査研究を実

施している。前記の課題は、GM 作物を巡る海外、とくに広範な利用や規制に関わる米国

の情報や実状の調査を目的としているが、GM作物と非 GM作物種子の生産から輸出に至
る過程での措置（IPハンドリング）を追跡調査した。また後者では、GM作物の栽培・利
用に関わる広範な関係者の理解 (public acceptance)をどう深めるかを追求する課題である。 
 その１例として、前述した「遺伝子組換え農作物を考えるコンセンサス会議」の多地域

での継続した開催がある（第７図）。公募によるパネラーの選出、そしてその討議結果を

踏まえた広範な参加者との論議から、「組換え生物の安全性総合研究プロジェクト」の推

進に対する貴重な意見

やコメント、さらに具

体的な実施課題の提案

を受けている。研究の

成果とした前述した

「GM 作物の検知技術

の高度化」、「花粉飛

散と交雑率の調査」、

「長期モニタリングの

実施」などの主要な課

題は、このコンセンサ

ス会議の指摘を受けて

実施・推進しているも

のである。 
 

６．あとがき 
GM 作物の環境に対する安全性評価と食品や飼料としての安全性評価の中で、本科目では

その環境安全性評価に関連して、1)GM 作物を巡る国内外の状況、2)環境安全性評価の考え
方、3)カルタヘナ国内法、そして 4)現行の「組換え生物の安全性総合研究プロジェクト」

の主要成果について紹介した。この流れの中でいえば、国際の場や国内での論議を通じて
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組換え生物の安全性評価に関する考え方は順次整理され、国内ではカルタヘナ議定書に基

づく国内法の施行による評価体制の整備を終え、さらに安全性評価手法についても総合研

究プロジェクトなどの推進の過程で逐次開発が進んでいる。 
しかしながら、多くの国々と同様に国内においても GM作物が社会に受け入れられない
状況が続いている。その背景や理由を、GM 作物やその安全性評価に関連した消費者や生

産者向けの説明や対話の中から掲げると、1) 組換え技術への不安、2)食品安全性への不安、
3)生物多様性影響への懸念、4)風評被害への不安、5)農業や食料政策と関連した疑問などに
整理される。こうした不安や疑問を短期に解消にすることは困難であろうが、GM 作物に

対して素朴な不安を抱いて GM作物の圃場見学会やセミナーなどに参加される方が多いこ
とも事実である。GM 作物が社会に受け入れられるための第一歩として、多数の人に、1)
植物や他の生物への基本的な理解、2）GM作物やその技術への理解、そして 3)安全性評価
の仕組みや制度への認識を、多くのコミニケーションの機会に深めてもらうことが重要で

ある。 
そして、食の安全性や環境への関心が高まっている現状の中で、GM作物の安全性評価と

その適切な情報提供には、①組換え技術の大きな可能性が正当に評価されていること、②最新

の科学的知見に基づき環境や健康等に与える影響について十分に評価されていること、③消費

者の関心や疑問に対して適切に応える必要があること、の３つの考え方を基本にした確認と対

応が、ますます重要となっていると考える。 


