
Ⅲ EUにおける新たなGMO制度 

 

（中嶋委員） 

 

１．はじめに .........................................................................................................................2

 

２．これまでのGMO制度.........................................................................................................3 

(1) 環境評価 .......................................................................................................................3 

(2) 食品安全評価 .................................................................................................................8 

(3) 表示 ............................................................................................................................ 13 

(4) GMO利用の将来 ........................................................................................................... 13 

 

３．新しいGMO制度 ............................................................................................................. 14 

(1) 安全審査および認可 ..................................................................................................... 14 

(2) 表示とトレーサビリティ............................................................................................... 15 

 

４．おわりに ....................................................................................................................... 17 

 －1－



EUにおける新たなGMO制度 

 

 

１．はじめに 

 

 2003年EUの食品安全制度の動きとしては、まず欧州食品安全機関が長官等の人選を完了して業務

を本格始動したことがあげられる。一方、欧州衛生規則を改正するための衛生パッケージの審議で

あるが、2002年に大きな進展がみられたものの、2003年になっても制定するまでには至らなかった。

新衛生規則の制定は、2004年以降に持ち越しとなる。 

 イギリスでは、BSE対策の重要な柱である30カ月齢対策（Over Thirty Month Scheme）を廃止して、

検査体制へ転換することが具体的に検討されている。30カ月齢対策とは、30カ月齢以上の牛を検査

することなく、すべて殺処分して食用にならないよう隔離する対策である。BSEリスクが著しく高

いイギリスならではの対処策で、96年から続けられてきた。 

 30カ月齢対策は、いわゆる予防原則に基づいて導入が決断された、費用の掛かるかなり思い切っ

た対策である。予防原則の適用は、一度始めると撤回することは難しい。対策を転換するためには、

リスク評価、リスク管理、リスク・コミュニケーションを総動員して議論を尽くさなければならな

いであろう。 

 EU食品安全制度における2003年の最大のトピックスは、新たなGMO制度の導入とそのための新

規則の制定である。これは、一連の安全制度改革と同じく、BSE危機以後の国民・消費者の関心の

高まりが背景にある。GMO関連制度は90年代に整備されているが、その下で認可された多くのGMO

は、実質塩漬け状態になっていて利用されていない。 

 国民はGMOの安全性を懸念しているが、将来の有用性についても広く認識されている。どのよう

な手続きを踏めばGMOを現実に社会的に承認させることができるか、どのような利用方法ならば社

会的に認められるのかを探ることが課題とされてきた。 

 新食品法が定められて、EU食品行政に新しいリスク分析体制が構築された。その下でGMOの評

価と認可のあり方を再編成することが、今回の改革の課題である。 

 一方、同じく新食品法の下でトレーサビリティ制度の充実が図られている。GMOの利用には、ト

レーサビリティの整備は避けて通れない。これまで不充分であったGMOトレーサビリティ制度の確

立は、GMO利用の可能性を広げるための条件となる。 

 GM飼料の利用における制度や種子制度に関する整備も遅れていた。今回の改革ではその面での

充実も図られている。 
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２．これまでのGMO制度 

 

 (1) 環境評価 

 90年に制定された指令Directive 90/220/EEC は、GMOを環境へ放出したり、GMOでつくられた

食品を市場で取引するために、事前に行わなければならない環境評価と人間への安全評価にかかわ

る手続きや要件を定めた水平的指令である。この指令は2001年に改正されて、今では前指令の代わ

りにDirective 2001/18/ECが適用されている。GMO審査・認可は、加盟国別に行われていることか

ら、「指令」でEUの方針を示して各国の法律で定めるという体系になっている。 

 認可までの手続きは次の通りである。 

① 企業から加盟国管轄当局への認可申請が行われる。その申請書には完全な環境リスク評価書が

添付されていなければならない。以上の審査は90日間以内に行われることになっている。 

② 加盟国当局の認可を経たものについては、欧州委員会を通じて全加盟国へ認可の打診を行う。

その他の加盟国から60日間以内に異論がなければ認可されることになる。反対意見があった場合、

45日間の調停した上で、意見がまとまらなければ、EU段階の審査を開始することになる。そこで

評価、審査を科学委員会へ答申することになる。 

③ 科学委員会の科学的なリスク評価を受けて、加盟国代表から構成される規制委員会が判断を行

う。これはリスク管理過程である。90日間以内に規制委員会の合意により、認可するかどうかの

決定が下される。 

④ 規制委員会の合意が得られない場合、90日間以内に閣僚理事会の特定多数決により裁可される。 

 申請・認可の手続きは定まっているのだが、実際に機能しているとは言い難いのが現状である。 

 

 1991年10月以降、指令90/220/EECに基づいて、以下の表の通り18種のGMOの商業的利用が認可

された。ほとんどが規制委員会における特定多数決によって裁可されている。ただしそのうち２種

についてはフランスの同意を得られていない。 

 

 
製 品 申請者 

委員会決定日／ 
加盟国同意 

1 ワクチン 

Vaccine against Aujeszky’s disease 
Vemie Veterinär ChemieGmbH 92年12月18日 

2 ワクチン 

Vaccine against rabies 

Rhône-Mêrieux 
C/B/92/B28 & C/F/93/03-02

93年10月19日 
 

3 タバコ 
Tobacco tolerant to bromoxynil 

SEITA 
C/F/93/08-02 

94年6月8日 

4 ワクチン 
Vaccine against Aujeszky's 
disease (further uses)※1番 

Vemie Veterinär Chemie 
GmbH C/D/92/I-1 

94年7月18日 

5 なたね 
Male sterile swede rape resistant 
to glufosinate ammonium (MS1, 
RF1) 
育種用 

Plant Genetic Systems 
C/UK/94/M1/1 

96年2月6日 
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6 大豆 
Soybeans tolerant to glyphosate 
輸入・加工用 

Monsanto 
C/UK/94/M3/1 

96年4月3日 

7 チコリ 
Male sterile chicory tolerant to 
glufosinate ammonium 
育種用 

Bejo-Zaden BV 
C/NL/94/25 

96年5月20日 

8 トウモロコシ 
Bt-maize tolerant to glufosinate
ammonium (Bt-176) 

Ciba-Geigy 
C/F/94/11-03 

97年1月23日 

9 なたね 
Male sterile swede rape tolerant 
to glufosinate ammonium (MS1, 
RF1) ※5番 
輸入・加工用 

Plant Genetic Systems 
C/F/95/05/01/A 

97年6月6日 
フランス未承認 

10 なたね 
Male sterile swede rape tolerant 
to glufosinate ammonium (MS1, 
RF2) ※9番 

Plant Genetic Systems 
C/F/95/05/01/B 

97年6月6日 
フランス未承認 

11 テストキット 
Test kit to detect antibiotic 
residues in milk 

Valio Oy 
C/F1/96-1NA 

97年7月14日 

12 カーネーション 
Carnation lines with modified 
flower colour 

Florigene 
C/NL/96/14 

97年12月1日 
加盟国未承認 

13 なたね 
Swede rape tolerant to 
glufosinate ammonium 
(Topas19/2) 
輸入・加工用 

AgrEvo 
C/UK/95/M5/1 

98年4月22日 

14 トウモロコシ 
Maize tolerant to glufosinate 
ammonium (T25) 

AgrEvo 
C/F/95/12/07 

98年4月22日 

15 トウモロコシ 
Maize expressing the Bt cryIA(b)
gene (MON 810) 

 
Monsanto 
C/F/95/12-02 

98年4月22日 

16 トウモロコシ 
Maize tolerant to glufosinate 
ammonium and expressing the Bt 

cryIA(b) gene (Bt-11) 
輸入・加工用 

Novartis 
(formerly Northrup King) 
C/UK/96/M4/1 

98年4月22日 

17 カーネーション 
Carnation lines with improved  
vase life 

Florigene 
C/NL/97/12 

98年10月20日 
加盟国承認は未了

18 カーネーション 
Carnation lines with modified 
flower colour 

Florigene 
C/NL/97/13 

98年10月20日 
加盟国承認は未了
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 この表の最後のGM種が認可された98年10月以降、新たなGM種は認められていない。指令

90/220/EECの下で申請された13種のGMOの審査がペンディングされている。 

 また、いわゆるセーフガード条項（指令90/220/EECの16条）に基づいた一時的な禁止（モラトリ

アム）が、以下の表のように、オーストリア（３回）、フランス（２回）、ルクセンブルグ、ギリシャ、

ドイツ、イギリス（それぞれ１回）で実施してされる。しかし、科学委員会は、いずれの措置につ

いても科学的正当性が認められないと判断している。 

 

国 名（発動日） 品 名 

フランス（98年11月20日） Male sterile swede rape resistant to glufosinate 

MS1/RF1 

栽培・育種用 

承認日：1996年 

科学委員会見解：99年5月18日 

オーストリア（97年2月14日） 

ルクセンブルグ（97年3月17日） 

ドイツ（00年4月4日） 

Bt-maize tolerant to glufosinate ammonium (Bt-176) 

全利用（栽培・食用・飼料用・加工用） 

承認日：1997年 

科学委員会見解： 

97年3月21日（賛成2：反対3） 

97年4月10日（賛成2：反対3） 

97年5月12日（賛成2：反対3） 

00年11月5日（反対4） 

ギリシャ（98年11月3日） 

フランス（98年11月20日） 

Swede rape tolerant to glufosinate (Topas 19/2) 

輸入・貯蔵・加工（栽培非申請） 

承認日：1998年 

科学委員会見解：99年5月18日 

オーストリア（99年6月1日） 

 

Maize expressing the Bt crylA(b) gene (MON 810) 
全利用（栽培・食用・飼料用・加工用） 

承認日：1998年 

科学委員会見解：99年9月24日 

オーストリア（00年5月8日） 

イギリス（01年7月13日） 

Maize tolerant to glufosinate (T25) 

全利用（栽培・食用・飼料用・加工用） 

承認日：1998年 

科学委員会見解： 

00年11月30日（反対8） 

01年11月8日（反対9） 

 

 GM審査は暗礁に乗り上げてしまった感がある。この状態を打開するために、2001年の新しい指

令が制定された。2001年指令は、環境への影響に関するリスク評価とリスク管理手法を強化するた

めの改正であり、そこでは次のことを定めている。 

h 環境リスク評価の原則 

h 市場放出の事後監視に関する義務的要求 

h 国民に対する情報提供 

h フードチェーンのすべての段階における表示とトレーサビリティの要求 

h GMO放出に関する始めての申請 

 －5－



h 科学委員会による諮問の義務化 

h 認可における欧州議会への諮問の義務化 

h 認可の委員会提案に関する閣僚理事会における特定多数決の実施可能性 

 なお環境リスク評価の内容は次の通りである。 

h 問題を引き起こすGMOの特性の同定 

h それぞれの問題がもたらす潜在的な結果の評価 

h それぞれの同定された潜在的問題が発生する可能性の評価 

h GMOのそれぞれ同定された特性が有するリスクの推定 

h GMOの意図的な放出、市場での取引によるリスクに関する管理戦略の適用 

h GMOの総合的なリスクの確認 

 植物科学委員会は、指令90/220/EECに基づいて市場放出の申請が出ている17種のGM植物に対す

る見解を発表している。そのうち１申請について、アミカシン（半合成抗生物質）に対する耐性を

与える遺伝子などで、特性が確定していない多くの遺伝子が存在していることに関連して、十分な

リスク評価が行われていないことから、認められないという見解を示した。この申請は取り下げら

れることになった。また同委員会は、GM新規食品に関して、植物由来の３食品および微生物由来

の4製品の申請を支持する見解を表明している。 

 新指令2001/18/ECの下で、再度、審査の申請をすることができるようになった。これで一部の審

査が動き始めている。次の表の通り、欧州委員会に21件（トウモロコシ、菜種、ビート、大豆、綿

花、米、飼料用ビート）が届けられている。 

 

 品 目 加盟国／委員会申請受理 申請者 

1 なたね 

Oil seed rape‒herbicide resistant GT 

73 

輸入・飼料および加工（栽培未申請）

オランダ：98年11月（90年指令）

委員会：2003年1月（01年指令）

 

Monsanto 

2 トウモロコシ 

Maize Roundup Ready NK603, 

tolerant to glyphosate herbicide 

輸入・飼料および加工（栽培未申請）

スペイン：2000年12月（90年指

令） 

委員会：03年1月（01年指令）

Monsanto 

3 トウモロコシ 

Maize hybrid MON810 x NK603 

(glyphosate-tolerant and containing 

Bt toxin) 

輸入・飼料および加工（栽培未申請）

イギリス：（90年指令） 

委員会：03年1月（01年指令）

Monsanto 

4 ジャガイモ 

Potato with altered starch 

composition 

栽培・でんぷん生産（非食用） 

委員会：（スウェーデンから）

98年5月 （90年指令） 

※EU科学委員会承認02年7月 

委員会：03年1月（01年指令）

AMYLOGENE HB 

5 なたね 

Oilseed rape (Ms8, Rf3) 

輸入・栽培（飼料・工業用） 

委員会：（ベルギーから）97年1

月 （90年指令） 

※EU科学委員会承認98年5月 

委員会：03年2月（01年指令）

Bayer CropScience
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6 大豆 

Soybeans Glufosinate tolerant (Events 

A 2704-12 and A 5547-127) 

輸入 

委員会：（ベルギーから）03年2

月 （01年指令） 

Bayer CropScience

7 砂糖用ビート 

Roundup Ready sugar beet (event T 

9100152), glyphosate tolerant 

栽培・飼料・加工 

委員会：（ベルギーから）03年2

月 （01年指令） 

Monsanto/Syngenta

8 なたね 

Oilseed rape tolerant for glufosinate-

ammonium herbicides. 

(FALCON GS40/90pHoe6/Ac) 

輸入・栽培 

委員会：（ドイツから）96年11

月 （90年指令） 

※EU科学委員会答申98年7月 

委員会：03年2月（01年指令）

Bayer CropScience

9 なたね 

Oilseed rape tolerant for glufosinate-

ammonium (Liberator pHoe6/Ac) 

輸入・栽培 

委員会：（ドイツから）98年10

月 （90年指令） 

※EU科学委員会承認00年11月 

委員会：03年2月（01年指令）

Bayer CropScience

10 砂糖用ビート 

Roundup Ready Sugar Beet event 

H7-1 (tolerant to glyphosate) 

栽培・加工 

委員会：（ドイツから）03年2月

（01年指令） 

KWS SAAT 

AG/Monsanto 

11 トウモロコシ 

Maize MON 863 X MON 810 

(protection against certain insect 

pests) 

輸入・穀物・穀物加工品 

委員会：（ドイツから）03年2月

（01年指令） 

Monsanto 

12 なたね 

Oilseed rape (event T45) tolerant for 

glufosinate-ammonium Herbicide 

輸入・飼料・工業用 

委員会：（イギリスから）03年2

月 （01年指令） 

Bayer CropScience

13 トウモロコシ 

Maize herbicide and insect resistant 

(line 1507 ‒ CRY1F) 

輸入・加工（栽培未申請） 

オランダ：（90年指令） 

委員会：03年2月（01年指令）

Pioneer/Mycogen 

Seeds 

14 綿花 

Insect-protected Cotton expressing 

the Bt cryIA(c) gene (line 531) 

輸入・加工・栽培 

委員会：（スペインから）97年

11月 （90年指令） 

※EU科学委員会承認98年7月 

委員会：03年2月（01年指令）

Monsanto 

15 綿花 

Roundup Ready Cotton tolerant to 

herbicide (line 1445) 

輸入・加工・栽培 

委員会：（スペインから）97年

11月 （90年指令） 

※EU科学委員会承認98年7月 

委員会：03年2月（01年指令）

Monsanto 

16 トウモロコシ 

Maize 1507 (or Bt Cry1F 1507) 

輸入・飼料・工業用・栽培 

スペイン：01年7月（90年指令）

委員会：03年2月（01年指令）

Pioneer Hi-Bred/ 

Mycogen Seeds 

17 飼料用ビート 

Roundup Ready Fodder beet 

(line A5/15) 

栽培・飼料 

委員会：（デンマークから）97

年10月 （90年指令） 

※EU科学委員会承認98年6月 

委員会：03年2月（01年指令）

DLF-Trifolium, 

Monsanto and 

Danisco Seed 
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18 トウモロコシ 

Maize tolerant to glufosinate 

ammonium and expressing the 

Bt cryIA(b) gene (Bt-11) 

栽培・飼料・工業用 

委員会：（フランスから）99年4

月および5月 （90年指令） 

※EU科学委員会承認00年11月 

委員会：03年6月（01年指令）

Syngenta Seeds 

SAS 

19 綿花 

Brombxnnil-tolerant cotton lines 

10215 and 10222 

輸入・加工 

委員会：（スペインから）03年7

月（01年指令） 

Stoneville 

Pedigreed 

Seed Company 

20 トウモロコシ 

NK603 Roundup Ready maize 

栽培 

委員会：（スペインから）03年7

月（01年指令） 

Monsanto 

21 米 

Rice tolerant to glufosinate- 

ammonium, event LLRICE62 

輸入・飼料・工業用（栽培未申請）

委員会：（イギリスから）03年9

月（01年指令） 

Bayer CropScience

Ltd. 

 

 現在、最終の第3段階の審査にあるのが、表中２番目にあるモンサントMK603トウモロコシであ

る。これは輸入および加工用として申請されている。国内の作付認可の審査はされていない。2003

年12月４日に欧州食品安全機関EFSAから、環境面に問題を起こさないというリスク評価意見が出さ

れた。また、モンサントGT73なたねが次のEFSAの審査に回される予定だという。 

 

 (2) 食品安全評価 

 一方、GMO由来の食品（例えばGMOトマトで作られたペーストやケチャップ）の規制は、この

90年および2001年の水平的指令では扱われていない。これについては、97年に制定された垂直的（個

別的）な認可のための新規食品・食品成分に関する規則（規則Regulation (EC) 258/97）で対応する。

この規則がGMOを含有、構成もしくは由来する食品の認可と表示を扱っている。各国で生産された

食品は自由にEU内を流通するから、食品安全の認可はEU共通の「規則」で定められている。 

 なお、GMM（遺伝子組換え微生物）の研究、産業利用については、指令Directive 90/219/EECで

規制されている。この指令は、Council Directive 98/81/ECによって改正された。 

 

 安全性認可は環境評価とほぼ同様の手続きを踏む。なお、GMO由来だがGMOの遺伝子やタンパ

ク質が残っていない食品については、成分、栄養分、代謝に関して既存の食品との実質的同等性を

示せばよいとする簡素化手続きが定められている。 

 2000年８月に４種のGMトウモロコシ種の簡素化手続きに対して、新規食品規則258/97の12条に

基づくセーフガード条項を発動したイタリアの例がある。 

 現在、食品として流通が認められているのは16種のGMOである。うち２種は新規食品規則が発効

する前の指令90/220/EECに基づいて認可された大豆とトウモロコシ。残りは、以下の表の通り、菜

種7種、トウモロコシ4種、綿実2種である。すべて実質的同等性に基づく認可である。 
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 申請者 食品・食品成分 科学的証拠 認可 加盟国への通知

1 AgrEvo UK 

Limited 

カノーラ菜種油 

Processed oil from 

genetically modified 

canola seed, 

transformation event 

TOPAS 19/2 and all 

conventional crossed

“Report on oil from a 

genetically modified 

(GM) glufosinate 

ammonium tolerant 

oilseed rape” 

(ACNFP＊) 

1997年6月9日 1997年6月24日

2a Genetic 

Systems 

N.V. 

菜種油 

Processed oil from 

genetically modified 

oilseed rape seed 

derived from: 

i) male sterile MS1Bn 

(B91-4) oilseed rape 

line and all 

conventional crosses; 

ii) fertility restorer 

RF2Bn (B94-2) 

oilseed rape line and 

all conventional 

crosses;  

iii) hybrid 

combination 

MS1XRF2 

“Report on oil from a 

fertility restorer line 

for use in a hybrid 

breeding programme 

for genetically 

modified (GM) oilseed 

rape” (ACNFP＊) 

1997年6月10日 1997年6月24日

および 

1998年7月28日

2b Plant 

Genetic 

Systems 

N.V. 

菜種油 

Processed oil from 

genetically modified 

oilseed rape seed 

derived from: 

i) male sterile MS1Bn 

(B91-4) oilseed rape 

line and all 

conventional crosses; 

ii) fertility restorer 

RF1Bn (B93-101) 

oilseed rape line and 

all conventional 

crosses; 

iii) hybrid 

combination 

MS1XRF1 

“Report on oil from a 

fertility restorer line 

for use in a hybrid 

breeding programme 

for genetically 

modified (GM) oilseed 

rape” (ACNFP＊); 

and 

“Report on oil from 

genetically modified 

oilseed rape”  

(ACNFP＊) 

1997年6月10日 1997年6月24日

および 

1998年7月28日

3 Monsanto 

Services 

International 

S.A 

菜種油 

Refined oil from 

glyphosate tolerant 

oilseed rape line 

GT73 

“Report on oil from 

genetically modified 

(GM) glyphosate 

tolerant oilseed rape” 

(ACNFP＊) 

1997年11月10日 1997年11月21

日 
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4 Monsanto 

Services 

International 

S.A 

トウモロコシ 

Food and food 

ingredients produced 

from maize flour, 

maize gluten, maize 

semolina, maize 

starch, maize glucose 

and maize oil derived 

from the progeny of 

maize line MON 810 

“Report on processed 

products from 

genetically modified 

(GM) insect 

protected maize” 

(ACNFP＊) 

1997年12月10日 1998年2月6日 

5 AgrEvo 

France S.A. 

トウモロコシ 

i) Starch and all its 

derivatives; 

ii) crude and refined 

oil; 

iii) all heatprocessed 

or fermented 

products obtained 

from hominys, grits 

and flour (dry milled 

fragments) obtained 

from the genetically 

modified maize, 

tolerant to 

glufosinate 

ammonium, 

transformation event 

T25 and all the 

varieties derived from

“Report on processed 

products from 

genetically modified 

(GM) glufosinate 

ammonium tolerant 

maize” (ACNFP＊)  

1998年1月12日 1998年2月6日 

6 Novartis 

Seeds AG 

トウモロコシ 

Food and food 

ingredient products 

derived from the 

original transformant 

Bt11 crossed with 

the Northrup King 

Company inbred line 

#2044 (maize), as 

well as from any 

inbred and hybrid 

lines derived from it 

and containing the 

introduced genes 

ACNFP＊ Report on 

grain from maize 

genetically modified 

for insect resistance 

1998年1月30日 1998年2月6日 

7 Pioneer 

Overseas 

Corporation 

トウモロコシ 

Novel foods and 

novel food 

ingredients produced 

from gentically 

modified maize line 

MON 809 

ACNFP＊ Report on 

genetically modified 

(GM) insect 

protected maize 

Pioneer Hi-bred 

International ‒ line 

MON 809 

1998年10月14日 1998年10月23

日 
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8 Hoechst 

Schering, 

AgrEvo 

GmbH 

菜種油 

Processed oil from 

genetically modified 

oilseed rape derived 

from Falcon GS 

40/90 

BgVV＊＊  

Stellungnahme zur 

wesentlichen 

Gleichwertigkeit des 

aus der transgenen, 

Glufosinattoleranten 

Rapssorte Falcon 

GS/40/90 

gewonnenen 

raffinierten Speiseöls 

1999年10月21日 1999年11月8日

および9日 

9 Hoechst 

Schering, 

AgrEvo 

GmbH 

菜種油 

Processed oil from 

genetically modified 

oilseed rape derived 

from Liberator L62 

BgVV＊＊ 

Stellungnahme zur 

wesentlichen 

Gleichwertigkeit des 

aus der transgenen, 

Glufosinattoleranten 

Rapssorte Liberator 

pHoe6/Ac 

gewonnenen 

raffinierten Speiseöls 

1999年10月21日 1999年11月8日

および9日 

10 Plant 

Genetic 

Systems 

N.V. 

菜種油 

Processed oil from 

genetically modified 

oilseed rape derived 

from: the male sterile 

MS8 (DBN 230-0028) 

oilseed rape line and 

all conventional 

crosses; the fertility 

restorer RF 

(DBN212-0005) 

oilseed rape line and 

all conventional 

crosses; the hybrid 

combination MS8 x 

RF3 

BgVV＊＊ 

Stellungnahme zur 

wesentlichen 

Gleichwertigkeit des 

aus der transgenen, 

Glufosinattoleranten 

Rapssorte MS8/RF3 

gewonnenen, 

raffinierten Speiseöls 

1999年10月21日 1999年11月8日

および9日 

11 F. Hoffman ‒ 

La Roche 

Ltd. 

リボフラビン 

Riboflavin from 

Bacillus subtilis as 

nutrient 

ACNFP＊ Report on 

Riboflavin from 

fermentation using 

genetically modified 

(GM) Bacillus subtilis

2000年3月20日 2000年4月26日

12 Monsanto 

Services 

International 

綿実油 

Cottonseed oil from 

genetically modified 

cotton line 1445 

(herbicide resistant) 

ACNFP＊ Request 

for an Article 5 

opinion on the 

substantial 

equivalence of cotton 

seed oil and food 

ingredients derived 

from Roundup_ Ready 

cotton 

2002年7月24日 2002年12月19

日 
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13 Monsanto 

Services 

International 

綿実油 

Cottonseed oil from 

genetically modified 

cotton line 531 

(insect protected) 

ACNFP＊ Request for 

an Article 5 opinion 

on the substantial 

equivalence of 

cottonseed oil and 

food ingredients 

derived from insect 

protected cottonseed

2002年7月24日 2002年12月19

日 

ACNFP＊：Advisory Committee on Novel Foods and Processes（イギリス） 

BgVV＊＊：Bundesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin（ドイツ） 

 

 GM食品８種について審査中断（トウモロコシ、大豆、ビート）している。最近、２件（Syngenta

社スイートコーン(Bt11)、Monsanto社フィールドコーン(GA21)）についてリスク評価は終了した。 

 

 申請者 品目 一次評価 申請日 状況 

1 Monsanto Services 

International S.A. 

トウモロコシ 

Roundup Ready 

Maize line GA21 

The Provisional 

Committee for the 

safety evaluation of 

novel foods (VcVnv)

1998年7月24日 2002年2月27日に

科学委員会審査

結果 

2 Plant Genetic 

Systems N.V. 

大豆 

Liberty Link 

Soybean by 

AgrEvo 

Bioveiligheidsraad 

(B) 

1999年2月2日 ペンディング 

3 Novartis Seeds AG トウモロコシ 

Bt11 sweet maize

Gezondheidsraad 

(NL) 

1999年2月11日 2002年3月13日に

審査結果 

4 Monsanto Services 

International S.A. 

 

トウモロコシ 

MaisGard/Roundu

pReady 

Gezondheidsraad 

(NL) 

2000年3月16日 ペンディング 

5 Monsanto Europe 

S.A. 

砂糖ビート 

Foods and food 

ingredients 

derived from 

Roundup Ready 

Sugar Beet 

Gezondheidsraad 

(NL) 

 ペンディング 

6 Pioneer Overseas 

Corporation 

トウモロコシ 

Food products of 

genetically 

modified B.t. 

CRY1F Maize line 

1507 

Gezondheidsraad 

(NL) 

2001年2月26日 ペンディング 

7 Monsanto Services 

International S.A. 

トウモロコシ 

Roundup Ready 

maize line NK603

Gezondheidsraad 

(NL) 

2001年6月 EFSAによる追加

的審査 

8 Monsanto Services 

International S.A. 

トウモロコシ 

Insect protected 

maize line 

Robert Koch Institut 

(D) 

2002年8月28日 追加評価要求 

 

 －12－



 なお、表中７番にあるGMトウモロコシNK603に関して、2003年12月４日に欧州食品安全機関EFSA

から、人間と動物の健康に問題を起こさないというリスク評価意見が出された。 

 食用以外のGMO安全性審査は、新規食品規則258/97の対象とならない。 

 飼料に関する特別なルールはなく、指令90/220/EECに基づいて認可している。現在、８種（トウ

モロコシ４種、菜種３種、大豆１種）が認可済みである。 

 GMO品種の種子については、指令90/220/EECによる認可後、通常の種子登録に関する指令

98/95/ECに従って、「農業用種の共通品種カタログ」への登録が義務づけられている。 

 GMOの医薬品、獣医薬品での利用については、医薬品、獣医薬品に関する一般の規則2309/93の

適用を受ける。 

 

 (3) 表示 

 GMO表示については、新規食品規則258/97によってGMO含有について表示が義務化された。 

 GMOの遺伝子、タンパク質が残っていないものについては、同等でない改変が行われている場合

に表示しなければならない。 

 新規食品規則が発効する前の指令90/220/EECに基づいて認可された大豆とトウモロコシについ

ては、特別に理事会規則1139/98で表示規則を定めている。 

 GMOを含有しているかどうかの境界値については、規則49/2000によって１％と定められた。こ

の基準もリスク評価の結果から導き出されたものである。 

 指令2001/18/EC は環境審査に関する指令であるが、表示制度の規定にも関係している。2002年

10月以降は、同指令に基づいて、全加盟国がフードチェーンの各段階におけるGMO表示を行うため

の措置をとることが定められた。 

 添加物・香料については規則50/2000で表示規則を定めた。また飼料に関するGMO表示規則はな

い。 

 

 (4) GMO利用の将来 

 上記で確認したように、環境評価を終了して認可を受けたGMOは98年の10月までに18種あったが、

それ以降審査は進んでいない。申請しても審査が中断してしまっていた。また加盟国によっては、

認可を受けたGM品種に対してモラトリアムを発動してしまっている。ヨーロッパの消費者はGMO

の利用に積極的でないため、認可を受けても普及しない状況が続いている。 

 一方、アメリカは2002年にGM作物を3,500万ヘクタール栽培したという。世界の総栽培面積が

5,800万ヘクタールといわれているから、その約60％がアメリカで作付られたということになる。 

 ところがアメリカで作付けられているGMトウモロコシには、EUが輸入認可していないものがあ

る。基本的にアメリカはGM作物を分別する制度を構築していないために、慣行品種や認可された

GM品種にそれらが混入するおそれがある。 

 審査されていないGM種の混入を懸念して、EUのアメリカからのトウモロコシ輸入量が、この５
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年ほどで大幅に減少してしまった。95年の輸入量は333万トンであったが、97年は171万トン、そし

て98年は24万トンとなる。そして99年には激減してついに３万トンとなり、2002年も2.6万トンほど

である。一方でアルゼンチンからの輸入が、アメリカのトウモロコシを代替するように増えていた。

95年の輸入量は53万トンであったが、97年は92万トン、99年は203万トン、そして2002年も135万ト

ンとなっている。アルゼンチンで作付けされているGMトウモロコシは、すべてEUで輸入認可され

ているのである。 

 他方、大豆であるが、アメリカで作付けられているGM大豆はすべてEUで輸入認可が与えられて

いる。したがってトウモロコシのような激減はみられない。最近、アメリカからの大豆輸入が減っ

てきているのだが、これは価格等の国際競争上の問題によるものだと考えられている。 

 この事実から、少なくともGM作物の輸入に関しては、分別されているかどうかが促進する上で

のポイントとなるようである。ただし域内での作付に関しては、もう少し慎重な態度が求められて

いる。 

 欧州委員会は、2001年９月に「生命科学とバイオテクノロジーの戦略的ビジョンに向けて」

（COM(2001)454）、2002年３月に「生命科学とバイオテクノロジー：ヨーロッパの戦略」

（COM(2002)27final）というコミュニケーション・レポートを発表した。さらなるGM利用を目指し

た戦略的な新たな動きが全世界でみられる。食料生産分野でもGM技術の利用が期待されている。

その普及のためには、GM技術に対する消費者の理解を得ることが、現段階でまず取り組まなけれ

ばならないことだと考えられている。 

 

３．新しいGMO制度 

 

 欧州委員会は、2001年７月にGMOに関する２本の提案を行った。一つは認可手続きに関するもの

（COM 2001/435final）、もう一つはトレーサビリティと表示に関するもの（COM 2001/1821final）

である。 

 (1) 安全審査および認可 

 認可手続きに関する提案（COM 2001/435final）は、規則(EC)1829/2003として2003年９月22日に

成立した。この規制は、2003年11月７日に発効し、2004年４月までを移行期間とする。そして新規

食品規則258/97を代替する。 

 

【GM食品およびGM飼料に関する規則(EC)1829/2003】 

第１章 目的および定義 

 第１条 目的 

 第２条 定義 

第２章 GM食品 

第１節 認可・監視 

 第３条 範囲 

 第４条 要求事項 

 第５条 許可申請 

 第６条 許可審査 

 第７条 認可 

 第８条 既存製品の地位 

 第９条 監視 

 第10条 修正・監視・認可の撤回 

 第11条 認可の更新 
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 第30条 機密事項 第２節 表示 

 第31条 データ保護  第12条 範囲 

 第32条 共同体基準試験所  第13条 要求事項 

 第33条 科学・新技術の倫理に関するヨーロッパ

協議会 

 第14条 履行手段 

第３章 GM飼料 

第１節 認可・監視  第34条 危機管理 

 第15条 範囲  第35条 委員会手順 

 第16条 要求事項  第36条 行政評価 

 第17条 認可申請  第37条 廃止 

 第18条 認可審査  第38条 規則258/97の改正 

 第19条 認可  第39条 指令82/471/EECの改正 

 第20条 既存製品の地位  第40条 指令2002/53/ECの改正 

 第21条 監視  第41条 指令2002/55/ECの改正 

 第22条 修正・監視・認可の撤回  第42条 指令68/193/EECの改正 

 第23条 認可の更新  第43条 指令2001/18/ECの改正 

第２節 表示  第44条 カルタヘナ議定書対応 

 第24条 範囲  第45条 罰則 

 第25条 要求事項  第46条 申請・表示・告知に関する猶予措置 

 第26条 履行手段  第47条 偶発的・技術上不可避的な混入に関する

猶予措置 第４章 共通条項 

 第27条 食品と飼料両方に利用されがちな製品  第48条 評価 

 第28条 共同体登録  第49条 施行日 

 第29条 情報公開 付属書 共同体基準試験所の責務および業務 

 

 本規則で新たに規定された重要方針は以下の通りである。 

①食品と飼料の評価と認可については、共通ルールとなる「一つの扉には一つの鍵」手続きを適用

することになった。これはアメリカで発生したスターリンク問題を教訓としている。 

②リスク評価は、欧州食品安全機関が環境評価と安全評価（人間と家畜）の両方を担当することに

なった。 

③リスク管理は、加盟国からの代表からなる規制委員会における特定多数決によって裁可される。 

④認可は10年間のみ有効とする。認可後も事後的な監視が実施されることになり、10年目に更新手

続きが必要とされた。 

⑤種子の管理については、GMO種子混入に関する条件とサンプルテストの条項について基準が定め

られることになっている。 

 

 (2) 表示とトレーサビリティ 

 トレーサビリティと表示に関する提案（COM 2001/1821final）は、規則(EC)1830/2003として2003

年９月22日に成立し、2003年11月７日に発効した。 
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【GMOの表示とトレーサビリティおよびGMO由来の食品と飼料のトレーサビリティに関する規則

(EC)1830/2003】 

第１条 目的 

第２条 範囲 

第３条 定義 

第４条 GMOで作られたもしくはGMOを含む製品

におけるトレーサビリティと表示に関する

要求事項 

第５条 GMO由来の食品または飼料に関するトレー

サビリティに関する要求事項 

第６条 例外規定 

第７条 指令2001/18/ECの改正 

第８条 特定識別子 

第９条 検査および管理手段 

第10条 委員会 

第11条 罰則 

第12条 評価条項 

第13条 施行日 

 

〔トレーサビリティ〕 

 トレーサビリティに関しては、BSEに端を発して定められた牛肉トレーサビリティの規則

1760/2000/ECと食品法一般規則178/2002に定められたフードチェーン各段階でのトレーサビリテ

ィの規定がある。 

 指令2001/18には、GMOに関する明確なトレーサビリティの定義や実行のための規定がなかった。

加盟国間で差異や重複があって、GMOの自由な流通を阻害する要因となっているという認識があっ

た。ただし同指令の内容は今後も有効である。 

 GMOトレーサビリティは、次のようにかなり厳しいものになると考えられている。 

h 関係者は誰から購入し、誰へ販売するのかについてシステムと手続きを明確にしなければな

らない。 

h 関係者は、環境に放出する場合に指定された情報を伝達しなければならない。 

h 食品、飼料、加工用にGMOを利用する場合、製品がGMOを含むかもしれないことを特定し、

事業者は指示された情報と申告書を伝達しなければならない。 

h 食用および飼料用どちらの場合でも、フードチェーンの次の事業者にGMO由来であること

を伝達しなければならない。 

h 事業者は記録を5年間保管する。 

 情報の伝達と保管に関するトレーサビリティ手続きは、そもそもビジネス上のルールとして対応

してきたことであるから、極端なコストアップには繋がらないという意見もある。 

〔表示〕 

 表示ルールについては簡素、統一、透明なものとするという原則が示されている。 

 最も重要な改正点は、遺伝子やタンパク質が残留しているかどうかにかかわらず、すべてのGMO

由来の食品、飼料について表示規則を適用することになったことである。したがって精製食用油に

ついても表示義務が発生することになった。 

 また飼料についても表示義務が発生した。ただし、食肉、牛乳、卵についてGM飼料の利用、GM

獣医薬品の投与を表示する必要はない。飼料や診療薬は、食品成分とは見なさないと判断されてい

る。 
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 閣僚理事会との政治的合意の結果、GMO含有に関する境界値については次のようになった。 

h GM食品、飼料の表示については0.9%とする。 

h GM物質の含有基準を１％から0.5％に変更する。ただしこの実施は３年間猶予することにし

て、検出手法の普及に努める。 

 情報の伝達と記録の保管が義務づけられたことで、GMO検出のためのサンプルテストの頻度を少

なくできると期待されているが、その指針については欧州委員会が策定することになっている。 

〔海外の反応〕 

 この規則の制定準備の段階で、アメリカとカナダが５月13日にWTOへ提訴した。またアルゼンチ

ンが５月14日に同じく提訴している。新しい手続き規則が、新しいGM品種の認可に対して事実上

のモラトリアムを継続するものだと批判したのである。穀物輸出国がEUの対応に懸念を示している。 

 EUは全く逆の意見を表明していて、この新しいGMO規則を導入することでGMO審査を再開でき

ると主張している。輸出国は、トレーサビリティ義務が輸入品を差別する手段になると懸念してい

るが、EUはその意図がないと主張している。特に分別流通に関しては生物多様種に関するカルタヘ

ナ議定書と整合的な制度であることを強調している。 

 EUは、６月19日にアメリカおよびアルゼンチンと協議し、カナダとは６月25日に協議した。アメ

リカはすぐにパネルへ持ち込む姿勢を見せている一方で、カナダ、アルゼンチンは協議を続ける意

思があるようである。 

 

４．おわりに 

 

 EU以外の国々はその意図を疑っているが、欧州委員会は、この新しい２つの規則が準備できたこ

とで、GM作物の審査を進めようとしている。 

 しかし認可された品種が増えても、すぐにEU域内でGMO作物が普及することはないであろう。

まず消費者のGMOへの信頼を確立することから始めなければならない。今回の規則に定められてい

るGMトレーサビリティが構築できたならば、より正確な分別が可能となり、表示によって消費者

は適切に判断できるようになるであろう。 

 GM食品を望まない消費者はいなくならないであろうが、一方で受け入れる消費者が増えるかも

しれない。そのような消費者向けのマーケットを成長させるには、GM食品を望まない消費者が非

GM食品を選ぶことができる権利をこれからも保護することが必須条件になると欧州委員会は考え

ている。 

 確かにトレーサビリティのコストはかなりの負担になるが、GM作物やGM食品がもたらす社会的

便益がそのコストを上回ると期待できるならば、このような分別や表示を推進する意味があるだろ

う。GM飼料のトレーサビリティまで要求しているのは、より完全な分別を可能にするためである。 

 このようにして消費者側の求める条件が整備されてマーケットが拡大してくれば、域内でのGM

作物の生産も本格化するかもしれない。その時に問題となるのは、GM品種が慣行品種と交雑して
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しまう可能性があることである。いくら収穫から加工、流通段階で分別していても、栽培現場で混

ざってしまえばその努力も意味がなくなる。 

 一方でEUでは有機栽培農産物のマーケットが拡大しつつある。GM作物の栽培は、圃場での交雑

の危険のため有機農業にとっても潜在的な脅威となる。コーデックス委員会の有機基準ではGM作

物は除外されている。 

 有機栽培を維持するために慣行栽培から隔離が必要なように、GM栽培は慣行栽培や有機栽培か

ら隔離しなければならないのである。 

 以上の問題に対処するために、欧州委員会は、2003年７月23日に「委員会勧告：GM作物と慣行・

有機農業を共存させるための国家戦略と適正規範」を公表した。その中で「『すべてに合う一つの

サイズ』アプローチは望ましくない」ことが強調されている。 

 GM栽培を確実に隔離するためには、地域の実情に合わせた基準を探らなくてはならない。その

ことはEUの統一ルールでは対処できないと考えられている。加盟国それぞれが、①農場での対策（隔

離距離、緩衝区域、生け垣による受粉障壁など）、②近隣農家同士の協力体制（GM品種播種や受粉

時期の情報交換）、③監視、④農家研修、⑤普及指導などについて制度とルールを定めることが求

められている。 

 いくら注意を払っていてもGM品種と何らかの交雑が起こり、慣行品種や有機栽培に損害が発生

するであろう。勧告は、このような損害賠償問題に対する方策について、今から検討を開始すべき

だと指摘している。 

 EUにおける今回のGM制度改革のレビューから、GM作物を普及させるには、実際には様々な課題

が存在することが明らかになった。2003年に制定された２つの規則と公表された勧告は、これらの

課題を乗り越えるための準備であり、EUがGM作物を本格的に利用しようとする宣言だと解釈して

よいのではないだろうか。 
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