
食の健康について

石川 誠



日本食

２０１３年
ユネスコ無形文化遺産に登録される



食

中国の古典『管⼦（牧⺠篇）』
衣食足れば即ち栄辱を知る



食中毒

①カンピロバクター
鶏肉の生食によることが多い

②アニサキス
③ノロウイルス



我国における食による
⼤きな健康被害の実例

森永ヒ素ミルク中毒事件
イタイイタイ病
水俣病
カネミ油症
雪印乳業食中毒事件



安ければ良いのか︖

農薬まみれの野菜
発癌物質を出す服、玩具
ゴミを詰め込んだ人形
燃えるスマホ



中国産食品の恐怖

Made in China
Made in PRC (People’s Republic of China)



中国国土の環境汚染

国土の⼀割以上が重⾦属に汚染
⼤気汚染ＰＭ２.５のＷＨＯの定める安全限界値
の２０倍以上の北京よりひどい都市多数



中国の話だから⾃分とは関係ない︖

日本へ⼤量輸出され、中国産だと知らないまま
⼝にしている︕



中国産食品に囲まれる日本人の食

中国からの輸⼊第１位︓林産物と水産物
第２位︓農産物



中国産野菜の残留農薬問題
冷凍調理食品の毒物混⼊
保存期限の切れた鶏肉問題
中国製冷凍餃⼦に混⼊された有機リン系農薬を
原因とする中毒



農林水産物の主な輸⼊相⼿国
１位 ２位 ３位 ４位 ５位

農林水産物 米国 中国 タイ カナダ 豪州

農産物 米国 中国 豪州 タイ カナダ

林産物 中国 カナダ マレーシア インドネシア 米国

水産物 中国 米国 チリ タイ ベトナム

出典︓農林水産省「農林水産物輸出⼊概況２０１５年（平成２７年）確定値」



２０１４年日本マクドナルド事件
日本国内で使用する「チキンマックナゲット」
の約２割を上海の食品会社が保存期限の切れた
鶏肉を供給



中国からの主な輸⼊品目

鶏肉調製品
冷凍野菜
生鮮野菜
うなぎ



中国産率が⾼い食品

落花生、はちみつ、たけのこ、もやしの原料、
そらまめ、はまぐり、ふぐ、そば、にんにく、
わらび、しいたけ、わかめ、あさり
（４０〜５０％）



食品衛生法違反のトップを
走る中国産食品



２０１４年度輸⼊食品等の
食品衛生法違反件数上位５カ国

届出件数
（件）

検査件数
（件）（Ａ）

違反件数
（件）（Ｂ）

違反割合
（％）（Ｂ/Ａ）

中国 703,053 75,116 202 0.27

アメリカ 230,533 18,605 74 0.40

タイ 148,706 12,736 74 0.58

ベトナム 53,599 13,203 57 0.43

イタリア 108,125 8,715 46 0.53

輸⼊食品全体 2,216,012 195,390 877 0.45

出典︓厚生労働省「平成２６年度輸⼊食品監視統計」



中国の農薬使用量は世界⼀

中国では、使用禁止農薬の使用が
問題となっている

世界⼀⽢い中国の残留農薬検査基準



2013年1⽉、中国産ウーロン茶から
残留農薬基準値２.５〜４.５倍を
超える殺虫剤の検出
フィプロニル︔ゴキブリや⽝のノミ駆除剤



2013年11⽉、中国産冷凍ニラから
残留基準値２〜５倍を超える
殺虫剤の検出
メタラキシル︔肝障害



2016年4⽉、
中国産の活あさりから残留農薬基準
を超えた除草剤の検出
プロメトリン︔肝・腎障害、貧⾎



中国産食品から抗菌剤、アフラトキ
シン、マラカイトグリーン、⼤腸菌
などを検出



中国産食品添加物

ペットボトルのお茶︓合成ビタミンＣ
国内で使用されている９０％以上のＬ－アスコル
ビン酸は価格が国産の半分以下の中国産



中国産の食品汚染問題は
「しいたけ」から始まった

中国産の多くに重⾦属のカドミウム・ヒ素・
水銀・鉛

残留の原因は土壌汚染による



速成鶏事件

劣悪な環境で飼育された薬漬けブロイラー
マクドナルドやケンタッキーフライドチキンに
供給（２０１２年）



人造フカヒレが⾼級レストランに

⾼ければ本物、⾼ければ安⼼という常識は
中国製には通用しない



ネズミ肉を羊肉に偽装



病死した豚肉を安く買い上げ販売

加⼯されるとわからない︕︕



４０年前の冷凍肉
「ゾンビ肉」が流通



食品への放射線照射

ダントツの放射線⼤国中国
農薬の代用に放射線︔殺菌・殺虫の代用に放射線
X-線、γ-線、電⼦線

中国産冷凍シャコから
放射線が検出された︕



放射線照射は本当に安全か︖

放射線を照射された食品は放射能を帯びている
日本では食品衛生法で原則的に禁止
（ジャガイモの発芽防止のみ）



中国食品の放射線照射に
無防備な日本の輸⼊業者

安い︕

お⼿軽︕うまい︕

安全︕



中国産遺伝⼦組み換え食品

江⻄米粉（ビーフン）
２０１５年回収



鉛

脳の発達に影響、発癌性
中国製玩具「おもちゃの宝石」
米国で史上最⼤の回収



中国製医薬品原料



危険な激安製品が
取引される中国の巨⼤市場

義烏（イーウン）の福田市場



中国製プラスチック製品

中国製ラップ、トレー、コップ、タッパー



重⾦属が溶け出す中国製陶器

購⼊した陶食器は使用する前に熱湯で５分間煮沸
お酢に２〜３時間浸す



中国材割りばし

９７％は輸⼊材、輸⼊量の９９％は中国産
森林破壊



危険な中国産食品

毛むき味付けピーナッツ、アフラトキシン
⼭菜、発癌性の合成保存料ソルビン酸カリウム
しょう油漬けきゅうり、発癌性カラメル色素
らっきょう、⼆酸化硫⻩で過剰に漂⽩した中国産
塩漬けらっきょう

冷凍合鴨、保存結着剤ポリリン酸塩、腎毒性
マスク、テレフタル酸
食品保存用ラップ、中国製は塩化ビニル樹脂製



トマト生産世界１位の中国
⇒加⼯用トマト

日本の加⼯用のトマトの栽培⾯積と生産量の減少
トマトペースト、トマトジュース、トマトソース、
トマトケチャップ、野菜ジュース

加⼯食品の原料原産国の表⽰は
義務付けられていない



カドミウム汚染米

中国国内流通の６０％以上がカドミウムに汚染
イタイイタイ病



日本に押し寄せる中国汚染米

弁当、おにぎり、せんべいなどの加⼯品



日本は中国から毎年
ミニマムアクセス米を輸⼊

中国産米が混⼊
中国産米を使った産地偽装



使用禁止の殺虫剤が
分解されないまま蓄積

BHC（ベンゼンヘキサクロリド）
DDT（ジクロロジフェニルトリクロロエタン）



続発する食品スキャンダル

地溝油事件︔下水溝に溜まった油を再利用
偽粉ミルク
人毛醬油︔理髪店から回収された人毛から
アミノ酸を抽出加⼯



危ない添加物

私達の身の回りは有害
物質でいっぱいです︕



台所用洗剤

原液を使用する場合は、⼿袋などを着用
合成洗剤には合成界⾯活性剤が１５〜３０％含有



台所用洗剤に
含まれている有害化学物質

 ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩
皮膚障害、製造⼯程で発癌物質ジオキサンの混⼊

 アルキルアミンオキシド
比較的安全、リンスなどにも使われる

 ポリオキシエチレンアルキルエーテル
皮膚障害

 脂肪酸アルカノールアミド
通常の使用では問題ない
亜硝酸ナトリウムと結合してニトロソアミンが生成される



漂⽩剤

次亜塩素酸ナトリウム
酸性の洗剤と混ざると有毒な塩素ガスを発生
呼吸困難、皮膚障害
混ぜるな︕使うな︕



食器



プラスチック製食器

ポリカーボネートの食器は使わない
環境ホルモンのビスフェノールAが含まれて
水やアルコールに溶けやすい



箸、お椀、お盆

塗料としてフェノール樹脂、エポキシ樹脂、
ポリカーボネート樹脂

竹箸は危険、防カビ剤が塗られている



鍋

アルミ鍋、アルツハイマー病、脳梗塞
ホウロウ鍋、表⾯の薄いガラス質にヒビが⼊ると
カドミウムなどの重⾦属が溶け出す

ステンレス製が安全



IH (Induction Heating) 調理器

電磁波２００〜４００ミリガウスを放射
国際非電離放射線防護委員会
人体に影響を与える基準 ６２.５ミリガウス

電磁波過敏症
頭痛、めまい、吐き気

小児癌



フライパンから有毒ガス︖︖

有機フッ素化合物には油や水をはじく性質を持つ
ものがあり、フライパンなどの調理器具、カーペ
ットや衣類の防水、防汚加⼯や様々な⼯業部品等
まであらゆる場⾯で使われている。テフロン、
スコッチガード、ゴアテックスなどのブランド名
で知られている



しかし、近年人や野生生物の体内にそれらの
原材料や分解産物であるPFOA、PFOSなどの
化学物質が広く検出されることが分かり、その
健康や環境への影響について懸念されている

例えば家庭でテフロン加⼯のようなフッ素樹脂
コーティングされたフライパンを使用する場合、
空焚きして２６０度を超すとコーティングが分解
され有害ガスが発生する恐れがある



水道水と化学物質

水道水に含まれる物質で問題となるものに、
鉛やトリハロメタンがある

鉛による影響としては、⾎液、骨髄、中枢神経系
などへの影響や生殖毒性
などがあげられる



水道水中の鉛は鉛給水管からの微量の溶出に
よるもので、抜本的な解決は鉛管を他の材質
の管に交換することですが、個人負担になる
こともあって、あまり進んでいない



トリハロメタンは水道水の塩素消毒の過程で生
じるクロロホルムやブロモホルムなどの総称で、
発癌性が疑われる。急速濾過⽅式や水質の低下に
よって水道水に加える塩素量が増加し、それに
伴ってトリハロメタンの生成が問題となってきた。
加える塩素の量を減らせばトリハロメタンの生成
を抑えることが出来るが、代わりに⼗分な殺菌⼒
を保てないという問題が生じる



魚と化学物質

魚介類は日本人にとって⼤切なタンパク源で、
私達の生活にとって欠かせないものですが、その
種類によっては水銀、ダイオキシン、PCBをはじめ
として環境中のさまざまな
有害化学物質を蓄積する
ことが知られている



最近の例として厚生労働省は平成１５年に魚類
の水銀濃度調査の結果から、妊娠中もしくは妊娠
の可能性のある⼥性が魚類を食べる時は「イルカ、
クジラ、サメは週0.5〜1回、メカジキ、キンメダイ
については週２回以下が望ましい（１回の摂取量を
６０〜８０ｇとして）」と発表した。なぜかより
身近なマグロは例⽰から除かれていましたが、
実際は水銀含有量が⾼く同様の注意が必要
（注︓マグロのような外洋性の魚に含まれる

水銀は天然由来とされている）



隣の⼯場はどんな
有害化学物質を排出しているの︖

⼤きな⼯場などが隣近所にある場合、⼀体どんな
有害化学物質がどのくらい排出されているのか気に
なりませんか︖ そのような情報が誰でも⼊⼿出来
る制度があり、「化学物質排出把握管理促進法」
通称PRTR法(Pollutant Release and Transfer Register)
と呼ばれる



事業者が⼀年間に排出した有害化学物質の量を
国に報告し、それを国が集計して公表する制度。
ただし、個別の事業所の排出データを得るには
国に書⾯で⼿数料を添えて請求しなければなら
ないが、有害化学物質削減ネットワークという
NGOのホームページならば
無料で検索し、データを
得ることが可能

（http://www.toxwatch.net）



家庭の中の有害な化学物質を
避けるためにはどうすればいい︖



小さい⼦供がいる場合は
ポリ塩化ビニル製のおしゃぶりやおもちゃなど
には、可塑剤として環境ホルモンが疑われる
フタル酸エステル類が含まれている可能性が
ある。材質を良く調べた上で与えましょう



最近はあまり⾒かけないが、ポリカーボネート製
の哺乳ビン（特に⻑く使ったものや傷のついた
もの）は使わない。環境ホルモンの疑いのある
ビスフェノールAがミルクに溶け出す恐れがある。
可能であれば⺟乳がより望ましいことはいうまで
もありません



キッチンでは
野菜や果物に残留する農薬を減らすには、水洗い、
皮むき、加熱が有効。できれば農薬を使っていない
有機農産物を選ぶ

内側がエポキシ樹脂でコーティングされている缶詰類
は化学物質が溶出することがあり、なるべく避ける

⼯場等で加⼯・調理済みの食品より、できるだけ生の
新鮮な素材や加⼯度の低い食材を使った料理にする

食べ物によっては環境中の水銀、ダイオキシン、
PCBなどによる汚染が⼼配



同じ原材料でも部位によって汚染の度合いが異な
り、特に脂肪の多い部位は汚染が蓄積されやすい
ので取り過ぎに注意。いずれにしても偏食は栄養
学的だけでなく、化学物質の観点からも望ましく
ない。いろいろな種類の食品をバランスよくとる
ことが⼤切

水道水に不安がある場合は浄水器を使用する。
しかし、その性能は商品により
さまざまであり、目的に合った
ものを選びましょう



食品を電⼦レンジで温める時は、使用可能である
ことが確かな容器でない限り、ガラスや陶器の
容器を使う。その際、塩ビ等のラップが直接食品
に触れないように注意が必要

表⾯がフッ素樹脂加⼯されているフライパンは加熱
させると有害な成分が揮発するので⼗分注意が必要



遺伝⼦組み換え食品の功罪



遺伝⼦の語源

ヴィルヘルム・ルードヴィッヒ・ヨハンセンが、
遺伝⼦、表現型、遺伝⼦型
という⾔葉を用いた



バイオテクノロジーとは︖

遺伝⼦、染色体、細胞などを意図的に操作し、
⾃然の法則ではできなかった生命体を作り出す技術

⾃然界ではありえない新しい生物を作り出すことから
生物災害を引き起こし、生態系に影響したり、食品に
応用されたときに安全性に影響が出ることが懸念され
ている



古い（従来の）バイオ

古来より人類は⾃然の摂理を上⼿く活用してきた
バイオ食品（微生物を利用）

味噌、醤油、お酒
パン、チーズ、ワイン
ビール、納豆、漬物 etc.

植物や動物の品種改良
⇒⻑い年⽉をかけ交配と選択を繰り返す



遺伝⼦組み換えにより誕生した
世界初の⻘いバラとカーネーション



遺伝⼦組み換えって何ですか︖

遺伝⼦組み換えとは・・・
①生命の基本である遺伝⼦を操作
②他の生物種の遺伝⼦を導⼊

「組み換え」といっても、
まだ遺伝⼦を組み替える事はできません。
遺伝⼦を⼊れるだけの技術です



ＧＭ と ＧＭＯ

「遺伝⼦組み換え」のことをよく「GM」と
略します。Genetically Modified の頭文字をとっ
たもので、遺伝⼦を改造したことを意味します

「遺伝⼦組み換え生物」のことを「GMO」と
略します。Genetically Modified Organism の
頭文字をとったものです



遺伝⼦組み換えって
どのように⾏うのですか︖

遺伝⼦組み換えに必要なもの
① 導⼊する遺伝⼦を持っている生物
② 導⼊先の生物
③ 遺伝⼦を運び⼊れるもの（ベクター）
④ DNAを切るもの
⑤ 遺伝⼦を貼るもの
⑥ プロモーター



まずは導⼊する目的遺伝⼦（DNA供給体）が必要
⇒例えばトウモロコシに、除草剤に強い遺伝⼦を導⼊
したいと考えれば、その遺伝⼦を探してくる必要が
ある。現在は、除草剤に耐性を持った細菌から⾒つ
け出した遺伝⼦を用いている



遺伝⼦組み換え食品って何ですか︖

種の壁を越えて異なる生物種の遺伝⼦を導⼊し、
生物を遺伝的に改造する⽅法が「遺伝⼦組み換え」

⇒この技術を用いて開発された作物が
「遺伝⼦組み換え作物」

「遺伝⼦組み換え食品」

食品に加工



消費者よりも生産者側にメリットあり
①農薬を撒く回数が減る
⇒農作業の負担減、生産コスト減

②低コストで安定した食品生産が可能
⇒食糧難の解決につながる

③特定の栄養成分に富む品種の生産
④暑さ・乾燥・塩分に耐性を持つ品種の開発
⑤発展途上国での農家の収⼊増加

バイオ企業が宣伝するような効果がないとの報告あり

遺伝⼦組み換え食品（農作物）のメリット



遺伝⼦組み換え食品のメリット

第⼀世代
除草剤耐性、害虫抵抗性

第⼆世代
有用な栄養成分量を増加
☞抗酸化作用、抗動脈硬化作用
オレイン酸やステアリドン酸の産生を
増加させたもの



毒素やアレルゲンなど有害成分を除去
☞発癌リスクの低減作用
アクリルアミド酸低減ジャガイモ
☞低アレルゲン作用
経⼝ワクチン、経⼝減感作療法

第三世代
不良環境耐性を⽰す遺伝⼦組み換え



遺伝⼦組み換え食品に対する懸念

①形質の永続的な有効性
☞除草剤耐性の雑草
☞Bt毒素耐性害虫

②遺伝⼦組み換え植物の種⼦や特許を寡占する
ことによる巨⼤企業が各地域の農業を支配



③花粉や種⼦の拡散で在来種との
交雑が起き、在来種を淘汰する
☞生物多様性への影響

④オープンリーディングフレームの有無
☞挿⼊部分に目的遺伝⼦以外に
翻訳されることの有無



遺伝⼦組み換え食品の現状

① 米国などの作付国の人と並んで、
日本人が世界で最も食べている

② 食品としての安全性に疑問がある
③ 生態系（環境）に悪影響が出ている
④ 多国籍企業による種⼦独占（食料支配）

をもたらしている



 日本は世界で最も遺伝⼦組み換え作物を輸⼊している国の⼀つ
⇒食料⾃給率が低く、遺伝⼦組み換え作物を多く栽培している
米国・カナダ・ブラジル・オーストラリアへの依存度が⾼い



日本は遺伝子組み換え作物の
消費⼤国です︕

輸入トウモロコシの約９０％
が、ダイズ・ナタネ・ワタも
約90％以上が遺伝子組み換え
品種です︕



日本の輸入穀物の半分以上が遺伝子組み換えです︕
日本が輸入している遺伝子組み換え作物はコメの
年間消費量の約２倍にもなります︕



遺伝⼦組み換え食品が
健康に与える影響

小児科医が⼦供たちへの影響を訴える
他の生物から食品に導⼊された遺伝⼦は、その種の食物
には通常存在しないタンパク質を作る
⇒このタンパク質は有害ではないのか︖
⇒人間の免疫システムを破壊しないのか︖
⇒発育途上にある乳幼児の神経系統に障害をもたらさ
ないのか︖

⇒慢性疾患の人に影響はないのか︖



成⻑ホルモンが⼊った⽜乳

遺伝⼦組み換えウシ成⻑ホルモンの開発
(rbGH︓recombinant bovine growth hormone) 

⇒乳⽜に投与し、より多くのミルクの生産が可能

ウシ成⻑ホルモンを投与した乳⽜から採ったミルクには
⼀般の乳⽜よりも⾼濃度の「インスリン様成⻑因⼦
（ホルモンの⼀種︓IGF-1）」が含まれている



インスリン様成⻑因⼦の有害作用
 「インスリン様成⻑因⼦」に汚染されたミルクは、人間の
成⻑過程では完全に分解されず、⼀部は吸収される

 インスリン様成⻑因⼦が及ぼす可能性
１．乳がんの⼤きな原因となる
２．消化管に対して局所的な影響を与える

⇒特に⼤腸がんのリスクが⾼まる
３．通常、⻘年期の身⻑が急激に伸びる頃に発生し、

⼦供に最も⼀般的な骨がんである骨肉腫の原因となる
可能性がある

４．肺癌との因果関係がある



遺伝⼦組み換え食品が、
アレルギー反応を引き起こす︕

 遺伝⼦組み換えされた食品の原料によるアレルギー問題
１．生物の中に遺伝⼦が導⼊されることで、今まで安全

と思っていた食物の中に、アレルギー誘発物質が作ら
れる（例︓ナッツ）
⇒ブラジルナッツに対して深刻なアレルギー症状を
持つ人が、もしこの遺伝⼦組み換え⼤豆を食べると
命に係わる危険性がある

２．遺伝⼦組み換え食品がまったく新しいアレルギー物質
を作り出す可能性がある



遺伝⼦組み換え食品の中の
有害な遺伝⼦

カルジーン社の日持ちトマト（フレーバーセーバートマト）
⇒5ヶ⽉間腐らず完熟したまま
⇒ラットの胃に病変

40匹のうち7匹が2週間以内に突然死
⇒人間に置き換えると、アスピリンを
常用している⾼齢者の場合、生命に
かかわる⼤出⾎の可能性あり



 2012年9⽉、遺伝⼦組み換え作物と発がんの関連性が
マウス実験で⽰唆されたとフランス政府が発表

モンサント社の遺伝⼦組み換え作物（トウモロコシ）を
マウスに食べ続けさせた

⇒オスのマウス
●皮膚に巨⼤な腫瘍発生
●肝臓や消化管に異常発生

⇒メスのマウス
●2年後に50〜80％の確率で
癌が発生



遺伝⼦組み換え食品が
免疫⼒を低下させる

人間には無害とされる殺虫成分“レクチン”を含む
遺伝⼦組み換えジャガイモを若いラットに与えると・・・
●⽩⾎球の反応が鈍化
●胸腺と脾臓に異常
●膵臓や腸が肥⼤
●脳・肝臓・精巣が小さくなる
●胃腸に著しい構造の変化と細胞の増殖が⾒られ、
癌になる危険性増⼤



遺伝⼦組み換え⼤豆（ラウンドアップ・レディー）
を与えられたラット（右側）は、
⼦供並みの身⻑・体重である



⾼⾎圧と遺伝⼦組み換え（米国）



体重増加と遺伝⼦組み換え（米国）



アルツハイマーと遺伝⼦組み換え
（日本）



甲状腺癌と遺伝⼦組み換え（米国）



農業ビジネスに係る
バイオテクノロジー企業

モンサント社（Monsanto Company）
⇒最⼤⼿
⇒世界の遺伝⼦組み換え作物の90％近くが、モンサント社
が開発した種⼦の形質を持っている

デュポン社（Dupont）
ダウ・ケミカル社（Dow Chemical Company）
シンジェンタ社（Syngenta）
バイエル・クロップサイエンス社（Bayer CropScience）



モンサント社
 ベトナム戦争で使用された枯葉剤を製造していた企業の⼀つ

 ⾃社製の除草剤ラウンドアップに耐性を持つGM作物をセット
で開発・販売
⇒発展途上国では多くの農家が経済的に困窮

 米国の農業のあり⽅を根本的に変えてしまった
⇒農家が収穫後に種⼦を保存し、次回作に利用するのは従来
の慣⾏であるが、知的財産権侵害として訴えられる

⇒GM作物の栽培をしていない農家の畑に、風・虫などに
より種が運ばれ畑の汚染があったとしても訴えられる



モンサントポリス

⾃社の種⼦を使っていないか監視

農家を相⼿どり告訴を繰り返している
⇒最⾼賠償額 約3億1000万円
平均賠償額 約4300万円



⾃殺する種とターミネーター技術

「ターミネーター技術」
＝「農家の⾃家採取を不可能にする技術」

「⾃殺する種」
収穫後、採った種をまいても発芽しない
発芽の瞬間に毒素を発生し死滅する
⇒毎回必ず種⼦を購⼊することになる

飛散した花粉と交配してできた植物の種が芽を出さずに死滅
⇒ありとあらゆる種⼦植物にとりつき植物が⾃殺する
可能性あり



遺伝⼦組み換えと原⼦⼒

2つのテクノロジーの共通点

①⼆度と後戻りができないこと

②世界中に拡散してしまったこと

③体内に蓄積されやすいこと



遺伝⼦組み換え食品が
環境に与える影響

遺伝⼦組み換え作物と非遺伝⼦組み換え作物は
共存不可

距離がかなり離れていても、やがては組み換え
遺伝⼦が他の植物や近縁種の雑草に移⾏する

⼀度栽培しただけで、組み換え遺伝⼦が飛散する︕



遺伝⼦によるトロイの木馬効果

成⻑ホルモンの遺伝⼦を魚に組み込んで成⻑を早め、
巨⼤な「スーパーフィッシュ」をつくる開発進む

遺伝⼦組み換え魚の場合、成⻑途中で死ぬ確率が
野生種より３倍も⾼い

スーパー・フィッシュに強い繁殖⼒を与えた成⻑遺伝⼦は、
急速に在来種の魚の群れの中に広がるため、すぐに野生の
魚は減少し、最後には絶滅する可能性がある



遺伝⼦組み換え作物
に対する国際的な規制

 「生物多様性条約カルタヘナ議定書」

 遺伝⼦組み換え作物を輸出している国
★アメリカ ★カナダ ★アルゼンチン
★オーストラリア ★チリ ★ウルグアイ

 １７０か国及びＥＵが議定書に同意（平成２９年８⽉現在）
⇒遺伝⼦組み換え農作物の主要生産国である、
アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチン
等は非締約国



どのような性質の遺伝⼦組み換え
作物が作られているのですか︖

遺伝⼦組み換えがもたらす性質は・・・・
① 何でも枯らす強い除草剤に抵抗⼒を持つ

「除草剤耐性作物」
② 殺虫毒素が作物の中でできる

「殺虫性作物」
上記⼆種類と、この⼆つの性質を組み合わせた
品種が⼤半



環境への影響では、どんな問題が
明らかになったのですか︖

 遺伝⼦組み換え作物は、これまで⾃然界になかった作物

 作付されるとともに生態系に異変が生じ始め、深刻な問題
になっているのが、
①除草剤で枯れない耐性雑草の広がり
②殺虫毒素で死なない耐性害虫の広がり

 本来は不必要だったはずの農薬の使用量が増えたことで、
生物多様性の減少、昆虫や鳥、小動物など野生生物の減少
など、生態系の変化が指摘されている



遺伝⼦汚染

 ⾃然に起きる生物による環境汚染と同様に、遺伝⼦組み換え
によって試験管の中で誕生した生命体も、取り返しがつかない
ほど⾃然の均衡を壊し、環境を短期間で破壊する可能性あり

 生物による汚染は化学物質のように分解せず、流失した物質
を除去することも出来ない。それどころか、生物による汚染
は飛躍的に増殖するため、管理することも回収することも
出来ない

 ２００６年初め、アメリカで流通している⻑粒米の中に
未承認の遺伝⼦組み換え米（LL601）が⾒つかる



除草剤天国

 アメリカをはじめ世界で栽培されている遺伝⼦組み換え
作物の中で、作付け⾯積の５分の４を占めているのが、
除草剤耐性の作物

 外来遺伝⼦を導⼊されたことで、これらの遺伝⼦組み換え
作物は、今まで以上の量の除草剤を散布しても枯れない
ようになった

 除草剤耐性作物に対しても除草剤が散布され続けたために、
蜂、蝶、鳥の数が３０％も減少した可能性あり



スーパー雑草の誕生

 除草剤では枯れない雑草が増えると・・・

もっと毒性の強い化学物質が⼤量に必要となる

もっと危険な汚染物質が環境にもたらされる

 交雑によって組み換え遺伝⼦が雑草種に移り、
さらに頑固な雑草を生み出すことは、おそらく
遺伝⼦組み換え作物を栽培することで生じる
最⼤の環境上のリスクである



スーパー害虫が生まれる

害虫がBt作物に耐性を持った場合、農業にとって
深刻な脅威になる

オーストラリアでは「ワタミゾウムシ」がBt綿に
耐性を持ちつつある

 2010年、インドでは「ワタアカミムシガ」がBt綿に
耐性を持ってしまったとモンサント社が認めた

 Bt菌では死なない新世代の害虫が誕生
（スーパー・ワーム）



遺伝⼦組み換え作物が
有機農業の存在を脅かす

 有機認証が無効になる被害が続出
●有機農家の畑に花粉が飛んで来る

⇒風・水・雨・鳥・人の活動によって拡散
●⼤規模な除草剤の噴霧による作物被害

 遺伝⼦組み換えでない作物を出荷するためには遺伝⼦組み
換え作物と完全に独⽴した輸送システムが必要
⇒⾼額な出資が必要、維持が困難



農薬の噴霧による環境汚染

 除草剤をかけても枯れない雑草が出現。1つの除草剤では対応
不可となり、複数の除草剤に耐性を持たせた遺伝⼦組み換えが開発

 ベトナム戦争で使われた枯葉剤や、ジカンバという危険な
化学物質にも耐性のある遺伝⼦組み換えが開発

 ⼤規模な空中散布中に、風などにより近隣の非遺伝⼦組み換えの
畑に流れてしまい、作物が枯れる被害続出



 除草剤により地下水が汚染
⇒地下水を生活用水として使う周辺住⺠の健康被害

 アルゼンチンのイトゥザインゴ町では癌がアルゼンチン平均の
41倍発生。⽩⾎病、肝臓病、アレルギーなどの深刻な病気が
報告されている

 遺伝⼦組み換え耕作地域の⺟親の⺟乳・
⼦供の尿から危険なレベルの農薬検出

 魚や鳥などの死滅

 土壌の有機成分を破壊する

遺伝⼦組み換え⼤豆への農薬散布
（アルゼンチン）



インドのGMO事情
 作付けされる綿の⼤半が殺虫性（Bt）綿になり様々な問題出現

⇒収量の減少
⇒16年間で25万人の農⺠が経済的に追い詰められ⾃殺

 モンサント社により種の値段はキロ当たり7ルピーから3600ルピー
へ上昇（半分が特許料の支払いを反映）

 灌漑設備がなく降雨に頼っているインドでは、
⼗分な収穫が得られない

 害虫駆除を目指しBt遺伝⼦を綿に組み込んだが、
葉を食べても害虫は死なず、より多くの農薬を
使う羽目になった ⇒農薬負担費用は13倍へ︕



アルゼンチンの農薬被害
 17年前からほぼ全ての⼤豆と、⼤半のトウモロコシと綿花に
モンサント社が特許を持つ遺伝⼦組み換え品種を使用

 種⼦とセットになった同社の農薬を使用
少量の農薬で収穫量増⼤が約束されていたが・・・・

⇒農薬使用量は約9倍へ︕

 遺伝⼦組み換え作物と農薬が
認可されてからこの10年で、
出生異常が激増

⇒先天性異常児は約5倍︕

先天性障害を持つ⼦供（農薬の影響と思われる）



元農場労働者（47歳）
彼の仕事はタンクに農薬を速やかに詰めることだったが、
農薬を扱う訓練を受けた事はなかった。
⼿袋・マスク・防護服もつけずに数百万リットルの毒物を扱った。



慢性呼吸器疾患を患っている双⼦の姉妹
この家には水道がないのでこれらの捨てられた容器に水を
⼊れ、鶏への給水、トイレの排水、洗濯などに使っている。
⺟親は飲ませないようにしていると⾔うが・・・・。



バイオテク⼤豆農園の近くで遊ぶ⼦供たち
学校から50メートル、居住地からは50メートル〜数キロ以内
での農薬の散布は法律で禁止されているが、学校・居住地に
農園が隣接する場合も多く違法に散布されていると⾔う・・・。



食品の中に隠れている
遺伝⼦組み換え原料

①トウモロコシ ★コーンフラワー（トウモロコシ粉）
②⼤豆
③ナタネ
④綿実
⑤パパイヤ
パパイヤを除き、いずれも⼤半が
食用油か家畜の飼料となっている



知らないうちに食べている
遺伝⼦組み換え食品

食用油
醤油
トウモロコシ ⇒ 非常に幅広い用途に使用
★コーンスターチ（でんぷん）、
ブドウ糖果糖液糖（シロップ）、水飴、人⼝⽢味料、
コーン油、アルコールなどに姿を変え、多種多様な
加⼯食品やお菓⼦、ジュース、ビールの原料

★乳化剤、増粘安定剤、可塑剤などの食品添加物の原料



 食用油や油製品を始め、表⽰義務のない食品が
あまりにも多い

 加⼯度の低い豆腐や納豆、味噌などには食品に遺伝⼦
組み換え⼤豆を使ったかどうかを表⽰する義務があるため、
「遺伝⼦組み換えでない」⼤豆が用いられている

 遺伝⼦組み換え動物食品も登場しようとしている
⇒最初に登場しそうなのが、「巨⼤鮭」



調味料と食用油、スープ＆ソース

 食用油
⇒純粋なオリーブ油、ココナッツ油、ひまわり油、
ピーナッツ油を選びましょう
（ナタネ油［キャノーラ油］、⼤豆油、綿実油、コーン油
が混ざっていない製品）

 スープとソース
⇒遺伝⼦組み換え原料を使っていないスープやソースを
探すのは困難

⇒多くの物は加⼯の度合いが⾼く色々な素材を使っている
ので、遺伝⼦組み換え原料を含んでいる可能性が⾼い



遺伝⼦組み換え動物食品

最近では「健康」や「環境」が売り物に、
食用の動物開発が活発化

近畿⼤学でホウレンソウの遺伝⼦を導⼊した
GM豚が開発。
これは、脂肪酸に変化を与えた
「ヘルシー豚」



遺伝⼦組み換えクローン⽜

ヘルシー家畜では、中国ではクローン⽜が開発された
オメガ３－脂肪酸を⾼い割合で含む⽜です
オメガ３－脂肪酸は、健康に良いとされる不飽和脂肪酸で、
それを多く含む⽜乳を健康食品として売り込む事が可能に
なる



遺伝⼦組み換え蚊まで開発︕

 雄の蚊の生殖機能の改変に遺伝⼦組み換え技術が用いられ
ました。その雄の蚊は、生殖能⼒をもち、雌と交雑して幼
虫を作り出します。しかし、その幼虫は特定の抗生物質
（テトラサイクリン）がないと有害な酵素が蓄積して生き
られない

 このような不妊の生物を⼤量に放つ
ことで⼦孫を減らそうと試みている



研究が進むモンスター食品5選
①２倍の早さで成⻑する鮭
②羽がない鶏（※イスラエルの遺伝学者が異種交配により品種改良した鶏）

⇒生育に向かない暑い国での飼育
⇒羽の除去にかかるコストとエネルギーをカット

③人の⺟乳を出す⽜
⇒人間の⺟乳と同等の栄養分を持ち、味はより強く⽢い

④ゲップをしない⽜
⇒温暖化対策としてメタンを含むウシのゲップ量を抑える
（※⼆酸化炭素の２０倍強⼒なメタン。世界のメタンの排出量の４分の３が⽜のゲップ）

⑤猛毒を出すキャベツ
⇒猛毒を合成するサソリの遺伝⼦を組み込み、害虫を減らし
農薬の使用を抑制する



巨⼤鮭
 正式名称は「アクアアドバンテージ・サーモン」
危険性を指摘する人々からは「フランケンフィッシュ」
「ミュータントサーモン」などと呼ばれている

 体⻑は２倍、体重は８倍、成⻑のスピードは２倍
 メリット

⇒鮭の需要の⾼まりに対応できる
⇒天然鮭の乱獲の防止に繋がる

 リスク
⇒海に放されると必ず天然鮭と交配し、
巨⼤鮭の第２世代が誕生

⇒生態系に悪影響
⇒奇形や疾病



遺伝⼦組み換え原料が使われている
⼦供に人気の食品トップ１０

１．ホットドック ８．炭酸飲料
２．マカロニ・チーズ ９．ピーナッツバター
３．朝食用シリアル １０．グラノラ・バー
４．チップス
５．トマトソース
６．フライドポテト
７．アイスクリーム



遺伝⼦組み換え作物の作付状況
 最⼤の栽培国はアメリカで、三⼤栽培国を合わせると
全体の約７８％を占める
１位 アメリカ（７２９０万ha）
２位 ブラジル（４９１０万ha）
３位 アルゼンチン（２３８０万ha）

 アジアの主な栽培国
１位 インド（１０８０万ha）
２位 パキスタン（２９０万ha）
３位 中国（２８０万ha）
４位 フィリピン（８０万ha）



栽培国２６か国 平成２８年



 拡⼤する作付⾯積
１９９６年︓１７０万ha  ⇒ ２０１６年︓１億８５１０万ha
（※日本の国土の広さは３７８０万ha  世界の農地は約１５億ha）

約１１０倍

日本の国土の約４.９倍︕︕



作付されている主な作物 （平成２８年）

１位 ⼤豆（９１４０万ha）
２位 トウモロコシ（６０６０万ha）
３位 綿（２２３０万ha）
４位 ナタネ（８６０万ha）



◎上位５カ国で、
全体の９１％
を占めています

アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
カナダ
インド

栽培面積の５４％を発展途上国が、４６％を先進国が占めています





ダイズの約８割、ワタの約３分の２、
トウモロコシの約３分の１が
すでに遺伝子組み換え品種です︕



日本の主食はトウモロコシ︕︖

日本の⾃給率は40％、60％を海外から輸⼊
トウモロコシ・⼤豆などの穀物、ナタネ・綿実などの
食用油の原料の⾃給率が特に低い

トウモロコシ
⇒ 世界第1位の輸⼊国
⇒ 主食の米の国内生産量の約2倍に相当

⼤豆
⇒ 世界第2位の輸⼊国



日本のGM食品（作物）
 日本で安全性が確認されている遺伝⼦組み換え作物・食品は、
食品８作物（314品種）添加物13種類（30品目）（H29.11.22現在）

作 物 添 加 物

大豆、
トウモロコシ
ジャガイモ
ナタネ
綿
てんさい
アルファルファ
パパイヤ

キモシン、α-アミラーゼ、リパーゼ、
プルラナーゼ、リボフラビン、グルコアミラーゼ
α-グルコシルトランスフェラーゼ
シクロデキストリングルカノトランスフェラーゼ
エキソマルトテトラオヒドロラーゼ、βアミラーゼ
アスパラギナーゼ
ホスホリパーゼ
酸性ホスファターゼ

添加物は、遺伝⼦組み換え
微生物により作られます



現在のところ、日本では、観賞用の花を除きGM作物の
商業栽培は⾏われておりませんが、試験栽培は各地で
実施されています
≪開発中の農作物の例≫
●ウイルス病に強いトマト
●ウィルス病に強いイネ
●ウィルス病に強いメロン
●低アレルゲンイネ
●ペクチンを多く含むトマト
●日持ちの良いトマト
●低タンパク質のイネ（酒造用）
●灰色カビ病に強いキュウリ



GM食品の安全性審査について
 専門家により構成される食品安全委員会にて、
科学的な根拠に基づき評価を⾏う

 人に対する安全性評価のポイント
●挿⼊された遺伝⼦は安全か
●アレルギーを誘発する可能性はないか
●挿⼊された遺伝⼦により作られるたん⽩質に有害性はないか
●挿⼊された遺伝⼦が間接的に作用し、他の有害物質を作る可能性
はないか

●遺伝⼦を挿⼊したことにより成分が⼤きく変化する
可能性はないか



表⽰義務のあるGM食品
農作物 8作物 加工食品 33食品群

⼤豆 豆腐、油揚げ、納豆、味噌、きな粉など15種類

トウモロコシ コーンスナック菓⼦、コーンスターチ、ポップコーン、
冷凍トウモロコシ、トウモロコシ缶詰など9種類

ジャガイモ（ばれいしょ） 冷凍・乾燥ばれいしょ、ばれいしょでん粉、ポテトス
ナック菓⼦など6種類

ナタネ
ワタ（綿実）
アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの
てんさい てん菜（調理用）を主な原材料とするもの
パパイヤ パパイヤを主な原材料とするもの

★ JAS法では、⾼オレイン酸含有⼤豆及びこれを原材料とした
加⼯食品についても表⽰義務があります



表⽰が不要な加⼯食品の⼀例
表示が不要な加工食品対象農産物

（参考）
対象農産物

しょうゆ
大豆油

大豆

コーンフレーク
水飴

水飴使用食品（ジャム類など）
液糖

液糖使用食品（シロップなど）
デキストリン

デキストリン使用食品（スープ類など）
コーン油

とうもろこし

菜種油 菜種

綿実油 綿実

砂糖（てん菜を主な原材料とするもの） てん菜



表⽰例



日本の表⽰制度の問題
 表⽰義務のある加⼯食品であっても、主な原材料でない場合は
省略可。「GMでない」と表⽰できる（5％までの混⼊は許可）

 醤油・⼤豆油・コーン油・マッシュポテトなどは、検出技術の
問題や製造過程でDNA・タンパク質が残らないとして表⽰義務なし

豆腐は
表⽰義務ありなので、
表⽰なし＝「GMでない」

可能性⼤

コーン油は
表⽰義務なしなので、
表⽰なし＝「GM」又は
「不分別」の可能性⼤

★EUでは混⼊率は0.9％と規定
★ヨーロッパで売られている醤油には、日本語の表⽰で「GMでない」
と書かれていても、ヨーロッパの文字で「GM soybeans 使用」と
印刷している場合があります



「不分別」とは︖︖
 消費者が求めているのは、「GM使用」「GM不使用」
 「不分別」とは・・・・

⇒ 「どちらか分からないものは表⽰する必要なし」
 「不分別」にする事によって、知らず知らずのうちに私達は

多くの遺伝⼦組み換え食品を食べさせられている︕︖

GM

非GMにGMを混ぜてしまえば、
使用しているのかしていない
のかが分からなくなる。
「GM使用」の表⽰義務なし



アメリカでの規制状況

 食品および食品添加物は食品医薬品局（FDA）が管轄
 下記の場合は表⽰をしなければならないとしているが、

●既存の食品と明らかに異なる場合
（”significantly different”）

●栄養素の改変
●新たなアレルゲンが存在する場合

遺伝⼦組み換え食品であるかどうかの表⽰を
義務化する制度は現在のところなし



カナダでの規制状況

 1999年よりGM食品を含む新規食品は、市場流通前に食品と
して販売に供することができるか否かを決定するための
情報をカナダ厚生省に提出することとなった

 栄養成分等の改変がされ、従来のものと明らかに異なる
場合に限り、その旨を表⽰することが義務化



オーストラリア・
ニュージーランドでの規制状況

 オーストラリア・ニュージーランド食品安全局（ANFZA）
では、両国の食品の規格や表⽰の基準を⼀緒に策定している

 2001年12⽉から、遺伝⼦組み換え由来の作物および加⼯食品
について表⽰が義務付けられた。そのうち、組み込まれた
DNAや、それによってつくられるタンパク質が製品中に残ら
ない植物油や砂糖などの加⼯食品には表⽰する必要はないと
されている。ただし、組み換えによって成分や特性に変化が
⾒られる場合は表⽰が義務付けられている



EUでの規制状況
 EUは全てのGM食品は既存の食品と同等でないと判断

⇒ほとんど流通していない

 全食品表⽰が義務付けられている
⇒対象品目に限定なし
⇒スーパーに陳列されている食品、
レストランのメニューも表⽰義務あり

 表⽰⽅法は、GM作物の使用が「有り」「無し」の2種類
⇒無表⽰は「使用無し」を意味する



予防の原則と危険原則

予防原則
99％安全でも、残り1％の安全性が証明され
なければ危険だとみなして対策を講じること
対策︓輸⼊禁止、表⽰の義務化、分別管理、

栽培禁止など

危険原則
危険性が100％証明されない限り、99％灰色
でも安全だという考え⽅

ヨーロッパ（EU)

アメリカ 日本


