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【NPO法人農都会議 食・農・環境グループ】  

                                      

  

 

 

日時： 2016 年 6 月 23 日（木）18：00～20：20  

会場： 港区神明いきいきプラザ 4 階集会室 

 

１．【第１部  講演】  

   印鑰 智哉（いんやく ともや） 氏 

（・株式会社オルター・トレード・ジャパン 政策室室長  

・ドキュメンタリ映画『遺伝子組み換えルーレット』の日本語版 

製作プロジェクト翻訳監修 ）  

 

（１）  遺伝子組換えの状況  

・遺伝子組換えは、世界では大きな騒ぎになっている。日本では、そういう状況が伝わっていない。 

・遺伝子組換えは、様々な本、ドキュメンタリで、多様な問題が指摘され、健康、農業の在り方、

農民の権利、そして環境、生態系問題に関係している。さらに、食糧生産を企業が独占してゆく問

題でもあり、これは社会や民主主義の在り方に関わる問題である。 

・遺伝子組換えは進化そのものであり、これに反対するものは馬鹿か、との見解があるが、これは

間違い。例えば、大豆の中に大腸菌遺伝子を入れるという、まったく別の遺伝子を入れる遺伝子操

作のことを遺伝子組換えと言い、これまでの進化と異なる。 

・現在では、ゲノム編集という、異なる遺伝子を組み込まない遺伝子操作も出てきているが、これ

も人為的な遺伝子操作で作られていることは共通している。 

・これまでの遺伝子組換えは、乱暴なやり方で作られている― ・遺伝子銃で、組込みたい遺伝子

を、大豆等の細胞に高圧で撃ち込む または、・バクテリアに感染させて、組込みたい遺伝子を入

れる。しかし、成功率は数％しかない、ほとんどが失敗する。 

・遺伝子組換え作物は、①除草剤耐性遺伝子組換え― 除草剤をかけても枯れない作物 一番使われ

ている除草剤は、グリコサート（製品名;ラウンドアップ）だが、除草剤耐性遺伝子組換えは、この

散布に耐えるため作物であり、飛行機で全部に除草剤をかけて、遺伝子組換え作物以外をすべて枯

らしてしまう。この作物を、トウモロコシでは、ラウンドアップレディ・コーンと呼ぶ。 

もうひとつが、 

・②害虫抵抗性遺伝子組換え― この遺伝子組換え作物を食べた虫は、胃に穴が開いて死んでしまう。 

・遺伝子組換えトウモロコシでは、今は、この両方の耐性遺伝子組換えになっており、除草剤にも

耐え、虫にも耐える作物になっており、トウモロコシ自体が殺虫剤になっている。 

「遺伝子組換え」シリーズ・シンポジウム第２回 報告 

～ 世界での遺伝子組み換え問題の実情と日本  ～ 
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大豆は、米国では除草剤耐性のみだが、南米では両方の耐性大豆になっている。 

・遺伝子組換え栽培の内訳は、大豆とトウモロコシで 8 割を超えている。コットン（綿）と菜種を

加えると、99％。 

・大豆、トウモロコシは様々な食品に入っている― 加工食品や肉（家畜飼料に大豆、トウモロコ

シ）。 

・遺伝子組換えのメリットは、除草剤散布は、作物に気を付けながら雑草のところだけ撒くのでは

なく、飛行機で除草剤を一括散布でき、雑草管理が楽になるし、また、殺虫剤の散布が不要となり、

農業のコストが下がって収益がよくなる。 

・米国新聞に、現在、モンサントとデュポンの２社の CEO 報酬が、アイオワ州の全農民の給与総

計よりも大きくなっていることへの風刺画がある。 

・世界の遺伝子組換えがスタートしてちょうど 20 年経つが、現在の栽培国は、28 ヶ国。上位５ヶ

国で、90.8％と集中している。北米と南米が全体の 87.2％を占める。遺伝子組換え栽培禁止国が増

えている。メキシコは国としては遺伝子組換えトウモロコシを禁止しており、ユカタン半島では遺

伝子組換え大豆も禁止している。 

・世界の農地で遺伝子組換え栽培面積は 12％で、残りの 88％では遺伝子組換えは耕作していない。 

・アルゼンチン、パラグアイでは遺伝子組換え栽培が盛ん。90 年代のアルゼンチンは債務危機で社

会は混乱状態にあったが、遺伝子組換え法制度が国会で整備されないまま、遺伝子組換えがスター

トし、今日に至るまで、遺伝子組換えのロイヤリティが支払われない状態が続いており、モンサン

トの種を農民が作物から種を採取している。 

・ブラジルは遺伝子組換えは禁止だが、アルゼンチンからの密輸で栽培している。ブラジルでは、

世論は圧倒的に遺伝子には反対だが、地主たちの強い要求で、2005 年に国会でまともな審議もな

いままに、遺伝子組換えが承認されてしまった。南米では普通のプロセスを得ないで、遺伝子組換

えが承認されてしまった。 

・アフリカでは、アパレルトヘイトの南アフリカでは遺伝子組換え栽培していたが、他の国々は、

米国政府が、食糧援助するから遺伝子組換え耕作を、と何度も働きかけても、受け入れず。2009

年、ブルキナ国がコットンの栽培を始めたが、品質悪く市場を失い、モンサントはこれを改善でき

ず、この国は遺伝子組換えをやめることを決定し、モンサントに賠償請求中（298 億円）。ナイジ

ェリア、ガーナに遺伝子組換え承認の動きがあるが、農民の反対が強い。 

・遺伝子組換え反対する国が，現在、38 ヶ国になっている。 

・世界は大きく二つに分かれている― 米国の食の影響を受ける国々（北・南アメリカ、アジア、太

平洋） 欧州は遺伝子組換えを拒絶しており、ロシアでは耕作は禁止、流通も排除の方向。 

・遺伝子組換えの大企業は６つ― 米国；モンサント、ダウ・ケミカル、デュポン 

独：BASF、バイエル   スイス；シンジェンタ 

・昨年、世界の遺伝子組換えの耕作面積が初めて減少した。価格の下落が要因、回復すれば生産は

戻る、との報告だが、そうなのだろうか。 

・遺伝子組換え作物の用途― ①バイオ燃料（エタノール、バイオ・ディーゼル）   

②家畜の飼料 ③加工食品の原料（食用油、コーンスターチ、等） 

・米国政府は補助金で農業生産を拡大させてきた。農民から買い取った余剰食糧を外交で援助とし
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て世界戦略に使った。日本には小麦を小学生のパン食に利用し、日本のコメ生産が大きく減った。

韓国、フィリピン、インドネシアも同様。この米国の戦略により、世界の農業政策は大きく変わっ

た。 

・しかし、この米国の補助金による施策は、もうもたないと言われだしている。バイオ燃料にも米

国は補助金を出してきたが、これは石油危機、気候変動にも寄与しないことが暴露され、大きな批

判を受けている。 

・モンサントの除草剤・グリホサートをかけても枯れないスーパー雑草が出てきている。このため、

2013 年、米国政府は、残留許容量を 2 倍に引き上げた。遺伝子組換え開始時にも上げており、ど

んどん数字が上がってきている。新農薬開発が難しく、ベトナム戦争で使われた枯葉剤成分を混ぜ

た農薬（除草剤）を作ったが、反対署名で認可されない。しかし、日本は先んじて 2013 年に認可

してしまっているが、マスコミはこれを報じないまま。2014 年、米国は認可した。EU や中国は未

承認であり、このため、生産に入れず、この農薬開発費の回収目処が立たない状態で、メーカーは

困っていると思う。モンサントはリストラ（人員カット）を発表したし、スイスのシンジェンタ社

は中国国営企業に買収の道を選択した。バイエル社（独）がモンサント社に買収を仕掛けている。 

・遺伝子組換え以外の種子を含めて、種子の市場のシェアはモンサントが 26%。 

・遺伝子組換えでは、収量アップは実現できていない。生産性は上がらないと、米国科学アカデミ

ーはじめ、レポートが出ている。サンパウロ大学で、GM（遺伝子組換え）と Non-GM の両方の大

豆を比較し、Non-GM 大豆の方が収穫量は大きい、との研究結果が出ている。収益も Non-GM 大

豆の方がよい、消費者は Non-GM 大豆を高価格で買うから。 

・例外として、遺伝子組換えサーモンは、半分の期間で倍以上の大きさに生育する。また、遺伝子

組換えユーカリも普通よりも早く育つ。しかし、これらは、まだ商業生産されていない。 

・ブラジルで Non-GM 大豆を作っても、サイロ、トラック、船を GM 大豆と別に用意しないと海

外（独とか）に輸出できない、という障壁があるが、ブラジルでは政府の支援があり、世界で一番

の Non-GM 生産国になっている。 

・インドの Bt コットン（害虫抵抗性遺伝子組換え）には、耐性害虫が増え、今では、殺虫剤を散

布しないといけなくなっており、生産性は上がっていない。また、Bt コットンは灌漑施設が必要に

なるが、これを作ってまで Bt コットン導入するなら、Non-GM コットンの方が安いのでは、と言

われている。インドではモンサントが Non-GM コットンの種子も独占しており高価のため、イン

ドのコットン農民は債務奴隷状態にある。インド政府はロイヤリティの引き下げをモンサントに求

めている。 

 

（２）  遺伝子組換えは貧困を解決できるか  

・この写真はブラジルの遺伝子組換え大豆の収穫現場で、巨大なトラクター31 台が稼働している。

飛行機で農薬を撒き、こういう巨大なトラクターで収穫する、こういうのは工場と呼ぶような農業

だ。収穫後は乾季を迎え、土壌が風で運ばれてしまう。 

・人口爆発を防ぐには、食糧の分配と女性の権利を守ることだ。遺伝子組換えの大農場の大型農機

の運転は男性で、女性の権利がはく奪されてしまう。しかも、この大豆は、ブラジル人は大豆を食

糧にはしないため輸出され、この地域の主食のコメと黒豆は輸入している。昔は貧しくとも、自分
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たちの食糧は自分たちで作ってきた。 

・アルゼンチンでは、農地の 60％が遺伝子組換えになってしまい、ここでは自分たちの食糧が作れ

なくなり、飢餓層が生まれている。遺伝子組換え農業は、飢餓の解決にはならない。 

・遺伝子組換え農業と Non-GM 農業は両立できるのか。Non-GM 農業にしたいのに、選択できな

い状態にある、パラグアイの例では、日本の移民が納豆や豆腐をたべるため日本の大豆を持ち込ん

だ。それが、3 年前の訪問時には、もう Non-GM 大豆は栽培できない状態になっていた― Non-GM

の種が買えない、遺伝子組換え用の農薬が販売されており、以前の農薬は買えなくなっていた。ま

た、農業の相談センターも遺伝子組換え農業の人に切り替わった。さらに、周りが遺伝子組換え大

豆になり、菌や害虫が飛来してきて、殺菌剤を大量に撒く事態になり、この大豆は、料理しても臭

くて食べられなかった。パラグアイでは、99％超が遺伝子組換え大豆になってしまった。遺伝子組

換え導入の結果、遺伝子組換えの選択しか、なくなってしまった。 

・大豆は自家受粉なので、花粉は飛ばないが、トウモロコシや菜種は、広大な地域に花粉が飛ぶ。

このため、バッファを設けていても、これを飛び越えて花粉が飛んできて、交配してしまい、

Non-GM トウモロコシでなくなった。 

・遺伝子組換え企業は、買収を続けてきた。その結果、現在、遺伝子組換えの６大企業が種子市場

の 7 割を占めるに至り、農薬も同じで、8 割近くのシェアになっている。 

 

（３）  遺伝子組換えと健康の問題  

・この問題を述べると、すごい攻撃が加えられてきた。遺伝子組換えが始まる前に米国食品医薬局

（FDA）が遺伝子組換えと遺伝子組換えでないものは、実質的に同等だとして、許可を与えた。遺

伝子組換えが始まって 20 年経って、病気になった人、死んだ人はいないから、安全だと言われる。

しかし、米国の糖尿病患者数は、90 年代後半から劇的に増加している。 

・腎臓・腸の病気、癌も同様。自閉症、認知症も激増している。これだけで、遺伝子組換えとの因

果関係証明にはならないが、最近、遺伝子組換えと健康被害のつながりの研究が増えている。遺伝

子組換えで誰も病気になっていない、とは言えないことは、明らか。 

・遺伝子組換えの何が健康に影響を与えるのか― 

遺伝子組換えは数％しか成功しない、このプロセスの中で、予測しない突然変異が出てしまい、ア

レルゲンのような有害物質が作られてしまう可能性が高い。虫が食べたらその胃腸を破壊して殺す

有害毒素（Bt 毒素）にも注意しないといけない。そして、使われる農薬（除草剤）グリホサートが、

遺伝子組換え作物そのものにかけられてしまうため、農作物に大量のグリホサートが残留する可能

性が高い。 

・遺伝子組換え作物では、実も花粉も根、全ての細胞で Bt 毒素が作られる。この Bt 毒素は土壌細

菌で、有機農業でも使われる。これは、太陽光線で分解されてしまい、農作物の出荷時には残留せ

ず、安全。 

・しかし、遺伝子組換え作物はこの Bt 毒素を自ら作り出す。この遺伝子組換え作物を昆虫が食べ

ると、Bt 毒素が虫の胃腸に穴をあけて殺すが、哺乳類が食べても、哺乳類には Bt 毒素のレセプタ

ーがないため胃腸に穴はあかず、排出されるから安全、とメーカーは言う。しかし、カナダの調査

では妊婦の 93％、胎児の 8 割から、血液で Bt 毒素が検出された。遺伝子組換えコーンの栽培面積
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と腸の病気に相関がある、と見える。 

・リーキーガット（→★）が起きている。 

 

 

 

・腸の細胞は密着結合で隙間なくくっついているが、ここに隙間ができてしまい、ここから毒素や

様々の食物が、血管の中に入り込む。これを異物と認識して免疫反応で腸に炎症がおきてしまう。 

遺伝子組換えジャガイモをわずかな期間与えるラットの実験では、腸の密着結合が壊れた。 

・モンサントが特許を持っている除草剤のグリホサートは、特許取得の 10 年前に産業用の配管洗

浄用として特許を取得している。洗浄廃液が雑草を枯らすことがわかり、モンサントはこれを農薬

に使い始めた。植物のミネラルを奪って栄養失調にする。昨年 3 月に WHO はこのグリホサートを

発がん物質 2A（→ ★）に認定した。 

 

 

 

・グリホサートは、癌以外にも、神経、腸、ホルモン系、うつ病、老化、腎臓に影響する研究報告

が出ている。グリホサートは、腸内の悪玉菌には影響しないが、善玉菌がやられてこのような障害

を起こすという研究がある。 

・神経への影響は WHO 研究でも確認されている。ホルモンのセロトニンが分泌されなくなり、イ

ンシュリンができず糖尿病になる。グリホサートを扱っている人に糖尿病が多い。 

・遺伝子組換えで飼育したラットは、小さくて生殖機能がなく子供ができないという実験もあり、

流産、不妊、死産の可能性が指摘されているし、精子が減り、精子の状態も悪くなっている、と言

われている。 

・遺伝子組換えには、抗生物質に耐えるタンパク生成を組み込んであるが、遺伝子組換えできたも

のをすべて抗生物質の中に入れる。抗生物質に耐えられたものだけを培養して、これに耐えた数％

の成功物が遺伝子組換え作物として培養される。遺伝子組換え作物を食べることが、少しではある

が、抗生物質を食べ続けることにつながる。ノルウェイ政府は、サケの養殖には、遺伝子組換え飼

料の使用を禁止しているが、他の国は禁止していない。 

・米国の牛の畜産業は、今はファクトリー・ファーミング（工場式畜産）と言われ、牛は動く余地

もない過密飼育が、日光も届かない環境で行なわれている。運動させない状態で早期成牛させるこ

とで、安い牛肉になっている。80 年代からこのファクトリー・ファーミングが激増し、牛はストレ

スで病気になる、牛は牧草の代わりに、大豆やトウモロコシを食べさせられ、余計に病気になる。

病気予防に抗生物質を牛に投与している。 

・餌に抗生物質を混ぜると、より牛は早く太る。米国の抗生物質の 8 割は、家畜に使用されている。 

・これで抗生物質の効かない細菌が生まれ、米国では年間 200 万人がこれに感染し、2 万 3 千人が

死亡している、と米国政府が発表。この問題は、先日の G7 サミットでも取り上げられ、このまま

では、癌を超える死因になると言われている。 

・遺伝子組換えは安全と FDA（米国食品医療品局）が発表し、これに基づいて様々な遺伝子組換

★ リーキーガット（Leaky Gut）； 小腸（Gut）の粘膜に穴が空き、異物（菌・ウィルス・た

んぱく質）が血液中にあふれ出る（リークする） 

 

★ 発がん物質 2A： 動物実験では発がんを確認したが、人間は実験できないため、［ おそらく

発がん ］物質という規定。 
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え作物が作られてきたが、1998 年の訴訟で 4 万 4 千ページの FDA 内部文書が公開された。これに

は、FDA は遺伝子組換えと遺伝子組換えでないものは、実質同等ではない、したがって、しっか

り調査しなくてはいけない、と言っていた。これを FDA 幹部のマイケル・テーラー氏が変えた、

彼は、元モンサント社に勤務していた。科学的根拠のない、実質同等性という概念を作った。 

・これに関する本が出た― 

『遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実 私たちはどのように騙されてきたのか？』（→★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実質同等性概念は、この本で覆された。報道されないのはなぜか、研究者は沈黙する。なぜか、

取り上げたドキュメンタリがあるが、タブー視され、マスメディアにも載らない。 

・日本の外では報道されるが、日本の中では報道されない。企業献金での研究が多く、企業に反対

の結果の出る研究が行われない、世界的に遺伝子組換えに反対する研究には、攻撃が加えられてき

た。しかし、こういう研究は世界で積み上がっている。 

・20 年間の遺伝子組換え飼料で家畜に異変はないではないか、と言われるが、実態は大きな問題に

なっている。 

・映画［遺伝子組換えルーレット］の豚飼育の事例では、医療費が大きく増え、餌に起因では、と

遺伝子組換えでない飼料（Non-GM 飼料；高価だが）に切換えたところ、医療費が激減し、Non-GM

飼料に切り変えた。 

・遺伝子組換えが慢性疾患の原因との証明は難しい、人間対象の実験はできないから。 

・EU は、問題があれば食べない、証明できなくても危険なものは使わない、という予防原則だが、

米国では危険だと立証できなければ、使用禁止にはならない。 

・米国の母親たちは、食を切り替えて、観察することを始めた。米国の子どもは、現在、アレルギ

ーや自閉症が深刻になっている。医療専門家の協力を受け、血液や尿検査を実施してエビデンスを

とる活動をし、Moms Across America という母親の会を作った。 

・アレルギーの子どもが、友達のパーティで食べていけないものを食べ、死にそうになり、遺伝子

組換えではと疑い、Non-GM 食品に切換えたところ、短期間で症状が改善した。これを Facebook

で拡大し、ついに Moms Across America の会ができた。 

★ 遺伝子組み換え食品の知られざる衝撃の真実を暴露（日経 BPブックニュース抜粋↓） 

『遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実 私たちはどのように騙されてきたのか？』 

スティーブン・Ｍ・ドルーカー（著）、守信人（訳） 

価格 ： 3,456円（税込み） 発行元 ： 日経 BP社  発行日 ： 2016/06/27  

食に関心のある人なら、本書のテーマである遺伝子組み換え食品は非常に気になるはずです。 

日本は遺伝子組み換え食品の大量消費国であることをご存じでしょうか？  

日本の表示制度は抜け道だらけで、多くの人が知らず知らずのうちに遺伝子組み換え食品を摂取

しています。ところが、その安全性の根幹を揺るがす驚くような話が、本書では展開されます。

遺伝子組み換え食品がどのように規制・法律と科学をねじ曲げ、市場に流通するようになったの

か、著者が鋭く追求していきます。 

（編集担当 KO） 
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・この会では、2 週間だけ有機食品のみ食べて尿検査や詳細観察する実験を行い、様々な症状の改

善を確認した― アレルギー、自閉症、腸の症状、精神的安定度、脱力感、記憶力、妊娠能力、等が

改善。自閉症は、有機食品切り替えで、6 週間で症状が消えた。 

・昨年、これが世界中に広がった。 

・EU では 150 人の欧州議会議員が、胃の検査をしたところ、尿からグリホサートが検出された。

EU ではグリホサートの使用を規制する法案が審議されている。 

・2013 年、米国独立記念日に母親たちが全国 125 ヶ所で遺伝子組換え反対デモを行った。こうい

う動きを受けて、米国の Non-GM 市場が急拡大している。 

・7 月から米国バーモント州で、遺伝子組換え表示制度が施行される。食品企業が一斉に遺伝子組

換え表示を始めている。遺伝子組換えを使わないと決めた企業も多く、スーパーによっては、遺伝

子組換え飼料使わない食肉の販売が始まった。 

・ダノン（ヨーグルト）は遺伝子組換え飼料の牛乳を使わない、と決めた。しかし、日本では、表

示義務がないため、多国籍企業はその国々の規制に対応する、日本の市民が要求しないと作らない。 

・デルモンテ、ネスレも Non-GM を決めた。米国ではこういう動きが雪崩現象になり、有機農業

産品が不足する事態に陥っている。 

・スーパーのコストコは、農民に有機産品の生産を呼びかけており、土地の購入のローンを提供し

ている。有機産品市場は急拡大している。 

・米国外への動きになり、Mothers Across the World となり、オーストラリアやロシアの母親とつ

ながって、遺伝子組換えのない世界を作ろうという動きになっている。 

・日本では、マスコミがこういう問題を取り上げないため、日本の消費者は何も知らない。 

・日本では 2007 年に 70 万トンの Non-GM トウモロコシが流通していたが、2013 年には 26 万ト

ンにまで激減した。 

・日本の消費者が Non-GM を求めていないから、どんどん企業は遺伝子組換えを使い始めている。 

・昨年、発泡酒にこっそりと遺伝子組換えの糖分を使い始めた企業がある。ビールや第 3 のビール

は、大丈夫。 

・遺伝子組換えの承認数では、日本は 214 とトップを走っている。日本、韓国、フィリピンでは情

報がいきわたらず、遺伝子組換えが拡大している。 

・遺伝子組換えは、耕作地域ではいろんな問題が起きている。アルゼンチンでは、飲料水が地下水

や雨水のため、健康被害が起きている。北米でも、モンサントのグリホサート起因でオオカバマダ

ラ蝶が絶滅の危機に。 

・ネズミやリスに、遺伝子組換えと Non-GM の食べ物を与える実験では、遺伝子組換えは食べな

い。 

・スナック菓子ドリトスを食べさせたラットに発がんがおきた。この成分に、NK603 という遺伝

子組換えトウモロコシが検出された。この写真は世界で攻撃される。論文は一旦撤去されたが、科

学的論文として認められて復活した。 

・しかし、日本では、これが伝わらず、うその写真ということになってしまう。日本でもこのドリ

トスは販売されており、子 NK603 供たちがバリバリ食べて、アレルギーを起こす可能性が高い。 
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（４）  持続可能性  

・遺伝子組換えは長くは続かないと、考えている。 

・気候変動要因としてのガスは、自動車、飛行機、電車を合わせたよりも、畜産業のメタンガス発

生の方が、はるかに多い。気候変動ガスの半分は、食のセクターからの排出ガス。これをどうグリ

ーンにしてゆくのか。 

・米国の遺伝子組換えトウモロコシ栽培では、270 カロリーのトウモロコシを得るのに、2790 カ

ロリーも投入しており、10 倍以上だ。昔の農業は、光合成でゼロから有のエネルギーを生み出して

いた。遺伝子組換え農業は、環境壊してエネルギー浪費する農業、未来を犠牲にして今の利益を求

めていることになる。 

・代案として、世界的にアグロエコロジー（Agroecology）運動が起こっている。 

・現在の農業は生産性は高いが、環境を壊してしまい、持続しない。農薬も化学肥料も使わないが、

生産性は高い農業を実現する農業― こんなことが可能か、世界の科学者は可能と言っている。 

・今の農業は、土壌を破壊しそこに蓄えられていた二酸化炭素を放出している。光合成を使って引

き戻す、これにより、土中の二酸化炭素が炭水化物として入ってくると、微生物の餌になり、この

上で農業を営むと、微生物が豊かになり、土壌が豊かになって、ミネラル分が実りを豊かにする。 

・そして、土の有機物で、洪水にも土は流れなくなるし、日照りにも水分を保ち、耐えられる。 

・こういうパラダイム・シフトをしなくてはならない。工業型農業のエネルギー効率は、純マイナ

スだが、アグロエコロジーはプラスだ。 

・大規模農業では、100ha 当たり 2～10 人程度しか養えないが、アグロエコロジーでは 500 人は

生きられる。世界の飢えを救うのはどちらか、は明確だ。 

・ラテンアメリカのほとんどの政府では、アグロエコロジーを採用しているし、英国では、アグロ

エコロジーの超党派議員連盟ができた。フランスは 2014 年にアグロエコロジー採用の法律を作っ

た。FAO（国連食糧農業機関）はこれの世界普及を図っている。 

・昨年は、アフリカのマリですばらしい宣言、昨年はタイ、今年は中国で、この会議が開催され、

日本では年末に動きが出ると聞いている。世界の著名な市民団体が支持しており、世界の大きな潮

流になっている。 

・遺伝子組換えライスが韓国で生まれる危険あり、健康にいい遺伝子組換えが出てくる可能性があ

るが、健康にいいとはまったく思えない。 

・遺伝子組換えサケがまだ最終承認されていないが、生産される可能性がある。 

・デング熱やジカ熱対策で、遺伝子組換え蚊が、フロリダ半島周辺で使われる可能性がある。 

・遺伝子組換えユーカリが世界の環境をぶち壊す可能性があり、反対運動がおきている。 

・遺伝子組換えは世界で徹底的にたたかれて、ボロが歴然だから、この数年でなくなるかもしれな

い、と思っている。 

・一方、ゲノム編集が出てきている、これは、他の生物の遺伝子を組み込んでいないので、遺伝子

組換えではない、として規制しないで承認する、という動きだが、本当に大丈夫か、今後、議論が

必要。 

・究極の合成生物、3D プリンターのように、機械でパーム油を作れる。畑も圧搾機もいらない、

労働者もいらない、工場で自動生成できる、この技術は完成しており、国連へ承認の要求あり。化
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粧品や洗剤がこれでできてしまう。パームオイルは自然破壊だが、これはエコだ、と言うが、危な

い。 

・遺伝子組換え問題は原発問題と、うり二つだ。推進⇔反対が折り合うことが難しい。 

・然しながら、消費者が情報を知らされていない。日本は市民運動がすごく弱く、知らされない、

マスコミは伝えない。海外は情報多いので、この情報を英語、スペイン語のできる方が、こういう

情報を集めればよい。 

・遺伝子組換えを使わない生活はできるが、本日は話す時間がない。 

・遺伝子組換えを食べないことは、自分の体を守ることの第一歩になる。ブラジルでは、先住民族

を殺して遺伝子組換えを作ることが露骨に行なわれている。これへの反対運動につながる。 

・抗生物質耐性菌は大きな問題。遺伝子組換えの開始により急増している。こういう安い肉を買わ

ないことも必要。 

・世界中がこういうことに気付き始めた、世界は転換点を迎えている。できること― 自分で自分の

食は決められるので、ここから始めるのがよい。 

 

２．【第２部  質疑応答・議論】  

（１）5月の朝日新聞子ども欄に、遺伝子組換えについての記事があったが、ここには、健康被害

や怖いことには触れず、よい面だけが書かれている。安全性については、日本の食品安全機関で保

証済みとの記事。腹立たしいが、どうすればよいのか。 

（印鑰氏） 全く同感。マスメディアに問いかけても、なかなかマスメディアには取り上げてもらえ

ない。そこで、映画「遺伝子組換えルーレット」日本語版を作った。自閉症、アレルギーの子供た

ちが、お医者さんたちの指導のもとで食事を変えて治っている。これこそが、エビデンスだ。日本

ではアレルギーの子は増えているし、自閉症は米国より多い。日本は、こういう情報は隠して共有

されない。米国では、メディアには流れないが、体験を伝え合うことが広がっている。日本でも理

解する人を一人でも増やしていくことが必要と思っている。 

（２）TPP で GM 表示がどうなるのだろうか、もし表示されないのなら、どう見分ければよいの

か。 

（印鑰氏）2009 年に遺伝子組換え企業が米国通商代表部に意見書を提出しており、それが今の TPP

テキストに入っている。ＵＰＯＶ条約（ユポフ条約）― 農民は企業から種子を買わなければならな

い、ＴＰＰではこのＵＰＯＶ条約批准を義務付けられる。伝統的農業（種を農民が農作物から作る）

ができなくなってしまう可能性があり、農業が大きく変わってしまう。遺伝子組換え表示に関して

は、除草剤グリホサートの後継（ポスト・グリホサート）を開発したが、EU と中国が承認しない

ため、世界中で生産に入れない状態。企業は、世界の国の承認待っていられない、国際機関で決め

てくれ、ＴＰＰでは国際作業部会を作る、そこで遺伝子組換えのことは決めてゆく、となっている。 

新しく作るものはゲノム編集を使うから、表示しなくてよい、ということができる、情報公開され

ない部会で遺伝子組換えが決められ、私たちは、知らずに食べさせられることになってしまう。TPP

がそのまま通ると、ひじょうに厳しいことになってしまう。まずは、ＴＰＰ反対の声を上げてほし

い。成立してしまったら、対策はみんなで考えましょう。生産者との産直で自分たちの体は守れる、

という方法もある。 
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（３）日本が世界一の遺伝子組換え輸入国ということだが、輸入の内訳を知りたい。 

（印鑰氏）大豆は細かい数値はないが、8 割が遺伝子組換え、細かい数値は今、手許にない。 

（４）大豆、トウモロコシ使用の加工食品を除けばよいと理解できたが、肉は表示なく、選びよう

がない。 

（印鑰氏）これは大きな問題。今のスーパーで、遺伝子組換えを使わない肉は買えないのでは。産直

や生協経由で探して買うしかない、と思う。九州（福岡）・秋川牧園、山形にも生産者はいる。 

（５）遺伝子組換え大豆は、醤油、味噌に使われているのか。 

（印鑰氏）実際調べないとわからないが、納豆は Non-ＧＭが多い。醤油や油は表示義務がないので、

伝統的醤油造りの醤油は大丈夫だが、それ以外は危ないかもしれない。スーパーの菜種油は、ほぼ

100％遺伝子組換え菜種。ココナッツ油、ヒマワリ油、オリーブオイルは大丈夫だが、抽出時に使

う薬品が入っているものもあるので、要注意。菜種油も Non-ＧＭのこだわり油は買える。 

（６）大豆は、なぜ 8 割も海外から輸入になったのか。 

（印鑰氏）第 2 次大戦前から、日本の大豆は朝鮮半島、中国東北部で生産していた。満州鉄道は別名、

大豆鉄道と呼ばれていた。敗戦後、米国の大豆を求め、72 年に米国大豆がダメになって、ブラジル

で作り、今、モザンビークで作ろうとしている。 

（７）JICA で 10 年間、海外技術導入協力でブラジル、パラグアイに行っていた。2003 年、ブラ

ジル国立銀行が、遺伝子組換えでないと融資しないとの新聞記事がある。 

ブラジルは天水で生産が不安定、南米輸入は表示の正確性に不安がある。 

日本は、自給率を上げるべきだ。耕作放棄地で大豆栽培の経験があるが、日本は土壌がよいので、

大豆は作れる。大豆は、自給率を 30％、40％に上げてゆけばよい。 

（印鑰氏）その点は、ひじょうに賛同します。 

（８）原発に原子力村があったように、米国では、遺伝子組換えではモンサント村、遺伝子組換え

村がある、政・官・財、学者がグルになっている。日本でも遺伝子組換え村を構築しているのでは

ないかと、疑っている。 

（印鑰氏）日本は大学で、バイオテクノロジーにすごい予算投入している。アレルギーを治す米も作

っている。学生で遺伝子組換え勉強している学生は、ひじょうに増えていることと合わせ、懸念し

ている。韓国も同様で、韓国政府も推進しており、韓国が 4 月に遺伝子組換え稲を承認したら、安

倍首相は日本は負けるな、やれ、と。日本は、既に 24 品種の遺伝子組換え稲はつくっているが、

まだ、実験レベル。アレルギー対応や化粧品利用の稲は、どんどんできるのかもしれない。遺伝子

組換えカイコも作ろうとしている、光る絹とのことだが、こんなもの本当に必要なのか、疑問だ。 

研究や文部行政にも、もっとアグロエコロジ―の方にお金を出して人材育成含めてやることが、必

要。日本の自給率向上につながる。 

（９）ユーカリの遺伝子組換えの問題とのことだが、詳しく聞きたい。 

（印鑰氏）ユーカリは、すごく水を吸い上げる。オーストラリアの砂漠のようなところで、根が強く

給水力が強い。ユーカリをブラジルに植えたところ、湖が干上がったという事例あり。ユーカリを

切った後、燃やしたり、農薬散布し、広域の生態系破壊による環境破壊が起きる。こんな中に、一

つのクローンのユーカリが育つと、多様性がなくなる。しかも、ユーカリで生きてゆける動物は、

コアラしかいない、コアラはユーカリの毒に耐えるように進化しているが、他の動物は生きられな
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い。遺伝子組換えユーカリは、生育が早く、ピッチが短くなり、水の問題は深刻になる。農業の遺

伝子組換えの植え付けから収穫期間に比べ、１サイクルは植林の方が長く、周りに花粉の飛散する

期間が長い。しかし、植林は食べないものだから、その地域の人たちが反対しても、反対が外には

聞こえてこないが、大きな問題になっている。 

（１０）世界で突出する日本の遺伝子組換え商品数＝２１４個は、これは何の数なのか。 

（印鑰氏）これは、延べ数。耕作承認数は１１８くらい。耕作実験で承認が１、と数え、耕作してよ

い、となると、改めて承認数が１とカウントされる（計 2 になる）。 

国際アグリ事業団がデータベースを作っていて、その数を利用。国際比較は難しいので、このカウ

ント法で算出した。実態は、アメリカの方が品種は多いかもしれない。 

（１１）経済格差が教育格差を招いているが、経済格差が食の格差になっていないか。情報格差も

あるが、わかっていても選べない、買えない、ということ。 

遺伝子組換え、浸透性農薬のネオニコチノイド農薬が健康被害を引き起していることが立証されて

きていると思うが、わかっていることを、どう広めていけばいいか。不思議なのだが、生活クラブ

会員も減っている。市民のマスコミへの働き掛けも大事だが、バイテク普及会（→★）がものすご

いお金かけて（啓蒙の）資料を作っており、請求したらすぐ届いたが、国はお金を出しているのだ

ろうか。 

（印鑰氏）私もよく知らない。 

★【補足】： バイテク情報普及会のホームページから抜粋↓ 

 

 

 

 

 

 

 

（印鑰氏）貧しい人たちが危ない。米国で遺伝子組換え運動している人たちは、中流階級の人たち。

中流階級の人たちは高い有機食品を食べ、貧しい人たちはＧＭ食品を食べる、これは本当に大きな

問題。みんなのことを考えたら、自分は遺伝子組換えを食べようと、思ってしまう人が出かねない。

それが、こわい。遺伝子組換えを食べないのは、エゴイズムではない。5％の人が声を上げる、先

ほどの発泡酒事例で、売り上げが 5％下がれば、企業は困り、遺伝子組換えを使わない方に変わる、

と思う。ブラジルでは、都市の貧しい人たちが、使われていない農地を占拠して、そこでアグロエ

コロジ―を始めている。一番貧しい人たちが、一番健全な食を食べている。日本でも、都市の貧し

い人たちをオルグして、遊休農地で農業を始めることは可能だと思う。これが、アグロエコロジ―

だ。食の不公平を治していくことも含めて、様々なことをやっていけると思う。大手マスコミの人

たちと話しても、（遺伝子組換えは安全との）マインドコントロールが解けない。私が、1 時間、2

時間話しても、この記事は出ない。海外では出版されていることが、日本でも根拠があることを知

らせてゆくことや、映画の続編制作中だが、こういう映画を少しでも多くに人に見てもらう。こう

いうことを思う人が少しでも増えていけば、変えていくチャンスが増える。ぜひ情報共有をしてい

バイテク情報普及会（英名：Council for Biotechnology Information Japan、CBI Japan）は、

植物科学やバイテク作物の開発企業で構成する国際組織「クロップライフ・インターナショナ

ル（本部ブリュッセル）」傘下の任意団体で、2001 年 10 月 1 日に設立されました。 

【正会員】シンジェンタジャパン（株） ダウ・ケミカル日本（株）  デュポン（株）  

  日本モンサント（株）  バイエル クロップサイエンス（株） BASF ジャパン（株） 
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ってほしい。自分の食、家族の食を変えることは、今日できること、これで元気になると、もっと

広げよう、となる。自閉症は、日本では遺伝と思っている人もいるが、国際的には、環境汚染起因

で、環境よくすれば治る。生協は日本にしかない、欧米にはない、米国のお母さんはこれをみると

驚愕すると思う。米国のお母さんたちは、生協組織もない中で、Facebook 使いながら頑張ってや

ってきた。日本の産直は、宝だ、サンチョク、テイケイは国際語になっている。生協がこれを作っ

てきた。生協活動という誇れるものをさらに広げてゆけば、日本は良くなってゆく、変えていける。 

（１２）（毎日新聞 小島氏）マインドコントロールされているメディア界の毎日新聞の小島です。

いろんな考え方があっていいと、私は思っている。発泡酒・淡麗に遺伝子組換え由来のたんぱく質

が入っている、とのことだが、私は入っていないと思っている。原料から糖類ができる工程で、組

換え遺伝子とそのタンパク質は分解されるからだ。たんぱく質や遺伝子が入っているというデータ

はお持ちか。淡麗が危ないと聞こえたが、私は危なくないと思っている。 

（印鑰氏）発泡酒に、遺伝子組換えのタンパクが入っている、というのではなく、原料の糖類に、遺

伝子組換えの糖類を使い始めた、ということ。油に遺伝子組換え DNA が入らないから、安全です

と言う、糖類にも入らないから安全です、と言う。それが安全かということは、実質的に同等か、

ということだが、この実質的同等性は崩壊している。DNA は入っていなくても、アレルゲンは入

っているかもしれない。糖類なので、発泡酒に入っている遺伝子組換えはごくわずかだが、酒飲み

でいっぱい飲む人には、どういう影響があるか、わからない。遺伝子組換えの生産量が増えること

につながる、遺伝子組換えが入っているのなら、買いたくない、という人の選択権が、今はない、

日本の消費者は、「ビール会社は、遺伝子組換えを使わない」、と思って飲んできた。しかし、知ら

せもしないで、昨年から、こっそり使っていた、これが大きな問題だ。健康被害が出るのか、出る

証明ができないのなら、いいのではないか、これは米国的発想だ。予防原則的には、これは避ける

べき、というのが、私の考え。小島さんは、そう考えていないことはわかったが、消費者は選ぶ権

利はある。 

（毎日新聞 小島氏）私も消費者は選ぶ権利はある、と思っている。入っているのなら、どれくら

いか、データを知りたかっただけだが、わかりました。 

もう一つは、自閉症、発達障害の原因を環境に求めると、お母さん、お父さんの育て方の責任の問

題になってくるので、それは、ちょっと酷な感じもしていて、いろんな先生に取材すると、そうで

もない場合もあり、断定的な言い方よりも、一つの考え方として不可抗力的にありうるんだ、とい

う方が、親は楽なのではないか。 

（印鑰氏）日本はバッシングの国だ。日本では昔は、自閉症が生まれるのは、親が冷たい人間だから

だ、と言われ、親が責められた不幸な歴史があった。だから、親が原因でない、遺伝だったのだ、

という学説、これはでたらめだったのだが、これにより、親はこの学説で、攻撃を避けることがで

きた、そういう歴史がある。今の環境汚染は、本当に親の責任なのか。食のシステムをそうさせら

れたというのは、親の責任なのか。知らないで、遺伝子組換えを子に食べさせたことが、親の責任

なのか。Moms Across America の会の創設者は、お母さんたちに、これはあなたたちの責任では

ない、こういう食の政策を作った人たちの責任だ、と言っている。実質的同等性は、科学者が反対

していたのに、それを政治的に安全だから、と政治的にしてしまった政府の責任だ、と言っている。

親の責任にすることがおかしいのであって、本当の責任は、私は親の責任ではない、と思う。環境
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起因だから、こうすればよくなる、ということを親に言うことは、決して親を責めることではない

し、実際に、自閉症やアレルギーで苦しんでいる親に伝えることは、必要だと思うし、苦しんでい

る親は、そういう情報を必要としている、と思う。私はそういう情報を知ってから、食に気を付け、

子は元気になっている。そういう情報をきちんと親に伝えないと、子はもっとかわいそうなことに

なる。米国では、地域ごとにお母さんたちは自閉症会議を開催しており、そこで、食を変えるとこ

うなるよ、とみんなに紹介している。こういうことが、今、製作している映画の中で紹介されてい

る。米国より自閉症の子供の数の多い日本で、いまだに、自閉症は遺伝だと思っているし、米国の

活動のような活動は、日本では行われていない。自閉症の子を持つ親として、変えていきたい、と

思っている。 

 

以 上  

 

 

（文責：NPO法人農都会議 食・農・環境グループ） 

 


