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遺伝子組み換え食品の危険性 

 

2016年3月24日  
 

安田美絵 
 

ルナ・オーガニック・インスティテュート 

遺伝子組み換え作物で最も多いタイプ 
                

          ＝除草剤耐性 

大量の除草剤をかけて栽培されるため、
除草剤が必ず作物に残留する 

もっとも広く使用されるモンサント社の除草剤 
ラウンドアップ（主成分グリフォサート）。 
「食塩よりも安全」などという科学者もいるが…… 
 

ラウンドアップを大量に取り扱うには、厳重な装備が必要になる 

写真： courtest NRCS 
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アルゼンチン、エントレリオス州に住むファビアン・トマシさん（47歳） 
写真：Natacha Pisarenko, Potential effects of agrochemicals in Argentina, The Big Picture, Boston.comより転載 

 

マスク、ゴーグル、手袋等の防護装備なしに、飛行機のタンクにラウンドアップ 
を注入する作業を何年も続けると……このように衰弱してしまう例も。 アルゼンチンでは2000年から遺伝子組み換え作物の栽培を開始 

その2年後から、がん、不妊、死産・流産、 
出生異常が急激に増加 

写真：Tomo’s blog 遺伝子組み換え大豆の農薬空中散布を止めた母親たちより転載 
 

アルゼンチン、チャコ州アヴィアテライのカミラ・ヴェロンちゃん（2歳） 
写真：Natacha Pisarenko, Potential effects of agrochemicals in Argentina, The Big Picture, Boston.comより転載 

 

アルゼンチン、チャコ
州アヴィアテライに住
む、アイザ・カノちゃ
ん（５歳） 
 
2000年以降チャコ州で
は重度の先天異常が 
4倍に。 

写真：Natacha Pisarenko, Potential effects of agrochemicals in Argentina, The Big Picture, Boston.comより転載 
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ブエノスアイレス医科大学教授のアンドレス・カラスコ博士率い
る国際的科学者チームは、グリフォサートをごく低濃度に薄め、
カエルや鶏の胚に注入した結果、奇形が発生することを実験で
確認。 「研究室での実験結果は、妊娠中にグリフォサートにさら
されたヒトに生じた奇形と一致している」と述べている。その際の
グリフォサート濃度は2.03ｐｐｍ。 
 

ｃｆ：日本における枝豆の残留基準値 0.2ｐｐｍ 
枝豆と大豆は同じ植物なのに、基準は100倍違う。 
人間の健康を考えた基準でなく、作り手側の都合だけを
考えたご都合主義の基準であることが明白。 

国 種類 残留基準値（変更
前） 

残留基準値（変更
後） 

アメリカ 
 

家畜飼料 １０ｐｐｍ 
 

２００ｐｐｍ 
 

アメリカ 
 

食用大豆 基準なし ２０ｐｐｍ 
 

日本 
 

大豆 ６ｐｐｍ ２０ｐｐｍ 

日本 
 

とうもろこし ０.１ｐｐｍ １．０ｐｐｍ 

遺伝子組み換え作物の承認申請に際し、モンサント社はグリフォサート残留基準
値の引き上げを要求。そのとおりに基準は緩和された。 

1999年 

2015年3月、世界保健機構（ＷＨＯ）傘下
のIARC（国際がん研究機関）は、グリフォ

サートを５段階分類で上から２番目にリスク
が高く「人に対する発がん性が恐らくある」
ことを示す「２Ａ」にランク付けた。＝「発
がん性物質」としての認定にあたる。 
 
ちなみにアフラトキシン（カビ毒）は２Ｂ 
 

大豆などの作物から抽出する油にも、それを
食べて育つ家畜の肉にもグリフォサートは残
留する。まずはその害が問題。 

遺伝子組み換え作物で2番目に多いタイプ 
                

          ＝殺虫性（Ｂｔ） 

昆虫が食べて死ぬものを、人間が食べて 
大丈夫なのか？という疑問が湧くが… 
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出典：「遺伝子組換え食品の安全性について」厚労省消費者向けパンフレット 
 
 

フィリピンイザベラ州農民組織ジーザス・アグスティン氏 
   （動画「失敗の10年ーＧＭコーンに騙された農民たち」より） 

 
 

ＧＭコーンを食べると 
病気になる。下痢になる。 
食べてはいけない。 
ＧＭコーンを食べさせると 
水牛は死んでしまう。 

推進派の言い分とは裏腹に、実際にＢｔ毒素を含む遺伝子組み換え
作物を直接（加工品としてでなく）食べた人の感想はまったく違っ
ている。 

フィリピン カマカ州メルコール・アスパルド氏 
（動画「失敗の10年ーＧＭコーンに騙された農民たち」より） 

 
 

今は人々はＧＭコーン 
をもう食べない。 
怖ろしいからだ。 
わたしは先月少し食べた。 
胸が痛んで咳が出た。 

フィリピンでは、除草剤耐性と殺虫性の両方の性質を兼ね備えた遺
伝子組み換えコーンの栽培が一部で広まった。農民たちは最初、出
荷するだけでなく、自分たちでも食べてみたが、みな健康を害して
懲り懲りしてしまい、今はもう、売るだけだという。 

インドのアンドラプラデシ州の村では収穫後のＢｔ綿を水牛に1日だけ食
べさせたところ、3日以内に１３頭すべてが死んでしまった。 
（映画「遺伝子組み換えルーレット」より 
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インドのデッカン開発協会（DDS)による実験では、羊にＢｔ
綿を食べさせる実験で、６頭の羊が１カ月以内にすべて死ん
でしまった。非遺伝子組み換え綿を食べた３頭の羊は元気な
ままだった。Ｂｔ毒素は哺乳類にとっても毒であるとしか思
えない。（映画「遺伝子組み換えルーレット」より） 

趣味の農園で小型牛（miniature-steer)を育てていた人が、飼料
切れでしかたなく遺伝子組み換え飼料を与えたところ、90％が
死亡してしまった。（映画「遺伝子組み換えルーレット」より） 

哺乳類には害はないとされているが、現実には害があり、 
その程度は哺乳類の種類によって違うことが推測される。 

（映画「遺伝子組み換えルーレット」より） 
 

アメリカで消化器系の病気が急増しているのも、ＢＴ毒素の影響である可能性がある。 
クローン病は腸の病気。 

（映画「遺伝子組み換えルーレット」より） 
 

アメリカでは遺伝子組み換え食品をやめることで多くの人が健康を回復している 
ことを何人もの医師たちが証言している。 
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  タイプと関係なしに起こる 
                

        遺伝子組み換え自体の害 

２０１２年のカーン大学のセラリーニ教授らの実験では、除草剤耐性
（ラウンドアップレディ）遺伝子組み換えトウモロコシ（ＮＫ603）
をラットに食べさせた。 

＝5000ｐｐｍ 

＝900ｐｐｍ 

＝0.05ｐｐｍ 

実験の結果、除草剤なしでも遺伝子組み換え作物は害があるということが
明白になった。 

Ａ群 Ｂ群 Ｃ群 

対象群も最晩年になれば腫瘍が発生するから結局同じである、という
論も推進派側からは聞かれたが、発症年齢が違うということは大きな
違いであることを認識しなければならない。人間に置き換えて考えて
みればわかりやすい。80代でがんになるのは今どき珍しくもないし、
しかたがないことだが、40代の働き盛りや、20代の若さで大病をすれ
ば、まったく違う人生になってしまうだろう。 
また、肝臓や腎臓というのは解毒器官であり、遺伝子組み換え作物 
に何らかの毒が含まれることを示唆する結果となった。 
その原因には次のような諸説がある。 
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除草剤耐性遺伝子……モンサント社の排水中の細菌から発見 

Ｂｔ遺伝子……バチルスチューリンゲンシスという土壌細菌から発見 

原核生物（菌）と、真核生物（動植物）では、ＤＮ
Ａの翻訳系が異なるため、遺伝子の情報どおりのた
んぱく質合成が起こらない。予想と違うたんぱく質
が生み出され、それが毒になる可能性がある。 

      ＝異種間の問題（河田昌東氏） 

※ＤＮＡ＝遺伝情報を伝える二重らせん状の物質 
※遺伝子＝ＤＮＡの一部で、働きがはっきりとわかっているもの 
  （ＤＮＡの中には働かない、あるいは働きのわかっていない 
   部分もたくさんある） 
※遺伝子の役割＝特定のたんぱく質を作り出すこと 
 

分子生物学者、元名古屋大学理学部 
遺伝子組換え食品を考える中部の会 

違う種の遺伝子を無理やり組み込んでもうまく働かないため、
それを強制的に起動させるための「プロモーター」と呼ぶ遺
伝子を、目的の遺伝子とともに組み込む。そのプロモーター
が、それまで眠っていた別の遺伝子まで起動させてしまい、
それが予想しない毒物を生み出す危険性がある。 

プロモーター問題説    （メイ・ワン・ホー氏） 

外来遺伝子の宿主遺伝子への影響（河田昌東氏） 

 
既存の成分も、その性質が変化することがある。例えばトリプ
シン・インヒビター（消化酵素阻害たんぱく質）は、ラウンド
アップレディ（＝除草剤ラウンドアップに耐性がある）大豆で
は耐熱性が高くなり、消化不良を起こしやすくなる。 
①生大豆ではラウンドアップレディと非遺伝子組み換えでは、
活性はほぼ同じ 
②加熱加工（108℃ 30分）後ラウンドアップレディは非遺伝子
組み換えの1.5倍の活性だった。（→ＲＲのみ加熱不十分と解
釈）  
③同じ条件で再加熱ではさらに差が拡大。  
④再々加熱（220℃ 25分）でやっと完全に失活した。 
 
しかし現実には飼料用の大豆は105℃程度で加熱しているだけな
ので、トリプシン・インヒビターは失活せず、家畜に下痢が多
発する。他に、ウレアーゼ（尿素分解酵素） レクチン（多糖類
に結合、免疫活性化）も耐熱性に。 

グラフはモンサント社の安全性審査資料より河田昌東氏ら作成 
WEBサイト「遺伝子組換え食品の安全評価に疑義あり」河田昌東氏 
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科学は捻じ曲げられている 

トリプシン・インヒビターをめぐる実験では、同様に加熱したにもかかわらず、
ラウンドアップレディのみを「加熱不十分」とモンサント社は解釈して再加熱し
ている。が、これは強引な恣意的解釈である。グラフを見れば、同様に水分は減
少し、相対的に灰分は減少しており、両者が同様に十分に加熱されていたことは
明らか。 

 
 
 
 
 
 
   グラフはモンサント社の安全性審査資料より、河田昌東氏ら作成 
   WEBサイト「遺伝子組換え食品の安全評価に疑義あり」河田昌東氏 

 
通常ではあり得ない220℃ 25分の加熱をもってやっ
と、ラウンドアップレディのトリプシン・インヒビ
ターが失活したにも関わらず、「両者には差が無
い」と結論づけている。明らかに差があるのに。 

モンサントのラウンドアップ・レディ大豆の安全審査申請書 
第1部 ラウンドアップ・レディ大豆の安全性評価（日本語）  
第2部 提出試料中の各報告書の要旨の翻訳（日本語）  
第3部 ラウンドアップ・レディ大豆の作出方法（英語）  
第4部 ラウンドアップ・レディ大豆の評価（英語）  
第5部 動物飼育試験（英語）  
第6部 マウスにおけるＣＰ4ＥＰＳＰＳの急性毒性試験（英語）  
第7部 ＣＰ4ＥＰＳＰＳタンパク質のin vivoにおける消化性(英語）  
第8部 ＣＰ4ＥＰＳＰＳのアレルギー誘発性の検討(英語） 
第9部 タンパク質の検出に用いたＥＬＩＳＡ法など(英語）  
第10部 グリホサートの分析（英語） 
 

このうち、第６のマウスの急性毒性試験などの分析に使わ
れているＣＰ4ＥＰＳＰＳ（＝ラウンドアップレディたん
ぱく質）は、ラウンドアップレディ大豆から抽出したもの
ではなく、大腸菌につくらせたもの。 
（モンサント社は申請書の中で、「大豆から大量の
CP4EPSPS蛋白質を抽出するのは大変だから」と述べてい
る） 河田昌東氏webサイト「遺伝子組換え食品の安全評価に疑義あり」より 

 
 

ラウンドアップ耐性を与えるCP4EPSPS蛋白質のアミノ酸配列 

 
  1 mshgassrpa tarkssglsg tvripgdksi shrsfmfggl asgetritgl legedvintg 
       61 kamqamgari rkegdtwiid gvgnggllap eapldfgnaa tgcrltmglv gvydfdstfi 
      121 gdasltkrpm grvlnplrem gvqvksedgd rlpvtlrgpk tptpityrvp masaqvksav 
      181 llaglntpgi ttviepimtr dhtekmlqgf ganltvetda dgvrtirleg rgkltgqvid 
      241 vpgdpsstaf plvaallvpg sdvtilnvlm nptrtglilt lqemgadiev inprlagged 
      301 vadlrvrsst lkgvtvpedr apsmideypi lavaaafaeg atvmngleel rvkesdrlsa 
      361 vanglklngv dcdegetslv vrgrpdgkgl gnasgaavat hldhriamsf lvmglvsenp 
      421 vtvddatmia tsfpefmdlm aglgakiels dtkaa 
  
  

全455個の中、モンサントが決定したのは1〜15個まで。他はDNAからの推定
に過ぎない。しかし、ＤＮＡの翻訳系の異なる真核生物である大豆が、これ
と同じアミノ酸配列を生み出すかどうかは定かではない。 

「分析試料が大豆ではなく大腸菌製で、分析も3％程度でどうし 
て同等といえるであろうか」 
「科学的に装いながらまったく科学とはかけ離れた内容である」 
     河田昌東氏webサイト「遺伝子組換え食品の安全評価に疑義あり」より 
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自分で主体的に考えよう 

毒きのこを食べて人が死んだ。それを見て、「このきのこ
には毒がある」と察する能力が人間にはあった。科学が発
達するよりはるか昔から、人間は経験によって多くのこと
を学んできた。 
Ｂｔコットンを食べて水牛が死んだ。それを見て、Ｂｔ
コットンには毒がありそうだ、と考えるのが人間の知恵で
はないのか。なぜそれを敢えて放り出すのか。毒の作用機
序がすべて解明されるまで待つのは馬鹿げている。 
むずかしいことは専門家任せにして、自分たちが主体的に
考えることを放棄してきたことが、現代文明にさまざまな
歪みをもたらしていることを反省すべき。自分の頭で、常
識で考えよう。 
 

参考資料 
●WEBサイト「サルでもわかる遺伝子組み換え」 
http://gmo.luna-organic.org 
 
●ＤＶＤ「遺伝子組み換えルーレット」  
http：//geneticroulette.net 
 
●ジェフリー・スミスさん講演会資料 
http://geneticroulette.net/archives/2466 
 
●河田昌東さん講演『遺伝子組み換えと健康被害』動画
https://www.youtube.com/watch?v=bXTsoQJIsio 
 
●動画「失敗の10年－ＧＭコーンに騙された農民たち」 
http://altertrade.jp/archives/4722 

 

http://gmo.luna-organic.org/
http://gmo.luna-organic.org/
http://gmo.luna-organic.org/
http://gmo.luna-organic.org/
http://gmo.luna-organic.org/
http://geneticroulette.net/archives/2466
https://www.youtube.com/watch?v=bXTsoQJIsio
https://www.youtube.com/watch?v=bXTsoQJIsio

