
1 

 

NPO法人農都会議  食・農・環境グループ    

シンポジウム「ゲノム編集」～その未来を考える～    

・日時  2019年 4月19日（金）18： 00～20：45 （17：30 開場）  

・会場  港区神明いきいきプラザ  4 階集会室Ａ  

・講師：大澤  良  氏   筑波大学生命環境系  教授   

天笠  啓祐  氏  ジャーナリスト、日本消費者連盟共同代表  

【第１部 講演】 

1.1 大澤 良 氏（シート 1）   2.1 天笠 啓祐 氏（シート 6）  

【第２部 質疑応答・議論】  

2.1.1 質問票回答：大澤 良 氏（シート 10）    2.1.2 天笠 啓祐 氏（シート 12）  

2.1.3 天笠氏への質問票に関して大澤教授より（シート 16） 

2.2   席上の質疑応答（シート 17） 

 

【第１部  講演】       

1.1 講師：大澤  良  氏  筑波大学生命環境系  教授   

・[「ゲノム編集」～その未来を考える～ ] がテーマだが、未来を考えるのは、科学者が考える

ことか、作られた作物の未来とは何だろうか、何が心配なのだろうか。 

・筑波大で育種学、保全生物学の教授をしている。主たる仕事は、そばの品種改良、なたね、桜草

の研究をしている。 

・農林水産省で育種事業にも携わっていた。現在、育種学会副会長。 

 

・世界的に見た現状― 人口増加、気候変動による環境悪化、一人当たりの農地の減少、水の減少。 

 どうすればいいのか。 

・日本では、農業就業人口 175 万人、その平均年齢が 67 歳に迫ろうとしている。この中で、如何

に生産していくか、誰のための品種改良か、食料生産を支えるにはどうすればいいのか。おい

しいだけでなく、きちんと生産できなければならない。これは、育種、品種改良の命題である。 

・品種改良の原点― すべての品種が、今あるようなものが突然にでき上がったのもではない。 

自然の変化を人間が選択する、ということを積み重ねてきたことで、有益な作物・家畜を作り

上げてきた。突然変異を利用して人間に有益なものを作ってきた。 

・カンランの野生種から、人間は、交配や突然変異を利用して、キャベツ、カリフラワー、ブロッ

コリ、ケール、芽キャベツという栽培種を創り出してきた。 

・トウモロコシ、大豆も野生種から、改良を積み重ねて、今のような形の品種にしてきた。 

・リンゴも、姫リンゴくらいの大きさの野生種から、今の「ふじ」のような大きなものを作って
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きた。 

・栽培化の変異は― 

①種子が休眠する― 年を超えて暖かくなると、発芽する、  

②穀物の脱粒性―実がボロボロと落ちない。脱粒性は、野生種にとっては、ばらばら落ちない

と広がらない、それを失うと致命的な変異である。  

・栽培化の過程、すなわち野生種が作物になるには、様々な遺伝子に起きた変異を拾ってきて、

それらを集積していくことである。 

・イネは、約 32,000 個の遺伝子を持っている。①野生イネと栽培イネとの間では 305 個の変異が

あるが、これらは栽培化に必要な変異であり，②インディカとジャポニカの両者の間では、1120

個の変異がある。後者のほとんどは、まさに地域の差（その地域で好まれることなど）に対す

る応答であり、これに関わる遺伝子の差の方が多い。もっちりとか、丸いか、長いか、等の好

みに応じて変わる変異が加わって品種群になる。 

 

・品種改良とは何か、在来種からどんどん品種改良される。この時、潜在的な能力を上げていく。

種子の数を増やす、大きさを変える、等。 

・しかし、実際の栽培では、常にストレスがある― 病気、害虫、環境耐性とか、雑草との競合、

等。これらに打ち勝つように、ストレス耐性を付与する。 

・様々な交雑や突然変異、遺伝子組換えやゲノム編集も、この流れの中にある技術である。 

・1900 年がメンデルの法則の再発見、ここから交雑育種が始まり、トウモロコシの F１品種、突

然変異育種が始まった。  

・従来使っていたのは、自然に起きた変異を上手に使う、という品種改良だった。 

・もっといろんな変異を起すべく、放射線や化学品を使って突然変異を起こさせて、有用なもの

を採ってきた。  

・1953 年、DNA 構造が解明され、遺伝子の実態が見えてきた。   

・緑の革命は収量革命で、イネではミラクルライスといわれる IR８という品種が大活躍した。台

湾の半矮性の在来種が持っていた遺伝子を交雑によって長幹の peta に導入し、短くても肥料を

与えれば、倒れず収量が上がる品種ができた。小麦でも同じことが起きた。 

・さらに収量を上げていくために、トウモロコシやダイズでは遺伝子組換えがでてきた。現在は

ゲノム編集技術が生まれている。 

 

・品種改良の三原則、私が作ったものだが、 

①遺伝的変異の創出・拡大 （品種改良の素を作る）  

②希望型の選抜・品種化 （欲しい性質を効率よく選び出す） 

③品種の維持・増殖 （性質が変わらないように増やす）。 

変異を作って、いいものを選んで、それを維持すること、この 3 つが必須、一つでも欠けては
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いけない、品種改良の大原則である。 

・遺伝子組換え、ゲノム編集は、それ自身が品種改良というのではなく、変異を起こす技術に過

ぎない。 

・トマトは多様な品種が店頭に並んでいるが、消費者ニーズがあるから開発されている、品種改

良の消費者メリットである。 

・一方で、トマトにはいろんな病気がある― 疫病菌、トマト潰瘍病、 輪紋菌、トマト茎疫病。ほ

とんどのトマトはこれらに抵抗性をもっている。変異で抵抗性を持った。本来、もっていなく

てはならない機能を、きちんと持たせてあるが。一般の方々には見えない。 

それは、消費者に示すことではないが。品種改良では、こういうことが重要である。生産者メ

リットである。 

 

・米国の大規模農場では、遺伝子組換えの大豆やトウモロコシが栽培されている。遺伝子組換え

の耐虫性や除草剤耐性の大豆やトウモロコシは、大規模農場であるがゆえに活かされるメリッ

トであり、小規模の農場では、殆んどメリットがない、とも言える。 

・代表的品種改良をまとめると、 

①交雑育種― 二つの物をシャッフルして、その中からいいものを選んでいく。  

②突然変異― もともと持っている遺伝子に人為的に変異を起こさせて、目的とする変異が出た

ら、それを拾って利用する。  

③ゲノム編集は、特定のところに変異を入れて、それを利用する。  

④遺伝子組換えは、全く別の種の遺伝子を導入して使う、①②③とは、かなり違う手法である。 

・交雑育種は、交雑でできたものをどんどん捨てて、例えばイネでは、延べ 100 万個体に 1 個体

くらいが品種になる。 

・背が高いが収量の多いイネと、背が低いイネとを交雑して、背は低い（倒れにくい）が収量の

多いイネができた。これは、遺伝子を見ると、結果的に、ホルモンをつかさどる遺伝子機能が

抑止されていることがわかった 

・突然変異育種は、DNA が切れた時に、修復しようとして、一部に修復ミスが起きる、このコピ

ーミスを突然変異として利用してきた。 

 

・最近の開発事例 耐塩性のひとめぼれ― 岩手県生物工学研究センターの高木さんたちは東日本

大震災後に塩害に強いコメを育成した。ひとめぼれの耐塩性に強いものを作ろうと、化学薬品

で突然変異を起こし、25%の濃い塩水で栽培して、その中でも枯れないものを選抜した。環境

変化へ対応する遺伝子に変異が起きて、耐塩性の高いコメの品種ができた。 

・生産者メリットは、消費者には見えない改良。 

・戻し交雑(backcross)を行なう― シャッフル、交配しながら必要なもの以外は元に戻す。 

ひとめぼれに化学変異与えたら、1500 ヶ所の変異が発生し、その中に塩にも強くなる変異が含
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まれていた。戻し交配で変異が 750 とかに半減し、これを繰り返せば、目的遺伝子以外での変

異箇所がどんどん減る。 

SNP（＊）は 1 塩基（塩基；4 種― アデニン (A) 、グアニン (G) 、チミン (T) 、シトシン 

(C)））が変わって、1500 ヶ所の変異が 200 くらいに減り、「ひとめぼれ」の耐塩性新品種「Kaijin」

（海人）となり流通している。収量やほかの形質はもとのひとめぼれと全く変わらない。 

（＊）SNP：single nucleotide polymorphism（s）を略して SNP（スニップ）または SNPs（ス

ニップス）ともいう。遺伝子の塩基配列が 1 カ所だけ異なる状態およびその部位をさす。 

 [農業技術辞典] 

 

・ゲノム編集は、遺伝子がわかっているときに、そこにピンポイントで変異を作ることができる。 

・ゲノム編集は、影響の起き方で、3 つのカテゴリーに分けている。 

DNA が切れた時の修復時に起きる修復ミス利用には― 

① 欠失（一部の塩基がとれる） ②置換（別の塩基と入れ替わる） ③挿入（新たに加わる） 

すなわち、 

SDN-1；標的とする塩基配列を切断し、修復時に生じる変異を利用する。 

SDN-2；あらかじめ細胞外で用意した DNA 断片（核酸）を細胞内に入れ、修復時にそれらが

取り込まれる。 

SDN-3；外来遺伝子を組み込んだＤＮＡ断片（核酸）を細胞内に入れ、切断後修復時にそれら

が取り込まれる。 

（＊）SDN：「列特異的 DNA 切断酵素」を意味する「Site-Directed Nuclease」の頭文字 

・普通のナス品種は、受粉しないと実が大きくならないが、植物ホルモン合成遺伝子が働かなく

なった自然突然変異で、受粉しなくても、大きくなる。 

・大きなナスになる既存の新品種を、ゲノム編集で作ったところ、まったく同じ大きさのナスが

できた。 

・こういう、大きなナスになる突然変異は、 

① 自然の突然変異― 待っていると、10－６くらいの発生で、小さい。 

② 化学品や放射線利用でこの突然変異の発生を高めて、そこから選ぶ方法、 

③ ゲノム編集は、分かっている遺伝子に変異を入れる方法 

 これらは、どの技術を使っても、最終的にできるものは同じ。 

・育種は、非意図的（狙って起させたものではない）変異を大量に作り、その中から、年月かけ

て、特定の変異を持ったものを選ぶ。ほ場に展開して、有望なものを選び、収量低いものは除

かれる。 

 

・組織培養（＊）とゲノム編集をくらべると、野生種との比較での全変異数は、両者でほとんど

変わらない。（＊）生物体から組織あるいは組織群を切りだして人工的な条件の下で育てる。 
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・いいトマト作ろうとすると、10 年、20 年かかる。もし、遺伝子がわかっていれば、ゲノム編集

技術を使い、5、6 年で新品種が開発できる。（魔法のように、1 年でできることはない） 

・従来の遺伝子組換えは、微生物等から遺伝子を取出してベクター(運び屋 DNA)につないで、農

作物の細胞に入れる。農作物に、外来の遺伝子が存在する。 

・遺伝子組換えの害虫抵抗性（Ｂｔ）トウモロコシは、特定の害虫に効く（このトウモロコシを

食べた害虫が死ぬ）。 

・遺伝子組換えは、他の生物の遺伝子を利用する（新しい設計図を入れる）ので、従来の育種で

はできないものも作れる。 

・ゲノム編集(SDN-1)でできる作物― その作物自身の特定の遺伝子を必要な部分だけ変える 

（設計図を少し書き変える）。科学的には従来育種でできたものと同等（遺伝子組換えのような

ことは、できないが。） 

・最終製品に外来遺伝子が― 遺伝子組換えには、残る(残す)が、ゲノム編集(SDN-1)では、外来

遺伝子は使わないので、残らない(残さない)。 

・従来の突然変異利用でできる作物― その作物自身の遺伝子が、偶然変化したものを利用する。

（特定の遺伝子を狙うことは できない） 

 

・規制は二つある― 環境影響に対する規制と、食品安全性に対する規制。 

・環境影響に対する規制： 生物多様性の保全と、持続可能な利用に及ぼす潜在的な悪影響を排除

して，人間の健康と環境を保護すること。  

・生物多様性条約に基づいてのカルタヘナ議定書が締結され、カルタヘナ法ができた。 

・遺伝子組換え作物の環境評価として、①競合によって生態系に影響はないか、②野生種との間

に交雑はないか、③有害物質を作らないか― が、評価される。 

・遺伝子組換え農作物開発では、①実験室（2 年以上）から出る時に審査 ⇒ ②隔離ほ場（1 年以

上）（種子、水が外に出ない）での審査 ⇒ ③一般ほ場（およそ 2 年）での審査。そして、食品

衛生法と飼料安全法に基づく安全性審査を受けて、商品化されることになる。 

 全体で、10～15 年かかっている。 

・私がお手伝いしていた部会（＊）では― 

（＊）カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会 座長・大澤 良 氏 

「細胞外で加工した核酸が最終産物に含まれない技術により得られた生物については、カルタヘ

ナ法に規定された遺伝子組換え生物等に該当しない（規制対象外）」 

 ただし、対象外と決めたものでも、 

「その生物に関する知見の収集や作出経緯等の把握が必要であるため、当面の間、使用者に対し

て、生物の特徴や生物多様性影響が生じる可能性の考察結果等に関し、事前の情報提供を求める 

（ただし拡散防止措置が執られている施設で使用する場合は除く。）ことが 了承された。」 

 そして、 
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① ゲノム編集で、細胞外で加工した核酸が最終産物に含まれるものは、従来の遺伝子組換え同

様の規制対象になる。また、 

② 残っていないと、言えないものも、遺伝子組換えとみなして、規制する。 

③ 残っていないものは、一般の品種改良と同じと見なすこととする。 

すなわち、ゲノム編集を正確に仕分けした、ということ。 

・比較対象となる作物（食品）の安全な食経験があるかが、重要なこと― 絶対安全な食品という

ものは存在しない。 

・従来の非組換えの作物などを比較対象とし、リスクが増えていないことを確認する― これが 

食品の安全性評価の基本になっている。 

・導入される遺伝子およびその産物（タンパク質）に有害性はないかを確認する。 

あるいは、遺伝子の挿入により、非意図的な栄養成分含量の変化や有害成分含量変化が生じて

いないか― 

これは、遺伝子組換えの評価の流れである。 

・ゲノム編集は、①SDN-1（切って戻した変化）②SDN-2（鋳型を作って入れる）③SDN-3（遺

伝子を入れる⇒したがって、③は遺伝子組換えに同じ）の 3 つがあるが、 

・②SDN-2（鋳型を作っていれる）は、外から入れているが、①SDN-1（切って戻した変化）と

区別がつかない。このため、 

・①SDN-1（切って戻した変化）と ②SDN-2（鋳型を作って入れる）の二つは、遺伝子組換えに

該当しない。自然界で起こる変化範囲内であり、従来育種技術でも起こりうることから、遺伝

子組換え食品と異なる扱いとするが妥当とした。 

・しかしながら、従来育種技術により得られたものと判別・検知が困難なことから、法的な義務

化は必要としないが、当面、開発者等から必要な情報届け出を求める。 

・カルタヘナ法と食品衛生法ではゴールが違うと言われるが、これは、基づいている法律が違う。

食品衛生法上は、その食品で検知できなければ、その範疇か否かが、わからない。環境（カル

タヘナ法）では、その過程を踏まえて、そのゴールが、外から入れた可能性があるならば、そ

れは遺伝子組換えとする。 

・リスクと不安をどのように整理するか、がこれからの課題である。 

・リスクは、ハザード（危険性）と暴露量（どれだけ受けるか）の、単純な掛け算ではないが、ハ

ザード（危険性）が小さくても、暴露量が極めて大きいと、リスクがある。 

・このリスクという考え方と、不安とは全然違うもの。 

・リスクをどう理解し、不安をどのように払拭していくか、この話合い、議論ができればよい。 

 

1.2 講師：天笠啓祐氏  ジャーナリスト、日本消費者連盟共同代表   

・ゲノム編集は特定の遺伝子の働きを壊す― 制限酵素というハサミの役割をする酵素で切って、 

目的とする遺伝子をピンポイントで壊す。 
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・2012 年に、クリスパー・キャス 9（CRISPR―Cas9）が登場して、ゲノム編集技術が容易にな

り、一気に広がった。 

・遺伝子を壊すのをノックアウトと言う。しかし、この壊したところに遺伝子を挿入することも

可能で、これをノックインという。 

・従来の遺伝子組み換えは、その最大の問題点の一つだった、導入した遺伝子がどこに入るかが

わからないままに、結果オーライでやってきた。 

・ゲノム編集では、正確に入れられる。逆に、正確な遺伝子組み換えができるため、これからは、

切るだけでなく、組み換えることが増えてくることになるのだろう。 

・CRISPR―Cas9 は、バクテリアの遺伝子を利用している。バクテリアにウィルスが侵入し、ウ

ィルスはバクテリア内で増殖しようとする。ウィルスはバクテリアの細胞を破って繁殖し、バ

クテリアは死ぬ。バクテリアは生き残り戦略として、ウィルスの DNA を切断して、ウィルス

の働きを無効にする仕組みを持っている。これを利用したのが、ゲノム編集技術である。 

 

・今のゲノム編集で一番多いのは、ミオスタチンという筋肉の成長を抑制する遺伝子を壊すこと、

この応用がひじょうに多い。 

・生物はバランス、調和で成り立っている。人間の背を伸ばす遺伝子と、抑える遺伝子がバラン

スをとって、バランス、調和が保たれている。 

・背を伸ばす遺伝子が壊れた遺伝病では、小さい人になってしまう。逆に巨人症では背の成長を

抑える遺伝子が壊れて背がどんどん伸びてしまう。 

・ゲノム編集でこのような遺伝子を壊すことで、生命のバランスを壊してしまうことは、意図的

に病気や障害をもたらすことである。 

・ミオスタチン遺伝子を壊すと、筋肉質でマッチョな動物ができる。京都大学でマダイやトラフ

グの開発が行われているが、ゲノム編集ではこの応用がひじょうに多い。意図的に生命体の調

和を崩すことが拡大している。 

 

・米国で、既に栽培されて市場に出回っている作物が 2 つあるー 除草剤耐性ナタネと、高オレイ

ン酸大豆。 

・政府は、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP：エスアイピー）のテーマの一つ「ゲノム

編集」について、早く法律などの規制について決着をつけるよう、昨年 6 月政府に求めた。法

律や指針などの規制を早く明確化し、推進の態勢を整えよというものだ。 

・これを受けて、まず環境省が動き、8 月下旬にはカルタヘナ法での規制で結論が出た。この過程

では、ほとんど、専門家以外の声を聞かなかった。 

・その後、厚労省では食品衛生法での規制について取り組んだが、これも最初に結論ありきで、

最初の提案がそのまま結論になってしまった。 

・環境省含めて政府は、一般市民が関与できないまま、この 3 月末までの最後の結論まで行って
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しまった。こういうやり方が、まず、大きな問題である。 

・ゲノム編集では小麦やじゃがいもの開発が行われている。変色しないマッシュルームも出てき

ている。 

・大澤先生のような良心的な研究者ばかりではなく、企業などは商売を第一に考えて取り組んで

いる。 

・日本でも、シンク能改変稲という、籾数を増やす稲の開発が行われている。 

・いくつかの大学や企業では、バイオ燃料を開発している。例えば、藻はエネルギーをでん粉と

油脂で蓄えるが、その内でんぷんに蓄える遺伝子を壊すことで、油脂の多い藻を開発し、バイ

オ燃料として利用しようとしている。 

・豚では、ミオスタチン遺伝子を壊したマッチョな豚と、その逆に成長ホルモン関連遺伝子を壊

し、15kg くらいのマイクロ豚が開発されている。このように商売先行で進んでいる状況にある。 

・角（つの）のない乳牛、卵アレルギーのない鶏なども開発されている。 

・DIY バイオといって、自分の体のミオスタチンを壊す人まで現れている。ゲノム編集用の機器

や試薬が通信販売されており簡単に入手でき、米国ではそれを用いて、自分に応用する人まで

現れている。コントロールが効かなくなっている事態となっている。 

 

・生命倫理の問題― 中国では双子の赤ちゃんがゲノム編集で誕生したが、生命倫理の問題がある。

ゲノム編集では、環境問題と食品安全の問題に、もう一つ、この生命倫理の問題がある。日本

では、昨年 9 月、ゲノム編集の受精卵への応用はダメだ、ただし、基礎研究は認めよう、と決

まった。 

・今年 3 月、動物の中に人間の iPS 細胞を入れ臓器を作ることが容認された。動物性集合胚とい

うものだが、これまでは基礎研究に限って容認されていたのが、今は、子どもを産んでよい、

となった。生命倫理も歯止めがどんどん失われている。 

・中国の赤ちゃん誕生の例は、エイズウイルスに感染しないように、と受精卵にゲノム編集を加

えた。しかし、これはエイズウイルスには感染しないようにはなったかもしれないが、西ナイ

ルウイルスには感染しやすくなって、インフルエンザが重症化しやすくなり、脳にも影響があ

ることが分かった。一つの遺伝子を壊すことが、いろんな問題を引き起こすことを、この事例

は示している。 

 

・ゲノム編集には、特許問題もある。 

遺伝子組み換えでは、特許を取って種子を制覇し、種子を制覇することで、食料を制覇する、

ということが起きた。モンサントはこれを行なった。特許支配が食料支配につながっていった。 

・今回のゲノム編集でも、この特許の問題が起きている。 

デュポン（ダウケミカルと統合した；米国連合）が特許取得で先行し、モンサント（独のバイ

エルが買収した）が追って、熾烈な特許紛争が起きていた。最終的にはモンサントが勝利した。 
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・京都大学のマダイやトラフグの開発では、開発はできるが、商品化の段階では特許の問題が出

てくる。 

・高額の特許料が請求されると、植物でもゲノム編集開発の種子が高くなる、ということが起き

る。 

・多国籍企業が特許を押さえていることが、一番大きな問題である。日本で輸入 OK となると、

米国で開発したゲノム編集作物がどんどん入ってくることになる。遺伝子組み換えとまったく

同じ構図になる。日本の企業や研究者は、独自の研究や開発で特許を取得し、多国籍企業の特

許と交換するクロスライセンスで、この問題をクリアしようとしている。 

・ノックアウトマウス（特定の遺伝子を壊したマウス）が、病気のモデル動物として作られてい

る― この遺伝子を壊すとこういう病気になります、と。ある企業はこれまで遺伝子組み換えで

このノックアウトマウスづくりの注文を受けてきたが、11、12 ヶ月、360 万円かかっていた。

同じ会社がゲノム編集技術で同じノックアウトマウスを作るとすると、7、8 ヶ月、220～270 万

円でできるようになったと喧伝している。 

・種子のシェアは、いま多国籍企業によって寡占状態になっている。最大の種子企業のモンサン

トをバイエルが買収したが、両者を合わせると世界の種子の 30％近いシェアになった。デュポ

ン・ダウ連合がこれに続き、スイスのシンジェンタを買収した中国加工集団公司がこれに続き、

世界の種子の支配がこの 3 社によるものになりそうだ。その寡占をもたらしたのが遺伝子組み

換え作物であり、これからはゲノム編集技術の作物になる。 

 

・ゲノム編集技術の応用に、遺伝子ドライブ技術がある。昨年 11 月の生物多様性条約締約国会議

がエジプトで開催され、大きな焦点になった。 

・以前、沖縄で不妊のミバエを大量放出して退治した。これと同様に不妊の蚊を放出しようとす

ると、野生種との交雑で不妊の蚊は次世代では半分、その次はさらに半分と、どんどん不妊の

蚊が相対的に減ってしまう。 

・ゲノム編集機能を遺伝子そのものに埋め込み、メスになる仕組みを壊してしまうと、オスにし

かならない、これをわずかの数だけ放出するだけで、次から次へとオスの蚊しか生まれない蚊

になり、あっという間に絶滅させることができてしまう。 

・マラリア等の蚊の媒介の病気をなくそうと取組みが始まった。 

・しかし、この種の絶滅というのは、どこまでの影響が起きるのかがわからない、ということで、

生物多様性条約締約国会議でたいへん大きな問題になった。 

・この会議では、予防原則の下、環境影響評価をきちんとやって、影響がないと認められないと

実施しないことが決まった。西アフリカのブルキナファソで、この実験が行われようとしてい

た。 

・この遺伝子ドライブ技術は軍事技術に応用が可能と、米国防総省の国防高等研究計画局

（DARPA）が資金を提供して、西オーストラリア州の 6 つの島と米国の太平洋の 2 つの島で動
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物放出実験が行われている。 

・ゲノム編集は、生命をもてあそぶようなことになるのでは、と懸念する。 

・オフターゲット（標的外改変）で、様々な遺伝子を壊してしまう。 

・ゲノム編集された細胞とそうでない細胞が入り乱れるモザイクの問題もある。 

・ゲノム編集の効率を上げれば上げるほど、発がん性を増す、という研究報告もある。 

 がん抑制遺伝子を抑制してしまうことに起因している。 

・ゲノム編集の安全性評価の仕組みは―  

① 従来、遺伝子組み換え生物では、生物多様性への影響は、カルタヘナ法（環境省と農水省）、 

② 食品安全性評価は、食品安全基本法と食品衛生法（厚労省と食品安全委員会）、 

③ 飼料の安全性は、飼料安全法と食品安全基本法（農水省と食品安全委員会）、 

④ 生命倫理は文科省と厚労省が指針を作成しているが、これをゲノム編集にも当てはめよう

とした。 

・カルタヘナ議定書にある、「遺伝素材の新たな組合せ」、これにゲノム編集は該当するのではな

いか、統計学では、「切る」というマイナスも新たな組合せになる、と私たちは考えるが、その

ようなことは議論もされなかった。 

・ゲノム編集以外にも、たくさんの技術が出てきている。これらにも今回の環境省、厚労省の考

え方が、新技術の農水産物にも適用されていくことになるのではないか。 

そうすると、規制の対象外の考え方が、拡大するのではないか、とひじょうに懸念している。 

 

【第２部 質疑応答・議論】   

2.1 質問票（席上回収）に、講師が答える形式  

2.1.1 講師：大澤  良  氏  筑波大学生命環境系  教授     

（１）ゲノム編集技術には、SDN-1、2、3 の 3 つのカテゴリーがあるとのことですが、報道で出

てくる次の 5 つの編集食品は、それぞれどのカテゴリーの技術でしょうか？ 

 ①栄養価の高いトマト ②収穫量の多いイネ ③肉付きのよいマダイ ④毒の少ないジャガイ

モ ⑤卵のアレルゲンが少ない鶏 

→ （大澤氏）①～⑤（現時点で外に出そうとしているもの）すべてが、SDN-1 である。 

 

（２）ゲノム編集によって生まれた植物・動物が野生化する可能性とその対策。 

→ （大澤氏） ・作物はほとんど野生的な要素を失っている。 

・ゲノム編集で収量性を上げても、作物に限っては、野生化することはない。 

・ゲノム編集で太ったマダイや太ったフグが、狂暴化することは考えられない。 

しかし、魚類においては経験が少ない。食する魚のゲノム編集の取扱いは、私個人は、慎重

であるべき、と考えている。 
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・動物についても、まだ経験が少ない。どの遺伝子をさわったら野生化する、ということにつ

いての知見は、専門家でないので、もっていない。 

・ただ、もしもゲノム編集した牧草があれば、それらがやっかいな雑草になる可能性はない、

とは言えない。 

 

（３）ゲノム編集技術により起こるリスクは、農作物とヒトの医療とで同じでしょうか？ 

  同じであるなら、その理由、違うのであるなら、同様にその理由を教えて下さい。 

→ （大澤氏） ・これは明らかに違う。 

・ターゲット変異以外の変異（オフターゲット）は、作物では、それを取り除く術がある― バ

ッククロス（戻し交雑）したり、交配して、そういう目的外変異を落としていくことができ

る、あるいは、変異を見て、それを捨てることもできる。 

・一方、医療でのオフターゲットについては、慎重であるべき、と思う。 

・オフターゲットを少なくする技術もどんどん開発されており、それらを同時進行で、見てい

くべきだろう。 

・作物と医療は、私個人としては、違うと思っている。 

 

（４）①カルタヘナ法で、生態系のバランスや変異の影響は、完全にコントロールできるのか？ 

②もし、できない可能性として、何があるのか？   

③アメリカなど、カルタヘナ法の外にある国での影響をどう考えるのか。 

→ （大澤氏） ・いい質問だが、難しい質問。 

・カルタヘナ法で決めている生態系のゴールは、競合における優位性、交雑性、有害物質の産

生性である。植物においては、この 3 つ、特に競合性、交雑性を押さえれば、生態系のバラ

ンスは問題ないだろう。 

・微生物、動物の事例を待っていない。どのようなものができるかによっては、ひっかかるも

のがある。その場合は、制御、規制していくことは必要。 

・米国、カナダは、自由ではなく、従来法で規制できる、と考えている。 

 

（５）ゲノム編集作物は、一代雑種となるのか、ある期間作り続けると固定種になるのか。 

→ （大澤氏）一代雑種という概念と、遺伝子組換え、ゲノム編集という概念は、全く考え方が

異なる。一つの性質を変えることと、一代限りの F1 品種を作ることは、別のこと。トマト、

トウモロコシでも、殆んどの野菜が F1 である。二つの性質を一つに合わせる、という非常に

に有効な育種法として一般的に使用されている。 

 

（６）日本の研究者は特許について、どうしているのか。  

→ （大澤氏）研究に関しては、特許の規制はないので、研究者は普通に使っている。実用化に
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あたって、私は、特許がすべてを縛るものだとは、思っていない。適正な特許は、開発者が持

つべきだし、例えば自動車は特許の塊。特許を如何に利用するか、どのように使っていくよ

うにするかは、確かに問題にはなるが、野菜については、小さなマーケットで使っていく時、

特許で縛るメリットはあまりない。特許契約は、普通の会社の普通の特許と同じようなもの

にすべきと思う。 

 

（７）ゲノム編集の大きな問題は、その目的にあるのではないでしょうか。例えば、軍事技術に

応用された場合、巧妙な方法で、バイオテロに転用されかねず、規制をどうされるのか。よ

ほどその巧妙さに対して、対処していく準備はできているのでしょうか。 

  何か問題が起こった時、解決する方法はあるのでしょうか。問題がどのゲノム編集開発者で

起こったのか複雑化する上で、それもわからなくなる、ようにも思うのですが。 

→ （大澤氏）軍事技術に応用、バイオテロに転用にどうするのか．．．どうしましょうね。もし

そういうことが起こりうるのなら、先頭きって反対する。そういう開発をする会社は、科学

者として絶対に許さない。大学としても、こういう研究は許さない。 

ゲノム編集だから許されるということはない。テロを前提とすると、人間社会はがんじがら

めになる。そこに制約を加えるのは、皆さんの意識の問題だし、科学者の意識の問題であ

る。 

 

（８）DIY バイオのように、DIY ベジタブルは可能か？ DIY ベジタブルがもしできて、申請し

なければよいのでは。 

→ （大澤氏）悩ましいところ。自分で自分の体のミオスタチンを壊すのは、なんというのか、

アホなのだろうが、それを他の人に打てば、逮捕すべき。銃と同じで、社会的制裁は、必ずし

も法だけではない。科学者の責任もあれば、キットを売る会社の責任も、 

2.1.2 講師：天笠啓祐氏  ジャーナリスト、日本消費者連盟共同代表  

（１）「ゲノム編集」技術が「遺伝子組み換え技術ではない」、とすると、有機農業にゲノム編

集技術が使われることになるのか。 

→ （天笠氏）今の状態では、これは可能になる。有機農業で作ったナタネから作った油は、有

機食品として販売されている。線引きがひじょうに難しくなるが、有機食品として使えてし

まうことになる。 

 

（２）ゲノム編集食品が、私たちの生活・健康に与えるマイナス面、危険性は何か。この 3 月、

ゲノム編集食品が夏以降出回り、表示もされないで、届け出もされないで出回るとの報道が

されました。国民に対する危険性のことをお教えてください。 

→ （天笠氏）実際問題として、どういう危険があるのかは、まだはっきりわからない。だから、
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環境への影響評価を行い、食品としての安全性評価を行い、最終的に食品表示をして消費者

が選択できる権利をもたらすべきである。このままでは切るだけのゲノム編集では、環境へ

の影響評価とか、食品としての安全性評価もなくなる、表示もなくなるので、私たちが選択

できなくなる。最低限、表示して選択できるようにすべきである。 

 

（３）メディアでは、この夏にもゲノム編集食品が販売されるとの報道がされていますが、本当

でしょうか？これに消費者連盟はどう対応しているのでしょうか？  

→ （天笠氏）一応 8 月ということになっている。これは米国ですでに出回っており、それが輸

入される可能性があるからだと思う。繰り返しになるが、環境への影響評価、食品としての

安全性評価、食品表示をして消費者の選択を、と言い続けてきている。 

 

（４）遺伝子組み換えとゲノム編集の定義が、かなり恣意的になりつつあるのではないか。 

 → （天笠氏）定義は、他の生物の遺伝子を入れるのが遺伝子組み換え、特定の遺伝子をこわ

すのがゲノム編集で、定義自体は恣意的ではない、と思う。 

 

（５）人類への応用への懸念。 

→ （天笠氏）品種の改良が人類に適用された苦い経験を持っている― ナチスの優生学のよう

に、優生思想につながる危険がある。 

 

（６）拙速な判断過ぎる。取り返しがつかない。 

→ （天笠氏）今回の政府の環境省、厚労省の決め方は、拙速すぎると言える。幅広く意見を聞

いて、議論をすべき。今日の質問票を見ても、まだ、ゲノム編集が広く知られていない。ゲノ

ム編集が広く知られて、その上で、どういう問題、メリット、デメリットがあり、どこまでが

許されて、どこからは許されない、という議論を得た上で、判断すべきが、それが行われな

いままに、どんどん進めてしまった。拙速すぎる判断だ。 

 

（７）動物だけでなく、樹木への応用展開は、許せるのでは― 成長の早い樹木など。 

→ （天笠氏）樹木は難しい話だが、エコロジー、生態系を考えた時に人間は自然の一つであり、

樹木でこういう操作をやった時に、人間にどういう影響があるのかは目に見えない。植物の

品種改良もそうだが、どういう形で生態系全体を通じて、人間にまで影響が及ぶのか、そう

いうことへの見極めが必要になる。生態系全体への影響の中で、きちんと考えるべき。 

 

（８）ゲノム編集以外、他の技術とは、何があるのか？ 

→ （天笠氏）いろいろあるが、一つは RNA 干渉法がかなり進んでいる― RNA を操作するこ

とで、遺伝子の働きを抑える技術。既にこの手法で開発されたジャガイモの輸入が認められ
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ている― ①加熱による発がん物質のアクリルアミドを抑制する、もう一つ、②ぶつかった

ときに発生する黒ずみを抑える。日本での栽培は認められていないので、米国で加工しての

輸入で、ファーストフード店、ファミリーレストランでのフライドポテトを想定しているの

だろう。この技術では、2 つの遺伝子の働きを妨げているが、それにより新たな毒性が増えて

いることが確認されている。また黒ずみを抑えると、かえって傷が分からなくなり、その傷

にはやはり有害物質が蓄積しているが、これまでのように除去しないで食べる人が増えてし

まう。この問題は、ゲノム編集にも当てはまる。 

 

（９）DIY バイオのように、DIY ベジタブルは可能か？ DIY ベジタブルがもしできても、申請

しなければよいのでは。 

→ （天笠氏）多分できるのだろう。野放しに広がりを懸念している。 

 

（１０）どのような規制の制度が必要でしょうか。 

→ （天笠氏）今の制度はちゃんとした制度にはなっている。遺伝子組換え食品の輸入が始まっ

た 1996 年当時、法律に基づく環境への影響評価も、食品の安全性審査も、食品表示もなかっ

た。2000 年代に入ってから、整っていった。今は、法律が整備されており、制度としては揃

っている。ただ、制度がうまく生かし切れているかは、疑問である。規制を強めている国は

ない。政府は推進の姿勢を示したが、農家などが訴えて裁判で規制をもたらした国が、ニュ

ージーランドと EU である。 

 

（１１）作物なら生命の調和、倫理は気にしなくてよい？  

→ （天笠氏）エコロジー、地球全体の生態的な考え方からは、作物の影響がどのような形で人

間に及ぶかは、わからない。 

 

（１２）オランダ、スウェーデンの研究について、厚生労働省も何か言っていた、と思うが、詳

しく説明してほしい。 

→ （天笠氏）・オランダのデルフト工科大学でコンピューターのシミュレーション・モデルを

開発した。 

・従来のオフターゲット発生のシミュレーション・モデルでは、オフターゲット箇所が捉え切

れていないのでは、と新しい数式モデルのシミュレーション・モデルを開発した。 

・CRISPR-Cas9 のゲノム編集技術は、バクテリアの対ウィルスの仕組みを利用しているが、ガ

イド RNA でハサミを運ぶ場所にあいまいさがあり、これにより、オフターゲットが発生しや

すい。 

・スウェーデンのカロリンスカ研究所（医科大学)が、CRISPR-Cas9 のゲノム編集の効率向上

を目指した研究していて、がん抑制遺伝子の活性が阻害されることを見つけ論文発表した。 
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（１３）企業は悪いことをしたら、潰れるのでは？ 

→ （天笠氏）企業が悪いことをして、のさばる事例は、たくさんある。モンサントは悪いこと

しているのに、のさばっている。 

（１４）ゲノム編集技術により起こるリスクは、農作物とヒトの医療とで同じでしょうか？ 

→ （天笠氏）オフターゲットは現象的には同じところがあるが、農作物の品種改良では、戻し

交配とか選抜等、いろいろある。人間の場合は、取り返しがつかない。農作物とヒトは、同じ

側面と違う側面がある 

（１５）ゲノム編集の問題点として、調和を崩す、と言われたが、これまでの品種改良では、調

和は崩れていないのでしょうか？ 

→ （天笠氏） ・これは大事なポイントで、交雑での品種改良は、自然の摂理の中で行われてき

た。 

・遺伝子組み換えは、自然の摂理では起きえないことをもたらした。ゲノム編集で目的とする

遺伝子を壊すだけだという言い方があるが、オフターゲットによって、さまざまな遺伝子が

壊れてしまえば、調和どころではない。 

・人間の遺伝子は２万数千個だが、一つの遺伝子で一つのタンパク質を作る、と言われていた

のが、最新の研究で、一つの遺伝子が複数の働きをしており、中には千近いタンパク質に関

わっているケースもあると分かってきた。 

・ゲノム編集で一つの DNA を切ると、複数の遺伝子を壊してしまう。生命の仕組みは、本当に

複雑にできている。ゲノム編集でつくった農作物が、何世代か後に、大きな問題を起こして

しまうこともありうる。 

 

（１６）「壊してよい遺伝子などない」のであれば、品種改良はできないのではないでしょうか？

農業の否定になるのでは、と思いました。 

→ （天笠氏）従来の品種改良で自然の摂理の中で遺伝子が壊れるのと、意図的に壊す、のとで

は、かなりの差がある、と考えている。とくにオフターゲットは、これまでの品種の改良で

はありえなかったことである。 

（１７）変異を起こした後、選抜できる農作物と、選抜するわけにはいかない医療では、同じゲ

ノム編集といっても、分けて考える必要があるのではないでしょうか。 

→ （天笠氏）私もそう思う。医療、動物では取り返しがつかない場合がある。 

 

（１８）2018 年 1 月 19 日に行われた厚生労働省の「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 新

開発食品調査部会 遺伝子組換え食品等調査会」で、日本消費者連盟の代表（これは天笠先生？）

が、英国・ウェルカムトラスト・サンガー研究所やスウェーデンのカロリンスカ研究所など

の研究について、質問・要望を出されています。厚生労働省の対応は、12 月 5 日の議事録で
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は、カロリンスカ大学の研究を否定し、ウェルカムトラスト・サンガー研究所については、

無視となっています。1 月 19 日から 12 月 5 日の間に、厚生労働省は上記について、検討し

たのでしょうか？ 

→ （天笠氏）私が厚生労働省の調査官への発言中に、（農研機構研究所の）田部井さんが反論 

してきた。その場に論文を持っていなかったので、反論に答えられなかった。その後で、論

文を丹念に読み直して、田部井さんは完全に間違えていることがわかった。ウェルカムトラ

スト・サンガー研究所については、無視しており、検討した形跡はまったくない。 

 

2.1.3 上記(2.1.2)の天笠氏への質問票に関して、 

講師大澤教授より  

（１）ゲノム編集の問題点として、調和を崩すことに関して 

→ （大澤氏）・調和とは何ぞや、ということは難しいのだが、作物は調和を壊してきている。 

一種の奇形で、あれだけ実のなる一般植物はないし、脱粒性もなくなり、休眠性もなくなっ

ている、人間のいいように変えてきた。 

・一作物として、あるいは群として、人間と共に、変わってきた。では、それが、地球全体の生

態系に影響を及ぼすのか、というと、一つの作物で及ぼすことはひじょうに難しい。 

・遺伝子組換えとか、ゲノム編集とかを言う前に、モノカルチャー、ワンクロップ（crop）を大

量に作るような栽培体系（プランテーションのような）を、生態系への影響という視点で見

ればいい。これは一つの作物のせいではなく、農業体系である。そもそも、農業は生態系を

破壊しながら、我々は益を受けている。 

・全体の調和を壊さないような農業で、益を得られるようにすることは重要。  

 

（２）遺伝子について 

→ （大澤氏）遺伝子は同時に発現したり、関連を持っているので、遺伝子をいじると、いろい

ろ動き出すことは、よく知られている。思いがけない変異が起きることもある。それがネガ

ティブならば、作物の場合は、それを捨てる。しかし、倫理観の問題として、ヒトには、それ

はあってはならない。 

（３）ゲノム編集について   

→ （大澤氏）ゲノム編集について、ものすごく大事なこと― ゲノム編集は遺伝子を壊す、改 

変する、という技術だが、そもそもそこに遺伝子があることが、わかっていなければ、編集

できない。化学物質や放射線で突然変異を起させ、実が小さいとかが起きた時に、それを調

べることで、それがどの遺伝子に関与しているのかが、初めてわかる。黒い髪の毛の遺伝子

は、金髪の人がいて、初めてわかること。ゲノム編集は、オフターゲットのような編集ミス

もあり（文章編集で「を」⇒「お」と間違うような）、技術はまだまだ改良していかなければ

ならない。 
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２.2 席上の質疑応答  

（１）十数年、農業をやっている。ゲノム編集で作った種子を何世代も続けていくと、固定種に

なるのか。もう一つ、ゲノム編集は、どの段階で編集を行うのか。 

→ （大澤氏）・ゲノム編集で作った種子は、固定できないと使えないので、最終的には固定で 

きる。これは、どんな変異でも同じ。 

・どの時点でゲノム編集するのか― 植物を培養し、この培養細胞にゲノム編集を加える。花咲

爺さんのように、植物に直接、芽にふり掛けてゲノム編集しようと研究している先生もおら

れるが、現在は培養細胞に変異を起させ、それを再分化している。 

 

（２）欧州で反対運動あり、ゲノム編集は遺伝子組換えと同じとして運動が起きているのに、日

本ではなぜ、反対運動が起きないのか、不思議だが。 

→ （天笠氏）・以前、遺伝子組み換えの表示の問題で欧州に取材に出向いた。 

・その時に、消費者、環境、生協等の団体に取材したが、日本との最大の違いは、欧州では環境

保護の考え方が徹底している。遺伝子組み換え生物は環境を破壊する生物だから表示して「あ

なたは環境に良くないものを食べているのですよ」と分かるように表示させたといっていた。 

・遺伝子組み換え食品は、欧州では全食品表示という、厳しい表示制度になっている。食用油

のように、遺伝子組み換えのタンパク質、DNA が残らないものも、表示が義務付けされてい

る。 

・どうしてこうなっているのか、と聞いたところ、遺伝子組み換え作物は、環境によくない作

物であり、この食品を食べることが、環境によくない、ということで、食品に表示させてい

る。 

・油、醤油のようなものに、タンパク質、DNA が残る/残らない、ではなく、実際に遺伝子組

み換え作物を使っている/使っていない、のかを全食品に表示している。 

・日本は逆に、環境の問題ではなく、食品の問題としての表示の問題であり、遺伝子組み換え

作物のタンパク質、DNA が残っていない油や醤油のような食品は、遺伝子組み換え表示の義

務がない。 

・欧州では、ゲノム編集の一番の問題は、カルタヘナ法の問題で、遺伝子組み換えと同等の扱

いをすべきだ、と訴え、欧州裁判所は、遺伝子組み換えと同じ扱いをすべき、との判断を下

した。 

ニュージーランドも全く同じ。 

 

（３）ゲノム編集は政府があっという間に決めてしまった。これに限らず、政府は有識者会議で

決めているが、大澤先生は有識者として、自分の良心に基づいて、提言みたいなものはない
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か。 

→ （大澤氏） ・それは、聞きにくいことを、よく聞いた（笑）。 

・私自身は、ゲノム編集については、学術会議、農水省で、数年間にわたって、議論を続けてい

る。これを公表しているが、あまり関心は持たれない、という事実はある。その中では、アカ

デミアだけではなく、いろんな人の意見を聞いている。 

・拙速だと言われることは、そういう経緯をきちんと説明せずに、4 回ですべてを決めてしまっ

たと見せてしまった、それはあまりよくなかった。 

・議論してきた資料を見せるべきだった。途中で、一般の市民や消費者の意見を聞くことが、

あってもよかったのかもしれない。 

・しかし、結果については、私は良心を持って、正しい、と思っている。 

・政府にせかされて、と捉えられてしまうことは、あまり賢いやり方ではなかった、というこ

とは、正直、反省している。 

・種子法とごっちゃにされることは、困るのだが、種子法は、私は拙速だった、と思う。各県の

対応を待たずに進めた面がある。TPP もあるが、そんなに危険なのか、リカバリできないの

か、等の議論がなかったのは、そのとおりだ、と思う。内容に関しては、私の意見もあるが、

今日は趣旨が違うので。 

 

（４）ゲノム編集のタイプ２については、どういう評価をしているのか。 

→ （大澤氏） ・ゲノム編集は、１，２，３のタイプがあり、タイプ１は外から入れていないの 

で、従来の突然変異の修復のミスマッチ相当、タイプ２は短い鋳型を用意して、新しいアミ

ノ酸が入る変異を期待している、そこが難しくて、タイプ 1 でも同じことが起きる。 

・日本では、プロダクトベース（最終産物での判断）で、タイプ２は鋳型が最終的に残ったの

か、自然に入ったものか、しかし、入れる動作をした時点で、遺伝子組換えと同じと判断し、

当面は情報開示を求めている。正直者が馬鹿をみるようなことがあってはならない。 

・食品は、検知できないものは、区別できない。この考え方は、環境（カルタヘナ法）の考え方

とは異なっていて、どうしようか、というところ。 

・先週まで、ゲノム編集、遺伝子組換えの国際会議に出ていた。この日本の食い違いは、オー

ストラリアも同じだが、隣のニュージーランドがダメ（＊）と言っているので、もっとどう

しようか、と。  

（＊）ニュージーランドの判決―「ゲノム編集は、遺伝子組換えと同等の扱いをすべき」 

 

（５）検知できない、というのが気になる。本当にできないのか。 コストがかかるからできな

い、と言っているのか、検知できない根拠は。 

→ （大澤氏）1 塩基が入った、ということは検知できるが、それが、外から入った 1 塩基なの

か、自然に入った 1 塩基なのか、それが区別できない。 
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→ 塩基が入ったことはわかるのだから、放射線も含めて、人為的に関与して変異を起した、と

いうのが自然界の変異と区別できないのか。 

→ （大澤氏）放射線で入ろうが、自然で入ろうが、1 塩基の由来を区別することは難しい。入

り方によって、シーケンスが読めた、と報道されているが、コシヒカリの３個体Ａ、Ｂ、Ｃ

は、数千塩基の違いがある。ササニシキに比べれば、全然違うのだが、コシヒカリの個体の

シーケンスを読めれば、読むほど、個体で違う。絶対的な正解（レファレンスという）はな

い。 

 

（６）有機農業を営んでいて、気になっていることだが、農薬耐性に関して、もっと濃度の高い

農薬でも野菜はできるのか、耐性の高い野菜ができてしまうと、農薬が増えてしまう。そこ

は、どう考えるのか。 

→ （大澤氏）除草剤耐性の野菜が、もしできたとしたら、ということなのだとしたら、除草剤

耐性のキャベツとか、そういうものはない。 

除草剤耐性の大豆はある。濃度は関係なく、普通の除草剤をかけても、草は死ぬが、その大

豆は死なない。濃度は関係ない。 

→ ものすごい濃度の除草剤をかけたら、どうなるのか。 

→ （大澤氏）そういう除草剤をかける意味が、よくわからないが。農家なら、できるだけ、少

なく撒きたいのだから。 

→ 除草剤かけても、草が刈れずに育つようになると．．． 

→ （大澤氏）それをみんなが受け入れると、増えていく、と思う。世界で、遺伝子組換えのト

ウモロコシ、大豆、綿の生産は大きく増えており、生産者はよし、としている。ただ、それを

消費者が、よしとしているのかは、別問題だが。米国では農家は何の抵抗もなく使っている。 

→ （天笠氏）こういう誤解ではないだろうか。 

・米国の農薬の消費量は、すごく増えている。1996 年、遺伝子組換え作物導入時より、数倍に

増えている。 

・お母さん方の運動につながっていて、子どもたちのアレルギーや、発達障害が増えている。

遺伝子組み換え作物への農薬使用量が増えている影響ではないか、ということで、取り組み

が今、広がっている。 

・なぜ、農薬が増えたのか― 一番は、耐性雑草が広がった。除草剤をかけても枯れない雑草が

増えてしまっている。 

・米国の雑草科学という雑誌には、耐性雑草が 30種類以上に増えてしまっている。そうすると、

新たな除草剤を使う、抗生物質と耐性菌と同じようなことが起きている。 

・そして、結果的にいろんな除草剤を使うようになり、除草剤自体の使用量も増えている。 

・また、虫を殺す作物にも耐性害虫が増えている。殺虫毒素Bt毒素に耐性の害虫が増えている。

このため、殺虫剤を使わざるを得なくなっている。 
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・農薬消費量が米国農務省の統計でも増えている。強いとか濃いというのではなく、農薬消費

量自体が増えている。これが今、米国で大きな問題になっている。 

 

                                        以上 


