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遺伝子組換え技術とその産物について 

 

 東京新聞 2009 年 1 月 10 日 3 面に次のような記事が掲載された。  

「輸出した遺伝子組換え作物など，バイオ・テクノロジーでつくった生物が他国の生

態系や人の健康に悪影響を与えた場合に，輸出国が損害を賠償する新制度の導入を定

めた国際協定の原案が 9 日，明らかになった。名古屋市で 2010 年に開かれる生物多

様性条約に基づくカルタヘナ議定書締約国会議で採択を目指す。・・・・（中略）・・・ 

各国の意見の隔たりは大きく難航は確実。議長国日本の調整力が問われる。原案に

よると新協定は，遺伝子組換え農作物の種子などが輸出先の国で繁殖した結果，既存

の植物の生息地が狭まったり，遺伝子組換え動物が逃げだして固有腫を絶滅させたり

した結果引き起こされる損害が対象。････（以下省略）」  

  

 上記の記事が本当なら，日本政府には，ぜひとも会議のリーダーシップを取っても

らい，現下の野放図・出鱈目で，環境汚染をもたらし，危険で利益の乏しい遺伝子組

換え（ＧＭ）作物・動物の商業的拡大を規制する適切な国際ルールを策定してもらい

たいものである。今日の我が国における遺伝子組換え（ＧＭ）製品については，遺伝

子汚染を含む環境影響評価については環境省が，農畜産物・水産物の栽培・作付や生

産については農林水産省が，また，食品（及び医薬品）については厚生労働省が食品

安全委員会や薬事・食品衛生審議会の答申等をベースに，それぞれ規制・管理するこ

とになっている（遺伝子組換え動物（家畜・家禽・養殖魚等）は未承認）（注＊）。 

しかし，ＧＭ作物もＧＭ食品もいずれについても，申請企業の提出してきた証拠書類

等をきちんと確認・検証もせずに，いい加減な安全評価や環境影響評価により，ただ

丸呑みする形で承認され放任されている。審査当局として，公正で公開された適正な

方法により，自分達独自に安全検査を実施してその結果を公表し，それらを日常的に

食する人体や家畜等に，短期的あるいは中長期的な害を及ぼさないかどうか，厳しく

点検することもなければ，遺伝子組換え生物の環境に対する影響をつぶさにモニター

して，将来的に禍根を残さぬような防御対策なり，意図しない繁殖による汚染防止対

策なりがなされている様子も全くない。ただ単に，提出された書類に目を通すだけの

表面的な形式的なチェックと，ほとんど内容のない審議に基づきゴーサインが出され

ている（この点は，道路やダム，あるいは原子力施設等のその他の政府による安全評

価・環境アセスにおける無内容プロセスとほぼ同様である：結論は初めから決まって

いる）。 

ひたすら商業利用を求めるモンサント等の一部の欧米多国籍企業の利益を必死に

守ろうとしているかのように見える（日本の企業で遺伝子組換え作物・動物や，その

食品化開発に取組むところは，既に大半が撤退してほとんど存在しない）。いやむしろ

逆に，中央・地方の役所の外郭団体であるいくつかの研究所では，農林水産業関連の
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肝心の品種開発や技術研究等をそっちのけで，この遺伝子組換え技術や，次に述べる

クローン技術などに没頭しているのが実態である。安全検査や環境評価などは，現下

の厚生労働省・農林水産省とその采配下にある外郭団体にとっては，まさに自己の利

害に反する敵対行為，妨害行為にほかならず，まともな形での実施は望みがたい状況

になってしまっているのが現状だ（組織的に利益相反状態）。  

たとえば，北海道各地や新潟県上越市，茨城県筑波市をはじめ，全国複数の都道府

県・市町村で，農林水産省の外郭団体である研究所が遺伝子組換え作物の野外実験栽

培を行っている。花粉の散乱による意図しない交雑，鳥類・昆虫類による食物連鎖被

害，あるいはＧＭ作物の野生化や土壌汚染，農薬耐性微生物の発生等による遺伝子環

境汚染，作付している米や野菜などへの風評被害等々，を恐れる地元農家の猛反対を

無視して，あるいは抑えつけて，実験栽培は強行されている。  

また，海外から輸入された遺伝子組換えナタネが運搬用トラックの荷台からこぼれ

落ちて野生化し，街道沿いの空き地等に自然繁殖しているのが市民団体や生協によっ

て各地で観察されている（鹿島，神戸，四日市，北九州他）。そもそもナタネはアブラ

ナ科の植物で，小松菜・ハクサイ・キャベツ・ダイコン・稲など，我が国で汎用的に

食されている穀物類や野菜類に近い品種である。栽培実験結果を見ても，これまでの

植物進化のプロセスを見ても，これらの作物間での交配は十分に可能性のあることで

ある。野生化した遺伝子組換えナタネが花粉を飛ばし，近隣の田畑の稲や野菜類との

近種交配を通じて，周辺各地へ遺伝子汚染が広がっていく危険性はきわめて高いと言

わなければならない。そして，一旦広がった遺伝子汚染は，もう絶対にもとに戻るこ

とはありえない。なし崩し的に我が国の農作物が遺伝子組換え化し，環境汚染が進ん

でいくことになる。そしてもし，いい加減な審査・検証で承認されてきた遺伝子組換

え作物・動物を食することが，人間や他の生物にとって有害であったとしたらどうな

るか，考えただけでもぞっとする話である。  

そういう状況下での 2010 年の会議であるので，多くは期待は出来ないかもしれな

いが，少なくとも輸入される遺伝子組換え作物や生物等については，それらが我が国

の環境に悪影響を与えないよう，生物多様性を維持していくための基本的なルール作

りぐらいは成功させてほしいと思う次第である。また，それらが契機となり，輸入さ

れるものだけでなく，国内で栽培・生産される遺伝子組換え作物・生物についても，

ＰＬ法的な瑕疵担保責任や損害賠償責任，あるいは環境汚染に対する原状回復義務等

の法的手当てをすみやかに行い，予防原則に基づく適切な規制措置を取ってもらいた

いものである。 

トラックから零れ落ちた輸入物の遺伝子組換えナタネによって，日本の農家の稲や

野菜などが，遺伝子組換え作物に意図せずに，なし崩し的に転換してしまうことなど，

あってはならないし，そうならないための厳しい規制がかけられなくてはならない。

いつまでたっても何もしない政府・環境省・農林水産省・厚生労働省・文部科学省に



3 

しびれを切らしたいくつかの地方自治体が，いわゆる「遺伝子組換え（GM）作物規

制条例」を制定して監督・規制を開始しているが，条例であることによる限界もあっ

て規制力は弱く，今日の状況に対するものとしては十分とはいえない。  

なお，遺伝子組換え食品については，人間の口に入るものである以上，輸入される

ものであれ国産されるものであれ，万全の安全審査と，少なくとも EU 並みの適切な

食品表示が義務化されることが必要であることは言うまでもない。しかし，遺伝子組

換え食品に係る表示も，安全審査などとともに不十分なままに固定化され，多くの消

費者や消費者団体などから再三にわたり拡充方向での改善要請がなされているにもか

かわらず，一向に改正されないでいる。我が国の遺伝子組換え技術とその産品（注＊）

に関する現状は，安全・環境・表示の，そのいずれについても「やりたい放題」の野

放し状態にあり，いかにも心もとない状況下にある。  

 

（注＊）遺伝子組換え動物（食用）（主に家畜・家禽類，及び養殖魚） 

遺伝子組換え動物（食用）については，米食品医薬品局（ＦＤＡ）が，2008 年 9

月に遺伝子組換え動物を食用にするため，それに関する規制・認可の指針案を公表

した。巨大なサケや，オメガ３脂肪酸を増やしたヘルシー豚など，24 種類以上のＧ

Ｍ動物・水産物食品が認可待ちの状態にあるという。ＦＤＡは，ＧＭ動物食品につい

ても体細胞クローン家畜等と同様に「食品表示不要」としている。近々，パブリッ

クコメントを経て，この指針案が正式に指針として制定され，遺伝子組換え動物が

食品として解禁されることになる。 

特に遺伝子組換え動物（魚・水産物を含む）の場合，陸上動物はともかく，ＧＭ

サケなどの魚類を含む水産物の場合には，一旦，それが環境＝河川・湖沼・海洋に

出て行ってしまった時の影響は計り知れず，深刻な遺伝子汚染を引き起こす可能性

が高い（たとえば巨大な体形になってしまうＧＭサケの雄は，同じ種類の一般のサ

ケの雌を独占してしまうという）。 

全知全能の神でもない人間が，わずかばかりの遺伝子機能の知識を元に（遺伝子

に関するどれほどの知見を蓄積したというのだろうか），細胞内の複雑な連関や相

互作用を無視し，人間にとって都合のいい機能だけを未熟な技術で取り出し，フラ

ンケンシュタインもどきの遺伝子組換え動植物を「製造」して，それを傲慢にも大

規模に環境に放出してビジネスにするなど，およそ危険性から見ても，持続可能性

から見ても，生物多様性の保持から見ても，環境保全の面からみても，民主的な社

会制度の面から見ても，生命倫理面から見ても，決して許されることではない。こ

うした一部の営利資本による傲慢で自己中心的な行為は，近い将来，自然や神から

厳しい「しっぺ返し」を受けることになるだろう。「大魔神怒る」である。 
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（注＊）遺伝子組換え技術を利用した産品 

 現状では，農作物の他，家畜・家禽類，養殖魚，それらの加工食品，食品添加物，

医薬品，木材・花き，実験用動物・微生物，酵母菌等（バイオマス関連など）などが

利用または利用計画下にある。 

 

なお，生物多様性と遺伝子組換え「作物」（厚生労働省・農林水産省共管の遺伝子

組換え「食品」の関連法令は別にある）に関する法令は下記の通りである。（ウィキペ

ディア他より） 

 

1992 年 国連環境開発会議（ブラジル・リオデジャネイロ：地球環境サミット，Ｕ

ＮＣＥＤ）において「生物多様性条約」締結 

（この条約では，生物多様性に悪影響を及ぼす恐れのあるバイオテクノロジー

による遺伝子組換え生物の移送・取扱・利用の手続等についての検討も行う

こととしている） 

1995 年（日本）生物多様性国家戦略策定  

2002 年（日本）同上改訂 

   （里山・干潟等を含めた国土全体の生物多様性の保全、自然再生の推進、多様

な主体の参加と連携などの内容を盛り込んだ改訂） 

2003年 国際協定「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書（カルタヘナ議

定書、バイオ安全議定書）」発効  

   （生物多様性条約を受けて，遺伝子組換え作物などの輸出入時に輸出国側が輸

出先の国に情報を提供、事前同意を得ることなどを義務づけた議定書） 

 2004 年（日本：国内法）「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性

の確保に関する法律（遺伝子組換え生物等規制法、あるいはカルタヘナ（国

内）法：従来の組換えＤＮＡ実験指針に代わるもの）」制定 

 2010 年 生物多様性条約に基づくカルタヘナ議定書締約国会議（予定：名古屋）  

 

遺伝子組換え作物に関する問題では，もう一つ重大な問題を指摘しておきたい。下

記は 2008 年 7 月 29 日付日本農業新聞記事からの抜粋である。著者は農業環境技術研

究所有機化学研究領域の当時のトップである（おそらく農林水産省の外郭研究機関）。 

 

「ＧＭ作物の栽培面積が急増したのは、非ＧＭ作物に比べて生産者の労力やコストを

削減できるためだろう。また、除草剤耐性の付与で不耕起栽培ができるようになり、

土壌侵食を防ぐ効果もある。一方、心配なことは、除草剤抵抗性雑草の発生やＧＭ作

物自身の自然発生である。 

 ＧＭ作物を導入する上で考慮すべき点は、生物多様性と非ＧＭ作物への影響だ。前

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E7%94%9F%E7%89%A9&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B2%E6%BD%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E3%81%AE%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E3%81%AE%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
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者は、ＧＭ作物が自然界に広がる危険性で、カルタヘナ法で栽培や輸入が規制されて

いる。後者は、周辺の非ＧＭ作物と交雑する危険性で、国や自治体でつくる各種栽培

指針で規制されている。 

 わが国でカルタヘナ法に基づき、生物多様性に影響が生じる恐れがないものとして

承認されたＧＭ作物は、現在 109 ある。花を除くすべての作物に除草剤耐性の性質が

付与されたものが存在する。」 

 

 太字アンダーライン箇所に注目されたい。我が国における遺伝子組換え作物への規

制は，1992 年生物多様性条約を受けて，その後合意された 2003 年の国際協定に応じ，

国内法として制定された 2004年「カルタヘナ国内法」と，非ＧＭ作物＝つまりこれま

で日本で栽培され食されてきた一般の農作物（それこそ稲，野菜，果実，雑穀，ナタ

ネ等々）への影響を考慮した各種栽培指針（国や自治体が策定），の２つで行われて

いると上記は述べている。 

これを読むだけでは，特に問題があるように感じられないのだが，実は遺伝子組換

え作物・生物を規制する対象を，非ＧＭ作物＝一般の農作物と，生物多様性＝つまり

農業以外の自然環境一般，とに分けることにより，2004年カルタヘナ（国内）法の適

用対象範囲から，非ＧＭ作物＝一般の農作物を除外しているのである。これまで日本

で栽培され食されてきた数多の一般農作物，それこそ稲，野菜，果実，雑穀，ナタネ

等々については，輸入される遺伝子組換え作物・生物に由来する危険に対しての生物

多様性保全の法的対象としては考えないと，日本政府・農林水産省が宣言しているわ

けである。2004 年カルタヘナ（国内）法は，あくまで田畑以外の「野生」部分にのみ

適用される，言い換えれば，誰も文句を言いそうにない，クレームの出そうにない，

損害賠償の必要もない「野生」環境に対してのみ適用するというわけである（注＊）。 

通常の感覚の持ち主なら「そんな馬鹿な，何かの間違いでは？」と思うだろう。私

もそうだった。当初はそんなことは何かの間違いで，本当は農作物を含むすべての日

本の環境に対して，この法律が適用されるのだろうと考えた。が，しかし，政府や農

林水産省の役人達は，この点については断固たる姿勢であった。しかも多くの国民の

知らないところで，多くの国民に丁寧に説明するわけでもなく（当然できるわけもな

い），日本の多くの農家が作る農作物は，これからも輸入される遺伝子組換え作物の環

境影響に対する法的保護は受けられないと，法律の中で決めてしまっている（上記研

究所職員のように，一見もっともらしく，しかし精通している人以外には目に付かな

い形で，「上手に」文章化するが）。 

 

（注＊）「一部の雑草保護」法としての「カルタヘナ国内法」 

 しかも「カルタヘナ国内法」の対象とされる「野生環境」とは，維新開国によって

外来種が入ってくるようになった明治期以前，つまり江戸時代より前から日本に固有
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の「種」として自然自生しているものに限るとされているという。その結果，この「カ

ルタヘナ国内法」で保護の対象となる種とは，わずかに数種の植物にすぎないそうで

ある。こうしたことは，「カルタヘナ国内法」を日本国内で事実上「無効」にしてしま

う，農林水産省・環境省結託による「詐欺」行為（詐欺的法律解釈）と言えるだろう。 

（先般，ある市民集会で，私から農林水産省の若手官僚に対して，この点を厳しく追

及したところ，農作物も「カルタヘナ国内法」の対象である，との言質を得た。しか

し，どうもそれは若い官僚であるが故の「常識的な法律運営の現場解釈」のようで，

実際は，農作物が遺伝子組換え作物の遺伝子汚染の危険性に見舞われても，法の対象

外だとして，国の行政は何らの対策も打とうとはしていないようである。要するに，

国の官僚達により，日本の自然や農作物を守るべき「カルタヘナ国内法」が恣意的に

運用されているようである） 

 

いったい何のために，このようなことをするのだろうか？ それは言うまでもなく，

米国の遺伝子組換え作物を日本へ売り込みたいモンサント他の一部の欧米多国籍企

業・アグリビジネス・バイオ企業の利益を害さないために，言い換えれば，彼らの商

売の邪魔をしないためにである。これを「売国奴」と言わずして，いったい何なのか？ 

当然ながら，こんな愚かな法律運用をしている国は，世界には日本の他に存在しない。 

 農林水産省の役人は，問い詰めればおそらく次のように回答するだろう。「だから非

ＧＭ作物（つまり一般の農作物）への影響は，国や自治体が作る各種栽培指針で規制

されている」。しかし栽培指針とは「指針」＝ガイドラインであって，作成した者がい

わば勝手に「こうしましょう，その方がいいですよ」と言っているに過ぎない作文に

過ぎない。法律ではないから何の強制力もなければ，従わなかったとしても罰則も原

状回復義務もない。こんなもので，強大な権力・資金力を持ち，全世界で暴れまわっ

ているモンサント等の欧米多国籍企業から，日本の農作物を守れるであろうはずもな

いのである。だからこそ，アンダーラインの後半部分のように，十分な観察も検証も

しないまま「わが国でカルタヘナ法に基づき、生物多様性に影響が生じる恐れがない

ものとして承認されたＧＭ作物は現在 109ある」などと平然と公言している。 

トラックの荷台から落ちたＧＭナタネの花粉が周辺の田畑に飛んだ場合に，それを

取締り，規制する法律は日本にはない，というわけである。2004 年「カルタヘナ国内

法」を田畑や農作物には適用しないとするのなら，その代わりのもっと強力な，我が

国の貴重な一般農作物を，輸入される遺伝子組換え作物による汚染から守ることので

きる「農作物カルタヘナ法」を制定しなければならない。このことを「売国奴」達に

しかと教えねばならない。 



7 

（参考）遺伝子組換え作物等の安全性に対する懸念ついて：「遺伝子組換え（バイオ

燃料用）植物による環境汚染の拡大」の危険性 

飼料用やバイオ燃料用の農産物や植物については，反収増産や栽培のコストダウン

等を狙って，遺伝子組換え技術が大々的に使用されている。遺伝子組換え植物の種類

は，農薬をかけても枯れない「除草剤耐性」（注＊）と，食べると虫が死ぬ「殺虫性」

（注＊）の 2 タイプが大半である。実際に栽培されている品種は，トウモロコシ･大

豆･綿･ナタネが大半。飼料用やバイオ燃料用は「食品ではない」ために，安易に栽培

が拡大される傾向にあるが，この遺伝子組換え植物は，そもそもその安全性について

大きな懸念がある他，意図しない自然交配や土壌汚染等を通じて，深刻で回復不能な

（遺伝子による）環境汚染を広範囲にもたらすこととなり，一歩間違うと，交配等に

よって植生が一気に広がり，地上の植物・農作物のほとんどが遺伝子組換え化してし

まうことから，「人類滅亡」の可能性もないわけではない危険で乱暴な（かつ未熟な）

技術である。（丁寧に説明するとボリュームが大きくなるので，以下，ごく簡単にその

危険性を４つ列記しておく） 

 

（注＊）「除草剤耐性」は，除草剤の毒素を分解してしまう酵素タンパク等を当該遺

伝子組換え植物の体細胞内に造りだす遺伝子を組み込んだもの，「殺虫性」は「虫が食

べると死ぬ」という殺虫毒性をもつ酵素タンパク質等を当該遺伝子組換え植物の体細

胞内に造りだす遺伝子を組み込んだもの  

 

（１） 食品としての危険性 

遺伝子組換え作物は，そもそも「種」の違う遺伝子を「種の壁」を越えて強引に組

み込み（従来の品種改良では不可能，しかも，その組み込まれる遺伝子は，その生物

にとっては必要がない異常なものである），それに大量生産のための抗生物質耐性マー

カー遺伝子（注＊）をも合わせて組み込んだ「化け物生物」である（反対する NPO・

NGO は「モンスター生物」とか「フランケンシュタイン食品」とネーミングしてい

る）。にもかかわらず，推進主体や審査機関・行政は，下記に説明する「実質的同等

性」概念（1993 年ＯＥＣＤ）（注＊）を主張して，しっかりした安全審査や検証もしな

いままゴーサインを出し，結果として南北米大陸を中心に遺伝子組換え作物が広範囲

に作付され，市場に出回っている（飼料や加工食品を含む）。  

そもそも安全審査の詳細が，開発者（欧米系多国籍企業５社）の「企業秘密」を盾

に公開されておらず，従ってまた，食品としての安全性や環境に対する様々な影響等

についても，多くの科学者による批判的検証にさらされていない（そうした検証は，

様々な手段で実質的に妨害されている）。 

遺伝子組換え作物・生物を人間が食する場合の懸念は，① その遺伝子組換え植物・

生物の細胞内で，予期せぬ未知・新種の有害たんぱく質や，様々な有害の随伴物・不
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純物等の物質が作られている可能性があること（ ⇒ 有毒，アレルギー，疾患他）（注

＊），② 抗生物質耐性マーカー遺伝子（注＊）の効果により，人間の腸を含む消化器

官内で抗生物質耐性細菌やビールス等の微生物が繁殖して抗生物質が効かなくなり，

やがて全身が抗生物質の効かない体になってしまうこと，③  食べ物 ⇒ 消化器官内微

生物（たとえば大腸菌）経由で「サイレンシング」と呼ばれるような化学反応（エピ

ジェネティクス）による人自身の遺伝子への影響の可能性，その他の体内における異

状作用の可能性，④遺伝子を外から強引に細胞に組み込むために使用される「ベクタ

ー」とよばれる「運び屋」生物（細菌やウィルス等の「感染力」を利用する。その際

は病原性を持った微生物がよく使用される。但し，ベクターとして使う場合には，そ

の病原毒性は不活性化されているという）が本来持っていた病原毒性が，外来遺伝子

を組み込まれた生物細胞の内外で復活する可能性，等々が考えられる。 

 

（注＊）1988 年から 89 年にかけて，米国において発生した遺伝子組換え関係事件に

「トリプトファン事件」がある。遺伝子組換え技術を用いて昭和電工が生産したアミ

ノ酸（トリプトファン）健康食品によって，死者を含む多数の被害者・犠牲者を出し

た。好酸菌増加による筋肉痛症候群（ＥＭＳ）によって，米国を中心に推定被害者 6

千人，死者 38 人に上り，裁判の結果，昭和電工が累計 2,113 億円の和解金を負担す

ることとなった。原因は不明といわれているが，健康食品に含まれる目的アミノ酸で

あるトリプトファンを遺伝子組換え技術で作る際に，随伴産出された不純物が原因で

はないかとの見方が有力である。しかし，原因究明や事故研究・再発防止も含め，和

解後はこの事件については一切が封印され不問とされている。  

 

（２） 毒性試験の「いい加減」 

・短期毒性（急性毒性）検査 

短期毒性検査は遺伝子組換え作物そのものを食べさせての実験ではなく，大腸菌に

導入した新種遺伝子産出のたんぱく質をマウス等に食わせて効果を見ているだけだと

いう。つまり製品化された遺伝子組換え作物や，その加工品それ自体を使って動物実

験をしているわけではないということである。また，実験結果についても，企業秘密

を理由に公開されず，安全審査を行う食品安全委員会や薬事・食品衛生審議会も，独

自の審査・検証を行って安全性を立証しているわけではない。安全審査の詳細は公開

されたことがない。従って，安全性に懸念なしとしない。  

 

・長期毒性については全く検証なし 

遺伝子組換え作物やその加工品（そのもの）を，かなりの長期にわたりマウス等の

動物に食べさせて安全性を検証した実験結果が存在しない（公開されていない）。生

殖・妊娠・出産に対する障害，内臓疾患や内臓肥大化，ホルモン異状，免疫力の低下，
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発がん性，神経系統等の異状，生殖機能の不全等が懸念される。（最近，民間の複数の

科学者が遺伝子組換え食品を使ってマウス実験を行い，その結果，内蔵や生殖機能等

に重大な障害が発生したという報告がなされているが，オーソライズされていない）  

 

（注＊）抗生物質耐性マーカー遺伝子 

遺伝子組換え技術は，狙い通りに正確に遺伝子を組み込むことが出来ない。従って，

たくさんの対象植物細胞を用意しておいて，狙いの遺伝子を一気にいくつか「打ち込

んだ」あと，対象となった複数の植物細胞から，狙いの遺伝子が組み込めた植物細胞

だけを取り出すという方法をとっている（「下手な鉄砲も数打てば当たる」型の技術）。

そのために，わざわざ目的の遺伝子とともに，強い抗生物質に耐性のある遺伝子も合

わせて組み込んでおき，「打ち込んだ」あとに，その強い抗生物質をかけても枯れない・

死なない細胞だけを残す＝取り出す，というやり方で，狙い通りに遺伝子組換えに成

功した植物の細胞だけを「純粋に」抽出している。  

遺伝子組換え後，一見しただけでは，どれが組換えに成功した植物細胞なのかがわ

からないので，他の一般の植物だったらすぐに枯れて死んでしまうような強い抗生物

質をかけ，抗生物質耐性マーカー遺伝子のおかげで枯れずに生き残る「遺伝子組換え

成功」細胞だけを取り出すわけである。抽出する際の「目印」になるので「マーカー

遺伝子」という。 

この抗生物質耐性マーカー遺伝子がたいへん危ないのである（⇒  鳥インフルエン

ザが人インフルエンザに変異する危険性，病院における抗生物質耐性細菌やビールス

の発生の危険性と同じ）。いわば毒をかけても死なない「化け物植物」を作り出したと

いうことである。生産しようとしているものが，人間の食べる「食品」であることを

忘れているのではないか。 

 

（注＊）実質的同等性の嘘八百（1993 年 OECD の作り出した安全審査上の概念） 

その内容は「既存の食品と実質的に同等なら，更なる安全性や栄養上の懸念は重要

でない」（従って詳細・重厚な実験等による検証の必要もない）というもの。  

何故，今まで地球上に存在したことのない（上記で述べたような），種の壁を越え，

抗生物質耐性にされた「化け物」生物が，既存の食品と「実質的に同等」なのか，常

識で判断してもおかしい。しかも「実質的に同等である」と言って，上記にあるよう

に安全性のチェックもろくにせず，それでいてちゃっかりと「特許」を取っている。

「実質的に同等」なら「特許」にも値しないではないか。 

生物学的に見ても，異質・異常な遺伝子の組み込みは，その生物体内で大きな影響

をもたらし，細胞内で予期せぬたんぱく質が産出される可能性があることや，微生物

を通じてその害毒が外部に伝播したりするなどの様々なプロセスを通じて，それを食

したものの体を蝕む等の大きな懸念がある。そもそも遺伝子は，それ一つがそれに対
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応する唯一のたんぱく質を作るといった「1 対 1 対応型」の「機械の部分品」的な機

能を持つのではなく，遺伝子の集合体である DNA やミトコンドリア（ここにもＤＮＡ

=遺伝子が一部存在している）等が，密接に相互に関連した総合体系・連関集合・相

互補完系を構成しているのである。目的遺伝子を発動させるプロモーター機能（遺伝

子のスイッチ：ＯＮとＯＦＦがある）をもった遺伝子や，目的遺伝子の働きを休めない

ようにする「エンハンサー」と呼ばれる遺伝子は，一つの異質な遺伝子の進入によっ

ても「フレームシフト」等の作用で，従来とは全く違う遺伝子作用を発生させる可能

性もあるといわれている。 

また，遺伝子が同じでも，それが入る生物細胞によっては（たとえば高等動物か下

等動物かで），違うアミノ酸やたんぱく質が産出されることもある。遺伝子組換え植

物・生物に「実質的同等性」などありえない。ましてそれを理由に，食品としての安

全審査を簡略化することなど，許されるはずはない。  

少なくとも，遺伝子組換え植物・生物を，科学的な根拠に従って利用しようという

のであれば，その食品としての安全性について，実験結果や審査内容・基準を全て公

開して明らかにし，多くの科学者の自由な批判や検証にゆだねるべきであろう。また，

少なくとも，遺伝子が組換えられた生命体の細胞内で，いったい何が起こっているの

か，遺伝子の作用はどのように変化しているのか，更には，昨今，分子生物学の世界

で，遺伝子技術に関連して注目され始めた「メチル化」（注＊）とはいったい何なの

か等々について，科学的に原理が解明されてから，その利用が考えられるべきである。  

同時に，遺伝子組換え植物・生物がもたらす環境への影響についても，いわゆる「予

防原則」に立脚して，十分に用心した慎重な対応が取られてしかるべきである。仮に，

それらが食品として懸念がないものであったとしても，在来種との自然交配等を通じ

て意図せざる種の混交が発生することは，生態系を大きく変える可能性を持ち，それ

だけでも「遺伝子汚染」「環境汚染」といえるからだ。  

残念ながら，現状はそのようにはなっていない。きわめて乱暴で強引で，秘密主義

的な展開になっている（何故なのか？）。  

 

（注＊）「メチル化」とエピジェネティクス 

現在，生物学・細胞生理学・遺伝学などの最前線の研究に，「メチル化」（ＤＮＡ修

飾）や「アセチル化」（ヒストン修飾）などの，いわゆる「エピジェネティクス」研究

がある。詳細説明は省くが，「エピジェネティクス」ないし「（細胞内）エピジェネ秩

序」とは，簡単に言えば，遺伝子を発現させる細胞内の化学・生物学的環境，あるい

は相互連関・相互作用・遺伝的作用の総体のことである。遺伝子は，それ単独の独自

作用で，1 対 1 対応の唯一特定のタンパク質製造に関与しているのではなく，周辺の

細胞内外の化学物質などと生物学的な相互作用・相互連関の中で，作動したり，停止

したり，休眠したり，他の遺伝子と相互補完したりしているわけで，このエピジェネ
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秩序の様々な要因による攪乱や破壊は（例えば放射線被曝，あるいは遺伝子組換え操

作等），当該生物の健康障害をもたらすのみならず，その生物が生殖して生みだす後世

代へも遺伝的影響をもたらすことが知られている。  

 遺伝子組換え技術は，この細胞内の「エピジェネ秩序」を撹乱・破壊する可能性が

ある。 

 

（３） 環境汚染（下記の５つの次元で環境汚染が懸念される） 

① 遺伝子組換え作物そのものが雑草化して環境汚染  

② 野生生物へ伝播（花粉の飛散・昆虫による拡散他：ナタネで最高 2.5km） 

③ 野生ウィルスや微生物への伝播（植物から土壌へ：実際に汚染事例あり）  

④ 遺伝子組換え作物が生産したものが野生生物に影響（産出物や死骸，食物連鎖） 

⑤ 遺伝子組換え作物に組み込まれた除草剤耐性や殺虫性に「適応」した微生物や

害虫が発生（除草剤が効かない雑草，食べても死なない害虫の発生）  

  

上記５つの環境汚染を考えると，遺伝子組換え作物は，食品として危険であるだけ

でなく，たとえば抗生物質や除草剤の効かない生物を環境に作り出してしまう可能性

があることから，非食品としても危険であることがわかる。  

（なお，関連して言えば，直近では「遺伝子組換え」の「動物」が食品として認可さ

れようとしている。第 1 号は巨大なサケ（魚）の可能性あり。とんでもない話だ：伝

えられているところによると，この巨大な遺伝子組換えサケは全てオスで，体が大き

いので自然界のメスのサケの大半を引き寄せ，他の自然界のオスを追い払ってしまう。

しかし，体が大きい割には生殖能力が低く，次世代をうまく残せない「欠陥」生物で

あるため，仮にこの巨大遺伝子組換えサケが自然界に放たれた場合には，何世代かの

後に，自然界のサケは生殖不全の累積で絶滅する可能性があると言われている） 

 

（４） 遺伝子組換えに関する法的な規制がない 

 遺伝子組換え作物や農畜産物の取扱に関しては，実験段階は文部科学省，田畑圃場

から工場までは農林水産省，工場から消費者までは厚生労働省が所管となる（それ以

外の自然環境全般は環境省）。いずれにおいても，その取扱いに正式な法的規制が存在

しない（強制力があり，違反すれば罰則が伴うという意味で）。唯一，実験所段階で，

（未知の）遺伝子組換え微生物の環境への漏出の危険を防止するために，実験所をＰ

１，Ｐ２，Ｐ３の三段階に区分して，環境に対する「バリアー」を強くしているとい

う話を聞いたことがある程度である（法規制かどうかは未確認）。 

現段階であるのは，遺伝子組換え作物の栽培にしても，遺伝子組換え食品の安全性

確保についても，役所の作ったガイドライン（強制力のない行政指導文書）や，業界

が定めた自主ルール程度の中途半端なものだけである。他の食品産業や工業等と比べ
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ても，いかにもバランスに欠けた法規制の状況であり，何かがあっても誰も責任を問

われることのない無責任な体制が出来上がっている。 

 

（５） 種子支配・独占 

遺伝子組換え技術を使った種子事業を持つ企業グループは，モンサント（米），シ

ンジェンタ（スイス），アベンティス（仏），デュポン（米），ダウ・ケミカル（米）の

5 社である（特にモンサントが巨大）。遺伝子組換え作物が広範化した場合（既にして

いる），その種子はこれら多国籍企業・アグリビジネス・バイオ企業に独占されること

となる。これらの企業は，自社の遺伝子組換え種子の特許を取り，当然ながら農家の

種子の自家採取を認めていない。 

 

＜最後に＞ 

 上記に見たように，遺伝子組換え技術の世界は（というよりも，クローン技術など

を含む「バイオ・テクノロジー」の世界は），社会の法秩序が入り込めない一種の「治

外法権」的な状況が創られ，その環境破壊の危険性や，食品としての安全性などへの

懸念が大きいにもかかわらず，きちんとした安全性審査や，情報公開や，状況監視な

どがなされていない。 

また，もしもの場合の関係当事者の法的責任（賠償・補償責任や原状回復責任や管

理監督責任や行政責任など）が極めてあいまいなままの「無責任体制」がつくられ，

かつ，この遺伝子組換え技術を特許化して強引に推進する一部の欧米多国籍大資本の

利益に資するような形で，日本の国内行政が展開されている。信じがたい事態であり，

もはや「異常」という他ないのではないか。 

 こうしたことは，言ってみれば，福島第 1 原発事故を引き起した「原子力村」の構

造と瓜二つの構造が，この遺伝子組換え技術の世界にも出来上がっているということ

を意味している。つまり「原子力村」とは違う「もう一つのムラ」＝「遺伝子組換え

ムラ」ないし「バイオ村」である。私はこの危険な兆候を（人類・世界を滅ぼす可能

性のある）「2 つの核（原子核と細胞核）」と表現している（遺伝子＝ＤＮＡは細胞核

にある）。この「2 つの核」に対しては，厳しい規制と監視が必要であることは言うま

でもない。 

以 上 

（食の安全・監視市民委員会運営委員：田中一郎）  

（メールＡＤ：ichirouchab@withe.ne.jp） 
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