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食の安全が後退した背景

•第2次世界大戦後 世界に食料供給した米国

•各国の自給達成 → 米国、新たな農産物市場が必要に

•ＧＡＴＴ→ＷＴＯ→ＴＰＰ 日本が標的に

•ＴＰＰ離脱のトランプ政権→ＴＰＰ以上を要求 日米ＦＴＡへ

•農産物の貿易自由化のために関税撤廃と安全規制の緩和・撤廃

•米国政府の後ろにいる多国籍アグリビジネスの要求



世界商品種子市場（２０14年）
企業名 市場シェア

モンサント 26.5
デュポンパイオニア 18.6
シンジェンタ 7.8
リマグレイン ４.8
ランドオレイクス 4.0
ダウ 4.0
バイエル 3.6

上位7社占有率 69. 3 ％

バイエルがモンサントを18年6月買収 バイエルの種子部門はBASFに売却
デュポンとダウが2017年合併 コルテバを含む3つの会社に分割
ケムチャイナ（中国化工集団）がシンジェンタを2016年買収.

これら4社は現在 、世界の種子販売の60％以上を支配

http://www.etcgroup.org/content/blocking-chain




米国の農産物輸出のターゲットが日本
国際規格（コーデックス規格）や米国基準へ整合化の要求

→ 日本の安全規制緩和へ

食品添加物の増大
＜指定添加物数＞ （厚労省による日米比較）

日本 656品目

米国 約1600品目

現在１００品目の添加物認可を進める食品安全委員会



狂牛病規制の撤廃

日本、2019年５月からＢＳＥ規制全廃

日米ＦＴＡに向けて米国牛肉の輸入増大にスタンバイ

輸入牛肉の肥育ホルモン剤

米国・オーストラリア：肥育ホルモンを使用

ＥＵ、ロシアなど世界的に肥育ホルモン使用牛肉は輸入禁止

日本、使用禁止だが、検疫検査はモニタリング検査のみ

食肉中の肥育ホルモン調査（2009年日本癌治療学会）

米国産牛肉の脂身は日本の１４０倍！

赤身では６００倍！の残留

1991年自由化後輸入牛肉の消費量増加と並行して乳癌、前立腺癌は急増



 



肉の赤身増量の飼料添加物（塩酸ラクトパミン）

米国・カナダ・メキシコ・オーストラリアで使用

ＥＵなど世界１６０カ国で使用禁止・輸入規制

人体に影響（手の震えなどの中毒症状、心臓病や高血圧患者への影響
が大きく、長期摂取で悪政腫瘍誘発の懸念）

日本は輸入肉に残留基準値を設定（禁止ではない）

検疫検査はモニタリング検査のみ

ほとんどのベーコン・ハム・ソーセージは輸入豚肉が原料

アグリビジネスは薬剤漬けの低品質な畜産物の販路を日本市場に見出
そうとしている



ポストハーベスト（ＰＨ）農薬実質容認

収穫後（ポストハーベスト）の農薬処理 日本禁止 米国容認

1991年「牛肉・オレンジ自由化」をきっかけ

米国産柑橘類の輸入のためにＰＨ農薬の殺菌剤イマザリル、ＯＰ
Ｐ、ＴＢＺなどを食品添加物の保存料として容認

殺菌剤アゾキシストロビン

米国の残留試験成績で最大残留値はグレープフルーツ５・４２７
ｐｐｍ、オレンジ３・９９４ｐｐｍ、レモン９・８１２ｐｐｍ

日本は最大値が収まる10ｐｐｍに設定 実質ＰＨ使用容認

桃０・05ｐｐｍ、ミカン１ｐｐｍ、リンゴやナシ２ｐｐｍ

輸入のかんきつ類は国産ミカンの10倍も緩い



ジャガイモ輸入のためのＰＨ容認
―殺菌剤ジフェノコナゾールの食品添加物指定と

残留基準大幅緩和―

•厚労省、米国またはカナダの残留試験で最大値3.58ppmが収ま
る4ppmに設定。現行残留基準0.2ppmの20倍

•残留基準を4ppmとすると、推定一日摂取量は一日摂取許容量
（ＡＤＩ）に対し、幼小児は70.2％にもなる

•輸入のために食品添加物指定をする必要はない。輸入相手国に
は、日本国内同様、収穫後使用を認めず、冷暗所保存などの防
黴対策を求めればよい。



世界一遺伝子組み換えを食べている日本人

認可済遺伝子組み換え作物：大豆、とうもろこし、菜種、綿実、ばれいしょ、アルファル
ファ、てん菜、パパイヤ

主な遺伝子組み換えの性質

除草剤耐性（ラウンドアップ＝主成分グリホサート）などに耐性

ラウンドアップを浴びても枯れない

殺虫毒素（ＢＴ毒素）生成

輸入の遺伝子組み換え作物割合

トウモロコシ73.6％、大豆84.3％、ナタネが89.1％

これらが主原料ではない食品や醤油、食用油、コーンフレーク、異性化糖や水飴などに表
示義務なし





ＴＰＰ協定がもたらすＧＭ輸入増大

「ﾓﾀﾞﾝﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞ―による生産品の
貿易条項」

ＧＭの新規承認を促進すること

遺伝子組み換え食品の輸入促進



ＴＰＰ批准後ＧＭ認可急拡大

15年11/1 17年1/29 18年1/2

日本 214 232 309

米国 187 195 197

韓国 136 149 164

インド 11 11 11



揺らぐＧＭの安全性

カナダ シャ―ブルック医科大学産婦人科医師ら 2011年

ＧＭ殺虫毒素が９３％の妊娠女性の血液から検出、８０％の女性
の臍帯血からも検出

ロシア ＧＭ大豆を食べさせた母ラットによる子ラットの死亡率
５１．６％（通常大豆で１０％）

２００８年仏カーン大学の長期給餌実験

ラット２４カ月給餌（ＧＭコーンとラウンドアップ水溶液）

早期死亡、巨大腫瘍



ＧＭコーンとラウンドアップ水溶液の影響実
験（仏カーン大学）



遺伝子組み換えを規制する国々

• 米国環境医学会：多数の動物実験で免疫力の低下、子孫減少、肝
臓・腎臓の解毒器官の損傷が起きているとしてＧＭの一時停止、長
期の安全性試験、全面表示を求めた

• ＥＵ諸国28のうち19の国が非ＧＭを選択（2015）
• ドイツ、イタリア、仏、オーストリアが禁止
• ロシア、ウクライナ、アゼルバイジャンが禁止
• スロベニア、アルメニア ＧＭＯ不使用宣言
• スイス 国民投票で禁止

• 英連邦中、イングランドを除く北アイルランド、スコットランド、
ウエールズは反対の姿勢



遺伝子組み換え第2世代 ゲノム編集食品

目的遺伝子の狙った塩基配列をピンポイントで変異を起こさせる

特定の配列を認識するガイドRNAとハサミの働きをする核酸分解酵素の複
合体を細胞内に作らせて、狙った遺伝子配列を切断

働かないようにしたり、一緒に注入した新しい遺伝子を挿入できる



ミオスタチン遺伝子欠損の
ベルジャン・ブルー牛 奇形

http://blog-imgs-27-origin.fc2.com/2/c/h/2chinfo/6.jpeg


ミスタチオン遺伝子を壊したマッチョマダイ



成長ホルモン遺伝子破壊
ミニブタ作出 中国



応用化最先端の米国
２０１５年除草剤耐性ナタネの栽培・収穫（サイアス社）

２０１８年高オレイン大豆（カリクスト社）生産面積拡大
非ＧＭとして宣伝 日本へも上陸か

2019年9月コルテバ・アグリサイエンス（元ダウ・デュポン）のでん
ぷん組成を変えたトウモロコシが日本で年内届出の予定
2021年に主に菓子やドレッシングに使うコーンスターチの原料として
輸入される見通し

トランス脂肪酸含まない大豆、アクリルアミド低減ジャガイモ、干ば
つ耐性トウモロコシ、収量増小麦、黒くならないマッシュルームなど
の開発



日本も公的機関が開発ラッシュ
高成長トラフグ（京大） ２年数か月で出荷サイズになるのが１
年で出荷できる 満腹を感じる遺伝子を破壊され食べ続ける

低アレルゲン卵 卵のアレルギー物質オボムコイドの遺伝子配列
を持たないニワトリ（産総研）

ソラニンの少ないジャガイモ

ＧＡＢＡ*を15倍増やしたトマト（筑波大）

*ＧＡＢＡ（ギャバ） ストレス緩和、血圧上昇を抑える



ゲノム編集が抱える問題
１．「オフ・ターゲット変異」が避けられない

標的部位と類似の標的外の部位でDNAを切断する

米国コロンビア大学などの研究

コンピュータ・シミュレーションで予想された箇所以外でたくさんの
変異 大規模なゲノムの削除と挿入が起こっていた

全てのゲノムを比較して予期せぬ変異が起きていないかを確認する必
要がある（研究チーム）

２．標的遺伝子を破壊すると、その遺伝子が他のたんぱく質合成にも
使われていれば他のたんぱく質も破壊する



オン・ターゲットでも意図しない変異

遺伝子編集した場所でも意図しない影響が避けられない

DNA修復プロセスに起こる意図しない欠損、挿入、置換を

防ぐことはできないし、管理することができない

ゲノム編集の角のない牛の細胞に抗生物質耐性遺伝子が存在

2019年7月米国ＦＤＡ（食品医薬品局）の研究で判明

2016年Recombinetics、Inc.がゲノム編集で生み出した角のない
牛の遺伝子編集した場所でDNAの挿入や削除などの予期しない
変更を検出

ゲノム編集技術そのものに安全性の疑義



ゲノム編集を規制する国々

ＮＺ：あらゆるゲノム編集を規制対象

EU：欧州司法裁判所はゲノム編集はＧＭ
同様の規制適用すべきと裁定

ドイツ：ゲノム編集は遺伝子組み換え技
術と同等の規制を行うと発表



動物のゲノム編集リスク

受精卵に「モザイク」が起こるリスク

ゲノム編集した細胞と通常細胞が入り乱れる

モザイクとなった場合、疾患発症阻止に失敗する恐れ

失敗した動物の扱いは？ 倫理問題

生殖系への遺伝的改変であるため、全生涯、数世代にわたりフォ
ローアップが必要→実施は不可能ではないか？



ゲノム編集食品は安全確認がされていない

予想外の作用をもたらす → 食品安全に影響する可能性

ＧＭの歴史は20年程度、ゲノム編集はさらに新しいバイオテク
ノロジー、リスクはまだ定まっていない

動物に食べさせての安全性評価はされていない

ゲノム編集はいまだ統一された評価法もない



米国追随の日本は規制なしに

2018年3月 米農務省ゲノム編集食品の栽培を規制しない方針を発表、栽培始まる

2018年6月 日本「統合イノベーション戦略」を閣議決定

安倍総理「この（ゲノム編集）技術を成長戦略のど真ん中に位置づ

け、大胆な政策を迅速かつ確実に実行に移して下さい」

2019年3月 厚生労働省、任意の届け出で流通・販売を発表

2019年6月 消費者庁、表示の義務化は困難と発表

2019年6月 トランプ大統領がＧＭ市場拡大のための戦略策定を求める大統領令

120日以内に農業バイオテクノロジー製品の市場を拡大するための国際戦略を策定

ゲノム編集作物製品について、障壁を取り除くための措置を講じること

日本は米国追随し、規制なしの輸入体制でスタンバイ



農薬汚染
残留基準を緩和しまくる日本



GM作物に使用される除草剤ラウンドアップ
環境ホルモン作用、癌、出生異常、脂肪肝、子どもの神経に作用

2009年アルゼンチン ＧＭ大豆畑周辺の出生異常

2017年 低濃度、長期摂取で脂肪肝 ロンドン大学研究チーム

副原料の展着剤（界面活性剤）がグリホサートの数倍の毒性

副原料は安全評価の対象外 毒性を正しく評価していない

アミノ酸を作るシキミ酸合成酵素阻害 腸内細菌叢破壊

日本 グリホサートのＣＭ→安全な農薬イメージで多量販売中



ラウンドアップ（主成分グリホサート）に発がん性

国連世界保健機構（ＷＨＯ）の国際癌研究機関

グリホサートを「人におそらく発がん性がある」

５段階の発がん性のリスクの上から２番目に指定（2015年）



ラウンドアップでガンに
モンサントへ３億ドルの賠償命令

2018年8月、米国サンフランシスコ地裁

バイエル/モンサントに対し、悪性腫瘍になったジョンソン氏に
約３億ドル（約320億円）の賠償金を支払うよう命ずる判決



グリホサートを規制する国際的動き
ＥＵ、スエーデン、ベルギー、オーストリアなど個人使用規制

仏 2019年1月販売禁止

米 加州地裁、発がん物質リスト掲載 使用者、消費者に警告義務付

米 2018年のサンフランシスコ地裁の判決に続き、19年2月、5月バ
イエル/モンサントに賠償命令の判決

ドイツ GM作物の栽培禁止、グリホサートの出来るだけ早い時期の
禁止

中東・湾岸協力会議加盟６カ国 2016年よりグリホサート禁止

ブラジル 2018年8月、グリホサートを含む製品について連邦政府が
その毒性再評価を完了するまで使用を禁止

インド 2019年2月、パンジャブ州、ケララ州が禁止



日本だけがグリホサートの基準を大幅緩和
• 農産物名 1999年 1999年 2017年6月変更

• 改正前 改正後

• コメ 0.1

• トウモロコシ 0.1 1.0 1.0 → 5.0

• 大豆 6.0 20.0 20.0

• サトウキビ 0.2 2.0      2.0

• クルミ 0.2 1.0 1.0

• 小麦 5.0 → 30

• 大麦 20.0 → 30

• 牛肉の食用部分 2.0 → 5

• 豚肉の食用部分 1.0

• 鶏肉の食用部分 0.7

• そば、ライ麦 0.2 → 30

• テンサイ 0.2 → 15

• ナタネ 10.0 → 30

• 綿実 10.0  → 40

• ごま種子 0.2 →         40

• ひまわり種子 0.1   →          40

小豆類 0.2 → 10



農林水産省 輸入小麦のグリホサート残留分析結果 (2017前期・後期)

検査点数 検出があった点
数

検出率(%)

基準値違反

アメリカ 139 135
97

0

オーストラリア 37 6

16

0

カナダ 75 75
100

0

フランス 15 2
13

0





ネオニコ農薬汚染が深刻な日本

イチゴの残留農薬基準値（ppｍ） 2015年3月末現在

日本 台湾

• アセタミプリド 3 1 ３倍

• チアクロプリド 5 0.02 ２５０倍

• チアメトキサム 2 0.01 ２００倍

• 台湾は日本のイチゴを輸入拒否





茶の諸外国と比べ高い日本のネオニコ系農薬残留基準値

ND=不検出

農薬名 残留基準値(ppm)
日本 台湾 韓国 米国 カナダ EU

アセタミプリド 30 2 7 50 0.1 0.05
イミダクロプリド 10 3 50 ND 0.1 0.05
クロチアニジン 50 5 0.7 70 70 0.7
ジノテフラン 25 10 7 50 0.1 0.01
チアクロプリド 30 0.05 0.05 ND 0.1 10
チアメトキサム 20 1 20 20 0.1 10
ニテンピラム 10 ND ― ND 0.1 0.01

出典：農水省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報・茶より抜粋



お茶・ペットボトルの農薬検出率

＜日本茶葉＞ ＜ボトル茶飲料＞
検出率 最大値 検出率 最大値

農薬名 (%) (ng /g) (%) (ng /g)
ジノテフラン 100 3004 100 59.00
イミダクロプリド 92 139 78 1. 91
チアクロプリド 79 910 100 2.35
チアメトキサム 79 650 100 5.53
クロアチアニジン 74 233 100 2.08
アセタミプリド 67 472 78 2.01
ニテンピラム 3 54 ― ―
出典 Toxicology Reports 2018-6-19



クロチアニジンの残留基準緩和
•作物名 2009→2013/2014

•かぶ類の葉 0.02→ 40 2000倍！

•こまつな 1  → 10     

•しゅんぎく 0.2 → 10 50倍！

•ほうれんそう 3  → 40 13倍！

•チンゲンサイ 5 → 10

•やまいも 0.02 → 0.2     

•パセリ 2  → 15 

•みつば 0.02 → 20 1000倍！
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有機の食事が農薬を体外排出

長谷川浩氏（NPO福島県有機農業ネットワーク）らの調査2018年

48人の尿中のネオニコ農薬6種類などを測定

48人 慣行食材 平均５ppb

38人 有機食材5日間 2.3ppb 50％減

1世帯4人 有機食材1か月 0.3ppb 94％減





米国の子供と大人の尿中農薬レベルを大
幅に削減する有機食事の介入
• 2019年2月Environmental Research

•一週間、完全にオーガニックな食事を摂るだけで、人々の農薬
レベルを劇的に減らすことがわかった

•通常の食事で6日間食べた後、すべて有機の食事を6日間食べさ
せた後に検査

•検出された農薬と農薬代謝物のレベルは

•全有機食を6日間食べた後、平均60.5％低下した

http://foe.org/wp-content/uploads/2019/01/OrganicForAll_report_Final.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351


有機農業への転換を急げ
世界で急速拡大する有機農業面積

日本は0.4％で頭打ち、有機農家数は全農家の0.5％しかない

世界で急速に拡大する有機農業面積（２０１６年）

イタリア 14.5％

ドイツ 7.5％

フランス 5.5％

韓国 1.2％

日本 0.4%



有機給食へ転換する

パリ市：2015年、「2020年までに学校給食の原材料をオーガ
ニックと持続可能な食材50％にする」目標を掲げる

フランス：「2022年までに、学校給食・病院食・職員食堂など
公共の集団食の食材を“オーガニック”または“環境に良いという
認証付きの食材”で50％を占める」法律が2018年に成立

韓国：全羅南道や済州島などで学校給食の９０％以上がオーガ
ニック食材。全国平均で５５％の学校給食の食材がオーガニック
農産物

ソウル市：2021年からソウル市のすべての小・中・高校で
「オーガニック無償・給食」を全面施行



韓国の学校給食の地産地消条例

韓米ＦＴＡの企業対国家紛争処理規定（ＩＳＤＳ条項）に抵触し
かねない

韓国政府、各自治体に地産地消条例をやめるよう指示

↓

９割の自治体が有機農産物を使うよう条例を変更

品質を問うなら、米国産にも門戸を開く形になる



有機給食が社会を変える
有機農業国に転換し日本再生の原動力になる
給食に「有機食材」を使うと

① →子どもたちの健康、食育（親への影響）

→有機生産者の経営安定

↓

生産者増、有機面積拡大→環境保全→きれいな空気、水、豊かな生物 地域を誇
りとする郷土愛

②→地域にお金が循環 地域経済に貢献

「公共事業」として学校給食を無償にする

給食を食べるのは子どもの権利ととらえる行政のポリシー

「公共調達」として政策化されると、有機農業のメリットに対する消費者の意識
が高まる

地元で生産された有機農産物への需要が増えれば、持続可能に生産され、かつ、
栄養価が高い食材を地元住民が手にするチャンスも増す



日本が生き残る道

有機農業立国への転換が生き残る道！

公共政策として給食を無償・有機に転換

住民の免疫力を高め健康度を上げる

多国籍アグリビジネスのグローバル戦略に左右されない

食料の地域自給圏をたくさん作り上げましょう！


