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1. TPP大筋合意で食の安全にかかわるポイント

主に24分野中4分野で影響をもたらす

農産物市場アクセス 遺伝子高旦み換え作物など

SPS（濯物検疫） 食の安全など

TBT｛貿易の技術的障害）食品表示など

知的所有権 種子独占など

TPP参事日を続みこれまでlrきつれてきたこと、これから起こること

(1）国内食品産業

こiもまで起きてきたこと

総入食材の増加、労働条件悪化に伴う現場の荒廃、その結果として安全性を脅かす事

件の頻発、偽装表示など企業モラルが低下

今回の合意

守られなかった聖域、輸入速材の増加

関税手続きの簡略化（48待問以内を規定）による検疫困難拡大

さらに拍車がかかること

さらに輸入食材が増加、労働条件悪化による現場の荒廃が起き、企業モラルが低下、安

全性が低下

(2）翰入食肉

これまで起きてきたこと

BSE問題での安全審査の簡略化（月齢の緩和）

今回の合意

BSE問題でさらに安全審査を簡略化

ゼラチン・コラーグンを製品としての翰入解禁

これから起きること

BSE問題での食肉の月齢撤廃

ホルモン弗lj.抗生物質汚染、放射線照射肉の靖加

感染症の被害の増力以人畜共通感染症も）

(3）食品添加物

これまで起きてきたこと

国際汎用添加物の相次ぐ承認、

指定添加物の安全審査などの承認作業の簡略化

指定添加物の承認数2005年361品目、 2015年449品目

遺伝子組み換え食品添加物の安全審査、事実上不要に



今回の合意

国際汎用食品添加物のすべての早急な容認

これから起きること

食品添加物の承認作業の加速化

コーデックス委員会が問題ないとした食品添加物すべての承認

(4）輸入野菜・呆実

これまで起きてきたこと

残留農薬の基準緩和

今回の合意（長らく米国から要求されていた）

ポストハーベスト農薬の安全審査の簡略化

有機農業・食品で用いることができる化学物質の増加

これから起きること

農薬の残留基準のいっそうの緩和

樹遺伝子組み挨え相暗食品

これまで起きてきたこと

工場で使用できる GM微生物の安全審査を不要に

大半のGM食品務加物の安全審査不要に

今回の合意

新たに作業部会を設置

未承認作物の混入容認

GM作物・果実・魚などの承認の促進

今後起きること

安全審査、環境影響評価、表示制度などで規制緩和による

新たなGM作物の流入、魚などのGM食品の流入

(6）種子独占を加速

これまで起きてきたこと

モンサントなどパイテタ企業による種子の支配

今回の合意

知的所有権（特許掛強化

1、著作権期間の延長

2、特許権の事実上の延長と保護範囲の拡大

3、バイオ医薬品での保護期間延長（8年）

4、非親告罪設定（著作権者の告訴がなくても起訴できる制度）

今後起きること

多国籍パイテク企業による種子支配のいっそうの強化

日本での在来の穏子の減少、消失

立



2、遺伝子組み換え（G拙作物の現状と問題点

(I）遺伝子組み換え作物の栽培面積推移（出典・ ISAM)

1996年 170万ha 2003年 6770万ha 2010年 1億 4800万ha

1997年 1100万ha 2004年 8100万ha 2011年 1億6000万ha

1998年 2780万ha 2005年 9000万ha 2012年 1億 7030万ha

1999年 3900万ha 2006年 1億 0200万ha 2013年 1億 7520万ha

2000年 4300万ha 2007年 1億 1430万ha 2014年 1億 8150万ha

2001年 5260万ha 2008年 1億 2500万ha 2015年 1億 7970万ha

2002年 5870万ha 2009年 1億 3400万ha

（参考・日本の国土の広さは3780万ヘクタール、世界の農地は約 15-16億ha)

2015年 2014年

米国 7090万ha 731む万ha

ブラジル 4420万ha 4220万ha

アルゼンチン2450万ha 2430万ha

インド 1160万ha 1160万ha

カナダ 1100万ha 1160万ha

言十 1億 7970万ha I億 8150万ha

3大栽培国の計 1億 3960万ha

(2）遺伝子組み換え作物の最近の傾向・作物の種類の増加

耐乾燥トウモロコシの拡大（81万ha)

スタック品議の拡大（5850万ha、全体の 33%)

作物の種類の増加

現在、臼本で流通している作物

大豆、トウモロコシ、綿、ナタネ

世界的に見ると、その他に

テンサイ、アルファルファ、パパイヤ、ズッキーニ一、スカッシュ（カボチャ）、

ナス、ジャガイモ、リンゴ

き



(3）日本人が最も多く食べている

2014年の作 日本の輸入の 日本の自給 食卓tこ出

付け割合 割合（2013年） 率（2013年） 回る割合

トウモロコシ（米国） 93% 44.8% 0.0 % 73.6% 

（ブ、ラジル） 68% 30.4% 

（アルゼンチン） 86% 13.3% 

大豆 （米国） 94% 60.1% 6.0% 84.3% 

（ブラジル） 88% 23.6% 

（カナダ） 94% 13.7% 

ナタネ（カナダ） 96% 93.8% 0.0 % 89.1% 

綿実（食用）（豪州） 99.6% 94.6% 0.0 % 94.1% 

2014年の作付け割合は、全作付け面積の中の遺伝子組み換えの割合

トウモロコシのブラジル、アルゼンチン、大豆のブラジル、カナダ、綿実の豪州の割合は2013年

出典） ISAAA、米農務省、農水省などより計算

どのような食品になっているのか？

ナタネ・・ 食用油、油製品など（治の絞り浮は肥料）

ダイズ・・ 食用油、油製品、醤油など（油の絞り浮は飼料）

トウモロコシ・・ 食用油、油製品、コーンえターチなど（大半を飼料として輸入）

ワタ・・・ 食用油、油製品、素麺など（油の絞り浮は飼料）

(4)遺伝子組み換え食品・作物の問題点

健康への悪影響の原因

1、殺虫毒素の影響、 2、除草剤の影響、 3、遺伝子組み換えそのものによる影響

1、殺虫毒素が家畜の繁殖率低下、死亡などの影響をもたらす

2、除草剤耐性作物に使われる除草剤の散布による、人の健康被害

3、食品としての安全性が脅かされる

米国環境医学会のポジションベ｝パー

免疫システムへの悪影響、生殖や出産への影響、解毒臓器を傷害

カナダの大学病院での研究

妊産婦ほど農薬成分が蓄積、胎児への移行も

フランス・カーン大学の動物実験（世界が食べられなくなる日）

2年にわたる長期実験停命の短縮）

雌雄を分けた実署員（特に雌に影響）

雌では乳がん・脳下垂体の異常

雄では肝機能障害と腎臓の肥大、皮膚がん、消化器系への悪影響

正争
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(o）パイテク企業による種子支記ー食料支配

世界の種子企業トップ 10(100万ドル、 200百年）

1 モンサント（米国〉

2 デュポン｛米国｝

パト7ム平泳
＼ぅ 11 , , 

乙17;,/(' 
対料、）

2、女P
3 シンジエンタ（スイス）

7297(27%) 

4641(17%) 

2564(9%) 

4 グループーリマグ、レン（イム｝ 1252(5%) ゲ卵、サユト
5 ランド・オ e レイクス（米屋） 1100(4%) 

6 KWSAGO虫） 997(4%) 

7 バイエルータロップサイエンス（猿〉 700(3%) 

8 ダウ・アグロサイエンス 635(2%) 

9 サカタのタネ｛日本｝ 491(2%) 

10 DLFトリブオ リューム（デンマーク｝路島（1%)

出典 ETC Group 

昌、遺伝子組み換え食品の新たな問題

(1}新たな采物の衛星量

遺伝子組み換えリンゴの登場

どのようなリンゴか？

皮を，むいた際に起きる変色をさせないように改造したもの

リンゴの中のポリブエノ－Jレが酸化酸素によって空気に触れた際に変色する

この酵素の働きを抑制

これまでは「北極ゴールデンJr北極グラニィ」

新たに「フジ（北極フジ）Jが申請される

現在開発中の遺伝子短み換え果実

オカナガン社（カナダ｝

サザンガーデン（米国｝

クイーンズランド工科大学（豪州）

デノレモンテ伐全国｝

(2）遺伝子組み換え絵の登場

どのような鮭か？

リンゴ（変色防止）

挑、サクランボ、梨で開発中 ／号

オレンジ（耐側 ／／ 
バナナ（ベータカロチン（ビタミンA）増量

パイナップル（りコピン増量

2傍のスピードで成長する鮭 fアクアドバンテージj

米国のベンチャー企業アクアパウンティ・テクノロジーズ社が開発

同社i主事実上モンサント社の傘下に（インテクソン社が買収〉

チヌーク・サーモンの成長ホルモン遺伝子、ゲンゲのホルモン分泌遺伝子

環境への影響

J時5
~· 

丹｛,ft寿子勾乏の’皮



『ニユ｝・サイエンテイスト』誌2007年3月8日号

事事猛化による影響、肉食のため漁業資源枯渇の可能性

米国ニユ｝ハンプシャー州ダートマス大学の研究者

1ポンドの養殖綾を生産するのに、約2ポンドの餌となる魚を必要とする

この鮭の場合l士、さらに多くの餌を必要とする

米密インディアナ州パーデュー大学の研究者

コンピュータ・モデルと統計分析手法、

環境中に生息する野生穫が絶滅に追いこまれる時間は、想定されていたより短くなる（20世代）

カナダ・ケベックIIIマツギノレ大学の研究者

野生のマス（ブラウン・トラウト）と交配できることを縫認

生まれた雑種は、親である GMサケよりもさらに成長速度が早く、競合する野生種よりも生存率が高か

った

食の安全を脅かす

スウェーデン・イエテボジ大学「遺伝子組み換え（GM）般の生態学的影主主評伝Jプロジェクト研究

成長が早いと、それだけ環境中の有害物質など毒素の蓄積が早い

成長ホノレモンの議度が高く、がん締絡を刺激する可能性も

作物では種子を支配するものが食料を制する

魚では受精卵を制するものが食料を制する

巨大化する養殖場

環境中に頻繁に逃げ出し生物多様性に影響

大量生産・大量に薬剤投入、環境への負荷強まる

(3)GM蚊の放出拡大

デング熱からジカ熱へ

これまで行われた GM蚊の放出実験（デング索。

英領ケイマン諸島

マレーシア

ブラジル（数か所）

300万匹

6000匹

1000万匹以上

放出に名乗りを上げている国

米国フロリダ州 デング熱・ジカ熱

トリニダード・トパコ

ブラジル

デング熱・チタングニヤ熱

新たにジカ熱で

その他フイ担ピン、パナマ、インド、シンガポール、タイ、ベトナム、コスタPカ、ドミニカほかで実

験予定

オキシテック社

オックスフォード大学の研究者が設立

インテクソン社の傘下へ（アクア社も傘下）

GMオリーブミパエの放出も行う

も



遺伝子組み換え技術

雄の蚊へ

生殖能力をもち、雄と交雑して幼虫を作り出す

幼虫はテトラサイクリンがないと有害な酵素が蓄積して生きられない

その危険性

環境中に放出されるため取り返しがつかなくなる危険性がある

抗生物質のテトラサイクリンは、自然界に存在する土壌パクテリアから作られた

農業にも広く用いられている

GM蚊が生き残ったり、増える可能性がある

ケイマン諸島で行った実験でGM蚊がかなりの数生き残った

GM蚊が変化してウイノレスの強力な媒介者になる危険性あり

蚊の生態バランスが崩れマラリヤ蚊など｛也の病気をもたらす蚊を増やす

人間だけでなく他の動物への影響

デング熱やジカ熱と他の熱帯病の関係にも変化を与える危険性

新たな致死的な熱帯病の流行を引き起こす危険性

(4)新たなジャガイモの開発

JRシンプロット社が開発した GMジャガイモ

加熱した際に生じる発癌物質アクリノレアミドを低減

RNA干渉技術とは？

dsRNA（二本鎖RN必を用いて遺伝子の発現を止める技術

第二世代GMジャガイモを開発・申請

アクリルアミド低減＋葉枯れ耐性

RNA干渉技術の問題点

遺伝子の働きを止める RNAの拡散により植物に劣化などの問題を引き起こし、

食の安全にも影響（ノルウェー・バイオセーフティ遺伝子技術センターの科学者サラーフ・アガピト）

4、新しい遺伝子操作技術としてのゲノム編集技術

(1）ゲノム編集技術

どのような技術か？

目的とした遺伝子をどンポイントで止める技術

遺伝子組み換え技術に取って代わりつつある

人工制限酵素を用いた技術

制限酵素とはDNAを切断するハサミの役割を持つ酵素

制限酵素で切断し、自然修復をさせる

制限酵素等の種類の違いによって ZFN法、 TALEN法、 CRISPR/Cas9と名付けている（CRISPR/Cas9

の登場で億単な技術に） ’R 

白いコオロギ（徳島大学・広島大学）の誕生

1"・ 



言、、鱗ヲュザル／＼－；，；ス包

中国中山大学で遺伝病治療に用いる ／ 豚の制政司秒戸広

臓器移植用豚など豚での臓が活発化 ( tE手色町ミ1
目的とした遺伝子を切断して働きを止めた後、自然修復する ！ ’ I 
修復の際に、その部分に遺伝子を挿入することもできる ＼ ウ＇.，（ 1 lfス ノ

新たな遺伝子組み換え技術 、

ピンポイントで遺伝子組み換えができる

作物の開発

すでに除草剤耐性ナタネが市場化併とベンチャー・サイアス社、カ｝ギノレ）

トランス脂肪酸を含まない大豆併記ベンチャー・ケイリクスト宇D

変色しないマッシュルーム令長ペンシルベニア大学）

デュポン社が CRISPR/C酬の特許独占を狙う ） ノ石__j＿附 切符

干ばつ耐性トウモロコシ、収量増小麦を試験栽培中 7「 主人凶走塁

現在は規制がない状態 〆

問題点

fニュー・サイエンテイスト」「ヱコロジスト」誌が問題点を指摘

従来の遺伝子組み換え技術・挿入する遺伝子がどこに入るか分からない

ゲノム編集技術・目標を定めて挿入することが可能に

しかし挿入遺伝子が、他の遺伝子の働きや、遺伝子関の相互作用に影響を及ぼげ可能性は高い

そのことが毒性を増幅するなど食の安全性に悪影響をもたらしたり、栄養分封低下させたり、新たなア

レルゲンをもたらす可能性がある

〆切断だけだと跡が残らないため、操作したどうかが分からなくなる

エヒ。ゲノム編集技術

（動劣）弘前大がジャガイモ（アクリルアミド低紛で開発

接ぎ木の技術を用いる

＠）戦略的イノベーション創造プログラム（SIP、内閣府｝

次世代農林水産業創造技術（アグリイノベーション創出）

TPP成立を脱んだ日本の農林水産技術戦略的強化策
オr ザ二、ソワ

イノベーション・知的所有権を取得・高度化された農産物輸出

次世代農林水産業創造技術の柱

新たな育種技術の確立として最もカを入れているのがゲノム編集技術

開発の中心は農研機構（農業生物資源研究所）

ウイノレスベクターを用いて、種子に直接遺伝子を導入する方法開発

ゲノム編集技術やエピゲノム編集技術に応用

医薬品生産稲

花が咲かないのに稔る稲

;・-£ 7z ~一対ス

団主想定詰1f
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