
 

 

日 時   ：2022年 4月 10日（日） 14時～16時 30分 

講演    ：ゲノム編集食品の現状と課題―ゲノム編集がもたらす社会― 

         天笠啓祐さん 市民バイオテクノロジー情報室代表  （ゲノム食品の現状と課題） 

        ゲノム編集・神話と現実―ゲノム編集の技術的問題― 

         河田昌東さん 分子生物学者   （ゲノム編集・神話と現実） 

司 会   ：島薗進さん  上智大学グリーフケア研究所所長、東京大学名誉教授・ 宗教学、死生学 

 

 

はじめに 島薗進 

 それではゲノム問題検討会議のオンラインセミナーを始めたいと思います。私はゲノム問題検討会議の代表を

しております島薗でございます。今日は「ゲノム編集技術から見た生きること食べること」という題でお二人の先生

方にお話を伺うことになっております。 

 遺伝子組み換えが動植物について行われるようになったのは 1970年代からですけれど、2010年代になりまし

てゲノム編集技術の急速な進展によりましてこれまでとは違う規模で変化を自然界にもたらすことができるように

なりました。これはなってしまったと言うべきかと思います。それは食料危機に対する対策とか、気候変動に対し

て良い対策をもたらすなどという期待もあります。しかし、生態系を変えてしまう。それから食物が本当に安全であ

るのかどうかというふうなことから大いに疑問を抱くそういう方も多いと思います。そういう問題について長く考察を

してこられたお二人の先生方からお話を伺うことにしました。これから 4時半までお時間をいただきまして、お二

人の先生方に 45分ずつお話をいただきたいと思っております。天笠啓裕先生続いて河田昌東先生にお話を伺

います。天笠先生は市民バイオテクノロジー情報室の代表でいらっしゃいまして、長く消費者運動のような側面

からもこの問題に取り組んでこられております。それでは天笠先生よろしくお願いいたします。 

 

   

１、ゲノム編集食品の現状と課題―ゲノム編集がもたらす社会―  天笠啓祐 

 

 ゲノム編集食品の現状と課題ですが、いまは食べ物だけでなく、あらゆる分野でゲノム編集技術が使われ始め

たものですから、加えて、その全体像についてお話ししようと思います。とくにその社会的背景について、突っ込

んだ話をしていきたいと思います。ゲノム編集技術のサイエンスティックな、あるいはテクノロジーとしての側面に

ついては、河田昌東さんが詳しくお話しくださいますので、社会的解析を中心にお話ししていきたいと思いま

す。 

 

１）先行するゲノム編集食品 

 ゲノム編集食品がいま、どういう状況になっているのか、ゲノム編集技術の中でとくに食品が先行していることが

挙げられます。なぜ食品なのか。そこにこの技術の大きな特徴がありますので、食品からスタートしたいと思いま

す。 

① ゲノム編集トマトをめぐる状況 

 2020年 12月に、ゲノム編集技術としては最初の「高 GABA トマト」の届け出が、厚労省により受理されまし

た。これは筑波大学の江面浩教授により開発されたものです。GABA を多く含むトマトということで、健康に良い

というのが売り物で登場しました。江面教授がサナテックシード社というベンチャー企業を立ち上げ、研究開発を

進めてきました。いまはこのような大学発のベンチャー企業が花盛りですが、ゲノム編集食品も例外ではありませ

ん。この GABA というのは血管や心臓、すなわち循環器系に良い役割を果たすと言われているアミノ酪酸という

物質です。その GABAを多く含むトマトということで、イタリア発のミニトマトのシシリアンルージュを遺伝子操作し

ました。加えて、GABAが多いということで、「シシリアンルージュハイギャバ」という名前で品種登録されました。

サナテックシード社は、このトマトの苗を、2021年 5月から無償配布始めました。全国で栽培してもらいまして収

穫して評価を行ったのです。この準備期間を経て、2021年 9月から、実際にこのトマトの販売を始めます。トマト

の販売を行っているのはパイオニアエコサイエンス社で、サナテックシード社に実際にお金を出した、親会社で

す。種子などを生産しているアグリビジネスです。 



 

 パイオニアエコサイエンス社が契約した農家は、熊本県内の三か所で計 30アールです。そこで収穫されたト

マトが、9月 15日より販売され始まりました。3 kg で 7506円（税込み）で、有機トマトよりもはるかに高い値段な

ので、びっくりしました。10月 11日より苗の販売も始めました。販売価格が 4株で 8250円でこれまた随分高い

値段であります。トマトピューレも 2022年５月から販売を開始するということで、次々と市場化を進めてきました。

このようにトマトの市場化という形で、2021年にゲノム編集食品が初めて日本の市場に登場したのです。 

 しかし値段は高いし、安全性に問題をもっており、問題点がいろいろとあるトマトなものですから、評判がよくな

いわけです。そこでパイオニアエコサイエンス社は、小学校やデイケア施設などの福祉施設への苗の無償配布

を打ち出しました。小学校とか福祉施設で栽培して収穫して食べてもらおうというのです。これに対して全国の市

民の方、あるいは消費者団体の方が反対運動に取り組み、その動きが強まってきております。自治体に対して

苗の無償配布を受け取らないように、そういう呼びかけが全国的に広がっています。 

 このゲノム編集トマトの問題点をまとめてみます。第一に GABAが本当に健康に良いのかどうか、という点での

疑問があります。GABA というのはアミノ酪酸という物質ですけれども、植物が高 GABA状態を維持することあり

えないのです。虫などが侵入した時に一時的に強まる物質です。高 GABA状態を維持したままでの作物が初め

て登場したということです。これが植物にどのような負担を強いるか、わかっていません。 

 また GABAが本当に健康にいいのかということについて、科学誌に掲載された論文で、立証されたものではな

いと指摘されており、有効性への疑問が出されています。実際に日本の場合、健康食品として GABAが多い食

品は健康にいいですよ、と宣伝されていますが、実は裏付けとなる論文はいい加減なものばかりです。本当に有

効なのかどうか、実はよく分かっていないのです。 

 それから安全性への疑問です。GABAが多い状態というのは恒常的ではない、つまり植物がこの状態を維持

することがないわけですから、こういうものを食べ続けた時にどういう問題が起きるだろうか。特に懸念されるのが

小さい子どもたちへの影響です。 このトマトの場合、高 GABAへの疑問に加えて、さらにゲノム編集技術を用い

て改造したことの問題点があります。 

 もうひとつトマトを遺伝子操作した点にも問題があります。というのはトマトは花粉の寿命が長いため、飛散距離

が大きいのです。花粉が遠くまで飛ぶのです。花粉の寿命は３日から４日と非常に長い。花粉の寿命と風速によ

り最大飛散距離が出ます。風速 5 ｍ で 1296 km、 風速 1 ｍ でも 259.2 kmの範囲で交雑を起こす可能性が

ある。こういうこともまったく調査されていない。ですから環境への影響、農家への影響、食品の安全性がまったく

確認されてない状態で、いきなり市場に出てしまったというのが、この高 GABA トマトの問題点として浮かび上が

ってきております。そういう意味ではとても食品として通用するようなものではないということが、お分かりいただけ

ると思います。 

 

② ゲノム編集魚をめぐる状況 

トマトと並び市場化されたゲノム編集食品が魚です。いまこの魚での開発が活発です。すでに二種類の魚が

市場に登場しました。太ったマダイと成長の早いトラフグです。京都大学の木下助教授と近畿大学の家戸教授

が開発したものです。この 2人は京都大学内にベンチャー企業のリージョナルフィッシュ社を立ち上げました。厚

労省は 2021 年 2 月から 7 月の間、ゲノム編集魚の扱いを検討を進めてきたのですけども、結局トマトと同じよう

に問題ないということになりまして、マダイに関しては 2021年 9月 17日に届け出が受理され、販売が可能になり

ました。トラフグに関しては 10 月 29 日、約ひと月後に届け出が受理されて販売が可能になりました。そして 12

月にネット販売が始まり、こうしてトマトに続いてマダイとトラフグが市場に登場したのです。 

 現在のところ、ゲノム編集トマトも魚もネット販売です。スーパーとかコンビニに並ぶ可能性はないのですけれど

も、販売が始まりました。しかし、あまり評判が良くないみたいで、リージョナルフィッシュ社は、養殖場がある京都

府宮津市に売り込みまして、同市はふるさと納税の返礼品に、このゲノム編集フグを選定しました。宮津市の地

元の人たちが反対運動を起こしまして、署名運動も始まっています。 

 リージョナルフィッシュ社のマダイは通常のマダイに比べまして、筋肉質で太っています。トラフグも通常の場合

に比べまして、食欲が旺盛で、成長が早く、太っています。マダイは、ミオスタチンという筋肉の成長を抑える遺

伝子を壊したものですから、どんどん筋肉質になって太っていく。トラフグの場合は、食欲を抑制する「レプチン

受容体遺伝子」を壊したため、食欲旺盛になり太って大きくなっていく。 



 

 このようにゲノム編集というのは特定の遺伝子を壊す技術です。遺伝子を壊すことによってさまざまな機能を奪

う、というのがゲノム編集の大きな特徴です。ただいろいろ問題がありまして、これについては後で河田さんが詳

しく説明されますので、あまり詳しくは述べませんが、目的とする遺伝子以外の遺伝子を破壊するオフターゲット

が起きる可能性が非常に高いことが大きな問題になっています。もう一つ、ターゲットにした遺伝子を壊す個所

で、さまざまな問題が起こっていることもわかってきました。 

どのように遺伝子を壊すかというと、DNAを２本鎖ごとぶつ切りにします。自然修復に任せるのですが、ぶつ

切りにすると、のりしろがありませんからそのままでは修復できません。そのため塩基配列を削り取ってのりしろを

作ろうとします。それにより塩基配列が大幅に脱落したり、入れ替わったり、大きな変化が起きます。この現象を

利用して遺伝子を壊しているのですが、それは諸刃の剣で、多くの場合、大規模な染色体の破砕になってしま

います。 

オフターゲットに加えて、オンターゲット上の染色体破砕、そしてもう一つがエピジェネティックな異常です。遺

伝子のオンオフのスイッチの役割を果たしている、遺伝子の周りにあるたんぱく質の異常です。魚の場合は、さら

にモザイクと呼ばれる、ゲノム編集した細胞とゲノム編集していない細胞がモザイク状に成長していくという現象

が起きやすいのです。現在、魚など動物の場合は、顕微鏡で覗いて、受精卵に直接、細い針で DNA切断カセ

ットを注入しています。受精卵がすでに細胞分裂を始めているものもあるわけで、２つ、あるいは４つに分裂した

細胞の一つに注入されると、このようなモザイクという現象が起きます。これは生物にどんな異常をもたらすか分

かりません。 

さらに魚の場合は環境中に逃げ出したさいの影響が大きい。そういう意味では生物多様性への影響を評価す

ることはかなり重要なのに、何も行ってない。食の安全を脅かすという点についても食の安全審査も経ていない。

それで市場化してしまった。 

 魚をめぐる状況について少し付け加えてお話しします。マダイとトラフグが先行しているわけですが、このリージ

ョナルフィッシュ社は、養殖しやすいエビの開発にも着手しております。長崎にあります水産研究・教育機構は養

殖しやすいマグロの開発をしており、すでに誕生させています。攻撃性を抑える、非常におとなしく、養殖しやす

いマグロです。これは国家プロジェクトで開発が進められてきたもので、リージョナルフィッシュ社の研究者も、こ

こに参加しております。養殖しやすいマサバも開発が進められていますが、これは九州大学が開発したもので

す。佐賀県唐津市と共同で開発しております。これも既に魚は誕生しています。2022年 4月以降から食品とし

てどうなのかなと実際に見る段階にあると言っております。このように相次いで魚が開発されています。 

 リージョナルフィッシュ社がエビを開発していますが、このエビについて少しお話ししますと、種類としてはバナ

メイエビというもので、今、2種類の養殖システム（閉鎖循環式とバイオフロック方式）で実験をし、4社による国産

種苗化に取り組もうとしています。奥村組、NTT ドコモ、岩谷産業、リージョナルフィッシュ社の４社です。奥村組

は閉鎖式循環システムの構築、NTT ドコモは水質遠隔監視システムの構築、岩谷産業は高効率酸素供給の取

り組み、リージョナルフィッシュ社はバイオフロック養殖システムの構築とゲノム編集による品種の改良を目指して

いまます。 

これから増えそうなのが陸上養殖で、特に注目されているのがバイオフロック方式です。閉鎖循環式というの

はろ過しながらぐるぐる水を循環させる。目指すところは何かといいますと、陸上養殖なのです。陸上養殖という

のは海とか川に接しないで、どこでも養殖できるようにしようというものです。ですから陸上の養殖場と考えていい

と思います。バイオフロック養殖システムというのは微生物の塊を使って行う陸上養殖システムです。 

この陸上養殖システムには３種類あります。１、かけ流し式陸上養殖システムは、これまで多くが採用してきた

もので、海とか川とかから水を引き入れてまた戻す方式であります。２、循環式陸上養殖システムは水を浄化しな

がら循環させるもので、これは水族館などで結構確立しているシステムで、コストが結構かかる。バイオフロック養

殖システムというのは、イスラエルで開発されたシステムで、 微生物の塊を浮遊させて浄化するのです。ですか

ら懸濁物が多くて対象が非常に限定されておりまして、現在はティラピアとバナメイエビで行われている。バナメ

イエビが、今回の実験の対象になっているものでしたから、これが使えるのではないか、ということで実験が行わ

れるのではないかと推測できます。バイオフロック養殖システムをもっと使い勝手のよいものにするのがリージョナ

ルフィッシュ社の取り組みになるわけです。このバイオフロック方式がこれから増えていきそうです。そうしますと

陸上養殖ということで、山奥でもどこでもできるという、仕組みを作ろうとしているのではないかと思います。 

 



 

③ ゲノム編集技術について―遺伝子を壊すということ― 

 ゲノム編集について簡単に触れておきます。ゲノム編集技術は特定の遺伝子の働きを壊す技術です。遺伝子

というのは、はたしてどういうものなのか、それを考えていただきたいと思うのです。人間も含めまして、いま生き残

ってる生物というのは、多様で過酷な環境の中で生き残った生命体だけが現存してるのです。どうやって生き残

ったかというと、周囲の状況とか他の生物との関係など、諸々のものとのバランスや調和を図ってきたわけです。

そして生き残ってきた。遺伝子にはそのため調和を図る両面が存在します。例えば成長を促進する遺伝子があ

れば成長を抑制する遺伝子があります。小さい頃は成長を促進する遺伝子が活発で、早く大きくなれ、と働くわ

けです。あまり大きくなりすぎると環境中で生き残ることが難しい。そのため、ある程度の年齢に達すると、成長を

抑える方の遺伝子が活発に働いて成長が抑えられていく。こういうように両面があり、バランスをとっているわけで

す。その両面は、さまざまな関係であり、その一方を壊すことでさまざまな操作が可能になります。これがゲノム編

集技術なのです。 

遺伝子を壊すことをノックアウトといいますが 1980年代から遺伝子組み換え技術で行われてきました技術で

す。それは何かというと遺伝子を壊すということは病気や障害を意図的にもたらすわけです。この操作は、マウス

で行われてきました。このノックアウトマウス作りは、疾患モデル動物づくりというものですけども、病気や障害を意

図的に作り出すことです。そうすることで治療法開発や医薬品開発に結び付けてきました。この 80年代から行

われてきた、病気や障害を意図的に引き起こす行為を、いまゲノム編集を用いて、さまざまな生物で行っている

のです。 

豚では、筋肉の発達を抑制する遺伝子を壊して、どんどん大きくなった筋肉の多いブタ作りが行われていま

す。逆に成長を促す遺伝子を壊して、小さなままのマイクロブタ作りも行われています。このように生物というのは

バランスの上に成り立っており、その一方を壊すことで、いろいろな操作ができてしまう。これをいろいろなものに

応用しようというのがゲノム編集技術です。 

 

④ 多国籍企業による作物開発―知的財産権をめぐる争い― 

いまの資本主義社会の中では、このようなゲノム編集技術を開発したり、用いることの背後には、必ず経済の

論理があります。現在、このような先端技術と経済の関係の中で最大のポイントが、知的財産権です。特に特許

権について、年中、紛争が起きています。基本特許といって、最も範囲が広い特許権を取得することが、いまの

資本主義の中では勝者になるという法則があり、そこで特許権紛争が激しく起きております。 

食糧の分野では特許を支配するものが食糧を支配できる。とくに遺伝子組み換え技術が登場して以来、まず

は遺伝子の特許を押さえることがポイントになります。遺伝子の特許を押さえたものが種子を支配できる。種子を

支配したものが食料を支配できる。こういう仕組みをアメリカのモンサント社が実に見事に示したわけです。いま、

モンサント社はドイツのバイエル社に買収され、バイエル社となりました。 

 ゲノム編集に関してはバイエルとコルテバアグリサイエンスの二つの会社がほとんどの特許を押さえておりま

す。この 2社がこの分野では圧倒的な支配力を持っています。バイエルはモンサントを買収しておりまして、アグ

リビジネスとしては世界トップの売り上げを誇っております。バイエルと対抗して、デュポンとダウ・ケミカルというい

ずれもアメリカの化学企業のアグリビジネス部門が統合して作られたのがコルテバ・アグリサイエンスという会社で

す。このコルテバ社と２位争いを演じているのが、スイスのシンジェンタ社です。この企業は中国化工集団公司と

いう、中国の国営企業が買収したため、いまや中国の企業になったのです。シンジェンタは世界最大の農薬企

業です。4番目がトイツの BASF社で、この 4社が世界のアグリビジネス部門を支配し、種子市場の約 8割を占

めているのです。 

 日本の場合は農薬と種子の両方を扱う企業は少なく、種子企業は本当に小さくて、サカタのタネ、カネコ種

苗、タキイ種苗が三大種苗メーカーなるわけですけど、多国籍企業に比べて売り上げのレベルが違う。バイエル

やコルテバなどの多国籍企業が、いま日本の種子企業の買収を次々と行っていまして、そのうち大手の種子企

業までもが飲み込まれるのではないかと心配しているのです。 

 すでに日本でのゲノム編集食品について、お話ししましたけれども、世界的に見るとどうでしょうか。外国では、

アメリカで高オレイン酸大豆が開発され、種子が販売され、大豆油になってきましたが、それだけなのです。その

大豆油も売れ行きがかんばしくなく、開発して大豆油を生産してきたカリクスト社は、油の生産をやめ、種子販売



 

も撤退気味です。そういうことですから、ゲノム編集食品で出回っているのは日本の三種類、トマトとマダイとトラ

フグしかありません。日本だけ突出している状況にあるといえます。 

外国企業は、日本での様子を見ているともいえそうです。様子は見ていますが、確実に開発は進めておりま

す。どこが開発してるかといいますと、やはり多国籍企業です。しかも主食穀物をターゲットにしておりまして、中

でも除草剤耐性作物というのが本命になっているのです。巨大多国籍企業は、農薬企業ですから、農薬に関係

する作物が最初にくるのです。どんなものが開発されているかというと、バイエルは、除草剤耐性大豆です。遺伝

子組み換えに次いでゲノム編集でも、また除草剤耐性なんですね。除草剤耐性小麦が華中農業大学で開発さ

れています。中国の大学は中国化工集団公司と繋がっており、多国籍巨大アグルビジネスのシンジェンタと繋が

っていると言えます。除草剤耐性と殺虫剤を併せ持ったトウモロコシをコルテバ・アグリサイエンスが開発していま

す。収量増小麦もコルテバ・アグリサイエンスが開発しています。その他にもアクリルアミド低減小麦をイギリスの

ローザムステッド研究所が開発しております。この研究所も多国籍企業とつながりが強い研究所です。高食物繊

維小麦、うどんこ病抵抗性小麦をカリクスト社が開発しています。小麦が結構開発されているというところに大きな

特徴があります。主食がターゲットになっています。 

 

２）さまざまな分野への応用 

食べもの以外にも、いろいろな分野でゲノム編集を用いた開発が進められております。その時の大義名分とし

て必ず言われるのが、脱炭素社会であったり、SDGsであったりとか、アニマルフェアであったりです。そのような

ものが大義名分になっています。本当にそうなのかを考えてみたいと思います。 

 

①エネルギー・工業分野 

 まず樹木の開発からお話しします。いまゲノム編集技術で無花粉スギというのが、森林研究・整備機構によって

開発されております。いま遺伝子操作で一番ターゲットになっているのが、高リグニン（繊維）樹木、低リグニン樹

木といったリグニンの操作です。リグニンというのは繊維で、高リグニンでは、樹木からプラスティックをつくろうと

するものです。それに対して紙をつくろうとしましたら、繊維の少ない低リグニンが必要となります。こういうリグニ

ンをターゲットにして開発が進められています。いまこれと並行して、バイオマス発電が広がっています。その原

料になっているのが樹木で、日本の山のあちらこちらで森林が無秩序に伐採されています。山が荒れているの

です。これにプラスティックを作る動きが加わると、さらに荒れる可能性があります。 

 脱炭素社会に向けて、植物からエタノールを作ろうという動きも活発です。現在でもトウモロコシやサトウキビか

らバイオエタノールが作られています。ご存知だと思うのですが、自動車の燃料にほんのわずかですが混ぜられ

ているケースがあります。ただ本当に 3%とか 1%とかそのぐらいのレベルですから、ほとんど役に立っていないわ

けです。 

そのバイオエタノールからバイオマスプラスティックを作ろうという動きが出てきています。コカコーラによって容

器をバイオペットに置き換えることが進んでおります。そのバイオペットをバイオエタノールから作るという動きに

繋がっています。飼料代が高騰していまして、そこにさらにバイオエタノールでプラスティックの原料に持ってか

れますと、さらにトウモロコシの飼料としての流通量が少なくなり、食品価格高騰に結びつく可能性があります。 

 石油化学工場で、石油由来のナフサに代わりまして、バイオナフサを使ってプラスティックを作ろうという動きも

あります。この場合の原料としてはトウゴマという植物が結構狙い目としてよく使われています。バイオジェット燃

料の開発で、ユーグレナが注目されています。ユーグレナは、またの名をミドリムシというものですけど、藻類の

一種です。食品にも使われ始めておりまして、ゲノム編集で改造してジェット燃料にも使おうとしているのです。こ

れらの無秩序な開発は、ある作物だけを栽培するモノカルチャー化を推し進め、生物多様性を奪う危険性が強

まります。 

 

②医療分野 

 医療の分野では、まずノックアウト動物作りが行われています。実験用動物です。遺伝子を壊すということを遺

伝子組み換えの時代からやってきました。当時はデュポンマウスなんて言われておりました。このネズミは世界で

初めてデュポン社が動物特許を取得したものですので、そのように呼ばれていますが、癌になりやすいマウスで



 

す。これは遺伝子組み換えで作られていました。そこから始まりまして疾患モデル動物作りが始まりました。意図

的に障害や病気をもたらす技術です。今これがゲノム編集で簡単にできてしまうのです。 

 遺伝子医療が進んできておりまして、これが今後ゲノム編集技術の応用として広がっていくのではないかなと

思います。ゲノム解析があっという間にできるような時代になってきました。それを通して遺伝子診断ができます。

その遺伝子診断でここに問題があるとわかると遺伝子治療に至るわけです。これは遺伝子レベルでの人間の改

造につながる可能性があり、優生学的価値観を拡大する危険性があります。とくに戦争の時代になりまして、民

族主義の台頭とともに。とても危険な流れのように思えます。 

 医療の問題を考える際に、ゲノム編集に加えまして AI とビッグデータ利用が加速していることも考慮しないとい

けません。ゲノム編集技術だけでしたら、遺伝子医療への応用はあまり進まなかったのではないかと思います。

画像処理技術などデータ処理技術が本当に進みました。AI とビッグデータ利用が遺伝子操作を飛躍させた、と

いっても過言ではありません。ともかくゲノム解析のスピードがすごくアップしたことで、遺伝子診断のスピードもア

ップし、遺伝子治療が容易にできるようになりました。この遺伝子治療が受精卵の段階で行われたのが、中国で

行われた世界で初めてのゲノム編集赤ちゃんの誕生です。この赤ちゃん誕生は、世界的に大きな波紋を呼びま

した。これこそ人間による人間の遺伝的改造が可能であることを、世界に知らしめたのですから。 

 医療の分野でもう一つ注目されるのが、臓器移植です。ゲノム編集に加えて、ES 細胞や iPS 細胞の利用が

進み、さらにその両者の組み合わせが進んできております。去年、2021年の暮れ、豚の心臓が人間に移植され

るというケースが起きまして、皆さんもびっくりしたと思います。移植した方は亡くなってしまいましたけれども、ゲノ

ム編集と遺伝子組み換えで 11個もの遺伝子を操作しているのです。11個の遺伝子を操作して豚の心臓を人

間に移植しましたけど、結局ダメだという実験で、本当に人体実験だったと思います。このゲノム編集技術を用い

た異種間移植ですが、心臓の場合は命に直結しますが、直結しない腎臓移植の動きが活発になってきていま

す。豚を遺伝子操作して腎臓を取り出し、人間に移植する動きです。 

 もう一つが医薬品とワクチンの開発です。応用がものすごく進んでいます。新型コロナウイルス感染症拡大で、

この分野の開発にはずみがついたと思います。その代表が新型遺伝子ワクチンの登場です。このワクチンが起

爆剤になり、遺伝子レベルでのいろいろな医薬品なりワクチンなり治療法というものの開発は進みました。新型コ

ロナワクチンで行われた、ナノ粒子に包んだメッセンジャー RNA や DNA といった遺伝物質を体内に入れて、

その遺伝物質が体内で抗原を作るという、免疫反応をもたらす仕組みは、いままで存在しなかった技術です。 

新型コロナ感染症では、治療薬の開発も進んできまして、その代表が RNA ポリメラーゼ阻害剤と中和抗体

剤です。ＲNAを合成する酵素を阻害するのが RNA ポリメラーゼ阻害剤です。中和抗体剤というのは、抗体の

中で役に立つ抗体のことを中和抗体というのですが、これを医薬品として使うものです。いまや医薬品開発の主

役は、バイオテクノロジーになってしまいました。 

 もうひとつ遺伝子治療についてです。遺伝子治療では「遺伝子治療薬」という言い方をするのですが、そのイメ

ージはいわゆる薬とは大きく異なったものになってきました。これまで治療薬というと、錠剤や粉末、あるいは液体

となったものを飲んだり注射したり点滴で入れたりとか、そういうイメージだったと思うのですが、遺伝子治療では

遺伝子操作と治療薬が一体化している。これが遺伝子治療薬の大きな特徴です。もうひとつゲノム創薬という分

野があります。一人ひとりの遺伝子の違いに応じた薬です。まだ現実化していませんが、開発は進められていま

す。新型コロナワクチン開発が、この分野の進展にも大きく寄与していますが、人間の遺伝子操作であることを忘

れてはいけません。 

 

③フードテック 

 食品の分野で、フードテックというものが注目されています。細胞培養肉や昆虫食、代替肉が中心で、技術で

食料問題を解決しようというのが、その趣旨です。その中で、ゲノム編集技術は中心技術です。この技術を用い

て成長を早めたコオロギが開発されています。徳島大学発のベンチャー企業のグリラスと長浜バイオ大学（長浜

バイオ大学はムーンショット型の農林水産研究開発事業の一環としてやってる）が進めています。グリラスはもう

一つ、低アレルゲン・コオロギの開発も行っています。日本コオロギとフタホシコオロギの 2種類を使って開発が

行われています。大規模な昆虫生産工場も作られています。 

 細胞培養肉の開発も活発です。日清食品など大手食品メーカーも参入して本格化してきております。大学発

のベンチャー企業が中心に開発を進めておりまして、最大の壁が培養にかかる費用だそうです。これがべらぼう



 

に高い。細胞を培養して肉を作るものです。牛とか豚の筋肉の細胞を培養して、そこからミンチとかステーキを作

るわけです。培養する場合、培養液に加えて立体構造を作るのが難しい。いままでの細胞培養というのは平面

でどんどん広がっていくもので、立体構造ができなかったのです。３D技術などを応用して立体構造づくりを進め

ています。 

この細胞培養という分野で、活躍しつつあるのが再生医療技術に取り組む企業です。再生医療というのは、

例えばやけどをした人がいたとします、そのやけどをした皮膚の代わり、その人の皮膚を培養してそこに移植す

るといった技術です。もっと幅広く、心臓などの臓器や組織を移植するというのも、再生医療になるのです。こうい

う分野の企業あるいは研究者が、次々といま培養肉の食品分野に参入しております。本当にすごい勢いで増え

てきています。 

培養肉の場合、大きな課題がいくつかありまして、その一つに一種類の細胞を培養しただけでは食品になら

ないため、工夫が必要なのです。さまざまな細胞が肉には存在しているわけですから、そういうさまざまな細胞を

組み合わせなければいけないとか、そのままではお肉の味にならないため、食品添加物などが開発される必要

があります。これは代替肉開発のパイオニアであるインポッシブルバーガーが鉄含有血液色素の開発を行って

いますが、そのような添加する物も開発しなければいけない。 

 

３）食料・農業への応用に伴う問題 

 農業の分野ですが、農水省が 2022年度から「みどりの食料システム戦略」を決定して、推進を図り始めまし

た。この戦略では、2050年までに有機農業 30％にするということが注目されています。しかし中身を見てみると

有機農業を 30％にするためには、それ自体の生産力をアップしなければいけないわけです。そのためには AI、

５Ｇ、ビッグデータ、さらにバイオテクノロジーを活用しないといけない。すなわち技術に依存するという戦略が柱

になっています。政府はイノベーションというバ表現を用いています。バイオテクノロジーでは、ゲノム編集技術

がまず登場します。そこで問題になってくるのが、ゲノム編集と有機の関係です。未だにゲノム編集と有機との関

係に決着がついていません。遺伝子組み換えの場合は、有機として認証されません。有機には遺伝子組み換

え排除の原則があります。ゲノム編集についてはそれが決着がついていない状態です。このままでは遺伝子組

み換え排除の原則がなし崩し的に適用されず、ゲノム編集は有機農業でもいいのではないか、といった話になり

かねません。この戦略では、有機以外にも、作物の生産力をさらにアップさせ、食料や飼料だけでなく、バイオマ

スプラスティックとか燃料などにも使わなければならない、といった話になってきております。 

そのほかにも、RNAを外から散布して遺伝子の働きを止める RNA農薬が登場してきています。これはＲＮＡ

干渉法を利用しています。ＲＮＡをかけて、虫を殺したり、草を枯らす方法です。ＲＮＡだけではありません。理化

学研究所が発表しましたが、外から DNAをかけて、それを細胞の中に侵入させて発現させる方法も登場してい

ます。遺伝子組み換えではありませんが、このような遺伝子の発現の仕方があるのだ、と思いました。RNA の場

合は、RNA干渉法として確立してきているわですが、DNAでもそれができるとなってきますと、簡単に遺伝子操

作ができてしまう。このように遺伝子操作は次々と範囲を広げていますし、応用が広がっています。これを農業に

現場にも取り入れようというのが、みどりの食料システム戦略です。 

それでも柱は、やはりゲノム編集技術です。未だにゲノム編集と有機との関係に決着がついていない。遺伝子

組み換えの場合は有機として認証されない。有機には遺伝子組み換え排除の原則があります。ゲノム編集につ

いては未だにそれが決着がついていない。遺伝子組み換え排除の原則がなし崩し的に適用されず、有機農業

でもゲノム編集はいいのではないかみたいな話になりそうです。生産力アップという点では、食料や飼料以外に

も、バイオマスプラスティックとか燃料などに作物を利用する割合が増えますから、どんどん生産力をアップしなく

てはいけない、という話になってきております。 

RNAを外からふりかけて遺伝子の働きを止める RNA農薬があると述べましたが、理化学研究所が発表しまし

たけど、外から DNAをふりかけて、おそらくワクチンと同じようにマイクロカプセルにこの DNA を封じ込めてこれ

をふりかけて細胞の中に侵入させて DNA を発現させるということを成功させました。DNAでもそれができるとな

ると、大変なことになる。ただ、ゲノムの中に組み換えていないものですから、発現するといっても、多分一時的な

ものじゃないかなと思っております。 

企業や大学の研究者が「地球環境を守る」という大義名分で、遺伝子操作が広がっています。大企業が大量

生産して市場化を図る食料としてゲノム編集が使われたりしているのです。現在、最も地球環境を破壊している



 

 

 

経済拡大は、すでに技術依存に基づくものであります。けっして地球環境を守るということにはならないのではな

いか。ゲノム編集技術が今どういう風に社会的に広がってきているかという点についてポイントを置いてお話しい

たしました。どうもありがとうございました 。 

 

 

 

島薗 

 二つ目のお話を河田昌東先生にお願い致します。河田先生は名古屋大学で教えておられまして分子生物学

のご専門でいらっしゃいますが、チェルノブイリの原発事故の後のウクライナの避難者の支援活動にも取り組ん

でおられました。ジトウミルの学校がこの度戦争で爆撃を受けて支援をしてた人たちが大変な苦労されてるという

ことで寄付を集めてドイツ経由で送られたと先ほど伺いました。そういう活動もしておられます。時間がありました

なら後でお話しいただけるかもと思います。 

 天笠先生から非常に広くゲノム編集技術あるいはそれに関連する技術が産業的に開発されているということで

ございましたが、科学的な側面からの解説を河田先生にお願いしたいと思います。  

 

 

２．ゲノム編集・神話と現実―ゲノム編集の技術的問題―  河田昌東 

 ご紹介頂きました河田昌東です。私はゲノム編集の問題点について主に技術的な面からお話したいと思いま

す。ゲノム編集技術というのは人間から動物、植物、食用作物あらゆる分野で進んでいますけれども何が問題か

というと安全性と生命倫理だと思います。 

 

１）ゲノム編集の道具について 

①ゲノム編集酵素と DNA修復酵素（DNA切断・分解するはさみと切れた DNAを修復） 

 ゲノム編集はどうやってやるかというと、まずは道具が必要です。遺伝子を切ったり貼ったりするわけですけど

も、先ずはゲノム編集で使う遺伝子をちょん切るハサミについてお話します。当初は Z FN とか TALEN という人

間が人工的に作ったタンパク質だったんですが、特定の遺伝子の塩基配列の所だけちょん切るように設計し

て、そのタンパク質をつくる。その為には大変な費用と手間がかかっていたわけです。ところが 10年前ぐらいか

らクリスパー・キャス９（CRISPER Cas9）というバクテリアが持ってる遺伝子を切断するハサミが簡単に作れるように

なったので、現在は殆どこれを使うようになっています。ただ遺伝子をちょん切るだけでは細胞が死んでしまうわ

けですから、切った両端を繋がないといけない。それには細胞が本来持っている DNA 修復酵素という酵素を使

って繋ぐ。この二つが基本的に必要です。 

 今最もよく使われてる Cas9についてお話しします。DNA を切るハサミが Cas9で、どこを切るかを決める役割

をするのがガイド RNA（ｇＲNA）です。ゲノム編集酵素はこの二つからなってます。Cas9を研究して、自分の好き

なようにどんな配列でもちょん切れる技術を開発したアメリカのジェニファ‐・ダウドナとフランスのイマニエル・シャ

ルパンティエさんという二人が 2020年にノーベル化学賞を受賞しました。 

 簡単に説明しますとこの Cas9が DNAを切るハサミの DNA 分解酵素です。それにガイド RNA がくっついて

いるわけです。 

 図１の青い部分は酵素にくっつくために必要

な部分で、赤い部分は塩基で大体 20個ぐらい

ですがこの配列がターゲットを決める配列で

す。図では実際に DNAにくっついた様子を示

していますが、ガイドに結合出来る塩基配列が

見つかれば、2重鎖の DNAに割って入って広

げてしまう。次に DNA分解酵素が働いてちょ

ん切る。もともとこの酵素はバクテリアが持って

いた酵素です。それをうまく利用したわけで

す。 



 

                                        図 1 細菌細胞の免疫システム 

 この酵素は、バクテリアが持っている免疫反応っていうと不思議に思われるかもしれません。免疫反応というと

高等動物が持ってる反応だと思ってるかもしれませんけども、実はバクテリアも免疫反応を持っていることがわか

ったわけです。バクテリアに感染するウイルスをもファージと書いてありますけども、ウィルスが感染して中で繁殖

してバクテリアを殺してしまうわけです。それに対抗するためにバクテリアは進化して入ってきたウイルスの塩基

配列の一部をコピーして自分の DNAの中に組み込んでしまう。そして 2回目に入ってきた時には覚えている配

列から RNAを作って、ハサミのタンパク質にくっつけてキャス 9酵素を作るわけです。そしてウィルスを見分けて

やっつけてしまう。これがキャス 9酵素のメカニズムです。 

 

②ベクターあるいは運び屋（標的細胞に入れる道具） 

 ゲノム編集を実際にどうやるのかというと、ハサミだけではダメなんです。ハサミを細胞の中に入れてやる道具

が必要です。ベクターというプラスミドとかウィルスの仲間ですけども、を使います。特に植物細胞の場合は非常

に小さいので、細胞一個一個に手作業で入れてやるというのは難しいので遺伝子組み換えと同じようにベクター

というウイルスみたいなものにハサミの DNA とガイド RNAを入れて、それを増やして細胞に感染させる。動物の

場合は受精卵が大きいので卵一個一個に簡単に言えば注射器でガイド RNA と Cas9酵素を注入する方法で

やってます。マッスルマダイの場合、京都大学でやっているのをホームページで見てたら、学生一人にタイの受

精卵 2000個ぐらい渡して、それ一個一個顕微鏡を

見ながら DNAをちよん切るハサミを入れている、と

書いてありびっくりしました。今はエレクトロポレーシ

ョンという方法も開発されていまして、Cas9 とガイド

RNAに受精卵を混ぜて瞬間的に高電圧をかけて

やると細胞に穴が開くわけですが、そこから Cas9 と

ガイドＲＮＡが入っていくという方法も開発されてい

ます。 

 図２はベクターの構造です。Cas9蛋白質を作る遺

伝子とガイド RNAを作る遺伝子と”p”というのは遺

伝子発現のスイッチで、 プロモーターと呼びます。     

それとマーカー遺伝子が必要です。あとで問題に           図 2 ベクターの基本構造 

なるんですけども、マーカー遺伝子がどうしても必

要です。ハサミを大量に培養するために必要で

す。これは遺伝子組み換えと同じです。大雑把に

絵で書くと図３のようなこんな感じです。これが

DNA分解酵素 Cas９でハサミを持たせています。

それからガイドさんが切断する DNAの配列を覚え

ていて、そこへ Cas9 とマーカーを連れていくわけ

です。だからガイドを変えればいろいろな場所の

DNAを切ることが出来る。マーカーというのは

Cas9がちゃんと切ったかどうかを確認する役割を

する。この 3種類の DNAを乗せたウイルスとかプ

ラスミドをベクターと呼びます。                                図 3 ゲノム編集の道具例 

 

２）ゲノム編集の技術的問題点 

①オフターゲットの原因 

 こういう方法で何が問題かというと、オフターゲットいうことが起こる。どういうことかというとターゲット以外の遺伝

子も壊してしまう。そういうことが必ず起こります。ゲノム編集は自然突然変異と同じ、というのが推進派の学者と

か評論家の主張ですが、これは全く間違いです。なぜかというと同じ塩基配列の遺伝子が同時に壊れることは

自然突然変異ではあり得ない。また、最近わかってきた進化の研究から、今、実際に働いている遺伝子は突然



 

変異が非常に起こりにくいことがわかりました。ゲノム編集は逆に今働いている遺伝子を壊すことで目的が達成さ

れるわけですから、そういう意味でゲノム編集が自然突然変異と同じというのは全く間違いといって構いません。

例えばオフターゲットの例で、人間の遺伝子をゲノム編集した論文があります。2013年ハーバード大学の研究

者が書いた論文ですが、第 6染色体上の血管の内皮細胞の増殖ホルモンの遺伝子の一部、塩基が 23個ぐら

いありますけども、これをゲノム編集でちょん切る操作をした。そして後でそのゲノムの全構造を調べたら、第 15 

染色体の全く違う遺伝子である免疫グロブリンを作る遺伝子も壊れてた。その配列はもともとこういう下のような構

造をしている。 

 

 

 

 

 

                       

二十数個の中でＧが Aに 2個だけ違ってる。にも関わらず同じように壊れてしまった。これがオフターゲットの典

型です。こういうことが必ず起こる。 

 なぜこのようなことが起こるかと言いますと、DNAは二本鎖で G と C、A とＴが結合してますが、DNA同士は非

常に安定に結合します。しかしゲノム編集では RNA と DNAがくっつくのでミスマッチという塩基同士の認識エラ

ーが起こります。RNA と DNAの結合のほうが DNA同士の結合よりミスマッチが起こりやすいということがわかっ

ています。 例えば DNA と DNA同士は正しく結合するのですが、DNA とｇＲNAでは、本来はくっつかないはず

の A と C,ＴとＧがミスマッチして結合する。こういうことが起こるのでオフターゲットが起こりやすい。これが第一の

理由です。 

 もう一つはガイドＲＮＡが認識する塩基の長さは 20個ぐらいがですが、生物のゲノムの塩基の数というのはもの

すごい数です。人間で 31億対、豚で 37億対、植物の場合でもトマトが 9億対、大豆が 11億対ある。20個ぐら

い共通の塩基配列が複数個あるのは常識なんです。10個とか 20個ぐらい普通にある。そういう場所もガイド

RNAはちょん切ってしまう。これが 2番目の原因です。 

 3番目の原因は、私は非常に大きな問題だと思ってるんですけども、ゲノム編集するときに細胞一個あたりにハ

サミ 1個を入れるわけじゃないんです。論文を読むと分かりますけども細胞一個あたりゲノム編集の Cas9酵素

遺伝子は 100万個は少ない方です、1000万個ぐらいが普通で、中には一個の細胞に 1億個ぐらい入れる場合

もあります。これはなぜかというと、ゲノム編集は所詮化学反応です。だから濃度が低いと反応は起こらない。ミサ

イルのようにガイドをターゲットに誘導する反応ではない。たまたま分子同士が近くに寄ってくっつくと反応が起こ

る。ですから濃度を高濃度にしてやらないと反応が起こらない。逆にいえば濃度を上げるほど効率はいいんだけ

どもオフターゲットが起こり易くなる。図４はよく本に出ている図ですが、これは全く間違っています。図 5は私が

書いた図です。 

 

 

    図 4 本で出てくるゲノム編集の仕組み図             図 5 実際のゲノム編集の仕組み図 

オフターゲットの実例 (ヒト遺伝子） 

● 第 6 染色体 (VEGFA: 血管内皮細胞増殖因子ホルモン：アミノ酸 232 個 ） 

標的配列  GGGTGGGGGGAGTTTGCTCCTGG 

● 第 15 染色体 ( IGDCC3: 免役グロブリン・サブクラス 3:アミノ酸 814 個） 

標的外配列 GGATGGAGGGAGTTTGCTCCTGG 



 

 

当然オンターゲットの場所は切れますけれども、それ以外に似たような配列も切ってしまう。ハサミの数を増やせ

ば編集効率は上がるが、オフターゲットも増えるという、きちんとした科学論文があります。 

 4番目として、もう一つオフターゲットの原因があります。 

 一個の遺伝子は一個のタンパク質を作るわけじ

ゃなくて複数のタンパク質を作っている。そのメカ

ニズムは次のようなものです。バクテリアと違って

真核細胞（核が遺伝子の袋の中に入ってる細胞）

の遺伝子は 2種類の構造から出来ている。ひとつ

はエキソンという塩基配列です。タンパク質のアミ

ノ酸配列を決めてる配列です。それに対してタン

パク質のアミノ酸配列に対応していないイントロン

という配列があります。2種類が入れこになって遺

伝子が出来ている。図 6の黒いのがエキソン、緑

色がイントロンです。この二種類がいれこになって

いるのが遺伝子です。タンパク質を作るときに最

初にできるのがプレメッセンジャー RNA という一

本鎖 RNAです。これは DNA 配列をそのまま            図 6 スプライシングとゲノム編集 

コピーします。その後におこる反応が問題なんで

すけども、スプライシングという反応が起こる。スプ

ライシング酵素がプレメッセンジャーＲＮＡを切り

刻んでエキソン同士をつなげます。必要なエキソ

ンを”エキソン１”、”エキソン２”、”エキソン３”とつ

なげる。例えば”エキソン２”と”エキソン３”をつな

げる。図６でいえば 1個の遺伝子から 2種類のタ

ンパク質を作ることになります。この遺伝子がどん

なタンパク質を作っているか完全にわかっていな

いと、例えば”エキソン３” を壊して”タンパク質１”

の機能を止めようとした際にたまたま”エキソン３”

を持った”タンパク質２”というのも壊れてしまう。そ

うすると意図しないタンパク質まで壊れてしまう。         図 7 筋肉のタンパク質ミオシンの遺伝子 

これもオフターゲットとなる。実例をあげますと、この図 7は筋肉のタンパク質ミオシンの遺伝子なんですけども、

図７の赤いのがエキソン、橙色がイントロです。こんなふうに出来ている。これから平滑筋とか横紋筋とか 5種類

できる事が分かっています。脳のタンパク質まで作っている。仮に共通の”エキソン３”を壊してしまうと脳細胞の

タンパク質まで壊れることになる。これは非常に重大な問題です。だから一個の遺伝子がどんなタンパク質を作

ってるか全て解明しないままゲノム編集するということは危険だということです。 

 

②ゲノム編集は自然突然変異と同じではない 

 そういう意味でゲノム編集というのは「自然突然変異と同じ」というのは完全に間違いです。何回も言いますけど

もオフターゲットが起こる。 DNA の二本鎖を 20塩基対ぐらい切断除去する訳ですが、自然突然変異ではこん

な事ははめったに起こりません。例えば自然放射線で遺伝子が壊れるといいますが、これはほとんどの場合一

本鎖、片方の鎖が切れるわけです。 

その時に修復酵素が働くんですけども,切れたＤＮＡの両端をぱっとくっつけるわけじゃなくって、切れた場所

から両側の塩基を 5～10個くらいを切り除きます。そして切れていない相手の鎖を鋳型にして対応した塩基をく

っつけていくわけです。そして修復する。ところが細胞 1個あたり 1日に 2万か所くらいそういうことが起こってい

ます。頻繁に起こるわけですからたまたま Aを入れるべきところに Gを入れてしまうことが起こるわけです。それ

が突然変異です。二本鎖が同時に壊れるって事はめったに起こらない。また、自然突然変異はランダムだってこ



 

れまで言われてきました。しかし最近の進化論の遺伝子レベルの研究で、自然突然変異は実はランダムではな

いことがはっきり分かりました。突然変異自体はランダムに起こるんですけども、エキソンは修復され、イントロンは

修復されないでそのまま残る。だけども蛋白質のアミノ酸配列に反映せず機能してないからあまり影響がないわ

けです。しかしイントロに起こった突然変異が何らかの働きに繋がり大きな役割をする事があればそれが新しいタ

ンパク質をつくる、それが進化のモチベーションになることが分かってきた。それに対してゲノム編集は今働いて

るエキソンを壊すわけですから、全く進化に対する干渉だと言ってもいいと思う。 

この図は最近出た論文から引用したんですけども、シロイヌナズナという植物で一番最初に全ゲノムの解明さ

れた植物で膨大な数のデータがあるわけです。これまでのデータを全部集めてどこで突然変異が何回起こった

かを集約した論文です。その結果、イントロンには多数の突然変異が起こってるけれども、エキソンにはほとんど

起こっていないことが分かったことを報告しています。 

 これは又別の論文ですけども、図の中央の場所がエキソンとしますと左側が塩基の数です。イントロンがある

と、このようにこの場所は例えば 50回ぐらいから 70回ぐらい突然変異が起こっていることがわかるわけですが、

エキソンに関しては頻度が小さく殆ど起こっていないことがわかります。これは人間の細胞ですけども、エキソン

はほとんど 100%残っている。それに対してイントロンはこんな風に変わっている。最近このような論文がいくつも

出ています。 

 ゲノム編集というのは、1個の遺伝子が一個のタンパク質を作るというもう 50年も前の古い考え方に基づいて

います。遺伝子の構造が初めて分かった頃の考え方を基にしてるように思います。一個の遺伝子を壊せば実際

には他の遺伝子の発現にも影響をもたらすと考えないといけない。 

 魚のゲノム編集で、マッスルマダイ、トラフグ、それに共食いしないサバ、これはまだ市販されてないわけですけ

ども、これらのゲノム編集の結果、何が起こるかを今調べてる最中ですけども、マッスルマダイに関しては成長ホ

ルモンの抑制遺伝子を壊しす。成長ホルモンっていうのは受精卵ができると次々と色んな成長ホルモンが出来

ていくわけです。最初にできた成長ホルモンの働きがが終わると抑制遺伝子が働いてその遺伝子の発現を止め

て、次の成長ホルモンが出来るというふうにして成長するわけです。その抑制遺伝子を壊わすということは、すべ

ての成長ホルモンが一斉にずっと作り続ける事になるわけです。私が非常に気にしてるのはごく初期に作られる 

IGF- 1 という成長ホルモンがあるんですが、これは発生のごく初期に働く遺伝子です。 

これはインシュリンライク・グロースファクターっていう名前の通り、インシュリンとよく似た構造を持った成長ホル

モンです。これが初期に働いて、しばらく働くと抑制遺伝子が働いて機能を停止する。次に別の成長ホルモンが

働く、こんな風にして成長します。しかし、このホルモンがもし大きくなってからも存在すると大きな問題が起こりま

す。IGF-1 というのは実は発がん性があることが分かっています。男性には前立腺癌、女性には乳癌です。アメ

リカで巨大なサーモンが遺伝子組み換えで作られていますけども、安全審査の時にこれが一番問題になった。

他の生物の成長ホルモンの遺伝子にスイッチが入ったままになるプロモーター遺伝子を結合し、成長ホルモン

が一生作られ続けるようにしたわけです。こういうことがないかどうかをちゃんとチェックしないといけない。 

 それからトラフグの場合にはレプチンという食欲抑制遺伝子と言ってるんですけども、これは確かに食欲を抑制

する物質を作る遺伝子なんですけども、その抑制ホルモン受容体を作る遺伝子を壊してるわけです。食欲抑制

ホルモンって言ってますけども、実はこのホルモンは食欲抑制だけじゃなくて非常に複雑な働きを持っている事

分かっている。 

 魚の場合にはレプチンという食欲抑制ホルモンは肝臓で作られていると言われますけども、それが脳の海馬に

働いていろんな働きをする。こんな風にいろんな働きがあるわけです。その結果として食欲を抑制する。例えばこ

の図は哺乳類の脳の断面ですけども、レプチンってのが働く場所がこんなふうに色々あるけど、単に食欲を抑制

するだけじゃなくって、細胞内のグルコースの濃度とか学習能力とか記憶力とか生殖能力、自発的な運動能力、

脊椎動物の場合には血圧調整など非常に複雑な働きを持ってる。魚の場合にもこんなふうに 4種類の機能を持

っている。単に食欲が抑制されるだけじゃなくてこの遺伝子を壊すことによって繁殖能力とか行動力が失われて

る可能性があるわけです。 

 次に共食いしないサバですが、壊した遺伝子を調べると AVTRV1a2 という遺伝子で、これはストレス対応の遺

伝子であることがわかっています。実は海の魚の細胞は浸透圧を一定に守らないといけないわけです。海は塩

分濃度が高い場所とか低い場所とかあるわけですから、そう場所に行った時に細胞の中の浸透圧を一定にする

ために必要な物質を作る遺伝子なわけです。この遺伝子を壊したら、結果的に共食いしなくなった、しかし同時



 

にストレス対応ができなくなったという事なんです。共食い遺伝子って言ってますけど実は浸透圧調整遺伝子で

すから、これを壊すことは逆に病気を抱えてるってことになります。 

 話が少し飛びますが、ゲノム編集のハサミですが、Cas9酵素というのが問題です。これは実は Cas9でゲノム

編集が上手くいった細胞とうまくいかなかった細胞を比較した研究によると、うまくいった細胞を調べると P 53

（発がん抑制遺伝子）が壊れてることが多い。昔、私も研究したことあるんだけども、Ｐ53は発がん抑制遺伝子で

あることが分かっていて、この遺伝子が健全だと他の遺伝子が壊れてもガンになりにくい事がわかっている。P53

が壊れてると Cas9によるゲノム編集が効率良い。逆に言えば動物の場合ですが、Cas9でゲノム編集した細胞

が将来癌になる可能性があるっていうことが言われてるわけです。中国のゲノム編集で HIV にはかからなかっ

た双子の赤ちゃんは将来 HIV にはかからないかもしれないけども癌になる可能性が高いわけです。 

 

③マーカー遺伝子の問題 

 マーカー遺伝子はあまり注目されないのですが、大きな問題を抱えています。 

まず第一にベクターは一個の細胞に 100万個、1000万個入れないといけないので、大量に生産しないといけな

い。その為にベクターを感染させたバクテリアを大量培養します。大腸菌とか植物のアグロバクテリウムという感

染菌で培養します。その時にベクターをうまく増殖出来た細胞と出来なかった細胞を区別しないと効率悪いの

で、ベクターにこの抗生物質耐性遺伝子（マーカー）を一緒にくっつけてやる。培養液に抗生物質を入れて培養

すると、その耐性菌だけ生き残りますから、それからベクターを取り出すとゲノム編集酵素を効率よく生産できる。

こういう風に使うので、マーカーを抗生物質耐性遺伝子だけではなくて発光遺伝子を使うこともあります。 

これはゲノム編集生物の開発過程では必要だけれども、出来てしまえば外来遺伝子ですから必要悪なわけで

す。中国で開発されたマッチョ豚ですけども、写真をよく見ると皮膚が赤いんですね。調べると抗生物耐性遺伝

子だけじゃなくて、赤く光る発光遺伝子も入っていることが分かってます。筑波大学が開発した種なしトマトには

カリフラワー・モザイク・ウイルスを使ってますが、カナマイシン耐性遺伝子と発光クラゲの遺伝子も入ってます。

今開発中の日持ちのするシャインマスカットにはネオマイシン耐性遺伝子を使ってます。それから芽が出てもソ

ラーニンという毒を作らないジャガイモです。これを作る時にはカナマイシン耐性遺伝子、カルペニシン耐性遺

伝子という二つの耐性遺伝子を使っています。農研機構の開発している収量の多い多収穫米にもハイグロマイ

シン耐性遺伝子とカナマイシン耐性遺伝子を使っています。このようにゲノム編集には必ず、抗生物質耐性遺

伝子や発光遺伝子を使っています。これは北海道大学が開発したアレルゲンを作らない大豆の遺伝子構造で

す。ここに Barってありますがこれはグルフォシネートという除草剤耐性遺伝子です。これをマーカーとして使っ

てます。こういうものは全て外来遺伝子ですから、必ず使うけれども出来上がった時にはあってはいけないわけ

です。なぜこれが問題かって言うと、遺伝子の水平伝達ということが起こることがわかっているからです。これは

2002年に発行されたネイチャー誌に出た論文で、私には非常にショックだった。イギリスのニューカッスル大学

が行った実験で、最初で最後の人体実験です。モンサントの除草剤耐性大豆を使ったハンバーグを 7名の患

者に食べさせるわけです。インフォームドコンセントで、全員人工肛門を持ってました。そして食べる直前から 30

分おきに人工肛門から便を取るわけです。そして便を分析すると 3時間後ぐらいから腸内細菌が除草剤耐性に

なることが分かった。全員です。除草剤耐性大豆には、除草剤耐性遺伝子自体をマーカーとして使ってますか

ら除草剤耐性なんですけども、これに抗生物質耐性遺伝子を使うと腸内細菌が抗生物質耐性になる。この論文

を見て私は非常に気になったので、知り合いに頼んであちこちから家畜の糞を集めまして分析するとほとんどの

家畜の糞から除草剤耐性菌が見つかりました。  

牛糞とか鶏糞、豚糞、それから周辺の土壌からも見つかった。こんなことは今では当たり前になってるわけで

す。厚労省も鶏肉からは薬剤耐性菌がくっついてるので十分加熱すべきだと言ってます。これは、今コロナで大

活躍してるアメリカの国立疾病管理センター（CDC)が出版した抗生物質耐性菌の報告です。この論文によると、

アメリカでは年間約 5000人が食中毒で死亡してますけども、外来患者の 25%は抗生物質耐性菌保持者です。

こちらは最近の CDCの報告書ですけども、現在アメリカで年間 300万人が抗生物質耐性菌に感染して 35000

人が死んでると書いています。これはつい最近 2022年 1月に国際医学雑誌ランセットの論文ですけども、過去

最大規模のデータベースを集約して分析したところ、世界中で現在、2019年に 1年間に抗生物質耐性菌で

450万人が死んでる。つまりコロナと同じレベルなんです。日本でもそういう調査をやった報告がありますけども、

薬剤耐性菌で年 8000人が死んでいます。 



 

 

 

 こうした現象の原因は抗生物質の多用ということが問題ですけど、病院とか家畜のエサに入っているだけでは

なくて、家畜の餌の中に遺伝子組み換え大豆とか、トウモロコシには抗生物質耐性遺伝子が必ず入ってるわけ

で、その遺伝子を取り込んだ腸内細菌が耐性菌になっている。最近の論文で除草剤とか枯葉剤が微量にある

と、同時に食べた場合には更に加速的に腸内細菌が耐性菌になることが報告されています。 

ご承知のように、アメリカで開発された角のない牛ですけども、商品化直前に FDA の研究者がこの牛の全ゲ

ノムを分析したら抗生物質耐性遺伝子が 2種類あることが分かった。商品化出来てないわけです。そういうわけ

でマーカー遺伝子というのはれっきとした外来遺伝子ですから生物多様性、進化の攪乱であり絶対あってはい

けない。現在ゲノム編集ではこれを戻し交配で除去することになっていますが、チェックは義務化していない。チ

ェックは難しいって言うんですけども、そんなに難しいわけじゃないです。ゲノム編集細胞の DNAの全構造を決

定すればわかる。時間あればご説明しますけども、全構造を調べなくても簡単にこれがあるかがどうかわかる。 

 

３）日本政府の安全対策 

 厚労省・農水省はゲノム編集食品について、安全審査や表示は必要ない、と決定しましたが、それではゲノム

編集食品が市場に出回った場合に安全性は誰がどのように保障するかが問題になります。これはゲノム編集に

限らず、市販されている一般の商品でもいえる事です。そうした必要性から厚労省と農水省は、開発メーカーと

「事前相談会」という非公開の場でメーカーに様々なデータを提供させ、危険性がないかどうかをチェックする場

を設けています。これが事実上の安全審査です。事前相談会でＯＫが出れば「届け出」（任意）て、販売が可能

となる。高ＧＡＢＡトマトを例にとれば、約 1年間かけて行った事前相談会が終了した 2020年 12月 11日当日

に、生産者のサナテックシード社は厚労省に「届け出」を行い、ホームページで希望者に苗を無償で配布すると

いう声明を発表している。 

これは政府とメーカーが事実上一体となってゲノム編集食品を推進するシステムであって、消費者の知る権利や

選択の自由を奪う卑劣な体制であり、事実上の人体実験である。 

 更に、最近明らかになった事がある。それは消費者庁が推進している「機能性表示制度」との混乱が起こる恐

れである。例えば最近、名古屋市名東区のスーパーで販売されたトマトが「高 GABA」と表示されていた。調べる

と、生産者は愛知県豊橋市で通常の品種改良で作成されたものでした。 

 これではゲノム編集の「高 GABA トマト」と機能性表示とは区別出来ない。このため、混乱・消費者には区別不

可能である。ゲノム編集食品の表示は絶対必要であり、非表示は消費者の権利を奪うものである。ゲノム編集食

品の表示と安全審査は絶対必要です。  

 

島薗 

とても怖い話でございました。複雑で十分に私のようなものには理解できなかったところがございます。また質問

をしながら理解できたらと思っています。10分間休みまして 3時 45分から質疑応答に入ったいと思います 。 

 

 

３．質疑 

A さん： 

天笠さんにロシアの種子会社、農薬会社を教えてください。ウクライナの小麦、じゃがいもは農薬をかけてるので

しょうか。 

天笠： 

ロシアという国には、多国籍企業の支配がある意味では及ばないということはあります。ロシアは遺伝子組み換え

に関しては本当に遺伝子組み換えの作物を植えてません。多国籍企業が世界的に支配しておりますけれどもそ

この範囲外にある国だと考えていただければいいと思う。 

島薗： 

今日の話ではドイツは緑の党なんかがあるから環境意識が高いのかと思っていたら、ドイツの企業にも結構バイ

エルンなどある。 

天笠： 

バイエルンも多国籍企業です。遺伝子組換えとか農薬は結構アメリカで開発されてます。 



 

島薗： 

医療分野と農業分野が接合して、あまり分けていられなくなってるんでしょうね 

天笠： 

ウクライナでは大豆が、半分は除草剤耐性大豆になってしまったんです。ウクライナ自体は結構アメリカと言いま

すか、西洋とかなりくっついたというところがありまして、多国籍企業を受け入れたというか餌食になったという所

があります。小麦とジャガイモの場合まだ遺伝子組換えありませんのでラウンドアップがどうのこうのということはな

いと思う。小麦って意外と農薬使わないんです。日本でも秋に蒔いて春収穫します。一番草が生えなくて虫がい

ない時期に育つもんですから小麦って農薬に関して言うと非常に優等生なんです。ただアメリカとかカナダの北

部で作ってる春小麦というのは春にタネを蒔いて秋に収穫するもんですから結構農薬使うんです。そういうのが

日本に入ってきてるもんですから、日本の輸入小麦は農薬で汚染されてるっていうそういう側面が出てきたので

す。じゃがいももそんなに農薬を使わないで済む作物です。農薬ということに関してはウクライナではあまり使っ

てないのではないかな。 

Ｂさん： 

戻し交配で抗生物質耐性遺伝子を取り除くと言うことですがどのようにするんでしょうか。 

河田： 

GABA トマトの論文を見ますと、最初に作った第 1世代っていうか F０（エフゼロ）っていってるんですけども、 

これには Cas9の DNA とか抗生物質耐性遺伝子も全部入っています。それを戻し交配で取り除いたというふう

に書いてあるんです。F1から F2,Ｆ３となるわけですが、それには外来遺伝子は入っていないと書いてあるんで

す。けれどもそれを証明した論文はないんです。おそらく厚労省との事前相談会の段階ではデーターを出してる

と思うんです。公開はされていません。届出された他のものもみなそうです。ただ、魚の場合は卵に一個一個

Cas9酵素とガイド RNAを注入するのでマーカー遺伝子はいらないわけです。手間がかかりますから今後も全

部そうになるかどうかは別問題です。  

島薗： 

さっきの話ではマーカー遺伝子から生ずる弊害というのがある。 

河田： 

腸内細菌は耐性菌になりますので大問題です。病気になっても抗生物質が効かないということはよくあるわけで

す。 

Ｂさん： 

ゲノム編集によるエピジェネティクスの影響について事例はありますでしょうか。 

河田： 

今手元に論文はないですけれどんも、エキソンとイントロンという構造からするとイントロンをゲノム編集した場合

にメチル化することがよくある。だから起こりうるということはあります。 

Ｃさん： 

自然界で起こっている突然変異はイントロンによる変化なんでしょうか。 

河田： 

起こる突然変異自体は均等なんです。イントロもエキソンも区別なく起こるです。ただエキソンの場合にはそれを

修復してしまうということが起こってる。だから結果的には起こった突然変異はイントロンには残るけどもエキソン

には残らない。 

Ｂさん： 

生物には相互補完性とか相互関連性というようなものがあると本で読んだことがあるのですが、そういうことは遺

伝子の世界でもあるのではないか。複数のタンパク質をつくるというのもそのうちの一つではないのか。ノックアウ

トしてしてしまった遺伝子と連関性を持っていた遺伝子が支障を起こしたりするってそういうことではないのでしょ

うか。 

河田： 

例えば共通のエクソンを壊してしまった場合には複数のタンパク質が壊れてしまうわけです。その結果がよくない

状態を強化するのか、あるいは壊れた状態をカバーするのかは起こってみないとわかんない。一般論としては難

しい。 



 

Ｃさん： 

ゲノム編集したジャガイモや大豆が新しい特色のある品種として売りだされれば消費者も生産者もその安全性に

ついて疑問を持たずに選択してしまいます。ゲノム編集作物の表記の義務化は可能なのでしょうか。 

天笠： 

この間、消費者庁と随分遣り合っていますが、表示の場合、苗とか種の表示と食品表示がありますが、種とか苗

は農水省が管轄になるんですけれども、今まで遺伝子組み換えとかゲノム編集とか遺伝子を操作したりすること

に関する表示は一切これまで行われてこなかった。 

 種苗の表示に関してはそういうものはなじまないというのが農水省の見解なんです。農水省はやる気がないと

いうことなんです。消費者庁の方の食品表示の問題ですが、これも随分昔から遺伝子組み換えの表示の問題の

時に随分やりやったんですけれども遺伝子組み換えについての表示について私たちは全食品表示ということで

随分言ってきたわけです。消費者庁は遺伝子組み換え、今でいえばゲノム編集に当てはめてもいいですけれど

も、どういう技術を使ったかとかどういう操作をしたかとかそういうものに関する表示って実は食品表示にはない。  

私たちはプロセス表示と言ってるんですけども、プロセス表示はなじまないというのが消費者庁の考え方です。  

 結局遺伝子組み換えの表示も、作られたタンパク質、組み換えた遺伝子がもたらすタンパク質があるか無いか

というタンパク質の存在が問題だっていうような言い方になる。 

 食品添加物や農薬の表示もそうなんですけども食品添加物もそこに付け加えられた添加物を表示する、農薬

に関してもそこに使われた、食品にくっついている残留農薬が問題となる。それと同じで遺伝子組み換えで新し

くできたタンパク質が問題なんだというような言い方になっちゃった。タンパク質がない、いわゆる分解されてない

油とか醤油に関しては表示義務がないということになったんです。 

 私たちが求めてた遺伝子組み換え技術を使ってるって事を表示しすべきだというようなことに関した表示義務

は存在しないと消費者庁はそういう考え方なんです。ゲノム編集においてもそうなんです。タンパク質が新しくで

きるわけではないので表示する必要は全くないんだっていう考え方なんです。 

 今の状況の中で今のこの政府の立場から言うと農水省はもちろん種苗の表示はするつもりはないんです。消

費者庁もゲノム編集の表示はする気は全くないです。そこをなんとか突き壊さないといけなと今国会で国会議員

が何人もこの質問に立ってもらって追及してるところなんです。なかなか政府というのは難しいところですね。 

河田： 

今のことに関係してちょっと申し上げたいことがあります。実は私の友人が名古屋市内のスーパーマーケットで

「高 GABA トマト」っていうの買ったんです。見た目はゲノム編集の高 GABA トマトで、見分けがつきません。ちゃ

んと高 GABA トマトと書いてある。しかしよく見るとメーカーが違うので確かめると、機能性表示食品っていう制度

ありますがそれを使って高 GABA トマトっていう表示をした。開発したのは愛知県の豊橋市のメーカーですけど

も確かめると通常の交配で作ったといってるわけです。そうするとゲノム編集食品に表示しなかったら全く区別が

つかないことになります。 

 今後もゲノム編集で販売される動物にしろ植物にしろほとんどはこういう食べ物としていい面があることによって

売り物にするわけですから機能性表示できるわけです。ゲノム編集だけでも機能性表示するとこれはゲノム編集

かどうか全く区別できないってことになってしまう。事実上の人体実験なってしまう。大きな問題だと思います。 

島薗： 

お二人の話の中で 食品の中でゲノム編集したものの弊害が次々と明らかになってきた。そのことの認識が、次

第に広まっているという印象を持った。そこまでは正しいでしょうか。 

河田： 

一つの例を申し上げます。遺伝子を操作した場合に他の遺伝子に与える影響をきちんとチェックしなければなら

ない例です。遺伝子組み換え大豆の件です。 

 モンサントが開発した除草剤ラウンドアップ耐性大豆ですが、除草剤耐性の遺伝子を土壌細菌から取って大

豆遺伝子に入れた、と単にそれだけだっていうことなんですけども、実はモンサントが国に提出した安全審査申

請書を調べると、もともと大豆には「トリプトファン・インヒビター」という動物の消化酵素トリプシンの働きを妨害す

る蛋白質があります。だから大豆を生のまま食べると消化不良を起こして下痢をします。だから、通常、大豆を家

畜の餌にするには加熱してトリプトファン・インヒビターを失活させなければなりません。私の友人も畜産農家だっ



 

たんですけども豚に遺伝子組み換え大豆を食べさせると必ず下痢をする、と言ってました。なぜそうした事が起

こるか、はモンサントが政府に出した「安全審査申請」に書いてありました。 

 モンサントは除草剤耐性大豆と通常の大豆を最初に 108℃,30分間加熱して、トリプシン・インヒビターの活性

を測った。非組換え大豆の活性は加熱により予定通り失活した。ところが除草剤耐性大豆のトリプシン・インヒビ

ターは活性を失わなかった。モンサントは、再度同じ条件で再加熱したが、やはり活性は残った。それで最後に

220℃で 25分加熱したら活性を失った、と書いてありました。何故、そんな事が起こったかは書いてありませんで

したが、土壌細菌由来の除草剤耐性遺伝子を大豆に入れた事で、大豆が本来持っている遺伝子の機能に影響

を与えた、という事実は明らかです。こうした事実も、遺伝子組換えの場合には安全審査が義務化され、その文

書も公開されるから分るわけです。 

 ゲノム編集は特定の遺伝子を壊しただけだから他の遺伝子に影響ないっていう主張には何の根拠もありませ

ん。ゲノム編集で他の遺伝子にいかなる影響があるか、これは確認しないといけないことだと思うんです。そこが

問題だと思います。 

Ｂさん： 

非食品、非医薬品のゲノム編集生物による環境汚染、これは燃料とかプラスチックとかで様々な産業領域で使

われている。環境汚染にまたなるんじゃないか。なのでゲノム編集無政府主義、やりたい放題の無規制、無管理

はやめさせるべきではないか。 

天笠： 

環境への影響について評価を行っていないのは大きな問題だと思います。例えばトウモロコシのような生物の場

合は食用と非食用がごっちゃになってきている。ユーグレナも食用とジェット燃料に使われ、開発が並存してい

る。何らかの規制をしていかないと本当に無政府主義的な状況になっている。ゲノム編集は最初のスタートです

が、遺伝子を切って壊すだけだから問題ないという神話はもう本当に崩壊してるわけですから、規制を改めてや

り直さなきゃいけないなっていうふうには感じています。 

河田： 

魚の場合は特に問題なのは自然界に逃げ出すことがあるわけです。特に養殖なんかの場合、陸上のプールで

やる場合は少ないかもしれませんけども、海での養殖の場合、自然界に逃げ出した場合に何が起こるかが問題

です。 

 ゲノム編集したトラフグなんかもそうですけど生殖能力がガタ落ちなわけです。自然界の魚と交配した時に繁殖

できないわけです。魚のメスは大きなオスと交配したがる習慣があるんですが、大きな雄は繁殖能力がないとす

ると受精できないわけですから自然界に逃げ出した場合に数が減っていく可能性があるわけです。遺伝子組み

換えの鮭で大問題になった事があります。繁殖能力のない魚が自然界に逃げ出した場合には二十世代くらいで

世界の海から鮭がいなくなってしまうというシミュレーションの論文を書いた人もいます。 

 だから絶対に自然界に逃してはいけない。遺伝子組換えの鮭の安全審査の申請書を見たんですけども、陸上

で南アメリカの国の山中で繁殖させる。逃げるのはダメだと。だから安全審査の申請書には万が一でも逃げない

ように二重、三重にも網を張って逃げないようにするけれども大雨とかで万が一逃げた時には、川に塩酸を流し

て殺すから大丈夫だって書いてあるんです。そんなことをアメリカ国内で出来るわけないんです。 

 遺伝子ドライブみたいな現象がゲノム編集の場合でも起こる可能性があるということです。 

島薗： 

生殖能力がないと自然界に出た場合は淘汰されちゃうから大丈夫だということはないでしょうか。 

河田： 

それもあるでしょうが、メスは交配の相手として生殖能力の無い雄を選んでしまうということが問題なんです。 

D さん： 

ゲノム編集された鮭は販売されてますか。また表示について世界事情を教えてください。日本が割とお魚に熱心

なようなんですが世界的にはどうなんだろうということです。 

天笠： 

鮭の場合、今の養殖場があるのがカナダとアメリカです。カナダとアメリカでは今市販が認められています。結構

カナダとアメリカでは出回っていると思います。ただ日本はまだ輸入が認められてないので市場化も認められて



 

ない状態なんで日本には入ってきてないことにはなっている。カナダもアメリカもまだ一部での出回りなもんです

からそんなに広がっているわけではない。 

 表示について、日本の表示制度は世界のスタンダードみたいになっており、日本の表示制度はタンパク質が

残ってるもののみ表示するというそういう意味では豆腐とか納豆とか味噌とかそういうごく限られたものに表示す

る。けれどもアメリカはひどい表示制度で基本は日本と似てるんですけども遺伝子組み換えという文字を認めな

いとか結構色々あります。 

 唯一全食品表示を貫いているのはヨーロッパなんです。そういう 意味ではヨーロッパが表示では一番進んで

いる表示制度かなと思っています。 

 なぜ、ヨーロッパが全食品表示が可能になったのか。日本の場合はタンパク質が残ってるもののみ表示してい

るという意味では世界的に共通なんですが、ヨーロッパの場合そうでない、油とかそういうのものも表示すべきと

いう考え方なんです。 

 なぜ全食品表示が可能になったのかヨーロッパに行って、取材・調査したことがありまして、すごいなと思った

のはヨーロッパでは環境保護の考え方が進んでいるんですね。そのため環境問題に関する表示が重視されて

いる。例えばパームオイルは必ず表示しなければいけない。何故かっていうとあれは熱帯雨林を壊してるからだ

と。それと同じで遺伝子組み換えもやっぱり環境に良くない食品である、作物・動物を使った食品であるというこ

とです。あなたはこの食品を食べることが環境に対して良くないことをしているんですよという表示をさせたんで

す。これがヨーロッパの環境保護団体なり市民団体がそういう働きかけをしてきたわけです。私たちもそういう意

味ではヨーロッパの考え方はすごいなと思っておりますし、そういう食品表示制度を日本でも作りたいなと思って

いる。ヨーロッパのような食品表示制度を日本でも作りたいなと思っている。 

 ゲノム編集に関しては現在ヨーロッパの欧州委員会が遺伝子組み換えの二の舞を繰り返してはいけないと表

示なしで推進の姿勢を結構取っています。今、焦点となっているのは実はイスラエルのニワトリです。雄になるニ

ワトリを受精卵の段階で殺してます。通常は、雄になって生まれてきたときに雄の場合役に立たないということで

全部殺してます。それをゲノム編集を使って胚の段階で生まれないようにする。胚の段階で殺すという技術を使

っています。この卵をヨーロッパは受けいる/受けいらないかを議論しております。欧州委員会は表示もなくこれ

を受け入れるという方針をとっております。今ヨーロッパでは私たちの仲間の環境保護団体とか市民団体が猛然

と働きかけているところなんです。そういうのが今の表示です。 

島薗： 

今日の会そのものがこういう認識を広めて市民のリテラシーを増大させて問題点をより認識し政策にも反映してく

ようにという意図があると思いますので今後もこういうことを重ねていく必要があると思います。 

Ｂさん： 

ゲノム編集技術による生物兵器開発についてはいかがでしょうか？（ｍＲＮＡワクチンは DARPAが研究費を出し

ていて軍事がらみです） 

島薗： 

『合成生物学は社会に何をもたらすか』という本がまもなく刊行されます。今日もおいでくださっている防衛大学

校の学長の四之宮先生と島薗の編集ということで専修大学出版局から合成生物学の本がまもなく出ます。今回

のワクチンの開発、ウイルスの研究と繋がってますからそれは生物兵器対策であるかもしれないけれども生物兵

器を作る研究にも当然なるようなそういうこともかなり規制ができないような状況で、しかも DARPA という名の軍

事技術の開発機関で政府の肝いりで行うという。これは須田桃子さんの『合成生物学の衝撃』という本がござい

ますがそこでも言われております。 

天笠 ： 

一つは遺伝子ドライブ技術です。これが DARPAから研究費が出ておりまして、げっ歯類、いわゆるネズミの仲

間ですが、げっ歯類を使って生物兵器開発に向けて実験をしている。まだ基礎研究の段階なんでどういう形に

なるか分かりませんけども一応遺伝子ドライブ技術は軍事技術として活用は考えられているようです。 

島薗： 

遺伝子ドライブ技術が軍事技術になるとはどういう意味でしょうか 

天笠： 



 

基礎研究ですからはっきりは言えないんですけど、例えばげっ歯類などで噛みついた時に毒性を持ってるような

げっ歯類がいたとします。遺伝子ドライブ技術を使いますと数匹その地域に放つだけでその地域全体のげっ歯

類が毒性を持ったげっ歯類に変わっていきます。そういう兵器としての開発ってのは可能だになってきてるわけ

です。 

河田： 

アメリカの Cas9を開発した女性の研究者が言っているんですけど、彼女は自分はゲノム編集で遺伝病の治療

ができるんじゃないかと思ってずっとやってきた。Cas9を使えば好きな塩基配列を加工できる事は分かった。し

かしそれが分かった瞬間に私はぞっとしたって言っている。これは役に立つけれども同時に生物兵器にも使え

る。原子力と同じ技術じゃないかと思った、と本人が言ってます。だからこの技術をどのように使うかは専門家に

任せてはいけない。社会自身がちゃんとその使い方に関する規制を考えてほしい。そのように本人が言ってま

す。 

島薗： 

Cas9を開発した女性の研究者のダウドナさんの書物は翻訳されてまして、とてもおっかないホントに怖い技術な

んですがそれがやっぱり社会に知られないようになってるということに大きな問題ではないかと思います。 

E さん： 

ゲノム編集作物には全て抗生物質耐性遺伝子が含まれていると考えても良いのでしょうか 

河田： 

最初に作ったものには必ず含まれています。問題は市場化する時に戻し交配で削除するっていうことが前提に

なってますけども、それを削除したっていう証拠を示す必要があるが行われていないっていうのが大問題です。

角の無い牛は市場に出る直前に分かったから市販されなくて良かったんですけども、もし分析してなかったらそ

のまま市場化されてた可能性があります。この点についてはゲノム編集学会会長の広島大学の山本卓さんとも

お話したことがある。彼は絶対それは駄目だ。必ず戻し交配で削除したものを商品化しないといけないと断言し

ておられます。問題はその証拠を示す必要があるが、今のところは必要がないことになっている。 

島薗： 

山本先生にはゲノム問題検討会議でもお話を伺ったことがあります。この分野の生命科学の推進側のリーダーと

言ってもいいような方のおひとりですから、その声を政府が聞いていないというのは大いに問題だなというふうに

思わざるを得ない。 

先ほど紹介した『生物学は社会に何をもたらすか』、それから知泉書館というところからております『人のゲノム編

集をめぐる 倫理規範の構築を目指して』という田坂さつき先生と香川千晶先生の編集による本です。ダウドナさ

んの「警鐘を鳴らした」という事については今月の岩波書店の『科学』に私が少し紹介文を書いております。 

Ｂさん： 

冷凍冷蔵表示や原料現産地表示もあるので消費者庁の言う表示しない理由はおかしいと思います。 

天笠： 

私たちはその点は随分消費者庁とやりやっているんです。原料原産地表示とオーガニックの表示なども科学的

な根拠って消費者庁がよく言うもんですから、「裏付けがない表示じゃないですか」、「原料原産地表示なんかど

うしてどうやって裏付けるんですか」っていうようなことは言ってます。そうしたことについては消費者庁とやりあっ

ているんですが、消費者庁っていうのはどうしようもないです。 

河田： 

これは、私が思うには遺伝子組み換えで失敗した事を教訓にしているからではないか。遺伝子組み換えについ

て日本は早い段階で表示制度を作った。EU よりも早かったんです。ところが表示したために「遺伝子組み換え」

って書いてあると豆腐とか納豆にしても消費者は買わない訳です。だから家畜の餌以外には加工品で売るしか

なかったわけです。そういうことを教訓にして、表示しないっていうふうに決めたんじゃないかなと推測していま

す。 

島薗： 

今日の話では細胞培養肉もあまり安心してられないみたいですね。 

天笠： 



 

そうなんです。同じ条件なもんですから表示されないんじゃないかっていう懸念があって心配してまして、これか

ら消費者庁とやり取りしようと思ってるところです。細胞培養の肉は今まで市販されてるものってないんです。大

手の企業がみんなこの分野に参入してきていて、今も開発が活発になってまして、日清食品が試食会やってる

んです。そういうのも始めておりますのでだいぶ動き始めたので、早々に表示の問題を取り組んでいかないとい

けないと思って今考えてるところです。 

F さん： 

抗生物質耐性とは別に癌になりやすいような魚などを食べると人も癌になりやすいと単純に考えてよいでしょう

か。ゲノム編集による遺伝子の機能が変化した魚などを食べることで抗生物質耐性以外に人はどのような影響を

受けると考えられますでしょうか。 

河田： 

抗生物質耐性遺伝子を持っている場合には腸内細菌が耐性菌になるということが問題なんですが、さっきマッス

ル真鯛でお話しした IGF1(インシュリンライクグロスファクター１）は大問題なんです。なぜかと言うとアメリカの牛

肉です。今安く売ってます。アメリカの牛というのは生まれた時に一匹一匹に大腸菌で作った遺伝子組み換えの

ホルモンを成長促進剤として注射してるんです。成長段階の初期にだけ作られる IGF1がずっと作られてるわけ

です。アメリカ産の牛肉には IGF1が入ってると思った方がいいです。アメリカ産の牛肉を食べることによって

IGF1は発がん剤です。前立腺がんと乳がんです。ここ 10年 20年ずっと乳がん、前立腺がんが増えています。

私はあれが原因じゃないかと疑ってます。 

 これを開発した研究に対して FDA の認可する研究者はハンストやって認可に反対したんです。開発したのは

モンサントですが、その時にモンサントは自社の弁護士を FDAの副長官に送り込んだんです。その副長官が素

人なのに成長ホルモンを注射した牛は安全だと論文を書いてそれを根拠にして認可したといういきさつがありま

す。  

G さん： 

一つは天笠さんにお聞きしたいのは、安全性が保証されてないってことを盛んに言われますが、安全性を確認

するような実験っていうのはどんな実験をやれば安全性が確認されたということになるのか。 

河田先生にお聞きしたいことは、動物の場合注射器を使って操作をするという話でしたけども植物の場合どうす

るのかっていうのがよく聞き取れなかったんでその辺をもう 1回教えていただきたい。 

天笠： 

安全性の評価なんですけども基本的には私は動物実験だと思ってるんです。先例としてはフランスのセラリーニ

さんとかイギリスのプッシュタイさんのように対象群を設けて長期にわたって動物実験を行うのが一番基本だと思

います。方法論自体は確立されていると思ってるんです。費用が動物実験ですのでしかも長期にわたる実験な

ので重要なんです。セラリーニさんの場合は 2年というラットの寿命までの歳月をかけて実験してるわけです。そ

ういう意味で長期にわたって実験を行う。その中で特に発がん性ですとか遺伝毒性あるいは長期にわたっての

摂取した際に寿命への影響などそういうのがやっぱり基本的に確立されていないと安全とはとても言えないんじ

ゃないかなと思っております。 

河田： 

私も天笠さんと同じ意見です。遺伝子組み換えの場合、例えば除草剤耐性大豆ですけども、動物実験やってい

るんです。しかし 1か月しかやっていない。ほとんど影響ないって結論なんですけども、これをフランスのカーン

大学のセラニーニさんはラットの寿命である 2年間にわたって与えたわけです。最初の半年は何も起こらなかっ

た。半年過ぎるといっぱい色んな病気とか癌が出てきた。だから長期的な動物実験、それから世代にわたった動

物実験も必要です。遺伝子組み換えのトウモイロコシで行った実験もあるんですが、親に食べさせて子どもにま

た食べさせる、という実験を 4世代にわたって行った。するとだんだん子供の数は減っていく。4世代目には一

匹も生まれないという実験です。非常に時間も手間もかかりますけども、やっぱりそういう基礎的な実験をゲノム

編集の場合もやる必要があると思います。 

 2つ目の質問ですが、植物のゲノム編集ですが、ウイルスやプラスミドという感染力のある遺伝子に Cas9の遺

伝子とガイド RNAの遺伝子とマーカー遺伝子と、この三つ含んだものを感染させるわけです。感染させないと植

物の培養細胞って小さいですから細胞一個一個に注射器で入ることはできないです。だからウイルスとかプラス

ミドなど感染力のある DNA を使うしかないんです。その時に増えた細胞と増えない細胞と当然できるわけで、



 

ベクターが増えた細胞と増えない細胞とできるわけです。非常に効率よくゲノム編集のハサミを分離しようとする

と抗生物質耐性遺伝子を同時に入れて、培養液に抗生物質を一緒に入れると抗生物資耐性になった細胞だけ

が生き残るわけです。それからベクターを取りだすと効率よく ゲノム編集の Cas9等が取れるということです。そ

の為、植物の場合には必ずマーカーが必要です。 

G さん： 

植物の場合に対象となる植物の段階、例えば受精した細胞、花粉を受け取った卵細胞の段階のものが対象とな

るのですか。 

河田： 

培養細胞で行いますので、例えば葉を切り取ってそれを培養して、それに感染させて作るわけです。 

Ｆさん： 

その感染して作られた細胞から芽が出て、植物体が育っていくということですか。 

河田： 

そうです。細胞を増やすと植物になるわけです。 

H さん： 

ゲノム編集など今後の食品や医薬品など研究費などのお金の流れについて分かる範囲で教えてください。 

天笠： 

今大学が独立法人化して科研費が出なくなって自分で稼げていうことになってきたものですから、結局大学の研

究者は大企業と繋がりが非常に強まってきちゃった。ベンチャー企業を立ち上げて大手企業とつながって市場

化させていく。大手企業から見ますと自分でお金かけなくて色々な新しいものが開発できるし、大学の研究者か

ら見ますと将来的ですけども知的財産権、特許を得ることによって大きな収入を得ることができる。研究費の流れ

がそういう流れが非常に強まった。 

 それから今回のゲノム編集の食品ですけれども魚もトマトもほとんどが国の予算が結構出てるんです。イノベー

ション戦略と言われてるもので国がゲノム編集の作物、食品あるいは技術そのものに対して相当お金出してま

す。そのお金によってトマトも魚も結構開発されたところがある。この両面から今きてるような気が致します。 

河田： 

ゲノム編集食品が今後本当に市場に流通していくかどうか微妙なところだと思います。消費者は非常に気にして

ますので、表示しなくても例えば新聞やテレビなんかで話題になるとすぐ買わないっていうふうになっていきま

す。今後本当に市場に定着するか大問題です。アメリカで世界で一番最初に商品化された高オレイン酸大豆は

大豆としては流通しなくて油だけ流通していたんですけど、それを市販した途端にその会社の株価が十分の一

に下がったんです。そういうことがあって諦めたという話があります。実際に私もその会社の株価のデータ探した

ら本当に下がってました。そんなわけでこのように知らせるっていうことが安全性につながっていくんじゃないか

なっていうふうに思っています。 

島薗： 

今日は安心して食べていたものも安心できないんだなというようなことから始まりまして、あらゆる側面でできること

はやってしまうというそういう社会のあり方、そこにつながっている大きな問題がある。今日のような市民のつどい

を通じて社会の認識が変わっていくということが必要なんだなということを痛感いたしました。またこういう機会を

設けることができればいいなと思っております。 

 ご参加していただいた皆さん、どうもありがとうございました。わかりやすいご説明を頂いた天笠先生と河田先生

本当にありがとうございました。これで終わりたいと思います。  

 

                                                                                    以上 

 

 

 

 


