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2020年 2月24日開催 シンポジウム「ゲノム編集

食品が食卓へ～表示とトレーサビリティの必要性」 

会場から提出された質問への回答 

回答者（敬称略）塚谷裕一・石井哲也・竹下達夫・中野陽子・

青木マキ・高口ようこ・吉森弘子 

 

●全員への質問と回答 

質問  

表示された場合ゲノム編集食品を食べたいと思います

か。竹下さんは自社以外の食品について 

回答 

 私は味の点を最重視して食材を選んでいます。現時点

では、味の点で従来品種より良いゲノム編集生物は無

いと思うので、その理由で特に希望しません。(塚谷裕

一) 

 事業者まかせのあいまいなリスク評価では食べたいと

は思いません（一流科学誌に掲載されたゲノム編集ウ

シでさえ遺伝子組み込みを見逃している）。（石井哲也） 

 自社以外のものも食べます。（竹下達夫） 

 思いません。今の日本ではない状況、たとえば、未来、

海外で、ゲノム編集食品以外に食べものがないような

特異な事情のときは、違った考え方をすると思います。

（中野陽子） 

 食べたいと思いません。できる限り避けたいと考えま

す。（青木マキ） 

 思いません。表示をみて、なるべく避けるようにする

と思います。（高口ようこ） 

 ゲノム編集食品を食べるのは避けたいと思います。ゲ

ノム編集技術は遺伝子組み換え技術の次世代版として

登場してきた遺伝子操作技術ですが、技術としてはま

だ初期の段階です。信頼できる技術なのかどうか判断

がつきません。また、遺伝子組み換え食品同様に人類

にとっての食経験が乏しく、食べ続けた場合の長期的

影響は不明です。わからないことばかりで不安が大き

く、食べる気にはなれません。（吉森弘子） 

 

質問  

トレーサビリティ確保のために表示が必要だと思いま

すが、表示は必要か不要（できないも含め）か伺いたい 

回答 

 必要でしょう。(塚谷裕一) 

 まず追跡可能性と表示は役割の一部が重なっています。

表示は消費者のための制度、追跡性はそれも含むより

社会的（環境の）役割を担います。大筋では、追跡も表

示も必要と考えます。（石井哲也） 

 パネルディスカッションで話したように、トレーサビ

リティのためというよりは、ブランド化のために表示

はしていきたいです。（竹下達夫） 

 表示のためにはトレーサビリティの確保が必須です。

極論ですが、「トレーサビリティ（履歴確認）の情報公

開」が最良だと考えます。生産者から最終販売者まで

の食品事業者間共有の「シンプルで統一的なトレーサ

ビリティ」のシステムがオープンにされるのが理想で

す。食品表示では、消費者と事業者の情報の格差が少

ない方が良いです。ただし、消費者が食品表示に関心

を持たなければ、表示は簡略化（省略）されるでしょう。

したがって、多くの市民がゲノム編集食品に対し関心

が低ければ、国や事業者の「表示は無用（不要）」とい

う結論を導くことになるかもしれません。（中野陽子） 

 表示は必要です。そのための法整備をすべきと考えま

す。（青木マキ） 

 消費者が自ら選べるようにするためにも、表示は必要

だと考えます。（高口ようこ） 

 表示は必要です。トレーサビリティ確保のためだけで

なく、消費者の「知る権利」「選ぶ権利」そして世界共

通の「食料主権」の確保のためにも必要です。また、ゲ

ノム編集技術という発展途上にある遺伝子操作技術を

人類が管理していくためにも表示は不可欠です。トレ

ーサビリティで言えば、今回、ゲノム編集技術を排除

することになった有機 JAS の生産者やメーカーも、表

示がなければ、ゲノム編集資材や飼料、食品の混入を

避けるのが非常に困難となることが想定されます。表

示がされない場合、有機 JAS の取り組みが衰退に向か

うことも懸念されます。（吉森弘子） 

 

質問  

給食に有機食品を使用する運動を行っている消費者団

体による有機認証制度の可能性は？  

回答  

現在、有機農畜産物、加工品等については、国による検

査認証制度（JAS有機）で運用されています。民間での認

証制度は、非公式なものとしてはあり得ますが、有機認証

制度とはいえなくなります。（事務局） 

 

  



2 

 

●塚谷裕一先生への質問と回答 

質問  

ゲノム編集が施された食品の人体への影響について、具

体的にどのようなデメリットがありますか。高血圧は解消

したい、でも発がん性あるの？など、気になります。  

回答  

発がん性が生じるほどの毒性が生まれることは、現時点

ではまずないでしょうが、ゲノム編集技術の高度化と、｢合

成生物学｣の実現の道のりの中で、今後は何が起きるか、

分からないと思います。 

 

質問  

「今年発表された方針はゲノム編集食品の開発販売が

できることを最優先した方策になっている」ということで

すが、専門家の団体として反対する、慎重になるべきとい

う行動をとろうとしている団体はありますか。日本で研究

活動をしている若手の研究者で慎重な立場をとる者が少

数派あるいは少なくなってきているのか、ご存じで印象を

表明できるようであればお知らせ願いたい。  

回答  

行動をとっている団体は知りません。本件を取材してい

るマスコミの記者の方々から聞いた話では、私自身の印象

と同じで、基礎研究をしている研究者ほど慎重な立場が多

いと聞きます。なお、ゲノム編集は、遺伝子機能を調べて

いる基礎研究者ほど、日常的に使っています。そのために

感覚としてよく分かるのだと思います。 

 

質問  

ゲノム編集及び遺伝子組み換えの環境負荷の懸念を知

りたいです。  

回答  

会場でも申しましたが、雑草化をもたらす原因遺伝子が

何なのか、どんな遺伝的作用が雑草化の原因となり得るの

か、現時点ではほとんど何も分かっていません。脱粒性が

当日、質疑の際に話題になりましたが、どんな遺伝子経路

がこれを制御しているのか、まだ分かっていません。他の

点も同じです。ゲノムの｢文字配列｣は読み終えたと言って

も、その文章の意味はまだごくごく一部しか読み取れてい

ないのです。ですので、何かの遺伝子を改変したあとは、

実際に試験してみないと、環境負荷が生じるかどうかは分

からないのが現状です。書面審査で判断できる研究レベル

にはなっていません。逆に言えば、実地テストして大丈夫

な作出品種なら、負荷は小さいでしょう。 

 

質問  

今後研究がGM→ゲノム編集に移行する（ゲノム編集に

より注力される）可能性がありますか。  

回答  

基礎研究では目的に応じて両方が併用されていますが、

ゲノム編集技術が高度化するにつれて、基本的にゲノム編

集になるでしょう。そもそも会場でも説明したとおり、ゲ

ノム編集は従来の GM と同じものを同じように作れます

ので、これらは別物ではありません。 

 

質問  

突然変異技術を使った食品はゲノム編集食品よりも安

全ですか。  

回答  

ケース・バイ・ケースです。ゲノム編集は今後、技術革

新を経て、ゲノムを 1 から設計して組み直す「合成生物」

学の実現に向かいますから、設計の思想・また使いように

よっては危険なものを合成してしまう可能性があります

（なんであろうと、道具や技術は使い方によって安全にも

危険にもなりますね）。しかし突然変異技術は天任せ、運

任せなので、そうした「意図」が入る余地がありません。

その分安全です。ただし、たまたま変な毒物を作ってしま

う突然変異もあり得るので、自然の突然変異なら安全、と

言い切るわけにはいきません。いずれも、今の GM のよ

うにテストして初めて、安全と言えるものです。 

 

質問  

提案の１トレーサビリティの確保について、どこからど

こまでのトレーサビリティを確保すべきとお考えなのか

知りたいです。食品から遺伝子編集された種子までか？遺

伝子編集された種子から、その由来までか？（開発者、材

料、方法）または両方か？ 

回答  

会場でもお答えしたとおり、たとえば飼料の段階を経て

しまったらもうトレースしにくいだろうと思います。 

 

質問  

福原志保さんがやったことはそれぞれどういうことな

のか、素人にもわかるよう教えてください。 

回答  

この方に関するウエブサイト、またアーティスト向けの

一般記事に書かれていますのでそちらをご覧いただくの

が良いと思います。ざっくり言えば、｢故人を偲ぶために、

故人の DNA を生きた樹木に組み入れて記念とすること
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ができないか｣という発想から始まったものです。しかし

これは、ヒト遺伝子を他の生物に組み込む行為であり、遺

伝子組み換えの規制対象行為です。アートを理由に実現す

ることはあってはならないものであり、その規制があった

おかげで、実行には移されていません。規制の重要さを示

す逸話です。ですが類似の発想をいくつかこの方は提言し

ておられます。 

 

質問  

新型コロナウイルスのような新しいウイルスがゲノム

編集でつくられて、研究所から逃げ出すのが不安です。管

理体制はどうなのでしょうか。  

回答  

これは国によっても違うと思います。日本の関連研究所

の管理体制は極めてかたいと理解しています。なお今回の

ウイルスゲノムは解析の結果、人工設計のウイルスではな

い可能性が高いという論文が出ています（ただし巧妙に設

計・編集したら、必ずしも人工合成が発覚しない可能性も

あると思います）。 

 

●石井哲也先生への質問と回答 

質問  

今後、ゲノム編集技術が高度に使えるようになるとオフ

ターゲットはなくなるのでしょうか。そうなった場合でも、

尚ある課題とは何であるとお考えでしょうか。  

回答  

オフターゲット変異がなくなるという見通しを持つこ

とはできません。完全な技術、それを完璧に運用する術も

あり得ません。しかし、リスクの程度を評価し、受容し得

る程度を決めることはできます。 

 

質問  

表示と安全性審査をしっかりさせるためにはどのよう

な方法が有効ですか。  

回答  

国民的議論、あるいは国会審議を経て強制力をもった法

規制を執るのが一つの方法です。 

 

質問  

ロシアはNONGMO推進と聞いていますが、ゲノム編

集に対しては振興の立場と表にあります。理由等、詳しく

分かれば教えてください。 

回答  

この背景にはゲノム編集を育種利用する公的資金プロ

グラムの実施があります。日本における内閣府のSIPに似

ています。詳細はこちらをどうぞ。 

https://plantgenomeediting.eu/resources/russia-joins-in-

global-gene-editing-bonanza/ 

 

質問  

組換えとゲノム編集の類似、相違点のページの「改造

DMA」「狙った組換え変異」wordingが曖昧。酵素の設計

ミスによりオフターゲット変異。意図しない組込み。根拠

となる論文は？  

回答  

スライド 3（P39）のことを述べておられると想像しま

すが、このスライドでは「DMA」という言葉も、「狙った

組換え変異」という言葉もありません。意図しない組み込

みはスライド49に論文とともに書いてあります。 

 

質問  

SDN-2 はカルタヘナ法の対象外とおっしゃったが、違

うのではないか。SDN-2はカルタヘナ法の対象です。 

「ゲノム編集食品は食べて危ない」とお考えでしょうか 

回答  

スライド 4（P40）を誤解されています。カルタヘナ法

は主に農産品、食品衛生法は食品にかかるとご理解いただ

ければ。統一されたリスク評価が国内で施行されているわ

けではないので「食べて危ない」とも「食べて安全」とも

いえないと考えます。 

 

質問  

スライド 9 の表示の方針 1 で理由と課題の 4 つ目、偏

向したあるいは誤った表示の可能性について詳しく教え

てください。  

回答  

偏向：現代のバイオテクノロジーである遺伝子組換えの

非該当はアピールしているのに、ゲノム編集の利用は表示

していない。誤った：遺伝子組換えではないと主張してい

ても、ゲノム編集ウシの例のように後日遺伝子組み込みが

発覚する恐れ。 

 

質問  

事業者が「表示」する理由と課題のところで、差別を誘

発するとありますが、どのような差別ですか 

回答  

「ゲノム編集」と表示がある食品の不買運動などです。 
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●竹下達夫会長への質問と回答 

質問  

ハイギャバトマトを販売するとなると高価になります

か。 

回答  

価格はまだ決まっておりません。 

 

質問  

生物多様性への懸念がありますが、理念にある“明日の

地球を守る”ためにゲノム編集はどのように貢献できると

お考えですか。  

回答  

地球温暖化や人口増加に伴う食糧問題等、地球規模の課

題が多くあります。より栄養価の高い、収量の多い、病気

や暑さに強い作物をつくることによって、明日の地球を守

ることができると考えています。弊社は生物多様性に関わ

る法令を遵守し、開発を進めます。 

 

質問  

ギャバが健康にいいのは理解しましたが、本当にいいと

こ取りだけなのでしょうか。もしかしたら副作用のような

ものもあるかもしれません。いいとこ取りを実証するには

もう少し実験や時間が必要なのではないかと思います。見

解をお聞かせください。  

質問  

塚谷さんの発表にもあったように、狙った性質とは違う

性質がゲノム編集や遺伝子組み換えすることで表れてく

る可能性があると思います。もしサナテックシードで開発

した作物が何かの病気を招いてしまうとしたらどうしま

すか。  

回答  

病気に弱い作物は売れません。病気に弱い等生産に問題

がないか、品質に変わりはないかなど、GABAを多く蓄積

したことによる副作用的なものが見られないかどうか、生

産者の目で確認したものを販売する予定です。 

 

質問  

ゲノム編集された作物が他の作物と交配する問題をど

う防ぎますか。遺伝子組み換え大豆を栽培するためにラウ

ンドアップが多用され大きな問題を引き起こしました。貴

社の GABA トマトはどのような農薬や肥料を用いますか。

  

回答  

農薬や肥料を含め、従来のトマト品種と同様の取り扱い

をいたします。 

 

質問  

商材として「GABA高含有」の「トマト」を選んだ理由

は何でしょうか。遺伝子配列が判明していたからでしょう

か。特許料の扱いはどのようになっていますか。 

回答  

筑波大学がすでに開発を進めていたからです。

CRISPR/Cas9 を用いていますが、特許料を支払っていま

す。 

 

質問  

トマトはいつから市場に出るのでしょうか  

回答  

未定です。 

 

質問 栄養価が高いことはわかりましたが、安全面につい

ては確認されているのでしょうか。  

回答 安全面の確認について行っています。今後厚生労働

省への届出が提出されましたら、HPにて公表される予定

です。 

 

質問  

GABAを増やす方法について、販売先はどこですか。 

回答  

GABA はゲノム編集技術を用いて、GABA の合成に関

わる遺伝子に変異を入れることによって増やしています。

販売先は未定です。 

 

質問  

ゲノム編集と表示したギャバトマトは消費者ニーズが

高いのでしょうか。事前にリサーチされているのでしょう

か 。 

回答  

ゲノム編集に関わる国のプロジェクトにおいて、健康や

栄養にかかる品種改良は消費者ニーズが高いというリサ

ーチ結果が出ております。 

 

質問  

消費者とのコミュニケーションの鍵は何でしょうか。 

回答  

ごまかさないこと。 
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質問  

作物の場合、突然変異、ゲノム編集等で遺伝子に変異を

与えた後、育種の過程で悪いものは捨てられ、良いもの（安

全なもの）が選ばれて商品になると聞いていますが、高

GABA トマトではどのような育種を行ったのか教えてく

ださい。  

回答  

通常の品種改良と同様に栽培試験を行い、選抜いたしま

した。 

 

質問  

たいへん興味深いお話をありがとうございました。

GMO 食品でアレルギーを起こした人間はいないとのお

話でしたが、GMOトウモロコシ等の飼料で育つ家畜がよ

り多くの抗生物質が必要になっていること、出産頭数が減

っていること、腸内の状態が悪化していることに関して、

どのようにお考えでしょうか。また、科学的な立証はあり

ませんが、オーガニックに食生活を変えて1か月経たない

うちにアレルギー症状が改善され、精神的にも健康になっ

てゆく子どもたちの例が多数、報告されていることについ

てもお考えを聞かせてください。  

回答  

調べた限り、おっしゃるような科学的報告はございませ

んでしたので、コメントは控えさせてください。 

それぞれが食べたいものを食べ、精神的も身体的にも健康

でありたいですね。 

 

質問  

加工原材料になった GABA トマトも表示されますか。

GABA トマトを生鮮で販売するとたねが生きているので

勝手に広がってしまい、トレースできなくなるのではない

でしょうか。  

回答  

弊社が生産・販売に関わる限りでは表示をしていきます。

ただ種苗会社の品種改良は元々そのようにして行われて

いますので、勝手に広がる場合もあるかもしれません。そ

れは弊社のトマトを使用した側に、届出や表示の有無等に

ついては判断していただくしかありません。 

 

質問  

積極的に「ゲノム編集」である旨を表示されることに敬

服いたします。表示に消極的な企業があるのは、どうして

なのかお考えを伺いたいと思います。  

回答  

科学的根拠のない不安を煽る方がいらっしゃるからだ

と思います。よいか悪いかは、ゲノム編集の利用の有無で

はなく、プロダクト一つ一つの良し悪しで判断していただ

きたいと思います。 

 

●水野雄太記者への質問と回答 

質問  

表示された場合ゲノム編集食品を食べたいと思います

か。 

質問  

トレーサビリティ確保のために表示が必要だと思うが、

表示は必要か不要（できないも含め）か伺いたい。 

質問  

記者としての立場で難しいかもしれませんが、アメリカ

で表示されていないのはどうしてなのか。どう思われたの

かお聞きしたいです。 

質問  

取材をされている中で水野さんご自身のゲノム編集に

対するご意見をお聞きしたいです。 

回答  

以上４つのご質問については個人の見解に関するもの

です。これらのご質問に対しては、取材した記者として考

えたことについて、以下のように一律でお答えしたいと思

います。 

遺伝子組み換え食品が出てきたとき、安全性審査や食品

表示のルール作りが遅れ、消費者の方たちに不信感が残り

ました。ゲノム編集食品が流通するにあたっては、消費者

の人たちが安心して買い物ができる環境をつくることが

求められていると思います。 

 

質問  

加工食品にゲノム編集食品が材料として使用される場

合、基本的には、例えば GM 大豆が大豆油として使われ

る場合に非表示になっているように、非表示になると思わ

れます。メリットがあることを示したい場合でも、「High 

oleic」のような表示にとどまるのではないでしょうか。米

国では Calyxt 社以外でこうした表示に何らかの対処をし

ている例はないでしょうか。 

回答  

取材時点（19 年 8 月）で、Calyxt 社以外で実際にゲノ

ム編集食品を流通させている企業は確認できませんでし

た。このため Calyxt 社以外の表示例については把握でき

ておりません。 
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質問  

ゲノム編集には「TALEN」を利用。これは何のことで

すか。 

回答  

「TALEN」は、複数の種類があるゲノム編集技術のう

ちのひとつです。ゲノム編集技術の種類は、「ZFN」

「TALEN」「CRISPR/Cas9」などいくつもあります。ご説

明が足りず、申し訳ありませんでした。 

 

質問  

Calyno オイルは米国内でも、まだ販売されていないの

でしょうか。栽培地域ではゲノム編集されていないものと

の交配について、どう考えられているのでしょうか。 

質問  

広大な大豆畑の写真に衝撃を受けました。ここは元々畑

だったのですか。周囲にも大豆畑があるのですか。在来種

との交雑などに関心が無いのでしょうか。 

回答  

以上２つのご質問については個人の見解に関するもの

です。これらのご質問に対しては、取材した記者として考

えたことについて、以下のように一律でお答えしたいと思

います。 

取材時点（19年8月）では、Calynoオイルの販売はレ

ストランチェーンなど事業者に対してのものに限られて

いました。周辺一帯はトウモロコシ、大豆が非常に広範囲

にわたって、かなり以前から栽培されている地域だという

ことでした。周辺では GM 大豆が広く栽培されていて、

取材のなかで交雑についてのお話が出てくることはあり

ませんでした。 

 

質問  

地元の消費者への質問で半々だったと仰っていました

が、年代に違いがありましたか。 

回答  

インタビューでは 15 人くらいにしか聞いておらず、年

齢によってご意見に違いがあるかどうかということまで

明確な印象は持つには至りませんでした。 


