
遺伝子組換え生物
（GMO）とはどのような
ものですか?
「GMO」は、遺伝子工学によって生まれた食
品を表す言葉として消費者や一般メディアでよ
く使われるようになりました。遺伝子組換え生
物（GMO）とは、遺伝子工学と呼ばれる技術
を用いて遺伝物質を改変させた植物・動物・微
生物のことです。

食品の改変の種類
数千年にわたって、人間は従来の（「伝統的
な」ともいう）の改変方法を用いて、より望ま
しい形質をもつ植物や動物を育種してきまし
た。交雑育種、選抜育種、変異育種はいずれも
従来の育種法の例です。これらの手法は、多く
の場合、2つの異なる起源に由来する遺伝子を
ランダムに組み合わせています。現在のトウモ
ロコシ品種のような一般的な作物を含め、今
日、私たちが食べている植物や動物のほとんど
は、従来の方法で作り出されたものです。

遺伝子工学は、一般にある生物から別の生物へ
と特定のDNA配列を移動させるなどのDNAの
改変を伴う育種ツールです。遺伝子工学は従来
の方法よりも正確で迅速に育種を行うことがで
きます。

遺伝子改変の理由
現在、遺伝子改変が行われている理由は、人
間が数千年前に作物の品種改良を始めた時の
理由と同じです。

• 収穫量を増やしたい
• 病害虫による損失を減らしたい
• 保存できる期間を延ばしたい
• 見た目を良くしたい
• 栄養価を高めたい
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GMOを理解する

知性を養う



GMOは食べても安全で
しょうか?
はい、GMO食品は、一般に販売される前に慎重
に調べられています。そうした研究によっ
て、GMOは非GMOと同じぐらい安全2で栄養価
が高く、非GMOと同じように私たちの健康に影
響を与えないことが示されています。

健康とGMO
アレルギー
遺伝子組換え食品の開発プロセスには、決まっ
てアレルギー性試験が組み込まれています。こ
の試験の一環として、開発者は食品中に含まれ
る新規タンパク質がアレルギー性のあるものに
由来するかどうか、新規タンパク質が既知アレ
ルゲンと類似しているかどうかなど、アレルゲ
ンとしての特性をもつかどうかを検討していま
す。現在市販されているGMO食品は、非GMO
食品と比較して、アレルギー反応を引き起こす
可能性は変わらないという研究結果が出ていま
す。

セリアック病
セリアック病は消化器系に影響を及ぼす重篤な
疾患です。これは、小麦やライ麦、大麦に含ま
れるタンパク質であるグルテンに対する免疫反
応によって引き起こされます。現時点では、米
国の消費者に対して販売されている遺伝子組換
えの小麦・ライ麦・大麦はありません。もし
GMO食品のタンパク源として小麦やライ麦、大
麦が使われることがあれば、米国食品医薬品局
（FDA）は、そのタンパク質がセリアック病患
者に反応を引き起こす可能性のあるものかどう
かを極めて慎重に検討します。

がん
遺伝子組換え作物は、発がんリスクを高めるよ
うな改変がされているわけではありません。全
米科学技術医学アカデミーによる包括的な研究3

から、GMOを日常的に食べている米国での発が
ん率が、GMO食品をあまり食べない欧州や英国
での発がん率と同程度であることが明らかにな
りました。

Regulation of GMOs
Multiple federal agencies regulate GMOs. 
The Coordinated Framework for Regulation
of Biotechnology,4 established in 1986, 
describes how the agencies work together 
to regulate GMOs.

The Food and Drug Administration (FDA) in the 
Department of Health and Human Services 
(HHS) makes sure that foods from GMOs it 
regulates meet the same safety standard as 
non-GMO foods. 

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
is responsible for protecting human health and 
the environment, which includes regulating 
pesticides. EPA regulates the safety of the 
substances that protect genetically engineered 
plants, referred to as plant-incorporated 
protectants,5 that are in some GMO plants to 
make them resistant to insects and disease. EPA 
also monitors all other types of pesticides that 
are used on crops, including on GMO and 
non-GMO crops.

The U.S. Department of Agriculture’s Animal and 
Plant Health Inspection Service (APHIS) protects 
agriculture in the United States from pests and 
diseases. Before going to market, most 
genetically engineered crops are tested for 
several years in field trials regulated by APHIS 
for plant pests and EPA for pesticides.

What can GMOs do?
GMOs help farmers prevent crop loss.
Most of the genetically engineered crops grown 
today were developed to help farmers prevent 
crop loss. Some were developed to be resistant 
to insect damage, so farmers can apply fewer 
spray pesticides. Some are tolerant to herbicides, 
which helps farmers control weeds without 
damaging the crops. With herbicide-tolerant 
crops, farmers do not need to till the soil, which 
they normally do to get rid of weeds. This “no-till” 
planting helps maintain soil health and lower fuel 
and labor use. Studies have shown that farming 
with genetically engineered crops can have 
positive economic and environmental impacts.

GMOs can improve food security in 
developing countries
In Bangladesh, a pest, the eggplant fruit and 
shoot borer was devastating eggplant (Brinjal) 
crops. Eggplant is a staple crop for many 
Bangladeshis. In response, scientists developed 
genetically engineered eggplant varieties, more 
commonly known as Bt eggplant, that are highly 
resistant to the eggplant fruit and shoot borer. 
Research6 found that the Bt trait worked exactly 
as expected: It provided near-total protection 
against the eggplant fruit and shoot borer, and 
Bt eggplant led to a 42% increase in yields 
compared with the non-GMO eggplant varieties.

GMOs can help increase profits 
for small-scale farmers in 
developing countries
The same study of Bt eggplant in Bangladesh 
revealed farmers who grew Bt eggplant earned 
around $400 more in profits per hectare 
(1 hectare = approx. 2.5 acres)—14% higher 
than non-Bt eggplant farmers. 

GMO crops can reduce pesticide use
Some GMO plants contain plant-incorporated 
protectants to make them resistant to insects, 
reducing the need for and use of many spray 
pesticides.7 For example, in Bangladesh, Bt 
eggplant farmers sprayed their crop half as many 
times as non-Bt eggplant farmers, and they 
sprayed 39% less total pesticide. 

食料品店の青果売り場には、遺伝子組換えされ
た果物や野菜はそれほどありませんが、遺伝子
組換え作物由来の原材料は現在の食料供給にお
いてあたりまえのものとなっています。私たち
が口にする遺伝子組換え作物のほとんどは、シ
リアルやスナック類、植物油などの食品に使わ
れる原材料を作るために使われています。
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認可されている動物由来のGMO食品： 

アトランティック
サーモン ブタ

ある種の

養殖アトランティックサーモンと、ある種の
ブタに由来する豚肉は食用として認可されて
います。しかし、まだ広く出回っていないた
め、市場では見かけないかもしれません。

米国における
GMO製品1
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https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be/bioengineered-foods-list


Are GMOs safe to eat?
Yes, GMO foods are carefully studied before 
they are sold to the public. These studies 
show that GMOs are as safe2 and nutritious 
as their non-GMO counterparts and that 
GMOs do not affect our health any differently 
than non-GMOs.

Health and GMOs
Allergies
Allergenicity testing is routinely part of the 
process for developing genetically engineered 
foods. As part of this testing, developers 
consider whether any new proteins in the food 
have characteristics of allergens, such as 
whether they come from an allergenic source or 
whether the new proteins are similar to known 
allergens. Research shows that GMO foods 
currently on the market are no more likely to 
cause allergic reactions than non-GMO foods.

Celiac disease
Celiac disease is a serious condition that affects 
the digestive system. It is caused by an immune 
reaction in response to gluten, a protein found in 
wheat, rye, and barley. At this time, there is no 
genetically engineered wheat, rye, or barley 
available for sale to consumers in the United 
States. If wheat, rye, or barley were ever to be 
used as a source of a protein in a GMO food, the 
U.S. Food and Drug Administration (FDA) would 
very carefully consider whether that protein was 
one that would cause a reaction in people with 
celiac disease.

Cancer 
Genetically engineered crops are not changed 
in ways that would increase the risk of cancer. 
A comprehensive study3 by the National 
Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine found that cancer rates in the United 
States, where GMOs are commonly eaten, are 
similar to cancer rates in Europe and the United 
Kingdom, where people eat less GMO foods.

GMOの規制
複数の連邦機関がGMOの規制に関わって
います。1986年に制定された「バイオテク
ノロジー政策に関する調和的枠組み」4に
は、各機関がどのように連携してGMOを
規制するかが記載されています。

GMOはどんなことができ
ますか？
GMOは農家が作物の損失を防ぐのに
役立ちます
現在栽培されている遺伝子組換え作物のほとんどは、
農家が作物の損失を防ぐ目的で開発されたものです。
あるものは害虫によるダメージに抵抗性があるように
開発されているため、農薬の散布量が少なくて済みま
す。またあるものは除草剤に耐性があるため、農家は
作物を傷めずに雑草を防除することができます。除草
剤耐性作物の場合、農家は土壌を耕す必要がありませ
ん（耕起は通常、雑草を除去する目的で行われていま
す）。この「不耕起」栽培は、土壌の健全性を維持
し、燃料や労力を節約するのに役立ちます。遺伝子組
換え作物を使った農業は、経済的にも環境的にもプラ
スの影響をもたらしうることが研究により示されてい
ます。

GMOは発展途上国における食糧安全保障
を改善できます
バングラデシュでは、害虫であるナスノメイガがナス
（ブリンジャル）に壊滅的な被害をもたらしました。
多くのバングラデシュ人にとってナスは重要な作物で
す。そこで、科学者たちは遺伝子組換えナス品種を開
発しました。これは通称Btナスとして知られているも
のであり、ナスノメイガに対して高い抵抗性をもって
います。研究6によって、Bt形質が期待どおりに機能し
ていることが明らかになりました。この形質のおかげ
でナスノメイガをほぼ完全に防ぐことができたた
め、Btナスは非GMOナス品種と比較して収穫量が42％
増加しました。

GMOは発展途上国における小規模農家の
利益拡大に貢献できます
バングラデシュにおけるBtナスと同じ研究におい
て、Btナスを栽培した農家は、1ヘクタール（1ヘク
タールは約2.5エーカー）当たり約400ドル多い利益を
得られることがわかりました。これは非Btナスの農家
と比べて約14％高い値です。

GMO作物は農薬使用量を削減できます
GMO植物の中には、植物導入保護剤を含むことで害虫
への抵抗性が高まり、噴霧式農薬7の必要性や使用量を
減らすことができるものがあります。例えば、バング
ラデシュでは、Btナスの農家が農薬散布を行う回数は
非Btナス農家の約半分であり、農薬の総散布量も39％
少なくなりました。

FDA EPA

USDA

米国保健社会福祉省（HHS）の食品医薬品局
（FDA）は、その規制対象であるGMO由来食品
が非GMO食品と同じ安全性基準を満たしている
ことを確認しています。

米国環境保護庁（EPA）は、人間の健康や環境
を守る役割を担っており、その中には農薬の規
制も含まれています。EPAは、病害虫に対する
抵抗性を付与する目的で一部のGMO植物に組み
込まれている、植物導入保護剤5と呼ばれる遺伝
子組換え植物を保護する物質の安全性を規制し
ています。またEPAは、GMO・非GMOを問わ
ず、作物に使用される他のすべての種類の農薬
の監視も行っています。

米国農務省の動植物検疫局（APHIS）は、米国
の農業を病害から守っています。市販される前
に、ほとんどの遺伝子組換え作物は、植物病害
についてはAPHIS、農薬についてはEPAの規制
の下で、数年にわたる圃場試験が行われていま
す。
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1 https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be/bioengineered-foods-list
2 https://www.nap.edu/read/23395/chapter/8
3 https://www.nationalacademies.org/our-work/genetically-engineered-crops-past-experience-and-future-prospects
4 https://usbiotechnologyregulation.mrp.usda.gov/biotechnologygov/about
5 https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/overview-plant-incorporated-protectants
6 https://agrilinks.org/post/impact-study-demonstrates-bt-brinjal-eggplant-helps-farmers-earn-more-less-pesticide
7 https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/basic-information-about-pesticide-ingredients 

GMOについての理解を深めましょう。
www.fda.gov/feedyourmind
をご覧ください。

当該資料は英語原文をバイテク情報普及会が翻訳したものですので、あくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英語原文を参照していただくようお願いいたします。（https://www.fda.gov/media/160179/download）
なお、和訳版と原文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとします。
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