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１．遺伝子組換え食品の現状 

遺伝子組換え表示制度の開始から約 15 年が経過しているところである。この

間に遺伝子組換え農産物の作付面積は世界的に増加し、トウモロコシ・大豆の主

要な輸入先である米国では、トウモロコシ全体の作付面積に対する遺伝子組換

えトウモロコシの割合は 92％、同様に、大豆全体の作付面積に対する遺伝子組

換え大豆の割合は 94％となっている。日本では飼料用途や食用油、甘味料等の

原料としてトウモロコシ・大豆を大量に輸入しているが、これらの大半が遺伝子

組換え不分別で輸入され、表示の義務はない。 

 一方、コーンスナック菓子や豆腐といった指定されたトウモロコシ・大豆等の

加工食品では、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」といった表示が義務

付けられ、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を使用している

加工食品については「遺伝子組換えでない」等の任意表示が認められているが、

流通の各段階で分別生産流通管理が実施された旨の証明書類の発行・保管が必

要となっている。 

 また、分別生産流通管理が適切に行われたことを確認した場合であっても、遺

伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことから、分別生産流通管理が

適切に行われていれば、５％以下の意図せざる混入が認められている。 

 

２．分別生産流通管理等の実態調査の結果 

今回の分別生産流通管理等の実態調査では、生産及び流通の各段階でのヒア

リング及び証跡書類の確認による社会的検証と、調査先施設から入手したトウ

モロコシ及び大豆のサンプル 58 検体について PCR 定量分析による遺伝子組換

え農産物の混入の科学的検証を行ったところである。 

今回の分別生産流通管理等の実態調査の結果、米国、カナダ及び国内では、分

別生産流通管理システムは長年の実績の中でしっかり構築され、機能している

ことが確認できた。 

証跡書類については、適正に作成・記録されていることを確認した。また、PCR

定量分析の結果は、非遺伝子組換えトウモロコシ 18 検体の混入率の単純平均値

は 1.0％、 大 4.1％、 小は 0.0％（検出せず）であった。非遺伝子組換え大

豆 18 検体の混入率の単純平均値は 0.1％、 大 0.3％、 小 0.0％（検出せず）

であった。トウモロコシと大豆の混入率の差は、トウモロコシは風媒で受粉する

ため遺伝子組換え品種との交雑の影響があると推測される。PCR 定量分析で比

較的高い混入率を示した２サンプルについて、粒単位検査法による分析の結果、

PCR 定量法による混入率が 2.0％のサンプルは２粒、4.1％のサンプルは０粒で

あった。 



 技術面では遺伝子組換え農産物の混入を確認する方法として QuickScan 

System を用いた定量分析が５、６年前から米国内の各流通施設に普及したこと

も、遺伝子組換え農産物の混入を管理する上で大きな技術的な進歩となってい

る。 

 

３．終わりに 

今後、遺伝子組換え表示の在り方を検討するに当たっては、スタック品種の開

発状況も含めて、本調査で検証した遺伝子組換え農産物の生産・流通の実情を踏

まえることが必要である。 

 

 本調査内容の検討や報告書の取りまとめに当たり、御意見等をいただいた検

討委員の皆様、また、調査に御協力いただいた事業関係者の皆様に厚く御礼を申

し上げたい。 
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調 査 報 告
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１．調査対象先の選定 
消費者庁及び本調査における検討委員会との協議を踏まえ、日本向け食用大

豆・トウモロコシの主要輸出国である米国及びカナダで流通施設を選定するこ

ととし、油糧輸出入協議会、飼料輸出入協議会、JA 全農に調査対象施設の紹

介を依頼した。 
調査先は、事前に行った関係団体へのヒアリングを反映し、実態調査を行う

カントリーエレベーターとリバーエレベーターの対象数を仕様書の指示数から

変更している。 
米国、カナダの調査先は生産者９か所、カントリーエレベーター５か所、リ

バーエレベーター10 か所、エクスポートエレベーター４か所の計 28 か所でヒ

アリング調査及びサンプリングを実施した。 
また、種子会社、穀物集荷事業者及び船舶代理店を訪問し、今後の非遺伝子

組換え（以下「Non-GM」と言う。）ビジネス展望について専門家の意見をヒ

アリングした。 
国内調査は、大豆・トウモロコシともそれぞれ４か所の計８か所の港湾サイ

ロでヒアリング調査及びサンプリングを実施した。 
   
２．分別生産流通管理の実態検証結果 
米国、カナダ及び国内では、分別生産流通管理（以下「IP ハンドリング」と

言う。）システムは長年の実績の中でしっかり構築されている。なお、米国、

カナダでは、遺伝子組換え農産物（以下「GMO」と言う。）の意図せざる混入

を５％以下にするため、受入検査で GMO の混入上限を３％以下で管理してい

るエレベーター施設が多い。 
   
今回の実態調査検証から、意図せざる GMO 混入を管理する上で以下２点の

対応が重要である。 
 

（１）Non-GM 種子の純度（Non-GM 種子中の遺伝子組換え（以下「GM」と言

う。）種子の混入）管理 
風媒で受粉するトウモロコシの種子は、Non-GM 種子に数パーセント GM 

種子が混ざっている場合がある。トウモロコシは GMO の混入を管理する上

で播種前に Non-GM 種子の GM 種子混入率を確認すること。 
 

（２）リバーエレベーター等における受入検査の適切な実施 
集荷施設で行われている受入検査で、GMO 混入率の高い農産物をしっか

りとリジェクト（積荷の荷卸し拒否）すること。 
 

IP ハンドリングは導入から 15 年が経過し、その間 GM 栽培が増加し、大

豆・トウモロコシでは米国全体の作付面積の 90％を超える。非遺伝子組換え農

産物（以下「Non-GMO」と言う。）の流通には 15 年前に比べ、より適正な IP
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ハンドリングが必要と考えられる。現地の穀物集荷事業者からは、日本の

GMO の混入を５％以下とする管理基準は、生産者及び流通事業者にとって IP
ハンドリングを行う上で合理的な基準であると評価されていた。 
 

調査施設及び入手サンプルに関する情報 

 

表１：日本における調査対象施設及び各施設で入手したサンプル 

調査

先 

略号 

地域 

施設（流通段階） サンプル種類 

生産者 
カントリ

ー 
リバー

エクス

ポート

港湾 

サイロ
その他

Non-

GM 

大豆 

GM 

大豆 

Non-

GM 

トウモ

ロコシ

GM 

トウモ

ロコシ

A 関東         ○   ◎       

B 九州         ○       ◎ ◎ 

C 中国         ○       ◎   

D 東海         ○   ◎       

E 東海         ○       ◎   

F 関東         ○   ◎       

G 関東         ○       ◎   

H 
中国（醸造用） 

        ○   
◎       

中国（食品用） ◎       

 計  0 0 0 0 8 0 5 0 4 1 

           

表２：カナダにおける調査対象施設及び各施設で入手したサンプル 

調査

先 

略号 

地域 

施設（流通段階） サンプル種類 

生産者 
カントリ

ー 
リバー

エクス

ポート

港湾 

サイロ
その他

Non-

GM 

大豆 

GM 

大豆 

Non-

GM 

トウモ

ロコシ

GM 

トウモ

ロコシ

A ケベック州       ○     ◎       

B オンタリオ州   ○                 

C オンタリオ州 ○                   

D オンタリオ州 ○           ◎       

E オンタリオ州   ○         ◎       

F オンタリオ州 ○                   

G オンタリオ州 ○                   

H オンタリオ州   ○         ◎       

I オンタリオ州 ○                   

      計 5 3 0 1 0 0 4 0 0 0 

           

表１、２ ○：調査先、◎：入手サンプル 
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表３：米国における調査対象施設及び各施設で入手したサンプル 

調査

先 

略号 

地域 

施設（流通段階） サンプル種類 

生産者 
カントリ

ー 
リバー

エクス

ポート

港湾 

サイロ
その他

Non-

GM 

大豆 

GM 

大豆 

Non-

GM 

トウモ

ロコシ

GM 

トウモ

ロコシ

A アイオワ州           ○         

B アイオワ州     ○         ◎   ◎ 

C アイオワ州 ○             ◎ ◎   

D アイオワ州 ●             ◎   ◎ 

E オハイオ州     ○         ◎ ◎ ◎ 

F オハイオ州 ○           ◎   ◎   

G オハイオ州  ●                 ◎ 

H イリノイ州     ○               

I イリノイ州           ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

J イリノイ州 ○           ◎ ◎ ◎ ◎ 

K イリノイ州   ○         ◎ ◎ ◎   

L イリノイ州 ●           ◎ ◎ ◎   

M ルイジアナ州           ○         

N ルイジアナ州       ○             

O ルイジアナ州       ○             

P ルイジアナ州       ○     ◎ ◎ ◎ ◎ 

Q オハイオ州     ○               

R オハイオ州     ○           ◎ ◎ 

S オハイオ州     ○       ◎ ◎ ◎ ◎ 

T インディアナ州     ○               

U インディアナ州     ○           ◎ ◎ 

V イリノイ州     ○           ◎ ◎ 

W イリノイ州 ○               ◎   

X イリノイ州  ●           ◎       

Y ミズーリ州     ○               

Z オハイオ州   ○         ◎   ◎   

     計 4 2 10 3 0 3 9 10 14 11 

○：調査先、●：集荷業者を通じて近隣生産者のサンプルを入手、◎：入手サンプル 

 

表４：入手サンプルの種類と数量 

Non-GM 大豆 GM 大豆 Non-GM トウモコロコシ GM トウモロコシ 

18 10 18 12 

28 30 
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表５：カナダ・米国における調査対象生産者の栽培作物 

国 略号 栽培品種 耕作面積（エーカー） 

カナダ C 
Non-GM 大豆 － 

計 － 

カナダ D 

Non-GM 大豆 － 

GM トウモロコシ － 

計 2,500

カナダ F 

Non-GM 大豆 2,000

GM トウモロコシ 3,500

小麦他 6,500

計 12,000

カナダ G 

Non-GM 大豆 350

GM トウモロコシ 250

小麦他 200

計 800

カナダ I 

Non-GM 大豆 1,000

GM トウモロコシ 1,300

小麦他 700

計 3,000
   

国 略号 栽培品種 耕作面積（エーカー） 

米国 C 

Non-GM 大豆 － 

GM 大豆 － 

Non-GM トウモロコシ  

計 800

米国 F 

Non-GM 大豆 

Non-GM トウモロコシ 
－ 

 － 

計 1,000

米国 J 

Non-GM 大豆 500

GM 大豆 9,000

Non-GM トウモロコシ 
4,500

GM トウモロコシ 

計 14,000

米国 W 
GM 大豆 － 

Non-GM トウモロコシ － 
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GM トウモロコシ － 

小麦 1,600

 5,000

 
 注）略号は、表２、表３と同じ。１エーカー＝約 0.4 ヘクタール 
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【用語の説明】 
 
※カントリーエレベーター 

生産者が農産物を搬入する集荷施設。生産地に近い内陸に多数ある。集荷

した農産物はトラック又は貨車輸送でリバーエレベーターに出荷される。 
今回の調査先は、日本向け Non-GM の食用大豆を袋物・フレコン・バラで

コンテナ輸送するための荷積み拠点。 
 
※リバーエレベーター 

カントリーエレベーター又は生産者から集められた農産物を、輸出港まで

ミッシッピー川等を利用して輸送するための荷積み拠点。 
Non-GMO は GMO の混入を避けるため、生産農家から直接搬入されてい

る。集荷は半径 100 マイル。 
 
※エクスポートエレベーター 

輸出用の大型貨物船に農産物をバラ積みするための港湾施設。 
 

※港湾サイロ 
バルク（バラ積み）貨物船で到着した農産物を荷下ろし、保管する国内の

港湾施設。 
 
※バージ（艀） 

積載量 1,500 トンの艀、リバーエレベーターから輸出港まで農産物を輸送

する。 
 
※貨物船 

通常パナマックス型というパナマ運河を通行可能な 大サイズのバルク

（バラ積み）貨物船、積載量は５万５千トン～６万トン。  
    
※スタック 

２つ以上の異なる性質を導入した組換え作物を掛け合わせることによっ

て、それら２つの性質を併せ持つように育成した組換え作物の総称。 
 
略称  
GM： Genetically Modified 「遺伝子組換え」 
GMO： Genetically Modified Organisms 「遺伝子組換え農産物」 
Non-GM： Non Genetically Modified 「非遺伝子組換え」 
Non-GMO： Non Genetically Modified Organisms 「非遺伝子組換え農産

物」 

 

7



３．IP ハンドリングの実態ヒアリング 
IP ハンドリングの実施状況等について、生産者及び各流通施設の関係者から

ヒアリングし、分析用サンプルの収集及び分析を実施した。 
 

（１）生産者 
９か所の生産者を訪問し、①Non-GM 種子管理、②他家受粉への対応、③

Non-GM 生産者の育成、④Non-GM プレミアム価格の４項目についてヒア

リングを行った。 
 

①Non-GM 種子管理 
≪米国４か所≫ 

今回、生産者４か所を訪問し種子管理についてヒアリングしたところ、

Non-GM 栽培を専門としている生産者２か所は、Non-GM 種子の純度検査

を自主的に実施していたが、その他の生産者（２か所）では自主検査は実施

していない。 
また、参考に、穀物集荷事業者にも種子の純度管理についてヒアリングを

行ったところ、この穀物集荷事業者では、契約先の生産者に種子の純度検査

を実施するよう促している事例も見られた。 
今回、調査した Non-GM トウモロコシを専門に取り扱う穀物集荷事業者

が、契約先の Non-GM 生産者から集めた播種用の Non-GM トウモロコシ種

子で行った GM 種子混入を調査した結果を表６に示す。  
    

 

表６：トウモロコシ Non-GM 種子（約 230 点）の GM 種子混入率 
Non-GM 種子中の 

ＧＭ種子混入率 

2015 年 

存在比 

2016 年 

存在比 

0.0～2.0％ 60％ 74％ 

2.1～2.5％ 10％ 4％ 

2.6～3.0％ － 6％ 

3.1～6.0％    － 10％ 

2.6～4.0％ 15％ － 

4.1～6.0％      ８％ － 

6.1％～ ７％ 6％ 

    存在比：全体に占める割合、 ―：なし  

 

 

この穀物集荷事業者では、生産者に対し播種前に Non-GM 種子に含まれ

る GM 種子の混入率を確認し、混入率が高い場合には種子を別ロットに交
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換させるなど、GM 種子の混入率が 2.5％未満の種子で作付けするよう契約

先の生産者を指導している。Non-GM 種子の純度管理を徹底することで、収

穫時の受入検査でリジェクトされる割合は大幅に改善されたとのことであ

る。 
Non-GMO の用途（動物飼料用は５％未満）によっては、種子の純度に対

する要求に違いがあり、種子の選択は生産者の責任となっている。 
Non-GM 大豆については種子の純度を心配する意見はなく、受入検査時の

GMO の混入上限を１％としているエレベーター施設もある。 
 

≪種子メーカーへの対応≫ 

GM 種子の混入調査の結果は、種子メーカーにフィードバックすることで

Non-GM 種子の純度改善につながっているとのことである。GM トウモロコ

シの作付けが米国全体で 92％を占める中、品質の高い Non-GM 種子を安定

的に供給するためには、信頼のおける種子サプライヤーを確保することが重

要となっている。今回、訪問した種子メーカーではデマンドプログラムと呼

ばれる Non-GM 種子の確保に向けたプロジェクトに取り組んでいる。 
米国の The Federal Seed Act（United States Department of Agriculture 

Agricultural Marketing Service）では、種子純度については規定があり、

遺伝的純度 95％以上（重量比）と決められているが、Non-GM 種子中の

GM 種子混入に関する純度基準の規定はない。そのため播種する前に GM 種

子の混入率を検査し、GM 種子の混入率が低いことを確認することが、Non-
GMO を栽培する上で極めて重要である。 
大手種子メーカーのデュポン社では、Non-GM 種子について GM 種子の

混入率 1％未満とした社内基準を設けている。 
   

≪カナダ５か所≫ 

５か所の生産者を訪問し種子管理についてヒアリングを行ったが、Non-
GM 大豆の種子純度について不安視する意見は特にない。 
カナダでは商業作物の品種純度を守るため、CFIA（Canada Food 

Inspection agency：カナダ食品検査庁）が管理する種子証明システムの中

で厳格に種子の育成が行われている。 

 

②他家受粉への対策 
≪トウモロコシ・米国≫ 

意図せざる GMO の混入の可能性を排除する上で、風媒で受粉するトウモ

ロコシは、他家受粉への対策を適切に実施することが重要となっている。 
米国のトウモロコシ圃場では、風媒による GM 品種との交雑を考慮し境界

線から一定の距離を空けるなどの対策を実施している。今回、訪問した生産

者では、境界線から 50 フィート（約 15ｍ：畝数で 24 ロール）以内に作付け

したものは Non-GMO として出荷せず不分別品としている。 
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※コンバイン間口（8ロ

ール 1.5 往復、12 ロー

ル 1往復）に合わせて

管理している。 

 

   

 

 

 

写真(1) コンバイン 

  

栽培時の対策としては、Non-GM 種子の播種を GM 種子より一週間程度

早く行い、受粉の時期をずらすなどの対応が行われている。また、近隣生産

者の GM 作付の状況について、事前に情報を把握することが Non-GMO を

栽培する上で重要な管理ポイントとなっている。 
 
 ≪大豆・米国、カナダ≫ 

大豆は自家受粉植物であるが品種の交雑を防ぐため、異なる品種間では境

界線から２～３ｍの間隔を空けることが栽培契約書（大豆の購入条件や栽培

条件を取り決めている）に謳われている。（米国、カナダとも同じ状況） 
   
③Non-GM 生産者の育成 

米国、カナダとも Non-GM 生産者は、穀物集荷事業者と Non-GMO の栽

培に関する契約を取り交わしている。 
種子の購入実績・栽培履歴や農薬の散布履歴などの生産管理の実態を申告

するとともに、コンバインやサイロビン施設のクリーニングの実施等、適切

な設備管理を行うことが契約条項に盛り込まれている。 
   

Non-GM 栽培に取り組む生産者には、契約内容に関する教育が必要とのこ

とで、信頼のおける Non-GM 生産者を育成するには、継続的な教育が重要

とのことである。そのため定期的にグロワーミーティング等を開催し、生産

者との情報共有化が図られている。グロワーミーティングでは、日本で販売

されている商品見本を見せるなど、手法を変えながら分別生産管理の重要性

について繰り返し説明が行われている。 
 

④Non-GM プレミアム価格 
生産者が望むプレミアム価格の条件は米国、カナダとも同じである。 
Non-GM 栽培に係る管理経費コスト（含む耕作負荷）や GM 品種との単

収の差（GM 品種の方が単収が安定）による収入の差を上回るプレミアム価
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格が求められている。 
Non-GM 栽培は、穀物相場が低迷した状況では付加価値（プレミアム）が

高く、販売先が確保されているため魅力的であるが、相場が高騰すると手間

がかからず単収が安定している GM 栽培が増加する傾向にある。 
 
直近のプレミアム価格は、トウモロコシは横ばい、大豆は在庫に過剰感が

あるためプレミアム価格は値下がり傾向にある、とのことである。 
プレミアム価格は、Non-GMO の需要動向に大きく影響される。大豆は東

南アジア向けの豆乳用需要の増加、トウモロコシは米国内の飼料用 Non-
GMO 需要が伸びる可能性があり、国内外の需要動向を注視する必要があ

る。 
 

（２）カントリーエレベーター 
カントリーエレベーター５か所を調査、うち４か所は Non-GMO 専用の

施設であった。各施設とも日本や東南アジア向け食用大豆を取り扱ってい

る。精選された大豆は、実需者の要望に合わせた荷姿（包装・フレコン・バ

ラ）でコンテナに積込を行い、コンテナは貨車で西海岸の輸出港まで運ばれ

日本向けコンテナ船に積み込まれる。 
食用大豆の輸送形態は、IP ハンドリングが実施された 2000 年頃から大き

く変化している。従来は貨物船によるバラ積み輸入が主流であったが、現在

はコンテナ船を使ったコンテナ輸入が主流となり、2015 年度の実績では米

国、カナダとも 93％はコンテナによる輸入となっている。 
各施設とも生産者との間で Non-GM 食用大豆の契約栽培を取り交わして

おり、Non-GM 食用大豆を含み、食用大豆の品種純度は 99.0％以上の基準

で受入管理が行われており、極めて高いレベルでの IP ハンドリングが行わ

れている。 
 
≪米国２社≫ 

調査した２社は Non-GM 大豆と Non-GM トウモロコシの専用施設であ

る。日本向け出荷は Non-GM 食用大豆が主体で Non-GM トウモロコシの取

扱い数量は多くない。出荷形態はカナダと同様に実需者の要望に応じて袋

物・フレコン・バラでコンテナ出荷を行っている。 
 

２社とも Non-GMO 市場を高収益のニッチ市場と位置付け、高い品質管

理による差別化戦略を目指している。そのため播種前に生産者から種子を集

め純度検査を実施するなど、きめ細かい生産者指導を行っている。 
Non-GM 大豆・Non-GM トウモロコシは、GMO 混入率別に分けて保管

し、輸出先国の GMO 基準に合わせて出荷するなどの対応を行っている。
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【参考】１社は以下の範囲内で分別保管 

トウモロコシ ：97.1％～99.1％ 
大豆    ：99.1％～99.5％ 

 
意図せざる混入率５％以下の基準引下げについて聞いたところ、需給との

兼ね合いはあるが、２社とも食用大豆の IP ハンドリングに自信を持ってお

り、ビジネス拡大のチャンスと捉えている。 
 

①受入検査（自主検査） 
調査した全ての施設で、トラックの荷台から４か所以上、遠隔操作の自動

サンプル採取機でサンプルを採取する同一の方法で行われていた。 
採取サンプルはトラックごとに QuickScan System（テスト方法の詳細は

後述）で GMO 混入率を検査し、受入れの可否を判断している。 
検査結果は大豆・トウモロコシとも５分間で GMO 混入率が判明するの

で、その間、運転手は検査結果が出るまで荷卸しを待機している。受入検査

の結果、GMO 混入上限（大豆で１％、トウモロコシで３%としている施設

が多い）を超える値が検出された場合はリジェクト（積み荷の荷卸し拒否）

され持ち帰りとなる。 
     
②積込検査 

コンテナ積込又は袋物・フレコン充填の際、それぞれの出庫ラインから

FGIS（Federal Grain Inspection Service：連邦穀物検査局）基準（48 秒以

内に１回採取）に基づいた方法でサンプル採取を行い、採取したサンプルは

QuickScan System で GMO 混入率を分析し、IP ハンドリングに問題ないこ

とを確認している。 
 

 
写真(2) コンテナへのバラ積込み    写真(3) コンテナへの袋物積み 
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荷姿別のサンプル採取頻度 
袋物大袋（25～30kg） ⇒  40～42 袋毎に１サンプル 
フレコン   ⇒  １フレコン毎に１、２サンプル 
コンテナ（20 トン） ⇒  コンテナ毎に１サンプル（縮分） 

 
≪カナダ３社≫ 

調査した３社とも日本向け Non-GM 食用大豆を取り扱っている。 
カナダでは、日本における IP ハンドリングの導入以前から特定の品種へ

の分別生産流通を行ってきた長年の実績があり、日本の IP ハンドリングも

カナダにおける IP ハンドリングシステムの中に組み込まれている。 
 

①受入検査（自主検査） 
米国との違いは、Non-GM 大豆は GMO の混入リスクが低いことから受入

検査が目視による定性的なストリップテスト（GMO であるかどうかを迅速

に検査する方法、５分後に陰性・陽性が判明する）が主流で、QuickScan 
System で GMO 混入率まで確認する検査は普及していない。 

 
②積込検査 

コンテナ積込み又は袋物・フレコン充填する前に、出荷用の貯蔵サイロか

らサンプルを採取し、受入検査と同様に目視による定性的なストリップテス

ト実施している。 
ある施設では、受入時は RRS (Roundup Ready Soybean）と LLS

（Liberty Link Soybean）の２品種の検査を実施しているが、積込時の検査

では、受入時検査で LLS の検出実績がないことから RRS１品種の分析検査

を行っていた。ちなみに、分析に使用するストリップ費用は２検体で９ド

ル、１検体だと５ドルとのことである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真(4) QuickScan System 

スキャナーとソフトウェアが入った PC 
写真(5) ストリップ  上段：２品種検体 

                     下段：１品種検体 
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PCR 分析（GMO 由来の DNA の有無を検査する）の対応は施設により異

なり、取引先から要求があった場合だけ実施しているところもある。 
また、年に１回、PCR 分析を実施している施設の担当者の話では、この

３年間の検査結果は全て定量下限（0.05％）未満であったと述べている。 

 

                    

（３）リバーエレベーター (米国のみ) 
米国内のリバーエレベーター10 か所を訪問し、Non-GM トウモロコシの

ハンドリングについてヒアリング調査を実施した。 
どの施設も GMO 混入リスクの引下げに向けた取組が行われていた。取組

事例としては、系列のリバーエレベーターとの間で GMO と Non-GMO の

取扱いを分担することで、Non-GMO の取扱いを専用に行っている施設が３

か所あった。その中の１か所は、更にハンドリング回数を減らすため、トラ

ックから直接バージに積み込むオペレーションが行われている。 
各施設では、取引を行っている Non-GM 生産者の管理リストを作成し、

Non-GMO の契約数量や品種、受入れ進捗状況などを管理している。契約数

量を超える Non-GMO が持ち込まれた場合や、生産者リストに名前の無い

生産者から農産物が持ち込まれた場合には都度確認を行い、GMO を誤って

受け入れないようサンプルを採取する前に受付でチェックを行っている。

写真(6) カナダのカントリーエレベーター

施設（トラックスケール） 

写真(7) カナダのカントリーエレベーター

施設（受け入れピット） 
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①受入検査（自主検査・カントリーエレベーターと同じ運用） 
訪問した 10 か所全ての施設で、トラックの荷台から４か所以上、遠隔操

作の自動サンプル採取機でサンプルを採取する同一の方法で行われていた。 
採取サンプルはトラックごとに QuickScan System で GMO 混入率を検査

し、受入れの可否を判断している。 
検査結果は５分間で GMO 混入率が判明するので、運転手は検査結果が出

るまで構内で荷卸しを待機している。受入検査の結果、GMO 混入上限（ト

ウモロコシは３％としている施設が多い）を超える値が検出された場合は、

リジェクトされ持ち帰りとなる。 
一部の施設では、受入時の誤投入等を防止するため、Non-GM 専用の受入

れピットの増設や、ピット入口にシャッターを設置して検査結果が出るま

でトラックが侵入できなくするなどの設備対応を実施している。 

写真(8) トラックから直接バージに積込を行っている施設 

左上：トラック受付 

右上：荷卸し待機（サンプル分析中） 

左下：荷卸し FGIS サンプル採取 

右下：バージ積込み 
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≪受入検査の実態≫ 

米国では５、６年前から QuickScan System を使用して GMO 混入率を確

認する定量分析が導入され、今回調査を行った全ての施設に導入されてい

た。分析精度は、同一サンプルで行った PCR 分析値（Eurofins GeneScan
社で分析）との比較では、PCR 分析の方が７割程度の値になるとのことで

ある。 
※QuickScan System の分析値の方が高めに数値が出る傾向があり、「安全

側に振れている。」とのことである。 
 
Non-GM トウモロコシは、GMO の混入率を３％以下で入庫管理している

ところが多い。ヒアリングの中で混入率の上限を２％に設定している施設も

あった。なお、上限値を超過しリジェクトと判定された Non-GMO の再テ

ストは行わない。 
 
リジェクトの発生状況は施設によって異なる。調査先でリジェクト率が一

番高い施設では、受入検査した Non-GM トウモロコシの 10～15％（混入上

限は３％）がリジェクトされていた。この施設は稼働から約４年と事業期間

が短く、周辺に Non-GM 栽培に熟練した生産者が少ないため、リジェクト

の発生が多いとのことである（大豆のリジェクト率は不明）。 
他の施設では、リジェクト率は大豆で２、３％、トウモロコシで５％であ

り、この施設と取引している生産者は Non-GM 栽培に熟練した生産者が多

いとのことである。リジェクトの発生頻度の差は、生産者の Non-GM 栽培

の経験と取組姿勢の違いと思われる。 
トウモロコシの GMO 混入は栽培時の天候にも影響される。ある施設が行

ったトウモロコシの GMO 混入率調査では 2014 年が 0.7％、2015 年が

0.6％、2016 年が 1.6％とのことである。2016 年は播種期に雨が多く、Non-
GMO と GMO との播種時期が重なってしまったため、風媒による交雑の発

写真(9) 遠隔操作の自動サンプル採取機 写真(10) 搬入トラックのサンプル採取 
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生が例年より多かったのではないか、とこの施設の担当者は推測していた。 
 

②積込検査（輸入商社等が管理する IP プログラム上の義務検査） 
バージ積込時に、FGIS 基準（48 秒以内に１回採取）に基づき 30～45 秒

毎に１回、オートサンプラー（搬送ラインに設置されたサンプラー）で採取

した縮分サンプルをバージ代表としている。縮分サンプルは第三者機関

（Eurofins GeneScan 社等）で PCR 分析による GMO 混入値検査を行い、

この分析値が GMO 混入率のオフィシャル値となる。サンプルの保管期間は

FGIS 基準で 90 日以上と決められているが、実需者の問合せに備えて６、７

カ月間保管しているところが多い。 
 

PCR 分析の結果は２、３日で判明する。バージは輸出港に向け航行途中

であるため、GMO 混入の上限値を超える値（トウモロコシは３％としてい

る施設が多い）が検出されたバージの積荷は、Non-GMO の扱いから不分別

品の扱いになる。 
PCR 分析とは別に各施設では、バージ積込中に採取した縮分サンプルで

QuickScan System による GMO 混入率の確認検査を行っている。 
 

③IP ハンドリング 
IP ハンドリングの基本は搬入搬出施設の清掃と空運転による搬送ライン

に残った残留物の除去となっている。バージは積込前に、チェックリストで

バージ内のクリーニング状況を確認し、問題がないことを確認している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真(11)  バージのクリーニング検査（水濡れや残留物の有無を確認） 
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（４）エクスポートエレベーター 
≪米国３社≫ 

米国のエクスポートエレベーター３か所を調査。１社を除き Non-GMO
専用の搬入搬出施設や保管施設はなく GMO と施設を兼用している。 

IP ハンドリング荷役（バージからの荷揚げ・本船積込み）を行う際、

FGIS 駐在員が搬入搬出施設や保管施設のクリーニング状況の確認を行って

いる。Non-GMO の搬入搬出に使用するラインの切替えは、FGIS 駐在員の

立ち合いのもと切替えを実施している。（第三者が承認する運用） 
 
荷役は、GMO とのコンタミを防ぐため、搬入から２、３日で本船に積込

みを行う短期間のオペレーションが行われている。また使用する施設も

GMO とのコンタミを防ぐため 小限に止めている。 
 
サンプルはバージからエクスポートエレベーターに搬入する際、FGIS の

規定に基づきサンプル採取を行っている。採取サンプルで FGIS の輸出規格

検査を行い、規格検査に合格した農産物が本船に積み込まれる。FGIS が採

取したサンプルの一部は、取引先からの GMO 混入の問合せに対応できるよ

う６か月間保管されている。 
 
≪カナダ１社≫ 

出荷先は、ヨーロッパ向け貨物が出荷全体の 92％、日本向けは Non-GM
大豆を年間４～６万トン（３％程度）取り扱っている。 

Non-GMO に使用する保管施設は専用化されている。Non-GMO の積込み

を行う際は、米国と同じように第三者認証機関の SGS（世界有数の検査、

検証、試験及び認証会社）駐在員が搬入搬出施設や保管施設のクリーニング

状況の確認を行っている。（米国貨物は FGIS が立ち合い） 
受入検査はトラック・貨車は１台毎、バージはバージ単位でサンプルを採

取し、Non-GM であることを QuickScan System で確認している。Non-
GMO を保管した保管施設は SGS 駐在員がハッチ蓋を施錠することで GMO
とのコンタミが起きないような分別管理が行われている。 

 
 

   

 

 

 

写真(12)  SGS 駐在員が施錠した

保管施設の蓋 
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本船積込中に採取した縮分サンプル（２千トン毎に採取）で品質規格を確

定する検査が行われている。 

 

（５）国内港湾サイロ 

港湾サイロ８か所（大豆４か所、トウモロコシ４か所）でヒアリング調査

を実施した。 
各施設とも複数の穀物を取り扱っているため、搬入搬出施設や保管施設を

GMO と兼用している。そのため Non-GMO を取り扱う上で重要なポイント

は、搬入搬出施設の清掃や空運転の実施による搬送ラインに残った残留物の

除去となっている。各施設とも IP ハンドリングマニュアルを整備してお

り、GMO 混入リスク対策の積上げがマニュアルの基礎となっている。 
IP ハンドリングコストについては、輸入ロットの小ロット化によるセパ

レート積み（不分別貨物の上をベニヤ板とシートで区切って Non-GMO を

上乗せする）による荷役効率やサイロ効率の低下（デッドスペースの発生）

を指摘する意見があった。 
また、搬入搬出ラインを清掃するため、とも洗いでラインに流した Non-

GMO の不分別品への格下げも IP ハンドリングに係る経費とのことであ

る。 
 

食用大豆の輸入は、IP ハンドリングが実施された 2000 年頃から大きく変

化し、バラ積み本船による輸入から米国、カナダで選別した Non-GM 大豆

をコンテナで直接メーカーに搬入する物流が増加している。2015 年の米国か

らの食用大豆の輸入実績は、コンテナによる輸入が 93％を占めている。

（2000 年のコンテナ割合は 44％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真(13)  トウモロコシのセパレート積付け 

Non-GMO 荷下ろし終了後、ベニヤ板とビニールシートの撤去作業中の様子 
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（６）15 年前との変化 

15 年前との変化について米国及びカナダ、日本の各流通関係者等に質問し

たところ以下の回答があった。 

 
≪生産者≫ 

・ハイブリッド（交雑）技術を活用した Non-GM 種子が開発された。

Non-GM 品種の単収が増加し、GM 品種との単収に差がないと話す生産

者もいる。 
・Non-GMO の栽培経験が豊富な生産者が増加している。 
・ラウンドアップで駆除できない雑草に対応するため、除草剤ジカンバ耐

性大豆（GM 品種）が新たに開発されている。（普及は限定的） 
・生産者の集約化が進んでいる。（後継者問題も一因） 

 
≪流通業者≫ 

・オートサンプラーの普及により、サンプルが均一化された。 
・QuickScan System（５、６年前から）の普及により、受入検査の精度ア

ップ（混入率の可視化）と検査作業負荷の軽減された。 
・QuickScan System で GMO 混入率の可視化が可能となり、生産者との

購買条件が明確になった。 
・分別流通管理に向けた専用工場の新設など、IP ハンドリングに係わる設

備投資を継続して実施している。 
・取引先である Non-GMO 生産者の栽培実績等に関するデータが蓄積され

た。蓄積されたデータは、Non-GM 栽培に向けた生産者への個別指導や

グロワーミーティングなどに活用している。 
・15 年前は、流通の各段階で分別流通を行った内容を示した IP ハンドリ 

ング証明書が貴重な証跡書類であったが、現在は各流通段階で

QuickScan System による GMO 混入の数値検証が可能となっている。 
 
≪国内港湾サイロ≫ 

・Non-GM トウモロコシの需要が減少した（ビール風飲料（発泡酒等）に

使用する糖類の原材料を GM トウモロコシに切替）。 
・食品製造業者側で生産品目を集約し、製造工程での GMO 混入リスクを

回避している。 
・搬入搬出ラインの清掃を容易化するための設備改修を実施した。 
 

（７）Non-GM 市場の動向 
今後の Non-GM 市場の動向について米国及びカナダの各流通事業者に質

問したところ以下のコメントがあった。 
 

・アメリカ国内の飼料向け Non-GM トウモロコシの需要増を期待する回答
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が複数あった。 
・EU 向け、輸出用バーボンに使用する Non-GM トウモロコシの新規需要

を期待する回答も少数ではあるが上がっている。 
・食用大豆は、豆乳ミルク用を中心に東南アジア向け出荷が伸び、日本向

け出荷シェアーが減少している。今後の輸出市場としては、ヨーロッパ

と東南アジアは拡大、日本は減少すると見ている。  
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（８）混入率分析関連情報 

①QuickScan System を用いた定量分析 

 
・EnviroLogix 社は 2003 年に１つのサンプルで多くの GMO を検出するこ

とができる QuickComb を開発した。Lateral Flow Devices（LFD）と

いうイムノアッセイ原理を用いたストリップに穀物の抽出液を展開させ

るというシステムで、当初は定性分析であった。 
 
・2009 年に LFD ストリップを使用し、現れたバンドの濃さの定量的解析

とデータ保存を行うソフトウェアとハードウェア(スキャナーとソフトウ

ェアが入った PC が一体化された装置)を使用して、GMO の定量を可能

にするオプティカルリーダーQuickScan System を開発した。

（http://www.envirologix.com/solutions/catalog/306-10050-accessory-
quickscan-reader-system/） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真(14)  トウモロコシサンプルを用いた QuickComb Kit の作業手順 

（EnviroLogix 社資料から引用） 
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・QuickCombo Kit(ストリップを含む分析キット)と QuickScan System は

米国ではすぐに普及し、今回調査を行ったほぼ全ての施設に、５、６年

前からこのシステムが導入された。導入前は定性試験で、ある施設では

ストリップのバンドの濃さを担当者３人が見て、多数決で受入れか否か

を決めていたとのこと。 
 
・前述の通り、カナダでは QuickScan 分析の普及は進んでおらず、今回の

調査で導入していた施設は１か所のみであった。 
 
・EnviroLogix 社の資料には QuickScan 分析は USDA GIPSA の性能認証

を受けていると記載されている（Certifications & Approvals 
USDA/GIPSA Certificate of Performance - Cert. No. GIPSA 2009-
014）。 

 

写真(15)  QuickComb Kit のトウモロコシサンプル用ストリップの説明書

（EnviroLogix 社資料から引用） 

写真(16)  スキャナーへのストリップ挿入 写真(17)  ソフトウェアによるデータ処理 
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・｢トウモロコシの場合、ストリップの本数は５～９本で必要に応じて本数

を選ぶことができる。｣と同社の資料では述べているが、今回の調査先施

設では、７～９本のものが使用されていた。明らかに栽培されていない

遺伝子の検査を行う必要がないからとのことである。トウモロコシ用の

ストリップは 40～50 ドル／枚の価格帯である。大豆の場合は RRS と

LLS の２種類のストリップのみが普及していた。RRS-2 は RRS と同じ

タンパク質が検出されるので両者の区別は不要である。 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真(18)  QuickComb Kit の大豆用（左）及び

トウモロコシサンプル用（右）ストリップ

写真(19)  QuickComb Kit トウモロコシサン

プル用ストリップ（拡大） 

写真(20)  分析結果の印刷物 
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・なお、カナダ現地担当者の情報によれば、RRS-2 は効果がないため、農

家では現在 RRS-2 耐性品種はほとんど栽培されておらず、遺伝子として

もほとんど検出されないとのことであった。しかし今回の調査で採取し

た大豆サンプルの PCR 定量分析結果（p.29-30 参照）では、米国のサン

プルからは RRS-2 が検出されているものも多く見られ、この現地の情報

は必ずしも北米全体のものとは言えない。 
 
・近年 Pigweed と呼ばれるグリホサート（ラウンドアップ）耐性の

palmer amaranth（オオホナガアオゲイトウ）という雑草が増えたた

め、ジカンバ（DICAMBA）という除草剤に対する耐性を持つ遺伝子が

作物に導入された。この遺伝子を検出するストリップも今後提供される

見込みとのこと。 
今回調査を行った現地の１人の担当者は、ジカンバ耐性遺伝子も RRS-

2 と同様、同じタンパク質を検出するので RRS 用ストリップだけで足り

ると述べていた。実際にはジカンバ耐性遺伝子のみが導入された大豆の

発現するタンパク質を、RRS 用のストリップでは検出することができな

いため、おそらくこの担当者はジカンバ耐性×RRS-2 耐性遺伝子が導入

されたスタック品種のことを述べていたものと考えられる。 
 

②その他の混入率分析関連情報 

・QuickScan 分析よりも更に精度の高い DNA Type テストが開発された

とのこと。このテストの導入を検討している施設もあった。 
 
・米国リバーエレベーターの情報によれば、大豆の GMO 混入率は安定し

て低く、１％以下であるが、トウモロコシの混入率は年による差が大き

いとのことである。スタック品種による混入率の上昇を懸念したが、こ

の影響があるようには見えないとのこと。理論的にはスタック品種導入

前に比して混入率が２、３倍となっても不思議ではないが、種蒔き時期

の重なりによる交雑、花粉が飛ぶ時期の雨量の影響（雨が多いと花粉が

遠くまで飛ぶ）、生産者の分別生産に関する習熟度などがより大きく影響

するため、スタック品種の影響を見えにくくしていると考えているとの

ことであった。 
 
・特定遺伝子組換え農産物である高オレイン酸大豆、高リシントウモロコ

シ等の存在は、調査先の各施設では全く存在を認識していなかった。こ

れらの農作物の遺伝子に対応したストリップも存在しないようである。 
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４．分析用サンプルの採取と GMO 混入率分析結果 
 
（１）サンプルの採取 

①施設別サンプル数量 

生産者：  
大豆８検体（IP；４検体、非 IP；４検体） 
トウモロコシ８検体（IP；５検体、非 IP；３検体） 

カントリーエレベーター：  
大豆５検体（IP；４検体、非 IP；１検体） 
トウモロコシ２検体（全て IP） 

リバーエレベーター：  
大豆５検体（IP；２検体、非 IP；３検体） 
トウモロコシ 11 検体（IP；５検体、非 IP；６検体） 

エクスポートエレベーター：  
大豆３検体（IP；２検体、非 IP；１検体） 
トウモロコシ２検体（IP；１検体、非 IP；１検体） 

港湾サイロ：  
大豆５検体（全て IP） 
トウモロコシ５検体（IP；４検体、非 IP；１検体） 

その他：  
大豆２検体（IP；１検体、非 IP；１検体） 
トウモロコシ２検体（IP；１検体、非 IP；１検体） 

 
②サンプルの採取方法 

調査実施前には『サンプル採取方法については、原則として「食品表示基

準について（平成 27 年３月 30 日消食表第 139 号）」の「別添 遺伝子組換

え食品表示関係」記載の方法に従う。すなわち、オートサンプラーがある場

合は、採取か所全体を代表するサンプルとなるように、適正な時間的間隔を

もって一定量ずつ複数回（３回以上）又は複数ポイント（３か所以上）、計

１kg 以上採取したものを、穀粒が均質になるよう十分に混合した後、この

中から検査に必要な一定量（約１kg＝嵩比重を 0.5 として２L）を採取す

る。オートサンプラーがない場合は、手付きカップ等を用いて、上記と同様

に採取したのち、混合し、その中から必要な一定量を採る。』と計画してい

た。 
 
実際には、施設内でのサンプル採取作業には危険が伴うこと、また必要な

サンプルは前述の通り、調査先の各施設が自ら定めたルールに従って調製し

ていることから、基本的には各々の現地施設（流通段階）がオートサンプラ

ーによって採取・混合して事前に調製したものを、訪問時に受け取ることに

よって入手した。なお、一部のサンプルは訪問時にオートサンプラーを用い
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ずに採取・混合して調製した。 
 

③国外入手サンプルの送付 

   調査実施前の計画は以下のとおりであった。 
ⅰ）全ての採取サンプルは移送用の包材に詰め、速やかに横浜倉庫米国オ

フィスに UPS の宅急便を利用して送付する。ただし、トウモロコシに

ついては粒単位検査に備え、各サンプルについて約 100mL（＝50ｇ＝

300 粒、0.16g／粒）を予備サンプルとして、手荷物として持ち歩き、帰

国時に国内に運び込む。 
ⅱ）横浜倉庫米国オフィスに送ったサンプルは、現地担当者が２回に分け

て、Eurofins GeneScan 社（以下｢ユーロフィン社｣と言う。）に送る。

ユーロフィン社では各サンプル１kg の内、500g を粉砕し、この内 200g
をファスマック社（神奈川県厚木市）に航空便で送る。またトウモロコ

シサンプルについてのみ、各 100g（約 600 粒）の未粉砕サンプル（粒サ

ンプル）もファスマック社に航空便で送る。 
ⅲ）米国から日本国内にサンプルを送るに際し、粉砕サンプルと未粉砕サ

ンプルは別々に送る。それぞれについて、成田植物防疫所、成田検疫所

に対し、消費者庁から「サンプルを国内に持ち込むのは学術目的である

旨、他者に譲渡しない旨、未粉砕（粒）サンプルについては国内で発

芽・育成させない旨、学術的使用後は確実に廃棄する旨、速やかに通関

できるように配慮いただきたい旨、等」を記した文書を提出していただ

きたい。 
ⅳ）残余の粉砕サンプルと未粉砕（粒）サンプルは、予備のため、ユーロ

フィン社で 大 2017 年３月末まで保管してもらう（冷暗所、 低でも

室温、直射日光を避けて保管）。 
 
上記の計画の内、ⅰ）、ⅱ）のサンプルの送付は直接ユーロフィン社に送

付した。予備の未粉砕（粒）サンプルは関連商社の協力により、商社経路

で国内に送付することができた。ⅲ）については不要であったため実施し

なかった。ⅳ）は計画どおり実施の予定。 
 

④国内入手サンプルの送付 

国内で入手したサンプルは全て宅急便を用いてファスマック社に送付し

た。 
 
（２）サンプルの分析 

①分析方法 

原則として「食品表示基準について（平成 27 年３月 30 日消食表第 139

号）」の「別添 遺伝子組換え食品表示関係」記載の方法に従った。 
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＜大豆の検査＞ 

ⅰ）これまで国内に流通する非 IP 大豆（GM 大豆）に関しては、RRS が唯

一のものであったが、2002 年に承認されているバイエルクロップサイエ

ンス社の A2704-12 系統の GM 大豆 LLS 及び 2007 年に承認されたモン

サント社の Roundup Ready 2Yield (Event MON89788) (以下「RRS-2」
と言う。)が収穫されており、国内に流通することが予想されているた

め、この３種についての分析を行った。 
ⅱ）ELISA 法も検査法の１つとして記載されているが、通常の機関の外部

依頼分析においては、LLS と RRS-2 の分析を行ことができない（汎用キ

ットが存在しない）ため、分析方法としては定量 PCR 法を用いた。分析

はファスマック社が実施する。 
ⅲ）国内-米国の分析結果を比較するため、IP 大豆で、混入率の高い方から

サンプルを３種選び、その予備サンプルを用いてユーロフィン社において

再分析を行う。 
 
＜トウモロコシの検査＞ 

ⅰ）トウモロコシの分析は定量 PCR 法を用い、対象はスクリーニング法と

呼ばれる CaMV35S-pro（共通のプロモーター、以下 P35S）とこのプロ

モーターを使用していない GA-21 の両者を定量する方法で行った。分析

はファスマック社が実施した。 
ⅱ）IP トウモロコシで、混入率が 4.5％を超えたサンプルがあった場合は、

そのサンプルについて、更に２回抽出を行い、計３サンプルの抽出によっ

て得られた DNA 抽出液について、それぞれトウモロコシ組換え系統特異

的定量（５種類； Event176, Bt11, MON810, T-25, GA-21）を行う。 
ⅲ）ⅱ）の平均混入率が５％を超えた場合、粒単位検査法を実施する。92 粒

で実施し、必要に応じて追加 92 粒を用いて分析を行う。（今般、トウモロ

コシ粒の１粒中に複数系統の組換え DNA 配列が存在するスタック品種が

多種開発されていることから、トウモロコシ穀粒を１粒単位で検査する必

要がある。これらスタック品種が混入した場合は、上記ⅰ）、ⅱ）の定量

PCR 法では、実際の混入率よりも高い数値となるため、混入率が５％を

超え、スタック品種の混入が疑われた場合は、粒単位検査法を実施する必

要がある。） 
ⅳ）国内-米国の分析結果を比較するため、IP トウモロコシで、混入率の高

い方からサンプルを３種選び、その予備サンプルを用いてユーロフィン社

において再分析を行う。 
 
②分析結果 

サンプルの分析結果について以下に示す。これらの結果は、サンプルの数

や採取方法から明らかなとおり、GMO 混入率を統計的に代表性のある数値

として把握できるものではないため、事例調査として取り扱うこととする。
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また、分析結果は施設や事業者が特定されない形で取りまとめることとし

た。 

以下の表において、入手した分析結果の数値が 0.0％の場合は「検出せ

ず」、0.1％未満（定量下限は 0.1％）の場合は「微量」と記載した。すなわ

ち、定量下限未満ではあるものの、ごくわずかに検出したものを「微量」と

した。なお、ⅱ）のユーロフィン社から入手した分析結果では、0.1 未満の

数値が示されなかったため、「＜0.1％」の場合は「定量下限未満」とした。 

ファスマック社から入手した分析結果では、「RRS」、「RRS-2」、「LLS」
「P35S」、「GA-21」についての数値が少数点以下２桁まで記載されていた

が、これらを四捨五入して小数点以下１桁とした後、加算することによって

「合計」を算出した。 

 

ⅰ）ファスマック社における PCR 定量分析結果 

IP 大豆（Non-GM 大豆） 混入率（％）（3 測定の平均値） 

国・略号 施設（流通段階） 合計 RRS RRS-2 LLS 

米国 F 生産者 微量 微量 検出せず 検出せず

米国 I 生産者 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

米国 J 生産者 微量 微量 検出せず 検出せず

米国 L 生産者 0.2 検出せず 0.2 検出せず

カナダ D 生産者 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

米国 K カントリーエレベーター 0.2 0.2 検出せず 検出せず

米国 Z カントリーエレベーター 0.3 0.3 微量 検出せず

カナダ E カントリーエレベーター 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

カナダ H カントリーエレベーター 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

米国 S リバーエレベ―ター 微量 微量 検出せず 微量 

米国 Y リバーエレベ―ター 0.1 0.1 検出せず 微量 

米国 P エクスポートエレベーター 微量 微量 検出せず 検出せず

カナダ A エクスポートエレベーター 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず

日本 A 港湾サイロ 微量 検出せず 微量 検出せず

日本 D 港湾サイロ 0.1 検出せず 0.1 検出せず

日本 F 港湾サイロ 0.1 0.1 微量 微量 

日本 H 港湾サイロ（脱脂大豆） 微量 微量 検出せず 検出せず

日本 H 港湾サイロ（食用大豆） 微量 微量 微量 検出せず
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非 IP 大豆（GM 大豆） 混入率（％）（3 測定の平均値） 

国・略号 施設（流通段階） 合計 RRS RRS-2 LLS 

米国 C 生産者 87.5 87.5 検出せず 検出せず

米国 D 生産者 111.7 22.8 29.1 59.8 

米国 I 生産者 117.5 微量 117.5 検出せず

米国 J 生産者 112.3 72.6 39.7 検出せず

米国 L 生産者 102.8 27.7 75.1 検出せず

米国 K カントリーエレベーター 105.4 96.4 9.0 検出せず

米国 B リバーエレベ―ター 100.7 100.7 検出せず 検出せず

米国 E リバーエレベ―ター 106.0 14.3 11.3 80.4 

米国 S リバーエレベ―ター 106.1 42.6 58.8 4.7 

米国 P エクスポートエレベーター 100.7 34.7 60.1 5.9 

 

IP トウモロコシ（Non-GM トウモロコシ） 混入率（％）（3 測定の平均値） 

国・略号 施設（流通段階） 合計 P35S GA-21   

米国 C 生産者 0.5 0.5 検出せず － 

米国 F 生産者 1.9 1.9 微量 － 

米国 I 生産者 1.1 1.1 微量 － 

米国 J 生産者 0.3 0.3 検出せず － 

米国 L 生産者 0.8 0.8 検出せず － 

米国 X 生産者 0.7 0.7 検出せず － 

米国 K カントリーエレベーター 微量 微量 検出せず － 

米国 Z カントリーエレベーター 検出せず 検出せず 検出せず － 

米国 E リバーエレベ―ター 1.3 1.2 0.1 － 

米国 R リバーエレベ―ター 0.9 0.9 検出せず － 

米国 S リバーエレベ―ター 0.4 0.4 検出せず － 

米国 U リバーエレベ―ター 0.7 0.7 検出せず － 

米国 V リバーエレベ―ター 1.1 1.1 検出せず － 

米国 P エクスポートエレベーター 1.4 1.4 検出せず － 

日本 B 港湾サイロ 1.6 1.6 微量 － 

日本 C 港湾サイロ 0.3 0.3 検出せず － 

日本 E 港湾サイロ 1.5 1.3 0.2 － 

日本 G 港湾サイロ 4.1 3.8 0.3 － 
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非 IP トウモロコシ（GM トウモロコシ） 混入率（％）（3 測定の平均値） 

国・略号 施設（流通段階） 合計 P35S GA-21   

米国 D 生産者 314.7 314.7 検出せず － 

米国 G 生産者 200.0 200.0 検出せず － 

米国 I 生産者 467.6 461.6 6.0 － 

米国 J 生産者 488.1 488.1 検出せず － 

米国 B リバーエレベ―ター 317.2 317.2 検出せず － 

米国 E リバーエレベ―ター 226.6 226.6 検出せず － 

米国 R リバーエレベ―ター 199.1 194.6 4.5 － 

米国 S リバーエレベ―ター 320.2 319.4 0.8 － 

米国 U リバーエレベ―ター 221.4 216.6 4.8 － 

米国 V リバーエレベ―ター 221.0 215.8 5.2 － 

米国 P エクスポートエレベーター 335.3 329.9 5.4 － 

米国 I その他 467.6 461.6 6.0 － 

 

・IP 大豆（Non-GM 大豆）18 検体の混入率の単純平均値は 0.1％、 大

0.3％、 小 0.0％（検出せず）であった。 
 
・遺伝子の種類としては RRS の検出検体数が も多く 10 検体（56％）、次

いで RRS-2 が６検体（33％）、LLS が も少なく３検体（17％）であっ

た。カナダ現地における担当者の情報（RRS-2 導入品種はほとんど使わ

れていない）とおり、カナダで入手したサンプルからは RRS-2 は検出さ

れなかった。 
 
・非 IP 大豆（GM 大豆）10 検体の混入率の単純平均値は 105％、 大

118％、 小 88％であった。この数字から、大豆では複数スタック品種

の普及率はそれほど高くないことが推察される。 
 
・遺伝子の種類としては RRS の検出検体数が も多く 10 検体（100％）、

次いで RRS-2 が８検体（80％）、LLS が も少なく４検体（40％）であ

った。RRS-2 の検出頻度はやはり高く、米国 I のようにほぼ RRS-2 だけ

が検出された検体もあった。非 IP 大豆サンプルは米国でのみ採取したた

め、カナダの状況は不明確であるが、少なくても米国では RRS-2 導入品

種も比較的に高い頻度で使用されていると考えられる。 
 
・IP トウモロコシ（Non-GM トウモロコシ）18 検体の混入率の単純平均

値は 1.0％、 大 4.1％、 小 0.0％（検出せず）であった。GA-21 は６

検体（33％）で検出された。 
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・米国で入手した 14 検体の単純平均値は 0.8％、米国（生産者）６検体で

は 0.9％、米国（カントリーエレベーター以降）８検体では 0.7％であっ

た。一方、日本で入手した４検体の単純平均値は 1.9％であるので、こ

れらの結果だけ見ると、米国内の流通段階では意図せざる混入がほぼ起

こっていないと推察されるとともに、国内に入ってから意図せざる混入

が、ある程度の確率で起こっていることが推察される。ただし、これら

の推察は限られた採取場所で得た、限られた数のサンプルの分析結果か

ら導かれたものであることを銘記すべきである。 
 
・非 IP トウモロコシ（GM トウモロコシ）12 検体の混入率の単純平均値

は 304％、最大 488％、最小 199％であった。この結果から、トウモロコ

シでは複数スタック品種の導入が進んでおり、非 IP トウモロコシと GM
トウモロコシが同等であると仮定した場合、GM スタック品種における

導入遺伝子の平均はおよそ３種であることが推察される。なお、GA-21
は７検体（58％）で検出された。米国では GA-21 導入品種がかなり高い

頻度で使用されていると考えられる。 
 

ⅱ）ユーロフィン社（米国）における PCR 定量分析結果 
IP 大豆（Non-GM 大豆） （参考）ファスマック社

分析結果  混入率（％） 

国・略号 合計 P35S RRS-2 混入率 合計（％） 

米国 L 0.2 定量下限未満 0.2 0.2 

米国 Z 0.1 0.1 定量下限未満 0.3 

米国 Y 0.1 0.1 定量下限未満 0.1 

  

IP トウモロコシ（Non-GM トウモロコシ）   （参考）ファスマック社

分析結果  混入率（％） 

国・略号 合計 P35S GA-21 混入率 合計（％） 

米国 F 2.1 2.0 0.1 2.0 

米国 E 2.6 2.6 定量下限未満 1.3 

米国 P 1.4 1.4 定量下限未満 1.4 

 

・IP 大豆（Non-GM 大豆）について、ユーロフィン社では RRS と LLS の

それぞれを定量分析する代わりに、プロモーターのP35Sを測定している。

RRS-2 は P35S を持たないため、単独で定量分析される。 
 
・IP 大豆（Non-GM 大豆）と IP トウモロコシ（Non-GM トウモロコシ）

の分析結果は、ユーロフィン社とファスマック社の間に、多少の差は見ら
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れるが、意図せざる混入率の上限が５％という観点から見ると、実質的な

差はないと考えられる。 
 

ⅲ）（参考）ファスマック社における粒単位検査法による分析結果 
IP トウモロコシ（Non-GM トウモロコシ） 

国・略号 施設（流通段階） 
混入していた GM 粒数 

（92 粒中／試験有効粒数 90 粒） 

米国 F 生産者 ２ 

日本 G 港湾サイロ ０ 

 

・ⅰ）で比較的高い混入率を示した 2 サンプルについて、粒単位検査法によ

る分析を行った結果である。PCR 定量法による混入率が 2.0％の米国 F
が２粒、4.1％の日本 G が０粒であった。この結果から、両者の意図せざ

る混入率は５％以下であると判定される。 
 
（参考）「食品表示基準について（平成 27 年３月 30 日消食表第 139 号）」の

「別添 遺伝子組換え食品表示関係」では、粒単位検査は本来 PCR 定量分

析（P35S+GA-21）結果が 4.5％超、特異定量分析で５％超のサンプルに対

して実施する検査であり、３粒以上９粒以下だった場合に更に 92 粒の分析

を行って混入粒の混入率を求める、と記載されている。  
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５．遺伝子組換えに係る食品表示の実態 

（１）米国 

①USDA ORGANIC マーク 

米農務省（USDA: United States Department of Agriculture）管轄の全米

オーガニックプログラム（NOP :National Organic Program）により、全米

で統一的にオーガニック食品の認定が行われている。その認定のための規定

の中で GMO の使用は禁止されている。 
（Non-GMO Requirements under the National Organic Program； 

https://ota.com/sites/default/files/indexed_files/OTA_Non-
GMOVerification_FactSheet.pdf） 
95％以上オーガニック原料の製品には「USDA ORGANIC」マークを表示

することができる。すなわち USDA ORGANIC マークが表示された食品は、

GM 作物を用いた原材料の混合率は５％未満ということになる。 
今回、スーパーマーケット及びドラッグストア４店舗で GM 食品に関する

表示状況を調査したが、USDA ORGANIC マークは一定の割合で普及してい

るようである。 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

写真(21)  USDA ORGANIC マー

クが付けられた食品の例： ピザ 

写真(22)  USDA ORGANIC マ

ークが付いていないエダマメと

付けられたエダマメの例 
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②NON GMO Project VERIFIED マーク 

米国には現在、国が Non-GM 食品であることと認定するプログラムはない

が、北米においては、2008 年に設立された非営利団体の NON GMO Project
が、Non-GM 食品及び製品の認定を行っている。ここで認定されたものは

「NON GMO Project VERIFIED」マークを表示することができる（写真(23)
参照）。認定のための規定の中で、食品、原材料、栄養補助食品等における GMO
混入率は 0.9％未満とされている。また動物飼料に関しては５％未満とされ

ている。 
自然食品の販売に力を入れているホールフーズ・マーケットでは、2018 年

までに同社が取扱う全ての商品で GMO のラベル表示を行うとしていると伝

えられている。ホールフーズ・マーケットにおいては、NON GMO Project 
VERIFIED マークを表示した商品がかなり多く見られたが、他の一般的な販

売店では普及度合いはそれほど高いとは思われなかった。 
なお、市場には普及していない GMO（小麦、米、果物類等）を原料に使っ

たと思われる食品についても、このマークが付けられたものが見られたので

次頁（写真(23)参照）に示す。 
 

         

         

         

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真(23)  NON GMO Project 

VERIFIED マークが付けられた

食品の例１： 

上：クラッカー（プリッツェル） 

下：豆腐 
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写真(23)  NON GMO Project VERIFIED マークが付けられ

た食品の例２： 

左上：オリーブオイル、右上：ギムネマサプリメント 

左下：アーモンドミルク、右下：鶏肉 
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③独自の Non- GMO 表示例 

①、②以外に、商品毎に企業独自の Non-GMO 表示を行っている食品が見

られたので、以下に示す。これらの表示方法に関しては、現在のところ国と

してのルールは定められていないようである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真(24) 独自の Non- GMO マークが付けられた加工食品の例１： 

左上：ポップコーン、右上：ココア飲料、左下：プロティン飲料、右下：ポテトチップス 
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写真(24) 独自の Non- GMO マークが付けられた加工食品の例２： 

左上：果汁飲料、左中：チョコレート、左下：固形シリアル、右下：ココアプロティン飲料 
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④GM 食品の表示 

近年米国でも消費者の食に対する安全・安心志向が高まってきた。特に若

年層でその傾向が強いと言われている。あるアンケートによれば、米国の成

人の 75％が GM 原料を使用している旨の表示義務を支持し、「GM 原料を不

使用」（Non-GMO）を自主表示した食品や GM 原料の使用が認められてい

ない有機食品の売り上げが増加している、というデータもある。 
この流れの中で 2016 年７月１日、バーモント州で食品 GMO 表示を義務

化する法律が発効した。これに対して、米議会は、同月 29 日に表示義務化

の連邦法を制定、バーモント州の法律を無効とし、州ごとではなく全米共通

の基準を策定した。連邦法では、容器包装に GM 原料の使用・不使用を直接

表示さなくても、GM 関連の情報を載せたウェブサイトにつながる２次元

（QR）コードを表示すれば足りるといった内容になった。この他、現時点

では違反時の罰則規定の記載もない。どの程度の GM 原材料を含む食品を対

象にするかなどの基準の詳細は、２年以内に農務長官が決めることとされて

いる。 
すなわち、現在は、容器包装に直接 GMO 表示を行わなくてもよく、また

表示基準については、事業者の自主的な基準の元で表示が実施されている状

況である。 
今回の調査で、いくつかの容器包装への表示例が見られたので、以下に示

す。表示例はいずれも商品の裏面に印刷されており、バーモント州で表示義

務の法律が発効した際のルールに従った表示と思われる。なお、表面にマー

ク等を用いた表示の例はなかった。 
  

写真(25)  GM 原材料の使用表示例１： チェダーチーズ 
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写真(25)  GM 原材料の使用表示例２：  

左上：コーンフレーク、右上：ポテトチップス、下：コーンスナック 
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写真(25)  GM 原材料の使用表示例３： 上：コーンフレーク、下：醤油 
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写真(25)  GM 原材料の使用表示例４： 上：グレインオーツシリアル、下：コーンスナック 

42



（２）カナダ 

カナダ食品検査庁（CFIA）とカナダ保健省（HC）が共同で、食品医薬品

法（FDA）に基づいてカナダの食品表示政策を担っている。2004 年４月 15

日、カナダ政府は、遺伝子組換え原料を使用しているか否かの食品表示およ

び広告を自主的に行うことに関する基準を、カナダの国家規格としてカナダ

規格審査会が公式採用したことを発表した。この自主的表示においても、消

費者に誤解を与えないために、様々な条件を遵守することが求められてい

る。また、意図せざる混入の許容水準に関しては、混入率５％までとされて

いる。 
（バイテク情報普及研究会 HP から抜粋 

http://www.cbijapan.com/wldgenetic/legislation/canada） 
現在も基本的には自主的な表示が行われており、GMO 表示はラベル付け

によって健康又は安全上の懸念が緩和できる場合であって HC から要求があ

った場合だけ表示の義務がある。 
今回は食品市場、ドラッグストア、健康志向系スーパー各１店舗で調査を

行った。その結果 GM 食品の表示は１例も見出すことはできなかった。前述

した NON GMO Project VERIFIED マークが付けられたものと、それ以外

の独自の方法で表示されたものの例を以下に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
写真(26)  NON GMO Project VERIFIED マークが付けられたカナダの食品の例１： 

プレッツェルクラッカー 
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写真(26)  NON GMO Project 

VERIFIED マークが付けられたカナダ

の食品の例２： 

上：レトルト雑炊 

中：醤油 

下：ココナツオイル 
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写真(27)  独自の Non- GMO マー

クが表示されたカナダの食品の例

１： 

左上：チックペアパスタ 

右上：チーズスナック 

下：ナチョチップス  
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写真(27)  独自の Non- GMO マークが表示されたカナダの食品の例２： 

 左上：クラッカー（レインコーストクリスプ）、左下：豆腐、右：豆腐 
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