
食のリスクコミュニケーション・フォーラム2022（4回シリーズ）
『消費者市民に対して説得ではなく理解を促すリスコミとは』

 第４回テーマ：『消費者はゲノム編集食品のリスクを受容するか』
【開催日】2022年10月30日（日） 13:00～17:30
【開催場所】オンライン開催（Zoom)

アンケート回収数48枚（参加者：106名、演者4名を除いた回収率：47％）
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① 古山 みゆき（生活協同組合コープこうべ）『生協組合員はゲノム編集食品をどう捉える？』

準備含め、大変だったかと思いますが、非常にわかりやすかったです。
ありがとうございました。

皆様が一般組合員とのリスクコミュニケーションを工夫される様子を想像しています。

組合員との対話を大切にしていると感じました。消費者の声を直接聞けて、科学コミュニケーションを積極的で信頼できるメディアとしても広報できると期待できます。

消費者の意向次第で生協の立ち位置が変わるのでしょうか？消費者の考えを生協側が左右しているとも考えられる点が見えるのですが。

現場がどのように捉えているか、興味深い話でした。

現場での消費者の直接的な意見は貴重だった。

ゲノム編集食品について、組合員の理解を得るためにはどのようなコミュニケーションをとって行ったらよいのか教えて頂きたい。

消費者という立場で、とても参考になるリスクコミュニケーションのアプローチだったと思います。

直接消費者の方と接している方のお話で、ゲノム編集食品への消費者の方の考え方、感じ方についてお聞きできて勉強になりました。お話のされ方もとてもわかりやすく
て良かったです。

やや早口なので、フォローが難しかった。全般に、情報量が多い。ゲノム編集関連の話題を中心にしてもよかった。組合員の要望が主体という、特徴からの切り口が良かっ
た。確かに、好き・嫌いの要素が消費行動の上で大切ですね。別件ですが、便利・不便の消費行動の要素の調査はありますか。

生協組合員のアンケートは非常に参考となるデータと思います。もちろん運営に寄与するためであるが、一般社会に対しても有益な情報になるため公表や学会での発表
などを行ってもらいたい。

消費者の声を紹介いただき、参考になりました。3年間の間に寄せられたゲノム編集に対する問い合わせ内容の紹介スライド含めて当日投影のみのスライドも共有いただ
けるとうれしいです。

本題とは違いますが関西赴任時はCOOPこうべの組合員（活動エリアの説明で第3地区でした）でしたので勝手に親近感を抱きながら聞いていました。
冷静に事実を受け止めて「はかる大切プロジェクト」活動を通して組合員（消費者）に寄り添って説明されていると思いました。

ゲノム編集食品について、組合員の皆様が学べる場や情報の提供を行っていることがよくわかりました。アンケートだとネガな意見が多いが、記事への感想だとポジの意
見も見られたということで、意見の聴取方法は工夫が必要と感じました。

ゲノム編集食品説明会議で消費者・生産者・製造者のグループに分けて話し合い・質問・発表するスタイルこそ本当の意見・考えを発表・交換できる討論会と思いました。
GMO、ゲノム編集食品について偏りのない、客観的な視点で事実を組合員に説明している事
に好感を持ちました。”はかる大切”は科学者・専門家には出来ない表現です、ネガティブな人達にとっては専門家・科学者の説明は火に油を注ぐような場合もあります。
進歩的な神戸生協の取り組みはさすがですね。

組合員の理解や認識が多様な中での情報提供の難しさを感じました。

学習会の実施方法と消費者への情報発信（きょうどう、はかるたいせつプロジェクト）がとても参考になりました。

ゲノム編集食品について、半数が全く知らないと回答したことに驚きましたが、案外そんなものかもしれないとも感じ、まだ一般の方にとっては関心が低いものであるこ
とがわかりました。ただ、知らないことは不安、新しいものを取り入れることは躊躇するというのは当然なので、まずはこの難しくてわかりにくい技術をどのように説明で
きるかが一つのポイントだと感じています。私自身も理解が足りていないため、まずは紹介いただいたYouTubeを見てみようと思います。またコープこうべの皆様が、自
ら積極的に勉強会などの活動をされていることがよくわかりました。参加された方のコメントも大変参考になりました。

以前の生協での遺伝子組換えは任意でも表示するイメージでしたが、最近は義務表示のみとなっているのが意外でした。
学習会だけでなく、「はかるたいせつプロジェクト」や機関誌での情報提供は生協ならではの取組みであると感心しました。

ステークホルダー会議、
消費者が生産者への共感が薄れているなか、それぞれの立場で考えてみる事はゲノム編集作物に関わらず必要な事だと感じた。相互許容
このような学習会や集まりが開催できる組織風土が素晴らしい。

生協はどちらかというと消費者の不安に寄り添って、自然派寄り？なのではと思っていたので、勉強会をしたり科学的に正しい情報提供をしたりといった活動をされてい
ることにより好感を持ちました（私も生協利用者です）。資料に入ってなかったスライドにも貴重な情報がたくさんあるように思いました。講演に実際使われた資料をダウ
ンロードできるとありがたいです。
生協の言うことだから信じられる、という消費者のコメントで、いかに普段からの信頼感の醸成が大事であるかを再認識しました。

生協の会員と加入していない一般の人との理解度の違いなどはどうでしょうか？

単位生協ごとにゲノム編集食品の扱いはいろいろあるというのは意外だった。コープこうべは、知らないことはよく知ったうえで検討議論して進めていくという立ち位置
で勉強を進めて冷静な対応を行っていることにさすがだと思った。

コープ神戸さんの取り組みに先ずは感心を致します。生協ですので消費者であり、協働者の立場として、特定多数の食品利用者との相互のコミュニケーションの仕組みが
出来ているところにビジネスモデルの追求する仕組みが有り、現在我々が目指している取り組みを更に数十年前からも進められ、あらためて勉強に成りました
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② 浦郷 由季（全国消費者団体連絡会 事務局長）『消費者がゲノム編集食品を受け入れるには』

ありがとうございました。

消費者意識についてとてもよくわかった

浦郷委員として審議会等でのご活躍があったればこその審議会決定です。お疲れ様です。

知らないことが不安を煽ることがアンケートに現れていました。科学的バックグラウンドのない人に対する説明が重要であると感じました。木下先生の喩えを参考にして
みます。

どのようなことから受け入れて良いというふうに変わっていったと思われますか？詳しくお聴きできればよかったと思います。らはふ

使う（食べる）側のメリット、という観点でもっと考えないといけないと感じました。

消費者団体間で意見が多様と思われる中、ご自分も謙虚に学びつつ取りまとめ提言する努力に頭が下がる

今後の気候変動や農業人口の減少など問題がある中で、ゲノム編集食品という技術を応用していくことは受け入れられるのか企業として注目をしております。コミュニ
ケーションをどうやってくのが良いのか是非ご意見をお聞かせください。

消費者という立場で、役どころをよく理解され、活動されているとことを頼もしく感じました。

アンケート結果から、まだまだゲノム編集とういう言葉自体すらも知られていないのだなと実感しました。逆を言えば、多くの消費者にとっては、どのように作るかよりも、
どのような商品か、自分にとって価格的な、健康的な、嗜好的な興味を引くものであるかの方が大事で購買意識につながる要素なのだなと思いました。

消費者が知らないから、研究や法令対応が早かったかと。やはり、伝える前に、メリットを整理しておくことが必要と思った。また、メリットで、消費者と事業者の対立構造
のパラダイムは古いのではないか。これが、過剰な品質スペックや新技術の社会実装の国際競争樹夫の遅延を生むのであれば、誰のメリットにもならない。新しい共創の
パラダイムが要るのでは？

科学コミュニケーターに期待するというお話と、生協の言うことなら信頼できるというお話は矛盾するのですが、お気づきでしょうか。

ゲノム編集食品について、言葉自体知らない方の多さにびっくりしました。分かっていない方への説明については、非常に難しいものがあります。

ゲノム編集食品に関して、従来育種と区別がないので安全性は同等とはいっても、新しい技術であり、情報提供は不可欠、表示は必要、という考え方に、賛同します。ゲノム
編集食品いついては、トマトで結構話題になっていたと思ったのですが、内容を知らない方が多いということを改めて知りました。安全性については、誰が語るか、という
ことがポイントになるということは、一般市民の気持ちを表していると感じました。

先生の消費者庁食品表示検討会で消費者を思いやる溢れる気持ちのご意見をいつも拝聴していました。ゲノム編集食品表示を義務化するのもよいが、しなくても生産者
は商品メリットを商品ラベルにインフォーマティブ表示をして販促を図るでしょう、メリットがなければ消費者は買いません。
「生協さんが言うなら安全と思います」これが最高のリスクコミュニケーション の成果です
詳しい説明よりも信頼がいかに重要かがわかりました

安全情報か品質情報かを考慮した上で、義務表示と自主的な任意表示の在り方について議論する必要がありますが、一人ひとりの情報バイアスの違いがある中でのリス
コミの難しさを感じます。

ゲノム編集には興味関心がない人が一定数いることが分かり、このような人たちを含め、いかに分かりやすく情報を伝えていくかを考える上で、吾輩は猫であるのような
説明方法は有効だと思いました。

勉強会参加前後で、ゲノム編集食品に対するイメージが変わったとのアンケート結果より、丁寧に説明することが理解につながることを改めて感じましたが、不安を持って
いる人にどのように情報を届けるかは、一筋縄ではいかず工夫が必要であることもわかりました。（現状ではTV番組や新聞などのマスコミでの発信が効果的なのでしょう
か。）また、不勉強で恐縮ですが、遺伝子組換え食品についても同様に、勉強会前後でイメージがかわるとの調査結果はございますでしょうか。

ゲノム編集食品に関心がない、認知されていない人の多さに驚きました。
関心のない人に説明するのは非常に困難かと思いますが、
　*まず知ってもらう
　*コミュニケーションの「場」作りを地道に行う
　*リスコミ以外にもパンフ、動画等を活用し理解の促進が不可欠
等の大切さがよくわかりました。

とても納得のいく内容でした。

改めてゲノム編集食品を全く聞いたこともない人、無関心な人が多いことを認識しました。無知無関心は何か事があると急に不安になって、全てを恐ろしく感じゼロリスク
を求めることにつながるので、何もない時からの周知が大事であると感じました。
浦郷さんも繰り返し聞いたり勉強したりする中で、理解が進んだといわれていましたが、私も昨年ゲノム編集食品をテーマのシンポジウムを企画して、長い期間を通して理
解ができたと感じました。なかなか１回のチャンスで理解は難しいテーマと思います。そのシンポジウムでも基調講演に京大の木下先生が来てくださり、例を用いてとても
分かりやすく説明してくださいました。専門家も一般消費者にいかにすっきり理解してもらえるか工夫する努力やアイデアがいることを感じたことを思い出しました。

生協連の活動として理解できたが、一般消費者へのリスコミ活動も活発にして頂いたらと思います。

アンケートの結果によるとゲノム編集食品にいつ知らないという人が４割存在している。科学知識の少ない消費者に伝えるには、図解や、理解しやすいたとえなど多くの
工夫が必要であり、工夫して議論の土俵を作って、議論を始めても混乱が生じることは避けられず、手間を惜しまず、時間をかけて議論して課題を見つけて解決するには、
開発者、行政、消費者の各者に努力が必要なことが分かった。

まだまだ消費者にはなじみが低いテーマであることが解りました。
浦郷先生の言われる通り、消費者に知ってもらう活動をする動きを自分の立場で進めて行きたいと思います
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③ 山口 治子（愛知大学地域政策学部 准教授）『ゲノム編集食品をめぐるリスクコミュニケーションの課題』

山口先生のご講演は、とても新鮮でした。どうやってリスクを評価し受容するかの論議については、時間をとって改めてお聞きしたいです。

リスクアナリシスとリスクコミュケーションのあり方がよく理解できた

2011年の山口論文のお世話になりました。ありがとうございます。お話を聞けて楽しかったです。

リスクに関してこんなに深掘りしたことなかったので、と一緒に考えることができてとても楽しかったです。山口先生の調査では、消費者の認知度、科学技術に対する理解
度が低いにもかかわらず、表示してほしいと言う割合が多くなっていたことに関しては、どう考えていますか？(単純にその方達は表示したら、何を思い、どう行動が変化
するのか気になりました)消費者への情報提供は勿論大切だと思いますが、表示されるようになったら多少関心が高まるのでしょうか…。また、子育て世代は食に敏感なイ
メージがあったので、子ども有無で有意差がないことが意外でした。育種作物が、世間に十分説明がないまま広まったように、ゲノム編集作物もそのようになっていると
感じます。知ろうとしていない人に対して情報を届けるのはとても難しいなと感じています。

リスク研究について詳しくお聞きできてよかったと思います。

ボリューム満点でしたが、消費者等へのリスクコミュニケーションを考える上で大切な話を伺えたと思います。

これまでのリスク論の幅を超えて考察する態度に共感し、これからもさらに視点を広げて行かれることを期待する

背景となる学術情報として理解できたが、まだまだ論議の多い領域であり、本セミナーの主旨からズレているように感じた。

ゲノム編集食品の食品安全上のリスクについての話をお聞きできると期待していましたが、メイン部分が時間の関係で駆け足になったため残念でした。また、食品安全の
リスクというよりは、消費者の感情や不安へのリスクについての側面の話が多かったように思います。今の国の届出制度に先生自身が「ご納得されていない」というのは
分かりましたが、それが個人のお考えなのか愛知大学様のお考えなのかも分からず。それと、結局、今後、具体的にどうしたいのかも分かりませんでした（今更、愛知大学
様から国に意見書でも出されるおつもりなのでしょうか？）。
それと、リスクには様々な側面がありますので、どういった「リスク」についての話なのかを整理しながらお話しいただかないと、科学的根拠なく単に不安ばかりを煽られ
ているのと同じことになってしまうと思います。「リスク」という表現は便利だとは思いますが、安易に使うと、聞いている人を誤認させるリスクもあるため注意が必要と思
います。

一般市民のリスク認知は、「恐ろしさ」ｘ「未知性」であるとのご指摘、大変参考になりました。食品安全学の授業で紹介させていただきたく、よろしくお願いいたします。

情報が多く、資料も文字が多いので、一部ゲシュタルト崩壊が。。。企業の内部統制のリスクは事業目的達成を阻害するものと単純化されていますが、リスクガバナンスの
図は面白いですね。行政面では科学とコミュニケーションの位置づけが重要と思いました。

山口先生のお話は更に詳しく聞きたいです。また企画ください。

難しいところもありましたが、リスクについて詳しく説明いただきありがとうございました。ゲノム編集食品に対するリスクコミュニケーションのあるべき姿について、もう
少し説明をお聞きしたかったと思いました。

リスクとベネフィットを消費者に共有するための議論につながる報告内容でよかったと思います。科学者の視点で、将来的に必ずしも安全とは言い切れないリスクについ
て、消費者の気持ちも代弁する発言もよかったです。それぞれ違った立場でのリスクコミュニケーションが進んだと思います。

山口先生のご意見にもっとも納得した。ありがとうございます。

多くの情報をインプットしてくださり、進みが早く、リスクアナリシスの作業ステップや、リスクに基づく安全とは何か、新規技術開発の情報提供の在り方と構築などのご説
明が初めて聞く言葉もあって難しく感じました。ゲノム編集食品について、国で十分検討されて従来育種と変わらないという結論に至ったと思っていたので、もう一度よ
く確かめてみたいと思いました。

新技術についてのリスクアセスメントを色々な視点でしっかりやるべきと言うご意見ですが、それを言うなら従来の交配による育種技術だって問題だと思います。交配で
も思いもよらないものは発生する可能性はあります。もっといえば、通常飼育でも突然変異で恐ろしいものが生まれている可能性があります。

講演を聞かせていただき、この課題について冷静かつ客観的に考えることが出来そうです、勉強します、有難うございました。でもむずかしかったー!!

リスク評価が実施できない対象について、社会的懸念や市民の心理もインプットするリスク分析の在り方を再構築する、という考え方は（何となくですが）イメージできまし
た。一方で、リスク評価の結果に対して、市民がリスク管理として打ち出される施策に納得できないときにリスコミのギャップが生じるのでは、などと感じました。（とはい
え、ゲノム編集食品の場合は、市民がそもそもリスクに関して正しい理解をしていないのが現状のようですが）

非常に有益なことを話されていると思いましたが、難しかったので、ややこしい部分はもう少し解説してほしかったです。

リスク研究者の立場からのお話をうかがえてリスクの考え方の勉強になりました。

リスク認知バイアスのお話で、専門家でも専門分野でなければ一般市民のリスク認知に近づく傾向があることや電力社員の拡張バイアスの話が興味深かったです。また、
「資料p.22のリスクコミュニケーションを失敗しないために」は大変参考になりました。

リスクアセスメント、リスクマネジメントの考え方の整理はやや難解でしたが、表面的な情報で説明するだけでなく、信頼とベネフィットという裏側にある社会的な情報提供
を行うことがリスコミでの理解につながるということが非常に印象的でした。

順序立ててご説明頂き、ありがとうございました。

今まで食品のリスクについて何度もいろんな先生方の話を聞いてきましたが、今まで得た知識がまた整理されるような内容でした。やや駆け足で聞きなれない用語もあ
り、理解が不確実な部分もあるように思いますが、新たな視点も得られてよかったです。

種なしブドウの栽培もゲノム編集の方法の一つではないでしょうか？　そういう事も含め従来育種と新技術のゲノム編集技術の評価もリスコミのたいしょうではないで
しょうか。

用語を聞いたことがあってわからない人は、未知の新技術には、警戒感や恐れを抱いて忌避するのは幽霊や物の怪に対する行動と同じだと思った。幽霊や物の怪の話は、
ある意味娯楽であり事実の積み重ねがなされていない直観の積み重ねのどうどう巡りでやっぱり避けたいというところに終着してしまう。前に進めるには難しい。

今回もう一度アーカイブ動画を拝聴してあらためて理解度を深める事が出来ました。リスクマネジメントとリスクアセスメントとリスクミュニケーションの関係性がよく理解
できた。現在私が主に取り組んでいるリスクアセスメントの取り組みを上手く体系立てて示して頂いているました。

非常によく理解できた

31%

まあまあ理解できた

19%

理解度は普通

25%

少し難しかった

17%

かなり難解だった

8%

ご講演内容の理解度について

非常によく理解できた

まあまあ理解できた

理解度は普通

少し難しかった

かなり難解だった
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④ パネル・ディスカッション（進行：SFSS山崎）『輸入食品のリスコミのあり方』
パネルディスカッション、すごくおもしろかったです。
改めて、リスクコミュニケーションの奥深さを実感しました。

山崎さん、しゃべりすぎ（笑）

ゲノム編集食品を通して、リスクマネジメントの今後の課題と関係者の行動が見えてきたと思います。

このパネルで，第2回ディスカッションも夢ではない，と思いました。

新技術を理解した上で選択する事は、その分野の専門家や自然科学的論理を訓練した経験のある人に取っては容易かもしれませんが、一般消費者に、勉強・理解・判断を
求めるのは無理があるように感じます。その代替として「政府のお墨付き」があるわけですが、お上を信じない風潮が拡がっている昨今「生協ブランド」あるいは「消費者団
体」の果たす役割はとても大きなことと思います。古山様、浦郷様の益々の頑張りに期待します。
山口先生、緻密に組み上げられた講義有り難うございました。大変勉強になりました。リスクコミュニケーションの不備により、パニックが起き、想定された以上の不利益が
生じるとのお話をもっと詳しくお聞き出来たらと思いました。文献などご紹介いただければ幸いです。

新しい技術に対して、デメリット、メリットを知ってもらったうえでみんなで合意することが理想であると思いますが、現実ではきびしいと感じます。世の中はもっと科学的
であるべきだと私は思っていますが、多くの人は無関心、なんとなく日和見的に行動しているので、どんどん消費者の知らないところで導入していかれるよりは、ある意
味ストッパーとしてリスクを考えることができる消費者がいることがまだ救いではないかと思いました。

有意義なお話しをお聴きできました。

特にありません。

時間が豊富に思えたがだんだん進行者の語りが多くなり、視聴者の参加機会が少なくなったのは残念だった。

非常に興味深い議論でした

消費者とのリスクコミュニケーションのアプローチについてもっと聞きたかった。
知る権利と選ぶ権利について、「安全だから」、「他と区別できないから」で括ってしまうのは、企業や行政サイドの安心･安全のように感じられた（他に良い方法があるかと
問われると答えを持ち合わせていませんが）。

ゲノム編集食品の食品安全上のリスクについてだと思っていましたが、表示や消費者の感情論についての話など、散らかり過ぎたと思います。

時間の都合でパネルディスカッションについては全て聞けませんでしたが、表示に関してなどの議論は興味深かったです。パネルディスカッションについても、動画配信な
どがあれば拝聴したいと思います。

私には山崎さんのご発言が少々長いように感じられました。正直な感想として、講演者のご発言をもっと伺いたかったです。

講師の先生方が、実際に遺伝子組換え食品を特に意識せずに食べておられるのかどうか、お話しいただければと思いました。（もし、お話されていたら、私が聞き落とした
かもしれませんので、悪しからず。）

進行が良かったと思います。科学はわからないことについて、「未知」として忍耐を要求する側面があるので、完全な解明を前提としてリスク対策すると、新技術の実装が
思考停止する恐れが。管理をして残余リスクを許容範囲まで減らす、及びリスクはトレードオフの概念を広げる必要があると思いました。

ディスカッションは、いろいろな方からの意見を聞くことができるので、毎回楽しみにしています。今後も、よろしくお願いします。

・天然物の不確実性もある。
・食べたくない人がいうのに表示義務（消費者の選択）ができない状況で消費者が受け入れるわけではない。海外からの食品にゲノム編集されていても確認できない。

3人の講師の講演がとてもわかりやすくてよかった。

ゲノム編集食品のように新しい技術による食品の安全性については、簡単には結論が出ないことと思いました。不確実でありながら、どんなリスクがあるのか理解して、ど
んなベネフィットがあるのかということと比べながら受け入れるかどうか、判断していくことになり、そのために消費者が選択できるために表示は必要ということと考えま
した。
途中で、山崎先生がおっしゃった「安心表示は義務にしてもうまくいかない」ということが、とても気になっています。

サイエンスベースのリスクコミュニケーションと予防原則の思想の折り合いの付け方について考えさせられました

消費者の選択の自由が損なわれるという発言がいくつかあったのですが、疑問です。では、油脂の抽出にヘキサンが使われているという情報とか、ココアは水酸化カリウ
ムで処理しているとか言う情報はどうなのでしょう。消費者は本当にそんな様々な技術の情報を求めているでしょうか。

GMOや添加物のリスコミのときよりもゲノム編集食品のほうがメディア・一般消費者がまだ確証バイアスに陥ってない状況の中なので冷静客観的議論でした。

行政が行うリスク分析と、事業者が行うリスク分析の在り方について、考え方を整理する（正しく理解する？）必要があると感じました。

山口先生の原発のお話を聞き、ゲノム編集食品は、安全だと思っていましたが、未知のリスクの可能性はあると確かに思いました。

新技術については、「大丈夫」という情報だけでなく、「大丈夫じゃない場合もある（けど可能性は低い）」ことをきちんと伝え、リスクを上回るベネフィットがあるから導入さ
れるということを伝えていく必要があると感じました。

ゲノム編集技術を使わないことによる不利益も含めて議論すべきというご意見に同感です。リスクゼロはないのだから、安全性に関する情報とベネフィット
のそれぞれを正しく知り各人が判断できる状況を作ることが大切ということでしょうか。新しい技術をつぶすのではなくどうしたらいかせるかという視点
で議論できないか、とのご意見も印象に残りました。
最後の各講演者の一言のまとめが非常にわかりやすかったです。
ゲノム編集作物の登場が育種について勉強するきっかけになった事について。
正しくその通りで、自らを取り巻く問題や事柄について無関心な状態で是非を判断することだけは避けなければならない。
講演の内容を再度振り返ったり、補足したり、新たに出てきた視点の論点を整理したり、大変有意義な時間でした。講演だけでなく、毎度このディスカッショ
ンの時間があることがとてもいいですね。そして、登壇者以外の質問やコメントされる方も豪華だなと毎度思います。
ゲノム編集技術のリスコミの具体的な方策をもう少し追及しても良かったのではないでしょうか。
ゲノム編集食品は、編集の痕跡が技術的に調べられないので義務表にできないという行政側の紋切り型の対応でなく、行政は、積極的にリスクコミュニケー
ションを進めなければならないと思った。
リスクに関する捉え方を各先生方、質問（意見）から更に深める事が出来ました

⑤ 今回のフォーラムについて、率直に思われたことを何でもお教えください
ありがとうございました。
毎回自分の理解度の低さを痛感するとともに、リスコミの奥深さを実感させていただいております。
今回も、ものすごく内容が濃くてよかったです！

大変参考になりました。ありがとうございました。

リスクコミュニケーションは過去の経緯が影響する部分が大きいかと思っていましたが、テーマや分野、社会環境によって進化させければいけないことがわかった

参加できて良かった！

やっぱり、リアルタイムで参加するのは良いですね。有り難うございました。

ゲノム編集作物に関して、私は肯定、推進派ですが、山口先生の話を聞いて、安全を科学的に説明できるかと考えた時、フロンのように、原発のように、ロボトミー手術の話
も思い出しその時は、科学的に正しくても、長期的なリスクに対してどう対処するのか慎重に考えた上で発信したいと感じました。

3人の講演者の話す内容によっては均等な時間配分でなくてもよいのではないでしょうか。今回の山口先生のお話は、もっと時間を取った方が良いように思いました。

ゲノム編集食品について、どちらかというと専門家的視点に寄っていたのかなと思わされました。

演者は女性ばかりだったがこれまでのいわゆる専門家の講義でなくて良かった。

欧州（や各国･地域）の規制や実態は、単純に文書の記述や解釈であり、文書策定の経緯まで戻らないと、サイエンスとして安全云々は語れないように思います。これらの文
書に載って、消費者とのコミュニケーションを考えなければならいので。
佐々さんの進めるアプローチ（グループディスカッションなど）の深堀りの方がセミナータイトルに合っているように感じました。

結局、今回のセミナーの目的がよくわかりませんでした。そもそもタイトルの「消費者はゲノム編集食品のリスクを受容するか」は、さもゲノム編集食品には漠然としたリス
クがあると言っているようなものなので、SFSS様のセミナータイトルとして違和感があります。

日本人の半数以上は食料資源に対する危機意識がないということが良く分かりました。やはり必要に迫られないと行動が伴わないようですね。

消費者が知らない、興味がない、から世界に先駆けて、社会実装が進んだという残念。一般に知られていないので、マスコミが記事にしない。アクティブマイノリティーも出
てこない。しかし、ここに日本の食品技術のイノベーションのカギがあるかも。一部マスコミが不安を煽る前に、正しいメリットを消費者に伝えること、選べる余地を残すこ
とでしょうか。後は教育者への、事前教育？対策？かも。

さまさざまな立場によりリスコミがこのフォーラムの場で行われたと思っています。
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リスク分析の話は難しい。

何度か出てきていたと思いますが、ゲノム編集食品がどんなものか説明できない（＝理解していない、極端には「知らない」）が、否定的な考えを持つ人が多いというデー
タがあったと思います。ゲノム編集食品は先入観で否定されてしまう典型なのかもしれないと改めてそう感じました。

非常に積極的議論が拝聴でき大変有意義でした。

ゲノム編集食品について、知らない人が多いということや、日本は世界よりも導入が進んでいることなどを知りませんでした。また、生協や消費者団体で、有識者をお招き
してしっかり学ぶなど地道な活動をなさっていることを知ることができ、これをきっかけに勉強してみようと思いました。
新しい技術であり、今後食べ続けた時に何が起こるかは未知という点もふまえて、「安全かどうかは「量」で決まる」というお話が安全を考える上で重要であること（つま
り、バランスのとれた食生活が大切）が一番皆さんに知っていただくべきことではないか、と感じました。

福島の例などで、山口先生は何度も科学に裏切られてきているという話がありました。しかし、例えば、10年後に「緑黄色野菜をたくさん取るとある病気の発症確率が上
がる」ことがわかり、注意が促されたとしたら、それは科学が裏切ったのでしょうか。科学とは現在わかっている情報での最大限の安全性を提示できるだけであり、将来何
かの問題がわかったとしてもそれは科学が裏切ったと言うことにはなりません。現在マイクロプラスチック問題が取りただされていますが、それはプラスチックなど発明さ
れなければ良かったと言うことではありませんし、科学が裏切ったわけでもありません。

神戸生協さんの取り組みがこれからの世代へのアプローチへの手本となるかと思いました
山口先生と専門家先生との微妙なアプローチの相異が大変興味深いものがありました、当面の課題とこれからの課題への取り組みのズレと理解しております。

事前にリスク分析のフレームワークについて学んでおくべきだった、と反省しております。

ゲノム編集食品も消費者が「品種改良」の同等の意識を持つと良いというのはまさにその通りだと思います。そのためにも「ゲノム編集食品」の名称を変えればいいのにと
思いました。品種改良は「改良」というポジティブな印象を受けますが、「ゲノム編集」はなにか恐ろしい印象を受けるので、「遺伝子組み換え」と同じでそもそも名前が悪印
象をもたらすと思います。

ゲノム編集食品が登場した当初は、報道等でよく見かけましたが、最近情報を目にする機会が減ってしまったので、行政からも積極的に情報発信していただきたいと思い
ますが、企業側からも情報発信することで、消費者の認知を進められればと思いました。

最近は食品事故が少なくなっていることもあり、以前よりも「無関心層」が増えている傾向があるのが気になりました。

ゲノム編集が遺伝子組換えと同じ過ちを犯さないかどうかの瀬戸際に今ある、とのお話が非常に印象に残りました。消費者が正しく選択できるよう表示はあった方がい
いが、そもそもゲノム編集で作られたものかどうか、を検査で確認できない以上表示の義務化は難しい、、、　消費者がしらないうちにゲノム編集食品を口にする日がやっ
てくるかも、、、今回でてきたような話自体を消費者の多くが興味を持って考え議論することができればいいがそれは難しく、いろいろ答えが出ない課題なんだ、というの
を改めて感じました。

情報を得るのに、若い世代は漫画も希望が多かった、という点について。小学生向け学習漫画「○○のふしぎ」「○○のひみつ」のようなもので育種や、食の安全など取り
上げられると、食の安全についての理解のすそ野が広がり、大人になってもリスクコミュニケーションがスムーズになるのではと感じました。

ゲノム編集技術の必要性がもっと強調されても良かったのではないでしょうか。

審議つじゅへの対応には、ハードルが多く難しいことが分かった。

大変有効性を感じました

⑥ 今後、食の安全・安心・リスクに係る分野で、どのようなテーマのフォーラムを希望されますか？
生活習慣病とリスクコミュニケーション

自給率が低い中、食料の安定供給が失われるリスクをテーマとしたフォーラムを希望します。

これから食品に関わる新しい科学技術の先取りをしたいです。

日本でもリスクアナリシスの仕組みが導入されてからそれなりの時間が経過しましたので、その仕組みの到達点や改善点、今後の方向性を議論してみてはいかがでしょう
か。

個別テーマも大事と思いますが、リスクコミュニケーション概論のような話も、年1回くらいはあった方が良いと思います。

いわゆる健康食品による健康被害の検討

消費者の知識が余りにないことをどう理解しどう対処するか、など。

リスク認知について、もう少し別の視点からもお話を伺いたくなりました。

生産者、流通、消費者、それぞれの視点の違い。事業者側と消費者側が共創して、健全な食品安全を達成する枠組み。食品表示やコンプライアンスの逸脱対策として、告発
者の保護や業界内の相互監視の実態。あるいは、日本人の文化や社会構造が及ぼすコミュニケーションへの影響と対策。ジェネレーションＧＡＰと消費者の意識変化。学校
教育者の変革とその実態など。

今後も、興味あるテーマ（リスクコミュニケーションなど）をお願いします。

特定保健用食品、栄養機能食品（栄養機能表示）及び機能性表示食品、「いわゆる健康食品」について

ウクライナ侵攻等による食糧危機に伴う培養肉や新しい代替食品についての法律上の取り決めがどうなっているのか、そういった代替食品の科学を知りたいなと考えて
います。

部分水素添加油脂に関して。（前回の回答と同じ）

ＳＤＧsと食糧・食品の未来について（化学肥料・農薬・食品添加物・GMO・ゲノム編集技術）

農場やと畜場における動物愛護問題、培養肉

食物アレルギーについて（最近、卵や乳の含有量についてのお問合せが増加しているため）

自然毒

相変わらず食品添加物の一般消費者への受け入れは進んでいるように見えない。リスコミの方法の再検討が必要では。

文部科学省の学校給食関連法令の担当官による解説

⑦ ゲノム編集食品のリスコミのあり方について、どうあるべきでしょうか？ご意見をお書きください
知らないという人が多いので、多くの方に技術やベネフィットを知っていただくように、草の根活動をすることと、NKKで放送された失敗学のように、ゲノム編集技術応用
食品に関してドラマ化して取り上げれば認知度も上がるのではと考えます。

とにかく隠さない。実は届出では、不必要な情報提供もやっていると思います。それも含めてオープンにした方がいいと思いますが、行政との関係もあった難しいのかも
しれません。

ゲノム編集食品の確定しているベネフィットをいかに正確にかつ分かりやすく共有できるかが大きな課題だと思いました。
情報の出し手側が欺瞞的振る舞いを行わないこと。繰り返し。大規模な宣伝活動をしたいという欲求に踊らされず，地道に。折角，生協や消団連との繋がりがあるのです
から，互いに協力し合ってください。

先ずは興味をひくことが大事と感じました。新技術を使うことのメリット、使わないことのデメリットの両面をアピールする事が、耳目を集めることに繋がると思います。
消費者は日本の食品が安全だと信頼していますが、実際は日本は農薬大国だし、ヨーロッパで規制されている添加物も使用しており、日本の消費者の考える安心安全判
断基準は結局自分の体験なのではないかと思います。知ってもらうにしても、健康危害及ぼすリスクを数値化し、既存の組み替え作物などと比較したらまた印象が変わり
そうです。ゲノム編集作物の方が経済的で味も良く生産効率も良いとなると随分許容が広がると思いますが、そこに至るまで技術が普及するのを待つのも歯痒く感じま
す。協賛企業のcmやYoutube広告で、うまく表現したら知ってもらえる幅が広がるなと思いました。知らない団体が宣伝すると怪しさはあるかも知れません……。

ISO的に言えば、安全性評価や環境影響評価のプロセス自体にもリスクはある（＝完全なものではない）ということについても、社会全体で理解を深めていく必要がある
と思いました。

この分野は特に不安を煽るような記事がメディアから出て、消費者も何となく怖がっているイメージがあります。この何となく怖いという考えを減らしていく必要があると
考えます。

浦郷さんの生協が言っていることに共感するという感想が大切で、生協などの方の勉強と語りが大切に思った
遺伝子組換え食品と異なるというのではなく、もっと大きな視点（品種改良の歴史や人類と食など）からの論議が必要かと（遺伝子組換え食品でもナチュラルオカレンスと
いう発想がありましたが、通用しなかったかと）。

厚生労働省のポータルサイトはこの3年くらいほとんど変わっていません。一方で、漠然とした不安を煽る記事や団体の活動は続いています。後者の情報しか目にしない消
費者は、ゲノム編集はそういったものという誤解を抱えたままになるのではないかと思います。正確な情報などがアップデートされ、コミュニケーションされていくことが
大事と思います。なお、本件、リスクコミュニケーションというよりは、サイエンスコミュニケーション・ベネフィットコミュニケーションが欠けていると思っています。

ゲノム編集食品のみならず、食料問題全体に言及した取組みが必要なのではないかと思います。
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やはり、国民に知らせる事前にメリット、知らせ方、管理の仕方を整理する、競争や技術の社会実装は阻害しない。教育者対策も事前に。また、ブランド化や種苗の知的所
有とリンクすれば、透明化は必然かも。また、欧州の産業デカップリング戦略には要注意。科学的でなく、政策的なケースがある。不利な分野には、恐らく、ゲームチェンジ
を仕掛ける。産官学で先進国コンプレックスに負けないように事前対策を。

一般消費者に対するリスコミにおいては、「食の安全・安心」の言葉があるように、科学的検証による安全の説明と心の問題である安心感を求める傾向にあると思います。
よって、一般消費者のリスコミは両方必要で、しかも、一方を否定するような説明ではなく、非科学的な反対意見についても許容するようなコミュニケーション手法があれ
ばと考えています。

個人的意見：
ゲノム編集食品の安全性は従来育種と同等ということでまとまりましたが、将来的にほんとうに安全が保証されているのかという消費者の不安に対しては、消費者が選択
できるよう表示の義務化も含めて引き続き、検討していただきたいと思います。
現時点で自然科学的にはリスクは出てこないという意見だとしても、ベネフィットも取り入れながらリスクを判断できるような情報提供を行政主導でお願いできればと思
います。
従来通りだから大丈夫と言えるのか？大丈夫でない可能性も含めて共有した上で関係者と合意をとっておくべきだと思います。

まず、消費者に知ってもらうことから始める。
どのテーマも同じですが先ずは消費者に正しく理解してもらえるような働きかけを根気よく続けることが大切と思います。
専門家や事業者が技術をわかりやすく伝えて、メリット、デメリットなど隠さずに公開し、消費者も疑問に思うことや心配なことは発信して、情報交換を重ねていくことが大
事だと思います。ゲノム編集トマトのように、企業が情報公開して、消費者が身近に感じられる機会を提供するということも効果的と思いました。

ゲノム編集　遺伝子組み換え　従来からの品種改良の違いをわかりやすく一般の人にも目にする機会耳にする機会が増えることを期待します。
消費者は安全だから購買行動に走ると言うことはほぼなく、おいしそう、健康に良さそうだから食行動に入ります。つまり、リスコミで安全性を訴えても、それで市場に出
回るようになると言うことはありません。むしろコミュニケーションを取るほど、忌避される可能性もあるのではないかと思います。

そもそも「品種改良」は何のためにどのような技術で行っているのかのリスクコミュニケーションが必要な気がします。それがあってのゲノム編集食品だと思いました。
販売者がゲノム編集食品のベネフィット（消費者ニーズに合った高い商品価値）を訴求することで市場に拡大するので、過度な科学的専門的リスクコミュニケーションを抑
制するのが良いと思います

育種や遺伝子組換え食品など、先行してきた技術との違い、共通点を正しく理解しなければ（理解や認識を共有しなければ）、ゲノム編集食品のリスコミは始められないよ
うに感じました。

登壇者の方も言われましたが、まずは「ゲノム編集食品」を知ってももらうことだと思います。ゲノムだけでなく、消費者が不安に感じる科学的な分野である「添加物」や「遺
伝子組み換え食品」も併せて、子供でも分かるレベルでの情報提供が必要だと思います。また情報提供だけでなく理解を深めるための質疑応答も必要だと思います。

リスクばかりに目が行きがちですが、ベネフィットについても分かりやすく提示し、消費者に選択をゆだねるのが良いと思います。
表示は義務化されていませんが、現時点ではすべて任意で表示されていること、義務表示にしても、すべてを表示することはできないことをきちんと伝えていくべきと思
いました。

安全性が高いことをわかりやすく説明を行うとともに、ベネフィットをより訴求することが求められると思います。
具体的でありながら、簡潔に、丁寧に、根気強く、否定的にならず寛容や許容そして相手を理解しようとする気持ち
まずはそういう技術がある、ということが広く一般の方に知られることが大事であると思いました。
学校教育との関連となぜ必要かという事も広めていかなければと思う。
様々な立場の人たちによる議論を重ねて、その内容を共有し、課題について地道に対応して、行政が公表していくことが必要だと思う。
考える場を増やして行きたいと考えました。行動に移します

⑧ 今回のオンライン・フォーラムについて、ご要望や改善すべき点がありましたら、ご意見をお書きください
毎回楽しい講義をありがとうございます。
挙手や演者への賛同拍手のアイコンが見つからなかったのは予め制約したのだろうか？
個人的にはちょっと企業や行政よりの印象でした（良いとか悪いとかではなく、説得している感）。
地方に在住している人間にとって、オンラインはありがたいです。
ほとんどないです。が、やや講演自体の情報量が過多だったかもしれません。資料が詳しいこと自体はよいと思います。しかし、講演の情報量は1割残しが分かり易いかも。
優秀な方が目一杯話すると、聞く方は全部わからないことも。また、会社で共有してよい資料版もあった方がうれしいですね。

活発な議論によりリスコミが行われ、非常に勉強になりました。ありがとうございました。
シンポジウムの司会ですが、パネリストや参加者の意見を引き出すよう努めてください。司会者の講演会と勘違いしてしまいます。もし時間が余ったら早めに終了してくだ
さい。

なかなか難しい状況が続きますが、いつかWEBではない従来の形式で開催できればもっと活発な意見交換ができて今以上にフォーラムが活性化すると思いました。反
面、WEBであれば気軽に参加できるメリットがあるので難しいですね。

オンラインでの実施ありがとうございます。来年は是非皆様で現地でお会い出来たらと願っております
特にありません。ありがとうございました。
グループディスカッションで山崎さんの発言が多すぎる気がします。もっと質問や講演者の答えをうまく引き出して欲しいと思います。
音声・画像・進行ともに良好になってきています。これからもオンラインフォーラムを続けてください
パネルデスカッションで特に感じたが、発表者により音量が異なり聞きにくかった。

⑨ SFSS事務局へのご要望
今年も6回、お疲れ様でした。あと12月を残すのみとなり、対面でできるのかオンラインでやることになるか気になるところですが、まずは今年もらった資料など一通り見
返そうと考えています。

いつも興味深いテーマをありがとうございます。
発表用のスライドを送っていただけるのは、聞き逃した場合にも後で確認できるため大変ありがたかったです。ありがとうございました。
講習ですが、今まで何回参加しているかお知らせ頂けると幸いです。全部にはでていないと思います。

リスコミフォーラム2022④アンケート結果 7/7


