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１９５６年設立
１９９０年代～ 政策提言型運動（ＰＬ法、消費者契約法）
２０００年代～ 消費者基本法、食品安全基本法、消費者団体訴訟制度等
２００９年 消費者庁・消費者委員会設置
２０１３年４月 一般社団法人に移行

「消費者の権利の実現とくらしの向上、消費者団体活動の活性化と
消費者運動の発展に寄与すること」を目的として活動

現在、48団体で構成 地域単位の消費者連絡組織 25
全国的消費者団体14
消費者問題に関わる非営利組織 9



全国消団連の活動

緩やかにつながりながら、消費者問題、食品の安全・表示、環境・エネルギーなど、
くらしに関わる様々なテーマについて、国の審議会等への委員参加やパブコメの提
出などを通して、消費者の立場から意見発信を進めている。
また専門家や行政などと連携し、学習活動・政策提言・立法運動に取り組んでい
る。
＊HP、Twitter、Facebookによる情報発信もしています！

（2021年度の取り組み）
・政府審議会等への参画 9省庁28会議
・意見・パブリックコメントの提出 16本
・学習会・セミナー・シンポジウムなどの開催 18回（参加延べ人数1573名）
・専門委員会（製品安全専門委員会、国際活動専門委員会）
・機関誌「消費者ネットワーク」発行 年9回
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全国消団連でのゲノム編集食品に関する学習会

・2016年2月 『新たな育種技術（NPBT）の研究開発・実用化の動向について』
農林水産省農林技術会議事務局

・2016年7月 『第2回新たな育種技術（NPBT）の研究開発・実用化の動向について』
筑波大学、農林水産省農林技術会議事務局

・2017年9月 『 私たちの、そして世界の食生活を支える品種改良』
農業・食品産業技術総合研究機構

・2018年12月 『ゲノム編集技術を利用した食品の取り扱いについて』
国立医薬品食品衛生研究所、厚生労働省新開発食品保健対策室

・2020年7月 『ゲノム編集技術応用食品～今とこれからを知る～』
厚生労働省新開発食品保健対策室

・2022年8月 『ゲノム編集食品 もっと知って考えましょう』
リージョナルフィッシュ株式会社、厚生労働省新開発食品保健対策室
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厚生労働省 薬事・食品衛生審議会での関わり

・薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 委員 2017年3月～現在

（以下、参考人委員として議論に参加）

・新開発食品調査部会

「新たな育種技術を利用して得られた食品の取扱いについて」

2018年12月18日～ 2019年3月18日（計4回）

・遺伝子組換え食品等調査会

「ゲノム編集技術応用食品の後代交配種等の取扱い整理」

2020年9月15日～11月27日（計4回）

・遺伝子組換え食品等調査会

「ゲノム編集技術を利用して得られた魚類の食品衛生上の取扱いについて」

2021年2月10日～6月25日（計5回）
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ゲノム編集技術応用食品 全国消団連のスタンス

・ゲノム編集技術で起こる変異は、自然界や従来育種でも起こり得る変異と
区別がつかないことから、現時点において安全性については従来育種と同等
と考えられる

・しかし、新しい技術でまだ発展途上であることから、情報の蓄積は不可欠と

考え、届出制度の実効性確保を求める

・ゲノム編集技術応用食品であることの表示については、開発者・事業者の

自主的な表示を強く求める

・よく分からず不安を持つ消費者が多いことから、理解促進につながる積極的な

リスクコミュニケーションを求める
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2022年度 ゲノム編集食品に関するアンケート調査

１．調査の背景と目的
ゲノム編集技術応用食品に対して疑問や不安を持っている消費者に対してどのよ
うなリスクコミュニケーションを行なえばいいのか考察するために実施。

・ゲノム編集食品に関わる基礎的なデータや資料を集約して、状況を把握できるデー
タベースとすること
・今後、消費者に対してのコミュニケーション方法について検討を進めるための資料と
すること

２．調査方法と調査時期
広く一般消費者の認識や意向を把握するインターネットアンケート調査（認知度
調査）を調査委託先の（株）マクロミルの協力で 2022年6月に実施。
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３．調査対象
20～69歳の男女（年齢別人口分布） 有効サンプル数：554人
※食品に関する調査のみの情報で、インターネット調査の参加募集をして、モニター参加
いただいた

４．分析方法
調査会社（株）マクロミル提供の集計ソフトを使用して、全国消団連にて分析。
※「n=30未満は参考値として掲載」
５．調査項目（一部抜粋）
➀食の安全について関心があることは何か、その中でもっとも関心があることは何か
➁日本の食の安全を守る仕組みを知っているか。
③日本の食の安全についてどう思うか（信頼度）と理由（自由記述）。
④「ゲノム編集食品」という言葉を聞いたことがあるか。
⑤「ゲノム編集食品」に対してどういうイメージがあるか。
⑥ 「ゲノム編集食品」に対するイメージの理由は何か、その中でもっともあてはまる理由は何か。
⑦ゲノム編集食品に関する情報をどのような媒体で得たいか。
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「食品添加物」「原産地」「食中毒」「健康食品」「遺伝子組み換え食品」「残留農薬」「輸入食品」
「食物アレルギー」「化学物質」が調査対象の約20％～約35％が関心があると回答したのに対して、

「ゲノム編集食品」は約10％と関心が低いことがわかった。

➀食の安全について、関心があること（複数回答）

複数回答 n ％

全体 (554)
食品添加物 189 34.1 
原産地 163 29.4 
食中毒 139 25.1 
健康食品 133 24.0 
遺伝子組み換え食品 128 23.1 
残留農薬 124 22.4 
輸入食品 115 20.8 
食物アレルギー 113 20.4 
化学物質 112 20.2 
ゲノム編集食品 55 9.9 
その他 1 0.2 
とくにない 211 38.1 

男性は「とくにない」43.9％・「原産地」24.1％、
女性は「食品添加物」45.3％・「原産地」34.8％の回答が多かった。
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食の安全について、「食品添加物」22.4％・「原産地」18.1％・「健康食品」16.6％
「食中毒」10.8％「食物アレルギー」9.9％をもっとも関心があると回答した人が多かった。

特に「食品添加物」は22.4％と高かった。「ゲノム編集食品」への関心は2.6％と低い回答だった。

➀食の安全について、もっとも関心があること（単一回答）

単一回答 n ％

全体 (343) (100)
食品添加物 77 22.4 
原産地 62 18.1 
健康食品 57 16.6 
食中毒 37 10.8 
食物アレルギー 34 9.9 
遺伝子組み換え食品 21 6.1 
輸入食品 19 5.5 
化学物質 16 4.7 
残留農薬 11 3.2 
ゲノム編集食品 9 2.6 
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「聞いたことはある」「知らない」と回答した方（（「知っている」「ある程度知っている」以外）が
全体の約85％だった。 性年代別では、20代・30代の男性は「ある程度知っている」をそれぞれ
32.6％・21.6％選択し、「知っている」を含めると他の性年代別と比べてさらに高い割合だった。

➁日本の食の安全を守る仕組みを知っているか

単一回答 n ％
全体 (554) (100)

1 よく知っている 8 1.4 
2 ある程度知っている 78 14.1 
3 聞いたことはある 180 32.5 
4 知らない 288 52.0 
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全体で約7割の方が「信頼できる」「ある程度信頼できる」と回答し、
「あまり信頼できない」「信頼できない」は約2割だった。

③日本の食の安全についてどう思うか（信頼度）と理由（自由記述）

単一回答 n ％

全体 (554) (100)
1 信頼できる 50 9.0 
2 ある程度信頼できる 336 60.6 
3 あまり信頼できない 80 14.4 
4 信頼できない 30 5.4 
5 わからない 58 10.5 

【信頼度の理由：自由意見】
「信頼できる」「ある程度信頼でき
る」を選択した方の6割が「日本の基
準が信頼できるから」「海外より安心
だから」と回答した。
ただし、約13％の方が「添加物が
多すぎる」「農薬や添加物のルールが
ゆるい」「表示ルールがあいまい」「ご
まかしや騙しが多い」などの否定的な
意見の回答だった。
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約8割の方は「聞いたことはあるが、内容は知らない」「聞いたことはない」と回答した。その中で、特徴
的なのが、「聞いたことがあり、内容も知っている（説明はできない）」について、男性が23％だったの

に対して、女性は9.4％だった。性別による認知の差が見られた。

④ 「ゲノム編集食品」という言葉を聞いたことがあるか

単一回答 n ％
全体 (554) (100)

1
聞いたことがあり、内容も知っている
（説明もできる）

18 3.2 

2
聞いたことがあり、内容も知っている
（説明はできない）

90 16.2 

3 聞いたことはあるが、内容は知らない 232 41.9 
4 聞いたことはない 214 38.6 
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全体の約6割の方が「どちらかといえば悪いイメージ」「悪いイメージ」と回答し、
「良いイメージ」「どちらかといえば良いイメージ」と回答した方は約1割だった。

残りの約3割の方は「とくにイメージはない」との回答だった。

⑤「ゲノム編集食品」に対してどういうイメージがあるか
※ゲノム編集食品について聞いたことがない方にもイメージで回答いただいた

単一回答 n ％
全体 (554) (100)

1 良いイメージ 4 0.7 
2 どちらかといえば良いイメージ 52 9.4 
3 どちらかといえば悪いイメージ 220 39.7 
4 悪いイメージ 96 17.3 
5 とくにイメージはない 182 32.9 
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ゲノム編集食品に対して持っているイメージの理由として、
複数回答では全体の2割から3割の方が「不安である」「情報が少ない」「安全とは思えない」を選択し、
単一回答では「情報が少ない」16.8%「不安である」14.8%「安全とは思えない」9.9%が多かった。

⑥「ゲノム編集食品」に対しるイメージの理由は何か、
その中でもっともあてはまる理由は何か

複数回答 n ％

全体 (554)

不安である 154 27.8 

情報が少ない 128 23.1 

安全と思えない 111 20.0 

信頼できない 78 14.1 

健康を阻害する 52 9.4 

食文化への影響がある 39 7.0 

先進的な技術開発である 38 6.9 

環境への影響がある 34 6.1 

国の規制がない 32 5.8 

安定供給できる 24 4.3 

食料問題の解決につながる 22 4.0 

持続可能な生産である 20 3.6 

おいしくない 20 3.6 

価格が高い 18 3.2 

SDGsへの貢献になる 14 2.5 

価格が安い 11 2.0 

最も当てはまる理由
（単一回答）

n ％

全体 (554)

情報が少ない 93 16.8 

不安である 82 14.8 

安全と思えない 55 9.9 

信頼できない 27 4.9 

健康を阻害する 21 3.8 

先進的な技術開発である 13 2.3 

食文化への影響がある 11 2.0 

持続可能な生産である 10 1.8 

※「わからない」、「興味がないが」
がそれぞれ16.1%、16.4%あった
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ゲノム編集食品に関する情報について、全体の約35％の方が「TV番組での特集」、約23％の方が
「パンフレットやネットニュースなど簡易な読み物」、約20％の方が「ネット動画 短編（５分未満）」

と回答し、1割の方が「漫画」と回答した。

⑦ゲノム編集食品に関する情報をどのような媒体で得たいか

複数回答 n ％

全体 (554)

ＴＶ番組での特集 195 35.2 

パンフレットやネットニュースなど簡
易な読み物 128 23.1 

ネット動画 短編（5分未満） 112 20.2 

漫画 60 10.8 

オンラインでの学習会 35 6.3 

ネット動画 長編（60分程度） 27 4.9 

詳細な専門書 25 4.5 

実参加での学習会 23 4.2 

専門家と意見交換できる場 22 4.0 

その他 2 0.4 

とくにない 220 39.7 



・あまり詳しくは周知されていないイメージがある。

・聞き慣れないのでまだ詳しくどんな物か分かっていない。もっと知識を持たなければと感じた。

・品種改良の一環だとも思ってはいるが、操作の過程などが不透明すぎて本当のとこはどこまで行っているのか

さっぱりわからない。

・報道等、世間に公開する際は良い面だけでなく、今後課題になっていることやリスクなども発信して欲しい。

・安心安全であることが確実にわかる証拠を示してほしい。

・様々な立場の意見を、公平に、比較、分析できればある程度不安も払しょくできるのではと思います。

・食の安定供給のために役立つのなら気軽に情報を得れるコンテンツを紹介して欲しい。

・TikTokとかYouTubeで短時間の動画を作成してわかりやすく説明してほしい。

・ゲノム編集されたものが人体に与える影響について、これからわかっていくことだと思うので今のところ全く信用

していません。

・そもそも遺伝子操作されているのかと思うと人工的だし不自然な感じがするので、そういう過程で生産された

農産物を摂取することに不安を感じる。

・これまで普通に食べれた食品が変わることによって体に合わなくなったり、アレルギー反応を起こしたりしないのか

心配。

自由記述からの意見
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学習会「ゲノム編集食品 もっと知って考えましょう」
参加者への前後アンケートの結果概要
※事前と事後にアンケートへ回答いただいた方は一部異なります

2022年8月30日開催 参加者87名

学習会前後で同じ質問に回答いただいた 前後とも50名程

①「ゲノム編集食品」に対してどういうイメージがあるか。

②「ゲノム編集食品」に対しるイメージの理由は何か

③「ゲノム編集食品」に関する情報をどのような媒体で得たいか。

18



19

・一般の方に比べて高い回答の「どちらかといえば良いイメージ」が23.2%から46.2%に上がった。
・「どちらかといえば悪いイメージ」が41.1%から19.2%に下がった。
・「悪いイメージ」が10.7%（回答6人）から1.9%（回答1人）になった。

①「ゲノム編集食品」に対してどういうイメージがあるか

事前
アンケート
N=56

事後
アンケート
N=52
※事前ｱﾝｹｰﾄ回答者
56人の中で回答あり
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②「ゲノム編集食品」に対するイメージの理由は何か（当てはまるものすべて複数回答）

事前
アンケート
n=56
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②「ゲノム編集食品」に対するイメージの理由は何か（当てはまるものすべて複数回答）

事後
アンケート
n=52
※事前ｱﾝｹｰﾄ回答者
56人の中で回答あり
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・「先進的な技術開発である」と答えた人が53.6%（30人）
から84・6%（44人）に増えた。

・「食料問題の解決につながる」と答えた人が33.9%（19人）から
57.7%（30人）に増えた。

・「安全である」「安心である」「信頼できる」と答えた人が増加した。

・「情報が少ない」と答えた人が55.4%（31人）から40.4%
（21人）に減った。

・「不安である」と答えた人が42.9%（24人）から23.1％（12人）
に半減した。

参加前と参加後の「ゲノム編集食品」に対するイメージの理由の変化
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・「先進的な技術開発である」「食料問題の解決につながる」を選んだ人が増えた。
・「不安である」「安全と思えない」を選んだ人が減った。
・「情報が少ない」を選んだ人が半分になった。

イメージの理由で、もっともあてはまる理由を一つ選ぶと何か

事前
アンケート
n=56

事後
アンケート
n=52
※事前ｱﾝｹｰﾄ回答者
56人の中で回答あり



24

・ゲノム編集の情報を得る手段の希望については学習会前後で大きな変化はなかった。
・ゲノム編集に対して「情報が少ない」との感想が多かったが、オンラインでの学習会を希望する声が
一番多かった（全体の66~67%）。次に多いのはTV番組での特集。続いてパンフレットやネット
ニュースなど簡易な読み物。

③「ゲノム編集食品」に関する情報をどのような媒体で得たいか

事前
アンケート
n=56

事後
アンケート
n=52
※事前ｱﾝｹｰﾄ回答者
56人の中で回答あり



消費者がゲノム編集食品を受け入れるにはどうしたらよいのか

＊まずは「ゲノム編集食品」を知ってもらう
アンケート調査では関心のある人約1割、ゲノム編集食品のという言葉を聞いたこともない人が

約4割、世の中の半数近くの人が知らない

＊知ってもらうためのリスクコミュニケーションの「場」づくりを地道に行う
少なくとも行政として毎年1回、定期的に、繰り返し

受け入れてほしいと思っている研究者、開発者、科学者、事業者も場の提供を

（ただし、受け入れてほしい側にとって、都合の良い情報ばかりにならないように）

＊リスコミのほかにも、パンフレット、ネット配信情報、動画などの情報提供
TV番組の特集を希望する声も多数

＊表示と情報開示
義務表示ではないが、開発者、事業者は積極的に表示を
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ゲノム編集技術応用食品を理解してもらうには

＊そもそもの品種改良を知ってもらう
今食べているもので原種のままというものはほとんどない

品種改良の結果、私たちは美味しく食べている

＊品種改良の様々な方法を知ってもらう
自然界での突然変異

交配による改良

放射線照射や化学薬品による人為的な突然変異

遺伝子組換え技術 ⇒ ゲノム情報の解析が進んだ

ゲノム編集技術 ⇒ クリスパーキャス9の登場で急速に進んだ
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ゲノム編集技術の仕組みをどう伝えるか

＊科学的知識の少ない消費者にどう伝えるか
図解はもちろん、消費者にもわかる言葉で、イメージできるように

科学的知識もあり、分かりやすく説明できる人 ⇒ 科学コミュニケーター

文章の校正にたとえた説明が分かりやすかった

＊その場でコミュニケーションが取れる、質問のやり取りができる
あらかじめ質問をもらい、それに回答する形式が多い

その場でのやり取りは大変、混乱するかもしれないが必要

＊食品以外の応用で技術への興味・関心を広げる
医療・医薬品分野、花粉の少ないスギ、CO2を吸着する藻など、人や環境に役立つ開発
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でも、そもそもゲノム編集食品は私たちに必要なのか

＊今のところ消費者メリットより事業者メリット
付加価値は高いが、価格的に消費者にメリットがあるものになっていない

多くの消費者が欲しい商品でもなく、特に必要とする商品でもない

＊今のところ私たちのくらしには直接関わってこない
持続可能という点で将来的に重要な技術だが、消費者のくらしに関わってくることが実感できない

＊今後、アレルゲン除去・収量拡大とそれによる価格安定・食品ロス削減・

食料安定供給などにつながる食品の開発が期待される

＊消費者がゲノム編集食品を受け入れるかは

「消費者が必要と感じるか？」ではないか
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科学者・研究者に求めること、消費者が意識すること

★デジタル社会の中では膨大な情報があふれ、消費者は何が正しい情報

なのか見極めることが困難

＊ファクトチェック

根拠のない不安情報に対しては、素早く適切な対応

＊常に正確な情報の発信

科学者・研究者としての倫理観をもって

★消費者も様々な情報の発信元や内容を確認し、情報を鵜呑みにせず

自分で考えて判断することが大事
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ご清聴ありがとうございました
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