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第4回『消費者はゲノム編集食品のリスク

を受容するか』

愛知大学
2022.10.30山口 治子

ゲノム編集食品の
リスクコミュニケーションの課題

高度な新しい技術のリスクを
どのように安全管理し，統治していくのか



自己紹介 一言でいうと「リスク研究者」です！

＜研究領域＞
・食品安全と化学物質管理を対象としたリスク研究
・レギュラトリーサイエンス*の領域を扱う

*規制ニーズに従って行う調整する科学

*レギュラトリーサイエンスの定義，内山充
「科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づく的確な予測、評
価、判断を行い、科学技術の成果を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整す
るための科学」

＜食品安全管理に対する立場＞
・コーデックス委員会によるリスクアナリシスの作業原則に準ずる
・IRGCのリスクガバナンスの考え方やレジリエンスの考え方などリスク論で
展開されている新しい枠組みを部分的に取り入れる
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2010年度
文化勲章，文化功労者

3リスクアセスメント・
リスクアナリシス
の実務経験

• 大学院修士課程（食品工学）
• 産総研_CRM
• 大学院博士課程（農業経済学）
• PD（大阪大学環境工学）
• 国立医薬品食品衛生研究所



本日の内容

• 食品安全行政のためのリスクアナリシスの枠組み
• リスク学分野に基本的概念の整理
• リスク性と不確実性
• How safe is safe enough?

• ゲノム編集食品のリスク考
• ゲノム編集食品の潜在的リスク
• 消費者のリスク態度

• まとめ
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食品安全行政のための
リスクアナリシスの枠組み
現在，食品安全はどのように

リスクに基づいて管理されているか



6食品安全確保の考え方の特徴
 ゼロリスクは不可能である
 食料供給量が滞る
 通常摂取している食品でも，大量に摂取すれば悪影響の
リスクがある

 食品を摂るのを止めることができない

 農場から食卓まで（フードチェーン）を考える＝意見が多様
 国民全員が消費者であり，ステイクホルダーとなる
 すべての食品を自ら調達，管理できない．食品安全確保
を食品関連事業者や他国に依存せざるを得ない

 主要な貿易品目．国際的な取引が必須である
統一的な考え方や尺度が必要

二元論的ではない，リスクをどこまで許容するか

リスク（科学的根拠）に基づいた安全管理の実施
国際食品規格基準，コーデックス委員会による
リスクアナリシスの作業原則



7食のリスクとは

 リスクの定義

 リスクの特徴

食品中にハザードが存在する結果として生じる健康への悪影響の確率とその程度

リスク（Risk）＝
悪影響の 発生確率（Probability） × 結果の大きさ（Severity）

・過去や現在のことではなく，将来の事象を表す概念
・予測可能なもの，ただし，完全には予測できない．

・食品安全分野以外の多くの分野で「リスク」という用語が使用されてい
るが，統一された定義はない



リスクアナリシスの枠組み

[決定と実行]
リスクマネジメント
・政策ベースの
意思決定

[科学的知見の提供]
リスクアセスメント
・科学ベースの

定量的／定性的査定

機能的分離
と

相互作用

[情報交換]
リスクコミュニケーション

・ すべての関係者間のリスクに関する意見や知見の
相互の情報交換

*リスクアナリシスの原則
・一貫性
・透明性と文書化
・新しい科学的データの適切な使用

FAO／WHO（2006） (2007)
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科学（リスク）に基づいた安全管理の仕組み



リスクアナリシスの作業ステップ

リスクマネジメントの初期作業
1.食品安全問題の特定
食品安全問題の性質や特徴を特定する

2.リスクプロファイルの作成
既存の関連情報を収集する

3. リスクマネジメント目標の設定
意思決定課題を決める．基準値設定か，措

置の選択か，リスクレベルの導出か．
4. リスクアセスメント方針の設定
リスクアセスメントの対象，利用可能な

データの選択，科学的不確実性の取り扱い方
5. 必要なら，リスクアセスメントの委任
6. リスクアセスメントの結果の検討

7.リスク管理措置の
評価と決定

9. モニタリングとレ
ビュー

リスクアセスメント
ハザード特定

曝露評価 有害性評価

リスク判定

*発生確率と重篤度の情報のみ

8. リスク管理措置の実施

FAO/WHO(2006) により作成
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10リスクアセスメントの構成要素と手順

ハザード特定
（Hazard Identification)

曝露評価
（Exposure Assessment)

有害性評価
（Hazard Characterization)

リスク判定
(Risk Characterization)

リスク管理措置の評価

行政の意思決定へ

問題の特定，リスクマネジメント目標の設定

従来はここまでが
アセスメントの作業

Appraisalの領域の評価
最近は環境分野，食品分野
ともアセスメントの作業を
管理措置の費用対効果分析
を行い，拡張して科学的に
評価している

役割：科学的知見の提供，科学ベースの定量的／定性的査定



11リスクに基づく安全とは何か

「リスクが社会的に許容可能な水準以下に
保たれている状態（新山 2004）」

リスク管理対策により達成することができる
ヒト健康影響の許容可能なリスクレベル

ALOP：Appropriate Level of Protection（適切な衛生健康
保護水準）

WTO/SPS協定による定義「加盟国の国民，動物あるいは植物の生命あ
るいは健康を守るための衛生あるいは動植物衛生対策により達成され，
その国で適正であると認められるレベル」



12ALOP 許容可能なリスクレベルのいくつかのアプローチ

アプローチ 説明 対象ハザード
概念上ゼロリス
ク

リスクアセスメントの結果から危害を起こ
さないことが確実であるゼロリスクと同等
のレベル

食品添加物，残留農薬（意図的に混入する化
学的ハザード），非発がん性の環境汚染物質

ALARA (合理的
に達成可能な限
り低く抑制)

技術的，経済的に可能なリスク管理措置に
より実現可能である最低のリスクレベル

放射性物質，非意図的に混入する食品由来の
遺伝毒性発がん物質（アフラトキシン，アク
リルアミドなど)，微生物学的ハザード

閾値なし 公衆衛生上の政策として予め設定された特
定の数値レベル（10-5もしくは10-6）

飲料水の遺伝毒性発がん物質

費用便益 リスクアセスメントと費用便益分析の双方
の実施により，リスク管理を達成するのに
要する金銭的費用に対するリスク低減量の
単位を用いて重みづけ

鶏肉によるカンピロバクターのオランダのリ
スク管理措置に対する費用対効果分析

比較リスク （1）特定のリスクとそれに相殺されるリ
スクとを比較（リスク対リスク）
（2）*既存食品と比べ，組換成分以外に，
遺伝的，食品の構成成分，毒性的に実質的
に同等かどうかを比較（実質的同等性)

（1）魚に含まれるメチル水銀のリスクと不
飽和脂肪酸などの栄養成分不足のリスク
（2）遺伝子組み換え食品（GMO）

地理的リスク* ある国のある時点のリスクを段階的に示す
定性的指標．国にハザードが入り込むリス
クと入り込んだ後の拡散の程度を評価

BSE

予防的 人健康に重大なリスクをもたらす情報はあ
るが，科学的に不十分な場合の暫定的リス
ク制限

残留農薬ポジティブリスト(一律基準
0.01ppm)，データがない香料の暴露量の閾
値1.5μg/day（JECFA）

FAO（2006）に基づき筆者作成．*は追記．



リスク学分野における基本的概念
リスク性と不確実性



リスクと不確実性

• リスク性 (risk)：被害の因果関係，その生起確率，確率分布が
分かっている状態

• 曖昧性 (ambiguity)：被害の因果関係，その生起確率，確率分
布が共に曖昧である状態

• 無知性 (ignorance)：被害の因果関係，その生起確率，確率分
布が分からない状態

山口 (2011)リスクアナリシスで使用される「不確実性」概念の再整理

• Knight(1921) 古典的著作「リスク，不確実性，および，利潤」
• リスク：自然現象のように繰り返し起こり事象の確率分布がわかる．情報が
あり測定可能な状態

• 真の不確実性：一度きりしか起こらず確率分布がわからない．情報がなく非
数量的型，つまり測定不可能な状態
→利用可能な情報量に依存
期待される悪影響の可能性として捉えられるリスクの定義とは異なる意

味をもつ

社会学，工学，リスク学の幅広い分野で概念が発展
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不完全な知識の分類と事例 15

Stirling (2008) Science, Precaution, and the politics of Technological Risk - Converging
Implications in Evolutionary and Social Science Perspectives, Ann. N.Y. Acad. Sci. 128:95-
110を一部改変．*用語を山口（2011）の定義に統一

リスク性

曖昧性（不確実性*） 無知性

既知の疫学，毒性学
運輸安全（交通事故，飛行機事故）
工学上の失敗
よくある洪水

複雑で非線形な開放システム
因果モデルにおける人の行動
気候変動の下での洪水
未評価の発がん物質
新規感染病

影響の予測不可能性
想定されない状況の生起
ギャップ，驚き，未知
例）
TSE（伝染性海綿状脳症）のような新しい因子
CFCsのような新しい化学物質
環境ホルモンなどのような新しい毒性メカニズム

不一致（曖昧性*）
専門家や学問の対立
論争中の問やフレーミング
倫理性と分配の公平性
信頼またはコンプライアンスへの疑問
興味，言語，意味
優先順位の難しさ（基準の統一の困難さ）



16不確実性の程度による参加型意思決定｜

リスク課題 単純な問題 複雑な問題 不確実な問題 無知に近い曖昧な問題
対話の
タイプ

手段
（リスク削
減対策）

認識（科学的知
識とリスク削減
対策の選択肢の
提示）

反省（自己反省的） 参加的

主体 行政官 行政官
外部の専門家

行政官
外部の専門家
利害関係者
・企業
・直接的に影響を受
ける集団

行政官
外部の専門家
利害関係者
・企業
・直接的に影響をうけ
る集団
一般市民

論争のタイ
プ

なし 認識 認識
評価

認識
評価
規範

修正 統計学的
リスク分析

確率論的
リスクモデル

リスクバランス
確率論的
リスクモデル

リスクトレードオフ解
析と討論
リスクバランス
確率論リスクモデル

IRGC 2005

不確実性の程度
無知性リスク性



リスク学分野におけるリスク研究の主な成果

「リスク」とは，感情や文化とは無関係に「そこ」に存在して，計測さ
れるのを待っているわけではない．人間が「リスク」という概念を発明
したのは，生活の中で遭遇する危険や不確実性を理解し，対処するため
だ．そうした危険は，確かに存在する．しかし，「現実のリスク」や
「客観的なリスク」といったものは存在しない（Slovic，2000）

リスクの2つの測量形式



 リスク推定 (Risk Estimation) ：客観的リスク
科学的にリスクを推定すること．（もし，リスクアセスメントの手法

が確立されてれば，その手順に従って推定すること）

リスク＝悪影響の発生確率×結果の大きさ

 リスク認知 (Risk Perception)：主観的リスク
経験に基づいて，人々が直観的にリスクを知覚*していることを測量
すること．

*知覚とは： リスクを感じ，大きさや特徴を知ること

かならずしも，リスク＝悪影響の発生確率×結果の大きさで捉えられ
るわけではない．

*直観に基づくため間違うことが多い．

18Slovic 1982：How safe is safe enough？

リスクの2つの測量形式



19リスク認知研究の主要な成果｜リスク認知マップ

恐ろしさ

未知性

Slovic 1987

＜結論＞恐ろしさ，未知性を感
じると，リスクを高く認知する



土屋・小杉（2000) ，木下冨雄（2016）『リスク・コミュニケーションの思想と技術－共考と信頼の技法』

一般市民と専門家のリスク認知の比較｜リスク認知バイアス

リスク認知は，専門家よりも一般市民の方が高い傾向がある．
ただし，専門家も一歩専門を離れれば，リスクを感じる傾向がある．

専門誌から情報を得る（その内容は安全性についての情報が多い）

マスメディアから情報を得る
（その内容は危険をあおる情報が多い）

専門家とは限らない．原
子力発電のリスク認知は
専門家より安全と感じる．
（自分の働き場所への愛着や組織へ
の一体感から安全と認めてしまう）

リスク認知
バイアス

リスク認知
バイアス

リ
ス
ク
認
知



21専門家と一般市民の不確実性に対するリスク態度

GMOに対する態度
（Geby and Derby,2000，Wynne et al. 2000 by EEC 2008)

 一般市民：最良の科学さえもその背後に横たわっている知りえない
無知を中心に心配する
→不確実性と無知を基本的に区別して，無知の領域まで配慮して
心配

 専門家：科学的リスクアセスメントの範疇で議論する．わかってい
る不確実性に焦点をあてる
→曖昧性の領域までで態度を形成



情報提供における配慮

• 情報ニーズに応える
自分が所持している情報を提供しているのみでは，一般
市民の不安や懸念に応えられていない
• 一般市民はリスクを発生確率と結果の大きさの積
で必ずしも評価していない

• 専門家が一般市民のリスク認知，不安や懸念を正
確に把握していない

リスクコミュニケーションを失敗しないために

• 欠如モデルを避ける
専門家の提供している情報が一般市民に正確に伝わらない

• 正しい情報を提供しても，一般市民は理解できない
• これは，専門性が高く一般市民が無知で無能で理解できないから．
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コミュニケーションの発展の過程を意識
• 情報提供－情報の説明－協議－合意形成
市民のリスク認知や許容性に基づいた新しい事実に気づく
相互に作用しながら，リスク認知バイアスを取り除く



ゲノム編集食品のリスク考
ゲノム編集食品のリスクの特徴はどういうものか？

リスクアセスメントは行えるのか？消費者の現在の許容性は？



24ゲノム編集食品：潜在的リスク
Troadec（HCB：フランスバイオテクノロジー高等評議会科学委員会）による
1. ゲノムまたは細胞のレベルでの意図しない影響

a. Cas9ヌクレアーゼおよびガイドRNAの持続性による意図しない影響
b. オフターゲット変異による意図しない影響
→交配により取り除き，配列分析により変異がないことを確認する
特異性の高いツールで未然防止に努めることができる

2. 形質 (植物)のレベルでの意図しない影響
このレベルでのゲノム編集に特有のリスクは発見されていない

3.フィールドレベルでの意図しない影響
a. 新しい特性を導き出すための標的変異の組み合わせ(多重ゲノム編集)に関連す
る意図しない影響

b. ゲノム編集の効率と技術的な使い易さによる繁殖の潜在的な加速に関連する意
図しない効果

→a．生態学的，農業生態学的，経済的および社会的影響に関して、フィールドの
新しい特性を監視する

b．育種の加速可能性が生態系の機能と動態にプラスとマイナスの両方の影響を
与える可能性がある（無知性に近い曖昧性）



25ゲノム編集食品のリスク：不一致の可能性
Ishii and Araki (2016)の主張（早期警告）
• CRISPR/Cas9 はゲノム全体の複数の部位での同時編集 (多
重ゲノム編集) の容易さに関して最も有利である (Cong et 
al. 2013)．→迅速な育種を大幅に促進する

• 多重ゲノム編集でオフターゲット効果が増加する可能性が
ある→意図しない遺伝子変化の一部は機能損失の可能性も
あるが，突然変異による機能獲得の可能性もあり，食品安
全または環境への影響を与える可能性がある (Araki et al. 
2014)．
→多重ゲノム編集は慎重に討論して進める必要がある

• リスクアセスメントの可能性

→ゲノム編集食品の入手可能なデータ（酵素の作成や可変過程
とその結果）に応じた科学的評価の可能性がある

OECD会議の見解
（1）b.オフター
ゲット変異
（3）a.多重ゲノム
編集に対する意見_
現在の育種と同等で
ある可能性が高い

リスクアセスメント
は無理．それよりも
リスク管理措置の方
が適切

専門家間のリスク
コミュニケーショ
ンの必要性

Ishii and Araki （2016）による
環境・食品リスクアセスメント
のスキーム

両者不一致の
可能性



26ゲノム編集食品の社会的認知度と理解度
• ゲノム編集食品の認知度（ゲノム編集食品を知っていますか？）

• Uchiyama et al. (2019) ，2017年→2018年のオンライン調査（被験者10,739
名）の結果
• 理解している（6.6％→9.0％）
• 聞いたことがある（26.1％→33.7％）
• 全く聞いたことがない（67.2％→57.4％）

• 我々の調査（未発表：中根&山口,2020）
2020年10月13日～15日，楽天インサイト社，オンライン調査（被験者，20
代～30代の女性200名）
• どのようなものか詳しく説明できる（1％）
• なんとなく知っている（18％）
• 聞いたことがあるがよくわからない（26.5％）
• 初めて聞いた（54.5％）

※2020年ノーベル化学賞発表後直ぐ→一般消費者の科学技術に対する認知度の低さ

• ゲノム編集食品の理解度
• Uchiyama et al. (2019)，2018年技術的理解の正誤率（correct，incorrect，not at all）

• 理解している（50.9％，24.4％，24.6％）
• 聞いたことがある（19.2％，13.7％，67.1％）
• 全く聞いたことがない（4.8％，5.9％，89.3％）
※認識していても正しく理解していない
※高度な科学技術に対する一般市民の理解の難しさ



27ゲノム編集食品（作物）の許容性（リスク態度）
• Uchiyama et al. (2019) ，2018年の調査結果（賛成か反対か，食べたいかどうか）

• 賛成かどうか（賛成13.8％，どちらでもない64.0％，反対22.1％）
• 食べたいかどうか（食べたい9.3％，どちらでもない47.7％，食べたくない

43.0％）

• 我々の調査（中根&山口,2020 未発表）

• 英国の調査（2021）
• 消費者は遺伝子組み換えよりゲノム編集食品の方が許容性が高い
• ただ，一部の消費者は，ゲノム編集食品は自然ではなく，従来の育種技術とは
違い，遺伝子組み換えに近いと考える人がいる→強く受け入れられない消費者
がいる

情報提供前 情報提供後

年齢とともに
許容度は減る

子供の有無で
有意差はない



28ゲノム編集食品に対する許容性の規定因子
• Farid et al. （2020），共分散構造分析によるゲノム編集食品の許容性の分析．
事前調査（First）→GMOとゲノム編集食品の科学的説明（5分間）→事後調査
（Second）

Survey
（N＝180） 購入したい 購入したくない

N. % N. %
First 43 24% 137 76%
Second 73 41% 107 59%

技術に対する
許容度 知識

ベネフィット
認知

信頼 リスク認知

購入への意向

技術に対する
許容度 知識

ベネフィット
認知信頼 リスク認知

購入への意向

First Second



29ゲノム編集食品に対する一般消費者の懸念と期待

48.0 7.5 11.5 30.0 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100% 本当に安全なのか

安くなることで社会的な経済に影響はないか

環境への配慮はどうか

将来に何らかの影響が及ぶのではないか

消費者の選択肢が無くなるのではないか

その他：

45.5 35.5 12.5 6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100% すべてのゲノム編集食品の表示を義務
化してほしい
栄養成分などの特性が変わった場合の
み表示を義務化してほしい
表示は企業の自主判断に任せればよ
い
表示はしなくてもよい

18.5 24.0 27.5 3.5 26.0

0% 20% 40% 60% 80% 100% 栄養価が高くなること

価格が安くなること

安定して供給されること

おいしさがアップすること

安全性が上がること

その他：

• 我々の調査（中根&山口, 2020 未発表）：期待すること

• 我々の調査（中根&山口, 2020 未発表）：懸念事項

• 我々の調査（中根&山口, 2020 未発表）：表示に対する意見



ゲノム編集食品のリスク管理はどうあるべきか
ゲノム編集技術への対応は実際の新規技術開発の情報提供の在り方を
構築することであり，リスクガバナンスの再検討を行う良い機会

（Preston and Wickson 2016）
→リスクアナリシスの枠組みに科学的評価の項目と，
適切なリスクコミュニケーションの過程を組み込みこと



31複雑なリスク社会をどう管理するか｜リスクガバナンスの枠組み

IRGC （2005）筆者による和訳，一部変更

[決定と実行]
リスクマネジメントの領域

[知識の生成]
リスクアセスメントの領域

プレ・アセスメント
・問題のフレーミング
・早期警告
・スクリーニング
・科学的手法（scientific
convention）の決定

リスクの評価
リスクアセスメント
・ハザードの特定と推定
・曝露評価と脆弱性評価
・リスク推定
懸念の査定
・リスク認知
・社会的懸念
・社会・経済学的影響

リスク判定
・リスクプロファイル
・リスクの深刻度の判断
・結論とリスク削減措置の
選択肢の提示

リスクエバリュエーション
・耐容性と許容性の判断
・リスク削減措置の必要性

耐容性と許容性の判断

リスクコミュニケーション

リスクマネジメント
意思決定
・リスク削減措置の選択肢の特定
と生成
・リスク削減措置の査定
・リスク削減措置の評価と選択
実施
・選択肢の実現化
・モニタリングと制御
・リスクマネジメント活動による
フィードバック



リスクアナリシスの作業ステップ｜科学的評価項目の追加

リスクマネジメントの初期作業
1.食品安全問題の特定
食品安全問題の性質や特徴を特定する

2.リスクプロファイルの作成
既存の関連情報を収集する

3. リスクマネジメント目標の設定
意思決定課題を決める．基準値設定か，措

置の選択か，リスクレベルの導出か．
4. リスクアセスメント方針の設定
リスクアセスメントの対象，利用可能な

データの選択，科学的不確実性の取り扱い方
5. 必要なら，リスクアセスメントの委任
6. リスクアセスメントの結果の検討

7.リスク管理措置の評価と
決定

9. モニタリングとレビュー

リスクアセスメント
ハザード特定

暴露評価 有害性評価

リスク判定

*発生確率と重篤度の情報のみ

8. リスク管理措置の実施

経済学的分析
・費用対効果分析
・費用便益分析

EC(2000)，CAC(2005)，IRGC （2005），FAO/WHO(2006)により作成

リスクアプライザル

社会的・心理学的分析
・リスク認知
・社会的懸念，社会経済学
的影響

32



33リスクアナリシスの枠組みでのリスクコミュニケーション
①科学的合理性を確証するためのリスクコ
ミュニケーション：リスクアセスメントの結
果を他者の反論にさらして，修正することが
目的

②価値観に由来する問いを解決するためのリ
スクコミュニケーション：（1）社会的論争
の領域のリスクコミュニケーションでは合意
レベルの向上，（2）個人的選択の領域のリ
スクコミュニケーションでは，一般市民の情
報ニーズに応えた情報提供が目的

③科学的合理性を満たす正しい情報を科学的
領域から，価値的領域に移動するリスクコ
ミュニケーション：リスクアセスメントから
リスクマネジメントへ，科学的合理性を満た
す正しい情報を移動させることが目的

④科学的領域と価値的領域の境界設定のため
のリスクコミュニケーション：どの問いが科
学的に解決できるか，または，解決する必要
があるかを判断する科学的領域と政策決定的
領域の境界設定が目的

科学政治
トランス・
サイエンス

リスクマネジメント リスクアセスメント

科学的助言
の提供

科学的合理性

他の科学者

リスク管理者

すべての
ステークホルダー

批判

科学的客観性

決定と
実行

正しい
情報の
移動

（科学的合理性を
満たす情報の提供)

科学者

すべての
ステークホル

ダー

社会的合理性

リスクマネジメント リスクアセスメント

①リスク
コミュニケーション

②リスク
コミュニケーション

情報の提示

情報の説明

情報に関する
協議

③リスク
コミュニケーション

リスクアナリシス

＜食品安全行政における原則＞
・人の健康保護の優先

・フードシステムを通した統合的管理
・科学的知見に基づくリスク予防
・国際的動向と国民の意見の配慮

・合理的で効率的なリスクマネジメントの実施

＜リスクアナリシスの原則＞
・リスクマネジメントとリスクアセスメントの分離

・一貫性
・透明性

・反復的過程
・最先端の科学の利用

(修正)

（監視・チェック
理解
協議)

境界設定

④リスク
コミュニケーション

政策
決定

科学

出典：レギュラトリーサイエンス，トランス・サイエンス，リスクガバナンスの研究成果をもとに筆者作成



ご清聴ありがとうございました
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