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人の認識はどんなときに変わるか
◎新しい事実を知ったとき

・しかし、知ったとしても、変わらないときもある

◎自分の間違いに気づいたとき

・しかし、気づいても変わらない人もいる。

◎自分の価値観、世界観が変わるのは、どん
なときか。社会主義が崩壊した。レーニンの像
が旧ソ連民によって倒されたのを見た。父親は
あのソ連は本当に社会主義ではなかった。父
は変わらなかった。自分の解釈で世界を見る。



認識は変わるか「ヤモリと母」

◎毎日、家の窓に、トカゲ
が留まり、気持ち悪い。

◎どうしよう

◎近所の人が言った

◎まあ、可愛い。赤ちゃん
みたいな手だね。

■認識を変えるのは難し
いが、科学的な事実を知
ると変わることあり。認知
行動療法と似ている



認知は「情報」と「受け止め方」
で変わる

◎人があるモノ、コトを危ないと思うかどうかは
、どう「認識」するかで異なる。ヤモリ自体がリス
クをつくるわけではない。

◎母は、自分とは異なる人の見方を聞いた。

◎母は、自分より専門知識のある人に聞いた
結果、認識、受け止め方を変えた。似た者同士
だけの見方では、認識は偏りやすい。

◎恐怖は想像の産物。想像は自分の物の見方
そのもの。



人間は「確証バイアス」人間

◎人間はたいていの場合、自分の見方、意見
は正しいと思っている。

◎人は、たいてい、自分の思い込み、考えに都
合のよい情報を集めて、満足する。

◎政党、市民団体、宗教、選手やタレントのファ
ンなどは、集団的な確証バイアス団体。

◎この確証バイアスを打ち破る要因は何か。人
はどんな時に目が覚めるのか。



ミニ自分史

◎記者になったのは「週刊エコノミスト」でケイン
ズ左派の記事、論文を書くこと。

◎父親は共産党員。資本主義を倒し、社会主
義をつくれと教わった。

◎政府に批判的な市民派の意見を載せるのが

記者の使命。環境ホルモン問題でも、化学物質
の恐ろしさ、企業を批判する記事を書いた。

◎ＧＭ作物も市民派に共感。



記者の使命は４つ

◎市民から「共感」される記事を書け。

◎弱者の立場にたって書け。

◎政府の言うことをそのまま書くな。批判的な
目をもて。

◎科学の世界でも少数の意見を無視するな。

■その結果、いま振り返れば、ゆがんだリス
ク報道が誕生。



２０００年ごろの私は無知！



問題非ＧＭ食用油、安全か

◎ネブラスカ州のフリーゼ
ンさん（１３年夏）

◎日本の消費者は「ノンＧ
Ｍを求める。それは殺虫
剤を使ってくれという意味
。「殺虫剤は使いたくない
。健康にも環境にもよくな
い。でも、お金を余分にく
れるなら」

◎油にＤＮＡなし



零細な農民にもプラス

◎ＧＭコーンで収入アップ
妻は教師、夫は市役所職
員。手間暇がかからず、
兼業可能。小規模農家で
も採用可能。

◎この周辺はほぼ１００
％ＧＭを導入

■日本の農家にもプラス
は間違いなく大きい



遺伝子組み換えの真実
◎私を変えたのは「事実」。批判、非難には屈し
なかったが、事実には屈した。

◎メリット＝①農薬の節約②収入の増加③土
壌の流失防止④省力（時間的な余裕の増加）
⑤環境によい効果（ＢＴコーンは無農薬。ウサ
ギなど復活。飲み水の農薬汚染が減少）生物
多様性の増加＝数百の査読つき論文で確実

◎世界中の研究機関が「問題なし」「従来の作
物に比べ、リスクが高いことはない」



１６・５月米国科学アカデミー

◎約９００の文献、８０人の意見、７００以上のコ
メントも参考にまとめた。

◎Ｂｔコーン、綿の普及で殺虫剤は減少。その
結果、害虫が減り、非組み換え作物でも殺虫剤
の使用が減った

◎Ｂｔ作物の農耕地では生物の多様性が増加

◎人に危害はない

◎自己免疫疾患とは関係なし



大事なのは「プロセス」

◎ノールカロライナ州立
大学のフレッド・グールド
教授の話

◎「この報告書は議論の
出発点。反対派の意見も
聞いた。２０人の中に否
定的な人もいる。反対派
の意見はネットでいつでも
読める。重要なのは結論
でなく、プロセス」



まとめ
◎メリット

・農薬の使用量が減る

・収量が増える

・労力が減る

・農家の収入が増える

・生物多様性の増加

・不耕起栽培が可能（土壌
の流失を防ぐ）

・生産性上昇で少ない土
地で同じ収量（森林保護）

◎デメリット

・組み換え種子の価格は
通常より高い

・害虫抵抗性作物はいず
れ害虫が抵抗性を獲得

・除草剤に強い雑草の出
現（別の除草剤で対処）・
・食経験が２０年と浅い

・近縁植物との花粉交配

・企業の種子支配
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ＧＭ作物は
スーパーでもなんでもない

◎ＢＴコーン＝農薬への抵抗性と同じく、害虫に
抵抗性が生まれる。完璧な作物ではない

◎除草剤耐性作物＝特定の除草剤に対する抵
抗性をもった雑草の登場。

◎たかが植物。気候変動に強いわけではない

◎たくさんの遺伝子を入れた場合、以前の作物
と同じかどうか検証の必要あり

◎収量自体を増やす遺伝子はない。



何が私を変えたか？

◎新しい事実を知ったから。現場を見ずに記事
を書いていた。無知。市民派が正しいと。

◎リスクを強調する記事で読者を混乱させた。
プラスチックのおもちゃから、精子を減らす可塑
剤が溶けだすと書いたら、ある母親が「おもちゃ
を全部捨てた」と言ってきた。「捨てる必要はな
い。リスクは１日中、毎日おもちゃをなめ続けた
場合でまだ動物実験の段階」→「それなら、そう
書いてください。なぜ大げさに書くの？」



事実を知らないとどうなるか？

◎同じ現象、光景を見ても、人は異なる光景を
見ている。異なることを描く。なぜか。

◎みな、異なる眼鏡をもっているからだ。

◎そのメガネは、価値観、世界観、イデオロギ
ー、生い立ち、過去の経験、自分の属する組織
の利害（会社、市民団体、学会など）などたくさ
んある。■人は同じ世界に生きながら、それぞ
れの眼鏡で見た世界を生きている。
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書評



栽培面積は上昇の一途



実証を重んじる学者でさえ

◎「高価な除草剤を貧しい農民に売り続けたり」
→お金のない貧しい農家が高価な除草剤を延

々と買い続けられるのか？少し考えたらおかし
なことでも信じてしまうイデオロギーの恐ろしい
◎「ペルーで在来品種を駆逐し」→そんな事実

はないが、仮に在来品種が駆逐されたら、政府
も科学者も市民もＧＭを拒否するだろう。そんな
に政府や市民はバカなのか？

◎「農薬自殺の多発」→論文で否定されている



学者でさえ、事実を見ないで
論評する。まして市民は？

イデオロギーの世界では

思考停止が起きている



キンブレル氏(市民運動家）

◎遺伝子汚染で有機農
業ができなくなる

◎除草剤の使用は増える

◎安全性試験やってない
◎スーパー雑草

◎一握りの巨大企業支配

◎免疫異常を起こす

◎政府は企業の言いなり

◎眠ってた遺伝子が目覚
める



グリーンピースの２０年報告

◎グリーンピースは「遺伝子組み換え失敗の２
０年」（２０１６年１月日本語訳）の報告書。

以下はすべて「神話」だと訴える

①世界の食料需要をまかなえるか②人間や環
境に安全である③ＧＭは他の農業システムと共
存できる④農家にとって経済的な効果がある

⑤除草剤耐性大豆など農作物の保護が簡単に
なる（除草剤が効かない植物が出現）など。



はたして改宗は可能か
記者が「共感」

◎腸内など細菌を損傷。
必須アミノ酸をつくり出せ
なくなる（根拠不明）

◎精子の減少生殖への
影響（論文が読みたい）

◎米国で増大する腸の疾
患、自閉症、認知症の原
因の疑い

■確証バイアスはそう簡
単に消えない



みんな自己都合の解釈

◎ＧＭ作物反対派＝セリアック病など自己免疫
疾患はＧＭ作物が普及して増えた。

◎小麦反対派＝品種改良された小麦の食べ過
ぎでセリアック病が増えた。

◎医師＝遺伝的な素因とＨＬＡ型

◎環境ホルモン全盛時代＝子供がキレるのは
ダイオキシンのせい。



主観的なリスク
◎リスクがあるかどうかは、その人の「解釈」に
ゆだねられている。

◎客観的なリスクを五感で感じることはできな
い。人間の脳が意味を作り出し、その意味・解
釈が、五感とは関係なく、抽象的なリスクを感じ
るようになる。

◎人の脳の解釈はみな違う

◎人の脳が錯覚していれば、ゆがんだリスクが
生まれる。



新しいテクノロジーと価値観
◎新しいテクノロジーは世界観を一変させる。
それが普及するためには、実は、テクノロジー
に見合った価値観、世界観が同時に変わる必
要がある。

・洗濯機の出現＝女性はたらいで洗うべき。女
性は家で家事労働を行うべきという価値観が
強いと普及しない。

・ファストフード＝伝統的な食べ方ではない。食
文化を破壊するとみなが思えば普及せず。



臓器移植と価値観

◎従来の死生観＝心臓が止まり、息が止まっ
た時点で死亡。

◎新しい脳死の出現＝まだ息をしているのに、
脳は死んでいる。臓器を提供しましょう。

・息をしているのに死んだとは思えない。臓器
を提供したくない→臓器提供は進まない。

■人工妊娠中絶はＯＫ＝赤ちゃんを途中で殺
すのはＯＫ。男女産み分けは自然の摂理を犯
すと猛反対が続く。非常に不思議。



ヒトゲノム解読を国民投票にしたら

◎２０００年、ヒトの３０億塩基対の解読巨大プ
ロジェクトをやるか、国民投票にかけたら、賛成
は得られただろうか。

・開発費用をだれが負担するか

・知財はどうするのか

・生命操作の基盤をつくってよいのか

◎ルソーの「エミール」（１７６０年）＝「自然にか
えれ」。自然から離れてゆく人間を憂えた。



なぜテクノロジーは出現したか

◎洗濯機は、みんなの理解が先にあって出現
したか。

◎ファストフードは、みんなの理解が先にあって
、出現したか。

◎新幹線は、みんなの理解が先にあって、出現
したか。

◎スマホは、みんなの意見を聞いて、出現した
か。



無洗米の登場

◎日本の「米を研ぐ文化」が失われると議論が
展開された。

◎結局、普及した。

◎研ぐ文化はどうなったか。誰も議論しない。

◎もはや、議論する空気もない。

◎無洗米は、だれかの理解を得て、また議論を
して、生まれたか。



過去の解釈は未来を変える

◎弟＝あの太平洋戦争は、西洋の植民地支配
からアジアを開放するために始めた戦争だった
と本で知る。日本だけが悪いのではない。西欧
諸国もかつて植民地で虐殺した。なぜ、日本だ
けがいつまでの非難されるのか。

◎この「解釈」が、脳の神経回路に固定されると
未来にむかって、自国を軍備で守るのは当然
だと日本の軍備は



議論・組み換え作物をどう見るか

①日本の農業の未来にとって必要か

②生産者にとって利点はあるか

③消費者にとって利点はあるか

④消費者の選択は保証されているか

⑤生産者の選択は保証されているか

⑥地球環境の改善に貢献するか

⑦メディアは正しく報道しているか

⑧学校教育ではどう教えるか



あなたは必ずだまされる

あなた自身が現場に行くことはでき
ない。だれかの口コミかメディアか

どちらかに左右される



日本人は知らずに食べている
これは本当か？

・食用油、肉には存在しない・

豆腐や納豆には１％以下の混入

・日本人はほとんど食べていない



生産者にも選択を認めよう

◎北海道の酪農家はほぼ１００％、ＧＭコーン
の飼料を使う。安定して安い。

■隣りの農家＝「それなら、オレが北海道で作
ってやるよ。国産のほうがイメージがよいしね」

◎酪農家と農協＝「ＮＯ。作ってもらわなくてい
いよ。風評被害が起きたら大変だ。これからも
アメリカ産コーンを使い続けます」

■隣りの農家＝「日本人の私よりも米国人のほ
うが好きなんだ！。妙だな」



日本の２０年の特徴

◎大量のＧＭ作物が輸入されて流通している
割に、その実態が知られていない。

◎メディアの記者たちが実態を知らない

◎民主党で技術開発がダウン

◎国会の質問を見ても、議員の理解度も全く進
んでいない。市民も同じ。

◎専門家も黙ったまま。アクションを起こさない

■いまはニュースも少なく、小康状態。



いま必要なことは何か

◎真正面の議論が必要。

①ＧＭ表示制度はこのままでよいか。

②日本で栽培したら本当にメリットはあるのか。
③日本の企業がＧＭ開発から撤退した影響は
今後、日本経済に影響するか。

④なぜ、ハワイのＧＭパパイヤは店頭で販売さ
れていないのか

⑤ゲノム編集はどうなるか。



社会的な受容って何だ？
受容の指標

①ハワイのＧＭパパイヤが日本の店頭で販売
されること。

②北海道の農家がＧＭ作物を栽培できること。

③ＧＭの花粉症緩和米の製造・販売に民間企
業が名乗り上げること。

④豆腐や納豆など表示義務対象の食品で「組
み換え」と「組み換えでない」の両方の食品が
市場に現れること。消費者が選択できること。



受容の指標

⑤ＧＭ作物の事実上の栽培禁止をうたった自
治体の条例が改正されること。

⑥農水省がＧＭ作物の栽培に関して、栽培期
限を示す明確な国家的目標をつくること。

⑦ＧＭ作物のメリットなどがしっかりと書かれた
科学的な教材、または副教材が学校教育の現
場で採用されること。



今後、どうするか１

◎選択の権利はあるか

①栽培したい生産者が試すこともできない

・条例の壁、住民の同意、多様な選択の中に未
来があるのでは。

②食べたくない消費者が選べない＝表示問題

・５％以下なら非ＧＭ表示可能、ＥＵ並みに食用
油、家畜のえさ、卵、牛乳、清涼飲料にも表示
を義務づけるか



今後、どうするか２

③いまのままでよいか。栽培ゼロ、販売ゼロ、
輸入だけは続く

④国や民間企業の技術開発は世界から遅れて
いる

⑤学校で科学との関係で詳しく教えられている
か

⑥国はどうすべきか



生産者にも選択を認めよう

◎北海道の酪農家はほぼ１００％、ＧＭコーン
の飼料を使う。安定して安い。

■隣りの農家＝「それなら、オレが北海道で作
ってやるよ。国産のほうがイメージがよいしね」

◎酪農家と農協＝「ＮＯ。作ってもらわなくてい
いよ。風評被害が起きたら大変だ。これからも
アメリカ産コーンを使い続けます」

■隣りの農家＝「日本人の私よりも米国人のほ
うが好きなんだ！。妙だな」



必要なのは日本で使えるＧＭ作物

◎みなの賛成がなくても、農家が「これに生死
をかけたい」と思わせる武器としてのＧＭ作物
があれば、市民も勝てない

◎ハワイのパパイヤ農家をみよ。ハワイの農業
を救うためにＧＭパパイヤを植える。絵空事の
市民と対等に戦える。反対派を説得したのでは
ない。自分たちの活路を見出しただけ。

◎スマホを見よ。９３万人が病気でも反対なし。
規制もなし。便利だから。



日本と米国の違い

《日本》

・ＧＭ作物の研究開発は国
、公的機関が中心

・民間企業はほぼ撤退

・研究開発費は数十億円

・研究者の数は数十人

・日本の企業が将来的に世
界の農業でＧＭ産業で貢献
できることはまずないので
は！。日本の遅れは必至。

《米国》

・ＧＭ作物の研究開発は民
間企業が担う。国の補助金
はない

・研究開発費は１社だけで
数百億円

・研究者は１社だけで数百
人

・今後、世界で欧米と中国
の企業だけが活躍。


