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日本リスク学会 企画A1「ゲノム編集食品のリスクを議論する」



背景
• 新しい科学技術の社会へのソフトランディングをめざすと
きは、Upstream Public Engagementが有効(2013)

• 実用化前で規制の方向性も決まっていない状況では具体性
を欠き、遠ざけたいという消極的な結論に。見えない物の
議論は難しい。

• 関係する複数のステークホルダー（以下 役割）を想定し、
異なる役割になってグループディスカッションを行う「ス
テークホルダー会議」という手法を考案。

∵遺伝子組換え作物のリスコミで生産者にメリットがあるこ

とは消費者メリットになると伝えきれなかった。
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生協との連携
・ゲノム編集食品の学習の機会を創りたいという要望
・組合員の学習会のためにワークショップ手法への関心



時間配分例・小道具
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導入 5分

話題提供 50分

休憩 5分

グループワーク
(1)質問の書き出しと代表質問
(2)話し合いとグループの意見発表

50分

まとめ・アンケート記入 10分

YES NO

理由

時間配分
120分の場合
90分の場合は
質問のみにする等

グループ代表が記入



ステークホルダー会議「ゲノム編集ジャガイモ、食べますか？使いますか？」

多様な立場（ロールプレイ）からの意見を引き出す

〇生産者
〇ポテトサラダ製造販売業者
〇学校給食調理員
〇消費者（家庭で調理して食べる）

2018年11月11日 サイエンスアゴラ



2019年11月25日 コープこうべ
役割 YES NO

１ 消費者 備蓄ができるというメリットはあるが、海外か
ら入ってきたものの扱いに不安がある。

２ 消費者 食料が足りていて、選択できるならば、ゲノム
編集ジャガイモは選ばないだろう。社会の変化
によって考え方も変わるかもしれない。

３ 生産者 安全性が担保されるのなら、毒が
ない、保存性向上のメリットがあ
る。

４ 生産者 安定的に効率的生産できるメリッ
トがある。 ブランド化、付加価
値向上も期待できる。

５ ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ製造販売
業者

人件費削減。歩留まりがいい。味
が落ちなければ利用する。ゲノム
編集という名前がよくない。

６ ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ製造販売
業者

作業コストとフードロスを削減で
きる。味がよくて安全性が担保さ
れたら利用したい。

７ 学校給食調理員 食中毒リスクが減り、作業量やご
みが削減される。安全性が確保さ
れ、普通のジャガイモと混入しな
いようにし、利用したい。

８ 学校給食調理員 作業量削減。食中毒のリスクがへ
り、管理面でメリットがあるので、
利用したい。
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グループの意見はひとつにする。YESか？NOか？
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養殖業

鮮魚店

消費者

YES
（理由）
・・・・・・

ゲノム編集魚 YES or NO

Fish Store



京都生協 2019年12月5日

役割 YES NO

１ 消費者 自然界に起こりうるし、プロダク
トベースで調べられる。水産資源
の未来を考え、魚を食べられるメ
リットをとる。環境のためになる、
水産業が今後成り立っていくかに
影響を与えるだろう

２ 消費者 食べてみたい。自然界で起こりう
る変異であって、リスクも安全性
も自然界と同等。消費者への情報
提供が大事

３ 養殖業者 売れるか売れないか 育てられる
かどうかという不安があるが、ロ
マンがある。今なら儲かる。未来
につながる技術だと思う。

５ 鮮魚店 海の持続可能性。「木下先生のタ
イ」というブランド化

消費者に受け入れられるか。売る側と
しての責任・自信がない。

６ 鮮魚店 店への風評被害が心配だが、安全
性確認済みで水産資源枯渇の問題
がある。店として生き残るため。
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アンケート結果（単位 人）

理解度は向上
• コープこうべ

「全く理解できていなかった」「あまり理解できていなかった」28→１

「大変理解していた」「少し理解していた」５→40

・京都生協

「全く理解できていなかった」「あまり理解できていなかった」12→０

「大変理解していた」「少し理解していた」６→12

意識には変化
・コープこうべ

「たいへん気になる」「少し気になる」 23→22

「ほとんど気にならない」「全く気にならない」13→18

・京都生協

「たいへん気になる」「少し気になる」 14→5

「ほとんど気にならない」「全く気にならない」5→14
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生協の職員のみが参加したケース（於 名古屋）
ゲノム編集タイ、食べ（使い）ますか？
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立場 YESの理由 NOの理由

養殖業者１ 長い目でみて大ヒットするかもしれない

養殖業者２
初期投資、社会受容は不安だが、雇用が
創出できる

養殖業者３
コスト高い。初期投資高い。病気が
出たら全滅のリスク

養殖業者４

コスト高い。初期投資高い。 安全
性に不安 認知度が低い 味がわ
からない

鮮魚屋１
価格が高い可能性がある 安定調達
認知度低い

鮮魚屋２
可能性はあるが、安全性の担保に不
安がある

鮮魚屋３
安全性の説明をするところに達しな
い

消費者１ 一万人が食べていないから

消費者２ 値段が高い 鮮度が落ちそう

消費者３ 興味もあり、試してみよう



結果

１）学習会の感想→「とても楽しかった」「楽しかった」 （９０％）

２）講話前にゲノム編集技術を知っていたか→「よく知っていた」（６％）

「初めて聞いた」（１８％)

３）話の分かりやすさ→「とても分かりやすい」「分かりやすい」（９２％）

４）ゲノム編集技術の理解度 →「理解上がった」（７５％）

「疑問や不安が増えた」（８％）

５）ゲノム編集タイの理解度 →「理解上がった」（５１％）
「疑問や不安が増えた」（１０％）
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まとめ １

１ 情報提供の立場

必要な情報

技術の説明（原理）

安全性確保

社会への貢献（省エネ、環境保全）

講師の役割の大きさ

実社会から乖離しない

双方向性の向上

ワークショップ手法の開発と実践
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２ 情報の受け手

場の成立

話し合える関係

他者理解ができる関係

事業者と消費者の共存

職員は組合員を、組合員は職員について理解

している。

生協との連携の意義

継続的な“学びあい”の実践
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まとめ ２

情報入手→検討→意思決定

オンライン学習・独学 ステークホルダー会議

目標 情報収集と考察 ・考え方の幅を広げる。
・他者理解

参加の形式 個人 集団

情報入手方法 ・専門家の説明動画
・テキストを読む

専門家のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

考え方 ひとりで考える 意見交換

意思決定プロセス 個人 グループ

結果の共有 なし あり

日程・場所の調整 不要 必要
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ご清聴ありがとうございました
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