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小特集

遺伝子組換え作物・食品をめぐるコミュニケーション
に

佐々義子*

〔キーワード):遺伝子組換え作物・食品， リスク

コミュニケーション，信頼， Publ ic 

Engagement (市民の関与)，ファシ

ソテーション機能

ボタンの掛け違い

私たちの食生活に，食用油，家畜の餌料などとし

て遺伝子組換え作物が使われるようになって今年

(平成 22年)で 14年になります.しかし，活頭に

遺伝子組換え原料使用と書:かれた食品を自にする

ことはほとんどありません.多くの人は遺伝子

総換え不使用jと表示された食品から不安を抱いて

いても，食用組1などが表示義務の対象外であること

から，その恩恵に与っていることを知らずにいます.

日本では，遺伝子組換え作物・食品が上陸する時，

米国のやり方にならって，成分に大きな変化がない

限り，遺缶子組換え食品の表示をしない方向で進め

ようとしていました.しかし，知る権利を求める消

費者の声があがり，遺伝子組換え作物・食品の表示

方法の検討が 2年余り続けられました.組換えた遺

伝子やそれによって生成されたタンパク質が，最終

製品で検出できない場合を表示対象から外し，分別

流通管浬がなされたことを示す社会的認証を「不使

用J表示の根拠にしてよいことになりました

これがいわゆるボタンの掛け違いの始まりだと

私は思います.たとえ，すべての食品に f不分551JJ

と表示されることになっても不分日IJJ表示は，

遺伝子組換え原料が私たちの暮らしに入り込んで、

いることを日々知らせることができる，暮らしに最

も密着した高頻度の「教育手法j でした不使用

が任意表示となったため多くの食品に使われ

る結果となりました.遺伝子組換え作物は危険だか

ら警鐘を鳴らしているのだと刷り込まれてしまっ

た現在，このときの任意表示の決め方を振り返ると，

もっと有効な手法として考えられなかったかと残

キNPOi上人 くらしとパイオブコラ→f21 (Yoshiko Sassa) 

念でなりません.

圏内栽培の現状・自治体の規制・圏内栽培の状況

現在，日本でカノレタヘナf去に基づ、き第一種使用規

穫を承認された遺弘子組換え農作物は 145種類あり

ますが，五三変わりパラを除いて商業栽培されている

ものはありません.また，条例で野外における試験

栽培を規制しているのは北海道，新潟，神奈川で，

指針で規制しているのは岩手，宮城，茨城，東京，

千葉，滋賀，京都，兵庫，徳島です.宮城，茨城，

栃木，静i湾，揺岡，岡山県においては， 3大学， 5 

社， 3研究所により野外での試験栽培が行われてい

ます(佐々印脳中)• 

市民の本音と建て前

遺{云子組換え作物・食品に対する不安には大きく

分けてこつあります.これは評価の観点とも重なっ

ていて，①食品としての安全性，②環境への影響で

す.導入当初よりは務ち若いてきたものの，独立行

政法人農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業

総合研究センター 北緯農業研究センターへの有

機栽培を行う生産者などによる f遺伝子組換え稲の

作付け禁JJ二等請求Jは今も高品、ており，驚くような

論法で遺伝子組換え食品の毒性を説く記事もなく

なりません.現lこ， COP10 (名古屋市)の会場の外

では環境保護団体による遺伝子組換え作物の毒性

を訴える講演会などが開催されるなど，この技術へ

の反対意見は根強し、ものです.

一方，多くの市民はどう考えているかというと，

COOPや AEONが独自に開発・販売しているプライ

ベートブランド製品では，不分別原料を使用してい

る旨を表示した食品が多種，販売されおり，価格も

安く，売り上げは非組換え表示のものよりも多く売

れています(佐々 2009). 

また， 2010年春先に一時期，通信販売された

costcoの遺伝子組換えと表示のあるパンケーキミッ

03日9-5247ilO/Y500/1論文/JCOpy 
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クス (4kgノ〈ック)については，ユーザーのブ冶グ

を見る限り，遺伝子組換えというラベルを意識しな

がらも，手軽，おいしいなど肯定的な意見が書き込

まれていました(現在は販売を終了している).こ

のようにアンケート調査の結果と市民の購資活動

が一致していないことも，政策決定の根拠などにす

るときには留意しておく必姿があります.

コミュニケーションの意義

遺伝子組換え作物・食品に不安を感じる理由を尋

ねると，技術に関する説明がわかりにくいなどの情

報の不備・不足によるものと，子孫への影響を案じ

るなどの情緒的なもの，そして漠然とした不安とい

うのがあります.情報の不足に対しては情報提供が

重重きであることはいうまでもありませんが，情報が

増えるにつれて，自尊心が芽生えるなどして素直に

受容できない傾向が生じると，社会心深学の研究者

は述べています(育)112005) 

受容 Putヲlic巳ngagement

~情報量;

図 l 受筏と情報;及の I~\H系

情報設を増やすだけでは議信子組換え作物・食品

への不安が減らない背景には，このような人間の新

しい技術への受け止め方の特徴があると考えられ

ます.I翠 1は，受容}支は情報量カミ増えるにつれてあ

る程度高まりますが，一定以上になると下がる傾向

を示したものです.そこで，受容疫がピークに達し

た後，多くのえテークホルダーがみんなで際わる

(Public Engagement) 中で，コミュニケーションを

行えば，理解を深めることができるのではないかと

考え，よりよいコミュニケーションの手法とその評

価方法の研究を行いました.

また，科学・技術を伝えるときに，その情報源へ

の信頼は不可欠です.山岸は信頼が成立する条件は，

f能力への期待Jと「意鴎への期待jの両者を満た

すことだとしています(山岸 1999). 具体的には，

情報が足りてきたときこそ，研究者，生産者，消費

者など多様な関係者が関わる意見交換会などのコ

ミュニケーションが行われることが，二つの条件が

満たし，信頼関係を様築するのに有効となります.

サイエンスコミュニケーションは特別なコミュニ

ケーションではなく，段々のコミュニケーションに

含まれるもので，その中で特に技術のリスクの関す

る領域がリスクコミュニケーション，事故など緊急

性を要する場合がクライシスコミュニケーション

となり，その関係は隈 3のようになっていると考え

ました.タト開にあるコミュニケーションが充実して

こそ，その内機のコミュニケーションが実りあるも

のとなるでしょう.それぞれのコミュニケーション

をつなぐものが，信頼関係です.具体的には，研究

者・技術者は高い技能を持って研究・開発を進め，

精度管迎を者実に行い，記銭を残すことによって能

力への期待に応えます.そして，研究者の誠実さな

ど意図への期待に応えるのが，コミュニケーション

を有効iこする方法であると考えます.

コミュニケーションの手法

NPO法人くらしとバイオプラザ 21では，

などの参加体験型のイベントを通じて，どのような

機会に市民が遺伝子組換え技術に関する話に耳を

傾け，能動的に関わるかを調査し，適切な機会の設

け方について研究してきました. 100回を超えるバ

イオカフェ(“くらしとバイオ"に特化したサイエ

ンスカフェ)のアンケートやレポートから，双方向

性の高い少人数のイベントは丹滑な対話を導き出

せる有効な手法であると考えました.

そこで， 2008年から 2009年に，講義による情報

提供と意見交換(セミナー形式と名づける)と，キッ

チンサイエンスという参加体験型イベント(講義に

よる情報提供と意見交換の前に調理実習を行う)の

ふたつのタイプによって市誌の意識がどのように

変わるか調まましました その結果，次のような知見

をf尋ることができました.

①参加体験型イベントの方が， :(宣佳子組換え技術に

ついて知らない人が集まりやすい

②ある技術に特化するのでなく，食の安全などの大

きな枠組みの中で説明した方が理解されやすい

③説暁者の資震が大きく影饗する(説明者の専門性

の高さ，対等に対話する態!i)
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④参加者全員が耳を領け，話し合いができる雰囲気

作りが重要(情報強者・弱者ができないような配

慮)

2009年， 2010年に遺伝子組換え作物の試験栽培

をしている研究所では，一般市民向け見学会におい

て，害虫抵抗性遺伝子組換えトウモロコシの試食を

行いました ほとんどの見学者が試食し，試食前後

でアンケートをとったところ，試食後には「やや不

安，不安Jという問答が激減しました.みんなで、食

べるということは，日常生活からも知られているよ

うに，サイエンスカフェのような対等に話し合いを

促す働きを高めます.

伝えるべき内容

心理学的に，どのような情報提供を行うと，受容

度が高まるかという研究も行われました.その結果，

遺伝子A組換え技術に I~~lする知識だけを与えるより

も、リスクについて考え方をあわせて伝える方が，

受容度が高まり，それが持続されることがわかりま

した(図 2). さらに， リスクコミュニケーションの

意味もあわせて結えると，講師への信頼が 2カ月後

に高まることがわかりました(問中 2009) この結

果は，上述のとおり，ある技術に特化するのでなく，

大きな枠組みの中で説明するのがよいという知見

とも一致します また.ある技術に特化した話を聞

いている人は，帰聞の説明をせずに説得しようとし

ているのではなし、かなどと考えて，疑いを持つこと

も考えらjもます.

42 r …・骨…基礎知識群ー母由基本思考群

37 

32 
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実験前 実験i直後 2カ月後

図 2 基礎知識，基本思考， リスクコミュニケーショ
ンの情報と受ままの関係

これからのコミュニケーションのために

サイエンスコミュニケーションは，日t界的に行わ

れています.日本でも，今までの実験教室などに)][1

えて，大学，学会，科学館，限書館などで，サイエ

ンスカフェが全国で毎月 100箇所近く開かれていま

す.一方，食品安全委員会主催で，食のリスクにつ

いて話し合う催しが全国各地で開かれ， リスクコ

ミュニケーションということばも少しずつ身近に

なっています.

科学・技術のリスクをめぐるコミュニケーション

をリスクコミュニケーションと位置づけ，事故のと

きの記者会見などで行われるコミュニケーション

をクライシスコミュニケーションと考えました.こ

れらのコミュニケーションは，限 3に示すような関

係になり，中心に近づくほど，緊急性が増して行き

ます.中心に近いコミュニケーションを成功させる

ためには，外Jjfll，にあたる平素のコミュニケーション

を通じて，信頼関係を構築しておかなくてはなりま

せん(図 3)

区13 サイエンスコミュニケーションの位置づけ

また，コミュニケーション手法の開発が重要であ

ることは当然ですが，継続して実施できるための環

境整備も不可欠です現実的には，色々なステーク

ホルダーは，以下のような課題を抱えています.

①遺伝子組換え植物の実物を見られる環境整備

②情報提供活動をする研究者への支援(資金，マン

パワー，評価システム)

③組織としての情報活動への責務(行政，研究者，

企業，生協など)

④日本の食事情を正確に結える情報発信(表示を含

めて)の実践

③科学技術創造立国としての行政によるリーダー

シップの発衛

⑤メディアの積駆的な関与

⑦市民の科学・技術リテラシーの向上

これらの問題解決への活動やそれを支慢する仕

組みi'Fり，円滑なコミュニケーションを支える信頼
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関係構築にも，恨気よく取り組んでし、かなくはなり

ません.

遺伝子組換え技術は社会に役立つものと考えて，

大学や企業の研究者が中心になって育ててきたも

のです.研究者だけなく，科学・技術政策を提案す

る行政も一緒になって，市民に対して毅然として，

この技術についてj認知し，この技術を応援してもら

えるように情報を提供し，対話の場を作るなどの努

力をすべきです.

これらの課題に取り組むには，図4に示すように，

いろいろな関係者がそれぞれの役都を果たし，それ

らを全体的に術轍したうえで，必要な準備や支援を

行う事務局のような機能(ファシリテーション機

能)が，第一に必要です.バイオテクノロジーにつ

いて何も知らない人でも，日本がこの技術の実用化

や利用において遅れていること，出:界の食料，が不足

しているのに臼本には休耕回が多くあることなど

を見儲きすれば，不安になるでしょう.助成金の制

度がなくなったり，行政の体制が変わっても，長い

視点から問題意識を持ち続けられる市民を育て，世

論を喚起するための下地を作ることこそが求めら

れています.これは遺伝子組換え技術に限った事で

関 4 ファシリテーション機能

第 12号 (20 1 0年)

はありません.日々のコミュニケーションの継続と

市民のリテラシ一向上を障り，それを支える仕組み

を整備し，多様なステークホルダーが共生で、きるよ

うにするブアシリテーターの機能が優先的に整え

られるべきです.

ことに，ファシリテーション機能が充実すると，

今後，サイエンスコミュニケーション継続において

となるであろう地域コミュニティとのネット

ワークの拡充や，市民への影響力の大きいメディア

と意見交換ができるような信頼関係の構築も期待

されます.
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