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不確実性をめぐる科学者間コミュニケーションと制度知
〜遺伝子組換え食品の安全性評価を例に〜

畠山華子1，立川雅司2

Communication among Experts Regarding Uncertainty
and Role of Institutional Knowledge 

-A Case Study of Safety Assessment of Genetically Modified Food-

HATAKEYAMA Hanako1, TACHIKAWA Masashi2

Abstract
Purpose of the paper is to elucidate various factors which lead to settlement of arguments among 
scientists in the context of regulatory science （safety assessment） using a case of a transgenic crop 
showing drought tolerance. The transgenic crop was regarded as a new type of GMO and posing 
scientific uncertainty. Novel assessment techniques （Omics） were proposed to use to assess the safety 
of the crop. While seemed promising at first, after discussing various aspects of the method, the GM 
Food Safety committee finally decided not to adopt the technique at that time. Minutes of the meeting 
of the Committee and interviews to related scientists were analyzed to understand the process 
to reach the conclusion. It is observed that the discussion among scientists has reached consensus 
through taking into account various kinds of knowledge, not only purely scientific but also institutional 
one, such as chronological consistency. Under the context of regulatory science, this latter type of 
knowledge （institutional knowledge） are accumulated within the committee and applied to the issue 
which constitutes a crucial factor to bring closure of the discussion. Science communication would need 
to take a harder look at this fairly neglected area, and foster the public to understand this aspect of 
science in action. 

Keywords:  regulatory science, GMO, uncertainty, science communication

１．課題の背景と目的
　食品安全政策における意思決定は，リスクアナリシスの枠組みのもとで，科学的評価を重要な
判断材料とする，science-based approach が採用されており（Codex Alimentarius Commission 
2003），リスク評価機関はリスク管理機関とは機能的に分離されるべきとされている．リスク管理
機関は，リスク評価機関の結果を受け社会経済等の要素も考慮したうえで管理措置を決定するが，
評価機関は関連分野の専門家によって，政治的観点を排除し科学的観点のみによる知見の収集・判
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断を行うことが求められている． 
　そもそもリスク評価や意思決定における科学的活動は，レギュラトリ・サイエンス（規制科学）
と呼ばれる．我が国においては内山（1987）により，まず公衆衛生分野においてその基本概念が提
唱されてきた．レギュラトリ・サイエンスに関しては諸定義あるが，Jasanoff （1990）によれば，
行政等の意思決定を支援するための科学的知見とされ，特徴として，管理機関による諮問への回答
に時間的制約があること，異分野間の専門家における学際的議論であること，専門家の任期という
制約が存在する，という点を挙げている．また，科学はそもそも不確実性を内包していることから，
評価には専門家としての直観・判断（expert judgment）が含まれる（Jasanoff 1987）とも言われる．
こうしたレギュラトリ・サイエンスの場面で，専門家としての判断がどのようになされるのかとい
う点は，科学者間コミュニケーションと理解することができる．ここでは専門家がその科学的知見
を規制やリスク評価という場面にどのように適用するべきかという点が焦点となる．しかし，学会
などにおける科学的論争の決着に関する研究とは異なり，こうした科学者間コミュニケーションの
推移とその帰結（収束あるいは判断留保等）がどのような要因によって決まってくるのかという研
究はこれまで十分なされてこなかったと考えられる．
　これまでの科学技術社会論においては，科学技術と政策との間の相互作用がしばしば議論されて
いるが，どちらかといえば科学者と政策決定者の役割が二分法的に想定されてきた．すなわち，科
学者は科学的知識の提供者と理解され，政策決定者は，その科学的知識を制度と照らし合わせなが
ら利用するユーザーと性格づけられる．しかし実際には，レギュラトリ・サイエンスの文脈では，
科学者の内部においても科学的知識と制度的知識の双方を組み合わせた議論がなされており（制度
的知識が部分的に科学者にも内面化されている），上記のような明確な二分法は当てはまらない．
特に，科学的不確実性が存在し，かつレギュラトリ・サイエンスにおいて典型的にみられるように，
暫定的であっても何らかの対応が求められる場合，どのような形で議論が収束し，科学的知識と制
度的知識が援用されているのかについては，実相に即して分析する必要があると考えられる．要す
るに，こうした科学者間コミュニケーションの推移とその帰結（収束あるいは判断留保等）がどの
ような要因によって決まってくるのかに関しては，これまで十分検討されてこなかったと考えられ
る．藤垣（2003）が指摘する妥当性境界の構築過程では，科学と非科学との境界，あるいはジャー
ナル共同体毎の妥当性境界は議論されるものの，科学者内部におけるリスク評価などの場面におけ
る判断過程については検討されていない．本論文の意図は，まさにこうした規制場面における科学
的判断の妥当性境界に関して，科学者がどのような知識を援用しながら構築しているのかという点
に関して分析しようとするものである．そこでは，立石（2011）の指摘するような，科学の自律的
活動が時間的経過のもとで発揮する「批判性」という観点も重要ではあるが，科学的知見が不完全
であってもその時点その時点において何らかの政策的判断を下さざるを得ないレギュラトリ・サイ
エンスにおいては，こうした時間的制約下でどのように判断が下されるのか，科学と政策の相互作
用をめぐる別個の問題が成立する．しかし，こうした点に関する研究蓄積はほとんど見られない．
　以上のような問題意識を背景として，本論文の目的は，不確実性をめぐる科学者間コミュニケー
ションに着目し，レギュラトリ・サイエンスにおける不確実性への対応をめぐって，科学的議論の
場において科学者間でどのように妥当性判断がなされるかについて分析することである．レギュラ
トリ・サイエンスでは，ジャーナル共同体での妥当性境界（藤垣 2003）が不明確な場合であっても，
規制の観点からの判断が求められるという意味で，その決着がどのように図られるのかを分析する
ことは検討に値する課題といえよう．
　事例として取り上げるのは，乾燥耐性遺伝子組換え（GM）作物由来食品に係る安全性評価をめ
ぐる科学者間のコミュニケーションであり，食品安全委員会の議事録と評価に関わった委員へのイ
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ンタビューに基づいて，委員会の結論がどのようなプロセスを経て収束したかについて分析を行う．
結論に至る過程で重要な要素は，新しいタイプのGM食品が登場した場合に，これをどのような手
法で検討することが妥当かという点であり，特に従来使用できなかった分析技術が登場した場合，
この分析技術を安全性評価プロセスにおいて採用することの妥当性が論点となった．結論に至る科
学者間コミュニケーションでは，データの信頼性（比較可能性や過去のデータ蓄積）という科学知
と共に，GM食品に対するこれまでの安全性評価の経緯や制度的条件を熟知していること（制度知）
が，議論の収束に関与している点について以下では明らかにする．ここでいう制度知とは，政策や
制度の形成・維持・変更がどのように進められているかといった知識を指すものとする．特に本論
文においては，レギュラトリ・サイエンスの枠組みの中で科学的知見とともに援用されうる政策や
制度に関わる諸知識を指すものとする．

２．新たな遺伝子組み換え作物の安全性評価をめぐる議論
　遺伝子組換え作物の安全性確認に関しては，1991年からガイドラインに基づき厚生省（当時）が
実施してきたものの，2003年の食品安全委員会の設置以降，リスク評価機関である同委員会が安
全性評価1）を行っている．同委員会では，安全性認可の申請が上がってきた遺伝子組換え作物由来
食品について，専門調査会で審査したうえで，上位組織である食品安全委員会で最終的な結果を安
全性評価書としてとりまとめ，厚生労働省に対して提出している．より具体的には，同専門調査会は，
GM食品に係る食品安全性に関し，関連分野の専門家（植物，動物，食品衛生，遺伝子工学等を専
門とする科学者，以下，専門委員）によって組織され，厚生労働省の諮問を受け評価を行い，科学
的見地からの評価結果を提供するものである．専門調査会の役割は，食品安全委員会によれば，「科
学的に中立」な立場から評価を行うもので，科学的判断と政策判断を分離するというスタンスであ
る（食品安全委員会）．
　最近，アメリカのバイテク企業より，乾燥耐性遺伝子組換えトウモロコシの安全性認可の申請が
厚生労働省に提出され，食品安全委員会にその評価が依頼された（2009年）．乾燥耐性遺伝子組換
え作物は，降雨量が乏しい環境不良条件においても収量性の著しい低下を回避できる作物として開
発され，アメリカや豪州などで商業栽培が期待されているものである．これまでの遺伝子組換え作
物が，除草剤耐性や害虫耐性であった点と比べると新しい特性として，GM作物の新しい適用領域
として期待されてきた．
　しかし，乾燥耐性GM作物は，安全性評価における新たな課題も提起するものであった．という
のも，上記の系統では，乾燥耐性の獲得にあたり，ある遺伝子の組換えによって植物体の他の代謝
にまで広く影響を及ぼしている可能性があり，こうした代謝経路の変化によって，予期しない物質
が生産されているのではないかという視点が提起されたからである．これまでのGM作物において
は，1遺伝子（もしくは数個の遺伝子）の導入により単に新たな形質導入（除草剤耐性，害虫抵抗性等）
がなされたものが評価対象となっていた点から考慮すると，評価対象がこれまでとは異なるタイプ
のものではないかと考えられた．
　こうした代謝経路や遺伝子発現の変化に対して，安全性評価の観点から検証する必要があるのか
どうか，またその方法があるのかどうかという点が議論になった．この時に着目された手法が，網
羅的解析（オミックス）2）と呼ばれるものであり，既知，未知のすべての成分3）の量的比較が可能
であるという手法である．網羅的解析が注目されるのは，この解析手法によって，GM 食品の予
測不可能な物質産生の有無が検証可能になる，ということが期待されたためである．この手法は， 
Codex における遺伝子組換え食品に係る安全性評価に関する国際的議論においてすでにその可能
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性が指摘されていたが（2007年，筆者インタビュー），近年の手法発展に伴い，頻繁に言及される
ようになってきた．しかし，この解析法は各国リスク評価機関のレポートにおいて，「将来性のあ
る有望な手法（promising method）」であるとされているものの（EFSA 2010; BfR 2009 ほか），個
体間の物質含量のバラつきのデータ蓄積等，なお課題は多く，許容範囲の決定が困難であり科学的
評価が困難であるなどから，安全性評価にあたって必要なデータとして公式に採用されるまでには
至ってはいない．ただし，重要性を強く主張している国もあり，欧州ではオーストリアが，GM作
物全般についてオミックスが必須という主張を行ったことがある（ただし，欧州食品安全機関によ
りその主張は却下された（Austrian Federal Ministry for Health, Family and Youth 2008）．また，
すでに同系統の乾燥耐性GM作物の認可を行っている豪州のリスク評価機関（FSANZ）では，網羅
的解析によるデータの必要性に関しては言及されていない（FSANZ 2009; FSANZ 2010）．
　このように，網羅的解析には一定の注目がなされているものの，その対応は一様とは言えない．
我が国においては，乾燥ストレスに耐性を持つGM作物の食品としての評価において，この技術が
注目された．こうした注目がなされた背景には，当該のGM作物由来の食品に関して，代謝経路に
影響があるのであれば，それに伴って多くの物質の量的変化が誘導されているのではないか，と
いう食品安全委員会の遺伝子組換え食品等専門調査会の指摘から始まっている 4）．このGM食品は，
専門調査会への最初の諮問後一カ月の期間を経て，専門調査会において専門委員より評価に係るコ
メントが出されたが，そのコメントの中に，当該GM食品に関して，組換えによる代謝改変を通じ
た非意図的な成分改変の可能性，および網羅的解析による大幅な成分改変の可能性の検証の必要性
が指摘されたのである．以下，これらの議論について，2010年6月28日に開催された同専門調査
会の第82回会合結果議事録（2010）より，関連する発言を抜粋しトレースすることで，議論の展開
と収束までのプロセスを追う．なお，この系統に関する審議自体は，計4回行われた．1回目（第
75回会合）は系統の概要説明，2回目（第76回）は必要なデータと測定条件について，3回目（第82
回）は2回目のコメントを受けた企業の回答へのコメント，4回目（第85回）は企業の再回答を受け
た最終決定である．特に網羅的解析の必要性に関する議論が活発に交わされた3回目の議事録をも
とに以下では分析を行う．
　そもそも，この案件が「新しいタイプ」の申請であるという認識は，1回目の会合で座長からも
指摘されている（第75回会合結果議事録 44）．その上でこうした代謝経路に広く影響が生じている
可能性がある系統についてどのように評価すべきか複数の委員からコメントが寄せられた（第76回
会合結果議事録 2-3）．そして網羅的解析の必要性を主張する委員より，こうした機序を持つ GM食
品に対して，安全性評価の観点から見て，新たなカテゴリ（代謝改変による影響をどのように評価
すべきかを検討する必要がある群）として扱う可能性が指摘された（第76回会合結果議事録 2-3）．
具体的には，網羅的解析によって大幅に変化しているものがないか否かを推測してはどうか，とい
う指摘である．

委員5）  ここでは一般論として，確かに［企業からの−引用者補足（以下同）］回答は［オミックス
で分析することは］意味がないと来ていますけれども，実際にオミックスのことをやって
みると，確かに葉とか茎ですと発現しているものが多くて，非常に大変ですが，穀粒，い
わゆる可食部に限れば，さすがに食べるところなので，発現している遺伝子なども少ない
ですし，また蓄積しているものも少ないです．ジャガイモの場合ではメタボローム解析［網
羅的解析の一つ，注１参照］をやったところが，いわゆるストレス耐性を与えているもの
なので，常にストレスがかかった状態になっているとエチレンが発生します．そのエチレ
ンが合成されるときにシアンができてくる［ことが判明した］．［中略］ですから，一概に
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メタボローム，トランスクリプトーム［網羅的解析の一つ，注１参照］なり，そういうも
のが意味はないという言い方というのは，非常に好ましくない．メタボロームをやって初
めてわかったこともあるわけです．（第82回会合結果議事録 23）

　この委員の指摘に対して，網羅的解析手法が未成熟な手法であるという理由により，既知のアレ
ルゲン等の解析で十分である，という意見，また新たな観点（＝網羅的解析）を導入することに対
する慎重な姿勢を示す意見も挙げられた． 

委員  多分トウモロコシでも，もう既に一般的な網羅的な解析は勿論できるところまではきてい
るので，出すことは出せるけれども，データを出すとその結果の解釈になってしまいます．
結局，振れ幅の問題に必ずなって，振れ幅のデータがおそらくとれていないので，意味が
ある変化かどうかという結論が出なくなるということが一番困ったことです．（第82回会
合結果議事録 22）

委員  あと，統計の多重性6）の問題も多分大きな問題になってきて，補正をしないといけないと
思います．それでかなり厳密にやって，どのぐらい残るのか，残らないのかということを
言い出すと，かなり膨大なデータを出していただかないといけなくなるのかと思います．

（第82回会合結果議事録 22）

　また企業にデータを用意させるかどうかという点についても慎重な意見が出されたものの，網
羅的手法でデータを取ること自体は現状ではそれほど困難な作業ではなくなっているとの指摘もあ
り，このこと自体で否定的／懐疑的であるとする意見はなくなった．
　なお，この網羅的解析の必要性を主張した委員の中には，Codexにおける基準策定当時（2007年）
から代謝改変に伴う不可知な変化の可能性について議論していた委員も含まれており，当該委員
が今回，網羅的解析を強く主張していた委員でもあった（筆者インタビュー）．Codex 委員会では，
今回のような代謝改変型GM食品に関して，これを安全性評価実施上の「新たなカテゴリ」と考え
得るとの議論もあり（ただし結果的には必要であるとの結論には至っていない），このことを事前
に知っていたことも，当該委員が強く主張した背景になっていたと考えられる．
　その後の申請企業とのやり取りにおいては，企業側より，網羅的解析のデータ提出は科学的妥当
性を検証し難く意味がないとの回答があった．専門委員会の委員からは，そうした表現自体が「科
学的に不適切」であり，オミックス技術を当該時点で採用しないとしても，この技術の将来的な利
用可能性に含みを持たせた評価書を作成すべきとの意見が出された．

委員  １点目は，ここに書かれてある内容では，皆さんは納得しないわけです．納得しないとい
うのは，一般論でやられても，科学の進歩は日進月歩であるから，ここでやった時点では
オミックスでやってもだめだという書き方にしてほしいし，ただ，今後のオミックスの進
展によって，新たな科学的知見が出てくる可能性があるということは認識して，それをき
ちんと書き込んでおいていただかないと困るだろうと．（第82回会合結果議事録 24-25）

　以上のような指摘を踏まえて，現在では，既知のアレルゲン，毒性物質等に注目することを基本
に，大きく代謝を変える可能性があるという前提のもと，特にアレルゲンとして既知のものがある
のならば，それについては調べるというコンセンサスをとっておく，という結論に達し，この時点
では，安全性評価手法としてオミックスを採用することは見送られた．次節では，上記のような最
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終的な結論に至ったプロセスとその要因に関して議論の流れを追い，解釈を行う．

３．議論の収束をもたらしたもの
　前節では，新たな乾燥耐性GMトウモロコシの安全性評価を巡って，新たな手法を適用すること
の可否についての議論がどのように進んだのか，専門調査会議事録をたどりながら概観した．最終
的に網羅的解析（オミックス）という新しい手法の援用はなされなかったが，こうした結論に収束
した要因について，本節では考察する．専門家間コミュニケーションにおいて，議論の収束をもた
らすものは何かというのが，ここでの課題である．
　以下では，議論の収束をもたらした要因として，大きく2つの分野の知識動員プロセスが行われ
たととらえる．ひとつは，安全性評価そのものの科学知の動員である．新たなGM作物が示す特性
や安全性評価上の分析手法，得られたデータの信頼性などに関する科学的知見がその内容である．
もうひとつは，安全性評価を制度の中で運用する際の条件など，制度知とも呼べる知識や経験の動
員である．両者（科学知と制度知）はそれぞれの委員の発言の中に渾然一体のものとして盛り込ま
れているものの，ある科学的知見が強調される背景には，そうした知見が制度運用において決定的
に重要であるなどの制度知が反映されているものと解釈することができる．
　前節では，すでに専門知の動員という点に関して，網羅的手法の必要性を主張する専門委員会委
員の発言をたどり，最終的に採択されなかったという経緯を概観したので，以下ではなぜ採択が見
送られたのかに関する議論について分析する．そこには制度知の蓄積とその援用という側面が見い
だせる．そしてこのことは，レギュラトリ・サイエンスに関わる科学者間においてコンセンサスを
形成する条件が，科学的知見のみでは十分ではないという点を示唆している． 
　今回の乾燥耐性GMトウモロコシの議論では，網羅的手法の限界が指摘され，最終的にデータ要
件として企業に提出を求めることが見送られたわけであるが，それは次のような論理によるもので
ある．すなわち，前述の議事録での発言にもみられたように，データの蓄積がまだ十分ではなく，
網羅的解析による生成物変化が検出されたこと自体をもって安全性を議論することは困難であると
いう点である．データ蓄積の不十分な中で，したがって，データの振れ幅を解釈する枠組みや基準
が整備されていないなかで，このような網羅的解析法を採用することの制度的リスクの存在が指摘
されたといえる．そしてデータ申請者に対しては，こうした網羅的解析の実施は明示的に指示しな
いものの，今回のようなGM作物の場合には，新たな物質が生産されている可能性も含めて議論し
てほしいという結論に落ち着いている．

委員  まだメタボローム解析の技術がそこまでいっているとはとても思えないので，今回の議論
はあくまでもメタボロームというものはあるけれども，それをやれと言っているわけでは
なく，あくまで新知見が出て，ストレスがかかったときにこういうシアン化合物ができる
ということがわかってきたので，今回は審査途中ではあったけれども，それのことを新た
にデータとして要求すると．それの安全性について議論をしてくださいという，多分そう
いうコンセンサスでいかないと，これからもこういうことは，逆にメタボロームをやって
いくと，また新しいものが出るかもしれないし，その時点でまたそれを要求していかない
と，話は収まらないのかなと思います．（第82回会合結果議事録 24-25）

　要するに，網羅的解析を行っていくと，予期しないデータが出てくる可能性があるものの，そう
したデータをどのように取り扱うか，手法のもつ意義と限界を明確に整理しないで，新たな手法を
慌ただしく導入することの問題点が指摘されたといえる．個々のデータというよりも，新しい分析
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手法により得られたデータを体系的に評価できるデータ蓄積を行いつつ，データの信頼性が担保で
きる段階で安全性評価に活用していくことが望ましいとの判断が示されたといえる．ここでは，安
全性評価における科学的評価視点の連続性の確保（アドホックな対応を回避）が考慮されている．
　また次の発言のように，この会合での議論もしくは結論が後に与える影響，議事録として残るこ
との意味の大きさに対する懸念も考慮されている．要するに，安全性評価の科学的妥当性のみなら
ず，今後の指針への影響や判断内容の蓄積等，制度的な条件も考慮に入れなければ，コンセンサス
に至るのは困難であることがこれらの発言から読み取れる．さらに，Codexのように食品安全に関
わる国際機関と歩調を合わせることの重要性が指摘される．

委員  この組換え体の審議の仕方によっては，この後，続々と出てくるだろうと思われる新品種
のモデルになってしまうかもしれないので，ある意味相当よく考えて対応しておかない
と，後々困ったことになる可能性もなきにしもあらずという危惧感は非常に強く抱いてい
ます．（第82回会合結果議事録 21）

委員  ここで書かれている総論的な話［網羅的解析は科学的に意味がないとの企業回答の意］と
しては，受け入れることができないというのが結論で，これをこのまま残したくない．（第
82回会合結果議事録 21）

委員  現時点で例えばコーデックスもまだこういうトランスクリプトーム解析で何かを認めよう
というところまではきていないので，その意味では，コーデックスと共通の考え方でいく
と，まだ解析法はそこまで発達していないので，あまりそこを要求しても，意味はないか
もしれないですね．（第82回会合結果議事録 22）

　また今後，新しい手法で新知見が見いだされた場合，既に認可したものについても，新たな手法
での再審査が必要なのかという疑問が呈された．

委員  確認させていただきたいのですが，新しい知見が出てきたときに，またそれについてデー
タをいだたくとか，それは非常に納得できることだと考えます．しかし，例えば新たな手
法ができたときに，さかのぼって，既に承認されているものについても，そういうものを
行うということを要求することも含めてのコンセンサスなのか，あるいはもう承認されて
しまって，既にある程度の使用実績があったら安全ということで，そこは問わないのか．
その辺も含めて御確認いただければと思います．お願いします．（第82回会合結果議事録 
25）

委員  ある程度，使用実績があれば，さかのぼっては必要ないかなと思います．ただ，直近の場
合は，懸念が本当にある場合は，一応調べていただいた方がいいケースもあり得るかなと
思います．よろしいでしょうか．（第82回会合結果議事録 25）

　ここでは，使用実績に基づいて，経験が蓄積されていることが，再検証の必要性を判断するポイ
ントとして挙げられ，ここで議論が収束している．どこまで遡及して検証すべきかという点は，使
用実績があれば安全に使用されたとみなし，機械的な遡及再審査は行わないと確認されている．分
析評価技術が進展するなか，安全性評価や認可の一貫性をどのように担保するか，科学的判断と共
に，制度の運用面での判断が考慮されている．
　このような議論の収束につながった発言は，GM食品の評価の考え方に関して，長くこの分野の
評価に関わった委員から出された7）．GM食品の安全性をどのように考えるかという基本概念に関
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しては，厚生省（当時）の研究班による安全性評価の考え方（大谷・粟飯原 1994）が基本になっており，
1994年からこれまで，その基本概念をもとに議論されてきた経緯を把握していることが影響力を
持つ．安全性評価においては，こうした我が国におけるGM食品の安全性評価8）に関する議論の推
移と運用の在り方について知悉していることが重要と委員の中では認識されている．本件の乾燥耐
性GMトウモロコシにおける安全性評価の議論においては，GM食品の評価の考え方（制度知）を熟
知する専門家によって，網羅的解析の限界が指摘され，採用が見送られた．こうした議論の収束は，
科学知だけではなく，制度知の援用も重要であるといえる9）．上記の発言においても，繰り返し「コ
ンセンサス」という用語が使用されていることは，こうした合意の歴史的な積み上げが強く意識さ
れていることを表しているともいえる．
　制度知の内容やその特徴に関してはさらに精査することが必要であるものの，本論文で取り上げ
た事例から暫定的に提示するとすれば，次のような点が指摘できよう．すなわち，第1に，新たな
観点や手法を導入する場合，その後のリスク評価上の「前例」となることに大きな注意が向けられ
ているという点である．単なる科学的信頼性だけではなく，通時的一貫性に対する最大限の配慮と
もいえる．過去からの議論の積み上げが意識されると共に，一旦導入された評価方法は，前例とな
るため，新たな手法の導入には慎重になる．このことは行政の弊害である「前例重視」とも通じる
点があるが，規制との関連上避けて通れない点である．ただし，今回の事例のように，導入しない
という結論になった場合でも，将来の採用に含みを持たせるという点については配慮されている．
第2に，リスク評価結果が，関係主体にもたらす波及効果に配慮しつつ行うことの重要性という点
である．換言すれば，対外的影響への考慮といえる．本事例でも，評価に関する記述の仕方が，企
業に与えるメッセージ的意味合いを考慮する場面が指摘された．第3に，対外的参照が常になされ
ている点である．CodexやOECDなどの国際機関や，諸外国の評価や規制状況は常に参照されてお
り，これらとの整合性の有無が重大な関心事となる．場合によっては，こうした国際機関で十分議
論がなされていない事項に関しては，日本独自の採用が見送られるという可能性もある．その意味
で制度知は，時に新たな知見や手法採用の足かせになることもあると考えられる．
　このように安全性評価という場面での新知見や新規技術の採用は，その適用がもたらす多方面へ
の影響やこれまでの制度運用との連続性・整合性等との観点に照らしつつ，慎重に判断されるべき
事項であり，その妥当性境界は，ジャーナル共同体のそれとは別の配慮がなされている．そこでは，
かつてR.K.マートンが科学者の規範として指摘したCUDOSとは異なった規範が作動しているとみ
ることもできよう．制度知というカテゴリを明示的に扱い，分析事例を積み重ねることで，レギュ
ラトリ・サイエンスが当該分野や国において，どのような可能性と課題を含むものであるか，系統
的に知見を蓄積することもできると考えられる．

４．結論
　本論文では，乾燥耐性遺伝子組換え作物の食品安全審査を事例として取り上げ，科学者間コミュ
ニケーション，特に新しい分析技術の採否をめぐる議論において，いかなる要因が議論の収束をも
たらしたかを分析した．そこでは科学知だけでなく，レギュラトリ・サイエンスという文脈のもと
で援用される制度知とその蓄積が重要な役割を果たしたといえる．以上で述べたことは，どのよう
な含意をもつものであろうか．以下では，科学技術コミュニケーションへの含意と，制度知の蓄積
をめぐる懸念事項について述べる．
　科学技術のもつ暫定性や限定性（「作動中の科学」という側面）に関する議論はなされつつあるも
のの，政策形成や安全性評価において科学的知見がどのように利用されているかという点について
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は，十分議論されていない．「シロ」か「クロ」か決めるのが科学の役割という短絡的な理解ではなく，
今回の事例のように安全性評価上の新たな観点や技術の採用には，制度的な一貫性やデータ蓄積も
含めた慎重な判断が，科学的な評価を行う専門家間においても重要視されたという点が理解される
必要がある．要するに，レギュラトリ・サイエンスという文脈のもとで，どのように科学的知識が
運用されているかといった理解が重要である．
　こうした制度知は，この分野に長く関与していることで蓄積されるという性質をもつ知識である．
上記の議論を収束に導いた委員が，この委員会に相対的に長くかかわっていた委員であったことも，
偶然の一致ではない．しかし，制度知の継承は，その意味で委員交代や組織再編により断絶されや
すい．専門委員の内部で継承される制度知の蓄積と継承について，どの組織（リスク評価機関もし
くはリスク管理機関など）がいかに担保していくかという論点は，今後の論点である．専門委員会
の委員の任命期間延長による委員会内でのアセスメント手法に関する知見蓄積（新山・工藤 2004）
などの必要性が指摘されており，それらを如何に担保するかという点がひとつの重要なポイントと
なる．また制度知は，蓄積され継承されていくことで，組織に対して慣性として作用する可能性が
ある．このことは，規制の一貫性が尊重される中では当然のことであるものの，時に新しい考え方
の導入を遅らせたり，阻害したりすることもあり得る．その意味で，制度知が必ずしも社会や政策
にとって望ましい帰結をもたらすものとは言えない点は留意すべきである．
　本論文は，乾燥耐性GM作物由来食品という事例を取り上げて，制度知の運用に関して検討した
ものであるが，この事例だけからは，制度知が長期的なプロセスの中でどのように蓄積され，時に
変化していくかに関して検討することはできない．こうした制度知のダイナミズムに関しては，さ
らに長期的な変化をトレースする研究や複数事例の横断的研究が必要である．そうした検討を通じ
て，おそらくは明確に言及されていない，より重要な制度知を明示的に示すことができると考えら
れる．レギュラトリ・サイエンスに関わる科学者間コミュニケーションでは，むしろこうした暗黙
の前提が強く働いている可能性があるからである．本論文の議事録を通じた検討はこうした暗黙の
前提を浮かび上がらせることのほんの一歩に過ぎない．

注
1） 「リスク評価」と「安全性評価」は使い分けがなされる．「リスク評価」とする場合，毒性等（ハザード）が

どの程度のリスクを有するのかを評価するものである．それに対し，GM 食品の場合，GM 食品に含ま
れる個々の成分に対しては必要時に毒性評価等が行われるものの，食品自体が安全かどうかを包括的に
評価するものである．

2） オミックスとは，遺伝子の発現の網羅的解析（トランスクリプトーム），タンパク質の構造解析や立体構
造の網羅的解析（プロテオーム），細胞内の全代謝物質の網羅的解析（メタボローム）等，生体内分子に
関する網羅的解析の総称である．

3） non-targeted, 今までの定量手法は，targeted であり，既知の物質が対象となる．
4） 現在では，大幅な変化の懸念はないだろう，という共通見解となっているとみられる；遺伝子組換え食

品等専門調査会議事録および筆者インタビュー
5） 本稿においては，「委員」と記載しているが，議事録中では「○○○」と記載され，発言者の同一性など

が確認できない形で議事録が公表されている．本論文の分析では，事後的なインタビューを組み合わせ
つつ，委員の発言内容について確認した．

6） 複数回の検定を重ねることによって，本来設定していた有意水準でより誤判定してしまう確率が高まっ
てしまう．これを検定の多重性の問題と呼ぶ．この解決法として，他の検定との比較等が必要とされ，従っ
て多量のデータが必要となる．

7） 発言者の特定は，筆者による事後的なインタビューによって裏付けた．
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8） 具体的にいえば，サイエンスとして組換え体の様々な成分値等を細部にわたり突き詰めていくより，
「食品としての安全性」をどのように考えるべきかという視点をもつべきとの議論があり（筆者インタ
ビュー），こうした視点を共有していることの重要性も指摘しうる．GM 食品の安全性評価に関しては，
その多面的側面が要請する委員構成の多様性，安全性評価技術とデータ要件の対応性など，さらに留意
すべき課題が存在するが，別稿での検討課題とする．

9） 制度知の援用が重要であるということは，規制がscience-based であることとは矛盾しない．むしろ何を
もってscience-based であるかという基準が純粋科学研究とは異なった文脈で判断されるということを予
期させる．この点についても，本稿の課題の範囲を超えるので，ここでは議論しない．
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