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令和４年度 第１回FCP若手フォーラム
（リスコミのロールプレイング レビューシートについて）
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２．アンケート結果 （ワークショップについて）
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◇WSテーマについて（５段階評価） （ワークの実施に対するご意見）
・携わっている業務がことなるため、知識量に偏り
があり、台本を読むだけの人～アドリブで演じる
人がいた。
・現実にありそうなシナリオをもとにバックグラウンド
の異なるメンバーが議論する事で様々な角度か
らの意見が出され楽しい時間であった。

（時間配分）
・この時間配分で特に問題は感じなかった。
・ワークショップの時間が、課題に対して少し短かった
ように感じた。
・ワークショップの２題の内１つしか討論出来なかっ
たため、事務局から時間の表示orタイムキーパー
がいると良いと思う。
・講義の合間に休憩時間が必要に感じた。

◇議論やフィードバックについて（５段階評価）
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◇（講義）食の安全と安心に係わるリスクコミュニケーション ①評価（５段階評価）②ご意見、ご感想（自由記入）

・所属する会社や仕事内容が異なるメンバーが集まっている、という会の１回目の勉強
テーマに最適だと思った。
・食品関連企業に勤めているとどうしても企業目線や業界目線になりがちであるが、消費者
の気持ちに寄り添う重要性を再認識した。
・消費者にリスクを十分説明したうえで、最終的には消費者の判断を尊重する姿勢が大切、
という点にとても納得した。
・消費者に食の安心を提供するには、安全性の提示だけでなく企業への信頼が必要、
積極的な情報開示等、先手を打った企業の取り組みや姿勢も効果的と分かった。
・お話は楽しく聞けたが、少し意見に偏りを感じた。
・メディアとのコミュニケーションについてのお話が興味深かった。「どうせ消費者の不安を煽るよ
うな取り上げ方しかしてくれない」と諦めてしまうのはもったいないことであると感じた。
・誤った情報を信じずにファクトチェックをすることが当たり前という世の中になればいいなと思い
った。お客様対応では、正確な情報を誤認のないように伝えなければいけないなと思った。
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①消費者が何を不安に思っているか、不安
にさせている原因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出
来ていたか、どんなことがポイントである
と思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の
説明を理解できていたか、どんなことがポイ
ントであると思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は
信頼関係がつくれていたか、
どんなことがポイントであると思うか

まずは不安に思っていることが具体的になんであるのかを聞き
出すことが大切だと感じた。
また、専門用語は極力控えることが大切である。

消費者意識を共有することで、相手が何を不安に思っ
ているかをより理解できる。
不安に寄り添いすぎても不安を助長させてしまう恐れ
があると感じた。

専門用語を多用するのではなく、一般的な言い回しをす
ることでより説明を理解することができていた。
また、具合的な数字を伝えることは不安を解消するうえで
効果的であった。

自分の体験談をもとにコミュニケーションを取ることで、販
売員と消費者ではなく消費者同士のような関係を築けて
いた。

摂取することで、体に不調が起きるのではないかということ。
はっきりしない情報であるが、聞いてしまったが故に判断がつ
かなくなっていること。

できていたと思う。まずは相手の気持ちを理解してあげ
るような、聞き方・返し方をすることが大切。

ある程度は理解できていたと思う。情報が入りすぎても混
乱してしまうので、適切な情報、適切な量でお伝えするこ
とが
大切だと感じた。

作れていたと思う。

メディアの不十分なファクトチェックや、フェイクニュースなど、世
の中で正しいと謳われる情報が多いことによって、消費者の
判断が難しくなり、漠然とした不安の原因になっていると感じ
ました。
正しい情報を知ってもらうには、正しい事柄とその理由をわか
りやすく伝えることがポイントだと思います。

シナリオでは寄り添った回答はあまりできていなかったと
感じました。正しい内容を押し付けるのではなく、何に
ついて不安に思っているのかなどを聞き出すための質問
などをして、消費者を理解しようとすることがポイントだと
思います。

シナリオ上では理解できていましたが、実際はあの回答で
理解を得るのは難しいかなと思いました。
消費者に内容を理解してもらうには、何について不安に
思っているのかという話をもっと聞き出し、普段使用する言
葉などを使用してよりシンプルに伝えることがポイントだと思
いました。

消費者側はリスクコミュニケーターと信頼関係を作ろうとし
ては来ないと思うので、リスクコミュニケーター側がいかに消
費者に寄り添い、丁寧に対応するのかがポイントだと思い
ます。

不安にさせている原因について漠然としているため、何に対し
て不安に思っているのかをコミュニケーションを取りながら聞き
出すこと

まず初めに、リスクコミュニケーターは、不安な消費者に
対して同調するような対応ができていてよかった。
否定的な対応・発言は控える事

内容が少し信用しがたい部分があったように思う。もう少し
身近な所での取り組みや現実味のある説明が必要と
思われる。

信頼関係は築けていたと思う。リスクに気づいていただくこ
とと、一方的に情報を押し付けない事

添加物や中国産が危険といったように、噂や先入観で不安
に思うことがあることを改めて理解しました。相手が何に不安
を抱いているのか、しっかりコミュニケーションを通じて確認して
いくことが大切だと感じました。

食に関する不祥事が相次ぎ、食に対する信頼感が得
られていないので、悪い噂や先入観で不安になってい
る。

相手が不安に思う気持ちに寄り添うこと。加えて、なぜ安
心と言えるのか、エビデンスを持って丁寧に説明して
いくことが大切と思いました。

なぜ不安に思うのか、なぜ安心できると言えるのか、１つ
ずつ丁寧にキャッチボールすることで、不安を払拭すること
が
大切だと感じました。

知識を知らずに不安になっていることが多いと思いました。
そのため正しい知識を冷静に堂々とお答えすることが大事だ
と感じました。

私の○○もそういう風に言うんですよ。と初めに寄り添
うことで消費者に共感してもらい、親身になって話を聞
いてくれると思いました。
消費者が何を不安に思っているのか聞きだすことが大
切だと感じました。

原材料の産地の例では、いただいた内容では理解が難し
いのではないかと思いました。
不安に思っていることを聞き出して、そのことについて安全
だという事実を伝えることが大切だと思いました。

堂々と事実をお伝えすることで、消費者は安心になれると
思いますし、信頼関係が作れると思います。
消費者に寄り添うことと、堂々とお伝えすることがポイント
だと感じました。

理解できた。普段聞かない情報(原料原産地名、遺伝子
編集など)、メディアの不安を煽る情報に影響されやすい、と
感じました。

消費者に寄り添って会話していたと思料する。「母親・
友人」の事例を出すことで、不安な方にシンパシーを感
じさせることができると思料。

「食品添加物1」の事例では概ね理解できていたと思料
するが、「原料原産地情報1」の事例では、あまり理解で
きていなかったと思料。「原料原産地情報1」の事例では、
専門的な説明(検疫)をしており、消費者には理解し難い
ため、どのような基準(数値、頻度など)で検査しているか
説明した方が分かりやすいと思料。

「食品添加物1」の事例では消費者に信頼関係が作れ
ていたと思料するが、「原料原産地情報1」の事例では、
信頼関係が作れていたとは評価しがたい。一方的に話す
のではなく、まずは消費者の話を聞くことが重要であると思
料。

理解した。批判的な消費者も多く、情報を与えるにしても、
客観的かつ取捨選択した情報を示す必要があると思った

できていた。共感と、話を聞くこと できていた。消費者役も理解しようとする姿勢がないと成
り立たないと思った。

場合によった。シナリオだけでなく、不安にあった情報提供
が必要。

（Aチーム）リスコミのロールプレイング
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（Bチーム）リスコミのロールプレイング
①消費者が何を不安に思っているか、不安
にさせている原因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出
来ていたか、どんなことがポイントである
と思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の
説明を理解できていたか、どんなことがポイ
ントであると思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は
信頼関係がつくれていたか、
どんなことがポイントであると思うか

様々な情報が飛び交う中、何を信じたらいいのか分からない。
専門家の話や、信用できるデータを示して安心感を与えるこ
と。

同じような不安を持った事例や、周りの人の体験談を
話し、相手と同じ立場にたっての会話。

専門家の話や、信用できるデータを示して安心感を与え
ること。

相手と同じ立場に立って話をする。体験談を話す。

日頃ニュース等で見る情報により、偏った情報しか得てない
ことがわかった。理解して頂くためにも丁寧に理論的に説明
する必要があると思った。

話を聞き、そして一度気持ちを受け入れることが大切
だとわかった。

理論的に数値などを交えて説明していたため、イメージが
つきやすく納得できたと思う。

消費者の話を聞いて、安心できる情報を提供したため、
不安解消と信頼が生まれたと思う。

過去の危害情報ばかりが頭に残っており、正しい情報得てい
なが故に過度に不安になっていると理解できた。消費者を安
心させるためには
安全に関する情報を信頼できるところから発信することがポイ
ントだと感じた。

チームメンバーはシナリオ通り真摯に寄り添う会話を
行っていたが、消費者とお客様相談窓口の担当者の
会話だと考えると、担当者の家族や友人の話をするな
ど、踏み込みすぎているように感じた。ただ、今回のシナ
リオのように相手と同じ立場になり、まずは理解すること
が重要だと感じた。

概ね理解できていたように感じる。まずは、何が原因で、ど
こから得たどのような情報から不安に感じているかを聞き
取り、それに合わせた正しい情報を提供することがポイント
だと感じた。

信頼関係は作れていた。消費者の発言を否定することな
く、寄り添ったうえで理路整然と正しい情報を提供すること
で
信頼も得れると感じた。

消費者は自身で得た情報を元に身体に悪いものと認識して
いるためそれらについて口に入れても大丈夫なのかと不安に
なっている。

リスコミは不安に添った会話ができていた。
初めから「それは違う」と否定するのではなく「そうです
ね」肯定から入り更に同じように不安に思っている人が
身近にもいると話している点。

消費者は説明を理解できていた。
有識者による見解やデータ及び比較対象を例に出し話し
たことにより消費者に分かりやすく説明した点。

信頼関係は作れていた。
前述と重複しますが、消費者の不安に否定するのではな
く不安に寄り添い会話を進める。今回特に感じたのはリス
コミが「よくわかります」と返答する点は話を聞いてくれる人
と印象付けるとても良い言葉と感じました。

消費者が不安になる原因の多くは根拠のない間違った情報
が出回っている事だと感じました。大切な事は情報を正しく
理解することだと思います。

ロープレでは文章を読むだけに終わりましたが、その後
の話し合いの中で、もっと消費者が不安に思うように
なった原因・きっかけを聞いてあげたほうが良いのではと
いう意見があり、なるほどとすごく参考になりました。

消費者がどこまでの説明を求めているのかという事にもより
ます。消費者によっては話が難しく感じる方、まだまだ専
門的な話を聞きたい方など、そこをラインを見極める事も
大切だと考えます。そうでないと自己満足で終わる可能
性もあると思います。

比較的良い雰囲気でロープレ出来ていたと思います。この
ロープレの大事な部分は消費者を否定しない、またコミュ
ニケーターも専門家の見解を押し付けない事だと思います。
消費者に安心してもらうための情報提供というスタンスが
良いのかなと思う。

消費者は添加物や中国産原料など、過去に大きな品質事
故・事件が起きたものについて、特段注視していることは理
解しているつもりであった
が、それらは食品事業者が不使用表示などでさらに助長し
てしまっているということを認識できた。

用意されたカンペは少し馴れ馴れしいように感じたが、
消費者が不安に感じていることへの理解を示すことは
重要なポイントであると理解した。

一般消費者が電話であの説明を受けて、どこまで理解で
きるかが少し気になった。そういった場合に、自社ＨＰなど
に当該リスクへの対応がまとまっていると、そちらに誘導がで
きてよりわかりやすい説明を与えることができそうと感じた。

リスクを理解することは安心に直結することであり、特に添
加物や中国産原料については今までの食品事業者によ
る
責任も大きいため、消費者への真摯な説明が必要である
と考えさせられた。

週刊誌やSNSを頭ごなしに否定する事は難しく、正しい情
報こそ多く発信されるべきだと思いました。

リスクコミュニケーター役は消費者の不安を一旦受け止
め、専門性ある正しい知識をわかりやすく消費者役に
伝えることがポイントと認識しました。

消費者約は感情に任せて話をするのではなく、会話の深
呼吸を織り交ぜながら、リスクコミュニケーター役から正しい
知識を引き出すことが大切だと認識しました。

消費者約とリスクコミュニケーター役は、互いの時間を共
有しており建設的な「何か」に向かっている期待をしながら
在りたいゴールを模索することが大切だと認識しました。

消費者が質問をする背景を意識し、気持ちを汲むことがポイ
ントだと思います。

同じ不安を持っている人が自分の近くにもいることを伝
えると、相手は「不安な気持ちを理解してもらえている」
と感じやすいと思いました。

理解できていたと思います。特に、今まで消費者が持って
いたぼんやりとした思い込みが、リスクコミュニケーターから
説明を受けたことで正しい情報・事実に変わっていったよう
に感じました。

信頼関係が築けていたと思います。消費者の悩み・考え
に対し、否定せずまず共感することがポイントだと思いまし
た。

インパクトのある事件やメディアで取り上げられるもので不安
が形成されていました。
また、不安と感じる要因を伺う際には、消費者が特に「何に
対して不安を感じているか」をしっかりと聞き出し、確認するこ
とがポイントと感じました。さらに、それらの情報源を把握する
ことも後の対応に繋がると感じました。

消費者の不安な気持ちを先に受け止めた上で、会話
始まっておりました。
具体的な事例や有名な事柄を例に挙げたり、数値で
お伝えしたりするなど消費者がイメージしやすいような状
況つくりや言葉の言いかえがポイントだと感じました。

偏った情報の把握が消費者の「誤認」を招いていることが
多かったため、対比できるような話題を提供することがポイ
ントであると感じました。
自身の持つ情報と、リスクコミュニケーターからの情報を
平等に選択できるように導くことが重要であると思いました。

消費者の話をお伺いしながら、リスクコミュニケーターは専
門家としての立場だけでなく一人の消費者として共感を
示すことで信頼を作り上げていると感じました、
消費者の話を否定するのではなく。自分の体験した話や、
家族・友人など近しい人たちの例をあげるのもポイントであ
ると思いました。
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（Cチーム）リスコミのロールプレイング
①消費者が何を不安に思っているか、不安にさせている原
因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出来ていたか、
どんなことがポイントであると思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の説明を理解で
きていたか、どんなことがポイントであると思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は信頼関係がつ
くれていたか、どんなことがポイントであると思うか

消費者の漠然とした不安に対して、その詳細を聞き出せていないため、
しっかりとは理解できなかったと思う。
始めの会話で消費者が何を不安に思っているのかを具体的に聞き
出すことがポイントだと思う。

リスクコミュニケーターは、自身が話したいことを一方的に説明し
ているように感じた。
前問と同様、始めの会話で消費者の不安を具体的に聞き出
し、それに沿った説明を展開していくことがポイントだと思う。

個人的には難しい説明だと感じたが、シナリオ中の消費者は理解
できていたと思う。
消費者の知識レベル（専門用語の理解度など）を把握した上
で、回答することがポイントだと考える。

リスクコミュニケーターの一言目の「？」が消費者の不安に合致した
こともあり、信頼関係は作れていたと思う。それは消費者がもともと
好意的であったことも原因であると思う。
客観的なデータをわかりやすく説明することが、信頼されるポイント
だと思う。

ある程度理解できた。「誘導しすぎても良くない」という考えだったが、
不安が漠然としすぎていたり、こちらが言い当てることで、消費者の信
頼を得るという意味ではいい距離感での誘導も必要なんだなと感じ
た。

消費者との関係、はじめましての中で、消費者の能力、不安
を把握し、寄り添うのはかなり難しいと感じた。
結局消費者の能力に合わせて会話の内容を変えていかないと
いけないとなると、その能力を把握するような
コミュニケーションも必要だなと思った。

理解できていた。事例の場合は比較的能力の高い消費者だった
ように感じた。

ある程度は信頼関係を築けていたと思われる。自分なら質問に
対してきちんと答えないと違和感を感じるが、消費者によってはそ
れが寄り添い、信頼につながるとは限らないことを学んだ。

消費者の一言目だけでは何についてお答えすれば良いのか分からな
いので、質問してきた背景をもう少しヒアリングしてから会話を進めるこ
とがポイントだと思った。

共感し、消費者が身近に感じられる内容も盛り込んで回答し
ているので、不安に寄り添っていると感じた。
消費者の共感・不安を感じ取ることがポイントだと思う。

消費者自身で分からない部分は聞き返していて、最終的に納得
されているので説明を理解している。簡単な言葉で端的にお話し
することがポイントと感じる。

最終的に消費者から感謝の言葉をいただき、納得されているので、
信頼関係を築けている。相手の疑問に答えることがポイントだと思
う。

シナリオ1では、消費者の添加物の話に、家庭科の授業の話があり、
最終的に本当に不安が解消されたのか、少し想像しても疑問が残り
ました（私の知見不足かと思います）。シナリオ２では、コミュニケー
ターの話に消費者側から、専門的単語が出てくる等、解消に向けた
コミュニケーションがとれていたと感じました。ポイントとしては、消費者
が何をどう不安に思うのか、普段からの情報収集が必要で、その情
報を会話の中で適切に出していくことが大事だと感じました。

寄り添う会話はできていたと感じました。ポイントとしては、消費
者が何を不安としているか、その不安が漠然としたものなのか、
具体的なのかによって、コミュニケーター側の問いかけが変わっ
てくるため、どう不安を聞き出すのかが大事だと感じました。

どちらもできていたように感じました。ポイントとしては、自分は消費
者側にも、コミュニケーター側にもなる可能性が
ある為、どちらにおいても、不安と思うことはなんなのか情報収集す
る事が大事であると感じました。

シナリオ１では作れておらず、シナリオ２ではできているように感じ
ました。ポイントとしては、消費者の不安を見つけ
出して、解消させるコミュニケーションが大事だと感じました。

シナリオ例3において、大まかな要因については理解できましたが、不
安に思っているところが、食品添加物の入っている量なのか種類なの
かなどという細かいところまでは聞き出せませんでした。本質の不安の
部分をもう少し深堀して聞き出せたら、より消費者に寄り添った対応
ができるのではないかと思いました。

シナリオでは、リスクコミュニケーターがやや一方的に話している
ように感じました。また消費者の不安に対して
話しているというよりかは、リスクコミュニケーターの話したいことを
話しているように感じたとの意見がでました。
会話を始めるにあたって、リスクコミュニケーターの1言目が大切
であると考えられました。消費者が不安に思う
理由の背景を聞き、リスクコミュニケーターの一言が短くても良
いのではないかと感じました。

私自身、一消費者としては、専門的な用語が多く、口頭では理
解することが少し難しいと感じました。相手の理解度によって話し
方を考える必要があると感じました。最初の聞き出しで、消費者
自身が調べていることを前提に、既にご存じかもしれませんが…な
どといったクッション言葉を取り入れることも大切であると考えられま
した。

シナリオ通りでは、リスクコミュニケーターの話に消費者が納得して
いたので、信頼関係が作れたと思います。第一に、
共感し、専門家などの正しい情報を提示することが重要であると、
ワークショップを通して実

概ね理解できたと思う。食品添加物ならば多く含まれていること自体
なのか個々の添加物に対してなのか、原料原産地情報ならば放射
性物質の影響なのか単に福島県産だからか、など具体的な不安を
理解して対応していくことが重要であると思う。

あまり十分ではないかと思う。リスクコミュニケーター側から話の
流れを誘導している節があったため。
リスクコミュニケーター側が消費者の不安をある程度予測し話
をすることは、うまく当たれば寄り添えると思うが、
実際の対応では、予測が当たらないことも心にとどめておく必要
があると思う。

あまり十分ではないと思う。今回のシナリオでは消費者役が理解
して終わっているが、電話口等で急に
放射性セシウムの数値を言われてもわからない消費者は多いと思
う。どこにエビデンスが載っているか等、
HPの案内等も併せてできるといいと思う。

概ねできていると思う。リスクコミュニケーターの話し方がやや消費
者に対して距離感が近い気はするが、信頼は
築けているのではと思う。親しみのある話し方をすることは親身に
なってくれていると消費者側に感じさせることに
つながるため、平易で丁寧に話すことを心掛けることが重要である
と思う。

消費者の最初の質問と、その質問に対する回答に対する反応で原
因につながりそうだと感じました。
ある程度不安を予測しながら話すことがポイントであると思います。

共感の姿勢と、理解度にあった言葉選びがポイントであると思
います。

ロールプレイングの消費者は理解できていそうだと感じました。回答
に対する反応で、どの程度の知識を持って質問をしてきたのか、数
値的な根拠が欲しいのか、不安であることを理解してもらって安心
したいのか、予測しながら説明ができればより理解につながると感
じます。

消費者の知識や理解度に応じた説明と共感の姿勢により信頼
関係が作られていたと感じます。
専門的な説明だけでなく、話し方や話すトーンも重要であると思
います。

業界関係者と不安が募っている消費者ではそもそもの目線が大きく
異なっており、何を不安がっているか慎重に聞き出すことが重要でかつ
不快感を与えないようテクニカルな要素を含んでおり、ポイントになる
と思いました。

まず聞いてあげることが重要と思います。寄り添いながら、誤解
である不安について紐解いていく必要があるので、反論でなく
受け止めながら事実に基づいた内容へ展開していく会話が大
切になると思います。

シナリオの中では出来ていた。しかしながら、どの程度不安感が強
く固まっているかは個々人に依るので、上手く
確認しながら対応していく必要があると感じました。

シナリオの中ではよく出来ていたと感じます。会話が平行線になる
場合も信頼関係が築かれる場合もあると思いますが、仲違いには
ならないよう対話することが重要と思います。

添加物であれば、例えば化学物質名＝食品添加物として考え、そ
れらの物質に対して恐ろしさ(体に悪いイメージ)、未知(安全に関する
知識がない)ことを不安に感じていると考えた。
リスク認知が「恐ろしさ」「未知性」「災害規模」のどこからきているかを
考え、聞き取ることが重要

不安に対して自分の考えを話過ぎる傾向はありましたが、共
感をすることで寄り添った会話が出来ていたと感じました。
自分の経験も交えて共感を示し、消費者からの不安を更に聞
き取ることが重要と感じました。

消費者がリスクコミュニケーターからの専門的な説明を理解できて
いたかはわかりませんが、専門家の見解が消費者とは異なることに
ついては理解されていたと思います。
リスクに対してどのような見解があるのか具体的に説明することは
重要と感じました。

リスクコミュニケーターは相手が不安に感じていることを予想し、その
方面に話を誘導している印象でしたが、適度な共感と専門家の
見解を伝えることで信頼関係が作れていたと感じました。
確証バイアスの要因を会話冒頭で予測し、消費者の仮説に対し
て共感することが重要と感じました。
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①消費者が何を不安に思っているか、不安
にさせている原因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出
来ていたか、どんなことがポイントである
と思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の
説明を理解できていたか、どんなことがポイ
ントであると思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は
信頼関係がつくれていたか、
どんなことがポイントであると思うか

一方的に消費者に伝えるのではなく、対話形式で話が展開
されていたので理解できていたと感じた。

不安に対して、同調すること。そして、その不安をまず
しっかり聞き取った上で説明することで、不安を払しょく
させることにつながっていた。

理解できていたかわからない。
ポイントとしては以下2点あげられた。
１）科学的根拠など専門的な話をした際は理解できた
のか確認すること
２）専門的用語をそのまま使わず、噛み砕いて説明する
こと

最終的に今後の商品購入につながっていたため信頼関
係が築けていたと感じた。
ポイントとしては、以下3点あげられた。
１）高圧的な消費者に対して理路整然と説明する力
２）自分の言葉で話せること
３）最終的な理解したかの判断を消費者にゆだねること

リスクの大きさが分からないこと、将来の健康被害の可能性
が分からないことが、不安の原因となる。商品選択の際に、
安全か危険化かの二者択一になりがちのため、冷静にリスク
の大小で比較できるようなコミュニケーションが必要だと理解
できた。

ロールプレイングではアドリブが入る場面もあったが、落
ち着いて、かつ相槌をうまく使い、消費者に寄り添った
対応ができていたと感じた。一方で、根拠を説明する
際に、専門用語が少し難しいと感じる場面があった。
文章で見ると理解できるが、口頭のみだとなかなか理
解が追い付かないこともあると思うので、端的に
分かりやすい説明を心掛けたいと思った。

説明を理解し、最終的には納得できていると感じた。週
刊誌やSNSなど、様々な場面で誤った情報が正しい情
報かのように瞬時に広まってしまい、リスク誤認が起きやす
くなっている。一消費者としても、SNS上の誤情報は鵜の
みにせず、ファクトチェックを行うことと、そのまま見過ごさずリ
プライなどで訂正することも大切だと分かった。

丁寧で真摯な対応で信頼関係が作れていたと感じた。
消費者の食品選択は、食品安全のモノサシだけでなく、
価値観・人生観・単なる好みも影響していることを理解し
た上で、不安に寄り添い、まずは話をしっかりと聞くことが
重要である。科学的根拠に基づき、正しい情報を伝える
ことも大切だが、最終的な商品選択はあくまでも消費者
の自由意志によるもののため、それを尊重する姿勢が重
要である。

正しい情報の不足や、不安を煽るような情報の存在が消費
者の不安につながるため、メーカーは安全に関わる情報を正
確に発するとともに、消費者の不安に寄り添ったコミュニケー
ションをとることが重要だと感じた。

できていたと感じる。不安に感じていること自体は否定
せず、必要に応じて正確な情報を一般にもわかりやす
い表現で丁寧に伝えることが大切だと感じた。

理解できていたと感じる。ただ、台本上では専門用語を
並べているような部分があったため、分かりやすい表現で
伝えることが大切であると思う。

作れていたと感じる。最終的に選択をするのは消費者で
あるため、リスクも含めて情報を提供し、最終的には消費
者の判断を尊重する姿勢が大切だと感じた。

専門用語を用いて話してしまうとわからない方が多くいると思
うので、分からない人にどう伝えるのかが重要だと感じました。

まず何が不安であるかを読み取ることが重要だと思いま
した。

分からなかった箇所がいくつかあるとおっしゃっていました。 あまり作れていなかったと思います。
消費者の言うことを肯定しつつ違う場合は工夫して伝え
ることが大事だと思います。

よく理解できました。消費者の最初の質問だけだと、具体的
な不安の原因について理解が難しいため、質問の深掘りを
することが大切である
と感じました。

できていました。消費者の意見に対立するような印象
を与えないようにするために、共感を入れながら話を
進めると、消費者の理解や納得感にもつながると感じ
ました。

理解できました。専門用語を使いすぎると、知識があるこ
とは伝わり信頼感に繋がるケースもありますが、消費者に
リスクの度合いを理解いただくためにも分かりやすい言葉で
その方にあった対応が必要であると感じました。

第三者の目線で伝えた上で、自社の説明をしていた点が
共感と信頼感に繋がったと感じました。

「食品添加物」というワード自体があまりよくないものというイ
メージが先行しており、それが不安になる要素になっていると
感じました。

消費者の不安に対して、「母親が言ってました」等、身
内の話にするのは消費者からすると、逆に不安になって
しまうイメージがありました。

リスクコミュニケーターもお客様に真摯に伝えようとしている
のは伝わるが、もう少しわかりやすい言葉で説明できる
のではないかと思いました。

説明内容としては理解できていると思われるが、最後に消
費者自身が納得したのか？を一言付け加えるだけで安
心感は違うと思いました。

まず相手の話の趣旨（意見）を傾聴し、不安に思われて
いる点を理解する点がポイントになると思いました。

１で記載した傾聴し相手の身になって考えることがポイ
ントになると思います。そのうえで確定バイアスを
柔らかく揺らがすような話の持っていきかた、話し方が大
事です。

消費者役ではなかったためわかりません。 リスクコミュニケーター側の感覚としては信頼関係の構築は
できたと思います。

理解出来ていた。偏った情報源によって不安になっているた
め、まず消費者が不安になった原因の情報源に信頼性があ
るかは意識したほうがよいと思った。自分の持つ情報に偏りが
あることに気づかせてあげることがポイントだと思った。

出来ていた。まずは消費者の話を聞いてあげ、共感を
した後に、正しい情報を伝えてあげることがポイントだと
思った。

やや理解出来ていた。消費者にとって難しい専門的な単
語などを交えてコミュニケーションをとると、消費者側は
わかったようなわからなような・・・という印象を持ちながらも、
理解した反応をしてしまうように思う。知識のない消費者
にもわかりやすい言葉選びがポイントだと思った。

信頼関係が作れていた。消費者側の不信感や不安感か
ら入るため、リスクコミュニケーターが共感を交えながら、
コミュニケーションをとることがポイントだと思った。

（Dチーム）リスコミのロールプレイング
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①消費者が何を不安に思っているか、不安
にさせている原因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出
来ていたか、どんなことがポイントである
と思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の
説明を理解できていたか、どんなことがポイ
ントであると思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は
信頼関係がつくれていたか、
どんなことがポイントであると思うか

概ね理解できた。
消費者の不安は、科学的根拠に基づくものではない、漠然
としたものであるケースが少なくないように感じた。
必ずしも合理的でない憶測・判断によって行動するのが人
間であるという点を、まず

相手の不安の内容を決めてかかるようなシナリオが多
かったように感じる。
消費者自身、自分が何に不安を抱いているのかはっき
り理解していない（「なんとなく不安」な）ケースもある
と思うので、まずは不安の中身を消費者と一緒に整理
することが大切かもしれないと思った。

あまり理解できていないように感じた。
専門的な知識を並べ立てるのではなく、専門的な知識を
補助具として使いながら、相手のペースに合わせたコミュニ
ケーションをすることが重要であると思った。

ロールプレイング用に用意されたシナリオ（口調を含む）
で信頼関係を築くのは難しいと思った。
提供する情報の内容と同じくらい、情報の提供の仕方が、
信頼醸成のためには重要なのかもしれないと感じた。

消費者が不安に思っていることは、どれが正しい知識である
か判断できない点だと感じた。
また専門的な言葉より身近なものに例えたりした方が消費
者の不安を解消することにつながると感じた。

シナリオの中でいくつもリスクコミュニケーターの知人や家
族の話が登場していた。リスクコミュニケーターも
専門家だけでなく、消費者の一部であることを共有す
ることで不安に寄り添うことが可能であると感じた。

消費者役で参加した際に少し専門用語が多く、話が長
すぎると感じた。話は短めに専門用語をわかりやすくかみ
砕いて伝えることが消費者の理解につながるのだと感じた。

最終的に消費者役とリスクコミュニケーターの信頼関係は
作れていると感じた。
ポイントとしては、リスクコミュニケーターも専門家だけでなく、
消費者の一部であることを共有すること、相手の意見を
否定しないことが重要だと感じた。

消費者はそれぞれで様々な観点を持っているが、多くの人が
ざっくりと結果が知りたいという人が多そうに感じた。分かりや
すく、寄り添いながら説明するのがポイントだと感じた。

消費者の不安に同意したうえでお話をするのが最適か
と感じた。

自分がリスクコミュニケータ役を務めたが、難しい話をしても
全く伝えられている気がしなかった。

簡潔にわかりやすく、事実をお話しするべきだと思う。

理解できました。 できていました。
ただし、友人も不安に思っています等寄り添いすぎてか
えって想定していない不安を感じさせるような話し方は
しないほうが良いと感じました。

シナリオ上の説明ではすべて理解できていないと感じまし
た。
専門的な用語を使用する際に相手が理解しているのかと
いうことも確認しながら行ったほうが良いと思いました。

シナリオ上はできているように見えましたが、実際演じてみ
ると作れていないように見えました。もう少し相手の立場に
近い数字を提示するなどして信頼感を構築できたらよいと
思いました。

大まかに理解できました。ポイントは「知人から聞いた伝聞情
報」、「先入観」から来る予測の延長に、「健康被害が起き
るのではないか」と不安になっていること。

大まかにできていた。ポイントは以下の通り。
相手の不安や意見を否定しない。
それに関する情報を提供し、選択を与える。

あまり理解できていないと思われる。
リスコミにおいては、相手の物事への理解度を理解し、そ
れに寄り添った説明が必要と思います。今回の役者の説
明への返事では短い返事が多く、曖昧な理解となってい
るものと思われます。

大まかにできていた。ポイントは以下の通り。
相手の不安や意見を否定しない。
再度話ができるように案内している。

理解できました。
リスクコミュニケーターは「何が不安か、どうして不安なのか」を
正確に把握するために、消費者の言葉を複唱したり、質問
を投げかけたりして再確認していました。この点はポイントの
１つだと思います。

消費者の会話内容や声色から心情を読み取り、不安
に寄り添った会話ができていました。
消費者は緊張して問合せている可能性が高いため、
いきなり直球回答するのではなく、自分の体験談(ex.
友人も同じことを話していた)を交えながら、消費者に
同調する会話をはさみ、話しやすい雰囲気作りをして
いました。この点はポイントの１つだと思います。

大枠は理解できていたと思います。
ただ、データに基づく説明は理論的である一方、理解が
少し難しくなる場合があると感じました。消費者の反応
(理解度)も気にかけながら、専門用語を分かりやすい言
葉に言い換えたり、ゆっくり話したりなど、工夫が必要かも
しれません。 また、メーカーの場合、自社での取り組み内
容など＋αの情報をお伝えすることで、より安心に感じてい
ただけると思います。

信頼関係が作れていたと思います。
レビューシートのチェックポイント１・２・３・４の評価がよ
いほど、双方の信頼関係は強くなっていくものと考えます。

冒頭に何度か聞き取りをし、何を不安に思っているか大まか
理解できたと思います。

消費者の不安の声を一度しっかりと受け止めることがで
きており、寄り添ってもらえているのだと消費者も
感じたと思います。

事例なども交えていたので分かりやすくはありましたが、消
費者側の年齢等によってもっと身近な言葉に言い換えた
り、配慮は必要になると思いました。

今回は限られた時間の中でのシナリオだったため、どうして
もリスクコミュニケーターの発言量が多かったが、消費者が
根本的な不安を払拭できるよう、より対話をすることがで
きればより確かな信頼関係が築けることと思います。

添加物に関して漠然とした不安感がある。 消費者の立場を理解した上で、寄り添った回答をする
必要がある。 データを活用すると不安が払しょくされる
こともあるが、大多数の人は誰が発信しているのかを重
視する傾向がある。

テーマ「原料原産地情報１」でデータで中国産がOKで、
他の国の方が問題があると示されており、本当に消費者
の不安が払しょくされたか疑問が残る。 他の国への不安
など、根本解決にはなっていない気がする。

結論を忙しい過ぎると相手に理解されないことがある。

（Eチーム）リスコミのロールプレイング
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①消費者が何を不安に思っているか、不安
にさせている原因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出
来ていたか、どんなことがポイントである
と思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の
説明を理解できていたか、どんなことがポイ
ントであると思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は
信頼関係がつくれていたか、
どんなことがポイントであると思うか

消費者は健康への影響を不安に思っており、様々な根拠の
ない情報や古い情報が不安にさせている原因と理解しまし
た。また、情報の一人歩きや情報のアップデート（訂正等）
が伝わりにくい状況がこのようなことを生じさせるポイントであ
ると思います。

当グループは台本通り読んだのですが、理解を示す姿
勢はあったものの、若干話が飛躍していた気がしました。
消費者役からもっと話してもらうような動きがポイントと
感じました。

当グループは台本通り読んだのですが。漠然とした不安が
ある中で、いきなり専門家の話になる点で理解が難しいと
感じました。
消費者にご理解いただくには、より簡単・単純な表現や
例をすることがポイントと感じました。

信頼関係は作れていないと思います。消費者の疑問に
しっかりと答えることと表現を簡単・単純にすることがポイン
トと思います。

不安に思っていることは「分からない」ことに対して不安を覚え
ていると感じたため、消費者の目線で理解できるような情報
の発信がポイントだと感じた。

不安に寄り添ってはいないと感じた。正しい知識を伝え
るだけでは不安の解消にはつながらないと感じたため、
消費者が知りたいポイントを押さえた情報を伝えること
が大切だと感じた。

文面を読みながらだと理解はしていたが、口頭だけでは理
解できないと感じる。口頭では厳しいかもしれないが、目
で分かる情報があると良いと感じた。

リスクコミュニケーター役からの一方的な情報発信が多いと
感じた。「消費者が何を知りたいのか」と
「発信側が何を伝えたいのか」が双方向的に理解できて
いることがコミュニケーションのポイントであると感じた。

理解できた部分とできない部分があった。
リスクコミュニケーターは、決めつけで話を進めるのではなく、
消費者が不安を思っていることは何なのか、「会話」をして
しっかりと聞き出す必要があるのではないか。

あまりできていないように思う。
リスクコミュニケーターが不安を煽っているようにも感じら
れた。
前述のとおりで、家族の話はいらないので、本当に不
安に思っていることは何なのか、もっと聞き出すべき。

できないと思う。
ロープレではスクリプトが手元にあるために理解できるが、
口頭の説明だけで理解できる内容ではない。
もっと平易な言葉で伝える必要があるし、相手に合わせた
内容で伝えるべき。
事実，真実を伝えることは重要であるとは思うが、専門
用語をただ並べれば良い、というものではない。

作れていない。
不安に思っていることに対する明確な回答はなく、論点が
ずらされている感じ。
リスクコミュニケーター側の一方的なお説法では、信頼関
係が築けるわけがない。

消費者が正確な知識・情報をもっておらず、報道や人の意
見を鵜呑みにしてしまっていることが不安の原因だと思います。

今回のシナリオでは消費者が絶対に知らないであろう
物質名や基準値の単位などが多々出てきており、分か
りにくい部分があったのではないかと思いました。
寄り添った会話のためになるべく分かりやすい言葉で明
快に伝えることを心掛けたいです。

今回のシナリオ上では理解していることになっていましたが、
少し分かりにくい強引なところが見受けられたと思います。
まずは消費者が不安に思っていることが大丈夫なのか、
安全なのかの結論から、その理由を説明することがポイン
トではないかと思います。

消費者が不安に思っていることに対して、リスクコミュニケー
ターの周りの人（母親・友人）もそう思っていることを伝え
ることで、寄り添おうとしているのかと思いましたが、『～と
言っていました』『～と言いますよね』ばかりでは不信感も
沸いてしまうのではないかと感じました。

消費者が不安になっている原因は理解できました。また、抽
象的な話ではなく、具体的に例などだし、より消費者が不安
になっている原因を引き出すことが大切だと思いました。

会話はできていると感じましたが、コミュニケーターの意
見を押し付けるのではなく、もっと不安を聞き出し、その
質問に沿って専門家の意見や、正しい知識を共有し
たほうがいいと感じました。

質問に対しての答えが専門性が高すぎると聞いている消
費者はわからないのではないかと感じました。正しい知識、
専門家の意見の共有は大切ですが、わかりやすく消費者
に伝えるとなると、言葉選びが非常に大変だと感じました。

専門家の意見を共有し、納得をいただいているという面で
は、信頼関係が作れていると感じました。

主観的に考えて原因を理解するのではなく、消費者の話に
耳を傾け、何を不安に思っているのかを寄り添って考えること
が必要であると思う。

リスクコミュニケーターの周りの人でも不安に思っていると
いう一言は寄り添っている印象を受けた。しかし、消費
者の不安に思っている核の部分には寄り添っている印
象はなかったため、もう少し踏み込んで消費者の話に
耳を傾けることが必要であると思う。

やや専門用語を駆使して理解しにくかったり家庭科や教
科書の話をしたりなど、必要な情報や説明が足りなかった
と思われる。分かりやすい言葉や想像しやすいたとえ話を
用いた説明をすると理解しやすいと思う。

信頼関係はやや十分ではないと思う。様々な知識や情
報を提供して消費者側は勉強になったかと思うが、不安
は解消されたわけではない印象を受けた。消費者が必要
としている情報を分かりやすく提供し、同じ目線で考えに
寄り添ったり話をしたりすることでよりよい関係が作れるので
はないかと思う。

原因については実際に喫食しても問題ないか等、非常にシ
ンプルなもののように感じた。

できていないように感じた。消費者求めていない内容や、
専門的な用語等、文面では追えるが実際会話になる
と理解しにくい・混乱しそうな会話であったように感じた。

前述したとおり全てを理解できないような会話内容であっ
たと思う。

作れていないように感じた。何が問題なのか・原因なのか
をはっきりできていなかったことが要因だと感じた。

健康被害に関わるかどうか。 消費者が知りたいのは、専門性の高い内容よりも、安
心感につながる回答かが重要。

定量的な分析を根拠とした食品の安全性 話のトーンが少しずれていた気がした。相手の視点に立っ
た回答が必要。

（Fチーム）リスコミのロールプレイング
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（Gチーム）リスコミのロールプレイング
①消費者が何を不安に思っているか、不安にさせて
いる原因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出来てい
たか、どんなことがポイントであると思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の説明を
理解できていたか、どんなことがポイントであると
思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は信頼関
係がつくれていたか、どんなことがポイントであると
思うか

商品に使われている食品添加物の多さ、食品添加物の物質名を見
ただけでは何かわからない、周囲からの誤った情報などが漠然と消費
者を
不安にさせていると思いました。

できていました。
同調することや、一方的に話すのではなく問いかけを行うことが
寄り添うポイントだと思いました。

最終的に、自分自身の中で食品添加物を使った方が安全、使
わないほうが危険という結論に至っているため、理解できていると
思いました。
こちらから答えを提示するのではなく、相手に答えを導きだしてもら
うことがポイントだと思います。

同調すること、事実を混ぜながら説明することで消費者が理解し
ていたため、信頼関係は作れていたと思います。
相手の意見を頭から否定することなく、一度同町することがポイン
トだと思います。

具体的に不安要素がわからない、知識不足な点が原因だと理解で
きました。不安要素をはっきりさせる事がポイントだと考えます。

一部質問の答えではない部分もありましたが、基本的には寄り
添っていたと思います。消費者の意見を否定
しない、質問で返す等、消費者を尊重している部分がポイント
だと思います。

本件について納得はしたが、本質的な部分で理解はできていない
と感じました。しかし、本件のような消費者に対して、全て説明せ
ず、このくらいの塩梅で納得頂くのが良かったようにも感じます。

信頼関係はあったと感じます。特に消費者からの信頼感は感じま
した。説明内容に不信感が無かった点がポイント
だと思います。

消費者は添加物について漠然とした不安を持っている。なぜ添加物
が良くないのか、添加物を含む食品を摂取するとどうなるのかについて
は理解できていない。
何を不安に思っているのか、説明する側が理解をして説明をすること
がポイント。

不安に寄り添った会話が出来ていた。
消費者の不安に思っている意見に対して、否定するのではなく
一旦受け止め同調をした後、説明をすること。

消費者は納得はしていると思う。専門家の意見や、直近で添加
物を使わないことにより事故について具体例を
あげることがポイント。

最終的に消費者から意見を引き出していて信頼関係が作れてい
た。発言を否定しないことがポイント。

消費者は漠然としたイメージに対して不安に思っていると感じました。
それは、小さいころから近しい人間やテレビなどから得た食品に対する
イメージであり、全てが正しくはなく一部偏った情報やイメージにとらわ
れているのだと感じました。
ワークショップ内で出た小・中学校での食品に対する正しい教育をす
るべきだとの意見は非常に納得できるものでした。

丁寧に説明することは勿論ですが、何が問題なのかを明確に
する必要があると感じました。
食品は安全性だけではなく、美味しさや嗜好など様々な理由
で選ばれるものなので
一つの理由だけで選択を狭めることはあってはならないと思いま
した。

ワークショップ内で出た意見で、シナリオ例では今回のテーマである
間違ったイメージに対する反論は出来ているが消費者の質問に
対してすべて答えられているわけではないとの指摘があり、正しいと
思いました。とは言え、実際のクレームでは長々と説明する時間が
あるかもわかりません。
売場に対する安心感を得られるように日々、信頼を得られるよう
な行動をとることが大事なのではないかと思った。

消費者役は最終的に納得していましたが、信頼関係が作れてい
たかはわからないと感じました。
食品の安心は日々の信頼の積み重ねが必要であると思います。
その為には業界内で食品の安全に対する情報交換と議論を重
ねる必要があると思いました。

何が分からないか分からず電話をもらっているという状況でした。この
段階でお電話をもらえた時点で、連絡先の表示などきちんと整理さ
れているのだろうなと感じました。
また、事件が起きると事件を起こしてしまった会社だけでなく業界全
体で負のイメージを背負うので、リスクは社内だけでなく社外にもある
ことを改めて感じた。

漠然とした質問だったが、だんだんと具体化せれていったのが良
かったと思いました。一方で、自身の母の例などを出していまし
たが、自分は詳しいと思っている消費者の場合、母親と一緒に
するな！というような怒りも当然買いうるので、あまりいい方法
ではないような気がした。

最終選択するのは消費者であり、リスクを提示するだけで答えは
ありません。したがって、消費者の質問に親身になってハッキリと
yes、noだけで返答していると、たどり着く答えがないのでたらい回
しをしているような状況になります。一方で、今回のように質問とは
別のリスクを提示して、納得してもらうということが有効ですが、話
をそらされているように感じました。また、挙げた例もO157というと
一般的には店舗での衛生管理や、十分な加熱が管理として思い
つくと思いますが、添加物とからめた話でハードルが少し高い話だっ
たので煙にまかれているように感じました。相手の知識のレベルをき
ちんと察して、適切な話題を提示することが重要だと思いました。

質問の内容とは別の内容で返答され、リスクを提示されたりしてい
たので、自分が消費者だったら信頼できないなと
感じました。

食品の事件・事故による信頼の低下や不十分・あいまいな情報提
供、専門家の意見齟齬、知識不足による漠然とした不安（何を信
じたらよいかわからない）等が原因。
「見える化」でコミュニケーションを図り、提供する情報の量・質を向上
させる、信頼を醸成するために協働が大切。

同調しながら、肯定的で温和な表現と口調で、消費者のレベ
ルに合わせて身近な人の意見・具体例を出したりするなど、寄
り添えていたように思いました。
消費者本人が何に対して不安に感じているのかを理解できて
いない状況で、漠然とした質問に対し、整理しながら、質問で
返して自身に考えてもらうことはポイントだと思いました。

最後には消費者が自分なりの答えを導き出せていたので、理解で
きてはいないかもしれませんが納得感はあったように思いました。
説得しようとではなく、心情に寄り添いながらも事実・正確な情報
をしっかり説明することがポイントだと思いました。

作れていたように思います。（消費者が自分のことばかり発言せず、
リスクコミュニケーターにどういうことか質問し、事実を知ったことを素
直に話していたため。）
最初は同じ視点で話をはじめ同調するものの、消費者の固定観
念や不安を払拭し、リスク管理はうまくいっているという事実を共有
することがポイントだと思いました。

不安感は漠然としたイメージに過ぎずシナリオ上では具体的に何に対
し不安と思っているかははっきりとしなかった。ただ、過去の重大な食
品事故を家族から聞かされていたことを原因としていることは確かであ
り、消費者のフレーズを聞き逃さないことが大切であると感じた。

リスクコミュニケーターが自身の家族の意見を例として挙げ、お
互いに身近な人を想起させており、消費者の不安な気持ちに
対して親身になっているというイメージを抱かせることができてい
たと思う。

消費者自身が何に対して不安を抱いているかはっきりとしていない
ため、短時間のやり取りの中ではリスクコミュニケーター役の説明を
すべて理解できたとは言い切れない。ただ、専門家の話を引用しリ
スクコミュニケーターの意見を押し付けるだけでない説明を受け、
納得はしていた。

リスクコミュニケーターが消費者に対し質問し、そのやり取りを通じ
信頼感を出すことができていたと思う。最終的には
消費者自らが食品添加物は安全であるという言葉を引き出すこ
とに成功しており、言い聞かせるだけでなく消費者自身の選択とし
て結論に持って行けた点が良かったと思う。

おおむね理解できた。
食品添加物がどのようなものかよくわからないという漠然としたイメージ
を抱いて、（消費者の方にとって）よくわからないものが食品に入って
いる不安に思われていると感じた。

寄り添っていたと思う。
消費者役のセリフに対して、否定せず、一度クッション言葉で
受け止めていた。また、事務的な話し方ではなく、ある程度感
情をのせて話している点が良かった。

具体的な例を出す、共感しやすい身近な存在を出すことで話を
聞き入れやすくしていたと思う。

消費者に話をさせ何を不安に思っているのかをうまく聞きとっていた
ように思う。
消費者に対してしっかりと向き合っていたので、その中で信頼関係
が築けていたと思う。
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①消費者が何を不安に思っているか、不安
にさせている原因について理解できたか

②消費者の不安に寄り添った会話は出
来ていたか、どんなことがポイントである
と思うか

③消費者役はリスクコミュニケーター役の
説明を理解できていたか、どんなことがポイ
ントであると思うか

④消費者役はリスクコミュニケーター役は
信頼関係がつくれていたか、
どんなことがポイントであると思うか

世間で流布しているイメージなどで消費者には認知バイアスがかかっ
ていることがある。例えば産地の例では「中国産」に対する偏見が設
定されていたが、輸出され日本国内で流通までに3度品質を確認し
ていることを説明した点がポイント。

コミュニケーターは同様の不安を抱えている方が他にもいること
を紹介しており、そのうえで安全である根拠の
要点を簡潔に伝えること。

当日はわたしがリスクコミュニケーター役でした。不安を抱えた消費
者役の方にもスクリプトが渡されていたため、理解はしやすかったで
すが、リスクコミュニケーターの説明は長すぎると感じました。
同様の不安を抱えた方がいること、３つの防護柵があることを簡
潔に伝え、具体的な説明は後からでよいのではないかという議論
が出ました。

リスクコミュニケーターが消費者の気持ちへ共感していることをしっか
りと伝えている点。

不安に感じていることは農薬利用している食品、または添加物を摂
取することでの体への影響についてです。
不安になる要因は、リスク誤認、未知なものへの恐怖が原因である。
ポイントとしてバイヤスをいかになくすために、簡潔に身近なものに例え
て疑問を投げかけるなどの方法が良いと感じた。

消費者のわかる内容にすること できてないと感じた。
その理由は、いきなり難しい言葉を投げかけられたり、想像で話を
されると余計に不明確な部分が増えて、理解できなくなっていって
いたため、身近なものに例えて話すことやある程度調べたうえで話
をしてもよいと思う

信頼を得るためには、より身近なもので例えるなど話ができればよ
いかと感じた。

理解できました。
中国産の野菜については農薬が大量に使われているから、食品添
加物については様々な種類使われていて、食べると体に悪いのでは
ないかという不安を持っていました。
不安にさせている原因は、フェイクニュース等によって誤った情報を与
えられたからです。野菜については輸入時に厳しい検査がされており、
食品添加物は食品衛生法で厳しく使用が制限されていてむしろ使
わないほうが食中毒などを引き起こすということを知らないため不安が
発生していると思われます。 ポイントは、漠然とした不安が何である
かを理解してあげることだと思います。

できていたと思います
不安に思われますよね、と共感してから実は…と説明に入れば
相手も納得されると思います。
専門的になりすぎない、庶民の感覚に寄り添うことがポイントだ
と思います。

できていましたが、少し改善点があるように感じました。
説明が少々長いので、もう少し簡単にお伝えするべきだと思いまし
た。
上記と似ていますが、簡単な言葉を使ってあげるのがポイントだと
思います。

作れていたと思います。
消費者の不安を聞いて、共感して、説明をして大丈夫ですよと伝
えれていたと思います。
セブンイレブンのホームページのように、正直に話すのがポイントだと
思います。

中国産や添加物など、かつて問題になったことのあるものについて不
安に思う気持ちは理解できた。消費者が抱く「漠然とした不安」「知ら
ないものへの恐怖感」などが背景にあると思った。

身近な例を挙げることで消費者の共感を得ることで不安に寄り
添うこともできると思うが、「そういったお問い合わせ多く寄せられ
ている」というような言い方も有効であると思う。
ポイントとしては、不安に思うのはあなただけではないですよ、と
いうことを示して、こちらの意見を受け入れる気持ちになってもら
うことであると感じた。

畳みかけるように難しい説明をしても消費者はあまり理解できない
し、不安に思う可能性がある。相手の知識レベルや身近な例を
挙げながら説明するとより良いと思う。

シナリオでは信頼関係が作れていたと思う。
むしろ信頼関係が作れないと、こちらのいうことを受け入れてもらえ
ないと思う。

食品添加物や中国産の食品は安全ではないかもしれないという印
象を消費者が持っているためだと感じました。
それは過去の事故・事件による記憶や中国という国に対する印象な
どが消費者を不安にさせていると思いますが、そもそもの根本的な原
因は誤った情報（無添加表示、中国産だけが危険）が氾濫してい
ることで何が正しい情報なのか消費者が分からないこと、消費者が正
しい情報を取捨選択する必要があるという意識が欠けていることだと
思います。

リスクコミュニケーターは消費者の話をよく聞き、同調する姿勢
や必要だと思いますので、今回のロールプレイングではそこはしっ
かり出来ていたと思います。
一方で説明が長い、話し方が分かりにくいなど話し方について
は消費者が分かりやすいように工夫する必要があると考えます。

リスクコミュニケーターの説明が長いため、具体例を盛り込みながら
簡潔に伝えた方が消費者がより理解しやすいと思います。
リスクコミュニケーターの例えが母親や友人など身近な人間に限定
されているため、過去の問い合わせ事例など具体的で消費者が
実感しやすい事例を挙げた方がイメージしやすいと思います。

問いかけることで消費者の意見や考えを聞こうとしているように感
じました。
しかし、曖昧な表現（～と想像されます）を使うと、よく分かって
いないのに話しているという印象を消費者に与えてしまうため、曖
昧な表現は使わず、分からないことは言わないことが重要だと思い
ます。 今回のシナリオでは消費者の問いかけに対してハッキリ回
答していないように感じるため、最初に安全であることをしっかり伝
える、専門用語は使わないなど話し方にも注意する必要があると
感じました。

メディアの報道や過去のイメージが不安にさせている要因であると感じ
ました。若い世代はあまり感じていないが、とくに子供がいらっしゃる
主婦層や高齢層が漠然とした不安を感じているイメージ。

ゆっくりとしたスピードで説明すること。
他の消費者からも同じような不安の声や問い合わせが良くある
ことを伝えると安心できると感じました。

長々と説明するのではなく、まずは結論を伝えてもらえるとわかりや
すい。それでも不安が解消しなければ口頭での
説明もしくはHP等のアンサーページを教えてもらいたい。

説明には根拠づけをして「〇〇と思う」ではなく断定して言い切っ
た方が不安を解消できると感じました。

理解できた。不安要素を決めつけるのではなく、いくつか例示しながら、
あくまで”聞き取る”ということが大事だと思う。

共感する姿勢が大事かと思う。また一個人の考えや周りの話
はできるだけ排除し、一般論的に話ができるとよい。

基本的に消費者より食品事業者・担当者の方が内容について詳
しく理解しているため、専門的な話になりがち。
専門用語は使わずに、端的な説明が必要。

不安が払拭されれば自ずと信頼関係が生まれるので、消費者の
不安解消を第一とし、納得のいく説明を自信をもって
することが大事であると思う。

理解できた。
ある程度不安要素を予測して共感することで、より詳しく考えを聞き
出せる。

できていた。
不安に感じているのが自分だけじゃないんだと感じさせること。

できていないかもしれない。
不確定なことを言わない。（～と想像します。など）
国家間の体制だけでなく、自社の情報もあるとよい。
長々と話さない。

作れていた。
初めの部分で共感する。

（Hチーム）リスコミのロールプレイング
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