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1．ELSIの実践例
ゲノム研究
Genome science

Examples of ELSI
initiatives

文科省によるゲノムELSIユニットでの活動
Genomic ELSI Unit by MEXT

・ヒト試料を扱った研究

Research dealing with human samples

・次世代シークエンサーに係る研究

Research on next-generation sequencers

・合成生物学

Synthetic biology

宇宙科学
Space science

京都大学の研究者からの依頼によるURAの
支援活動
Support activities by URA at the request of
researchers from Kyoto University

4

1．ELSIの実践例 ①
Obtaining consent

ヒト試料を扱ったゲノム研究におけるELSI
ELSI in genome research using human samples

Examples of ELSI
initiatives ①

5

Sample handling

If you have to tackle ELSI in human genome research
Environment
What do you do first?
surrounding researchers

Ethical review

Disclosure of
results

まずはどのようなELSIが存在するかを調査し、整理し、俯瞰できる媒体を作成
We researched what kind of ELSI exists and then created an overhead view

1．ELSIの実践例 ②

宇宙科学におけるELSI
ELSI in space science

6

Issue type

Activity type
Space
exploration

Examples of ELSI
initiatives ②

Space
development

Merit

Space use

Actors and Stakeholders
Public sector

private sector

Demerit

astronaut
researcher
academia

public

Others
(terrorist)
京都大学 SPIRITS:「知の越境」融合チーム研究プログラム・学際型プロジェクト
「将来の宇宙開発に関する道徳的・社会的諸問題の総合的研究」 研究調査報告書

Others
（dual use
privacy)

1．ELSIの実践例 ③

課題策の検討例

Example of creating a solution to issues

Examples of ELSI
initiatives ③
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【課題例】Example of issue
国のヒトの試料を扱った研究のガイドラインは、最新のゲノム研究の手法を
考慮した内容になっていないため、研究者が研究を進めることができない。

The government's research guidelines dealing with human specimens are old and do not take
into account current genomic research methods, so the research cannot proceed.
※These slide are simplified. Actually more complicated

→【解決策例】 Example solution
① ガイドラインの改訂に向けて、ゲノム研究者と関連研究者とが議論できる
場を設ける

Establish a forum where genomic researchers and related researchers can discuss guidelines

議題例）Agenda example
What would you do to solve this issue?
・最新のゲノム研究の状況と研究の必要性
Latest genome research situation and necessity of research

場合によっては
議論だけでなく
調査研究も必要

・個人情報の取り扱い

Handling of personal information

・社会に対する影響・リスク
Society impact and risk

・公的な研究と民間での研究

Public research and private research

etc.

In some cases,
research is required in
addition to discussion

1．ELSIの実践例 ③

課題策の検討例

Example of creating a solution to issues

Examples of ELSI
initiatives ③

8

【課題例】Example of issue
国のヒトの試料を扱った研究のガイドラインは、最新のゲノム研究の手法を
考慮した内容になっていないため、研究者が研究を進めることができない。

The government's research guidelines dealing with human specimens are old and do not take
into account current genomic research methods, so the research cannot proceed.
※These slide are simplified. Actually more complicated

Example solution
→【解決策例】︓
② 政策担当者と議論をできる場を設けてガイドラインを改訂
Create a forum for policymakers to revise the guidelines

ⅰ）関連する政策担当者を集める
Gather relevant policymakers

ⅱ）研究の現状、改訂の必要性を説明する

Explain the current state of research and necessity of revision

ⅲ）改訂案について協議

Discussion about the revised proposal

ⅳ）改訂文章の作成

Creation of revised text

③ 改訂されたガイドラインを研究者コミュニティに周知
Inform the research community about the revised guidelines
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2．ELSIの実践に必要となる機能と人材
(1) 課題の調査
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Functions and human resources
required for ELSI efforts
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2．ELSIの実践に必要となる機能と人材 ①

Functions and human resources
required for ELSI efforts ①

(1) 課題の調査 Research on issues
その研究プロジェクトにおいて何がELSIとして存在するかを明確にし、俯瞰する
Clarify what exists as ELSI in the research project and get an overview

→ 多様な関与者とELSIについて共有する必要があるため

Because ELSI needs to be shared with various stakeholders

【調査する内容】 Research agenda
・どのような課題が誰に対して存在するのか
what problems exist for whom

例）研究者・協力者（試料提供者）・政策担当者・受益者（一般市民）
researcher, collaborator, sample provider, policy maker, public

・専門家と非専門家とのギャップの明確化
gap between experts and non-experts

例）リテラシー、研究の意義、目的、リスクとベネフィット、
literacy, purpose of research, risk and benefit

【どうやるか】 How to do
文献調査、WEB調査、アンケート調査、ヒアリング調査 etc.
review of literature, WEB survey, questionnaire, hearing survey etc.
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2．ELSIの実践に必要となる機能と人材 ①

Functions and human resources
required for ELSI efforts ①

(1) 課題の調査 Research on issues
【求められる機能（人材）】 Human resources required for research
・調査研究には、レギュラトリーサイエンス、テクノロジーアセスメント（TA）の
研究者や科学技術社会論（STS）の研究者が必須
Regulatory science, TA (technology assessment) and STS (science, technology and
society) researchers are required for ELSI research

・当該分野の研究者だけでは不可能だが、当該分野の研究者の積極的なコミットも必要
ELSI research is impossible only by researchers in the same field of the research
project, but it is also necessary to actively commit them.

・各テーマに沿った、自然科学、人文社会科学の研究者の協力なしでは進められない
It is necessary to cooperate with researchers of natural sciences, humanities
and social sciences according to the contents of each issue.
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2．ELSIの実践に必要となる機能と人材 ②

Functions and human resources
required for ELSI efforts ②

(2) 課題への対応案の検討 Creating a solution to issues
多様な関与者と個々の課題について検討する

Discuss solutions with various stakeholders on individual issues

→ 多くの課題は、単一の専門家/関与者だけでは解決ができないため

Because many issues cannot be solved by a single expert / stakeholder alone

【どうやるか】 How to do
ⅰ）多様な関与者に向けて説明をする

Explanation to various stakeholders

→ 専門外の人に向けたわかりやすい説明が必要
→ 研究プロジェクトやそのELSIに取り組む意義なども説明し共有する必要がある
It is necessary to...
provide explanations that can be understood by non-experts
share not only the contents of the research project and its ELSI, but also the vision
of the research project
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2．ELSIの実践に必要となる機能と人材 ②

Functions and human resources
required for ELSI efforts ②

(2) 課題への対応案の検討 Creating a solution to issues
【どうやるか】How to do
ⅱ）多様な研究者や関与者を含めた学際的議論の場を創る

Create a forum for interdisciplinary discussions involving diverse researchers and
stakeholders

→ 多様な関与者を集めるだけでなく、議論できる場のデザインも必要

It is necessary not only to gather diverse participants but also to design a place
where discussions can be held

ⅲ）多様な関与者の議論から対応案を生み出す

Create a solution from discussions of diverse participants

→ 熟議を促すファシリテーションや、コンセプトやアイデアを視覚化させる
サービスデザインが必要

Facilitation to encourage deliberation and service design to visualize concepts and
ideas are required.
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2．ELSIの実践に必要となる機能と人材 ②

Functions and human resources
required for ELSI efforts ②

(2) 課題への対応案の検討 Creating a solution to issues
【求められる機能（人材）】 Human resources required for research
ⅰ）広報活動の専門家 public relations specialists
→ 専門外の人に説明ができる技術を持った人材も必要だが、広報活動の計画立案
（広報戦略）や 広報活動全体のプロジェクトマネジメントができる人材が必要
We need people with skills to explain to non-specialists.
Rather, it is important to have human resources who can plan public relations
strategy and manage the entire public relations project.

ⅱ）議論の場を企画できる人材 create a forum for interdisciplinary discussions
→ 多様なフィールドに人脈を持つ人材、フットワークの軽い人材
→ 場作りの企画・運営ができる人材

We need people with human network in diverse fields, with light footwork,
with ability to plan and manage events

ⅲ）議論から解決策を描ける人材 create a solution from discussions of diverse participants
→ ファシリテーター、サービスデザインができる人材
Facilitation to encourage deliberation and service design to visualize concepts and
ideas are required.
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2．ELSIの実践に必要となる機能と人材 ③
(3) 課題への対応の実施

Functions and human resources
required for ELSI efforts ③

Implementation of solution

課題解決に向けた活動は多様

There are various activities to solve the problems.

ほとんどの活動にはなんらかの広報活動（双方向のコミュニケーション活動）が必要
Most activities require some kind of public relations (two-way communication).

また、ELSIに対する活動全体のマネジメントが必要
Management of all ELSI efforts is required.

【求められる機能（人材）】 Human resources required for research
・広報活動の専門家

public relations specialists

・ELSIを理解し、活動全体のプロジェクトマネジメントができる人材

Human resources who understand ELSI and are able to manage the entire project.

→ 場合によってはELSIの活動を進めるための予算獲得も求められる

In some cases, it is also necessary to obtain a budget to proceed with the project.
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3．ELSIへの対応に必要な体制 ①
（1）人材の確保

System required for
ELSI efforts ①
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Securing human resources

ELSIに必要な人材は多様 ELSI's efforts require diverse human resources
・研究者（STSやTA、テーマに該当する自然科学・人文社会科学）
Researcher（STS/TA, natural sciences, humanities and social sciences）

・研究活動の周辺を担う専門人材

Specialist (Research manager and supporter)
→
→
→
→
→
→

広報の専門家（広報戦略・実行計画が描ける人材） Public relation
connecter
アカデミアと多様なセクターを繋げられる人材
coordinator
学際的な議論の場がコーディネートできる人材
Service design
サービスデザインができる人材
Project management
プロジェクトマネジメントができる人材
プレアワード（資金獲得）業務ができる人材
Fund-raising

これらの業務を担えるリサーチ・アドミニストレーター（URA）等の専門職が、
ある程度は日本のアカデミアの中にも存在しつつあるが、ELSI を担う専門人材
として認識はされていない。

Some research managers and supporters, such as university research adominiatrator (URA), can
handle ELSI efforts. The number of URAs is increasing in Japanese academia. However, It is not
recognized by oneself and others that they are human resources capable of ELSI initiatives.

→ 育成や定着を意識した人材配置（体制）が必要

It is necessary to consider human resource development for ELSI.

System required for
ELSI efforts ②

3．ELSIへの対応に必要な体制 ②
（2）ELSIに対応する体制

20

Research project structure required for ELSI initiative

・各研究のプロジェクト毎にELSIに専門的に取り組むチームが必要
A team that specializes in ELSI is required for each research project.

→ 研究プロジェクトを担う研究者だけではELSIの対応は不可能（負担も増大）
ELSI efforts is impossible only by researchers in the same field of the research project.
（The burden on researchers also increases.）
PM
researcher

PI-1
researcher

PI-1
researcher

researcher

researcher

researcher

researcher

researcher

researcher

Conventional research system
(Members are only scientific researchers)

researcher

従来の研究体制
（当該分野の研究者のみ）

researcher

researcher

PI-1
researcher

researcher

researcher

researcher

researcher

researcher

researcher

researcher

PI-1
researcher

researcher

PI-1
researcher

researcher

PI-1
researcher

PM
ELSI efforts

PM
researcher

researcher
STS・TA
humanities
social
sciences
URA

ELSI対応のPMとチームを配置
（横串を指す体制で研究者と協働）
PM and team for ELSI efforts
(Collaborate with researchers by cross organizational)

3．ELSIへの対応に必要な体制 ③

System required for
ELSI efforts ③
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（3）ELSIへの取組の評価 Evaluation of ELSI initiatives
・評価の目的として、日本のアカデミア内にELSIへの対応ができる環境を
根付かせることとするならば、
ELSIに取り組む「機能」→「人材」→「組織」に注目を

If the purpose of the evaluation is to focus on establishing ELSI efforts in Japanese academia.
It is important to pay attention to “functions” “human resources” “organization” for ELSI efforts.

→ ELSIへの取組が継続し、レベルアップするには...
To continue and improve the level of ELSI efforts

・ ELSIへの対応に必要となった「機能」や、得られた経験が継承されな
ければならない
We must pass on the “functions” and experience needed for ELSI efforts

・「機能」や経験が継承されるには、「人材」が必要

"Human resources" are required to pass on "function" and experience

・「人材」が残るには組織・コミュニティが必要

An organization / community is needed to retain " human resources "

3．ELSIへの対応に必要な体制 ③

System required for
ELSI efforts ③

（3）ELSIへの取組の評価 Evaluation of ELSI initiatives
【避けたい状況】 Situations to avoid
・研究者が従来の研究活動に加え ELSI への活動をボランタリーに対応する

Scientific researchers tackle ELSI voluntary in addition to conventional research activities

・ELSIへの取組実績が研究者/専門人材のキャリアパスに反映されない
ELSI efforts are not reflected in the career path of researchers / specialists

→ 活動が継続されない、レベルアップしない

ELSI efforts will not continue and will not be upgraded

・ELSIに対応する人材を明確にし、その人材による研究成果や専門的な活動を
評価する
Clarify human resources working on ELSI, and evaluate research results and professional
activities by those human resources

・ELSIに対応する人材への評価は、その人材が定着できる/キャリアアップ
できる体制と合わせて検討する
Evaluation of human resources tackling to ELSI should be considered together with a
system that can establish and improve their career
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まとめ

summary

1．ELSIへの対応は大きく分けると、
①課題の調査、②対応案の検討、③課題への対応

ELSI efforts have three stage.
①research on issues, ②creating a solution to issues, ③Implementation of solution

2．ELSIに必要な活動は多様で、研究者だけでなく多様な専門人材が必要

There are various activities required for ELSI efforts. Not only researchers but also
various specialists are required

3．ELSIに対する活動の定着には、専門人材の確保と、
その専門的な活動に対して「評価（evaluation）」ができる体制が必要
Establishing ELSI efforts requires a system that can secure specialized human resources
and evaluate their specialized activities.
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