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Abstract.

In order to make food risk communication more effective , it is vital to know risk perception

biases in consumers and to create effective communication tools for eliminating them. In the present study,
registered questionnaires to assess students’ understanding of various food hazards were performed at a local
cook school before and after a course of lectures on food safety. Analyses of the answers using Chi -square test
indicated significant decreases in the risk perception biases toward food additives, agricultural chemicals, food
poisoning bacteria (eating raw chicken) , and genetically modified organisms. In contrast, there were no
significant changes in the biases against radioactive contaminants and norovirus infection. Although it was done
for a specific group with higher interests to food safety and no doubt against the lectu rer, this study hopefully
shows important cues for better risk communication to ordinary people.
.
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１．緒 言
調理師は単なる調理技術に加えて食品リスクに
関する知識を持ったうえで、食品リスクを低減し
ながら安全で美味しい調理品を提供しなければな
らない。このため、調理師専門学校のなかには、
食品安全分野におけるリスクコミュニケーターを
招聘して食品安全学概論の授業を開設するものも
見られる。本研究グループの大瀧は地域の調理師
専門学校でそのような授業をする機会を得て、食
品リスクの考え方、食品の安全を守るためのリス
ク評価、多様な具体的危害要因（微生物、農薬、
放射性物質、食品添加物、遺伝子組換え食品）の
分析方法などを解説してきた。
前述した危害要因はいずれも、実際のリスクの大
きさに比べて、個々人の認識に大きなバイアスが
存在することが予想されるものである。本研究に
おいては、食品安全学の授業前後において食品危
害要因に関する理解を測るアンケート調査を行い、
どのようなバイアスが現実に存在するのか、解消
されやすいバイアス、解消されにくいバイアスは
*

存在するのか、
などの観点からデータを解析した。
本研究は食品安全について比較的関心の高い集団
を対象としたものではあるが、一般消費者を対象
とした今後のリスクコミュニケーションのあり方
にも重要な示唆を与えるものと期待される。
２．方 法
地域の調理技術専門学校において、2018 年 5 月
から 7 月にかけて食品安全に関する授業（1 回 90
分、計 4 回）を行った。対象者は下記の生徒であ
り、総数 78 名であった：
 調理コース 2 年制 2 年次 34 名
 調理製菓コース 2 年制 2 年次 31 名
 調理コース 1 年制 13 名
授業では、
食品安全分野において実際のリスクの
大きさに比べて、認識にバイアスが大きいと考え
られる６種類の危害要因に関してリスクコミュニ
ケーションを行い、授業前と授業後に記名方式で
アンケート調査を実施し、参加者全員から有効な
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回答を得た。得られた回答を解析することにより、
危害要因に関する認識がどのように変化したのか
を対象者ごとに解析し、リスクコミュニケーショ
ンの効果を検証した。
以下にアンケートの内容を記載した：
1. 食品添加物は健康によくないので、できれば
調理に使用したくない。
① たしかにそう思う
② まあまあそう思う
③ あまりそう思わない
④ そう思わない
＜回答理由＞：
（フリーテキスト回答）
2. 残留農薬は健康によくないので、できれば有
機野菜を調理に使用したい。
＊回答選択肢・理由は１と同じ（以下同様）
3. 福島県の水産物（放射性セシウム検査値：10
ベクレル/kg）は健康によくないので、できれ
ば調理に使用したくない。
4. 「鳥刺し」は食中毒のリスクが高いので、で
きるだけ新鮮な鶏肉を調理に使用したい。
5. ノロウイルスによる食中毒を防止するには、
調理前の徹底した手洗いが最も重要だ。
6. 遺伝子組み換え作物原料は健康によくない
ので、できれば調理に使用したくない。
統計学的解析
「①たしかにそう思う」＋
「②まあまあそう思う」
の合計と「③あまりそう思わない」＋「④そう思
わない」の合計について講義前と講義後で統計学
的有意差があるかどうか、ピアソンのカイ二乗検
定（イェーツの連続性補正）を使用して解析を実
施した。
授業は、食品リスクの考え方、食品の安全を守
るためのリスク評価、多様な具体的危害要因（微
生物、農薬、放射性物質、食品添加物、遺伝子組
換え食品）の分析など食品安全学の概論を解説し
たうえで、食品リスクを低減し安全な食品を提供
する方法を生徒たちに考えさせた。自分が使用す
る食材の安全性を消費者に説明できるようにする
ことを到達イメージとした。
授業の内容は以下の通りである：
1) 食品安全において調理師の果たす役割の重
要性を共有する
調理師は美味しいものを提供することで人を幸

せにすることができる素晴らしい職業である。一
方で、食品安全に関する知識が不十分、衛生管理
の甘さで人を死に至らしめる可能性もある責任の
大きい職業である。食の安全を守るための生産者
から消費者までのフードチェーンアプローチにお
いても、消費者に最も近い位置にある調理師の果
たす役割は大きい。安全で美味しい食品を提供す
るために食品従事者として食品のリスクについて
深い見識を持つことは必須であり、食の安全のリ
スクコミュニケーションの重要性を伝える。
2) 食品安全の考え方の基本を理解する
・食品の安全は食品の確保と食品の安全性の確保
である。
・食品安全は科学、主観的な安心とは異なる。
・全ての食品は、絶対安全であることはなく、リ
スクの程度を評価する必要がある。
（リスクの大き
さはハザード（有害性）×摂取量）
・食品の持つリスクを把握し、状況に応じて適切
に対処すること（農場から食卓まで、各工程でリ
スクを把握し、総合的に検討対処し、未然にリス
クが大きくなるのを防ぐ生産工程管理）が重要
・食品安全委員会作成の DVD「よくわかる食品安
全委員会」で食品安全委員会での会議の光景、リ
スク評価のための動物実験の様子を紹介する。
・
「内閣府食品安全委員会 HP」を検索し、キッズ
ボックスのコーナーから自分の興味のある記事を
ノートに記録し、関心を深める。
3) 食中毒予防の原則「つけない、増やさない、
やっつける」の科学的根拠を理解する。
・食品安全において、最もリスクが高く重要
・微生物はどこにでもいる。
・衛生環境が良くなった現在でも食中毒が減らな
い理由、現在の食生活を考える。少ない菌数でも
食中毒は発生する。
「茨城県食の安全対策室」のホ
ームページを検索し、身近な地域での現在の食中
毒発生状況を知る。
・食中毒の原因となる食中毒菌、ウイルスの性質
を知ろう。増殖の速度を自分で計算、温度と増殖
の関係のイメージを持つ。
芽胞、産生毒素のこと。
・新鮮だから安全とは限らない。（鶏肉は新鮮な
ものほどカンピロバクター汚染率が高い）
・ノロウイルスの感染の広がりを知り、リスク低
減法を考える。
（汚染源は生ガキに限らない…カキ
体内ではノロウイルスは増殖しない）
・安全に食品を食べるための先人の知恵を考えよ
う。
（加熱、乾燥、塩漬け等には意味がある）

・美味しいと安全はむしろ相反する。（十分加熱
した時の食品の物性の変化を知ろう、電子レンジ
の加熱を過信していないか）
4) 残留農薬のリスクについて理解する
・農産物の生産現場での生産管理（GAP：農業生
産工程管理手法、栽培管理記録）の概要
・農薬を使用する意味を考えよう…農薬の種類、
農薬のイメージと現在使用されている農薬の状況
（ポジティブリスト制度）
、農薬を使用するメリッ
ト：収量向上、作業効率向上、品質向上、食品と
しての安全性向上、農薬を使用するデメリット：
生産コスト、生産者の健康被害、環境影響、残留
農薬 を理解する。
・食品安全委員会作成の DVD「気になる食品の
安全性」を視聴し、姉弟（中 2、小 5）とホーエン
ハイム博士、研究所の研究員との質問のやり取り
を通じて農薬や食品添加物等の化学物質の性質、
リスク評価、ADI の意味について理解する。
・リスク評価で得られた ADI から残留農薬基準
値を定め、農薬の使用条件が決められている。
5) 食品中に含まれる放射性物質のリスクにつ
いて理解する
・放射性物質、放射線の性質を知ろう。
（放射線
に天然も人工も区別はない、微生物には分解でき
ない、減少させられるのは時間しかない）
・自然放射線から受ける線量、食品中に本来含ま
れる放射性物質であるカリウム 40 の量を知ろう。
・一般食品の放射性セシウムの基準値の考え方
・実行線量計数を用いて㏃を㏜に変換する計算方
法を知り、自然界にある放射性物質による被ばく
量と、原子炉事故により生じた食品中の放射性物
質（セシウム 134/137）による被ばく量を統一し
た単位（Sv）を以てリスクを比較評価する。食品
中の放射性セシウムの基準値がどの程度低く設定
されているかを知る。
・食品中の放射性物質の測定方法
・実際の測定値を「茨城県食の安全対策室」のホ
ームページを検索し、確認する。
6) 食品添加物のリスクを理解する
・自然は安全、人工は危険という感覚はウソ（自
然界には未研究の物質が存在し管理が難しい）
。
・食品添加物の歴史は長く、安全に美味しく食べ
るための知恵でもある。豆腐、こんにゃく等、食
品添加物が製造に必要不可欠な食品がある。
・食品添加物の用途を考え、使用するメリット、
使用しないデメリットを（食品安全、品質保持、

フードロス、美味しさの観点から）考えよう。
・ヒトは色で食品を連想し、美味しさを想像する。
・食品添加物に指定される条件があり、食品衛生
法で品質、使用量等が規制されている。
・食品安全委員会のリスク評価で得られた ADI に
基づいて、さらにそれより低い濃度に使用基準が
決められ、実際の摂取量も調査で十分に少ないこ
とが確認されている。
・人体への蓄積、複合作用は、基準範囲内で使用
していれば問題ない。
7) 遺伝子組換え食品のリスクを理解する。
・遺伝子組換え食品の世界での生産量、我が国の
輸入量の実際を知る。
・遺伝子組換え農産物が使用されている食品、実
際の食品のパッケージを集め、
「遺伝子組換えであ
る」
、「不分別」、
「ない」等の表示を探し、遺伝子
組換え食品に関する認識を深める。
・遺伝子組換え作物が栽培される理由を考える。
（食品安全委員会の DVD「遺伝子組換え食品っ
て何だろう？その仕組みと安全性」を用い、研究
所での栽培の様子、研究者の説明を聴く。
）
・遺伝子組換え作物に関して食品安全委員会で厳
しい安全性審査（食品としての安全性―実質的同
等性：消化性、食物アレルギー、毒性試験等、環
境に対する安全性：競合における優位性、有害物
質産生性、交雑性等）がされ、安全性を確認され
たものだけが、食品として使用されている。
・ヒトの消化管（酸性、Bt タンパク質は消化され、
結合する受容体が存在しない）と虫の消化管（ア
ルカリ性、Bt タンパク質が受容体に結合する）が
異なることの説明をする。
３．結 果
食品添加物、残留農薬、食の放射能汚染、鶏肉
の生食、ノロウイルス、GM 作物という食品中の
6 種類のハザードに関して、調理師専門学校の学
生に対してリスク教育の講義を施した前後でのア
ンケート集計結果を以下に報告する：
表 1. 食品添加物は健康に
よくないので、できれば調
理に使用したくない。

講義
前

講義
後

①

たしかにそう思う

12

3

②

まあまあそう思う

38

16

③

あまりそう思わない

20

36

④

そう思わない

7

18

77

73

講義
前

講義
後

50

19

27

54

p<0.01＊

表２. 残留農薬は健康に
よくないので、できれば
有機野菜を調理に使用
したい。

講義
前

講義
後

たしかにそう思う

31

8

② まあまあそう思う

35

26

③

あまりそう思わない

9

30

④

そう思わない

3

9

78

73

①

表 3. 福島県の水産物（放
射性セシウム検査値：10
講義
ベクレル/kg）は健康に
前
よくないので、できれば
調理に使用したくない。
① たしかにそう思う
15

講義
後
6

② まあまあそう思う

20

17

③

あまりそう思わない

31

25

④

そう思わない

12

25

78

73

講義
前

講義
後

表 4.「鳥刺し」は食中毒
のリスクが高いので、で
きるだけ新鮮な鶏肉を
調理に使用したい。
① たしかにそう思う

29

9

② まあまあそう思う

8

12

③

あまりそう思わない

6

5

④

そう思わない

35

47

78

73

講義
前

講義
後

56

42

② まあまあそう思う

14

15

③

あまりそう思わない

5

9

④

そう思わない

3

7

78

73

講義
前

講義
後

13

3

② まあまあそう思う

24

5

③

あまりそう思わない

20

35

④

そう思わない

14

30

71

73

表 5. ノロウイルスによ
る食中毒を防止するに
は、調理前の徹底した手
洗いが最も重要だ。
① たしかにそう思う

表 6. 遺伝子組換え作物
原料は健康によくない
ので、できれば調理に使
用したくない。
① たしかにそう思う

講義前

講義後

66

34

12

39
p<0.01＊

講義前

講義後

35

23

43

50
p>0.1＊

講義前

講義後

37

21

41

52
p<0.05＊

講義前

講義後

70

57

8

16
p<0.1＊

講義前

講義後

37

8

34

65
p<0.01＊

*: Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

食品中のリスクに関する質問に対して、
「①た
しかにそう思う」＋「②まあまあそう思う」の合
計（以下「肯定者数」と定義）と「③あまりそう
思わない」＋「④そう思わない」の合計（以下「否
定者数」と定義）を講義前と講義後で比較し、カ
イ二乗検定で統計学的有意差を解析した。
「1．食品添加物は健康によくないので、できれ
ば調理に使用したくない」
という質問に対して
「肯
定者数」／「否定者数」が講義前は 50 人／27 人
であったが、講義後には 19 人／54 人と有意に変
化した（表 1, p<0.01）。講義後に回答を変更した
理由について「一日摂取許容量（ADI）よりも十
分低い量に使用基準が定められているので問題な
い」
、「保存性や嗜好性を高めるためには添加剤が
必要であり、定められた範囲で使いたい」、
「使わ
ないと作れない食品があるため、必要な量を適切
に使いたい」というようなコメントが得られた。
また「2. 残留農薬は健康によくないので、で
きれば有機野菜を調理に使用したい」という質問
に対して「肯定者数」／「否定者数」が講義前は
66 人／12 人であったが、講義後には 34 人／39 人
と有意に変化した（表 2, p<0.01）
。講義後に回答
を変更した理由について
「ADI が求められており、
残留量がそれを超えないように使用方法が定めら
れているので、問題ない」
、「人体には影響がない
し、農薬を使用しないと農産物の品質を低下させ
る場合がある」というようなコメントがあった。
次に「3．福島県の水産物（放射性セシウム検
査値：10 ベクレル/kg）は健康によくないので、
できれば調理に使用したくない」という質問に対
して「肯定者数」／「否定者数」が講義前は 35
人／43 人であったが、講義後には 23 人／50 人で
有意な変化は認められなかった（表 3, p>0.1）。な
お、講義後も回答を変更しなかった理由について
「もう少し落ち着いたら使いたい」
、「健康には害
がないと分かっても、進んで使おうとは思わない」
、
「事故のイメージが強く心配ではある」というよ
うなコメントが得られた。変更した理由について
は、「基準値よりはるかに低く、全然問題ない」、
「どの農産物にも天然由来の放射性物質（カリウ
ム 40）が含まれていることを知ったから」という
ようなコメントが得られた。
「4．「鳥刺し」は食中毒のリスクが高いので、
できるだけ新鮮な鶏肉を調理に使用したい」とい
う質問に対して「肯定者数」／「否定者数」が講
義前は 37 人／41 人であったが講義後には 21 人／

52 人と有意に変化した（表 4, p<0.05）
。講義後に
回答を変更した理由について「鶏肉は新鮮なもの
ほど危ない」
、「鶏肉な新鮮なものほどカンピロバ
クターによる食中毒のリスクが高い」というよう
なコメントがあった。
また「5．ノロウイルスによる食中毒を防止す
るには、調理前の徹底した手洗いが最も重要だ」
という質問に対して「肯定者数」／「否定者数」
が講義前は 70 人／8 人であったが、講義後には 57
人／16 人で有意な変化は認められなかった（表 5,
傾向のみ p<0.1）
。講義後も回答を変更しなかった
理由について「手洗いは大切」
、「手洗いだけでも
予防にはつながる」というようなコメントがあっ
た。一方で、
「手洗いは重要だが、それだけでは十
分ではない」
、「手洗いも大事だが、感染していた
ら意味がない」と正しく理解しながらも、回答を
変更しない例がみられた。
最後に「6．遺伝子組換え作物原料は健康によく
ないので、できれば調理に使用したくない」とい
う質問に対して「肯定者数」／「否定者数」が講
義前は 37 人／34 人であったが、講義後には 8 人
／65 人と有意に変化した（表 6, p<0.01）。講義後
に回答を変更した理由について「日本では、厳し
い安全性の審査がされているから」、
「BT タンパ
ク質は害虫の消化管には害があっても、人の消化
管には害がないことを知った」
、「アレルゲンにな
らないことが確認されていることを知った」、
「農
業生産現場での作業効率が高まり、安全性も確保
されている」というようなコメントが得られた。
４．考 察
山崎らは食品添加物、食の放射能汚染、遺伝子
組換え作物など、杞憂の食品リスクに対する認知
バイアスをインターネット消費者アンケート調査
で解析し、ネット上での専門家からの単純化され
たリスクコミュニケーションによるリスク認知バ
イアス改善を試みた。その結果「安全とは知らな
かった。安全ならもっと利用したい」と回答した
方が、食品添加物で約 41%、遺伝子組換え作物で
約 45%、福島県産食品で 58%とある程度のリスク
認知バイアス改善が認められたものの、疑念は完
全に拭えないという回答も依然多かった（山崎ら，
2016）。
また、これら食のリスクコミュニケーション
（リスコミ）によりリスク認知バイアスを改善に
導くためには、リスク認知バイアスの原因をター

ゲットとしたリスコミ手法が重要と考え、リスク
認知バイアスの社会心理学的原因を具体的にあげ
て考察した（山崎，2017）
：①二者択一の原理（中
谷内, 2006）、②Slovic のリスクイメージ過大因子
／未知性因子など（岡本，1992）、③リスク情報発
信者への不信感、④リスクコミュニケーションの
パラドックス（関谷，2011）。
そこで本研究では、リスク認知バイアスの原因
のひとつと思われる「リスク情報発信者への不信
感」がほぼ無視できる環境として、調理師専門学
校の講師から生徒へのリスク教育を通じたリスコ
ミにより、食品中のハザードに関するリスク認知
バイアスがどの程度の改善をみるのかを検証した。
インターネット環境でのリスコミでなく、顔の見
えるリアルのリスク授業であり、調理師の卵とい
う食品の専門知識への貪欲さも含めて、良好なコ
ミュニケーションが確立できた中でのデータが取
得できたものと考える。
食品添加物のリスクに関して「健康によくない
ので、できれば調理に使用したくない」という設
問を肯定した生徒が講義前は 50 人（否定者：27
人）だったが、講義後は 19 人（否定者：54 人）
と有意に減少しており、回答理由をもとに分析す
ると、授業内容の中で、食品添加物の使用基準が
ADI よりはるかに低い値に設定されていることで
リスクは十分に小さい、その反面、食品添加物を
使用することのベネフィットは大きいことを理解
できたことが効果的であったものと推測された。
また、残留農薬のリスクに関しても「健康によく
ないので、できれば有機野菜を使いたい」という
設問を肯定した生徒が講義前は 66 人（否定者：12
人）だったが、講義後は 34 人（否定者：39 人）
と有意に減少した。
回答理由をもとに分析すると、
リスク評価、ADI の意味が理解できたことで残留
農薬基準値の設定、農薬使用の管理がされている
ことを理解し、農薬を使用しないと多くの作物が
減収になることも理解した結果だと考えられる。
ADI についての理解には、食品安全委員会作成の
DVD「気になる食品の安全性」を視聴し、説明を
加えたことが効果的であったと推測される。それ
でも有機野菜を使いたいと答えた生徒もみられ、
消費者の有機野菜へのニーズ（価値観による合理
的選択）を重視する姿勢も理解できた。
食の放射能汚染のリスクに関して「健康によく
ないので、できれば調理に使用したくない」とい
う設問を肯定した生徒が講義前は 35 人（否定者：

43 人）だったが、講義後は 23 人（否定者：50 人）
と若干の減少を認めたものの有意ではなく、回答
理由をもとに分析すると、茨城県が福島県に近い
地域であることから、放射線の事故を自分のこと
として捉え、講義前からリスクを十分理解してい
た生徒が多かったものと推測された。なお、授業
内容のリスコミ資料に、わかりやすい映像資料を
使用することができれば理解されやすいと思われ
る。
鶏肉生食のリスクに関して「できるだけ新鮮な
鶏肉を調理に使いたい」という設問を肯定した生
徒が講義前は 37 人（否定者：41 人）だったが、
講義後は 21 人（否定者：52 人）と有意に減少し
ており、回答理由をもとに分析すると、授業内容
の中で、カンピロバクターは新鮮な鶏肉の方が汚
染率が高いことを説明したことが理解されたもの
と推測される。また、新鮮と安全は必ずしも一致
しないことを知る良い事例であり、食品安全の更
なる理解に繋がったのではないかと考えられる。
逆に講義後も 21 人がこの設問を肯定したのは問
題なので、さらに鶏肉生食の危険性を伝えるツー
ルを改善すべきと感じた。
ノロウイルスのリスクに関して「調理前の徹底し
た手洗いが重要だ」という設問を肯定した生徒が
講義前は 70 人（否定者：8 人）だったが、講義後
は 57 人（否定者：16 人）と若干の減少を認めた
ものの有意ではなく、回答理由をもとに分析する
と、講義前からリスクを十分理解していた生徒が
多かったものと推測された。「手洗いが最も重要
だ」とした質問を「手洗いさえしておけばかなり
防止できる」とすれば、より適切な回答が得られ
た可能性がある。肯定者が微減した理由は、手洗
い以外にもノロウイルス食中毒のリスク低減法が
あることを学んだことによるものと考える。
遺伝子組換え作物のリスクに関して「健康によ
くないので、できれば調理に使用したくない」と
いう設問を肯定した生徒が講義前は 37 人（否定
者：34 人）だったが、講義後は 8 人（否定者：65
人）とドラスティックかつ有意に減少しており、
回答理由をもとに分析すると、授業内容の中で食
品安全委員会作成の DVD「遺伝子組換え食品って
何だろう？その仕組みと安全性」を用いて、栽培
の様子や研究者の話を視聴し、スライドを使って
説明を加えたことが、厳しい安全性審査がされて
いることへの理解に繋がり、効果的であったもの
と推測された。

総合的な考察として、
食のリスク認知バイアス
が顕著に現れる代表的な食品添加物、残留農薬、
遺伝子組換え作物などのハザードについて、リア
ルのリスク教育による工夫と食品に関する専門知
識が向上することで、十分リスク認知バイアスの
改善がみとめられることがわかった。
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