
調理師専門学校における食のリスク
教育によるリスク認知の変化

Changes in Risk Perception after Food Risk Education 
at a Local Cook School

特定非営利活動法人食の安全と安心を科学する会

大瀧直子， 山崎毅

1

日本リスク研究学会第３１回年次大会
2018年11月10日 福島県福島市コラッセふくしま



研究の目的と方法
 目的

食品安全学分野における主要なリスク要因について、

リスク認知の改善のしやすさに差異がみられるのかを調査し、

今後のリスクコミュニケーションの改善に役立てる。

方法

食品安全学の講義を受講する調理師学校の生徒を対象に、

(1)食品添加物 (2)残留農薬 (3)食品中の放射性物質

(4)微生物（食中毒） (5)遺伝子組換え作物 に関連するアンケート

調査（成績には関係しない）を講義（90分×4回）受講前後に実施し、

回答解析する（カイ二乗法*）。

* Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
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リスク認知にバイアスがあるのでは？

•リスクが小さいのに過大に認知されるもの

食品添加物

残留農薬

食品中の放射性物質

遺伝子組換え作物

•リスクが大きいのに過小に認知されるもの

食中毒・・・微生物



リスク要因(１) 食品添加物

授業の要点

・ 食品添加物は人体に危害を及ぼ
すものと信じられ、食品添加物を
使用しないリスクについて理解が
されにくい。

・ 食品添加物の安全性は厳密に評
価され、管理された上で使用され
ている。

・ 無添加でのリスクも存在する。
-微生物の繁殖、フードロス問題
-美味しさ、外観、品質低下
-加工に食品添加物が必要である。

回答 講義前 講義後 講義前 講義後

① 12 3
50 19

② 38 16

③ 20 36
27 54

④ 7 18

77 73 p < 0.01

回答を変更した理由
・一日摂取許容量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
物が必要であり、定められた範囲で使
う。
・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。

「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、 ➁まあまあそう思う、 ➂あまりそう思わない、 ④そう思わない
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リスク評価 リスク管理

リスクコミュニケーション

機能的に分担
相互に情報交

換

プロセスは3要素からなる (WHO/FAO, 1995):

どんな危険があるか、
どのくらいなら食べても

安全か決める

安全に食べられるよう
ルールを決め、監視する

関係者相互間で
意見・情報交換を行う

食品安全
リスクアナリシスとは
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(1)安全性が実証または確認されるもの

(2)使用により消費者に利点を与えるもの

①食品の製造、加工に必要不可欠なもの

②食品の栄養価を維持させるもの
③腐敗、変質、その他の化学変化などを防ぐもの
④食品を美化し、魅力を増すもの

⑤その他、消費者に利点を与えるもの

(3)すでに指定されているものと比較して、同等以上か別の効果
を発揮するもの

(4)原則として化学分析等によりその添加を確認しうるもの

食品添加物として指定されるための条件
食品添加物の指定及び使用基準の改正に関する指針（平成8年）

リスク要因(１) 食品添加物
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食品添加物協会提供資料
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リスク要因(１) 食品添加物
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授業の要点

・ 「農薬は危険」という定性的な情
報のみに基づき、残留農薬につい
ての定量的な観点が乏しい。
・農薬を使用するベネフィット、使用
しないリスクに関心が少ない。
・農薬の使用方法（散布量、散布回
数、適用作物）は厳密に管理され
ている。
・無農薬栽培を行う上でのリスクも
存在する。
-病害虫による汚染
-生産量の減少、価格の高騰
-食物供給における安全保障

回答 講義前 講義後 講義前 講義後

① 31 8
66 34

② 35 26

③ 9 30
12 39

④ 3 9

78 73 p < 0.01

回答を変更した理由
・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。

「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」

①たしかにそう思う、 ➁まあまあそう思う、 ➂あまりそう思わない、 ④そう思わない

リスク要因(２)残留農薬



授業の要点

・ 食品中にはもともと天然の放射性
物質 40Kが多く含まれている。

・ 放射線に天然/人工の区別はない。
・ 原発事故によって新たに食品中
に加わった放射性物質のリスクは
従来から食品中に存在する放射
性物質に比べて過大に認知されや
すい。

回答 講義前 講義後 講義前 講義後

① 15 6
35 23

② 20 17

③ 31 25
43 50

④ 12 25

78 73 p > 0.1

「福島県の水産物（放射性Cs =10 Bq/㎏）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、 ➁まあまあそう思う、 ➂あまりそう思わない、 ④そう思わない

リスク要因(３)食品中の放射性物質

回答を変更した理由
・基準値よりはるかに低く、問題ない。
・どの農産物にも天然由来の放射性
物質が含まれているから。

回答を変更しない理由
・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。



リスク要因(３)食品中の放射性物質
考察資料



リスク要因(３)食品中の放射性物質
放射線の人体への影響

低い

4000mSv ： 50%のヒトが死亡

100mSv : 放射線による健康影響は自然発生のものと明確に区別できず言及が難しい

10mSv :   ラムサール地方（イラン）の大地から受ける年間自然放射線量

7mSv            :   CTスキャン1回の線量

5.5 mSv :   ガラパリ地方（ブラジル）の大地から受ける年間自然放射線量

3.5mSv : 陽江地方（中国）の大地から受ける年間自然放射線量

2.4mSv         :   世界の平均年間自然放射線量（内部被ばくを含む）

2.1mSv         ： 日本の平均年間自然放射線量（内部被ばくを含む）

1.19mSv       ： 岐阜県の年間の大地放射線と宇宙線による被ばく

1.02mSv       ： 茨城県の年間の大地放射線と宇宙線による被ばく

0.99mSv       :   日本平均の年間の大地放射線と宇宙線による被ばく

0.6mSv         :   胃のX線検査の線量

0.00013mSv: セシウム137が100ベクレル/Kg含まれる食品100グラムを摂取した場合の線量

高い

考察資料



授業の要点

・ 鳥の生肉は食中毒のリスクが高
い事が明確であるにも関わらず、
鳥の生食が原因であるカンピロバ
クター食中毒は発生し続けている。

・新鮮な鶏肉は安全であるという誤
解がある。鶏肉はカンピロバクタ
ー汚染率が高く、また、新鮮な鶏
肉ほどカンピロバクターの汚染
率が高い。

回答 講義前 講義後 講義前 講義後

① 29 9
37 21

② 8 12

③ 6 5
41 52

④ 35 47

78 73 p < 0.05

回答を変更した理由
・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。

「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、 ➁まあまあそう思う、 ➂あまりそう思わない、 ④そう思わない

リスク要因(４)カンピロバクタ―食中毒



授業の要点

・ 二枚貝、カキがノロウイルスを蓄
積しやすく、ノロウイルスに汚染さ
れたカキを生食、または加熱不十
分で食することでノロウイルス食
中毒を発症する。

・患者便や嘔吐物中のノロウイルス
は、環境中で数週間～数か月間
感染性を維持し、ヒトからヒトに感
染が広がる。
・調理従事者の衛生管理、手洗い、
体調管理、調理器具の消毒等、
二次汚染の防止も重要である。

回答 講義前 講義後 講義前 講義後

① 56 42
70 57

② 14 15

③ 5 9
8 16

④ 3 7

78 73 p < 0.1

回答を変更した理由
・手洗いは大切。
・手洗いだけでも予防にはつながる。
・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。

「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、 ➁まあまあそう思う、 ➂あまりそう思わない、 ④そう思わない

リスク要因(５)ノロウイルス



リスク要因(４，５)微生物 -食中毒 -
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リスク要因(４，５)微生物 - 食中毒 -考察資料



授業の要点

・ 遺伝子組換え作物は人体に危害
を及ぼすものと信じ、遺伝子組換
え作物に理解が進まない。

・遺伝子組換え作物に関して厳しい
安全性審査がなされ、安全性が
確認されたものだけが食品として
使用されている。
（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、有害物質生産性、交雑
性等）

回答 講義前 講義後 講義前 講義後

① 13 3
37 8

② 24 5

③ 20 35
34 65

④ 14 30

71 73 p < 0.01

回答を変更した理由
・厳しい安全性の審査がされている。
・BTタンパク質は害虫消化管に害を及ぼ
すが、人の消化管には害がない。
・アレルゲンにならないことが確認されて
いる。
・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。

「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、 ➁まあまあそう思う、 ➂あまりそう思わない、 ④そう思わない

リスク要因(６)遺伝子組換え作物



リスク要因(６)遺伝子組換え作物

日本の遺伝子組換え作物の輸入量推定（2016年）

Ⓒバイテク情報普及会、2017 18

出典：財務省貿易統計、 ISAAA Brief51（2016）

作物

日本への主要な
輸出国

※カッコ内は
各国のGM作付比率

作物の
総輸入量

（単位：千トン）

（A）

うち組換え作物の
推定輸入量
（単位：千トン）

（B）

組換え作物
推定輸入比率

（C）

トウモロコシ
（自給率：0％）

米国（93％）、
ブラジル（85％） 15,342 13,691 89%

ダイズ
（自給率：7％）

米国（94％）、
ブラジル（94％）
カナダ（94％）

3,132 2,917 93%

ナタネ
（自給率：0％）

カナダ（93％）
オーストラリア（22％） 2,366 2,118 90%

ワタ
（自給率：0％）

オーストラリ（100％）
ブラジル（73％） 100 88 89%

合計 20,939 18,814 90%
(B): 各国からの輸入量に、それぞれの輸出国での遺伝子組換え作物の2015年の栽培比率を掛け、足し合わせた数量
(C): 組換え作物の推定輸入量(B) を、その作物の総輸入量(A)で割って得られた比率

これらの作物は、私たちの身近な食品や家畜のえさなどに利用されています。
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安全性評価のポイント
◆元の作物の情報
•食用に利用されてきた歴史
•広範囲の人での食経験
•毒性物質・栄養阻害等の有無
• アレルギー誘発性
◆導入した遺伝子の情報
•遺伝子の由来・機能・塩基配列
•遺伝子をどのように挿入したか
•遺伝子の発現部位、時期、量
•目的以外のタンパク質を作らないか
•産生タンパク質の性質・機能・有害作
用の有無

•遺伝的安定性と発現の安定性
◆食品の安全性に関する情報
•発現タンパク質のアレルギー誘発性
•元の作物に比べ、毒性、栄養素、
•有害物質などが変化していないか

リスク要因(６)遺伝子組換え作物
食品としての安全性

日本における食品としての安全性審査の流れ

内閣府 食品安全委員会

申 請 者

厚生労働 省

厚生労働 省

食品としての利用が認められる

食品としての安全性を確認するための様々な試験
を実施し、そのデータを厚生労働省に提出

食品としての安全性について食品安全委員会
の意見を聞く

遺伝子組換え食品等専門調査会

専門家が食品としての安全性評価を実施

食品としての安全性について問題はないかどうか回答

パブリック
コメントの実施

消
費
者

消費者からの
情報・意見募集

を行う

様々な試験データが厚生労働省に提出され、さらに食品安全委員会で評価され、
消費者の情報・意見収集が行われたあとで食品として認可されます。

申請

諮問

答申

承認
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質問：害虫が食べて死んでしまうようなものを食べても大丈夫ですか？
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アルカリ性の消化管 酸性の消化管

害虫
消化管にカギ穴があり

Ｂｔタンパク質がくっつく

消化管がこわされる

死んでしまう

Ｂｔタンパク
質

人やウシ、ニワトリなど
胃で分解される

腸にカギ穴がな
い

だいじょうぶ

害虫に強い遺伝子組換え作物にはＢｔタンパク質という成分が含まれています。
害虫の消化管はアルカリ性の環境で活性化されたＢｔタンパク質がカギ穴（受容体）に
結合するため死んでしまいますが、人間や家畜の場合、胃は酸性なので速やかに消化され、ま
たカギ穴（受容体）もないため毒になりません。

⇒害虫とは体の仕組みが違うので食べても影響はありません。

バイテク情報普及会ホームページ（https://cbijapan.com//qa/food/food06）

考察資料
20


