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緒言

• 食品安全における種々の危害要因について、実際以上の過大なリ
スクを感じ、無用の不安を深める一般市民は少なくない。この認
知バイアスを改善するためのリスクコミュニケーションは日々そ
の重要性が高まっている。

• 昨年来、調理師専門学校における「食品安全学」の講義を通じて
学生たちのリスク認知の特性を検討し、一般市民に対する理想的
なリスクコミュニケーション手法を探ってきた。

• 今年度は、食品添加物に絞って、「食品添加物は危険である」と
いう抵抗感（認知バイアス）の形成に至った経験、および科学的
知識の習得による認知バイアスの補正とその限界について、食品
安全学の講義の受講前後のアンケートを通じて調査した。



方法

• 地域の調理師専門学校において、学生62名に対して、2019年5月から
7月にかけて食品安全学の講義を行った。

• うち、食品添加物に関する講義の前後に、食品添加物への抵抗感を
尋ねるアンケートを行い、抵抗感を有する学生数を調査した。

• 抵抗感を有する学生数を講義前後で比較し、統計学的な有意差があ
るのか、カイ二乗法により検定した（有意水準は危険率５％未満）。

• 抵抗感をもつに至った経験や情報を調査する設問を講義前アンケー
トに加え、バイアス形成に影響の高い経験、情報を調査した。加え
て、食品添加物の安全性への科学的知識（＝理解度）も判定した。

• 食品添加物の安全性への科学的知識を確認する設問を講義後アン
ケートに加え、講義後の理解度を判定した。



抵抗感に関するアンケート（講義前後）

「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

X-squared = 24.347, p-value = 8.047e-7, df = 1

講義前アンケート 講義後アンケート

回答 人数 人数
内訳

（講義前回答）

肯定的
（①+②）

46 16
肯定的 16

否定的 0

否定的
（③＋④）

24 54
肯定的 30

否定的 24

否定的
回答率

34% 77%

講義前アンケート 講義後アンケート

回答 人数 人数
内訳

（講義前回答）

肯定的
（①+②）

30 15
肯定的 11

否定的 4

否定的
（③＋④）

32 47
肯定的 19

否定的 28

否定的
回答率

52% 76%

X-squared = 6.8366, p-value = 0.008931, df = 1

（参考）昨年度結果 （同講義実施前後、対象70名）本年度結果

(Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction)

四択回答を肯定的、否定的の2群に集約し、否定的回答率（＝抵抗感のなさ）を算出した。



バイアスの原因に関するアンケート（講義前）

「食品添加物が健康によくないと考える理由は、～であるから」

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

設問（エピソード）
肯定的
回答

否定的
回答

肯定的
回答率

1. 食品添加物が原因で健康被害が起こった事故の歴史があるから 40 22 65%

2.過去に家庭科の授業等で、食品添加物はできるだけ使わないように教わったから 32 30 52%

3.過去に発がんリスクが懸念され、使用禁止になった食品添加物があるから 34 28 55%

4.食品添加物は食品事業者が売るためのものであり、消費者にメリットがないから 20 42 32%

5. 無添加食品と添加物使用の加工食品を比較すると、天然の無添加食品の方が安全だ

から
41 20 67%

6. 「食べてはいけない・・」など食品の裏事情に関する書籍や記事（週刊誌・ネット
情報）を読んで、やはり食品添加物は危険と感じたから

30 31 49%

設問5. 6. では無効回答が1名ずつあった。
肯定的回答率の高い上位3項目を赤字で表示した。

A)  設問ごとに肯定的回答(①+②)、否定的回答(③+④)を集計し、
肯定的回答率を算出した。

平均スコア 人数 小計

4 3

33
3< 7

3 5

2.5<= 18

<2.5 29 29

合計 62

B) 理解度の判定

回答をスコア化し(回答①
～④を1～4点)、回答者毎
の平均スコアを算出した。



有識者の見解に関するアンケート（講義後）
各設問に、前設問と同様に4択回答させた。

有識者の見解
肯定的
回答

否定的
回答

肯定的
回答率

1.過去に食品添加物が原因で健康被害が起こった事故の歴史はたしかにありますが、もう数十年以上前のことであり、日本国
内ではそれ以降、何十年もの間事故は発生していません。反対に食品添加物を使用しなかったことにより、O157などの食中
毒死亡事故が何度も発生しており、食品事故を未然に防ぐためには、食品添加物を適切に使用することが望まれます。

59 3 95%

2.家庭科の教科書には食品添加物を使用しない調理がよいなどの記載があるようですが、文科省の教科書審議会に食のリス
クの専門家が含まれていないことも要因といえるでしょう。家庭料理を学ぶ際に、加工食品を使用せず、天然の食材を活か
した料理を学ぶこと自体は問題ありません。食のリスクに関しては正しいリスク評価について学ぶ必要性を強く感じます。

61 1 98%

3.過去に発がんリスクが懸念され使用禁止になった食品添加物があったのは事実です。ただし、ここ十年来発がんリスクが心
配される添加物は、厚労省が現在使用を認めている添加物リストからみつかっていません。今世紀に入って制定された食品
安全基本法と内閣府食品安全委員会による食品成分のリスク評価が広範囲において実施された結果、安全性に問題のある食
品添加物は一掃されたと考えてよいでしょう。今後もし安全性に懸念のあるデータがみつかれば、食品安全委員会の専門部
会でリスクを再評価する仕組みができており、食品添加物を怖がる必要はないと考えます。

51 11 82%

4.食品添加物は事業者が売るためのものであり、消費者にメリットがないとの意見もありますが、よくよく考えると食品添加
物が、消費者を恐ろしいO157などの食中毒から守ってくれたり、食品をより気持ちよく健康的に食べるための環境を作って
くれている（着色料なら天然の色むらをマスクしたり、甘味料で味を調整して糖分を高くしない工夫がされているなど）と
考えるべきでしょう。

60 2 97%

5.天然の無添加食品と添加物を配合した加工食品を比較すると、「無添加」「天然」が安全そうに見えると思いますが、食の
安全の専門家にとってはむしろ逆です。食品添加物は安全性試験をクリアしてリスクが無視できるものしか認可されていな
いのに比べて、天然の食品は安全性の評価すらされておらず、相対的にみると天然物のほうが健康リスクが大きいと言われ
ています。1980年代に遺伝毒性試験を開発したエイムズ博士によると発がん物質の99.9%は天然物だと指摘しています。そう
考えると専門家のリスク評価では、合成の食品添加物の方がむしろ安全性が高いといえます。

51 11 82%

6「食べてはいけない・・」など食品の裏事情に関する書籍や記事において、食品添加物は危険との不安を煽る内容が多く、
消費者のリスク誤認につながっていることは大変残念です。彼らの主張において決定的な誤りは、摂取量の観点が完全に欠
落していることです。動物実験等で添加物を大量に投与した時に起こる障害を、実際の食品に使用されているごく僅かな量
の添加物でも健康被害が起るかもしれないという表現で消費者を煽るのは大きな社会問題です。例えば、塩も多く摂り過ぎ
れば健康被害が出ます。食品添加物も使用基準の範囲内であれば、まったく問題ありません。このような記事で不安を煽っ
ている専門家たちが、無添加食品を販売する会社の関係者であったとするならば、利害が絡んでいるからと冷静に判断でき
るでしょう。

59 3 95%

7.食品添加物のうち、保存料や着色料など一部の化学物質は健康に悪影響があるとの誤解があるようだが、『毒か安全かは量
で決まる“The Dose Makes Poison”』というパラケルススの名言のとおり、どんな化学物質も摂取量が少なければ毒になりえな
いことは自明であり、食品添加物も使用基準の範囲内では人体への影響はまったくない＝許容範囲のリスク＝「安全」と考
えてよい。

53 9 85%

B) 理解度の判定A) 設問ごとに肯定的回答(①+②)、否定的回答(③+④)を集計し、肯定的回答率を算出

平均
スコア

人数小計

4 9

613< 41

3 6

2.5<= 5

<2.5 1 1

合計 62

肯定的回答率の低い（=理解されにくい）上位3項目を赤字で表示した。

回答をスコア化
し (回答①～④
を4～1点)、回
答者毎の平均ス
コアを算出した。

平均スコア2.5以
上を「理解し
た」状態と判定
すると、98%が
該当した。



•食品添加物に対する抵抗感は、講義後には講義
前に比べて有意に減少した（48%→24%、p < 0.01 
カイ二乗検定）。

•講義前段階で、食品添加物への不安理由は以下
の順に多かった。1)天然の無添加食品に対する安
全信奉、2)食品添加物が原因で起きた健康被害の
歴史、3) 発がんリスクに基づく使用禁止事例

•食品添加物の安全性に関する理解度は講義前段
階で53%、講義後段階で95%であった。

結果



考察

•食品安全学教育により、食品添加物への抵抗感が
低減できること（無抵抗感76%）が再現性をもって
確認できた。

•食品添加物への抵抗感の不安（リスク認知バイア
ス）は、バイアスの原因に対する有識者の学術的
説明により補正されることが示唆された。


