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『吉田松陰全集』（山口縣教育會編纂，
1935）第3巻「丙辰幽室文稿」

「不食河豚説（河豚を食わざるの説）」

ハラキリ・コミュニケーション ～日本文化に合ったリスコミとは～
~理事長雑感2015年3月16日
http://www.nposfss.com/blog/harakiri.html

志をもって、日本国
の将来のために命
を惜しまなかった
吉田松陰もフグは
食べなかった！
なぜか？



フード
インフォマフィラキシー

（食品情報過敏症）

食のリスク情報が氾濫すると発生

そのリスク、本当に
回避すべきですか？
吉田松陰のような
見極めが大事です



食品中の健康リスクはどの程度？
1. 食品の微生物汚染による健康リスク
2. 食品の化学物質汚染による健康リスク
3. 食品の異物混入による健康リスク
4. 食品の放射能汚染による健康リスク
5. 食品添加物による健康リスク
6. 食品の残留農薬による健康リスク
7. 遺伝子組換え作物による健康リスク
8. 食品の誤表示による健康リスク
9. 食品テロ（意図的犯罪）による健康リスク
10. 食品成分そのものによる健康リスク

＊いまの日本で人体への健康リスクが最も大きいと思われるものから順位をつけてください

第１位： 第２位： 第３位：



安全（Safety）の定義
• 人への危害または損傷の危険性が許容可能

な水準に抑えられている状態

• 受け入れ不可能なリスクが存在しないこと

• 受け入れることのできないリスクからの
開放（ＩＳＯ／ＩＥＣガイド２１）

明治大学向殿政男先生ご講演資料（2012.12.18.）より抜粋

許容可能なリスク（Tolerable Risk）＝残留リスクが残ってい
る状態でも、「安全」と言える。ゼロリスクではない。



安心は主観的？
• 安心は主観的なものであり、判断する主体

の価値観に依存する
• 人により、状況により、国により、文化に

より異なる
• 安心は、“信頼する”“信じる”という

人間の心と強く関係している
• 安心の反対概念は、心配ないしは不安

明治大学向殿政男先生ご講演資料（2012.12.18.）より抜粋

生物は一般に安心を求めて行動している。人間も生物学的に
は共通の安心の生理構造が組み込まれているはずで、この面
では科学的であり、客観性がある



食のリスクコミュニケーション
（リスコミ）の基本

1. 食品中ハザードのリスク評価が綿密
にできているか

2. その健康リスクが当該消費者市民に
とって許容範囲か（安全か）どうか

この２点をわかりやすく伝えれば、消費者自身が安全
か否かの判断ができるはずだが、不安な消費者市民
へのリスコミはそう容易ではない・・ 何故か？
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なぜなら・・

消費者市民のリスク認知には
バイアス（ゆがみ）があるからだと
社会心理学者が指摘しています。
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消費者のリスク認知バイアス①

安全 危険ＯＲ

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊

築地市場 豊洲市場ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち



築地／豊洲市場の食の安全に関わる
リスク評価比較表（都民へのﾘｽｺﾐ例）

食の安全に関わる
リスク評価項目（優先順）*

築地市場
(現状）

豊洲市場
(見込み）

１．上水道管理 ○ ○

２．空調管理／閉鎖系の確保 △（ｵｰﾌﾟﾝ過ぎる） ◎

３．温度管理／コールドチェーン 30%（一部食品のみ） 90%

４．物流管理／汚染流入阻止 △（手狭・IT化脆弱） ◎

５．HACCP／グローバル対応 ×（施設面で不可） ○（要人材）

６．耐震性 △(要補強） ◎

７．外部環境（地下／周辺施設） △(要調査） △(要モニタリング）

リスク管理は何に依存する？ 業者の職人芸：70%

施設／ｼｽﾃﾑ：30%

施設／ｼｽﾃﾑ：70%

次世代のｽｷﾙ：30%

なお本件は定性的リスク評価のため、あくまで山崎による個人的見解である。

*：市場で扱う生鮮食品の安全性への影響度をもとに優先順を決めた。
（食品衛生上の健康リスクが大きいものから優先的に評価すべき）
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豊洲市場の「食の安心」に関わる
都民へのリスコミ事例



Q（消費者）：福島県産の農産物や食品の放射能レベルは気にす
べき健康リスクなのでしょうか？

A（SFSS）：まったく心配する必要のない放射線レベルで、我々が
毎日摂取している通常食品からの被ばく量と変わらず、許容範囲
のリスク（＝安全）です。



消費者のリスク認知バイアス①

安全 危険ＯＲ

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊

不検出 検出ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち



「無添加食品の方が添加物を使用した食品より
リスクが小さいのは当然だ？！」（確証バイアス）

1. いま国が認可している食品添加物は安全性データが充
実しており、リスクは無視できる反面、一般食品成分は
安全性データがなく、天然の発がん物質も多数含まれる
ため、添加物に比べてリスクが小さいとは言えません 。

2. 保存料の発がんリスクを気にする方も多いですが、目の
前の食中毒リスク（ボツリヌス等）を低減することを考慮
すると、総合的なリスクはむしろ小さい（リスクのトレード
オフ）。「無添加」は食中毒リスクが大きい食品ですので、
開封後は速やかに食することが肝要です 。

3. 食品中のリスク比較：「食品添加物」＜「天然物」



http://www.nposfss.com/

食の安全と安心
と検索してください

リスク管理で配慮すべきポイント：
『リスクのトレードオフ』

理事長雑感2014年10月号
http://www.nposfss.com/blog/trade-off.html



殺菌料・・・「漬物の衛生規範」より
次のいずれかの方法により殺菌を行うこと。

①次亜塩素酸ナトリウム溶液（100mg/ℓ で 10 分
間又は 200mg/ℓ で 5 分間)  又はこれと同等の

効果を有する亜塩素酸水（きのこ類を除く。）、
次亜塩素酸水並びに食品添加物として使用で
きる有機酸溶液等で殺菌した後、飲用適の流水
で十分す
すぎ洗いすること。塩
素濃度の管理を徹底
し、確認を行った時間、
塩素濃度及び実施した
措置等を記録すること。

② （省略）

2012年8月16日、
北海道新聞



http://blogos.com/article/247272/



実際のリスク比較は？

安全 安全？ＯＲ

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊

添加物 無添加ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち



実際のリスク比較は？

安全 安全？ＯＲ

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち

化学合成
添加物

天然の
食品成分

ＯＲ



消費者のリスク認知バイアス②

やっぱり放射能は怖い。
どのくらいの放射線で

癌になるのかわからないな
ら、子供たちに放射能汚染
食品は絶対与えないわ。

リスク･イメージの因子分析（Slovic）

因子Ⅰ：恐ろしさ因子
因子Ⅱ：未知性因子
因子Ⅲ：災害規模因子

不安を助長する
３因子

岡本浩一著 『リスク心理学入門』
サイエンス社刊 よりCopyright 2018 Takeshi Yamasaki



中西準子＠日本学術会議総合工学シンポジウム（ September 5, 2013 ）
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/130905c.pdf

しきい値無し直線仮説（Linear 

Non-Threshold : LNT仮説）とは？

放射線の被ばく線量と影響の間に
は、しきい値がなく直線的な関係が
成り立つという考え方。放射線の人
体への影響は100mSv以下では 影
響が小さすぎて見えない ので、放射
線防護のために、この仮説を用いる。

100mSv未満はわからない
⇒未知性因子を刺激

⇒不安





ふくしまのお肉の
安全性に全く問題はない。

何故か？
1. 放射性物質全頭検査で「不検出」だから

2. 食の放射能汚染はもう十分低くなったから

3. 一般食品でも毎日少量被ばくしているから

＊１は誤り。２・３は正しい。
「不検出」だから安全という意味ではない。全頭検査は「安心」の
ためであり税金の無駄使い。検査はモニタリングのため（定期的
に確認で十分）で、もし高値が出ても単回なら健康被害はない。
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Q（消費者）：遺伝子組換え作物(GMOs)が健康によくないという情
報は、科学的に正しいのでしょうか？

A（SFSS）：現時点で遺伝子組換え作物が非遺伝子組み換え作物
と比較して安全性に問題があるという信頼できる科学的証拠はあ
りません。



2016年5月17日に米国科学アカデミーは遺伝子組み換え作物の安全性に関する包括的レポー
ト（20年間の文献情報やインタビュー情報を388ページにまとめた）を公表し、GMOsはヒトや動
物の健康に対して害がないと結論づけた。ノースカロライナ州立大学のFred Gouldを議長とする
委員会による記者会見や質疑応答の模様は、Web動画で閲覧いただきたい:

https://nas-sites.org/ge-crops/ http://www.nposfss.com/cat3/faq/q_07.html



http://www.nposfss.com/cat3/faq/q_07.html

GMOsの安全性に問題がある（発がん性など）とのネット情報もよく見か

けるが、実験系の設定に問題があったり、明らかに自然発症の腫瘍を写
真に撮って、いかにも発ガン性がGMO投与群にのみ発生しているかのご

とく報告するスタイルは、とても信頼できる科学的証拠とは言えないもの
ばかりだ。

◎食の安全と安心フォーラムXII『食のリスクの真実を議論する』（2016.2.14.)より
「遺伝子組み換え作物」 唐木英明

http://www.nposfss.com/cat7/forum12_genetically-engineered%20plant.html



http://www.nposfss.com/cat3/faq/q_07.html

だいたいにおいて、これら遺伝子組み換え作物の安全性について、
GMOsを使用する地域では奇形が多いなどという、まったく因果関係が明

確でない不可思議なストーリーをでっちあげる方々が、一様に自然食品を
販売しているグループだというのも、社会から厳しく糾弾されるべき不公
正な商取引きではないかと疑うところだ:

◎食の安全と安心フォーラムXII『食のリスクの真実を議論する』（2016.2.14.)より
「遺伝子組み換え作物」 唐木英明

http://www.nposfss.com/cat7/forum12_genetically-engineered%20plant.html



http://www.nposfss.com/

食の安全と安心
と検索してください

『リスク認識をゆがめる“マーケティン
グ・バイアス”』

理事長雑感2016年2月号
http://www.nposfss.com/blog/marketing_bias.html



Q（消費者）： 食品添加物は身体によくないという記事をよく見かけ
ますが、本当なのでしょうか？

A（SFSS）：それは誤りです。
日本国内で認可されている食品添加物の安全性は、FAO／WHO合同食品添
加物専門家会議（通称：JECFA）により国際的に評価されたデータに、日本人の
食経験などを加味して、その使用基準が決められたもので、きわめて安全性の
高いリスク管理がされています。



http://www.nposfss.com/cat3/fact/weekly_shincho0524.html



http://www.nposfss.com/

食の安全と安心
と検索してください

リ・スクランブル ～確定的死亡リスク
を優先して回避せよ～

理事長雑感2016年6月号
http://www.nposfss.com/blog/re_scramble.html



消費者のリスク認知バイアス③

リスクコミュニケーションのパラドックス

主張や解説が必要になった段階で人の心
は疑念でいっぱい。「安全神話の崩壊」
リスク管理責任者が「安全」を語れば語
るほど疑われる。

関谷直也著 『「災害」の社会心理』
ワニ文庫刊 より

ＴＶで首相がモモを食べてた
けど、なんでそんなＰＲを
わざわざするのかな・・
実は放射能汚染では？
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公益財団法人食の安全・安心財団ホームページより
http://www.anan-zaidan.or.jp/pages/china10.pdf

輸入食品で違反が多いのは中国なの？



食品添加物による過去の事件①

• ヒ素混入調製粉乳による中毒事件

– 1955年、特定の銘柄の赤ちゃん用粉ミルクを飲んでいた
子どもに発症。患者数1万名以上、死者130名。

粉ミルク

第二リン酸ナトリウム

 当時は、食品添加物の範囲が限定的だった
（第二リン酸ナトリウムは食品添加物としての規
制対象外だった）。

 食品添加物について、公的な規格がなかった。

ヒ素を含有



• 昭和40年代、食品添加物

の安全性の見直しがあり、
使用禁止が相次いだ。

• AF-2も大きな騒動になり、
使用禁止となった。

食品添加物による過去の事件②

1974.8.23 日本経済新聞

 安全性の評価手法・指針等
が成熟していく途上で、従
来から使われていた食品添
加物もより厳しい篩いにか
けられた（現在ではより安
全なものだけが残っている）。



文部科学省が出している
文書の事例

• 高等学校学習指導要領解説家庭編

（文部科学省、2010年1月）

食品の衛生と安全については、食品の腐敗、食中毒、食品添加物な

どを調理実習と関連させて理解させ、食品の鑑別、保存、管理などが

適切にできるようにする。

• 学校給食衛生管理基準（文部科学省、2009年3月）

有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食

品添加物が添加された食品、又は内容表示、消費期限及び賞味期

限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所在地、使用原材料及

び保存方法が明らかでない食品については使用しないこと。





実際に摂取している“量”も
調べられている

上野製薬㈱HPより



◎食の安全と安心フォーラムXII『食のリスクの真実を議論する』（2016.2.14.)より
「残留農薬」 鈴木 勝士
http://www.nposfss.com/data/forum12_suzuki.pdf



残留農薬の安全性も内閣府食品安全員会のリスク評価が十分実施
されており、まったく問題ない。残留農薬基準を超過する農作物は市
場に流れることのないように厳しい規制をかけている。

◎食の安全と安心フォーラムXII『食のリスクの真実を議論する』（2016.2.14.)より
「残留農薬」 鈴木 勝士
http://www.nposfss.com/data/forum12_suzuki.pdf



◎食の安全と安心フォーラムXII『食のリスクの真実を議論する』（2016.2.14.)より
「残留農薬」 鈴木 勝士
http://www.nposfss.com/data/forum12_suzuki.pdf



◎食の安全と安心フォーラムXII『食のリスクの真実を議論する』（2016.2.14.)より
「残留農薬」 鈴木 勝士
http://www.nposfss.com/data/forum12_suzuki.pdf



The Dose Makes Poison
（毒か安全かは量で決まる）

～パラケルスス（1533）～



実際のリスク比較は？

安全 安全？ＯＲ

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち

農薬栽培 有機栽培ＯＲ



「食品添加物や農薬は使用しないほうが安全な
のは当然だ」（確証バイアス）

1. 食品添加物や農薬による健康被害／死亡事故が過去に発生
した事実があり、添加物が入っている食品や農薬を使用した
農作物は危険と感じるのは当然と思います。自分の母親も添
加物や農薬はよくないなどと気にしていました。

2. ただ、2003年に食品安全基本法が制定され、安全性に問題
のある食品添加物や残留農薬は法律で禁止され、一掃され
たのをご存知でしょうか？（リスク評価は内閣府食品安全委
員会の専門委員会でずっと継続されています）

3. いま国が認可している食品添加物の使用基準や残留農薬基
準の範囲内で安全性データはきわめて充実しており、リスク
は無視できると考えられます。

4. 危険性を強調する不安煽動記事には、往々にして①摂取量
の観点が欠落、②「無添加」／「無農薬」の商品をPR、などの
共通の特徴があります。



http://mama.bibeaute.com/article/20022/



http://blogos.com/blogger/sfss/article/
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リスク情報の送り手が信頼できるか？

一般市民は科学者や専門家のような知識を持ち合わせてい
ないので、解説を受けても簡単には判断できない。
情報そのもののみならず、「情報を伝えてくれる相手は信
頼できる人物か」を基準に安全・危険を見極める。

関谷直也著 『「災害」の社会心理』 ワニ文庫刊 より

消費者のリスク情報認知の特徴④

やっぱりＮＨＫの「アサイチ」や
「深よみ」が一番信頼できるわ。
企業スポンサーもついてないしね。
あと事情通の友人・知人にきくの

が早いかも・・



「1年前、あるレトルトカレーについての食品事故が起こり、製造
元（食品メーカーなど）が次の対応をしたとします。事故から1年が
経過した現在、その製造元のレトルトカレーを買いますか。」

山崎毅ほか(2012） 東京大学食の安全研究センターとの共同研究報告（SFSS)

単位：％ 回答総数：3,000人

その製造元
のレトルトカ
レーを買う

その製造元の
レトルトカレー
を買わない

事故が起こった時に、いち早く商品を回収した 44.1 55.9

事故が起こった時に、いち早く商品を回収する
と同時に、事故の原因究明と再発防止に関する
情報を公開した

69.3 30.7

事故が起こった時に、いち早く商品を回収する
と同時に、市民団体を加えた事故対策委員会を
設置し、再発防止に努めたことを情報公開した

74.6 25.4

ハラキリ・コミュニケーション ～日本文化に合ったリスコミとは～
~理事長雑感2015年3月16日
http://www.nposfss.com/blog/harakiri.html



リスク情報の送り手で
最も説得効果が高いのは？

•魅力的⇒好感度が高い

•受け手と類似性が高い
⇒市民との交流、ボランティア活動、SNS等

•信憑性がある
⇒信頼性（中立な立場で情報提供して
いるという信念）
⇒専門性（メッセージについて専門的知
識をもっているという信念）

広田すみれほか編著 『心理学が描くリスクの世界』 慶應義塾大学出版会刊 より



『日経エコロジー9月号』より

今は、ツイッターやフェイスブック
といったソーシャルメディアもあり
ます。双方向でコミュニケーション
をとるためのツールとして活用す
るのも手だと思います。「炎上が
怖い」として情報発信や対話を拒
否する食品メーカーも多いです。
しかし、SNSなどで消費者や市
民と普段から対話をしておかない
と、それこそ何か問題が発覚した
ときに、誰も味方になってくれませ
ん。市民や消費者との対話の重
要性がより高まっているのです。



黒字に返り咲き。マクドナルド復活の鍵は
「お客のスマイル」だった MAG2ニュース6/14

http://www.mag2.com/p/news/207213/2

自店への批判をあえて店内に掲示した

KODOで寄せられた意見や感想と、それに対する改善アクションの内容を店内に掲示してい

るところもあります。たとえばある店舗では、「店内の音楽が賑やか過ぎてうるさい」という同
店に対する苦情を掲示し、それに対する対応と感謝の気持ちを店内掲示ポスターで提示して
いました。

自店に向けられている苦情や苦言を顧客にさらすということは気持ちのいいことではありま
せん。できれば、目を瞑って見過ごしたいと思ってしまうものです。しかし、苦情や苦言を受け
るということは、成長のきっかけになるという事実も一方で存在します。また、受けた苦情や
苦言を店内で掲示するということは、顧客の苦情や苦言から目をそらさない度量があること
を示す行為となります。その度量に対して顧客は何か感じるものがあるはずです。

同社はそのことに気づくのが遅かったという意見もあるかと思いますが、なんとか失地を回
復させたいという意志は伝わりつつあるようです。業績の回復がそのことを示しています。



保健機能食品（トクホ・機能性表示食品）は
消費者の生活習慣病リスク低減やＱＯＬ改善
に本当に貢献しているのか？

「競合利益相反」～恣意的ネガティブリサーチの疑惑～（理事長雑感 2016年9月）
http://www.nposfss.com/blog/competitive_conflict_of_interest.html

今回筆者が問題としたいのは、この食品事業者が自ら製造販売している食品の研究発表における
利益相反（COI）よりも、むしろ当該製品に競合する企業や個人により発表されるネガティブリサーチ、
すなわち「競合利益相反（Conflict of Intrest by Competitors）」だ。

ネガティブリサーチの発表をした主な研究者たちがもし大病院の医師たちであった場合、もしサプリ
メントが生活習慣病のリスク低減に働いてしまうと大事な患者たちを奪っていく可能性があるため、
当該研究者たちにとってはサプリメントに健康効果がないというネガティブ・エビデンスが間接的に利
益をもたらすことになる。相反して、一般消費者はサプリメントに対して不信感をいだき、やはり医者
にかかるしかないかとの諦めから医療費をさらに増大させれば、消費者は大きな不利益を被ること
になる。また、医療に携わる方々にとってサプリメントはあまり有り難くない存在であり、商売上の競
合に当たるため、まさに「競合利益相反」の状態になるわけだ。

食品成分の臨床研究においては、よほど被験者の試験環境や条件をうまく統一して設
定しない限り、ほかの実験では明確に認められた機能性関与成分の生体調節機能を
検出できるような感度は得られず、とくに米国のように多様な人種／食環境の中で実
施した臨床研究だと容易に結果がネガティブに転がるだろう。

http://www.nposfss.com/blog/competitive_conflict_of_interest.html


いわゆる「チャンピオン・データ」
をもって研究論文とするケース

「競合利益相反」～恣意的ネガティブリサーチの疑惑～（理事長雑感 2016年9月）
http://www.nposfss.com/blog/competitive_conflict_of_interest.html

ある食品成分の生体調節機能について３回の臨床介入試験を実施したところ、最初の２回はそ
の機能性について傾向が見えたものの統計学的有意差がつかず、３回目でやっと綺麗な統計学
的有意差が認められたという場合に、その最終回をもって論文投稿するということはありうる。
こういった行為は研究不正と言えるのだろうか？筆者はそうは思わない。なぜなら・・

① 食品成分の機能性は微弱な生体調節機能しか有しないものが多く、医薬品のよう
にクリアな臨床データを得ることは難しい。

② ヒト臨床研究の特性として、動物実験とは異なり被験者の年齢・性別・個体差・遺伝
的背景・食事も含めた生活環境の違いなど、バラつきが極めて大きく統計学的有意
差が現れにくい。

③ 機能性関与成分の臨床試験は、ヒト生体調節機能の有無を確認し有効用量を探索
することが主たる目的であり、効果が著しく強いことを求めているものではない。

機能性食品は“可能性の科学”であり、真実を追求するサイエンスとは手法が異なる。

それがゆえにエビデンスが１件でも充分消費者の合理的選択に耐えるし、公益性が高
いものだとしている。消費者は健康長寿でありたいとの夢をもっているのだから、少なく
とも機能性食品の「健康への可能性」をわかりやすく伝えるべきなのだ。

http://www.nposfss.com/blog/competitive_conflict_of_interest.html


安心＝安全Ｘ信頼

「食の安心」は社会全体として創りあげ
ていくもの。消費者の不安をあおるよう
な情報発信は正されるべきである

http://www.news24.jp/articles/2017/03/30/07357725.html

＊明治大学名誉教授 向殿政男先生のご講演資料より



不安煽動指数(Aoring Index)

1. 恐ろしさ因子(重篤性)
2. 災害規模因子
3. 未知性因子
4. 情報拡散度因子
5. 管理基準厳格度因子
6. 発信者不誠実度因子
7. 引用元信頼度利用因子
8. 数値比較不在因子
9. エセ科学因子
10. 『一事が万事』因子

すべての因子を
○×で判定し、○
の数をアオリング
指数として評価す
る(10点満点）

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki



http://www.nposfss.com/cat6/spa20171219.html



http://www.nposfss.com/

食の安全と安心
と検索してください

安全第一、安心は二番目であるべき

理事長雑感2016年12月号
http://www.nposfss.com/blog/safety_first.html


