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食のリスコミの基本 
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、不安な消費者へ
のリスコミはそう容易ではない・・ 何故か？ 



なぜなら・・ 

消費者のリスク認知には 
バイアスがあるから 



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 豊洲 ＯＲ 
消費者が態度を 
決めるときは 

二者択一になりがち 



消費者のリスク認知バイアス② 

ベンゼン・ヒ素・水銀で環
境汚染された豊洲市場から
の生鮮食品を子供たちには

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 

岡本浩一著 『リスク心理学入門』 サイエンス社刊 より 

不安を助長する 
３因子 



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 

消費者のリスク認知バイアス③ 

小池知事は、これまで不透明だっ
た都政の諸問題を情報開示に努め
ているし、自分自身の年俸をまず
半分にして都民のための身を切る
改革が実践できているから、 

信頼できるかも・・ 



消費者のリスク認知バイアス④ 
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？ 



消費者のリスク認知バイアスは不安
助長因子（不安煽動因子）の多少に
よって起こる？！ 

不安助長因子 
が少ない 

不安助長因子 
が多い リスクを過大に

認知し拒絶 

リスクを過少に
認知し受容 



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） 



対象： Ｔ大ﾊﾞｰｶﾞｰ全国版チラシ 
No 不安煽動因子 判定 

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

10 『一事が万事』因子 1 
不安煽動指数（Aoring Index） 10 

安全・安心のＴ大バーガー 
Ｔ大学○○教授がその安全性に太鼓判！  

商品名 検査結果 

T大首席バーガー 不検出 
T大優秀バーガー 不検出 
Mチーズバーガー ５ﾍﾞｸﾚﾙ 
BIG-Mバーガー 10ﾍﾞｸﾚﾙ 
DDバーガー 3ﾍﾞｸﾚﾙ 
＊放射性セシウムを継続的に摂取すると 

将来の発がんの可能性が否定できません。 

第三者の分析でT大バーガーの品質がNo１ 
であることが証明されました。 
お問い合わせはこちら⇒０１２０－＊＊＊＊＊ 

放射性セシウム検査成績（△△分析センター） 

不安を煽る情報発信の事例： 
T大バーガー全国版チラシ 50万部配布 

＊本事例はあくまで架空のチラシです 

不安煽動指数 

（Aoring Index） 
「食の安心情報」 
 発信の妥当性 

２以下 情報発信問題なし 
３～４ 情報修正余地あり 
５～６ 要情報修正 
７以上 情報発信中止 



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 



http://www.saturn.dti.ne.jp/~sasai/2012.8.25.pdf 

対象： 浅漬けO157食中毒事故 
No 不安煽動因子 判定 

1 恐ろしさ因子(重篤性) 1 
2 災害規模因子 0 
3 未知性因子 1 
4 情報拡散度因子 0 
5 管理基準厳格度因子 0 
6 発信者不誠実度因子 0 
7 引用元信頼度利用因子 １ 
8 数値比較不在因子 0 
9 エセ科学因子 0 

10 『一事が万事』因子 0 
不安煽動指数（Aoring Index） 3 

不安煽動指数 

（Aoring Index） 
「食の安全情報」 
 発信の妥当性 

２以下 要情報修正 
３～４ 情報発信要推進 
５～６ 情報発信適切 
７以上 不安過剰・要修正 



不安な消費者にむけての 
“やさしい”リスコミのコツ 
消費者の不安や恐怖心を
必要以上に煽らないこと 

消費者自身が冷静にリス
クの大小を理解できたら、
リスコミは成功！ 



不安な消費者にむけての 
“やさしい”リスコミのコツ 
消費者の不安や恐怖心を
必要以上に煽らないこと 

【ポイント】リスク認知バイアス
の要因となる不安助長因子を逆手
にとったコミュニケーション 



リスクコミュニケーションのパラドックスに
よりリスク認知バイアスが発生した状態④ 

リスク情報が氾濫して不安が蔓延・・ 

『リスクコミュニケーションのパラドックス』にどう対処するか  

~理事長雑感2014年9月号 

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

 

不安助長因子を逆手にとったリスコミとは 

• 消費者の心は疑念でいっぱい⇒いきなり正論を主張して
も逆効果（言い訳としか聞こえない） 

• まずは消費者の不安に寄り添うこと（共感） 
• 「守りの姿勢」が大事（私どもの不徳のいたす所･･） 
• 消費者が知りたいリスク情報は素直に開示する 
• 情報発信者への信頼が回復したと感じたら、初めてリス

クの大小を説明する⇒不安解消に導いてさしあげる 



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



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）。 





The Dose Makes Poison 
（毒か安全かは量で決まる） 
 
 ～パラケルスス（1533）～ 







二者択一で「安全」か「危険」かの 
リスク認知バイアスが発生した状態① 

リスク情報が氾濫して直感的に食品を選択 

不安助長因子を逆手にとったリスコミとは 

• まずは消費者の直感的選択が何の不安に基づくのか
を傾聴し、分析する（不安に共感する） 

• 二者択一の対象となった２つの食品を正しくリスク
評価しなおす（リスクの大小で比較する） 

• 食品のリスクは多様であり、二者の単純比較では安
全性の判断ができないことを理解してもらう 

• リスクがともに案外小さく、「危険」と感じた食品
が実は「安全」とわかれば不安解消 



にぎり寿司 

 

添加物使用 

二者択一で「安全」か「危険」かの 
リスク認知バイアスが発生した状態① 

にぎり寿司 

 

添加物不使用 



http://www.sankei.com/affairs/news/160905/afr1609050024-n1.html 

添加物不使用による
食中毒で、実際死亡
事故や健康被害が
多数報告あり・・ 



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 



http://mainichi.jp/articles/20160202/k00/00m/040/068000c 



岡山県産モモ 

 

放射性セシウム検査結果： 
不検出 

福島県産モモ 

 

放射性セシウム検査結果： 
５ベクレル／kg 

二者択一で「安全」か「危険」かの 
リスク認知バイアスが発生した状態① 











恐怖心を煽る未知性因子が多いことで 
リスク認知バイアスが発生した状態② 

リスク情報が不明確で将来が予測困難 

「わからないもの」は不安を煽る ～情報開示のあり方を考える～  

~理事長雑感2015年5月号 

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

 

不安助長因子を逆手にとったリスコミとは 

• リスクの大きさがわからない、将来の健康被害の可能性
がわからないこと（未知性因子）が不安の原因 

• リスクの大小を毅然とわかりやすく説明する 
• リスクが案外小さく、実は「安全」とわかれば不安解消 
• 恐怖心を煽るリスク情報が健康被害を及ぼさないような

小さいリスクであることを指摘する 
• 恐怖心を煽るリスク情報を発信している人物もしくは組

織に別の利害目的があることを暴く 



http://www.nposfss.com/ 

食の安全と安心 
と検索してください 



http://www.nposfss.com/ 

食の安全と安心 
と検索してください 



Ames, Bruce N. (1983) Science 221, 1256-1263 



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 



週刊SPA！2016.2.23.号 



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

（山崎）：なるほど。なかなかノロウイルスから調理場を守るのは容易ではなさそうですね。
ただ、小規模な仕出し弁当屋さん、旅館、飲食店、給食の調理場などになると、調理場とト
イレを完全に分断するのは難しそうです。さきほどのお話のとおり、ほんの少しの大便が
付着しただけで汚染するとしたら、調理着を着たままでトイレに行ったりしたら危険ですよ
ね？ 

（野田）：それは論外です。保健所などがそのあたりは厳しく指導しているはずです。ノロウ
イルスに感染した従業員がトイレで用を足したあとは、ドアノブや水道の蛇口あるいはトイ
レ内の環境にウイルスが付着している危険性がありますので、調理着は必ず脱いでくださ
い。言うまでもありませんが、トイレを出てから調理場に入る前に入念な手洗いが必要で
す。 
（山崎）：ただ、調理場で弁当などの食材にさわる従事者はディスポーザブルのビニール手
袋をつけてから作業しますので、それは当然ノロウイルスの汚染リスクを下げますよね？ 

（野田）：実はそこが落とし穴で、これまでのノロウイルスによる大規模食中毒は、ビニール
手袋をしていた調理場の従事者が起こしたケースが意外に多いんです。一昨年、浜松市
の給食パンを原因食品とする集団食中毒も、パンの異物混入がないかどうかとビニール
手袋をつけて確認作業をしていた際に、ノロウイルス汚染が拡散したと言われています。
ビニール手袋を装着するときの手が大便で汚染されていたら、手袋表面も汚染されていく
のは当然です。 



リスク管理責任者への不信感から 
リスク認知バイアスが発生した状態③ 

リスク情報の発信者が信用できない 

不安助長因子を逆手にとったリスコミとは 

• 好感度ＵＰにつながるＣＳＲ／消費者コミュニケー
ション活動（工場見学、地域密着型イベント、ＳＮＳ
など）が普段から積極的にできているか 

• リスク情報（健康被害につながる可能性が否定できな
い食の安全情報）を誠実に発信する姿勢 

• 異物混入クレームなどの苦情に対する誠実な対応 
• リスク評価／リスコミの発信を信頼度の高い第三者の

有識者に依頼 

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 



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。 



食品企業のリスクコミュニケーション 

ネガティブな情報は、
メディアより早く情報
開示せよ。先出しジャ
ンケンが勝ち！ 



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、ボランティア活動など 
•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 



豊洲市場移転の問題では 
食の安全・安心を気にしている 
都民とのリスコミがカギとなる 

 • 市場で取引される食品の安全性に影響する環境リスク
がどの程度かを評価し、築地と豊洲のリスク比較表を
作成（食品の安全に影響しない許容範囲の環境リスク
を適切に判別できるリスクアセッサーが実施） 

• 上記のリスク評価結果を第三者委員会の専門家が都
民にわかりやすく説明（リスコミ①） 

• 都民の信頼を得ている小池知事が、リスク評価結果を
もとにリスク管理（築地残留か豊洲移転か）を都民に伝
える（リスコミ②） 

• 都庁担当者や都議会議員は発信者として不適 



http://www.nposfss.com/ 

食の安全と安心 
と検索してください 

「煽り人（あおりびと）」～杞憂のリスク
を誇張する正義～ 

 

理事長雑感2016年10月号 
http://www.nposfss.com/blog/aoribito.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 



不安な消費者にむけての 
“やさしい”リスコミのコツ 
1. 消費者の不安や恐怖心を煽らないこと 
2. 誰が発信者になるべき？⇒消費者の信頼が得られている

か？専門的／誠実／好感度などが要因 
3. 情報発信のタイミングは？⇒「リスクコミュニケーション

のパラドックス」：不安／不信感が蔓延した状況は「×」、
信頼が回復したならば「○」 

4. 伝えようとするリスクが、現在我々が暴露されている既存
リスクと比べてどの程度かを明快に説明 

5. 健康リスクが社会的に許容範囲のハザードについては、
「食の安心情報」として不特定多数への情報公開を回避す
る（どうしても知りたい方のみへの情報開示に限定） 



http://www.nposfss.com/ 

食の安全と安心 
と検索してください 


