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http://blogos.com/blogger/sfss/article/



http://blogos.com/blogger/sfss/article/

http://blogos.com/article/234454/



これらの食品ラベル表示項目のうち
「食の安全情報」と「食の安心情報」

に振り分けてください
①消費期限／賞味期限
②保存方法（冷蔵、冷凍なども）
③使用方法／調理方法（お召し上がり方）
④原産国表示、原料原産地表示
⑤原材料名：添加物表示（アレルゲン情報は⑦）
⑥原材料名：遺伝子組み換え表示
⑦アレルギー表示（アレルゲン情報）
⑧栄養成分表示
⑨有機JAS認証マーク
⑩放射性物質検査済み表示

http://blogos.com/article/234454/Copyright 2018 Takeshi Yamasaki



安全（ ）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。

ってい



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？
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なぜなら・・

消費者のリスク認知には
バイアスがある（リスク誤認）

Copyright 2016 Takeshi Yamasaki



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
以上に煽らず、冷静なリスク
判断を促すこと

【ポイント】リスク認知バイアス
の主原因を逆手にとったコミュニ
ケーションが有効

Copyright 2018Takeshi Yamasaki
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消費者のリスク認知バイアス①

安心 不安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
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http://blogos.com/discussion/733/

これが「ザ・リスコミ」だ



消費者のリスク認知バイアスを逆転！

安全 安全？ＯＲ

豊洲市場 築地市場ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki @NPOSFSS_event



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

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki @NPOSFSS_event



消費者のリスク認知バイアス①-2

安全 危険ＯＲ

無添加 添加物ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち

中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊
Copyright 2018 Takeshi Yamasaki



「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://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



安全 安全？ＯＲ

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

消費者のリスク認知バイアスを逆転！
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・「記者会見を開催しました」（FIJホームページより）
http://fij.info/archives/news_event/17062101

「ファクトチェック・イニシアティブ」発足記者会見（6/21）
（FactCheck Initiative Japan, ＦＩＪ）



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



フェイク ファクトＯＲ

週刊新潮 週刊文春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を逆転！

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki @NPOSFSS_event



消費者のリスク認知バイアス①-3

安全 危険ＯＲ

国産原料
中国産
輸入原料ＯＲ

消費者が態度を
決めるときは

二者択一になりがち

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki
中谷内一也（2006） 「リスクのモノサシ」 ＮＨＫブックス刊



期限切れ鶏肉 日本側の甘さ指摘も
（毎日新聞140723朝刊）

日本マクドナルドなどが商品の販売を中止したことを受け、厚生労働省も食品衛生法上の問題がな
かったか事実関係の確認に乗り出した。食品の安全問題に詳しい有識者からは、日本側のチェック
が十分だったのか疑問視する声も出ている。 厚労省は中国大使館に対し、実際に期限切れの食品
が輸入されたのかや、施設の衛生管理などの調査を求めた。
健康被害の報告はないといい、担当者は「冷凍保存されていたとすれば腐敗もなく、食品衛生上問
題ないかもしれないが、どのような管理状況だったのか調べる必要がある」と話す。食品衛生法上の
問題が確認されれば、輸入自粛の指導などを検討する。

中国の食品事業に詳しい経営コンサルタントの太田光雄さんは「氷山の一角という印象。中国製冷
凍ギョーザ事件などを受け、中国でも衛生管理の厳格化が進んでいるが、まだまだ万全ではないの
が現実だ」と話す。食品業界が、仕入れ先工場の衛生管理や製造状況などを定期的に検査するの
は常識だといい「マクドナルドはそうした検査をきちんと行っていたのか疑問だ。契約して終わりでは
なく、常に仕入れ先をチェックすることも重要だ」と指摘した。

一方、公益財団法人「食の安全・安心財団」理事長で東京大名誉教授の唐木英明さんは「床に落ち
た肉もそのまま使うという報道もあり、期限表示もなかった５０年前の日本のようだ」と指摘。「今回は
米系の工場だったと聞く。そうした理由で日本側のチェックが行き届いていなかったとしたら、責められ
ても仕方ない」と話した。
ただ、食べた人の健康への影響については「もし、肉が腐っていたり大量の微生物が繁殖していた
りしたとするなら、これまでに食中毒が続出しているはず。そうした被害報告は聞いていないので、消
費者が『以前に食べてしまった。どうしよう』と不安になる必要はない」と語った。
【斎川瞳、遠藤拓、安高晋】



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？



安全 安全？ＯＲ
中国産
輸入食品

直売所
国内食品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を逆転！

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki @NPOSFSS_event



消費者のリスク情報認知の特徴②

やっぱり福島県産は怖い。
どのくらいの放射線で

癌になるのかわからないの
なら子供たちに福島県産は

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



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。



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

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki @NPOSFSS_event



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？

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki



消費者からのクレームをもとに異物混入の品質不良が発覚し、自主回収を決めたとマス
コミで報じられたとしよう。該当する食品を購入してすでに食べてしまった顧客から、食品
メーカーのお客様相談室にお電話があり、カンカンに怒っておられる状態のときに、該当商
品のいろいろな安全情報をもとにいくら解説しても、おそらくその顧客は言い訳としかとって
くれず、なかなか聞く耳をもってくれないであろう。まさに「リスクコミュニケーション・パラドッ
クス」の状態で、この顧客はリスク管理者である当該食品企業を信頼していないからであ
る。安全を語れば語るほど「蟻地獄」に落ちていく経験をされた方もおられるだろう。

ではどうすればよいか？筆者がおすすめするのは、顧客のクレームに抵抗しないこと、ま
ずはご不便をおかけしたことに対して真摯に謝罪し、顧客に共感することが重要と考える。
すなわち、いったん自社サイドから顧客サイドに立ち位置を移し、顧客のクレームや問題
点に十分共感するところから、少しずつ信頼を取り戻していくのである。「お客様のおっしゃ
るとおりです。今回はうちの会社が悪かった。本当に申し訳ない。」というお客様への相槌
をうつところから、共感できる話題をさがすことで、お客様と心理的に近い立ち位置に立っ
た会話ができなければならない。お客様の気持ちが十分に理解できて共感できると、徐々
に信頼が回復してくるはずで、そうなれば蟻地獄から脱出である。そこで初めてリスク情報
をわかりやすく説明し、原因究明・再発防止策などの取り組みも詳しく説明すると、お客様
の信頼がある程度こちらに向いている状態であれば、ご理解いただける可能性が高くなる
と考えられる。

山崎毅（2016）『不安煽動指数（Aoring Index）~「食の安心」は社会全
体でつくりあげていくもの』 クリーンテクノロジー 2016年1月号 45-48

リスクコミュニケーションのパラドックス
に対する応対事例



リスクコミュニケーションのパラドックスで
リスク認知バイアスが発生した状態③

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） 「攻めの広告・広報」は厳禁

• まずは消費者／市民の不安に寄り添うこと（共感）
• 「守りの姿勢」、上品な謝罪：「私どもの不徳のいたす所です」
• 消費者／メディアからの情報開示請求には素直に応じる

（開示請求前に公開できていれば理想的）
• 情報発信者への消費者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⇒不安解消に導く
SNS対策
にも有効



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④

福島県産は本当に大丈夫？
行政機関や食品事業者が発信す
るリスク情報はあてにならない
からね～経産省・財務省・文科
省などの隠蔽体質は変わらない

ので残念・・

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki



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



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④

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

Copyright 2016 Takeshi Yamasaki

SNS対策
にも有効



『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。



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



http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_170901_0005.pdf



これでホントに
原料原産地が
わかりますか？

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_170901_0005.pdf



一般消費者に欲しい情報がうまく伝わらない表示は、社会心理学的
な「未知性因子」を刺激して不安を助長するだけでなく、リスク管理責
任者である食品事業者や食品行政がリスク情報を隠蔽しているかの
ように消費者の目に映るため「不信感」となって跳ね返る可能性が高
い。やはり、このような「食の安心情報」の表示を義務化することは
社会的に不適切と言わざるを得ない。

http://blogos.com/article/234454/



加工食品の原料原産地表示はどうすべきか

重量第一位の原料名の右肩に「＊」を表示し、
「＊原産地情報はこちら➡お問い合わせ電話番
号」、「＊原産地情報はこちら➡ホームページ
URL or QRコード」などと欄外表示する。
こうすることで当社は情報開示する用意がありま
すとの企業姿勢を見せることが可能。
（ただし、この電話応対のためには原料原産地
情報の社内一元化を確立する必要あり）

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/pdf/country_of_origin_170901_0005.pdf



食品表示に関するリスコミのコツ
1. 「食の安全情報」と「食の安心情報」を明確に意識して切

り分ける⇒「安全第一」の姿勢が重要：アレルゲン情報は
より詳しく、原材料変更ならデザイン一新、消費期限／保
存方法／栄養成分もより明確に。

2. 消費者の不安を煽る不明確な表示は避ける⇒誠実・正確な
表示＋電話／ネットでの詳細情報の開示

3. 好感度ＵＰの仕掛け：環境などＳＤＧｓの視点、ＳＮＳな
ど消費者との双方向コミュニケーションや工場見学勧誘な
ど消費者アプローチの拡大

4. マーケティングバイアスの「食の安心表示」は社会不安を
もたらすので極力回避すべき⇒例：「無添加」「無農薬」
「遺伝子組換えでない」「放射性物質検査済み」ｅｔｃ

@NPOSFSS_event



これだけは押さえてほしい：

「食の安全情報」と「食の安心情報」
を明確に切り分けて伝えること！

「食の安全情報」は
不特定多数の消費者に

「食の安心情報」は
特定の消費者の要望に応じて

Copyright 2018 Takeshi Yamasaki
@NPOSFSS_event



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
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