
やってみよう！
食品添加物の

リスクコミュニケーション

消費生活アドバイザー/FOOCOM執筆者

瀬古 博子

食のリスクコミュニケーション・フォーラム

第2回 2019年6月23日（日）食品添加物のリスコミのあり方

～不安を煽るフェイクニュースにどう対抗する？



Food Communication Compass（フーコム）
◆主な活動
・ウェブ媒体「FOOCOM.NET」の運営
・有料会員向け情報発信（メルマガ、会員向けセミナー）

2011年3月設立 代表 森田満樹（もりたまき）

科学的根拠に基づく食情報を提供する消費者団体

http://www.foocom.net/



http://www.fao.org/food/food-safety-quality/capacity-development/risk-analysis/en/

リスクアナリシス（Risk Analysis）：リスク評価、リスク
管理及びリスクコミュニケーションの３つの要素からなる
プロセス。



リスクコミュニケーション
（Risk Communication）

リスクアナリシスの全過程において、リスクその
もの、リスク関連因子やリスク認知などについて、
リスク評価者、リスク管理者、消費者、産業界、
学界及び他の関係者間で行われる情報及び意見の
相互交換であり、リスク評価結果及びリスク管理
決定の根拠の説明を含む。

（食品の安全性に関するリスクアナリシス用語）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/attach/pdf/index-5.pdf



＜きょうお話しすること＞

やってみよう！
食品添加物のリスクコミュニケーション

・リスクコミュニケーション、何ができるか
・消費者意識調査
・事業者／行政／メディア
・フェイクニュースへの対応
・個別の事例



「化学調味料無添加」は、本当にお客様のことを考えているか (2018年9月14日)

最近は「無添加＝安全・安心」の考え方がすっかり定着したのか、食品事業者の大手も含めて
「無添加」表示を行っているケースが目立つ。しかし、こうした概念による安心志向が食品添
加物の誤解や

添加物のトラウマをもつ高齢者を脅す週刊誌記事 (2018年8月30日)

●週刊新潮の記事に、週刊文春、週刊FLASHが反論本年5月、週刊新潮が「専門家が危険性を
告発食べてはいけない『国産品」実名リスト」と大見出しで、15年ほど前に世間を騒が…

食品添加物「リン酸塩」は、どのくらい危ないの？ (2017年11月10日)

週刊現代（講談社発行・2017年11月4日号）に、特集記事「危ない食品添加物『リン酸塩』が
入っている食べ物はこれだ」が掲載されました。見出しには「それでも、まだ食べますか」「
血管を…

http://www.foocom.net/



リスクコミュニケーションに向けて
何ができるか？

関係者
行政 事業者 NGO 学者 メディア 等

手段、媒体
メディア記事 WEB 印刷物 意見交換会、SNS、ブロ
グ 等



現在販売されている食品には、『人工甘味料
無添加』、『保存料を使用していません』、
『合成着色料不使用』、『添加物不使用』な
どの表示が見られますが参考にしますか？」

⚫ 常に無添加のものを選ぶ 11.8％、
⚫ 同じ類の食品であれば、「無添加」の表示がある食品を
購入している 39.4％

⚫ 無添加を選ぶ人 の合計 51.2％
⚫ 気にせず購入 47.8％

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2017/pdf/information
_research_2017_180531_0002.pdf

消費者庁の食品表示消費者意向調査

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2017/pdf/information_research_2017_180531_0002.pdf


商品選択時に無添加表示がある商品を
購入している者の理由は？

⚫ 安全で健康に良さそうなため 72.9％
⚫ 合成や人工という表示があると購入を避けてしま

う 24.7％
⚫ 特に理由はないが、何となく含まれる添加物が少

なそうな食品を購入 21.4％

消費者庁の食品表示消費者意向調査

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2017/pdf/information_res
earch_2017_180531_0002.pdf

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2017/pdf/information_research_2017_180531_0002.pdf


事業者の対応ー表示

消費者へ適切な情報発信をしているか
「無添加」のイメージで、消費者の誤解
を拡大していないか
また、その誤解を利用していないか

・「合成保存料不使用」で、PH調整剤使用
・「合成着色料不使用」で、他の着色料使用



事業者によるコミュニケーション

• 消費者は、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められ
ている。（食育基本法）

• 消費者の役割：食品の安全性に関する知識と理解を深
めて…（食品安全基本法）

食品関連事業者は食品の生産・製造等の情報を含め、食
品の情報を消費者に伝える役割がある

工場見学、食品表示、パンフレット、インターネット等、
さまざまなコミュニケーションの場がある



事業者に望むこと

事業者が情報発信しない・無添加表示
⇒ フェイクニュースがはびこる一因

工場見学などでのコミュニケーション時に、食品添加物
について説明していますか
ベネフィットコミュニケーション 有用性についても伝
えよう

企業と消費者の間を、もっと近く！



「無添加」などの表示は可能？
• 通常同種の製品が一般的に食品添加物が使用されてい
るものであり、その製品が食品添加物を使用していな
い場合は、食品添加物を使用していない旨の表示をし
ても差し支えない。

• ただし、加工助剤やキャリーオーバー等、表示免除の
食品添加物を使用している場合には、表示はできない。

• 「無添加」とだけ記載することは、何を加えていない
かが不明確なので、具体的な記載が望ましい。

• 同種の製品が一般的に食品添加物が使用しないもので
ある場合、食品添加物を使用していない旨の表示をす
ることは適切ではない。（参考：消費者庁Q&A）



行政の取り組み

意見交換会

Q&Aなどウエブの情報発信

印刷物、モニター通信、メールニュース

子ども向けプログラム

対象別リスクコミュニケーション（栄養士、学校の先生、
消費者団体…） 等



行政に望むこと

• 対象に応じたリスクコミュニケーションを
• 消費者の不安を受け止めて
• メディアを騒がす話題について、積極的に情報
提供を



意見交換会（添加物テーマ）で示される疑問

• 安全の取り決めは
• なぜ添加物を使うのか
• 何種類あるのか、増えたり減ったりは
• 海外で禁止されているものが使われているのでは
• （すべて悪いとは思わないが）有害な、避けるべき添加物
は

• 人体への影響は
• 蓄積されるのではないか
• 甘味料、着色料、保存料…
• トランス脂肪酸（？）
• 添加物でがんになると書く本がベストセラーに？
• 複合影響について



メディアの情報～食品添加物をめぐって

• 事実と非事実が混在
• 量の概念の欠如
• 登場する“専門家”は信頼できるのか
• 一面的な見方…話が単純化されている
• 悪いニュースは拡大する
• 「添加物なし」のリスクは？



メディアの情報～食品添加物をめぐって（２）

• 専門的な記者は少数
• 娯楽的な読み物か、科学記事か
• 「売れればいい」「上の方針どおり」はじめ
からシナリオありき？

• ネットメディアーメディアへの批判も



添加物について、こんな記事も（BBC記事）

食品中の硝酸塩に関する事実

ハムやベーコンへの添加を禁止せよ、との運動もあった。
ヨーロッパ人の亜硝酸塩摂取の80％以上は野菜から。
添加物からはわずか５％程度。
結論としては、
かたよった食事をせず、1日5サービング以上の果物、野菜を食
べ、加工食肉をあまりひんぱんには食べない。
そうすれば、ベネフィットがリスクを上回る。

http://www.bbc.com/future/story/20190311-what-are-
nitrates-in-food-side-effects



情報発信者の役割

メディアの役割は重要
不安が現場を知らないことからくるなら、
その代わりに自分で現場に行って見聞きし
たことを伝える

科学的、客観的情報をどこで入手するか
行政 情報を整理して公表
企業 情報提供 コミュニケーション
消費者/消費者団体



消費者/消費者団体

情報を多くもつ人から、情報が
少ない人へ
まっとうな情報を増やす
消費者が自分で判断できる力を
高める



フェイクニュースにどう対応する？

フェイクニュースはこれからもなくならない

正確な情報を継続的に発信する
信頼できる専門家からコメントを発信する
科学的根拠に基づく情報発信を続ける

情報を見極めるポイントを消費者に知らせる
何が事実か、何が事実でないか、わかる資料が必要
⇒消費者が自分で判断する力を高める



科学的妥当性を欠く情報への対応

科学的妥当性を欠く情報に対しては、正確な情報を継続
的に発信する等の対応が必要である。話題となった情報
に対する専門家のコメントを発信する取組が行われてい
るが、ごく一部に留まっている。

「食品の安全に関するリスクコミュニケーションのあり方につ
いて」（平成27年5月28日 食品安全委員会企画等専門調査会）

http://www.fsc.go.jp/osirase/pc2_ri_arikata_270527.html



赤色２号、発がん性がある？

• 指定添加物。使用基準が定められている。

• 米国で、1976年に食用赤色2号の発がん性について安全性を確
認できないとして使用禁止とされた。

• コーデックス委員会で1978年、1984年に再評価を行い、発が
ん性は認められず、一日許容摂取量を設定（0.5mg/kg体重/
日）。

• 日本・カナダ・EUなどで使用が認められている（英名アマラン
ス）。

• 添加物の一日摂取量調査（厚生労働省）で、摂取量は非常に少
ないことがわかっている。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000188990.pdf

http://www.fsc.go.jp/dial/dialqa20170608.html#a33

食品安全委員会Ｑ＆A III-３



人工甘味料で糖尿病のリスクが上がる？

•2014年に、ネイチャー誌が人工甘味料で糖代謝
異常が起きるという論文を掲載。サッカリン、ス
クラロース、アスパルテームで実験。サッカリン
で糖代謝異常が認められたと報告。

•各国の専門家が検証。「極端な条件下で行われた
実験の結果であり、この論文の内容がそのまま普
段の食生活に影響するとは考え難い」と結論。

•一日摂取許容量（ADI）が設定され、リスク管理
されている。摂取量はごくわずか。

食品安全委員会Ｑ＆A III-6 http://www.fsc.go.jp/dial/dialqa20170608.html#a36



合成着色料の子どもへの影響？

EFSA（欧州）は一日摂取許容量（ADI）の根拠としていない。
FSANZ（オーストラリア・ニュージーランド）も同様。
FDA（米国）着色料と多動性への影響との因果関係支持しない。
イギリスでは不使用のものを推奨。EUでは警告表示。

英名 E番号 日本名

サンセットイエロー E110 食用黄色5 号

タートラジン E102 食用黄色4号

カルモイシン E122 日本では使用不可

ポンソー４R E124 食用赤色102号

キノリンイエロー E104 日本では使用不可

アルラレッド E129 食用赤色40号

（サウサンプトン研究（2007年））



食品安全委員会「年度食品添加物の複合影響に関
する情報収集調査」（H18)

国内外の文献を通じて科学的知見を収集・整理。

多数の添加物が使用されていても、

•個々の食品添加物は安全性評価を経たうえで使用
が認められている

•それらを複合的に摂取しても、実際に健康影響が
起こりうる可能性はきわめて低いと考えられる

との結論。
https://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20070330001



限りある資源
無駄をなくして、おいしく、
安全に！

ありがとうございました。

参考
食品安全委員会 食品安全総合情報システム
http://www.fsc.go.jp/fsciis/
国立医薬品食品衛生研究所 食品安全情報
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


