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きょうのポイント

①新聞やメディアはどう報じたか。その特徴は何
か。記者の関心が低いのはなぜか。メディアの論
調の生態系を俯瞰する。
②なぜ、無添加表示が横行するのか。その根っこ
にあるのは何か。
③ガイドラインに反対しているのはどういう人た
ちか。市民と政治家とメディアの関係を考える。
④消費者庁はどこまで記者の心をつかんだのか。
⑤今後、誤解を生む無添加表示を減らすために何
が必要か。



メディアの扱いはどう
だったか。

・結論＝ネガティブな論調が強かった



森本毅郎氏のラジオで使われた記事。新聞は版ごとに見出しを変
えていく。どちらが最終版か。安全性の誤認を懸念のほうが、見
出しとして的確だと思う。誰かが気づいたのか？



東京新聞の記事の要約
◎消費者庁は「無添加は健康で安全」というイメージが独り歩き
すると添加物が入った食品の安全性が逆に疑われかねないと問題
視。「無添加・不使用が健康や安全の用語と関連づける表示」な
ど１０類型を列挙。

◎無添加で辛子めんたいこをつくる福岡の会社は「無添加を求め
る消費者の声があるからこそ企業努力を重ねて商品を作る。ひと
つひとつの添加物を不使用と表示することは現実的でなく、無添
加のほうが分かりやすい。

◎パルシステムの常務執行役員は「ガイドラインは行き過ぎた表
示の抑制で、消費者が商品を選ぶための情報が著しく限定され
る」

■消費者庁の意図を組んだ第三者（学者など）のコメントなし。



東京新聞の記事の特徴とは何か

◎前文に象徴されるように、無添加表示によるリ
スク誤認や誤解の例は示さず、無添加で利益を得
ている食品会社と生協のみの意見を載せた。
◎ガイドライン検討会の中に複数の消費者代表が
いたが、大半は「無添加不使用表示は消費者に
誤った情報を伝え、リスク誤認を生む」との意見
だった。ガイドラインを生むに至った検討会の多
数意見が記事に全く反映されていない。原発事故
以降の東京新聞の“左派市民団体重視路線”がこう
いう無添加表示問題でもいかんなく発揮された。



東京新聞の記事に賛同したのは？
◎記事を書いた東京新聞政治部の我那覇記者がＴBSラ
ジオの森本毅郎（もりもと・たけろう）の「スタンバ
イ！」（４月11日）に出演、解説した。

◎「食品会社はどう受け止めているか」の問いにに対
し、記者は「○○不使用を羅列するのが分かりやすい
のでしょうか」とめんたいこの会社の意見を代弁。

◎リスク誤認の話はなかった。森本氏は「消費者のた
めのガイドラインですから、我那覇さんのいう通り、
消費者目線のガイドラインにしてほしいですね」

◎「消費者目線で見ても、誤解を生む」のが検討会の
多数の意見だったのでガイドラインができたのでは。
東京新聞の偏った内容がラジオを通じて流れた。



東京新聞（中日）の前文がナレーション
◎名古屋のCBCラジオの北野
誠のズバリサタデーに小島が出
演（4/16)

◎なんと冒頭は東京新聞の前文
だった＝「食品会社はセールス
ポイントが失われる。消費者団
体からは判断基準が失われる」
と語った。

◎私は10分間で狙いを話した
ものの、効果は低い。こういう
一面記事を侮ってはいけないと
いう事例になるか。



日刊ゲンダイ（3/17)の記事。



日刊ゲンダイの記事の要約

◎消費者庁はガイドライン策定の目的を「食品表示の正
確性を担保するため」と説明しているが、聞こえはいい
が、消費者にとってはデメリットになりかねない。

◎３月１５日に国会内で行われた「食の安全・安心を創
る議員連盟」（福島みずほ、川田龍平氏など）では、規
制によって食品業者が委縮し、表示の自主規制につなが
る」「消費者の選択肢を奪うことになる」などの異論が
噴出。パルシステムの常務は「消費者のためと繰り返し
ていますが、規制しなければ、添加物を入れた食品が売
れなくなるからでしょう‥」と紹介。東京新聞と同じ論
調。コメントに出てくる人も同じ。



なんと、宣伝会議オンラインは日刊ゲンダイの記
事をオンラインで伝えた



「女性自身」（４/12号）の記事をヤフーが配信

◎３月１５日の議員連盟
の反対集会を紹介。福島
みずほ氏の意見をトップ
に。できるだけ添加物を
避けたいとしている消費
者に痛手。健康志向の高
まりと逆行する事態。山
田正彦氏の「添加物を
使っているメーカーの思
惑があり、消費者の知る
権利とメーカーの表現の
自由が奪われかねない」
日本消費者連盟の人も登
場。反対派だけの記事



「女性自身」の記事の特徴
■食品添加物は健康によくないということを強調

◎消費者庁は「国が認めた添加物は安全という前提ですが、添加
物の安全性はきわめてあいまいです

◎添加物は医薬品のような臨床試験をやっていない。マウスと人
ヒトは違う

◎健康志向の高まりと逆行する

◎過去に発がん性が理由で禁止された添加物がある。国際平準化
のため、４５０品目もある

◎添加物を使わなくても、安全でおいしい食品は作れる

◎このままだと気づかぬうちに食卓が添加物だらけになる



「女性自身」の特徴は何か
◎食品添加物は危ないから、避けるべきだとい
う前提で記事を書いている。また、そういう考
えをもつ人たちの意見だけで記事を書いている。
だから、健康志向の高まりと逆行すると書く。
添加物を使って利益を得ている事業者を非難し
ているが、実は、無添加で利益を得ている人、
事業者の声を重視した構成。
◎ガイドライン検討会で議論されたことが全く
反映されていない。



読売の記事の要約（東京新聞とは全く異なる）
◎前文「消費者に誤解を与えるような表示をなくすことが目的。
指針の周知や食品添加物に関する理解の向上など課題も多い」
（的確な内容だが、指針の周知が課題だという点が見出しから伝
わらない）

◎「不使用に関する規定がなく、食品表示基準が定める禁止事項
に該当する表示を10に分類した。消費者の意識調査で「不使
用」表示に対して、「安全と感じる」や「健康に良さそう」と感
じている人が多かった。

◎検討会では無添加を強調する表示は添加物が危険かのような誤
解を招き、不適切な不使用表示のマイナス面の指摘が多かった。

◎不使用表示そのものを禁止するものではなく、今後は個別に判
断する。武庫川女子大学の松浦寿喜教授（食品衛生学）の「添加
物は細菌の繁殖を抑える効果もある」などの意見を載せた。



なぜ、読売の見出しは地味になったのか

◎見出しは、記事の狙いや骨子を強調する前文の表現から引
用する場合が多い。

・「指針の周知や食品添加物に関する理解の向上など課題も
多い」というのが前文なので、「周知に課題」が採用された。

◎仮に「ガイドラインで無添加表示による誤解が減りそう
だ」「ガイドラインで誤認が改善されそうだ」「誤認を招く
不使用表示に消費者団体が賛同」とか書けば、見出しは間違
いなく変わる。記事を見れば、記者の認識、無添加表示への
改善への意欲が分かる。つまり、なんとか改善したいという
意欲が低かったので、あのような表現になったのではないか。



産経（たぶん共同通信、3/1）。日経（3/2、共同）も同じ内容。
10類型を淡々と報じた。



メディアの構図のまとめ
◎朝日、毎日は報じていない（見落としがあるかも）

◎東京新聞、女性自身、日刊ゲンダイはネガティブな論調、
読売は肯定的。産経、日経は中立。全体ではネガティブが
勝った。

◎ネガティブな記事が、ヤフーに採用され、ラジオにも引用
された。

◎ネットを見ると、ネガティブな論調に共鳴する人が多い
（ダイエットコーチの船田和成氏＝消費者庁の横暴、無添加
食品が無添加と表示できなくなる！）

◎生協、一部市民団体と政治家が連合。その動き、意見が日
刊ゲンダイや女性自身に掲載された。

■消費者庁の意図や検討会の多数意見が世間に伝わっていな
い。なぜ、こういう構図になるのか！



なぜ、「無添加表示」支持がメディアを賑わ
せるのか。その複数の要因を挙げる。

◎記者の行動原理と思考（ニュースの特徴）

◎政治家と市民団体が連携

◎行政のリスコミ力、記者へのアクセス力

◎各種消費者団体の動き

◎利害・利益で動く企業のパワーバランス（無添
加支持と不支持の均衡）

◎専門家、識者、メディアチェック団体の動き



記者に好まれる価値観
「経済よりも命」「効率よりも平等」「農薬の有用性よ
りも危険性」「工業化・都市化は悪」「自然の中で自給

自足」「農薬を使う農業よりもオーガニックを」

「食品添加物の有用性よりも無添加を選ぼう」

「EUの基準に比べて、日本は遅れている」など。

こういうコンセプトで記事をつくっている？



朝日新聞Reライフ.net 、2021年9月24日）から。なぜ、化学物質、食品
添加物、都市化、工業化が老いる要因なのか。若返りのアミノ酸の中に
はグリシン（眠りを誘う健康食品）もある。工業化の遅れた途上国のほ
うが若くて健康なのだろうか？ 記者の思考のクセが分かる？

アミノ酸、短
鎖脂肪酸など



食品安全情報ネットワークが訂正要望
◎「薬剤、化学物質」を「腸年齢」が老いる要因としていますが、「腸年
齢」の維持・若返りの要因としている短鎖脂肪酸やポリアミン等も「薬剤、
化学物質」です。

◎「食品添加物、人工甘味料」が老いる要因とされ、「短鎖脂肪酸」や
「アミノ酸」が維持・若返りの要因とされています。食品添加物の保存料
として使われるプロピオン酸やソルビン酸、pH調整剤として使われる乳酸
や酢酸は短鎖脂肪酸です。調味料として使われるグルタミン酸やグリシン、
アラニンなどはアミノ酸です。

◎「高塩分食」が老いる要因とされ、「日本食」が維持・若返りの要因と
されています。日本食とされるものには塩分の多い食品がたくさんありま
す。例えば漬物、干物、ラーメンなどは日本食の一部と認識されているも
のです。

■記者たちには基本的な知識はないようだ。



たいてい「農薬は悪いもの」ここは発達障害の要
因」（毎日新聞の記事）

◎最後に弁護士のコメント＝
「ネオニコチノイド系農薬は子
供の脳の発達に影響があるとす
る研究が相次いでいる・・」

◎相次いでいるは本当か。本当
に脳への影響があると思うなら、
論文を読んで、その確かさの程
度を自分で考え、詳しい解説を
してほしい。そういう骨の折れ
る仕事をしない。ただ、危ない
と言う声を載せるだけ。



「危険度を示すグループ２A、基準値の５倍」で扇
動する



生協の価値観に共鳴する記者がいる
◎神戸の自然志向生協がGM反
対の集会。主催者の主張を素直
に書いてくれる。

◎腸内細菌を損傷。必須アミノ
酸をつくり出せなくなる（根拠
不明）。精子の減少生殖への影
響（論文示さず）。米国で増大
する腸の疾患、自閉症、認知症
の原因の疑い

■記者の価値観と生協が一致。
生協には強い味方がいる。



報道と多数派、少数派閥の関係

多数派科学者の
考え方

少数派科学者・市民団体の考え方 報道スタンス

遺伝子組み換え作物 安全 危ない・表示必要 危ない
不安に寄り沿って報道

残留農薬 安全 危ない 危ない
不安に寄り沿う

子宮頸がんワクチン 安全（有効） 危ない 危ない
不安に寄り沿う

食品添加物 安全 危ない 危ない
不安に寄り沿う

トリチウム水 安全 危ない 危ない
不安に寄り沿う

地球温暖化 地球が危ない 懐疑的（危なくない） 危ない
不安に寄り沿う



政治かと市民団体が連携

福祉やワクチンなどでは自民党と市民
団体の連携もあるが、農薬や食品添加
物、ＧＭ作物などではほぼない。





インディペンダントWEBジャーナル。議員連を記事に。



遺伝子組み換え反対団体も連携、参加を呼び掛ける



私の住む千葉県白井市で鈴木氏の講演。立憲民主議員主催の講
演会。メディア受けする学者を味方につける。日本農業新聞に
コラム。



事業者のパワーバランス
・無添加表示で利益を得る事業者

・無添加で不利を被る事業者



生活クラブ（上）とパル（下）のチラシ

◎４月２０日、自宅（千葉県）
に生活クラブとパルシステムの
チラシが入った。読んでみた。

◎生活＝安全な食材をお届けし
ます（添加物は危ないという
メッセージ）

◎パル＝有機野菜をPR。化学
農薬や化学肥料を使いません。

■添加物や農薬を悪役に仕立て
ないと成り立たないマーケティ
ング。添加物が安全だと存在意
義がなくなるビジネスモデル。



無添加で誰が利益を得て
いるかを見る手法は重要
◎ロシアのウクライナ侵略で一番利益を得て
いるのは、どの国だろうか。ロシアの天然ガ
ス供給停止でどの国が最も利益を得ているか



１００年前に生まれたＭＳＧ
社長自らが誤解の解消へ立つ

◎グルタミン酸ナトリウム（Ｍ
ＳＧ＝モノソディアムグルタメ
イト）。ＮＨＫが「化学調味
料」と名付けた。いまもネット
の上位に「胎児の脳の発育を遅
らせる。血液脳関門を傷つけ
る」。

１９６８年に中華料理症候群。
一気に悪いイメージ。



◎味の素のフォーラム（２０年８月３１日）。内容がとてもよい。効果が出てきた。 

 



「不使用表示を求める消費者の
ニーズは、添加物への誤解の上

に成り立っている」
「食のコミュニケーション円卓会議」の市川まりこ

さんの名言）

・添加物が危ないと思っている消費者、事業者がい
て、それに共鳴するメディアがある限り、

永遠に論争が続く



では、今後、どうすべきか

◎「これはおかしい」と思われる表示例をメディ
アに示し、一つひとつ問題にして、世論喚起する
のが一番よいのでは。
◎売らんかなのビジネス至上主義で「消費者が騙
されている」という意味での誤認、誤解に対して
は記者は共感するはずだ。
◎記者向けセミナーをもっと開く（国立がん研究
センターの年１０回の記事読み解きセミナーはと
ても良い例。２００人以上が卒業）



化学調味料への誤解は
ニュース価値あり

どういう題材なら、ニュースになるか
を常に考える







こうした表
示の問題点
を記者に知
らせる



個別ごとに
消費者団体
が問題を提
起する



添加物・残留農薬の記事を書く時のガイドラインやはり必要

①基準値は作物ごとに異なる例を記す。安全性をはかる指標では
ない。ハチミツから殺虫剤が基準以上に検出されても、他の作物
は基準以下なので流通。「基準を超えたから危ない」は間違い。

②検出された農薬はＡＤＩ、ＡＲｆＤ以下かどうかを示す。どれ
だけ食べたらＡＤＩやTDI（耐容１日摂取量）に達するか。

③基準違反の化学物質は通常の天然の食品にも含まれているかを
確認する（わさび茶漬けの自主回収＝添加ヨウ素は天然の海苔の
ヨウ素の約１０００倍も含まれていた）

④リスクの大きさを示す（食べても問題ないレベルを自衛策不要
レベルとか数字で）。確率的なリスクの大きさを示す。

⑤国（食品安全委員会や厚労省など）の見解を示す。国も積極的
にコメントを出すようにする。



メディアをいかに惹きつ
けるかの戦略を常にもつ
ご清聴ありがとうございました


