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食のリスクコミュニケーション・フォーラム2022
『消費者市民に対して説得ではなく理解を促すリスコミとは』
第１回 『食品添加物の不使用表示について』



本日の流れ

１．食品表示と食品添加物への認識

２．どうして「無添加」「不使用」を好むのか

３．リスクコミュニケーション

４．これから
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不使用表示ガイドライン策定の経緯に注目
事業者
2019年3月 山崎製パン「『イーストフード、乳化剤不使用』

等の強調表示に関する当社の見解」

2019年6月 パン工業協会も同文の告知と自主基準を発表。

2019年7月 日本パン公正取引協議会は「『イーストフード、

乳化剤不使用』などの強調表示の自粛に関するお知ら

せ」を発表し、自主基準を公開。

行政
2020年3月 消費者庁「食品添加物表示制度に関する検討会報告

書」公開

2020年7月 官報告示。着色料と甘味料、保存料について容器包装

に記載する際、「人工」「合成」という用語を削除

2021年3月 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討

委員会」発足

2022年3月 「食品添加物の不使用表示関するガイドライン」公開
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風向きが変わってきている･････



１．食品表示と食品添加物への認識
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消費者は一括表示をみているのか

（１）「食品表示」がどのようなものか知っていますか

（質問 17）

YES 69.5％ NO 30.5％

（２）食品表示とは

「加工食品の一括表示」か「生鮮食品のそばの立札」

だと認識している人
95.3% （質問 18）

（３）「食品添加物を使用していない旨の表示がある食品を
購入している」という人で、一括表示欄を確認する人

54.1％ （質問 66）
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2020年度 消費者庁 消費者意向調査報告書



食品添加物の表示を商品選択の参考にするか
→半分以上が気にしている
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「食品添加物」とはどういうものかは
知られていないかもしれない

食品添加物は、「安全性が評価されたもの」や「我が国におい
て広く使用されて長い食経験のあるもの」として国が認め、加
工や保存のために使われていることを知っていますか。

（質問６２）
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２．どうして「無添加」「不使用」を好むのか
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「不使用・無添加」を購入する理由（複数回答可）
（質問 65） N=6193
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特に理由はない

学校や家庭で添加物を避けるように教わった

おいしそうであるため

健康によさそうなため

安全だと感じる

学校教育
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天然嗜好



食品添加物に対する不安のきっかけ（複数回答可）
N=3395 77ページ

10
0 5 10 15 20 25 30

当てはまるものがない/ 答えたくない

自分や周りの人が被害を受けた

講演会・セミナー

学校の授業

国や研究機関情報提供より

両親・家族などからきいて

友人・知人などから聞いて

なんとなく

危険性・遊戯性を示すデータをみて

自県・事故等のニュース・報道を見て
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安心（納得）の理由･･･過去の事例
食品安全モニター課題報告（2014年8月実施） N=437
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安全性について科学的な根拠に疑問

行政による規制が不十分

事業者からの食品の安全性に関する情報提供が

不十分

事業者の法令順守や衛生管理が不十分

漠然とした不安

過去に問題になった事例があるので不安

行政からの情報提供が不十分

不安の理由･･･過去の事例
食品安全モニター課題報告（2014年8月実施） N=437 科学的根拠は両刃の剣？



「使用していない」「無添加」表示を気にしない人は38%
N=10000 （質問 64）
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不安のきっかけ
「不使用」「無添加」表示をみたために〇〇に不安を感じるようになった（％）
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14
R2年度 食品安全委員会が行うリスクコミュニケーションに関する意識調査報告書 74ページ



３．リスクコミュニケーション
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情報量と安心の関係
“欠如モデル”から“市民参加”へ

受容

Public Engagement
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情報量

情報提供が有効

リテラシーの醸成

コミュニケーションが重要！
そして、信頼

自尊心
確証バイアス



信頼関係の成立

○能力への期待
例）適切なデータ処理。透明性。

○意図への期待（ｻｲｴﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの役割）
例）誠実である。信頼に値する。

十

「安全社会から安心社会へ」山岸俊男氏（北海道大学）
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ｻｲｴﾝｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

サイエンスコミュニケーション

1818

リスクコミュニケーション

一般のコミュニケーション

クライシスコミュ

ニケーション

緊急性

信頼関係の
構築

結果は平素の信
頼関係に依存する

サイエンスコミュニケーション
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情報の内容と講師への信頼の関係
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田中 豊 2009 遺伝子組換え食品の受容におけるリスクリテラシーの重要性
日本リスク研究学会第22回研究発表会講演論文集，161-166
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４．これから



リスクの要因から処方箋を考える
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要因 概要

ゼロリスク志向
リスクはゼロに近づけるべき。
少しでもリスクのある科学技術は全面禁止

リスクとベネフィットのトレードオフ 便利さとリスクを天秤にかけて判断する

リスクとリスクのトレードオフ
ある技術を「用いた時のリスク」と、
「用いない時のリスク」を比較して判断する

リスク認知のパラドックス
大きいリスクを除去すると
2番目のリスクを過大視してしまう

リスクの基礎知識 リスクの定義、ハザードの定義

リスク認知のバイアス

決めつけた考え方
例）従来からある科学技術に比べて目新しい科学
技術はより危険だ。
例）自然は人工よりリスクが少ない。

人の認知の傾向。個人に依存するので、教育効果は表れにくい。

知識量の増加に影響されるので、教育効果は表れやすい。

「リスク教育のためのリスクリテラシー測定尺度」田中ら リスク研究学会
Vol.29 ,No.4,243-249(2020）



「ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ」「探究学習」への期待
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1．ゲノム編集食品を長期的に食べても安全だと思う。
リスク認知

2．ゲノム編集技術を用いると、消費者にとって品質がよく
価格が安い農作物が手に入るようになる。

ベネィット認
知

3．研究開発に関わる人はきちんとした結果や結論を出すた
めに、
実験や研究を積み重ねている。

信頼

4．ゲノム編集技術をヒトではなく、農林水産物に利用する
のであれば、倫理的問題は生じないと思う。

生命倫理観

5．ゲノム編集食品は口に入れる物なのでより不安を感じる。
不安

6. ゲノム編集技術は人間の食生活や暮らしを豊かにして
くれる技術である。

怒り

７．ゲノム編集技術によりつくられた野菜や果物を
購入したいと思う。

個人的受容

８．ゲノム編集技術を用いた農林水産物を、日本の国民や
消費者は受け入れるべきだと思う。

社会的受容
不安以外の因子で有意差があった。

「ゲノム編集技術」の場合、講義とワークショップで心理モデルに基づく前後アン
ケートで効果がみられた。（心理モデルは大阪学院大学 田中豊氏が考案）

協力 新潟食料農業大学



処方箋はあるの？

○天然嗜好

→ リスクコミュニケーション

○誤報道・不適切な報道

→ ファクトチェック

○学校教育

→ 学校給食衛生管理基準、家庭科教員との連携

○（講演会や書籍の）誤情報

→ ファクトチェック

◎不使用表示

→ ガイドライン
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無添加表示を求める理由

「不使用」「無添加」表示を購入するとき、一括表
示を確認しない人。 一括表示を確認しない理由

（質問６７）・・・・・無添加表示をしてほしい理由

・すぐにわかる。

・一括表示をみるのは面倒だから。

・「不使用」「無添加」の表示をみて安心したい。

・自然で添加物の少ないものを選びたい。

・どこに書いてあるのかわからないから。
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認知的要因

ﾘｽｸ認知

ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ
認知

感情的要因

好き/嫌い

不安

恐れ

怒り

認知＋感情

的要因

信頼

生命倫理

観

心理学実験から得られた知見
科学技術の受容を規定する心理的要因

田中豊氏（大阪学院大学）作成



これから

〇活動する様々なステークホルダー

ファクトチェック

〇ステレオタイプをこえた関係性の誕生

D2C 消費者とつながる事業者

〇リスク学会の動き

リスクリテラシー教育

ソフトリスクコミュニケーション

◎消費者の姿勢

消費者基本法にある市民像
26

ゲノム編集タイ
クラウドファンディング

ゲノム編集トマト
4000名余の栽培モニター

不適切な報道へ意見表明


