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ふくしまのお肉が
心配無用な理由

【食肉情報等普及・啓発事業（後援：日本食肉協議会】

お肉のトーク２０１７
～食べて学ぼう！食肉の安全と効用～
2017年11月11日（土）

NPO法人食の安全と安心を科学する会（SFSS)
理事長／獣医学博士 山崎 毅

Ｋ
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http://blogos.com/blogger/sfss/article/
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消費者のリスク認知には
バイアスがある（リスク誤認）
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食品中の健康リスクはどの程度？
1. 食品の微生物汚染による健康リスク
2. 食品の化学物質汚染による健康リスク
3. 食品の異物混入による健康リスク
4. 食品の放射能汚染による健康リスク
5. 食品添加物による健康リスク
6. 食品の残留農薬による健康リスク
7. 遺伝子組換え作物による健康リスク
8. 食品の誤表示による健康リスク
9. 食品テロ（意図的犯罪）による健康リスク
10. 食品成分そのものによる健康リスク

＊いまの日本で人体への健康リスクが最も大きいと思われるものから順位をつけてください

第１位： 第２位： 第３位：

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

不検出 検出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://www.nposfss.com/

食の安全と安心

と検索してください

・専門家「安全性高いのは築地より豊洲市場」 日テレNEWS２４
http://www.news24.jp/articles/2017/03/30/07357725.html
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築地／豊洲市場の食の安全に関わる
リスク評価比較表（都民へのﾘｽｺﾐ例）

食の安全に関わる
リスク評価項目（優先順）*

築地市場
(現状）

豊洲市場
(見込み）

１．上水道管理 ○ ○

２．空調管理／閉鎖系の確保 △（ｵｰﾌﾟﾝ過ぎる） ◎

３．温度管理／コールドチェーン 30%（一部食品のみ） 90%
４．物流管理／汚染流入阻止 △（手狭・IT化脆弱） ◎

５．HACCP／グローバル対応 ×（施設面で不可） ○（要人材）

６．耐震性 △(要補強） ◎

７．外部環境（地下／周辺施設） △(要調査） △(要モニタリング）
リスク管理は何に依存する？ 業者の職人芸：70%

施設／ｼｽﾃﾑ：30%
施設／ｼｽﾃﾑ：70%
次世代のｽｷﾙ：30%

なお本件は定性的リスク評価のため、あくまで山崎による個人的見解である。

*：市場で扱う生鮮食品の安全性への影響度をもとに優先順を決めた。
（食品衛生上の健康リスクが大きいものから優先的に評価すべき）
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ふくしまのお肉の
安全性に全く問題はない。

何故か？

1. 放射性物質全頭検査で「不検出」だから
2. 食の放射能汚染は十分低いだから
3. 生で食べたら安全とは言えない

＊１は誤り。「不検出」だから安全という意味ではない。全頭検査
は「安心」のためであり税金の無駄使い。検査はモニタリングの
ため（高値が出ていないかどうかを定期的に確認で十分）。

消費者のリスク情報認知の特徴②

やっぱり放射能は怖い。
どのくらいの放射線で

癌になるのかわからないな
ら、子供たちに放射能汚染
食品は絶対与えないわ。

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

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 2017 Takeshi Yamasaki

中西準子＠日本学術会議総合工学シンポジウム（ September 5, 2013 ）
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/130905c.pdf

しきい値無し直線仮説（Linear 
Non-Threshold : LNT仮説）とは？

放射線の被ばく線量と影響の間に
は、しきい値がなく直線的な関係が
成り立つという考え方。放射線の人
体への影響は100mSv以下では影
響が小さすぎて見えないので、放射
線防護のために、この仮説を用いる。

100mSv未満はわからない
⇒未知性因子を刺激

⇒不安
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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

不安煽動指数
（Aoring Index） 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 情報発信中止すべし

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
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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

・「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）

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？
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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）

• 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

Copyright 2017 Takeshi Yamasaki
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Ames, Bruce N. (1983) Science 221, 1256-1263
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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

http://blogos.com/article/247272/

本取材において、筆者に対する質問が「トング」を使った惣菜の販売業態の問題
に集中したため、今回の食中毒事故のおもな原因が「トング」であるかのように強
調されてしまったのは残念だ。

9/14以降の報道番組でも「実はトングが真犯人」的なものが多かったようだが、「
トング」が原因で汚染が拡大したという証拠はどこにもないし、たしかに二次汚染
の原因にはなりうるものの根本原因ではない（おそらく二次汚染のリスクもさほど
大きくない）というのが筆者の本音である。
(中略）

食品衛生管理に詳しい「食の安全」の専門家たちも皆、異論を唱えるに違いない。
なぜなら、店頭での二次汚染よりも前に惣菜の調理・製造の現場において、もっと
も死亡リスクの高い腸管出血性大腸菌Ｏ１５７が確実な殺菌工程を通らずに最終
商品として店頭に到達してしまったことの方がはるかに深刻だからだ。

週刊SPA！2016.2.23.号

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.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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