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第１章 リスクコミュニケーター養成に係る調査事業の概要

第１章
１－１

リスクコミュニケーター養成に係る調査事業の概要
はじめに

現代の情報社会においては、食品に関する情報に関しても多種多様な情報があふれており、特
に安全性に関しては消費者の関心も高く、科学的根拠が希薄な情報であってもマスコミやＳＮＳ
等を通じ広く流布され消費者の不安を招く事態も散見される。このように、食品安全に関する正
確な情報に接し、理解を深めることの困難さが増している状況下で、消費者が、正確な情報に基
づき合理的な判断・消費行動ができるよう、消費者の身近な場において正確な情報を発信できる
人材（リスクコミュニケーター）が求められている。
しかしながら、現状では、そのような人材は限られており、また、リスクコミュニケーターが備
えるべき資質や養成方法、彼らの効果的な活用方法等の検討や整理がなされておらず、一部の地
方公共団体等がそれぞれの経験に基づいて各々にリスクコミュニケーターの養成に取り組んでい
るのみである。
このため、消費者庁では、全国の地方公共団体が、自らの取組としてリスクコミュニケーター
を養成し、活用できるよう、徳島県内で徳島県との連携の下、試行的に、リスクコミュニケーター
養成研修を行い、リスクコミュニケーターの養成方法等を検討する事業（以下「本事業」という。
）
を実施した。当該報告書は、平成 30 年度の本事業成果を取りまとめるとともに、新たにリスク
コミュニケーターの養成に取り組む地方公共団体において参考となるよう、マニュアルとしても
読めるように取りまとめたものである。

１－２

事業の流れ
リスクコミュニケーター像の設定

・・・・・・・・・・・・・・・・ P３

シラバスの作成

・・・・・・・・・・・・・・・・ P５

養成研修の実施

・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

リスクコミュニケーターの活用

・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17

振り返り

・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
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第２章
２－１

リスクコミュニケーターの養成方法
養成しようとするリスクコミュニケーター像の考察

本事業におけるリスクコミュニケーターとは、最新の科学的根拠に基づき正確な情報を自ら選
別できる能力を有し、自身が生活する地域や勤務する職域及び所属する組織において食の安全に
関する正確な情報発信を行うことができる人材と仮定する。

（１）リスクコミュニケーターの活用分野を設定
第一に、リスクコミュニケーターを養成するに当たり、食品安全に関する多様なテーマ等につ
いて、限られた時間において取り組むことは困難なことから、あらかじめ情報発信を期待する分
野やテーマについて、養成期間・予算規模等を勘案した上で設定する。
（テーマ例）食品安全全般、健康食品、農薬、食品添加物、化学物質・汚染物質、放射性物質等

（２）リスクコミュニケーターのレベルを設定
リスクコミュニケーターを養成するに当たり、受講後のリスクコミュニケーターに期待するレ
ベルを次の３段階から設定する。

・レベル１・・・マスコミ等で流布されるトピックスやセンセイショナルな記事、トリビア情
報などの情報に関して、その時点で到達している科学的知見等に従い、情報
の真贋等について、日常の場（井戸端会議、友人同士等の雑談、職場の休憩
時間での雑談等）など消費者相互のコミュニケーションの場において、普段
使いの言葉を用いて伝えてくれる人

・レベル２・・・より専門的な知識とリスクコミュニケーターとしての技術を身に着けた上で
あらかじめ日時・場所を定めて住民同士の集会や集団の中で正確な情報や知
識を効果的に伝えることができる人

・レベル３・・・自身が発信する情報がマスコミ等を通じて広められるなど、専門家や有識者と
して認められる人
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★【本事業では】
本事業では、実際にリスクコミュニケーターを養成するに当たり、情報発信を期待するテーマ
や分野を「食品安全全般及び食品表示」とし、期待するレベルを「レベル２」と設定した。
具体的には、食品安全全般及び食品表示について、基本的な科学的リテラシー（※）を持って常
に新たな知識を自ら収集しながら、老若男女を問わず様々な属性の一般消費者に対して、受け手
の疑問や不安等に寄り添い、消費者が必要とする情報を伝達し、受け手が自らの理解の下、問題
を解消し、合理的な消費選択ができるよう、コミュニケーションが取れる者を養成することとし
た。

（※）科学的リテラシーとは
一般的には、
「現時点で到達している科学水準の知識を有した上で、批判的思考を兼ね備えて
いる能力」と定義されているが、今回は、
「実験や研究、広告などで示されたデータや情報の真
偽等について自らが科学的に判断し、正しく理解した上で利用できる能力のこと」とした。
なお、平成 29 年度に行った「リスクコミュニケーションの効果的手法開発のための調査」
の結果から、消費者庁では、リスクコミュニケーションを行う上で、備えておかなければなら
ないものの一つと考えている。
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２－２

シラバスの作成

設定したリスクコミュニケーター像の養成に向けたシラバス（科目）を設計するに際し、受講
かんよう

者の素養（教養）を 涵養 するとともに、身に着けてほしい知識として、幾つかのポイントとそれ
ぞれに重要となる事項を設定する。
ただし、限られた受講時間の中で全てを習得するのは難しいことから、身に着けてもらいたい
知識やスキルのうち、重要視するものから優先的に列記し、さらに、その中で最優先に身に着け
てほしい知識を◎で示すものとする。

★【本事業の養成研修では、以下の７つのポイントと各事項を設定した】
（１）７つのポイントを設定するに当たって
食品安全に関しては、健康志向の高まり等から、一部の消費者の中にあっては健康影響のおそれ
のある化学物質等を極端に忌避する傾向もみられる。こうした考えの源流となっているのは、
「発が
ん性があると証明された物質は食品中に存在してはいけない」
（1958 年米国デラニー条項）と見ら
れるが、その後の分析技術等の進化により、様々な食品中に発がん性が疑われる物質の含有が認め
られ、1985 年以降「百万人の一生涯（70 年）一人の発がんは許容する」というデ・ミニミス（Ｄ
e minimis 最小）の考え方が主流となった。この考えは、その後 1990 年代以降、世界保健機関（Ｗ
ＨＯ）と国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の合同委員会が提唱する「リスクアナリシス」の基となり、我
が国でも食品安全基本法（2003 年）の基本的枠組みとなっている。
このリスクアナリシスの基本的考えである「食品のリスクはゼロにするのではなく、科学的に評
価し管理していくもの」との考えは、未だ消費者に十分理解されているとは言えない一方で、あらゆ
る危害要因の理解に共通するものであることから、今般のリスクコミュニケーターの養成にあって
は、幾つかのポイントを抽出し、効果的に受講者の素養の涵養が図られることを目指した。

（２）７つのポイント
①「食品とは」
・食品の 3 つの機能 ：栄養（量と質の確保）、楽しさ（おいしさ）
、生体調節（ビタミンなど）
・食薬区分：通常飲食するもののうち、医薬品医療機器等法 1に定められたものを医薬品、それ以
外のものを食品という
・食品の最も重要な条件は安全であること

②「リスクとハザード（危害要因）」
◎食品のリスク＝毒性×体内吸収量（食品安全は量の問題）
⇒食品のリスクと危険の認識
◎食品の場合は、一生涯食べ続けても健康に影響が出ないように、又は一度にたくさん食べても
影響が出ないように、実質的なゼロリスクで管理（ADI（Acceptable Daily Intake）：一日摂
取許容量）
・食品のハザードとその種類

1

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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・ハザードの特性によりコントロール方法が異なる
⇒意図的に使用し、使用量のコントロールが可能なもの（農薬・添加物等）
⇒天然に存在し、摂取量をコントロールするもの（微生物、自然毒等）
⇒天然に存在し、混入してしまうもの（ヒ素、カドミウム、放射性物質等）
⇒食品のリスクや環境負荷軽減対策としてのハザード（農薬、添加物、遺伝子組換え食品等）
・人工的に使用するものは ADI で管理できる
・天然に存在するものは、直ちに生命に危険がある場合は食べない（毒キノコ等）
、直ちに生命に
危険がない場合は、"食経験"という名の下に食べ過ぎない（メチル水銀等）
。

③「食品安全を守る我が国の仕組み」
◎食品安全の確保は、国民の健康の保護が最も重要との認識で取り組まれている
⇒リスクアナリシス：リスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーションの３本の柱
◎科学的な評価と社会的な情勢を踏まえて規格基準を作成し、規格基準に適合した食品を生産・
流通・販売し、また、それを検査で確認し、違反が見つかれば要因分析・対応と回収を行う
◎規格基準は管理の指針であり、安全と危険の境目ではない
◎検査をしているから安全ではない
・規格基準に適合した食品を生産するための GAP（農業生産工程管理）、HACCP（農場から食
卓まで適宜適切な管理体制）

④「食品表示」
◎安全のための表示（アレルギー表示、消費期限、保存方法）
、健康を増進するための表示、商品
選択のための表示（添加物、原産地、遺伝子組換え表示は安全とは関係ない）
・食品表示は事業者と消費者を結ぶ最後の架け橋
・食品表示制度（食品表示法、健康増進法、景品表示法）
・食品表示と食品安全の関係（医薬品医療機器等法、食品衛生法）
・食品表示の適正化に向けた取組

⑤「人間のリスク認知に関する特性」
◎天然と人工、国産と輸入食品等の感じ方の違いに見られるリスク認知バイアス
◎ハザードの種類によってリスクの感じ方が異なる（科学的に同じリスクでも、放射能と食品添
加物では、放射能の方によりリスクを感じてしまいがち）
◎科学的に正しい情報の収集方法
◎安全と安心の違いについて
・食品販売において用いられがちなロジックを見破る（天然信仰、人工的なものの忌避、国産信
仰、権威付け、数字・グラフのマジック、量の概念の無視、成功した事例のみの提示）
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⑥「リスクコミュニケーションとは」
◎食品安全分野でリスクコミュニケーションが必要な理由
・リスクコミュニケーションの事例（アレルギー表示からリスクアナリシスまで）
・リスクコミュニケーションの誕生（1989 年全米研究評議会以降の潮流）
・リスクと信頼（安全領域を超えた意識の問題）
・消費者の選択と安全の確保（健康食品、食中毒（有毒植物、肉の生食等）
）
・消費者の選択と社会コスト（農薬、添加物、遺伝子組換え）
・ステークホルダー間のつながり（消費者、事業者、行政等）
・これまでに行われてきた食品に関するリスクコミュニケーションと社会的コスト（BSE（全頭
検査）
、放射性物質（乳児用食品等）
、遺伝子組換え（表示の強化）
、輸入食品（原料原産地表示
の強化）
）
・リスクコミュニケーションをめぐる社会の状況（GＭ、添加物、農薬等に否定的な人々、職業的
集団によるキャンペーン。これに対抗するのもリスクコミュニケーションの重要な役割。
）
・行政の行うリスクコミュニケーションの目標（相互理解なのか、行動変容なのか）
※リスクコミュニケーションの目標については図１を参照
・行政が行うリスクコミュニケーションの対象者（消費者、各種団体等、事業者）

⑦「リスクコミュニケーションの技術」
◎リスクコミュニケーションにおける情報伝達側の責務等
◎消費者への情報の伝え方

内容と手段

◎対象ごとの対応方法
・①～⑤を踏まえて、適切にリスクコミュニケーションを行う技術
・リスクコミュニケーションの発達段階を踏まえた対応
・消費者市民社会とリスク認知
※消費者市民社会については図２を参照
・リスクコミュニケーションの手法

シンポジウム形式と車座形式の利点と欠点
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【図１：リスクコミュニケーションの目標】

【図２：消費者市民社会】
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（２）シラバス
今回の取組では以下のコンセプトの下、シラバスを設計した。
①

全過程を通じて、「食品安全に関する知識」に加え、「リスクコミュニケーターとしての素養

（教養）
」を高めることに資する内容とする
②

あらかじめ検討し設定した７つのポイントを軸に各講義がそれぞれ有機的に関連し、受講者

が段階を追ってリスクコミュニケーターとしての知識や技術を身に着けていけるような講義内
容とする
③

座学にとどまらず、リスクコミュニケーターの活動を想定したグループワークや実地見学を
取り入れる

【シラバス】
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【７つのポイントと各講義の担当範囲】
講義
ポイント

１ 食品とは

食品安全
全般

食品表示

ＨＡＣＣＰ
等

リスクコミュ
スピーチ
科学
実地見学 ニケーション
スキルアップ リテラシー
の実態

○

○

２ リスクとハザード
３ 食品安全を守る
我が国の仕組み
４ 食品表示

○

５ 人間のリ ス ク認
知に関する特性

○

６ リスクコミュニケーショ
ンュニケーションとは

７ リスクコミュニケーショ

○

ンュニケーションの技術

○

（３）講師の選定
本事業における外部有識者及び講師には、養成研修の講義での講師にとどまらず、あらかじめシ
ラバスの検討にも協力いただいた。また、公衆衛生学や社会心理学等の各分野の専門家に依頼し、
設計段階から参画いただいた。だが、一般的には、各地方公共団体が独自に、今回のように設計段階
から講師を招集するのは困難と想定されるため、例えば、この７つのポイントを基にあらかじめ講
義内容を設定した上で、地元の大学の講師や有識者等に講師を依頼することも考えられる。
また、消費者庁では講師のあっせん・紹介等も実施しているので、これを活用することも考えら
れる。

※紹介等については、第５章の【参考資料「平成３１年３月消費者庁発出 事務連絡」
】を
参照
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★コラム

「シラバス検討会」の実施

シラバス検討会は養成研修に先立ち 2 回に分けて実施された。第１回は消費者庁と徳島県に加えて、兵庫
教育大学大学院教授であり消費者庁の客員主任研究官である竹西亜古先生（社会心理学）と、当研修の基調
講義を行っていただく公益財団法人食の安全安心財団理事長の唐木英明先生に御参加いただき、養成研修の
骨組みや認識について話合いを行った。続く第２回では、第１回のメンバーに加えて講義を担当いただく特
定非営利活動法人ＨＳＥリスク・シーキューブ理事・事務局長の土屋智子先生、公益財団法人日本消費生活
アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（ＮＡＣＳ）消費生活研究所所長の戸部依子先生に参加いただ
き、７つのポイントの設定と各講義内容について話合いを行った。これら２回にわたる検討会にて話し合わ
れた概要を次に参考として示す。

（１）

リスクコミュニケーター養成に関する共通認識

・全国各地で取り組まれているものの、社会心理学や公衆衛生学を始めとした各分野の専門家が共通の問題
意識を持った上で、企画・実施しているような「モデル」と言えるような取組がない状況。
・各講義の専門性に加え全講義を通じ一貫した考え方やメッセージが受け止められる統一感が肝要。
・全国の全ての地方公共団体での取組も考慮して、業務の範囲内での実現可能性に加え、あらかじめ設定す
る最低限の求められる水準は満たしたシラバスの設計が必要。
（２）骨子
①食品と薬の区分
②リスクとハザード
③食品安全を守る我が国の仕組み
④食品表示
⑤人間のリスク認知に関する特性
⑥リスクコミュニケーションの定義
⑦リスクコミュニケーションの技術
（３）実施に向けて
・７つのポイントごとの項目の設定（（２）の骨子に従い、それぞれの具体的な項目を設定）
・各講義での内容決定（７つのポイントからの重複を含めた選択）
（４）研修を実施する上での留意点
・何を伝えるかではなく、受け手がどう受け取ったかが重要
・主観的リスクと客観的リスクの認知
・リスクの捉え方は、工学系を始め各分野で異なる
（食品は 毒性×量 すなわち量の問題）
・食品の表示と安全は異なるアプローチ
・社会心理からのアプローチとしての安心、地域の著名人等の活用
（どう伝えるかも大事だが、誰が伝えたかも大事）
・地元企業の協力の下、現地見学会を実施
・受講者相互のワークも重要
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２－３

養成研修の実施

養成研修の実施に当たり、確保できる時間や場所、その他実施する環境により、養成するリス
クコミュニケーターの養成結果や涵養できた素質の水準等に大きな影響があることが予想される。
このため、連携先（大学や法人等）を始め研修を行う時間や場所等の環境整備に関しても、十分配
慮する。

★【本事業での枠組み】

（１） 徳島県消費者大学校大学院（共催：徳島県・徳島県消費者協会・消費者庁）
本事業では、徳島県消費者協会が運営する消費者大学校大学院（※）にて「食品安全リスクコミ
ュニケーター養成・食品表示コース」を開講することで、リスクコミュニケーターの養成研修を
実施した。
ここでは、平成 30 年８月 28 日（火）～９月 25 日（火）の毎週火曜日の午前・午後に講義
を実施し、養成研修に費やした時間は約 20 時間程度である。
（5 日間×2 コマ×2 時間）
加えて、受講生のモチベーションを高めたり、修了後の活動を後押しする意味も兼ねて、初日
の入学式と最終日の卒業式には校長である徳島県飯泉知事が出席し、訓示や卒業証書の授与を行
った。

（２） 受講生の募集
リスクコミュニケーターを養成するに当たり、普段から食品安全に関心の高い消費者に加え、職
業生活においても関わりのある者をリスクコミュニケーターとして養成することで、日常の業務の
中でその役割を担ってもらえることを期待し、一般消費者に加え、食品事業者や学校給食の栄養士、
地方公共団体職員等にも直接的に参加を呼び掛けた。ただし、今回の取組は、平日のほぼ終日（午前
10 時から午後３時まで）、かつ５週間連続の実施であったため、日程的な理由から、参加すること
が困難と感じる個人や団体もあった。

（※）消費者大学校大学院とは
徳島県では、経済社会の国際化・ＩＴ化の進展等による商品・サービスの多様化等により、消費
者問題も複雑・高度化していることを踏まえ、これらに対し、的確に対処できる能力と普及啓発・
教育を行う指導力を持った、消費者トラブル等を未然に防止できる人材育成の必要性を認識してい
る。このため、高度な専門知識を持ち、主体的に消費者問題に対処・実践できる消費者活動の指導
者の育成を目的とした「徳島県消費者大学校大学院（校長：徳島県知事）」を設置・運営している。
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【平成 30 年度徳島県消費者大学校大学院の募集要領】
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（３） 本事業の養成研修における次回に向けた課題

① 講師間の調整について
今回実施した養成研修では、講義全体を通して 7 つのポイントの設定と、段階的に知識と技能
を習得できるようなシラバスを設計したことから、各講義を担当する全ての講師に、他の講師が
どのような授業をしているか、自身の講義がどのようなコンテクストの中で行われるものか、ま
た、期待される内容等を事前に共有する必要があった。そのため、各講師にはシラバス設計段階か
ら加わってもらい、テーマへのアプローチ手法等は講師に一任するものの、講義終了時の卒業生
が備えるべき資質をあらかじめ設定し、それに向けた各講義の内容を検討し、伝えるべき最低限
のポイントを講師全員で共有した。加えて、各講義の終了時には、全ての講師に講義資料や実際の
講義の様子等についても共有するようにした。

② 工場見学の実施について
徳島県では、これまでもリスクコミュニケーションの一環として県内事業者と連携した工場見
学を実施している。これは、食品製造現場等を実際に訪れることを通じて、食品安全の実際の問題
を身近に感じてもらうとともに、事業者との問題の共有や信頼関係の構築等も期待できる取組で
ある。
本事業の養成研修では、シラバスの１コマにこのスキームを盛り込み、食品安全に関する取組と
して、規格基準等に適合した食品生産のための適切な管理手法の講義と工場見学の内容が有意に
関連するよう、講師と相談し見学地を決定した。見学時には講師も同行し、事業者側の協力も得
て、見学ポイントでは講師からの説明の場を設けるなど、効果的な実地見学となるよう配慮した。
なお、HACCP 実施工場の見学はできなかったが、次回以降の見学では、例えば HACCP 認定工
場など講義内容に更に合致した見学地の選定やそれに向けた移動等の行程の立案等が望まれる。
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（４） スケジュール
本事業における養成研修のスケジュールは下記のとおりであった。初めての取組ということもあ
り、シラバスの検討に多くの時間が必要とされた。講義の内容の検討や各講師間での情報・認識の
共有を図るためには、余裕を持ったスケジュール感が必要となることに留意する必要がある。

【事業スケジュール表】
４月１０日

徳島県消費者協会・徳島県と打ち合わせ

５月２８日

講師への依頼文発送

７月１０日

受講生の募集開始

７月２４日

第１回シラバス検討会の実施

７月３１日

第２回シラバス検討会の実施

８月２３日

工場見学について、大塚製薬株式会社と打ち合わせ

８月２８日～

養成研修の実施

９月２５日

９月４日の講義は台風のため休講

１０月１４日

健康食品リスクコミュニケーション①（リスクコミュニケーター登壇）

１１月８日

９月４日の補講（フォローアップも兼ねて）

１２月６日

全国展開のための検討会

１２月２２日

健康食品リスクコミュニケーション②（リスクコミュニケーター登壇）

（８月１０日〆切）

（５） その他
① 修了者の内訳
受講者 3７名のうち、規定出席日数を満たした 3６名が過程を修了した者と認定された。内訳
は、一般消費者１８名、消費者相談員２名、行政職員１１名、食品事業関係者５名であった。

② 修了証
養成研修は徳島県・徳島県消費者協会・消費者庁の共催としたことから、消費者庁長官と消費
者大学校校長である徳島県知事の連名で修了証を作成し、授与した。
※イメージは第 5 章の【養成研修の様子等】を参照
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★コラム

大津市におけるリスクコミュニケーター養成の取組

本事業とは別に、大津市は独自の取組として、リスクコミュニケーターを養成して
いるので参考にしてほしい。以下は、大津市で養成されるリスクコミュニケーターの
ために組まれたカリキュラムである。
大津市では一つの項目について、座学⇒実地学習⇒グループワークという流れで行
われており、養成に費やした時間は 13 日間（１日２時間程度）で、総計 22 時間程
度である。

【平成 30 年度大津市リスクコミュニケーター育成講座時間割】
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第３章
３－１

リスクコミュニケーターの活用
リスクコミュニケーターの活用方法

リスクコミュニケーターに期待する役割として、自身の日常の活動の場において、
「食品安全に
関する正確な情報発信」や、
「消費者からの疑問・質問への対応」を想定する。
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３－２

事例紹介（徳島県）

（１）徳島県「くらしのサポーター」への就任
徳島県では、消費者被害を減らすため、平成 18 年度から「くらしのサポーター」事業を行っ
ている。
「くらしのサポーター」は、行政と消費者をつなぎ、消費者に役立つ情報を広めたり、地
域の情報や消費者のニーズを行政に取り次いだりといったボランティア活動をする、消費者ネッ
トワークの担い手（愛称：阿波の助っ人）として、次の４つの役割、
「伝えるサポーター」、
「学ぶ
サポーター」、
「活動するサポーター」、
「教えるサポーター」を担っている。
また、平成 25 年度からはサポーター同士の連携や、サポーターと市町村の連携を強化する役
割として、新たに専門的知見を有する「消費生活コーディネーター」と呼ばれる人々を県内の「く
らしのサポーター」から選出し、
「くらしのサポーター」への指導・助言に加え、消費者行政に関
する啓発活動、自主講座の企画・運営等の活動に取り組んでもらっている。
徳島県では、養成研修の修了者に対し、徳島県「くらしのサポーター」の認定（就任）や、
「消
費生活コーディネーター」の認定（就任）により、地域でのリスクコミュニケーターとしての活躍
に必要な支援を実施している。
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（２）消費者庁や徳島県等が実施するリスクコミュニケーションへの参加
徳島県内では、一般社団法人徳島県薬剤師会や一般社団法人日本食品安全協会と連携した健康
食品をテーマとしたリスクコミュニケーションをぞれぞれ開催したが、その際に、本事業を修了
したリスクコミュニケーターに登壇してもらい、消費者への正確な情報提供を行う取組の一端を
担っていただいた。
なお、この２回の取組は、本事業とは別の「効果的リスクコミュニケーションの実施に関する
調査・検証業務」として実施され、基調講演と併せて、楽しみながら科学的な判断力を涵養し、参
加者の理解度を高めるプログラム「公開ミニ講座」等が盛り込まれている。

【10 月開催の健康食品に関するリスクコミュニケーションの様子】

【12 月開催の健康食品に関するリスクコミュニケーションの様子】

（３）日常の生活の場や仕事の場における食の安全・安心に関する普及啓発活動
リスクコミュニケーターとしての活躍の場としては、保健所等行政機関が実施する食の安全・
安心に関するイベントや地域のボランティアによるイベント等への参加に限らず、自らの日常の
生活の場や仕事の場において食の安全・安心に関する普及啓発活動を実施していくことが求めら
れている。このため、引き続き、最新の情報やリスクコミュニケーターに役立つツールが入手で
きるよう消費者庁が発行する食品安全に関するお知らせ（メーリングリスト）に登録してもらう
よう呼び掛けを行っている。
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第４章

リスクコミュニケーター養成事業の振り返り

★【本事業における評価等】
効果的な養成研修の実施に向け、研修の効果測定及び次回以降の取組へのフィードバックを行
うこととし、授業後に各講義の内容の理解の程度を把握するためのアンケート調査を実施した。
また、アンケート調査の結果と担当した講師から頂いた意見を踏まえ、今後の養成研修のために
KPT シート（
「Keep（成果が出ているので継続すること）」、
「Problem（問題があり改善が必要
なこと）
」、
「Try（新しく取り組むべきこと）」
）を作成し、次回以降の取組に活用することとした。

４－１

受講者のアンケート調査結果

各講義後に内容について、あらかじめシラバスを検討した際の７つのポイントを踏まえ、各講義
においてポイントとして定めた事項に関し次頁に記載のある 1～42 の項目について、5 段階（理
解できた、やや理解できた、どちらとも言えない、あまり理解できなかった、理解できなかった）
で受講生に評価してもらい、項目及び講義ごとに理解度の比較を行った。

「総論：食品安全とリスクコミュニケーション」では、
【リスク管理をする上での、ハザード
（危害要因）、リスク、リスクアナリシス（リスク分析）
】や【食品安全基本法の基本的認識、食品
衛生法】の理解度が高く、【ADI（一日摂取許容量）、ARｆD（急性参照容量）】や【食品安全につ
いての基礎的な知識（表示・フードチェーン・GAP・HACCP）
】では理解度が低かった。
「食品表示の適正化に向けた取組・食品の表示制度」では、【安全のための表示（アレルギー表
示、消費期限、保存方法）】や【各表示の見るべきポイント・気をつけるべきポイント】の理解度
が高く、
【商品選択のための表示である添加物の表示は食品安全と関係がない】の理解度が低かっ
た。
「HACCP の取組」では、総じて理解度が高く、
【食品健康影響評価と食品を取り扱う現場のつ
ながり】や【表示、検査によって食品の安全性は確保できますか】は極めて高かった。
「リスクコミュニケーションの実態」では、比較的理解度が低く、【リスク比較のガイドライン
（第一～第五ランク）
】は特に低かった。
「話す・まとめる・交渉する～スピーチスキルアップのために～」では、総じて理解度が高かっ
た。
「科学リテラシー」では、【グループワークを通じて「科学的なものの見方・伝え方」】の理解度
が高く、
【科学的に正しい情報の見極め方】はほかに比べ理解度が低かった。

※アンケートは第５章の【参考資料「授業評価アンケート」
】を参照
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【＜授業評価アンケート＞の理解度（受講生平均点）の結果】
※アンケートの回答における、
「理解できた」を【100 点】
、
「やや理解できた」を【75 点】
、
「ど
ちらとも言えない」を【50 点】
、
「あまり理解できなかった」を【25 点】、
「理解できなかった」
を【0 点】とし、平均点を算出した。
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４－２

ＫＰＴシート ★【養成研修における特筆事項】

養成研修の振り返りとして、受講者のアンケート結果及び講義を担当した講師からの意見を踏
まえ KPT シートを作成した。それぞれ「Keep（成果が出ているので継続すること）」
、
「Problem
（問題があり改善が必要なこと）」、
「Try（新しく取り組むべきこと）
」とし、今後の養成研修を行
う際に活用する。

（１） 継続すること（Ｋｅｅｐ）
・消費者大学校大学院のように研修実施のためのスキームを活用する。
・徳島県主催のリスクコミュニケーションで登壇者としての活用や、くらしのサポーターとして
県内の情報発信者に任命する。また、普段の職場や生活の中でリスクコミュニケーターとして
活躍できるよう、なり手には、地方公共団体職員や各種団体職員、食品事業者等を含んでおく。
・７つのポイントを軸に、目標とするリスクコミュニケーター像に応じて、どのような知識が必
要になるかを検討しカリキュラムを組む。
・段階的に知識を習得していけるように各講義が相互に連関するよう配慮する。また、講師間の
共通認識を図るため講義資料の共有を行う。
・効果的リスクコミュニケーションの仮説として挙げられた批判的評価リテラシーを涵養するプ
ログラムを実施する。

（２）改善すること（Ｐｒｏｂ1ｅｍ）
・シラバス検討会で討議された７つのポイントとそれに基づく各項目について、どの講義で取り
扱うのが適当かといった点に関しては、各講義を担当する講師の方々を交えた検討会を複数回
持つことが望ましい。
・５日間の日程に対して内容を詰め込みすぎており、計画した講義内容を行うには 5 日では不十
分だった。
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・割り当てられたポイントを２時間という時間で全てを伝えるのは難しく、どうしても詰め込み
すぎた内容になってしまう。また、講義の中でグループワークを行うも２時間では時間が足り
なかった。
・今回の研修ではレベル２のリスクコミュニケーターの養成を意識しシラバスを作成したが、参
加者自身がリスクコミュニケーターになるという自覚をもって研修を受講していたのかが問題
である。
⇒授業の内容が必ずしも受講生が求める内容と一致していない部分があった（受講生との認識
のズレ。
）。
・グループワークにおいては、活発な若年・中年層に比べ、高齢者層の消極性が見受けられた（例
外者あり。）
。
・アンケート等で効果測定を行うに当たり認知的不協和を考慮した設計が必要だった。

（３）新たに挑戦すること（Ｔｒｙ）
・大学への出前講座等、地方公共団体以外にも研修に即したスキームを要している団体との連携
を考える。
・講義内容が、受講生の理解の範囲内となるように、その水準や領域の拡大等に留意し、時間的
な制約も考慮した上で厳選したものとする必要がある。今回は危害要因ごとの講義を行わなか
ったが、目指すリスクコミュニケーター像等によっては行う必要がある。
・養成研修の趣旨・目的を受講者に理解し賛同してもらうために、受講生の研修に対するニーズ
や意識等を事前に把握する。
・受講生へ事前学習の実施を促す。事前学習は知識の習得に限らず、例えばリスクコミュニケー
ターの活動を意識して、講義で取り上げる議題について、友人や家族と話をしておくなどでも
よい。
・食品安全に関する問題を身近に捉えてもらうために、その年の初め頃や最近発生した消費生活
に係る問題や、その地域で過去に起こった問題を講義にて取り上げる。
・今回の研修においては、当初予想したとおりグループワークを行った講義の方が座学中心の講
義よりも受講者の反応・積極性が強かった。また、受講生がリスクコミュニケーターとして活
動するに当たり、あらかじめ問題に対する考え方や知識の伝え方等を想定したワークを実践す
るのは重要である。
・今回事後的に行ったアンケートは、設定したキーワードの知識を受講生が習得できているかを
確認するために行った。今後は「得た知識は情報発信に役立ちそうか」、
「どのような場面でい
かせそうか」などの、受講生のその後の行動にどのような影響を与えたかを確認できる項目も
追加するようにする。
・理解度の把握を行うに当たり、理解している・していないで聞くと認知的不協和の影響を受け
るため、小テストを実施する。
・定期的なフォローアップの実施と、正確な情報発信のための地域水準等が維持されているかど
うかを確認するために定期的な調査を実施する。
・リスクコミュニケーターとして活用するテキストやツールは、専門家や有識者に作成等を依頼
するのではなく、自らが受講する講義でのワークショップの場等を活用し、受講者全員で企
画・作成を行う。
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第５章 参考資料

第５章
５－１

その他
参考資料 ※巻末に掲載

（１）平成３１年３月消費者庁発出

事務連絡

（２）講義資料
（３）授業評価アンケート

５－２

養成研修の関係ウェブサイト

【消費者庁消費者行政新未来創造オフィスウェブサイト「食品のリスクコミュニケーショ
ン」
https://www.caa.go.jp/future/project/project_005/

【徳島県ウェブサイト 基調講義の動画】
https://www.youtube.com/watch?v=lU3fsn_bTF0&feature=youtu.be

【徳島県ウェブサイト「食品に関するリスクコミュニケーションプロジェクト」
】
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shokunoanzen/5018281

５－３

養成研修の様子等

入学式

実地見学

各講義の様子

24

第５章 参考資料

卒業式

５－４

修了証

講師一覧 （敬称略、順不同）

・公益財団法人食の安全・安心財団理事長、東京大学名誉教授
・NACS 消費生活研究所所長

唐木英明

戸部依子

・特定非営利活動法人 HSE リスク・シーキューブ

理事、事務局長 土屋智子

・四国大学短期大学部ビジネス・コミュニケーション科教授

加渡いづみ

・兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授、消費者庁客員主任研究官 竹西亜古
・追手門学院大学大学院経営・経済研究科教授、消費者庁客員主任研究官 金川智惠
・京都光華女子大学健康科学部心理学科教授、消費者庁客員主任研究官 竹西正典

25

消費者庁 消費者安全課（消費者行政新未来創造オフィス）委託
事業
リスクコミュニケーター養成に係る調査事業
－ 報告書 －
株式会社 サーベイリサーチセンター

巻末付録
① 平成３１年３月消費者庁発出 事務連絡
② 講義資料
③ 授業評価アンケート

① 平成３１年３月消費者庁発出 事務連絡

平成 31 年３月７日

2019 年度における食品安全をテーマとしたリスクコミュニケーション等の取組について

消費者庁では、各地域の地方自治体、消費者団体、事業者団体等が、食品安全に
関する講演会、説明会等のリスクコミュニケーションを主体的に実施する場合、消費者
庁でその実施を支援しております。その具体的な支援内容をとりまとめ、通知しましたの
で、お知らせいたします。
2019 年度のリスクコミュニケーション等の開催を計画する際には、当庁の連携の可能
性について、ご検討いただきますよう、お願いいたします。

本件に関する問合せ先
消費者庁消費者安全課 食品安全班
TEL : 03(3507)9280
FAX : 03(3507)9290
ＵＲＬ: https://www.caa.go.jp/
Maiｌ ：g.anzenshoku@caa.go.jp

（写）
消 安 全 第

8 8

号

平 成 3 1 年 ３ 月 １ 日

各都道府県・政令指定都市
消費者行政担当課長

殿

消費者庁消費者安全課長

2019 年度における食品安全をテーマとしたリスクコミュニケーション等の
取組について（お知らせとお願い）

各地方公共団体におかれましては、日ごろより食品に関する消費者の安全・安心
の確保のため、積極的な取組を進めておられますことに心から感謝申しあげます。

近年、国際化の進展、食品流通の広域化やソーシャルメディアの普及などが進む
中、食品の安全を脅かす事案の発生や根拠のない情報による消費者の混乱が生じて
います。このような状況の下、消費者は正確な情報を得て食品に係るリスクの現状を理
解し、自らの判断で主体的な消費行動を行うことが求められることから、食品安全に関
するリスクコミュニケーションをより一層推進する必要があります。
消費者庁は、食品安全基本法に基づき、リスクコミュニケーション全体に係る総合
的マネージメントの役割を担っており、2019 年度も引き続き、地方公共団体等が行うリ
スクコミュニケーション、リスクコミュニケーター研修を支援するため、別紙１の協力・支
援を行うこととしています（詳細は別紙２参照）。
各御担当におかれましては、2019 年度のリスクコミュニケーション等の開催を計画す
る際には、当庁との連携の可能性について御検討いただき、ご希望等がある場合には
後述の問い合わせ先までご相談願いします。また、地方公共団体におかれましては、
食品安全に関するリスクコミュニケーションを担当する部局等が別にある場合には、本
通知の回付をよろしくお願いします。

別紙１
１． 当庁の協力・支援の対象
（１） 一般消費者を対象とする食品安全に関する情報提供・意見交換会等
（２） 消費生活相談員や教職員等、行政職員を対象とする食品安全に関する研修等
（３） 多くの参加者の来場が見込める各地方公共団体が開催する既存のイベント等
におけるリスクコミュニケーション
（４） 事業者が地方公共団体等と連携して実施する消費者向け工場見学等
（５） 消費者に対して食品の安全性を説明する必要がある者（行政職員、団体職員、
食品関連事業者職員等）を対象として行うリスクコミュニケーター養成研修等

２． 2019 年度における消費者庁の主な協力・支援内容
当庁と共催の場合

当庁と共催でない場合

外部講師の紹介に加え、講師へ
講 師

の旅費及び諸謝金を、当庁の内

外部講師紹介

規に従い一部又は全部負担（当

（当庁職員の派遣も可能）

庁の職員の派遣も可能）
一部（又は全部）の負担が可能
会場借料

（上記（１）ⅲのイベント開催及び

－

出展に係る費用を除く）
・意見交換会開催やリスクコミュニ
ケーター養成に係る運営マニュ
アル等の提供
・テーマが「食品中の放射性物
質」の場合には、「食品と放射能
その他

Ｑ＆Ａ」の配布等、「健康食品」の
場合には、「健康食品Ｑ＆Ａ」の
配布等
・「効果的なリスクコミュニケーショ
ンの取組紹介・プランニング支援
等（別添参照）
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・意見交換会開催やリスクコミュ
ニケーター養成研修に係る運
営マニュアル等の提供
・テーマが「食品中の放射性物
質」の場合には、「食品と放射
能Ｑ＆Ａ」の提供等
「健康食品」の場合には、「健
康食品Ｑ＆Ａ」の提供等

３．備考
（１） 旅費及び諸謝金は、「2019 年度諸謝金の使用基準（各府省申し合わせ事項）」
に従い算出した金額となります。
（２） 共催の場合の講師の人選は、当庁と協議をお願いします。
（３） 当日の議題によっては、当庁の職員が講師を務めることもできます。
（４） 共催の相手方に対しては、金銭以外の応分の負担（例：会場手配、参加者募集
事務、当日の運営等）をお願いする予定です。
（５） 運営マニュアル等とは、意見交換会開催時に必要となる進行シナリオ、会場レイ
アウト、運営担当表等のことですので、参考としてください。
（６） 頂いたご相談内容やテーマによっては、消費者行政新未来創造オフィスで検
討・実証した効果的リスクコミュニケーションの手法等を当庁から提案させていただ
く場合があります。
（７） 開催日まで十分な時間が確保されない等の理由で、御希望に添えない場合も
想定されます。御希望の日時等については、余裕を持って御相談願います。
（８） 平成 30 年度における支援は、予算の範囲内で対応可能でしたが、毎年度当該
事業は予算がなくなり次第終了となるものです。当庁では、ご相談順に対応してい
ます。相談途中での実施取りやめも可能ですので、前広にご相談をお願いいたし
ます。

本件に関する問い合わせ先
消費者庁 消費者安全課 食品安全班
TEL : 03(3507)9280（直通）
Mail to : g.anzenshoku@caa.go.jp
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〇 消費者庁が行うリスクコミュニケーションの支援概要

別紙２

対象者 ：地方公共団体や消費者団体、事業者等※
対象事業：（１）食品安全に関する情報提供・意見交換会
（２）食品安全に関する職員等の研修会
（３）既存のイベント等への出展
（４）工場見学等の機会を活用した情報提供・意見交換会
（５）消費者に食品安全を説明する者の養成研修 等
支援内容
当庁と共催の場合
当庁と共催でない場合
講師

講師の紹介と旅費及び謝
金（当庁職員の派遣も可）

外部講師紹介
（当庁職員の派遣も可）

会場借料

一部（又は全部）の負担が
可能

その他

・参考となる運営マニュアル
・「食品と放射能Q&A」、「健康食品Q&A」の配布
・効果的リスコミの取組紹介、プランニング支援※※
・事前準備のアドバイス※※
等

－
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○ リスクコミュニケーションの開催形式、発生する作業内容等
開催地の意向や地域差、ニーズに応じたリスクコミュニケーションを実施します。この他の形式についてもご相談ください。

シンポジウム形式

教室形式

小人数形式

１００～２００人程度

５０～１００人程度

２５人以下

一般消費者を中心に広く募集

・一般消費者
・消費者への波及効果が高い層
（消費生活相談員、地方公共団体
が有するモニター等、職員・関係
者等）など

・一般消費者
・消費者への波及効果が高い層
（消費生活相談員、地方公共団体
が有するモニター等、職員・関係
者等）など

開催の
内容

有識者、専門家、行政担当者、消
費者等がそれぞれの視点から報
告を行い、現状や課題について意
見交換・質疑応答を行う。

シンポジウム形式の内容をやや
小人数で行い、参加者の関心事
項に応じて意見交換・質疑応答を
行う。

有識者、行政担当者等が参加者
と同じテーブルに付き、参加者全
員の発言が可能となるような意見
交換を行う。

参加者
の募集

・地方公共団体ＨＰへの開催案内
掲載
・関係団体への周知
・開催案内の配布 など

・地方公共団体ＨＰへの開催案内
掲載
・関係団体への周知
・開催案内の配布 など

・地方公共団体ＨＰへの開催案内
掲載
・関係団体への周知
・開催案内の配布 など

地方公共団体から１～２名

地方公共団体から１～２名

地方公共団体から１名

講演いただく有識者、パネルディス
カッションに登壇するパネリスト、
コーディネーター等の候補紹介

講演いただく有識者、パネルディ
スカッションに登壇するパネリスト、
コーディネーター等の候補紹介

参加いただく有識者、コーディ
ネーター等の候補紹介

開催形式の例

開催
イメージ

規模
開催
概要

発生す
る作業
内容等

参加
対象

当日の
会場運営

その他
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○ 消費者庁が平成30年度に共催した意見交換会等のテーマ等（例）
・食品中の放射性物質に関する意見交換会等については下記URL参照
https://www.caa.go.jp/disaster/earthquake/understanding_food_and_radiation/r_commu/
・その他の食品安全に関するテーマの意見交換会等については、下表及び下記URL参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/index.html#risk_communication
開催日

共催自治体、団体

開催テーマ

開催形式
（協力内容）

参加者数

平成30年６月29日（金）～
大津市
平成30年12月４日（火）

大津市リスクコミニュケーター 教室形式
育成講座
（長官名で終了証発行等）

21名

平成30年９月７日（金）

一般財団法人日本消費者協会

食品安全について～工場見学 工場見学・小人数形式
と講演会
（職員派遣）

11名

平成30年９月８日（土）

熊本市消費者センター

健康食品

平成30年９月22日（土）

一般社団法人 日本食品安全協
食の安全・安心
会

シンポジウム形式
（講師紹介）

112名

シンポジウム形式
（職員派遣）

50名

平成30年10月２日（火）～
埼玉県
平成30年11月30日（金）

平成３０年度 リスクコミュニ
ケーター研修

教室形式
（講師紹介・職員派遣）

60名

平成30年10月８日（土）

学校法人 昭和女子大学

食品の安全・安心の取り組み

教室形式
（職員派遣）

172名

平成30年10月13日（土）

特定非営利活動法人エイチ・
エー・ビー研究機構

健康食品

教室形式
（健康食品Ｑ＆Ａの提供）

237名

平成30年10月28日（日）

健康食品管理士会関東支部

健康食品

教室形式
（職員派遣）

68名

平成31年２月15日（金）

奈良市

食品添加物

シンポジウム形式
（講師紹介・職員派遣）

145名

平成31年２月20日（水）

宮城県

食品中の放射性物質

教室形式
（講師紹介・職員派遣）

45名
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○ 提供可能な冊子等（食品中の放射性物質）
■ 説明の重点
・
・
・
・

放射性物質、放射線、放射能の基礎知識
食品中の放射性物質の基準値
モニタリング検査の概要、検査結果の動向
食卓への影響の実態

■ 消費者の主な関心事項
・
・
・
・
・

基準値設定の根拠
生産現場における低減対策
検査体制の充実
市場に流通している食品の安全性
汚染水漏洩問題による水産物等への影響

■ 分かりやすい情報提供のためのツール
◎必要部数をご連絡頂ければ冊子を送付します！
解説冊子
「食品と放射能
Q&A」

解説冊子
「食品と放射能
Q&Aミニ」

23年5月～改訂第12版

27年3月～改訂第4版

リファレンス的に食品と
放射性物質に係る、よ
くある質問32問に丁寧
に答えた冊子。
（A4判・約60ページ）

「食品と放射能Ｑ＆Ａ」
の中から問いを厳選し
て、分かりやすい内容
としたもの。
（B5判・約15ページ）

解説冊子
「食品と放射能
Q&Aミニ」外国語版
改訂第4版「食品と放射
能Ｑ＆Ａ」の中国語版、
英語版、韓国語版。
（B5判・約15ページ）

4

○ 提供可能な冊子（健康食品）
「健康食品Ｑ＆Ａ」より

■ 説明の重点
・健康食品の基礎知識
・健康食品と医薬品の違い
・健康食品の使用上の注意

■ 消費者の主な関心事項
・健康の増進
・体調の維持、病気の予防
・健康食品の効果

■ 分かりやすい情報提供のためのツール

「健康食品５つの問題」より

◎必要部数をご連絡頂ければ冊子を送付します！
解説冊子
「健康食品Q&A」

解説冊子
「健康食品５つの
問題」

Ｑ＆Ａ形式で、健康食
品を利用する際に注意
するポイントをまとめた
パンフレット
（B5判・約15ページ）

Q&Aの大事な点をコン
パクトにまとめ、携帯性
を高めたリーフレット
（A3四つ折り）
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〇 消費者庁が行うリスクコミュニケーション
食品安全基本法第２１条第１項に基づく基本的事項に定義される、「リスクコミュニケーションの事務の調整」という
観点から、消費者庁では、以下のテーマ等に関するリスクコミュニケーションを実施しています。

放射性物質／健康食品 ／食品安全全般 等

（単位は回数）

主なテーマ

23年度

24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度
2月末時点

テーマ別合計

食品中の放射性物質

45

175

99

99

100

100

108

131

857

牛海綿状脳症（BSE）

－

2

2

－

－

2

－

－

6

健康食品

3

－

3

2

2

2

5

8

25

輸入食品

－

3

－

－

－

1

－

－

4

農薬

－

－

－

1

2

－

－

－

3

食中毒

－

－

－

－

4

－

－

－

4

1

1

1

3

食品添加物
食品安全全般等※

－

－

－

－

3

3

21

25

52

年度別合計

48

180

104

102

111

109

135

165

954

※食品リスクの考え方など
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〇 効果的なリスクコミュニケーションの取組紹介・プランニング支援
消費者庁が徳島に設置している「消費者行政新未来創造オフィス」では、多様な主体・手法によるリスクコミュニケーショ
ン等の推進方法を検討・実証し、その成果を提供。（希望地方公共団体のみ。.平成30年度末取りまとめ予定。）

■ 効果的なリスクコミュニケーションの提案

■ リスクコミュニケーター養成研修の提案

（テーマ：健康食品を基本）

基本構成＝「基調講演 + 公開ミニ講座」
・ 公開ミニ講座は、登壇者による「大喜利」を模したＱ＆Ａ
形式で、楽しみながら批判的思考を涵養できるプログラム
【効果的なリスクコミュニケーションの様子】

基本構成＝「目標設定 → シラバス決定 →
実施運営） 」
〇 目標とする受講
者の資質（素養
及び知識等）の
設定
〇 実施科目と講
師の選定

【使用スライド例】

今年度実施した、２回の新
たなプログラムでのリスコミ
でのアンケート分析結果で
は、いずれも複数の側面で
参加者の理解度が向上

〇 受講生募集か
ら実施運営等
***

2018/10/14
実施のリスコミ分析結果の一例

マニュアルの提供等
・ 運営マニュアル、投影資料、シナリオ等を提供
・ 実施に向けた取組み支援（事前準備のアドバイス等）

マニュアルの提供等
・ 取組マニュアルを提供
・ 研修実施の支援（シラバス作成支援等）

７

② 講義資料

食品安全とリスクコミュニケーション
徳島県消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケータ―・食品表示コース

到達目標
受講及び自習により、食品安全とリスクコミュニケーションに関する
下記のキーワードについて理解し、説明ができるようにする

2018.8.28

1. リスク管理の考え方
キーワード：ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・
リスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・
リスク最適化・予防措置

総論：食品安全と
リスクコミュニケーション

2. 食品の安全を守る仕組み
キーワード：食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・
ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

公益財団法人 食の安全・安心財団 理事長
東京大学 名誉教授

唐木 英明
karaki@gakushikai.jp

3. リスクコミュニケーション（リスコミ）
キーワード：目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・リスク認知・
リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

１２０
KARAKI 2018
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1. リスク管理の考え方 ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・リスク評価・

1. リスク管理の考え方 ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・リスク評価・

リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・リスク最適化・予防の措置

リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・リスク最適化・予防の措置

ハザード：何かの危害を与える可能性があるもの
リスク＝ハザードの重大さＸハザードに出会う可能性
リスク管理：ハザード自体をなくすか、ハザードに出
会う可能性を小さくすることでリスクを小さくすること
例： たばこはがんを引き起こし寿命を縮める「ハザード」。喫煙者
の平均寿命は男性で8年、女性で10年短縮する。
「リスク評価」 たばこのリスクは喫煙の量で決まる。1日の本数と
喫煙の年数を掛け合わせたものが「喫煙指数」だが、この数が
４００以上になるとがんの確率が増えてゆく。喫煙も受動喫煙もし
なければリスクはゼロになり、がんの死亡者は減少し、医療費は
削減される。
「リスク管理」 ①たばこ禁止、②公共の場所での禁煙、③分煙、
あるいは④未成年は禁止のどれか。
KARAKI 2018

たばこの「リスク管理」は①たばこ禁止、②公共の
場所での禁煙、③分煙、あるいは④未成年は禁止。
④→①の順でリスクは小さくなるのだが、どのリスク
管理策を実施するのか？
たばこが好きな人、嫌いな人、たばこ産業で働く人、禁煙にしたら
客が来なくなると心配する店舗経営者、いろいろな立場の人がい
る。全員が納得する案はあるのか？
この問題を解決するために関係者間の対話が必須になる。この
作業が「リスクコミュニケーション」
＜まとめ＞科学的手法を使ってリスクの大きさを推定する作業が
「リスク評価」。リスクを小さくする行動が「リスク管理」。リスク管理
に対する理解や同意を得るための対話が「リスクコミュニケーショ
ン」。この3つをまとめて「リスクアナリシス（リスク分析）」という。

3
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1. リスク管理の考え方 ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・リスク評価・

1. リスク管理の考え方 ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・リスク評価・

リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・リスク最適化・予防の措置

リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・リスク最適化・予防の措置

たばこの「リスク管理」は①たばこ禁止、②公共の
場所での禁煙、③分煙、あるいは④未成年は禁止。
④→①の順でリスクは小さくなるのだが、どのリスク
管理策を実施するのか？
リスク大
受入れ不能 ④
ＡＬＡＲＡ ③
調整領域
②
ＡＬＡＰ
①
リスクゼロ

リスコミの焦点は、どこまでリスクを減らすのか
具体的には「ＡＬＡＰ原則」と「ＡＬＡＲＡ原則」のどちら
を採用するのか
• ＡＬＡＰ原則（AS Low As Possible）「可能な限り低く」の
原則で、かつての放射線管理に使われていた。
「ゼロリスク論」とも呼ばれる。
• 「ＡＬＡＲＡ原則（Ａs Ｌow Ａs Ｒeasonably Ｐracticable）・
「合理的に実行可能な限り出来るだけ低く」の原則
で、現在の放射線管理に使われている。
KARAKI 2018
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たばこの「リスク管理」は①たばこ禁止、②公共の
場所での禁煙、③分煙、あるいは④未成年は禁止。
④→①の順でリスクは小さくなるのだが、どのリスク
管理策を実施するのか？
リスク大
受入れ不能 ④
③
調整領域
②
受入れ可能
①
リスクゼロ

ＡＬＡＲＡ原則の「合理的に実行可能」とは、「リスク最
適化」の考え方に基づいている。
例 公共の場所は禁煙にするのがたばこのリスクを
小さくする
しかし、それでは商売ができない事業者が出て、社
会的なリスクが大きくなる
両方のリスクの総和が最も小さくなる方策、すなわち
「リスク最適化」の方策は何か？
→ 店舗により②と③のどちらかを選択できる
KARAKI 2018
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1. リスク管理の考え方 ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・リスク評価・

1. リスク管理の考え方 ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・リスク評価・

リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・リスク最適化・予防の措置

リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・リスク最適化・予防の措置

放射線に関する
国際放射線防護
委員会(ICRP)勧告

放射線のリスク
許容できない
リスク

１００ｍＳｖ
このレベルの放射線を避ける対
策が、もっと大きなリスクをもた
らす可能性を考慮する＝リス
ク最適化）

状況により
許容できるリスク
ＡＬＡＲＡ領域

２０ｍＳｖ
許容できる
リスク

通常の
規制値

１ｍＳｖ
０ｍＳｖ

管理のための値・安全
と危険の境界ではない

KARAKI 2016
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1. リスク管理の考え方 ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・リスク評価・
リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・リスク最適化・予防の措置

リスク分析
まとめ
個人の
リスク管理

無視されている怖いリスク

残留農薬・食品添加物・遺伝子組換え・・

2. 食品の安全を守る仕組み

命の危険！

キーワード：食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・
ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

リスクを小さくするリスク管理が必要！
国家のリスク管理
＝個人の権利の制限・
国民の経済的負担
＝リスコミの必要性

食品安全とリスクコミュニケーション

キーワード：ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・
リスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・
リスク最適化・予防措置

原発・ごみ焼却場・刑務所・葬儀場・幼稚園・・

豪雨・地震・津波・交通事故・強盗・殺人・・
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1. リスク管理の考え方

Not In My Backyard

家の近くに？！どうしよう！（ＮＩＭＢＹ問題）

集団・国家の
リスク管理

KARAKI 2018

受講及び自習により、食品安全とリスクコミュニケーションに関する
下記のキーワードについて理解し、説明ができるようにする

たばこ・食べ過ぎ・呑みすぎ・いわゆる健康食品・・

よく分からないけど怖いらしい！？

例 産業革命以後、二酸化炭素ガスの排出が激増した。このまま
では地球は取り返しがつかない温暖化になるかもしれないが確
証はない。1990年代に国際機関は予防措置として温暖化ガス削
減に乗り出した。しかしトランプ政権は米国経済の足かせになると
して反対している。
例 英国で牛のＢＳＥがまん延した。ＢＳＥは人には感染しないと
予測されていたが、もし感染したら悲惨な結果になるとして、英国
政府は病原体が蓄積する牛の危険部位を食用禁止にする予防
措置を実施した。懸念が的中してＢＳＥが人に感染して新型ヤコ
ブ病を引き起こしたが、患者数を最低限に抑えることができた。

到達目標

リスクに囲まれた生活

リスク評価の
結果を見て
対応を考える

「予防措置」 まだ科学的な情報が不十分な時のためのリスク管
理者の選択肢。「かもしれない」という段階で対策をとることは無
駄になる可能性もあるので、その実施は高度の政治的判断。

個人では困難なリスク管理は
集団や国家が行う

3. リスクコミュニケーション（リスコミ）
キーワード：目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・リスク認知・
リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

＝政治・行政・裁判所・警察・消防・自衛隊・・
KARAKI 2018
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

食品とは？

食品安全基本法
（基本的認識）

食品衛生法 第2条 1．”食品”とは、すべての飲食物をいう。ただ
し、医薬として摂取するものは、除外する。
食品安全基本法 第二条 「食品」とは、すべての飲食物（薬事法
に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。）をいう。

第三条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護
が最も重要であるという基本的認識の下に講じられなければならない。

（食品健康影響評価の実施）
第十一条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康
に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は
状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該
食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価（以下「食
品健康影響評価」という。）が施策ごとに行われなければならない。

（情報及び意見の交換の促進）
第十三条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策
の策定に国民の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保す
るため、当該施策に関する情報の提供、当該施策について意見を述べる機会
の付与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必
要な措置が講じられなければならない。
KARAKI 2018
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

食品衛生法
第一章 総則
第二章 食品及び添加物
第三章 器具及び容器包装
第四章 表示及び広告
第五章 食品添加物公定書
第六章 監視指導指針及び計画
第七章 検査
第八章 登録検査機関
第九章 営業
第十章 雑則
第十一章 罰則

第六条 次に掲げる食品又は
添加物は、これを販売し（不
特定又は多数の者に授与す
る場合を含む。）、又は販売
の用に供するために、採取し、
製造し、輸入し、加工し、使用
し、調理し、貯蔵し、若しくは
陳列してはならない。
ー腐敗・有毒・病原微生物・異
物混入により人の健康を損な
うおそれがあるものー

KARAKI 2018

専門家が行う
科学的中立
価値判断はしない
例
たばこ・酒

利害関係者が参加
感情と利害の調整
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

KARAKI 2018

化学物質の安全を守る試験の例

〇化学的要因：添加物 農薬 動物用医薬品 器具・容器包装
汚染物質等 肥料・飼料等
〇生物学的要因：微生物・ウイルス プリオン かび毒・自然毒等
遺伝子組換え食品等 新開発食品
〇物理的要因：専門調査会はない ガラス片 金属片 こんにゃく
ゼリー
KARAKI 2018
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

致死量
薬品と
健康食品の
有効量

安全な量

少量

２８日間反復投
与毒性試験

実験動物に２８日間繰り返し与えて生じる毒性を調
べる

９０日間反復投
与毒性試験

実験動物に９０日間以上繰り返し与えて生じる毒性
を調べる

１年間反復投与 実験動物に一年以上の長期間にわたって与えて生
毒性試験
じる毒性を調べる
繁殖試験

実験動物に二世代にわたって与え、生殖機能や新
生児の生育におよぼす影響を調べる

催奇形性試験

実験動物の妊娠中の母体に与え、胎児の発生、生
育におよぼす影響を調べる

発がん性試験

実験動物にほぼ一生涯にわたって与え、発がん性
の有無を調べる

抗原性試験

実験動物でアレルギーの有無を調べる

変異原性試験

細胞の遺伝子や染色体への影響を調べる
KARAKI 2018
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ
〇一日摂取許容量 ADI：Acceptable Daily Intake：一生涯、毎日摂取しても健康
への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量
〇急性参照用量 ARfD：Acute Reference Dose：24時間又はそれより短時間摂
取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量

化学物質の用量作用関係
一日摂取許容量 ＡＤＩ

一般毒性試験

特殊毒性試験

食品安全委員会 専門調査会

基準値
食品に 行政措置の
ための値
含まれる
添加物・
残留農薬の量

14

2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

食品のハザード
〇食品安全基本法 第十一条 人の健康に悪影響を及ぼすおそ
れがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態で
あって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるもの
〇食品衛生法第六条 腐敗・有毒・病原微生物・異物混入により
人の健康を損なうおそれがあるもの

一生の間毎日食べても
健康に影響がない量
安全のための値

専門家が行う
価値判断と感情対策

リスク大

無毒性量
健康影響が
起こらない量
安全係数
1/100

注意

化学物質の量

健康被害あり
その程度は
量に比例する

リスク小

危険な量

多量
農水省ＨＰ http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tisiki/tisiki.html

KARAKI 2018
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

食品の表示は何のため？
① 安全のための表示
（アレルギー表示、消費
期限、保存方法）

フードチェーン

③
①

② 健康を守るための表示
（栄養成分表示）

①
①

③ 商品選択のための表示
（賞味期限、添加物、原
産地、遺伝子組換え）
（この表示は食品安全と
関係がない）

食品の流れ
農業者 → 加工事業者 → 小売事業者 → 消費者
②

適正農業規範
ＧＡＰによる管理
KARAKI 2018
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

HACCP

食品安全基本法 第四条 農林水産物の生産から食品の販売
に至る一連の国の内外における食品供給の行程（以下「食品供
給行程」という。）におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響
を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、
このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切
に講じられることにより、行われなければならない。

危害分析重要管理点
ＨＡＣＣＰによる管理

自己管理

KARAKI 2018
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2.食品の安全を守る仕組み 食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

Hazard Analysis and Critical Control Point

〇危害要因分析の実施
（ハザードの同定）

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等のハザードを把握した上で、
原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それら除去又は低減させ
るために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の
手法

工程ごとに原材料由来や工程中に
発生しうる危害要因を列挙し、管理
手段を挙げる。
• 生物的危害
• 化学的危害
• 物理的危害

最終製品の抜き取り検査

〇重要管理点（CCP）の決定
危害要因を除去・低減すべき特に
重要な工程を決定する。
カレーの食品安全上のリスクは何？
どこでリスクが増えるの？
その対策は？

製造工程の管理
21

ＧＡＰの背景 １９９０年代までの動き

22

ＧＡＰの背景

農林水産省
生産局農業環境対策課

世界人口の増加対策
「緑の革命」
1940‐60
→科学技術による農業革命
・農 薬
料
・灌漑事業

小麦の収量

・合成窒素肥
・改良品種

→単収の激増
→飢餓からの脱却
→ノーベル平和賞
ノーマン・ボーローグ 1970

「緑の革命」の評価
大きな成果ではあるが
化学肥料と農薬に依存
→これは持続可能か？
→環境への負担は？

環境にやさしい農業
への転換
23
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食品安全とリスクコミュニケーション
到達目標
受講及び自習により、食品安全とリスクコミュニケーションに関する
下記のキーワードについて理解し、説明ができるようにする

1. リスク管理の考え方
キーワード：ハザード・リスク・リスクアナリシス（リスク分析）・
リスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーション・ＡＬＡＰ・ＡＬＡＲＡ・
リスク最適化・予防措置

2. 食品の安全を守る仕組み
キーワード：食品安全基本法・食品衛生法・食品とは・
食品のハザード・ＡＤＩ・ＡＲｆＤ・規格と基準・表示・フードチェーン・
ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ

3. リスクコミュニケーション（リスコミ）
キーワード：目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・リスク認知・
リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター
25
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3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスク分析の３つの要素の関係
リスク評価
専門家が科学的手法を使って
リスクの大きさを推定する作業

個人と社会の葛藤の例

リスク管理

分 類

事 例

行政がリスク評価を参考にして
社会・個人共受け入れ可能な
リスク削減策を実施

貧乏くじ型
（ＮＩＭＢＹ型）

ごみ処理場・
刑務所・軍事
基地

自分の近所は嫌→誰かが引き 社会的必要性は誰も
受けて
が理解→損害の補償
で解決

農薬型

残留農薬・食
品添加物・遺
伝子組換え・
放射能

科学的事実を知らないで嫌／
知らないから嫌
→知ることで受け入れる
→知ったうえでも嫌（＝科学よ
り感情）
①他人の選択の自由を容認
②自分は嫌だから全面禁止

安全が科学的に保障
されているレベルがあ
る

クジラ型

捕鯨・イルカ
漁

自分は嫌→全面禁止（選択の
自由は認めない）

動物愛護？海洋環境
問題？根拠不明確

差別型

人種・宗教・
性別・ＬＧＢＴ

自分は嫌→差別を行動に表す
人も

科学的根拠なし・時代
の変化

消費者のリスク認知

リスクコミュニケーション

多くの認知バイアスがあり
社会より個人を重視する
傾向や個人差が強い

対話を重ねることにより
社会と個人の接点を探る作業

• 個人の願望を追求すれば社会は成り立たない・・NIMBY問題
• 社会の仕組みを押し付けると個人の幸せは減る・・徴税制度・徴兵制度
• 双方の境界を決めるのが政治の役割 ←これに影響を与えるのが民意とメディ
ア ←これに影響を与えるのがリスクコミュニケーション
KARAKI 2018
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拒絶感情

科学的根拠

KARAKI 2018
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3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスコミの目的は？
リスク大
受入れ不能

調整領域

受入れ可能
リスクゼロ

リスク管理者は、調整領域のどこかでリ
スク管理策を決定する必要がある
どうすべきかは個人により違う
①消費者と事業者の立場の違い
②危険回避の生存本能
③知識と経験と総合的判断力
④情報のアンバランスとリテラシー
⑤信頼する人に依存する本能
⑥利益と楽観バイアス
⑦先入観と確証バイアス
KARAKI 2018

リスク大
受入れ不能

調整領域

受入れ可能
リスクゼロ

29

①消費者と事業者の立場の違い
消費者は「リスクは出来る限り小さくすべき」と
主張する。（ＡＬＡＰ原則・ゼロリスク論・絶対安
全論などと呼び、多くの人が賛同する「理想
論」である。
事業者（供給者）は「リスクは出来ればゼロに
したいけれど、費用面などで現実的ではない
場合もあるので、健康に被害を与えないレベ
ルまでリスクを下げることでよしとすべき」と主
張する。ALARA原則・実質安全論などと呼ば
れる「現実論」である。
KARAKI 2018
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3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・
リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスク大
受入れ不能

調整領域

受入れ可能
リスクゼロ

②危険回避の生存本能
恐怖：生命に危険を及ぼすようなものに出会っ
た時に湧き出す感情であり、「逃げる」という行
動につながる。恐怖感がない動物は死ぬ。
不安：やはり危険を逃れるための本能的な反応。
対象がよくわからないときには、逃げるべきか、
一瞬で判断できず不安を感じる。判断の遅れが
生命の危険につながる。動物は「正体がわから
ないものは危険」と判断して直ちに逃げ出す。
→ 人間も、「よくわからないもの」に不安を感じ、
そのリスクをゼロにすべきと本能的に判断する。
例えば、添加物、残留農薬・・・
KARAKI 2018
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3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・
リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

ヒューリスティク

「このあたりだろう」と、
パッと見当で指すんですね。
それがいい手で…。

heuristic

少ない努力で直感的に結論を求める方法

直感の7割は正しい

例）暗証番号を忘れた！
１）順番にしらみつぶしに調べる（コンピューターが使う方法）
２）誕生日などの手掛りを使って試行錯誤で調べる（ヒューリスティク）

→しらみつぶしに調べれば時間がかかるが、必ず正解に到達
ヒューリスティクは短い時間で答えが出るが、まちがいも多い
危険を逃れるための判断は一瞬で行う必要がある。
だから、直感的な判断（ヒューリスティク）をする。
32
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米調査、半数が医学に関する陰謀論を信じている
REUTERS, March 19, 2014

③知識と経験と総合的判断力
十分な知識と経験を積んで、物事を総合的・理性的に判断できる
ようになると、実現可能なリスク最適化を考えることができる。
例えば、添加物を廃止したら、全国どこでも同じ品質のブランド
食品を入手することはできなくなる。腐敗や変敗が増えて安全性
が危うくなり、廃棄が増える。色、味、においなどの食品の質が
低下するなどの問題が起こる。他方、添加物による健康被害は
高度経済成長後は出ていない。それでは添加物は禁止すべき
か？
例えば、原発を止めれば原発のリスクは小さくなる。他方、火力
発電に頼るためCO2が増えて温暖化のリスクが大きくなり、石油
輸入により貿易収支が悪化する。それでは原発は禁止すべき
か？
KARAKI 2018

Eureka!

33

医学関係のよく知られる6つの陰謀論に関して米シカゴ大学の研究チームが調
査したところ、米成人の半数近くが少なくとも1つを信じていることがわかった。
6つの陰謀論は
•製薬業界の圧力により、FDAは代替医療が広まらないようにしている
•携帯電話はがんを引き起こすが、大企業の意向で保健当局が放置している
•遺伝子組み換え食品は、人口を減らすための秘密プログラムの一部
•水道水へのフッ化物添加は、化学工業の副産物処分のために行われている
•ワクチン接種が精神疾患の原因になることを知りつつ、政府は接種を続けている
•CIAは予防接種を装ってアフリカ系アメリカ人をHIVに感染させている
といったもの。
調査は1,351名を対象にオンラインで実施された。半数以上が信じていなかった
のはHIVの話だけで、あとは信じると答えた人とどちらともいえないと答えた人の
合計が過半数となっている。
研究を主導したシカゴ大学のJ. Eric Oliver教授によれば、一般の人にとって医
学に関する情報は難解で理解が困難なため、理解ができる明快な陰謀論を信じ
る人が多いのではないかとのことだ。

難解な情報は判断を助けない

KARAKI 2018
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3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

④ 情報のアンバランスと判断力

⑤ 信頼する人に依存する本能

情報がなければリスク判断はできない。情報源は、テレビ、新聞、
週刊誌、インターネットなど多様だが、深刻な問題は、社会に流
通する情報の多くが「危険を伝える情報」であり、「安全を伝える
情報」はほとんどないこと。これを「情報のアンバランス」あるいは
「情報の非対称性」と呼ぶ

メディアリテラシーを身に着け、すべてのリスクについてリスク評
価とリスク管理の状況を把握し、リスク最適化が適切なのかにつ
いて判断することは不可能。

その理由は、危険という情報を重視し、安全という情報は無視す
る本能的判断であり、だから危険を伝える雑誌や番組は売れる
が、安全を伝える雑誌や番組は売れないから

人間は知識と経験があるリーダーの言うとおりに行動して、危険
から逃れた経験を持つ。だから、現代を生きる我々も、何か問題
が起こったら信頼できる人に相談したいという本能を持っている。

すると、多くの人が目にするのは危険を伝える情報ばかりになり、
「やはり危険だ」という判断になりがち。情報の量ではなく質を判
断する能力、メディアリテラシーが必要。

重要なことは、「本当に信頼できる人」を見つけること。

KARAKI 2018
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進化の過程で人間が身につけた解決法は、信頼できる人に依存
すること。信頼できる人とは知識と経験がある人、あるいは神仏。

→ 現在の社会ではそれがむずかしい！
KARAKI 2018
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3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・
リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

⑥ 利益と楽観バイアス

直感で答える
20代男性 72％
30代女性 80％
平均
60％
60代以上 40％

本能的には「危険」あるいは「よくわからない」リスクは避けるが、
この判断を逆転させるのが自分に「利益」がある場合。
例えば、自動車運転のリスクは大きいが、自動車廃止運動も運
転をやめる人もほとんどいない。それは多くの人が自動車の利
益を実感しているから。その結果、毎年4000人もの死者を許容し
ている。自転車、航空機も同じ。

誰に誘導されて
いるのか？

そこに働くのが、自分だけはひどい事故にあうことはないだろうと
いう「楽観バイアス」。当たるはずがない宝くじを買い続けるのも
同じ心理バイアス。
逆に「自分の利益が見えない時」には小さなリスクも拒否する
→ 添加物、残留農薬、遺伝子組み換え作物、放射能・・・
37
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リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

直感的な判断：ヒューリスティク

判断を迷わせる「利益」
不安
安全情報
危険情報 重視！

ほとんどの場合直感（本能）で判断し、行動する
・危険情報重視 ・利益情報重視
・安全情報無視 ・信頼する人に従う
・前例に従う
・迷ったら本能に従う
・結論は「白か、黒か」

・自分に利益がなければ、小さな危険情報も信ずる
・背景にあるのは確証バイアス
不安

危険情報

これは進化の中で得た生き残り作戦

・危険情報と利益情報を無視したら死ぬ

重視！

安全情報

利益

・安全情報を無視しても実害はない
・経験者以外が自分で判断したら死ぬ
・理性的な判断は時間がかかる
・直感的判断なら一瞬で対処できる

情報を伝える
のはメディア！

・自分に利益があれば、多少の危険情報は無視する
・「費用を削減できる」のも企業の利益
・背景にあるのは楽観バイアス
39

KARAKI 2018

KARAKI 2018

40

3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

判断を迷わせる「不信」

リスクとリスク認知のギャップ
小

リスク

健康被害なし

不確実領域

健康被害あり

（許容できるリスク）

（安全係数）

（許容できないリスク）

規 制

食品添加物
残留農薬
遺伝子組換え食品
中国産食品

低線量
放射線

リスクの時代変化

大

・科学技術の発展により環境破壊、公害、化学物質、
原子力など新たなリスクが出現した
・リスクを五感で認識することは困難で、専門家が科学的手段を
使って初めて認識できる（科学が認めないリスクは存在しない）
・その被害はすべての人に「平等」に現れ、将来世代にも影響を
与え、すべての人を不安に陥れる。これをベックは「リスク社会」
と呼んだ

普通の食品
（食中毒・過食・野菜不足）

喫煙・飲酒
いわゆる健康食品 自動車

厳しい規制で
安全が守られている

・リスク社会では、科学者集団の合意による「科学的合理性」、
「不確実性」、そして科学者の「価値判断」への疑問が出された

主に個人の注意
思い込み

気になる（不安）！

気にならない！
KARAKI 2018

41

・科学者は真実を伝えているのだろうか？ 政府の意向で真実を
曲げでいるのではないだろうか？
KARAKI 2018
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リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

「レッテル貼り・印象操作」
相手の信用を落とす手段

⑦ 先入観と確証バイアス

•多くの人が科学と科学者を信じ、科学の情報を求め、科学者の
判断を求めている
•意見の対立があるとき、科学的な裏付けがある方が勝つ
しかし
•科学と科学者に不信が生まれると状況は変わる
•判断の根拠は先入観と感情しかなくなる
•これが感情論者の狙い！
その手段は
•「御用学者」、「企業の手先」、「上から目線」などのレッテル貼り
と、「悪い評判」を流すこと
•「人は悪い評判を信じる」という本能的判断を利用して先入観を
持たせる手段
KARAKI 2018

先入観と
確証バイアス

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

88.4%

農 薬
残留農薬

82.8%

細菌・ ウイルス
家畜用抗生物質

食品添加物
BS E
遺伝子組み換え食品
食品添加物

有機JAS認定食品の消費市場規模
2,895億円
国内食品消費８０兆円のおよそ0.36％
野菜・穀物・乳肉卵・魚介類

75.0%
72.8%

いわゆる健康食品
いわゆる 健康食品

参考
ヨーロッパ各国 ７－１０ ％
米国
３－４ ％
韓国
０．４６％

65.2%

赤字は被害者あり、黒字はなし

（2002年 ハーベスト・リサーチ）

全農地の0.18％（2008年オーガニックマーケットリサーチ）

69.4%

遺伝子組換え食品

44

生鮮品等消費１５兆円のおよそ1.9％

77.2%

ＢＳＥ

KARAKI 2018

生鮮品等・加工品・外食

80.6%

家畜用抗生物質
細菌・ウイルス

本当？

KARAKI 2018

先入観と
確証バイアス

それではどうしたらいいのか？

８０％以上に人が不安なのに
無農薬野菜はこれしかない！？

汚染物質
ダイオキシンなど汚染物質

不安だらけ！

こうして、強固な先入観を持った人たちが集まり、別の先入観を
持った人たちと対立する。両派ともは自分の意見にあった情報し
か聞こうとしないので、両派が和解したり妥協したりすることはほ
とんど不可能。

先入観と
確証バイアス

食品に対する不安の原因
10%

先入観ができると、それと一致する情報だけを集めて「やっぱり
そうだ」と確信して安心するようになる。一方、先入観と違う情報
は無視したり反発する。これを「確証バイアス」と呼ぶ。

43

食品安全委員会 2006年アンケート調査

0%

こうして「自分なりの判断」をし、それを確信すると、それが先入
観になる。

45
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先入観と
確証バイアス

買い物で注意するのは
価格と品質

46

「聴かれて出てくる不安」

・買うか、買わないかを決めるのは
価格、産地、期限、評判などの総合的な判断
「危険」という情報はその一つに過ぎない

（n=400，複数回答： 荒井2010）

・アンケートは筆記試験と同じ！
「危険」という「知識」をもっていることを示す
→馬鹿にされたくない！

⇒消費者は必ずしも「強い不安」を感じてはいない
不安は知識レベルで終わり
消費行動には影響しないとも多い
しかし、そうでない場合もある（ＢＳＥ、放射能など）
その見分けが重要
KARAKI 2018
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リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

カーネマンのプロスペクト理論

サルも「郷に入っては郷に従う」

「良いこと」より「悪いこと」に気を取られる：
リスクバイアス⇒人間の特徴

南アフリカの野生ザルは群れを移ると、過去の習慣を捨てて新し
い群れのルールに従ってえさを食べた。朝日新聞2013年04月26日

良い気分
ダニエル・カーネマン

群1：赤はまずいトウモロコシ→青を選ぶ
群2：赤は美味しいトウモロコシ→赤を選ぶ
群1の一部のサルを群2に移す→青を選ぶ習慣を
捨てて、周りのサルの真似をして赤を食べた

①

2002年ノーベル経済学賞

損 失
悪いこと

利 益
よいこと
人間の本能的行動パターン
①「良いこと」にはすぐに慣れる
②「悪いこと」にはひどく落込む
③「ひどく悪いこと」には慣れる

②

③

悪い気分
KARAKI 2018

・自分の経験より多数の意見に従う
・多数の意見は正しいことが多い
・違うことをすると仲間はずれになる
人間の行動は、他人の意見や行動だけでなく、小さなきっかけにも大きな影響
を受ける →「ナッジ効果」（2017年ノーベル経済学賞 リチャード・セイラー）
・小便器にハエの絵を描いただけで外にまき散らさなくなった ・メニューに「店
長おすすめ」と書くと注文が増えた ・うな重の値段が３段階の時にはまん中を
選ぶ ・レジも前に足跡の絵を描くとそこに並ぶ
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リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

個人のリスク判断

専門家のリスク判断

だれとリスクコミュニケーションすべきか？

・科学的判断
・確率論
・受容可能なリスク
・科学の不確実性と変化
・リスクの比較
・統計的数値
・原因が何でも死は死

対話により信頼と共感が生まれる
ただし・・・
強固な先入観を持つ人達と、
別の強固な先入観を持つ人達の
対話は必要だが
合意は成り立たないことが多い

倫
理
の
壁

・感情的判断
・白か黒か
・ゼロリスク
・科学的真実は不変
・目の前の一つのリスク
・自分はどうなるのか
・何で死ぬのかが大事

相互理解の壁

Powell & Leiss, 1997

情報・知識・倫理観の差
この状況は数十年間変わっていない＝永遠の課題
個人のリスク判断は進化で磨かれた本能的判断＝どちらも正しい
時代と社会の変化への対応のため、両者の調整が必要
＝リスクコミュニケーション

それでは誰と対話をするのか？
一般の人たち！
KARAKI 2018
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リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

多い

正しい情報が論理的な判断につながるか？
情報が判断に影響

←情報量

不適切情報
による不安

→少ない

情報不足
の不安

直感的
感情的

←

適切な情報
による判断
・情報を得ることで論理的な判断
が可能になる（欠如モデル）
・ただし、そうならない例もある
（欠如モデル批判）
・違いの原因は、情報源の信頼
度、情報の質、受け手の知識と
経験や先入観など

判断
KARAKI 2018

→

論理的
科学的
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正しい情報
→ 本当かな？
正しい情報＋信頼→そうなんだ！

リスクコミュニケーションの成功の鍵

総合的理解
論理的理解

感情的理解

感情的（本能的）
判断 人間の世界

フェイクニュース

理屈は分かるけど
それほんとう？

理屈は分からないけど
これがいい！

理屈は分かった！
そうしよう！

① 根拠がない危険情報を排除する
（新聞、テレビ、週刊誌、インターネット・・）
② 科学教育とリスク教育の強化

論理的（理性的）
判断 科学の世界
KARAKI 2018

③ 安全＝リスク管理により守られる
安心＝安全＋リスク管理者への信頼
信頼＝逃げず、隠さず、嘘つかず
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リスコミによる対立の解消は可能か？

安心と信頼
相手の
「 意図」
に対する期待

道徳的秩序に対する期待

対立の解消が困難

相手の「能力」に対する期待

「相手の自己利益の評価」にもとづく期待＝相手が自分を裏切っ
たら、相手が損をする・人格は判断の基準ではない
人間関係的信頼
（家族だから）

例
宗教対立
動物愛護 捕鯨

倫理
正義

安 心

感情・利害
仲間意識

好き嫌い

子宮頸がんワクチン
遺伝子組換え食品
食品添加物 残留農薬

信 頼
「相手の人格や相手が自分に対してもつ感
情についての評価」に基づく期待

論理
科学

人格的信頼
（経歴、職業、うわさ
など）

NIMBY問題 ごみ処理場 幼稚園
電車内の化粧 歩き食い

感情・利害
とは無関係

冥王星は惑星か？

対立の解消が可能

山岸 俊男著「信頼の構造: こころと社会の進化ゲーム」東京大学出版会
KARAKI 2018
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リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

リスコミの成果の評価

リスクコミュニケーターは評論家ではなく専門家
評論家

専門家

食品添加物は危険
このままではまずい

リスクは小さい
恐れる必要はない

目的
個人的利益
著書の売り上げを伸ばす
講演の回数を増やす

目的
社会的利益
リスク管理への理解向上
不要な不安をなくす

情報
提供

消費者の消費行動

情報
提供

食品添加物を気にする？
気にしない？

対話

本能的受入れ
確証バイアス

消費者の基礎知識

本能の壁
信頼の壁

長年のリスコミの結果、原発の受け入れが９割近くまで漸増したが、福島第一
原発事故後5割近くまで減った → リスコミは有効・信頼喪失で無効になる

食品添加物は怖い！
KARAKI 2018
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3. リスクコミュニケーション（リスコミ） 目的・対象・成果の評価・成功と失敗の例・
リスク認知・リテラシー・安全と安心の違い・リスクコミュニケーター

唐木 英明 (著) 不安の構造―リスクを管理する方法 (エネルギーフォーラム新書)
2014/5/1 972円

リスクコミュニケーターの心得
1. 十分な知識と経験を持ち、情報のアンバランスと
「レッテル貼り」に惑わされたり、先入観を持って偏っ
た判断をしていないか？
2. 個人の利益（部分最適）だけでなく、社会の利益（全
体最適）を考えた「リスク最適化」を目指した判断か？
「合成の誤謬*」ではないか？ *貯蓄は個人の幸せだが、社会全
体を見ると経済を冷やして所得を減らす

3. 真摯な対話により「相手の主張を理解する努力」をし
たか？ 信頼される努力だけでなく、相手を信頼する
努力をしたか？
※十分な練習なしのリスコミならしない方がいい
KARAKI 2018
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農薬について 農水省ＨＰ http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tisiki/tisiki.html
農薬の説明用スライド 農水省ＨＰ 食品衛生法における 農薬の残留基準について
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/risk_commu_agricul
tural_chemicals/pdf/agriculturalchemicals_shiryou3.pdf
食品添加物について 厚労省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/i
ndex.html
農業生産工程管理（GAP）について 農水省ＨＰ
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/index.html
ＨＡＣＣＰについて 農水省ＨＰ
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html
食品表示について 消費者庁ＨＰ
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
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徳島県消費者⼤学校⼤学院で⾏う
⾷品安全リスクコミュニケーター・⾷品表⽰コース
2018年9⽉11⽇
10:00〜12:00 講義
13:00〜15:00 実地⾒学

これは“安全”ですか？
リスクはどのくらいですか？

HACCPのとりくみについて

公益社団法⼈
⽇本消費⽣活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
消費⽣活研究所 ⼾部依⼦

おいしく、安全に、食べるためにフードチェーンに係わる
人々はどうしたら良いでしょう？

もくじ
１．⾷品の安全性を確保するしくみ

言葉の説明

☑食品安全ハザード （ハザード）
健康への悪提供をもたらす可能性のある食品中の生物的、
化学的、又は物理的要因
（ISO22000：2018 3.22）
☑食品安全リスク
健康への悪影響の確率とこの影響の重大さとの組み合わせ
であり、食品中のハザードの結果である
（ISO22000：2018 3.39）

（１）⾷品健康影響評価と
⾷品を取り扱う現場のつながり
（２）HACCPのしくみ

安全性をフードチェーン全体でつくりこむ

■⾷品安全ハザードの“⾒える化”
■重要な⾷品安全ハザードの管理
（CCP）
■CCPを⽀える活動（⼀般衛⽣管理）
２．安全に⾷品を製造、提供する現場の歩き⽅

食品健康影響評価
病原微生物 等 汚染物質
管理基準

農薬、添加物 等

耐容一日摂取量

一日摂取許容量

⾷品安全委員会

管理基準

使用基準
残留基準

厚⽣労働省
農林⽔産省

TDI

ADI

消費者庁
食品を取り扱
う環境、設備、
器具、付属品、
食品そのもの、
包装材料から
混入する可能
性のある物理
的な危害要因
となる異物

食材の生産・輸送
包装材の製造

加工食品の製造・輸送

商品としての販売

家庭での調理・摂取

食品を取り扱
う環境由来

⾷品事業者
流通・販売
消費者
出典：食品安全全般（唐木英明先生）講義資料
スライドNo.17

食品安全委員会 健康影響評価 2009.6
「鶏肉中のカンピロバクター・ｼﾞｪｼﾞｭﾆ/ｺﾘ」
https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya200
41216001
（以下、抜粋）
・農場～食鳥処理～流通・小売り～調理・喫食 各段階におけ
る汚染状況
・カンピロバクターの増殖性、生残性、菌数増加の条件
冷凍では低減、冷蔵では顕著に低減しない
加熱では菌数の低減可能
・定量的分析
農場～喫食までの経路による曝露量の予測
・管理措置（塩素処理、加熱処理、交差汚染防止など）による
リスク低減、組み合わせによるリスク低減効果
：：
⇒ 加熱不十分割合の低減

表示、検査によって食品の安全性は
確保できますか？

⾷品表⽰

生産

輸送

加工

包装

販売

出荷

消費

開発

ゼロリスクはないか
らこそ︕

質

⼤事なことを優先して
リスクに⾒合った管理
人手不足
食品ロス

廃棄

味
栄養

バランスよく

資源

鮮度

産地育成

⽣産⽅法

供給量

一般食品法規則178のガイドラインに、食品異物混入に関する説明を記載
している。しかし食品異物混入基準は明記されていない。
米国
FDA（米国医薬食品局）が食品中の硬く鋭利な異物が含まれていたケース
190件の評価を実施し、「最大寸法7mm以下の異物は外傷・重傷の原因
にはほとんどならない」と結論づけている。※特別リスクグループを除く
FDA Compliance Policy Guide #555.425
イカリ消毒株式会社のホームページ
https://www.ikari.co.jp/topics/professional9.html

輸送

加工

包装

保管

出荷

食生活を健
全に

価格
緊急時対応
評価
管理⼿法
ハザード
コントロール

安全性

おいしく、無駄なく、安全に⾷品を提供する、
⾷べるための⽅法の１つ ＝ HACCP

販売

消費

①ここに潜んでいる、⾷品安全ハザード（危害要因）
を洗い出す
②ハザードの影響の程度、範囲を調べる。
③ハザードの除去または許容⽔準を明確にする。
④③を可能にする管理⼿段、その組み合わせを決める。

安全性をつくりこむためにすること

⼊⼿しやすさ

8

開発

おいしいものを

災害後の復旧

天候

ＥＵ

生産

食中毒原因微生物は、増えたり
減ったりする
異物は均一に混入はしない
全数検査していたら、鮮度が保てな
い、供給するものがなくなる
・・・・・・

保管

韓国
口の中で異物を感知できるのは2.0mm程度以上のものであると判断と
している。「長さ2.0mm以上の異物が検出されてはいけない」という基準
を粉末、ペースト、液状の食品に対して設定している。

安全性をつくりこむこと

ある時点での状態の確認

安全性に関することをすべて表示しようとす
ると、記載しきれない。読んでいられない。
・・・・・

日本
食品衛生法第6条「人の健康を損なうおそれがあるものの販売等を禁
止」とあるが、種類や大きさなどの具体的な基準はない。

⼤事なのは、
⽣産から消費までフードチェーン全体で

検査

生産から消費までの「管
理状態」のアウトプット

金属異物の大きさの管理基準

どんなことを知りたいですか？
どんなことが心配ですか？

安全性をつくりこむためにすること

どんなことを知りたいですか？
どんなことが心配ですか？
①握りずし
②マグロの競り
③漁船に釣りあげられるマグロ

出典：日本政府観光局ホームぺージ
https://japan‐magazine.jnto.go.jp/en/special_fukushihoken.html

どんなことを知りたいですか？
どんなことが心配ですか？

出典：日本政府観光局ホームぺージ
https://japan‐magazine.jnto.go.jp/en/special_fukushihoken.html

安全性をつくりこむためにすること

どんなことを知りたいですか︖
どんなことが⼼配ですか︖

どんなことを知らなければならないか。
確認しなければならないか。
どんなことを管理しなければならないか。

どんなことを知りたいですか？
どんなことが心配ですか？

出典：大船渡市魚市場ホームぺージ http://www.ofunato.fm/

ゼロリスクはないからこそ・・リスクに応じた
対応が必要

産地から集荷場、倉庫、
お店に届くまで
に・・・
異物︖
何かのトラブルで薬剤
の付着︖
直接に⼈が触る︖
コンテナのようなもの
に⼊れる︖破損は︖

フィルムから何か物
質は溶出しない︖
フィルムをカットし
た刃︖

フィルムから何か物質
は溶出しない︖
フィルムをカットした
刃
印字のインクは︖
レタスをカットする
刃︖
腐りやすい︖

小麦粉

砂糖

マーガリン

食塩、香
料・・・

包装材料

受入

受入

受入

受 入

受入

ハザード分析（危害要因の⾒える化）の実際

室温保管

焼き菓⼦を事例に

冷蔵保管

保管

秤量
☑ 製造工程を明確にする
☑ 抽出すべきハザードの種類と分類
☑ ハザード分析

室温保管

冷蔵保管
篩

混合
成型
焼成

焼成

（前頁より再掲）

包装材料
（前頁より再掲）

冷却

原料の
生産

金属検査機

調査・
廃棄

個包装

トラックに積む（出荷）
輸送
販売

輸送

加工
開発

箱詰め
倉庫で保管

これらの活動に潜んでいるハザードを抽出する

消費者庁ホームページにも情報が掲載されています
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food
_safety/food_safety_portal/microorganism_virus/#vibrio

病原微生物名 （例）
腸炎ビブリオ

管理方法 （例）
汚染防止
確実な加熱殺菌

サルモネラ
腸管出血性大腸菌
カンピロバクター
リステリア・モノサイトゲネス
ウェルシュ菌

加熱後急冷

セレウス菌（下痢型）
セレウス菌（嘔吐型）

保管

増殖防止
加熱後急冷

ボツリヌス菌
黄色ブドウ球菌

増殖防止

ノロウイルス

加熱（90℃、90秒相当）
ヒトによる二次汚染防止

出荷

販売

消費

包装材料

食品安全に影響する
“ハザード”

知る、確認する、管理する対象
これらの工程
の中で、食品の
安全性を確保
するために、重
要なのはどこだ
ろうか？

原料・包装材料・製品
生物的ハザード

人
設備
環境（水・空気）

消費

生物的ハザード

包装

×

化学的ハザード
物理的ハザード

化学的ハザード

 原料及び包装容器由来の化学物質 例
アレルゲン
残留基準を超える農薬
動物医薬品（抗生物質、成長ホルモン）
油脂の変敗（酸化）
かび毒
（アフラトキシン、デオキシニバレノール、パツリン等）
不許可又は使用基準を超える量の食品添加物
きのこ・ふぐ・貝等の自然毒
 製造工程由来の化学物質 例
かび毒
洗剤・殺菌剤
潤滑油
殺鼠剤
製造過程で生成される化学物質（アクリルアミド等）

⾷品安全ハザード（危害要因）の分類と特徴

物理的ハザード

●通常の食品には存在しない硬質異物
例： 7～25mmの硬質または鋭利な異物
●金属（釣り針、注射針、散弾、装置部品・破片、貴金属、ヘ
アピン）
●ガラス（ガラス破片、照明器具、コンタクトレンズ）、石、など
●骨（高齢者用、“骨なし”を謳う商品などの場合）
●放射性物質 （化学的ハザードに分類する場合もある）
「食品中の放射性物質の規格基準」2012.04.01施行
例：ミネラルウォーター類 １０Bq/kg未満
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 50Bq/kg

生物的
ハザード
条件（環境）に
よって増えたり、
減ったりする
⇒今大丈夫でも
時間がたったら
状態が変わって
いる

物理的

化学的
ハザード

ハザード

混入していても視
認できない、除去
できない
微量でも重大な危
害をもたらす、一定
量以上の場合に危
害をもたらすなど
様々

原料や製品に均
一に分散していな
いことが多い
⇒抜き取り検査で
は検出できない

ハザードの特徴にあった管理方法で、ハザードを予防したり、
低減したり、除去したりする

“ハザード”がたくさん・・・・

なんだか怖いな・・・

でも、ハザードを考えずに、⾷材を取り扱ったり、製造
したり、調理したり、⾷べたりする⽅がよほど怖いです。
気づかなかったり、⾒ないことにしたり、なかったこと
にしていたら、・・・リスクが増⼤して、被害が起こる。
だから、
“ハザード”を“⾒える化”して、管理⽅法を決めて、
関係者全員が確実に⼯程、設備、環境、⼈を管理するこ
とが必要
そのための⼿法（しくみ）が

HACCP

注意！ここに記載の内容は考え方、手法の説明用
の事例です。製品や工程等により異なります。

原材料の注文～受入

次のスライドでは、焼き菓子を事例に
いくつかの工程でのハザードとそれらへの対策の事例を示します。
ハザードがあるからといって、その食品を食べたら、健康危害が発
生するということではありません。
あくまでも、健康危害が発生しないように、ハザードを未然に
予防したり、増やさないようにしたり、減らしたり、
除去したりするということです。
このことを、確実にすることが、安全性を確保する上で必要です。
次以降は、一例です。
製造現場の大きさや配置、働く人、取り扱う原材料、設備の状態や
使用方法により、常に同じではありません。また、状況により、見直
しをします。

原料の秤量

→ 残留農薬基準に適合した小麦を調達す

小麦粉の原料である小麦に基 ることができるメーカーから小麦粉を買いま
準値を超える農薬の残留はな す。
い？
→ 小麦粉メーカーで検査をして、その結果

添加物を取り違えない？

小麦粉に病原微生物が混入し
ていない？

→ 小麦粉の製造現場で混入しないことを事前
にメーカーに確認します

→ 小麦粉メーカーで病原微生物が混入、
増殖しないように管理していることを確認し
ます。
→ 受入時には、包装（袋、箱）に水濡れや
破損がないことを確認します。

マーガリンが酸化していない？ → 10℃以下で輸送してもらいます。受け
取ったらすぐに、冷蔵保管庫に入れます。

包装資材は健康危害を及ぼす → 食品に直接触れる包装資材は食品衛
生法に適合していることを事前に確かめま
物質が溶出してこない？
す

→ 保管庫から取り出すとき、秤量時にレシ
ピに記載した名称と添加物の箱や袋に記載
された名称を照合します。
→ 秤量前に色とにおいを確認します

を報告してもらいます

小麦粉の製造時に他のアレル
ゲンが混入しない？

注意！ここに記載の内容は考え方、手法の説明用
の事例です。製品や工程等により異なります。

添加物を計る量を間違えない？ → 添加物のなまえと計る量を声を出し

て確認します
→ 原料の計量値とできた製品の量を照
合します。

計り取る容器の洗い残し、洗剤 → 洗い残しが出やすい箇所について、
指導をします。定期的に洗い残しの
のすすぎ残しはない？
チェックをします。

別の商品に使う アレルゲンは
飛んでこない？

→ アレルゲンの計量は、専用の部屋で
別の担当者が行います
→ アレルゲンの計量は、担当者と
時間を決めて行います
→ 原料毎に使用器具を決めています

注意！ここに記載の内容は考え方、手法の説明用
の事例です。製品や工程等により異なります。

混合

大きな釜の中に原料を入れて、均一に混ぜ合わせます

混合する設備に前に製造した製
品の生地が残らない？（別の製
品のアレルゲンが生地に混入し
ない？)
回転羽のグリスが釜の中に入ら
ない？

注意！ここに記載の内容は考え方、手
法の説明用の事例です。製品や工程等
により異なります。

成型

生地を型に入れたり、作りたい形や大きさにカットします

→ 設備の清掃方法を決めます。新製品の生
産、原材料の変更の場合には、清掃方法
が適切であるかどうかを確認します

天井から埃やゴミは落ちてこ
ない？

→ 製造室内にはゴミが入らないようにエア
フィルタを使用しています。
→ 天井や壁は錆が生じない材質にします。

→ グリスの状態（適正量、場所）を確認してか
ら製造を開始します
→ 万一グリスが製品に混入しても健康危害
が発生しないよう、食品製造設備用のグリ
スを使用します

焼き型の容器やカットする刃、
ワイヤが破損して混入しな
い？

→ 製造前、製造後に刃やワイヤに破損が
生じていないかを確認します
→ 刃こぼれやワイヤ切れが発生するとき
れいにカットできないので、製品を確認しま
す。
→ 後の工程で金属検査機で確認します。

→ 設備のネジのはずれがないことを、始業前、
終了後に確認します
→ 現場に不要なネジは置きません

回転羽のネジが外れて釜の中
に入らない？

→ 釜は常時蓋をします
始業時、清掃時に釜の上の状態を確認し
ます
→ 天井や壁は、定期的に補修します

混合をする部屋の天井からペンキ →
の剥がれが落ちてこない？

注意！ここに記載の内容は考え方、手
法の説明用の事例です。製品や工程等
により異なります。

注意！ここに記載の内容は考え方、手
法の説明用の事例です。製品や工程等
により異なります。

焼成・冷却

金属検査機
オーブンや焼き釜に入れて焼きます。その後、冷却します。

生焼けにならない？

焼いている途中に停電に
なったらどうなる？

誰かが触ったりしない？

→ 美味しくできるように焼く温度と時間を決
めます。その温度と時間で生地の中に残存
している病原微生物が殺菌されることを確
認します。
→ 機械が止まったときに、焼成・冷却工程
にある製品をどうするかをあらかじめ決めて
おきます。
→ 焼成機のどの場所まで流れた製品が問
題がないのかをあらかじめ調べておきます。
→ 不必要なときには、触りません。
→製造現場内は、手袋着用。製品に触れる
作業をする前には、手はアルコール消毒を
します。

包装

注意！ここに記載の内容は考え方、手
法の説明用の事例です。製品や工程等
により異なります。

ロール状になった包装資材で製品を包みながら、袋状に
個包装します。

どのくらい小さな金属片を見つける
必要があるか？

→ 食べた時に、人に危害が発生するよう
な大きさ、形の異物がないように、検出で
きるように精度を保ちます。

金属検出機が作動しない状況が
発生し得るか？

→ 金属検出機を通過した製品の数、検
出機で“異物あり”と判断した数と、製造し
た製品の数を照合します。
→ 金属検査機の使い方、作動状態の
確認方法を決めます。

“異物あり”と判断されたものは、
確実に除去できる？

小麦粉

砂糖

マーガリン

食塩、香
料・・・

包装材料

受入

受入

受入

受 入

受入

室温保管
包装資材に機械の破損片が付着し
ないか？
製造室の天井や壁から、ペンキ
破片やガラス片などが包装資材に
付着、混入しないか？
包装材料をセットする人の手から、包
装材料に腸管出血性大腸菌、ノロウ
イルスなどの汚染はないか？

→ 使用前、使用後に機械の異常の有
無を確認します
→ 定期的に清掃やチェックをします。
→ ガラスを使っている場所を事前に確
認して置き、異常がないことを確認しま
す。
→ ガラスが割れたときの対応方法をあ
らかじめ決めておきます。
→ 手洗いをします。手袋を使用します。
→ 体調が悪いときには、作業をしません。

→ 金属検査機で“異物あり”と判断した製品
は、商品として出荷されないように、製造ライ
ンから（コンベアからは）取り除きます。

冷蔵保管
秤量

室温保管

冷蔵保管
篩

混合
成型
焼成

保管

焼成

（１）

（２）

（３）

（４）

（６）
この工程は
CCPか？
（Yes／No）

性

個包装

小麦粉
受入

生物的
大腸菌、大腸菌群の
付着

中

小

小

小

－

－

中

小

大

中

中

小

箱詰め
倉庫で保管
トラックに積む（出荷）
輸送
販売

これらの工程
の中で、食品の
安全性を確保
するために、重
要なのはどこだ
ろうか？

化学的
基準値を超える残留
農薬の残存
物理的
なし

小麦粉
計量

生物的
ヒト から の病 原 微生
物の汚染
化学的
他の製品に使用する
アレルゲン（粉乳）の
混入
物理的
器具の破損片の混入

消費

“重要管理点”

（５）

重要なハザード
No、原材 発生が予測される食
か？
（３ ）の 判断根 拠は （ ３ ） で 重 要 と 認 め た ハ
料 ／ 工 品安全ハザードは何
可能 何か？
ザードの管理手段は何か
程名
か？
重大性

金属検査機

調査・
廃棄

ハザード分析表

包装材料

冷却

ここが大事！ を決めてしっかり管理

“重要管理点”

ところで、

HACCP とは・・・なに︖
これまでの、⼯程の例で・・・

ここをしっかり管理しないと ヤバそう︕
と思ったところはどこでしょう︖

モニタリングによる 衛生的な環境で製造され
検出事例がある
た小麦粉を購入する
小麦粉メーカーから大腸
菌・大腸菌群の検査結果
を受け取る
原料の小麦の生産
現 場 の 管 理 を し て 半年に1回に残留農薬検
いる業者より購入
査を実施
袋に入った状態で
納品される
－
手洗い、手袋の使
用により、発生可能 従業員の手洗いの徹底、
手袋の正しい使用
性は低い
計量室は共用。
取り違え、計量時の
トラブル発生時に混
入可能性あり
器具の材質上、老
朽化、落下等により
が

アレルゲンの計量時には、
時間を30分以上空ける
器具の使用前、使用後に
破損の有無を確認

ここが大事！ を決めてしっかり管理

ここをしっかり管理しないと ヤバそう︕
と思ったところ（⼯程）をしっかり管理
⾷品安全上、重篤な危害（⾷中毒、ケガなど）が発⽣する可能性
が⾼い⼯程
そういうところは、ハザードによる危害の発⽣を予防／低減／
ハザードの除去が必要
“そこ︕（しっかり管理する⼯程）” を 決めるための危害分析
HACCP
と その結果である 重要管理点
・・・

Hazard

CCPとすると決めた⼯程（重要管理点）の
決めること
どの工程を CCPとしますか
管理対象のハザードは何ですか
どのように管理しますか
どんな基準で管理しますか
（その基準を越えたら／満たさなければ
“安全でない”と判断する基準）

管理計画

Analysis

管理計画例

管理手段

管理手段
どの工程を CCPとしますか

金属検査機

管理対象のハザードは何ですか

設備由来の金属異物

どのように管理しますか
どんな基準で管理しますか
（その基準を越えたら／満たさなけ
れば “安全でない”と判断する基
準）
基準を逸脱した時にどうしますか

この工程の責任者、作業担当者は、
何をする人ですか（責任・権限）

Critical Control Point

CCPとすると決めた⼯程（重要管理点）の
決めること

基準を逸脱した時にどうしますか
その逸脱を再発しないためにどうします
か

and

その逸脱を再発しないためにどうし
ますか

金属検出機を通過させる
＊鉄 φ１．５mm、SUS φ2.5mm以上のテスト
ピースを検出できるように調整
＊確認・調整の頻度：始業時、1時間毎、終業時
金属検出機が反応した製品（異常品）は、廃棄
＊反応した製品の中に金属異物があった場合に
は、製造設備や環境の不具合原因を確認し、
異物が発生しないように補修する。
＊点検の手順を見直す。

この工程を管理する責任者、作業担
当者はどんな役割を担いますか

ラインリーダー：異常品の管理、再発防止、教育
作業担当者： 金属検査機の作動確認、
異常時の連絡

測定の記録は何ですか

「製造日報」「金属検査機動作確認記録表」

測定の記録は何ですか

“重要管理点”

ここが大事！ を決めてしっかり管理

危害要因の特徴、⾷品の状態、作り⽅、運び⽅、⾷べ⽅、
⾷べる⼈によって、Critical Control Point は
いろいろ。管理の⽅法もいろいろ。組み合わせて管理。
病原微⽣物

CCPを管理するだけでは⼗分ではありません。
病原微⽣物による汚染や増殖、異物や化学物質の混⼊を
防ぐ基本的なとりくみも必要

（腸管出⾎性⼤腸菌、ノロウイルス、カンピロバクター、ボツリヌス菌・・・）

→
→
→
→

⾼温で死滅させる
ｐHを下げて、増殖させない
⽔分活性を下げて、増殖させない
製造現場に持ち込まない

アレルゲンなどの化学物質

整理

洗浄

整頓

殺菌

清掃

→ 持ち込まない
→ 混⼊させない
→ 使わない
→ 知らせる

５S

７S

清潔

⾦属⽚、⽯、ガラスなどの硬質異物

習慣

→ 持ち込まない
→ 発⽣させない
→ 取り除く

HACCPシステムを⽤いた管理の全体像
HACCPシステム＋⼀般衛⽣管理

午後の⾒学の⾒どころはどこ︖
☑

聞きたいことは︖

⼯場の建物の外も製造現場と同じように衛⽣管理が必要

☑ 病原微生物は、小さい → 建物の外と中はつながっていると考える。
→ 人や物が出入りするときには、一緒に出入りしている
可能性あり

おいしいものを作るための管理
HACCP
システム

ハザード分析に基づく管理

☑ 働いている人の服装（色分け、デザイン、手袋、マスク、帽子、ポケットなど）

原材料の生産

施設の設計
設備

食品の取り扱い管
理

食品の搬送

製品の情報
消費者の意識

教育・
訓練

人の衛生

施設の保守及び清
掃・殺菌・
消毒

☑ 壁や天井、機械や製品の上
（きれいに清掃できる、きれいな空気を供給、上から何かが落ちてこない）
一般衛生
管理
・５S、７S
・環境衛生
・防虫・防
鼠
・人

☑ 温度や湿度、明るさ（異常を見つけることができる）、空気の流れ方も重要
☑ 扉の状態
製造室内で扉が開いたり閉まったりする。開ける前に確認！開けたら閉める！
☑ 設備の配置（一定方向に製品は流れていく）や 機械の間隔 （間隔が狭いと
事故や毛髪混入が起こりやすい）
・・・・・ いろいろなところに、工場の人たちの工夫や努力があります。
関心のあるところ、心配なところについて、質問しましょう。

徳島県消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター・食品表示コース

内容

2018/09/18

 自己紹介
 リスクコミュニケーションとは何か

～リスクコミュニケーターとしての実践に向けて～
土屋 智子
特定非営利活動法人HSEリスク・シーキューブ

 リスクの感じ方を理解する
 リスクコミュニケーション今昔
 ワークショップ ～皆さんはどう考えますか？～
2

1

徳島県には

自己紹介

HSEリスク・シーキューブとは

 山口県出身
 筑波大学卒業（経済学を専攻）
 1987年 財団法人電力中央研究所に入所

 Health（健康）
 Safety（安全）
 Environment（環境）
 Community（地域社会）
 Communication（対話）
 Collaboration（協働）

2000年ごろ？ 吉野川可
動堰問題の調査を実施
2008年 環境省の化学物
質リスコミ事業で四国電力
橘湾火力発電所のリスクコ
ミュニケーションを傍聴

 地域経済モデルの開発，リゾート開発の調査
 ライフスタイル研究，家庭の電力使用状況調査等

 1997年よりリスクコミュニケーション研究
 1999年JCO臨界事故後の東海村調査に協力
 2002年～2005年 東海村でリスクコミュニケーションプロジェクト
を実施
 2005年～NPO法人設立

 2012年６月 電力中央研究所を退職
 現在 NPO法人として東海村や福島で活動中

東海村を拠点に、リスクコミュニケーションの実践と支援
活動を実施
3
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リスクコミュニケーションの生い立ち

リスクコミュニケーションとは何か

 生まれはアメリカ，1970年代の初めごろ
 最初は，専門家が一般市民に“科学的な知識を与え
たり，専門家が行ったリスク評価の結果を教えたりす
る”活動（教育・啓蒙活動）として始まった
 背景には
 リスクは低いと専門家が評価する事柄（原子力や都市開発
など）への反対運動
 人々の知識不足，特に科学的知識の不足が明らかに
 人々のリスクの感じ方が専門家と大きく違うことが明らかに

5
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リスク認知の違い（危険と感じる順）
女性

大学生

原子力

原子力

自動車
拳銃
喫煙
オートバイ
アルコール飲料
自家用飛行機
警察の仕事
殺虫剤
外科手術
消火作業
大規模建築物
狩猟
スプレー缶
登山
自転車
航空機
電気
水泳
避妊薬
スキー

拳銃
喫煙
殺虫剤
自動車
オートバイ
アルコール飲料
警察の仕事
避妊薬
消火作業
外科手術
食品添加物
スプレー缶
大規模建築物
自家用飛行機
航空機

エックス線

エックス線
高校や大学のフットボール
鉄道
食品添加物
食品着色料
電動芝刈り機
抗生物質
家電機器
ワクチン接種

狩猟
電気
食品着色料
抗生物質
登山
鉄道
自転車
スキー
高校や大学のフットボール
家電機器
電動芝刈り機
ワクチン接種
水泳

自動車の危険度を10としたときの様々な技術や
行動の危険性

専門家
自動車
喫煙
アルコール飲料
拳銃
外科手術
オートバイ

74.6

大地震
66.9

テロ

エックス線

51.7

放射性廃棄物

殺虫剤
電気
水泳
避妊薬
自家用飛行機
大規模建築物
食品添加物
自転車
航空機
警察の仕事
消火活動
鉄道

45.8

原子力発電所
36.4

風水害

34.6

産業廃棄物処分場
27.6

遺伝子組換え食品

23.5

農薬
17.5

石炭火力発電所

原子力

16.1

停電

食品着色料
家電機器
狩猟
抗生物質
ワクチン接種
スプレー缶
高校や大学のフットボール
電動芝刈り機
登山
スキー

15.9

電磁波

14.1

航空機

13.8

喫煙
自動車

10

レントゲン撮影

9.7

電力中央研究所2003年調査
8

7

Slovic, Fishhoff & Lichtenstein(1979)

リスクコミュニケーションとは

当時の考え方

個人,機関,集団間での情報や意見のやりとりの
相互作用的過程
（National Research Council,1989）

 人々が原子力を怖がるのは、正しい知識がないか
ら。正しい知識を提供すれば、「安全」であることが
理解できるハズ
 人々の考えを専門家に近づけることが目的

主たる受け手

主たる送り手

 原子力リスクの小ささを示すために、車の運転や喫
煙のリスクと比較した。

リスクメッセージ
リスク専門家
（科学者,企業,

２０年努力したが、成果は上がらず、むしろ人々か
らの反感と不信感が増す

行政機関など）

利害関係者
相互作用的・双方向的 （一般の人々な
ど）
関心・意見の表明

9
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リスクコミュニケーションとは

リスクコミュニケーションの理念

 “リスクコミュニケーション”とは、相手の気持ちを変え
ることではなく、相手と気持ちを通わせ、リスクについ
ていっしょに考えること

 人々には自分の生命や生活に影響を与える事柄に
ついて知る権利と決定する権利がある。
 専門家（企業）は，人々が判断するために必要な情
報を提供する責任があり，人々を理解する必要があ
る。
 人々は，リスク評価やリスク管理に役立つ情報を提供
できる（場合がある）。

 人々を変えるのではなく、信頼関係を気づくことがリ
スクコミュニケーションの目的
11
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なぜ、“リスクコミュニケーション”は失敗してきた
のか？

３つのリスクコミュニケーション
どんな食生活を選ぶ？

 Ｃare Communication

 事故の影響
 「安全」と説明してきた原子力発電所の事故
 他の産業の事故やリスク管理の失敗で企業や行
政、専門家への信頼が低下

 個人のリスク判断と行動を助けるコミュニケーション（使用
上の注意、医療現場のインフォームド・コンセントなど）

 Ｃonsensus Communication

地域の農業をどうする？

 リスクに係わる意思決定を手助けするコミュニケーション
（環境影響評価、安全管理計画、規制変更など）
 日常型と問題解決型

 そもそも人は、リスクをリスク評価結果のように感じる
ことが難しい
 リスク評価の方法論の歴史は100年程度
 人のリスクの感じ方に特徴がある

食中毒を防ぐには？

 Ｃrisis Communication

 緊急時における適切な判断と行動を手助けするコミュニ
ケーション（災害対応、事故対応、伝染病予防など）
 事前の活動と事後の活動
13

14

リスクの語源
リスクの感じ方を理解する

 riscare（イタリア語？）





ギリシャ語「水面下に隠れている岩礁」
ラテン語「勇気をもって試みる」
アラビア語「今日の糧を得る」
「絶壁の間を船でいく」／航海の危険を示すイタリア語か
スペイン語

 航海のリスクを勘案した保険が生まれる
 賭け事のリスク計算から確率論が生まれる
人の行為に由来する
マイナスもあるが利益もある
比較して選択したい！

15

リスクとは
よりみ
ち

リスク ＝ 被害の生起確率 × 被害の重大性
＝ F(被害の生起確率，被害の重大性，

16

リスク評価研究は原子力から
始まった

• 原子力の平和利用のために必要

発生シナリオ）

– 健康に影響を与える放射性物質を扱う
– 莫大なエネルギーをコントロールする
– 多様な機器や装置類の巨大システムを制御する

・被害とは何か
・被害の生起確率を予測できるか
・被害の重大性とは何か
・被害の重大性を予測できるか
リスクは多様な論点と不確実性を含んでいる
17

リスク評価で弱点を発見し、安全対策や防災対策へ活
かす
旧日本原子力研究所で「安全研究」が進められてきた18

専門家のリスク評価

リスクには方言がある
よりみ
ち

食の安全では暴露される
可能性も重要

• 化学物質の健康（環境）リスク
– ⇒原因となる物質の暴露量 × 死亡（発がん）確率
– ★暴露される可能性は考慮しない
• 地震による災害リスク
– ⇒地震によって災害が発生する確率
– ★地震の発生確率は１、建物の耐震性などによってリスクが変化
• 原子力発電所のリスク
– ⇒何らかの要因で機器の不具合が発生し過酷事故に至
る確率×放射性物質が放出された結果、死亡（発がん）
する確率

 リスクを「人間の生命や健康、資産に望ましくない結果をもた
らす可能性」としてとらえ、その大きさを「危険をもたらす確率」
と「その障害の重篤度」という２つの要素によって扱い、これら
をできるだけ科学的なデータや方法によって評価しようと努力
する。
 人間にとって最も重篤な被害として「死亡」「発がん」「経済被
害」など被害（エンドポイント）を決め、確率を算出して比較す
る。
確率に注目しやすい！
 データがあるもの，科学的な判定が可能なもの，計算できるも
のを扱うことが多い。
計算できないものは無視しやすい！20

– ★自然災害が原因で多くの機器が故障する確率、広域避難や長期
19
避難による影響は考慮されてこなかった

市民のリスク認知

リスク認知の特徴
 個人によって異なる
 個人の中でも時と場合によって異なる
 国や文化によって違う
 性別や年齢、職業（専門性）によって異なる
 科学データに基づくリスク評価とのギャップがある
 ギャップが小さいもの：食品添加物、エスカレーター、
自転車
 リスク評価より主観的リスクが高いもの：原子力、鎮痛
剤の服用、大気汚染
 リスク評価より主観的リスクが低いもの：コーヒー、ス
キー、電車

 「主観的な確率推定」と「望ましくない出来事のひどさの程度
の認知」によって人々が感じるリスクの大きさ
 望ましくない出来事の不確実性に関する主観的な見積もり
 様々な被害を考える
確率よりも結果に注目！
計算できない被害にも注目！
21
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リスクに関わる認知バイアス

情報処理の特徴によるバイアス
 利用可能な情報をすべて使わない

 基本的に人間はリスク回避的




 ベネフィットがあれば低く見積もる

身近な情報や簡単に入手できる情報だけで判断してしまう
出来事の記憶しやすさや想像しやすさによって影響を受けやすい

 人々の強固な信念は容易に変え難い
 自分個人のリスクは低くとらえがち(ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾊﾞｲｱｽ)



 表現の仕方によって受け取り方が変わる

 出来事に意味や規則性を見いだそうとする


自分の考えに一致するような情報を選択し、一致するように情報を
解釈する



血液型の性格判断，雨男・晴れ女

よいことには確実な結果を，悪いことには回避の可能性を期待する

 確率判断では、集団の大きさや条件を無視しやすい

 予想が実現すると実際以上に起こりやすく感じる





23



自分個人のリスクは低くとらえがち
予想が実現すると実際以上に起こりやすく感じる
出来事に意味や法則性を見出そうとする
確率の低いものほど認知の正しさに自信をもつ

24

市民と専門家のリスク認知の差

認知のバイアスは誰にでもある！

99年電中研調査

安全

 専門家と言えども、人間特有の認知バイアスを持っ
ている


4

ただし、教育・訓練・経験で修正することは可能







一般市民
原子力専門家
電力（女性）

バイオ専門家
電力社員

4.34
4.04

4.17

3.74
3.19 3.13

 専門家であるがゆえのバイアスもある


5

3

ベテラン・バイアス（よく知っているために判断を誤る）
科学技術はコントロールできるという信念が強い（ヒューマ
ンエラーや意図的介入の可能性を小さく考える）
自動制御への過信（自動化されていると警戒心が衰える）
個別システムの知識と制御への自信（複雑なシステム間
の相互作用を見落としやすい）
専門分野に精通している（「木を見て森を見ず」に陥りや
すい）
現場知の不足

2.69

2.51

2.58
2.17

2
危険
1

遺伝子組換え食物

原子力発電

25
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リスクを高く感じる要因
リスク表現に関する研究結果から












 数値で表す場合、確率より頻度の方が理解しやすくリスク
を高く感じやすい（→行動しやすい）
 グラフの場合、単純な幾何学的グラフより、人型など人のリ
スクを感じさせる表現の方が理解しやすくリスクを高く感じ
やすい
 分母を示すことは信頼性を増すが、分母の大きさによる影
響は複雑
 単一ではなく、比較可能な対象を同時に示すと、理解しや
すい
 「何人に１人」より「何時間に１人」のような時間間隔で提示
する方がリスクを高く感じやすい
日本リスク研究学会誌15（２）
91～96ページ（2005）参照

経験や想像によってリスクを評価でき
る表現が理解を助ける

人はリスクの大小だけで
判断しない
非自発的にさらされる
不公平に分配されている
個人的な予防行動では避けることができない
よく知らない、新奇なものである
人工的なもの
隠れた、取り返しのつかない被害がある
小さな子供や妊婦、後の世代に影響を与える
通常とは異なる死に方をする
被害者を知っている
科学的に解明されていない
信頼できる複数の情報源から矛盾した情報が伝えられる

吉川肇子「リスクとつきあう」（2000）

28
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問題になりやすいリスクの比較

なぜ比較が問題を起こすのか

 自分で選ぶリスクと選べない押し付けられたリスクは比較で
きない
 自分で予防できるリスクと自分では何もできないリスクは比
較できない
 何等かの便益を感じているリスクと便益を感じられないリス
クは比較できない
 人々が事故によって否応なく被害を受けていることを忘れない
ようにしましょう
 原発から何も恩恵を受けていなかった人々も被害を受けてい
ることを忘れないようにしましょう

29
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リスク比較のガイドライン(続）

リスク比較のガイドライン(Covello 1989)
第一ランク（最も受け入れられる比較）

第四ランク（僅かにしか受け入れられない比較）

 時期が異なる同一のリスクの比較
 基準との比較
 同一のリスクに対する異なる評価の比較







第二ランク（望ましさの劣る比較）
 何かを行うリスクと、それを行わないことの比較
 同一の問題に対する異なる解決策間の比較
 他の場所で起こった同一のリスクとの比較

コストとの比較、あるいはコスト／リスク比での比較
リスクと便益との比較
職業リスクと環境リスクの比較
同一の源泉に起因する他のリスクとの比較
同一の病気や怪我をもたらす他の特定原因との比較

第五ランク（ほとんど受け入れられない比較）
 関係の無いリスクとの比較（原子力と喫煙、車の運転、落雷
などとの比較）

第三ランク（さらに劣る比較）
 平均的リスクと特定の時期や場所における最大のリスクとの
間の比較
 ある悪影響を及ぼす一つの源泉に起因するリスクと、同一の
影響を及ぼす全ての源泉に起因するリスクの比較

人々がリスクを認知する際に意識する要因に注意すること
これらの要素を無視すればするほど、比較の有効性は
低くなる。

31
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リスクコミュニケーション今昔
～チェルノブイリ原発事故の教訓～

リスクコミュニケーション今昔

• 英国の放射線管理の失
敗例（昔の“リスクコミュ
ニケーション”）
コリンズ＆ビンチ「迷路の中のテクノロジー」
化学同人



IAEA/NEA(2004) Stakeholder Participation in Radiological Decision
Making: Process and Implications, ISBN 92-64-02065-9

33

欧州における137Csの地表汚染

34

英国における羊の放射能汚染問題

35
（IAEAチェルノブイリフォーラム環境専門家グループ報告書より）

ベラルーシの放射線管理の成功例（今の
“リスクコミュニケーション”）

1986年4月26日 チェルノブイリ原発事故発生
5月 2日 英国カンブリア高原地方に大雨。政府と科
学者は、「健康リスクはなく、放射能レベル
はすぐに通常に戻る」と発表。
5月13日 農業水産食品省がＥＵの行動開始レベルよ
り50％高い放射能を確認
5月30日 政府は土壌や羊のより高い放射能汚染レベ
ルを発表。
6月20日 農業大臣が羊の移動と屠殺を3週間禁止す
ると発表。健康影響はなく汚染はすぐに許容
レベルまで下がると説明。
7月 2日 カンブリア地方は無期限禁止へ変更
以後1988年まで2年間高い放射能レベルが継続し、カンブリア
地方の牧羊業は規制下に置かれた。

36

行政・科学者と牧羊農家の違い

科学者のモデルの誤り

行政・科学者の考え
• ベントナイトの除染効果を
検証するために、羊を囲い
込んで調査
• 谷間の牧草を食べさせれ
ば羊の汚染は低下する。
• 麦わらのような輸入飼料で
育ててはどうか。
• 汚染検査を効率的に行うた
めに出荷日と出荷先を事
前に届け出ること。
• 放射性セシウムはすべて
チェルノブイリ事故の影響

• 放射能を含んだ雨は一様に土壌を汚染した。
– 雨水は流れるものであり、起伏のある土地では一様に
流れたり、溜まったりしない。
• 放射能測定値の大きな差

• 羊は、雨によって汚染された草を食べたために汚
染されたのであり、一時的な影響である。
– カンブリア高原の酸性泥炭質の土壌では放射性セシウ
ムは化学的に可動的であり、植物の根から吸収されや
すく、羊の体内で濃縮された。
• 羊の汚染が継続、汚染レベルが上昇

牧羊農家の考え
• 羊は囲いの無い山地の草
を好むのであり、囲いこん
では意味がない。
• 谷間の牧草は冬の間の干
し草や貯蔵用牧草。
• 麦わらを飼い葉と思う羊な
ど聞いたこともない。
• 子羊の状態に応じて出荷
のタイミングを測らなけれ
ば売れない。
• セラフィールドの火災事故
の影響があるに違いない。

科学者がモデルを変えたのは２年間高い放射能レベルが続いた後

38
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南部ベラルーシにおける放射線防護

フランスチームの国際協力活動

背景
• チェルノブイリ事故で汚染された地域で居住を希望する人
々の汚染を最小限に抑えるため、旧ソ連政府は様々な行
動制限を行った。

• フランスの放射線防護の専門家を中心とする
チームが、南部ベラルーシの複数の村に滞在し、
実態把握を開始。
• 人々が放射線に関する知識をもっていないことに
気付き、教育活動を展開。

– ミルクの摂取禁止
– 屋外作業の制限や森林への立ち入り禁止など

– 理解されないだけでなく、信頼されなかった。（旧ソ連
政府の専門家と同じパターン）

• 官僚的かつトップダウンの規制では、十分な説明も適切
な監視も行われなかった。

• 住民宅を訪問し、生活の実態や疑問などを聞き
取る調査を実施。

• 汚染土壌の入れ替えなどを含む多額の費用をかけた対
策にも関わらず、子供の汚染が継続するなど、期待した
効果が上がらなかった。

– 地域住民が解決を必要としている６つの課題につい
て、ワーキンググループを設け、住民との対話と協力
により解決。
40
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「子供の放射線安全」
ワーキンググループの活動


昔のリスクコミュニケーション
専門家・
行政・企
業が決定

母親たちが汚染の実態を知らない
– 住宅内や庭、子供たちが遊ぶ場所の
測定を実施
– フランスの測定値と比較して結果を示
すことにより、どこが安全か、どこで何
時間過ごせるかを理解







普通の食卓に並ぶ具体的な食物の放射線測定を実施
季節に応じた食事の変化も考慮
何をどのくらい食べてよいのかという目安情報を提供
母親たちは、周囲の人に教えていった

リスクコミュニケーション
リスク管理

今のリスクコミュニケーション

母親たちは家族に何を食べさせてよいのか混乱して
いた


リスク評価

リスクコミュニケーション

リスク評価
41

リスク管理
42

NPO法人ハートフルハート未来をはぐ
くむ会 理事長 成井さんの指摘
どんな不安があるのか
 よく解っていないという曖昧さへ
の不安
 情報が信用できないという不安
 自己判断や責任を負わなけれ
ばならないという不安

他地域の放射線量と比較する

どう対処すればよいのか
 不安を尊重する
 人は否定には心を閉ざし、理解
には心を開く

 受動的な“分からない”を主体
的な“分かる”にする
 信頼できる人からの情報提供

放射線量（μSv/h）

楢葉町（26年4月）では

0.072～0.162
住んでいる棟の近くで0.161
を観測

南側はほとんど0.16以下

18歳まで暮らした山口県
21年度
地上1.5m
（1mの値とほぼ同じ）

0.084～0.128
平均 0.09
2012年1月2日に0.136（みぞ
れのため）

山口県の平均は楢葉南
小の鉄棒前と同じ

東海村の社宅
2012年1月
地上50cmで5回測定した平
均

リビング
0.082
玄関
0.106
庭
0.128
敷地内広場
0.168

 提供の前に信頼関係づくりを

 仲間同士の話し合い

放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター「暮らしの手引き～専門家に聞い
た放射線３０のヒント～」より

43

リスクコミュニケーションの課題

信頼を積み上げていくために
 人々を守る能力を示す
 専門知識、専門的技術力
 経験、資格

どの要素が影響を及ぼすかは
事例によってさまざまだが，能
力の高さを訴えるだけでは信
頼は得られない

 人々を守る姿勢を示す





場所
土屋自宅周辺
2013年12月22日
地上1m

まじめさ、コミットメント、熱心さ
公正さ、中立性、客観性、一貫性
正直さ、透明性、誠実性
相手への配慮（ケア）、思いやり 能力を見抜くのは難しいが、相手の

考え方や価値観を見抜くことは可能

中谷内一也（２００８）
「安全。でも，安心できない・・・－信頼をめぐる心理学」ちくま新書より

45

 情報提供側に教育や啓蒙活動の一種として理解している人
が多い。
 目的や結果が明確でないため、行政や企業は資源を投入し
にくい。
 組織が自らの不利益になるリスク情報を積極的に出すことは
非常に難しい。
 組織の計画変更を求める事態に陥る場合もある。
組織的取り組み（組織のトップの関与、組織間の連携とコミュニ
ケーション）が必要
内部でリスクについて語れない組織が外部とリスクコミュニケー
ションすることはできない

民主社会の行政府が消費者に保証すべき権利
 安全を求める権利
 知らされる権利
 選ぶ権利
 主張し傾聴される権利

ワークショップ
皆さんはどう考えますか？

1962年の「消費者利益の保護に関するケネディ特別教書」より
国際消費者機構では、上記４つの権利のほかに
・救済される権利
・消費者教育を受ける権利
・健全な環境の権利
を加えている。
47

今年3月、消費者庁の遺伝子組換え食品の表示制度検討会は、
「遺伝子組換えでない」と表示できるのは、“不検出の場合のみ”と厳格化するとの報告
書を公表しました。実は、これまで混入率が5％未満であれば「遺伝子組換えでない」と
表示することができていたのです。
しかし、“不検出”というのは、０ということではありません。また、この表示は任意です。
皆さんは、検討会の結論に対してどのように考えますか？
48

農林水産省「遺伝子組換え農作物の現状について」

49

検討会は、不検出の場合に限って「遺伝子組換えでない」と表示されるよう提案

消費者庁 第7回遺伝子組換え表示制度に関する検討会（2017年12月19日）
資料１：遺伝子組換え表示の表示方法の考え方（案）より

遺伝子組換え農
作物が含まれて
いるかいないか
を明確にするた
めには、流通管
理が不可欠

国立研究開発法人
農業生物資源研究
所HPより
51

今、遺伝子組換え技術は

グループで議論してみましょう

遺伝子組換え農作物の生産は年々拡大
世界２８か国で栽培
承認されている主な作物は、ダイズ、トウモロコシ、ワタ、ナタネ

 現在の表示制度のメリットやデメリット
日本はこれらを大量に輸入しており、輸入作物の多くが「遺伝子組換え不分
別」・・・つまり多くが遺伝子組み換え体

 “不検出”の場合のみ「遺伝子組換えでない」と任意表
示するようになったら、よくなる点は？／問題は？

日本では、一般ほ場での栽培は行われていない
しかし、輸入作物が港や道路脇で生育しているのが確認されている
⇒ただし、子孫を残さないなどの性質から環境への影響は小さいと評価
2016年5月9日 奈良先端科学技術大学院大学から組換え植物が流出
し、野外で生育していることが確認された。約１年前から20～30種類が流
出。
2016年6月17日 厚生労働省は、遺伝子組換え酵母菌を不十分な滅菌処
理のまま排出していたバイファ（田辺製薬子会社）を厳重注意。

 賛成／反対とその理由をまとめてみましょう
 関連して、表示制度で改善するとよい点があれば提案
しましょう
53
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科学的にものを見ること・伝えること
食品安全リスクコミュニケーター・食品表示コース
おさらいと演習

おさらい①
リスクコミュニケーターの役割 と 求められるもの

竹西亜古（たけにしあこ）＠兵庫教育大学大学院
All right reserved by Ako Takenishi, 2018

３つの支援をする人

リスクに対する、ひとりひとりの理解が深まるための支援

リスクコミュニケーターって、なにする人？
リスク管理を適切に評価できるようになるための支援

ひとりひとりが最適な個人的選択・意志決定をするための支援

啓蒙主義
そのために、リスクコミュニケーターに求められるもの

民主主義
自己決定

合意形成

知識

ううぅ～、生牡蠣にあたった・・・

表示

なぜ、そのような表示なのか、仕組み・
意味が分かっている

おさらい②
情報選択

どこを探せばいいか、が
分かっている

たくさんの情報から、
科学的な情報を見抜
く目を持つ

科学的であること と わたしたちのものの見方

理科の時間

調査
科学的って、なに？

観察

実験

科学的実証に必要なこと

原因と結果の関係を明らかにする

科学的研究

原 因 側

結 果 側

原因がそのひとつだけであること

正しいものさしで測られていること

何度やっても、同じ関係がある
科学的実証
どのひまわりでも、同じ関係がある
方法・手続き

データ・分析

因果関係が確かめられた！

これらを読み取る！

あふれる情報の中から、
科学的に正しい情報を見分ける力

リスクコミュニケーターとして、
科学的リテラシーを高めよう！

科学が現象を明らかにするため用いる方法について、基礎的な理解を持つ

みんなの科学的リテラシーも高めなければ！

科学的リテラシー
自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意
思決定するために、科学的知識を使用し、課題を明確にし、証拠に基づく
結論を導き出す能力（OEDC）

そうは問屋がおろさない

い組 １２３４５６７８９

い組 １１１１１１１１
い組 ３０２５９１３６１

科学的因果関係とはちがう、因果関係を感じる
人の認知の特徴 「関係づけが大好き」

彼は、毎朝、大事に育てているたくさんの薔薇の世話をし、
午後は、友人とゆっくりお茶を楽しむ。

お ま け

なぜ、われわれは純粋に科学的でいられないのか？
他の可能性を考える前に、結論づける
人の認知の特徴 「楽をしたい、なまけもの」

よさそう

ヤバそう

グループ演習

練 習

科学的にものを見ること と 伝えること

科学的に見るポイントは、どこ？

演習のすすめ方

グループ演習 ①
科学的に正しい情報は、どれ？

・ 進行係を決める。
・ １枚の

付箋

に、ひとつのことを、短く書く。

・ ひとり、５枚以上。できるだけたくさん、

この商品は、科学的に効果がありそう？
その根拠は？

・ 書いた

付箋

付箋

を書く。

を、大きな紙に貼る。その時、ひとこと理由を言う。

・ 全員で、貼られた

付箋

を、「似たもの同士」であつめる。
（貼る位置を変える）

・ 集まった「似たもの同士」に、「名前をつける」
発 表

グループ演習 ②
「わたし、これ、買おうと思うけど」と、友人から相談を受けた。
① グループ発表

② グループ発表

リスクコミュニケーターとして、どう対応する？

おわりに
わたしが、みなさんに期待すること

リスクコミュニケーターは３つの支援をする人

リスクコミュニケーションの形態
リスクに対する、ひとりひとりの理解が深まるための支援

リスク管理を適切に評価できるようになるための支援

ひとりひとりが最適な個人的選択・意志決定をするための支援

平成30年度 徳島県消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター・食品表示コース

竹西亜古（たけにしあこ）＠兵庫教育大学大学院
All right reserved by Ako Takenishi, 2018
Thank YOU !

桂浜園地にて 2018.9.18撮影

③ 授業評価アンケート
平成 30 年度 消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター養成・食品表示コース
アンケート用紙（第一日目）
平成 30 年 ８月 28 日（火）

このアンケートは、今日の講義のポイントについて、皆様にご理解いただける内容であったかを
調べるためのものです。今後の企画をより良いものとするために、ご協力をお願いします。
該当する番号に○を付し、「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」を選ばれた場合には、
更に記載をお願いします。
（１） 午前中の講義「オリエンテーション」について（説明者：消費者庁職員）
理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

１ 「食品安全行政と消費者庁の取組」がどのようなものか理解でき
た。

１

２

３

４

５

※ 「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りに
くかったですか。ご自由にお書きください。
〔

２ 「消費者庁や徳島オフィスの取組」について理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りにく
かったですか。ご自由にお書きください。
〔

３ 「リスクコミュニケーター養成研修の目的及び今後の予定等」に
ついて理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りにくか
ったですか。ご自由にお書きください。
〔

〕

（裏面に続く）

（２） 午後の講義：「総論：食品安全とリスクコミュニケーション」について（講師：唐木英明先生）
理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

１ 「リスク管理を実施する上での、ハザード（危害要因）、リスク、リ
スクアナリシス（リスク分析）」について講義で話された内容が理解で
きた。

１

２

３

４

５

※「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りにく
かったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

〕

２ 「食品安全基本法の基本的認識、食品衛生法」について講義で
話された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

３ 「ＡＤＩ（一日摂取許容量）、ＡＲｆＤ（急性参照用量）」について講義
で話された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載におなじ。
〔

〕

４ 「食品安全についての基礎的な知識（表示・フードチェーン・ＧＡ
Ｐ・ＨＡＣＣＰ）」について講義で話された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

５ 「リスクコミュニケーションの目的（７項目）」について講義で話さ
れた内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

６ 「リスクコミュニケーションの実施や成功の鍵」について講義で話
された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

７ 「リスクコミュニケーターの果たすべき役割やそのための心得」に
ついて、理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（以上で終了です。ご協力有難うございます。）

平成 30 年度 消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター養成・食品表示コース
アンケート用紙（補講）
平成 30 年 11 月 8 日（木）
このアンケートは、今日の講義のポイントについて、皆様にご理解いただける内容であったかを
調べるためのものです。今後の企画をより良いものとするために、ご協力をお願いします。
該当する番号に○を付し、「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」を選ばれた場合には、
更に記載をお願いします。
本日の講義「食品表示の適正化に向けた取組・食品の表示制度」について
（説明者：徳島県安全衛生課職員）
理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

１ 「食品表示の適正化に向けた取組」について講義で話された内
容が理解できた。

１

２

３

４

５

※ 「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りに
くかったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

２ 「食品の表示には大きく分けて安全のための表示・健康を守る表
示・商品選択のための表示の３種類ある」について講義で話され
た内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

３ 「安全のための表示（アレルギー表示、消費期限、保存方法）」に
ついて講義で話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（裏面に続く）

理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

４ 「健康を守る表示（栄養成分表示）」について講義で話された内
容が理解できた。

１

２

３

４

５

※「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りにく
かったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

５ 「商品選択のための表示である添加物の表示は食品安全と関係
がない」について講義で話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

６ 「商品選択のための表示である原産地の表示は食品安全と関係
がない」について講義で話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

７ 「商品選択のための表示である遺伝子組み換えの表示は食品安
全と関係がない」について講義で話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

８ 「各表示の見るべきポイント・気をつけるべきポイント」について
講義で話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

平成 30 年度 消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター養成・食品表示コース
アンケート用紙（第三日目）
平成 30 年９月 11 日（火）

このアンケートは、今日の講義のポイントについて、皆様にご理解いただける内容であったかを
調べるためのものです。今後の企画をより良いものとするために、ご協力をお願いします。
該当する番号に○を付し、「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」を選ばれた場合には、
更に記載をお願いします。（質問の一部に、前回までの講義内容を踏まえた記述があることをご了
解ください。）
本日の講義：「HACCP の取組について」について（説明者：戸部依子先生）
理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

１ 「食品のリスクは、毒性×体内吸収量（食品安全は量の問題）」
について理解できた。

１

２

３

４

５

※ 「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りに
くかったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

２ 「食品健康影響評価と食品を取り扱う現場のつながり」について
講義で話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

３

「ハザード分析（危害要因の見える化）の実際」について講義で
話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（裏面に続く）

理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

４ 「表示、検査によって食品の安全性は確保できますか」について
講義で話された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りにく
かったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

〕

５ 「食品安全ハザード（危害要因）の分類と特徴」について講義で
話された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

６ 「重要な食品安全ハザードの管理（CCP）」について講義で話され
た内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

７ 「HACCP システムを用いた管理の全体像」について講義で話さ
れた内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（以上で終了です。ご協力有難うございます。）

平成 30 年度 消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター養成・食品表示コース
アンケート用紙（第四日目：午前）
平成 30 年９月 18 日（火）

このアンケートは、今日の講義のポイントについて、皆様にご理解いただける内容であったかを
調べるためのものです。今後の企画をより良いものとするために、ご協力をお願いします。
該当する番号に○を付し、「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」を選ばれた場合には、
更に記載をお願いします。（質問の一部に、前回までの講義内容を踏まえた記述があることをご了
解ください。）
本日の講義：「リスクコミュニケーションの実態」について（説明者：土屋智子先生）
理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

１ 「リスクコミュニケーションとは何か（目的、理念、３つのリスクコミ
ュニケーション、失敗等）」について講義で話された内容が理解でき
た。

１

２

３

４

５

※ 「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りに
くかったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

２ 分野によって多様な言い方があることを踏まえた上で、「リスク
＝ 被害の生起確率 × 被害の重大性」について理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

３

「リスク認知の特徴」について講義で話された内容が理解でき
た。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（裏面に続く）

理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

４ 「リスク比較のガイドライン（第一～第五ランク）」について講義で
話された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りにく
かったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

〕

５ 食品安全の分野でリスクコミュニケーションが必要とされた理由を
含め、「リスクコミュニケーションの“昔”と“今”」について講義で話
された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

６ 「リスクコミュニケーションの課題」について講義で話された内容
が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

７ 「ワークショップ～皆さんはどう考えますか？～」のグループ内で
出された、それぞれの意見の理由等について理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（以上で終了です。ご協力有難うございます。）

平成 30 年度 消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター養成・食品表示コース
アンケート用紙（第四日目：午後）
平成 30 年９月 18 日（火）
このアンケートは、今日の講義のポイントについて、皆様にご理解いただける内容であったかを
調べるためのものです。今後の企画をより良いものとするために、ご協力をお願いします。
該当する番号に○を付し、「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」を選ばれた場合には、
更に記載をお願いします。（質問の一部に、前回までの講義内容を踏まえた記述があることをご了
解ください。）
本日の講義：
「話す・まとめる・交渉する～スピーチスキルアップのために～」について（説明者：加渡いづみ先生）
理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

１ 「コミュニケーションの基本」について講義で話された内容が理解
できた。

１

２

３

４

５

※ 「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りに
くかったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

２ 情報の伝え方として、内容と手段を考える際のヒントとなる「伝達の
ゆがみ～なぜ正確に伝わらないのだろうか」について講義で話さ
れた内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

３

伝達側の責務等を踏まえた、「リスクコミュニケーションにおける
伝え手の姿勢」について講義で話された内容が理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（裏面に続く）

理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

４ 「聞き手に気づきを促すポイント」について講義で話された内容が
理解できた。

１

２

３

４

５

※「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りにく
かったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

〕

５ 対象者毎の対応方法を考慮する 「目の前の聞き手を大切に」に
ついて講義で話された内容が理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

６ グループワークを通じて「スピーチスキルアップのために何が必
要か」理解できた。

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

７ 「グループワークにおいて出された、各人の意見とその考えに至
る根拠」について、話を聞いて理解できた。（賛否不問）

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（以上で終了です。ご協力有難うございます。）

平成 30 年度 消費者大学校大学院
食品安全リスクコミュニケーター養成・食品表示コース
アンケート用紙（第五日目）
平成 30 年９月 25 日（火）
このアンケートは、今日の講義のポイントについて、皆様にご理解いただける内容であったかを
また当コースの内容が皆様に資するものだったか調べるためのものです。今後の企画をより良いも
のとするために、ご協力をお願いします。
本日の講義：「科学リテラシー」について（説明者：竹西亜古先生）
理解できた

やや理解できた

どちらとも言えない

あまり理解できなかった

理解できなかった

１ 「リスクコミュニケーターの役割」について講義で話された内容が
理解できた。

１

２

３

４

５

※ 「あまり理解できなかった」、「理解できなかった」と回答した方にお尋ねします。どのようなこと・どのような点が解りに
くかったですか。ご自由にお書きください。（以下同じ。）
〔

２ 「科学的に正しい情報の見極め方」について講義で話された内容
理解できた。

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

３

グループワークを通じて「科学的なものの見方・伝え方」が理解
できた

〕

１

２

３

４

５

※１の記載に同じ。
〔

〕

（裏面に続く）

食品安全コミュニケーター・食品表示コースの全課程を終了して
そう思う

どちらかと言えばそう思う

どちらとも言えない

どちらかと言えばそう思わない

そう思わない

１ 当コースの講義内容について満足している

１

２

３

４

５

※「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」と回答した方はその理由もお書きください。
〔

〕

２ 自身の生活の中で、当コースで得た知識や経験を活かしたい

１

２

３

４

５

※「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」と回答した方はその理由もお書きください。
〔

〕

３ 普段の生活や仕事の場において、食品安全の情報の伝え手にな
る機会があることから、実践してみたい

１

２

３

４

５

※「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」と回答した方はその理由もお書きください。
〔

〕

４ 自分で食品安全の情報提供の場を設けるなどして、伝え手として
食品安全に関するリスクコミュニケーションに取組みたい

１

２

３

４

５

※「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」と回答した方はその理由もお書きください。
〔

〕

５ リスクコミュニケーターとして、風評やイメージに惑わされず正しい
理解に基づいた正確な情報発信に努めることができる

１

２

３

４

５

６ リスクコミュニケーションとは価値観の押し付けではなく、共考・共
有、情報交換の相互作用的過程である

１

２

３

４

５

７ 補講があれば、積極的に参加したい

１

２

３

４

５

（以上で終了です。ご協力有難うございます。）

