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○畝山氏（国立医薬品食品衛生研究所）  皆さん、こんにちは。国立医薬品食

品衛生研究所安全情報部の畝山といいます。本日は、「ほんとうの食の安全～リ

スクのものさしで考える～」というタイトルでお話をさせていただきます。 

〔資料・スライド１〕 

 まず、今日、お話しすることなんですけれども、主にこういうことになります。

多分、最初に食品は安全ではないという話をするんですけれども、皆さんが思っ

ているような意味での安全というのとはちょっと違うというところの話をしま

す。それから、先ほどもお話がありましたけど、その食品の安全を確保している

のはリスクアナリシスというシステムであるということ、そして、リスクという

ものは、ものさしを使ってはかれるんだということを話します。若干、今、話題

が聞かれることが多い健康食品の話などもします。 

 今日のお話は、基本的には食品中に含まれる化学物質の安全性のお話がメイ

ンになります。でも、食品の安全にとって一番大事なのは細菌や微生物による食

中毒です。食中毒の管理のためには、基本的に一番大事なのは衛生管理です。今

もさんざん言われていると思うんですけども、手を洗うとか、肉は必ず加熱して

食べるとかいうことが、別に、今、話題になっているコロナの対策としてではな

くて常にいつも大事だったということだけは念頭に置いて、それでも添加物や

農薬のような食品中の化学物質の話というのは常に話題になるので、そこをメ

インに今日はお話をさせていただきます。 

〔資料・スライド２〕 

 まず最初に、幾つか言葉の定義から話させていただきます。今さらなんですけ

れども、食品とは何かということから始めます。実は、食品というのは私たちが

食べているもののことを呼ぶものであって、特にこういうものを食品とするの

だという定義はないんです。今まで食べてきて、おなかを壊したり死んだりする

ようなことがないことだけがわかっている未知の化学物質の固まりが食品なの

であるという、そこが大前提です。もちろん食品の中には構造や機能もわかって

いるビタミンとか、あるいは添加物のようなものもあるんですけれども、食品そ

のものは、構造や機能がわかってから使っているものではないという、そこがポ

イントです。 

 普通の食品は、長期の安全性を確認して食べているわけではありません。した

がって、安全性についてはわからないんです。でも、その食品を私たちは安全だ
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と思って食べています。どうしてかというと、その場合には、今まで食べてきた

んだからその範囲内では安全だと考えようという食経験が安全性を担保すると

いう考え方をします。食経験というのは、ある程度参考にはなりますし、それを

もとに安心してもいいんですけれども、でも、それは万全ではないんです。とい

うのは、昔から食べてきたから安全だということが根拠とはいえ、今の時代、昔

と違うところがたくさんあります。 

 例えば、今の日本人の平均寿命というのは80歳を超えているんですけれども、

昔の人はそんなに長生きしていませんでした。ということは、生まれたときから

食べ続けてきて、70、80を過ぎてようやく有害影響が出るようなものというのは

今までの経験からはわからないわけです。残念ながら発がん物質のようなもの

は全てそういうものです。それから、ここに透析とか臓器移植と書きましたけれ

ども、今の時代、重い病気を抱えて長生きしている人、持病を持って通院しなが

ら長生きしている人というのは結構います。そういう人にとって今流通してい

る食品が安全かどうかというのは実は全く経験がありません。 

 しばらく前に、秋田県を中心にスギヒラタケというキノコを食べて脳症で亡

くなる方がたくさん出たんですけれども、その患者さんのほとんどは透析患者

さんでした。人工透析しながら生活している人にとって、実はそのスギヒラタケ

は食用ではなかったということがわかって、今、そのスギヒラタケは食用ではな

くて毒キノコに分類されるようになっています。 

 ほかに、台湾などでは、スターフルーツという星型の果物があるんですけど、

あれも透析患者さんが食べると脳症になるということがわかって、透析患者さ

んは食べないようにと注意されています。そんなふうに食べてみて、病気になっ

て初めてやっぱりこれはだめだったんだということがわかるというのが今の状

況です。ですので、食品は、もともとよくわからないものであると。長期の安全

性を確認してから食べているものではない。人類は壮大な人体実験をしながら

食の安全を確認しつつあるということです。そうかといってわからないことだ

らけというわけでもなくて、わかっていることももちろんたくさんあります。 

 したがって、今の食品の安全性の考え方は、わかっていることをベースにして、

わからないことにも対応していくということになって、その手法をリスクアナ

リシスという言い方をしています。 

〔資料・スライド３〕 
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 今、リスクアナリシスという言葉でリスクという単語が出てきましたけれど

も、ここで、リスクという言葉の定義を説明したいと思います。覚えておいてほ

しいのは、リスクという言葉と、それから、ハザードというのは違うんだという

ことです。ハザードというのは、あるものや事の有害性そのもののことです。例

えば、農薬の有効成分をネズミに食べさせたらネズミが病気になった、みたいな

情報があったとします。それはハザード情報なんです。リスクといった場合には、

その成分を私たちがどのくらい食べているのか、暴露量というんですけど、それ

がないとリスクというのはわからないということになります。有害性の情報と、

それから、それを私たちがどのくらい食べているのか。この両方があって初めて

リスクというのがわかります。私たちが知りたいのはこっちのリスクのほうで

す。このリスクを私たちは管理して生きていくわけなんですけど、リスクの話を

する場合には、したがって、「ある」か「ない」か、「マル」か「バツ」か、みた

いな考え方ではなくて、何と比べてどっちのほうが大きいのかとか、あるいはど

のくらいの大きさなのかという定量と比較が大事になります。量が出てくるの

でどうしても数字が出てくるんです。数字が出てくると、多くの人は嫌だという

ふうに思うかもしれないんですけど、ここはぜひ覚えてください。リスクの話を

するのであれば、数字は切っても切り離せないものなのでマル・バツ式ではなく

て、量を必ず考える癖をつけてほしいということです。これは、お金の話だった

らみんな多いとか少ないとかわかりますよね。使っていれば慣れるものなので、

ぜひ慣れてください。 

 全てのものにリスクはあるので、リスクは必ずある。なので、マル・バツ方式

では全く意味がない。そのリスクを私たちは一定のレベル以下に管理して生活

しているという言い方をします。リスク管理という考え方をするんですけど、食

品中の化学物質に関しては、リスクというのは、ハザード掛ける暴露量というこ

の式から言いますと、ハザードそのものは化学物質そのものに固有のものなの

で人間の力で変えることはできません。私たちが変えられるのは暴露量のほう

です。したがって、リスク管理、リスクを一定のレベル以下にしたい、下げたい

と思った場合には、リスクを減らそうと思ったらこの暴露量を減らすというこ

とになります。リスクを減らすのは主に暴露量を減らすことなんだということ

を覚えてください。 

〔資料・スライド４〕 
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 次に、簡単そうに見えて実は一番難しいのがここなんですけど、食品が安全で

あるというのはどういうことかということです。皆さん、今までさんざん食の安

全の話とか、聞いたことがあるとは思うんですけれども、そのときに食品安全の

定義は何かというところから始めたことはほとんどないと思います。自分はわ

かっていると思うんですけれども、改めてちゃんと定義してくださいと言われ

るとわからないという人が実は結構多いんじゃないかと思います。ここに書い

た、意図された用途で作ったり食べたりした場合に、その食品が消費者へ害を与

えないという保証というのは、これはCodexというところ、国際機関が使ってい

る食品安全の定義をそのまま直訳したものです。これを読んで、なるほどわかっ

たという人はほとんどいないと思います。なので、ちょっと説明します。 

 まず、前提があります。意図された用途というのが前提です。食品というのは、

食べるもの、口から入れるものです。その食べ方が決まっているものです。です

ので、食品成分だから安全ですよ、みたいな言い方をして売っている化粧品とか

がありますよね。あれはそもそも食べるものではない、食べてないので、全く安

全性の保障にはならないし食品安全とは関係がない。注射したり皮膚に塗った

りするようなものということはないので、食品は口から食べる。それから、お店

で生肉を売っていますけれども、その生のお肉は加熱してから食べるもの。加工

食品だったら、これはこうやって食べてくださいというようなことがパッケー

ジに書いてあります。その指示を守るということ。それから、アレルギーのある

人に関しては、アレルゲンとなるものを食べない。そういう意図された用途をま

ず守ってください。食品だから何をやってもいいということではありません。そ

れを守った上で、その食品が私たちに与えるリスクが許容できる程度に低い状

態であるというのを安全だということなんです。 

 リスクがゼロという意味ではない。これは簡単なのでわかりますよね。ゼロじ

ゃないという言い方はすごく簡単なんですけど、問題はここですよね。許容でき

る程度。許容できる程度ってどのぐらいなんだということなんですけれども、教

科書的には、これは私たちみんなで話し合って決めなさいということになって

いるんです。実は、ここが一番難しくて、いろいろな食品の安全性に関するお話

をするときに、今、どのレベルの安全性の話をしているのかというのが参加者の

間で共有されていないと一体何の話をしているのかわからなくなるということ

があります。というのは、許容できる程度というのは固定したものではないんで
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す。時代とともに変わり、そして、国の状況によってどんどん変わってくるもの

なんです。貧しい国と豊かな国とでは許容できるレベルが違うというのはわか

ると思うんですけど、同じ日本であってもどんどん変わってきた。 

 例えば、昭和の中ごろ、日本では食中毒による死亡者数として厚生労働省に届

け出されたものというのが毎年数百人でした。それが当たり前だった。もちろん

全然よくはなかったんですけれども、それをわざわざニュースにしたりするこ

とはなかったんです。平成の終わりごろには、それがゼロまたは１桁未満になっ

ていました。今の時代、食中毒で何百人も死んだなんてことになったらそれは大

変な話です。その間、私たち日本人の食品に求める安全性のレベルが上がってき

ているんです。したがって、昔はよかったみたいなことを言う人はいるんですけ

ども、昔は単に高いリスクを許容していたというだけで、今の時代とは全然違う

ということです。 

 今の時代の私たちにとって許容できるリスクレベルがどのくらいなのかとい

うのに関しては、専門家の間では一定のコンセンサスがあるんですけれども、そ

れを生産者から消費者に至るまでみんなで共有できているかというと、必ずし

もそうではないというところが最大の問題です。ですので、食品の安全対策でど

うしましょうという話をするときに、それぞれが勝手に違う許容レベルという

かリスクレベルを想定して話をしていると、どんな対策をとったらいいのかと

いうことについて合意が得られないということはよくあることで、食品の安全

の話をするときに、実は一番難しいのはここだというところになります。 

〔資料・スライド５〕 

 食品に関するイメージを我々がどう持っているのかというのを示したものが

こちらの図になります。今日、いろいろお話をするんですけど、皆さんに持って

帰っていただきたいのは、実はこのイメージです。私たち、食品のリスク研究を

している人間にとって、食品というのはこっち側の何だかよくわからないもの

の中にリスクが大きいとか小さいとかわかっているいろいろなものが入ってい

るというイメージになります。 

 食品は安全であるべきということをよく言ってこられる人の中には、こっち

側の食品が100％安全なもので何一つ汚れのないものであると思っている人が

いるかと思います。これは理想ではあるんですけど、現実にはあり得ないという

ようなものです。例えば、食品添加物や残留農薬のようなものはバックグラウン
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ドであるところの食品、バックグラウンドの食品がよくわからないからグレー

に塗ってあるんですけども、それよりは安全であるように管理しています。した

がって、色としては薄いグレー、塗ってあるんです。安全ではあるけれどもリス

クがゼロではないので真っ白にはしておりません。これがバックグラウンドの

食品が100％安全だと思っているような人にとっては何もないわけではないん

だから、それは嫌だというような話になると思うんです。だけど、この灰色の色

なんですけど、こっちの丸の中の色はどっちの色も同じ色なんです。でも、違っ

て見えると思います。それは目の錯覚です。これは人間の脳がそういうふうにで

きているので、どう頑張っても違っているように見えると思うんですけど、実際

は同じです。 

 こんなふうにバックグラウンドか見えるか見えないかによって全然違ってし

まうので、例えば、今日は添加物の勉強をしましたと言って勉強会に出たとして

も、そのバックグラウンドを知らないと、結局、受け取っている印象としては全

然違うものになる可能性があるということです。 

 時々食品に関していろんなことが話題になります。今、話題は何かと書きまし

たけど、最近あんまりトピックスがないんですけれども、例えば放射能だったり

トランス脂肪酸だったりがメディアで騒がれると、それさえ避ければいいんだ

と思っちゃう人がいます。何かを避けるために自分は安全な対策をとったつも

りで何かを避けた。でも、食品に関しては、何かを避けると必ず何かほかのもの

の量が増えるということがありますので、自分は安全なつもりが、実はそれより

もリスクの高いものをとっている可能性があるということです。 

 例を挙げると、東日本大震災の後に東京都の水道水から放射性物質が検出さ

れたということを聞いて、水道水からミネラルウオーターとか井戸水に変えた

という人がいたんですね。そういう人たちは、実はミネラルウオーターとか井戸

水のほうがリスクが高いということを知らずにやってしまっていることで、結

果的にはかえってリスクの高い選択をしてしまっているということです。これ

は、リスクのトレードオフといいまして、食品に関しては何かを避ければ必ずト

レードオフが起きます。したがって、何かの食品の話をする場合には、常に全体

の中で今何の話をしているのか。対策をとるとしたら、それをすることによって

全体のリスクがどう変わるのかという常に全体を見ながら話をしないとわから

ないということなので、こういうイメージになってくれるといいなというのが
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今日のお話になります。 

〔資料・スライド６〕 

 先ほどもお話にありましたけれども、食品の安全を守る仕組みというのは日

本では2003年から、世界でも、それよりずっと前からですけど、ほぼ世界的にリ

スクアナリシスというものに基づいて行っています。リスクアナリシスの３要

素としては、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションというのがあ

りまして、リスク評価というのは日本では食品安全委員会が行い、リスク管理は

厚生労働省や農林水産省などがそのリスク評価の結果を受けて農薬の基準値を

決めたり、市販の商品がちゃんと基準を守っているかどうか、監視したりという

ようなことをやるということです。 

 これに関しては役所の仕事としてもわりとわかりやすいと思うんですけれど

も、食品の安全を守るために大事なのは全てを囲むリスクコミュニケーション

というものです。これは、生産者から消費者に至るまで食品に関する関係者全て

の人が食品のリスクを適切に知って、そのリスクの管理方法について自分の意

見を反映させて、なおかつどういうふうに管理すればいいのかということを知

って行動に移すところまで全部含めたものです。 

 食品の場合、関係者じゃない人というのはいません。全ての人は食品を食べま

すので全ての人が関係者で、このコミュニケーションというのが非常に大事な

んですけど一番難しいというのはそこにあります。全ての人が適切なリスクを

知って自分の食生活に関して適切な行動をとれるということがあって初めて食

品全体が安全になるということになります。 

〔資料・スライド７〕 

 それで、食品中の化学物質の中で、特に、一般の消費者にアンケートをとると

必ず上位に上がってくるというものが残留農薬や食品添加物なんですけれども、

これは、実は、管理する側の人間、評価する側の人間にしてみると一番簡単なも

のです。というのは、添加物や農薬はほぼ全ての国で許認可制をとっています。

つまり、安全であることが証明されたものしか認めないという制度になってい

ますので、安全性が疑わしい、あるいはデータがないものに関しては認めなけれ

ばいいんです。したがって、消費者の立場からすると、添加物や農薬はきちんと

管理されているものなので、基準に従って使っているものを基準どおりに使っ

ていれば安全であると言うことができます。 
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 添加物や農薬は意図的に使われるものなので、意図的なものによって消費者

に健康被害か出るようなことがあってはならないという考え方に基づいて管理

されています。後で説明しますけれども、ADIというものを設定して管理してい

ますので、このADIに関しては、食品にはゼロリスクはないとか言いつつも、基

本的な考え方としてはほぼゼロリスクを目指して管理されていると言っていい

ようなものです。 

 ただ、幾つか例外というのがありまして、指定添加物あるいは、登録されてい

る農薬を使っていればいいんですけど、世の中にはそれ以外のものがありまし

て、例えば既存添加物の中でまだデータがないまま使われているようなものも

若干残っていたり、あるいは、無農薬と称して農薬として登録されていない怪し

げなものを使っている人たちがいたりする。それは、消費者が無添加とか無農薬

とかいう言葉に魅力を感じてしまっているがためにかえってリスクを高くして

いるという事例になります。本来は、指定されているものを指定どおりに使って

もらえれば安全なのに、わざわざそうじゃないものを使っているという感じの

ものが幾つかあります。 

 添加物や農薬に関しては、管理されているがゆえに違反事例があると報告さ

れます。例えば、例でこれから使うんですけど、2007年に横浜市でキクラゲから

0.02ppmのフェンプロパトリンという殺虫剤成分が検出された。フェンプロパト

リンに関しては、キクラゲに残留基準が設定されていませんでしたので、一律基

準といって一番厳しい値の0.01ppmという値が自動的に当てはめられて、それよ

り多いということで捨てられたという事例があります。これをこれから使って

いきます。 

〔資料・スライド８〕 

 こちら、残留農薬や食品添加物のADI、１日許容摂取量の設定方法のイメージ

図になります。ADIを設定する場合には動物実験を行います。どんな化合物であ

っても、動物に大量に投与すれば何らかの有害影響が出ます。というか有害影響

が出る量まで投与します。で、有害影響が出ない量を決めます。有害影響が出な

い量を決めるにはたくさん投与しないといけないということで、用量反応曲線

をつくって全く影響が出ない量を決めるという作業をします。全く影響が出な

い量、無毒性量に安全係数、ここはデフォルトで100を使うんですけれども、こ

の100は動物から人への外挿の値と、それから人の個人差、赤ちゃんからお年寄
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りまでいますので、その10の両方を合わせて100というのがデフォルトで使われ

ます。それと違う値を使う場合もあるんですけど、基本は100を使います。その

値がADIと決められます。 

 そのADIを超えないように、個々の農薬の残留基準や添加物の使用基準という

のが定められているわけなんですけれども、実際に、私たちがどのくらいとって

いるのかということは、定期的にトータルダイエットスタディーのようなもの

で確認しています。普通は、実際に私たちが食べている量というのはADIよりは

るかに少ない値であるということが確認されています。もし、この実際の暴露量

がADIを超えるようなことがあれば、それは基準値の設定が間違っているという

ことなので見直しが行われます。 

 あんまりないんですけれども、しばらく前に、ホットケーキとかでアルミニウ

ムが問題になったことがあるんですけれども、それは、新しいデータが出たこと

で、このADIが引き下げられたことによって、一部の集団の、小さい子供たちな

んですけど、摂取量がADIを超える可能性があるということで添加物の基準の見

直しが検討されたりするということです。監視されているがゆえに異常がある

と見つかって見直しが行われるというのが添加物や農薬です。 

〔資料・スライド９〕 

 先ほどキクラゲの例で出しました残留農薬のフェンプロパトリンの毒性試験

のデータの一部をこちらに紹介します。こういうデータをもとにADIが設定され

ているということの説明です。フェンプロパトリはキクラゲには残留基準がな

いんですけれども、でも、別にほかの農作物には使われていますので、毒性試験

データはあります。変異原性試験、染色体異常誘発性試験、催奇形性試験という

のは、それぞれあっては困る毒性がないことを確認するための試験です。 

 ADIの設定根拠に使うのは慢性毒性試験というもので、これは、少なくとも２

種類以上の動物で毒性試験をしなければいけないという決まりになっていて、

で、一番少ない値で有害影響が出たものを採用することになっています。これは、

人が動物に比べて毒性への感受性が高いと想定してやっているんですけど、実

際のところ人間のほうが丈夫な場合のほうがほとんどです。ここでも余裕を見

ているということです。フェンプロパトリンに関しては、少なくとも４種類の動

物でのデータが確認できて、その中で一番少ない最小毒性量というのがラット

の生殖毒性試験、催奇形性試験というものだったので、これをもとにADIが設定
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されています。３mg/kgに安全係数100を用いて0.03mg/kgというのがJMPRで設定

したフェンプロパトリンのADIです。 

 ここで注意してほしいのは、有害影響というのは何かというと、母獣の体重の

増加抑制と書いてあります。これは、催奇形性試験というのは、母親、妊娠して

いる動物に投与していますので、体重が毎日のように増えます。増え方が対象群

より少ないというのを増加抑制というんです。体重が減っているわけではあり

ません。増えているんだけれども増え方が少ない。それを有害影響とみなしてそ

れが起こらないように管理しているということです。 

 よく食品添加物の悪口を書いたベストセラー本には、ADIは動物が死ぬ量の

100分の１だと書いてあるんですけど、それは全くのうそですので信じないでく

ださい。死ぬような量ではない。これを有害影響だとみなしていて、それが起こ

らない量だと言っているということです。 

〔資料・スライド10〕 

 これで、キクラゲのフェンプロパトリンの事例をもとに、先ほどのADIと実際

に食べる量を比べてみたらどうなるかというのを考えたのがこのスライドにな

ります。キクラゲから検出された濃度というのが0.02ppmで、ADIは0.03mg/kgで

す。このキクラゲは学校の給食の焼きそばの具に使う予定だったものなので、食

べる量として考えられるのが子供の体中は20kgで仮定します。キクラゲは、ここ

に10gと書いてあるんですけど、乾燥キクラゲなので10gはちょっと食べ過ぎな

んです。だけど、計算が面倒なので10と書いてあるということを考慮してくださ

い。フェンプロパトリンの摂取量は10gに0.02ppmなので、0.0002mgです。体重当

たりにすると0.00001mg/kgです。したがって、これを食べたとしても、先ほどの

ADIに比べても0.03％にしかなりません。ADI自体が毎日一生涯食べ続けても健

康に悪影響が出ないと考えられる量として設定されているものなので、それの

0.03％を１回食べたからといって別にどうにかなるということはありません。

基本的に安全性には何の問題もないです。 

 だけど、基準値に違反しているということは間違いないんです。だから、違反

だからという理由で廃棄されたのが、捨てられたんだから危険に違いないと思

っちゃうところがあるということです。特に、このキクラゲは中国産だったんで

す。それが学校の給食に使われていたというのがニュースになっちゃうと、お母

さんたちがやっぱり中国産のキクラゲなんて危険に決まっているわ、みたいに
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思ってしまう。メディアも正確には伝えないんですけど、受け取る側にもそうい

う偏見が持たれてしまうというところがこの手のものには常にあるということ

です。 

〔資料・スライド11〕 

 一方、食品には管理されていないもの、意図的ではなく入っているようなもの

があります。それを汚染物質といいます。これは、別に誰かが食品を汚したとい

う意味ではなくて、専門用語で非意図的に食品に含まれているものはコンタミ

ナンツと英語でいうのですが、汚染物質と呼ぶということです。中身としては、

もともと地球に存在する重金属、かつての環境汚染の残り、それからカビがつく

る毒素、コゲのように私たちがつくるつもりがなくてもできてしまったような

もの、それから、容器とか器具などから移行したようなもの。この手のものは全

部汚染物質になります。これらに関しては、人間の力でどうにもできないような

ものもあるし、あるいは、あるかないかすらわかっていないようなものというの

がたくさんあるので、添加物や農薬よりも非常に管理が難しくて、リスクもなか

なか大きい、避けられないというものが結構あります。ですので、本来、食品の

安全性を確保するために、どっちにより多くお金と人を使うべきか、と言われた

ら圧倒的に汚染物質の管理なんですけれども、現実にはそうなっていない。人工

のものに多大なリソースを費やして管理しているというのが現状になっていま

す。 

 放射性物質についてもおまけで書いてあるんですけれども、自然界にある、管

理されている場合と管理できなくなった場合とではそもそも管理目標を変える

というのは食品の世界ではずっとやっていたことなんですけど、でも、なかなか

そういうことが理解されていないということがあるかと思います。 

〔資料・スライド12〕 

 汚染物質の代表的なものとして幾つか例を紹介するんですけど、例えば、カド

ミウムというのがあります。これは、日本ではかつてイタイイタイ病という公害

病があるので、日本人での有害性に関するデータがたくさんあります。2008年に

食品安全委員会がカドミウムに関して耐容週間摂取量（TWI）、先ほどから言って

いるADIに比べると、ＡのかわりにＴで、しかも、１日当たりじゃなくて１週間

当たりだったりするんですけども、そういう指標です。これが７μg/kg体重／週

というふうに設定されたんですけれども、このとき考慮したデータは、日本人の
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人での尿中のβ2-MG、これはたんぱく質です。カドミウムの有害影響は腎機能障

害です。腎臓が悪くなると尿に蛋白が出ます。したがって、腎機能障害にまだな

ってないんだけれども、尿の蛋白量がある程度増えたところを１つの目安とし

て、その濃度に安全係数に用いて導出したのがこの値です。 

 農薬や添加物でしたら、人のデータをもとに指標となる値を出すときのデフ

ォルトの安全係数は10なので、ここで２を使っているということに注意してく

ださい。日本人の推定カドミウム摂取量は、このTWIの約半分くらいというふう

に計算されています。カドミウムについて知っておいてほしいのは、2009年、つ

まり食品安全委員会が評価した次の年に欧州食品安全機関（EFSA）、ここはヨー

ロッパの食品安全評価を行う機関ですけれども、そこが日本の食品安全委員会

が使ったのと同じ日本人のデータを用いて、カドミウムのTWIを2.5μg/kg体重

と、日本に比べると半分以下に設定したということです。 

 何で同じデータを用いてこうなったのかということなんですけど、欧州では

安全係数を４としたところが日本と一番違うところです。ヨーロッパ人はカド

ミウムの摂取量は日本人よりはやや少ないんですけれども、目標とする値が小

さいがためにヨーロッパのほうがカドミウムに対して厳しい姿勢をとるという

ことになっています。どうして、じゃあ、日本の値は７でヨーロッパはこうなん

だろうというところなんですけど、実は、日本人のカドミウムの主な摂取源はお

米なんです。もし日本がヨーロッパ並みに厳しい値を採用してしまうとお米が

食べられなくなってしまう。ということは、多分、お米を食べられなくなると日

本人にとってかなり健康被害というか、別の意味での健康影響が大きくなると

いうところもあるのでこの辺にしてあると思ったほうがいいかと思います。 

 ヨーロッパでは、カドミウムに対して厳しい姿勢をとるということが決まっ

たので、カドミウムの多い食品、具体的に言うと、カニみそは食べるなというこ

とが明確に言われています。日本人だったら、カニみそのほかにイカの塩辛みた

いな甲殻類の内臓を使ったようなものも食べられないという話にはなると思う

んですけど、日本ではそういうことは言っていません。あとカドミウムが多いも

のとして、チョコレートなんかが、わりとカドミウムが多いので、ヨーロッパで

はチョコレートに関してかなり厳しい細かい値を設定していますので、日本で

普通に流通しているチョコレートがヨーロッパではアウトになるかもしれない

と、そういう感じになっています。このTDI、TWI、目標とする値を低くすると食
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べられる食品がすごく減ってしまうというところもあるので、今のTWIというの

は、実際にはそれを超えている人が結構いる、有害影響が出ている人もいるかも

しれないというぎりぎりのところに設定されているというものになります。 

〔資料・スライド13〕 

 カドミウムはもともと天然物ですので、地球上のいろいろな土地にいろいろ

な濃度で含まれています。これは日本の土壌のデータ、こちらはヨーロッパの土

壌のデータで、それぞれ違うところから持ってきたので、色が同じだから同じ濃

度という意味ではないのでそこは注意していただきたいんですけど、見ていた

だきたいのは濃度が高いところもあるし低いところもあるということです。地

域によって全然ばらばらです。これは、たまたまカドミウムのデータですけれど

も、ほかにあらゆる汚染物質というのが全て違う分布になります。 

 こういうことがあって、もし、たまたま自分の住んでいる地域に有害物質の濃

度が高いとします。そうすると、その土地の水を飲み、その土地の農作物だけを

食べるとどういうことになるかというと、その汚染物質が原因となる病気にな

る可能性が高くなりますよね。昔はそれを風土病って言ったのかもしれないで

す。そういうことがあるので、世界中の食品安全機関が言っているのは、食品に

関しては地元のものだけを食べるのではなくていろいろな土地のものを食べま

しょうということです。 

 多分、皆さんの中には地産地消みたいな形で、食育で教わったことがあるかと

思うんですけど、地産地消というのは食品安全という意味からは全く勧められ

ていないということに注意していただきたいと思います。安全性のためなら、い

ろいろな土地のものを食べるのが一番。ただ、日本では井戸水を飲んでいる人は

ほとんどいないと思いますし、水道水を飲んでいればほぼ問題ないですし、実際

に日本は食糧の半分以上を輸入していますので、「なんちゃって地産地消」で病

気になるなんてことはありません。そういう意味では心配しなくていいんです

けれども、考え方としてはその土地のものだけを食べるということはあんまり

勧めないということを覚えておいてほしいかと思います。 

〔資料・スライド14〕 

 これは、食品安全委員会がカドミウムのTWI評価のときに行った日本人の推定

カドミウム摂取量の分布を示したものです。食品安全委員会が設定したTWIは、

この分布の中の一部の人が超えてしまうというような値に設定してある。EFSA、
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先ほど紹介したヨーロッパの値というのはここら辺ですので、図を見ればわか

るように、半分以上の人がこれはだめだという話になってしまうという値です。

TWIの設定の仕方とその値というのが結構違う、低ければ低いほどいいというわ

けでもないというところをちょっと覚えておいてほしいかなと思いました。実

際に腎機能障害が起きるのはもっとずっと高い濃度ですので、別にすごく心配

だという話ではないんですけれども、安全側に寄せるというのはそういうこと

であるということです。 

〔資料・スライド15〕 

 先ほど日本人のカドミウムの主な摂取源はお米だと言いました。米に含まれ

るカドミウムをめぐっては、国際機関であるCodexで食品の規格を決めるときに

問題になりました。2003年ごろに、Codexで国際流通する米のカドミウムの基準

値をどう決めようかということで結構話し合いが行われていた時代があるんで

すね。そのときに、ほとんどの国が提案した値というのがお米についてカドミウ

ムの基準値0.2mg/kgという値を提案したんです。それに対して、日本の農林水産

省の人がメインになって修正要求したのがこの0.4mg/kgという値です。そのと

きに、農林水産省がCodex委員会に0.2じゃなくて0.4でもいいだろうという理由

づけのために提出したのがこのデータになります。つまり、日本で流通している

お米のカドミウムに全く基準を設定しないと、カドミウムの摂取量としては平

均で3.35、95％タイルで7.11ということで目標とする７を超えてしまう。という

ことで、規制しないというシナリオはだめですよねということです。Codexの基

準案としては0.2mg/kgだったので、それだったら95％タイルでも6.10なので確

かに安全である。でも、0.2ではなくて0.4にしても95％タイルで７より少ないじ

ゃないかというデータを出して、0.4でもいいじゃないかということが認められ

たというところがあります。この考え方をALARAの原則といいまして、実行可能

な限りできるだけ低くするという考え方です。というのは、95％タイルで７を超

えない、だけど、その範囲内で一番少ない値ということで0.4を提案したという

考え方なんですね。つまり、極端に低ければいいという話ではなくて、食品の場

合は食べるものがなくなるということも非常に大きなリスクなので、食べる、捨

てるものができるだけ少なく、でも安全性は確保するためのぎりぎりの線を狙

うというのがこの辺の汚染物質の基準値の考え方です。 

 これを日本は国際的に2003年の時点で言っていたんですけれども、どういう
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わけか国内向けの放射性物質の基準値設定のときにはこれが言えなかったとい

うところがあります。これは別に隠していたわけでも何でもなくて、よく日本の

TPPをめぐる議論のときに、日本の食品は世界一安全で、そして、輸入されるも

のが多くなると危険になる、みたいなことを言う人がいたんですけれども、国際

機関では逆で、どっちかというと日本が一生懸命基準値を緩くしてくれと頼ん

でいるというのが現状です。国内ではほとんど報道されてなかったかもしれま

せんけども、こういうことがあります。 

〔資料・スライド16〕 

 もう１つの汚染物質で、こっちのほうが非常に問題になっているんですけれ

ども、無機ヒ素というものがありまして、これは放射性物質と同じように遺伝毒

性発がん物質に分類されるんです。したがって、安全な量を決めることができな

くて、たとえ１分子でもあればリスクはゼロにはならないと考えるべきものと

いうふうに言われます。したがって、TWIとかTDIとかいう値ではなくてベンチマ

ークドーズというような考え方をして目安となる摂取量が考えられています。

このBMDLというのは人の疫学データをもとに、がんリスクの増加が見えないぎ

りぎりのところみたいなところになります。JECFAというのは国際機関、EFSAと

いうのはヨーロッパの食品安全機関です。それぞれが無機ヒ素のベンチマーク

用量というのを0.3とか３μg/kg体重という値に設定しています。無機ヒ素の発

がん影響というのは皮膚がん、膀胱がん、肺がんというものです。 

 問題なのは、これが日本人の摂取量というのが世界で一番高いということで

す。というのは、無機ヒ素というのは主な摂取源が海産物とお米です。日本人は

世界で一番海産物とお米を食べているので、相対的に世界の中でも一番多くヒ

素をとっている国ということになっているわけです。 

 日本人のヒ素の摂取量を調べたデータが幾つかあるんですけれども、いろい

ろあるんですがばらついています。食事の中身を調べると、たまたまそのときに

ひじきの煮物とかが入っているとすごく摂取量が高くなるということがありま

して、日本人の無機ヒ素の主な摂取源としてはお米と、それからひじきというの

が２大摂取源です。今、ひじきと言いましたけれども、ひじきというのはすごく

不思議な海産物で、普通の海産物は毒性の低い有機ヒ素というものが多いんで

すけど、ひじきだけはどういうわけか毒性の高い無機ヒ素をたくさんためる性

質があるので、海外では無機ヒ素を含むヒジキは販売禁止にしているところが
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多いです。日本では特にそういうことは言っていないです。ひじきはあんまり食

べる国がないので問題はないんですけれども、お米のほうは、先ほどカドミウム

のときと同じようにCodexで議題になっておりまして、2014年に精米の無機ヒ素

基準0.2mg/kg、玄米0.35mg/kgというのが国際的には一応今定まっています。こ

の値なんですけど、日本では販売されている米のヒ素基準は存在しないので、ど

んな濃度でも販売可能なんですけど、日本で普通に流通しているお米の一部は

これにひっかかってしまうということがあります。つまり、日本で私たちが普通

に食べているものを輸出しようとしたらだめと言われる可能性があるよという

ことです。ここでも、日本の食品は世界一安全だと思っている人にとってはあま

りうれしくない事実かもしれませんけれども、そういうことがあります。 

 COOKPADって、インターネット上の料理レシピ、素人がたくさん投稿できると

ころがあるんですけど、その中にあった簡単ひじきごはんのレシピが多分世界

で一番ヒ素濃度の高いレシピです。何が問題かというと、これ、大したレシピじ

ゃないんですけど手抜き料理ということで、お米に乾燥ヒジキをそのまま入れ

て炊くというレシピになっているんです。ひじきというのは、普通、水戻しして、

その水を捨ててそれから使うんですね。ところが、乾物を水戻ししないで使う手

抜き料理というのがはやっていまして、こういうことをやると、ひじきに含まれ

ているヒ素が全てお米に吸われる、効率よく毒物をとるレシピになっています。

計算上、このレシピでつくったお米１合を体重50kgの人が１日に食べるとその

摂取量というのが大体このくらいになって、上に示しましたJECFAやEFSAの参照

値をもとに計算すると、その数十倍の摂取量になってしまうということになり

ます。 

 ヒ素の有害影響というのはがんですので、今日食べたから明日がんになるな

んてことはありません。毎日食べ続けなければ特に問題はないんですけども、そ

れでも、やっぱり安全かと言われたら安全とは言いがたいなとなってしまいま

すよね。ということで、欧米では、子供に米をメインに与えないようにと公式に

助言をしています。ここ、注意してほしいんですけど、米を食べるなと言ってい

るわけではないんです。米だけを食べるのはやめましょうと言っている。お米以

外に小麦とかトウモロコシとかジャガイモとかでん粉の摂取源はあるので、そ

ういうものと一緒に食べさせることによってヒ素の有害影響を下げつつ、なお

かつ栄養源にもなれるということを進めているのが一般的なところです。 
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〔資料・スライド17〕 

 これは、FDAの米のヒ素に関する注意を出したホームページの写真、後ろはそ

れを受けて消費者団体が出しているものです。当然、一番気になるのは小さい赤

ちゃんの離乳食なので、写真として赤ちゃんに離乳食を食べさせているという

ような図が出ています。FDAがこの米のヒ素に関して消費者向けに警告を発表し

た時期というのは、日本ではほとんどこのニュースが報道されなかったと思い

ます。わりと近い時期にFDAは同じくトランス脂肪酸についての発表もしている

んですけれども、日本ではトランス脂肪酸のニュースだけをやたらと報道して、

日本人にとって大事な米のヒ素に関してはほとんど報道していなかったと思い

ます。後ろのConsumer Reportsという消費者団体に関しては、世界中の消費者団

体がそうなんですけど、政府が発表したのよりも我々は厳しい基準を出します

よということを訴える消費者団体が多いのでそれを出していまして、お米に関

しては小さい子供はほぼ食べるなみたいなことを消費者団体が言っているとい

うものになります。こんなふうにアメリカで話題になっていることでも、日本に

報道される場合とされない場合があるという例です。 

〔資料・スライド18〕 

 こちらは天然物と、それから意図的に使われているものの基準値がどれだけ

違うのかというのを、ジャガイモを例に考えたものです。ジャガイモにはもとも

とソラニンやチャコニンという強い毒性のあるアルカロイドが含まれます。こ

れは昔から食中毒を起こしてたくさんの人を殺してきました。でも、別に基準値

は存在しません。天然物なので管理されていません。もし、それを残留農薬と同

じような考え方で規制したらどうなるかということを考えたものです。ジャガ

イモのソラニンやチャコニンによる人での致死量というのは、今はほとんど死

ぬことはないんですけど、昔は結構死んでいたので致死量が報告されていて、文

献上、最小毒性量としては１mg/kg当たりだろうというふうに考えることができ

ます。発がん性はわかりませんし、子供が中毒になりやすいということはわかっ

ています。 

 １mg/kgというのを無毒性量と仮定して、人でのデフォルトの安全係数10を用

いた場合、ARfDとしては0.1mg/kg体重というのが導出できるかと思います。ここ

で、突然ARfDと言いましたけど、ADIが慢性毒性の指標になるのに対して、ARfD

というのは急性毒性の指標です。ジャガイモを食べてすぐおなかが痛くなるの
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で慢性毒性ではなくて急性毒性と考えています。急性毒性の場合、一度に食べら

れる最大量を基準にして考えますので、子供として体重20kgの子供が一度に食

べられるジャガイモ最大量を200gと仮定すると、それで、このARfDの８割未満に

なるように基準値を設定する。この辺は、普通の食品で残留農薬の基準値を設定

するのと同じような考え方です。そうすると、計算上、そのジャガイモに含まれ

ているべきアルカロイドの含有量というのは８mg/kg以下と設定できます。この

辺は本当に機械的に導出したものです。 

 つまり、もしソラニンやチャコニンが残留農薬だったら、その基準値は８

mg/kgと決められるだろうという計算です。実際、日本で市販されているジャガ

イモはどうかというと、ほぼ全てがアウトになります。皮をむいてもアウトにな

るレベルです。 

 実際には、基準値がないので全然規制されてはいないんですけども、そういう

ものになります。ただ、ジャガイモというのは、実際、食品の中では比較的リス

クが高いほうのもので食中毒事件がたくさん起きています。実際に事件を起こ

したジャガイモのソラニンやチャコニンの量は2010年の北海道の学校での事例

だと、含有量は数百mg/kgなので、この値に比べると、確かに100倍ぐらい高いな

ということはわかるかと思います。 

〔資料・スライド19〕 

 ジャガイモによる食中毒なんですけど、皆さんにぜひ知っておいていただき

たいんですけど、毎年のように食中毒が起きるんですけど、その起きる場所がほ

ぼ学校である、小学校であるということです。食中毒の事例、特に近年はほぼ小

学校だけで、小学校で生活科という授業があって、そこで学校でジャガイモを栽

培して食べるという授業が行われているんです。ジャガイモのソラニンやチャ

コニンのような毒素は育て方が下手だとたくさんできるんです。芽の出たジャ

ガイモは毒だというのは結構知っていると思うんですけれども、小さいジャガ

イモも比較的ソラニンやチャコニンが多いということは意外と知られていなく

て、農家の人が、プロがちゃんとつくったジャガイモだとあんまりそういうこと

はないんですけれども、何せ学校の校庭の片隅で素人の子供たちと先生がつく

るものというとできが悪かったり、あるいは収穫してから教室にほっておいた

りすることがあって、小さくて毒素が高い。 

 さらに、小学校低学年の子供に調理実習で食べさせるということで、皮をむく
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となくなってしまうような小さいジャガイモなので皮ごと食べさせたというこ

とがあったりする。子供が実際に中毒を起こしやすいということで、リスクとし

ては非常に高いんです。したがって中毒が起きてもしようがないというような

状況で毎年のように中毒を起こしているということになります。当然のことな

がら、学校で子供たちが先生によって中毒にされているわけなんですから、これ

は黙って見過ごせないということで、保健所や文部科学省から注意というのが

出されています。だけど、学校の先生がその注意喚起を全然読んでくれないとい

うところがあります。学校の先生は、食育などを熱心にやっているところもある

んですけれども、よく添加物を使わないようにといって食育は完璧ですといっ

てジャガイモの食中毒を起こすんです。食品の安全に関して、一番知識がないの

が実は学校の先生というのが今の食品安全委員会の最大の課題で、正しい知識

を教えてほしいのにうそを教えているというところが一番の問題。 

 ですので、学校の問題点としてこういうところから、夏休み直前に多いのも、

これも最初から計画していてこの日にやると決めているから夏休み直前に多い

んですけど、そもそも農作物なんてその年によってできる時期とかでき方は全

然違いますので、計画どおりにいかないことも結構多いんですけど、それをやっ

てしまうというところもあります。 

〔資料・スライド20〕 

 ジャガイモに関しては、日本のスーパーでこういう例が見られたりして、わか

りますか、青くなっていたり芽が出たりしている。こういうものを売っているの

を、もし、今年、オリンピックがあるはずなんですけど、外国人が見たら、日本

の食品安全のレベルの低さに愕然とすると思います。こういうものは売っては

いけません。でも売っているんですよね。そういうことがあるのでちょっと注意

していただきたいと思います。 

〔資料・スライド21〕 

 これも思考実験なんですけど、タマネギが食品添加物だったらと書いてあり

ますけど、タマネギは食品添加物ではありません。ただの食品ですので何の規制

もないんですけれども、実は、これは動物に投与すると非常に強い毒性がありま

す。ペットを飼っている方は知っていると思うんですけど、ペットにタマネギを

食べさせてはいけない。家畜にもネギ類は非常に毒性が高いので、中毒事件がし

ょっちゅう起こります。こういうものに動物実験で毒性データを出すと、当然低
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い濃度で毒性量というのが出てきます。その動物実験の結果をもとに、人の摂取

量に制限をつけるとしたらどうなるかという計算をしたのがこれになります。 

 ラットに毎日すり潰したタマネギを食べさせたという実験をした論文があり

ます。それを参考にすると、最も低い投与量で毒性が出ているデータを参照して、

無毒性量50mg/kgです。それに安全係数デフォルトの100を採用すると、ADIとし

ては0.5mg/kgという数字になってしまいます。それをもとに１日に食べられる

タマネギの量を計算すると、体重50kgだと25mgしか食べられないということに

なります。gじゃなくてmgです。これはほとんど食べられないというものになり

ます。したがって、もし、タマネギを食品添加物と同じ考え方で基準値を設定す

ると、ほとんど食べられないという話になってしまうわけです。 

〔資料・スライド22〕 

 もしタマネギを食品添加物並みに厳しい基準で管理したらどうなるかという

と、タマネギを使っただけでほぼアウトです。タマネギはほかに悪口を探そうと

思うと結構たくさんありまして、切ると涙が出ますよね。あれはタマネギが有毒

ガスを出しているからなので、当然、労働環境だったら問題になります。タマネ

ギで死んだ動物の絵というのはかなり悲惨なものがありますので、それを小さ

い子供を持つお母さんに見せたら何て恐ろしいと思うに決まっているんですよ

ね。 

 そして、そういうデータ、絵、インタビューとかを集めてくれば、タマネギは

恐ろしいというふうに言うことは可能です。タマネギの長期健康影響は不明、安

全だという証明はありません、みたいなことをわけ知り顔のコメンテーターに

言わせれば、それなりにニュースになってしまうんです。これは、皆さんが残留

農薬や食品添加物の違反事例でしょっちゅう見ているニュースとほとんど同じ

ものです。だけど、実際、これは食品の安全には何の関係もなくて、単なる茶番

です。もし、動物で毒性があるんだから人間にも毒性があるに決まっているじゃ

ないみたいなことに納得する人がいるとしたら、こういうニュースに簡単にだ

まされてしまうと思います。食品はこういうものではないということです。 

〔資料・スライド23〕 

 今まで意図的に使用されるものと非意図的に使われているものという分類を

しましたけれども、ほかにもう１つ、ちょっと特殊な分類になるんですけども、

いわゆる健康食品と呼ばれるようなものがあります。これは、食品安全上極めて
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特殊な部類になるもので、普通の食品が健康に、トマトが健康にいいとかいって

食べる分には特に問題ないんですけど、そうじゃなくて、サプリメントとか粉末、

錠剤などの形で普通でない食べ方をしているものが販売されていますよね。そ

ういうものは、リスクの面からは特に高くなります。理由としては、この長期間

大量摂取というところがあるからです。１つは、このカプセル剤には何とか成分

が何百個分入っていますよという売り方をしているものがありますよね。それ

だけで量が多い。だけど、普通の食品でしたら、一度にたくさん食べたとしても

それを長く続けることはありません。例えば、イチゴ狩りに行ってイチゴを死ぬ

ほど食べたみたいなことがあったとしても、それを毎日続ける人ってほとんど

いないと思うんですね。だけど、健康食品の場合は、逆に１粒に何百個分の成分

が入っているというようなカプセルを１日１回とってそれで終わりということ

はなくて、３カ月分ですとか６カ月分ですとかというふうに続けてとることを

勧められると思います。そうすると、１個の量が多い。さらにそれを長期間とる

ということで、暴露量が非常に多くなってしまうんです。 

 最初のほうに、リスクというのはハザード掛ける暴露量だと言いました。この

暴露量がほかのものに比べて圧倒的に多いのが健康食品なんです。したがって、

このリスクというのは、ほかの食品に比べると桁違いに高くなってしまいます。

さらに、食経験というのは、私たちが例えばみそ汁の具として食べた野菜は味噌

汁の具として食べた場合にしか食経験はないのに、粉末にしてしまったりカプ

セルにしてしまったりしたら、それは食経験が全くありません。安全性の担保が

されていないというものが普通に売られているということがあるので、この分

野は特にリスクが高い。 

 実際問題として、世界中の食品安全機関が、健康被害が出た、あるいは死者が

出たと警告を出しているのはほぼ全て健康食品です。残留農薬や食品添加物の

せいで健康被害が出たなどということはほとんどなくて、ほぼ健康食品による

健康被害だけが報告されています。 

〔資料・スライド24〕 

 健康食品による健康被害の問題で絶対覚えておいてほしいのは、このアマメ

シバ加工品による閉塞性細気管支炎という日本の事例です。アマメシバという

のは、野菜として普通に料理して食べていたときには特に問題はなかったんで

すけど、それを健康にいいとか痩せるとかいう宣伝をして売った人たちがいる
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んですよね。粉末として販売されていたものを毎日スプーン１杯食べましょう

というのをそのとおりにした人、日本人の被害者は全員女性ですけれども、閉塞

性細気管支炎という非常に重い病気になって20代の若い人が死亡するという事

例が起きています。死亡に至らなくても、障害者手帳をもらうような重い病気に

なっています。普通の食品であっても、普通でない食べ方をすると20代の若い人

が死ぬことすらあるというのが食品だということの教訓になるかと思います。 

 コンフリーというのは、これは外国事例ですけれども、日本でもかつて健康食

品としてもてはやされた時代があったようですけれども、肝静脈閉塞性疾患と

いう肝臓を移植しないと助からない重い病気も報告されています。 

 この下に書いている無承認無許可薬品というのは、食品のふりをしているけ

ど実はただの違法薬物というものです。日本では、医薬品以外は全て食品なんで

す。だから、医薬品としての認可を受けていないものが食品と称して販売される

ことがあります。特にインターネットの個人輸入などで、痩せる、精力増強、筋

肉増強、このような効果をうたっているようなもののほとんどは違法薬物が入

っていると思ってください。そういうものには絶対手を出さないでほしい。それ

しかないです。 

〔資料・スライド25〕 

 健康食品やサプリメントに関して指摘されている問題点は非常に多くありま

して、中身がそもそも表示と違うとか、鉛や水銀などの重金属汚染は、これは普

通の食品にもごく微量は入っていることはあるんですけども、インドのアーユ

ルヴェーダのような代替療法では鉛や水銀そのものを使います。鉛の塊みたい

なものが平気で売られていたりしますのでこれも注意が必要です。 

 毒草と薬草というのは、もともと区別しにくいんですけど、乾燥されたらさら

にわからない。効果の誇大広告というのは、皆さん、多分身にしみてわかってい

ると思いますし、そもそも健康食品は健康な人しかとっちゃいけないんですよ

ね。だから、医薬品との相互作用を調べなくてもいいことになっているんですけ

れど、実際には病気を持ってる人がとっています。そうすると、本来効くべき薬

が効かなかったり効き過ぎたりということがあります。 

 こういうことが世界中の食品安全機関から何度も何度も繰り返し報告されて

いて、日本でも消費者庁などから何度も提供されているんですけども、普通にテ

レビを見たり新聞を読んだりしていると、広告のほうが圧倒的に多いので、何と
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なく健康食品はいいんだなみたいなイメージになってしまっている人が多いか

と思います。そんなふうに、ほんとうはリスクが高いのにそのリスクの高さを一

般の人たちが認識していない。ギャップがあるということがさらに別のリスク

になっています。例えば包丁だったら、これは危ないから気をつけようと思うか

ら適切な取り扱いができるんですよね。だけど、それを安全ですよと刃を渡され

たら、にぎったらけがをしてしまうじゃないですか。そういうことが健康食品に

はあるということです。 

〔資料・スライド26〕 

 先ほど、残留農薬や食品添加物のADIの設定のイメージ図というところで出し

てきたものに健康食品のものさし、重ねたのがこちらになります。フェンプロパ

トリンのところで例に出した有害影響というのが体重の増加抑制だったのを覚

えていますか。体重の増加抑制というのは農薬や添加物だったら有害影響なん

ですが、健康食品とラベルを張りかえるとそれはとてもいい影響というふうに

変わってしまうんですよね。体重コントロールに役に立ちます、みたいな。じゃ、

フェンプロパトリンに健康食品とラベルを張ったらみんな喜んで食べるんだろ

うかという話ですけども、フェンプロパトリンのほうがよっぽど高いので、もっ

たいないのでそういうことはしませんけれども、でも、皆さんが体重の増加抑制

という形で売っている健康食品というのはものすごくたくさん、動物だったら

有害影響と判断されるような量であると。残留農薬だったら、有害影響が出ない

量のさらに少しでもすごく嫌がるのに、健康食品というふうにラベルを張りか

えるだけでそれよりたくさんの量をとっても平気だというのは本来おかしいと

いうところを考えてほしいかと思います。 

〔資料・スライド27〕 

 ということで、さらに、ここからちょっと数字の話をします。リスクを定量比

較するための方法として、ものさしと呼んでいますけども、幾つか方法がありま

す。食品の安全性に関する専門的な勉強をしたいという人がいるのであれば、こ

れらの方法に関して専門的に勉強して自由自在に使えるようになってほしいん

ですけれども、今日はいろいろな方法があるんだなということだけをとりあえ

ず知ってほしいかと思います。 

 食品分野では、主に暴露マージンとDALYというようなものを使います。放射線

分野や化学物質分野では線形閾値無しモデル、LNTモデルといったようなもので
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数値化しています。ほかにもいろいろな方法があります。 

 もともと食品には膨大なリスクがあって、その全てについて全力で対応して

いたのではとてもじゃないけどやってられないので、大きなものからリスク管

理の優先順位づけをするためにこのようなものさしを使います。覚えてほしい

のはリスク管理の優先順位づけという考え方です。簡単に減らせるようなリス

ク、あるいはすごく大きなリスクから優先的に減らすことによって、全体のリス

クを効率的に下げていこうという考え方です。人間の感覚というのは、先ほどの

丸の図でも示したようにかなりいいかげんなので、客観的なものさしが必要に

なります。プロでしたらいろいろなものさしを使いこなしてほしいんですけれ

ども、今日は暴露マージンについてちょっとだけ説明します。 

〔資料・スライド28〕 

 暴露マージンというのは、無影響量あるいはベンチマーク用量などの毒性の

指標となる量と私たちが食べている量の比のことです。つまり、実際に有害影響

が出るかもしれない量と私たちが食べている量がどのくらい離れているのかと

いう安全係数に相当するわけです。したがって数値が大きければ大きいほど安

全側に余裕があるというふうに考えられます。 

 普通、遺伝毒性発がん物質リスク管理の優先順位づけに使われるんですけれ

ども、ほかにもいろいろな使い方があります。普通の毒性でしたら、この暴露マ

ージンは100あれば十分なんですけれども、遺伝毒性発がん物質でしたら、100だ

とちょっと心配なので、100の100倍であるところの１万というのを１つの目安

にして、１万より数値の小さいものから優先的に管理していきましょうという

考え方をします。たとえ発がん物質であっても、暴露マージンが１億とか1,000

万とかいうことであれば、それはとりあえず後回しにしようと、そういうふうに

考えるというものに使います。 

〔資料・スライド29〕 

 この暴露マージンを使っていろいろなものを計算してみる。先ほどから例に

出しているキクラゲのフェンプロパトリンですけれども、これも暴露マージン

で評価することができます。無影響量は動物実験の結果から３mg/kgを採用、そ

して、検出された量0.02mgとキクラゲの量10gを先ほどと同じような数値で使い

ますと、暴露マージンというのは30万と計算することができます。これは100よ

りずっと大きな値ですので、安全上問題はないと言うことができます。 
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 同じ焼きそばの具にタマネギを使ったと仮定します。１皿の焼きそばにタマ

ネギが20g使われていたとしたら、これを先ほどのネズミでの無毒性量、無影響

量の50mg/kgを採用して計算すると、暴露マージンは0.05という値になってしま

うんです。つまり１より小さいので有害影響が出る可能性がある。ネズミだった

ら有害だという値になってしまいます。 

 同じ１皿の焼きそばで、タマネギのほうは暴露マージンが0.05で、キクラゲの

残留農薬というのが30万ということで、この差というのは実は600万倍も違って、

計算上、タマネギのほうがリスク管理の優先順位が高いんですね。実際にはタマ

ネギは人間は食べても平気なので特に気にする必要はないんですけれども、で

も、計算上タマネギのほうが圧倒的にリスクが高いのに、タマネギのほうは全然

気にしないでキクラゲの残留農薬だけを気にしている。食品のリスクに関して

どっちもどっちみたいなことを言う人がいるんですけれども、10倍、20倍違うの

ならともかく、600万倍も違うのに小さいほうだけ気にして大きいほうは全く気

にしないというのは、幾ら何でもバランスが悪いんじゃないか。数値化すること

でそのばかばかしさが明らかになるみたいなところがある。そういうふうに使

うことができます。 

〔資料・スライド30〕 

 これはアメリカ人の摂取量あるいは暴露量をもとにいろいろな発がん物質の

暴露マージンを計算したものの一覧表というか図になります。字が小さいので

見えないと思うので、全体的なイメージだけを見てください。縦軸が対数目盛り

になっていて、上が暴露マージンが小さい、つまり、リスク管理の優先順位が高

い。下がリスク管理の優先順位が低い。右側が天然物、左側が人工の化学物質と

いうふうに分類されています。リスク管理の優先順位が高い人工の化学物質の

代表的なものが職業暴露あるいは治療量の医薬品となっています。 

 職業暴露は、かつての労働環境が悪い時代の炭鉱労働とかそういうものなの

で、実際にがんになる人がいるような、今は改善されているものがほとんどです。

治療量の医薬品はほぼ全て抗がん剤です。抗がん剤というのは、今あるがんをや

っつけるために将来がんになるかもしれないことにも目をつぶるというような

ものなので、どうしてもリスクは高くなります。その次あたりに食品中の天然物

が来て、みんなが嫌いな大気汚染、農薬、それから、食品添加物というのは天然

物よりリスク管理の優先順位が低いところに固まっているというようなイメー
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ジになります。食品中の天然物と一言で言っても、もちろんいろいろなものがあ

るので、それは分布としてはさまざまですけれども、リスクの高いところに固ま

っているのがありますよね。これが健康食品とアルコールです。 

〔資料・スライド31〕 

 先ほどの図の一部を抜粋したものです。暴露マージンは数字が小さいほどリ

スク管理の優先順位が高い、数字が大きいほどリスク管理の優先順位が低いと

いうものです。１桁しかないのは健康食品、これは実際にアメリカで売られてい

たもの、今は販売禁止になっているものです。 

 それから、アルコールでがんになるというのは、多分、皆さん、知っていると

思うんですけど、それでもやめられないという人がほとんどかと思います。この

アルコールに関しては、エタノール22.8mℓと書いてありますけど、これはアメリ

カ人の平均摂取量ですので、自分はこんなに飲まないという人も、もっと飲むと

いう人もいると思います。仮にエタノール、もっと飲む、10倍飲むという人だと

暴露マージンはさらに小さくなるし、10分の１しか飲まないという人だと暴露

マージンはこれより大きくなります。こんなふうに自分の食生活にとって何が

一番リスク管理の優先順位が高いのかということをこの暴露マージンを使って

計算することができます。 

 一般的には、食品中に含まれるいろいろな汚染物質、非意図的に含まれるもの

のほうが農薬などよりも圧倒的に暴露マージンは小さいので、農薬や添加物を

幾ら気にしても食品そのものに含まれている発がん物質などのほうが圧倒的に

問題なので、食生活そのもののほうがよほど大事だという感じになります。 

〔資料・スライド32〕 

 世界中の食品安全機関が食品中に含まれる遺伝毒性発がん物質を暴露マージ

ンを使って評価したものの一部をこちらに紹介しています。発がん物質と言わ

れると、とにかく何が何でもみんな避けなくちゃ、と思うかもしれないんですけ

ど、実際には、この暴露マージンで評価すると数字が小さいものから大きいもの

までいろいろあるということがわかります。とりあえず数字の大きいものは後

回しにして、数字の小さいものから管理していきましょうということで、この暴

露マージンが小さいものの代表というのがどうしてもヒ素とか、それからアク

リルアミドといったようなものになります。日本人のデータ、あんまりないんで

すけれども、そんなに変わりませんのでこれが参考になるかと思います。 
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 ベンゾ（a）ピレン、よく魚のこげに含まれる発がん物質として有名なんです

けど、普通に焼き肉を食べる程度だと実はあんまり発がん性は大きくなくて、暴

露マージンとしては桁が大きいので、そんなに気にしなくてもいいかなという

感じにはなります。多分、皆さんがあんまり知らないようなものとして、世界的

に今話題になっているのがこのピロリジジンアルカロイドというもので、植物

に天然に含まれる発がん物質なんですが、それがある種のハーブティーに結構

たくさん含まれるということがわかってきて、ハーブティーというのが最近、若

い女性などに人気なので、そういう人たちには特にとってほしくないものなの

でヨーロッパなどで盛んに検査をしています。 

 多分人気のあるハーブティーだと、カモミールとかルイボスティーにもこの

発がん物質が含まれていますので、若い人、特に子供を産む予定のある人などは、

カフェインを避けてハーブティーを飲むという人がいるかもしれないんですけ

ども、あんまり同じようなものばかりとらないほうがいいかもしれないという

ことを言われていることに注意してください。 

 あとカルバミン酸エチル、これはヨーロッパのデータなのでブランデーとテ

キーラと書いてありますけど、日本だと梅酒を飲む人ということになります。よ

く梅酒の中に本物の梅をたくさん使いましたというのと、梅風味の香料を使い

ましたというのがあるんですけど、このカルバミン酸エチルというものの発が

ん性だけを考えるのであれば、食品添加物の香料を使ったもののほうが安全と

いう話になります。実際には、梅酒の場合、これよりもエタノールの発がん性の

ほうがよっぽど大きいのであんまり問題にはならないんですけれども、そうい

うことです。 

〔資料・スライド33〕 

 ということで、リスクの大きさを並べてみると、まとめになるんですけども、

まず大事なのは、一般的食品のリスクはゼロではないというところです。どんな

食品にもリスクはあります。だけど、そのリスクの大きさとしては大ざっぱにこ

んな感じです。普通の食品のリスクを普通と考えるしかないわけです。私たちは

食べないと生きていけないので、食品一般のリスクをわりと普通だと思うと。そ

れに比べると、基準値を守って使われている食品添加物や残留農薬というのは

リスクはほぼないと言っていいくらいのものなので無視できる。食品添加物や

残留農薬の基準値違反というのがしばしば報道されたりすると心配になるかと
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思うんですけど、それでも普通の食品よりリスクが小さい場合がほとんどであ

るということです。 

 その一方で、普通の食品からはとれないような量を含むようないわゆる健康

食品に関しては、暴露量が大きいという理由でリスクが大きくなります。そして、

食品でありながら、医薬品並みの効果、効能をうたったもの、これは本来守るべ

き法律を守ってないという意味で、法律を守るつもりのない会社がつくってい

るものということで、リスクとしては極めて大きくなります。この大きいとか小

さいとか書きましたけれども、この差というのは、１桁、２桁とか、日常生活で

知覚できるような差ではなくて、何桁も違うということです。 

〔資料・スライド34〕 

 ということで、最終的に皆さんに伝えて覚えておいてほしいのは、リスクとい

うのはいろいろなものがあるので全体的に考えましょうということです。食品

そのもののリスクは低くないというと食べるのが怖くなっちゃったみたいなこ

とを言う人がいるかもしれないんですけど、そういうことが言いたいわけでは

ありません。食品にはリスクがあるから、じゃ、どうすればいいかということで

世界中の食品安全機関が言っていることは全て一緒で、多様な食品から成るバ

ランスのとれた食生活ということです。これは、今まで栄養バランスをとりまし

ょうというような意味でさんざん言われてきたと思うんですけれども、ここで

言っているのは、そういうことではないんです。全ての食品にリスクがあり、リ

スクの正確の中身を私たちは多分知ることができない。だからこそ、リスク分散

という意味でいろいろなものを食べましょうということです。このリスク分散

ということを覚えてほしいかと思います。むしろこだわりの食生活などと言っ

て特定の産地のものしか食べないとか、特定の育て方をしたものしか食べない、

あるいは特定のメーカーしか食べないみたいなことをやっていると、結果的に

リスクをとってしまう可能性があります。そうではなくて、いろいろなものを食

べる。野菜が高ければ輸入品でもいいし、缶詰でもいいし冷凍でもいいと。そう

いうような食べ方をしたほうがいいということです。 

 幸いなことに、今の日本では普通に生活しているといろいろものを食べるこ

とができます。毎週スーパーに行くとお勧め品が変わっていますので、一番安い

のを買っているだけでいろいろなものがとれる。旅行に行ったらその土地のも

のを食べればいい。お土産にもらったものは別に日本の基準に合ってなくても
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食べていれば大体大丈夫ということで、そうやって普通にしていれば大体いろ

いろなものを食べられる。そういう世の中を維持していくことが結局は食の安

全にとって一番大事、費用対効果の高い方法ということになります。普通の人が

普通に生活して安全に暮らせる。そういう世の中こそが一番大事で、食品の安全

性のために多大な労力、あるいはお金を使う必要はありませんということです。 

〔資料・スライド35〕 

 最後に、安全な食品と食の安全と書きましたけれども、よく食の安全に関する

お話をするときに、どの食品が安全で、あるいはどの食品が危険ですかみたいな

質問をする人がいるんですけど、そういう質問が出ること自体が食の安全につ

いて理解していないということです。単独で安全な食品と安全でない食品があ

るわけではなくて、ある食品を安全にするのか安全でないものにするのかは私

たちがそれをどう食べるかによります。ハザードが大したことがないものであ

っても変な食べ方をすれば病気になりますし、ある程度ハザードの高いもので

も安全な食べ方はあります。それをきちんと知って実行することが食の安全に

とっては大事で、だからこそ、食の安全には消費者も大事で、そのためのリスク

コミュニケーションが大事だということです。何とかだけを食べればいいみた

いな健康食品のメッセージはあふれていますけど、それは食品安全の基本に反

することであるということを知っていただきたいと思います。 

〔資料・スライド36〕 

 お話は以上ですけど、最後に一言だけ情報源として、「基本的に公的機関の情

報を探そう」、ここだけは言っておきたいんですけれども、食品に関してはいろ

いろな情報があふれているんですけども、メディア、インターネットで個人の言

っていること、あるいはマスコミ、本屋などで出ている情報、残念ながらうその

ほうが圧倒的に多いので、できれば食品安全委員会、あるいは外国だったらWHO、

その傘下のCodexなどのような公的機関の情報を根拠にして判断していただき

たいと思います。私たちは公務員なんですけど、公務員は別に皆さんの健康と福

祉を守るために働きます。政府が信用できないとか言わずにぜひ信じていただ

きたいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 


