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第３回食品に関するリスクコミュニケーション研究会 議事録 

 

1. 日時 

平成28年11月21日（月） 14:00～16:00 

 

2. 場所 

中央合同庁舎第４号館 ４階 共用408会議室 

 

3. 出席構成員 

関崎座長、池田構成員、金川構成員、菅原構成員、曽我部構成員、中村構成員、長

村構成員、松永構成員、松本構成員、三宅構成員 

 

4. 出席者 

（消費者庁） 

野田消費者安全課長、藤田消費者安全課企画官、石川消費者安全課課長補佐 

（関係府省） 

内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省 

 

5. 議事次第 

1. 開会 

2. 議題 

（１）今後のリスクコミュニケーションの取組方針 

（２）その他 

3. 閉会 
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○関崎座長 お待たせしました。 

 構成員の金川さんが、今、こちらに向かっている最中なのですけれども、若干おくれる

ようですので、時間も過ぎておりますから、始めたいと思います。 

 ただいまより、第３回「食品に関するリスクコミュニケーション研究会」を開催いたし

ます。 

 本日は、夏目さんから御欠席されるという連絡を頂いております。 

 まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○野田消費者安全課長 お手元の資料をご覧ください。 

 議事次第の後、座席表、そして、横置きになっていますが、金川先生のプレゼン用のパ

ワーポイントが２種類あると思います。不安はどのように変化したかというものと測定方

法に係る問題提起、それに続きまして、右肩に「資料２」と打っております横置きのパワ

ーポイント、これは前回お配りした資料の抜粋版、本日やるものだけ。あと、資料３が第

１回及び第２回の議論の整理と取り組み方向（案）という、字ばかりの３ページのものが

あると思います。 

 クリップ留めにしておりますのが、参考資料ということで、前回お配りした、コミュニ

ケーションの現状と取り組みの方向（案）という資料と、それに付随する資料のペーパー

でございます。 

 不足のものなどありましたら、いつでもお申しつけ頂ければと思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、報道の方の冒頭の頭撮りはここまでということになっておりますので、念の

ため、御協力頂きますよう申し上げます。よろしくお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○関崎座長 それでは、早速、議題（１）今後のリスクコミュニケーションの取り組み方

針に入りたいと思います。 

 今、配られた資料の一番最後、クリップ留めのところの最初のページをご覧ください。

最後の資料です。これは前回の研究会で配られた資料の抜粋です。この最初のページの下

に「目次」と書いてあります。１番、リスクコミュニケーション全体に係る事務の調整、

２番、リスクコミュニケーションの実施、ここまでを皆さんに御議論頂いて、活発な御意

見、討論を頂戴しまして、残念ながら時間切れとなって、この最後の３番、リスクコミュ

ニケーションの促進ができない状況になりました。 

 本日、冒頭で、この次の資料１であります金川さんからの資料を最初に紹介して頂こう

と思っていました。これはこの後のリスクコミュニケーションの促進等の御議論を頂くの

に大変参考になる重要な事項が含まれていると思いましたので、せっかく今日に延期にな

ったわけですから、順番を入れかえてもいいかなと思っていたのですけれども、金川さん

はもう少しで到着されるということですが、まだいらっしゃらないので、前回積み残しだ
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ったリスクコミュニケーションの促進を先にやりたいと思います。 

 資料１－１、１－２を飛び越して、資料２です。 

 ここに、消費者庁が行った食品に関するリスクコミュニケーションの現状と今後の取り

組み方向、めくって頂きますと３番のリスクコミュニケーションの促進、前回積み残した

部分が出てまいります。これについて、また前回同様、活発な御意見を頂戴できればと思

います。 

 早速、構成員の方から御意見を頂けますでしょうか。特に消費者庁から取り組み方向に

ついて提案がここに書いてありますけれども、こういったものに対して、何か御意見を頂

戴できればと思います。 

 長村さん。 

○長村構成員 私が個人的に法人活動としてやっております活動が、いわゆる食のリスク

コミュニケーションの問題なのです。今回、こういう機会がございましたので、今、会員

から、いろいろ今までの活動から浮かび上がっている事項金川先生のように資料で出させ

て頂くとよかったかなと思うのですが、会員から相当いろいろな意見がございます。その

中で消費者庁に御協力頂けたらというものは、まさに「取組方向」に青字で書いてありま

す「リスクコミュニケーターになり得る者に対する研修の機会に協力する」です。沖縄か

ら北海道まで８支部がございまして、主として医療系、農学系の大学の教員が中心になっ

ているのですけれども、それなりに医療職や食の専門家の資格を持った人たちに食に関す

るリスクコミュニケーションの研修会をやっているのです。この研修会そのものに、ここ

に記載してあるのと同じ意見が結構会員から来ていたのです。今、我々がやっている、特

に機能性表示食品、特保といった問題とか、添加物、放射能、農薬といったところのリス

クコミュニケーションの研修会をやるに当たって、我々だけでやっていてもどうしても限

界があるので、ここに、例えば、消費者庁が薦めてくれているとか、そういった一言があ

ると非常に会員としても元気が出るから、何かそういうことを検討してほしいという意見

が随分出ておりました。今回持ってくるとよかったのですが、まだ戻ってきていない支部

のアンケートがありましたものですから、そのままになっておりますが、次回に資料とし

て出させて頂こうと考えております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局から。 

○野田消費者安全課長 取り組み方向のところにこうやって青字で書いてございますよう

に、私どもが直接研修を実施するところはなかなか難しいところがあるのですけれども、

先生のところが実施しておりますような研修に我々でお役に立てるようなところがありま

したら、例えば、講師として行くとか、そのような協力は考えてまいりたいと思います。 

○長村構成員 現実の一例として、放射線のリスクコミュニケーションのときに、消費者

庁の方が来られて、一緒にやった、あのときは非常に盛り上がったということなのです。

さらに、いろいろ勉強になったということで、ああいう形で機能性表示食品の問題などを
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みんなできるといいなというのが、会員からの希望であったということでございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 消費者庁側からは、この間、例えば、工場見学とか、そういう食品関係の業界の方々が

何かやるときにも御協力頂けたらという話もあって、消費者庁から講師を派遣することが

できると思いますというお答えだったのですけれども、それと同じように考えて要望を出

して頂ければということですね。 

○野田消費者安全課長 我々も、人員と、この間、御議論もございましたように、我々が

提供できる情報とか知見についても、限界は当然ありますけれども、当然我々でできるこ

とは一生懸命やってまいりたいと思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見は。 

 中村さん、どうぞ。 

○中村構成員 まず、１点確認をさせてください。 

 ここに書かれている「リスクコミュニケーターになり得る者に対する研修の機会」は、

初めてこのリスクコミュニケーターになるための研修を受ける方に対応した研修ですか。 

 何かというと、一度研修を受けられて、その後、いろいろ御活動頂くという方はすごく

多いかと思うのですけれども、可能であればフォローアップ研修をして頂けないかと。い

ろいろな知見が次々に出てきますし、農薬にしろ添加物にしろ、勉強して頂きたい内容は

多いと思われます。１回の研修でカバーできる分野は非常に限られていると考えますので、

もちろん最初に１回受けてもらわないといけない、まずそこから始まるというのはよくわ

かるのですけれども、可能であれば、その後のフォローアップに関しても御検討頂ければ

と思います。 

○野田消費者安全課長 リスクコミュニケーターになられる方にフォローアップをする、

いろいろな情報のアップデートをして提供するということの重要性は、たしか第１回目の

本会議でも御指摘なり御意見があったと思います。我々としてもその重要性は十分承知し

ておりますので、我々としては、いろいろ限界や制約はあるにしても、できることはやっ

てまいりたい。 

 今の御質問に即して言いますと、始めてリスクコミュニケーターになられる研修とその

フォローアップの研修とで、特に協力の度合いとか程度にあからさまな差をつけるという

のですか、そういう考えを持っているものではございませんし、今ここで書いてあること

も、フォローアップ研修を含まないという意味で書いているものではございません。 

○中村構成員 ありがとうございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。 

 このコミュニケーションの促進に関して、何か事務局側から特に解説したいとか、プッ

シュしたいとか、そういう部分はありますでしょうか。 
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○野田消費者安全課長 我々のほうとしましては、今の段階で考えていることは後ほどの

資料３にある程度書き込んでございますので、そちらのときにあわせていろいろ御指摘や

御意見等を賜れればと思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 このコミュニケーションの促進だけではなくて、全般も含めて後でもう一回総合的に討

論する時間を設けますので、とりあえずここだけの御意見ということなのですが、まだど

なたか御意見はございますか。もう少し、何かこういうこともできるのではないかみたい

なことを提案してもいいかなと思いますけれども、よろしいですか。 

 では、この３番だけではなく、１番、２番も含めて全ての総合的な討論の時間もこの後

に設けていきたいとは思うのですけれども、冒頭で御紹介しました、消費者庁の行った調

査、風評被害に関する消費者意識の実態調査を、構成員の金川さんに取りまとめて頂きま

して、本日、資料１－１と１－２という膨大な資料ですけれども、御提供頂いていまして、

これの中身が後の総合討論にも大変関係する重要な事項が含まれていると思われますので、

まず、ここの説明を頂戴してもよろしいでしょうか。 

○金川構成員 ありがとうございます。 

 おくれまして、申しわけございませんでした。 

  今日の私のお話は、先ほどリスクコミュニケーションの促進というところの前回頂い

た主な御意見のところの部分なのですが、まず、１番目の市民の問い合わせに対応すると

いう意味では、機能したのですというところですが、恐らく機能しているであろうという

ことの実証です。つまり、データの上でこんなふうに根拠があるので機能したと言えるの

ではないでしょうかということをちょっとお示ししたいというのが第１点と、研修した団

体によっては、リスクコミュニケーターよる知識の伝達ができるかという、そこの知識の

伝達なのですが、私の分析の中で、確かに消費者庁のおやりになったリスクコミュニケー

ションは功を奏したのではないかというところが多々あるのですが、後で御説明します。

そのときに、知識のうちの何がよかったのかという、そこら辺に踏み込んでお話しさせて

頂きたいと思います。それが１番目の福島の事故以来食品に対する不安はどのように変化

したかという部分です。 

 もう一つ、小学生に伝えるような伝え方のところについては、関連するのは、その次の

リスクコミュニケーションの効果性をどう考えればいいかというところについてのお話と

の関連で、お伝えできればいいなと思います。 

 まず、１番目のものですが、これは一番最初に私が伺いましたときに、消費者庁の継続

的なデータで地域差はおとりになったのかと伺ったときに、とっているけれども、公表は

していないということで、データはあるけれどもということで、自分で分析してとおっし

ゃってデータをくださったので、それを分析してみましたというものです。 

 まず、ここに「不安」と書いてございますけれども、目次を見て頂きますと、なぜ不安

を問題にするのかというので、食品に対する、つまり、福島県産の食品とか、低線量の放
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射性物質に対する不安とか、そういう不安をなぜ取り上げなくてはいけないのかというこ

とから話をさせて頂きまして、要するに、その不安が被災地と大消費地、特に東京と大阪

とで、たくさん地域があったので、東京と大阪に限定しましたが、どんなふうに違ったの

か。それから、そのような不安を軽減して、正しいリスク認知をするためには何が必要か

ということをお話しさせて頂きたいと思います。 

 たくさんありますので、皆さんのスライドでいいますと、大きな字で「これまでのまと

め」と書いてあるところを見て頂きたいのですけれども、要は、東北の人たちは、放射線

に対する不安が高かったのです。ほかの地域に比べて圧倒的に高かったのですが、それに

もかかわらず、放射線被害地産の食品に対する否定的態度は低くて、かつ、低線量の放射

線リスク受容に対しても寛容でありました。このことがなぜかということについてのお話

をさせて頂きます。このことが、恐らくリスクコミュニケーションが功を奏したのではな

いかということとつながるところであります。 

 最初から申しますと、なぜ不安を取り上げたかということなのですが、順番に行きます。

まず、放射線の汚染に対する不安は高いのでしょうかと聞く、この聞き方によって、実は

実際に不安が高いかどうかはよくわからないのだという話から始めます。 

 これは消費者庁が夏休みのイベントでおやりになったものですが、お母さんに、あなた

が気にするものは食品の安全で何ですかと、このような選択肢で聞くと、放射線物質はす

ごく高いところに位置します。びっくりするのは、それでも食品添加物が一番なのですけ

れどもね。 

 次のページですが、ところが、消費者庁の質問項目のように、食品を買うときに何を重

視しますかというときに、例えば、価格とかそういうものが入ると圧倒的に価格が一番で、

これは福島の人ですらそうです。安全性は相対的には重視する程度が低くなります。なの

で、不安かどうかというのは聞き方次第で随分変わってくるということがあります。そこ

のところをまずは気をつけなくてはいけないのですが、それでも不安を取り上げた理由は、

実は不安は悪さをするのです。何を悪さをするかというと、それこそ風評被害という事柄

がなぜ起こるかというときに、不安がともかく介在することがわかっています。 

 ５ページ目をご覧ください。これは関学の三浦さんがおやりになったデータですけれど

も、放射線に対する不安が高いと、放射線の災害地域の食品に対する態度が否定的になり

ます。その下の重回帰分析という因果関係を問う分析ですが、「.64」というところをご覧

になって頂きたいのですけれども、これは放射線に対する不安が高ければ高いほど放射線

災害地域の食品に対する態度が否定的になることを示しています。 

 その次のページは、同志社の中谷内さんたちがやったものですが、真ん中の矢印がある

ところをご覧ください。この図は、矢印が刺さっているほうが結果で、出ているほうが原

因だとお考えください。そうすると、放射線や原発に対する不安が高いほど購買意図にマ

イナスがついています。購買意図が下がる結果になっています。そこまではよろしいでし

ょうか。つまり、放射線や原発に対する不安が高いと、被害地の物産に対する否定的な態
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度が形成されるし、かつ、購買意図が抑制されてしまうということが出てきます。 

 三浦さんの分析によりますと、これは次のページですが、パネル調査です。第１波が2011

年９月だから、3.11の震災の半年後です。それから１年ごとに2014年までを追ったデータ

です。これで、上のような項目で不安を聞いています。特に食品に係ることですと､放射性

物質による食品の安全性のことで知らないことがあると気になるとか、食品を購入すると

き、放射性物質に汚染されているかどうかは気になるというところで、高得点になるほど

ネガティブな態度になるように得点化されていますが、これを見てみますと、東北３県の

値が3.60で、京阪神よりも高いという有意差が出ています。余り数値としてはわからない

のですが、有意な差が出ています。東京はこの間になっています。時系列による変化はあ

りません。 

 おもしろいことに、次のページを見て頂くと、これはクラスター分析といって、放射線

被害地域の食品に対する態度が、上に行けば行くほど否定的とご覧ください。１回目も２

回目も３回目も４回目も、ずっと通して高かったグループがあります。これがクラスター

２といって、196人の人たちです。それから、一貫して低かった人、それも半分ぐらいの値

がその隣ですが、この人たちはどういう人だろうと中身を調べてみますと、クラスター２

のところ、つまり、一貫して否定的態度が高かったのは京阪神の人です。大阪が特に多い

です。低かったのは東北３県、つまり、被害地の人たちが否定的な態度が低いことが見出

されています。 

 リスクの受容、低線量の受容に対してはどうかということが、次のページです。これは

消費者庁のおやりになったデータですが、これは私が頂いたときには第７回までしかあり

ませんでしたので、第７回までのもの、これは全体です。左側がともかく受け入れられな

い、低線量であっても受け入れられない人。その次は、基準値以下ならオーケーだろう。

その隣、ほかにもがんの原因はあるので特に放射線は気にしないというのがその次です。

それから、わからないというものがあって、情報がないから考えられないというものが黄

色いものです。全体をひっくるめた結果は、大体２割弱のともかく何があっても受け入れ

られないという人がいる。それに対して、情報がないから考えられないという人がだんだ

んふえてきている傾向がありますが、これを地域ごとに見ると、福島と大阪が全く対照的

な結果になっています。 

 「全般的傾向」と書いてある次を見てください。ちょっと見づらいですけれども、11ペ

ージとなっているところですが、３本それぞれのところにグラフがあると思いますが、一

番上が大阪府です。３本の線を大阪と東京と福島と並べてあります。一番上が第１回目、

その次が４回目、５回目、６回目、７回目となっています。 

 一番左側の青色は受け入れられない、ともかく嫌だという人です。真ん中、黄色の濃い

ところと薄いところを総合したのは、基準値以下なら受け入れてもいいよというのと気に

しないという人を合わせたものです。緑のほうが、情報がないので判断できないと言った

人です。 
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 これをご覧頂きますと、大阪と福島で、福島をご覧頂きますと、福島の第１回目は受け

入れられない人が20.1％いたのですが、７回目になると、これは10.4％になっています。

半分に減っています。受け入れるとか気にしないという人が、この黄色を合わせてくださ

い。第７回目では、35.4と30.6を足すと66％ぐらいの人たち、６割、７割近くの人たちが

気にしないと言っています。 

 それに対して、東京と大阪は似たような傾向ですので、大阪に注目してください。大阪

は、受け入れられないという人が最初は21％からちょっと増えていって、23.6になり、22.6

になり、22.3になりということで、受け入れられないという人が福島の倍あって、この割

合が余り変わっていません。それに対して、受け入れてもいいよと言った人たちがだんだ

ん減ってきまして、最初は33.1と21.9で、55％ぐらいの人たちがいたのですが、最後、７

回目になりますとだんだん減っていって、28.5と13.6ですから、合わせて42.1％になって

います。 

 全く対照的な結果になっていることをご覧頂けると思いますが、福島は経時的な変化で

低線量リスクに対する態度が寛容になっています。 

 次のページをご覧ください。地域差がとても顕著で、福島では低線量放射線リスクの受

容に寛容になっています。今、ご覧頂いたとおりです。このことから、福島でのリスクコ

ミュニケーションは功を奏したと言えるのではないかと判断いたしました。それに対して、

東京・大阪という大消費地では、とても非寛容になっている。特にこの非寛容性が顕著に

なってきていることが見て取れます。 

 それが何でかということで次に考えるのですが、まず、まとめとして、先ほど申しまし

たように、東北の被災地の人たちは、御自分たちが渦中にいたために、放射線に対する不

安は非常に高かったのですが、にもかかわらず、産地の食に対する否定的態度も低くて、

放射線リスクの受容に対しては寛容であることが見て取れました。 

 このことはなぜかということを考えるときに、先ほど申しました不安が悪さをするのだ

という話をしました。その不安の悪さを抑制してくれる要因として、正しい科学的知識に

よる判断、これが先ほどの知識の伝達というところにかかわるところです。それから、リ

テラシーのような合理的な判断、このようなものが放射線に対する不安とか、その後のリ

スク認知に影響を及ぼすと考えられています。 

 次のページをご覧頂きますと、これは非常にきれいにこの形が出ています。これは、も

ともと考え方としては、知識だけでは説明できないということが根底にあります。リスク

の受容とか、リスクに対する寛容度とか、リスク認知に対して、心理学者というか、長く

リスク心理学にかかわっている人たちの間には、実は人間の判断には２つの意思決定モー

ドがあって、１つはシステム１と言われるもの、もう一つはシステム２と言われるもので、

これが同時に作用するというわけです。システム１は、感情とか直感的な判断による意思

決定の仕方です。もう一つ、システム２は、知識とか、物事をじっくり考えて判断するこ

とによる意思決定モードです。 



10 

 

 直感で感情的な大ざっぱな判断をするというシステム１が、人間の場合は、実はシステ

ム２よりもリスク認知の際には優勢に働くことがわかっています。考え方としては、太古

の昔よりなぜ人類が生き残ってこられたかというと、狩猟生活とか、そんなことをやって

いたときに、いちいち熟考してなどとは間に合わないので、直感的に目の前のものが危険

かどうかというのを察知するというシステム１の働きのおかげで生き延びてきた。システ

ム２の論理による熟考みたいなものが必要になってきた社会は、人類においてもほんの最

近のことなので、日常的なリスク判断では、いまだにシステム１の働きが優勢になるとい

う大きな仮説があります。 

 したがって、システム１による判断は、感情とか直感が最初に来るというものなので、

危ないとか、怖いとか、心配だという不安が最初に働き出すということなのです。これが

あるために、知識が直接リスクコミュニケーションの効果としてすっと功を奏すというこ

とがなかなかうまくいかないことが多い。そこで、このリスク診療をやっている人間は、

まず、その不安を低減することを考えようと。そのシステム２の働きによってシステム１

の意思決定モードを抑制して、その結果、正しい判断ができるような道筋はないものかと

考えています。その大きな仮説が、そこに書いてございます15ページ、中谷内さんたちの

論文ですし、しかもこれがうまいこときれいな結果になっています。 

 真ん中の先ほどお目にかけましたところがシステム１というところで、感情で判断する

というところなのです。ところが、左側のシステム２という合理的判断とか知識による判

断が働くと、ちょっと見づらいのですけれども、知識による判断というところは先ほどと

同じで、矢印の出ているところが原因で、刺さっているほうが結果です。ベクトルだとお

考えください。すごくちっちゃいのですけれども、マイナスと書いているのはご覧頂けま

すでしょうか。どちらもマイナスがついていますね。知識による判断が働くと、放射線や

原発に対する不安が下がるということです。これはマイナスがついていますので。下がる

と、今度はこっちがまた購買意図とはマイナスの関係ですから、そうすると、購買意図が

今度は促進されるという関係になります。 

 まとめたのがその下です。合理的判断や知識による判断は、放射線や原発不安を抑制し、

その結果、購買意図は促進されるというきれいな結果が出ております。私たちのリスクに

対する心の仕組みが、これでとてもわかりやすく説明されています。おわかり頂けたでし

ょうか。 

 もう一つ、三浦さんの先ほどの同じ論文で、次のページですが、放射線に対する不安が

高くても、人体に特定の影響がないとわかっていることが放射線災害地域の食品に対する

ネガティブな態度を低減するということもわかっています。つまり、ここも正しい知識が

あれば、ネガティブな不安とかが抑制されることが示されています。 

 そこで、次の話です。ともかく、正しい知識、科学的知識が不安を抑制してくれて、そ

の結果、リスク受容に対する促進的な働きができるのではないかということが示されまし

た。では、どんな知識かというわけですが、ここで、消費者庁がお聞きになった知識につ
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いての質問を整理してみました。大きく分けると、全般的に、ネガティブな内容、ポジテ

ィブな項目と分けられます。 

 ネガティブな項目は、身体に悪い影響を及ぼす可能性についての内容です。例えば、人

体において細胞分裂が盛んな組織である造血器官、生殖腺、腸管、皮膚などに一度に大量

の放射線を受けた場合、数週間以内に障害が起きるとか、あるいは、少量でも長期的に一

定量の放射線を受けることで、細胞の中のDNAが損傷し、将来的にがんや白血病を発症する

確率が高まるというように、全般的に身体に悪い影響を及ぼす可能性に言及されたものを

ネガティブとまとめてみました。 

 それに対して、例えば、ポジティブは、口から摂取された放射性ヨウ素は、容易に消化

管から吸収され、血中に入った後、30％は甲状腺に蓄積し、残りは体内から排せつされる。

また、甲状腺に蓄積したヨウ素も代謝によって排出されるとか、その次も、新たに人体に

影響を与えることはないとか、あるいはその下の特定の臓器に蓄積する性質はないと、そ

んなに体に影響を及ぼさないというポジティブな内容に大きく言うと分けることができま

す。 

 次を見て頂きますと、全体の結果です。１回目から７回目ですが、上３つがネガティブ

です。皆さんが、このリスクコミュニケーションを受け取った結果、何が記憶となって残

っているかというと、ご覧になって頂けたらわかると思うのですが、ネガティブなほうが

圧倒的に記憶として残っているのですが、ポジティブな情報はほとんど記憶として残って

いないのです。先ほどの地域で分けますと、またこれがとても対照的な結果になっていま

す。 

 次のページをご覧頂きますと、また一番上のオレンジの濃いのが大阪です。緑が福島で

す。４回目から７回目の結果がそこに出ていますので、ちょっと見づらくはありますが、

まず、下の３つを見て頂くと、ネガティブな内容については、福島の人たちは、圧倒的に

よく覚えています。緑が非常に長く感じるのがおわかりかと思います。つまり、大阪であ

ろうと、東京であろうと、福島であろうと、ネガティブな情報は非常に記憶に残っていま

す。 

 ところが、ポジティブな情報ですが、上３つを見て頂きますと、４回目から７回目にわ

たってですが、一番濃いのが７回目の福島です。濃い緑です。そうすると、ポジティブな

内容については、福島の人たちは非常に記憶に残っているのですが、大阪・東京の人たち

はほとんど記憶に残っていないということがわかります。ご覧頂けましたでしょうか。つ

まり、先ほどの情報として何が残れば正しい判断ができるのかということがここから見え

てくるのではないかと思われました。 

 そのまとめが次のページですが、全般的に、ネガティブな内容のほうがポジティブな内

容よりもよく知られているのですが、地域差によりますということで、今の消費地と福島

では全く対照的で、福島の人たちはポジティブな知識をちゃんと覚えていたのだけれども、

東京とか大阪とかはほとんど記憶に残っていないことがわかりました。 
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 それでは、何でなのかということで、そもそも人々はこの情報をどこから手に入れたの

かということが次のページ、21ページをご覧ください。 

 これも全部まとめましたけれども、どこの地域の人たちも、圧倒的に、しかも１回目か

ら７回目までですが、テレビやラジオとか、雑誌や新聞から得られた情報が非常に多いで

す。残念ながら、皆さんのような行政機関というところはそんなにたくさんありません。

一番上です。研究機関などというのはもっと少ないです。そのような状況になっています。 

 ところが、これも地域別に見てみますと、次のページをご覧頂きますと、これも黄色が

大阪で、緑が福島と思ってください。そうすると、新聞や雑誌とかテレビやラジオはどこ

も多いのですけれども、福島に特徴的だったのは、地域自治会の回覧板とか、地方公共団

体が発行する広報資料というところが東京とか大阪に比べて圧倒的に多くなっています。

これが、先ほどの皆さんのリスクコミュニケーターが出向いていろいろなことをリスクコ

ミュニケーションをなさったということではなかろうかと推測しております。これが全く

大阪とか東京ではゼロに近いですね。 

 そこで、先ほどのポジティブな情報、ネガティブな情報の話なのですが、福島の人たち

がなぜポジティブな情報を記憶に留め得たかというと、恐らくこの自治会の回覧板とか、

地方公共団体が発行する広報資料等で、細かく丁寧に、放射線のリスクについて、このよ

うなことをどっちも含めてお伝えになったのだろうと思われます。 

 それに対して、大阪とか東京の人間は、情報の取得源がほとんど大きなメディアです。

メディアの特徴としては、これは私たちもNHKを調べたのです。この大震災に関して、東北

のことを調べて、これも調査して論文にしましたが、日本の報道機関は、例えば、アメリ

カなどに比べると、一般的にポジティブな情報よりもネガティブな情報が圧倒的に多く伝

える傾向があって、特にNHKですら、ネガティブに偏った情報の伝え方をしていました。し

たがいまして、なぜ大阪の人たちがネガティブなものしか残り得ていないかというと、情

報の取得源がもともとネガティブなものを主として流すようなところに依拠しているので

はないか、そのことによるのではないかということが推測されます。 

 先ほどの話に戻りますけれども、リスクコミュニケーションとして功を奏したかどうか

ということについては、今のようなことから、ここでまとめとして考えてきた自治体職員

が研修を受けて云々かんぬんのくだり、これがうまくいったのではないかということを臭

わせるデータではありませんかと見て頂きたかったのです。それから、知識の伝達のとき

には、ポジティブな情報も正しく記録に残るようなことが必要なのではないかということ

が示唆されます。 

 そういうことが、今の御報告の要旨です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 今、資料１－１の報告ですね。 

○金川構成員 はい。 

○関崎座長 わかりました。 
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 今の金川さんからの御説明なのですけれども、非常に膨大な資料をかなりのスピードで

お話し頂いたので。 

○金川構成員 両方合わせて20分と言われていましたので。 

○関崎座長 追いつけない部分もあったかもしれませんけれども、それも含めて御質問な

どがございましたら、どうぞ。 

 松永さん。 

○松永構成員 ありがとうございます。 

 私にとっても大変勇気づけられる結果だと思っているのですが、あえて議論というか、

そうとも言えないのかもしれないなという気もして御質問したいのですが、東京、特に大

阪の人たちは、放射線リスクについて関係がないですね。それに対して、福島は、まさに

いろいろな報道もあり、実感として放射線リスクがあるという心境に陥っていたわけです。

そうすると、心理学的に、確証バイアスとか、認知的不協和という、都合のいい情報だけ

を取り込んで、自分の頭の中で何とか人としてつじつまを合わせようみたいな方向に行き

がちなのだと思うのです。そのことが、今の福島が低線量放射線リスクの受容につながっ

ているとか、ポジティブの情報も頭の中に入ってくるというところに、かなりの程度つな

がっているのではないかという気がするのです。 

 １つ、あれと思ったのは、11ページの第１回から第７回までの比較、大阪、東京、福島

の比較をしておられますけれども、情報がないので判断できないという数字が、第１回が

福島は13.9で、むしろ第７回になると増えているのですね。 

○金川構成員 そうです。 

○松永構成員 これを見ると、果たして情報がきちんと入ったから受け入れる方向に行っ

ているのだとすっきり言えるのかなというところの疑問がちょっと湧いてくるのですけれ

ども、そのあたりはどのように考えたらいいのでしょうか。 

○金川構成員 ありがとうございます。 

 今、おっしゃってくださったことは、全て可能性としては考えられます。だけれども、

それについては何とも、つまりはそれもそうだよねという話で、そこを検証したわけでは

ありませんので、解釈としては成り立ちます。それも含めて、でも、ともかくこんなふう

な形にはなっていますよということは、まず、知って頂きたかったことが第１点です。で

すから、解釈は、今おっしゃって頂いたことも十分あり得ます。 

 もう一つ言うと、例えば、福島の低線量にリスク受容が高くなった理由というのも、例

えば、認知的不協和もそうですし、身の回りに実際に被ばくして病院行ったり死んだ人は

いないわという事実もありますね。だから、そこら辺も、それこそ行動療法ではないです

けれども、受け入れを促進するものとしては作用しているとも考えられます。ですから、

いろいろな要因がありますから、これを、今、私が言ったように、リスコミが効いたとは

単純にはもちろん言えませんが、せっかくやってはんねんから、そこはええんじゃないで

すかということをちょっと申し上げたかったのです。 
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 それと、おっしゃるように、福島はもともと関心が高い。特に大阪などは関心が低いと

いうところで、全くもって私は同じことを言われましたが、動機づけが違うのではないか

と、だから、そもそも違うものを比較しているのではないかという指摘もありましたが、

ですからこそなのですが、前から何で大阪とか東京とかを取り上げたほうがいいと申し上

げたかというと、ベースラインで何もしなかったらこんなんですよという話なのです。だ

から、そこを知っておいて頂きたかったのです。 

 大阪というのは、ほとんど何もしていないに等しい。もちろんおやりになっているし、

保健所とか何かがやっているというのは調べればわかりますけれども、皆さんが初回のと

きに、消費者庁とかみんなはどのようにリスコミをしたかというので、どこで何を何回や

ったかみたいなことの表がありましたね。あれはやはり圧倒的に福島とかが多くて、ほか

のところは少なかったですね。ですから、ほとんどベースラインで興味もなければ、何も

しなかったら日本の人たちのリスク受容はこんなですよと見て頂きたくて、だから、こん

なふうにしなくてはいけないのではないかというところの出発点にして頂きたいと思った

のです。 

 深刻なのは、大阪は実は風評被害とか起こっていないのです。なぜかというと、福島の

県産物が入っていないので、経済的なものは起こしていないのです。こんなふうに差別的

な頭を持ちながら。でも、この発想の仕方は、もしあったらやるかもしれないよねという

ことですし、深刻なのは、実は東京はこれを見ると大阪と同じようなメンタリティーなの

です。東京は、福島のものが入っていますね。だから、東京の人たちは、実際に買い控え

をしましたよねというところの、大阪はまだベースラインで済むのですけれども、東京の

人は、自分に関心もありながら、リスコミが丁寧でなかったら、こんなふうになり得ます

よということの、これは統制群として見て頂ければと思いました。 

 お答えになりましたでしょうか。 

○松永構成員 はい。 

○関崎座長 何かありますか。 

○菅原構成員 福島の菅原です。 

 今の説明を聞きまして、数値的にはこういった結果が出ているかとは思いますが、ベー

スがそもそも違うということを申し上げさせていただきます。 

松永先生が先ほどおっしゃったように、福島の者はそこに残ってそこで生きなければな

らなかったので、どうしても情報が必要だったのです。実際、原発事故直後は情報が不足

していたのですが、自分たちが福島に残るための理由、福島で生活していくための納得で

きる情報を必要としており、本当にあらゆる手段を使って情報を集めようとしていました。 

その情報で、福島で生きていく理由を頭の中で整理して、自分を納得させていかなけれ

ばならなかったということが、この統計の下に隠れている、ということを考えていて頂き

たいのでございます。 

 こういった話をすると、感情論的な話になるので、私は控えようと思っていたのですが、
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実際、私どもの娘が、当時、高校生だったのですけれども、やはり将来的な部分で不安が

あるので、行政の立場としてはどうかと思ったのですけれども、母親として「あなたは避

難しなさい」と話しました。 

ところが、そのとき、彼女は、「低線量被ばくのヒトゲノムに及ぼす影響はまだ解明さ

れていないので、そういった見えないものに不安を感じて逃げ出すよりは、ここ（福島）

にとどまり、家族で笑顔で暮らしているほうがいいから、私は残る。」と言いました。そ

ういう選択をしつつ、自分で、様々なところから情報を集めて、自分なりの放射能に対す

る知識を身につけていって、今、彼女は医療系に進みましたが、おそらく、ひとりひとり

に同じような思いがあり、自分を納得させながら生活しているということが、この統計の

中には隠れているのではないかと思います。 

 ただ、残念ながら、廃炉の問題もまだ落ち着いていないような状況であり、時間が経過

すると、この点について、これはどうなのだろうか、あれはどうなのだろうかと、次々に

疑問は出てくるものなのです。このことが、情報がなくて判断ができないものが、現在、

増えているという数値になっているのかと思います。 

  

これまで、県民の安心のために、消費者庁さんの協力をいただき、私どもも頑張ってリ

スクコミュニケーションを行ったことによる効果はあるのかな‥とも思っておりますが、

そのような背景の影響もあるということを念頭に置いていただけたらと思います。 

○関崎座長 そうすると、情報がないので判断できないというところを選択した基準とい

うのも、福島の方とそれ以外の方とでそもそも違うかもしれないということがあるのです

ね。 

○菅原構成員 はい。 

○金川構成員 恐らく欲しい情報の中身が変わってきている可能性はあると思うのですね。 

○菅原構成員 先ほどおっしゃって頂いた、やはり「自分事」なのか「他人事」なのかと

いうところが非常にあると思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何か、この資料１－１に関しての御質問、御意見でもいいですけれども、ありま

せんか。 

 では、続きをお願いします。資料１－２ですね。 

○金川構成員 １－２は、小学校の子供たちにリスコミが対応できるのか、ここのところ

に関するのですけれども、これは前回食品安全委員会のところでお話ししたことのそのま

まの焼き直しなのですけれども、リスクコミュニケーションの効果をどうやって見ればい

いかというところで、リスクコミュニケーションの概念整理というところを見て頂きたい

のですが、リスクコミュニケーションは、皆さんも御存じのとおり、双方向的な共考過程

によって、まず、何が形成されなくてはいけないかというと、ステークホルダー間の信頼

性が形成されて、その結果としてリスクに関する合意形成ができたらいいねということで
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あって、リスクに関する合意形成を目指して何とかしようというものではないということ

が、まずはベースラインにあると思うのです。 

 だから、大事なのは、ステークホルダー間の信頼性をどうやって築いていくかというと

ころで、そこで、効果性を問うときに、この信頼性がどうやって醸成されるかというとこ

ろに目を向けたほうがいいのではないか。つまり、合意形成ができたかどうかというとこ

ろに余りにもこれまで力点が置かれ過ぎたのではないかということが、このときの私の問

題提起でした。 

 その次の次のページ、「従って」の次です。実はなぜそのように申し上げたかというと、

リスクコミュニケーションそのものは、多様な形態があって、何を狙うか、どこまでをリ

スクコミュニケーションの目標とするかによって、具体的な内容が変わってくる。それぐ

らいさまざまにあるのだということを申し上げたのです。 

 １つは、長期的か短期集中的か、つまり、リスコミが長期的視野に立つ戦略的なものか、

短期的視野に立つ戦術的なものか。 

 既存関係の強化か新規関係の開拓かというので、既に存在するリスクに関して、受け手

と共存の関係を強化するという類いのものなのか、新規のリスクの発生可能性について新

たに受け手との、これはリスクの送り手と受け手という意味ですが、関係構築をしようと

するものか。 

 もう一つは、効果性のレベル設定はどこに置くかというところで、今日の話は、この３

番目のことに焦点を当てたいのですが、とりあえずステークホルダーに情報が提供できる

レベルか、対話を通じて共考する教育効果を目的とするレベルなのか、相互理解や信頼感

の醸成を目的とするレベルなのか、利害調整をしながらあくまでも合意形成を目指すもの

なのかということによって、具体的な活動内容は異なる。 

 この具体的な活動内容については、木下先生の2009年の論文にございますので、詳しく

はその次のページをご覧頂きたいと思うのですが、申し上げたかったのは、リスクコミュ

ニケーションといっても、いろいろな種類があって、具体的ないろいろな活動があります

よということを申し上げたかったのです。 

 次のページです。したがって、リスクコミュニケーションの評価は、いろいろな多様性

に応じてしなくてはいけないのではないかという問題提起でした。ただし、多様に存在す

るのですが、評価する側面は、リスクコミュニケーションの形態の多様性にかかわらず共

通している。 

 １つは、リスク管理者とリスク情報が公正であるということです。これは後でまた申し

上げます。先ほど信頼性の醸成と言いましたが、信頼性の醸成ということについては、リ

スク管理者が公正だと受け手から認知されること、それから、リスク情報が公正だと受け

てから認知されること、このことが一にも二にもキーになります。 

 ２番目、受け手と送り手のリスク情報の共有度です。 

 ３番目、送り手と受け手の共考的な構え。 



17 

 

 ４番目、送り手や受け手の立場の相互理解。 

 ５番目は、送り手や受け手の信頼性。 

 ６番目は、送り手と受け手の内在的変化。これは受け手の側がリスク認知やリスク理解

が変化することもそうなのですけれども、実は送り手の側も変化することが求められると

いうことです。 

 次のページですが、１番目から６番目は実は因果モデルになっていましてというので、

一番最初、これが充足されて、その次にこれ、その次にこれ、最終的には６番目という因

果関係があるとご覧くださいという考え方です。 

 とにもかくにも、６番目です。受け手の側がリスクに対する態度が変わって、しかも行

動が変容して、受け手の側の変化が出てくるためには、同時に、送り手の側も双方向コミ

ュニケーションの結果、受け手に対する理解度や受け手に対する心的距離や受け手に対し

ての信頼感が変わってくるということが起こるためには、一番の出発点として、リスク管

理者とリスク情報が公正でなければなりませんよということです。送り手、リスク管理者

と、リスク情報のコンテンツの公正さが、いずれもリスクの受け手に対して公正だと評価

されることが大事だと。公正だねと評価されるためには、リスクメッセージや送り手は何

をしなくてはいけないかということは、後で申し上げます。 

 まずは公正だと認知されたら、送り手と受け手の側のリスクの理解度が増しますよと。

つまり、科学情報だけでは、受け手は、例えば、言っている、科学情報を送っている管理

者を信じられへんわとか、まだ隠しているのだろうとかと思うと、リスクは受容以前に理

解がされないということです。だから、まずは公正であると思われてこそリスクの理解が

進み、その結果、「共通成員性」と書きましたが、実はリスク情報の送り手と受け手は、

対象となっているリスクに対して同じ土俵に立って考える仲間なのだという共考的な構え

が出てこないかん。それが出てくると、お互いの立場の相互理解が可能になるし、信頼性

もできますよと。そのときの信頼性というのは、一つは能力的信頼性、もう一つは関係的

信頼性と私たちは考えていますが、能力的信頼というのは、リスク情報の送り手が、リス

クを管理するに十分能力があるあるいはそのリスクの問題解決能力に対して非常に能力が

あるという信頼感です。例えば、今だと東電が原発を管理するのに十分能力があると、例

えば、国民が思うとか、あるいは、今、起こっている問題能力を解決するというものがち

ゃんとあると、そういうことに対する信頼感のことをいいます。関係的信頼は、問題解決

に当たっての送り手側の姿勢とか意図に対する信頼感です。どういうつもりでリスク管理

者がそのリスクの情報を送っているか。そういう姿勢とか意図に対する信頼感です。 

 こういうものが受け手の中に醸成されると、その一番下のリスク受容などが高まるよと

いう、そういう受け手の側の変化が起こり得るという、これも木下先生のモデルです。 

 こう考えていきますと、いきなり６番目の話をリスコミの効果性だと思ってやるという

のはなかなか大変だし、でも、そこを何とかリスコミの効果性として見ようとしていると

ころがあるのではないかということが、その次の私が書いたところです。（２）の受け手
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のリスク情報の理解度や、（６）受け手のリスク認知やリスク受容のみを評価と考えてい

る傾向が問題ではないかと申し上げました。 

 次のページですが、そこで、まずは効果的リスクコミュニケーションを可能にするプロ

セスの端緒は、今、申し上げましたように、リスク情報の送り手やその内容がともかく公

正だと受け手に認知されること。そうすると、この以下のプロセスが進みますよという考

えです。 

 モデルがその次ですが、絵が描いてありますが、「受け手（消費者）」と書きましたが、

国民がメッセージがフェアだと判断すると、安心感がもたらされて、送り手に対する能力

的信頼と関係的信頼が高まる。 

 次のページですが、もう一つは、リスクコミュニケーションが公正だと判断されると、

先ほど申しました、送り手も受け手もともにリスクについて考える仲間なのだという認知

が高まって、問題を共有しましょうというところが高くなるというモデルです。 

 それを実証したのが次のページの矢印の刺さっているものです。これも先ほどの中谷内

さんのモデルと同じ分析の仕方です。これは、矢印の刺さっているものが結果で、出てい

るほうが原因だと思ってください。「フェアネス」というのは、つまりはリスク情報やリ

スク管理者が公正だと消費者に認知されると、左側に－0.426と流れているほうは、いたず

らな危険度の認知、リスク対象に対する認知が下がります。それと同時に、右側の赤い線、

0.826と書いてありますが、これは１に近ければ近いほど、数字が高くなると、非常に関連

が強いということなのですが、フェアだと認知されると、私たちはお互いに先ほど申しま

したリスクに対する仲間なのだということの気持ちが高まります。そうすると、そのすぐ

上ですが、リスク対象についての見えない利便性に気がついたりとか、あるいは、左側に

自分の不安とかそういうものを制御するというところが働いて、問題への積極的な関与、

例えば、リスク対象に対して無関心ではなくて、自分たちも考えてみようという態度が高

まりますということを実証いたしました。 

 こんなふうに、ともかくフェアだと感じられると、私たちはその情報のリスクに対する

いたずらな不安は低減すると同時に、リスクの管理者に対してともに手を携えようという

気持ちも強くなるよ、そうすると相互理解が高まるよということの実証例です。 

 その肝心のフェアだとはどういうことかということで、次です。リスク管理者が送った

情報やリスク管理者の送り方について、国民がそれをどういうものが盛り込まれていると

フェアだと思えるのかということで、竹西さんたちの研究では、２つの柱があると。１つ

は、真実性。もう一つは、配慮性。真実性、つまり、これは科学的あるいは真実を言って

いるのだという受け取り方がされるとフェアだと思われるというとこです。もう一つは、

自分たちのことを配慮してくれると受け取られると、情報がフェアだと感じられるという

ことです。 

 それでは、真実性というものにはどういう具体的な中身があるかというと、これは右に

３つありますが、科学的に正確な情報であることと、情報をちゃんと開示してくれている
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ことと、隠蔽感、つまり、隠していないというものが盛り込まれていることが真実性を構

成するということです。 

 配慮性というのは、わかりやすい言葉で言ってくれている、平明ですね。それから、自

分たちの不安だとか、そういうところの立場を尊重してくれているということと、もう一

つは、発言の機会がある。つまり、そのリスコミに対して、メッセージに対して発言の機

会があるというものが、配慮されているという気持ちを構成するということです。 

 具体的に、次のページを見て頂きますと、平明、正確、隠蔽、尊重、開示と書いてござ

いますが、例えば、こういう内容です。 

 平明だというのは、発表内容がかみ砕いた言い方でわかりやすかったとか、あるいは専

門的なことをわかりやすく説明してくれていたと思われること。 

 あるいは、正確さは発表内容に科学的根拠が感じられたとか、あるいは、なぜそう判断

できるのか、客観的根拠が述べられていたとかというものです。 

 隠蔽は、発表は重要な事実をわざと伝えていない気がするとか、怪しい、今回の発表に

は何か裏があるとか、あるいは、都合の悪い情報を隠している気がすると。こういうもの

が強く思われると、公正さが低くなるという意味です。 

 尊重というのは、消費者をばかにした表現があったとか、あるいは、いかにもお役所の

言いなりになれといった感じだとか、命令的できつい言葉を使っているとか、これは先ほ

どと一緒で、これが高いと尊重してくれていないということで、公正性が低いと感じられ

ます。 

 開示というのは、発表は包み隠さずオープンな内容だったとか、安全性を強調するだけ

ではなくて危険の可能性も述べていたとか、発表側にとって不都合なことも率直に言って

いたという、こっちから聞かなくても向こうからちゃんと言ってくれたよということを感

じさせるものである。 

 発言というのは、発表者は、発表には消費者の声を聞く姿勢が感じられたとか、疑問や

問い合わせに応じるとか、あるいは、発言の機会をきちんと与えているとか、そういうこ

とを実は聞いたのです。こういうところで得点が高くなると、公正だと判断されるという

ことを申し上げたかったのです。 

 次は、具体的に能力的な信頼とか関係的な信頼はどういうものかというと、例えば、こ

の政府の担当機関、あるいは企業でもいいのですが、つまり、リスク管理者ですね。この

問題を扱うのに十分な能力があると感じますかとか、国民の納得がいくように事態を乗り

切ると思いますかとか、この機関は今回の問題を通じて国民の安全を向上させることがで

きると思いますかとか、この機関は今回の問題全般に関して国民の安全を守れると思いま

すかと、リスク管理に対する能力的な信頼はこんなふうな内容です。送り手の姿勢は、こ

の機関は国民の立場を尊重していると思うかとか、親身になって考えていると思うかとか、

真実を正直に伝えていると思うかとかということを聞いています。 

 こういうものがあると、先ほど申しましたように、フェアだと感じられて、それで能力
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的な信頼が高まると同時に、仲間だという気持ちが高まると言いましたが、それは具体的

には、そこに書いてございますような内容です。この機関となら手を携えていけそうだと

か、お互いの立場を理解し、ともに問題解決に向かえそうだということは、そういうこと

ですね。 

 そこで、次のページです。ここからがあれですが、矢印が書いてありますが、先ほど目

的関数との関係でリスコミの測定は評価せなあかんと申し上げました。いずれにしても、

上を見て頂くと、まずは公正さと申しましたが、要するに、うそをついていないとか、隠

していないとか、ちゃんと受け手の立場を考えて平明に言ってくれているとかという、そ

ういう内容であることがまずは第１番目で、それが送り手側のリスク情報の公正さという

ことです。 

 とりあえずステークホルダーに情報が提供できればいいレベルというのは、具体的には

印刷物の配布だとか、ホームページだとか、講演会などですけれども、そのところで、今、

申しましたように、公正さが盛り込まれていると、恐らく何が評価尺度として捉えられる

かというと、リスク対象への関心度などが高まるというところが評価尺度になるだろう。

このレベルでは、いきなりリスクに対する受容とか、そんなことはとらなくてもいい。ま

ず無理ですからねと。 

 これが充足されたら、次に今度は教育効果ということで、例えば、母親への食育とか、

学校における食育とかということが考えられて、このときのリスクコミュニケーションの

評価尺度というのは、リスク対象の知識とか、テストはクイズ形式にすればいいかなと。 

 それから、目的が、到達レベルがその次の相互理解や信頼感の醸成を目的とする、例え

ば、地域懇談会とか市民会議とかということであれば、今度は共通成員性とか信頼性を図

る、先ほどのような調査でほんまにそうなったかどうかを測るというところまでがリスコ

ミの効果性として捉えられるであろうと。 

 最後は、利害調整をしながらあくまでも合意形成を目指すというところまで、これが最

終的なものですけれども、そうすると、受け手のリスク受容の態度変容までもここで測定

しなければならないだろうということです。 

 そういうことですが、通常は一番下までいくというのはなかなかないことであります。

特に先ほどの小学生に対するリスクコミュニケーションが対応できるのかということです

が、リスクコミュニケーションは小学生に下のレベルなどは求めなくてもいいので、リス

クコミュニケーションは、ともかくお互いが、２番目ですが、送り手と受け手が情報を共

有していなくてはいけないわけですね。あくまでも判断をするのは受け手の側ですから、

受け手の側から自立的に判断できるために、ちゃんと情報を与えてあげなくてはいけない

し、与えなくてはいけないし、その情報を理解してもらわなくてはいけないような送り方

の工夫をしなくてはいけない。となると、小学生のリスコミというのは、リスク受容とか、

そういうところまでを目的関数としなくてもよくて、とりあえずこの放射線とか低レベル

の放射線に関する情報が共有できるとか、それに対して関心を持ってもらえるとか、それ
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について、例えば、科学的な内容を理解するようなレベルのところで、ともかく、大人に

なったときに自立的に正しい判断ができるための土台として情報を持てるという工夫をす

る。そこのところが、リスコミの効果として測れればいいというところになるかと思いま

す。 

 ですから、小学校にリスコミは可能かという話は、可能です。だけれども、それは最終

段階までいかなくてもよくて、上２つぐらいのところまでのリスコミということでやれば

十分に可能であると言うことができるのではないかと思いました。 

 以上です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 今の資料１－２に関しての御説明があったわけですが、これに関して、御質問、御意見､

何かお寄せ頂けませんでしょうか。ここでも、情報を他人事でなく必要としている他人と

人事というところで、違いが出てくるのではないかと思うのですけれども、いかがですか。 

○金川構成員 全くその通りだと思います。私は、今日は皆さんにお聞きしたかったので

すけれども、この一番最初の資料１－１の最後に、これからリスクコミュニケーションと

いうことで挙げたのですけれども、誰に対してどこまでやるのか、しかも税金を使ってと

いうところで、例えば、今、おっしゃった、本当に関心があって我が事として考えている

人たちのところに正しく科学的な情報を伝えることはしっかりやらなくてはいけないです

けれども、いつかあすは我が身になるということからいうと、全般的なリテラシーも高め

ておかなくてはいけない。例えば、大阪などは、今、非常にひどい状況にありますけれど

も、南海、東南海地震などが来たときには、いずれ自分のことになる。そうなったときに、

例えば、たった今、先ほどのこれを見て頂くと、大阪の人、福島ですらですけれども、ど

こでも１割ぐらいの人たちはどうしても嫌だという人がいるわけですね。どうしても嫌だ

という人までこっちを向いてよとするのかどうかというのが第１点です。 

 それから、今、渦中にないと思っている人たちに対して、興味を持ってねという、特に

この東京・大阪の２割の人たちに向けて、どの程度お金を使ってやらなくてはいけないの

かということについても、リスコミは、この間も話が出ていましたが、コストがかかるよ

ということからいうと、そこも含めて誰に対してどこまでということも、今回、皆さんに

教えて頂きたいかなと思って、問題提起をいたしました。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 今の最後の御質問、御意見は、この後の総合討論にも関係してくることだと思いますけ

れども、今の１－２の件に関して、それも含めてどうでしょうか。これはこれからの議論

の参考ということで情報提供を頂いたものですから、特に御意見がなければ、次の議論に

進んでもいいかなと思うのですけれども、よろしいですか。 

 どうぞ。 

○松永構成員 フェアネスが起点になるというのは、すごくよくわかるというか、実感が

あるのですが、そういう意味では、日本の行政は信用されていないという現実があって、
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欧米の政府機関に比べると、OECDの調査とかを見ても国に対する信頼が低くて、私はそう

思っていないのですけれども、フェアネスというところで一般の人たちには、疑う気持ち

がありますね。そういう日本人の感覚を踏まえて、欧米との比較という意味では、どのよ

うに考えたらいいのでしょうか。 

○金川構成員 もともと欧米との比較は、先ほど申しますように、ポジティブな情報とネ

ガティブな情報を両方をあわせ持って論理的に考えるという訓練とか、アメリカでやって

いるような、中学校のときからディベートは必須で、ともかく授業の中でやるみたいなこ

とをやりなれていないところで、いきなりぽんというのは、おっしゃるとおり、なかなか

大変だと思います。 

 ですから、１つは、それこそ学校で教育するのであれば、知識もそうですけれども、そ

ういうことで議論をするような訓練をしないと、もう一つ、前のとき、食品安全委員会の

ときに松永さんがおっしゃったように、リテラシーですね。イギリスだったかどこかの論

文をお出しになりましたけれども、要するに、心理学などでよく訓練している統計的なリ

テラシーなどについても、どこかで科学の問題として早いうちからやらなければいけない

ということが一つはあると思うのです。 

 おもしろい調査があって、この国の信頼できないワースト３が、済みません、お役人と、

政治家と、大企業なのです。大体リスク管理者がこの３つですから、この３つから出され

る情報というのは端から信頼がないというところで、それでも、信頼は木下先生いわく日

掛け貯金だからというので、だからこそ、毎回毎回のリスコミをおやりになっていますね。

懇談会やいろいろなときに、だから、私は、前、食品安全委員会のときに、隠していない

とか、つまり、うそをついているとは多分みんな思っていないと思うのですけれども、出

し渋っているとか、肝心なことを隠しているとか、そんなふうに思っているのです。実際

に、一遍に出さないですものね。またかという感じの出し方をする。あれが一番の不信の

根幹なのです。なので、リスコミのときに、そこのところを受けに来た人たちがどう思っ

ているかということを聞いたほうがいいですよと。もしそうならば、今、わかっていると

ころはここまでだったので、わからないことについては出していませんが、わかったら出

しますと正直に言えば、そこのところは信頼は高まっていくというのが、木下先生のお話

でした。 

 もう一つは、最後のところで、先ほどの１－２につけたのですが、最後から３ページ目、

実はリスコミの信頼関係をどこで見るかというときに、リスクコミュニケーションの評価

指標はアンケート以外にもありますよというところなのですが、具体的な行動を指標にし

てもいいのではないかというので、例えば、食中毒などに関していうと、啓蒙活動の効果

は、乳幼児健診などの機会を利用したりとか、行動指標として当該地域の食中毒の発生件

数とかを調べてみたりとか、あるいは、特にその次ですが、住民説明会のときの形態の場

合ですが、例えば、最初は非常に背を向けていたのだけれども、そのうち挨拶ができるよ

うになったとか、休憩時間に世間話ができるようになったとか、あるいは、もう一つは、
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リスク対象への賛成の増加よりも反対が減ってきた。ごめんなさい。この「現象」は「減

少」です。誤字です。反対が減ることを指標としてもいいですよとかということを木下先

生が挙げていらっしゃいます。 

 ですので、こつこつとこの辺の変化が生まれるように、特に実際におやりになっている

リスコミのところではお気をつけられたらいいのではないかと思います。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 今の御意見に誘われて、ほかに何かないでしょうか。 

 本当は隠したいのだけれども、隠すと言うといけないから、まだわかっていませんと言

えばいいかなと聞こえてしまったのですけれども、それとは違いますね。 

○金川構成員 そうではないです。正直にわかっているところまで言ってくださいという

ことです。 

○関崎座長 今日は危ない話にだんだん近づくところがあって、ポジティブよりネガティ

ブのほうが印象に残るなどというと、今日はメディアの方もたくさんいらっしゃって、や

はりネガティブがいいのかと思われても困るとか、いろいろと私も冷や冷やしながら聞い

ているのですけれども。 

 わかりました。それでは、この情報はまたこれからの議論の参考にするということで、

次に進みたいと思います。 

 最初に、リスクコミュニケーションの促進、前回に積み残した部分についての御意見を

頂戴したのですが、これらも含めて総合的な御意見をということも、先ほども申し上げま

した。 

 ただ、リスクコミュニケーションの促進のところについて、先ほど事務局から何かアピ

ールする点はありますかという問いに対して、事務局から、資料３に今後したいことにつ

いてはいろいろと説明してありますので、それで進めて頂ければという話もございました。 

 ですから、総合討論という意味も含めて、その次の資料３にあります、第１回、第２回

に構成員の方々から御意見を頂戴して、それに対して事務局がこういうことならできるか

もしれませんという御提案を頂いているものの取りまとめなのですけれども、これを見な

がら総合討論も含めてお話を伺っていきたいと思います。 

 まず、資料３、第１回、第２回の議論の整理と取り組み方向（案）とございます。これ

は最終的な報告書にも関係することだと思いますけれども、これについて、皆さんから御

意見を頂戴したいと思います。 

 これは３つの項目に大きく分けられています。見出しに四角で囲んであるところなので

すが、「１．Q&Aについて」、そのページの下のほうに「２．テーマの選定について」、２

ページ目の下のほうに「３．効果的にリスクコミュニケーションの手法について」の３点

にまとめてあります。これを一つずつ今日は御議論頂ければと思います。 

 まず、「１．Q&Aについて」でございます。現在の検討状況がありまして、それについて、

構成員の方々から御指摘頂いたポイントが書いてあります。これに事務局から取り組み方
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向としての案を御提案頂いております。読んで頂いて、これに御意見を頂戴できればと思

いますけれども、資料３に関して、事務局から何か補足説明とかはございますか。よろし

いですか。 

○藤田消費者安全課企画官 特には。 

○関崎座長 読んでいると時間がもったいないので、芽出しだけ、取り組み方向としては、

全部で５点まとめられています。Q&A作成で評価頂いたポイントが書かれていまして、その

中でも（２）から（４）についてこういった応用が可能ではないかと。ほかのこと、放射

性物質以外のところにも応用が可能であろうということ。それから、消費者庁ならではの

視点というところで幾つか挙げられております。また、リスコミを重ねることで問題意識

が明らかになるので、これに対応する。消費者の疑問に答えることができる資料の作成が

可能であろうと。１冊で消費者の関心が高い事項についてわかりやすく基本的な内容をカ

バーして、より専門的な内容については、関係府省が作成している既存資料等へ導入する

といった入門編のようなものを作っていけたらどうであろうかという御提案でございます。 

 どうでしょうか。今までのものも含めて、ここは余り仕切らないで御意見を頂ければと

思います。 

 取り組み方向を箇条書きにして頂いているのですけれども、実際に何をするのかという

のは私もよくわからないのですが、事務局で早速できることといったら、何ですか。 

○藤田消費者安全課企画官 とりあえず、手始めといたしまして、消費者庁で所管してお

ります健康食品等がありますので、それについて、既存の厚生労働省さんですとか、食品

安全委員会さん、農林水産省さんとか、食育等も含めて、いろいろな既存の資料がござい

ますので、これを集めて、より消費者がどういうポイントを知りたいのかというところを

踏まえて、資料をまとめるということをまず初めにやってみたいかなと考えております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 皆さん、納得されたようにうなずいていらっしゃいますけれども、Q&Aについてというこ

とですが、よろしいですか。 

 お願いします。長村さん。 

○長村構成員 今の健康食品の問題なのですが、いわゆる金銭的な被害を起こす問題は、

消費者庁は非常にお得意の分野だと思うのですけれども、健康食品そのものの、要するに､

食と健康というところに関して、私の個人的な見方として、農水と厚労では相当見方に食

い違いがあります。そして、経産省の政策の中というところで、特に昨年から始まった機

能性表示に関しましては、どちらかというと経済的な政策面からスタートして、そこの中

でいろいろな議論で混乱をしてきているというところなものですから、ここら辺をどうい

う観点でまとめられるかというのは結構重要ではないかと思っておりますが。 

○藤田消費者安全課企画官 まだこれはどういう方向でと中で議論をしているわけではな

いのですけれども、健康食品につきましては、過去使ったことがあるかどうかというアン

ケートを採りますと、アンケートによるのですけれども、大体75％から85％ぐらいの人が、
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過去に使ったことがある方も含めて、健康食品を使ったことがあると答えておられます。 

 ということで、健康食品ないしはいわゆる健康食品を含めて、消費者の人が健康食品だ

と思っているものについては、非常に消費生活に深くかかわってきているということです

から、これを一概に食の基本は全て普通の食品だけでと消費者の方に言うこともできませ

んし、だからといって健康食品をがんがん摂れば健康になりますよともならないので、そ

こはどうしたら消費者の方がうまく生活に取り入れて活用していけるのだろうかという視

点から考えていきたいと思っております。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何か。よろしいですか。 

 では、次の課題、「２．テーマの選定について」ということです。現在の検討状況がこ

こにまとめられておりまして、めくって頂くと、御指摘頂いたポイントが、（１）（２）

（３）と３つございます。これらを取りまとめたそれぞれについて、取り組み方向案とし

て、ここに幾つか載せられています。 

 まず、１つ目の指摘です。消費者は１つのテーマについて幅広い情報を求めている。消

費者庁単独主催では提供できる情報が限られて、消費者の求めに対応することができない

のではないかということ。 

 これに対しては、関係府省連携で実施する、前のページにある①と②、食品の安全性の

確保に関する施策の変更と、実際のリスクの大きさと消費者が感じる不安の差があるもの

のうち、実際のリスクが大きいものの違いは、開催主体が４府省連携か、消費者庁主体か

の違いである。リスク管理機関及びリスク評価機関を、①、②を優先して実施する必要が

あるため、③のリスクコミュニケーションには消費者庁が主体となって実施する必要があ

るでしょう。③について、消費者庁が主催し、テーマに応じて、関係する府省や有識者に

説明・質疑対応等を依頼して、消費者の求めに対応できるようにしたい。消費者庁のお立

場をここで明確にして、それに向かって開催する趣旨を考えていきたいというお話だとい

うことだと思います。 

 御指摘の２点目が、自治体が実施するリスクコミュニケーションとのすみ分けを整理す

る必要があるのではないかといった御意見も頂戴しています。 

 これに対して、手洗いや異物混入等のテーマについては、自治体において実施すること

が適当ではないだろうか。また、リスクアナリシスの考え方等のテーマについては、国に

おいて実施する必要があるが、自治体が実施することも適当ではないか。２つ目は、自治

体がリスクコミュニケーションを実施する場合に、国が講師の派遣等の支援もすることも

重要であろうと。 

 ３つ目の御指摘が、テーマについて、現在は添加物や農薬といったハザードの類別で考

えているが、新しい切り口で実施できないかと、非常に難しい御質問でした。 

 これに対しては、例えば、添加物や農薬などをまとめて、「食品に含まれていたら消費

者が不安に感じるもの」といった切り口でも実施してみたい。また、それらの切り口を端
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緒としながら、リスクアナリシスの考え方を紹介し、食品安全一般まで広げて意見交換会

を実施したいという話です。 

 どうでしょうか。こういった取り組みの提案に対して、もう少しこういうものもあるだ

ろうかという御提案でもよろしいですし、聞きたかったのはそこではないよということで

もよろしいです。 

 松永さん。 

○松永構成員 テーマの選定の現在の検討状況の①、②、③のところが、私は、前回も反

対しましたけれども、この整理は受け入れがたいという気がします。 

 １つは、前回説明したとおり、難しい。リスクが小さいにもかかわらず不安が大きいも

のはコミュニケーションが難しいということが１つはあるのですが、もう一つは、いろい

ろと考えてみると、結局、リスクの大小は客観的な評価があるのです。食品安全委員会が

ある程度客観的に評価しているのですが、実は不安の大小は客観的な指標がありません。

先ほど金川先生がおっしゃったように、聞き方一つで幾らでも変わるわけです。それにも

かかわらず、これはリスクが小さいけれども、不安は大きいよねと整理すること自体が、

実はいろいろなことの押しつけになっていて、消費者庁とかが決めて、それをこういうも

のだからうちがやりますよというような、押しつけそのものではないかと。これは、先ほ

ど先生がおっしゃったような公正さとか、同じ土俵に立っているとかという感覚を、この

構造を持っている限りは、そういう気持ちを一般の人たちに喚起できないのではないかと

思うのです。だから、このリスクの大きさと不安ということを２掛ける２で整理してとい

うのは、やはりやめたほうがいいと考えます。 

 それと、先ほどおっしゃったような健康食品などは、そうそう簡単にリスクが大きいと

か小さいとか、不安がどうこうとか整理できるようなものではなくて、そういう複雑なも

のをどう整理するかというときに、混乱が起きてしまう。消費者庁が健康食品のリスコミ

をやったら、あらかじめこういう整理があると、健康食品はリスクが小さいのに、不安が

大きいものなのねと誤解されても困るわけですね。そういう受けとめられ方だって出てこ

ないとは限らないので、ここの整理はやはりやめたほうがいいと私は思います。 

 提案なのですが、消費者庁がやるべきことは、リスクの物差しをつくってあげるという

か、相場観をきちんと提示することなのではないかと思うのです。個別のハザードごとの

仕分けでリスクコミュニケーションをするというのは、食品安全委員会だって厚労省だっ

て農水省だっていろいろな形でできるのですけれども、一番国のリスコミに足りないのは

そこなのですね。比較して考えるということ。 

 少しあるのは放射性物質のリスクで、資料にありますね。放射性セシウムのリスクが非

常に小さくて、実はこちらのほうがもっと大きいというのがあるのですけれども、実はあ

れくらいしか提示しているものがないのです。本当は、そこの基盤をしっかりつくってお

いて、放射線リスクより微生物系の食中毒のほうがめちゃくちゃリスクが大きいんだよみ

たいな感覚を育てていくということを、もうそろそろどこかで責任を持ってやらなければ
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いけないのではないかと。それこそが消費者庁がやるべきことなのではないかな、どこの

省もできない、これは消費者庁ができることなのではないかなと思うのです。 

 それは多分この御指摘頂いたポイントの③という取り組み方向のところでいろいろと書

いてありますけれども、リスクアナリシスは、実は食に関してはリスクがいっぱいあって、

比較するとこうなんだよみたいなところが③とつながって具体的にできるのではないかと

思うし、そういうQ&Aをまず作ることが先なのではないかなと。 

 ○関崎座長 ありがとうございます。 

 確かに、放射性物質と対比して、野菜不足だとか、運動不足、たばこを吸ったらとかと

いう比較表は確かにありますけれども、本当にあれは限られたハザードだけが並んでいて、

それをもっと広げてというのは大変おもしろいアイデアだと思うのですけれども、さて、

実現できるか。 

 いかがでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 放射線は放射線という個別のハザードなのでほかと比べられ

るのですけれども、例えば、農薬が添加物より危ないかどうかという比較はできないでは

ないでしょうか。どっちみち管理されているものは危なくないし。 

○松永構成員 例えば、それをつなぐものとして、同志社大学心理学部の中谷内一也先生

とかは思い切って死亡率とかというものも出されて、10万人中何人が亡くなるかみたいな

ところで思い切って比較するということをしているのです。それが正しいかどうかという

よりも、いろいろな尺度で見たときにどうなのかという比較の目をとにかく育てていかな

いといけないわけで、死亡率だけではなくて、いろいろな角度から、損失余命とか、いろ

いろな評価軸があるわけではないですか。そこに挑むべきではないかと私は思うのです。

方法論はいろいろあると思います。 

○関崎座長 例えば、添加物と一くくりにしてしまいますけれども、その中の具体的にこ

れはみたいに、一番よく使われているのはこれでというのもあるかもしれないですね。農

薬もそうですね。今は、相当農薬は安全性が厳しく評価されてきているわけです。今、一

番一般的に使われている農薬は例えばみたいなものはいいかもしれないですね。 

○松永構成員 すごく難しい話なのです。だから、誰もやっていなくて、そこだけごんと

抜けているのです。だから、リスクの相場観とか物差しとかを持てないでいて、役所だけ

ではなくて、科学者とか、いろいろな方たちが一緒にそこに挑まない限りは、このリスク

の問題、リスクコミュニケーションは次が見えてこないと私は思うのです。 

○金川構成員 今の御提案は、私はイエス・アンド・ノーなのです。つまり、今までやっ

てこなかった理由の一つは、リスクの相対比較はすごく誤解を生むので、それがとても危

険というので今までやられてこなかったというのがあるのです。だけれども、おっしゃる

ように、中谷内さんもやっていらっしゃるように、10万人のうちの何人がこの事象では亡

くなるみたいな、いろいろなハザードについてやっているものがあるので、あんな形で、

全く客観的なそういう指標で一つは並べてみると、この辺かみたいな、そういうのはあり
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かなと思います。 

 だから、今のなぜやってこなかったかというと、難しい。そこがとても難しくて、下手

に企画すると、すごい誤解を生むので、そこは注意してやってくださいみたいな、すごい

むちゃくちゃな注文をしていますけれども。 

○関崎座長 菅原さん。 

○菅原構成員 今、金川先生がおっしゃったように、比較というよりは、これは「消費者

教育」になってしまうのかもしれないのですけれども、消費者がみずから正確な情報を得

て判断できるような、そういった情報、材料を、きちんと客観的に整理して示して頂ける

のであれば、多分、「食品添加物とかいろいろ気にはなるけれども、うちではここまでは

許容できるわ‥」とか、そんな話が出てくるのではないのかなと思います。比較は本当に

ハードルがすごく高いと思いますので、消費者の選択肢が広がるような客観的な材料をま

とめて皆様方に示すような、そういったことができればいいのかな‥と考えます。いかが

でしょうか。 

○関崎座長 いかがでしょうか。 

○藤田消費者安全課企画官 全く出口が想像がつかないので、どなたかに習いにいきます。 

○松永構成員 国立医薬品食品衛生研究所の畝山先生とかが、損失余命とか、MOEとか、い

ろいろなものを使って、感覚をつかんでもらおうと。その中で、微生物系の食中毒はすご

くリスクが高いということをつかんでもらおうとしているのです。 

 こういった取り組みはいろいろとありますし、食品安全委員会も少しそのあたりの比較

の評価は入れ始めて、リスク評価書を見ると、そういうものも出てきていますので、方法

論はあるのです。もちろん金川先生がおっしゃるように、すごく予断を生みますが、現時

点で、繰り返し言いますが、放射性セシウムのことを一生懸命聞いているときに、微生物

の食中毒はどのくらいリスクが大きいかというのは、一緒には情報として提供されていな

いのです。だから、そこをきちんと並べて提供するということをしなくてはいけないのだ

と思うのです。 

○藤田消費者安全課企画官 ちょっと考えます。 

○関崎座長 ハザードにはたくさんのものがありますので、全て一度にはできないとは思

いますけれども、少しずつ対応して頂ければと思います。 

 ほかに、今の②の部分は。 

 どうぞ、中村さん。 

○中村構成員 ポイント（２）の取り組み方向の案なのですけれども、異物混入に関して

なのですが、自治体において実施することが適当ではないかと、適当な部分はかなりある

のだと思うのですけれども、実際にやるときに、例えば、行政側は、仮に異物混入の話が

来たら、現地に行って、こうやって改善をさせますとかという話とかをできるのですが、

実際に食品メーカーさんの取り組みを紹介してもらおうといったときに、御協力頂けると

ころが意外に見つかりにくいというのがあるのです。 
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 ですので、１つ目のポツはこれでしようがないかなと思います。２つ目に、自治体がリ

スコミを実施する場合に、「国が講師の派遣等」とあるではないですか。ここなのですけ

れども、３枚目のところの一番下の取り組み方向案の１つ目のポツの最後ら辺に「有識者

の紹介・派遣を行う」という文言があるのですが、これに似たような文言をぜひ入れて頂

けないかなと。自治体だけでは限界があるところはどうしてもあるのです。ですので、こ

ちらでいろいろな、例えば、今回委員に入っていらっしゃっているイオンさんですとかに

お願いして、例えば、イオンにおける食品安全の取り組みをプレゼンをしてもらえません

かといったときに、御快諾を頂ける場合もありますけれども、どちらかというと見つける

のに苦労する場合が多いという印象があるのです。これは文言の話だけです 

けれども、実際にやるときにはぜひそういったところもお力添えを頂ければということで、

文言を追加して頂ければと思います。 

○関崎座長 それは可能ですね。 

○藤田消費者安全課企画官 はい。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかによろしいですか。 

○三宅構成員 こちらは全く問題ないです。 

○関崎座長 では、最後の「３．効果的なリスクコミュニケーションの手法について」に

移りたいと思います。今日、冒頭でリスクコミュニケーションの促進というところで若干

御議論頂いたのですけれども、それも含めて、現在の検討状況、これが①、②、③として

まとめてあります。 

 御指摘頂いたポイントが、①に関して、メールマガジン等、実際に出席できなくてもリ

スクコミュニケーションが可能な方法の検討ということで、SNS等の有効な活用は重要だが、

活用においては注意する必要があるという御指摘を頂きました。 

 事務局からの案としては、取り組み方向、20～30代へのアプローチとしてSNSが重要。投

稿内容については問題とならないよう事前のチェックを実施している。消費者が何か疑問

に感じたときにこのページを閲覧すれば、関係府省等の該当ページへのリンクがあったり、

簡単な解説資料が載っているようなホームページを作成することも有用ではないか。 

 また、御指摘頂いたポイントの２つ目が、③多様な主体による多様な形式でのリスクコ

ミュニケーションの実施を支援するということに関して、食品事業者や小売事業者等、こ

れまで余り連携のなかった実施主体と連携を図る手法にはどのようなものがあるかという

ことで、取り組み方向として３点が挙げられております。 

 食品メーカーの製造過程の見学等に関して、食品メーカーだけでは信用が得られないの

で、事業者の求めに応じて消費者庁が担当者の派遣あるいは有識者の紹介・派遣を行うこ

とが有効であろう。自治体によっては、リスクコミュニケーションに積極的でないところ

もあり、温度差も大きいという御意見を頂いたので、国で実施したリスクコミュニケーシ

ョンの概要を紹介するとともに、意見交換会の運営マニュアル、シナリオなどを提供する
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ことで自治体の取り組みを支援したい。最後に、さまざまな主体がリスクコミュニケーシ

ョンに取り組む際に活用できるよう、意見交換用のスライド資料、Q&A等を集積提供するホ

ームページを作成することも有効ではないかということで、消費者庁から自治体への支援

を行いますというお話ですが、これに対して、現在の検討状況からここまでで、これはい

かぬとか、何か御意見がありましたら。 

 お願いします。 

○長村構成員 先ほどの最初のところにも少し関連するのですけれども、消費者庁で健食

の問題に取り組まれるということは、私はぜひやって頂きたいと思っております。今回、

機能性表示食品という制度を、私は消費者庁がやられたことが一番大きな成果だったので

はないかと思っております。といいますのは、恐らく他の省庁だったら、もうちょっと違

った形になって、結局は抜け穴ができて、消費者団体が何か言ったとしても、結局はうま

くするりと抜けられるような文言が入った制度ができたのではないかと思います。そうい

う点では、私は、消費者庁がやられたということは、今回、機能性表示に関しては、非常

に大きかったと思っております。 

 消費者団体からはまだかなり強い批判も出ておりますけれども、どんどんこれが修正さ

れる方向に動いています。こういう形にできたのは、私は消費者庁がやられたからこうな

ってきたのではないかと思っておりますが、そこの中で、我々が今までやってきておりま

す活動の中で一番大きい問題は、今もって、大手企業も含めて、いわゆる健康食品という

分野で販売を続けているところがあります。私は消費者庁が「いわゆる健康食品」という

範ちゅうで販売されるようなものがなくなるような形にまで追い込んで頂けると、非常に

きれいになってくるのではないかと思っております。 

 リスクも含めて本当に健康にいいのだろうか、むしろリスクがあるのだろうかとかとい

った問題に関しましては、専門家の意見がちゃんと反映できるような形をとっておいて頂

ければいいのではないかと思っております。 

 もう一歩踏み込んで、いわゆる健康食品という形で売られているものが、何らかの形で

消えていくというふうにまずして頂けるといいなと、これは自分が今までやってきている

活動の中で、強く感じていることでございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見はございませんか。コミュニケーションをする立場にいらっしゃる方

もいますし、コミュニケーションを受ける側の方もいらっしゃると思いますけれども、い

かがでしょうか。 

 どうぞ。 

○池田構成員 資料１－１の７ページ目なのですけれども、そこに意見交換会の形式を検

討するという記載がございまして、そこで引き続き国が行う意見交換会はシンポジウム形

式を基本として実施するとあります。私は、このシンポジウム形式については、検討の余

地があるのではないかと思います。 
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○関崎座長 前回のものですね。 

○池田構成員 はい。 

 ここに、引き続きシンポジウム形式を基本として国が行う意見交換会は実施していきた

いという旨が書かれておりますけれども、シンポジウム形式というのは、検討の余地があ

るのではないかと思います。 

 特に、先ほどの健康食品ですとか、農薬ですとか、食品添加物などもテーマとして取り

上げたいということがありましたけれども、そういったテーマについて、一般の消費者の

方がそういったシンポジウムに参加するというのは、私が過去に健康食品のシンポジウム

に出た際の経験からしましても、余り参加人数は期待できないのではないかと思います。 

 そういった食品添加物とか農薬の問題といいますのは、日本の国が食品の安全に対して

どういう法体系でどういう法律でもって日本の食品の安全はカバーされているのかという

ことを伝えていくことが基本だと思いますので、そういったシンポジウム形式よりも、学

校現場、教育の現場が一番の伝えていくところの基本になっていくのではないかと思いま

す。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 教育の現場に消費者庁が出ていって伝えると。あるいは、そういうところで使える資料

を作ると、そういうことでしょうか。 

 曽我部さん、いかがですか。 

○曽我部構成員 小学生に展開するという案がここで出てきたのですけれども、先ほども

お話があったのですが、消費者教育との関連がちょっと強くなるところではあると思うの

ですが、このポイント（１）のところも20～30代のアプローチとしてSNSが出ています。で

は、10代へのアプローチはどんなふうにするのかなと思ったことが１つと、小学生とか、

10代の子供たちというのは、リスクをどう考えていくのかという、資質・能力ではないで

すけれども、リスクをリスクとして感じ取る基準をどのように身に付けていけばいいのか。

Q&Aの前の段階の素地づくりみたいな、そういうものが冊子としてできないのかなというこ

とです、先ほど座長さんがおっしゃったような、そういう教材を作って学校にということ

であれば、授業の中でどう使っていくかと考えたとき、食品への見方、考え方みたいなも

ので、小学生でもわかり、大人になったときに、あのとき学んだ考え方で、食品を見てい

けばリスクが管理できるのかということがわかるような、もう一歩前の教材の必要性をず

っと考えていました。ただ、それは消費者教育との関連を図っていくところだとも思いま

す。 

 以上です。 

○関崎座長 貴重な御意見をありがとうございます。 

 どうぞ。 

○金川構成員 今の小学生のことに関連して申しますと、知識以前に、リスク、つまり、

よくわからないものを正しく怖がるということは、例えば、犯罪もそうなのだけれども、
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昔だと、暗いところに行ったら危ないよとか、怖いよとかという闇の世界があって、そこ

は入ってはだめよみたいなことがあって、それで気をつけましょうみたいなことがありま

したね。それで、さらわれるよみたいなこともあったりして、上手に大人が起こっては困

ることを起こる前に上手に、半ばおどしながらですけれども、伝えることをやっていまし

たね。 

 例えば、先ほどの食中毒の話もそうだけれども、知識の前に物が腐るよという、その実

験とか、そういうものを小学校の子は、先生、知っているのですか。見ているのでしょう

か。そういうところからやらなければいけないのではないかという気がするのです。 

○曽我部構成員 確かに、今、余り物が腐らないので、本当によほど放置しておかないと

そういう体験がなかったりします。 

○関崎座長 話を折るようで申しわけないのですけれども、腐るのは腐敗菌の作用で、食

中毒菌ではないですね。食中毒菌は、腐らなくても食中毒を起こしますので、そういった

面を教えることが大事かと。 

○曽我部構成員 そうですね。一見変化がなくても食べてぐあいが悪くなるというのは､

確かに学校でもありますので。もう一つ、学校の現場はアレルギーの問題があるので、自

分の体質と食べていい食品をどう考えていくかというのも、学校では大事なリスク管理の

中の一つです。それはどのように考えていくのかなと、思っていました。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 大変貴重な御意見なのですけれども、直ちに事務局から対応策をつくれるような簡単な

問題ではないと思うのですが、恐らくこれを実際にやるとなると、また有識者の方々に集

まって頂いて、御意見を頂戴しながら、事務局でまとめることが可能かどうか、これとは

また別の研究会が立ち上がるみたいな話になってくるかと思いますけれども、どうですか。

将来ということで、そういった方向では、動きとして可能ではありますか。 

○藤田消費者安全課企画官 小学校とか学校の教育で我々もいろいろアプローチしたいな

と思うところはあるのですけれども、各省それぞれ皆さんいろいろと学校教育に求めると

ころは多い中で、学校教育も時間が限られていますから、そこに何を入れていくかという

のは非常に難しいところではあります。 

 ただ、我々としてもできることはやっていこうということで、政治家の方が集まる会議

とかでこういう資料を作っているので、ぜひ御活用くださいと、ちょっと弱目のアプロー

チではありますけれども、一応宣伝はして、活用して頂けるようなことは考えていますの

で、今後もそういう分野を、今、放射性物質のQ&Aを宣伝していますけれども、今後作って

いくような食品のリスクの考え方とかというものももし作ったとすれば、そういうものも

一緒に積極的に宣伝をして使って頂けるようにお願いしていきたいと思っています。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 この議論の流れといいますか、プログラム的には、最後に、今、クリップ留めしてあっ

た過去のものをもう一回振り返って、まだ残っている御意見とかがあれば拝聴したいと考
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えていたのですが、いつの間にかそっちのほうにも向かって全体を見渡した御意見が出て

くる感じになってきているのですけれども、まだ若干時間が残っております。今日の全体、

資料１－１、１－２、２、３、それから、ここにあります前回からの取りまとめを含めて、

まだ御意見、言い残しているところとかがございましたら、この場でぜひお願いしたいと

思います。 

 お願いします。三宅さん。 

○三宅構成員 ありがとうございます。 

 リスクコミュニケーションは、どういった形であれ、今後もずっと続けていかなければ

いけないし、テーマも、いろいろと今、お話を聞いていたら、なるほどなと思っていたの

ですけれども、先ほどいみじくもおっしゃったように、行政、国に対する信頼と大企業に

対する信頼と政治家はおっしゃるとおりでして、今、消費者、お客さんに対していろいろ

なコミュニケーションを私たちもしようとはしてはいるのですけれども、なかなか簡単で

はないと感じていて、最近、よく思うのですけれども、いろいろなことをやっていく上で、

一緒にやっていかなければいけないことなのだろうなということをすごく感じているので

す。なので、企業側を代表して来ているので、今までどちらかというと、私たちがどうや

って何を企業側から伝えていくかという視点にどうしても立ちがちなところはあって、そ

れは営利目的でやっているのである程度はしようがないとは思うのですけれども、とはい

え、今後、いろいろ日本全体のことを考えたときに、消費者庁さんがどういった方針で、

リスクコミュニケーションなのか、それとも最後のほうは消費者教育みたいなところまで

入っていって、どっちもやっていかなければいけないのだと思うのですけれども、そこに

関しても、足並みをそろえて一緒にやっていくことの大切さというのは必要なのだろうな

と感じてお話を聞いていたので、どちらかというと、今まで行政がやっているから、企業、

私たちがといった構造ではない形で、何をやるにしても、私たちにもできることはたくさ

んあると思うので、ベクトル合わせみたいなものはもっと必要だなと感じたのです。 

 企業側の思いももちろんあるのですけれども、当然、全体像を見てやられていかなけれ

ばいけないこともあって、企業と行政も話し合いをして、何が今は優先順位で大切なのか、

何をお伝えして、どのように巻き込んでいくのかということをやれたほうがいいなと感じ

ているので、引き続き、そういう情報を頂けて、インクルードして頂けたらいいなと思っ

た次第です。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 松本さん、お願いします。 

○松本構成員 企業の立場ということで、今は企業も一生懸命情報をオープンにしていく

という姿勢になってきていると思います。消費者庁の皆様あるいは有識者の皆様と一緒に

なって、私たちの現場を見て頂きたいという思いがとても強くなっていますので、御協力

できるところは一緒にやらせて頂きたい。 

 前回も申し上げましたが、やはり一企業だけで説明をしても、消費者の皆様にはなかな
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かご理解頂けない場合もございます。 

 また、金川先生がお示しくださった資料には、現場で対応している事業者にとって大変

重要な姿勢を書いてくださっています。フェアネス基準の箇所に記載されていることはま

さに事業者が実践しなければならないことで、3.11の震災以降、お客様対応部門でも心が

けて参りました。資料に書かれています「隠蔽なし」については、社内説明も含めて事業

者の考え方は変化してきています。先ほど小学生の皆さんを対象に、というお話もござい

ましたが、その場合であれば資料に書かれている「配慮性」を意識しなければなりません。

いきなり食品メーカーの用語を使った時点でもう信頼してもらえませんので、本当にご理

解いただける平易な言葉でお伝えしなければなりません。事業者側はこのような姿勢をも

って、有識者の先生、消費者庁の皆さん、企業と一体になってできればと思いました。 

 以上でございます。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局、締めで。 

○藤田消費者安全課企画官 一言だけ。こういうリスクコミュニケーションに関する研究

をして頂いたおかげで、トップに立っている方に、隠蔽したらだめですとか、わかりやす

い言葉で言わなければだめですとか、わからないことはわからないと言わなければだめで

すと言えるようになったのです。3.11より前に、トップの方に何かこういうことを発表し

ようとかお願いをしようといったときに、そんなことを言ったら、みんなが混乱するでは

ないかとか、そういう反応が昔はあったと思うのです。 

 ただ、その後に、あの混乱を経て、皆さん、研究者の方が、リスクコミュニケーション

に関して研究をして頂いたおかげで、うそをついてはだめですとか、隠してはだめです、

わかっていることはわかっていると言いましょう、わからないことはわからないと言いま

しょうと言えるようになったというのは、非常に時代が変わってきたのではないかと思い

ます。 

 済みません。締めてはいないですけれども。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 実は東大の食の安全研究センターでも、消費者の意識調査を平成23年から７回ぐらい全

国調査をやっているのですけれども、食品製造業者の方あるいは販売業者の方への信頼は

年々上がっています。御努力の結果だと思います。逆に、役所は一旦上がりかけたのです

けれども、また下がってきています。 

 既に時間もちょっと超過してしまったのですけれども、最後に何か。 

 順番に、長村さんから。 

○長村構成員 私は、企業サイドから勇気を持って、添加物と農薬の問題に対して私たち

はこういう理由でちゃんと使っていますと言われたら、消費者も最終的には理解されると

思います。ところが現実は、お互いにうちは何も入れていませんみたいな雰囲気のコマー

シャルをすれば結局売れるという環境をつくっているのは、結論としては、私は業界のほ
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うの姿勢に大きくあると思っています。そこら辺は協会同士でお話し合い頂けたらどうか

と思います。 

 上野製薬という添加物のメーカーがホームページで有用性について随分出しているので

すけれども、あれを読める消費者は非常によく理解をしておられるということを感じてい

ます。業界サイドから、これぐらいのものは大丈夫なのですよということを一言言われた

らどうかなと思います。 

○関崎座長 松永さん。 

○松永構成員 リスコミの意義というところに戻るのですが、この間からOECDの資料を見

ていましたら、リスコミの意義というのは、適切にリスクに対応する、大きなリスクに対

して消費者がきちんと対応して、自分でもリスク管理をして、リスクを小さくするという、

それが一つとても重要なのですけれども、もう一つ、社会として過剰な規制をせず、専門

家にしても行政の職員の方たちにしてもいろいろな役割があるのですけれども、そこのリ

ソースを有効に活用して社会としてリスクを小さくする、というふうに書かれています。

だから、リスクコミュニケーションをしなくてはいけないという位置づけなのですね。単

に混乱を招かないためにということではないというところを、きちんと押さえておいたほ

うがいいかなと。 

 社会としてきちんと対応するという話まで落とし込むと、例えば、長村先生のおっしゃ

った、添加物に対する理解を業界でもきちんと整理してくださいとかというところが、個

別の企業の事情はあるにせよ、社会全体として、何にリソースを配分して、どこの大きな

リスクに対応するかというところの整理がしやすい意識づけというか、理論構築ができる

のではないかという気がしますので、そこは今回の取りまとめのところでもどこかで押さ

えていて頂ければと思いました。 

○関崎座長 申しわけありません。時間が相当過ぎていますので、ほかの構成員の方々に

も御意見があるかもしれませんけれども、既に５分以上過ぎていますので、ここで終了し

たいと思っております。 

 頂戴した御意見を参考に、最後に、事務局から報告書案を作成して頂いて、次はその内

容について御議論頂くことにしたいと思います。 

 事務局から、何か事務的な情報でお伝えすることはありますか。 

○藤田消費者安全課企画官 次回の第４回の日程ですけれども、12月26日、年が押し迫っ

ておりますけれども、月曜日、14時から予定しております。場所等、詳細はまた後日御連

絡をさせて頂きたいと思います。 

 今、御案内がありましたように、当初、年内４回の開催を予定しておりまして、報告書

を取りまとめる予定でございましたけれども、実は本日は既に報告書案を御提示してそれ

を御議論頂こうと思っていたのですが、議論がいろいろ盛り上がっておりまして、次回、

一発で報告書を提案して、そこで決めてしまうというのは無理かなと思っておりますので、

もしお許し頂ければ、あともう一回、年明けにでも第５回目を開催させて頂ければと思い
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ますけれども、いかがでございましょうか。 

○関崎座長 第５回の開催の提案がございましたけれども、構成員の方々はよろしいでし

ょうか。 

 御同意頂けたようです。 

○藤田消費者安全課企画官 あと、本日は、大変貴重な御意見をいっぱい頂いております

けれども、最後、時間が足りなかったところもございますので、もしこういうことがとい

うことがございましたら、メール等でお知らせ頂けましたら、それをまた報告書に反映さ

せて頂きますので、この後、報告書作成に入りますので、御意見を早目に頂ければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○関崎座長 ありがとうございます。 

 事務局で第５回の日程調整もして頂けるものと思います。 

 それでは、これをもちまして、本日の検討会を終了したいと思います。 

 御協力ありがとうございました。 


