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第３３回２０１７年ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」   入選 

 

「安全」と「安心」のあいだにあるもの 

～放射性物質を事例に食の安全・安心とリスクコミュニケーションを考える～ 

 

      ＷＥＮ(ウイメンズ・エナジー・ネットワーク) 代表 (東京都在住) 

                         大西 慧子 

１．はじめに 

 日常生活の中で、食の安全は永遠の最重要課題のひとつである。食文化や技術開発の急速な発展に伴い、

私たちの食生活も目覚ましい速度で多様化・成熟化し、日本は世界に名だたるグルメ大国となったが、食の安

全、そして「安全」と対峙する「安心」の問題は、出口の見えない迷路、解けない方程式のように私たち消費者の

前に依然横たわっている。 

 特に都市型消費生活では、食品購入の際に地産地消が日常だった時代は遠のき、複雑な流通過程が介在し、

生産者と消費者との距離が隔たるにつれて、生産者の顔が見えない農産品や生産・加工プロセスが不透明な

食品を購入するのが常である。 

 食の安全に関わる消費者の関心の高い項目としては、「食品添加物」「残留農薬」「遺伝子組換え食品」「食中

毒」等が代表的だが、目新しいものとして、数年来、国際消費者機構（ＣＩ)が重点的に取り組む、生産過程で食

品に使われる「抗生物質」があり、特に外食のファストフード店のメニューから抗生物質を除くキャンペーンの動

向は国内でもっと注目されるべきテーマである。また過去には「ＢＳＥ(狂牛病)」「環境ホルモン」も食の安全を脅

かす消費者問題として、法規制を含め、国内外で長年取り組まれてきた。 

今回は 2011 年 3 月 11 日東日本大震災後の東京電力福島第一原子力発電所の事故による「放射性物質」

がもたらした食の安全・安心問題を取り上げ、消費者庁を中心とした行政による消費者向けリスクコミュニケーシ

ョン、それに関連する消費者の意識調査を踏まえて、行政・企業等によるリスクコミュニケーションのよりよい在り

方を考察し提言する。 

   

２．消費者庁等の食品安全に関するリスクコミュニケーションと消費者意識調査の現状 

 東日本大震災の翌年 2012 年 6 月、消費者庁が食品安全に関わる行政機関として明確に位置付けられ、消

費者庁・食品安全委員会・厚生労働省・農林水産省の関係省庁間の調整業務を担い 4 府省が連携して食品安

全に関するリスクコミュニケーションを推進してきた。食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーションとし

て、地方公共団体や消費者団体等と連携して全国各地で意見交換会等を 2016 年度に 100 回実施している

が、うち約 60 回は福島県内での開催である。また食品と放射性物質に関する消費者向け啓発資料「食品と放

射能Ｑ＆Ａ」を、震災直後 2011 年 5 月 30 日にいち早く刊行、改訂を重ねながら、2017 年 3 月にはその第 11

版とともに、特に重要な内容を抜粋した短縮版「食品と放射能Ｑ＆Ａミニ」第 3 版および英語版を発行、ホーム

ページでも公表され意見交換会等の配付資料として活用されている。これらの活動は福島事故後の福島県民

を中心に、国民の放射線による人体影響への不安と社会の混乱を和らげ、一般消費者の放射線に関する正し

い理解に奏功したことを高く評価したい。 
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出所：「風評被害に関する消費者意識の実態調査」第 10回 

 

その一方で震災後 6 年半余経過し、放射性物質による福島産品の風評は、県内では年々低減しているが、

福島県外・都市圏消費者の福島産品への不安は、依然払拭されていない。 

 2013 年 2 月より半年毎に消費者庁が、被災地域・都市圏の消費者約 5,000 人を対象にインターネットで実施

する「風評被害に関する消費者意識の実態調査」（第 10 回：平成 29 年 10 月 11 日公表）によれば、食品の購

入時に生産地を気にする人の割合は微減し、その理由に食品中の放射性物質をあげた人も減少、平成 25 年

第 1 回に比較すると 10 ポイント以上減少した。また福島県産品の購入をためらう人は過去、最も少ない 13.2%に

なった。同時に「基準値以内の放射性物質のリスクを受容できる」と回答した人は全体では微増傾向で 50%超と

なった（福島県民は第 7 回以降は 6 割超を維持）が、「十分な情報がないためリスクを考えられない」「基準値以

内でも受け入れられない」と回答した人は、どちらも第 1 回より増加傾向で、各約 3 割・2 割と高止まりしているの

は気懸りだ（上記グラフ「放射線リスクの捉え方」参照）。また「放射性物質の検査が行われていることを知らない」

との回答もここ数年増加し、第１回より 15 ポイントも高く、約 4 割に近い高止まり状況である。 

 震災直後から数ヶ月間、放射性物質に関する情報がマスコミ報道で氾濫した状況を経て、正しく理解した消費

者層がかなりの割合で存在する反面、目に見えず、自分の力で制御できない放射性物質への不安を抱いたま

ま、科学的な正しい理解が進まず、思考停止、または無関心に陥った固定消費者層が 2～3 割存在することが

読み取れる。これらの消費者が放射性物質への不安感、福島産品への忌避感を周囲と共有・拡散することによ

り、風評被害の要因、さらに福島の避難者へのいじめ問題の遠因になっているならば、消費者問題から発展し

た根深い社会問題として、県外消費者向けに継続的で実効性の高い対策が求められる。 

 

３．一般市民のリスク認知とリスクリテラシーについて 

 ここでは、冒頭で挙げた食品安全に関連する「食品添加物」「遺伝子組換え食品」、さらに福島事故後に社会

不安が増大した「放射性物質」について、専門家と一般市民・消費者との間で、なぜリスク判断・認知面でギャッ

プが生じるのか、すなわち、専門家が安全と判断した場合でも、一般市民・消費者は不安を覚えるのか、「安全」

と「安心」の間にあるものを考えてみたい。下記のデータは、大阪学院大学情報学部・田中豊教授による、日本

食品添加物協会での発表資料(2013 年 3 月)より抜粋したものである。 
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リスク認知では、専門家が科学的・客観的指標をもとに安全性を判断するのに対して、一般市民は”未知であ

る” ”五感で知覚できない” “人工的” “自己制御できない”“人体影響が不安な” 化学物質や科学技術への心

理的バイアス (偏向)がかかりやすく、より高いリスクを認知する。どんな科学技術にも「ベネフィット(便益)」と「リス

ク(損失の程度×発生確率)」の両面があり、ヒューマンエラーやガバナンス不全を含めると“完璧”な安全、すな

わち「リスクゼロ」を実現するのはほぼ不可能といえるが、上記データに示されるように、約 8 割の一般市民が科

学技術の利用の際に「リスクゼロ」を期待、要求しており、それがリスクコミュニケーションの入口で大きな障壁とな

っているのは間違いないであろう。 

 

 さて、筆者が専門家と一般市民を繋ぐコミュニケーターとして長年活動に参画する、ＷＥＮ(ウイメンズ・エナジ

ー・ネットワーク)では、「くらしと放射線(※)」に関する一般女性約 1,000 人を対象とした意識調査を過去 2 回

（2001 年・2005 年）実施している。 

(※) 注：元素のうち不安定な状態から安定しようとエネルギーを出す元素を放射性元素、その際の放出されるエネルギーを放射

線、放射性元素を含む物質を放射性物質という。 

少々古いデータで恐縮だが、第 2 回ＷＥＮアンケート調査では、日常のリスクに関わる言葉 11 項目を挙げて

「怖い」と感じるかどうか 4 段階で聞いたところ、第 1 位・2 位の「テロ」「地震」に続き、食品安全に関する「ＢＳＥ

(狂牛病)」「食中毒」「農薬」3 項目は“怖い”“やや怖い”の合計が 90％超、「たばこ」「放射線」「食品添加物」3 項

目が 80％超で続く。11 項目中“怖い”“やや怖い”の合計の第 9 位が「飛行機」で約 56%、10 位・11 位が「最先

端医療」「自動車」で各約 36％・31％、下位 3 項目は全体の 7 割～5 割近い人はあまりリスクを感じず受容して

いる。上位の食品安全に関する項目より、交通事故・医療過誤の事故発生時の被害がより甚大にもかかわらず、

①11 項目の多くのリスクの中での比較・検討、客観評価が行われた、②リスクを軽減・相殺するだけの大きなベ

ネフィットを認識し、リスクとベネフィットの「トレードオフ（比較衡量）思考」が働いた、と思われる。調査対象・設問

も異なるアンケート結果だが、前出の田中教授による下記の調査で、「飛行機」という具体的リスクを提示せず、”

科学技術”という抽象表現を用い回答を求めると、②のトレードオフ思考は働かず、8 割以上が「事故時に大勢

死亡する科学技術は受容できない」と回答、ＷＥＮ調査と相反する結果になることは興味深い。 
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４．経済学的視点からリスクコミュニケーションを考える 

 次に経済学的視点からリスクコミュニケーションにおける費用対効果を考えてみたい。 

 震災直後の平成 23 年 4 月より福島県はじめ東日本の 17 都県が、農林水産物に関する放射性物質の検査を

実施してきたが、今年 2 月、平成 29 年度より農林水産省・消費者庁等は検査体制を縮小する指針案を提示し

た。放射性セシウムの残留基準値（１キロ当り 100 ベクレル）を超える農産物がほとんどなくなった状況を受け、

指針案では都県ごとに過去 3 年間で基準値の 2 分の 1 以下になれば、野生の山菜・キノコ、獣肉等の栽培管

理が困難な品目を除き、各都県の判断で検査を縮小してよいという内容だ。消費者団体や福島の農業生産者

からは「縮小は時期尚早」「検査縮小の目安は、基準値の 2 分の１以下より厳格にすべき」等の反対意見も多い

が、一方で過去 5 年間の検査費用(常勤職員人件費を除く)が、計約 40 億円という巨額の経費がかかっており

「費用をより有意義な目的に使うべき」との意見など賛否は分かれている。過去 5 年間の検査結果で栽培管理

できる野菜・果物・イモ類・肉類のうち最初の 2 年間に基準値を超えるセシウムが検出された割合は 0.1～

5.9％、平成 25 年以降は検出されてない。政府は今後、世論の動向を見極めつつ検査体制縮小の是非を判断

するが、一度始めた検査状況が改善しても検査をやめるのは難しい。 

例えば、過去にはＢＳＥに関する牛の全頭検査があったが、政府は 2001 年国内で感染牛が見つかったこと

による行政への不信と消費者の不安を払拭するために、国内のすべての牛を対象に全頭検査を導入した。ＢＳ

Ｅは異常プリオンが脳に蓄積して発症するため若い牛はリスクが少ない。検査で感染を発見するのは難しく、食

品安全委員会は、全頭検査を導入して 4 年後に生後 20 ヶ月以下の検査を止めるように提言したが、その後も

消費者の不安が払拭されず、各自治体は検査を継続し、検査終了は 8 年後の 2013 年だった。 

 海外では人体への影響を未然防止するため、病原体が蓄積する部分の適切な除去と牛のエサの管理が重要

で、検査はあくまでも対策の実施を確認するための手段、という考え方が主流だが、日本ではＢＳＥ問題で行政・

企業・消費者間の円滑なリスクコミュニケーションが機能したとは言い難い。放射性物質の検査縮小についても

同じ轍を踏まないよう、過去の教訓が活かされることを望みたい。放射性物質のみならず、すべてのリスク削減

費用とリスクの大きさの関係は、中谷内一也・同志社大学教授の研究論文に詳しく、下記に示す、著書中のグラ

フ「リスク削減のための費用対効果関数」を参照いただきたい。 

   

 上記のグラフは、リスクレベルが低下するに従い、単位リスクを削減するための限界費用は飛躍的に増大する

ことを示しており、もし社会が、科学技術における「ゼロリスク」を追求するなら、そのための費用は際限なく莫大

になる。例えば、水道水に含まれるトリハロメタンという発がん物質は浄水過程の塩素消毒によるものだが、塩素

による軽微なリスクを防止するために塩素注入を止めれば、最近による感染症リスクが著しく増大する。あるリス

クは他のリスクとトレードオフの関係であることがほとんどで、狭い意味でのリスクゼロを達成しても、広い領域で
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は他のリスクを増大させる。円滑なリスクコミュニケーションに必要不可欠な思考方法「リスクリテラシー」の要件と

して、「ゼロリスク」はほぼ不可能であるという認識、さらに「リスク」と「ベネフィット」の「トレードオフ思考」とともに「リ

スク」と「リスク」の「トレードオフ思考」も必要不可欠な要素といえる。 

  

５．わたしの提言～よりよいリスクコミュニケーションのために 

 経済社会の進展とともに民主主義も成熟化し、消費者の消費行動や価値観も多様化して、行政・企業と消費

者との関係性にも影響を及ぼしている。今や行政・企業からの一方的で単純な情報提供では、消費者との相互

理解を図るのは難しい。関係者相互の信頼関係を踏まえて、説得・説明型でなく、双方向で情報や意見の交換

を継続的に行う必要がある。 

 ＷＥＮでの放射線やエネルギーをテーマにした、一般市民との対話の際のコミュニケーターとしての心構えを

以下に挙げながら、食品安全や科学技術におけるリスクコミュニケーション、さらに消費者教育・啓発分野であま

り扱われない、消費者のための「リスクリテラシー」の基本要件についてまとめてみたいと思う。 

１）食品安全や科学技術では「リスクゼロ」はあり得ないことを理解する 

 専門家には当たり前の「リスクゼロ」思考が、科学技術や食品安全のリスク認知・判断時に消費者には難しく、

円滑なリスクコミュニケーションを妨げていることがわかった。さまざまな先進的な科学技術が、私たちの消費生

活に活用される中で、社会全体のコストを最適化するためにも、最小限のリスクを受容する、冷静で合理的な考

え方が必要となる。 

２）「リスク」と「ベネフィット」を公正かつ対等に評価・理解する 

 食品安全や放射性物質に限らず、ほとんどの商品・サービスは、リスクとベネフィットの両面がある。例えば、過

去にＷＥＮが行った調査では、放射線のリスクだけでなく、一般に知られていない、生活用品の滅菌や食品の殺

菌のための照射、空港や建設現場での非破壊検査、ガン診断・治療等の医療分野の利活用など、放射線利用

の認知度について調べる設問を加えたところ、回答者の関心が高く、設問中で情報の両面性・有用性を伝える

ことにより、リスクリテラシーの向上に奏功したと実感できた。消費者庁の意識調査でも、リスク情報の認知度だけ

でなく、ベネフィット情報を設問に加えることを検討してはいかがだろうか。 

３）「透明性の高い」情報を、客観的・中立的立場から共有し共考する 

 企業不祥事が多発する近年、関係者間の信頼関係は対話の基盤であり、食品安全や科学技術等は消費者

に未知の分野ゆえに、伝え手の行政・企業等の専門家の信頼は最優先され、信頼関係の構築のためには、透

明性の高い情報公開と継続的な対話が求められる。 

 

■最後に～リスクリテラシーを取り入れた消費者教育による消費者市民社会の実現へ 

 今回、放射性物質を事例に食の安全・安心の間に横たわる心理的要因を探り、リスクコミュニケーションの在り

方を考察した。食の安全・安心の問題では、上記リスクリテラシー3 要件を踏まえ、マスコミ報道に起因する消費

者の心理的バイアスや感情的要因を斟酌すること、成熟社会ではあるリスクが低減されても、技術革新により別

の新たなリスクが出現するため消費者はより軽微なリスクに感応し、リスク認知全体は低減されないことも肝に銘

じたい。最近の食の安全問題の関心事の１つ、豊洲市場移転問題は、行政と消費者とのリスクコミュニケーショ

ンの試金石といえる。豊洲市場が風評被害を回避できるか、今後の行方を注目したい。いま消費者のリスクリテ

ラシーは未熟であり、科学技術立国を標榜する日本の消費者に必要な資質として、消費者市民社会の実現の

ためにも、学校教育はもとより生涯教育の場で学ぶべきであり、そのためには、今後の消費者教育基本計画や

消費者教育推進法の中に、確固とした位置付けがなされるべきではないかと考える。 
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【参考資料】 

・消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査について（第 10 回;平成 29 年 10 月）」 

・WEN(ウエン；ｳｲﾒﾝｽﾞ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ)「くらしと放射線」に関する意識調査(2001/2005 年) 

・大阪学院大学情報学部・田中豊教授「一般市民のリスク認知とリスクリテラシー」 

・同志社大学心理学部・中谷内一也教授「ゼロリスク評価の心理学」        

 

 

[審査委員長からのコメント] 

視点や考察が良く、全体的に評価できる。リスクコミュニケーションへの理解を丁寧にしている。その一方で、もう

一歩具体的な方法論の提案があれば更に良い。 

                                     

                       


