＜食の安全＞

『リスクを知って、より安全な食生活』
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ただいまご紹介にありました聖徳大学の永田
と申します。ご紹介の中にもありましたが、私は
元々農林水産省の研究員でした。
その最後の時代、
2001 年から 2007 年まで、つくば市にある食
品総合研究所というところで食品安全関係の仕
事をしていました。今日お話しする中には、その
ときの経験や感じたことがかなり含まれており
ます。みなさん、食の安全についていろいろご心
配されていると思います。どこの国でもある程度
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ある問題ですが、もっと注意した方がいいことにお金や人材を投入せずに、そんなに労力
とかお金をかけても仕方がないところに随分努力している部分もあります。その辺りを今
日はお話しさせていだたければと思っています。
■長寿の国、日本
はじめに、リスクの大小についてお話しさせていただきます。
図 2 のように、アメリカでは毎年数千人の人が、食べ物が原因で亡くなっています。ア
メリカでは、統計的に調べられて出された数字ですが、数年前までは年間 5000 人の死者
と政府の文書にも書かれていました。日本での食べ物による窒息死亡者の数は毎年 4000
人です。喉に食べ物を詰まらせて亡くなる方の数です。図 2 の食中毒については、食中毒
菌による食中毒もあれば、変な化学物質が入っているものを食べて起こる食中毒もありま
す。日本の場合、フグにあたる被害は決して小さいものではありません。ただし、それで
も毎年数人というところだと思います。2002
年に O-157 の集団食中毒があり、
その年は食中
毒で 10 人を超える方が亡くなりました。10 人
を超える方が亡くなるというのは大問題なので
すが、これを海外の会議に行って、大変な年だっ
たと言うと、「それは一番良い年だったのではな
いか？」と言われます。海外から見れば、日本の
食中毒はそれぐらい少ないということです。食
中毒による死者ですが、実は 2009 年に日本は
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０という数字になりました。2010 年も０でし
たが、昨年はユッケ事件などがあり、残念ながら
記録更新はなりませんでした。しかし、食中毒の
統計をとりだして以来、初めて０になったのです。
その日本でも、昭和 30 年頃、1950 年代の半
ばは、食中毒で毎年数百人の方が亡くなっていま
した。ですから日本の食中毒対策は、海外から見
れば随分進んでいる国という評価です。
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2

同時に、日本人の平均寿命が過去 30 年か 40 年間、世界のトップを走っていますね。特
に女性はほとんど第一位だと思います。これはよその国から見ても素晴らしいことです。
その日本も 20 世紀前半は短命の国でした（図 3）
。平均寿命が延びてきたということは、
もちろん医療の進歩ということもありますが、食生活の改善が大きな役割を果たしたと思
います。
■窒息死亡者は毎年約 4000 人
今日、お話しする中で知っていただきたい第一は、窒息死亡者のことです。2010 年 3
月５日の朝日新聞の記事には、食べ物を詰まらせる“窒息”が、不慮の事故による死の原
因のトップであると書かれています。窒息で亡くなる方が非常に多いということです。
コンニャク入りゼリーで小さい子が喉を詰まらせる、同じような事件は日本だけではな
くて中国やアメリカでも起きています。ヨーロッパの国によってはそのような食品を禁じ
ている国もあります。他の国で死者が出ているような危険なものを自分の国に入れないと
いう考え方ですね。ただし、日本でどういう食品を喉に詰まらせて亡くなる方が多いかと
いうと、コンニャク入りゼリーが一位というわけではありません。餅を喉に詰まらせて亡
くなる方の数は決して少なくありません。最近は新聞もこのような事件を取り上げますが、
かつてはほとんど取り上げてなかったのではないでしょうか。
何故小さい子やお年寄りが食べ物を詰まらせやすいのでしょうか。喉には食べ物を気管
か食道のどちらに行かせるか決める一種の弁があります。年齢が上がるにつれてその動き
が悪くなり、むせたりするようになるのです。小さい子の場合は、その動きが未熟という
ことです。ですから、食べ物の固まりが気管の方に入ってしまうと非常に苦しい思いをし
て、最悪の場合は息が止まってしまうということになるわけです。
人と猿の喉の構造を比較すると、チンパンジ
ーなどの野生動物は、よく噛んでこなして飲み
込む必要があるということで、強い筋肉があり
ます。ところが人間は、調理や加工もしていま
すから、噛むことを少々手抜きしても飲み込ん
で消化することができます。そのため咀嚼の筋
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肉が弱くなってきました。そのお陰で頭の中の
脳の入る部分が、動物は筋肉に抑えつけられて
いますが、人間は筋肉が減った分、拡大の余地
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があり大きくなったという説もあります。また、
当然のことながら喉の構造もチンパンジーと人
間とでは違い、
猿は誤えんが起こりにくい構造な
のです。
人間は声を出すのに有利な喉の構造にな
っている反面、誤えんを起こしやすいそうです。
若い頃は喉にある弁で十分に調整できたのが、
年
と共に時々調整しにくくなると言えます。
図5
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不慮の窒息の変遷（図 6）を見ると、窒息で亡
くなる原因は食べ物だけではありません。ただし、
気道閉塞を生じた食物の誤えんの数は増えてい
ます。気道閉塞を生じた食物の誤えんの年齢別の
人数（図 7）を見ると、小さい子の事故というの
ももちろんあります。ただし若い人の問題はほと
んど起きていません。ところが４０代あたりから
年齢と共に人数が増えていきます。しかも男の
人の方が多い。男の人と女の人では喉の構造が
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違い、男の人の方が危ないそうです。80 代後半
くらいになると女の人の方が増えていますが、そ
の年代では女性の人口構成が高くなるため、一般
的に言えば男の人の方が注意した方がいいとい
うことになると思います。一方、交通事故死のグ
ラフ（図 8）を見ていただきますと、日本では対
策がうまくいって、交通事故死を確実に減らして
き て い ま す 。 1995 年 、 今 か ら 十 数 年 前 は

図7

15000 人くらいの方が亡くなっていたのが、
最近だと 7000 人という数字になっています。
これは法律を厳しくしたり、
社会的にいろいろな
取り組みがあったからだと考えられますが、
残念
ながら誤えんの方は一向に減るというような兆
しは見えません。
これから対策を講じず推移する
ことになれば、
数字は深刻なものになると考えら
れます。
図8
■気を付けるべき食中毒菌は時代と共に変化する
次に様々な危害要因についてお話させて頂き
ます。図 9 に最近の食品安全の取り組みを書き
出しています。世界的に見れば、食品安全、food
safety と言われる分野での一番の問題は、食中
毒を起こす有害微生物です。その次は、私の理解
では自然毒（natural toxin）
、要するに生物がつ
くる毒が、問題です。カビ毒や、フグ毒、それか
ら植物自体が持っている毒もあります。自然毒で
はなく、重金属やダイオキシンなど環境由来の毒
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もあります。これは天然の場合もありますし、人間が汚した場合もあります。
さらに、最近特に注目されているのが、加工調理でできる有害物質です。これは研究に
よりいろいろなことがわかってきました。これから調査が進めば、さらにわかってくるだ
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ろうと思います。この辺りは、すべてお話しする
ことはできませんので、少しずつご紹介します。
さて食中毒菌ですが、
以前にビデオ等で勉強し
て役に立ったという方もいるかもしれません。
10 年以上前のビデオですと、注意すべきものは
腸炎ビブリオやサルモネラ、
それから黄色ブドウ
球菌が出てきたと思います（図 10）。黄色ブド
ウ球菌は 2000 年に乳業会社が大きな事故を起
こしました。この 3 種は今でも問題はあります
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が、腸炎ビブリオやサルモネラは、冷蔵技術などの低温技術を向上させるべく努力したこ
ともあり、かなり減ってきています。
それに対して新興食中毒菌の問題があります。従来はさほど問題ではなかったものが、
大きな問題になってくることがあります。有害微生物の問題では、10 年くらい経ったら様
変わりし、全く警戒していなかったものが大問題になるということは十分あるわけです。
0-157 が発見されたのは今から３０年くらい前です。19８0 年代の初めに、アメリカで
初めて報告がありました。それ以前にもいたかもしれないのですが、アメリカで原因不明
の食中毒があって、それを調べたら特別な大腸菌が見つかり 0-157 という名前になったと
いうことです。その後は、他の国でもそれなりの警戒をしていたにも関わらず、今や世界
中で大問題になっています。
■自然のものが安全とは限らない
自然毒、すなわち生物が作る毒について、みな
さんもいくつか知っている例があると思うので
すが、紹介させていただきます。例えば、アジサ
イの葉による食中毒事件があります。これは私が
知っているだけでも 3 件起きています。私は茨
城県の仕事で食品安全関係のことに関わってい
るので、県の保健所関係の人からこの問題を直接
聞きました。スライドのつくば市の事件では、ア
ジサイの葉をお皿に盛り付けて出したら、お客さ
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んが食べてしまったという事件です。アジサイには毒があります。この毒についてはいろ
いろ言われておりますが、青酸毒であるという文献があります。とにかく食べてはいけな
いものです。
「自然のものだから安全でしょう。」ということで食べたら、事故が起こると
いうことは十分あることです。今どきこんなことはないと思うのですが、シソの葉と同じ
ようにアジサイの葉を包装して売っていた例もあるそうです。図 11 の写真のように包装さ
れていれば、普通は食べられると、少なくとも事故になるとは考えないですよね。
最近の似たような例では、ニラと誤りスイセンを餃子の具にしたという事故がありまし
た。ニラとスイセンを一緒のところで植えていて、小学校の調理実習で使ってしまったと
いう事故です。スイセンの葉にも毒があります。
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さらに植物の有毒成分ということでは、ジャガイモはみなさん食べておられると思いま
すが、これは特に芽が出たところにはソラニンという毒があります。それから東南アジア
に行けばキャッサバを主食のように食べているところもあります。私もインドネシアに三
ヶ月いて随分食べましたけれど、これも毒を持った品種があります。すごく毒性が少ない
ものもあるそうですけど、さらして毒を抜いて食べています。
ジャガイモの食中毒について数年前に調べると、毎年のように小学校・幼稚園などの施
設で事故が起こっていました。平成 18 年の 7 月ですから 5～6 年前のことですが、東京
でジャガイモの食中毒事故がありました。東京の食品衛生関係の研究所というのは、スタ
ッフも施設も優れたところです。この事故を起こしたイモを調べて、ソラニンという毒の
量まで測っています。しかし、ジャガイモの立場からみれば、自分の子孫を増やしていく
ためには動物に食べられるわけにはいかないですね。当然のことながら、地上に出ている
ところ（食べられやすいところ）に毒がたくさんあった方がジャガイモにとっては生き残
りやすいですね。だから陽のあたるようなところにジャガイモを置いておくと緑っぽくな
って芽が出てきますが、その部分はソラニンの濃度が高くなっています。ただし、ある量
以下ならば、私達には全く問題ありません。ジャガイモはアメリカ大陸が原産ですが、人
が食べる中でいろんな経験をし、できるだけ中毒などの問題が起こらないものを選んだの
でしょう。それを世界中の人が使うようになったと考えられます。人間が食べ出したとき
よりは、毒は減ってはきていると思います。植物の毒に興味があれば、東京都の食品安全
情報サイトでいくつか有毒食物の例が出ています。そこにはギンナンが出ていますが、ギ
ンナンは適当量を食べていれば問題はないと思います。ただし昔の人は、
「年の数以上は食
べないように。
」と言っていたそうです。ギンナンの毒性成分は、脳内の神経伝達物質の生
成に重要な役割を担っているビタミン B6 と似
たような構造の化合物を作っています。
これがビ
タミン B6 と同じような動きをしてしまうと、ビ
タミン B6 の本来の働きが止まってしまうわけ
です。自然のものも安全とはいえない、というこ
とです。
“最強の毒とは何か”ということになると、ボ
ツリヌス菌の毒素は、ものすごく強い毒です。1
㎏あれば全人類を滅ぼすことができるくらいの
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毒です。それからアフラトキシン。この名前を
聞いたことがあるという方もいらっしゃると思
います。何年か前に事故米の問題がありました。
輸入してきたお米を検査したら、食用にはでき
ない検査結果であり、農水省としては“食べる
ことはできないけれど、糊などに使うなら売り
ます”ということで売却しました。ですが、買
った方の業者が転売し、給食にまで使われたと
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図 13

いう事件がありました。その中の問題のひとつがアフラトキシンというカビ毒だったので
す。もちろんごく微量でしたが、アフラトキシンは最強の発ガン物質と言っている人達も
います。カビ毒はあまり興味ないと言われるかもしれませんが、世界的にみれば多くの国
が対策に力を入れています。特にヨーロッパの国は力を入れています。コウジカビや青カ
ビ、赤カビなどがありますが、これらのカビの一部が毒を作ります。コウジカビはお酒や
味噌をつくるのに使いますが、コウジカビの中にもいろんな種類があり、そのうちのごく
一部がアフラトキシンをつくります。先ほども言いましたように最強の発ガン物質なので
すが、実は 2004 年にケニアで急性毒性によって 100 人以上の人が亡くなったという事
件が起きています。これは世界の食品安全を仕事にしている人にとって、かなり衝撃的な
事件でした。というのもアフラトキシンという毒をつくる菌は、暑いところではかなりお
ります。温帯でもアメリカのトウモロコシなどでアフラトキシンに汚染されることもあり
ます。汚染されたものをいつも食べているところで咽喉ガンなどが多いという報告もあり
ます。だから、汚染食品を食べている地域で調査をしたらガンが多かったとなれば納得で
きるのですが、ケニアでの事故は急性毒性であり、肝臓障害でした。一体、普段どんなも
のを食べているのかということになります。その実情として、アフリカの貧しい国では良
い食料は、ほとんど輸出用になります。ヨーロッパやアメリカには持っていけない残った
ものは、国内用にまわしていると言われます。さらにひどいと、本当は処分してしまいた
いのだけれど、食べ物がなくなればそんなものでも構わないということで食べてしまうと
いうこともあるそうです。日本でもカビ毒で嘔吐したとかいう事件は、昔はありました。
でも、この数十年はないと思います。少なくとも 1970 年以降の報告はありません。1971
年に日本は初めてカビ毒（アフラトキシン）を規制しました。輸入してきたピーナッツを
検査したらアフラトキシンが出てきたため、水際
で食い止めようと規制をしてきました。1971
年の次にカビ毒を、新しく規制したのは 2002
年、この間 30 年（図 14）
。その間にいろいろ
なことが調べられ、わかってきました。世界的に
みれば、様々な国がいろいろなカビ毒について規
制を強化しているということもあります。さて、
日本が検査してアフラトキシンを検出したから
輸入できないと言われた場合に、船に積んであっ
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た汚染された農産物はどうなるのでしょうか。ど
こかに持って行って焼いてくれればいいのです
が、場合によっては規制のない国に持って行くと
いう事もあるわけです。
オクラトキシンというカビ毒は世界的な問題
です。日本ではまだ規制していませんが、ドイツ
などではかなり深刻に捉えていて日本に先んじ
て規制しています。日本国内でもオクラトキシン
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図 15

の汚染は調査されています。その結果ですが、例えば日本国内で販売されているココアを
調べましたら、21 点調べて 21 点全部から、微量ですが、オクラトキシンが出てきました
（図 15）
。知っておいていただきたいのは、カビ毒のようなものは検査するのも大変です
し、規制に踏み切ればそれなりの検査体制を行政が整えなければいけません。どんどん検
査体制を作れればいいのですが、専門家も必要ですし、お金もかかるなど難しい面もあり
ます。ただ汚染が頻繁にみられるようなものについては、いずれ規制をしていくことにな
ると思います。そういう点でいうと、規制はだんだん種類が多くなってきていますし、10
年後くらいに私と同じようなテーマを話す人がいれば、カビ毒の数も規制の方法も随分増
えているだろうと思います。
■“トランス脂肪酸”とは？
次に調理加工により生ずる有害物質についてです。
これも過去 10 年でものすごく状勢が
変わったと思います。食中毒菌は、菌の種類や状況が変化していますが、昔からある問題
です。生物がつくる毒（自然毒）も、昔からいろいろ問題がありました。カビ毒は、検査
の精度などが上がったことによって、いろいろなことがわかってきました。調理加工によ
り生ずる有害物質も、21 世紀に入ってわかってきたことがいくつもあります。ここでは、
代表的な 2 つを取り上げますが、もちろんこれ以外の問題もあります。
１つ目はトランス脂肪酸。初めて聞くという
方もいるかもしれません。化学構造の問題もあ
りますので、トランス脂肪酸の化学構造につい
て説明します。脂肪酸には飽和脂肪酸というも
のがあります。図 16 で、グレーの丸で示され
た炭素は 4 本の手があり、両手は隣の炭素と結
びつき、残りの 2 本は水素（水色の丸）を掴ま
えています。ところが 4 本の手のうち水素 1 個
しか掴まえない結合（図 16：シス脂肪酸）をし

図 16

た場合、ここにある炭素と炭素の結合を不飽和と言います。飽和脂肪酸はバターなど家畜
の油脂に多いのですが、不飽和脂肪酸は植物性の油脂に多いと言えます。不飽和脂肪酸も
化学的に水素を１個入れることで飽和になります。こうした技術は、100 年くらい前に工
業的に出来るようになりました。植物油は液体ですが、不飽和部分に水素を添加し飽和に
しますと硬化油といわれるものになります。代表的なものはマーガリンです。昔、マーガ
リンは植物由来だからバターより安全だという論理的でない説明があり、そう思っていた
人も多かったようです。ところが考えてみると、それはおかしい。さらに不飽和状態のも
のに水素を１個付ける反応で、植物にはなかったトランス型の脂肪酸もできるのです。簡
単に言うと、不飽和のものを飽和にするため水素を添加したら、副生物のトランス脂肪酸
ができてしまったということです。以前から、トランス脂肪酸ができていることもわかっ
ていました。できて良かったという考えもあって、食品加工に使うには良い性質もトラン
ス脂肪酸にはあるのです。ショートニングというケーキを作るときの材料がありますが、
トランス脂肪酸が多く入っています。トランス脂肪酸によって、パリッとかサクッっとい
8

う感触が強まります。また、大豆油などの植物油脂は、バターに比べれば重量あたりの値
段がはるかに安いですから、工業的に加工してバターのようにすれば、利益の出る商品に
なるわけです。
アメリカでトランス脂肪酸の摂取量と心筋梗塞との関係を調査しました。80000 人近い
女性を 20 年間調査して、心筋梗塞の相対的なリスクを調べたわけです。そうするとトラン
ス脂肪酸を摂っている量、これは総エネルギー量に対してどれくらい摂取しているかとい
うことですが、その摂取量が多い人ほど心筋梗塞のリスクが高いということがわかりまし
た。80000 人近い人を調べてこういう結果が出たのですから、明らかに心筋梗塞に関係す
る要因です。ＷＨＯ（世界保健機関）の専門家は、トランス脂肪酸の摂取エネルギー量を、
総エネルギーの 1％以下にするように勧告しています。現在、アメリカでは、トランス脂肪
酸について表示しています。日本は調査しても、平均値でいうと、トランス脂肪酸の摂取
量が総エネルギー量に対して１％を超えたことはないと思います。Total Diet Study とい
う調査がありまして、毎日食べているものを全部分析し、その中にどういうものが入って
いるのか、それをどれくらい摂取しているのかが調査されます。私が知っている範囲で、
トランス脂肪酸の調査は、2 回行っています。調査では、総エネルギーの量に対してトラン
ス脂肪酸の摂取量が 1%を超えた人もいます。まず全体の平均値を見てしまいますが、自分
の食生活を考えられた方が良いでしょう。トランス脂肪酸の摂取量が 1%以上だった人は、
30～40 代の女性に多いという結果が出ています。ただトランス脂肪酸のことがメディア
で取り上げられるようになり、消費者庁がいろいろな検討をしているので、企業ではトラ
ンス脂肪酸を減らした食品を作るべく努力していると思います。スーパーでも摂取量を下
げようということで、Web ページにいろいろ公開しているところがあります。Total Diet
Study の結果はある程度予想されたことで、30～40 代の女性ですと、トランス脂肪酸が
入っているようなお菓子、ショートニングとかそういうものを使う、あるいはマーガリン
を使うようなお菓子を食べている結果だと考えられます。こういうものについては、自分
で用心されるのが一番だというということですね。ただし、心筋梗塞のリスクというのは、
欧米人に比べれば日本人は低いです。だからトランス脂肪酸についてはそんなに神経質に
ならなくて良いという考え方もあります。
各国の規制については、インターネットで調べればいろいろなことがわかります。日本
も規制するべきだとか、日本も何かしないといけないと言う人もいますが、難しい面もあ
ります。イギリスは規制していません。またイギリスはトランス脂肪酸の摂取量が低いわ
けではありません。知り合いのイギリスの研究者から、
「規制はたくさんあれば良いという
ものではない。お金もかかるし、人手もかかるので優先順位がある。トランス脂肪酸のよ
うな問題は、表示させてもそんなに効果がない。それよりもこういう実態だということを
きちんと説明すれば、行政として責任は果たせる。
」というような考えを聞いたことがあり
ます。
トランス脂肪酸を一番初めに規制した国はデンマークです。2004 年です。デンマーク
という国は畜産に力を入れている国で、食品安全の面でもいろいろなことを率先してやっ
ている国だと私は感じています。デンマークは基準値を含有率で規制しました。そういう
国は他にもありますが、世界の規制の多くは、その量を表示するという方法です。その商
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品を買うかどうかは消費者が決めます。カナダやアメリカは表示を義務づけています。日
本として考えてさせられるのは、台湾や韓国も表示を義務づけていることです。台湾や韓
国の摂取量調査のデータを私は見たことがないのですが、人から聞いた話だと、トランス
脂肪酸の摂取量は日本とあまり変わらなかったと言います。それでも規制しています。日
本の場合は、1 年も前ですが、消費者庁から“トランス脂肪酸情報開示に関する指針”が出
され、
“インターネットや、あるいは包装容器に自主的に書くことは、良いことなのでやっ
てください”ということになっています。法律で規制を決めたという形にはしていません。
これが現在、加工調理で生じる有害物質に関して、世界で大きな問題になっているひとつ
の例です。
■アクリルアミドの問題
加工調理で生じる有害物質に関する問題の２
つ目は、アクリルアミドです。アクリルアミドの
仕事が始まったのは 2002 年です。なぜかとい
うと、2002 年まではアクリルアミドが食品に含
まれているということはほとんどの人が知らな
かったのです。ごく一部、スウェーデンの研究者
達が研究して、その人達だけ知っていて、それが
突如出てきたわけです。この年のある週刊誌では、
アクリルアミドはどれくらい危険かということ

図 17

で、そのタイトルに“ディーゼルエンジンの排気ガス並みだ”と書かれました。これは本
当に誤解を招きやすい書き方で、図 17 のように発ガン性のランクは、アクリルアミドもデ
ィーゼルエンジンの排気ガスも２A です。
発ガン性の分類は、ランクが 1 から 4 まであります。2 は 2A･2B があるので合計 5 段
階あり、数字が少ないほど人に対して発ガン性が確かということです。私はほぼ毎晩晩酌
していますが、人に対して発ガン性のあるエタノールというアルコールが入っていること
は知っています。大酒飲みの人と普通に飲んでいる人と全く飲まない人を比較すると、大
酒飲みの人が明らかに咽喉ガンとか食道ガンの発生率が高いわけですから、これは発ガン
性があるといえます。ランク２A の“おそらく発ガン性がある”というのは、動物では確
かめられますが、人での実験や調査結果がないので“おそらく”になっています。安全だ
と言っているわけではありません。ランク１にカドミウムと書いてあります。今日は触れ
ませんが、日本人は他の国の人に比べて、平均値でいえば、カドミウムの摂取量が多いと
言われています。それは昔、鉱山があったため、鉱山から出たカスのようなものが川に流
れ、カドミウムで汚染された水田になったところもあるわけです。ですからお米から摂っ
ているカドミニウムの量というのは、外国に比べればちょっと高いです。ただし 90 年代か
ら最近まで調べたデータではカドミウムの摂取量は減っています。
国際がん研究機関で発ガン性の分類を 700 ぐらいの化合物で調べているのですが、
“発
ガン性がない”というランクは、実はないのです。ランク 4 は“おそらく”とついていま
す。発ガン性がないということを研究者は言えないのです。おそらくないと言えるものも 1
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個しかありません。それはカプロラクタムといってナイロンの原料になるものですが、こ
れを食べている人はいないと思います。だから食べているものの中では、最も良いものは、
ランク３の“発ガン性については分類できない”になります。アクリルアミドは２A の“お
そらく発ガン性がある”ということなのですが、実はアクリルアミドは神経に対する毒性
もあります。
アクリルアミドは化学合成の原料にもなるも
のですから化学者であればよく知っている物質
です。でもまさか食べ物には入っているとは思わ
なかったということです。2002 年にスウェー
デンが突如インターネットで発表したのですが、
そこにはいろいろな情報があり、高温加熱した炭
水化物を含む食品と書かれていました。ポテトチ
ップス、フライドポテト、ビスケット、それから
パンがあげられていました。ジャガイモや小麦か

図 18

ら高温加熱してつくられるものです。この“高温加熱”というところがミソで、蒸したジ
ャガイモでは出てきません。フライにすると出てきます。ある温度以上で変なものが出き
てくるということです。化学をやっている人からすれば、食べ物はいろいろな成分が含ま
れていますから、それを高温で熱すれば、どの成分も安定ということはありえないわけで
すね。熱がかかれば普通は分子が壊れたり、何か反応したりします。当然、食べ物も熱を
かければ元の成分とは違ったものができるということで、もちろん良くないものもできま
す。しかし、水が沸騰する 100℃までの間だったら、アクリルアミドの心配はないという
ことです。
アクリルアミドは、重合してポリアクリルアミ
ドとなり、いろいろなところで使われています。
土木工事でも使います。昔、九州で工事に使って
いたアクリルアミドが井戸水に入ってしまって、
大量に摂ってしまったという事故がありました。
そのときは神経に影響が出たという結果だった
と思います。水道工事にも使われるということで、
水道水の基準値というのが WHO でガイドライ

図 19

ンとして、図 19 にあるように 0.5（μg/L）が
あります。ただし、ガイドラインなので 2002
年の時点では日本には規制はありませんでした。
日本の場合は水道工事などにポリアクリルアミ
ドを使わなかったからだと思います。ヨーロッパ
の基準値は 0.1（μg/L）です。コーヒーを調べ
て、10（μg/L）という値が報告されています。
水道の規制値の 100 倍です。アクリルアミドが
図 20
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出来る原因は、最初わからなかったのですが、半年も経たないうちに Nature（総合科学雑
誌）という雑誌に掲載されました。原因は、まず還元糖、デンプンが分解したときに出て
くるものです。還元糖とアミノ酸（特にアスパラギン）とを、高温で加熱するとアクリル
アミドができるという報告でした。120℃くらいから生成され、180℃ぐらいで生成量の
ピークになります（図 20）
。みなさんに覚えておいていだだきたいのは、冷蔵庫の中にジ
ャガイモを入れておくと確実にアクリルアミドの原料であるグルコース（還元糖）が増え
ます。ですので、冷蔵庫の中に長く置いていたジャガイモは揚げて、食べないことをお勧
めします。茹でたり蒸したりして食べる分には全く問題ありません。ポテトチップスを作
っている会社は、この事件以前からの経験で、低温貯蔵したジャガイモは揚げると茶色っ
ぽくなり視覚的に良くないということで、常温貯蔵しているそうです。
アクリルアミドの場合、はっきり毒だとわか
るっているのに、何故食品の問題がわからなか
ったのか。分析するときには、こういう化合物
が有るだろうと思って調べます。ところが、ア
クリルアミドは、有ることが全然わからなかっ
たのです。これがわかったきっかけは、考えさ
せられるところです。スウェーデンで工事をし
ていました。工事ではポリアクリルアミドを使
いますが、それが事故で流れ出てしまったんです

図 21

ね。そうすると汚染された地域ができます。そこに住んでいる人達が食べているものや水
が汚染されているということで調査をしたら、血液の中から見つかりました。調査では汚
染されていない人も測りました。そしたら、無縁のはずの人からも出てきたのです。さら
に動物でも、飼料を食べた動物から出てきますが、野生の動物からは出てこなかったので
す。これは人が作っているということであり、調査をして最初にわかった食品がポテトチ
ップスだったということです。それから高温加熱しているものを調べたら、次から次へと
出てきたということです。使われた分析法は、専門的になりますけど、エルシーマスマス
（LC/MS/MS）という非常に高い機械を使っていました。私が前に勤めていた食品衛生研
究所というところは、スウェーデンが使っていたタイプの機械がないので、農水省の他の
研究所にあったものを借りて調べました。
発ガン物質というのは、
“遺伝性発ガン物質”と“非遺伝性発ガン物質”があります。そ
の定義は読んで字の如しなのですが、遺伝性発ガ
ン物質の場合は閾値（いきち）といって、「これ
だけ下げればもう毒性はないですよ。」という値
を設定できません。どんなに下げてもごくごく小
さい確率で起こるかもしれないということです。
少なくとも農薬とか食品添加物で、遺伝性発ガン
物質に入るものはないです。ところが私達の食べ
ているものの中には、アクリルアミド以外にも、
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図 22

いくつも遺伝性発ガン物質が含まれています。こ
ういうものの規制をどうするかは、すごく難しい
問題です。アクリルアミドでは、乳幼児向けの食
品で特定の規制をするという国もあります。ただ、
多くの国でそういう規制はしていません。実際に
は家庭で調理しても、かなりのアクリルアミドが
できる場合もあります。
規制をする場合には、どれくらいのリスクがあ

図 23
るかということが問題となります。そこで重要になるのが図 23 にある暴露マージン（ＭＯ
Ｅ：Margin of Exposure）です。これは実際に摂取している量が分母で、分子が無毒性量
（無毒性量／暴露量）ですから、数字が大きいほど安心ということです。ですから、農薬
などを実際に計算してみれば、万以上の桁になります。図 23 には、多く摂っている人（high
intake）と、普通の生活をしている人（mean intake）の数字が記載されております。例
えば、ポテトチップスが大好きだとか、毎日コーヒーを人の 10 倍くらい飲んでいる方とい
うのは、high intake になるでしょう。コーヒーも高温加熱の過程がありますから、当然ア
クリルアミドは含まれています。
図 23 にあるベンツピレンという物質は煙草からも入ってくるもので、魚のおこげとかで
も問題にされたものです。アクリルアミドと同じく高温加熱でできてしまうもので、数十
年前から問題にされています。ベンツピレン類の発ガン性の暴露マージンは、high intake
でも 10000 です。でも、これも規制が検討されるかもしれません。リスクの大きさを考
えると、10000 を規制して 100 以下（アクリルアミド）を規制しないのは変だと思うの
です。暴露マージンの考え方ですが、大雑把に例えれば爆心値からの距離になるので、1
となれば直撃を受けたというところです。爆心地からの距離と見れば、アクリルアミドの
場合は 100m ですが、ベンツピレンは 10km になりますね。こういう数字の深刻度は
10000 でも 100 でも同じように言う人もいますが、2 桁も 3 桁と違うと、全く質の違う
問題です。
2009 年にコーデックスという国際的な食品規格をつくる場で、規制値を決めるのでは
なく、アクリルアミドを減らすためのコードオブプラクティス（Code of Practice：実施
規範）を決めました。実施規範を決めるということは、今、食品の安全確保の中で規制値
を決めるより有効性が高いと考えられていて、世界的にみれば大きな流れになっています。
つまり、アクリルアミドなどにどういうリスクがあるのかを知って、関係する人が自ら気
を付けて対策をしてもらうということです。行政機関がもっと規制して、業界に力を加え
るという対策ももちろんあるにせよ、実際には台所でもできてくる有害物質なので、消費
者もどうやって減らすかという取り組みも必要です。コードオブプラクティスには、これ
も含まれています。
■リスク分析による食品安全の確保
“リスク分析による食品安全の確保”は、今の日本の食品安全行政のやり方です。2003
年から、食品安全基本法でリスク分析によりやっていきますと決めたわけです。2003 年
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に決めたのは、その 2 年前にＢＳＥ、いわゆる
狂牛病の事件が起こりました。千葉県で初めて
狂牛病にかかった牛が発見されて、国は何をや
っていたんだということになりました。その反
省はいくつかあるのですが、ひとつは“リスク
評価”ということです。リスク評価は独立した
機関が行って、それを管理する機関とは分けて
おくべきだ、というのがリスク分析の考え方で
す。コーデックスの中でも、20 年くらい前にリ

図 24

スク分析を推進しましょうということが言われています。日本は農水省や厚生労働省が、
自分達でリスク評価して自分達でリスク管理もしていました。今は、リスク評価は内閣府
にできた食品安全委員会という機関が行っています。どういう具合にリスクを抑えていく
かについては、リスクコミュニケーションという形で、専門家だけではなくて、関心があ
る人を巻き込んで行う活動もあります。ここに参加された方がいるかどうかわかりません
が、食品安全委員会も農水省も消費者庁も厚労省も、いずれもリスクコミュニケーション
は取り組んでいます。
“リスク管理”の措置ですが、
図 24 にあるように、何もしないということもありえます。
調べてみたらリスクも非常に小さいからそのまま食べ続けるということです。また、カビ
毒の話をしましたが、農薬を撒くということに抵抗がある方もいるかもしれませんが、農
薬を撒けば畑で出るカビはかなり抑えられます。いわゆる植物の病気の 7 割はカビと言わ
れています。専門用語で言うと糸状菌です。細菌（バクテリア）もそれなりに被害を生じ
させますが、カビほど多くはありません。カビ毒対策には、農薬も有効であるということ
です。その他にも方法はあり、密植しなければ伝染も防げる、けれども、農業の立場から
は、ある程度密に植えないと効率が悪いということもあります。次に表示ですね。これも
行政機関の監視には、人手がかかる。人手がかかるのを嫌がるわけではないですけど、人
手がかかるということは税金もたくさんかかるということになります。基準値を設定して、
それ以上のものは流通させないという“基準値設定”は、非常に有効と考えられるかもし
れません。ただし実際に関わった立場からすれば、サンプリングをして調べられる数は限
られます。原発の事故でもありましたが、ある限定されたところをそれなりに調べても、
調べていなかったところから高い値が出てしまうということは、十分起こりうることです。
ですから基準値設定した場合には、相当な人の配置や計画を立ててやらなければいけない
ということになります。その他の措置として、地域指定で出荷禁止、もしくは輸入禁止が
ありますが、これもしばしば問題が起こります。例えばアメリカなどの大きな国では、あ
る州で問題が起きたとしてもそれ以外の州が大丈夫なのであれば、そこのものは輸入させ
るべきだという話しにもなります。これに対して、反対するか、どうかということも難し
いところです。
図 24 の“モニタリングと見直し”についてですが、このような措置は、実際に取り組ん
だら、その後に結果もしっかり調べなさいということが、リスク分析の説明には常に書か
れています。調べて、必要に応じて措置も見直しなさい、ということになります。通達を
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出すだけでは不完全です。ＢＳＥのときもこの問題がありました。肉骨粉は使わないよう
に通達を出していたのですが、実際には入っていたという問題がありました。
■国内の農業生産の今後
今日は主に食品安全（food safety）のお話を
しましたが、食の安全は 3 つ（食糧安全保障／
食品安全／食品防御）に分けて考えるのが主流
だと思います（図 25）
。ひとつひとつ話すと長
くなりますが、本当に大きな問題となるかもし
れないのは“食糧安全保障（food security）”
だと思います。これは量の問題です。日本では
量の問題はないという状態が過去何十年間続い
ていますけど、過去 2000 年くらいの歴史の中

図 25

でみれば奇跡的な数十年と言ってもいいくらいで、これがずっと続く保証があるわけでは
ありません。
最後に、自民党の時代に石破農水大臣が言われたことです。現在、状況が改善されたと
も思いませんし、その通りだと思いますので紹介します。
農業の所得というのは 15 年で半分になっています。また外国の人が見て驚かれるのは耕
作放棄地です。みなさんもどこかに出掛けられればそういうところを見られると思います。
さらには農業従事者の年齢です。私が 40 代の頃はちょっと上の年齢の人達が中心となって
やっていましたが、60 歳を過ぎた今になっても、まだ上の人達が頑張っています。今後
10 年くらい経ったときに農業を担える人がどれだけいるのだろうかという状況です。ＴＰ
Ｐなどの問題が絡んできているので、人それぞれの意見があると思いますが、国内の農業
生産をどうやって維持するかということは、重大な問題だと思います。
（※こちらの内容は、講演をもとに一部修正・編集いたしております。）
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