
２．エコナ騒動から見えた食のリスク管理への提言

始めに

種々の食品、化粧品で世の中に出ている多くの広告には「無添加だから安心」と言ったイメ

ージを強調したものが相変わらず見受けられる。小生は、講演などを通して無添加表示が結局

は日本の食産業、食文化にとってマイナス面の多いことを機会をとらえて訴え続けてきている。

そんな時に食品業者の方がしばしば口にされるのは「私たちは今使用されている食品添加物に

は問題がないことは良く分かっていますし、できれば使用したいですよ。しかし、消費者が無

添加を求めている以上仕方がないですよ。」との回答がかえってくる。すなわち、業者自身と

しては無添加論議のナンセンスさは良く分かっているが、消費者の一方的な思い込みを正すの

は非常に大変なので、仕方がないから消費者のそうした思惑に迎合して対処しているというの

が企業サイドの実態である。ところで、もし「無添加こそ消費者のための安全・安心の第１歩」

というようなことが行政レベルで真剣に取り上げられるようになると、これは本当に危惧され

る事態におちいることになる。ところが、本年9月1日に発足した消費者庁を中心とした種々委

員会の動きをみていると、食の危機管理と言った観点から見て「国民をとんでもない方向に導

かれなければ良いが」と若干の危惧を感じさせる問題が幾つか発生している。この問題を、前

号の巻頭言で述べさせていただいた議論に付け加えて論じさせていただく。

消費者庁の発足

消費者庁の組織、その具体的運用、その権限などについては、まだ明瞭でない点も多々ある

が、その有する権限にはかなりのものがあり、消費者を種々な被害から守るという点において

それなりに良く練られたものである。特に消費者が関連する問題で、今までは各省庁の権限で

公表されたり、公表が抑えられていたりした部分を消費者庁がかなり扱うような機構となって

いる。消費者庁がこの縦割りの弊害を解消するような権限を大きく有することは、特に問題発

生からその具体的解決策の施行までの時間的短縮には大きな力を発揮すると予測される。

しかし、ここに一つ大きく注意をしないと、とんでもない問題が発生しかねない部分がある。

それは、今までは各省庁でそれなりに専門的なルールで判断され情報が発信されていた広範な

問題を、単独の機関でどれ位正確に判断できるかという問題である。問題であるとの情報の受

け取り対象者がいきなり消費者であるだけに、その情報発信に至るまでの経過においてしっか

りした科学的考察が不足していた場合、いわゆる風評被害が発生する大きな可能性がある。も

ちろん、現時点で公表されている組織運営のあり方の資料で見る限りにおいて科学的考察なし

に危険情報を流すようなシステムにはなっていないから無茶苦茶な風評がでることはないと推

測したい。ところが、消費者庁の大きな役割は消費者を被害から守ることにある。そこで、あ

る疑わしい問題が発生した時に、とりあえず疑わしきは問題とするという観点に立っての問題

処理が可能であるシステムにはなっている。

長村　洋一
（鈴鹿医療科学大学）
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ここで、冒頭に取り上げた食品添加物の問題を例として一般消費者の安全意識がどのように

形作られ、そしてどうして無添加が安全になってしまったかということを考え直してみたい。

この会報に何度か掲載させて頂いたように、食品添加物に関して言えば一般の方は「無添加こ

そ最も安全」と考えている人が非常に多いと推測される。現在小生は市民講座等の際に食の安

全に関するアンケート調査をやらせていただいている。その集計結果は、ある程度纏まった時

に、ここにも掲載させて頂く予定であるが、食品添加物に限定すればいわゆる一般消費者は

「無添加食品が添加物の入った食品より安全である」と明らかにとらえている。

無添加理想論はどのようにしてできたか

では、この「無添加こそ最も安全」と言った意識はどうして一般市民に形成されたかを考察

すると幾つかの原因が挙げられるが、大きな流れとして次のようなことがある。それは、数年

前から食品添加物危険情報満載の書籍が何年かに一度大ヒットして世間に「食品添加物って危

なそう」という情報が発信されていた。そして、この4年ほど前にも「食品添加物の神様」と

自称される安部司氏「食品の裏側」という、食文化の破壊論も交えて食品添加物の危険性を訴

えた書籍が一大ベストセラーとなった。そして、多くのメディアがその書籍の内容を肯定する

報道を行い、この著者が多くの自治体や主婦層を対象とした講演を今も行っておられる。そし

て、彼の論調を真似たような書籍を出したり講演をされたりする大学教授やジャーナリストを

含めての一連の食の安全を語る人達の活動がある。このようにして消費者には「食品添加物は

とりあえず無添加が良い」という感覚が大きく再確認された。

そんな状況に対して、世論がそのような考えでいらっしゃるならば、「お客様は神様」とい

う観点で消費者を扱っている業界としては「神様のご意向に沿うようにしましょう」という姿

勢ができてくる。中にはヤマザキパンの臭素酸カリウムのように消費者に添加物の意義を説明

して積極的に使用し、国産小麦による製パンを続けている業者もあるが、極めて例外的である。

多くの食品業界の包装袋、広告には到る所に「無添加」の表示を見ることができる。中には

「私たちはお客様の安全を願って無添加にこだわっている」とさらに広告を行っているような

商品もある。化学物質の有効性、安全性やその意義について国民に正しい知識を教えるべき製

薬メーカーの出している健康食品や化粧品にも「無添加」を大きくうたっているものがある。

小生はこの業者による「無添加」という表示が最近の「無添加を最も安全なこと」と消費者に

認識させることに大きく一役買っていると確信している。

食の安全、安心の管理において極めて重要なのは危機管理の概念である。そして、危機管理

における安全性の選択は完全に科学の領域の、安心は感情の領域の問題である。BSEの問題一

つを取り上げてみても、政府自体が未だに国民に正しい情報を伝えることができていない。こ

こには、しっかりした科学的な観点における危機管理を一般市民に感覚的に理解できるように

どう伝えるかと言った情報伝達のあり方の難しさが端的に表れている。すなわち、日本でBSE

が発生した初期の段階で「全頭検査によって安全を確保します」と一般市民の感覚でなんとな

く納得できるような手段で政府が対応した。そして、このような方法によって消費者に安全意

識を持たせようとした行為が未だに大きく尾を引いている。政府が、非科学的な感覚に訴える

ような手段で国民に納得させるような手段をとることの問題の大きさはこんなところにも見る
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ことができる。

感覚的にはすぐ納得されるゼロリスク

小生は、消費者が問題として訴えてくる安全、安心に関する問題には多分に非科学的な感覚

的要素があることを一般消費者との接触の中で強く感じている。そして、そうした感覚的な安

全性の要求の多くはゼロリスクを求めている結果であるが、それを支持してさらに大きな声に

増幅する学者やメディアが存在する。しかし、厳密な科学的考察を行ったら要求に応えるべき

でないような問題に対して消費者は感覚的なレベルにおいてそのリスクを容認しないのも一般

的現象である。先述の食品添加物無添加表示が出来上がったのは、こうした消費者の感覚に基

づく感情に業者がおもねった結果である。しかしこの行為は消費者を「裸の王様」にしたよう

な行為である。BSEの全頭検査が多くの自治体主導で行われているが、こうした行為も全く同

じ行為である。

消費者の訴える科学的根拠に基づかない感覚的な訴えに対しては国が毅然とした態度で消費

者を納得させる必要性がある。従って、この度発足した消費者庁が消費者の訴えてくる問題の

うち、危機管理的観点から処理しなければならない安全・安心の問題に対しどのように結論を

出し、それを国民に正しく伝えるかは重要な仕事である。もし、この過程でとりあえず消費者

を感覚的に納得させてしまう、言い換えれば「あなたの言うとおり問題ですね」と取り上げて

行くことになると結果としては消費者を「裸の王様」に仕上げることになる。問題の対処に対

しては多分に消費者に教育を必要とする要素が含まれる。しかし、多くの消費者は勉強して納

得するのではなく、感覚的に納得したいのが現状である。消費者庁がそうした教育も含めての

情報発信組織となっていただくことを願う。それと同時に、食の安全・安心のリスクコミュニ

ケーションの部分においてはこうした情報を発信している我々健康食品管理士会も改めて意識

を引き締め直し、この問題に対処する必要性を感じている。

エコナ騒ぎの発生

９月16日に花王のドル箱的商品である、エコナが一時販売停止に踏み切った。そして、10月

８日花王は自ら特定保健用食品の認可の取り消しを求めた。この商品でその混在が問題となっ

たグリシドール脂肪酸エステルは、もともと我々が食品として摂取する通常の食用油にも含ま

れている成分である。このことは、エコナのみではなく、保健機能食品を含めたいわゆる健康

食品のうち、食品素材を抽出、濃縮という過程を経て製品化される全ての商品に対して安全性

の本質にかかわる深刻な問題の内在を示唆している。そして、科学的根拠に基づいた効果を標

榜していても「発がん性があるかも知れない？」と安全性に疑問が発生した段階で販売を自粛

する場合の危機管理的見本としての大きな事例となった。

エコナに関してはその特定保健用食品として「体脂肪の気になる方へ」の表示が許可されて

おり、摂取しても体脂肪となり難いことがその作用の本質とされている。特定保健用食品はし

ばしば認定を受けても、実際にどれだけ売り上げに効果があるだろうと言った疑問がかなり強

く投げかけられることがある。そんなとき、「エコナ」は大きな成功例として取り上げられ、業

界では特定保健用食品の認可の有用性を論ずる場合の代表的商品である。そして、何よりも近
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年多くの人が意識している「体脂肪」の問題をこの油を使用した調理をするだけで改善するこ

とが標榜され、多くのメディアを通しての印象的な広告がなされて一般市民に最もなじみのあ

る特定保健用食品の一つであった。それだけに今回のこの騒動は一般市民にとっても大きな不

安材料としての関心事を投げかけた。消費者庁も「食品SOSプロジェクト－エコナを例とし

て－」を立ち上げた。

エコナの危険性はどこに

小生はこの油が特定保健用食品として世の中に出回り始めたときにまず大きな驚きがあった

ことを思い出す。多分、多くの生化学関連の研究者には、エコナの主成分ジアシルグリセロー

ルに対しては食品としてより、はるかに強い興味を引くのは、細胞内情報伝達物質としての細

胞内動態である。我々の細胞膜に存在するリン脂質は受容体を通して種々の刺激で活性化され

るホスホリパーゼによってジアシルグリセロールを生じ、そのジアシルグリセロールは細胞内

情報伝達物質に変化し、蛋白質キナーゼを活性化させその細胞に極めて大きな変化を生ずる。

従ってエコナの本質がジアシルグリセロールであると判明したとき、そんな物質を食品として

大量に摂っても大丈夫？という強い疑問が発生した。この小生が抱いたような疑問に対して特

定保健用食品として認可されてからも、厚生労働省のみならず米国でも種々検討が要求されて、

若干歯切れの悪い部分はあるものの、一応大丈夫であるとのお墨付きが厚生労働省からは出て

いる。そして、小生は個人的な感情としては、科学的に大丈夫だと言われても若干引っかかっ

ていた。安全性に関してそんな意識の小生自身を納得させている大きな一因は、ジアシルグリ

セロールが通常我々が食する油にも、もともとかなり含有されているという事実であった。

従ってジアシルグリセロールそのものの安全性に関しては、若干の疑問を抱きながらも一応

納得していた。そして、今回の回収騒ぎが発生した。この回収騒ぎの原因はジアシルグリセロ

ールそのものではなく、その製造における脱臭の工程において副生する化合物が問題となった。

副生物のグリシドール脂肪酸エステルが体内で分解され、グリシドールを生成し、そのグリシ

ドールに発がん性があるからと言うのがその原因となっている。花王の報告によれば、現実に

この現象が体内で発生するかどうかはまだ確認されていないが、可能性をもとに一時販売停止

に踏み切った、とのことである。グリシドールはエポキシドの化学構造を有するので見るから

にラジカル的な反応を起こしそうである。従ってグリシドール脂肪酸エステルとしての化学構

造のみを見ると、こんな物質を摂っても大丈夫という疑問が湧いてくる。しかし、ここにもジ

アシルグリセロールの疑問に対する回答と同じように、我々が通常食する油にも含まれており、

エコナの場合は単にその濃度が自然の油より10～100倍高いということである。この10倍以上

高濃度であることがもたらす結果については我々には未知の世界である。

食品にはリスクが必ず存在する

ところで話は変わるが、微生物を用いて発ガン物質をスクリーニングするエームス試験法の

開発者であるエームス博士は、我々が通常食する野菜の中の化学物質に関してエームス試験に

よるスクリーニングを行った。そして、ほとんどの野菜に発がんの可能性のある物質が含まれ

ており、そのうちの幾つかの化合物には確かに動物に対する発がん性を認めて報告している。
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（B.N. Ames, M. Profet, and L.S.Gold Dietary pesticides(99.99%) all natural. Proc.Natle. Acad. Sci.

USA  87  7777-7781 (1990)）例えば、人参にはカフェイン酸、キャベツにはアリルイソチオシア

ネートというれっきとした発がん物質が含まれていることがこの論文に掲載されている。しか

し、彼は人参やキャベツそのものを食べるときには恐らくβ-カロテンなどの共存する物質が発

がんを防ぐのでそんなに心配ないと述べている。事実、NIHは人参やキャベツを、がんを防ぐ

ために摂取すると良いと薦めている食品のピラミッドの頂点に位置させている。

健康食品の全てが、食品と言う名称を有する限りにおいて医薬品とは異なり自然に存在して

いる化合物を主原料としている。そして、食品、特に植物性の食品には種々の機能性の物質が

含有されているが、全てが人間にとって有用な成分とは限らない。それは、植物がもともと

我々の食材となるために生育しているのではない、という当たり前の現象から容易に推測でき

る。植物は植物なりに昆虫や動物から食べられないように自らの体を守ろうとしている。従っ

て彼らの体内には種々の化学物質が含まれており、エームスの報告のように我々が日常的に食

べている野菜の中においてすら発がん物質が含まれている。ましてや、野菜として通常摂取し

ないような植物にはどんな未知の化合物が含まれているか分からない。

以上のような事実を考慮すると食品中のある特定の化学物質の機能に注目して、その食品か

ら抽出、濃縮したような健康食品には同時に我々の体に害のある物質を抽出、濃縮している可

能性を否定できない。ここには健康食品が食品から精製されて製造される際に有する本質的な

大きな問題を提起している。すなわち、健康食品のように食品中のある特定の成分の機能を強

く求めて抽出、濃縮をしたようなときには共存する発がん物質も同じように抽出されるかもし

れないし、場合によっては自然の濃度よりはるかに高濃度になるかもしれない。

グリシドール脂肪酸エステルをどう考えるか

ここで、本題のエコナに戻るが、エコナの主原料のジアシルグリセロールも若干問題を抱え

ているものの、我々の食材として用いている油にかなり含まれているという一言が、何とはな

い安心感につながる要素を与えている。そして、今回問題になったグリシドール脂肪酸エステ

ルもまた、通常の食用油に含まれているので多分そんなに心配は要らないと推測されている。

実際、今回のエコナは行政措置による回収ではなく、一時販売停止である。そして、行政措置

が講じられる前に自ら特定保健用食品許可の失効届けを提出した。これは、明らかに花王とし

てのリスク管理として処理された問題であるが、この花王の対処は結果として特定保健用食品

で今後発生するかもしれない同じような問題に対する一つの指標的なものとなると考えられる。

今回のエコナに関する一連の動きは、花王がエコナの中にグリシドール脂肪酸エステルが通

常我々が食用とする油に比較して10～100倍含まれていることを理由として一時販売自粛に踏み

切ることを届け出て公表した。これに対し、消費者庁が食品SOS対応プロジェクトを立ち上げ、

エコナの許可取り消しを判断するための再審査手続きに入る方針を固めた。その直後に、花王

は不純物として含まれるグリシドール脂肪酸エステルの濃度を一般食用油の濃度まで下げる技

術的な解決を行い、再度特定保健用食品として関連データを整備し「新生エコナ」として消費

者庁に申請することを明言した。このようにして現在のエコナ関連製品の特定保健用食品とし

ての許可失効届けの提出を行った。
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もし、花王が提言するように一般食用油と同じレベルのグリシドール脂肪酸エステル濃度の

製品を再び申請したときにこれを消費者庁が特定保健用食品として認めるかどうかは外野席と

しては非常に興味のある問題である。それは、消費者団体への配慮から再びエコナは市場に出

せなくするという方針が既に決定している、という最もらしい噂が流れているからである。安

全性の証明が普通の食品レベルであり、さらに一定の保健機能が臨床的に認められているもの

に対してどう消費者庁が対処するかは今後の特定保健用食品の許認可に対する消費者団体の発

言の影響力を知る上で極めて重要であるからである。

特定保健用食品の安全性

昨年の7月4日付けで厚生労働省から出された「健康食品の安全性確保に関する検討会報告書」

に基づいて、安全性認証の問題が具体的に検討され実行に移されようとしている。この認証問

題で具体的な対象となっているのは保健機能食品（特定保健用食品と栄養機能食品）を除くい

わゆる健康食品である。エコナ問題から分かることは、特定保健用食品においてさえこのよう

な問題が発生する中で、いわゆる健康食品の安全性認証にもこうした不安を払拭するのはなか

なか困難である。しかし、消費者の安全を守るためにはどうしても乗り越えなければならない

問題であるのも事実である。

この問題は花王の一連の対応を見れば明らかにリスク管理の問題でもある。すなわち、エコ

ナはグリシドール脂肪酸エステルを含んでいる製品であることが判明した。グリシドール脂肪

酸エステルが体内でグリシドールと脂肪酸に加水分解されることは理論的には十分予測できる。

グリシドールには発がん性がある。従って、理論的にはエコナの摂取により発がんの可能性が

あることになる。しかし、グリシドール脂肪酸エステルを投与しての発がん実験のテータは存

在しない。しかも、エコナほどでの量ではないが通常我々が摂取している食品中にも含まれて

いる。

従って、エコナに発がん性があるかないか、という疑問に対しては我々が通常摂取している

油も大丈夫かという問題を同時に内在させている。入っていれば程度の差のみで発がんするよ

うに感ずる人も多いかもしれないが、本誌にも書いたように明確な発がん物質である臭素酸カ

リウムにも閾値が存在する（「ヤマザキパンはなぜかびないか」に見る一般人に対する騙し行

為、本誌Vol4(1) p53）。

消費者委員会はエコナをどう捉えたか

９月16日に花王がエコナの販売自粛を発表し、10月8日に花王自身が特定保健用食品の表示許

可を返上したことで、この問題は一件落着した。しかし、この一連の経過は感覚で処理される

ことの怖さを予感させるような歯切れの悪い一幕の終了であった。こんな感じを持っていた矢

先に、FoodSciennce（http://biotech.nikkeibp.co.jp/fsn/kiji.jsp?kiji=3430）に森田氏が【特報】

目指せ！リスコミ道●７日の消費者委員会、トクホ取り消しで意見一致、と題して消費者委員

会の様子を伝えられた。この記事の中に“科学を軽々と飛び越えて「発がん性の疑いがあるも

のはトクホとして販売することは許せない」という結論だった。”と言う一文を拝見し、とん

でもない消費者委員会であったことが判明した。
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エコナの問題を巡って、消費者庁は消費者に発生した問題を素早く処理する体制として「食

品ＳＯＳ対応プロジェクト」を設置しこの問題に対する対応を検討した。そして、10月7日に

開催された「消費者委員会」において、「食品安全委員会の結果を待たず、許可を取り消すべ

きだ」という委員の意見をもとに、「速やかにトクホの許可を取り消すか、少なくとも許可を

一時停止すべきだ」とする見解をまとめ、消費者庁に検討を求めたことが多くのメディアで伝

えられた。そして、この現実を厳粛に受け止めたとして、10月8日に花王自身がトクホの表示

許可を返上する失効届を消費者庁に提出した。

この一連の対応について、いわゆる一般市民の標準的感情を持っている人から「エコナに発

がん物質が入っているなどと全く知らなかった。消費者委員会はそれが発覚した段階で速やか

に取り消し、と言い出したのだから頼もしい感じがしました」と伺った。この感情はいわゆる

一般市民の方々のかなりを占める確かな代表的意見だと感じられる。現に、中日新聞の10月17

日付けの社説では「厚労省から特保の許可権限を移管された消費者庁の対応も当初、鈍かった。

特保取り消しを求める消費者の声に対し「科学的なデータがそろってから考える」との説明を

繰り返した。これに対し、消費者団体の代表や企業経営者、弁護士などでつくる消費者委員会

は特保の取り消しか一時停止を求める見解を打ち出し、結果的に花王の許可取り下げにつなが

った。消費者庁はこれまでの官僚の常識を打ち破る消費者委員会の姿勢に学ぶべきだ。」と消

費者委員会の出した結論にエールが送られている。

ところが、先述の森田氏の報告のように消費者委員会の会議が進行していたとしたら、少し

リスク管理の意識がある人だったら誰もがこれで大丈夫か？と感ずる。科学ジャーナリストの

松永和紀氏が彼女のブログ（http://blog.goo.ne.jp/wakilab）に、“消費者委員会の実力を知っ

た。とんでもない審議内容だったようだ、と私に真っ先に教えてくれたのは、生協職員だった。

そのメールには、こう書かれていた。「まるでわかってないおばちゃん達の井戸端会議を覗い

てるような」”とある。森田氏の発言の通り、科学を軽々と飛び越えた議論がなされ、多くの

構成委員の感情に基づいた結論が導かれた経過の怖さを強く感ずる。森田氏の報告を読むと、

日和佐委員が唯一リスク管理的観点からの論議の必要性を発言して見えるが、その後のほかの

委員にはこの発言の重要性がまるで理解できていないのが明らかである。

リスク分析なき結論

もしも、消費者委員会が科学的観点からしっかりしたリスク分析をすることよりも、声の大

きな消費者の非科学的なご意見に沿った結論を出すことに終始するようになってしまうと、今

後発生する食の安全・安心問題にはとんでもない暗雲が立ち込めることになる。食品にはもと

もとリスクが存在するのは、前述のように少し食の安全問題を紐解いてみれば極めて明白な事

実である。Codexも食の安全について「安全とは意図された消費のされ方では危害が起こらな

いだろうという合理的な確かさ、言い換えれば、許容できないような危険性がないといえる状

態」と言っており絶対の安全はないという大前提をおいている。しかし、一部の一般市民やメ

ディアにはこれが理解できない人たちがおり、妙な風評が立つことにより無意味な回収騒ぎで

消えて行く商品が数多くある。

食の安全確保に関する問題は純粋なリスク管理領域の問題である。そして、その議論はあく
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までも科学的な解析の基に行われるべきである。しかし、今回のエコナに関する消費者委員会

の顛末を見てみると、エコナを家から持ってきて現物を前にして、論点の対象をグリシドール

脂肪酸エステルではなく、ジアシルグリセロールの問題にすりかえて消費者の恐怖心をあおる

ようなパフォーマンスをやっている委員もいる。彼らの意見が街頭の一意見であるならば笑っ

て見過ごすこともできるが、ここの議論の結論が行政措置につながることを考えると恐怖を感

じるのは小生のみではないだろう。

消費者庁は、その設立の目的から言って消費者の安全を守ることが第1である。安全を守る

ということは科学的な根拠に基づいたリスク管理である。それは安全には“絶対”という言葉

を使用できない、すなわちゼロリスクは無いからである。しかし、一般市民感情としては絶対

安全が求められている。ここで消費者庁が行うべきは一般市民にリスク管理的視点からの正し

い情報伝達である。今回の消費者委員会の議論を見ていると、前述の日和佐委員を除いて、ほ

とんどの委員がゼロリスクを前提に議論をしている。この現状は、一部の消費者感情を代表す

る意見を非常に良く反映しているのは確かである。消費者委員会においてこうした意見を出さ

れる方がいて議論されることは重要である。その議論の重要さは、消費者感情を代表するこう

した意見に対し、科学的リスク管理の観点からしっかりと反論のできる委員がいて始めて議論

として成立する。しかし、一方的なゼロリスクの意見を前に、科学的なリスク管理的観点から

これらの問題に対して説明のできる委員がいないことがこの委員会の致命的な欠陥である。

消費者委員唯一の科学者はどのような発言を

この全委員の中で、ゼロリスク論議のナンセンスさを科学的に説明すべき食に関する唯一の

科学的学識者として加わっておられる先生も、先述の森田氏の報告書から拝見する限り、その

場の雰囲気を読まれて迎合した意見を述べられているだけである。委員の構成メンバーで、食

品科学の研究に携われた方はこの学識経験者ただお一人である。しかし、小生はこの学者には

会議の雰囲気を読むことはできても、科学的な観点からの議論はおできにならないと感じてい

る。

すなわち、森田氏の記事を拝見する限りにおいてこの学者はエコナがどのような性格のもの

であるか、全く理解しておられない。そして、もっと致命的なのはエコナで今回大きな問題と

なっているグリシドール脂肪酸エステル（GE）とエコナの主成分であるジアシルグリセロール

（DAG）の区別ができていず、かなり的外れな意見を述べておられることである。記事に記載

された発言全体に眼を通すと、この教授は多分通常の食用油に10%以下くらいしか含まれてい

ないDAGを問題として、それを分からずにGEと話されたと推測できる。すなわち、DAGは通

常の食用油に10%以下位の濃度でもともと含まれている。そして、エコナはDAGを高濃度含ん

だ食品であることから、一部の消費者団体などは特定保健用食品としての認可に対して以前か

ら問題にしていた。それでこれらの団体は、このGEの問題が発生したときにDAGの安全性の

問題を復活させている。この教授の発言はこの消費者団体が復活させた問題を受け売りしてい

る発言としか取れない。しっかりした科学的根拠に基づいたリスク管理意識の中で議論がなさ

れない消費者委員会の結論を受けて国民に情報を発信する消費者庁は、やがて良識ある科学者

の新しい食品開発研究に大きなブレーキとなるのではないかと懸念を覚えている。
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エコナの特定保健用食品としての意義は何処にあったのか

エコナ騒動は、消費者庁による消費者行政が始まったことの一つの大きな懸念材料を見事に

露呈する教訓を残した。すなわち、食にはつきもののリスクと、食が我々に与えてくれるベネ

フィットを科学的に天秤にかけ、その上で結論を出すのではなく、「リスクがあるからやめま

しょう」という感覚的な観点に立った結論がいともたやすく出されたことである。今回のエコ

ナの発がん性に関する問題は、消費者委員会の結論を受けて消費者庁が何らかの行政措置に出

る前に企業側が特定保健用食品としての失効届けを出してしまったので、行政側の結論的な措

置がどうなったかは未知となった。リスクがあるから駄目というのは、そのリスクの印象が

“がん”と言ったように身近な、そして怖いものであるので一般市民感情としては理解し易い。

しかし、本当にそうであるかは大きな疑問である。

最近の日本経済が抱えている大きな問題の一つは、増大し続けている国民医療費をできる限

り質を落とすことなく抑制するという点にある。医療費を抑制し、質を落とさないためには、

病人を減らすことが非常に簡単な方法である。しかし、どんどん高齢化社会になる日本におい

て、病人は増加することはあっても、減少させるのはなかなか大変であることは明らかである。

高齢人口増加が加速する状況下において、病気になってしまった人を治す、といった方法で病

人を減らす方策は、打つ手が少ないだけに医療費抑制手段としては到底望めない。ところが、

もし病気そのものになる人を減らすことができれば、間違いなく医療費の削減に繋がる。

病気になる人を減らす、ということは簡単に言えば病気の予防をすることである。例えば、

がんの発見が遅れたために治療として必要な費用を、がんの早期発見に費やせば対がんの費用

は大きく減ずることができることが明らかであり、早期発見された個人にとっても幸せである。

従って、多くの自治体が様々な手段でがん検診を積極的に進めている。そして、がんもさるこ

とながら、単なる内蔵脂肪が多い肥満の人がやがて糖尿病、高血圧等の生活習慣病を発症する

確率が非常に高いことが明らかとなり、いわゆる特定検診が昨年4月から開始された。このよ

うに、21世紀に入ってから医療は大きく予防医学に傾いている。

ところで、予防医学において重要な要素は、食、運動、休養、そして心が大きく関与してい

ると小生は考えている。こうした時代背景のもとに取られている国の政策の一つが食を通して

の予防医学への寄与である。特定保健用食品などによって、高血糖、高血圧、高脂血症などを

抑制することもそのうちの重要な課題である。今回、問題となったエコナも体脂肪の気になる

方へとの表示が許された特定保健用食品で、ジアシルグリセロールの摂取により体脂肪が付き

にくくなり、結果としてメタボ対策などに有効であるとされていた。事実、この商品は人間ド

ック医学会の推薦食品となっていた。

エコナの有していた意義に対し今回の行政措置がもたらす結果

がんの死亡者はここ30年位の間に急激に増加したのは事実であるが、その大きな原因は脳卒

中などの疾患で亡くなる方が大幅に減少したことにより寿命が延び、その後がんに罹患するこ

とが大きな原因の一つとして挙げられている。すなわち、昔はがんになる前にほかの病気で死

んでいたのである。そして、昨今は確かにがんによる死亡者の数が単独ではトップであるが、

それは、脂質代謝異常による心筋梗塞と脳血管障害による死者が減少したこともその大きな一

42



因である。

従って、厳密にリスク評価をしないと分からないことであるが、発生したとしても極僅かな

がんを抑制しようとして高脂血症の人を増加させることを放置することは、健康政策を数十年

前に戻すことにつながる可能性がある。がんによる死者は減少するかもしれないが、循環器系

の疾患で亡くなる人が増加し、結果としては平均寿命が短くなることになる可能性の有無を調

べてみる必要が絶対にある。こんな議論を持ち出したのは、安全を論ずる時に、食品素材にあ

るベネフィットに対しリスクの可能性をどこまで考慮に入れるべきかというリスク管理が非常

に重要な要素であるからである。

今回問題となったエコナには体脂肪を減少させ、メタボになる人を減少させる効果があると

されるが、グリシドール脂肪酸エステルによる発がんの可能性は未知な問題であった。企業サ

イドとしては、今までの実験的事実に基づいて発がんに関しては限りなく心配はないと判断を

していたが販売自粛という形をとった。そのことがメディアなどで取り上げられたとき、発が

ん物質が入っている、という言葉が独り歩きを始めてしまった。そのために多くの市民は非常

に危険な商品であったかのような感情を抱いて、特定保健用食品全般に対してまで不信感を抱

いてしまった。

健康食品管理士はこの問題にどのように関与するか

実はこの現象にはポジティブリスト制により農作物に残留する農薬の規制が強化され、廃棄

されていった農作物と同じような問題が内在しているのを見ることができる。例えばトマトに

おいて2ppmまで認められている農薬が、その農薬に関して基準値の記載がないビワに0.05ppm

検出されたとき、一律基準値0.01ppm以上であるから当然回収廃棄の対象となる。こうしたこ

とが、基準値の5倍の農薬が含まれていたので行政指導が行われたというように報道されるの

で、多くの国民はそのビワが極めて危険な果実であるので廃棄回収されるのは当然であると判

断した。しかし、そんなに危険視をする必要のない問題であるのは明らかである。

食品の有するリスクは、人工的な要素によって発生するものだけではなく、食品そのものに

自然に内在していたり、調理の過程によっても発生したりする。多くの野菜は発がん物質を内

在させているが、人工的なものとしてはポテトチップスの製造過程やたんぱく質の焼け焦げに

よっても強い発がん物質が合成されることなどが良く知られている。こうした物質の存在の有

無のみで商品を洗い直したら、非常に多くの食品には発がん物質が含まれていることになる。

では、「こうした食品による発がんの可能性は全くないのですか？」という問に対して「全く

ないとは言い切れません」としか、どんな科学者も応えることはできない。

従って、もし発がん物質の存在のみを取り上げて問題としたら、食品市場は大パニックにな

る。食品がこのようなリスクを抱えていることを多くの一般市民はほとんど意識していない。

しかし、消費者庁の活動が本格化してくると、恐らく食品の有する未知のリスク問題が大きく

取り上げられるような事態が次々と発生してくることが十分に予測される。そんなとき、十分

注意すべきは一般市民の過剰反応による風評被害である。そうした事態を発生させないように

するための最善の策は、一般市民に正しい情報を的確に素早く伝えることである。そこにはネ

ットワークで管理されているしっかりした知識集団、例えば健康食品管理士のような食のリス
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クコミュニケーターが市中に多数存在し、周りの人に正しい情報を伝えることである。そして、

同時に食品メーカーもこうしたリスクコミュニケーションを一般市民に行える人材を何人か置

くことである。

今回、エコナを巡って発生した未知のリスクに対して、消費者庁という新しい体制が作られ

たことにより一般市民の感情は素早く行政に伝わった。その感情は、小生が市民講座などでか

つて議論を戦わした人達のゼロリスクを求めることに酷似していた。こうしたゼロリスクを求

める一般市民感情に対して科学的なリスク管理の概念を理解させることは一朝一夕にできるこ

とではないが、行政としても消費者庁のような体制を施行した以上対処すべき重要な課題であ

る。今後は、発がん物質のみではなく、食品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え作物、BSE

（牛海綿状脳症）、環境ホルモンなど、食品の安全性が問題とされるときに必ず浮上してくる幾

つかの問題が具体化してくることが十分に予測される。こんな情勢下にあって我々健康食品管

理士集団が、リスクコミュニケーターとして一般市民に働きかけることは非常に重要なことで

あることを消費者庁に提言したい。
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