
消費者に恐怖をあおる許せない記事
　本年の５月に週刊新潮が「専門家が危険性を告
発　食べてはいけない「国産品」実名リスト」と
大見出しで15年位前に世間を騒がせたような根拠
の食品リスト記事をだした（図１）。ｄ-マガジン
で幾つかの週刊誌の見出しをチェックしていて、
この記事を見かけたときは、まだこんな記事を書
く週刊誌があるものだと内容を読んであらためて
そのくだらなさを確認した。
　しかし、その後この記事が大好評だということ
で第２弾が続けられ始めた頃週刊文春は見かねて

「国産品は本当に食べてはいけないのか」および
「『週刊新潮』食べてはいけない『国産品』実名リ
ストの罪」と題して２回にわたり、反論記事を出
した。この際に私も幾つかのコメントを求められ
回答をした。その後も週刊Flashなどからもコメ
ントを求められたこともあり週刊新潮の全記事を
熟読させていただいた。
　この特集は第８弾で一応終了させ、その後2回

にわたって今度は「『添加物なし』食べるなら安
心の『国産食品』はこれだ！！」という記事を掲
載し、これは安心して食べても良いと幾つもの商
品と一緒に紙面一杯の安心食品リストを掲げて、
その商品作成の苦労話等が書かれている（図２）。
　しかし、この「添加物なし安心食品」とは合成
保存料、発色剤、人工甘味料、うまみ調味料、人
工着色料などと問題のない添加物を排除した商品
であって他の食品添加物はいくつも添加されてい
る商品である。すなわち、この一連の記事で問題
としている食品添加物はすべて指定添加物である
が、指定添加物こそ安全性の最も確立された添加
物で、1974年にAF-2が禁止されて以来問題とな
って消えたものは一つもない。
　それなのに、その食品添加物を添加された食品
から摂取しようとしたら何kgも一度に摂れば起
こるようなことが、あたかもリストに挙げられた
食品を食べれば起こるように書いている。この量
を無視した非科学的な扇動記事は、昭和のトラウ

１．週刊誌の誤った記事に騙されないように
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図１　週刊新潮　平成30年　５月17日号　記事見出し 図２　週刊新潮　平成30年　7月26日号　記事見出し
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マを抱えた高齢者にその傷を改めて確認させるよ
うな許せない記事であると憤りを感じている。

雑巾ハムという非科学的な嫌がらせ
　第１弾の始まりは「雑巾ハム」の大見出しであ
る。解説者の阿部氏によると、雑巾ハムという言
葉が業界では裏で当たり前のようにささやかれて
いるかのごとく書かれている。その根拠は以前週
刊現代で彼が「半分は水でできているハム」とい
った語り口で表現している記事から判断すると明
らかな誤りがある（図３）。それは、本物のハム
も彼らが添加物まみれの雑巾ハムと称しているプ
レスハムなども日本食品標準成分表を見れば水分
含量は５％程度しか差がない。実際に週刊現代の
記事を見た後から近くのスーパーで何回か買って
きたハムの表示から水分量を計算してみたが、い
ずれもその含量は65～70％の間にあると推測でき
た。おそらく製造工程で粉末の増粘剤に水を加え
ていることから、まるで水だけでできていて本物
の肉はほとんど入っていないような言い方をして
いるのだと推測される。

１．さらに、大豆、卵などのタンパクなどを原料
の豚肉に注入する様子を「100キロの豚肉の
塊に、50本くらいの針が出ている自動注入器
で一斉にゼリー液を注入する光景は、一度見
たら忘れられないほど衝撃的ですよ。」とい

かにも気持ち悪そうに書いている。このよう
にして作られることが、事実であっても大切
なことはそのハムがおいしくて安全に消費者
に食べられることである。このようにして作
られるハムは本物のハムに味が劣ることはあ
っても危険ではない。前述の週刊現代の記事
の中には「安いものを喜んで買うのにはそれ
なりのリスクがある」というようなことを阿
部氏は福岡真一氏らと口を揃えて警告を発し
ていたが、私にはこれは裕福な人が貧乏人の
食べ物を揶揄しているようにしか取れなかっ
た。

　豚細切れ肉がたくさん入った美味しそうな「焼
きそば」のメニューに「これは、豚を殺して10日
間ほど経過した死骸の肉の一部を細切れにしてた
くさん入れました」と添え書きがあったら食べる
人がどんな気がするか。料理や食品工場の過程の
詳細な事実を知ると、食べることに精神的抵抗感
ができるようなことはいくらでもある。私はとさ
つ場を見学した学生がしばしば暫くの間肉を食べ
られなくなってしまった事実を数多く知ってい
る。事実であっても伝える時と場合および相手を
心得るのが専門家としての良心である。
　そして、ついでに危険性ということで本物のハ
ムと添加物まみれと危険視されているハムを比較
すると、燻製もせず食品添加物としての燻液に浸
して作成されたハムの方が本当に燻製をされたハ
ムより発がん性に関してはもし恐れるとしたら危
険性が低い。
　それは、燻製された肉には明らかに発がん物質
が含まれるからである。表１にChenとLinの実験
報告を引用したが、国際がん研究機関も加工肉（ハ
ム、ソーセージ等）を食べすぎないようにとがん
予防10か条の中で言っているが、それは燻製され
た肉の場合、燻製という製造工程が大きな原因で
ある。（文献１）

図３　週刊現代　平成26年3月8日号
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相乗毒性という科学性を装った脅し
　先の雑巾ハムの冒頭に「相乗毒性コンビ」とい
う単語が出てくるが、「相乗毒性」という単語は
その後に続くほとんどすべての号に見ることがで
きる。内閣府食品安全委員会は、５月17日にこの
記事に対し「食品健康影響評価書については、特
定箇所のみ抽出された文節で判断するのでなく、
前後の文節や、まとめとしての「食品健康影響評
価」の項もご確認ください」との書き出しで次の
ように注意喚起を行っている。
　食品安全委員会としては、ソルビン酸類と亜硝
酸塩の同時投与による遺伝毒性については、週刊
誌指摘の染色体異常試験のほか、遺伝子突然変異
試験、小核試験の結果も含めて、これら試験結果
に一貫した傾向がみられるかなどの観点から総合
的に評価を行っており、結論としては通常条件下
ではヒトの健康に対する懸念はないと判断してい
ます。
　そして、この注意にも拘わらず同じ調子での続
投記事が出されたことから、同委員会は「～結論
としての食品健康影響評価をご確認ください～」
とのサブタイトル付きで再度同じ注意喚起を行っ
ている。
　この相乗毒性を発揮するとされる亜硝酸につい
ては、農林水産省のホームページも引用して発が
ん性を指摘しているが、これも亜硝酸が発がん物
質を生成する可能性を論じたところだけを引用し
て発がん性に結び付けている。このホームページ
も最後まで読めばほうれん草、サラダ菜など100

ｇ食べると3～500…mgの硝酸を摂取する中で問題
ないと考えられる、と書かれているのに数mg以
下の添加物の亜硝酸で発がん可能性ありとして騒
ぎ立てている様は、全く量の概念に基づくリスク
管理になっていない。
　愛知県警は一時期「めざせ交通事故ゼロ」と標
語を出していたが、このゼロを言わなかったら「め
ざせ交通事故」と県警が言っていることになる。
この相乗毒性問題として食品安全委員会の評価を
引用した警告記事は、委員会が伝えている文章を
一部分だけ切り取って恐怖をあおる脅しであると
言え、「めざせ交通事故」というような悪意ある
引用とさえ感じている。

味覚破壊トリオというおぞましい造語
　次に相乗毒性と同じように何度も問題とされて
出てくる添加物は味覚破壊トリオと称するタンパ
ク加水分解物、酵母エキスと化学調味料としてい
る。化学調味料とはうまみ調味料のグルタミン酸
ナトリウムであり、グルタミン酸ナトリウムは記
事に書かれているように確かにアメリカでは極端
に嫌われている事実はある。その嫌われている理
由は安全性からではない。その理由は、かつて中
華料理店症候群として騒がれたり、とんでもない
量の投与でマウスに起こった神経症状が報告され
たりしたことによる情報によって形成されている
危険化学物質としての認識といわゆる洋食文化は
出汁文化でないことに起因している。
　私は40年近く前にドイツの糖尿病研究所に3年
余いたが、その当時は最近とは比べ物にならない
レベルで日本食は知られていなかった。したがっ
て、ドイツ人と日本人の味覚の違いに驚かされる
ことが何度もあったが、味噌、醤油、海産物など
で基本的な味付けをする和食と肉をおいしくしよ
うとするドイツ食の違いと感じていた。すなわち、
出汁文化かそうでないかが大きな原因であった。
これはグローバル化した今でも国外でおいしいと
言われている料理と日本人がおいしいと感じる料
理にはときには大きな違いがある。

表１　……アヒルの肉の調理により発生する多環芳香族
炭化水素（PAH）

J.Agric.Food…Chem.…45…1394（1997）より
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　その出汁文化を知らないアメリカの人たちから
すれば、根拠はともかく一度は危険と騒がれてい
るグルタミン酸ナトリウムはわざわざ入れる必要
もないし、入れたとしても入っていることにより
どれだけおいしさを感ずるセンスがあるかという
問題にもつながる。結論から言えば、文化の違い
からアメリカに輸出するカップ麺にグルタミン酸
ナトリウムを入れないのは当然であるのに、記事
の中では日本人には食べさせてアメリカ人には安
全性を考慮して入れてないような書き方をしてい
る。買い手の立場を考えた商売としては当然のこ
とである。
　そして、グルタミン酸ナトリウムの摂取味覚障
害を引き起こし、そのことが塩分摂取過多につな
がり、ひいては高血圧等のリスクにつながると筋
道を立てて述べている記事に対して週刊文春は、
この味覚破壊トリオを提唱した加工食品ジャーナ
リストの中戸川貢氏にその科学的根拠を直撃して
訪ねている。この問いかけに対して中戸川氏は「な
いでしょうね」と即答し、「原因の一つではない
かと言われている程度です。（中略）私は化学調
味料ではなく、お子さんにシイタケや昆布などの
繊細な味をわかってほしいという思いから新潮さ
んのお手伝いをしています。どちらかというとス
ピリチュアルな部分ですよね。エビデンスと言わ
れちゃうとつらい部分がある。」と続いている。
いくつもの食品を買ってはいけないとまで言い切
っている根拠がこんなものであることにあきれる
他はない。なんとも非科学的なおぞましい造語で
ある。
　さらに付け加えておくが、化学調味料として脳
神経に作用するというようなことはないことを私
はシステマティックレビューにより国際頭痛学会
にも認めさせたが、その詳細は本誌前号に書いた
ので参照していただきたい。（文献２、３）

美味しさと見た目の良さは食品の命である
　この記事は一貫して食品添加物を用いた料理は
本物でない上に危険であるから避けようという姿

勢を貫いている。本物の料理しか料理じゃないと
いって、手間暇かけた料理を日常食することがで
きる人がそうするのを邪魔するつもりはさらさら
ないが、そうできない人たちとってこうした記事
は精神的圧力をかけることは私の経験から間違い
のないことだと考えている。
　それは、市民公開講座、公民館の講座などで「だ
しの素を使った味噌汁を作って食べさせたからと
言って罪の意識を持つ必要がない」という言葉に
心が和らいだという感想をいくつも頂いているか
らである。まじめなお母さんほど、子供に添加物
で作った料理を出すことに罪の意識を抱えている
ようであるが、これは精神的に非常に不健康だと
確信している。
　数年前の連載していた日経BP…社の記事を読ん
だある方から「無添加を標榜した回転寿司の無添
加の実情が４大添加物と称して指定添加物の追放
のみに重点をおいていてナンセンスである、と書
かれた先生の記事を読みました。そこで、小生自
身でも調査してみたら、その通りでした。従って、
確かに先生のおっしゃるように無添加にする必要
などまったくないことが分かりました。となると、
今までは、あれほど仰々しく無添加を標榜する回
転寿司があるなかで、別な回転寿司に行った時に、
この寿司屋はおいしいけれど大丈夫かな？と心配
しながら食べていましたが、先生の記事を読んで
から自分がいつも行く寿司屋がおいしくて問題の
ないことが分かって“安心”してゆけるようにな
り、ますますその寿司がおいしくなりました。」
というメールを頂いた。
　これは無添加＝安心食品というような感覚にと
らわれている人が無添加食品を食べなければいけ
ないと脅迫されている精神的弊害の大きさを示し
ている。食品添加物が規定量使用されていても本
当に健康に害があるのなら、あえて嫌がらせ的表
現で危険を煽るのも必要かもしれない。しかし、
明らかに問題のない添加物を問題にすることは、
まじめな国民に対する精神的害悪を広げているに
過ぎない。
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　FOOCOM.Netを主宰している森田氏はFlashの
インタビューに「添加物が危ないと信じてしまう
と、手作りか無添加の食品を買うかと追い詰めら
れてしまいます。しかも、こんな暑い時期に無添
加ハムのサンドイッチをお弁当として持たせるの
が、本当に愛情といえるのでしょうか」とコメン
トしている。
　私は「おいしい病院食は患者を救う」（ウエッ
ジ社）の監修をしているとき、想像以上においし
さと食事の見た目の美しさが大切であるかを実感
した。そして、そんな食事を提供しようとすると
き、無添加などにこだわることはエネルギーの無
駄つかいにつながると確信した。「おいしさと見
た目の美しさ」を備えた食品は健康な食生活を送
ろうとする人たち必須因子である。

トラウマを抱えた高齢者ハラスメントでしかない
　最近、私は市民公開講座、もっと小さな公民館
の講座などで比較的高齢者の方とかなり親密な対
話をするケースに遭遇している。そして、病気に
ならないようにと必死に生きている多くの高齢者
は本当に何を食べたらよいのかと正しい情報を得
ようとしている。そうした人たちに今回の週刊新
潮の記事はとんでもない悪影響を与えている。そ
して、私もその話をする方たちとほぼ同じ世代な
ので、この記事により彼らが被っている精神的被
害をよく理解できる。
　私は昭和49年から退職するまで、前任の藤田保
健衛生大学において食品衛生学の講義を行ってい
た。講義を始めたその年にAF-2が、その数年前
にはチクロ、バターイエローといった食品添加物
が発がん性を理由に使用禁止になったり、化学調
味料グルタミン酸ナトリウムの大量使用で神経に
影響が出るような報告も出されたりしていた。そ
して、水俣病、ヒ素ミルク中毒事件、痛い痛い病、
カネミオイル事件など化学物質による大きな事件
も昭和30年代には起こっていた。したがって、食
品添加物には発がん性を始めとして種々の問題が
内在していることから、私の講義においては食品

添加物を可能な限り避けるべきものとして教えて
いた。
　そして、平成７年に食品衛生法の改定に伴って
食品添加物の在り方が大幅に変えられ、安全性に
関するチェックが非常に厳しくなされるようにな
った。平成7年以後数年にわたっては、特に既存
添加物として分類されたが使用実績のない、いわ
ゆる天然添加物は毎年のように２ケタのオーダー
で使用禁止になっていた。
　こんな状況の中で、私は講義のために食品添加
物の安全性に関しては相変わらず基本的にネガテ
ィブな姿勢を貫いて調べ、講義でも絶えず安全性
に対する懸念を話していた。しかし、科学（化学）
技術は時代とともに確実に進歩をし、変化をして
いる。食品添加物もその例外ではなく、食品添加
物は使用の仕方によっては、我々の食生活におけ
る優れものとして、健康の維持や経済、環境など
にも大きな影響があることが近年分かってきた。
　私は講義という自分の仕事のために絶えず新し
いことを追及してきてこのような考えになってい
るが、昭和の頃に最もこの問題を考えた人たちに
とって新潮の記事はまさにこの時代に引き戻され
ることになる。そして、第８弾まで続けた後で「買
うならこれ」と意味もない商品を推奨した記事を
出している（図２）。しかし、高齢者に必要な食
事はどのようなものではなく無添加で安全な食品
を選ぼうなどという考えを強くさせるのは、高齢
者へのハラスメントといってよい。
　いずれにしても、ここで取り上げた週刊新潮の
記事は、出版社としての国民へ正しい情報を伝え
ようという姿勢よりも、単に売ることを目的とし
た昭和のトラウマを有する高齢者を喰いものにす
るあくどい記事であると考えている。
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