
はじめに
　超加工食品という単語が問題食品として最近騒
がれている。この騒ぎに火を付けたのは昨年10回
にわたって食品添加物の危険性を煽り立てた「週
刊新潮」である。昨年同誌がこれでもか、これで
もかと言わんばかりに食品添加物の誤った危険情
報を基にその危険な添加物の入った食品の実名入
りリストを掲載した。この時に多くの知識人とさ
すがにこんなことは放っておけないと気付いた幾
つかのメディアが反論を掲載した。私も２つの週
刊誌の取材に対してコメントを出した。
　今回も「10万人を追跡調査というパリ13大学の
論文で「がんリスク」増大判明！　食べてはいけ
ない「超加工食品」実名リスト」という大げさな
見出しを掲げ、超加工食品が添加物まみれの食品
であることを強調している。そして週刊新潮お抱
えと言っても良いかもしれない量を無視して化学
物質の危険論を煽り立てる学者、自称専門家そし
てテレビで人気のおかしな医師らが次々と危険論
をサポートするコメントを行っている。同誌には
昨年の添加物攻撃の際と同じように、実名入りの
スーパーでおなじみのいくつもの商品がリストア
ップされている。

超加工食品とは
　超加工食品とはブラジルの学者が行った食品を
その加工レベルに応じて次の４つに分類した時の
Group４に該当するultra-processed…foodsに属す
る。この論文による分類の概略は次のようになっ
ている。

Group１　��Unprocessed�or�minimally�processed�
foods

　植物（種子、果物、葉、茎、根）または動物（筋
肉、内臓、卵、牛乳）、キノコ、海藻類の食用部
分で、未加工または天然状態の食品。食用にする
ための非食用部分の除去や潰したり、挽いたり、
炙ったり、茹でたりすることは良いが、塩、砂糖、
油などは加えられていない。
Group２　Processed�culinary�ingredients�
　Group１の食材を用いて手作りのスープ、パン、
ジャム、サラダ、飲み物、デザート等の作成のた
めの調味料等。それらは海水から作った塩、サト
ウキビやビートから作成した糖蜜、ミツバチの密、
カエデ糖、オリーブの実を砕いて搾ったオリーブ
油、および食品の本来の状態を保つための塩、保
湿剤や微生物の増殖を防ぐための食酢
Group３　Processed�foods
　Group１の食材にGroup２の調味料の類を用い
て加工した食品で、缶詰や瓶詰めの野菜、果物、
豆類、…塩または砂糖漬けのナッツおよび種子、…塩
漬けまたは燻製肉、…缶詰の魚、シロップ漬けの果
物、チーズと未包装の焼きたてのパンが該当し、
グループ１の食品に砂糖、油、塩などのグループ
２の成分を加えることによって作られた比較的単
純な製品で、…ほとんどの加工食品は２つか３つの
成分からなり、プロセスにはさまざまな保存方法
や調理方法が含まれる。
Group４　��Ultra-processed� food�and�drink�

products
　多くの成分（通常は５つ以上）からなる工業的
に生産された食品で砂糖、油、脂肪、塩、抗酸化
剤、安定剤、および保存料などの加工食品に使用
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される成分を含む。そしてGroup１のような天然
性を失っているものが多い。超加工食品にのみ含
まれる物質には、カゼイン、ラクトース、ホエー、
グルテンなどの食品から直接抽出されたもの、お
よび水素化またはエステル交換油、加水分解タン
パク質、単離した大豆タンパク質、マルトデキス
トリン、転化糖および高フルクトースコーンシロ
ップ、さらに超加工食品にしか見られない添加物
には色素、色安定剤、香味料、風味増強剤、非糖
性甘味料などと固化剤、グレージング剤、乳化剤、
金属イオン封鎖剤、湿潤剤、増量剤、消泡剤など
の加工助剤が含まれる。
　NOVAの分類はおおよそ以上のようであるが、
この分類をなぜ行うかという彼らの目的を知った
うえでこの問題をとらえる方が良いので参考資料
１の冒頭部分をまとめると以下のようになる。
　NOVA分類は栄養素の観点ではなく、食品加
工の目的に従って食品を分類する食品分類であ
る。ここ数十年世界の食料供給における食品加工
と食習慣の重要性が増していること、そして食事
関連の非伝染性疾患の世界的蔓延におけるその役
割に注意が払われてきています。しかし、否定的
または肯定的のどちらであるにせよ病気のリスク
と食品加工の特異的タイプの関係はまだ正確には
明らかにされていません。食品加工は副次的な問
題として残されたままである。
　と書き出しているが、ここで非伝染性疾患

（non-communicable…diseases）と言っているのは、
悪性腫瘍、心疾患。脳血管疾患など食生活パター
ンと強く相関している疾患を指しているから加工
レベルと疾患との関係を追ってみようという考え
方には興味が引かれる。そしてGroup分けされた
食べ物を具体的に見てゆくと明らかに最も未加工
の食品から加工度の高い食品への分類であるが、
文章の節々にいわゆる手作り食品礼賛的なニュア
ンスを強く感ずる。

超加工食品に指摘された具体的な問題
　この超加工食品なるものの摂取と健康の関連性

を具体的なコホート研究によってパリ13大学のグ
ループが昨年BMJ（British…Medical…Journal）に

「超加工食品とがんのリスク」と題して報告を行
った（参考資料２）。この報告によれば超加工食
品の摂取量が多い人はそうでない人に比較して12
％がんのリスクが上昇するとなっている。そして
本年２月にさらにJAMA（Journal…of…American…
Medical…Association）に「フランスにおける中年
成人の総死亡と超加工食品消費の関連性」と題し
た報告を追加した。この報告では、超加工食品の
摂取の多い中年成人の死亡率が14％上昇した、と
なっている。
　この両論文においては、一応考えられる調査対
象者の喫煙、肥満、教育レベルや収入レベル等の
ベースにあるリスクを消去してもなお確かにリス
クの上昇が認められる、となっており疫学調査の
手義手法的は一応の手順を踏んでいる。従って医
学界における世界的に信用の大きなジャーナルが
取り上げたと推測できる。しかし、何となく
NOVAの分類に従って食品を分類しその摂取量
を申告によるネット調査に基づいて出された結果
には何かすんなりと「そうだ加工食品は危ないん
だ」と納得できない引っ掛かるものがある。そん
な こ と か ら イ ン タ ー ネ ッ ト でUltraprocessed…
Food…と入れて検索をかけると非常にたくさんの
関連情報を閲覧できる。そんな中の一つに、栄養
素に基づいた健康との疫学的研究に比較するなら
ば、このNOVA分類は健康と食生活の関係を考
える上においてほとんど意味がないとまで言い切
った説得力のある論文も出ている（参考資料４）。

英国Nationalhealthservice（NHS）が出し
た批判
　ネットに掛かってくる批判的な見解を国の公的
機関が出している情報として英国のNHSがある
が、ここが昨年のBMJと本年のJAMAの論文の
後にしっかりした見解を出している。まずBMJ
に対してはしっかりした結論を引き出すのには困
難であることを、その調査方法の問題点、例えば
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対象者の生活スタイル等が考慮されていないな
ど、を主にして批判している（参考資料５）。そ
してJAMAに対してはその因子解析にまで踏み
込んでおよそ次のよう具体的に批判をしている

（参考資料６）。
　超加工食品の定義が不明瞭でる。何故ならその
食品に含まれている物質ではなく、多種多様な食
品を製造方法によって分類しているからである。
原因とその効果を示すことのできない観察研究で
ある。
　調査対象者がネットで募集されているため、調
査対象になることを自ら申し出た人たちだけで構
成されている。そのことは元々栄養と健康問題に
関心の高い人たちであるから一般人を調べたとは
言えない。
　しかも調査は自己申告で彼らの任意の24時間の
記録であるから不健康な食事より健康な食事を申
告している可能性が否定できない。
　超加工食品は非常に多くの異なった食品が含ま
れているのでどの食品が死亡因子としてのほんの
わずかのリスクに寄与しているか説明ができな
い。
　最後にはっきりと「我々は全ての加工食品が悪
い、すなわちそうした加工食品を食べることが
我々を殺すなどとは絶対に言えない。」と述べて
いる。
　またＢＭＪ（参考資料５）を批判した記事の最
後には「この研究は、調理済みの食べ物に頼った
り、たくさんのスナック、お菓子、調理済みの食
べ物などを食べたりすると、塩分、砂糖、飽和脂
肪摂取などが多くなり、食物繊維、緑の野菜、果
物などが足りなくなる可能性を示している」とい
わゆる食生活の在り方に対する警鐘を鳴らしてい
る。

最後に
　以上のような次第が昨年から世界中で始まった
超加工食品騒ぎであるが、NHSの反論が対する
良識ある見解であると感じている。しかし、この

問題を取り上げた週刊新潮の記事はあまりにもピ
ントがずれたバッシングである。コメントをして
おられる方の大半は昨年の添加物バッシングでお
なじみの、まともな食のリスクコミュニケーショ
ンをやっている人たちからは、彼らが騒いでも相
手にされないような人たちが大半である。
　超加工食品の摂取の健康に及ぼす効果の両論文
は読んでみる限り、英国のNHSの批判の通り、
物質として浮かんでくるものがないうえに食と健
康問題を考えるうえで非常に重要なバランスの取
れた食生活に踏み込んだ部分が全くない。この観
点から現時点で危険食品と判断することはあまり
にも無謀である。
　現に厚生労働省の長年の調査によれば1950年の
日本人の摂取総エネルギーは2000Kcalを超えてい
たのが2012年には1800Kcal代にまで減っている。
しかし、糖尿病は明らかに両年で比較すると増加
している。ここには、動物性脂肪摂取の増加が関
与していることが強く疑われている。すなわち、
こうした疾患との因果関係を調査するのにはこの
ようなピンポイント的な観点も非常に重要であ
る。もし、食品加工という過程を問題として取り
上げるならば、例えば加熱調理とか添加物ならば
添加物の種類とか砂糖や塩の使用量など因子解析
をして指摘すべきである。
　以上のように昨年から騒がれだした超加工食品
の問題に関して私の感ずるところを述べさせてい
ただいた。その契機となったのは週刊新潮の余り
にも無責任な記事に接したことであった。何故な
ら、このような記事の展開を一般市民に行うのは、
単に世の中の一部の方々を不安に陥れて最も大切
な「バランスの取れた食生活」という視点を大き
くそらしてしまう危惧を感じたからである。
　現在、私はある介護施設の方にうま味調味料モ
ノグルタミン酸ナトリウムの入った食品を一定期
間摂取していただくことになり、実験の同意書を
約60名の方々から頂く必要性ができてお願いした
ところ、５名の方からはっきりと拒否された。そ
の理由は化学調味料なんて体に悪いものが添加さ
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れているような食事を食べなければならないのは
怖い、とのことであった。
　実験に携わっている大学院生が、そんなにご心
配になることはないと説明してもどうしても納得
はされなかった、と報告してきている。このよう
に昭和40年代に物心のついていた人たちの多くに
は「化学物質＝危険物」といったトラウマのある
人が一定数いる。
　そして、その人たちには昭和のその時代を思い
出させるような語り口の記事や番組を見ると、身
近で口に入る食品添加物は恐怖の化学物質に見え
てくる。さらに今回の超加工食品の記事は、調理
ということを工場に任せておくとあなたの健康は
むしばまれる、というような情報を内包している。
　昭和に化学物質のトラウマが植え付けられた
方々の多くは非常にまじめな方が多く、家庭料理
は安全でおいしいが工場加工料理は体に悪い、と
いう考え方が強い。今回のBMJやJAMAの記事
を基に、実名入りの食品リストを挙げて危険をあ
っている記事は、こうした人たちには自分の不安
の確認反応になる。多くの昭和のトラウマを抱え
る人たちの犠牲が少ないことを望む次第である。
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