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総説

食品を介した有害物質摂取のリスク

~放射性物質摂取のリスク~

畝山智香子*

Risks from Hazardous Chemicals in Food: Risks from Radioactive Contamination 

Chikako UNEYAMA 

Division of Safety Information on Drug， Food and Chemicals， 
National Institute of Health Sciences: 

1-18-1 Kamiyoga， Setagaya-ku， Tokyo 158-8501， Japan 

1.はじめに

食品には多様な有害物質が含まれ，その中でも特にリス

ク評価が難しく現在も評価手法の開発・改善が求められて

いるものが放射性物質を含む「遺伝毒性発がん物質」に分

類される一連の化合物である.この原稿では発がん物質の

リスク評価の最近の動向を簡単に紹介しその文脈での放

射性物質による発がん性について検討を試みる.

2. 発がん物質のリスク評価の歴史

発がん物質とは，厳密にはヒトにがんを誘発する物質の

ことであるが，一般的にはもう少し拡大して実験動物でが

んを誘発しその作用メカニズムがヒトにも当てはまるであ

ろう物質も含めて指すことが多い.食品中発がん物質につ

いては， 1958年の米国連邦食品医薬品化粧品法の食品添

加物についてのデラニ一条項で 動物実験で発がん性が見

られたものを食品に使用することは認められない， という

いわば発がん性についてはゼロトレランスという考え方が

採用されたことが最初の評価とみなせるだろう.食品には

発がん物質など入っていて欲しくはない， といういわば当

然の願望が反映されている.しかしその後科学者はたく

さんの「発がん物質」を発見し続けた 1) 現在はWHOの

傘下の国際がん研究機関 (InternationalAgency for Re-

search on Cancer; IARC)が多種多様な化学物質や生活

関連要因のヒトへの発がん性を評価してモノグラフを発行

している *1 これまで発行されたモノグラフは100巻を超

え， ヒトに対して発がん性があると判断された(グループ

1)化合物や混合物あるいは暴露は 100を超える.

このような研究の進歩で，食品に意図的に加えるものだ

*国立医薬品食品衛生研究所安全情報部:干158-8501東京都
世田谷区上用賀 1-18-1

*1 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks 
to Humans， http://www.iarc.fr/en/publications/list/mono 
graphs/index.php 

けではなく，食品にもともと含まれるものの中に，動物に

大量に投与すれば発がん性があるものがたくさん見つかっ

てきたため，食品中の発がん物質をすべて排除するという

のは不可能であり，ゼロトレランスは破棄せざるをえなく

なった.同時に科学者は動物に大量に投与したときにがん

ができたとしてもそれがヒトの食生活にあてはまらない場

合があることも明らかにしてきた.つまり，それまで一般

的に「発がん物質」とされてきたものの中には，特定の動

物にのみ影響が見られるものや，化合物の毒性影響の結果

として二次的にがんができるようなものがあり，それらは

ヒトが食品から摂る量ではヒトへの影響はないと考えられ

るのである.例えばある化合物が高用量では組織に傷害を

与え長期間にわたって炎症性の刺激が続いたことでがんに

なるような場合，組織に影響しない量ではがんも誘発され

ないだろうと考えられるのである.そのような知見が積み

重なった結果，かつて「発がん物質」とひとまとめにして

扱われてきたものが「遺伝毒性発がん物質」と「非遺伝毒

性発がん物質」に分類されるようになった.ここで使う

「遺伝毒性」という用語は，定義としては「遺伝物質に対

する毒性の総称， DNA損傷性から突然変異誘発性，染色

体異常誘発性までを含む広い意味に用いられる(日本環境

変異原学会)Jというもので，有害影響が後世代にまで遺

伝するという意味ではないことに注意して欲しい.非遺伝

毒性発がん物質についてはほかの毒性と同様に無影響量が

あるとみなして， TDIやADIのような基準値を設定する

ことカまできる.

遺伝毒性発がん物質については，放射性物質と同様，暴

露により全く影響が見られない量である無影響量は存在せ

ず，用量がゼロでなければリスクはゼロではないとみなし

てALARA(As Low As Reasonably Achievable合理的に

達成可能なかぎり低く)原則で対応されている. したがっ

て食品添加物や残留農薬のような，意図的に食品に加えら

れるものについては，遺伝毒性発がん性のあるものは基本
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的に使用が認められることはない.不純物などで存在する

場合には「技術的に可能なかぎり低減すること」が求めら

れる. しかし意図的に使用するものではなく天然に食品に

存在する，あるいはある程度の存在は避けられないような

遺伝毒性発がん物質もまたたくさんあり，そのすべてにつ

いて「合理的に達成可能なかぎり低く」という方針が出さ

れても具体的対策や目標設定にはあまり役に立たないのも

事実である.例えば，強力な発がん性のあるアフラトキシ

ンのようなカピ毒は，存在しないのが望ましい. とはいえ

完全に排除するのも困難であり，一定のレベルで存在する

ことは認めざるをえない. しかし ALARA原則のみでは

「一定のレベル」がどこなのかを決めることはできない.

一方，食品の安全性についてはリスクの大きさを評価

し総合的に安全性を確保しようというリスク分析という

手法が世界的に採用されつつあった制 そうした中で

2002年に食品中に相当量の，遺伝毒性発がん物質であろ

うアクリルアミドが含まれるという発見があった判.食

品中に含まれるアクリルアミドが実際にヒトのがんの原因

となっているかどうかについてはまだ証明されたとは言え

ないが，複数の動物実験で発がん性が認められており，そ

の作用機序が遺伝毒性によるものであってヒトでも起こっ

ている可能性は高いので¥ヒト発がん物質とみなして低減

化の努力をすることが賢明であろうと判断されている こ

れを 1つのきっかけとして，遺伝毒性発がん物質の定量的

リスク評価の必要性が高まり，暴露マージン (Marginof 

Exposure; MOE)が利用されるようになった制. MOEは

用量反応評価の結果から導出した無毒性量やベンチマーク

用量などの毒性影響の指標となる値(出発点， Point of 

Departure; POD) と摂取量の比であり，安全側にどれだ

けの余裕があるかについての指標である.

3. 暴露マージン

暴露マージンはリスク管理の優先順位づけのためのツー

ルである. リスク分析においては， リスク評価はリスク管

理者(日本の場合主に農林水産省や厚生労働省がリスク管

理者である)に何をどうすればよいのかについての判断材

料を示す必要があるのだが， ALARA原則だけではそれが

できなかった. リスクを定量的に評価することで同じ遺伝

*2 Application of Risk Analysis to Food Standards Issues， a 

Joint FAOIWHO Expert Consultation， Geneva， Switzer-
land， 13-17 March 1995， http://www.who.int/entity/food 
safety/publications/micro/march1995/en/index.html 

判 Acrylamideis formed during the preparation of food and oc-

curs in many foodstuffs (April 24， 2002)， http://www.konsu-

mentverket.se/html-sidor/livsmedelsverket/engakrylpress 

meddelande.htm 
判 FAOIWHO (Food and Agricultural OrganisationlWorld 

Health Organisation)， 2005. Summary and conclusions of 
the sixty-forth meeting of the Joint FAOIWHO Expert. 

Committee on Food Additives (JECFA)， http://www.who. 
in tli pcs/food/j ecfa/ summaries/ en/ summary _report_ 64_fi 
nal.pdf 
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毒性発がん物質であってもリスクの大きさに応じてリソー

スの配分を行うことが可能になる. リスクが大きいものや

簡単に削減できるものから優先的に対策しリスクが極め

て小さいものについては対策は後回しで良いという判断が

できるので，特定のものだけゼロを目指して無限に資源を

費やすことが回避できる.

工業用化学物質の職業暴露や環境暴露のようなリスク評

価の分野では，遺伝毒性発がん物質については高用量での

発がん性のデータを実際にヒトが暴露されている範囲の低

用量域に当てはめるために線形関値なし (LinearNon-

Threshold; LNT) モデルを用いて生涯発がんリスクを計

算しその結果が一定の範囲 (10-4から 10-6) であれば許

容できるという判断が行われていた.しかしこのLNT

モデルにより推定されるリスクは不確実性が相当大きいも

のであり，評価を行っている科学者の間では安全側に過大

に見積もった値であるという共通認識のうえで使われてい

ている判が，一般の人々のコンセンサスを得ているもの

とは言い難い.化学物質の遺伝毒性の専門家の聞では，た

とえ遺伝毒性発がん物質であってもごく微量であればがん

の増加が見られないだろう用量，つまり，生物学的闘値が

存在する可能性は高いと考えられているが，その闇値を決

めるための方法が存在しない.そのため，安全側に余裕を

もった闘値なしモデルを使うのが賢明であろうと判断され

ている. したがって線形闘値なしモデルを使って極めて低

用量域での生涯発がんリスクを計算することは実際に被害

が出る人数を予想しているわけではない.例えば，生涯発

がんリスク 10-6といった場合，リスク評価を行っている科

学者はリスクはほぼない，ほとんどゼロリスクといっても

良い程度だと考えている.しかし 一般の人や別の分野の

科学者は 100万人に 1人ということは 1億人いたら 100人

もがんになる，という解釈をするのが自然で、あろう.数字

としてはわかりやすいがその背景まで説明するのは非常に

難しいのがこの方法である.食品安全リスク分析において

は，専門家ではない消費者や生産者などとのリスクコミュ

ニケーションが重要である.関係者がリスクに関する情報

をできるだけ正確に理解し意見を交換しなければならな

いので，誤解を招く可能性の高い数字や用語を使うことは

あまり望ましくない.そこで現在推奨されているのが暴露

マージンである.

暴露マージンの意味するところは安全側にどれだけ余裕

があるのか， ということでつまり数字の大きさは安全係数

である.ある物質の暴露マージンが1つだけ単独で提示さ

れでもそこから何人中何人ががんになるといったような意

*5 Risk assessment methodologies and approaches for geno-
toxic and carcinogenic substances European Commission 

2009 Scientific Committee on Health and Environmental 

Risks (SCHER)， Scientific Committee on Consumer Prod-
ucts (SCCP)， Scientific Committ巴eon Emerging and New-

ly Identified Health Risks (SCENIHR)， http://ec.europa. 

eu/health/ph_risk/commi ttees/04_scher/ docs/ scher_o_113. 
pdf 



表. 遺伝毒性発がん物質のMOE

吋己〉円コJ 物質 MOE 条件 機関，年度 POD 

ベンゾ[α]ピレン 130 ，000~7，000，000 食品由来 COC， 2007 動物実験のBMDLlO0.1 mg/kg体重/日 ECO コ

611而クロム 9 ， 100~90，000 食品由来 COC， 2007 動物実験のBMDLlO
ト~

tぬ
クロム 770，000~5， 500 ，000 飲料水 COC， 2007 動物実験のBMDLlO

1，2ジクロロエタン 4，000，000~192，000 ， 000 飲料水 COC， 2007 動物実験のBMDLlO

ベンゾ[日]ピレン 17， 000 ，000~ 1，600，000，000 飲料水 COC， 2007 動物実験のBMDLlO0.1 mg/kg体重/日
1，2-ジクロロエタン 355 ，000~48，000 ，000 室内空気 COC， 2007 動物実験のBMDLlO

ベンゾ[a]ピレン 10800~17900 食品由来 EFSA，2008 動物実験のBMDLlO0.07皿 g/kg体重/日
PAH2 15，900 平均的摂取群 日FSA，2008 動物実験のBMDLlO0.17 mg/kg体重/日
PAH4 17，500 平均的摂取群 EFSA，2008 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH8 17，000 平均的摂取群 EFSA，2008 動物実験のBMDLlO0.49 mg/kg体重/日
カルバミン酸エチル 18，000 アルコール以タト EFSA，2007 動物実験のBMDLlO0.3 mg/kg体重/日
カルバミン酸エチル >600 ブランデーとテキーラを飲む人 EFSA，2007 動物実験のBMDLlO0.3 mg/kg体重/日
アタリ Jレアミド 78~3 1O ラット乳腺腫蕩を指標 JECFA，2010 動物実験のBMDLlO0.31 mg/kg体重/日
アクリルアミド 50~200 非発がん影響(神経形態) JECFA，2010 動物実験のNOAEL0.2 mg/kg体重/日
アクリルアミド 45~180 マウスハーダー腺臆蕩 JECFA，2010 動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
カルパミン酸エチル 20，000 平均的摂取群 JECFA，2005 動物実験のBMDLlO0.3 mg/kg体重/日
カルパミン酸エチル 3，800 高摂取群 JECFA，2005 動物実験のBMDLlO0.3 mg/kg体重/日

Fキアクリルアミド 133~429 オランダの 2~6歳の子ども RIVM，2009 動物実験のBMDLlO0.3 mg/kg体重/日 自耳
アクリルアミド 300~1 ，000 オランダの 1~97歳 RIVM，2009 動物実験のBMDLlO0.3 mg/kg体重/日 ペも
アフラトキシン B1 63~1 ， 130 オランダの2~6歳の子ども RIVM，2009 動物実験のBMDLlO0.16x 10-3 mg/kg体重/日 と令
フラン 480~960 食品由来 JECFA，2010 動物実験のBMDLlO0.96 mg/kg体重/日 「
食品中ヒ素 余裕はない ヨーロッパの平均的消費者(削(注2) EFSA，2009 ヒト疫学データのBMDLo10.3~8μg/kg 体重/日 「す
食品中ヒ素 1.1 ~33 フランス成人平均 ANSES， 2011 ヒト疫学データのBMDLo10.3~8μg/kg 体重/日 治十
食品中ヒ素 0.6~17 フランス成人95パーセンタイル ANSES， 2011 ヒト疫学データのBMDL010.3~8 阿/kg 体重/日 E意同
食品中ヒ素 0.8~27 フランス子ども平均 ANSES， 2011 ヒト疫学データのBMDL010.3~8 同/kg 体重/日

手潟溝母
食品中ヒ素 0.4~13 フランス子ども 95パーセンタイル ANSES， 2011 ヒト疫学データのBMDLo10.3~8μg/kg 体重/日
アクリルアミド 419~721 フランス成人平均 ANSES， 2011 動物実験のBMDLlO0.18~0.31 mg/kg体重/日
アクリルアミド 176~304 フランス成人95パーセンタイル ANSES， 2011 動物実験のBMDLlO0.18~0.31 mg/kg体重/日 ごう
アクリルアミド 261~449 フランス子ども平均 ANSES， 2011 動物実験のBMDLlO0.18~0.31 mg/kg体重/日 、-ー4 

アクリルアミド 100~172 フランス子ども 95パーセンタイル ANSES， 2011 動物実験のBMDLlO0.18~0.31 mg/kg体重/日 )..l 

PAH4 113 ，409~230，041 フランス成人 ANSES， 2011 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
、ぜ

PAH4 72 ，433~150 ，509 フランス子ども ANSES， 2011 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/臼
無機ヒ素 9~32 香港平均 CFS， 2012 ヒト疫学データのBMDLo53.0問/kg体重/日(制
無機ヒ素 5~18 香港高摂取群 CFS， 2012 ヒト疫学データのBMDLo53.0μg/kg体重/日
PAH4 186，800 ~138，800 英国乳児，野菜果物由来，平均暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 68，800~50，900 英国乳児，野菜果物由来， 97.5パーセンタイル暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 145 ，900~119， 700 英国幼児，野菜果物由来，平均暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 74 ，600~63， 900 英国幼児，野菜果物由来， 97目5パーセンタイル暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 202 ，400~166， 700 英国若者，野菜果物由来，平均暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 102，400~84，200 英国若者，野菜果物由来， 97.5パーセンタイル暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 323 ，800~267，700 英国成人，野菜果物由来，平均暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 179，900~149，800 英国成人，野菜果物由来， 97.5パーセンタイル暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 269 ，800~223， 700 英国ベジタリアン，野菜呆物由来，平均暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg 体重/日
PAH4 157 ，400~129， 300 英国ベジタリアン，野菜果物由来， 97.5パーセンタイル暴露群 FSA，2012 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH4 27，600~15， 500 英国人全食品由来平均一97.5パーセンタイル EFSA2008 動物実験のBMDLlO0.34 mg/kg体重/日
PAH8 45，606 成人 カタルーニャ州食品安全機関， 2012 動物実験のBMDLlO0.49 mg/kg体重/日
PAH8 40，078 子ども カタルーニャ州食品安全機関， 2012 動物実験のBMDLlO0.49 mg/kg体重/日
PAH8 44，081 10代の若者 カタルーニャ州食品安全機関， 2012 動物実験のBMDLlO0.49 mg/kg体重/日
B[α]P 56，147 成人 カタルーニャ州食品安全機関， 2012 動物実験のBMDLlO0.07 mg/kg体重/日

I~ B[α]P 51，050 子ども カタルーニャ州食品安全機関， 2012 動物実験のBMDLlO0.07 mg/kg体重/日
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条件

B[α]P 
ヒ素

ヒ素

ヒ素

ヒ素

ヒ素

ヒ素

ヒ素

アクリルアミド

アクリ Jレアミド

アクリルアミド
アクリルアミド

アクリルアミド

アクリルアミド
アクリルアミド

アクリルアミド

アクリルアミド
アクリルアミド

アクリルアミド

アクリルアミド
アクリルアミド

アクリルアミド
アクリルアミド

アクリルアミド

アクリルアミド

アクリルアミド

POD 

動物実験のBMDLlO0.07 mg/kg体重/日
ヒト疫学データのBMDLOI0.3~8 同Ikg 体重/日
ヒト疫学データのBMDLo10.3~8 同/kg 体重/日
ヒト疫学データのBMDLOI0.3~8 ドg/kg 体重/日
ヒト疫学データのBMDLol0.3~8 同/kg 体重/日
ヒト疫学データのBMDLOI0.3~8μg/kg 体重/日
ヒト疫学データのBMDLol0.3~8 ドg/kg 体重/日
ヒト疫学データのBMDLol0.3~8μg/kg 体重/日
動物実験の非発がん影響のNOAEL200皿 icrog/kgbw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験の非発がん影響のNOAEL200 microg/kg bw/day 
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日
動物実験のBMDLlO0.18 mg/kg体重/日

機関，年度

カタルーニャ好|食品安全機関， 2012 
カタルーニャ什|食品安全機関， 2012 
カタルーニャ州食品安全機関， 2012 
カタル一三ャ州食品安全機関， 2012 
カタルーニャ州食品安全機関， 2012 
カタルーニャ州食品安全機関， 2012 
カタルーニャ州食品安全機関， 2012 
カタルーニャ州食品安全機関， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 

ヘルスカナダ， 2012 
ヘルスカナダ， 2012 

10代の若者

男性

女性

子ども

十代少年

十代少女

65歳以上男性

65歳以上女性

1歳未満

1-3歳

4-8歳

9--13歳
14-18歳

19--30歳
31-50歳
51-70歳
71歳以上

1歳未満

1-3歳
4-8歳

9-13歳

14-18歳

19-30歳
出-50歳

出ー70歳

71歳以上

MOE 

58，906 
0.77~20.5 (出)

0.66~17.7 

0.32~8.6 

0.66~17.7 

0.73~19.5 

0.75~20 

0.83~22 

947~339 (注5)

328~132 

335~144 

452~192 

562~220 

694~270 

806~368 

1 ，070~545 

1 ，274~651 

853~305 

296~ 1l9 

302~130 

407~173 

506~198 

625~243 

726~331 

963~490 

1 ， 146~586 

物質

協
円
端
部
加

〈
O
F
印

h
p
Z
C
M

ジベンズ[α，h]アントラセンおよび

PAH2:ベンゾ[α]ピレンくクリセン， PAH4 ベンゾ[α]ピレン，クリセン，ベンズ [α]アントラセン，ベンゾ[b]フルオランテン

PAH8:ベンゾ[α]ピレン，ベンズ[α]アントラセン，ベンゾ[b]フルオランテン，ベンゾ[k]フルオランテン，ベンゾ[ghi]ペリレン，クリセン，

インデノ ([1，2，3-cdJ)ピレン

注1: BMDLo1 が 0，3~8 問lkg 体重/日に対して推定摂取量 0.13~0.56 阿lkg 体重/日
注2: BMDL01が 0.3~8 問lkg 体重/日に対して推定摂取量 0.37~1.22 問lkg 体重/日.
なお海藻を食べる人たちは 4 問/kg 体重/日程度になる可能性があり米を食べる 3歳未満の子どもは成人の 2~3倍になる
注3:香港が使用している PODはJECFAが 2010年に設定したもの，香港によれば香港の食事からの無機ヒ素摂取量は日本人の約半分

注4: 数字が小さいほうはPODに0.3を使用，大きいほうは8を使用

注5:平均摂取量と 90パーセンタイルの値

略語

COC:食品消費者製品，環境中化学物質のがん原性に関する科学委員会(英国)

ANSES: フランス食品環境労働衛生安全庁

EFSA:欧州食品安全機関

FSA:英国食品基準庁

JECFA: FAOIWHO合同食品添加物専門家会議

RIVM:オランダ国立公衆健康環境研究所

CFS:香港食品安全センター

BMDL:ベンチマーク用量95%信頼下限値

BMDLlOは腫蕩発生が10%増加する BMDL

NOAEL:無影響量，有害影響が観察されない最高投与量
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味を読み取ることはできない.そのことこそが暴露マージ

ンの利点で，必然的に他のものと比較して相対的に大きい

か小さいかを判断することになる. リスク管理の優先順位

づけ，という考え方は比較することが大前提になってい

る.

表にこれまで世界の食品安全機関が評価してきた暴露

マージンの結果を示す 国や地域により摂取量に差があ

り，評価の指標となる出発点 (POD)に何を使うかによっ

ても多少の違いはあるが，全体としてはどの国でも同じよ

うな桁の値が出ている. 日本人については評価事例がない

ため推定するしかない.多環芳香族炭化水素 (PAHやベ

ンゾ[α]ピレン)については食品を直火で加熱すると生じ

ることが多いので薫製や焼き魚，バーベキューなどのよう

な食品を多く食べると摂取量が多くなる.アクリルアミド

はジャガイモを 120
0

C以上で加熱した場合に多くできるこ

とが知られているが，一般的欧米人の摂取源としてはパン

やコーヒーのほうが寄与が大きい.カルパミン酸エチルは

核果酒が主な摂取源で，ヨーロッパ人にとってはブラン

デーとテキーラが大きいかもしれないが， 日本人なら梅酒

が主な摂取源になるであろう.ヒ素についてはこれまでの

多くの食品中ヒ素の分析データが総ヒ素についてのもの

だったこともあり，正確な暴露量を推定するのは難しい

が，日本人の摂取量が欧米より多いであろうと推定され

る.理由は海産物の摂取量が多いこととコメを多く食べる

ことである.海産物については多くのものが毒性の低い有

機ヒ素であるが一部が無機ヒ素であり，無機ヒ素の割合の

高い海産物も存在する.また，調理や加工による変化も詳

しくは調べられていない.コメは最近のFDAの報告など

から無機ヒ素の割合が高いことと，有機のヒ素もヒ素の遺

伝毒性発がん性の本体であることが疑われるジメチルアル

シン酸 (DMA)がほとんどであること判から，ヒ素の摂取

源としては大きいだろう.ただしコメのヒ素濃度は土地

のヒ素濃度以上に栽培条件によって変わることが報告され

ているため，断定はできない.小規模の陰膳調査では日本

人のヒ素摂取量が無視できないレベルであると報告されて

いる 2)，*7 個人の摂取量は食事内容により大きく変わり，

例えば，たまたまひじきを食べた日は摂取量が多くなるが

それが毎日続くというわけでもない. 日本人での集団ごと

の暴露量評価のためのデータの集積が望まれる.

4， 放射性物質の発がんリスクをMOEで考える

放射性物質については，食品安全委員会が2011年10月

に事故による追加の暴露により健康影響が見られない量の

目安として 100mSvという値を提示している 9)ので，こ

*6 FDA Arsenic in Rice: Full Analytical Results from RicelRice 
Product Sampling-September 2012， http://www，fda.gov/ 
Food/FoodSafety/FoodContaminantsAdulteration/Metals/ 
ucm319916.htm 

*7食品安全委員会 食品中の放射性物質に関する情報.http:// 
www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka.html 

れをPODとみなすことにすると，被ばく量が10mSvな

らMOEは10と計算できる.他の発がん物質は生涯にわ

たって毎日摂取する量を用いるが，放射性物質については

事故に起因する累積暴露量である点が違うことには注意が

必要である.食品中放射性物質による汚染については，例

えば，現在の基準である 100ベクレルのセシウム 137を含

む食品を合計で1kg食べたとすると 100x 1.3 X 10-5 = 

0.0013 mSvなのでMOEは100-:-0.0013= 76，923となり，

食べた量が合計10kgならその 1110の数値になる.流通し

ている食品の多くが放射性物質の検査ではNDと報告され

ていることを考えると，食品からの被ばくによる発がんリ

スク対策の優先順位は表にある発がん物質の中で特に高い

というものではないだろうということになる.

このMOEを使って優先順位を付けるという方法では特

定の物質によるリスクをどこまで下げるべきかという議論

は必須ではない.もともとリスク分析では，許容できるリ

スク水準，適切な保護レベル (AppropriateLevel of Pro-

tection; ALOP)は社会や条件により異なるのでそれを決

めてリスク管理方針を立てることになっているのだが，現

実問題として具体的な数値としてのALOPを議論により

決め，状況に応じて柔軟に変えていくことができるとは思

えない.むしろ，リスクの大きいものから順番に対策して

いってリソースが尽きたところが結果的にその国や社会の

ALOPになるのであろう.

また，中谷内3) によれば，一般の人が自分の意志では

なく与えられたものと感じるリスクについては許容できる

リスクレベルというものは多分ない，つまり， どんなに小

さなリスクであっても受け入れられない可能性が高いとい

う.それならば，特定のリスクについて関係者が納得する

まで議論をするというアプローチよりも，今現在の生活全

体のリスクのどこをどう下げるのが最も効率が良いのかを

議論したほうが建設的であろう.

MOEは摂取量により大きく異なるので，個人や特定集

団ごとに優先的に対策すべきものを決めるのに使うことが

できる.事故により放出された放射性物質によるリスクは

地域により大きく異なるので地域ごとにきめ細かな対策を

する場合にも活用すべきであろう.

日本の現状は他のリスクは無視して放射性物質のリスク

にだけリソースを費やしているように見える.放射性物質

は高感度で測定が可能であるためにリスクとしてはほぼ無

視できるレベルのものであっても測定されているが，他の

発がん物質にはそこまでの対応はとられていない.例え

ば，コメの放射性物質を全袋検査する，などのようなこと

が行われているが，コメに含まれるカドミウムやヒ素につ

いては消費者や販売業者から測定を求められることはない

であろう.地域や状況によりリスクとしてはそれらのほう

が大きい場合があるだろうにもかかわらず，である.この

ような状況はかぎられた資源を上手に使って最大限の安全

性を確保する， という本来あるべき姿からはほど遠いもの

である.
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災害や事故が起きたことは残念であるがそれによる被害

を最小限にとどめ二次的被害を拡大させないためにもこれ

まで蓄積されてきた実践のための科学であるレギュラト

リーサイエンスの叡智を活用すべきである.

5. 今後の課題

発がん物質のリスク評価については，まだ残された課題

は多い.現時点ではがんになる，あるいはがんで死亡する

ということを 1つの評価ポイントとしているが，高齢化に

伴ってがんが増えるということを考えた場合，それが必ず

しも適切な指標とは言えない.つまり，がんの場合は何歳

でがんになるのかという時間的要因を加味した評価が必要

なのである.同じ発がん性でもがんを作るのに40年かか

るのと 80年かかるのとでは同じではないだろう.今のと

ころ動物実験からそのような情報を得るのは困難で、，適切

に評価する手法は存在しない.また，発がん性という有害

影響がその他の有害影響より常に重大だというわけでもな

食衛誌 Vol.54， NO.2 

いといったことも含めて，より正確で、政策判断の助けにな

るようなリスク評価手法の開発が必要である.それと同時

に，いくらリスク評価のための科学が発展したとしても，

その知見を現実に活かせないのであれば意味がない.レ

ギュラトリーサイエンスは現実に活用するためのものであ

るので，できるかぎり多くの人がツールを使いこなせるよ

うにする必要もある.
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