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Ⅰ　緒　　言

　食品安全委員会が₂₀₀₃年から₂₀₀₅年にかけて
行った調査では，一般市民の₉₀％以上が食品に対
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イラストを用いた食品中の残留農薬量の理解度の検討
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目的：残留農薬に関する知識が十分でない消費者に，適切な残留農薬量の理解を促すためのイラスト表記を
開発し，その理解度を検討することを目的とした．

方法：大学生および大学院生₈₀人を対象に横断研究を行った．文章のみ，累積正規分布関数のグラフと文章，
農薬量を一次元で示したイラストと文章の ₃種類の説明表記のうちどれか ₁種類を添付した質問紙を
配布した．回答は，無毒性量，一日摂取許容量，残留農薬基準の ₃段階の残留農薬条件以下の農薬が
残留している架空の農産物について，安全性に関わる ₃つの質問項目にビジュアルアナログスケール
を用いて評定させた．安全性評価の相対的な大きさが残留農薬量の順序と一致した場合を正答として
条件ごとに正答率を算出し，χ₂ 検定を行った．

結果：すべての質問項目で正答率に有意な偏りがみられた（p＜₀.₀₅）．残差分析の結果，「文章＋イラスト」
条件では正答率が期待値よりも一貫して高かった（₅₉.₃～₇₀.₄％）．一方で，「文章のみ」では正答率
は期待値との差はなかった（₄₁.₄～₅₅.₂％）．また，「文章＋グラフ」では，どの程度安全であると感
じるか，自分が食べようと思うかの質問で期待値よりも正答率が低かった（₁₆.₇～₃₃.₃％）．

結論：グラフは残留農薬量の適切な理解を促進しないが，一次元で表したイラストは促進することが示唆さ
れた．
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する不安を抱いており，特に残留農薬に対して不
安を感じる程度が高いと報告している₁）．
　日本における食品の検査では，基準値以上の農
薬が残留する農産物は非常に少なく，あってもそ
の量はわずかであり，残留農薬による健康被害が
生じる可能性はほとんどない₂）．
　日本では，残留農薬基準は食品衛生法で定めら
れている．残留農薬基準の設定にあたってはまず，
対象農薬について動物を用いて実施した様々な安
全性試験の成績に基づいて無毒性量（NOAEL）を
特定する．この無毒性量（NOAEL）に種間差
（₁/₁₀）と個人差（₁/₁₀）を乗じ，人に影響のない
量を求めたものを一日摂取許容量（ADI）とする．
さらに，国民健康・栄養調査の結果から算出され
た各農産物の摂取量データ等を用いて，ヒトが食
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品等を経由して摂取する農薬の総量が一日摂取許
容量（ADI）を超えないように，それぞれの食
物・農薬について残留農薬基準値が策定されてい
る₃）．
　₂₀₀₇年に栃木県の農協が出荷したイチゴから基
準値を超える量の殺虫剤が検出される事件が報道
された（₂₀₀₇.₀₂.₀₁読売新聞）．その記事には，
農協のコメントとして「 ₁日₁₀個以下であれば食
べても一日摂取許容量（ADI）は超えない．長期
間食べ続けなければ問題ない」と記述されていた．
この記事は，上記のような残留農薬の基準値につ
いての知識が十分にあれば状況を理解できる．と
ころが残留農薬に関する知識が十分でない場合，
残留量に関する値が並立して存在することを知ら
ない場合には“基準を超えているのに問題がない”
という記述は矛盾しているように認識される．
　Leeら₄）がアメリカで行った研究では，消費者
は残留農薬を危険視する一方で，生産者や専門家
は細菌汚染や過栄養問題を危険視しており，生産
者や専門家と消費者では食品に関するリスクの評
価が大きく異なることを指摘している₅）．Leeら
は，その要因として消費者が食品科学についての
詳細知識や被害の実態を把握していないことなど
を挙げている．

　食品安全委員会のホームページには適切な情報
提供と理解を目指して「食品の安全性に関する用
語集」が公開されている₆）．ここでは食品安全に
関する様々な用語の説明がなされており，残留農
薬の基準に関する用語についても累積正規分布関
数を用いて残留農薬量を横軸，摂取量による生体
への影響を縦軸に取ったグラフを使用して説明し
ている（図 ₁）．しかし，図 ₁のようなグラフは累
積正規分布関数に関する予備知識がなければ，文
章やグラフで記されている情報を適切に理解する
ことは困難である可能性がある．
　科学的知識や数量的思考能力の差を越えて，生
産者や専門家と消費者との間にあるリスクに対す
る認識のギャップの問題を解決するためには，前
提となる知識が十分でなくても，多くの消費者に
食品安全に関するイメージの共通理解を促す必要
がある．その方法として Apterら₇）や Nelsonら₈）

は，低い数量的思考能力を持つ人とのコミュニ
ケーションを改善するために象形文字などのグラ
フィカルな表記を使用することを推奨している₉）．
残留農薬の量に関する説明においても，より簡便
で，理解の前提となる知識を必要としないグラ
フィカルな表記が，関連知識が十分でない消費者
への適切な理解を促す可能性がある．

図 1　農薬の摂取量による生体影響との関係図
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　そこで，本研究は残留農薬に関する知識が十分
でないと考えられる消費者がリスクを適切に理解
しやすくなるように，簡便なグラフィカルな説明
表記として残留農薬の量を一次元的に示すイラス
トを新しく開発して，そのイラスト表記に対する
理解度を検討することを目的とした．

Ⅱ　対象と方法

1．調査参加者

　調査参加者は，I大学と N大学の農学系に在籍
する学生のうち，共同研究者が担当する講義を履
修している₈₂人を対象に自記式質問紙を用いた横
断研究を実施した． ₃種類の質問紙を回収後，記
入漏れや記入ミスがある質問紙を除外し，最終的
に，₈₀名（文章のみ：₂₉人，文章＋グラフ：₂₄人，
文章＋イラスト：₂₇人，有効回答率₉₇.₆％）の回
答を分析対象とした．
2 ．質 問 紙

　残留農薬量の基準に関して，「文章のみ」（図₂-a），
「文章＋グラフ」（図₂-b）または「文章＋イラスト」
（図₂-c）で説明された ₃種類の質問紙を作成した．
「文章のみ」の説明表記では，農林水産省と食品安
全委員会のホームページに倣って ₃段階の残留農
薬量条件を文章で説明した．「文章＋グラフ」の説
明表記では，「文章のみ」の説明表記に食品安全委
員会のホームページに倣った ₃段階の残留農薬量
条件の関係と摂取量による生体への影響を表した
二次元のグラフを加えた．「文章＋イラスト」の説
明表記では「文章のみ」の説明表記に加えて著者
らが開発した ₃段階の残留農薬量条件の関係を一
次元的に表したイラストを加えて説明した．
　本説明表記に使用したイラストは，基準値にか
かわる残留農薬量が ₃段階存在することと，その
量的な関係を試験管状の図で簡潔に示した． ₃段
階の残留農薬量条件を表現するために，残留農薬
量の段階によって灰色領域の輝度を変化させて表
現した．赤や緑などの色相の変化は，危険性など
の様々なイメージを伴う可能性があるため無彩色
とした．また，三角形の印を使って ₃段階の残留

図 2　 3つの残留農薬量に関する説明表記
（a）文章のみ
（b）文章＋グラフ
（c）文章＋イラスト
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※ 残留農薬に関する以下の内容を参考にして設問にお答えください。

※ 残留農薬に関する以下の内容を参考にして設問にお答えください。

※ 残留農薬に関する以下の内容を参考にして設問にお答えください。

  食品中の残留農薬基準は，人が過剰に摂取すると健康に影響を及ぼすおそれのある農薬成分に

ついて，日常生活で摂取される量が農産物中に残留する量が一日摂取許容量 (ADI)を超えないよ

うに，国民の摂取量を考慮した上で作物ごとに決定されています。残留農薬基準値を少しでも超

える量の農薬が検出された場合，その作物は廃棄処分などにより流通しません。 

  ここでADIとは, 人が一生涯にわたり毎日摂取しても健康に悪影響がないと推定される化学物

質の最大摂取量のことです。

  ADIは，ラットやマウス等の動物実験によって，一生涯にわたって毎日摂取し続けても悪影響

が見られなかった最大の体重あたりの量 (無毒性量(NOAEL)) の1/100の値です。

                                                         (参考 農林水産省ホームページ)

● 無毒性量（NOAEL：㎎／㎏／日）

    ラットやマウスなどの動物を用いた毒性試験を行ったとき，有害な影響のみられなかった最大

の投与量を求めます。複数の動物試験を行い得られた無毒性量の中で最も小さい値をその物質の無

毒性量（NOAEL：no-observed adverse effect level（㎎／㎏／日））といいます。

● 無毒性量（NOAEL：㎎／㎏／日）

    ラットやマウスなどの動物を用いた毒性試験を行ったとき，有害な影響のみられなかった最大
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農薬量を表した．残留農薬基準は点線で表し，他
の値と区別した．残留農薬量を示す値の名称は明
朝体で表記し，文字の大きさ及び字間は簡潔に見
えるように書体の特徴に合わせて調整した．
　質問項目は，無毒性量（NOAEL），一日摂取許
容量（ADI），残留農薬基準の ₃段階の残留農薬量
条件ごとに，「あなたはブドウを買ったとします．
購入後にニュースであなたが買ったものと同じ種
類（産地は別）のブドウの残留農薬に関する事件
が報じられていました．そのニュースによるとあ
なたが購買したブドウからある農薬に対する摂取
推定量は残留農薬基準以下であるということでし
た」といった，仮想の食品の残留農薬に関する状
況説明を提示し（表 ₁），その状況を想定した場合
の質問項目に答える形式とした．
　これら ₃段階の残留農薬量条件の設定状況下に
おいて，それぞれに「どの程度安全であるか」，
「自分が食べようと思うか」，「自分の家族や大切な
人に食べさせようと思うか」の ₃つの質問項目を
設定した．これらの質問項目は，リスクにそれぞ
れ，抽象的な判断としての安全度，自身へのリス
ク，他者へのリスク，などのようにリスクの対象，
あるいは質問方法により安全性の評定が異なるか
どうかを検討するために設定した．
　これらの項目に対する回答には₁₅₀ mmのビ
ジュアルアナログスケール（VAS）を利用した

（付録₁）．「どの程度安全であると感じるか」につ
いては，「非常に危険」，「危険」，「安全」，「非常に
安全」の₄項目をVAS上に等間隔に配置した．「自
分が食べようと思うか」については，「食べない」，
「どちらとも言えない」，「食べる」，「自分の家族や
大切な人に食べさせようと思うか」については，
「食べさせない」，「どちらとも言えない」，「食べさ
せる」の ₃項目をそれぞれ VAS上に等間隔に配置
した（付録 ₂）．
3 ．調査方法

　調査は I大学および N大学での講義中に実施し
た．調査参加者には ₃種類の説明表記のうちどれ
か ₁種類の説明表記を添付した質問紙をランダム
に配布して，割り振られた説明表記を参考にしな
がら ₃段階の残留農薬量に関する文章を読むよう
に指示した．調査参加者は自分がその状況におか
れたことを想定し，その食品の安全性に関する評
価を行うように指示された．
　たとえば仮想状況下（付録₂）で，「残留農薬基
準」，「一日摂取許容量」，「無毒性量」の ₃段階の
残留農薬量条件の農産物（表 ₁）に対して「どの
程度安全であると感じるか」，「自分が食べようと
思うか」，「自分の家族や大切な人に食べさせよう
と思うか」について VASで回答した．

表 1　仮想の食品の残留農薬について各残留農薬の基準に基づく説明

食品の残留農薬に関する説明

残留農薬基準

　あなたはブドウを買ったとします． 購入後にニュースであなたが
買ったものと同じ種類（産地は別）のブドウの残留農薬に関する事
件が報じられていました．
　そのニュースによると，あなたが購買したブドウからある農薬に
対する摂取推定量は残留農薬基準以下であるということでした．

一日摂取許容量（ADI）

　あなたはブドウを買ったとします． 購入後にニュースでブドウの
残留農薬に関する事件が報じられていたので調べた結果，このブド
ウからある農薬に対する摂取推定量は残留農薬基準を超過したが一
日摂取許容量（ADI）の₃.₈％でした．

無毒性量（NOAEL）

　あなたはブドウを買ったとします．購入後にニュースでブドウの
残留農薬に関する事件が報じられていたので調べた結果，このブド
ウからある農薬に対する摂取推定量は残留農薬基準₃.₀mg/kgをわ
ずかに超過したが無毒性量（NOAEL）の₁.₁％でした .
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4 ．解析方法

₁ ）VAS評定値の数値化
　 ₃段階の残留農薬量条件の設定状況下における
リスクに対する認識の程度（以下，安全性評価）
の差を調べるため，条件ごとに各質問項目につい
てVASによる評定値を集計した．評定値はVASの
左端から記載した線までの長さが ₀.₀から₁₅.₀と
なるよう数値化した．たとえば「どの程度安全で
あると感じるか」についての質問項目では，左端
が「非常に危険」，右端が「非常に安全」となって
おり，左端の「非常に危険」が ₀.₀，右端の「非
常に安全」が₁₅.₀となるよう数値化した．
₂）安全性評価の分析
　各質問項目での評定値を従属変数，残留農薬条
件の要因（残留農薬基準以下，一日摂取許容量以
下，無毒性量以下）と説明表記条件の要因（「文章
のみ」，「文章＋グラフ」，「文章＋イラスト」）を
独立変数とした₃×₃の二要因分散分析を行った．
₃）安全性評価順序関係の分析
　本調査課題では，残留農薬量を適切に理解して
いたとしてもその大きさの程度は調査参加者間で
異なることが考えられ，調査参加者の認識の適切
性を VASによる評価の値だけでは判断できない．
その一方で，残留農薬量に対する安全性を適切に
判断していたかどうかの指標として， ₃段階の残
留農薬量条件（「残留農薬基準」，「一日摂取許容
量」，「無毒性量」）に対する安全性評価の順序は残

留量と負の関係になる．そこで，調査参加者ごと
に残留農薬量への安全性評価の相対的な順序が残
留農薬量の順序と一致しているものを正答，それ
以外を不正答として説明表記及び残留農薬条件ご
とに正答率を算出したクロス集計を元に，χ₂検定
ならびに残差分析を行った．いずれも有意性は危
険率₅％未満で判定した．統計解析には統計解析用
ソフトPASW Statistics Ver. ₁₈.₀ for Windows（IBM 

SPSS）を用いた．
　本研究の実施については，ヘルシンキ宣言に準
拠し，（独）農研機構食品総合研究所の人間を対象
とする生物医学的研究に関する倫理委員会の審査
の承認を得た．

Ⅲ　結　　果

　本研究の調査参加者は，農学系の大学生と大学
院生₈₀人の中，男性が₄₄名，女性が₃₆名で平均年
齢（SD）は₂₁.₇（₁.₈）歳であった．調査参加者
には ₃種類の説明表記のうちどれか ₁種類の説明
表記を添付した質問紙をランダムに配布した．各
説明表記条件に割り当てられた調査参加者数は，
「文章のみ」の説明表記条件が₂₉名（₃₆.₃％），「文
章＋グラフ」の説明表記条件が₂₄名（₃₀.₀％），
「文章＋イラスト」の説明表記条件が₂₇名（₃₃.₈％）
であった．
1 ．「どの程度安全であると感じるか」について

　 ₃段階の残留農薬量条件に対してそれぞれ「ど

図 3「どの程度安全であると感じるか」に対する評価結果
（a）説明表記ごとの安全性評価
（b）説明表記ごとの安全性評価順序の正答率
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の程度安全であると感じるか」について安全性を
評価した結果を図 ₃に示した．各残留農薬量に対
する説明表記ごとの安全性評価（図₃-a）について
二要因分散分析を行った結果，残留農薬量条件の
主効果が有意であった（F（₂, ₁₅₄）＝₇₀.₈₈，p＜
₀.₀₀₁）．多重比較を行った結果，「一日摂取許容
量」条件よりも「残留農薬基準」条件の方が安全
性評価が高く，「無毒性量」条件よりも「残留農薬
基準」条件の方が安全性評価が高かった．
　また，調査参加者ごとに安全性評価の相対的な
順序と残留農薬量の大小関係を同様の順序で回答
した場合を正答とし，説明表記条件ごとの回答者
総数に対する正答者数を正答率として算出した
（図₃-b）．各条件の正答率に対してχ₂ 検定を行った
結果，有意な偏りがみられた（χ₂ （ ₂）＝₁₂.₄₁，
p＝₀.₀₀₂）．
　そこで，残差分析を行った結果，「文章＋イラス
ト」の説明表記では正答率は期待値より有意に高
く，「文章＋グラフ」の説明表記では期待値よりも
有意に低かった．「文章のみ」の説明表記は期待値
との間に差は無かった．すなわち，正答率は「文
章＋イラスト」の説明表記でもっとも高く，次い
で「文章のみ」，「文章＋グラフ」の順で低くなっ
ていったことが示された．また，誤答の場合，無
毒性量の安全性を一日摂取許容量よりも高いと評
価した回答者が多く，「文章のみ」，「文章＋グラ
フ」，「文章＋イラスト」の説明表記における誤答

人数の割合は順に₂₇.₆％，₅₀.₀％，₁₄.₈％であっ
た．「文章のみ」の説明表記の場合は，一日摂取許
容量の安全性を他の ₂つより高く，残留農薬基準
と無毒性量の安全性を同様の順序で評価した傾向
もみられた．
2 ．「自分が食べようと思うか」について

　残留農薬量に対してそれぞれ「自分が食べよう
と思うか」について安全性を評価した結果を図 ₄
に示した．各残留農薬量に対する説明表記ごとの
安全性評価（図₄-a）について二要因分散分析を
行った結果，残留農薬量条件の主効果は有意で
あった（F（₂, ₁₅₄）＝₅₉.₇₇，p＜₀.₀₀₁）．多重比
較を行った結果，「一日摂取許容量」条件よりも
「残留農薬基準」条件の方が高く，「無毒性量」条
件よりも「残留農薬基準」条件の方が安全性評価
は高かった．
　また，調査参加者ごとに安全性評価の相対的な
順序と残留農薬量の大小関係を同様の順序で回答
した場合を正答とし，説明表記条件ごとの回答者
総数に対する正答者数を正答率として算出した
（図₄-b）．各条件の正答率に対してχ₂ 検定を行った
結果，有意な偏りがみられた（χ₂（ ₂ ）＝₇.₇₈，p＝
₀.₀₂₀）．
　そこで残差分析を行った結果，「文章＋イラス
ト」の説明表記では正答率は期待値より有意に高
く，「文章＋グラフ」の説明表記では期待値よりも
有意に低かった．「文章のみ」の説明表記は期待値

図 4　「自分が食べようと思うか」に対する評価結果
（a）説明表記ごとの安全性評価
（b）説明表記ごとの安全性評価順序の正答率
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との間に差は無かった．すなわち，正答率は「文
章＋イラスト」の説明表記でもっとも高く，次い
で「文章のみ」，「文章＋グラフ」の順で低くなっ
ていったことが示された．また，誤答の場合，無
毒性量の安全性を一日摂取許容量よりも高いと評
価した回答者が多く，「文章のみ」，「文章＋グラ
フ」，「文章＋イラスト」の説明表記における誤答
人数の割合は順に₂₄.₁％，₆₂.₅％，₁₁.₁％であっ
た．
3 ．「自分の家族や大切な人に食べさせようと思う

か」について

　残留農薬量に対してそれぞれ「自分の家族や大
切な人に食べさせようと思うか」について安全性
を評価した結果を図 ₅に示した．各残留農薬量に
対する説明表記ごとの安全性評価（図₅-a）につい
て二要因分散分析を行った結果，残留農薬量条件
の主効果は有意であった（F（₂, ₁₅₄）＝₅₃.₄₁，p＜
₀.₀₀₁）．多重比較を行った結果，「一日摂取許容
量」条件よりも「残留農薬基準」条件の方が高く，
「無毒性量」条件よりも「残留農薬基準」条件の方
が安全性評価が高かった．
　また，調査参加者ごとに安全性評価の相対的な
順序と残留農薬量の大小関係を同様の順序で回答
した場合を正答とし，説明表記条件ごとの回答者
総数に対する正答者数を正答率として算出した
（図₅-b）．各条件のχ₂ 検定を行った結果，有意な偏
りがみられた（χ₂（ ₂ ）＝₇.₉₇，p＝₀.₀₁₉）．

　そこで残差分析を行った結果，「文章＋イラス
ト」の説明表記では正答率は期待値より有意に高
かった．「文章＋グラフ」，「文章のみ」の説明表記
は期待値との間に差は無かった．すなわち，正答
率は「文章＋イラスト」の説明表記で他の ₂種類
の表記よりも高かったことが示された．また，誤
答の場合，無毒性量の安全性を一日摂取許容量よ
りも高いと評価した回答者が多く，「文章のみ」，
「文章＋グラフ」の説明表記における誤答人数の割
合は順に₃₁.₀％，₃₇.₅％であった．「文章＋イラ
スト」の説明表記では₇.₄％であり，この順序の誤
答人数が少なかった．

Ⅳ　考　　察

　本研究ではグラフィカルな説明表記として残留
農薬量を一次元的に示したイラスト表記を作成し，
適切な情報理解を促す効果があるかを検討した．
その結果， ₃つの質問項目全てにおいて，イラス
ト表記を含む ₃種類の説明表記の間で安全性評価
の値に有意な差は見られなかった．
　一方で，安全性評価に基づき算出した安全性評
価順序の正答率を分析したところ， ₃つの質問項
目全てにおいて「文章＋イラスト」の説明表記で
は期待値よりも高く，他の ₂つの説明表記よりも
正答率が高いことが示唆された．この結果は，「文
章＋イラスト」の説明表記が ₃段階の残留農薬量
条件の安全性評価順序をもっともわかりやすく表

図 5　「自分の家族や大切な人に食べさせようと思うか」に対する評価結果
（a）説明表記ごとの安全性評価
（b）説明表記ごとの安全性評価順序の正答率
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していることを示している．また，「文章のみ」の
説明表記ではすべての質問項目で期待値との差は
なかった．加えて，「どの程度安全であると感じる
か」「自分が食べようと思うか」の質問項目では，
「文章＋グラフ」の正答率は「文章のみ」の正答率
よりも低く，「自分の家族や大切な人に食べさせよ
うと思うか」の質問項目では，「文章＋グラフ」の
正答率は「文章のみ」のそれと同様に期待値との
差はなかった．
　これらの結果から， ₃段階の残留農薬量条件に
対する二次元の累積正規分布関数を用いた「文章＋
グラフ」の説明表記より，一次元で量的な関係を
表した「文章＋イラスト」の説明表記の方が安全
性評価順序の適切な理解をより促進させることが
示された．さらに，「文章のみ」の説明表記より
も，累積正規分布関数のグラフを伴わせた「文章＋
グラフ」の説明表記の方が，残留農薬量の適切な
認識を減少させることが示唆された．
　加えて，質問項目の違いにより説明表記別の誤
答の傾向が異なることが示された．「自分の家族や
大切な人に食べさせようと思うか」では，「文章＋
イラスト」は他の二つの説明表記よりも無毒性量
の安全性を一日摂取許容量よりも誤って高く評価
する傾向が少なかった．すなわち，安全かどうか
に対する抽象的な判断や自分に関わる判断よりも，
自分に大切な他人のための判断の方が適切な理解
を促進させる可能性がある．
　本調査の結果は，グラフィカルな表記によって
数値の関係をわかりやすくすることができるとい
う先行研究の結果₆-₈）をより詳しく表している．す
なわち，グラフィカルな表記の付加は必ずしも理
解を促進するのではなく，その表記方法によって
は理解を抑制する可能性があることを示唆した．
棒グラフのように内容の理解に認知的努力を課さな
い表記であれば，文章だけの説明表記よりもグラフ
による説明表記の方がリスク認識を推進する₁₀-₁₁）．
　一方で，残留農薬の基準について説明するため
の累積正規分布関数を用いたグラフ表記は，本研
究の調査参加者の多くにとっては理解するために

認知的努力を課す表記であり，適切な理解を促す
表記ではなかった可能性がある．実際，医療に関
するリスクコミュニケーション場面では，グラ
フィカルな表示は比率に関する理解を促進するこ
とができる一方で，グラフによる表示は全ての人
に同じように理解を促進する表示ではないと考え
られている₁₂）．また，グラフィカルに提示された
情報やグラフから情報を理解する能力には個人差
があり，グラフを理解する能力が高い人は，低い
人よりも，グラフから，より高次な複雑な情報を
抽出したり，主な効果を見いだすことが可能であ
ると考えられている₁₂）．本実験で用いた累積正規
分布関数を理解するためにはこの関数についての
理解が必要であり，それが十分でない調査参加者
では残留農薬量の適切な理解が抑制された可能性
がある．その一方で，文章のみの説明表記の方が
適切な理解が多かったことに対しては，さらなる
研究が必要である．
　本調査の結果は，消費者の適切な理解を促進す
るためには，専門家にとっては自明で，かつ数学
的に正しいグラフィカルな表記だけではなく，関
数等の理解が乏しくても認知的努力を課すことな
く理解できるグラフィカルな表記を行うことで，
適切なリスクコミュニケーションにつながること
を示唆している．
　リスクコミュニケーションは，リスクに関わる
個人・集団・組織間における情報・意見の相互作用
的交換過程であり，その目的は当該リスクに関す
る理解の増進と当事者間の信頼の構築である₁₃,₁₄）．
また，集団間のすべての異見を解決することはで
きないとしても，明確で理解しやすい用語を用い
て，適切な情報を提供することである．従って，
消費者の理解力を高め，生産者や専門家と消費者
の健康被害に対する認識のギャップを埋めるため
にはリスクコミュニケーションが必要である₁₅）．
すなわち，消費者の適切な理解を促進するために
は，専門家にとっては自明で，かつ数学的に正し
いグラフィカルな表記だけではなく，前提知識が
無くても認知的努力を課すことなく理解できるグ
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ラフィカルな表記を行う必要がある．
　今後の検討では，それぞれの質問紙を用いた場
合の回答時間の計測や，回答者へのインタビュー
などによって，誤回答を促す原因の解明や，グラ
フ理解に要する認知的努力がどの程度理解の促進
を抑制するのか，といったグラフィカルな表記の
効果を明確にするべきであろう．また，サンプル
の性質の影響も今後の検討課題である．本研究の
調査参加者は，農学を専攻する大学生および大学
院生であり，他専攻の学生よりも食品安全に対す
る関心が高い可能性がある．また，本研究の調査
対象者は₈₀名であり，比較的少人数であった．本
研究の結果がより多くの消費者にも適用できるか
どうかを検証するためには，今後，対象者の属性
に配慮するなどし，検証していく必要がある．
　本研究の結果，消費者の認知特性およびそれを
考慮した説明ツールは，より多くの消費者の健康
教育を適切にする上で有効であることが示唆され
た．
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付録 2　本調査で使用した質問紙の例（残留農薬基準のページ）

付録 1　本調査で使用したビジュアルアナログスケールによる
回答方法（どの程度安全であると感じるか）
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Usefullness of an illustrated visual aid to promote consumer risk  
perception on the amount of pesticide residue in food
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Abstract
Objective: We developed a visual aid on pesticide residue to promote better consumer understanding of risk 

control regarding amounts of pesticide residue in food, and examined the aid＇s effect on consumer risk per-
ception relative to different design elements.

Methods: A cross-sectional survey was conducted for ₈₀ graduate and undergraduate students to examine how 
participants would evaluate the risk posed by different levels of pesticide residue when the explanation was 
given using (₁) text only, (₂) text and a cumulative normal distribution function graph, or (₃) text and an 
illustration vertically representing the amount of pesticide residue. After being presented with one of these 
three explanation conditions, participants were asked to use visual analogue scales to evaluate the risk pre-
sented in three separate scenarios. Data were subsequently analyzed using chi-square tests, with a correct 
response (CR) dichotomously defined as one in which the relative magnitude of the evaluated risk was 
sequentially congruent with the amount of pesticide residue presented.

Results: The results revealed differences between the overall expected and obtained CR ratios among explana-
tion types for all questions (p＜₀.₀₅). A residual analysis indicated that CRs occurred more consistently than 
expected for the ＂text and illustration＂ condition (₅₉.₃-₇₀.₄％). Meanwhile, no dif ference was found 
between the expected and actual ratio of CRs for the ＂text only＂ condition (₄₁.₄-₅₅.₂％), and the ratio of 
CRs for the ＂text and graph＂ condition was lower than expected for two of the questions (₁₆.₇-₃₃.₃％).

Conclusion: One-dimensional illustration (text and illustration) is easier to understand and thus more useful as 
a tool to promote consumer risk perception on pesticide residue in food than the two-dimensional cumulative 
normal distribution function graph.
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