
はじめに
　本年１月27日に第８回食品添加物表示制度の検
討会を傍聴してきた。この会誌の前号を書いた時
が第４回の検討会終了直後で、この時には５つの
論点が出されたが、その各論点が第５～７回の検
討会で検討され、その結果を踏まえて報告書作成
の骨子が今回（第８回）において提出された。こ
の検討会では最初に消費者庁から「報告書の骨子
案（各論点の議論の整理）」という表題の資料に
基づき５つの論点に関するまとめの報告がなされ
た。今回提示された資料から報告書は次の事項が
纏められることが示されている。

（1）……一括名表示、簡略名・類別名表示の在り方及
び用途名表示の在り方

（2）……「無添加」、「不使用」の表示の在り方
（3）……栄養強化の目的で使用した添加物の表示につ

いて
（4）……食品添加物表示の普及、啓発、消費者教育に

ついて
　骨子の資料の最初に「食品添加物の表示をとり
まく状況」として図１に示す表をもとに全体像の
説明がなされている。その説明は食品表示法の基
本理念（第３条）、検討会における意見、消費者
委員会食品表示部会の３領域の相互関係をうまく
まとめて表示されているが、こうした点を踏まえ
ていかに新制度で対処してゆくのかを資料に基づ
き骨子の概略を見てみるとおよそ以下のようにな
る。

食品添加物表示制度のゆくへ　その３
～　出来上がった報告書骨子、第８回検討会を傍聴して　～

長村　洋一
（日本食品安全協会理事長）

Ⅱ. 今日の話題

図１　……食品添加物の表示をとりりまく状況　第８回食品添加物表示制度の検討会（2020　1月27日）
資料「報告書の骨子案」より引用
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骨子案の概略
　まず、一括名表示、簡略名・類別名表示の在り
方（論点１）及び用途名表示の在り方（論点２）
として、○コーデックス規格に基づく表示にした
場合には、消費者になじみのない表現や複数の働
きを持つ添加物があること及び表示可能面積の観
点から、現時点では、現行の表示制度を大きく改
正することは困難である。○一方で、使用した添
加物を知りたいという意見もあることから、義務
事項としてではなく一括名や使用用途に関する情
報提供を推進し、また、その方法を検討すること
が適当。（例）ウェブの活用、事業者による丁寧
な問合わせ対応等なお、情報提供の方法について
は、今後行われる消費者委員会食品表示部会の「食
品表示の全体像」の議論も参考に、事業者の取組
を推進する。と纏められている。
　以上のように纏めてあることから、検討会の席
では番号制の導入や、すべての物質の表記などを
主張される委員もいたが、結果として表示方法は
現行に比較して極端な変化を伴わないことが示唆
されている。
　次に「無添加」、「不使用」の表示の在り方（論
点３）として○表示すべき事項の内容と矛盾する
又は内容物を誤認させるような「無添加」等の表
示をなくすために、食品表示基準第９条の表示禁
止事項に当たるかどうかのメルクマールとなるガ
イドラインを策定することが適当。○食品衛生法
とのそご及び消費者の誤認防止の観点から、食品
表示基準にある「人工」、「合成」の用語を削除す
ることが適当。と纏められている。
　検討会の席でも消費者団体および業界の両サイ
ドから無添加表示を規制することに関しては意見
が一致していた。そのことが反映されているが無
添加表示には相当に手の込んだやり方が種々ある
ので、具体的なガイドラインとなるとその作成に
困難性を伴うことが予測される。
　次に栄養強化の目的で使用した添加物の表示

（論点４）として○栄養強化目的で使用した添加
物を知りたい消費者がいることや、表示義務があ

る食品と表示義務がない食品が存在することが消
費者には分かりにくいことから、表示を要しない
という規定を見直し、全ての加工食品について義
務表示とする方向で検討することが適当。○具体
的には、（1）現在の表示状況、消費者の意向、事
業者への影響について実態調査を行い、（2）表示
の事項間の優先順位、スペースの問題等に関する
消費者委員会食品表示部会の「表示の全体像」の
議論も踏まえ、結論を得ることが適当。と纏めら
れている。
　今まで表示がまちまちであった栄養強化目的で
使用された添加物はおそらく全部表示されること
になると推測されるが、この方向性は歓迎したい。
　最後に食品添加物表示の普及、啓発、消費者教
育（論点５）として○表示制度の普及に併せて、
行政機関、事業者、消費者団体が連携して世代別
のアプローチを行うことが適当。○特に府省庁間
の連携、食育を通じた取組、学生のみならず栄養
教諭、栄養士等の専門職を対象とすることが適当。
○添加物表示の普及啓発と併せて、食品添加物の
安全性に関する普及、啓発も行うことが適当。と
纏められている。
　検討会の席では平成21年に出された学校給食衛
生管理基準の食品の選定の欄に「有害若しくは不
必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の
食品添加物が添加された食品、又は内容表示、消
費期限及び賞…味期限並びに製造業者、販売業者
等の名称及び所在地、使用原材料及び保存方法が
明らかでない食品については使用しないこと。」
と言った記述の削除を文部科学省に要求すべきと
いう議論が再燃した、しかし、消費者庁からは今
回の検討会は安全性の議論はなじまないので他省
に安全性の観点の要求をすべきではない、との見
解が示された。従ってこの問題に関しては、今回
は手つかずになるようである。

検討会を通して湧いてきた強い疑問
　以上のような骨子案が先日の検討会で議論され
た。私は今回の検討会を第１回からずっと森田満

30

日本食品安全協会会誌　第15巻　第1号　2020年



樹委員の随行員という立場で在席できて、委員会
の非常に良い席で傍聴することができた。この検
討会の議論を聞いているうちに、わいてきた大き
な疑問がある。それは、この検討会の大前提は「安
全性に関しては確保されている、との前提である
のでこの問題は議論しない」となっている。そし
て、第８回の最後の議論もそうであったが、一部
の委員からは安全性に不安があるという前提なし
には考えにくい必要のない表示を求めている、と
感じられる議論が何度か持ち出された。実際にご
自分の所属する団体の記事を参考資料として提出
されるようなこともあった。食品添加物に不安を
抱いておられる方々と議論をするとき、その方た
ちが「私は科学的なことは弱くてもＡＤＩ（一日
摂取許容量）がどのように計算され出されている
かは、十分にしっています」とよくおっしゃる。
時には、私を科学が弱いと思ってバカにしないで、
と言った感じで量の問題を十分理解していると自
ら強調される方もおられる。今回の検討会におい
てもそうした発言が聞かれた。
　しかし、私はこの検討会においても結局ＡＤＩ
の理解不足に起因していると感ずる場面が多かっ
たように感じている。そんなことから改めて食品
添加物は何のためにあるのかをＡＤＩから論じさ
せて頂く。

食品添加物の基本的事項の再確認
　食品添加物は食品衛生法によれば「添加物とは、
食品の製造の過程において又は食品の加工若しく
は保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他
の方法によって使用する物」と定義されている。
この添加物は、厚生労働大臣が安全性と有効性を
確認して指定した「指定添加物」（463品目）、い
わゆる天然添加物である「既存添加物」（365品目）、
天然香料と一般飲食物添加物（オレンジの絞り汁
などをオレンジ香料として用いるような用い方を
する添加物）などに分類される。
　このうち、指定添加物はその申請に当たって反
復投与毒性試験（28日間　90日間　１年間）　　

繁殖試験、催奇形性試験、発がん性試験、抗原性
試験、変異原性試験、一般薬理試験、体内動態試
験等の試験を行わねばならず安全性には厳しい審
査基準が要求されている。
　そして法的にはポジティブリスト制度で規制さ
れているから、登録されていない添加物はたとえ
国外で認められている物であっても添加すること
は許されない。従って昭和20年代の頃のようにい
い加減な化学物質が勝手に用いられるようなこと
は、戦後の頃とは大きく異なってめったに発生し
ていない。
　現に指定添加物では、1974年のＡＦ２が使用禁
止になって以来46年間安全性に対する疑問から禁
止になった添加物は一つもない。一つ一つの添加
物の安全が確認されていても、混ぜ合わせたら何
か起こるのでは、という不安を訴えられる方も多
い。こんな不安に対応するような事件として、安
息香酸とアスコルビン酸の混合によりベンゼンの
生成が2006年に確認され、混ぜ合わせによる危険
性が指摘され、世界中が騒然となった。しかし、
全世界どの国も安息香酸やアスコルビン酸を添加
物から除外しなかった。それは、生成するベンゼ
ンの量があまりにも少なかったからである。既に
述べているように、化学物質はその作用を発現す
るためには量が必要なのである。
　既存添加物で使用実績のない物は、どんどん削
除されているが、具体的に安全性に問題が明らか
となって使用禁止になったのは2004年のアカネ色
素が今までのところ最初で最後である。いずれに
しても医薬品のように少量でも過ぎれば重篤な事
件になるような物質は殆どない。

無毒性量（ＮＯＡＥＬ）の決定から使用許可量（基
準値）の決定
　化学物質はその濃度に応じて様々な作用をする
が、量が少なければ当然作用は少なくなり、量が
あまりにも少ないと、全く作用が認められなくな
る。その量を無毒性量といい、添加物は、長期に
わたる毒性試験を行い、有害事象が観察されなか
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った最大の無作用量（ＮＯＡＥＬ）を求め、その
量以下のところで使用が認められる。例えば食塩
を一気に200ｇ摂取すると死ぬ人が出ます、とこ
ろが毎日20ｇ位摂取すると高血圧による障害を起
こします。しかし、毎日６ｇ位の摂取では健康な
食生活が送れる。
　図２に示すように化学物質は摂取する量が多け
れば健康障害を起こすが量が、少なければ健康障
害を起こさない。そしてその量があまりにも少な

いと一生の間毎日摂取しても何も障害を起こさな
い量となる。その最大量無作用量に安全係数（通
常100）をかけて一日摂取許容量（ＡＤＩ）とする。
この考え方は全世界的に認められている化学物質
の安全性に対する考え方である。
　このＡＤＩを基にして使用許可値として基準値
が設定される。そして厚生労働省は毎年実際に市
場から食品を購入してその食品中に使用されてい
る食品添加物の量を監視している。その調査の結

図２　食品添加物の基準値の設定

表１　食品添加物の実際の使用量

消費者庁第１回食品添加物表示制度に関する検討会（2019　4月10日）資料２より引用
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果を表１に示すが、人工着色料、人工甘味料、人
工保存料と言って毛嫌いされている添加物がＡＤ
Ｉを遥かに下回っていることが明らかである。こ
のような量を無添加にすることで、安全な食品で
あるといった考え方は全くナンセンスであり、消
費者を愚弄することである。
　繰り返しになるが、このように食品添加物は人
間にとって一生食べ続けても健康障害を起こさな
い量の範囲においてその使用が決定されている。
この点が、同じような化学物質であっても医薬品
と全く異なっている点である。

基準値が設定されてない食品添加物もある
　添加物は前述のように使用量に対し、すべてに
基準値が設定されているわけではない。グルタミ
ン酸ナトリウム、グリシン、増粘多糖類など多く
の食品添加物には基準値が設定されていない。こ
のことを取り上げて「添加物の危険性」を煽り立
てる人もいる。実際、かつて女性週刊誌に「グリ
シンが怖いのは、グリシンには使用基準量に決ま
りがないこと。品質保持剤として古米はツヤが出
るし、肉は味が引き立つと多用されていますが、
成長障害を指摘する学者もいる。」と言った記事
が出ていたことがあり、このコメントをした人は
その後も講演で何度も同じことを言い続けてい
る。
　単純にこの発言を受け取ると、ただ儲けようと
している食品業者が無茶苦茶グリシンを添加して
商品を良く見せているが、実は健康に良くない商
品を消費者に売っている、ように受け取れる。
　しかし、これは大きな誤りである。何故なら食
品添加物はその名の通り、食品に添加する物質で
ある。この週刊誌が取り上げたグリシンは我々の
体の中にもたくさんあるアミノ酸で、成長障害を
起こすほど摂取するには毎日ご飯茶碗一杯くらい
食べなければならない。ところが、普通の一塊の
肉にご飯茶碗一杯ものグリシンを添加すること自
体が無理である。そこまで加えなくとも多量に使
用したら肉はまずくて食べられなくなってしま

う。言い換えれば、少々多量に使用しても健康に
障害が発生しないような添加物は使用基準量を設
定しなくても実際に健康に障害が発生しない量し
か事実上使用されないことが明らかなので使用基
準量を設定する必要がないのである。
　化学の世界で「入っているのか入っていないの
か」のみを問題にして、量の有する意義の分から
ない人は、経済の世界で言えばお金の単位が分か
らない人とおなじである。100円と100ドルの区別
がつかない人は経済を論ずる資格がないように、
化学の世界で量を無視した議論をする人は化学に
ついて論ずる資格はない。しかし、現実には前述
のような週刊誌の記事が出たり、同じような内容
の講演を行ったりして社会不安を起こす人たちが
いる。こうした社会的状況を正してゆくために科
学的考察力を有するしっかりしたリスクコミュニ
ケータの存在が必要であると感じている。

ＡＤＩに対し１％以下の量の摂取を議論する必要
性はあるのか
　ここで表１を再度ご覧いただきたい。酸化防止
剤としてのトコフェロール以外、すべての添加物
がＡＤＩに対し１％以下である。厚生労働省は毎
年マーケットバスケット方式により多くの食品添
加物の使用実態を調査し、報告しているがほとん
どの添加物がＡＤＩに対し１％以下である。中に
は亜硝酸塩など100％を超えるものもあるが、こ
れは元々の食品に含まれている量が分からないた
めに起こっている現象であり、添加されている量
そのものではない。
　前述のようにＡＤＩは一生毎日食べ続けても何
の障害も発生しないと科学的に推測されている量
である。そしてこのような考え方が導入されて50
年以上の年月が経過し、この算定が誤っていたた
めに発生したと考えられる健康障害（長期にわた
るものも含めて）は発生していない。　我々の実
生活の中で少量の危険物質の摂取とトータルの健
康な食生活の関係において次の報告は大いに参考
になる。
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　現在も使用されているサルモネラ菌を用いての
発がん物質のスクリーニング法を提案したエーム
ス博士は、自ら野菜の中にどれくらい発がん物質
が含まれているかを測定し、表２のような結果を
示している。そして彼はこの調査報告の中で次の
ような結論を書いている。米国人は毎日約1.5ｇ
のこうしたハザード（危険）にさらされているが、
これくらいの低用量にさらされることはほとんど
意味がない、と言い切っている。
　確かにこのように多種類の発がん物質が野菜の
中に入っている事実を見ると、「野菜って大丈
夫？」という疑問が生じてくる。しかし、野菜摂
取に関する疫学研究は、野菜の多量摂取は発がん
どころか、むしろがんを抑制したり、生活習慣病
を抑制したりする良い効果があることを非常に多
くの研究者がしっかりした論文として報告してい
る。
　この結果の意味するところは、我々が食べる食
べ物の中に、極めて少量混入している化学物質の
危険性より、何を食べるか優先して考える必要が
あることを示している。これを食品添加物に置き
換えてみるとＡＤＩの１％以下の食品添加物の使
用によってもしその食品が食べやすかったり、お

いしかったり、保存がきくようになったりといっ
た効果が期待できるならば積極的に使用した方が
トータルで見た健康な食生活に役立つのではない
かと考えられる。
　今回の消費者庁の検討会を傍聴して私は結論と
して「ＡＤＩの設定されている添加物に関しては、
その使用量がＡＤＩに対して１％以下であれば記
載しなくても良い」というようなことを議論する
必要性を強く感じた。

参考資料
1 ）骨子案のURL
… https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_

labeling/meeting_materials/assets/food_
labeling_cms101_200123_02.pdf

2 ）その他添加物全般事項
… 長村洋一　長村教授の正しい添加物講義　
… ウエッジ社（東京）

身近な果菜類 含まれる発がん物質 およその濃度（ppm）
ウイキョウ、バジル エストラゴール 3000－3800
オレンジジュース、マンゴ、コショウ リモネン 31－8000
キノコ ヒドラジン安息香酸 11－42
キャベツ、カリフラワー、カラシ菜、西洋ワサビ アリルイソチオシアン酸 12－72000
ココア メチルベンジルアルコール 1－3
ゴマ セサモール 100－10000
サクランボ、リンゴ、ブドウ、モモ、プラム、ニンジン、
セロリ、ナス、レタス、ジャガイモ、コーヒー カフェ酸 50－1800

ジャスミン茶、バジル、蜂蜜 酢酸ベンジル 15－230
ナツメグ、ニクズク サフロール 100－10000
パセリ、セロリ、セリ メトキサレン 0.8－32
パイナップル アクリル酸エチル 0.07
リンゴ、アプリコット、サクランボ、モモ、ナシ、
ブロッコリー、キャベツ、ケール、コーヒー クロロゲン酸 50－21600

表２　…野菜等に含まれる発がん物質　B.N.…Ames,…M.…Profet,…and…L.S.Gold…Dietary…pesticides…(99.99%)…all…natural……
Proc.Natle. Acad. Sci. USA……87……7777-7781…(1990)…より作成
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