
　第４回食品添加物表示制度検討会が８月29日
（木）に開催された（参考資料１）。今回は会議時
間がいつもより１時間長く、それだけ討議された
事項も多かったが、最後に５つの論点が示され、
そのうち２つが議論された。会議はまず、これま
での委員指摘事項に対する回答ということで、か
なり膨大な資料１に基づきそのポイントの説明が
消費者庁からあった。資料説明の後、各資料に関
して順次委員からのコメントが求められた。

“有害な”はどこにかかる？
　最初に学校教育関連の文部科学省告示等におけ
る食品添加物の取扱いについてとして示された表
１の資料に関し坂田、浦郷両委員から中学校学習
指導要領の技術・家庭編（平成29年告示）、高等
学校学習指導要領の家庭基礎と家庭総合（平成30
年告示）に食品添加物の基準値等の概念を教え、
安全確保などについて教育するように変えられて
きたことをおおきく評価する一方で、浦郷委員か
ら平成21年に出された学校給食衛生管理基準の食

１．食品添加物表示制度のゆくへ　その２
～　絞られた５つの論点、第4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

表１　学校教育関連の文部科学省告示等における食品添加物の取扱いについて
　　　消費者庁第4回食品添加物表示制度検討会資料１－１から引用
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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。」と言った記述があ
ることが、まだ教育現場において食品添加物に誤
解を招く原因となっているので文科省の早急な対
応が欲しいとの指摘がなされた。
　この指摘に対して有田委員から確認をしたいと
いう形で「有害若しくはと書いてあるので、有害
は添加物にかかるのではなく、食品にかかると考
えることもできる」がどちらでしょうか、という
質問が出された。そこで武石委員から「添加物の
問題は食育の中でも考えなければいけない、幸い
にも有田委員はそちらにも関わっておられるので
是非よろしくお願いしたい」との発言がなされた。
　さらに森田委員からは学校給食関係者との話し

合いの時の経験に基づいて“有害な”という表現
があることが彼らの添加物に対する安全意識に影
響を及ぼしているとの追加的発言がなされた。
この問題はかつて私も取り上げたことがあった

（参考資料２）ので興味深く聞かせて頂いた。有
田委員の有害が食品にかかる可能性があるとのご
指摘は考えたこともなかったので新鮮な驚きであ
った。後の議論で、文脈からみてこれは明らかに
添加物にかかっていると断言される場面があった
が、私も自然に読めばそのように取れると感じた。

添加物表示におけるコーデックスと日米の違い
　次に表２の「添加物に関する国際比較」に関し
ては有田委員からできるだけ日本もコーデックス
の考え方に従うべきではないか、特に日本ではポ
ストハーベスト添加物として扱っているいわゆる
防カビ剤はコーデックスのように農薬として扱う
べきでは、という提案があった。この意見に対し

表２　添加物に関する国際比較　消費者庁第４回食品添加物表示制度検討会資料１－２から引用
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西島座長から「この物質は農薬としても検査され
ている」という現状の説明があった。さらに武石
委員からコーデックスの定義を含めての現状の問
題点が指摘され、今後見守ってゆくべきではない
かとの発言もあった。
　実際に表１を拝見するとコーデックスはその定
義も長くなっているだけに独自の分類を行ってい
るものが日米両国では添加物に分類されている。
私は個人的には添加物の安全性が現在以上のレベ
ルで確保されてゆく今後の情勢を考えると、基本
的にはその物質の用途、目的別に分類をしてゆく
コーデックスの考え方を尊重してゆけば、一括名
表示、用途名表示といった考え方の整理がずっと
しやすくなり、消費者に本当に伝えるべき必要な
事項が分かりやすく伝えることのできる制度がで
きるのではと考えている。そんな観点から見ると
ポストハーベスト剤としての防カビ剤は農薬とし

て分類する方が理にかなっているように感ずる。

予測通りに少なかった添加物使用の現状
　食品表示に関する国際的ルールに関しては特に
質問もなかった。マーケットバスケット方式によ
る食品添加物の推定一日、摂取量の推移に対して
はその調査方法に関して具体的な調査方法等に関
する質問が出され、消費者庁からは「ＡＤＩの決
定されているまたは国民の関心の高い添加物につ
いて」現在厚生労働省が行っている現状の説明が
あった。
　一覧表における数値の計算式に一定性が見られ
ないことが指摘されたが、これは標準体重をどれ
くらいにするかで変動しているとの回答であっ
た。表３に資料１－４として出されたうちの「着
色料と保存料」の値をしめすが、合成○○、人工
○○と言って騒がれている添加物の使用量が非常

表３　マーケットバスケット方式による食品添加物の一日摂取量
　　　消費者庁第４回食品添加物表示制度検討会資料１－４から引用
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に少ないことが分かる。いずれにしてもこの資料
から拝見する限り、流通している添加物の使用量
は極めて低いことが明らかであった。

検討会の今までの流れと絞られた５つの論点
　食品添加物表示の検討経緯については第…22…回

「食品の表示に関する共同会議」の議事概要（抄）、
食品添加物の表示について、食品表示一元化検討
会報告書、中間論点整理についての意見募集の概
要そして食品表示に関する消費者の意向等調査と
いう５つの参考資料が付けられて説明があった
が、森田委員から添加物と食品を分けて表示する
という経過についての補足的説明がなされた。
　表４の「食品表示の全体像に関する報告書」の
概要に対しては武石委員から優先順位や見やすく
するなどといった問題が検討されないままで進行
しているので、あらためてその点を今後まとめて
行くべきではないかとの提言がなされた。
　以上で消費者庁の説明に対する委員からの質問

に関する討議を終了し、引き続き消費者庁から食
品添加物表示制度の在り方の検討に当たっての論
点（案）が提示され、何故論点とするかの説明が
なされた。
　提示された論点は
　・……論点１一括名表示（簡略名、類別名含む）の

在り方
　・……論点２用途名表示の在り方
　・……論点３「無添加」、「不使用」の表示の在り方
　・……論点４栄養強化目的で使用した食品添加物の

表示
　・……論点５食品添加物表示の普及、啓発、消費者

教育について
の５つであった。
　この論点説明の後上田委員から資料として提出
された「論点整理にあたっての意見」に基づき、
最初に食品添加物表示制度の現状を十分に検証す
べきということを、（１）現制度の定着状況につ
いての検証。（２）現在の表示の見やすさ、分か

表４　「食品表示の全体像に関する報告書」の概要　
　　　消費者庁第４回食品添加物表示制度検討会資料１－６から引用
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りやすさについての検証。（３）表示量を増やし
た場合の食品表示事項全体の視認性に対する影響
についての検証を行うことを述べられた。次に２．
食品事業者の実行可能性につき十分に検証すべき
ということと３．食品添加物に係る無添加・不使
用表示の禁止を論点にすべき、ということを禁止
という言葉を使用して強調された。そして４．行
政によるリスクコミュニケーションと情報提供の
あり方を論点とすべき、と食品添加物の安全性確
保の現状の説明を交えてかなり強く主張された。
　上田委員の発言に続いて武石委員からも資料と
して提出された「食品添加物表示制度の論点整理
と議論開始にあたって」に基づき、１…現在の制
度の十分な検証が必要、２…食品表示全体を見通
した議論が必要、３…食品添加物表示についての
消費者ニーズの的確な把握について、４…エビデ
ンスに基づいた議論が必要、といった４つの項目
を挙げられ、特に消費者がどういった食品表示を
見ているかというようなことをしっかり把握した
うえで今後の展開を図るべきこと、さらにエビデ
ンスに基づいた議論の必要性を政府の方針として
遵守すべきことを強調された。
　この説明の後、森田委員から論点１について一
括名表示、簡略名、類別名は別なものなので含む
というこの表現がまずいことが指摘され、森田委
員は参考資料などを示して一括名表示、簡略名・
類別名と改めていただきたいという提案と、資料
に意見として消費者団体および事業者団体のヒア
リングが付け加えられているが、纏め方が杜撰で
はないかとの指摘がなされた。さらに論点２につ
いても表題からでは何を目指すのかがわからない
ので、もう少し丁寧に論点を作成していただきた
いとの指摘もなされた。
　さらに大熊委員から中小企業の方にも扱える表
示制度になるように論点を整理していただきたい
との要求がなされ、武石委員からも繰り返しにな
るがとの前置きの後、添加物表示の改正が本当に
喫緊の課題なのか、大熊委員からも主張されたよ
うに本当に中小企業の方が対応できるのかも含め

て議論すべきと主張された。

生鮮食品に対する問題は？
　休憩を挟んで論点１と２をまとめて論ずるとい
うことで後半がスタートしたが、委員から生鮮食
品の添加物の問題も論点の一つとして加えるべき
でないかとの提案がなされた。この意見に対し実
態が良くわからないのでまず実態調査から始める
べきではないかとの意見も出され、議論が始まっ
た。業界の実態を良く上田委員から実態は把握し
ていない、との発言があった。続いて消費者庁か
らは生産者が良く知らないことや事務局も十分把
握していないという点から特に取り上げなかっ
た、との説明があった。
　さらに森田委員から冷凍エビなどを具体例とし
て生鮮食品に使用されている添加物の別表24で規
制されている物質があること、また海外において
は見かけないがどうなっているかは分からないと
の説明がなされた。消費者庁からも別表24に関し
ての説明がなされ、座長からの意見も出されて最
終的にこの問題に関して論点にすべきかどうかを
事務局で検討させてください、と纏められた。そ
の纏めに対し、有田、佐藤両委員から折角この問
題が提起されたので論点とするかしないには関係
なく、この実態に関する資料が欲しいとの要求が
出され、消費者庁は調べて報告書の中には盛り込
むつもりである、と回答した。

論点１，２の討議
　生鮮食品に関する問題が落ち着いたところで本
題の議論になった。最初に消費者庁が資料３消費
者庁説明資料（参考資料４）に基づき、加工食品
の食品添加物表示例、一括名、簡略名、類似名、
用途名の現在の表示の在り方およびそのようにな
ってきた経過の説明がなされた。参考資料として
これまでのヒアリング等で得られた意見のまと
め、および消費者庁が行った表示に関する消費者
のアンケート調査資料およびコーデックスの表示
例の資料について簡単な説明がなされた。まず一
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括名および用途名表示に関して説明を求める質問
の後、基本的には現状で良いように考えられる、
という意見が出された。
　それに対し有田委員から日本独自の表示も必要
かもしれないが、コーデックスの表示を可能な限
り取り入れてゆくべきでないかという意見が出さ
れた。有田委員はさらに地方の小企業が６次産業
的に製造している製品では努力をして無添加にし
ているケースもあるので、それを禁止するのはど
うかと思う、という発言もなされたが、座長から
論点３でこの問題は持ち出してください、と纏め
られた。
　続いて森田委員から現状でコーデックスに合わ
せようとするのにはかなりの無理が生ずるのでは
ないか、また一括名、用途名、物質名等の表示の
具体的問題点をもっと検討すべきではないか、ま
た日本は番号制度については全く手を付けていな
いが、消費者に混乱を招くとしても一度検討して
みる必要がある、といった意見が述べられた。
　この意見に対して座長からは一つの物質でいろ
いろな用途の物があったりするから非常に困難で
はないか、という発言があった。これに対しヨー
ロッパでは用途名表記でその問題を解決している
と説明がされた。浦郷委員からは消費者団体とし
ては内部でも意見は割れているが、大切なことは
安全にかかわる事項なので、アレルギー表示など
に十分スペースが取れるように考えてゆくべきで
ある、という主張がなされた。さらに現状で大き
な問題が起こっていないので、そこら辺をもっと
検証してから考えてゆくべきである、という意見
も出された。
　有田委員から資料が十分でないので非常に議論
がし難い、という発言が緒となって一般論的な議
論がなされ、特に結論的なまとめはなかったが、
まとめは全部の論点を議論したのちに意見集約と
して提示する予定である、と座長が纏められ検討
会は終了した。
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