
はじめに
　本年４月18日から６月28日の間に３回食品添加
物表示制度に関する検討会が開催され傍聴をして
きた（資料１）。この検討会はその開催趣旨に記
載されているところによれば、食品添加物表示の
在り方については、食品表示法の制定過程におけ
る「食品表示一元化検討会」において、一元化の
機会に検討すべき事項とは別に検討すべき事項と
位置付けられ、消費者基本計画（平成27年３月24
日閣議決定）においては、加工食品の原料原産地
表示や遺伝子組換え表示等と共に、個別課題とし
て実態を踏まえた検討を行う事項と整理されてい
る、として」独自に行われることが説明されスタ
ートした。
　座長は食品添加物に関してはしっかりした考え
方をお持ちの西島基弘実践女子大学名誉教授であ
る。委員は消費者団体、業界、行政等の食品添加
物にそれぞれの立場からのご意見をお持ちの方々
である。
　既に３回開催されているが、第１回目は消費者
庁から食品添加物表示制度に関する説明の後委員
の自己紹介的な意見交換がおこなわれ、第２回は
消費者団体から、そして第３回は業界からのヒア
リングであった。このヒアリングを受けて今後報
告書が纏められることになる。今回はこの検討会
に対して消費者庁がどのような姿勢で臨んでいる
かが示された第１回の検討会の状況を中心に報告
させていただく。検討会において提示された詳細
な資料は資料１のURLから全部見ることが可能
なので参照していただきたい。

ＡＤＩと制度の改定状況から判断される添加物の
安全性
　赤崎暢彦課長が食品添加物表示制度をめぐる事
情を第１回検討会資料２に基づいて定義、日本に
おける表示制度の現状と歴史、コーデックスを含
む諸外国との表示制度の違い、そして一般消費者
のアンケートに基づく食品添加物に関する意識に
ついて簡潔に説明があった。
　この説明において食品添加物の実際の使用量が
ＡＤＩに対してどれくらい少ないかのマーケット
バスケット方式による厚生労働省の調査結果が示
されていた（表１）。添加物を危険視される方々
の多くは、ＡＤＩが一生食べ続けても、何も起こ
らない無毒性量をベースに決められていることの
意味をご存じないために恐怖に陥っている。日常
生活において表示されている量の少なさの消費者
への認識を徹底させる必要性を改めて強調すべき
と感じた。
　さらに説明は添加物表示の歴史に関して、いわ
ゆる戦後の混乱期以後の食品公害と相まって消費
者の不安に対処する形で制度に変化が加えられて
きたが、平成元年にすべての添加物を表示するよ
うになったことを上手に図表化されて説明された

（図１）。この図によれば昭和23年に表示方法に規
制がかけられてから平成元年までの約40年間に５
回の改定が行われている。令和が始まった今、30
年以上この制度はいじられなかったことを示して
おり、今後詳しく述べるが添加物に関して消費者
の意識をおおきく変化させるべき時期に差し掛か
っていることを感じた。

１．  食品添加物制度はどのようになるのだろうか 
～食品添加物表示制度に関する検討会を傍聴して　その１～

長村　洋一
（日本食品安全協会理事長）

Ⅱ. 今日の話題
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国際比較の観点から遅れていない日本の状況
　次に添加物表示の実際例を一括名、用途名、物
質名などを生鮮食品及び加工食品を具体的に取り
上げて説明され、さらに添加物に関する表示で多
くの消費者が関心をよせる国際的な比較が一覧表

として示された（表２）。ここには表示順、表示
方法、用途名表記、一括名表記、栄養強化の目的
で使用されるもの、加工助剤そしてキャリーオー
バー表記がコーデックス、米国、カナダ、豪州、
中国、仏国の書く国でどのような制度下で行われ

表１　資料２より引用

図１　資料２より引用
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ているかを簡潔にまとめてある。この国際比較の
表からは、日本が諸外国に比較して大きく遅れて
いるという印象は全くない。
　この表のベースとされた資料が食品添加物表示
制度に係る実態調査事業報告書（資料２）として
検討会資料として提示されている。その資料を拝
見すると各国における菓子、食肉製品の具体的表
示例も示されている。各国の表示方法を具体的に
見ることができ、食肉製品における亜硝酸ナトリ
ウムが豪州では防腐剤と表記されていたり、菓子
に入っている水まで表記したりしている仏国の例
なども見ることができる。
　この資料は、これ以外にも国内の事業者の直面
している食品添加物表示に関してのかなり詳細な
報告書となっている。例えばウエブサイトや２次
元バーコードによる消費者への食品添加物情報提
供の現状やお客様相談室で発生した具体例など
や、２つの大手と感じられる食品メーカーに対し
て行われた聞き取り調査などが掲載されているの
で興味のある方はこの資料２を参照されると良
い。かなりしっかりした対応がなされており参考
になる。

１万人の消費者意向調査結果の意味
　次に食品添加物表示に関する消費者の意向調査
の概要に関する調査報告がなされた。この調査報
告は平成29年度食品表示に関する消費者意向調査
報告書（抄）（資料３）に基づいているが、具体
的に提示されている資料の内容は添加物表示に関
しては抜粋ではないことが分かる。
　この報告書は1万人のウエブアンケート結果の
集約された調査結果を示している。統計データと
して1万人の調査というのは一定の重みを有する
調査結果であるには違いないが、私には少し違和
感があった。それは私の日頃の市民公開講座等に
参加する人たちに同じ調査を行ったら意識レベ
ル、知識レベルとしてもっと低い分布を取るので
はないかと感じたからである。
　例えば調査の一例（図２）であるが、“現在販
売されている食品には、「人工甘味料無添加」、「保
存料を使用していません」、「合成着色料不使用」、

「添加物不使用」など、添加物を使用していない
旨の表示が見られます。あなたは購入時の商品選
択の際に参考にしていますか。（ひとつだけ）”と
いう問いかけに対し「「同じ類の食品であれば、「○
○を使用していない」、「無添加」の表示がある食

表２　資料２より引用
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品を購入して…いる」人が39.4％と最も多かった。」
となっている。私は、全く同じような調査を市民
公開講座や消費生活センターの聴衆に対して行っ
た経験を有するが、同じような設問に対し85%位
の人が無添加表示食品を購入すると答えていた。
　多分この調査はウエブ調査という段階で食品表
示に関し日頃かなり関心の高い人が選択されてし
まう、というバイアスがかかっているためと推測
される。しかし、この検討会が目的としているの
はある程度食品表示に関して関心の高い方々を満
足させなければならないので、その観点からは的
確なデータと考えた方が良いのかもしれない。
　以上のような赤崎課長の報告の後、各委員の自
己紹介を兼ねてのこの検討会に対する姿勢表明が
なされた。当日の時間の半分位のかなり長時間に
わたりそれぞれの立場が良く伺える大変興味ある
自己紹介であった。各委員の発言を伺って感じら
れたのは、現行の制度で添加物の安全性はかなり
確保されていると言う考え方が共通意識として一
部の委員を除いて底に流れている点であった。

添加物は新しい時代に突入し始めている
　各委員の自己紹介の中でも武石委員は「「食品
添加物表示」は「食の安全」に関わらない制度と
整理すべき」（第１回検討会　武石委員参考資料）
と表示制度に対する取り組みに当たって安全性
云々に関しては問題として言い出さないようにと
釘を刺された。同じような立場から上田委員も世
の中に無添加表示が好まれている社会的風潮とも
いうべきことに対して明確に禁止を含めた制度的
な規制をすべきと訴えられた。（第１回検討会　
上田委員参考資料）
　実際に世の中で大きく無添加を表示している商
品には何が無添加なのか良くわからないものも多
いし、具体的に示されている場合の多くは、保存
料、着色料、人工甘味料そして化学調味料と称し
ているうま味調味料の４つである。大手も含めて
こうした無添加表示は、国民全体の不必要な化学
物質に対する量の概念を感覚的に失わせる大きな
問題を内在させている。
　さらに上田委員はその資料の中で「アレルゲン
や消費期限等の特に安全性に係る表示を優先さ
せ、現状の制度維持も視野に入れて、食品添加物

図２　資料２より引用
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表示制度の検討を行うべき」と提言され、「食品
事業者が“おいしさ”や“食べやすさ”を実現するた
め、複数の食品添加物…を組み合わせて使用する
ことが多いのが日本の食品産業の特徴であり、現
在の…食品添加物表示は見やすさ、分かりやすさ
の点で消費者にメリットがあると考え…ます。」と
主張されているが重要な指摘と受け止めさせて頂
いた。
　この両委員の提言は業界側の発言であるのでそ
の添加物のメリットをもっと考慮すべきという趣
旨の発言であるのは当然である。しかしこの両者
の発言には国民全体が気付かなければならない

「安全性が確保されている添加物をこの大量流通
社会でどのように有効利用すべきか」の問題提起
である。

私のドイツでの経験
　話は変わるが、私がかつてドイツの糖尿病研究
所へ留学したのはチクロが使用禁止になった数年
後であった。そのとき所長のグリス教授が「日本
はアメリカの真似をして何故あんな素晴らしい添
加物を禁止にしてしまったのか。とてつもない量
を毎日食べさせたような実験で初めて起こるよう
なことが、食品添加物として使用したときに起こ
ると考えて使用禁止にすることは本当に愚かなこ
とである。」と私を責め立てるようにチクロの禁
止を批判していた。彼はチクロを使用することに
よって糖尿病患者がどれほど恩恵を受けるかを患
者の血糖値の動きから具体的に話してくれた。彼
の発言でそうなったわけではないが、ヨーロッパ
ではチクロは現在も当たり前に使用されている。
　このグリス教授の怒りの発言は私の食品添加物
というものに対する当時の考え方に大きな影響を
与えた。このドイツ留学で経験したことを契機と
して食品添加物使用によるベネフィットは何かを
絶えず考えるようになった。この観点から添加物
を論ずるのに前任の藤田保健衛生大学（現在藤田
医科大学）で食品衛生学おける食品添加物の私の
講義を振り返ると添加物危険思想で昭和を過ごし

た我々世代に知ってほしい重要な事実に気づかさ
れる。
　私は昭和50年代の頃の講義は、明らかに添加物
は避けるべき化学物質的な観点から行っていた
が、平成７年の食品衛生法の改正がなされた頃か
ら徐々に変わり始め、添加物の有するベネフィッ
トの重要性を意識するようになったことである。
詳細は拙著（資料４）をご覧いただきたい。
　安全性に全く問題のない食品添加物の多くは、
適正な利用をすれば食生活形態が大きく変化して
いる現代社会において、国民の健康を支える非常
に重要な化学物質集団であると考えている。

添加物の歴史から分かること
　食生活というのは、単に科学の問題ではなく、
文化の問題でもある。おいしく、楽しく、そして
健康に良い食生活は非常に重要である。そのため
に古代の人たちは甘味を有する植物から砂糖を結
晶化したり、海水から食塩を結晶化したりして調
味料として用いるようになり食生活を豊かにし
た。食品添加物もこの調味料と似た歴史を有して
いる。
　すなわち食品をよりおいしく、よりきれいに、
そしてより保存しやすくしたいという食生活改善
の手段として食品添加物などという言葉のない時
代から発展してきた。現に食品添加物の中の既存
添加物として扱われている物質はすべていわゆる
天然化合物であるがこれら化合物のいくつかは、
砂糖や食塩のようにある食品加工の時に使用する
ことにより、より素晴らしい食品ができることが
分かり利用されてきた物質である。
　19世紀後半当たりからの急速な化学技術の発展
に伴い医薬品を含めて食品添加物も素晴らしい化
合物が発見、合成されて食品にどんどん添加され
るようになってきた。しかし、一見素晴らしく見
えた化学物質がとんでもない健康被害を起こすこ
とも明るみになってきたのが20世紀の中頃以降の
食品公害、薬害等である。そんなことから20世紀
後半から現在に至るまで化学物質の安全性確保に
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関して世界中が叡智を絞って取り組んできた。そ
んな中で医薬品よりはるかに毒性が低く、ＡＤＩ
をベースに使用量が毒性の出ない領域で規制され
ている食品添加物の安全性は、21世紀の５分の１
が過ぎようとしている今日においてほぼ確立され
たと考えてよい。
　安全性が確保されているならば、適切な添加物
の使用はより豊かな食生活確保のために有用手段
であることは確かであるが、そればかりではなく
メタボや糖尿病、高血圧症、慢性腎疾患等慢性疾
患などの問題のある方々のように、おいしさを求
めた普通の食事が許されない方々でもおいしく食
べられる食品の製造に役立つ。さらには食べられ
る食品が少なくなってしまったお年寄りの方々の
食生活のＱＯＬを挙げることのできる食品の開発
にも非常に有用であると考えている。
　すなわち食品添加物は現在のような制度の下で
は的確に品質管理が行われている限り、そのメリ
ットには大きなものがあると考えられるので「表
示に嘘がない」ということが非常に大切なことに
なってくると感じている。こんな観点も含めて次
号において消費者団体、業界の添加物に対する姿
勢を報告させていただく。
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