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参考資 料 1

添加物（酵素）に関する食品健康影響評価指針（案）
加 工助剤 に関す るリス ク評価 指針案 （栄養 成分・ 加工助 剤に関 するリ スク
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○梅村座 長

それ では、 定刻に なりまし たので 、ただ いまから 第 155回「添 加物専門 調査

会」を開催いたします。
先生方には、御多 忙のところ御 出席をいた だきまして、ま ことにあり がとうござい ます。
本日は17名の専門委員に御出席いただいておりま す。
本日は専門参考 人としまして 、前回に引き 続き、国立医 薬品食品衛 生研究所の穐 山浩先
生に御出席いただ いております ほか、新たに 岩手大学の鎌 田洋一先生 、明治大学の 中島春
紫先生、東京大学大学院の山川隆先生に御出席いただいております。
また、藤田保健 衛生大学の柘 植郁哉先生、 独立行政法人 医薬品医療 機器総合機構 の手島
玲子先生に今回の 指針案を御確 認いただいて おりますので 、御都合に より本日は御 出席い
ただいておりませ んが、議事次 第には欠席専 門参考人とし て、お名前 を記載させて いただ
きました。
なお、宇佐見専 門委員、久保 田専門委員は 、御都合によ り御欠席と の御連絡をい ただい
ております。
また、食品安全委員会からも委員の先生方が御出席です。
それで は、お手 元に「 第155回添加物 専門調 査会議 事次第」 を配布 してお りますの で、
ごらんいただきたいと思います。
まず、事務局か ら配布資料の 確認と「食品 安全委員会に おける調査 審議方法等に ついて
（平成 15年 10月 2日食品 安全委員 会決定 ）」に基 づき必要 となる専 門委員の 調査審議 等へ
の参加に関する事項について報告を行ってください。
○後藤評価専門官

ありがとう ございます。 まず、本日の 専門調査会 より、先生方 の専門

分野ごとの座席とさせていただいておりますので、御了承ください。
それでは、資料の御確認をお願いいたします。
議事次第、座席 表、専門委員 名簿に続きま して、右上に 「資料」と 書いてある資 料「添
加物（酵素）に関する 食品健康影響 評価指針（案）」、参 考資料 1、参考資料 2、参 考資料
3、 机上配 布資料 といた しまし て、先 ほどの 「資料 」と書 いてあ る資料 から四 角囲み を削
除し、本文のみとしたものを添付させていただいてございます。
資料に不足等はございませんでしょうか。
続きまして、本 日の議事に関 する専門委員 等の調査審議 等への参加 に関する事項 につい
て御報告いたします。
本日の議事 について、 平成 15年 10月 2日委員会 決定の 2の（ 1）に規定す る調査審議 等に
参加しないこととなる事由に該当する専門委員はいらっしゃいません。
以上です。
○梅村座長

提出いただいた確認書について、相違はございませんでしょうか。
（「はい」と声あり）

○梅村座長

それでは、議事に入ります。

まず、 議事（ 1）「加 工助剤 に関す る食品 健康影 響評価 指針に ついて 」です 。指針 案に
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ついて事務局から説明してください。
○治田係員

まず 、指針案の内 容の御説明に 先立ちまして 、本日御審 議いただく指 針案と

添加物本体の既存の指針との関係について御説明させていただきます。
前回9月30日の 第154回添 加物専門調 査会において、加工 助剤の指針 案とこれまで の添加
物本体の指針について関係を明確にすべきとの御指摘がございました。
この御議論を受 け、座長と御 相談した結果 、梅村先生の 研究班で策 定されました 「加工
助剤に関する食品 健康影響評価 指針（案）」 について、酵 素について 述べた「添加 物（酵
素）に関 する食 品健康 影響評 価指針 （案） 」と、 2つ目と いたし まして 、殺菌 料及び 抽出
溶媒の考え方の2つに分けて策定することを考えております。
本日の専門調査 会では、この うち、最初の ほうの酵素指 針案の御審 議をいただき たいと
考えております。 なお、酵素指 針案は、梅村 先生の研究班 で作成いた だいた指針の 原案を
もとに、既に食品 健康影響評価 が策定した他 の指針も参照 しながら事 務局で体裁等 を整え
たものでございます。
それでは、内容 について御説 明させていた だきます。右 肩に「資料 」と書かれて いる資
料を用いて御説明いたします。
まず最 初に 4ペ ージを 開いて いただ きまし て、一 番最初 の四角 はたっ た今、 御説明 を申
し上げたことが書いてございます。
「第 1章

総則 」とご ざいま して、 その下 、本日 御欠席 ではご ざいま すけれ ども、 久保

田専門委 員から 「第 1章

総則 」につ きまし て、事 務局案 でよい と思い ますと いうこ とで

御意見を事前にいただいております。
4行目 から「第 1．背景」と ございまし て、こちら の記載は 20行目ま では他の指針 と同様
の記載を準用しております。
21～ 23行目まで 、これまで酵 素に関しては どういう状況 だったかと いうことの簡 潔な記
載でございます。 佐藤専門委員 より、この点 につきまして 御意見をい ただいており ますの
で、後ほど御説明をいただければと思います。
5ペー ジ、1行目の下 の少々長い四 角囲みです 。こちらは 前回議論さ せていただい た定義
に関する ことで ござい ますが 、佐藤 専門委 員の御 意見も 踏まえ て、 4ペ ージの 下の欄 外に
脚注として、加工助剤の定義を書いてございます。
6ペー ジ、1～ 11行目まで、本 指針案を策定 するに至った 経緯というこ とで、こち らに記
載をいただいております。
12～14行目まで、こちらは他 の指針と同様 の記載をここ にいただいて おります。
16行 目から 「第 2．目 的」と いうこと で、こ の項目 は他の指 針も参 考にし ながら今 回新
たにつけ足したも のでございま すけれども 、19行目から、酵素につい て対象にする のだと
いうことで、このような記載となっております。
事務局からは以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○梅村座長

まず 「第 1章

総則」 の「第 1． 背景」 と「第 2． 目的」 を説明 いただき まし
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たけれども、佐 藤先生、御意見をいた だいていて 、新たな評 価指針の設 定があるので すが、
これはもう少し具体的にはどのような文章を想定されているのでしょう か。
○佐藤専門委員

食品添加物に 含まれる加工 助剤について 、ほかの食 品添加物と区 別して

評価指針が必要だ というところ を簡単に記載 されたほうが いいのかな と。後ろのほ うに細
かく説明はあるの ですけれども 、最初のとこ ろに先生方の 検討班で評 価指針を必要 と考え
られたという、そ のもともとの ことを記載し ていただくと 、酵素は特 殊なのだなと 、さっ
と読んだときにわかるのではないかと思い、意見を書かせていただきま した。
○梅村座長

その ようなことだ そうなのです が、先生方の 中で何かよ いアイデアと いいま

すか、御提案があれば、お願いしたいのですけれども。
○髙橋課長補佐

梅村先生の研 究班報告書で ある参考資料 1の「第 1

はじ めに」の 真ん中

あたりの「さらに 」のところに 記載がござい ます。酵素の 場合は、基 原微生物の安 全性や
アレルゲン性を特 に考慮いただ く必要がある ということが 、ほかの添 加物と比べた 特性か
とは思いますので、そういったところを中心に追記すると考えたらよろ しいでしょ うか。
○梅村座長

どうですか。

○佐藤専門委員
○梅村座 長

結構です。

こ の「第 1．背景 」のと ころに という ことで すよね 。今、 佐藤先 生から 御提

案いただいて、事 務局からは、 研究班で書い たイントロの 初めのとこ ろに、酵素に ついて
は特に懸 念する 幾つか のこと を記載 させて いただ いたの ですが 、その 部分を この「 第 1．
背景」のところに 書き込んだら どうかという 御提案ですが 、よろしい でしょうか。 ありが
とうございます。
それで は、こ のほか に「第 2．目的 」まで のとこ ろです けれど も、何 か委員 の先生 方で
コメント等がございましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか 。
それで は、次 に進み たいと 思うの ですけ れども 、指針 案の順 番です と、次 は「第 3．酵
素の食品健康影響 評価に際して の基本的な考 え方」の項目ですけ れども、先に「 第2章

各

論」について御審 議をお願いし たほうが審議 を進めやすい と思います ので、ここは 一度ス
キップさせていた だいて、各論 から御審議を お願いいたし ます。それ では、事務局 、説明
してください。
○治田係員

あり がとう ございま す。そ れでは 、「第 2章

各論 」、 10ペー ジでござ いま

す。
10ページ の3行 目から「 第1．評価対 象品目の概要 」です 。こちらは 添加物指針の 対応す
る箇所を 参考に 今回新 たに追 加され たもの でござ います 。この うち、 「 5

物 理化学 的性

質」というところ で、ここは添 加物の指針と 同じ記載に現 在の案では なっておりま すけれ
ども、これまでに 実際に御審議 いただいたア スパラギナー ゼの評価書 ではどのよう なこと
が書かれているか を例として挙 げまして、こ この記載はど のようにし たらいいでし ょうか
ということで事務局より投げかけさせていただきました。
本日御欠席です けれども、久 保田先生より 「事務局より 提示されま した酵素に関 する先
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の添加物評価書に 倣い、かつ酵 素の専門家の 意見を聞いて いただき必 要事項を決め ていた
だくのが良いと思います」ということで御意見をいただいています。
また、佐藤先生 と鎌田先生か ら御意見をい ただいており ますので、 後ほど御説明 をいた
だければと思います。
品目の概要については以上です。御審議のほど、よろしくお願いいた します。
○梅村座長

各論 のほう から審議 を進め ていき たいと思 います ので、 10ペ ージの「 第 1．

評価対象 品目の 概要」 のとこ ろを事 務局か ら説明 いただ きまし たが、 特に最 後の「 5」の
ところの書きぶりでしょうか。佐藤先生、少し補足で説明いただけます か。
○佐藤専門委員

酵素というの は、ほかの 食品添加物と 違って ECナンバ ーがあるとか 、ア

スパラギナーゼの 評価書に記載 されたものが 酵素として必 要な物理化 学的性状と思 われま
したので、そこを 項目として挙 げておけば、 今後それを皆 さんが書い ていただける のでは
ないかと思ってコメントをさせていただきました。
○梅村座長

ありがとうございます。

鎌田先生、コメントをいただいているみたいですが。
○鎌田専門参考人

私は、この物 理化学的性 質で、性状のと ころで若干 引っかかった のは、

曖昧で何を書いて いいのか、こ れを見てわか るのかなと。 これは酵素 ですので、佐 藤先生
もおっしゃいまし たが、アミノ 酸配列ですと か、酵素側の それに基づ く塩基配列で すね。
そういうものを明 確にもっと指 示してあげた ほうがいいの ではないの かなと。この 項目で
化学名から成分規 格等の中にあ るのでしたら 、むしろ性状 などは必要な いのではない かと。
もう少し書いてあげたほうがいいように思っています。
○梅村座長

それ はこの四角囲 みの中で、佐 藤先生から提 示していた だいた情報が 入って

いればいいということですね。
○鎌田専門参考人
○梅村座長

はい。

佐藤 先生、後ろに性 状がまだ残 っているので すけれども、これはどうで すか。

○佐藤専門委員

食品添加物の ほかの品目で は性状という 項目があっ て、液体や粉 末とい

った形状と色とに おいなどを規 定することに なっているの で、ほかの 添加物等の並 びとし
ては必要な項目に なっておりま す。余り意味 がないかもし れないので すが、液体だ けしか
ないのか、液体か ら粉末までい ろいろな形態 があるのかと いうことを 御記載いただ くこと
になります。
○梅村座長

わかりました。

鎌田先生、よろしいでしょうか。
○鎌田専門参考人
○梅村座長

添加物として必要という意味ですね。わかりました。

先生 の御懸念され ていた内容は 、佐藤先生の 御提案いた だいた情報が 入ると

いうことでよろしいですか。
○鎌田専門参考人
○梅村座長

十分カバーされています。

ありがとうございます。
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この「第 1．評価 対象品目 の概要 」の部 分で「 1」 ～「 5」ま であり ますけ れども、 ほか
に何か追加のコメントはございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、引き続き、事務局からお願いします。
○治田係員

それで は、御説 明いたし ます。次 は 11ページの 10行 目から「 第 2．安全 性に

係る知見」というこ とで、最初は「 I

基 原生物の安全 性」のところ でございます。こちら

に関しては 、17ページ の下の四 角囲みで 事務局 より、 12行目 の「基 原生物（ 動物、 植物、
細菌等）」となっ ておりますけ れども、こち らは研究班の 原案では「 基原生物（動 物、植
物、細菌、ウイル ス等）」とウ イルスが含ま れておりまし て、一方で 現在流通して いる酵
素にはウイルス由 来のものが含 まれないと考 えられるので 、ウイルス の記載を削除 いたし
ましたが、それで よろしいでし ょうかという ことで事務局 から投げか けさせていた だきま
した。
こちらにつきま して、中島先 生、山川先生 、鎌田先生か ら御意見を いただいてお ります
ので、後ほど御説明をいただければと思います。
11ページ の18行目 の下の四角 囲みですけれ ども、こちら は文言の話 で既に対応済 みです
ので、説明を割愛させていただきます。
12ペー ジの 1行目の 下の四角囲 みでござ います。病 原性に関 して、 12ページ の2つ目、 3
つ目の四 角囲み が対応 するの ですけ れども 、まず 2つ目の ほうで すが、 非病原 性の確 認に
ついて「添加物製 造への利用経 験又は食品と しての食経験 」を確認す るという記載 につい
て御検討ください ということで 、中江先生、 中島先生、山 川先生、鎌 田先生、また 、本日
御欠席ですけれども、手島先生から御意見をいただいております。
12ページ の一番下の四 角囲みですけ れども、こちら も国立感染症 研究所の BSL分 類です
とか米国のN IHの分類ですと か、こういった ことについて 記載したほ うがよいでし ょうか
ということで、中 島先生、山川 先生より御意 見をいただい ております ので、後ほど 御説明
をいただければと思います。
続きまし て、毒 素産生 性に関し てでご ざいま す。 13ページ の 1行目 の下の 四角囲み です
けれども、マ イコトキシ ン産生種等と いう記載につ いて、中江先生 、中島先生 、山川 先生、
鎌田先生より御意 見をいただい ておりますの で、後ほど御 説明をいただ ければと思い ます。
その下ですけれ ども、事務局 よりというこ とで参考情報 といたしま して、「遺伝 子組換
え食品（微生物） の安全性評価 基準」では、 「有害生理活 性物質」、 「有害生理活 性物質
等」の 2通 りの表 現が用 いられ ており ますと いうこ とを記 載して おりま す。ま た、こ れま
で評価い ただい たアス パラギ ナーゼ の評価 書が 2つ ありま すけれ ども、 非毒素 産生種 であ
ることの確認につ いては、そち らに記載した ような項目を 評価いただ いていたとい うこと
で記載しております。
14ペ ージに 移ります 。 1行目 の下の四 角囲み でござ いますけ れども 、中島 先生、山 川先
生より、こういっ たことも言及 したほうがよ いのではない かいうこと で御意見をい ただい
ておりますので、後ほど御説明をいただければと思います。
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事務局からは以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいたし ます。
○梅村座長

「第 2． 安全性に係 る知見」の うちの「 I

基原 生物の安全 性」のとこ ろで、

その書き方という か、定義づけ が「基原生物 （動物、植物 、細菌、ウ イルス等）」 となっ
ていたところを現 在はウイルス 由来の酵素が ないというこ とで、ウイ ルスの記載を 削除し
てみたらどうかと 事務局からの 提案がありま した。中島先 生、ここの ところで説明 をいた
だけますか。
○中島専門参考人

ウイルスが ないというこ とであれば、 単純にウイ ルスを削れば と思い

ます。クロレラみた いな微生物等 々がござい ますので、酵素 になる可能 性もあります ので、
ウイルスだけを削 って、「基原 生物（動物、 植物、微生物 等）」とい う書き方にし ておく
のが無難かと考えます。
○梅村座長

山川先生も。

○山川専門参考人
○梅村座長

同じです。

鎌田先生。

○鎌田専門参考人

ウイルスが 具体的には、 もう供給物と してはない というので、 とると

いうのは賛成です 。それから、 原文に細菌と ありますので 、基原生物 になりますの は酵母
などが含まれます と真菌も入り ますから、細 菌を書くなら 細菌、真菌 とちゃんと書 いたほ
うがいい。それは 包括的に微生 物でくくれま すので、細菌 、真菌とす るか、微生物 とする
かがよいかと考えました。
○梅村座長

そう すると、中島 先生、山川先 生の御意見と 同じという ことでよろし いです

か。
○鎌田専門参考人
○梅村座長

はい。一緒で構いません。

わかりました。

ほかにございま すか。ここの書 き方ですけ れども、基原生 物の後ろの 括弧の中の説 明文。
どうぞ。
○髙橋課 長補佐

ウイ ルスの 記載に ついて 1点補足 させて いただ きます 。現在 、流通 して

いるものではウイ ルス由来のも のは恐らく存 在しないので はないかと 思われますの で、あ
えて例示的に記載 するのを削除 させていただ きました。も し今後そうい ったものがあ れば、
「等」の中で読んでいただくという意図でございます。
○梅村座長

ということですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○中島専門参考人

学術的には ウイルスを微 生物というよ うに生物扱 いにされるの はかな

り違和感があるの ですが、だか らと言って、 このウイルス の記述を復 活させておく かとい
うと、その必要は ないと思いま すが、ウイル スのものが出 てきたとき には、そのと きにち
ゃんと議論をした ほうがいいか 、そうでなけ れば、ウイル スの記載を 削らないでお くか、
どちらかだと思います。
○梅村座長

この「等」では含み切れないという御意見ですか。

○中島専門参考人

多分含み切れないと考える方のほうが多いと思います。
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○梅村座長

動物 等、植物等、 微生物等では なくて、どう ですかね。 そのウイルス を外さ

なければいけない理由は、今、流通されていないからということですね 。
○髙橋課長補佐

原案としては 、例示として 主なものを書 かせていた だいて、想定 外のも

のを「等」と読む ことで考えて おりましたが 、よろしくな いというこ とであれば、 対象と
してウイルスは想 定されないと 整理し、仮に ウイルス由来 のものが諮 問された際に 、この
指針の対象とするかどうかを個別に御検討いただくという整理もあるか と思います 。
○梅村座長

中島先生の御意見はそういうことですね。

○中島専門参考人
○梅村座長

はい。

それ はそれでいい ことですよね 。どちらにし ても科学的 にここに入れ ていい

のかどうかの議論 をしなければ いけないのだ ということで あれば。や はりそのまま 「等」
は残しておいたほ うがいいので すよね。それ でいいですか 。つまり、 この書き方の 事務局
の説明は、ウイルスを 抜くというこ とと、もしウイル スが評価にの ぼったときに この「等」
で処理しようとい う、ただそれ だけのことな ので、それは 実際は改め て議論をして 、この
評価指針でいける かどうかを議 論すべきだと いうのが御意 見だと思う ので、書きぶ りには
変わらないので、 よろしいでし ょうかね。た だ、議事録に は残るので 、ウイルスの 場合に
は改めて審議しま しょうという ことだけは記 録に残してお いたほうが よろしいかと は思い
ます。何か御意見はございますか。
○中江専門委員
○梅村座長

結局どうなりますか。

文章 はこのままに して、ウイル スの場合には 「等」の中 に含めるので はなく

て、そのウイルス からの酵素の 場合に、この 評価指針案で いけるのか どうかは改め て議論
するということを中島先生から御提案いただいて、それでよろしいかと 思ったので す。
どうぞ。
○中江専門委員

私個人はどち らでもいいの ですけれども 、もっと極 端なことを言 えば、

それだけもめるの なら、この括 弧自体をとっ てしまえばい いのではな いかと思いま すが。
それはともかくと して、残すの であれば、鎌 田先生がおっ しゃった真 菌は入れなく ていい
のですかという話が戻ってきますが、どうなのでしょうか。
○梅村座長

それは微生物に含まれるのですか。

○中島専門参考人
○中江専門委員
○梅村座長

真菌は微生物でよろしいかと思います。
このままにするのでしょう。

その ままというの は、この中島 先生と山川先 生から御提 案いただいた もので

す。
○中江専門委員
○梅村座長

わかりました。

どうぞ。

○森田専門委員

今のお話では 、微生物と書 いておくとウ イルスは基 本的に含まれ ないと

いうことですので 、それだった ら、もっと包 括的に、最初 の事務局案 で細菌等とし ておい
て、「等」の中に 真菌も含めれ ば、もしウイ ルスも出てく れば、そこ で検討すると いうの
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が事務局案だと、私はお話を聞いて理解していたのですけれども。
○梅村座長

どうぞ。

○中島専門参考人

申しわけあ りません。そ れは余りと言 えば余りで ございまして 、それ

ならば、そもそも ウイルスは生 き物と扱わな いというのが 一般的な考 え方ですので 、動物
と植物と微生物等 と、それから ウイルスを削 らないでおく ということ であれば、実 際にウ
イルスが出てきた ときに、この 指針で安全性 を考えればい いというこ とになります 。です
が、この後の菌株 とか菌種とか 株によってと か、その辺の 議論にウイ ルスが係って きます
ので、このウイル スがこの中に 入るか入らな いかは後々に 影響します ので、ここで 決めて
おかないと、後でもめると考えます。
○梅村座長

決めるというのは、ウイルスをここに。

○中島専門参考人

私はウイル スは除いてお いたほうが、 それで議論 しておくと、 そうい

う意味です。申しわけありません。
○梅村座長

よろ しいですか。 今の議論で提 案があったの は「基原生 物（動物、植 物、微

生物等）」でいこうということなのですが、どうぞ。
○佐藤専門委員

今の中島先生 のお話ですと 、基原生物の 中にウイル スは入らない という

理解でよろしいですか。
○中島専門参考人
○佐藤専門委員

そういうことです。
そうすると、微生物等の「等」は何を指しているのですか。

○中島専門参考人

要するに顕 微鏡で扱うレ ベルの大きさ の生物とい うくらいに御 理解い

ただければと思います。
○佐藤専門委員

それは微生物には含まれないのですか。

○中島専門参考人

そういうも のを一般、全 て微生物に含 む。要する に細菌でも、 真菌で

も、藻類でもいろ いろとあり得 ますが、こう いうものが微 生物、要す るに動物、植 物の一
般の概念にはまらないけれども、自立して生きていける生物という意味 です。
○佐藤専門委員

その場合は「等」というのは必要なのでしょうか。

○中島専門参考人

なるほど。そ ういうこと であれば、削っ てもいいか なとは思いま すが、

そもそも微生物と はどういうも のをイメージ するかという ことが人に よって多少ず れがあ
りまして、また教 科書によって も違うことが 書いてあった りしますの で、その点は 「等」
を残しておいてもばちは当たらないと私は考えるのですが。
○梅村座長

山川先生、どうぞ。

○山川専門参考人

生物の分類 で動物、植物 、微生物と三 界説のとき はいいのです けれど

も、分類でその後 に五界説、七 界説といろい ろと出てきま した。そう いう意味で混 乱を防
ぐためには、この 「等」を残し ておいて、勝 手な解釈をさ れないよう にしておいた ほうが
安全かと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

森田先生、よろしいですか。
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○森田専門委員
○梅村座長

わかりました。

ほかにございますか。よろしいでしょうかね。

それでは、「基 原生物（動物 、植物、微生 物等）」と改 めさせてい ただきたいと 思いま
す。
北條先生から御 指摘いただい た部分は既に 事務局のほう で修正され ているという ことで、
北條先生、よろしいですか。
○北條専門委員
○梅村座長

構いません。

次は 、非病原性の 確認のところ で「添加物製 造への利用 経験又は食品 として

の食経験を確認す る」としてあ ったのですが 、このあたり はまず中江 先生、これは 前回も
言っていただきましたか。
○中江専門委員
○梅村座長

言いました。結論は出ていないです。

そう ですね。新た に中島先生か ら、ここの部 分をコメン トいただいて いるか

と思いますが、12ページの真ん中の四角囲みのとこ ろです。
○中島専門参考人

これは次の 13ペー ジの頭のリス トのところに も関連するの ですが、安

全性のリストの中 には、この菌 種であればオ ーケーと全面 的に安全性 が保証されて いるも
のもあれば、大腸 菌みたいに一 般にはいい けれども、O157みたいに危 険なものもあ るとい
うことなので、菌 種に応じて株 の違いも考慮 に入れる場合 があるとい うのは、そう いう意
味でございます。
○梅村座長

山川先生は。

○山川専門参考人

同じです。

○梅村座長

これは手島先生からもいただいて、読んでいただきましたか。

○治田係員

手島 先生からは「 属種が同じで あれば、株の 違いは考慮 しなくてよい と思わ

れます」という御意見をいただいております。
○梅村座長

鎌田先生、12ページの真ん中の四角囲みの中のこと についてです 。

○鎌田専門参考人

11ペ ージの 13行目からこ の文章を見た ときに、「非病原性であ ること

の確認は」から「 食経験を確認 する」で終わ っていますの で、確認は 確認するなの で、少
し文章を考えてくださいということです。ささいなことです。
もう一つは、ち ょっとだけ私 のイメージが ずれているの か、ここは もう完全に基 原生物
から取り出して生 成して病原性 のないことを 確かめた酵素 を添加物と して入れます よね。
その酵素を入れる のに基原生物 の食経験は本 当に考えるべ きことです か。添加物全 体でく
くるというところ は理解はでき るのですけれ ども、実際に 添加します のは酵素標品 ですの
で、酵素標品の食経 験で何だとい う疑問がこ こで湧いたの で、こういう 書き方をしま した。
私の理解ですと 、組換え食品 をつくったと きにアレルゲ ン性がある かないかで、 その食
経験は非常に重要 なポイントに なっていると いうことを記 憶していま したので、こ ういう
意見をさせていた だきました。 具体的に利用 経験、食経験 は文章の中 でどの程度ま で、こ
の酵素の中で必要なのかということです。
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○梅村座長

これはその基原生物の。

○鎌田専門参考人
○梅村座長

経験の意味はないですよね。

そうですよね。

○髙橋課長補佐

酵素の本体は タンパク質た る酵素である と思うので すが、それを 抽出な

り精製する過程で 、基原生物、 つまり生産菌 由来のものが 完全には除 去できず少し 混ざっ
てくることもある のかなと思わ れます。した がって、その 生産菌自体 の安全性の確 認のた
め、その一つとして食経験を考慮していただいているのかなと思います 。
○頭金専門委員

以前に、アフ ラトキシンの 産生株でない かどうかと いうことにつ いて議

論をしました。も しアフラトキ シン産生株で あれば、生産 プロセスで 万が一、最終 産物に
コンタミしている リスクについ ては考慮する 必要があるだ ろうという ところです。 以上の
理由で、その基原生 物についての アフラトキ シン産生性の 有無を議論し た経験があり ます。
○鎌田専門参考人

どうしても 混入は考えて おくべきこと だと。その 基原生物が食 経験が

あれば、さらに安 全性がそこで 担保されると いう意味で書 かれるとい うことですね 。理解
しました。ありがとうございます。
○梅村座長

その 際に食経験と か、どんな形 で具体的に書 くのかどう かというとこ ろです

ね。つまり、今の 提案ですと「 添加物製造へ の利用経験又 は食品とし ての食経験を 確認す
る」としか書いて いないのです けれども、こ こをより具体 的に書くの かどうか。実 際に書
けるのかどうかと いうところで す。例えば文 献を調査する にしても、 出てきた場合 はいい
のですけれども、ない場合によしとするかどうかということもあります 。
森田先生。
○森田専門委員

言われたよう に、まずは利 用経験や食経 験がない場 合には基原生 物の病

原性に関する文献 を調査する、 もしくはそれ に関する試験 を行うとか いうことしか 、確認
の方法としてはないと思います。
○梅村座長

その あたりは、つ まり、ここは 絶対必要であ るという認 識ではよろし いです

か。最初に鎌田先 生から必要な のかどうかと いう質問をい ただきまし た。そういう ケース
を想定して必要だ ということは よろしいです ね。そのとき にどうやっ て確認するか という
ところなのですけ れども、利用 経験や食経験 がないときに 文献を調査 すると書いて しまう
かどうかですよね。調査すると書 いたら、今度 は調査してい なかったと きにどうする のか。
中江先生がおっしゃっていたのは、そういうあたりですか。
○中江専門委員

それもそうで すし、結局こ こについては 、先ほど「 確認は確認す る」と

いう文言がだめと いう話も出ま したが、「確 認する」と書 いてあるけ れども、確認 してど
うするのかという のが書いてい ないというの が私のコメン トの趣旨で す。わからな かった
ときにどうするの かと、今、先 生がおっしゃ ったのもそう だし、逆に わかったらど うする
のかも実は書いて いないです。 「確認する」 としか書いて いないから 。やりますよ という
行為は書いている けれども、そ の行為の結果 はどうするの か。この評 価にどう反映 するの
か。何かそれは書 かないと、確 認してどうす るのだと。「 確認する」 で終わってし まうと
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まずいでしょうというのが私の意見です。
例えば、座長が 御心配になっ ている、利用 経験や食経験 がなかった らどうするの かとい
うことについては 、しかるべき 調査を行う。 その調査は何 かというと 、文献調査で もいい
し、先ほどおっし ゃったように 試験をするの でもいい。情 報がない場 合は、しかる べき調
査をするとしか書 きようがない です。それで なかったらど うするのか と言われても 、そこ
まで想定はできな いです。どこま で行ったっ て答えが出な いことはあり 得るわけだけ ども、
そこまでは想定で きないので、 一応こういう ことはします よというこ とだけを書い ておい
て、その結果を踏 まえて評価を 行うのだとい うことを書い てください というのが私 の意見
です。
○梅村座長

ただ 、文献調査の ときに今度は 属種までなの かとか、ど の一致までい くのか

というのが、この 中島先生と山 川先生のお話 と一致するこ とですか。 つまり、文献 調査を
したときに菌種のどこまで一致したところか。
○中島専門参考人

その辺は 13ページ の頭のところ で、どういうもの を見るのかの リスト

を見ていただけれ ば、例えば、GIL SP リストはこの 種なら全部オ ーケーとか、この 種であ
れば、この株とこ の株とこの株 がオーケーと か、そういう 詳細なリス トになってご ざいま
すので、具体的にはこの辺を御参照いただければと、そういうことでご ざいます。
○梅村座長

わか りました。再 び指針という 中でどこまで 述べていく のかという話 にも。

指針の中で、今、御提案をいただいたような。
○中江専門委員

私がさっき「 しかるべき調 査をする」と 、別にその 文言を使って くださ

いという意味で言 ったんじゃな いのですけれ ども、何とな くそういう ふうに言った のは、
指針だからできる だけアバウト に書いておい たほうが自由 度が高いと 思うからです 。具体
的にこれこれをし ますと書いて しまったら、 座長がおっし ゃるように 、それででき なかっ
たらどうするのか とまた言う人 が出てくる。 だけれども、 「しかるべ き調査をする 」とで
もしておけば、そ の「しかるべ く」の中に今 おっしゃった ようなこと も入るかもし れない
し、文献調査も、必 要なら試験を 要求すること も全部入ると 解釈または 説明できるの です。
それにこうやって 議事録にも残 っていること だから、ちゃ んと我々は 議論をしまし たよと
いうことはわかる ので、指針に はできるだけ アバウトに書 いておいた ほうがいいと 思いま
す。
別に蒸し返すつ もりはないで すけれども、 さっきの基原 生物につい ても、そもそ も括弧
をとってしまった らどうですか と私が言った のは、自由度 を高めてお いたほうがい いから
です。指針などというのは細かく細かく決めないほうが、私はいいと思 います。
○梅村座長

それ はそうですよ ね。行き過ぎ ると何を言っ ているのか がわからない という

話になってしまう のが今回のこ の例なのかも しれないので すけれども 、例えば、こ の問題
ですと「利用経験 又は食品とし ての食経験を 確認する」と 終わってい るからおかし いので
すよね。
中江先生、ここ にしかるべく 、ではないで しょう。「添 加物製造へ の利用経験又 は食品
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としての食経験を 確認する」と今はなっ ているわけで すけれども 、12ページの非病 原性の
確認について。
○中江専門委員

例えばですよ。今 ぱっと思いつ いただけで 13行目、後に「確 認」がまた

出てくるのであれ ですけれども 、「非病原性 であることを しかるべく 確認し、それ に基づ
いて評価をする」みたいな、それで終わってしまえばいいのではないで すか。
○梅村座長

「利用経験と食経験を確認する」まで言って。

○中江専門委員

「非病原性で あることは、 例えば、添加 物製造への 利用経験又は 食品と

しての食経験などを含め、しかるべく確認し、それに基づいて評価する 」。
○梅村座長

どうぞ。

○頭金専門委員

私も今の中江 先生の案でよ いと思います 。確認した 上で、それを リスク

評価のほうに反映 させる。万が 一、先ほど例 に出しました マイコトキ シンの産生性 の株で
あったときは、や はりそのコン タミも十分注 意をしてリス ク評価をす る必要がある と思い
ます。基本的に産 生性の細菌で はないという ことであれば 、後のリス ク評価で考慮 する必
要はないというこ とになります 。そのように とれるような 内容でよろ しいのではな いかと
思います。
○梅村座長

具体 的には、先ほ ど中島先生や 山川先生から 御提案いた だいていたよ うな方

法を恐らくしてい くのだろうと は思うのです が、指針案の 中では余り 細かいところ まで話
をすると、では、 これ以外のも のではだめな のかとか、こ れがアップ デートをされ たとき
にどうなのかみた いな話になっ ていってしま うことはある ので、その あたりは今日 のお話
の中にとどめてい ただいて、実 際の指針案の ほうは中江先 生から御提 案をいただい たよう
な少し曖昧にした ような、しか し、やること はちゃんと書 いておくと いうような姿 勢でい
こうかと思いますが、よろしいでしょうか。
事務局、よろしいですか。
○髙橋課長補佐

今の御意見を 踏まえて、次 回までに文言 を検討させ ていただきた いと思

います。
○梅村座長

それ では、ここまではよ ろしいですか。非病 原性の確認 と、実は13ペ ージの

次のBSL 分類等の話 までも含めて 、今、少し議 論をさせて いただきまし たが、よろ しいで
しょうか。
引き続き、今度 は「非毒素産 生種であるこ との確認は、 マイコトキ シン産生種等 の毒素
産生種であるか否 かを確認する 。」という記 載の中で 、
「マ イコトキシン 産生種等 」の「等」
をどうするか、中 島先生、山川 先生、このあ たりはどうで すか。今、 私が話してい るのは
13ページの 下の四角囲み の中ですけれ ども、先生方からい ろいろとコ メントをいた だいた
のは、このマイコトキシンという言葉ですよね。
鎌田先生。
○鎌田専門参考人

毒素ですよ ね。その中の 表記で、指針 の中でマイ コトキシンと いう限

定的な文言をお使 いだと。マイ コトキシンは 真菌が産生す る毒素です ので、こうい う微生
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物系の毒素を研究 している人間 は、マイコト キシンに対応 するものと して、バクテ リアト
キシンを常に考え ます。マイコ トキシンだけ 前に出ていく のは、微生 物由来の病原 性物質
の一部だけを表現 して強く前に 出すことにな りますので、 指針として は不適切では ないか
なと。包括するよ うな微生物毒 素というマイ コトキシンと バクテリア トキシンを含 む文言
がありますので、 そちらをお使 いになられた らいかがかと いう意味が 書かせていた だきま
した。
○梅村座長

これは動物や植物からは、そういう毒素はないのですか。

○鎌田専門参考人
○梅村座長

それは微生物毒素で入りますか。

○鎌田専門参考人
○梅村座長

いっぱいございます。

入りません。

どうぞ。

○山川専門参考人

ここで中島 先生と一緒に 提案したのは 、有害生理 活性物質とい う言葉

です。そうすると包括的に含まれるのではないかと思います。
○梅村座長

どうでしょうか。

○鎌田専門参考人

事前に事務 局から説明を 受けまして、 これが一番 包括的な言葉 だろう

ねというので、私自身は非常によくできた言葉だと考えます。
○梅村座長

これで中江先生の御質問にも答えたことになりますか。

○中江専門委員
○梅村座 長

まさしくこういうことを教えていただきたかったということです 。

事 務局は 、遺伝 子組換 えのほ うでは 2種類を 使い分 けてい るみた いです けれ

ども、「等」がつ いているかど うかなのです が、今のお話 だと「等」 は要らないの ですよ
ね。有害生理活性物質でいいですか。
○山川専門参考人

特に今のと ころ、活性物 質でないもの はあります か。活性物質 でなく

ても、それが何か に影響して、 その結果、活 性物質が出て きたという ようなことを 考える
と、コーデ ックスでいう 、adverse effectとい う健康に悪影 響を及ぼす ということが あると
考えられます。し たがって「等 」の文字があ ったほうが、 もし出てき た時に対応で きると
考えられます。
○梅村座長

中江先生、それは大丈夫ですか。

○中江専門委員

ごめんなさい 、今のはよく わからないの で、もう一 度、教えてい ただけ

ますか。具体的に物質でない場合というのは。
○山川専門参考人

その物質自 体は大丈夫な のですが、そ の物質が働 くことによっ て二次

的なものが出てきて、それが毒性に働くということです。
○中江専 門委員

セカ ンダ リーな effectをとい うこと です ね。そ の場合 、より 有害生 理活

性物質ではないからということですか。
○山川専門参考人
○中江専門委員
○山川専門参考人

はい。
なるほど。わかりました。
健康に悪影 響を及ぼすも のという意味 で、「等」 を入れておけ ばいい
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ということです。
○森田専門委員

それでは、こ の毒素という 部分を全部、 有害生理活 性物質等とい う表現

に直せばよいということなのでしょうか。
○山川専門参考人

毒素を生理 活性物質です ね。「等」は 、毒素はま さに直接働く もので

すけれども、そう ではなくて、 結局その悪影 響を及ぼすこ との原因に なるものとい う意味
で「等」が入っているという意味です。
○梅村座長

今の 森田先生の御 質問は、非毒 性産生種とい うところの 毒性の部分を 有害生

理活性物質に置きかえることでいいのかということだと思います。
○髙橋課長補佐

「等」を記載 するかどうか についてご議 論いただい ておりますが 、今日

の御議論を伺って 、文言のみな らず、本文の 書きぶりを検 討させてい ただきたいと 思いま
す。
○梅村座長

今こ この議論は、 このマイコト キシン産生種 等という、 いきなりマイ コトキ

シンを出してきて しまったとこ ろを少なくと も有害生理活 性物質に変 えておいたほ うがい
いというところで 収めておいて 、その他、こ れに該当する ような場所 がでてきたと きに、
今、森田先生が御 懸念されてい る、毒素とい うところを全 部置きかえ るかどうかは 、また
全体の文章を見てから考えるということですか。
○髙橋課長補佐

マイコトキシ ン産生種等と いう文言のみ を置きかえ ますと、有害 生理活

性物質等の毒素産 生、となって しまいますの で、毒素産生 の文言も含 めて、「有害 生理活
性物質を産生しな いことを確認 する」といっ た記載ぶりに 変更するな ど検討したい と考え
ます。
○梅村座長

わか りました。で は、そのとこ ろはよろしい ですか。有 害生理活性物 質とい

う言葉を使うとい うことで 、
「等 」がつくかど うかは後ほど ということ でよろしいで すか。
ほかにございますか。ここまではよろしいでしょうか。
そうしますと 、14ペ ージに入りま して、中 島先生と山川 先生から御 提案いただい ている
内容があるのですが、御説明をいただけますか。
○中島専門参考人

これは結局 、酵素製剤と なっても遺伝 子組換え微 生物などでつ くると

いうケースが十分 に考えられま すので、遺伝 子組換え食品 等の安全性 評価基準にあ る、こ
の事項をそのまま入れておいていただけるとよいなと、そういうことで ございます 。
○梅村座長

このあたりは、鎌田先生はいかがですか。

○鎌田専門参考人
○梅村座長

これは十分に担保されていて、いいことだと私は考えます。

この 部分は、ほか に先生方でコ メントはござ いますでし ょうか。よろ しいで

すか。
それでは、続いて、事務局の説明でしたか。
○治田係員

ありがとうございます。

それでは、続きを説 明させていた だきます。14ページの 3行 目から「 II

酵素の消 化管内

での分解性に関連 する事項」で ございます。 こちらはタイ トルにつき まして、前回 さまざ
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まな御意見をいただきました。
15ページ になりますけ れども、事 務局よりと いうことで 、本項目の 位置づけが明 確にな
るように、このよ うなタイトル に修正して別 立ていたしま した。これ につきまして 、松井
先生、中江先生か ら御意見をい ただいており ます。中江先 生の御意見 にも関係して くるの
ですけれ ども、 食品内 での分 解等に ついて は、今 回は飛 ばして おりま すけれ ども、 「第 1
章」の「第 3．」の「 2

食品健康影響 評価」及び「 第2章」の「第 3．一 日摂取量の推 計」

のところで記載し ているのです けれども、そ のような記載 でよいかど うかというこ とも含
めて御議論をいただければと思います。
続きま して、 2行目の 下の四 角囲み ですけ れども 、こち らはご 参考ま でとい うこと で書
かせていただいておりますが、詳細な説明は割愛させていただきます。
15ペ ージの 「（ 1）難 分解性 ではない こと。 」、こ ちらの記 述に関 しまし て、その 下の
四角囲みで前回ま でにもさまざ まな御意見を いただいてい たのですけれ ども、16ペ ージの
一番下のところで 事務局よりと いうことで、 「難分解性で はないこと 」の記載につ いて、
例えば、十分長い 時間をかけれ ば分解される 場合も、難分 解性ではな いと解釈され る可能
性があるというこ と、ま た、JECF Aの 対応する記載 なども考慮 に入れて 、誤解をよ り招か
ないためにという ことで、「易 分解性である こと」という 記載も一案 ですが、いか がでし
ょうかということで、今回投げかけさせていただきました。
これに関連しま して、松井先 生、伊藤先生 から御意見を いただいて おりますので 、後ほ
ど御説明をいただければと思います。
また、本日御欠 席の手島先生 からも御意見 をいただいて いるので、 簡単に御紹介 させて
いただきます。手 島先生からは 、消化液によ る消化のされ やすさは易 消化性と記さ れるこ
ともあるというこ とで、そのよ うな表現はど うかというこ と。また、 その下ですが 、「レ
ベル1」～「レベル 5」まで、消 化性の試験で はこのように タンパク質 の消化されや すさを
分類しているということで御説明をいただいております。
18ペ ージ、 1行目の下 の四角 囲みでご ざいま す。こ ちらは前 回も御 意見が ありまし たけ
れども、 in silico の評価手 法について 、どのよ うな扱い とするべ きかとい うことで、 本日
御欠席ですけれど も、手島先生 からも前回の 伊藤先生、石 井先生の御 意見と同様と いうこ
とで、現時点では補助的なものと考えたほうがよいという御意見をいた だいており ます。
18ペ ージ、 2行目の下 の四角 囲みです けれど も、こ ちらはア レルゲ ン性の 項目に密 接に
かかわってくるか と思いますの で、アレルゲ ン性の項目は この後、座 長からもご説 明をい
ただくと思います が、次回に行 う予定ですの で、この四角 囲みについ ては次回とい うこと
で考えております。
18ページ 、一番 下の四角囲み です。こちらにつき まして 、JECF Aでは「特定の酵 素の発
現量が不足あるい は欠損してい るヒトにおい ては、分解性 に影響を与 える可能性が あると
いう記載がある」 ということで 、この記載に 関してはどう するかとい うことを検討 する必
要があると研究班 からいただい ております。 これに関しま しても前回 までいろいろ な御意
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見をいただいてお りましたけれ ども、引き続 き、中江先生 、松井先生 、手島先生か ら御意
見をいただいております。
手島先生 は本日 御欠席 ですので 、簡単 に御紹介 いたし ますけれ ども、 最近、 EF SAでパ
ブリ ック コメ ント を終 了し た GM植物 のア レル ゲン 性評 価の ガ イド ライ ンで も、 低 pH、
highペ プシンでな い集団のこと が例外として 述べられてお りますので 、本指針の策 定にお
いても議論はしたほうがよいだろうということでございます。
続きまして、「（ 5）」の下 でございます。 こちらは「（ 5）」のこ の項目につい て、ど
のようなことを言 っているのか わかりづらい のではないか ということで 、前回の調査 会で、
事務局のほうで例 を調べてお示 しするという ことになって おりました ので、今回は これま
でに評価いただいたアスパラギナーゼの評価書の記載を引用しておりま す。
21ページ になりますけ れども、2つ 目の四角囲み 、一番下 の佐藤先生 からの御意見 です。
「（ 5）」 の記載 につい て御意 見をい ただい ており ますの で、後 ほど御 説明を いただ けれ
ばと思います。
事務局からは以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいたし ます。
○梅村座長

「 II

酵素の 消化管内 での分解性 に関連す る事項」 のところ です。何か わか

りにくいというこ とで、本項目 の位置づけが 明確になるよ うに「酵素 の消化管内で の分解
性に関連する事項」と別立てをしたというのが事務局の案でございます 。
ここは松井先生、御意見をいただいたと思うのですが。
○松井専門委員

ここに書いて ありますよう に、酵素の消 化管内での 分解性だけで いいと

思います。食品中 の分解ですけ れども、もと もとがこれは 一般的な加 工助剤の指針 から派
生してきたことで 、その場合は 当然ながら、 食品製造中又 は保存中に それがなくな ってし
まう、食品常在成 分に変わって いくことが考 えられますけ れども、酵 素の場合はタ ンパク
質ですので失活す ることはあっ ても、それが そういう過程 で、細かく 分解されると いうこ
とは余り考えにくい。
実際にそれを検 証するために 何をしなけれ ばいけないか というと、 非常に複雑な マトリ
クスの食品の中で 、そのターゲ ットとなるタ ンパク質を検 出して分解 を調べなけれ ばいけ
ない。そうなりま すと、ウエス タンブロッテ ィングを使う ことになる のですけれど も、食
品に添加した酵素 の検出をやっ たことがかつ てあるのです が、擬陽性 、非特異的な バンド
ですね。これがい っぱい出てく るのです。基 本的に要請者 は、そうい うような試験 はしな
いと思います。
後で出てきます in vitro 消化法は非常 にきれいな系 でやりやす いので 、皆さんはこ ちらを
とると思うので、 あえて食品中 での変化とい うものを検討 する必要は ないと思いま す。で
すから、そこを削除することには問題はないと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

中江先生、事務 局は、食品中 での話につい ては別のとこ ろで記載し ていると書い てある
のだけれども。
17

○中江専門委員

事前にこれは 見せていただ いて、この今 の書き方な ら担保されて いるの

で結構です。
○梅村座長

ありがとうございます。

この点についてはよろしいですか。
石井先生、お願いします。
○石井専門委員
○梅村座長

こういった書きぶりに変えるのでしたら、結構だと思います。

ありがとうございます。

ほかにございますか。よろしいでしょうか。
それでは、次の 15ページ の2個 目の四角囲 みのところは 特に問題はな いかと思いま すが、
よろしいですか。
次に、酵素の消化 管内での分解 性に関連す る事項として、以下の項目 を検討すると いう、
この以下の項目が 5つ 提示されてい て、最初の「（ 1）」の出だしが「 難分解性では ないこ
と。」と書いてあ るのですが、 この難分解性 という言葉は なかなか評 判がよくなく て、伊
藤先生、石井先生 、森田先生か らご指摘をい ただいて、事 務局として の対応策とし て、難
分解性でないとい う言葉がやは り不十分だと いうことで、 「易分解性 であること」 という
のも一案ですが、と提案させていただいたところ、松井先生、お願いし ます。
○松井専 門委員

「分 解」と は何か 、「易 」とい うのは 何か、 この 2点 の問題 がある と思

います。分解され やすさは、下 に書いてあり ます手島先生 のコメント がございます ので、
これを参考にしていただけたらよろしいかと思います。
分解は何かとい うことなので すけれども、 加工助剤の中 でも酵素は 特殊なのだと いうと
ころに関係します 。酵素の場合 はタンパク質 ですから、基 本的にエン ド型のペプチ ターゼ
であるペプシンに よって、ある 程度の長さの ペプチドにな って、それ がエンド型の キモト
リプシン、トリプ シン、エラス ターゼでさら に短くなる。 最終的には 、カルボキシ ペプチ
ターゼによって遊 離アミノ酸ま で分解される というのが酵 素消化の流 れなわけです けれど
も、酵素の分解で多分いろいろなペプチドが出てくると思います。
特にカルボキシ ペプチターゼ の効きが悪い ような断片が 出てくると 思います。そ れを常
在成分だと言うに は何をしたら いいかという と、このごろ 流行ってき ていますけれ ども、
ペプチド 解析で すね。 つま り、出 てきた ペプチ ドを MSに かけて やって 、その シーク エン
スを全部調べる。 それで食品の 加水分解産物 、消化産物と 相同性を調 べる、そこま でしな
いと厳密な意味で 、食品由来の ものと同等な ものになった とは言えな いと思います 。そこ
まで現在の段階で要請者に要求するのは無理だと思います。
このように、分 解とは何かは かなりややこ しい話になり ますので、 アレルゲン性 がなく
なった とい う表 現が 可能 ならば 一番 良い 。 14ペ ージ の 4～ 6行目 の「難 分解 性で はな いこ
と。」ですけれど も、分解性の 確認として「 アレルゲン性 の懸念がな くなる質量ま で分解
されること」と書 いてあります 。ですから、 分解性という 言葉を使わ ずに、ここで はアレ
ルゲン性がなくなる質量まで分解されることと簡単にしたほうがよろし いかと思い ます。
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もう一つ、後で 実は出てくる のですけれど も、ペプチド カッターの 話が議論にな ると思
いますが、アスパ ラギナーゼの 場合はペプチ ドカッターで 切って調べ たということ があり
ます。それが使え るのでしたら 、切られて出 てきたペプチ ドと従来の 食品中のタン パク質
由来のペプチドの 相同性を調べ たらいいので すけれども、 ペプチドカ ッターは検証 が必要
であるというお話 ですので、そ れも使えない 。繰り返しま すが、もう ここではアレ ルゲン
性を調べるだけでいいのではないかと感じます。それが私の基本的な考 え方です。
○梅村座長

ありがとうございます。

ここの表現は分 解の話になる と、すぐにア レルゲン性の ところと重 なってしまう ので、
研究班のほうでも 少し苦労をし た部分ではあ ったのですけ れども、伊 藤先生、ここ でお話
をいただいてよろしいですか。
○伊藤専門委員

私のコメント は、ただ言葉 としまして、 難分解性で ないというの は二重

否定のようになりますので、易分解性のほうがいいのかなと、それだけ です。
○梅村座長

ありがとうございます。

手島先生からも 易消化性とい うようなお話 もいただいて はいますけ れども、松井 先生か
ら、もういっその こと難分解と か、そういう ことを使わず に、アレル ゲン性の懸念 がなく
なるとい う、そ もそも この「 （ 1）」 のとこ ろの後 ろには そうい う記載 がある のです けれ
ども、もうそれだ けに収めてし まったらどう かという御提 案をいただ いたのですが 、その
あたりはいかがでしょうか。どうぞ。
○中江専門委員

その分解とい う言葉の定義 をそうするの に異論ござ いませんけれ ども、

ここでの議論は、 仮に分解とい う言葉を使い ますが、分解 が簡単であ るのかどうか を問題
にするという、も う一つのこと があったわけ です。そこを アレルゲン 性がなくなる という
だけにするという ことは、それ が簡単である のか、簡単で ないのかと いうことを問 題にし
ないということでよろしいですか。
○梅村座長

多分 違いますよね 。手島先生か ら御紹介い ただいたよう な「レベル 1」～「レ

ベル 5」ま でみた いなの があり ますけ れども 、これ は時間 もやは り速や かにア レルゲ ン性
のなくなるところまでいかなければいけないのですよね。
○松井専門委員

座長さんがお っしゃるとお りです。時間 というのが 非常に重要に なって

くると思います。 ですから、一 番初めに申し ましたように 、手島先生 のそのレベル という
のが非常に重要になってくると感じます。
○中江専門委員

だとすれば、 やはりそのア レルゲン性が なくなると いう言葉だけ にする

のはいけないとい うことになり ますよね。で は、どうする かと議論を なさったらよ ろしい
のではないでしょうか。
○梅村座長

そこのあたりをどうやってカバーするかということですけれどもね。

○中江専門委員

手島先生のそ れは非常にわ かりやすいの で、このこ とをそのまま 全部書

くのはあれかもし れませんけれ ども、言葉と して易消化性 というか易 分解性という 、分解
を使わないなら、 また言葉を考 えないといけ ませんが、例 えば、容易 にアレルゲン 性がな
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くなるというよう な表現のほう がいいのかも しれませんが 、それの根 拠は何ですか と言っ
たら、例えばこれがそうですよという話になると思います。
○梅村座長

よろ しいでしょう か。容易にア レルゲン性の なくなる質 量まで分解さ れるこ

と。
○中江専門委員

「比較的容易」。

○梅村座長

どうぞ。

○山添委員

ただ し、実際に測 定をしている 手法はアレル ゲン性があ るかないかを 判別す

る手法でやってい るわけではな いのですよね 。結局は分子 量が小さく なっていると いうこ
とだけしか見ていないわけです。そうすると、やはり分解性になってし まいます。
○梅村座長

どうぞ。

○中江専門委員

皆さんのおっ しゃっている ことを全て満 たそうとす ると、どちら をどち

らにするかはあれ ですけれども 、例えば、ア レルゲン性が なくなると いうのを本文 にして
おいて、脚注でそ のアレルゲン 性がなくなる というのはど ういう意味 であるかとい うと。
例えば、 「分 子量は 3, 000以 下です よ」と いう ことを この指 針では アレ ルゲン 性がな くな
ると定義するとい うようなこと をしておけば 、あるいはそ の逆でもい いのですけれ ども、
そうしたら、皆さんのおっしゃることが全て包括されます。
○梅村座長

どうぞ。

○山添委員

アレ ルゲン性がな くなるという ことを確実に なかなか証 明できないの で、実

際には例えば、遺 伝子組換えの ところでも結 局幾つかの方 法を使って 、そのアレル ゲン性
がないということ の言い方をし ているわけで す。補強して いるわけで すね。例えば 、既存
のデータ ベース の中に どのホ モロジ ーの場 合、あ るいは 8アミノ 酸の相 同性の ものが ない
とか、そういうこ とで複数のも ので実は補強 して、トータ ルとして、 これでは問題 がない
でしょうという言い方をして、実際にはないという判断をしています。
したがって、こ の消化のこと 一つでアレル ゲン性がない という言い 方は、ほかと の兼ね
合いから言うと、 なかなか言葉 として使いに くいというこ とも先生方 で議論をして いただ
ければいいと思います。
○梅村座長

そう なのですよね 。だから、ア レルゲンの話 は次回以降 、手島先生が 今日は

御欠席なので、手 島先生が出席 されたときに 議論をしたい と思ってお ります。今は そこに
全部、アレルゲン性 に一本化して しまおうか というのが松 井先生の御提 案だったので すが、
そのアレルゲン性 に関してもま だいろいろと 、何をしてア レルゲン性 がないと判断 するの
かというところも 、この後です けれども、詰 めていかなけ ればいけな い中で、こち ら側で
その言葉を使って しまうとわか りにくいとい うことなのだ ろうと思い ます。そうす ると、
また再び戻りますと、どんな言葉がいいかということになるのですが、 どうぞ。
○中江専門委員

でも、この 15ページ の4～6行目までに「 酵素の分解性 は」云々か んぬん

と書いてあるので 、そのアレル ゲンに関する 次回の議論の 結果は、こ の「Ⅳ「酵素 の消化
管内での分解性及 びアレルゲン 性の評価に係 る試験」に最 終的に反映さ れるはずです よね。
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ここでは、この文 章は分解物と いうことの中 に、「Ⅳ「酵 素の消化管 内での分解性 及びア
レルゲン性の評価 に係る試験」 がちゃんとな った上での話 ですけれど も、それを反 映する
と書いてあるわけ だから、この 難分解性では ないことだけ を変えるな ら変えて、後 の酵素
の分解性以降の話 はこのまま残 しておけば、 次回の議論の 結果もここ で反映される し、今
の皆さんの御懸念 も問題はなく なるので、よ ろしいのでは ないですか 。「難分解性 ではな
いこと。」ということをどうするのかということだけ決めておけば。
○梅村座長

そう なのです。も とに戻って、 この難分解性 という言葉 をどうしまし ょうと

いうことです。
○森田専門委員

前回お休みを していまして 、もう前回に 御議論があ ったところだ と思う

のですけれども、 今のお話を聞 いていますと 、とりあえず 今回の指針 としては食品 常在と
か、そういったこ とには全く触 れずに、分解 性のみをここ で述べるに とどめるとい うこと
でよろしいのでしょうか。
食品成分や生体 常在成分とい うことは今の 松井先生のお 話を聞くと 、そこまで要 請者に
求めても無理だろ うということ で、日本の評価指 針は JECF Aの文言 とは全く変え て、今ま
で食経験があると か、そういっ たことは考え ずに、もう分 解性のみを 見る、と考え ればい
いのか。それとも 、ここに書か れているよう な分解性を確 認すれば、 それは新規物 質では
なくて、既にいわ ゆる生体成分 に近いものに なると考えら れるのであ れば、もちろ んそれ
でいいと思います 。しかし、今 、松井先生の お話を聞いて いて、全く 食経験のない 未知の
物質である可能性 も残るという ことなのでし ょうか。未知 の物質が残 ることを踏ま えた上
で、この 委員会 では OKと すると いうこ とであ れば、 それは それ でいい と思う のです けれ
ども。もしかした らこの事は前 回御議論をい ただいたとこ ろだと思い ますので、確 認だけ
お願いいたします。
○梅村座長

松井先生からお答えいただけますか。頭金先生。

○頭金専門委員

前回の議論だ ったと思うの ですけれども 、以前のガ イドラインで は、食

品常在成分という 言葉を使って いたと思うの ですが、そう すると食品 常在成分とは 一体何
なのだというとこ ろが非常に難 しいというこ とになります 。そこで、 分解性で一番 重要に
なるのは、アレル ゲン性の有無 になるので、 食品常在成分 という言葉 は使わずに、 アレル
ゲン性の懸念がなくなるまで云々というような言葉にしたということで す。
○森田専門委員

その場合は先 ほど言われた ように、全く 食経験がな いというか、 生体の

常在成分でないペ プチドなり何 なりが入って いることも考 え合わせて ということに なるの
でしょうか、という質問です。
○松井専門委員

先ほど申しま したように、 それを要請者 に要求する のは無理です 。もう

ちょっと 時間が たちま すと 、先ほ ど申し ました ように 、 MSを用 いたペ プチド ームで 網羅
的なペプチドーム シークエンス 解析が一般的 になるのです が、それが できない限り 、食品
加工中にしろ、酵素処理にし ろ、in vitro消化に しろ、それ で出てきた ペプチドが今 までの
ものと違うかどう かというのは わからない。 アスパラギナ ーゼの評価 書ではペプチ ドカッ
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ターをお使いにな って、それを 検証すること が可能だった と思います 。ですけれど も、ペ
プチドカッターは使えない。もう手だてがないと思います。
○頭金専門委員

以前にもたし か石井先生か ら御指摘があ ったかと思 うのですけれ ども、

生理活性物質のペ プチドに類似 したものがな いかどうかと いうのは調 べたほうがい いので
はないかと思います。
○石塚専門委員

この後、多分 、毒性のアレ ルゲンのとこ ろで全く同 じ文言が評価 書案に

入っているので、 この場は例え ば一旦、易消 化性であると か、何かそ ういうことに とどめ
ておいて、アレ ルゲンの議論 は23ペ ージに全く 同じ文言が出 てくるので 、そちらで もう一
度検討してもいいのではないかと思いました。
○梅村座長

アレ ルゲンのとこ ろの説明文の 中に、同じよ うな種類の 言葉が出てく ること

になるわけですね 。では、この 件は一度飛ば して、そのア レルゲン性 のなしを調査 する内
容の中に、やはりそ ういう分解だ か消化だか はわからない けれども、石 塚先生の御指 摘は、
そういう言葉が出てくるということですよね。
どうぞ。
○髙橋課長補佐

指針案の 15ページの 4行 目の「（ 1）」につき ましては 、座長から 御指摘

があったのように 、難分解性で はないとの書 きぶりについ てご議論が ございました 。先ほ
ど頭金先生からあ りました短い ペプチドの件 は、研究班の 指針ではア レルゲンの項 目で触
れていただいてい ますので、本 日の資料でも 、石塚先生か ら御指摘が あったように 、後半
のアレルゲン性の 項目の四角囲 みで入れさせ ていただいて おります 。最終的には 、15ペー
ジのほうにも影響 があるのかも しれませんが 、今のところ はアレルゲ ンの項目で御 議論を
いただく点とさせ ていただいて いますので、 アレルゲンを ご審議いた だく際にお願 いでき
ればと思います。
○梅村座長

わかりました。どうぞ。

○穐山専門参考人

これをつく るときに食品 の常在成分を 、先ほど松 井先生が言わ れたよ

うに、どういうふ うに常在成分 かということ を確認させる かというと ころで、過去 の経緯
を調べましたが、 記載が見つか りませんでし た。それで、 当然アレル ゲン性のとこ ろの中
の、これは言葉が 結構広域的に 使ってしまっ ているのです けれども、 アレルゲン性 という
のはアレルゲンの 惹起性とアレ ルゲンの感作 性が両方入っ ている言葉 です。それで 、惹起
性に関してまでは 起こらない、 アレルゲンの 惹起を誘発し ないところ まで分解して いるか
どうかということ をここでは調 べております 。だから、こ このところ では、アレル ゲン性
がなくなるという 言葉を使って は正確ではな いです。それ で易消化性 か、易分解性 かとい
うところで今は議 論をしている と思いますけ れども、まず そこは誤解 されないよう にして
いただければと思います。
それ以降のアレ ルゲン性評価 のところでは 、アレルゲン の惹起性と 感作性の両方 を評価
いたします。ここ はアレルギー の惹起性がし ないところま で分解して いるところを 、今は
難分解性、難消化性という言葉で議論しているということであります。
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○梅村座長

穐山 先生の言って いるのは、15ページの 5～ 6行目の「ア レルゲン性の 懸念が

なくなる質量」と いう言い方が 間違っている ということで すか。不正 確だというこ とです
か。
○穐山専門参考人

そうなので す。実はそこ は、たしか最 初はアレル ゲン誘発性で はなか

ったでしたか。そこを一緒くたにしてしまったので。
○梅村座長

では、ここはアレルゲン誘発性としないといけないということですか 。

○穐山専門参考人

アレルゲン が惹起するか どうかという ところの証 明のみされて おりま

す。つま り分 子量 3, 000以下 まで分 解され てい ればア レルゲ ンは惹 起し ないと いうと ころ
の証明は され ていま すけれ ども、 分子 量が 3, 000以下 だった ら感作 性は ないと いうこ とま
では証明されていないので、これはアレルゲン性にしてしまうと誤解を 生みます。
○梅村座長

でも 、先生、アレ ルゲンの話は 次回なのです けれども、 そのときにも 同じ議

論はするわけですよね。
○穐山専門参考人

それです。 そちらでいい ですけれども 、ここの文 言はどうする かとい

うところです。
○梅村座 長

わ かりま した。 これは 難分解 性とい う部分 だけで はなく て、こ の「（ 1）」

全体の文章を次回 以降のアレル ゲン性の議論 の結果を受け て変えてい こうというこ とでよ
ろしいですか。
○穐山専門参考人
○梅村座長

はい。

わかりました。ほかにございますか。どうぞ。

○石井専門委員

今の御議論は 、分解という ことに関して 、アレルゲ ン性のみに注 目して

行われていると思 うのですけれ ども、頭金先 生からも御指 摘がありま したように、 そのタ
ンパクが分解され て、生理活性 のある小さな ペプチドです ね、そこま でいくのかも しれな
いと。そういうも のが出てくる かもしれない という懸念は 、私はある のではないか と思い
ます。ですから、 既知の生理活 性物質を産生 するような懸 念はないと いうようなこ とも含
めておいたほうがいいのかなという気がいたしますが、いかがでしょう か。
○梅村座長

これは毒性のところで話が出てくる。

○穐山専門参考人

そうすると 、その分解し たペプチドの シークエン スを調べなけ ればい

けないということになりますね。それはかなり大変です。
○石井専門委員
○穐山専門参考人

すごく難しいですか。
難しいと思 いますけれど も、そこまで やってしま うと、常在成 分のデ

ータベースの比較と同じくらいのことになります。
○石井専門委員
○梅村座長

実際上は難しいということでしたら、結構だと思います。

その あたりの背景 があって、食 品常在成分と いう言葉を 使っていたの かもし

れないですね。
○穐山専門参考人
○梅村座長

恐らくそうだと思います。

そこ を外す形にな っているので 、そのあたり はいろいろ な問題が出て くるか
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もしれないので、 一応念頭に置 きながら、次 に進めさせて いただけれ ばと思います 。その
あたりが結局、言 葉に全部かか わってきてし まうので、食 品常在成分 というところ をきち
んと定義できれば 、それはそれ で、やはりそ こに戻ること になるのも 排除しない形 で、少
し議論はここのところはもう少し丁寧にやろうかと思います。よろしい でしょうか 。
引き続き、 この分解 にかかわ る問題の中 で、一つ は in silicoで の話なの ですけれど も、
伊藤先生、これは 前回でしたか 。ごめんなさ い。補助的な ものである ということで 、手島
先生も同じよ うな御意 見だった ので、この 指針の中 では in silico の分析手 法には言及 しな
いというふうにさせていただこうと思います。よろしいでしょうか。
引き続き、この 消化管内での 分解性に関わ る主要な因子 の部分で、 研究班では、 つまり
JECF Aのほ うで、実は特定の酵 素の発現量が 不足あるいは 欠損してい る人において 分解性
に影響を与える可 能性があると 記載されてい たのですが、 その記載を この指針の中 でも言
及すべきかどうか は結論が出な かったので、 この調査会等 で議論をし ていただこう という
趣旨です。
松井先生から御意見をいただいています。
○松井専門委員

後でまた出て くるわけです けれども、こ れは「酸性 化」が違って いまし

て「酸性下」ですが、実際に酸性 下のペプシン 処理での in vitro消 化試験と、中性下 でのパ
ンクレアチン処理 試験が行われ ることが書か れていますの で、そのど ちらでも先ほ どの分
解性が評価される ことになると 思います。し たがいまして 、両方が欠 損しているヒ トは余
り考えにくいのではないかと。だから、あえて書かなくていいのかもし れません。
それと、 ここに書 きませ んでした けれど も、PP Iですね。 プロト ンポンプ インヒビ ター
でpHが 下がら なくて 、そ れによ って、 IgE濃 度が上 がった という 論文が あると 思いま す。
もしこれを 書くので したら 、どちら かとい うとPP Iを使って いらっ しゃる方 のほうが 多い
と思いますので、pHについてでも書いたほうがいいと 感じています 。
○梅村座長

でも、基本的には書かないほうがいいということでしょうか。

○松井専門委員
○梅村座長

そうです。書く必要はないのではないかと思います。

この あたりは、ほ かの委員の先 生方はどのよ うにお考え でしょうか。 手島先

生からは 、指針案 の策定 でも、 JECF Aだけで なく EF SAでも GM植物 のアレル ゲン性 評価
のガイドラインで 、そういう集 団のことが例 外として述べ られている ということを 紹介し
ていただいている のですけれど も、このあた りはどうでし ょう。御意 見をいただけ ますで
しょうか。
どうぞ。
○髙橋課長補佐

手島先生から も、本件につ いては御議論 をいただき たいと承って おりま

す。ただ、これま でのアスパラ ギナーゼの評 価では、特定 の酵素の発 現量の不足、 欠損に
ついては特に確認 をいただいて おりませんの で、もしそう いったこと を本指針から 必要と
していただくので したら、要請 者にどういっ た資料を出さ せたらよい かというとこ ろも含
めてご議論いただけると助かります。
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○梅村座長

まだ 今は書くかど うかも決めて いないのだけ れども、実 際に指針に書 くとな

ると、どのような 資料を出すか というような ところまで議 論をしない とならないと いうこ
とにはなりますが 、松井先生の 御意見は、特 に書く必要は ないのでは ないかという ことで
す。
○松井専 門委員

もし 書くの でした ら、今 も言っ たよう に、今 回の指 針では 2種類の 人工

消化試験をやっていますので、それで対応するというような書き方には なると思い ます。
○梅村座長

このあたりは御意見はありますか。どうぞ。

○頭金専門委員

酵素欠損をし ているような ヒトに対して は確かに注 意をしないと いけな

いのですけれども 、一方におい て、こういう 酵素欠損とい う方は、先 ほど松井先生 がおっ
しゃったようなP P Iを飲んでい る方は疾患 を持っている ので、医療機関 にかかってい ます。
従って、そのよう な場合は、医 療従事者がこ ういうことに 注意しなさ いというよう な話で
あって、食品健康 影響評価とい うのは一般の 人が使うとき のリスクを 評価するのか なとい
うように思います。
○梅村座長

どうぞ。

○森田専門委員

今、言われた PP Iは本当 にcomm onで使 われているも のだと思いま すし、

comm onとは言 いすぎか もしれま せんけれ ども、 確かに飲 んでいる 本人はち ゃんと病 気と
して自覚を持って いるでしょう し、薬を渡す のは医療従事 者というこ ともあるでし ょうけ
れども、その医療 従事者が例え ば、こういう 添加物を使っ たものを食 べないように という
ような注意をする とは考えられ ません。私も 実際の酵素欠 損者が非常 に少ないので あれば
いいかなと思った のですけれど も、手島先生 の御意見をお 読みしまし て、ここに書 かれて
いるように低 pHとか、highペプ シンでない集 団においては 留意が必要 であるという ような
ものを脚注で入れ る。どちらに しても脚注に なると思いま すから、そ ういう文言を 脚注で
入れておくのはよいのではないかと思います。
以上です。
○梅村座長

そう なのですけれ ども、そうす ると、ちゃん と全てカバ ーできている かどう

かというような言葉は大丈夫でしょうか。どうぞ。
○山添委員

確か に理屈の上か らでは、消化 の機能が非常 に低い方に おいて消化が できに

くい状態が生じる ということは 考え得るとは 思うのですけ れども、我 々は別に無菌 ではな
いので、実は腸内 細菌もペプチ ド分解もいろ いろなものの 消化酵素を 出しています し、切
ってしまっている わけです。一 番大事なのは 、ここでは添 加の補助に 使ったときの 実際の
分量というか、量 の問題が非常 にわずかなも のについても 、ここまで 配慮をする必 要があ
るのかどうか。量 が多ければ当 然のことなが ら、問題とな るわけです けれども、こ こで使
う量の範囲におい て、我々の消 化器官全体と して考えた場 合に問題と なるのかとい うこと
も御議論をいただければと思います。
○梅村座長

いかがでしょう。どうぞ。

○石塚専門委員

今回のはあく までも指針な ので、個々の ケースの評 価のときには 、こう
25

いうことも考慮する必要があると思うのですけれども。
○梅村座長

それを脚注に一応触れておくかどうかという。

○石塚専門委員
○梅村座長

指針のレベルでは、なくてもいいのかなと思っています。

ほか に御意見はご ざいますか。 今のところは 触れずにい くという、そ の個別

に各論でそのとき そのときには 当然、それは アスパラギナ ーゼのとき もそうでした か。そ
のときそのときの ところで対応 していくとい うのが意見と しては大勢 ですが、いか がです
か。よろしいですか。
それでは、まず はその形で進 めさせてい ただきたいと 思います。実は 5個の項目の うち、
「（ 3）」「 （ 4）」 には御意 見はい ただいて いない のです が、「（ 5）」の 「酵素を 使用
した食品を摂取し たとき、当該 酵素及びその 分解物が当該 食品の主要 な成分の」と いうよ
うな文章のところで、事務局からでしたか。これはどうなっていますか 。
○治田係 員

事 務局よ りとい うこと で、「 （ 5）」 の項目 につい て、ア スパラ ギナー ゼの

評価ではこのよう な記載をいた だいていたと いうことを参 考情報で記 載しているの と、あ
と21ペ ージの 2つ目の四 角囲み のところ で佐藤 先生か ら記載に ついて 御意見 をいただ いて
いるので、そちらについて御議論をいただければと思います。
○梅村座長

ということで。

○佐藤専 門委員

「（ 5）」に つきま しては 、事務 局から のアス パラギ ナーゼ のとき の記

載を拝見すると、 当該食品とい うのがタンパ ク質というこ とで、タン パク質を主成 分と捉
えて過剰 摂取の 問題が 起きな いとい うこと になっ ている のです けれど も、「 （ 5）」 のほ
うに戻っていただ いて、当該食 品というのが 今回の酵素で はないとす ると、食品の 主成分
というのはタンパ ク質ではない 場合というの も想定できる なというと ころで、一体 この文
章は何を目的とし て書かれてい るのかがよく わからなかっ たので、コ メントとして は酵素
の主成分がタンパ クで、タンパ クが過剰摂取 にならなけれ ばいいとい う話なのかと 思って
コメントを入れました。
もともとこの文 章は、結局タン パクを多く 取らなければ いいという内 容なのでしょ うか。
そのときに当該食 品と言ってし まうと、酵素 はいろいろな 酵素があっ て、酵素を使 った食
品の主要成分がタ ンパクではな い場合という のは何か話が 合わないな というのと、 アスパ
ラギナーゼに関し ては確かに食 品の主成分が タンパクであ る場合は、 タンパクの過 剰摂取
なのですけれども 、ほかの食品 の場合は主成 分の過剰摂取 の問題とタ ンパクの摂取 に結び
つかないなというので、ここは専門家の皆さんに御意見を。
○穐山専門参考人

これはタン パク質だけで はなくて、当 該食品の主 成分の過剰摂 取の問

題が起きないこと ですから、例 えば、炭水化 物あるいは糖 ですね。例 えば、糖尿病 の方に
血中の糖が上がっ てしまう可能 性があります よね。酵素の 分解物が影 響する可能性 がない
かどうかを確認するということだと思います。
○梅村座長

つま り、酵素がそ ういう吸収や 排泄などに影 響を与える 可能性も含め て書い

てあるということですか。
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○穐山専門参考人
○梅村座長

そうです。

どうぞ。

○中江専門委員

今の意味はわ かりますけれ ども、ここの 文章とは違 うことです。 この文

章は、あくまでも 、その酵素を 使った食品の 主成分につい て述べてい るのだから。 佐藤先
生がおっしゃった ように、それ が何かはわか らないですね 。糖質かも しれないし、 タンパ
ク質かもしれない 。けれども、 今、先生がお っしゃったの は一般論と して、その人 が食べ
ているものが酵素 を使うことに よって変わる かもしれない 、あるいは その分解物に よって
変わるか もしれ ないと いうこ とだか ら、こ この「 （ 5）」 で言っ ている ことと は違う 概念
のことだと思います。
○梅村座長

森田先生、どうぞ。

○森田専門委員

研究班でも御 議論があった と思うのです けれども、 この文章の原 文が言

っているところは 、先生が言わ れたように、 その成分を入 れることに よって、例え ば、当
該食品の吸収が非 常によくなっ たりなど代謝 の変化があり 、添加物を 入れた食品そ のもの
の何らかの成分が 過剰摂取とい うような状況 にならないよ うに、とい うことを考え られて
いる。私も今回 はそのよう に解釈しまし た。だか ら、そうい う意味にと れないのであ れば、
文章の表現が違うのではないかと思います。
アスパラギナーゼ の場合は、そ もそものタン パク成分の摂 取がそれで上 がるという よう
な状況ではなかっ たので、では 、添加物とし ての量はどう か。これは アスパラギナ ーゼの
場合はかなり大量 に添加すると いうような条 件がついてい たので、添 加物そのもの タンパ
ク質量が増えないかということで、評価書にはこのような表記になった のだと思い ます。
○梅村座長

これ は酵素が入っ ているその食 品の主要な成 分ではない ということで すかね。

○穐山専 門参考 人

そ うだと 思いま す。本 来のこ の「（ 5）」の 意味は 、当然 、食品 に添

加したタンパク質 の過剰摂取の ことも考えら れるのですが 、例えば、 炭水化物ある いは脂
質も含めて、その 酵素を入れた ことによって 、それを食べ る人が食品 からの主要成 分の過
剰摂取を起こさな い。吸収がよ くなったりし ないという知 見があるか どうかを確認 すると
いうことだと思います。
○梅村座長

これは「当該」がなくなってしまえばいいですか。

○中江専門委員

おっしゃって いることの意 味はわかりま す。ただ、 多分この文章 では、

こういう議論が読 んだ人の中で は起こるでし ょうから、書 き振りを考え たほうがいい です。
それから、単純な 質問がもう一 つあるのです が、そうだと すると、こ れは過剰摂取 の話だ
けをなさっている けれども、酵 素もしくはそ の分解物が何 かの栄養素 の摂取を抑制 するこ
とも考えないとい けないですよ ね。この酵素 あるいは分解 物が、当該 食品、という 言葉に
なるのかはわから ないけれども 、もとの食品 に関係する栄 養バランス を変えてはい けませ
んよということを言いたいのですね。
○穐山専門参 考人

そ うです。 ただ、こ れはもう JECF Aのそのも のを訳し たものな ので、

恐らく私は原文を 読むと、糖尿 病の方が糖の 吸収が多くな ってしまう ような酵素と か分解
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物でないことを想定しているのではないかと思います。
○梅村座長

わかりました。ここはもう一回、文章を考えないとだめですね。

どうぞ。
○髙 橋課 長 補佐

ただ 今先 生 方か ら御 指 摘を い ただ いた JECF Aの 原 文は 、 参考 文献 1の

JECF A T RS373の 13ページ でござい ます。 JECF Aの 記載は、酵 素のみに 焦点を当て たも
のではなく、食品常在 成分に関する ものでござい ますが、今いた だいたご指摘 やJECF Aの
原文も踏まえて、次回までに整理させていただくということでいかがで しょうか。
○梅村座長

わか りました。今 のこの文章が 悪いというこ ともよくわ かりましたし 、ここ

はそれで少し直し ましょう。説 明を聞いてい るのと、この 文章は合っ ていないです ね。わ
かりました。
ここまではよろしいですか。どうぞ。
○中江専門委員

議論を蒸し返 すようで申し わけないので すけれども 、ちょっと気 になっ

たのは、 さっき の「（ 2）」の 話です 。議論 の結論 自体に それほ ど異論 はない のです が。
ただ、これはケー ス・バイ・ケ ースで判断す るから書かな い、これは オーバーオー ルの指
針なのでスペシフ ィックなこと を書かない、 というのはわ かるのだけ れども、そう だとす
ると、ケース・バ イ・ケースと いうのはどう いうケースで 、どういう ことを想定し なけれ
ばいけないのか。
例えば、大分前 に、酵素でな いですけれど も、過酸化水 素の評価を したときに、 カタラ
ーゼの低い hypocatalasemiaの人たち の話を したでは ないで すか。あ れは過 酸化水素 だか
らですよね。だけ れども、これ は酵素ですよ ね。しかも、 酵素が消化 管で分解され る話を
していますよね。 そうすると、 過酸化水素に おけるカタラ ーゼのよう な特異的な代 謝酵素
の話をしているの ではなく、一 般的な消化酵 素の話をして いるので、 ケース・バイ ・ケー
スと言われると、では、どんなケースが想定されますか。
もうちょっと厳 密に言うと、 どんなケース ではそういう 特異なグル ープを考えな ければ
いけなくて、どん なケースでは 考えなくてい いということ が何となく 区別されてい るので
しょうか。それが されていない としたら、ケ ース・バイ・ ケースと言 ったって、ど うした
らいいのという話 になりますか ら、どんなと きに特異グル ープの存在 が想定される べきな
のかというのは何となくイメージがよくわからないので、教えていただ きたいです 。
○梅村座長

どの先生にお答えしていただけますか。

○中江専門委員

何を言いたい かというと、 しなくていい よというの なら、別にし なくて

いいです。でも、 議事録で「ケ ース・バイ・ ケースでする 」と残ると すれば、では 、どん
なときにするのか というのが何 のイメージも なく、とりあ えず文言だ けでやるとき はやり
ますと言ったって 、ある案件が あったときに 、これはそれ をしますか ということを 議論し
てから始めるのか という話もし ないといけな い。そうした ら、もう書 いておけばい いので
はないかというこ とになります から、議論す るかどうかを 議論すると いう評価をし ている
わけでしょう。そ れは全てのも のについてす るのなら、そ れはここに 脚注であろう が書い
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ておくべきだし、 そうでないの なら、こうい うときはする よというこ とを何となく イメー
ジが欲しいというのが私の質問です。
○梅村座長

わか りました。脚 注にはなるの だろうけれど も、脚注に 書くかどうか は今後

また事務局と相談 して、入れる かどうか、入 れるなら、ど んな文章に するかという のは、
また今後の議論にさせていただきたいと思います。ここまではよろしい ですか。
次は「 III

酵素の毒性 」ですけれ ども、アレ ルゲン性に関 する箇所に ついては、先生方

から御意 見をい ただい ている のです が、今 日は御 意見を いただ いた先 生が 2人 とも御 欠席
ですので、アレ ルゲンに関し てはたびた び話していま すけれども 、11月以降の審議 にさせ
ていただきたいと思います。
それ以外の箇所について、事務局から説明してください。
○治田係員

そ れでは、 21ペー ジの 3行目か ら「 III

酵素の毒 性」という ことで御説 明を

させていただきます。
まず、5行目です けれども、「1

90日 間反復投与 毒性試験（ げっ歯類）」というこ とで、

本項は新たに書き 足したもので すが、こちら は添加物評価 指針の対応 する箇所に準 じると
いう記載になってございます。
続きまし て、 22ペー ジ「 2

遺伝毒性 試験」 ですけ れども、 こちら も同じ ように添 加物

評価指針の対応する箇所に準じるとなっております。
「3

ア レルゲ ン性」 は、今 、座長 から御 説明い ただい たとお り、次 回とい うこと で、

28ページまで飛ぶのですけれども、よろしいでしょ うか。
28ペ ージ、 「第 3．一 日摂取 量の推計 」とい うこと で、ここ はまず 事務局 より、研 究班
の原案では「一日 摂取量の推計 等」となって おりましたけ れども、添 加物評価指針 の表現
に合わせて「等」を削除しております。
3～10行目か ら記載を いただ いており ますけ れども 、こちら は前回 、佐藤 先生、石 井先
生、北條先生から 御意見をいた だいたので、 それらも踏ま えて研究班 の原案から記 載を変
更してございます。
また、先ほども 御説明いたし ましたけれど も、石井先生 の御意見も 踏まえて、「 最終食
品内で変性・失活 する又は分解 ・除去されて いる場合には 」というこ とで、食品内 での分
解についてもここで触れているということでございます。
西先生から御意 見をいただい ておりますの で、後ほど御 説明をいただ ければと思い ます。
事務局からは以上になりますので、御審議のほど、よろしくお願いい たします。
○梅村座長

毒性 のところはア レルゲンがほ とんどなので すけれども、90日間反復 投与と

遺伝毒性試験につ いては今回、 特に先生方か らもコメント をいただい ていないので すが、
今もし何かあれば、よろしいですか。
そうな ります と、「 第 3．一 日摂取 量の推 計」の ほうに 行きま す。こ こは石 井先生 から
御意見をいただいています。
○石井専門委員

食品内でその 酵素が分解さ れる可能性が あるわけで すけれども、 そうい
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ったことが実際に 起こるとなる と、実際に摂 取する酵素量 との間に解 離ができるわ けです
ね。そうした場合 に、過剰な見 積もりになる ということを 考えて評価 していくべき かなと
考えましたので、このように書かせていただきました。
○梅村座長

ありがとうございます。

西先生、よろしいでしょうか。
○西専門委員
○梅村座長

前回欠席しましたけれども、特に追加の意見はありません。
森田先生はよろしいですか。

○森田専門委員

石井先生の御 意見では、こ の変性・失活 、分解・除 去に関しても 、どこ

か別のところで述 べておいたほ うがいいとい うことでよろ しいでしょ うか。そうい う項目
を設けてというようなことになるのでしょうか。
○石井専門委員

食品中におけ る、そういっ た変化、それ については 、やはり取り 上げる

べきかなと思っております。
○森田専門委員
○梅村座長

わかりました。そのとおりだと思います。

「第 1章」の「 第 3．」 の「 2」の ところ あたりに 掲載し ている というこ とで

すよね。
○髙橋課長補佐

確認させてい ただきたいの ですが、原案 では、摂取 量の項目で、 過剰な

見積もりになると いう意味で食 品内のことを 書かせていた だいたので すが、ただい まのご
指摘は、別の項目 で記載したほ うがよいとい うことでしょ うか。また は、摂取量の 項目の
ままでよろしいでしょうか。
○梅村座長

石井先生は今どちらと言っていましたか。

○石井専門委員

場所について は、私もどこ が適切なのか は、今はよ くわかりませ んが、

先生方の御議論で決めていただければと思います。
○梅村座長

森田先生は御意見はございますか。

○森田専門委員

ここまではず っと消化管内 の話が基本的 にあるので 、もしその食 品内で

の変性等について 述べるとした ら別立てにし て、それでど ういったふ うに述べるか という
のを少し検討しな いといけない と思います。 何かそれに対 して実験を させるのか、 また変
性していないこと を証明させる のか。それとも 、
「変 性するよう なことがある 場合は～ 」、
というような記述だけにとどめるのかという検討になると思います。
○梅村座長

わか りました。今 日はこの石井 先生から御提 案があった 内容をどこか で記載

するということ。
どうぞ。
○関野評価第一課 長

今、御議 論をいただい ている点です けれども、 先ほど事務局 からの

28ページ以 降の説明の際、説明 の仕方の関係 で少し先生方 に伝わらな かったのかも しれま
せんが、前回、食 品中で分解さ れる部分はど うやって考慮 するかとい ったところに 関して
は、影響を受ける とすれば、一 日摂取量のと ころではない かという話 になり、また 、本日
の28ページ、29ページで いただいたボ ックスの御意 見を踏まえて、先 ほど事務局の ほうの
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説明では、28ペー ジの 7～ 8行目にかけ て、まさにその点は 一応こうい う形で反映さ せてい
ただいているというところで説明をさせていただいております。
○梅村座 長

な るほど 。森田 先生、 今は「 第 3．一 日摂取 量の推 計」の 課長か ら説明 があ

った7行目からの記載になっているということです。
○森田専門委員

石井先生の御 意見では、い きなりここに 出てくるだ けではわかり にくい

のではないか、ということだと思いますけれども、そういう意味ではな いですか。
○梅村座長

そうでしたか。

○石井専門委員

別に考えてい ったほうがい いのかなと、 私は考えま した。ただ、 ここの

御議論で決めていただければと思います。
○梅村座長

わか りました。こ れはもう一度 、別立てにす るとなると 、どこに別立 てにす

るのかと いう話 にもな ってし まうの ですけ れども 、「第 3．一日 摂取量 の推計 」のと ころ
が一番いいのかな とも思うので すが、その辺 はもう一度、 時間をもら って、もし適 切な場
所があるのであれ ば、そのほう に記載を移す 。あるいは内 容も少し踏 み込んで書く のであ
れば、書くという ようなことを また改めて議 論をさせてい ただければ と思います。 石井先
生、森田先生、西先生もよろしくお願いいたします。
それで、各論、 ここまでで何 かありますか 。ないようで したら、最 初にお話をし ました
基本的な考 え方に 戻って 議論をす るので すが、 もう時間 があり ません ので、 6ペ ージの 26
行目からの項目に ついてですが 、冒頭、事務 局からも説明 がありまし たように、前 回の審
議を受けて、酵素 の指針につい ては添加物指 針への追加と いう形では なくて、別途 新たに
作成することにな りました。こ れに伴って、 添加物指針で の基本的な 考え方のうち 、酵素
の指針にも必要と 思われる考え 方は本指針案 でも示すべき と思います ので、今後、 事務局
のほうで整理して いただき、次 回以降に専門 調査会で検討 したいと思 います。よろ しくお
願いいたします。
少しまごまごし てしまいまし たが、ここま ででその他は ございませ んでしょうか 。全体
的にでもよろしい のですが、な いようでした ら、今回この 加工助剤に 関する食品健 康影響
評価指針案の策定に向けた議論はこれまでにしたいと思います。
それでは、同指 針案について は、本日の議 論を含めて、 次回以降、 引き続き審議 するこ
とといたしますが、よろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

ありがとうございます。

事務局から今後の進め方について説明してください。
○治田係員

本日 、先生方より いただいた御 意見について 、事務局の ほうで整理を させて

いただき、次回改めて御審議をお願いしたいと考えております。
○梅村座長

よろしくお願いします。

それでは、全般 を通じてでも 結構ですが、 何かございま したら、ど うぞお願いい たしま
す。
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特になければ、 本日の添加物 専門調査会の 全ての議事を 終了いたし ます。事務局 から次
回の予定等について何かございますか。
○後藤評価専門官

次回会合は、11月 30日（水）10時か らの予定です 。よろしくお 願いい

たします。
○梅村座 長

それ では、 以上を もちまし て、第 155回 「添加物 専門調 査会」 を閉会い たし

ます。どうもありがとうございました。
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