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（事務局）
川島事務局長、東條事務局次長、関野評価第一課長、池田評価情報 分析官
髙橋課長補佐、後藤評価専門官、治田係員、新井参与

５．配布資料
資料1

添加物（酵素）に関する食品健康影響評価指針（案）

資料2

加工助剤（殺菌料及び抽出溶媒）の食品健康影響評価の考え方（案）

参考資料1

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
リスク評価方法の確立に関する研究（平成27年度食 品健康影響評 価
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参考資料2

添加物に関する食品健康影響評価指針

参考資料3

遺伝子組換え食品（微生物）の安全性評価基準
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６．議事内容
○梅村座 長

それ では、 定刻と なりまし たので 、ただ いまから 第 158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16名の専門委員に御出席いただいておりま す。
また、本日は専 門参考人とし まして、前回 までに引き続 き、国立医 薬品食品衛生 研究所
の穐山浩先生、明治大学の中島春紫先生に御出席いただいております。
なお、岩手大学 の鎌田洋一先 生、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、東京大 学大学院の山 川隆先生は 御都合により 、本日
は御出席いただい ておりません 。しかし、引 き続き今回の 指針案を御 確認いただい ており
ますので、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、髙橋 専門委員、北 條専門委員は 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158回添加物 専門調 査会議 事次第」 を配布 してお りますの で、
御覧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

それでは、 まず、資料を 確認させてい ただく前に 、先般、食品 安全委

員会の委員の改選がございましたので、その御報告をさせていただきま す。
このたび、新たに委員に就任されました山本委員でございます。
○山本委員

おは ようございま す。1月 7日に熊 谷委員の後任 で着任いたし ました。私自身

は発足当初からプ リオン専門調 査会のほうに ずっと属して おりまして 、そちらのほ うで専
門委員をやらせて いただいてお りました。農 薬とか添加物 関係は専門 とはちょっと 違うの
ですけれども、自 然毒とか微生 物・ウイルス の関係につい ては担当し ていくことに なりま
す。プリオンも当 然ずっと続け ていくことに なると思いま す。こちら では勉強させ ていた
だきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
○後藤評価専門官

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、資 料 1とし て「添 加物（ 酵素） に関す る食品 健康影 響評価 指針
（案）」。
資料 2と いたし まして 、添加 物のう ち「加 工助剤 （殺菌 料及び 抽出溶 媒）の 食品健 康影
響評価の考え方（案）」。
参考資料1といたしまして「加工助剤に関するリスク評価指 針案」。
参考資料2といたしまして「添加物に関する食品健康影響評 価指針」。
参考資料3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」。
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机上配 布資料 といた しまし て、資 料 1の添 加物の 酵素に 関する 食品健 康影響 評価指 針の
案から四角囲みを削除したものでございます。
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。

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 。本日 は前回 に引
き続き、加工助剤 のうち酵素の 指針案につい て議論をした いと思いま す。前回まで に一と
おり御審議いただ きましたので 、今日は改め て最初から確 認していき たいと思いま す。事
務局から説明してください。
○治田係員

それ では、御説明いた します。右肩に「資料 1」と書 かれています 資料の 4ペ

ージを御覧ください。よろしいでしょうか。
まず、資料の冒 頭に、北條先 生からの「内 容を確認させ ていただき ましたが、特 にコメ
ントはございませ ん」とのコメ ントを掲載し ております。 なお、事前 に御確認いた だき、
特に御意見なしと 承った先生方 につきまして は、欠席の先 生のみ本資 料に掲載して おりま
すので、その点を御承知おきください。
それでは、内容の御 説明に入らせ ていただきま す。まず、 3行目から「第 1章
いうことで、4行目「第 1

総則」と

背景」とございます 。こちらは 24行目 、25行目に赤字で 修正が

ございますけれども、前回の御審議を踏まえて修正をしたものでござい ます。
5ペー ジの 13行 目から「第 2

目的 」とございま すけれども 、21行目の下の四 角囲みで「事

務局より」という ことで、「加 工助剤ではな い酵素につい ても本指針 の対象となり ます」
ということで事務局より補足させていただいております。
23行目か ら「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 」というこ とで、

その下に四角囲み がございます けれども、「 事務局より」 といたしま して、前回の 御審議
を踏まえ て、本 項目の 構成を 整理しま した。 具体的 には、 新たに 「N OAELの 決定」 とい
う項目を追加いたしまして、各項目の順番も変更いたしました。
その下、さらに 「事務局より 」といたしま して「記載の 位置づけを 明確にするた め、柱
書を追加い たしま した」 というこ とでし て、柱書 きと申 します のは、 6ペ ージの 1行 目、 2
行目です。今回より 追加した記載 ですので、こ の部分は本来 赤字になっ ているべきと ころ、
黒字になっていますけれども、この2行を追加いたしました。
その下 、 6ペー ジに赤 字の部 分がご ざいま すけれ ども、 前回ま での御 審議を 踏まえ た修
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正でございます。特に 28～36行 目につきまし ても、前回の 御審議を踏ま えて、既に ある添
加物指針の記載を基に追加させていただきました。
7ページ の最初 の「事 務局よ り」と いう四 角囲み に、今 、申し 上げた ような ことが 書い
てございます。
3行目か ら「 4

食 品健康 影響評 価」と ございま して、 赤字で 修正が 入って ございま す。

17行目の下 の四角囲みで すけれども 、中江先生 より御意見を いただきまし て、性差 につい
て、添加物指針で記 載がある一方 、本酵素の指 針では特に記 載しており ませんでした ので、
10行目、 11行 目に「な お、N OAELは 原則とし て、性差 も考慮し た上で雌雄 を区別し て決
定する」との一文 を追加させて いただきまし た。この雌雄 に関する記 載は確かに添 加物指
針にはあるのです けれども、今 の目線で見て 、改めて記載 する必要が あるかどうか という
ことで御確認をいただければと思います。
8ペー ジで「5

その他」とございま して、こちらは前回 までの御審 議を踏まえた 修正で

ございます。 また、「（ 3）」の部分 で「現在、 JECF A等で」 とございま す。直前に いた
だいたもので本資 料への反映が 間に合ってい ないのですけ れども、こ の部分は本日 御欠席
の山川専門参考人 より御意見を いただきまし て、「これま で使用され た経験が浅く 、まだ
一般に使われる試 験とは言えな いので、採用 されないとい う意味で問 題ないと思い ます」
ということで御意見をいただいております。
26行目 から「第 4

評価に必要 な資料等 の考え方」 とござい まして、 32、 33行目は 形式

的な修正でございます。
9ペー ジの 11行 目の「3」の記載でござ います。GLPに関 しまして、14行目の赤字 で消去
されている部分で すけれども、「（ GL P対応施設）」 の後ろの「等」 ですが、先生 方に事
前にお送りした資 料では、この 「等」は削除 されていなか ったと存じ ますけれども 、その
後、事務局でさらに検討しまして、この「等」を削除いたしました。
その他、27行 目の下の四 角囲みですけ れども、中江先 生より GLPに ついて御意見 をいた
だいております。 10ページの 最初にござい ますように「事務 局より」というこ とで、御意
見を踏まえて記載 を修正したの ですが、その 後、さらに中 江先生より 御意見をいた だいて
おりますので、後ほど御説明いただければと思います。
10ページ の9行 目から「第 2章
があるのが 、 28行目の 「第 2

各論」とい うことで、前 回までの御 審議を踏まえ た修正

安全性に 係る知 見」か らでござ います 。この 部分に関 しま

して、本日御欠席 の鎌田専門参 考人より「修 正について適 切と考えま す。特段の意 見はご
ざいません」との御意見をいただいております。
また、直前にい ただいた御意 見でして、資 料への反映が 間に合って いないのです けれど
も、山川先生からも 11ペー ジの 16、17、18行目の修正 に関しまし て、「毒物と同じ く単に
検出されてはなら ないとするの ではなくて、微量であれば 問題ないよう な物質につい ては、
先述主張していた ように有害影 響を与える範 囲で検出され ないこと。 すなわち、こ の指針
の記載では脚注で 健康影響を与 える範囲で検 出されないこ とというこ とで、既存の 食品に
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もあるような微量 であれば問題 ないというこ とが示されて いるという ことで、問題 ないと
思います。」とい う御意見をい ただいており ます。先に山 川先生の御 意見を紹介し てしま
い、前後しますけ れども、前 回までの御審 議を踏まえ まして、16、17、18行目の記 載を修
正してございます。
この部分につき まして、25行目の 下の四角囲 みですけれど も、中島 先生よりこの 部分を
御解説いただいて おりますので 、後ほど御説 明いただけれ ばと思いま す。その次に 穐山先
生からも御意見をいただいておりますので、後ほど御説明いただければ と思います 。
続きまして、12ページ の2行目から「 2

酵 素の消化管内 での分解性に 関連する事 項」と

いうことで、こちらは前回までの御審議を踏まえた修正のみでございま す。
13ページ で「 3

酵素 の毒性」とございまし て、11行目から「（ 3）アレルゲ ン性」です。

この中の 13、14行 目のところで「また合理的 な理由がある 場合には、一部を省略す ること
ができる」との記 載がございま す。合理的な 理由とはどの ようなもの かということ で、穐
山先生、また、本 日は御欠席で すけれども、 手島先生、柘 植先生から も御意見をい ただい
ております。また 、本日は御欠 席ですけれど も、髙橋先生 からも「『 合理的な理由 がある
場合』という部分 が非常に不明 確ですので、 合理的な理由 とはどのよ うなものか具 体的に
明示すべきだと思います。」と御意見をいただいておりますので、御紹 介いたしま す。
14ページ に修正がござ いますけれど も、前回までの御審 議を踏まえ た修正でござ います。
最後に 15ペー ジの 21行目で 「第 3

一 日摂取量 の推計」 ですけれ ども、前 回までの 御審

議を踏まえて、若 干文言の修正 がございます 。この点で西 先生から御 意見をいただ いてい
ますので、後ほど御説明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

ありがとうございました。

それでは 、頭の ところ から行き たいと 思いま す。 4ペー ジの 24行目 「アレ ルゲン性 」と
いう内容がアレル ギー誘発性と 感作性とに分 かれるという 議論をこれ までもしてき たので、
そこを括弧書きで入れたということで、ここはよろしいですか。
ページを めくり まして 、13行目の 「第 2

目 的」の ところで す。下 に四角 書きで事 務局

より「加工助剤で ない酵素につ いても本指針 の対象となり ます」とい うことですが 、この
あたりは佐藤先生 、これは示唆 していただい たのでしょう か。違いま すか。これは 実際は
加工助剤以外でも 、つまり加工 助剤でないと いうことは最 終産物にも 残るような使 い方を
される酵素があるという意味なのですよね。
○髙橋課長補佐

御説明をさせ ていただきま す。既存の流 通している 酵素の一部に は、最

終製品に混ぜたま ま残るような ものもあると 承知していま す。仮に、 そういった酵 素の評
価依頼があった場 合も、この指 針に従って御 判断いただけ ればという ことで記載を させて
いただきました。
○梅村座長

この 点について何 か御意見はご ざいますか。 もともと加 工助剤ですの で最終

産物には残らない という定義の 中で、しかし 、全て残って しまった場 合を想定して の安全
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性評価というやり 方をしてきた ので、残るこ とに対する評 価の考え方 が異なること はない
と思うのですが、 今までずっと 加工助剤のう ち酵素につい てという言 い回しで審議 を続け
てきたので、最後 のところで実 は加工助剤で はない酵素も あるかもし れないという 話にな
っているのですが、そのあたりは何か御意見はございますか。
これはばく露量 を計算する際 、加工助剤以 外の酵素のば く露量はど うするのです か。つ
まり加工助剤では 全量残ると仮 定しているけ れども、加工 助剤以外の 場合は残るこ とを前
提とされているので、そのときはどうするのですか。
○髙橋課長補佐

ばく露量、つ まり一日摂取 量の推計にお きましては 、全量が残る ことを

前提として計算さ れ、最終的に 残らない加工 助剤の場合は 過剰な見積 もりになるこ とがあ
るとされております。
○梅村座長

だか ら、それでは なくて、加工 助剤でない酵 素の場合は 残ることを前 提とし

ている以上、全てが残るとするのかどうかなのですか。
どうぞお願いします。
○佐藤専門委員

酵素は、その 食品をつくる 間に加熱など により変性 してしまって 、もと

の性質を持ってい ないという状 態だと、酵素 そのものは残 っていても それは加工助 剤扱い
で、最終食品の中 でその酵素の 活性を持って いるときは加 工助剤以外 の扱いになり ます。
今回この委員会で は最終的に変 性しても、と にかくそれが 残っている ということで 安全性
評価をしていただ いているので 、その考え方 でいくと、加 工助剤であ ってもそうで なくて
も結局酵素と評価 をされている ので、この記 載は正しいと 思います。 その一方、加 工助剤
（酵素）というタ イトルをつけ てしまうと、 そのタイトル だけを見た 方が、では、 加工助
剤でない酵素はどうしたらいいのだろうと迷われるかなとは思います。
○梅村座長

私の 質問は一日摂 取量などのば く露量を計算 するときに 、もともと残 存しな

いとされている加 工助剤の場合 、全てが残っ て、全て活性 を持ったま ま残っている と想定
しているわけです よね。過剰な 見積もりとな るとの議論が ありました けれども。で は加工
助剤以外で、つま り残っている 量がわかって いるような場 合でも、全 量が残ったと してし
まっていいかどうかということ。そういう記載はなっていないと思うの です。
○佐藤専門委員
○梅村座長

過剰な見積もりにはならないということですか。

もう 明らかに過剰 な見積もりと いうか、実際 に残ってい る量がわかっ ている

にもかかわらず、全量を残っているとするというようなやり方でいいの かどうか。
穐山先生、どうぞ。
○穐山専門参考人

この前の梅 村先生の研究 班で少し議論 になったか と思いますけ れども、

基本的に流通で実 際に産業界に 聞いたところ 、酵素の場合 は結局、流 通の段階でま だ生き
た状態で働かせる ということが あるそうです 。その場合は 加熱過程をし ていないわけ です。
分解もしていない 。最大に添加 したのをその まま食品とし て摂取する わけですから 、そう
いう想定を使う場 合は添加物の 摂取量の最大 見積もりで推 定する必要 があります。 そうい
うときのことも考えると、最大見積もりで推定する方が良いかと思いま す。
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○梅村座長

わかりました。この点でほかに何かありますか。よろしいですか。

それでは、本日 より加工助剤 （酵素）はや めて、単に酵 素というこ とにしたいと 思いま
す。もともと評価 指針のところ で添加物（酵 素）になって いるので、 この酵素は加 工助剤
として、この後に 審議します殺 菌料とか溶媒 からは切り離 して審議し ていました。 酵素は
これだけで独立し た評価指針を つくるという ことでしたの で、大きな 問題はないか と思い
ますが、よろしいですか。
それでは 、引き 続き、 6ペ ージに なって 、事務局 からも 説明があ りまし たよう に、 1～ 2
行目は実 は赤字 で書く べき場 所だっ たので すが、 この 2行 の文章 が入り ました 。よろ しい
でしょうか。
それ以降は、酵素 量の考え方と 安全性に係 る評価の流れ については語 句の訂正だけ です。
「3

N OAELの 決定」のところ で28行 目から文章が 入りました。こ れは添加物の 評価指

針の文章を持って きたというこ とだと思いま すが、中江先 生、これは これでよろし いです
か。
○中江専門委員
○梅村座長

結構です。

ほかにございますか。よろしいでしょうか。

松井先 生、こ れはN OAEL の決め た方で 、以前 の書き 方だと何 か誤解 がある ような 、こ
れはそのあたりを 考慮して「原 則としてそれ らのうち最も 低い用量の もの」という 言葉が
入っている文章になっているのだと思うのですけれども。
○松井専門委員
○梅村座長

これで結構だと思います。

ありがとうございます。

ほかによろしい ですか。ペー ジをめくり まして、3行目の「 4

食品健康 影響評価」です。

ここは中江先生。
○中江専門委員

これは既に直 していただい ているので、 私としては これで結構で すけれ

ども。先ほどコン テンポラリー に見ればどう かというコメ ントがあり ましたが、も ちろん
それはそうなので 、今回は殺菌 料云々のもの が別にあり、 そちらには 性差が書いて あった
から、大もとの指 針等を含めて 全部合わせて ほしいという のが私のコ メントですか ら、全
部なくすなら全部なくす、全部入れるなら全部入れるにしてくださいと いう意味で す。
○梅村座 長

わ かりま した。 このあた りはど うでし ょうね 。実際 にN OAELは 雄と雌 から

出すので すけれ ども、 低いほ うをそ のまま 1つで出 すのが 通例か と思い ます。 特に性 差が
メカニス ティッ クにあ るよう な場合は 、あえ て雄と 雌の別 々のN OAEL を表示 すると いう
ようなやり方をし ているのだろ うと思うので すが、この 10～11行 目の文章で、その 現状を
反映しているかどうか。
山添先生、どうぞ。
○山添委員

多分 、中江先生も この案をつく ったときにお られたと思 うのですが、 その当

時、提出されてい た申請の書類 の中には性別 も記載がない というデー タもあったり したの
で、実験動物種、特 にrodentで は感受性に 性差があるの で、そこをき ちんとした記 載をし
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てもらおうという こともあって 記載をしたよ うな経緯と記 憶をしてお ります。今か ら見れ
ば、ある意味で当 然と思われる 方もいらっし ゃると思うの ですけれど も、その当時 はそう
いう現状であった こともあって 、前回のとき にはこういう 記載の仕方 をしたのだと 思いま
す。
要は、基本的には「性差も 考慮した上 で」と11行目 に書いてあ りますが、ここの 意図は
感受性の違いを考 慮し、雌雄を区 別して決定 するというニ ュアンスだと 思います。だ から、
性差も考 慮して 雌雄を という のは何 か 2回繰 り返す ような 感じな ので、 場合に よって はそ
この「性差も考慮 し」のところ を「感受性の 違いを考慮し 、雌雄を区 別して決定す る」と
しておけ ば、意 味とし ては成 り立つ 。どち らかと 言うと、 さらに 言えば 、 ageの問題 も本
当は加わってくる のですよね。 だから、感受 性の差と入れ ておくのも 一つの方法か なと思
います。
○梅村座長

ありがとうございます。

ほかに御意見はございますか。山添先生の御提案は。
○山添委員

「性 差も考慮し」 というのは雌 雄と重なると 思うので、 そこのところ を「感

受性の違いを考慮し、雌雄を区別して決定する」とする。
○梅村座長

どうぞ。

○中江専門委員

そうなると話 が変わってき ます。感受性 ということ になると、今 、山添

先生もおっしゃっ たように性差 以外の問題も 出てくるので 、それであ れば、そうい う書き
方をしないといけ なくなります 。雄の NOAELと雌のN OAELに ついて 、先ほど座長 もおっ
しゃいましたけれ ども、ある調 査会ではそれ を書けと要求 される場合 もありますし 、ここ
では別にわざわざ 雄のN OAELがどう 、雌の NOAELがどうと 、必要が ない場合書か なかっ
たと記憶している ので、どちら かと言うと、 わざわざ要ら ないのでな いかと気にな ってい
たのです。
ただ、性差のあ る場合がある という意味で しょうねと思 ってコメン トをしたので すが、
今のように感受性 云々という話 になってくる と性差だけで はなくなる ので、そうす ると、
また別の話になっ てきます。先ほど申し 上げたように 3つ とも、3つだ けではないの かもし
れないけれども、 ほかのものも 含めて、感受 性に関して云 々という文 章に変えたほ うがい
いのかもしれません。
○梅村座長

そのあたりはどうでしょうね。山添先生、ありますか。

○山添委員

一番 簡単なのは、 もう皆さんが 常識ならば、 書かなくて いいと。それ は中江

先生はどうですか。
○中江専門委員

そういうこと であれば、私 のそもそもの コメントは そろえてくだ さいと

いう意味ですから、全部そうしていただければ結構です。
○梅村座長

この 10～ 11行目の 文章は削除し てはどうかと いうあたりで す。感受性 につい

て考慮するのは当 然のことで、 それは性差だ けではなくて 、山添先生 も最初にお話 になっ
たageの 話もあ ります し、そ のあた りは書 かずに当 然のこ とであ るとい う形で 、あえ て記
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載しない。もし記 載するのであ れば、全てを ちゃんと網羅 するような 形で書かなけ ればい
けないのではない かというのが 中江先生の御 意見だと思う のですが 、そうであれ ば、10行
目、11行目は削 除という形で いきたいと思 うのですが、何 かほかに御意 見はございま すか。
よろしいでしょうか。
それでは、ここは削除ということで整理させていただきます。
○中江専門委員
○梅村座長

そうであれば、関連のものは全て削除していただかないと。

もち ろんです。関 連というのは 、この後の殺 菌料のとこ ろに出てくる もので

すか。
○中江専門委員
○梅村座長

大もとのものです。

添加物評価指針をここでいじれますか。そのあたりはどうですか。

○関野評価第一課 長

今の御議 論で添加物の 大もとのほう の指針も、 この文章に関 しては

不要だということ が確認できま したので、こ ちらのほうで 引き取らせ ていただいて よろし
いでしょうか。い つのタイミン グでやるかに 関しましては 、添加物の 指針自体、こ この部
分を変えるためだ けにやるのが 妥当か、ある いはほかのと ころも少し 事務的な意味 で手を
入れるような場面 があれば、そ のタイミング でということ で、若干時 間的な直すタ イミン
グはこちらのほうで預かる形で猶予をいただければ、助かります。
○梅村座長

よろしいですね。

その後の14行目、17行目は語 句の訂正にな ります。
次にペ ージに 行きま して、 ここは 「 5

そ の他」 のとこ ろです けれど も、欠 席の先 生で

したか。御指摘いただいた先生は御確認をいただきましたか。
○治田係員

本日 御欠席の山川 先生から、こ れでいいと思 いますとい う趣旨の御意 見をい

ただいております。
○梅村座長

大きく変えたところはないですか。

○髙橋課 長補佐

前回 の御審 議を受 けまし て、「 （ 3）」 はわか りやす くした という こと

と、「（4）」は前半部分を削除させていただいております。
○梅村座長

わかり ました。 「 5

その 他」で、 8ペ ージの 2～ 24行 目に関し て何かあ りま

すか。前回の審議を反映させた直しになっていると思いますが、よろし いでしょう か。
8ペー ジの 26行 目の「第 4

評価に必要な 資料等の考 え方」を「 1」～「6」まで書 いてあ

るのですが、特に議論 が必要なのは 9ペ ージの「 3」のところで すね。中江先生、お 願いで
きますか。
○中江専門委員

「 3」に関 しては直して いただいたの で、これで結構 です。「5」 につい

ては、そこに書いてある とおりですけ れども、GLP未対応 のものでも 使うよという 話なの
であれば、そこに GL Pの規定さ れている期間 を要求しても 何それと言 われることも あるで
しょうから。GLPの対応 施設の場合は この文章でい いけれども、そう でないところ に関し
ては脚注でも何で もいいですが 、おおよそと いうか目安の 期間を書い てあげないと 不親切
ですねという意味です。
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○梅村座 長

わ かりまし た。ま ず「 3」 のとこ ろは「 GL P対応 施設等 の適正に 運営管 理さ

れている試験施設 」という形に しております 。この試験施 設の後ろに は「等」はつ けない
で、適正に運 営管理さ れている 試験施設 、GLP施 設も含め てですけ れども、N ON -GL Pで
も適正に管理され ていればよい という意味で 、ただ、適正 に運営管理 されているこ とは絶
対に必要なので「等」を抜いたということです。よろしいですか。
それでは、その次に「 5」で す。標本 、生デ ータの保管の 期間につい ての話なので すが、
「GL Pに規 定され た期間 又は評 価が終 了する までの 間保管 」とい うとこ ろです けれど も、
中江先生からは脚 注か何かで具 体的に書いて はどうかとい う案もあり ますが、いか がでし
ょうか。
○中江専門委員

事前に申し上 げていなかっ たのですが、 例えば添加 物専門調査会 に提出

することを目的と して実施した 試験結果の報 告である場合 はこの文章 でいいのだけ れども、
そうでなくて、既に存 在する報告、申請 するために行 った試験の 結果でない、それ がGLP
の試験結果報告で あれ、学術論 文であれ、何 でもいいのだ けれども、 そういうもの をスポ
ンサーが持ってき たときに、こ の文章はちょ っとニュアン スがおかし いなと思うの です。
例えば、当該申請と全然 関係なく大学 がやったり、 GLP施 設がやった りした試験結 果の報
告であるときに、それらは何もここに出すためにやっていないわけなの で。
○梅村座長

そのときに生データとか標本を残しておいてもらいたいかどうかです 。

○中江専門委員

この文章で 、GLP施設は通 常それらを 契約内容と GL Pに従って当 然保存

するでしょうけれ ども、その後 の「評価が終 了するまでの 間保管し」 というのはい かがな
ものでしょう。当 該申請のため に行う試験だ ったら、そう しろとスポ ンサーが最初 から言
えるのだけれども、そ うでない、既存の ものを持って きたときに、そ れがGLP施設 による
ものであろうがな かろうが、評 価するまで置 いておけとい うのを誰が どう頼むのか という
ところ。
○梅村座長

問題 は生データと か標本が残っ ていないよう なものに対 して、申請を 受けつ

けないのかどうかということですよね。実際にそのあたりはどうなので すか。
○髙橋課長補佐

もちろん最初 から全ての生 データがつい ていたほう が細かいとこ ろまで

評価していただけ ると思うので すが、実際と しては、仮に 生データが 提出されず試 験の概
要のみが提出され た場合、生デ ータが必要で あるという御 意見があり ましたら、生 データ
の提出を要請者に 依頼すること になるのかと 思います。そ の結果、古 い試験なので 生デー
タを保存していま せんでした、 となった場合 には、その評 価が可能な のか、可能で ないか
どちらかになるの かと思います 。つまり、生 データがない から最初か ら申請を受け つけな
いということはな いのではない かと思うので すけれども、 生データは 保存しておい ていた
だいたほうが、望ましいという形かと思います。
○中江専 門委員

結局 これは 「第 4」 の考え 方の大 きな項 目なの で、評 価に必 要な資 料等

の考え方 の 1つな わけで すよね 。だか ら、必 要だと 言って いるわ けです 。そう すると 先ほ
ど申し上げたよう に、繰り返し になって申し わけないけれ ども、この 申請のために スポン
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サーが試験をさせ たのであれば 、これでいい のです。だけ れども、そ うでないもの に関し
て、こう書かれて も何それとい う話になるわ けです。契約 上の問題で 出せないとか つまら
ないことも含めて 、この文章は ニュアンスと しておかしい のです。た とえ、それを 望むと
言っても、そもそ もない場合は どうするのだ とかいう議論 に当然なっ てくるので。 という
わけで、「第4」の 1項目 として、この文 章があるのに は違和感があ ります。そうい うのが
望ましいのはわか ります。標本 はあったほう がいいねとい うことでし ょう。その、 あった
ほうがいいねとい う文章なら、 まだわかるけ れども、とい う話です。 ところが、そ もそも
評価が終わるまで 置いておけと か、そういう ことを要求で きる場合は要 求できるけれ ども、
要求できない場合 も多々あるだ ろうと思うの で、それなの にそういう ことを書いて あるの
はおかしいですか ら。できれば 、そういうも のはあったほ うが望まし いねくらいの 文章に
修正する か、も しくは 極端な 話、こ れを「 第 4」の 項目と して挙 げるか どうか という 問題
も含めて考えていただければと思います。
○梅村座長

相当 望ましいので すけれども、 ない場合もし ようがない という形なの で、ど

こかには文章とし ては入れたい というところ はあるのだろ うと思いま すが、それを 項目立
てにしてやってし まうと、そこ が縛りになっ てしまうとい うのが中江 先生の危惧さ れてい
るところだと思い ます。そのあ たりは事務局 で考えてもら えますか。 委員の先生方 に共通
の認識として、原 則的には生デ ータがあるべ きだという考 え方なのだ けれども、だ からと
言って、ないもの に対して申請 を受けつけな いわけではな いという考 え方で、しか し、な
いことによって詳 細な評価がで きない場合は それで棄却す る場合もあ り得ることも 考えな
いといけないので 、そのあたり は努力目標で はないですけ れども、何 と言うのだか わから
ないですが、そうい うニュアンス が入るよう な文章の位置 だったり、言 葉の内容とい うか、
それでいいですよね。
○中江専門委員

例えば、動物 試験の生デー タ及び標本は 必要に応じ て提出できる ことが

望ましいとか。
○梅村座長

事務局、今の考え方でよろしいですか。

○池田評価情報分 析官

例えば 、申請のため に行った動物 試験の場合 だと、望まし いでは

弱いのかなという気もするので。
○中江専 門委員

そう いうこ とでは なくて 。 2つ書 くなら いいで すよ。 この試 験のた めに

行ったものはこう する、そうでないも のはこうする、と 2つ書 くのならい いけれども、 1つ
の文章でそれを両 方ともあらわ すためにはこ れじゃ強過ぎ る。何度も 言っているよ うに、
まさに今おっしゃ ったことで、 当該申請のた めに新たにど こかに依頼 してやった場 合、そ
れはこうですよと 。そして、そ れしか認めな いのなら、そ れはそれで いいです。た だ、そ
れなら逆に、それ しか認めない とどこかに書 かないといけ ない。そう でないという のであ
れば、両論併記す るか、両方と もいけるよう にするかのど ちらかだか ら、両方とも いける
ようにするために は、別に私が 言ったとおり に書かなくて もいいけれ ども、そうい う言い
方でないと包含さ れないから 。2つ書くのな ら2つ書くでもい いし、こ れのためにす ること
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でないと 今後は 認めま せんと いうの なら、 それは それで 1つのポ リシー ですか ら、ど ちら
でもいいです。
○梅村座長

原則 的にはそちら なので、それ を残して、脚 注で例外事 項も認めるよ うな話

にしてもいいかもしれないですけれども、そのあたりは工夫してみてく ださい。
○関野評価第一課 長

今の理解 は、この文章 だけだともう 既に申請資 料として出す 前に残

っていないケース があったら、 いかんともし がたい場合も あるという ことだと思い ます。
そういったものが きちんと例外 というか、そ ういったもの が除かれる ような文章に するこ
とで、むしろ申請 段階で現存す るものを出さ なくていいと か、あるい は捨てていい とか、
そういったことではないような文章にしたいと思います。
○梅村座長

それ はそちらが大 もとなので、ただ、GLP 試験でやった ものだって GL Pの保

管期間を過ぎてい たら、もう捨 ててしまって いるかもしれ ないので、 生データがな いとい
う理由だけでそう いうデータを 使えないのか というところ が今、議論 になっていた ところ
だと思います。そのあたりの例外規定も含めた形で記載をしていただけ ればと思い ます。
○中江専門委員

今の議論がよ くわからなく なったので、 これは質問 ですけれども 、香料

のことを持ち出す のはよろしく ないのかもし れないですが 、例えば、 香料の場合、 古いデ
ータしかなかった というのがあ りました。も ちろん香料で ないもの、 新しく添加物 を今か
らつくりますとい うものの場合 は今からする 試験もあるの だろうけれ ども、古いデ ータし
かない場合だと今 からする試験 以外のものも 出してきても よかったわ けですよね。 今の議
論だと、酵素に関 してある特定 のものに関し て申請を今か らしましょ うというとき に、原
則論としてそれに 関する資料と いうのは、そ れ用に GLPが 適用される 試験機関にさ せるも
のとしているのですか。
○髙橋課長補佐

原則としまし ては、酵素に限らず、ど の添加物も GL P施設で試験 をとい

うことかと思います。
○中江専門委員

新たにその申 請用に試験を させる、ある いは自社で するものが原 則であ

って、既存の報告 とか既存の試 験の結果を情 報として出し てくるのは 例外なのです か。私
は、今までこの調 査会でそちら が原則で、そ れ以外は例外 という概念 を持ってなか ったの
で、単なる私の誤解かもしれないけれども、そうなのですか。
○髙橋課長補佐

原則は、新たに 申請するた めに試験を行 うということ かと思うので すが、

ただ、実際には、 既に海外で流 通していたり 、国内でも食 品安全委員 会が設立され る前か
ら流通している添 加物がたくさ んございます 。したがって 、これまで は、その大原 則に当
てはまらない、既 存の添加物の 基準改正とい った諮問が多 くなってお りましたので 、先生
方には、結果とし て新規試験で はない資料を 御覧いただい ていたこと が多いのでは ないか
と考えております。
○梅村座長

どうぞ。

○穐山専門参考人

これは酵素 だけではない かもしれない ですけれども 、基本的には 本来、

添加物を申請した ときには流通 するもの、製 剤あるいは原 体ですね。 それが申請し てきて
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上がったものの安 全性を評価し ているわけで すから、つま り、既存の データという のは、
既存のものはもう 既に安全性が 終わっている ものでありま す。それと 今回申請して くるも
のとは違うもので す。酵素など は基本的に抽 出あるいは生 産するもの もありますし 、動植
物からとってくる ものもありま す。その不純 物も含めての 安全性評価 なので、毒性 実験で
すよね。過去には基本的にはないと思います。申請してくるわけですか ら。
○中江専門委員

そんなことは 。添加物以外 のもので使っ ていたもの を添加物に使 おうと

いう場合もあるわ けだから。既 に添加物以外 のものとして 流通してい たり、あるい は流通
していないかもし れないけれど も、先ほどお っしゃったよ うに海外で 使っている場 合もあ
ったり、それはい ろいろあるわ けだから、全 てが全てこの 申請の資料 をつくるため に今か
ら全部、用意ドン で試験をやり なさいという わけでは今ま でも現実に なかったし、 これか
らも違うでしょう。
○穐山専門参考人
○梅村座長

原則はそうではないですか。原則はそうですよね。

原則は申請する際に、その安全性評価試験を行って提出する。

○中江専門委員

それはそうで すよ。そうい うことはない とおっしゃ ったから、な いこと

はないと言ったのです。
○穐山専門参考人

ただ、原則 はそうだと私 は思っていて 、つまり既 存のデータを 使うと

いうことはそのも のの毒性試験 、酵素そのも のの参考にな りますので 、そこはデー タとし
て評価するべきだと私は思います。
○梅村座長

わかりました。どうぞ。

○山添委員

先生 方の御意見は 、中身につい てはそんなに 違っていな いと思います 。結局

は我々のところで 直接的にお願 いできるとい うのは、要は 申請に際し て実施した動 物実験
の生データはこう いうふうに保 管をして出し てくださいね ということ で、ほかの既 存の資
料についてはそれ に準じた取扱 いが望ましい ということは 、皆さん方 の間ではそん なに違
っていないと思い ます。ここで 我々が言える のは、申請に 際して実施 した動物実験 の生デ
ータはGLPに規定さ れた何々と いうことで規 制をしておけ ばいいのでは ないですか 。実際
には、ここで議論 したことで、 ほかのデータ についてはそ れが利用可 能であれば、 提出を
お願いするという ことではいけ ないのでしょ うか。その辺 のところに 先生方の御意 見の違
いがあったら書き 加えなければ いけないけれ ども、違いが なければ、 そういうこと で今日
の議論の内容で、議事録で解釈をするというのはいかがでしょうか。
○梅村座長

つま り、原則と言 っておきなが ら、そういう 例が余りに 少なかったと いうと

ころなのだろうと 思います。で も、原則はそ ちらで、穐山 先生がおっ しゃるように 同じも
のはないので、そ れこそコンタ ミしているも のも違うだろ うし、それ を代用してコ ンタミ
のところも見て、 この前のデー タで評価でき るかどうかと いうことを 委員会で議論 して、
その既存のデータ を使ったりと かしていたわ けなので、原 則はそのた めのデータが 必要な
わけです。先生方 は皆さんがそ のように思っ ていらっしゃ ると思うの で、このあた りはも
うこれでよろしいかと思うのですが、どうでしょうか。どうぞ。
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○吉田委員

私も そのように思 います。これ は指針でござ いますので 、座長のおっ しゃる

ことに同意します。
○梅村座長

ありがとうございます。

今、議論で例外 の事象も説明 していただき ましたし、議 事録に残り ますので、あ とは今
このままの文章だ と、それ以外 はだめなのか というあたり がわからな いので、その 辺は少
し脚注なり、例外 規定について もカバーでき るような文章 を入れてい く工夫をして いただ
ければと思います。よろしいでしょうか。どうぞ。
○石塚専門委員

9ペ ージの「 4」ですけれども、 ほかのところ だと結構、「何々す るべき

である」とか「原 則として」に なっていて、 さっき「望ま しい」とい う言い方は弱 いので
はないかというお 話だったので すが、ここは 「推奨」だけ で、実際に は素人の方が される
こともあるので、 常識としては あり得ないと 思うのですけ れども、こ こだけがすご く優し
い表現になっているなと思いました。
○梅村座長

吉田先生、どうぞ。

○吉田委員

私は この当時、こ れは恐らく添 加物指針から ですけれど も、病理学的 所見と

いうのがディフィ ニティブにな ることが多い ので、ただ、GLP施設に おきましては 教育訓
練ということの項 目があります ので、素人と いうことはあ り得ないし 、そうでない 場合も
あるので、何をも って十分な経 験かというの は、これは非 常に想定的 なことになり ますか
ら、多分それが原 則とすると言 ったら、では 、何が十分な 経験かとい うことにもな ります
ので、そういうこ とを原則とし てということ で、ほわっと 書かれたの であって、こ こは余
り突き詰めますと 、これをまた 定義しなくて はいけません ので、恐ら く当時の添加 物の指
針案で苦労されて つくられたの ではないかと 思います。病 理の評価の 位置づけと、 あとは
そのクオリティということだと私は理解をしております。
○梅村座長

どうですか。よろしいですか。

○石塚専門委員

読んでいて定 義が難しいか ら、先生のお っしゃると おり、こうい う表現

になったのだろう なと思ったの ですけれども 、ほかのとこ ろに比べて 表現がやわら かかっ
たので違和感を覚えただけで、このままでも結構です。
○梅村座長

推奨 するよりちょ っとだけ強め の言葉はあり ますか。推 奨するくらい でいい

のか。
○中江専門委員

添加物指針の ときに私もい たので、余り こういうこ とを言っては いけな

いのでしょうけれ ども、今、見 ると確かにお かしいですね 。吉田委員 がおっしゃっ たこと
がベースにあるの だけれども、 ほかは十分な 経験がいらな いのかと。 何で病理だけ という
理由が吉田先生の おっしゃった ことなのです 。でも、それ は書いてい ないので、こ の文章
だけを見ると、逆 に、何で病理 以外は十分な 経験が要らな いのかとい うような取ら れ方を
されないとも限ら ない。議事録 に残ってしま うから、この 議論はここ でしなかった ほうが
よかったのでしょ うけれども、 した以上はし ようがないの で、その辺 をどうしたら いいか
ということになってしまいましたね。
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○頭金専門委員

毒性評価もそ の分野のエキ スパートがや らないとい けないのです けれど

も、病理が専門で ない私のよう な人間からす ると、特に病 理について は、評価者の 差が出
やすいの かと思 います ので、 「 4」が あえて 記載さ れてい るのか なとい うよう に私は 感じ
ました。
○梅村座長

逆に 言えば、だか ら緩く書いて あるわけなの で、書いて あることだけ で大分

目立っているとい うか、病理だ け書いてある ので、という 意味なのだ ろうと思いま す。こ
れは添加物の評価 指針にもあり ますし、この ままでいいか なという気 もします。石 塚先生
が懸念されていた ことは、ほか は書いていな いので、ここ だけ書いて あるので、そ れだけ
でも相当突出してはいるわけです。
一方で弱く表現 したという、 何か出たり引 っ込んだりし ているよう な感じではあ るので
すけれども、その あたりも添加 物指針の際に も苦労された のだろうと 思いますし、 頭金先
生がおっしゃった ように、一方 で本当に病理 の診断で相当 いろいろあ ります。経験 とか知
識が評価に偏るよ うな結果とし て出てくるの で、それは GLPの規 定の中でも今、大 きく問
題になっていると 思いますけれ ども、病理組 織診断という のがそれだ けすごく個人 の能力
に依存していると ころがあるの で、それでこ の文章をあえ て入れたの だろうと思い ます。
そういう意味で、 このあたりの 表現で一応残 しておく。先 生は残さな いで強くしろ と言っ
ていたのだけれど も、このあた りで収めてい ただければと 思いますが 、何かほかに ござい
ますか。よろしいですか。
それでは 、次は 11ペ ージま で行き まして、 「 1

基 原生物の 安全性 」の「 ②有害物 質の

産生性」のところ で、前回、中 島先生は御欠 席だったので すが、少し 議論が進んで 、こう
いう形にさせていただいたのですが、先生から少し御説明をいただけま すか。
○中島専門参考人

前回いなか ったので、ど こまで進んだ のだか。私 の意見として 書かせ

ていただいた分は 解説ですので 、お目通しい ただければと 思います。 文章の訂正は これで
よろしい かと思 います が、「 6」の解 説つけ 足しの ところ は、一 番最後 に「な お、マ イコ
トキシンは検出さ れてはならな い」とありま すが、ここの 真意は閾値 のない毒物は 見つか
ってはいけないと いうことで、 それは前半部 だけで十分読 み取れるの で、私がここ だけを
見ると、マイコト キシンだけ何 でここでとい うふうにも見 えるので、 ここはなくて もいい
かなとは見えます。解説になっておりませんが、これでよろしいでしょ うか。
○梅村座長

わかりました。このあたりは穐山先生、よろしいですか。

○穐山専門参考人

中島先生の 御説明で大体 理解できたの ですけれども、11ページ の注釈

の「 6」が 入った お陰で 大体わ かった のです が、有 害物質 は何な のかと いうと ころが ずっ
と疑問点で、有害 という定義が 、今、我々は リスコミをや っています けれども、何 でも基
本的には全ての物 質が多量に食 べれば害があ るのです。だ から、ここ で言う有害と いうの
は少量で害を出す という定義と 考えておりま す。そこでそ う考えると 、マイコトキ シンは
当然閾値がないも のもあるので 、そこは当然 検出されては ならないと ころなのです けれど
も、閾値があるも のがどこまで 入っていいの かという話に なってくる と、これはリ スク評
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価ですよね。
例えば、ちょっ とわからない のは、リスク 評価はリスク をどれだけ あるかを評価 すると
ころなのだと思う のですけれど も、そうする と、もし有害 な不純物が 入っていたと して、
それがどれだけリ スクがあるか を食品安全委 員会でやらな ければいけ ないのではな いかと
思ってきてしまっ たのです。こ の不純物がも しあったとし たら、有害 な物質があっ たとし
たら、摂取量 を含めて 、リスク評 価を食品安 全委員会でや るのではない かと。だけど 、今、
基本的に例えば、 鉛とか、カド ミウムとか、 水銀とか、天 然で入って くるものは、 恐らく
リスク管理で結局 、規格で縛っ ていますよね 。では、何を リスク評価 でやるのだと いう話
になってくるので す。そこが曖 昧になってく るのではない かと思って います。有害 物質と
書いてしまうと、 有害元素はど うするのです かという話に なってくる のです。ヒ素 、鉛、
カドミウム、水銀 、これは天然 から来ますよ ね。それはリ スク管理機 関に任せます か。こ
こは何を有害と言うかなのです。
○梅村座長

ここ はもともとマ イコトキシン を念頭に置い ての項目立 てだったので すよね。

○穐山専門参考人

私は結局、 当然マイコト キシン以外に 病原菌から 出てくる毒素 がある

と思うのです。そ こも含めてだ と思います。 ただ、それは 病原性があ るということ が前段
にあるわけです。 つまり、トキ シン産生性の 病原性がない ものを由来 にする。ここ である
程度は評価ができ る。真菌みた いなマイコト キシン産生の ものが多分 、次に挙がっ てきま
す。だから、毒素と限定していたというところがあると思います。
○梅村座長

そこ で中島先生が 危惧されてい たのは、12ペ ージの四角 囲みの中にい ろいろ

と例を挙げていた だきましたけ れども、この あたりで入っ てしまうの は仕方がない ことな
ので、それを全てゼロにするのは無理だというところでしたか。
○中島専門参考人

そういうこ とです。ラフ ィノースとか 、こんなも のが何で毒な のかと

おっしゃると思 うのですが 、これは OECDの報告 書の中で、 遺伝子組換 え作物の中 ではこ
れが生理活性阻害 物質として指 定されていて 、この量をチ ェックする ようにという ことが
ありますので、こ ういうものも ある程度はち ゃんと見てい るという形 を示さないと 、将来
的に問題になる可 能性があると いうことを心 配したからで す。しかし 、私もこれが 毒だと
思っているわけで は全然ないの で、それが有 害物質とか、 そういう言 葉でイメージ だけが
先走ってしまうのを心配しているということです。
○梅村座長

これ は一緒に書か ないほうがい いのではない ですか。そ うでもないで すか。

最初から穐山先生 が御提案のよ うに、ここは マイコトキシ ンを念頭に 置いて書かれ たので
あれば、マイコト キシンについ ての話をして 、別立てで中 島先生が危 惧されている ことを
カバーするような文章にするというのはいかがですか。
○中島専門参考人

マイコトキ シンだけで、 閾値のない毒 物で基原生 物がカバーで きるの

であれば、私もそれ でいいと思う のですけれ ども、今のとこ ろはすぐに 思いつかない ので、
マイコトキシンは 検出されては ならないで、 これで当面問 題はないよ うにも思いま すが、
先々も大丈夫かなと、そこだけを心配しているだけです。
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○梅村座長

穐山先生、どうですか。

○穐山専門参考人

例えば、動 物あるいは植 物は当然、二 次代謝物で 毒物がありま す。こ

れらもここには入 ってくるとい うことですよ ね。そこは原 則検出され てはならない のでは
ないでしょうか。 範囲で入って もいいとして しまうのは、 そこは評価 しなければい けない
のではないですか。
○梅村座長

その ときに、例え ば、ラフィノ ースとかいう ようなもの に対してはど うです

か。
○穐山専門参考人

そうすると 、申請者にラ フィノースが これだけ入 っていても大 丈夫だ

というデータを求めなければいけないということですよね。
○梅村座長

それ はコンタミと いうか、何で 規定すればい いというこ とですか。「 ②」は

有害物質の中にマ イコトキシン も含めたもの が入って、こ れはこれで いいわけです よね。
問題は中島先生が 危惧されてい た、ラフィノ ースや何かは 大量に入る と健康障害を 起こす
けれども、これは この「②」の 中に入らない ですよねとい うことです 。ここに入ら なけれ
ば、それはそれでよしということですか。
○穐山専門参考人
○梅村座長

入らなくても、そこは評価を別途するかどうかなのですけれども。

そうすると、この脚注「6」は要らなくなる。

○穐山専門参考人

ここをどう しようかと今 、悩んでいる ところなの で、ここは入 れてお

きますか。よくわ からないです けれども、先 ほど言いまし たように、 多量に摂取し た場合
に健康影響を及ぼ す可能性のあ る物質。これ は結構広がる ということ です。いろい ろなも
のが入ってくると いうことです 。影響を与え る範囲で検出 されないこ とが確認され ている
ことを申請者に求 めるというこ とです。つま り、申請者が 何らかの評 価をするとい うこと
ですよね。この辺 だったら大丈 夫だというふ うに、摂取量 も含めて評 価して提出し なさい
ということですよね。
○梅村座 長

こ の「 6」 は要る けれど も、後 ろのな お書き は要ら なくな ってし まいま すよ

ね。
○穐山専門参考人
○梅村座長

中島先生、これでオーケーですか。

○中島専門参考人
○梅村座長

「なお」は要らないと思います。

そのほうが誤解はないように私は思います。

先生 が危惧されて いた物質を有 害物質と呼ぶ のはおかし いという御意 見だっ

たようなので、「 ②有害物質の 産生性」の中 にはラフィノ ース等の物 質は含まれて いない
と考えれ ば、そ の部分 につい ては「 6」のと ころで 「多量 摂取し た場合 に健康 影響を 及ぼ
す可能性のある物 質」の中に入 れて、それは 与える範囲で 検出される 。この「なお 」の手
前までのところで止める。
○中島専門参考人

それでよろ しいと思いま す。これはも ともとラフ ィノースとか は食品

のあれでして、今 回は添加物で すので、そも そもの量のレ ベルも違う と思いますの で、私
はそれでよろしいかと思います。
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○梅村座長

どうぞ。

○中江専門委員

この議論を知 っている人は わかるかもし れませんが 、そうでない 人がこ

れを読んだ場合に、有害物質とこ こで言って いるのがマイ コトキシンを 想定している とか、
あるいは閾値のな いものを想定 しているとか 、そんなこと はわからな いですよね。 マイコ
トキシンであると か、ここで言 っている有害 物質というの は閾値がな いものだとか 、ある
いは少量でという のはまた定義 が必要でしょ うけれども、 少量でも影 響があるもの だとか
いうことは何も書 いていないの で。単に産生 される有害物 質だと書いて あるだけなの です。
本文には定義され ていない。逆 に言えば、不 純物は「産生 するもの」 でないので、 ここに
含まれない。
ですから、それ が本当にマイ コトキシンな どの少量で有 害性を持つ ものだけを言 ってい
るのなら、それこ そ有害物質の ところに脚注 をつけて、こ こで言って いる有害物質 はそう
いうものですと書 いてくれない とわからない 。逆に言うと 、今のまま なのであれば 、今の
脚注の「なお」より前を本文に戻すのが本来的には正しいと思います。
○梅村座長

どうぞ。

○森田専門委員

今、中島先生 が言われてい るように、今 回この脚注 をつけていれ ば、こ

の有害物質にはト ータルで全部 含まれてくる わけですよね 。検出されて はならないも のと、
多量にとったら有 害なので少量 であっても検 出されるもの は健康影響 がないかどう かを全
部チェックしろと いうことで、 中島先生のお 話を聞くと、 今後そうい う方向性に進 むだろ
うから、それも求 めろというこ とだと思いま す。言われた ように、有 害物質を産生 するこ
とが否定できない ときは、「検 出されないも の」とはどう いうもので あって、「検 出され
ても、それが健康影 響がないこと が確認され ていれば」とい うのがどう いうものであ るか、
というのを本文と なお書きで示 して、注釈で は検出されて はならない ものと少量で あれば
大丈夫なものとは、ある程度わかるように書く必要があると私は思いま す。
もう一点は、穐 山先生の意見 に書かれてい るように、ヒ 素や鉛のよ うな重金属は どちら
かと言う と汚染 物質な ので、 「（ 3） 」の病 原性の 外来因 子のと ころに 含めて これを 読め
るか読めないかと いうのが、私 はわからない ですけれども 、あると思 います。そし て、基
原生物が重金属等 に汚染されて いる場合もだ めとするのか 。ここも健 康影響がない 程度で
あれば、汚染され ていてもよし とするのか。 恐らくヒ素や 鉛などの重 金属は産生物 質では
なくて、 もし注 意書き をつけ るので あれば 、「（ 3）」の ほうで つける 事項で あると 思い
ます。
以上です。
○梅村座長

ただ、このラフィノース等は有害物質ではないという考えなのですよ ね。

○穐山専門参考人

つまり、ラ フィノースと いうのは多量 に食べると 害になるとい うこと

です。有害物質と 定義するのを どこで線引き するかという のは難しい 部分で、わか らない
ですよね。
○梅村座長

これは基原生物の安全性なので、基原生物が産生する有害物質なので 。
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○穐山専門参考人

さっき先生 が言われたよ うに、確かに 汚染物質で あります。た だ、植

物の二次代謝物の アルカロイド とかはここに 入ってこない のですか。 よくわからな いです
けれども。
○髙橋課長補佐

今、有害物 質の範囲と いうことで御 議論をいただ いているので すが、11

ページの 5行目に今の 案といたしま して、「有害作用を 示す物質であ り、代謝物等を 含む」
とされております ので、今の案 としては、も し何か有害作 用を示すも のであれば、 代謝物
等も含まれるというような定義になっております。
○梅村座長

定義は上に書いてあるのですね。

○髙橋課長補佐

はい。ただ、有害物質 の産生性とい うことで、 13行目以下の 記載は、産

生されるかどうかという視点も含まれております。
○梅村座長

話が 何か行ったり 来たりしてし まっているみ たいなので すけれども、 結局ど

ちらがいいのか。
○穐山専門参考人

申請者にそ こまでやらせ るということ ですね。申 請者にそのデ ータを

摂取量評価も含め て毒性評価、 既存のデータ から、この有 害物質と思 われるマイコ トキシ
ン以外のものにつ いては閾値が あって、使う ときに摂取量 はこのくら いあるから、 このく
らい検出していれば大丈夫ですよという資料を提出させるということで すよね。
○梅村座長

もし あればです。 ただ、一方で 、中島先生に お聞きした いのだけれど も、も

ともとは有害物質 の産生性の項 目の中で、先 生はこのラフ ィノース等 を危惧されて 、こう
いう場合もあるか ら、検出され ないこととし てしまうと問 題なのでは ないかという お話で
はなかったですか。
○中島専門参考人
○梅村座長

そういうことです。

ただ 、今のお話だ と、そういう ものを有害物 質の範疇に 入れるのもそ ぐわな

いのではないかと、今、先生はおっしゃっていませんでしたか。
○中島専門参考人
○梅村座長

基本的にはそう思っています。

もし そうだとする と、「②」の 中の話では、 この有害物 質の産生性に 関する

記述で先生が危惧 されているよ うな、有害物 質ではないけ れども、大 量に摂取する と影響
を起こすような物質が含まれていないわけではないですか。
○中島専門参考人

少なくとも 添加物であれ ば、食品であ れば、量的 にこのような 物質が

実際に害になる可 能性もあり得 ますけれども 、解説してく れということ でありました から、
食品でこの例を挙 げております 。しかしなが ら、この部会 は添加物で すので、この ような
ものは有害物質と入れる必要はないように私は思います。
○梅村座長

そう すると、多量 に摂取した場 合に影響を及 ぼすような 物質について を考慮

する必要はないと いうことでは ないですか。 最初の原案で はないです けれども、穐 山先生
が言わなければい けないと思っ ていた、基原 生物の有害物 質の産生性 に関して厳し く規定
するというのがもともとこの「②」の意味だったわけで。
○中島専門参考人

例えば、じ ゃがいもが基 原生物であれ ば、当然、 ソラニンのよ うなも
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のが入りまして、 そうすると添 加物レベルで もそいつが実 際に健康に 影響を及ぼす 可能性
もあり得ます。こ の先にどんな 生物が基原生 物になるかと いうことを 考えると、そ こをま
るきり削ってしま うのは後々ま ずいように思 いましたので 、このよう に言わせてい ただい
ております。
○梅村座長

どうぞ。

○穐山専門参考人

おっしゃる とおり、ソラ ニンとかは二 次代謝物で すから、私は そこは

同じように、原則、検出されてはならないと思います。
○梅村座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

恐らく 遺伝子組換え のほうですと 、今、中島 先生が御説明 いただ

いたような形で、 基原生物から 予測されるよ うな物質につ いて、穐山 先生が言われ たよう
にデータとして説 明をしていた だいて、量的 に問題がない かというこ とを今やって いると
思いますので、そのような形なのかなと思っております。
○梅村座 長

で は、有 害物質 の産生 性の中 に一緒 に話さ ないで 、 2つに 分けた らどう です

か。
○池田評価情報分 析官

言葉は 変わったので すけれども、 遺伝子組換 えのほうだと 有害生

理活性物質とかいう形で一緒にされていたような気がいたします。
○梅村座長

有害生理活性物質ですか。どうですかね。どうぞ。

○中江専門委員

長くなるのか もしれないけ れども、有害 物質につい て書いてあっ て、閾

値のないものは検 出されちゃい けない。一方 で、ソラニン もそうだけ れども、閾値 のある
ものに関しては、酵 素の添加物と してのレベ ルで閾値との 関係がどうな のという話だ から。
閾値がないものは 検出されちゃ いけない。閾 値のあるもの で、使用す る範囲で懸念 がある
場合は、その懸念 がないという ことを示す資 料を出せとい うことでし ょう。それを 書けば
いいのではないですか。
○梅村座長

その閾値という言葉は。

○中江専門委員
○梅村座長

文言はともかくとして。

意味としてはそういうことですよね。それではだめですか。

○関野評価第一課 長

そういう 意味で申し上 げると、今、 書いてある 本文のほうの 「当該

有害物質 が検出 されな いこと 」とい うとこ ろと、 脚注の 「 6」に 書いて あると ころと の関
係を少し 申し上 げると 、本文 が 1つの 基本で すけれ ども、 脚注に あるよ うな、 多量に 摂取
した場合に限って という言い方 も語弊があり ますが、多量 に摂取した 場合に有害性 が気に
なるようなものに 関しては、当 該物質が健康 に与える範囲 で検出され ないことが確 認され
ていることをもっ て、本文で言 うところの「 検出されない こと」とい う形でみなす という
ことなので、今、 御議論をいた だいたものは 脚注のほうで 十分受けて いるかなとは 思いま
す。
検出されないこ とを基本ルー ルにしている のですけれど も、今、御 議論があった ような
物質に関しては脚 注のほうで「 当該物質が健 康影響を与え る範囲で検 出されないこ と」と
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いう形で読みかえ るというか、 みなした形で 指針に沿った 資料が出て くるというこ となの
で、この脚注と本 文のつくりの 関係で申し上 げると、一応 、今の御議 論いただいて いるよ
うな内容は全て受けているかなとは思います。
○梅村座長

穐山先生、いかがですか。

○穐山専門参考人

そういった ケースで、申 請者自身がや っている評 価が正しいか どうか

は食品安全委員会 で評価すると いうスタンス でいいわけで すね。ただ 、そこで検出 されて
いないけれども、 無制限にそれ を使っていい かとか、品質 を一定に保 ってもらわな ければ
いけないわけです から、そこは 何らかの食品 健康影響評価 のところで 使用基準案あ るいは
純度規定、純度規 格を定めると いう評価につ ながってくれ れば、それ はいいのです けれど
も。
○梅村座長

規格 があって、そ の規格の中に 入っている物 質の安全性 を担保、大量 に入っ

た場合に影響を及 ぼすような物 質がその規格 の中では、こ の量なので 安全だという データ
をつけてくれという、今はその話だと思います。
○穐山専門参考人

そうです。 ただ、それを 実際に流通の 段階でそこ を維持しても らわな

いといけないわけ です。そこは リスク評価機 関として、リ スク管理機 関にそこを押 さえる
ように規格をつく ってくれとか 、使用基準を つくってくれ とか言った ほうがいいで す。そ
の辺はここに書かなくてもいいですか。
○梅村座長

それはどうですか。

○髙橋課長補佐

穐山先生の御 懸念の点につ きましては、 諮問の際に 、成分規格の 案や、

使用制限の案を踏 まえて諮問が なされますの で、先生方に 評価いただ く時点で既に 規格案
等はわかっている 状況であり、 それも踏まえ て評価をいた だくという ことになるか と思い
ます。もちろん何か懸念があれば、それをお伝えするのかと思います。
○梅村座長

よろしいですか。どうぞ。

○頭金専門委員

確かに懸念が あるときは、 この調査会で 審議をして 、その結果を リスク

管理機関のほうに 伝えるという ことは当然あ るべきだろう と思うので すけれども、 同時に
例えば、添加物と して使用する 場合に、中島 先生から御例 示いただき ましたラフィ ノース
に関しては、大豆 を生で食べる ことは基本な いですよね。 ですので、 添加物として の使用
経験あるいは摂取 量との関係で 現実には起こ り得ないよう なものであ れば、あえて 規格を
つくってもらう必要もないこともあるのかと思います。
私としては、ここに追加で文章として入れるというところまでは必要 ないと思い ます。
○梅村座長

ほかにございますか。どうぞ。

○山 添委 員

基本 的に は 申請 者が 提出 して きた 実験 動 物で の doseを 変え た 試験 のと ころ

で、そういうもの が本当に生体 にとって影響 を及ぼすよう な量なのか ということは 、ある
程度はそれを含め て判断をいた だければ、あ る程度は不純 物であって も、物として は出て
くるという考え方に基づいて指針ができているのだと御理解をいただけ ればと思い ます。
○梅村座長

どうぞ。
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○中江専門委員

現在の脚注に ついては、先 ほど課長がお っしゃった ことなのです が、ま

ず「なお」以下を 外すというこ とでいいので すね。「確認 されている こと」で今は 終わっ
ていますけれども 、「を含む」 としていただ くと、先ほど 課長がおっ しゃっていた ことが
明確になるので、そうしていただければと思います。
○梅村座長

そう ですね。ここ はもうよろし いですか。随 分長く議論 をしてきた場 所では

あるのです が、一応 、今まと まりつつ ある結論 は、 13～ 18行目ま での文章 で「 6」の 番号
がついて、脚注に その文章が入 り、「なお」 以下を削除す るというこ とでよろしい でしょ
うか。ありがとうございます。
引き続き行きますと、もう一点、13ページ。
○森田専門委員

済みません。先 ほどの汚染 物に関しては どの程度、求 めるのでしょ うか。

ウイルス等だけに するのか、い わゆる重金属 とか一般的な 汚染物質も 汚染されてい ないこ
とを求めるかどうかという点だけ。
○梅村座長

これは穐山先生、お答えいただけますか。

○穐山専門参考人

やはり汚染 物も気になっ ているのです 。ここにもし 含めないとす ると、

森田先生が言っておられたように、1つ別項目を立てていただ かないとまず いかなと。
○梅村座長

外来因子の中に汚染物質は入らないですか。

○穐山専門参考人
○中江専門委員
○梅村座長

そこは読めるのならば、それはそれでもいいですけれども。
病原性の外来因子だから、それは無理です。

そうですね。

○髙橋課長補佐

酵素に限らず 、香料や他の 添加物も同様 と思うので すが、成分規 格の中

に、通常、ヒ素や 鉛といった項 目は入った上 で、諮問がさ れていたの ではないかと 思いま
す。したがって 、酵素に関 しても、他 の添加物と同 じような扱い で、必要 であれば、当然、
成分規格 案に入 ってく るもの ではな いかと 思いま す。酵 素のみ に対し て、特 に「（ 3）」
の病原性の外来因 子の項目に追 記をするのか どうかにつき ましては、 一般の添加物 でも、
そのようには求め てはいなかっ たように思い ますので、そ れも踏まえ てご検討いた だけれ
ばと思います。
○梅村座長

普通 の添加物では 、あえて文章 の中に入って いないけれ ども、実際は そうい

う金属等の有害物 質と考えられ ているような ものに対する ことは、規 格の中で情報 を提供
されているという ことなのです よね。だから 、ここでも同 じように規 格の中で、基 原生物
の汚染の考え方でもいいのかな。そういう情報は入ってくるのですか。
○髙橋課長補佐

成分規格は、 一般の添加物 も同じですが 、流通する 酵素について の規格

として設定される ものと思いま すので、生産 する原料であ る微生物中 の金属濃度な どの規
格までは求めてはいなかったと思います。
○梅村座長

森田先生、そのあたりはよろしいですか。

○森田専門委員

私もそこがわ からないとこ ろで、添加物 そのもので あれば、当然 成分規

格があるのですけ れども、今回 、酵素に関し ては、基原生 物は生産株 等が必ずしも 排除さ
22

れているかどうか がわからない 場合もあるわ けです。そう いう意味で 、わざわざこ の基原
生物に関しての安 全性という項 が立てられて いるので、病 原性の外来 因子と書いて いる部
分で読み取れない のであれば、 ここは少し広 めに書いてお いていただ いて、そうい った汚
染物質も入る形で読み取れるようにしていただければ、問題はないかと は思います 。
○梅村座長

どうぞ。

○池田評価情報分 析官

先ほど 御説明しまし たように、生 産株等が排 除されずに製 品の中

に残ってくる場合 は、それも含 めて、最終製 品として重金 属なりが残 っていないか という
観点での規格になるので、そこは押さえられると思います。
○梅村座長

森田 先生、そうい うことだと思 うのですけれ ども、いい ですか。もと もと基

原生物の中に重金 属が入ってい たとしても、 最終的なとこ ろにもその まま出てくる ので、
そこでチェックす るということ になるので、 それは通常の 添加物と変 わらないとい うこと
で、よろしいですか。
それでは 、続いて 、最後の 議論の場 所は 13ページ の 11行目の「 （ 3）アレ ルゲン性 」の
「①」のところで す。「アレル ゲン性につい て懸念がない か、総合的 に判断する。 また合
理的な理由がある 場合には、一 部を省略する ことができる 」となって いる、この「 合理的
な理由」というの が少し曖昧で はないかとい うのを何人か の先生から 御指摘をいた だいて
いて、穐山先生からもコメントをいただいていると思いますが、説明を いただけま すか。
○穐山専門 参考人

このアレ ルゲン性 の13～14ページに かけての 「 a．」「 b． 」「c．」

「d．」の 中で、「 a．」が 基原生物 のアレ ルゲン性 、「 b． 」が酵素 のアレ ルゲン性 の評
価のところで、今 まで食品安全 委員会で同じ 基原生物のア レルゲン性 を評価されて 、それ
以降にお いて新 規な知 見がな い場合 、ある いは「 b．」の 酵素の アレル ゲン性 の評価 にお
いて、今まで食品 安全委員会で 由来の異なる 同じ酵素のア レルゲン性 を評価してお り、そ
れ以降に新規の知見がない場合は省略してもいいのではないかと思いま す。
○梅村座長

手島 先生や柘植先 生からは、穐 山先生の御意 見に賛同す るということ で御意

見をいただいてい るのですけれ ども、髙橋先 生からも同様 に「合理的 な理由」はど ういう
ことですかと御質 問を受けてい て、今、穐山 先生から御説 明いただい たのですが、 そうい
うことを想定して 合理的な理由 がある場合と しているとい うことなの ですが、この 例をあ
えて例示するか、 今、説明して いただいて議 事録が残ると いう形で収 めてしまうか という
あたりはいかがでしょうか。
もし御異論がな ければ、今、 穐山先生が御 説明していた だいた議事 録をもって、 この合
理的な理由がある 場合の具体例 を挙げたとい う形にさせて いただきた いと思うので すが、
もし御異論があれ ば、何らかの 形で例示する ということに なりますが 、いかがでし ょう。
よろしいですか。どうぞ。
○山添委員

穐山 先生がおっし ゃっていただ いた「同じ酵 素の」とい うところの「 同じ酵

素」はどういう 意味ですか 。要するに アレルゲン の場合、な ぜ懸念をし ているかと言 うと、
アミノ酸配列が同 じものを同じ 酵素と呼んで いるのか。そ れとも活性 を言っている のか。
23

そこだけをディスカッションを一応しておいたほうがいいのかなと思い ます。
○穐山専門参考人

私は、由来 が異なってい るけれども、 酵素はアミ ノ酸シークエ ンスが

ほぼ同じと考えています。
○山添委員

それ ならば、非常 にわかりや すいです。酵 素の製剤は活 性で ECの分類 で基本

的には来るので、 人によって解 釈が違うと思 うので、ここ で穐山先生 が何を指して おっし
ゃったのかということを確認しておけばいいと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

よろしいでしょ うか。それで は、これで酵 素の議論は終 了しました ので、続いて 、資料
2です 。加工助剤の うち殺菌料及 び抽出溶媒 の考え方の案 について議論 したいと思い ます。
事務局から説明してください。
○治田係員

それ では、時間も 押しています ので、かいつ まんで説明 をさせていた だけれ

ばと思います。「資料2」と右肩に書かれている紙を御覧くだ さい。
まず、最初は北 條先生より、 本日御欠席で すけれども「 内容を確認 させていただ きまし
たが、特にコメントはございません」といただいております。
その下に「事務 局より」とい うことで、殺 菌料と抽出溶 媒について は酵素のよう に新し
い指針とはしない で、梅村班で の記載を基に 添加物指針に 追加する形 で整理したい という
ことが書いてございます。
その下、 4～ 13行目ま では背 景という ことで 、他の 指針等に あるよ うな記 載でござ いま
す。
15行目か ら「安全性に係る 知見」というこ とで、添加物評 価指針に従 うのですけれ ども、
特に殺菌料、抽出溶媒で は添加物指針 にも書いてあ ることではご ざいますが、、 21行目に
「使用中に生じる 可能性のある 分解物等の評 価が必要にな ることがあ る」というこ とを書
いて強調してございます。
24行目か ら「一日摂取量の 推計」でして、こちらで は添加物指 針を適用せず に「原則と
して、残留試験の 結果から最終 食品において 想定される最 大残留量を 計算し、その 最大残
留量と使用対象食 品の一日摂取 量を乗じて求 める。残留値 が検出限界値 以下である場 合は、
原則として検出限界値を最大残留量とする」というような記載をしてご ざいます。
こちらにつきま して、佐藤先 生から以前、 大分前ですけ れども、酵 素と殺菌料、 抽出溶
媒の全てに対して の御意見とい うことでいた だきましたの で、こちら に記載してご ざいま
して、今、御説明 したような記 載は佐藤先生 の御意見も踏 まえた記載 でございます 。その
記載に対しまして 、さらに西先 生と佐藤先生 から御意見を 今回いただ いておりまし て、西
先生の御意見を踏まえ、ご提案の記載を本文に追記してございます。
続きまして、 3ページの 1行目 の下で中江先 生より御意見 をいただいて おります。「原則
として」のところ につきまして は、本文中に 反映してござ いますが、 後ほど御説明 をいた
だければと思います。
3ペー ジの 3行目「食品健康 影響評価」という ことで、こちら につきまして は、下の「事
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務局より」の四角 囲みにもござ いますけれど も、海外等の 評価を見ま すと、基本的 にばく
露マージンを 評価してお りますが、 ただ、 ADIを設定 したもの 等もござい ますので、 「原
則としてばく露マージンの評価を行う」という記載にしてございます。
その下「（ 1）」、「（2）」 、「（3）」 とございます けれども、「（ 2）」の性 差につ
きましては、先ほ どの御議論を 踏まえて、削 除するという ことで考え てございます 。この
「（ 1）」、 「（ 2） 」、「（ 3）」の 記載につ きまし ては、添 加物指 針の記 載を基に しつ
つも、ばく露マージンの評価を行うということで一部記載を変更したも のでござい ます。
13行目の 下から 4ページに かけまして、中 江先生より御 意見をいただ いております ので、
御説明をいただければと思います。
事務局からは以上です。よろしくお願いします。
○梅村座長

ありがとうございます。

加工助剤、殺菌 料及び抽出溶 媒ということ で、これは酵 素と異なり まして、添加 物の評
価書の中に評価指 針の一部を変 更することで 対応するとい うことにい たします。「 安全性
に係る知見」の 22行目 まで何か御質 問等はござ いますでしょ うか。こ こまではよろ しいで
すか。
それでは、 24行目「一日摂取量 の推計」のとこ ろです。少し説明 をいただけま すか。も
う直っていますか。これでよろしいかどうか、そのあたりを少し説明し てください 。
○佐藤専 門委員

以前 、コメ ントと して 2ペ ージに ありま すよう に、殺 菌料、 抽出溶 媒で

は、マーケットバ スケット調査 や生産量統計 を基にした調 査から情報 を得ることは できな
いので、残りの部分に ついて記載し ていただけれ ばと思ったの です。「一日摂取量の 推計」
の全体の文章を見 ると、まず最 初に最大残留 量に食品の摂 取量をかけ て適切に推定 すると
いう一つの流れが 書いてあって 、その次に「 その際、殺菌 料等ではマ ーケットバス ケット
調査や生産量統計 を基にした調 査では情報を 得ることがで きないため 、これらの調 査結果
を用いないことと する」という 記載が来ると 、「その際」 というのが 国民健康・栄 養調査
又はその他の資料 により適切に 推定する際に マーケットバ スケットは 使えませんよ という
ように読めてしま うのですけれ ども、もとも とマーケット バスケット 調査というの は購入
した食品中の食品 添加物含有量 を求め、食品 喫食量を乗じ て、食品添 加物の摂取量 を推定
するものなので、 食品中に残っ てはならない という食品添 加物を分析 することはな いので
す。情報が得るこ とができない というのは誤 りではありま せんが、こ こにそのマー ケット
バスケットを書くと、必要のないことを書いているなという印象があり ます。
あと、生産量統 計というのも 添加物の生産 量を調べるの であって、 殺菌料も非常 に多量
に殺菌に使ってい る場合は多量 な生産量にな るのですけれ ども、それ が全部食品に 残るわ
けではないので、 ここからはど う頑張っても 適切な情報は 得られない ので、そうい うこと
をここに書くと、 マーケットバ スケットや生 産量を知って いる人は情 報を得ること はでき
ないとということ は当然と思わ れるのですけ れども、その マーケット バスケット調 査や生
産量統計というこ と自体を知ら ない人がこの 文章を読むと 、さらに混 乱するかなと 。この
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文章はなくてもいいのではないでしょうかとコメントをさせていただき ました。
その後に続くの が「使用中に 生じる可能性 のある分解物 」というこ とで、またこ こで残
留量の話に戻るの で、さらに余 計にマーケッ トバスケット と生産量の 文章がここに 一文が
あると、その流れ を遮るという 意味もあって 、必要ないの ではないで しょうかとい うこと
です。
○梅村座長

事務 局としては、 添加物指針の 中の追記の形 なので、そ ちらにそう書 いてあ

るから、あえてこちらはそれを使わないよという意味で入れたというこ となのです よね。
○髙橋課長補佐

はい。添加物 指針本体では 使う調査です ので、こち らではむしろ 使わな

いということで記 載しておりま す。ただ、先 生の御指摘の ように、逆 にわかりにく いかも
しれませんので、 書くか書かな いか、もし書 くとしても記 載場所がこ こでないほう がよい
のかということも含めてご検討をお願いいたします。
○梅村座長

西先生は書かれたほうがわかりやすいというお話でしたか。

○西専門委員

先 ほどの佐藤先 生の御説明の とおりでいい と思います 。文章が少し わかり

にくいということ で提案させて いただいたも のなので、要 らないとい うことであれ ば、必
要ないと思います。
○梅村座長

どうぞ。

○森田専門委員

そもそもの添 加物指針のほ うもマーケッ トバスケッ トや生産量統 計など

が使える場合には 使うという言 い方なので、 わざわざこの 時だけ用い ないという文 章はな
くてもよろしいかと思います。
○梅村座長

ありがとうございます。

そういう形でよろしいでしょうかね。
○髙橋課長補佐
○梅村座長

削除させていただきます。

ここの部分については、ほかにございますか。大丈夫ですか。

中江先生、これはよろしいですか。
○中江専門委員

これは書いて あるとおりで 、おっしゃっ ていること はわかるけれ ども、

例えば、動物 実験のN OAELは全 部オールネ ガティブであ れば、最 大用量等を NOAELとす
るというようなこ ととは違う。 その場合は最 大用量が動か ないです。 でも、書いて あると
おりですが、検出 限界というの は技術革新に よって変わる ので、その 変わるもので すよと
いうことがこれではわからないので、よいですかねというのがコメント です。
○梅村座長

例えば、検出限界値というところに何か印をつけて、下にそれは。

○中江専門委員

逆に言うと、 もし変わった 場合はどうす るのですか ということで す。例

えば、 1桁 変わっ てしま うとい うこと はあり ますか ら、そ こで変 わって しまう 可能性 があ
るので、これは承 認時のそれで すよ、みたい なことを書い ておかない と、いつの検 出限界
なのかという話が わからないで すよと。分析 屋さんは多分 そういうふ うに考えるで しょう
ねということです。
○梅村座長

それは添加物のほうではどういうふうになっていますか。
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○髙橋課長補佐

残留試験の方 法については リスク管理機 関のほうで 定められてお ります

ので、実際は、新 しい申請であ れば、分析法 の案、既存の 添加物であ れば、今、定 められ
ている公定の分析 法での検出限 界値に基づい て提出される のかと思い ます。リスク 管理側
のことですけれど も、試験方法 そのものは日 々進歩して、 より低い数 値まで検出さ れると
いうことはあるの かと思います が、その時点 でどういった 試験法を公 的なものとし て定め
ているかというの は、管理機関 の判断かなと 思いますので 、実際は管 理機関で定め られて
いる、又は案とし て出されてい るものの検出 限界値による ということ になるのかと 思いま
すが、そのあたりは佐藤先生に御意見を伺えればと思います。
○梅村座長

これ は一日摂取量 を推計する際 の中に出てく る文章でそ こではどう考 えてい

るのですか。
○佐藤専門委員

食品中の添加 物の分析法は 通知法で、必 ずその方法 に従わなけれ ばなら

ないというもので はありません 。殺菌料につ いては、非常 に検出限界 が高いと残留 量と摂
取量を高く推定す ることになる ので、申請者 は、非常に低 いところま ではかれるよ うな分
析法を用いて、摂 取量を推計す る場合もある かと思います 。分析技術 が日々進歩し ても結
局、申請者の検出 限界値は変わ らないと思う ので、この書 き方で特に 問題はないか なと思
います。
○梅村座長

穐山先生、どうぞ。

○穐山専門参考人

今、佐藤先 生がおっしゃ ってくれたの ですけれど も、これは基 本的に

は残留農薬の評価 の仕方とほぼ 同じだと思い ます。殺菌剤 に関しても 。これはつま り申請
者が分析法をつく って、その検 出限界を基に ばく露評価、 摂取量評価 をして我々は リスク
評価をするわけで す。我々は使 用基準あるい はリスク管理 で基準をつ くったときに 、その
監視するための検 査法はまた別 につくるわけ で、それは感 度がいいも のをつくりま す。基
準が守られている かどうかのた めにもっと感 度がいいもの をつくりま すけれども、 基本的
には申請者がつく った残留試験 の方法の検出 限界を基にば く露評価を するというこ とです
よね。これは残留農薬の考え方と同じです。
○梅村座長

わか りました。こ の文章で、中 江先生が危惧 されている 部分は大丈夫 だとい

うことですよね。 つまり、この 値が動くもの だという認識 が読めるの かというお話 でした
よね。
○中江専門委員

動くものだと いうよりは、 今、お二人の 専門委員の 方がおっしゃ ってい

たように、誰が何 を出してくる かによって変 わるわけです から、この 文章だけを読 むと分
析屋さんは多分あ れ？と思うで しょうねと。 私は前職のと きにそうい うことをさん ざん部
下から聞かされた ので、そう思 っただけです 。したがって 、先ほど言 ったように、 「現段
階での」とか、「 申請された時 点での」とか 、そういう修 飾語があっ たほうがその 辺の誤
解がないのでない かというのが 私のコメント だったのです けれども、 皆さんがそれ は必要
ないということであれば、別に結構です。
○梅村座長

そち らの専門の方 が見ると、そ ういう意味に とっている というのが通 例のよ
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うなので、あえて ここでは修飾 語をつけずに このまま行こ うというこ とで、御専門 の先生
からは特に問題な いだろうとい うことですの で、このまま の記載で行 きたいと思い ます。
よろしいでしょうか。
最後になります けれども、「 食品健康影響 評価」のとこ ろ。これは 中江先生が危 惧され
ていた部分は先ほ どの酵素のほ うでの議論を そのまま反映 させる形で 、性差に関す る記述
は酵素のほうの記 述に合わせた 書き方をいた します。その ほかにありま したか。中江 先生、
よろしいですか。
○中江専門委員
○梅村座長

いいです。

一応 これで殺菌用 及び抽出溶媒 のところまで 終わりまし た。「加工助 剤に関

する食品健康影響 評価指針」に 関して添加物 専門調査会の 審議の結果 を取りまとめ たいと
思います。
ただいまの審議 結果を添加物 専門調査会の 審議結果とし て、食品安 全委員会に報 告する
ことといたします 。よろしいで しょうか。こ こまで何か特 に全体を通 して言い忘れ たこと
などありますか。どうぞ。
○佐藤専門委員

添加物に関す る食品健康影 響評価指針の 中の、酵素 の評価方法等 の記載

内容は今回修正されるのでしょうか。
○梅村座長

どうぞ。

○治田係員

添加 物指針のうち 、今、御指摘 いただいたよ うな酵素に 関する記載に つきま

しては、今回の指針が取りまとまりましたら、削除を予定しております 。
○梅村座長

今、酵素については何とかと書いてあるのですよね。

○治田係員

そうでございます。

○佐藤専門委員

一応、酵素も 添加物の中に 入るのですよ ね。添加物 は添加物の酵 素の指

針を参照するとか、そういうことではなく、ぱっさり切ってしまうとい うことです か。
○髙橋課長補佐

その辺の整理 につきまして は、誤解のな いように法 令とも相談を しなが

ら進めていきたい と思いますが 、いずれにし ても、添加物 本体の指針 の酵素の考え 方の部
分はこちらの指針 に全て移行す るのかと思い ますので、本 体からは酵 素部分を削除 するこ
とを考えております。
○梅村座長

よろしいですか。どうぞ。

○中江専門委員

確認ですけれ ども、添加物 指針の酵素の 部分を削除 するとおっし ゃいま

したが、そのタイミングで例の性差問題もクリアされるということでよ ろしいです か。
○関野評価第一課長
○梅村座長

そのつもりでおります。

ほか によろしいで すか。言い残 したことはご ざいませんか 。よろしいで すか。

それでは、ただ いまの審議結 果を添加物専 門調査会の審 議結果とし 、食品安全委 員会に
報告することにします。
加工助剤の評価 指針（案 ）の取りま とめは座長 に御一任いた だきたいと存 じます。また、
本日の審議を踏ま え、加工助剤 の評価指針（ 案）に盛り込 むべきとお 考えの事項に ついて
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は事務局に御連絡いただくようお願いいたします。よろしいでしょうか 。
（「はい」と声あり）
○梅村座長

それでは、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

御審議をありがとうございました。

先生方には、加 工助剤の評価 指針（案）が でき次第その 御確認をお 願いし、座長 に報告
取りまとめをお願いいたします。
取りまとめいた だいた加工助 剤の評価指針 （案）につき ましては、 本専門調査会 の審議
結果として委員会 に御報告とさ せていただき 、了解されま したら、ホ ームページ等 を通じ
てのパブリックコ メント募集を 予定しており ます。いただ いた御意見等 への対応にい ては、
座長と相談するということとさせていただきたいと存じます。
○梅村座長

わか りました。そ れでは、全般 を通じてでも 結構ですけ れども、何か ござい

ましたら、どうぞお願いいたします。よろしいでしょうか。
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ありますか。
○後藤評価専門官

次回会合に つきましては 、日程等が決 まり次第、 御連絡をさせ ていた

だきます。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 158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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