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　食の安全にかかわる身近な問題として消費者の関心が食品添加物に向
けられるようになったのは1960年代に入ってからです。それまで使用さ
れていた約40種類の合成添加物が使用禁止になり、その中には安全性に
疑いのある添加物も多数あったからです。コープさっぽろでは添加物に対
する組合員の不安を少しでも解消することを目的に、「安全性に疑いのあ
る添加物は使用しない」「使用する添加物の種類や使用量をできるだけ制
限する」を基本とする独自の添加物自主基準を1977年に策定し、これを
「食の安全・安心」政策の一つに位置づけて事業を展開してきました。こ
の自主基準は2002年までに5回にわたって改定されましたが、この 10
年ほどの間にも添加物を巡る情勢は大きく変化したため、抜本的に見直し
ました。この新基準は2014年度から施行されています。



厚生労働省による既存添加物の安全性確認状況

　前回の2002年の改定では、既存添加物に分類された天然添加物489品目のうち、安全性の確認されてい
ない天然添加物を自主基準で使用規制することにし、31品目を使用禁止添加物、11品目を使用制限添加物
としました。
　一方、厚生労働省は139品目の既存添加物については安全性についての検討が必要として、10数年前か
ら、それらの安全性評価に取り組んできました。その結果、2012年までに、発がん性が認められて消除された
アカネ色素と未評価の10品目を除いて、それらの基本的な安全性が確認されています。
　なお、厚生労働省は併行して、既存添加物の使用実態調査を数次にわたって実施し、使用実態がないと判明
した123品目を既存添加物名簿から消除しました。したがって、現在の既存添加物は365品目であり、それら
の安全性確認状況は下記の通りです。

１．なぜ自主基準の見直しが必要か

　以上のような再評価事業で、厚生労働省が安全と判断した既存添加物の中にはコープさっぽろの自主基準
で使用禁止あるいは使用制限となっている既存添加物が数多く含まれていました。このため、今回の改定で
は、厚生労働省の再評価結果を参考に、安全性が確証できたものについては自主基準の対象品目から除外す
るなどの見直しをしました。ただし、上記の再評価に用いられた安全性試験は、指定添加物に求められている
試験項目の一部である「遺伝毒性試験」と「短期反復投与毒性試験」のみであることが多く、安全性試験として
は十分なものとはいえません。そのため、厚生労働省が安全とした既存添加物であっても、コープさっぽろの
自主基準では使用規制しているものがあります。

基原、製法、本質等からみて安全と考えられ、早急に検討を行う必要はない品目 109品目
安全性データおよび再評価事業により安全性確認 246品目
安全性情報を収集している品目  10品目

▶現在　365品目

天然添加物の安全性評価が進みました。1
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天然添加物の安全性評価が進みました。1 行政から独立した機関としての食品安全委員会が
添加物のリスク評価を担当することになり、情報開示も進みました。

国際機関等の評価資料の入手も容易になり、
評価の参考になる資料が豊富になりました。

　2000年代に入って食品安全行政に大きな進展がありました。食の安全に対する消費者の関心が高まる
中、日本生協連は全国の生協や他の消費者団体とともに食の安全を確保するため、「食品安全行政に関する
情報開示と消費者の参画」、「既存添加物の指定制度への移行」、「農薬・動物用医薬品の残留基準の計画的設
定」などの要望を掲げ、食品衛生法の抜本的改正を求める運動を大規模に展開しました。その結果、食品安全
確保のための新しい社会システムの必要性が広く国民に理解されるようになり、2003年に食品衛生法が改
正され、「食品安全基本法」が制定されました。さらに、リスク管理機関（厚生労働省、農林水産省、消費者庁な
ど）から独立したリスク評価機関として、内閣府に「食品安全委員会」が設置され、この委員会が添加物の安全
性評価を担当することになりました。
　情報開示も進みました。添加物の場合、以前は評価資料が非公開
でしたので、国が何を根拠に安全と判断したか分かりませんでした。
このため、コープさっぽろでは限られた情報に基づいて評価せざる
を得ず、情報が不足している添加物は自主基準で規制するようにし
てきました。しかし、食品安全委員会がリスク評価を担当するように
なってからは、評価に用いられた資料は原則的に公開されるように
なり、同委員会が安全と判断した科学的根拠を知ることも、その評
価の妥当性を確認することもできるようになりました。

　コープさっぽろがこれまでの安全性評価で参考にした主な資
料はFAO/WHOの専門委員会（JECFA）の評価書や学術雑誌
に公表された論文ですが、近年はEUの欧州食品安全機関
（EFSA）や米国食品医薬品局（FDA）、オーストラリア、ニュー
ジーランドの評価書も入手できるようになりました。このよう
に、添加物の安全性に関する情報は質、量とも格段に増え、コー
プさっぽろが自主基準の対象としていた添加物（防カビ剤や合
成着色料、亜硝酸塩など）についても新しい知見が得られてき
ました。また、毒性学などの関連科学の進歩によってリスク評価
の正確性も向上してきました。
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　これまでの基準では、安全性に問題はなくても、コープさっぽろが必要性としない添加物は使用禁止や使
用制限添加物に分類してきました。しかし、コープさっぽろの評価が社会的に大きな影響を与えるようになっ
た現在、安全性以外の理由で規制してきた添加物でも、有害なものとの誤解を与えていた恐れがあります。こ
のような誤解を与えないため、新自主基準で規制する添加物はリスク評価のみで選定することにしました。
　ただし、「必要性の低いものや適当な代替品・代替技術で対応できるものはできる限り使用しない」という
従来からの方針は、商品設計や調達等の運用面で維持するよう努めます。

　添加物には現在の私たちの豊かで便利な暮らしに欠かせないものが少なくありませんが、
食品を通じて体内に取り込まれる恐れがある以上、安全なものでなければなりません。コー
プさっぽろでは、国が認めている添加物でも、独自に評価し、安全性に疑いのあるものや不明
なものについては自主基準で使用を規制しています。以下は、今回策定した新自主基準によ
る使用規制についての基本的な考え方です。

　天然添加物（既存添加物）のうち、安全性試験が実施されていなくとも、その原料素材にヒトにおける十分
な食経験があり、安全と考えられるものは使用可能とします。

　食品安全委員会の設置以前に使用が認められた合成添加物（指定添加物）の中には、ADI未設定のものや
ADI設定の根拠が明確ではないものがあり、自主基準ではこれらを使用規制します。

　使用禁止添加物とは「無視できないリスクがあり、そのリスクを低減するための適当な管理方法がないも
の」です。また、使用制限添加物とは「無視できないリスクがあるものの、適切に管理することによって、そのリ
スクを低減することができるもの」です。

　添加物は意図的に使用する化学物質であることから、その使用を禁止すればリスクを回避できます。消
費者の関心が高い発がん性物質の中で、遺伝子を傷つける遺伝毒性発がん物質にはADIを設定できない
ことになっています。発がん強度が低く、その摂取がもたらす発がん率が無視できるレベルならば認めてよ
いと評価する国や機関もありますが、コープさっぽろでは遺伝毒性発がん物質である添加物は使用禁止と
します。

２．新自主基準策定についての基本的な考え方

リスク評価のみで自主基準対象添加物を選定する。

十分な食経験のある天然添加物は使用可能添加物とする。

１日許容摂取量（ＡＤＩ）が未設定
またはＡＤＩの根拠が明確でない指定添加物は使用規制する。

遺伝毒性発がん物質であることが明らかな添加物は使用しない。

自主基準で使用規制する添加物は
「使用禁止添加物」と「使用制限添加物」とする。
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リスク評価とリスク管理とは？
　添加物などの化学物質には毒性の強いものもあれば弱いものもありますが、物質によって私たちが有害
な影響を受ける確率（リスク）は、その毒性の強さと摂取量（曝露量）の積に比例します。したがって、毒性の
強い物質でも、その摂取量を少なく抑えることができれば、リスクは小さくなります。リスク評価とは毒性の
性質や強さを明らかにすることであり、リスク管理とは摂取量を低減することによって化学物質がもたらす
リスクを小さく抑えることです。

　添加物については、食品安全委員会がリスク評価をし、その許容1日摂取量（ADI）を設定しています。
ADIとは、ヒトがある添加物を生涯にわたって毎日摂取しても健康に影響がないとされる量のことで、通常
は実験動物を用いる多種類の毒性試験の中で、毒性が最も強く現れた試験における最大無毒性量
（NOAEL）から求めます。ただし、NOAELは実験動物に対する無毒性量ですから、動物とヒトの違いや、ヒト
でも個人差のあることを考慮して、
NOAELを100で割った値をヒトに対
するADIとして定めます。そして、小児
から高齢者まで、すべてのヒトがADI
を超える量の添加物を摂取しないよう
に、添加物の使用法や食品中残留濃度
を決めたり、調査・監視活動等のリスク
管理が実施されています。食品安全委
員会をリスク評価機関とよび、厚生労
働省や農林水産省、消費者庁をリスク
管理機関といいます。

ヒトにおける摂取量がADIを越えない
ように残留濃度や使用基準を決める

ADI（NOAELの100分の1）

NOAEL

無毒性量 致死量

動物実験の用量-反応曲線

食品安全委員会「食品安全」第3号（2004）を一部改変

実
際
の
使
用
レ
ベ
ル

リスク管理

生
体
影
響

用量（摂取量）

リスク ∝ （毒性の強さ）×（摂取量または曝露量）

　食品に使用できる添加物には、法的な分類では「指定添加物」と「既存添加物」があり、起源による分類
では「合成添加物」と「天然添加物」があります。合成添加物はすべて各種の毒性試験等の資料に基づいて
専門家によって安全性が確認され（現在は食品安全委員会が担当）、厚生労働大臣が使用を認めたもので
す。この制度を「指定制」といい、したがって、合成添加物はすべて指定添加物です。一方、合成添加物とは
異なり、天然添加物は届け出さえすれば自由に使用できたので、合成添加物に対する消費者の不信と天然
志向を背景として、1980年代に入って、規制のほとんどない天然添加物の使用が拡大しました。このため、
諸外国と同様に、天然添加物にも規制が必要になり、1995年の食品衛生法改正によって天然添加物にも
指定制が適用されることになりました。しかし、この時までにあった約1200品目の天然添加物は「既存添加
物」、「天然香料基原物質」および「一般飲食物添加物」に分類され、それまで通り、規制を受けないことに
なったのです。ここで特に問題になったのが既存添加物に分類された489品目の天然添加物です。これら
の中には安全性が確認されていないものが数多く含まれていたからです。「天然イコール安全」と誤解して
いる方もいらっしゃるようですが、化学物質の安全性は、それが合成か天然かできまるものではありませ
ん。コープさっぽろは2002年の自主基準改正で、既存添加物の安全性を慎重に評価し、安全性の確認でき
なかったものを自主基準で規制することにしたのです。

指定添加物と既存添加物について
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3.食品添加物自主基準

■ 使用禁止添加物　13品目�
区
分 主用途 No 添加物名 備考

指
定
添
加
物

製造用剤 １ 臭素酸カリウム 遺伝毒性発がん性物質
着色料 ２ 食用赤色１０５号 ADI未設定。安全性データ不足。

保存料

３ デヒドロ酢酸ナトリウム
４ パラオキシ安息香酸イソブチル

パラオキシ安息香酸エステルにはエチルエステルもある
が、エチルエステル以外は無毒性量（NOAEL）が不明で、
ADI未設定。

５ パラオキシ安息香酸イソプロピル
６ パラオキシ安息香酸ブチル
７ パラオキシ安息香酸プロピル

既
存
添
加
物

製造用剤 ８ グレープフルーツ種子抽出物

ADI未設定。
安全性データ不足。
成分規格なし。

着色料 ９ 骨炭色素
１０ 植物炭末色素

酸化防止剤
１１ 単糖・アミノ酸複合物
１２ ヘゴ・イチョウ抽出物
１３ ブドウ種子抽出物

区
分 主用途 No 添加物名 適用

Ａ基準 Ｂ基準

指
定
添
加
物

防かび剤

１ イマザリル

使用禁止 制限なし２ OPPおよびOPPナトリウム
３ チアベンダゾール（TBZ）
４ フルジオキソニル

保存料 ５ 安息香酸 使用禁止 清涼飲料水は０.3g/kg以下６ 安息香酸ナトリウム

乳化剤

７ ポリソルベート２０

使用禁止 必要性や代替品について
検討し、対象食品を限定する

８ ポリソルベート６０
９ ポリソルベート６５
１０ ポリソルベート８０

着色料

１１ 食用赤色４０号・アルミニウムレーキ 使用禁止 必要性や代替品について
検討し、対象食品を限定する

１２ 食用赤色１０４号 レッドチェリー以外は使用禁止

１３ 食用赤色１０６号 桜でんぶ、漬物、食肉及び魚肉ハム・ソーセージ、鯨ベーコン
以外は使用禁止

１４ 食用青色２号・アルミニウムレーキ 使用禁止 制限なし
１５ 食用黄色４号・アルミニウムレーキ グリーンピース、フルーツビッツ以外は使用禁止
１６ 食用黄色５号・アルミニウムレーキ たらこ、フルーツビッツ以外は使用禁止
１７ 二酸化チタン 使用禁止 制限なし

製造用剤 １８ 過酸化ベンゾイル 使用禁止 制限なし

■ 使用制限添加物 52品目

２０１４年3月２１日運用開始

使用禁止添加物
１３品目

引き続き禁止 12品目
（うち既存添加物���5 品目）

全面的に使用禁止
新たに禁止 1品目

（うち既存添加物���1 品目）

使用制限添加物
５2品目

引き続き制限 17品目
（うち既存添加物�1０品目）

商品群により
A・B基準を設け、
制限範囲を段階化

暫定禁止→制限 4品目
（うち既存添加物���０ 品目）

禁止→制限 12品目
（うち既存添加物���4 品目）

新たに制限 19品目
（うち既存添加物�1０品目）

使用禁止添加物61品目
（うち既存添加物�34品目）

使用制限添加物3０品目
（うち既存添加物�11品目）

暫定禁止添加物��4 品目
（うち既存添加物��０ 品目）

旧基準 新基準

最新の科学的知見に基づいて、再評価・再分類を行いました。

2段階の適用基準を設け（別表「添加物自主基準の適用範囲」）、コープさっぽろ 
PB品・日生協商品等については、より厳しい基準を設けています。

※PB品とはCOOPまたはコープを冠した商品です。
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区
分 主用途 No 添加物名 適用

Ａ基準 Ｂ基準

指
定
添
加
物

酸化防止剤
１９ EDTA二ナトリウム 使用禁止 制限なし

２０ 亜硫酸塩等 かんぴょう、えび、かに、乾燥果実、山菜加工品以外は
使用禁止

ｐH調整剤

２１ 乳酸カリウム

ベビーフード等乳児向け食品には使用しない

２２ ステアロイル乳酸カルシウム
２３ ステアロイル乳酸カリウム
２４ 乳酸
２５ 乳酸カルシウム
２６ 乳酸ナトリウム
２７ 乳酸鉄

増粘剤、
安定剤
ゲル化剤・
糊料

２８ ポリビニルピロリドン 使用禁止 必要性や代替品について
検討し、対象食品を限定する

既
存
添
加
物

保存料

２９ ツヤプリシン

使用禁止
使用量等を勘案し
商品ごとに評価３０ ε-ポリリシン

３１ ペクチン分解物 制限なし

着色料

３２ アルミニウム

使用禁止

必要性や代替品について
検討し、対象食品を限定する

３３ ログウッド色素 制限なし３４ ラック色素

３５ ヘマトコッカス藻色素 使用量等を勘案し
商品ごとに評価

増粘安定剤

３６ エレミ樹脂 使用禁止 使用量等を勘案し
商品ごとに評価

３７ カラギナン アイスクリーム､ ゼリー類､
ヨーグルト類以外は使用禁止

制限なし
３８ サイリウムシードガム

使用禁止３９ ファーセレラン
４０ ウェランガム
４１ レバン

甘味料

４２ カンゾウ抽出物 醤油、ソース類以外は使用禁止

制限なし

４３ カンゾウ末
４４ ステビア抽出物 漬物、珍味類以外は使用禁止４５ ステビア末

４６ α-グルコシルトランスフェラーゼ
処理ステビア

使用禁止４７ 酵素分解カンゾウ
４８ ブラジルカンゾウ抽出物
４９ L-ラムノース

酸化防止剤 ５０ グアヤク脂 使用禁止 制限なし５１ 酵素分解リンゴ抽出物

ガムベース ５２ マスチック 使用禁止 制限なし

■ 添加物自主基準の適用範囲
使用禁止
添加物基準

使用制限
添加物基準 商品

共通

商品群
Ａ基準

コープさっぽろPB商品・コープさっぽろなるほど商品・黄金そだち商品
日生協CO・OP商品
石狩食品工場　日配商品
（豆腐・コンニャク・しらたき・もずく・うどん・そばなど）
石狩食品工場　日配委託品（いなり揚げなど）

商品群
Ｂ基準

店舗インストア加工品・小分け品
　　デリカ（すし・弁当・惣菜）、畜産（小分け品）、水産（小分け品）
生鮮センター加工品・小分け品
　　畜産（加工品・小分け品）、水産（加工品・小分け品）
石狩食品工場　惣菜商品（すし・弁当・惣菜など）
配食工場（弁当、デリカ）
北海道１００商品
上記以外の商品（一般メーカー品）

対象外 対象外
テナント事業者・催事事業者が販売する食品
酒類、季節商品（口取り、おせちの装飾食材、バレンタインデー・ホワイトデーの手作りチョコや
クリスマスケーキの装飾食材、雛あられ、盆菓子など）
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今まで厳しい基準で規制されてきたことで「食の安全・安心」が守られてきたのではないで
しょうか？コープさっぽろの基準が緩くなるのではないかと心配しています。

2014年12月発行

新添加物基準案学習会で組合員から寄せられた質問・意見など

Ｑ
これまでの自主基準では、データが不明あるいは不十分であったために安全が確認
できずに使用禁止や使用制限した添加物が多数ありました。しかし、これらの添加物

についても、この10年ほどの間に安全性に関連する多くの科学的情報が得られるように
なり、再評価による見直しが求められていました。そして、再評価で新たに安全性の確認さ
れた添加物が増えたため、今回の見直しでは自主基準で使用規制する添加物の品目数は
大幅に減少することになりましたが、これは決して「基準が緩和された」ということではあ
りません。個々の添加物のリスク評価のあり方には、これまでと変わりはありません。コー
プさっぽろの添加物自主基準の妥当性を確保するためには「添加物の安全性は最新の科
学的知見に基づいて評価し、評価結果は必要に応じて見直しをする」ことが重要であり、そ
れが今回の見直しの目的であったことをご理解下さい。

A

今回の見直しで自主基準の対象物質の数は減るとのことでしたが、
新たに自主基準の対象となったものはありますか？Ｑ
「単糖・アミノ酸複合物（既存添加物：酸化防止剤）」は自主基準の対象外でしたが、安
全性に疑問があるにも関わらず、厚生労働省は再評価していません。また、製品規

格が無いため、品質の確認もできません。したがって、今回の見直しで使用禁止添加物と
しました。また保存料（ペクチン分解物）、増粘安定剤（ウェランガム、レバン）、甘味料（α-グ
ルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア、酵素分解カンゾウ、ブラジルカンゾウ抽出物、
L-ラムノース）、酸化防止剤（グアヤク脂、酵素分解リンゴ抽出物）、ガムベース（マスチック）
の10品目を新たに使用制限添加物としましたが、これらはいずれも安全性を確認するた
めの情報が大幅に不足している既存添加物です。

A

これまで使用禁止添加物であった防かび剤が使用制限添加物となるとのことですが、安全性について
不安が残ります。ＯＰＰやイマザリルの安全性について説明をお願いします。Ｑ

オルトフェニルフェノール（OPP）は「高用量長期投与でラットに膀胱癌を誘発した」、チ
アベンダゾール（TBZ）は、｢高用量投与でマウスに奇形を誘発した｣、イマザリル

（IMZ）は、「マウスへの長期投与で肝臓腫瘍が増加した」との、それぞれの研究報告があ
り、使用禁止添加物としてきました。しかし、その後、多数の発がん性試験や催奇形性試験
が実施され、「OPPによる膀胱癌の誘発はラットの雄だけに特異的に発生し、ヒトで発癌性
を示す可能性は極めて低い」ことが分かり、TBZとIMZには、それぞれ催奇性や肝腫瘍を
誘発しない安全量（最大無毒性量：NOAEL）が明らかにされ、いずれも妥当なADIが設定
されました。したがって、適切に使用される限り安全性上の問題はないと判断し、使用制限
添加物としました。

A

生活協同組合コープさっぽろ
札幌市西区発寒11条5丁目10番1号
TEL.011-671-5927
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