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○西島座長 定刻となりましたので、「第９回食品添加物表示制度に関する検討会」を開

催させていただきます。 

 本日の委員の出席状況ですが、有田委員が本日体調不良とのことで欠席の御連絡があり

ました。 

 それでは、カメラ撮影のみの方がいらっしゃるようであれば、こちらで御退席をお願い

いたします。傍聴登録済みの方は傍聴席へお移りいただきますようお願いいたします。 

 それでは、続いて、事務局から本日お配りしている資料の確認をお願いいたします。 

○食品表示企画課課長補佐 資料確認の前に、事務局より、傍聴の皆様には、開催案内に

重ねましてのお伝えになりまして恐縮でございますけれども、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の防止に関してお知らせさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防ぐためには、今が重要な時期という発表が

ございました。傍聴者の皆様には次のことをお願いいたします。 

 風邪のような症状がある方は、この段階でも傍聴をお控えいただきたいと思います。そ

れから、出席される方も、咳エチケットや頻繁な手洗い等、感染拡大防止のための御対応

をお願いいたします。 

 それから、室内換気のため、一部の窓を開けたままでこの検討会は進めさせていただき

ます。皆様の健康と安全のため、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 前回に引き続きまして、本日の検討会資料は事前にウェブサイトに掲載しておりますの

で、傍聴者の皆様には会場での配付を行っておりません。 

 本日の資料ですけれども、議事次第、座席表、それから、資料として報告書（案）とな

っております。委員の皆様におかれましては、資料に落丁等ございましたら事務局にお申

し付けください。 

 それでは、ここからの進行につきましては西島座長にお願いしたいと思います。 

○西島座長 改めまして、皆様、本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の検討会の進め方ですが、報告書案について御議論いただき、皆様の意

見を確認します。報告書案については、区切りを設けつつ、事務局よりポイントとなる点

のみを説明いただいた上で、各委員からの意見を確認させていただきます。 

 まず、１番として「はじめに」、２番「食品添加物表示制度の基本的考え方」の文案の

御確認、次いで「食品添加物表示制度をめぐる情勢」の文案の御確認、４番としまして「今

後の食品添加物表示制度の方向性」を論点ごとに文案の御確認、そして最後に「おわりに」

の文案を御確認という流れで進めたいと思います。 

 それでは、早速、報告書案について、事務局より「１．はじめに」から「２．食品添加

物表示制度の基本的考え方」について、要点の説明をお願いいたします。 

○食品表示企画課課長補佐 それでは、お手元の報告書の案を御覧ください。この報告書

案は、これまでの議論を踏まえまして、座長と相談しつつ、事務局で作成したものです。
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時間の都合上、全てを読み上げることはせず、ここにはこういった内容が記載されていま

すということを大まかにお話しさせていただきます。 

 １枚、報告書案をめくると目次がございます。目次の次のページから下部中央にページ

番号を記載しております。 

 まずは１ページ目の「１．はじめに」のところですけれども、ここの部分には食品に使

用された食品添加物の表示に関して、昭和63年以降の表示制度の運用状況や食品添加物の

表示に関する議論の状況、本検討会の実施の背景というものを記載しております。 

 上段に、現在の表示制度が30年以上続いていること、その30年の間に新たな食品添加物

が指定されたり、既存添加物の評価が行われたり、消除が行われたりといったことを記載

しております。 

 中段以降は、本検討会の開催の背景である食品表示一元化検討会や、平成27年３月に閣

議決定された消費者基本計画、本検討会の議論の際の留意点等を記載しております。 

 １枚、報告書案をおめくりいただきまして、「２．食品添加物表示制度の基本的考え方」

です。こちらは４つの構成で、（１）が使用可能な食品添加物を指定する食品衛生法第10

条と食品添加物表示の関係性を記載しております。（２）のところには食品添加物の表示

制度を考える上で重要な事項を記載。（３）は、新たな表示義務を課す、あるいは省略規

定を見直す場合の優先順位について、食品表示一元化検討会報告書から引用したものと、

消費者委員会食品表示部会の意見を記載しております。（４）のところは、消費者教育や

普及、啓発が不可欠であるということを記載しております。 

 報告書案の「１．はじめに」と「２．食品添加物表示制度の基本的な考え方」について、

事務局からは以上です。 

○西島座長 ありがとうございました。それでは、各委員からコメントありましたら頂き

たいと思います。いかがでしょうか。 

 武石委員、どうぞ。 

○武石委員 ２ページの「食品添加物表示制度の基本的考え方」の（３）の２行目に、「消

費者委員会食品表示部会の『食品表示の全体像』に関する議論における優先順位の考え方

を活用すべき」とありますけれども、今まで傍聴していた限りでは、この食品表示部会で

は、この全体像の議論について優先順位自体は、現時点では優先順位付けするのが適当で

はないというような結論で、これから実態調査を行った上でまた再び議論ということにな

っていると思いますので、このまま引用してしまうと、あたかも優先順位がそこで決まっ

ているような形にも読めますので、そうではなくて、引用するのであれば、第１回目の資

料で出された、例えば食品表示一元化検討会の報告書なり、その後の原料原産地表示の付

帯意見の辺りを引用された方がいいのかなと思いました。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかに特にございませんでしょうか。 

 坂田委員、どうぞ。 

○坂田委員 「はじめに」のところの一番下の部分ですけれども、最後から２行目の最後
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の方、「食品関連事業者の実行可能性等を考慮した」のところです。検討に当たって考慮

したことが幾つか書かれていて、その最後に「食品関連事業者の実行可能性」と書かれて

います。これは具体的にどういうことを指しているのでしょうか。まずその辺を教えてい

ただけますか。 

○西島座長 事務局、よろしいですか。 

○食品表示企画課課長補佐 現実的な問題として表示スペースの問題が一番大きく挙がっ

ていると承知しております。 

○坂田委員 ありがとうございます。表示スペースということであれば、消費者側から見

やすいとか見にくいとか、そういうことなのではと思うのですけれども、この言葉、「食

品関連事業者の実行可能性」ということについて、当然、通常の配慮というものは必要だ

とは思いますけれども、この場面で書かれていると、消費者の権利が制限されているよう

に、とられかねないと思いました。 

 遺伝子組換え表示の報告書にも、「はじめに」のところにこの一文がありますけれども、

遺伝子組換え表示の場合は意図しない混入をどうコントロールするかということなので、

実行可能性というのは非常に大切な部分になるのですけれども、添加物については事業者

さんが加えていらっしゃるので、それをどこまで表示するかということですから、ここで

あえて入れる必要はないのではないかと思います。いかがでしょうか。 

○西島座長 ほかに特にありませんか。 

 森田委員、どうぞ。 

○森田委員 ここの部分は、「検討に当たっては」の最後４行のところですけれども、食

品表示法の中にある消費者の自主的かつ合理的なというところ、それから小規模事業者の

影響のところ。ここに、食品関連事業者の実行可能性というところも議論の中で出てきた

というところもあるので、入れていただくということであれば、もう一つ入れてもらいた

いのが、この検討の中で諸外国の表示制度やコーデックスとの国際整合性というところで

す。実際に議論する中でこれらを含めて考慮して話をしてきたということなので国際基準

に関してもきちんと入れてもらいたいと思っています。 

○西島座長 武石委員、どうぞ。 

○武石委員 実行可能性ということであれば、ヒアリングの際にも具体的に食品事業者が

説明したように、例えばアイテム数の多いところが全てのアイテム数の原料添加物につい

て１対１対応できちんと切り替えていくということは現実的に難しいし、表示をしっかり

添加物について全て開示することは難しいということはやはり実行可能性として複数のメ

ーカーが発言しておりますので、そういった意味でも、入っているから全て表示できるの

ではないかというのはちょっと違うかなと思います。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかに特にありませんか。 

 森田委員、どうぞ。 

○森田委員 ここの１ページではなくて２ページの部分でもよろしいでしょうか。 
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○西島座長 どうぞ。 

○森田委員 ２ページの部分で、先ほど武石委員がおっしゃられた消費者委員会食品表示

部会の表示の全体像のところが書いてありますけれども、実際に検討の際は、第４回の資

料で食品表示一元化検討会の報告書の話しをするなど、様々な経緯を経てこれまでの基本

的な考え方が示されてきました。 

 この優先順位の考え方も、確かに全体像の中ではまだ固まっていないというところもあ

りますので、これを書くのであれば、もう少し丁寧に今までの議論のところをきちんと書

いていただければと思います。 

 全体的に、はしょっているといいますか、たくさん検討はされてきて、図を配しておら

れるのですけれども、文章の量がちょっと少ないのかなというところもあります。実際に

議事録なんかを読み返すと、そこの議論を踏まえていて、きちんと前回の論点整理の中に

も入れていますので、丁寧に入れていただければと思います。 

○西島座長 後よろしいでしょうか。 

 では、事務局から。 

○食品表示企画課長 今、複数の委員の方から御意見のあったところに関してですが、ま

ず１番の「はじめに」については、森田委員、坂田委員、その他の委員がおっしゃったこ

とを踏まえまして、「食品関連事業者の実行可能性」を残すとともに、国際整合性という

ことも入れる方向で検討したいと思います。 

 ２番の「基本的考え方」のところですが、ややはしょり過ぎという御意見がありました

ので、一元化報告書、付帯決議などの今までの経緯も併せて、それから、武石委員の御指

摘のとおり、「優先順位の考え方を活用すべき」という記載振りであるとあたかも既に決

まったものがあるように読めてしまうので、その点を丁寧に書くというような修正をして

いきたいと思います。 

○西島座長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局は委員からのコメントを踏まえて必要な修正を行ってください。 

 続いて、３の「食品添加物表示制度をめぐる情勢」について、事務局から説明をお願い

します。これは資料の３ページに当たります。 

○食品表示企画課課長補佐 それでは、報告書案の３ページを御覧ください。「３．食品

添加物表示制度をめぐる情勢」についての記載です。 

 ここは３つの構成で書き下しております。（１）は、食品添加物に関する食品衛生法の

規制についてで、定義を示した第４条、それから指定に関する第10条、それから、使用基

準等を定めた第11条と食品表示法の規制について記載しております。 

 ３ページの下半分になりますけれども、（２）のところは、平成29年度に消費者庁で調

査を実施した海外、それからコーデックスの食品添加物の表示制度の調査結果について、

表示順や表示方法、それから栄養強化目的の添加物の扱いについての記載。 

 ４ページの（３）は、食品添加物の表示や平成29年度に実施した消費者意向調査の結果
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の一部、特に食品添加物表示を商品選択の参考にしているかどうかという質問や、無添加

の表示について記載しております。 

 （２）と（３）につきましては、検討会に提出した資料の一部も併せて掲載しておりま

す。 

 ３の「食品添加物表示制度をめぐる情勢」に関しては事務局からは以上です。 

○西島座長 ありがとうございました。各委員で御意見等ありましたら、よろしくお願い

します。 

 武石委員、どうぞ。 

○武石委員 ２点ほど、ちょっと意見といいますか、述べさせていただきます。 

 １点は、この情勢の中の大きな項目として、先ほどちょっと話題になりました全体像の

議論みたいな話が出てきたということをできれば一元化、食品表示法ができて、５年近く

たった上で全体像の議論が問題になってきているといったことについて、もう少し丁寧に

コメントした方がいいのではないかなという気がします。 

 今回の検討会のいろんなテーマでも、やはり全体像の議論とリンクして整理すべき事項

が結構多いですので、そういった意味で、情勢としては、この全体像の議論に及ぶような

情勢になってという辺りを少し紹介された方がいいのかなと。 

 あと、これは要望ですけれども、私ども業界からは、毎回頻繁な食品表示制度の変更で

すとか、それからスペースの問題について問題提起しているのですが、そういった要望も

事業者団体から根強くあったということを一行でも入れていただけたら非常にありがたい

なと。 

 あともう一点は、食品安全基本法ができて、リスク評価することになったということが

１回目のめぐる情勢の資料でも出ておりますので、結構これは大きな変化だと思いますの

で、３の（１）の添加物規制という、タイトルにはなじまないかもしれませんが、そうい

ったリスク評価の仕組みが入ってきたということをぜひどこかに入れるべきではないかな

と思いました。 

 以上です。 

○西島座長 ほかに御意見等ありませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○森田委員 ４ページの資料１の取扱いなのですが、第１回の検討会、資料２よりとあり

ます。この資料２は、実際は栄養強化の目的で使用されるものの下に、加工助剤とキャリ

ーオーバーが２段ちゃんとあったと思います。ここのところを削られてしまった理由はあ

るのでしょうか。省略規定は栄養強化、加工助剤、キャリーオーバーにあって、加工助剤、

キャリーオーバーは一律国際的なルールと同じというところは大事な情報かと思いますの

で、ここの２段は削らないで、元々あった資料のまま使っていただきたいなあと思います。 

○西島座長 ほかにありませんでしょうか。 

 ありがとうございます。事務局は、委員からのコメントを踏まえ、必要な修正を行って
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ください。 

 続きまして、「４．今後の食品添加物表示制度の方向性」の（１）について、事務局か

ら説明をお願いします。 

○食品表示企画課課長補佐 それでは、報告書案の６ページを御覧ください。「４．今後

の食品添加物表示制度の方向性」についての記載です。各論点について、現状と議論の整

理の方向性を大きく４つのパートから構成しております。 

 ここはそれぞれのパートごとに進めさせていただきますので、まず、（１）はまとめて

御議論いただきました一括名表示、簡略名、類別名の表示の在り方、それから、用途名表

示の在り方についての記載です。 

 「①現行制度の概要」としておりますけれども、食品表示基準上の規定を記載したもの

です。さらに、これまでの検討会に提出した関係する資料を、この報告書案でいうと８ペ

ージの上段まで関係する資料を掲載しております。 

 そのまま報告書案の８ページにお進みください。②は「整理の方向性」を記載しており

ます。最初の段落では、一括名表示、簡略名・類別名の表示について議論された内容を、

２段落目の「また」からは、用途名の併記について議論された内容を記載し、それぞれ現

状の制度を変更することは難しいということを記載しております。 

 次の９ページを御覧ください。②の「整理の方向性」の続きですが、制度の変更は難し

いということを先ほど申し上げましたけれども、問合せ対応やウェブを活用した情報提供

について記載しております。 

 さらに、提供が困難な情報もあるため、全ての情報の開示となると難しい部分もあるこ

とといったことを留意事項として記載しております。 

 一括名表示、簡略名・類別名の表示と用途名の表示に関しては、事務局からは以上です。 

○西島座長 ありがとうございました。それでは、各委員からコメントを頂きたいと思い

ます。 

 坂田委員、どうぞ。 

○坂田委員 まず、②の「整理の方向性」の３行目の「分かりやすい」という言葉につい

てです。「これまで30年以上用いられてきたことから、消費者にとってなじみがあり」ま

ではいいのですけれども、「分かりやすい」と書かれていますが、これは省略されている

部分も多いですし、用途の分からないものもあることから、分かりやすいとは言えないと

思います。ヒアリングなどでもたくさん出てきましたけれども、「一定の役割を果たして

きた」という表現をされている方が多かったかと思いますし、私もそちらの方が適切かと

思います。これが１点目ですけれども、すみません、あと２点ほどお願いいたします。 

 次の「現状の制度では、使用した個々の添加物とその使用目的が分からない場合がある」

という部分ですけれども、非常にさらっと書かれていて、問題点が今一つ一般の消費者に

は分かりにくいと考えられます。その問題点を明確にするために、「例えば現状の制度で

は、一括名表示が認められているために、個々の添加物が分からない場合がある。また、
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用途名表示が８種類に限られているために、使用目的が分からない場合がある」と具体的

に書いていただきたいと思います。 

 それから、３つ目ですけれども、下から２行目、用途名併記について、「用途の選定は

結果的に使用する事業者に委ねられるものであり、なじみのない表現もある」と書かれて

いますが、なじみのない表現というのは具体的にどの表現なのか、まず教えていただけれ

ばと思います。 

○食品表示企画課課長補佐 これは用途名の表示を議論いただいたときにコーデックス25

の機能分類と比較した表を提出させていただきましたけれども、その中で日本の用途を示

す用途名と機能分類を比較したときに、その機能分類の中に日本で使われる添加物として

なじまない表現があるというような御意見もありましたので、そこを引用したものです。 

○坂田委員 分かりました。先ほど森田委員などからも、国際基準と比較して検討したと

いうことも盛り込んでほしいというお話もあったことから、その辺も、25の機能分類とは

ちょっと合わない部分があるというような表現にしていただいた方がいいかと思います。 

 ではそういうことでよろしくお願いいたします。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかにありませんでしょうか。 

 武石委員、どうぞ。 

○武石委員 １点目はちょっと単純な質問ですけれども、６ページの資料４と７ページの

資料５ですけれども、これは２つの表に分けていますけれども、元々分ける必要性という

のは余りないのかなという気もするので、前回の資料を引用したから分かれているのでし

ょうけれども、一括して整理してしまった方が分かりやすいのではないかなというのが１

点です。 

 それから、今、整理の方向性で、８ページで話題になりました坂田委員の御指摘、確か

にそういった部分もあって、丁寧に説明した方がいい箇所が幾つかあると思います。その

中で、１行目の「表示可能面積が限られていること」、これは文脈を見ると、分かりやす

いということにつながっている理由としては、中身的にはちょっと不適切な表現かなとい

うことで、この表示可能面積のところは、その５～６行目先の「表示可能面積の問題や」

のところに少し付け加えることにして、分かりやすさとは直接関係ないと思いますので、

この１行目から落としておいた方が、と思いました。 

 あともう一つが、９ページの文章の最後の２段落で、これは中垣委員の方から御指摘い

ただいて、本来私どもがはっきり言うべきところであったのですが、しっかり書き込んで

いただいてありがたいと思っております。ただ、もう少し具体的に、企業秘密というと、

何か企業が隠しているというイメージにもとられかねないので、ここは例えば企業のノウ

ハウみたいな形の言葉の方が、実際、営業の関係で、そういう知的財産という意味を込め

て営業ノウハウというような形の言葉を使う場合も結構あると聞いておりますので、そこ

まで心配し過ぎかなという気もあるのですが、そういった言葉もどうかということを検討

いただけたらなあと。 
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 あと、場合によっては具体的に香料などといった事例なんかも少し挙げていただくとも

う少し分かりやすくなるかなと思いました。 

 以上です。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかに。 

 坂田委員。 

○坂田委員 今最後におっしゃった２行の「企業秘密」の部分ですけれども、ちょっとお

言葉を返すようで申し訳ないのですけれども、私はこういうことを書かれてしまうと情報

提供しない言い訳に使われる可能性があると思ったりもしました。中垣委員が前回おっし

ゃった香料の点については、それ自体は理解しているつもりですけれども、そこを丁寧に

書くか、あるいは、こういうことってわざわざ報告書に書くことかなというのがありまし

て、基本的には、消費者と事業者がお互いに節度を持ってコミュニケーションするという

のはある意味当然のことなので、わざわざ誤解を招くような文章は入れない方がいいかと

思いました。 

 それから、もう一点よろしいですか。 

○西島座長 どうぞ。 

○坂田委員 同じページの上の方の情報提供の部分ですけれども、上から３行目、「ウェ

ブを活用した自主的な消費者への情報提供に努めることが望まれる」と入れていただいた

のはありがたいのですけれども、前回、情報提供例を載せていただきたいということで、

一括名表示の中身を示している生協連さんのホームページだとか、あともう一つ、実はハ

ムメーカーさんですけれども、使用目的の一覧も掲げていらっしゃる例を挙げましたけれ

ども、やはりこれは載せることはできないのでしょうか。 

○食品表示企画課課長補佐 入れる場所も含めて考えさせていただきます。ここの情報提

供のところに入れるか、あるいは普及、啓発のところに入れるかというやり方もあるかと

思いますので、入れる方向で考えさせていただきます。 

○坂田委員 今、入れる場所を検討していただけるということだったのですが、普及啓発

に入れていただくのもいいのですけれども、私はあえて、ここの情報提供のところに入れ

ていただきたいです。と申しますのは、食品表示部会の食品表示の全体像に係る報告書の

15ページで、ウェブでの補助的情報提供の優良事例に係る調査を２年近くかけて行うこと

が報告書の中で想定されています。それを今後の検討材料とすると書かれていますので、

よい検討を行っていただくために可能な限り多くの事業者が積極的に取り組むことを望ん

でおりますので、ぜひこの部分に入れていただきたいと思います。 

○西島座長 武石委員、９ページの企業秘密という点について、何か。 

○武石委員 坂田委員がおっしゃるように、これを書くことによって逆に拘束してしまう

ということも考えられますが、やはりこの検討会の中で積極的にという言葉だけが残って、

こういった歯止め的なことがないと、これからこれを基にいろいろ取り組んでいくときに、

実際の話、開示しようとしても、特に中小事業者なんかが添加物の製造者から開示されな
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いという事例も結構多く聞きますので、そういった実態がある中で、こういったものは残

しておいていただければ、何でもかんでも情報開示しろということには多分ならないと思

いますので。 

○西島座長 例えば企業秘密というと何となく隠しているみたいで、ノウハウみたいな良

い言葉ってないのですかね。 

○武石委員 ノウハウでいいと思うのですけれども。よくノウハウという言葉で知財の関

係で使っていると聞いております。企業機密という言葉はありますが、もう少し大げさな

話になってしまいますので、営業秘密とか営業機密とかノウハウと。ノウハウが一番分か

りやすいのではないかなと思いますけどね。 

○西島座長 どうぞ。 

○浦郷委員 企業秘密というか、企業のノウハウのところまで情報提供してくれというの

は難しいかもしれないですけれども、消費者は何を求めているかというと、添加物として

どんな物質を使っているか、個々の物質の名前を知りたいのできちんと開示してください

ということではないかと思うのですけれども。 

○西島座長 座長として余りよくない発言かと思いますが、私は食品添加物公定書の７版

とか８版、９版に関与しているのですが、その食品添加物を使ったからその食品がどうな

るかというのは非常に難しいというか、分かりません。ただ、書かれていることによる安

心感というのは分かるのですが、それが書かれることによって消費者は何が分かるのかそ

の辺を少し説明していただけますか。 

○浦郷委員 いえ、だから、書けということではなくて、個々の物質を知りたいという消

費者の問いにはきちんと答えてほしいというところです。 

○西島座長 どうぞ。 

○中垣委員 恐らく、企業秘密とかノウハウとかいう言葉が持つ点についていろんな議論

があるのだろうと思います。ここで言おうとしているのは、国際的にも、例えば香料だと、

その物質名の開示というのはアメリカでもヨーロッパでも行われていないと承知しており

ますので、何かの表現をするのであれば、例えば「なお、香料のように、国際的にも個々

の物質名には原則触れていない事例があることにも留意が必要である」とか、その範囲と

いうのは国際的に常識のある範囲ですよというのが、先ほどおっしゃった節度あるコミュ

ニケーションの土台であるのも踏まえて、そういう表現にしたらいかがでございましょう

か。 

○西島座長 いかがですか。非常に良い案を出されたと思うのですが、皆様よろしいでし

ょうか。上田委員、何かありますか。 

○上田委員 例えば物質名をウェブに書くということについてです。それにより消費者の

方々からの信頼を高めると企業が判断され、そうしているケースは既にあると思います。

ただし、個々の製品ごとに使用している物質名を全部書くのか、こういう一括名を表示し

ている場合、主力製品ではこのようなものが使われていますというように、情報の発信の
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仕方もいろいろあるのだろうと思います。 

 製品表示と混同されるような書き方でウェブにより発信すると、消費者の方に分かりに

くい、誤認も生じる可能性があると思います。                        

ウェブ発信が困難な小規模の事業者の方が数の面でははるかに多いわけで、一律にウェ

ブ上で掲載するべき事項を決めると、それが表示制度の一環みたいになってしまって、ス

タンダードになるということがあるので、自主性を重んじるとした上で情報発信をしてい

ただくというようなトーンで報告書をまとめていただくと良いのではないかなと思います。 

 先ほどノウハウの話がありましたけれども、例えば消費者の方から食品メーカーに直接

問合せがあった場合は、その消費者の方が何を知りたいのかというのをちゃんと分かって

お答えできる。一方で、ウェブとなると、例えば競合する企業とも情報が共有されます。

何でもかんでも情報発信されるようになることが、結局は消費者の方のデメリットにもな

ってしまう可能性もあります。良いものを作るとか、手頃な価格で作るためには、企業の

競争が必要で、武石委員のおっしゃるようなノウハウみたいな世界はやはり必要があると

思います。 

○西島座長 事務局から何か、よろしいですか。 

○食品表示企画課課長補佐 先ほど坂田委員から情報提供例というお話について、個別具

体的な会社名、企業のお名前も出されていましたけれども、企業のある一部だけを載せる

というのはやはりちょっと不公平感もあると思うのですね。この検討会におきましても事

業者系５団体からヒアリングさせていただいております。個々の企業が出したものという

のはやはりここには載せづらいかなと。例えば前回も掲載させていただきましたけれども、

消費者庁の方で作っている、こういった添加物はこういった食品に使われていますよとい

う、今後、事業者の方でもウェブ等を活用した情報提供をする上で参考となるような、土

台となるような資料を載せていくということで検討させていただきます。 

○西島座長 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。事務局は委員からのコメントを踏まえ、必要な修正を。 

 どうぞ、森田委員。 

○森田委員 全体の構成のところで、坂田委員が最初、読みづらいというようなお話をさ

れていましたけれども、６ページの４番の「今後の食品添加物表示制度の方向性」という

ところで、論点の一括名と簡略名の在り方のところに初めて「現行制度の概要」というの

が出てきます。 

 確かに一括名表示、簡略名ですとか、そういうところはこの現行制度のところを踏まえ

てですけれども、最初の資料で、第１回の資料のところに食品添加物の表示の歴史という

のが、厚生労働省がどのようにして表示を作ってきたか、そして、今の添加物表示は、加

工食品の場合は一括名の表示があり、用途名の併記があり、表示が免除される３つのもの

があるというような、それぞれ添加物表示の制度の在り方をまとめた図があります。つま

り、日本の現行制度は、一括名の表示14、用途名８、表示不要３というルールを作ってい



11 

 

ますというところが最初に説明があった方がいいです 

 そこのところがないままに論点に入っていくので、何かごちゃごちゃしてしまうところ

があります。これは提案ですけれども、３ページの（２）の「食品添加物の表示に関する

国際的な状況」が出てくる前、「（１）食品添加物に関する規制」のところに、ここの部

分の文章としていただくのと、それから、この２枚前のスライドで、添加物表示制度の歴

史も平成に入って全然見直されていないということも含めて入れてほしいと思います。 

 「（１）食品添加物に関する規制」の後に、いきなり国際的な状況が出てくるのですが、

日本の食品添加物表示はそもそもどのようにしてこうやって増えてきたかというところを

入れていただいて、その上で次の諸外国の表示制度と比べると日本の場合は一括名と用途

名併記はこのように違うものですよ、ということも浮かび上がってくると思います。 

 まずは現行制度の表示のところをきちんと説明していただいて、その上で６ページの論

点に入ってくるのですが、６ページの書き振りも、例えばヒアリングのところで、先ほど

浦郷委員がおっしゃられたように、個々の物質を知りたいという意見もあり、一方で、分

かりやすい表示を求めて、もっと更に省略するような意見を求める、というようないろい

ろな意見が出たという検討の経緯を入れてください。前回の論点の骨子のところにはあっ

たと思うのですが、それが報告書の中に含まれていないので、この検討会は何を検討した

のかなあというところが、結論だけでは分からなくなってしまっています。検討の経緯も

文章に簡単にしていただいて、その上で整理の方向性というふうにしてまとめていただけ

ればなあと、これはお願いしたいなと思っています。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかにありませんでしょうか。 

 ありがとうございます。事務局は委員からのコメントを踏まえて必要な修正を行ってい

ただければと思います。 

 続いて、「４．今後の食品添加物表示制度の方向性」の（２）について、事務局から説

明をお願いします。 

○食品表示企画課課長補佐 報告書案の11ページを御覧ください。11ページの下半分、（２）

は、「無添加」、「不使用」に係る表示についてまとめたもので、①のところは「現行制

度の概要」として、食品表示基準第９条の禁止事項、それから、この検討会でも問題点と

して挙がっております食品表示基準Q&Aについて記載しております。さらに、栄養成分表示

関連で、ナトリウム塩や糖類に関しては不使用表示というものが認められているといった

ことも記載しております。 

 次の12ページを御覧ください。先ほど①の「現行制度の概要」の続きですけれども、イ

で、「人工」、「合成」の用語につきまして、現在の食品表示基準、それから、それに関

係する通知に「人工」と「合成」という言葉がありますので、それに関する内容を記載し

ております。ここに関連する資料を次の13ページにかけて資料を２つ掲載しております。 

 それから、次の14ページを御覧ください。②に「整理の方向性」を示しておりますけれ

ども、②のアのところで添加物の不使用、「無添加」、「不使用」に関する表示の整理の
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方向性を記載しております。これまでの検討会で挙がった意見を基に、最終的には禁止事

項のメルクマールとなるガイドラインを策定することが適当としております。 

 それから、その下のイのところです。「人工」、「合成」の用語につきましては、平成

元年に添加物表示が全面化された際の天然と化学合成品を区別しないという整理もありま

すので、そのときの考え方を基に、今回、「人工」、「合成」の文言を基準から削除する

ことが適当と記載しております。 

 事務局からは以上です。 

○西島座長 ありがとうございました。それでは、各委員からコメントを頂きたいと思い

ます。 

○浦郷委員 この報告書の全体ですけれども、前回整理をして確認された方向性に基づい

てきちんと書かれているとは思うのですけれども、先ほどからも出ているように、あれだ

け議論したのに、「整理の方向性」の書き方がさらっとしているなということは感じてお

ります。例えば14ページの方向性のところになりますけれども、「無添加」、「不使用」

等の表示については、その表示の法的な禁止を求めるという意見も出されていました。そ

のことにも触れるべきだと思いますし、あと、真ん中辺りのところに「無添加等の表示を

一律に禁止することは妥当ではない」と書いてあるのですけれども、そこら辺ももうちょ

っと詳しく、何で妥当ではないのか。実際に無添加で製造されていることが事実であれば、

消費者に誤認させるとは言い難いことから、無添加表示を一律に禁止することは妥当では

ないというように、もう少し議論の内容を書いていただきたいなと思います。 

○西島座長 ほかに御意見ありますか。 

 上田委員、どうぞ。 

○上田委員 浦郷さんの意見に少しプラスさせていただきます。無添加表示が商品の表面

に書かれている場合に裏面を見なくなる懸念がある、一括表示の普及の妨げにもなってい

るというような趣旨の意見も検討会で出ていたように思うので、その辺も報告書に入れて

いただけるとよいと思います。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかにありませんでしょうか。 

 大熊委員、どうぞ。 

○大熊委員 この「無添加」と「不使用」の見直し、今後のガイドラインの問題ですけれ

ども、これは事業者にとっては非常に大きなポイントになってくること、関心の高いこと

だと思います。といいますのは、商品を作る立場として、また販売していく立場として、

商品コンセプトというのを作っておりますよね。それに関係することがやはり原材料への

こだわりであったり、製法のこだわりであったりします。そうすると、「無添加」とか「不

使用」の文言の使い方、これが今までのQ&Aの解釈を基に少し違う方向にいっていたという

ようなことを見直しされると思うのですけれども、一番肝心なことは、使える文言と使え

ない文言、その辺をもう少し具体的な表記例を挙げておくことが大事ではないかと思いま

す。 
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 といいますのは、単純に「無添加」、「不使用」等とだけ書いてありますけれども、同

じような言葉の中で、「無着色」とか「無香料」とか、頭に「無」だけを付けたものとか、

つまり、表現というのはいろいろな形で表現されています。そういうことを具体的に使用

可と使用不可を明確にしたガイドラインを作るというように、少し補足しておいていただ

けると理解しやすいのではないかなと、また解釈の誤解が起きないのではないかなと思い

ます。 

 以上です。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかにありませんでしょうか。 

 坂田委員、どうぞ。 

○坂田委員 ガイドラインを策定していただくに当たって、「無添加」とか「不使用」で

どういう問題が起こり得るかということが書かれていないのですけれども、前回、上田委

員の意見書に、誤認を防止するためにガイドライン上で許容される「無添加」、「不使用」

表示はこれこれであるということで12項目挙げていただいていますけれども、消費者とし

ては特に、例えば「同程度に顕著な表現で明示されている場合を除き、同一機能、あるい

は類似機能を有する他の食品添加物が使用されていない」つまり、保存料不使用と書きな

がら、グリシンが使われているとかいうことはできないようにしてほしいだとか、あるい

は、もう一つ、例えば「化学調味料不使用」と書いていながら、たん白加水分解物が使わ

れているだとか、そういうことのないようにしていただきたいという思いがあるので、そ

の辺りのことにも触れていただければと思います。 

 それと、何をもって誤認させるかというところの考え方ですけれども、第６回の資料１

の３ページのところに「食品表示基準第９条の考え方」というのが書かれていて、実際の

ものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語についての判断の仕方として、「有

利誤認、優良誤認に当たるか否かは、商品の性質、一般消費者の知識水準、取引の実態、

表示の方法、表示の対象となる内容などを基にケース・バイ・ケースで全体として判断」

と書かれていて、特に私としては、一般消費者の知識水準であるとか表示の方法という点

が判断の要素となるという点を押さえていただきたいと思います。 

 具体的に申し上げますと、アンケートの結果にもありますように、「無添加」とか「不

使用」の表示があれば、それがまた目立つように書かれていた場合に、消費者は安全で健

康に良さそうと考える傾向がある、ということをしっかりと考慮して作っていただきたい

と思いますので、その辺を明確にしていただければと思います。お願いいたします。 

○西島座長 ほかにありませんか。 

 武石委員、どうぞ。 

○武石委員 これは整理の問題ですけれども、11ページの①のアの３段落目に「糖類」、

「ナトリウム塩」に関しての言葉が、解説があって、離れているのですけれども、これは

結局資料12のことを言っているので、この部分は、アの一番上の説明の後に引き続いて持

っていった方が説明としては、同じ資料を説明していますのでいいのかなと思いました。 
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 今論点になっていますこの整理の方向性の14ページのところですけれども、これは今聞

いただけでもいろいろ論点が多くて、また振り出しに戻るような議論になってしまうので、

今、坂田委員がおっしゃっていた優良誤認の話も、あくまでも優良誤認ということではな

くて、９条の優良誤認を含めた誤認全般についての考え方のメルクマールを示すというの

が中垣委員のお話ですので、簡単にその事例をもって何か書き込むようなものではないと

思いますので、表現としてはこの程度の表現でいいのかなと。 

 ただ、浦郷さんがおっしゃっていた「無添加」等の表示を一律に禁止する辺りはもう少

し、確かに丁寧に書いた方が誤解がなくて分かりやすいかなと思いました。 

 あともう一点の確認は、「人工」、「合成」の用語の話ですけれども、これと併せて「化

学調味料」という言葉も確か用語の問題で話があったと思います。結局、この「人工」、

「合成」を削除するというのは食品表示基準から削除するということで、一括表示から落

とすということは、これで多分先行してやられるということはこの間お話をお聞きしまし

たけれども、結局、この「人工」、「合成」とか「化学調味料」という言葉について、こ

のガイドラインの検討の場で同じように検討していくという整理になるのかなというとこ

ろをちょっと確認といいますか。とすると、このガイドラインの検討会というのはなかな

か難しい検討会になるのではないかなと、今の議論だけ聞いていて思いました。 

 以上です。 

○西島座長 ありがとうございます。事務局から。 

○食品表示企画課長 今、御指摘のあったガイドラインについては坂田委員からの御指摘

もあったように、いろいろな難しい問題を抱えていて、これについてはガイドラインを策

定する中で時間をかけてしっかりと議論していく必要があるためということで、ここで全

部書き切るのはなかなか難しいと思っているところであります。 

 ただ、浦郷委員から御指摘があった、「無添加等の表示を一律禁止することは妥当では

ない」とだけ記載してあるのは確かにちょっと分かりにくいと思いますので、理由も含め

て丁寧な形で書くように工夫をしていきたいと思っております。 

○食品表示企画課課長補佐 すみません、もう一点。大熊委員から、使える文言、使えな

い文言というお話があったのですけれども、そもそも消費者意向調査の中では、例えば無

香料とか無着色という表現、これは消費者意向調査の中で、我々の設問の中では、○○不

使用という形で、○○に限定して使っていないという表現でアンケートをしています。 

 その表現を見た場合に、選択する側からすると全く使用していないというような理解を

されている消費者もいると。つまり、正確に理解されていない状況がありますので、この

状況を鑑みると、この報告書の中に、この表現はいい、この表現は使えないというような

ことを書き下すのはなかなか難しいかなと思っています。そういった点は今後のガイドラ

インの検討の場でこの検討会の議論の内容を引き継いでいくことになると思いますので、

その中で具体的に議論する内容だと考えております。 

○西島座長 よろしいでしょうか。 



15 

 

 上田委員、どうぞ。 

○上田委員 消費者の方々に誤認させないという姿勢で日頃取り組んでいる食品企業も多

くあります。そのような企業の姿勢が報われるような結果につながればよいと感じており

ます。 

 事業者による、「「無添加」、「不使用」表示による誤認の防止に向けた取組」をスム

ーズに進めるために、意見を幾つか言わせていただきます。 

これは武石委員から以前出たような内容ですが、まず、ガイドライン策定のスケジュー

ルを明確にしておくと良いのではないかと思います。 

 次に、「人工」、「合成」の用語の削除の改正は、ガイドライン策定の前提となる事項

なので、早期に行うことは必須ではありますが、事業者による任意表示の変更も含めた対

応がしやすいように、猶予期間等に配慮するとよいのではないかと思います。 

 次に、ガイドラインが制定された後、これは少し先になると思いますが、周知期間を十

分にとり、事業者に浸透を図るべきと考えています。 

 それから、新規の公正競争規約の制定の取組の大まかな体制やスケジュールも、もし想

定できれば明らかにしていただきたいと思います。 

これらの事項をこの報告書の中に入れるかどうかとは別の話ですけれども、それがない

と、恐らく事業者の方が不安になるといった状況が発生するかなと思います。 

 以上です。 

○西島座長 どうぞ、事務局から。 

○食品表示企画課長 上田委員からの御質問についてお答えします。実務的なことなので、

この報告書の記載にはなじまないと考えております。ガイドラインの策定のスケジュール

ですが、これはまた今回の検討会みたいな形で、消費者、事業者、それから、今回、法律

の解釈にも関わってくるので、法律の専門家も入れた形で検討会として立ち上げたいと思

っております。委員の人選も慎重に行いたいと考えておりますので、何月から始めますと

いうのは今の段階でお知らせするのは難しいですが、いずれにしても、来年度のいずれか

のタイミングではスタートさせたいと思っております。 

 それから、「合成」、「人工」の用語の削除についてですが、これについても早期に取

り組んでいきたいと思っています。御案内のとおり、食品表示基準を改正するときには消

費者委員会食品表示部会にお諮りをしないといけないので、そちらのスケジュールもある

ことから、何月に行うということは断言できませんが、当方としてはなるべく早急に対応

していきたいと思っています。また、現場の方が困らないように、経過措置についても設

ける方向で検討したいと思っております。さらに、ガイドラインの周知についてもしっか

りと、十分な周知期間をとっていきたいと思っております。 

 大分先になりますけれども、公正競争規約については、担当の方から御説明します。 

○食品表示対策室長 食品表示対策室の木村でございます。 

 公正競争規約につきましては、まずガイドラインの中でどのような形で整理がされたと
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いうものが明らかになって、そこから動き出しますので、これもいつからいつまでという

ことは申し上げることはできませんけれども、少なくともガイドラインが定まった後とい

うことで御理解いただきたいと思っております。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかに。 

 では、森田委員、どうぞ。 

○森田委員 この整理の方向性のところの14ページの書き方が分かりにくいというのは先

ほどからいろいろな委員が言っているところです。もう少しここを丁寧にというところと、

今のままですと、パラグラフが、改行がないままずっと続いているので読みづらいと思い

ます。まずは最初のパラグラフのところで、現状の法制度でQ&A（加工－90）に関して曖昧

であるという現状を書いて、その上で、２つ目のところのパラグラフは５行目の現状の曖

昧な食品表示基準を基に「無添加」等の表示を事業者が任意で行っていることが、消費者

意向調査において一部の消費者が「無添加」等の表示を理解していない結果が得られた理

由の一つとも考えられると。このことがつまり、「無添加」表示は消費者の誤認を実は招

いていることがあるということを言っている文章なのですが、坂田委員もおっしゃられた

ように、消費者意向調査のところの文章がちゃんとないので分からないのです。ここはも

ちろんもう少し丁寧に書いてもらいたいです。 

「無添加」とか「不使用」の表示についていろいろな方と話すと、どうして「無添加」

と「不使用」を表示するのがいけないのとか、消費者が求めているから書いているのです

よ、と言われる方がいらっしゃるわけですね。そういう方からすると、どうして「無添加」

と書くことで消費者が誤認するのか理解できないと思いますので検討の経緯を丁寧に書い

てください。この報告書案を見ただけだと、「無添加」と表示することは、食品添加物に

ついて安全性がきちんと確認されたものであるということの理解を妨げることになってい

て、それゆえに誤解を招くということが伝わりません。それから具体的には、「無添加」

と表示しているのに一部のものだけ無添加にして、他の添加物を使っている、例えば保存

料無添加と書いて日持ち向上剤を使っているという事例とか、いろいろな事例が検討され

ていたかと思います。ヒアリングの中で山崎製パンさんがお話しされていたのは代替原材

料だったので、ほかの添加物ということではないのですけれども、ほかの代替技術を使う

ということに対して、それを使っているのに「無添加」と書くのはいかがなものかという

議論もありました。 

 それから、例えば「無添加」というところをとにかく大きな字で書くことによって、や

はり添加物が悪いというふうな誤認を招くような部分もあるという議論もありました。そ

ういう様々な理由が検討会の中、ヒアリングの中で挙げられて、今のままでは良くないの

で、ガイドラインを作ろうというのが第３段落目だと思います。 

 ３段落目では、「一律に禁止することは妥当ではない」だけ書いてありますが、ここも

いろいろな検討がありました。現状の（加工－90）を改正するのか、そうではなくて、食

品表示基準第９条のところで表示禁止事項とするのか。いろいろなチョイスの中でこのガ
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イドラインということを導き出した。殊に、そのガイドラインで導いた理由として、やは

り禁止というところまでいくと、加工助剤とかそういうことも含めて本当に無添加で作っ

ているようなものに関してまで一律に禁止することは妥当ではないというような議論のス

テップがあって、ここの結論に至ったと思います。 

それぞれパラグラフを分けてもらって、どのような理由で、今回「無添加」と「不使用」

という表示を見直すことになったのか、ヒアリングの中でも、消費者団体でも、それから

事業者団体でも一致した意見だったということも含めて入れてもらいたいと思います。 

 そういうことも含めて書いていただかないと、報告書を何も知らないで読んだ方は何で

「無添加」、「不使用」という表示を規制しなければいけないのだろうと思ってしまうの

ではないでしょうか。前回の論点の骨子でもいろいろな意見が出てきていますので、何か

特定の商品を挙げるとかそういうことではなくて、幾つかの疑問が出て、前回上田委員が

お示しになった、こういう点で無添加は問題であるというところにつながっていくと思い

ますので、それが見えてくるような形を示したほうがいいと思います。あとはガイドライ

ンでやるので何も書かないのではなくて、どうしてガイドラインを求めることになったの

か分かるような書き振りにしていただければと思います。 

 「人工」と「合成」の用語も、ただ単に表示基準から削除ではなくて、先ほど武石委員

がおっしゃられたように、任意表示で「合成」とか「化学」、「人工」というのは消費者

の誤認を招くのでやめていきましょうということだったので、まずは基準から削除という

ことだったと思います。そこもやはり一文そういう意見が出たということも書いていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○西島座長 ありがとうございます。どうぞ。 

○浦郷委員 今、森田さんがおっしゃったように、やはりここは分かりやすく、もうちょ

っと丁寧にステップを踏みながら書いていただきたいと思います。それで、誤認させるよ

うな無添加表示が無くなるように、今後のところでガイドラインを策定していくのですけ

れども、アの一番最後の部分ですね。「ガイドラインの策定を通じて」というところで、

この「無添加」とか「不使用」の表示については、業界ごとで公正競争規約とか作ってい

ますけれども、そこのところの認識やその規約の中身に差があることが問題なのではない

かというのが検討会の中でも出てきたと思います。ですので、ガイドラインの策定を通じ

て既存の公正競争規約が改正されたり、業界でできていないところは新たに公正競争規約

が策定されることによって、業界間の差が埋められる、平準化されることが期待されると

いうことではないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 それと、イの部分ですね。ここも本当に簡単に書いてあるのですけれども、先ほど来出

ていますけれども、食品表示基準の別表にない化学調味料という言葉を無添加、不使用と

組み合わせて、その容器包装の一括表示欄ではない部分で表示されているという例も今現

在あるというところから、この検討会の議論の中では、容器包装全体とか、チラシ、店頭
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のポップなども含めて、「人工」、「合成」と「無添加」、「不使用」という表示が組み

合わされて表示されることにより消費者の誤認を招くことになるので、そのような表示が

されないことを期待する意味も含めて、この削除ということに至ったと思います。私たち、

そういう思いで議論をしていますので、そういうところも入れていただきたいなと思いま

す。 

○西島座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 では次に進めさせていただきます。事務局は委員からのコメントを踏まえ、必要な修正

を行っていただきたいと思います。 

 続きまして、「４．今後の食品添加物表示制度の方向性」（３）について、事務局から

説明をお願いいたします。 

○食品表示企画課課長補佐 報告書案の15ページを御覧ください。（３）は栄養強化目的

で使用した添加物についての記載です。①の「現行制度の概要」のところ、それに関連す

る資料を挙げておりますけれども、ここで１カ所修正です。「現行制度の概要」の２行目

の真ん中のところ、「同府令別表第４において、」の削除をお願いいたします。これがあ

ると今の基準の意味が変わってしまいますので。現行の制度につきましては、この資料を

掲載にとどめております。 

 次の16ページを御覧ください。②の「整理の方向性」ですけれども、始めの段落のとこ

ろで、食品表示法一元化前の食品衛生法とJAS法の制度の違いというところを記載してお

ります。それから、次の段落で、栄養強化目的であっても、使用した添加物は表示する方

向で検討することが適当とした上で、さらにただし書きのところで、消費者、事業者双方

について実態の調査が必要であること、それから、消費者委員会食品表示部会の議論も参

考にするといったことを記載しております。 

 （３）の栄養強化目的で使用した添加物の表示につきましては以上です。 

○西島座長 ありがとうございました。それでは、各委員からコメントを頂きたいと思い

ます。 

 特にありませんか。 

 ないようですので、次に進めさせていただきます。次に、食品添加物表示制度の普及、

啓発、消費者教育について、（４）について説明をお願いします。 

○食品表示企画課課長補佐 報告書案の16ページ、下にあります（４）を御覧ください。

（４）は、普及、啓発、消費者教育についてです。今までの（１）から（３）のところで

は、①のところ、「現行制度」としておりましたけれども、ここは制度というよりも現在

の消費者の認知状況というところで、タイトルを「消費者の認知状況」としております。

ここの部分は消費者意向調査の結果というものを次の17ページにかけて記載しております。

そもそも添加物についての理解が進んでいないというところを記載しているところです。 

 それから、次の18ページに進んでください。②で「整理の方向性」を示しておりますけ

れども、最初の段落では、事業者ヒアリングで説明のあった添加物の有用性の部分を引用
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しまして、それが適切に理解されていないということを記載しております。 

 それから、次の段落で、行政、消費者団体、事業者団体との連携、それから、消費者教

育を行うに当たって、学生だったり、その学生に教える立場の栄養教諭、そういったとこ

ろをターゲットにした消費者教育を行っていくというところを記載しております。 

 それから、３段落目の「また」以降のところでは、普及、啓発する際に伝えるべき内容

というものを記載しております。 

 （４）につきまして、以上です。 

○西島座長 ありがとうございました。それでは、ここの部分について各委員からコメン

トをお願いしたいと思います。 

 特にありませんでしょうか。 

 それでは、次に進んでよろしいでしょうか。 

 次に、最後ですが、「おわりに」について、事務局から説明をお願いいたします。 

○食品表示企画課課長補佐 報告書案の19ページを御覧ください。５の「おわりに」のと

ころは、最初の段落で今回の各論点の方向性について合意を得たことと、次の段落のなお

書き以降のところで、学校給食衛生管理基準の「有害若しくは不必要な」という記載があ

る部分の改正を求める意見が多く挙がったこと、それから、生鮮食品に使用した添加物の

使用について質問があったことを記載しております。 

 それから、３段落目と４段落目につきましては、これから期待されること、消費者庁が

求められるようなことを記載しているところです。 

 20ページ以降につきましては、これまでの検討会開催実績と委員の皆様の名簿になりま

すので、説明は割愛させていただきます。 

 「おわりに」に関して、事務局からは以上です。 

○西島座長 ありがとうございます。それでは、ここの部分について御意見等ありました

らよろしくお願いします。 

○浦郷委員 この「おわりに」の部分で、私が以前から問題にしていた有害若しくは不必

要な着色料という学校給食の件に触れていただいて記載していただいたこと、ありがとう

ございます。記載はしていただいたのですけれども、「本検討会で議論することとされた

範囲とは直接関係ないものの」と書いてあるのですけれども、このことは、添加物表示の

普及、啓発とか消費者教育のこの論点に密接に関わってくることだと思いますので、「関

連して」というように書き換えていただきたいなと思います。 

 それから、調査から食品添加物の表示に関して消費者の理解が進んでいないということ

は分かっているのですけれども、理解が進んでいないのはなぜかというところをやはり考

えるべきだと思います。１つに、食品添加物が人の健康を損ねることがないように、ちゃ

んと国が基準を決めて使用を認めているという、その一方で、この有害なという表現がこ

の学校給食衛生管理基準に書かれているということが誤認を与えかねないということなの

で、この表現、見直すべき意見があったことを記載していただいたのはありがたいのです
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けれども、それにとどまらず、このことをきちんと文科省の方に伝えていただきたいなと

思います。できれば、消費者庁の方でいつどのように伝えるかということをちょっと教え

ていただければと思います。 

○西島座長 では、事務局から。 

○食品表示企画課長 今、浦郷委員から意見があった「直接関係がないものの」という表

現振りは誤解を与えかねないので、表現は工夫して、「関連して」等、表示の話ではない

けれども、関連しているのでという形で表現は見直していきたいと思います。 

 文科省には、間違いなく、今回の添加物表示検討会の報告書として、委員からこういう

意見があったと説明をしつつ、お渡しをすることとしたいと思います。表現振りについて

は検討して、また御相談していきたいと思っております。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかにありませんでしょうか。 

 森田委員、どうぞ。 

○森田委員 私も浦郷委員の意見に賛成です。ここの部分は再三この検討会の中でも話し

合われたことで、検討会の議論と密接に関連しているということもあります。それから、

ここの書き方ですけれども、ここも抜粋していて、「有害若しくは」から「食品」で括弧

になっていますが、正確にはもっと長くて、その後に、「又は内容表示、消費期限及び賞

味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及び所在地、使用原材料及び保存方法が明らか

でない食品については使用しないこと」とあるのですね。つまり、有害な添加物は使用し

ないことということになって書かれています。これだと何のことだか分からないので、有

害な添加物が添加された食品は使用しないことという、そこの部分は削除を求めるという

話だったと思います。 

 この意見というのは、この前のページの消費者庁のところの「整理の方向性」の中にも

関係してくると思います。真ん中のパラグラフに、特に消費者庁は各府省庁と連携して取

り組んでいくということがございます。食品安全委員会が2003年にできて、その後、食の

安全をきちんと守る取組が行われているということは、内閣府も、それから、リスク管理

機関の厚生労働省もそれぞれ連携してやってきたことです。文部科学省が全くその内容と

違うことをこうやって書かれているというのは、やはりいろいろな府省庁の調整役でもあ

る消費者庁にそこのところは文部科学省に何らかの申し入れをお願いしたいと思っていま

す。 

○西島座長 ありがとうございます。ここの部分について、何かありますか。 

 事務局は、委員からのコメントを踏まえ、必要な修正を行ってください。 

 それでは、本日はここまでにさせていただきます。 

 どうぞ。 

○森田委員 すみません。報告書の体裁ですけれども、これは全体を通して資料が15点あ

りまして、今までの検討会の資料がぺたっと貼られていますが、報告書として読みづらい

と思います。文字が小さいのです。表示の検討会ですので、報告書もやはり読みやすさ、
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例えばアンケートとかそういうものに関してはしようがないのかもしれないですけれども、

文章で起こせるようなものとか、表にして別途付けるようなことにしていただけたら、い

いと思います。このまま貼られるとポイント数が小さくなってしまいますので、そこはち

ょっと配慮していただければありがたいなと思います。 

○西島座長 ありがとうございます。 

 武石委員、どうぞ。 

○武石委員 この「おわりに」のところでは、最後聞いていて思ったのですけれども、確

かに、文部科学省の告示は非常に大事だと思いますし、事業者団体としてもこれについて

はしっかりと、場合によっては消費者団体と連携して、直接文部科学省に申し入れるぐら

いの活動もしていいとは思っています。 

 ただ、この書き方として、いきなりこの「おわりに」の中で具体的に告示の話だけぽん

と出てきて、結構書き込むとなると、「おわりに」のところが据わりが悪いのかなという

気もするので、「おわりに」の告示の前に、今回の課題の一番最後の普及、啓発という面

で、添加物は表示の問題でよく言われますが、不安に思うという前提はやはり添加物に関

する理解が進んでいないというのが前提で、それが解消されない限り、表示だけでは問題

解決しないと事業者団体としては思っていますので、その普及啓発の重要性というのを述

べた上でこの告示の問題に触れた方が、「おわりに」のところの据わりが良くなるのでは

ないかなと思いました。 

○西島座長 ありがとうございます。ほかにありませんでしょうか。 

 どうぞ、坂田委員。 

○坂田委員 いろいろお願いばかりしてきましたけれども、入れていただいてよかったな

と思う点がありましたので、ちょっとその点も申し上げておきたいと思います。 

 まず、２番目の「食品添加物表示制度の基本的考え方」の（４）のところで「食品添加

物の表示に対する消費者の理解を深めるためには、食品添加物そのものの安全性やどうい

った食品にどのような食品添加物が何の目的で使用されるのかといった食品添加物そのも

のの説明も併せて、積極的に普及、啓発することが必要である」という文言を入れていた

だいたのは大変ありがたいと思います。 

 あと、生鮮食品について。 

○西島座長 すみません。何ページを見ればよろしいでしょうか。 

○坂田委員 ごめんなさい。２ページです。また、「おわりに」のところで、論点には含

まれていないということではありましたが、生鮮食品の使用実態等についても触れていた

だいたのは良かったと思います。ありがとうございました。以上です。 

○西島座長 よろしいでしょうか。 

○食品表示企画課長 ちょっと話が戻ってしまって恐縮ですが、武石委員から最後に御意

見があった「おわりに」の文部科学省の給食の告示の話ですけれども、委員の御意見を踏

まえて修文をして、据わりがいいような形にしていきたいと思っております。 
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 それから、文科省に対しては、繰り返しになりますけれども、この検討会で真摯な議論

が行われて、結果、こういうことで報告書に書かれましたということをしっかりと伝えて

いきたいと思っております。 

○西島座長 ありがとうございます。それ以外にありませんか。 

 よろしいですか。 

 では、事務局は委員からのコメントを踏まえ、必要な修正を行ってください。 

 それでは、本日はここまでとさせていただきます。座長のまとめとして、報告書案につ

いて委員の皆様から意見は十分承りましたので、なるべく速やかにその修正を私と事務局

とで報告書に反映させていただきます。修正案は全委員にメール等で御確認いただき、最

終的な報告書につきましては座長一任という形でしたいと思うのですが、いかがでしょう

か。 

（「異議なし」と声あり） 

○西島座長 ありがとうございます。それでは、事務局からコメントがありますでしょう

か。 

○食品表示企画課課長補佐 座長一任に御異論がなかったようですので、各委員から頂い

たコメントを踏まえまして、座長と相談の上、修正作業を進めさせていただきます。修正

後、全委員に別途メール等によって協議をさせていただいた上で、了承が得られた段階で

公表に向けた対応を行っていきたいと思います。 

○食品表示企画課長 今回一堂に会するのは最後ということで、一言御挨拶をさせて下さ

い。 

 このたび、西島座長をはじめといたしまして、委員の皆様には、４月から約１年間、長

きに渡り、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保に資する食品表示である食

品添加物表示という重要なテーマについて熱心に御議論いただいて、ここに改めて感謝を

申し上げます。どうもありがとうございました。 

 委員の皆様にはそれぞれの御立場から、消費者への正確な情報提供ということを主眼に

置いて、様々な御意見を頂き、真摯な御議論をしていただきました。今回の検討会の報告

書には、消費者の誤認を招く可能性がある表示を改めるため、「無添加」、「不使用」の

表示が食品表示基準第９条の表示の禁止事項に当たるかどうかのメルクマールとなるガイ

ドラインを策定するということのほか、一括名表示などについては現行制度を維持するこ

ととなったものの、この点について事業者の皆様の自主的な情報提供に向けた取組が望ま

れるということ等が盛り込まれることになりました。 

 今後、消費者庁としては、この報告書を基に速やかに対応を行っていくとともに、行政

機関、事業者、消費者団体それぞれの強みを生かしたような形で連携をして、食品添加物

の安全性も含めて、食品添加物表示に関する普及、啓発、消費者教育などを行っていきた

いと考えております。 

 座長、委員の皆様におかれましては、今後とも御支援、御指導を賜れば幸いでございま



23 

 

す。どうもありがとうございました。 

○西島座長 各委員におかれましては、これまで活発な御議論をいただき、ありがとうご

ざいました。 

 それでは、以上で本日の議事は終了しましたので、第９回検討会を閉会させていただき

ます。また、検討会そのものはこれで終わりとなりますが、今後、報告書案の確認等、公

表までの間も引き続きよろしくお願いいたします。 

 浦郷委員、どうぞ。 

○浦郷委員 これでもう検討会は終わりということですか。今日意見が出された部分を修

正して、メールで委員の皆さんで確認して、そこではやり取りをさせてもらえるというこ

とでよいのでしょうか。その後、座長一任で決めて報告書を出すということで、もう集ま

らないということですか。 

○西島座長 もちろんそうです。 

○浦郷委員 分かりました。 

○西島座長 では、どうもありがとうございました。 


