
「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（案）」（アルゴン等の添加物
への指定）及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（案）」
（アルゴン等の規格基準の設定）に寄せられた御意見について 

 

令 和 元 年 ６ 月 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

食 品 基 準 審 査 課 

 

 

標記について、平成 31 年１月９日から同年２月８日まで、ホームページを通

じて御意見を募集したところ、４件の御意見をいただきました。なお、本件に

関係のない御意見が１件ありました。 

いただいた御意見とその回答については、別紙のとおりです。なお、御意見

については、適宜要約等の上、取りまとめており、パブリックコメントの対象

となる案件についての御意見に対する考え方のみを公表しておりますので御了

承ください。 

今後とも厚生労働行政の推進に御協力くださいますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 
[内容についての照会先] 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

食品基準審査課添加物係 

03-5253-1111 （内線 4274） 



（別紙） 

番号 御意見（概略） 回答 

１ アルゴンガスの試験方法について、

純度試験（ⅰ）酸素測定のための計

量器として規定されている「黄りん

発光式酸素計」は、セパレートガス

（空気液化分離）の生産工場は所有

していると思いますが、小分け容器

（ボンベ）充填所は、殆どのところ

が所有していないと思います。 

アルゴンのＪＩＳ規格同様、「ジル

コニア式酸素計」及び「ガルバニ電

池式酸素計」についても計量器とし

て定めていただきますようお願い

申し上げます。 

両計量器ともにアルゴンの添加物

としての規格試験をおこなう上で、

「黄りん発光式酸素計」と同等の能

力を有しています。 

尚、「ジルコニア式酸素計」は取り

扱いが容易（リン使用による排出ガ

ス処理の必要なし）、「ガルバニ電池

式酸素計」は携帯形・可搬形が可能

というメリットがあり、使い勝手の

良さから弊社含め多くの充填所で

採用しています。 

以上を鑑みて是非とも上記２種の

追加をご検討いただきますようお

願い申し上げます。 

アルゴンの成分規格は、小分け等の

加工を行う前の添加物について定

めるものです。また、食品、添加物

等の規格基準（昭和 34 年 12 月 28

日厚生省告示第 370 号）第２ 食品

添加物 Ａ 通則８．において「規

定の方法に代わる方法で、それが規

定の方法以上の精度のある場合に

は、その方法を用いることができ

る。」とされており、「ジルコニア式

酸素計」及び「ガルバニ電池式酸素

計」が「黄りん発光式酸素計」と同

等の能力を有しているのであれば、

それらの計量器を用いて試験を行

うことは差し支えありません。 

２ １．アルゴンについては大気中に存

在する気体で、従来の窒素封入によ

る保存より効果が高いようです。人

体にも影響がないようなので、これ

は問題無いと思われます。 

２．その他アミン系の７品目(香料)

については「食品の着香の目的で使

用する場合、安全性に懸念がないと

１．今後とも適切な添加物指定等に

努めます。 

２．内閣府食品安全委員会は、香料

７品目の一日摂取量を推計するに

あたって、過小な見積りを防ぐた

め、欧州及び米国における摂取量の

うち最大値を用いることとしてい

ます。そのようにして推計された一



考えられる」と結論づけられていま

す。しかし、イソブチルアミンは殺

虫剤の原料にもなるようですし、イ

ソプロピルアミンは除草剤の中間

原料としても使われているように、

決して安全な物質とは言えません。

よって、着香目的であっても、添加

限度量は明確に規定すべきではな

いでしょうか？さもなくば、「着香」

と称して多量に添加されるリスク

をどのように回避するのでしょう

か？ 

３．そもそも、人工添加物、残留農

薬、遺伝子組替え物質は食品から出

来る限り排除するのが基本と考え

ております。が、既に数え切れない

ほどの物質が認められており、その

認可に当たっては、物質単品での影

響分析や限度量設定がなされてい

るにすぎません。全く添加物等が認

められていない状態で新たに 1 物

質の影響を確認するのであれば、現

状のようなやり方でいいのかもし

れません。しかしながら、複数物質

の相互作用・累積影響まで踏み込ん

で検討しているとは見受けられま

せん。日本国民の健康を担保するた

めに、食品から摂取する可能性のあ

る全ての添加物等の複合影響を確

認した上で認可をするようお願い

します。 

日摂取量がいずれも摂取許容量を

下回っていたことから、香料７品目

については、食品の着香の目的で使

用する場合、安全性に懸念はないと

されております。厚生労働省として

は、同委員会の評価を踏まえ、これ

らの品目の使用基準について、「着

香の目的以外に使用してはならな

い。」と定めることが適切と考えて

おります。また、これらの品目の使

用基準が遵守されるよう、各地方自

治体の保健所、検疫所及び地方厚生

局が監視・指導を行います。 

３．平成 18 年度に内閣府食品安全

委員会が行った「食品添加物の複合

的影響に関する情報収集調査」

（ https://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/s

how/cho20070330001）の報告書によ

れば、「現在、食品添加物は ADI（ヒ

トがある物質を毎日一生涯にわた

って摂取し続けても、現在の科学的

知見からみて健康への悪影響がな

いと推定される１日当たりの摂取

量）の考え方を基本として個別に安

全性が審査されているが、複合影響

の可能性を検討する際にもこのア

プローチは有効であり、個々の食品

添加物の評価を十分に行うことで、

食品添加物の複合影響についても

実質的な安全性を十分確保するこ

とが可能であると考えられた。」と

されております。今後も個々の食品

添加物の評価を十分に行い、適切な

添加物指定等を行います。 

３ １．アルゴンに関しては、Ｄ 成分

規格・保存基準各条を設けるべきで

１．アルゴンの品質及び安全性の確

保のため成分規格を設定すること



はない。 

[理由]アルゴンと類似の性質を有

している窒素は食品添加物として

既に認められているが、成分規格・

保存基準各条が設けられていない

ため。 

２．Ｄ 成分規格・保存基準各条を

仮に設けるとしても、以下の通りと

すべきである。 

（１）確認試験（１）は不要と考え

る。 

[理由]確認試験（１）は、アルゴン

を同定するための試験ではなく、確

認試験（２）があれば十分であるた

め。また、ヨーロッパでも確認試験

が定められていないため。 

（２）純度試験（ⅰ）で、「黄りん

発光式酸素計を用いて、測定する。」

とあるが、ガルバニ電池式酸素計、

ジルコニア式酸素計を測定機器と

して追加すべきである。 

[理由]ＪＩＳ Ｋ1105：2017 では、

今回の規格基準案よりも遥かに低

濃度の不純物を測定しており、これ

ら酸素計は、ＪＩＳ Ｋ1105：2017

で測定機器として認められている

ため。 

（３）純度試験（ⅱ）で、操作条件

を定めているが、一例として記載

し、適切に測定可能な条件であれ

ば、それ以外の条件も認められるべ

きである。 

[理由]ＪＩＳ Ｋ1105：2017 でも

操作条件は一例として記載されて

いるため。 

（４）同じく純度試験（ⅱ）で、ガ

としております。 

２．（１）確認試験(２)では、アル

ゴンと酸素がほぼ同じ保持時間と

なります。そのため不燃性を確認す

る確認試験（１）を設定しておりま

す。 

２．（２）については、番号１の回

答を参照下さい。 

２．（３）、（４）及び（５）食品、

添加物等の規格基準（昭和 34 年 12
月 28 日厚生省告示第 370 号）第２ 

食品添加物 A 通則８．において

「規定の方法に代わる方法で、それ

が規定の方法以上の精度のある場

合には、その方法を用いることがで

きる。」とされており、ご指摘の方

法が規定の方法と同等の能力を有

しているのであれば、その方法を用

いて試験を行うことは差し支えあ

りません。 



スクロマトグラフィーを行い、窒素

の量を求めるとしているが、プラズ

マ分光分析式窒素分析計を測定機

器として追加すべきである。 

[理由]ＪＩＳ Ｋ1105：2017 で測

定機器として認められているため。 

（５）純度試験（ⅲ）で、水分を「静

電気容量式水分計を用いて、測定す

る。」とあるが、水晶発振式水分計

を測定機器として追加すべきであ

る。 

[理由]ＪＩＳ Ｋ1105：2017 で測

定機器として認められているため。 

４ 規格について、以下のように意見を

出させていただきます。 

（１）性状：「無色の気体であり」

ではなく、「無色の気体又は液体で

あり」としてはどうか。 

公定書１Ｐ通則内に、性状について

触れていますが、固体について 

のみの記載となっています。 

※液化アルゴンが「無色の気体」に

分類されるのであれば、特別に修正

要望の必要はありません。 

食品向けに液体アルゴンを供給す

る場合を想定しています。 

（２）純度試験：酸素の試験におい

て、認められる分析計は黄りん発光

式のみとなっていますが、ガルバニ

電池式やジルコニア式も認めてほ

しい。 

・「ＪＩＳ Ｋ1105：2017 アルゴン」

にて認められている試験方法であ

る。 

・十分な精度や信頼性を有する試験

方法である。 

４.（１）今般、新規指定されるア

ルゴンは「アルゴンガス」であるた

め、液体は含まれません。なお、成

分規格に適合するアルゴンを用い

て液体化等の加工が行われたもの

は、添加物製剤とみなされます。 

４．（２）については、番号１の回

答を参照下さい。 

 



・規格の濃度測定レンジにおいて

は、黄りん発光式よりも他２式の方

が適している。 

・産業用圧縮アルゴンのメーカーで

は、黄りん発光式よりも、ガルバニ

電池式やジルコニア式が多く使用

されていると認識している。 

以上、ご検討のほどよろしくお願い

いたします。 

 


