
既 No 名　　　　　称 流通状況

1 アウレオバシジウム培養液 増粘安定剤 ×

3 アオイ花抽出物 酸化防止剤 ×

7 アグロバクテリウムサクシノグリカン 増粘安定剤 ×

13 アスペルギルステレウス抽出物 酸化防止剤

18 5'-アデニル酸 強化剤

20 アマシードガム 増粘安定剤

24 アーモンドガム 増粘安定剤 ×

29 アルカネット色素 着色料

34 アロエベラ抽出物 増粘安定剤

40 イチジク葉抽出物 製造用剤 ×

43 イヌリン型ポリフラクタン 製造用剤 ×

49 ウド抽出物 保存料 ×

50 ウルシロウ ガムベース 光沢剤

56 エラグ酸 酸化防止剤 ×

59 エレミ樹脂 増粘安定剤 ガムベース

60 エンジュサポニン 乳化剤 ×

66 オウリキュウリロウ ガムベース 光沢剤 ×

69 オゾケライト ガムベース

71 オポパナックス樹脂 ガムベース ×

79 カウリガム ガムベース ×

83 カキ色素 着色料

86 ガストリックムチン 製造用剤

91 カテキン 酸化防止剤

108 カワラタケ抽出物 苦味料等 ×

109 カワラヨモギ抽出物 保存料

116 キダチアロエ抽出物 増粘安定剤

123 魚鱗箔 着色料

133 クサギ色素 着色料

143 クルクリン 甘味料 ×

154 グレープフルーツ種子抽出物 製造用剤

155 クーロー色素 着色料

159 クワ抽出物 製造用剤 ×

162 ゲイロウ ガムベース 光沢剤 ×

163 α-ケトグルタール酸（抽出物） 酸味料 ×

166 コウジ酸 製造用剤

170 酵素処理ダイズサポニン 乳化剤 ×

177 酵素分解ハトムギ抽出物 保存料

185 コパイババルサム ガムベース

186 コーパル樹脂 ガムベース

188 ゴマ油不けん化物 酸化防止剤

192 コメヌカ油抽出物 酸化防止剤

193 コメヌカ酵素分解物 酸化防止剤 ×

198 サバクヨモギシードガム 製造用剤 増粘安定剤 ×

202 サンダラック樹脂 ガムベース

203 シアナット色素 着色料

211 シコン色素 着色料

213 シソ抽出物 製造用剤

用　　　途

表3　安全性試験成績等さらに情報を収集することが必要と考えられる品目
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既 No 名　　　　　称 流通状況用　　　途

215 5'-シチジル酸 強化剤

216 ジャマイカカッシア抽出物 苦味料等

222 食用カンナ抽出物 酸化防止剤 ×

225 スオウ色素 着色料 ×

226 スクレロガム 増粘安定剤 ×

231 スフィンゴ脂質 乳化剤

233 精油除去ウイキョウ抽出物 酸化防止剤

234 セイヨウワサビ抽出物 酸化防止剤 製造用剤

237 セサモリン 酸化防止剤 ×

238 セサモール 酸化防止剤 ×

242 セリ抽出物 酸化防止剤 ×

251 ダイズサポニン 乳化剤

255 タデ抽出物 製造用剤

265 ダンマル樹脂 増粘安定剤 ガムベース

269 チャ種子サポニン 乳化剤

283 テンペ抽出物 酸化防止剤 ×

284 テンリョウチャ抽出物 甘味料

289 トウモロコシ色素 着色料

290 ドクダミ抽出物 酸化防止剤 ×

291 トコトリエノール 酸化防止剤

296 トマト糖脂質 乳化剤 ×

305 トロロアオイ 増粘安定剤

306 ナイゼリアベリー抽出物 甘味料 ×

307 ナタネ油抽出物 酸化防止剤 ×

308 納豆菌ガム 増粘安定剤 製造用剤

314 ニガキ抽出物 苦味料等

316 ニガヨモギ抽出物 苦味料等

320 ニュウコウ ガムベース ×

324 ノルジヒドログアヤレチック酸 酸化防止剤 ×

325 ばい煎コメヌカ抽出物 製造用剤

326 ばい煎ダイズ抽出物 製造用剤

328 ハチク抽出物 製造用剤

331 パフィア抽出物 製造用剤

339 ヒキオコシ抽出物 苦味料等 ×

343 ビートサポニン 乳化剤 ×

346 ピーナッツ色素 着色料 ×

348 ヒメマツタケ抽出物 苦味料等

352 ビンロウジュ抽出物 製造用剤 ×

354 ファーバルサム ガムベース ×

361 フェルラ酸 酸化防止剤

362 フクロノリ抽出物 増粘安定剤

366 ブドウ果皮抽出物 製造用剤

367 ブドウ種子抽出物 酸化防止剤 製造用剤

371 ブルーベリー葉抽出物 酸化防止剤

376 プロポリス抽出物 酸化防止剤

388 ヘゴ・イチョウ抽出物 酸化防止剤 ×

392 ベタイン 調味料

396 ベニバナ赤色素 着色料
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407 ベンゾインガム ガムベース ×

409 ホウセンカ抽出物 酸化防止剤 ×

410 ホオノキ抽出物 保存料

411 ホコッシ抽出物 製造用剤

414 没食子酸 酸化防止剤

415 ホホバロウ ガムベース

416 ボラペット 苦味料等 ×

420 マクロホモプシスガム 増粘安定剤

421 マスチック ガムベース

422 マダケ抽出物 製造用剤

429 ミカン種子抽出物 製造用剤 ×

432 ミラクルフルーツ抽出物 甘味料 ×

433 ミルラ ガムベース ×

438 メチルチオアデノシン 苦味料等

440 メバロン酸 製造用剤 ×

450 モミガラ抽出物 製造用剤 ×

451 モモ樹脂 増粘安定剤 ×

452 モリン 酸化防止剤

453 モンタンロウ ガムベース 光沢剤

456 ユーカリ葉抽出物 酸化防止剤

457 ユッカフォーム抽出物 乳化剤 製造用剤

458 油糧種子ロウ ガムベース 光沢剤 ×

459 ラカンカ抽出物 甘味料

462 ラック色素 着色料

474 リンドウ根抽出物 酸化防止剤 ×

475 ルチン酵素分解物 酸化防止剤

478 レイシ抽出物 苦味料等

482 レンギョウ抽出物 保存料 ×

485 ログウッド色素 着色料

487 ロシン ガムベース

流通状況の×は、平成11年度日本食品添加物協会の調査により、流通していないと考えられた既存添加物であり、合計
51品目が該当する。
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