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食品、添加物等の規格基準食品、添加物等の規格基準食品、添加物等の規格基準食品、添加物等の規格基準「第２添加物の部」「第２添加物の部」「第２添加物の部」「第２添加物の部」    正誤表正誤表正誤表正誤表

・＊印のついている項目は、今回新たに追加したものである。

頁 添加物名等 項目 誤 正

＊ 2 通則 20. ･･規格値をａ－ｂと ･･規格値をａ～ｂと

＊ 7 一般試験法 液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ

ｨｰ

(1)　内標準法　･･標準被

検成分量と内標準物重量

との

(1)　内標準法　･･標準被

検成分量と内標準物質量

との

＊ 11 一般試験法 吸光度試験法 吸光度（Ａ）は，液の濃度

（Ｃ）及び

吸光度（Ａ）は，液の濃度

（ｃ）及び

＊ 15 一般試験法 原子吸光度測

定法

操作法(2)･･別に規定する

方法で調整した検液

操作法(2)･･別に規定する

方法で調製した検液

＊ 34 一般試験法 窒素定量法 装置　Ｄ：ゴム管（･･付け

である。）

装置　Ｄ：ゴム管（･･付け

てある。）

＊ 35 24.窒素定量法 操作法 液の緑色が微灰青色を経

て微灰赤色に変わるとき

とする。

液の赤紫色が微灰黄色を

経て微灰緑色に変わると

きとする。

＊ 43 28.粘度測定法

第2法

操作法

　

＊ 52

53

一般試験法 微生物限度試

験法

培地の性能試験及び発育

阻止物質の確認試験：ソイ

ビー・カゼイン・ダイジェ

スト培地

培地の性能試験及び発育

阻止物質の確認試験：ペプ

トン食塩水緩衝液

培地の性能試験及び発育

阻止物質の確認試験：ソイ

ビーン・カゼイン・ダイジ

ェスト培地

培地の性能試験及び発育

阻止物質の確認試験：ペプ

プトン食塩緩衝液

＊ 68 試薬・試液 亜酸化窒素　N2O原子吸光

用

＊ 68 試薬・試液 α-L-ｱｽﾊﾟﾙﾁﾙ-D-ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ

ﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ

L-α-ｱｽﾊﾟﾙﾁﾙ-D-ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ

ﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ

＊ 76 カゼイン試液

(pH8.0)

試薬・試液 水溶中 水浴中

＊ 84 シトリニン 試薬・試液 (100:100 0.1) (100:100:0.1)

＊ 94 乳酸リチウム 試薬・試液 (105℃，　4時間) (105℃，　4時間乾燥した

試料を使用)

＊ 94 乳糖ブイヨン 試薬・試液 乳糖一水和物を0.5の割合 乳糖一水和物を0.5%の割

合

＊ 106 試薬・試液 硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾘｳﾑ

AlK(SO4)2･12H2O（特級）

＊
106 硫酸第一鉄試

液，酸性

反応を呈さなくなるま

で，硝酸塩数滴

反応を呈さなくなるま

で，硝酸数滴

   回 転

数

ﾛｰﾀｰ

の種類

60 30 12 6

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

１  号
２  号

0.
1
1
5

0.2
2
10

0.5
5
25

1.0
10
50

   回 転

数

ﾛｰﾀｰ

の種類

60 30 12 6

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

１  号
２  号

0.
1
1
5

0.2
12
10

0.5
15
25

1.0
10
15
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＊ 109 容量分析用標

準液

0.1mol/l酢酸ナトリウム

液

0.1mol/l酢酸ナトリウム

溶液

＊ 119 ろ紙 装置 （容量約100ml） （容量約1,000ml）

＊ 129 マルトール 参 照 赤 外 吸

収 ス ペ ク ト

ル

別紙１

（リナロオールの参照赤

外吸収スペクトル）

＊ 129 リナロオール 参 照 赤 外 吸

収 ス ペ ク ト

ル

別紙２

（マルトールの参照赤外

吸収スペクトル）

133 L-ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ｽﾃｱ

ﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ

分子式分子量 C24H42O7分子量　442.59

134 L-ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ﾅﾄﾘ

ｳﾑ

分子式分子量 C6H7NaO6分子量　198.11

135 L-ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ﾊﾟﾙ

ﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ

分子式分子量 C22H38O7分子量　414.53

＊ 138 ｱｽﾊﾟﾙﾃｰﾑ 純度試験 (7)他の光学異性体α-L-ｱ

ｽﾊﾟﾙﾁﾙｰD-ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝﾒﾁﾙｴｽﾃ

ﾙ

(7)他の光学異性体L-α-ｱ

ｽﾊﾟﾙﾁﾙｰD-ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝﾒﾁﾙｴｽﾃ

ﾙ

＊ 140 ｱｾﾄ酢酸ｴﾁﾙ 確認試験 (2)･･５分間加熱温する。 (2)･･５分間加温する。

153から171 153頁から171頁まで（ペー

ジ番号）

153頁から170頁を1頁ずつ

繰り下げ，元の171頁を153

頁とする

＊ 163 L-ｲｿﾛｲｼﾝ 純度試験 (1)乾操物換算 (1)乾燥物換算

＊ 164 5'-ｲﾉｼﾝ酸二ﾅﾄﾘ

ｳﾑ

純度試験 (5)吸光比本品20gを量り，(5)吸光比本品20mgを量

り，

＊ 188 加工ﾕｰｹﾏ藻類 純度試験 (4)硫酸基…次式により硫

酸基（SO4）の含量を求め

る。

(4)硫酸基（乾燥物換算）

…次式により硫酸基（SO4）

の含量を求め，乾燥物換算

する。

＊ 194 ｶﾗﾒﾙⅠ 純度試験 (7)…。この液に0.5mol/l

硫酸15mlを加え，…。更に，

0.5mol/l硫酸15mlずつ用

い，この操作を2回繰り返

す。

(7)…。この液に0.25mol/l

硫酸15mlを加え，…。更に，

0.25mol/l硫酸15mlずつ用

い，この操作を2回繰り返

す。

＊ 196 ｶﾗﾒﾙⅢ 純度試験 (5)ｱﾝﾓﾆｱ性窒素…

0.1mol/l硫酸25mlを500ml

の捕集用ﾌﾗｽｺに入れ…。

(5)ｱﾝﾓﾆｱ性窒素…

0.05mol/l硫酸25mlを

500mlの捕集用ﾌﾗｽｺに入れ

…。

200 ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ 純度試験 (5)鉛 10μg/g以下 (5)鉛 Pbとして10μg/g以

下

＊ 203 ｶﾛﾌﾞﾋﾞｰﾝｶﾞﾞﾑ 純度試験 (2)ヨウ素試薬 (2)ヨウ素試液

＊ 204 液状かんすい 純度試験 (2)(ⅱ)塩化物B液10mlを

量り，

(2)(ⅱ)塩化物B液1.0mlを

量り，

＊ 209 ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ 灰分 （105℃，4時間，乾燥物換

算）

（105℃，4時間乾燥後）

＊ 214 キラヤ抽出物 純度試験 (4)二酸化硫黄　過酸化水

素試液を吸収フラスコに

(4)二酸化硫黄　過酸化水

素試液10mlを吸収フラス

コに
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＊ 228 ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸二ﾅﾄ

ﾘｳﾑ

確認試験 ｼﾞﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼﾄﾙｴﾝ･ｴﾀﾉｰﾙ ｢ｼﾞﾌﾞﾁﾙﾋﾄﾞﾛｷｼﾄﾙｴﾝ｣･ｴﾀﾉｰ

ﾙ

＊ 233 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ 定量法 指示薬，ｷﾅﾙｼﾞﾝﾚｯﾄﾞ試薬10

滴

23.24mg

指示薬，ｷﾅﾙｼﾞﾝﾚｯﾄﾞ試液10

滴

23.43mg

235 ｸﾞﾙｺﾝ酸第一鉄 定量法 0.05mol/l酸第二ｾﾘｳﾑ溶液

0.05mol/l硫酸第二ｾﾘｳﾑ溶

液

0.1mol/l硫酸第二ｾﾘｳﾑ溶

液0.1mol/l硫酸第二ｾﾘｳﾑ

溶液

＊ 236 ｸﾞﾙｺﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 定量法 指示薬，ｷﾅﾙｼﾞﾝﾚｯﾄﾞ試薬10

滴

指示薬，ｷﾅﾙｼﾞﾝﾚｯﾄﾞ試液10

滴

＊ 238 L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｶﾘｳﾑ 構造式 KOOCH2CH2O- KOOCH2CH2C-

＊ 243 ケイ皮酸 構造式 -CHOH -COOH

＊ 245 ケイ皮酸メチル 純度試験 (2)本品1.0を量り, (2)本品1.0ｇを量り,

248 コチニール色素 純度試験 (2)鉛 10μg/g以下 (2)鉛 Pbとして10μg/g以

下

＊ 251 コリンリン酸塩 化学名 -trimethylaminium -trimethylammonium

＊ 271 ジェランガム 定量法 （３行目）６０～７０℃に

加温した78vol％イソプロ

ピルアルコール200mlを加

えてよくかき混ぜた後，

（３行目）６０～７０℃に

加温したイソプロピルア

ルコール200mlを加えてよ

くかき混ぜた後，

＊ 272 β-ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ 純度試験 (5)鉛 Pbとして1.0μg以

下（5.0ｇ，第一法）

(5)鉛 Pbとして1.0μg以

下（10.0ｇ，第一法）

＊ 272 β-ｼｸﾛﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ 純度試験 (7)還元物質　1mol/l過ﾏﾝ

ｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ溶液

(7)還元物質　0.02mol/l

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ溶液

＊ 295 食用赤色３号 化学名 -tetraiodespiro[… -tetraiodospiro[…

＊ 296 食用赤色3号ｱﾙﾐ

ﾆｳﾑﾚｰｷ

含量 〔ｲﾝｿﾍﾞﾝｿﾞﾌﾗﾝ1(3H),9'-

〔9H〕ｷﾃﾝｻﾝ･･。

〔ｲｿﾍﾞﾝｿﾞﾌﾗﾝ1(3H),9'-

〔9H〕ｷｻﾝﾃﾝ･･。

＊ 296 食用赤色3号ｱﾙﾐ

ﾆｳﾑﾚｰｷ

定量法 次に酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ溶液 次に酢酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ溶液

＊ 297 食用赤色４０号 (6) 低スルホ

ン化副成色素

1.0％以下

本品10.0mgを量り，酢酸ア

ンモニウム溶液（7.7→

1,000）を加えて溶かして

正確に100mlとし，検液と

する。別に減圧デシケータ

ー中で24時間乾燥したク

レシジンスルホン酸アゾ

β-ナフトール色素及びク

レシジンアゾシェファー

塩色素10.0 mgを量り，酢

酸アンモニウム溶液（7.7

→1,000）を加えて溶かし,

タール色素試験法（副成色

素）により，検液のクレシ

ジンスルホン酸アゾβ-ナ

フトール色素及びクレシ

ジンアゾシェファー塩色

素の量を求め，その合計値

を求める。

本品10.0mgを量り，酢酸ア

ンモニウム溶液（7.7→

1,000）を加えて溶かして

正確に100mlとし，検液と

する。別に減圧デシケータ

ー中で24時間乾燥したク

レシジンスルホン酸アゾ

β-ナフトール色素及びク

レシジンアゾシェファー

塩色素10.0 mgを量り，酢

酸アンモニウム溶液（7.7

→1,000）を加えて溶かし,

それぞれ正確に100 mlと

し，標準原液とする．これ

らの標準原液1, 2, 5及び

10 mlを正確に量り，酢酸

アンモニウム溶液（7.7→

1,000）を加えてそれぞれ

正確に100 mlとし，標準液
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とする。 タール色素試験

法（副成色素）により，検

液のクレシジンスルホン

酸アゾβ-ナフトール色素

及びクレシジンアゾシェ

ファー塩色素の量を求め，

その合計値を求める。

＊ 298 食用赤色４０号 (7) 高スルホ

ン化副成色素

1.0％以下

(6)の検液 20μｌを量り，

検液とする。別に減圧デシ

ケーター中で 24 時間乾燥

したクレシジンスルホン

酸アゾＧ塩色素及びクレ

シジンスルホン酸アゾＲ

塩色素それぞれ 10.0mg ず

つを量り，タール色素試験

法（副成色素）により，(6)

の操作条件で液体クロマ

トグラフィーを行い，検液

のクレシジンスルホン酸

アゾＧ塩色素及びクレシ

ジンスルホン酸アゾＲ塩

色素の量を求め，その合計

値を求める。

(6)の検液20μｌを量り，

検液とする。別に減圧デシ

ケーター中で24時間乾燥

したクレシジンスルホン

酸アゾＧ塩色素及びクレ

シジンスルホン酸アゾＲ

塩色素それぞれ10.0mgず

つを量り，以下(6)と同様

にして，標準液を作成す

る。タール色素試験法（副

成色素）により，(6)の操

作条件で液体クロマトグ

ラフィーを行い，検液のク

レシジンスルホン酸アゾ

Ｇ塩色素及びクレシジン

スルホン酸アゾＲ塩色素

の量を求め，その合計値を

求める。

＊ 301 食用赤色１０４

号

別名 フロシキン フロキシン

＊ 301 食用赤色１０４

号

構造式

定義

C20H2Br4C14Na2O5 C20H2Br4Cl4Na2O5

＊ 304 食用赤色１０６

号

含量 ･･･キテンサン］ ･･･キサンテン］

＊ 304 食用黄色４号 定義 5-ﾋﾄﾞﾛ-1-･･･

5-ﾋﾄﾞﾛｷｼ-1-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙ)-

4-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆｱﾙｿﾞ)･･･

5-ﾋﾄﾞﾛｷｼ-1-･･･

5-ﾋﾄﾞﾛｷｼ-1-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙ)-

4-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙｱｿﾞ)･･･

＊ 305 食用黄色４号 含量 5-ﾋﾄﾞﾛｷｼ-1-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙ)-

4-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆｱﾙｿﾞ)･･･

5-ﾋﾄﾞﾛｷｼ-1-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙ)-

4-(4-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙｱｿﾞ)･･･

＊ 307 食用黄色５号 別名 サンセットイエロー サンセットイエロー　Ｆ

ＣＦ

＊ 310 食用緑色３号ｱﾙ

ﾐﾆｳﾑﾚｰｷ

含量 ･･･(3-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙﾒﾁﾙ)･･･ ･･･(3-ｽﾙﾎﾅﾄﾌｪﾆﾙﾒﾁﾙ)･･･

＊ 312 食用青色１号ｱﾙ

ﾐﾆｳﾑﾚｰｷ

含量 ･･･(3-ｽﾙﾎﾌｪﾆﾙﾒﾁﾙ)･･･ ･･･(3-ｽﾙﾎﾅﾄﾌｪﾆﾙﾒﾁﾙ)･･･

＊ 324 精製ｶﾗｷﾞﾅﾝ 純度試験 (2)硫酸基　15～40％･･･ (2)硫酸基　15～40％（乾

燥物換算）･･･

325 精製ｶﾗｷﾞﾅﾝ 純度試験 (5)鉛 10μg/g以下 (5)鉛 Pbとして10μg/g以

下
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＊ 342 ﾀﾞﾝﾏﾙ樹脂 純度試験 (3)ヨウ素価…遊離したヨ

ウ素を0.2mol/lチオ硫酸

ナトリウム溶液で…ただ

し，a:空試験における

0.2mol/lチオ硫酸ナトリ

ウム溶液…b:試料を用い

たときの0.2mol/lチオ硫

酸溶液

(3)ヨウ素価…遊離したヨ

ウ素を0.1mol/lチオ硫酸

ナトリウム溶液で…ただ

し，a:空試験における

0.1mol/lチオ硫酸ナトリ

ウム溶液…b:試料を用い

たときの0.1mol/lチオ硫

酸溶液

341 ﾀﾞﾝﾏﾙ樹脂 純度試験 (5)鉛 10μg/g以下 (5)鉛 Pbとして10μg/g以

下

＊ 344 ﾁｱﾐﾝｾﾁﾙ硫酸塩 構造式 ・C16H33OS3H・H2O ・C16H33OSO3H・H2O

＊ 345 ﾁｱﾐﾝｾﾁﾙ硫酸塩 定量法

(計算式）

＊ 347 ﾁｱﾐﾝﾗｳﾘﾙ硫酸塩 定量法

(計算式) 　　                     ↓

　　　　　　　　　　　　 　×2 をとる

＊ 354 ﾃﾙﾋﾟﾈｵｰﾙ 定量法 ･･無水酢酸10ml及び新た

に加熱融解して粉末とし

た無水酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ

･･無水酢酸10ml及び無水

酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ

361 ﾄﾗｶﾞﾝﾄｶﾞﾑ 純度試験 (4)鉛 10μg/g以下 (4)鉛 Pbとして10μg/g以

下

362 ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 純度試験 (2)鉛 10μg/g以下 (2)鉛 Pbとして10μg/g以

下

377 ﾊﾟﾊﾟｲﾝ 酵素活性 本品は，定量するとき，… 本品は，…

377 ﾊﾟﾊﾟｲﾝ 純度試験 (2)鉛10μg/g以下 (2)鉛 Pbとして10μg/g以

下

377 ﾊﾟﾊﾟｲﾝ 定量法 定量法 酵素活性測定法

＊ 408 L-ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ 確認試験 (3)本品の…過マンガ酸カ

リウム溶液…

(3)本品の…過マンガン酸

カリウム溶液…

＊ 409 ﾌｪﾆﾙ酢酸ｲｿｱﾐﾙ 構造式 -C2HCH2- -CH2CH2-

＊ 413 ﾌﾞﾄﾞｳ果皮色素 純度試験 二酸化硫黄 (ⅱ)操作法

0.01mol/lﾖｳ素溶液

0.01mol/lﾖｳ素溶液1ml＝

0.32032mgSO2

二酸化硫黄 (ⅱ)操作法

0.005mol/lﾖｳ素溶液

0.005mol/lﾖｳ素溶液1ml＝

0.32032mgSO2

415 ﾌﾞｯﾗｸｶｰﾗﾝﾄ色素 確認試験 (2)本品にクエン酸･･･ (3)本品にクエン酸･･･

421 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 純度試験 (2)鉛 10μg/g以下 (2)鉛Pbとして10μg/g以

下

421 ﾌﾞﾛﾒﾗｲﾝ 純度試験 (4)ｼｱﾝ化物  酒石酸１ｇ

…

(4)ｼｱﾝ化物  酒石酸２ｇ

…

＊ 423 粉末ｾﾙﾛｰｽ 純度試験 (3)重金属（2.0ｇ，第３法，

…）

(3)重金属（2.0ｇ，第２法，

…）

423 粉末ｾﾙﾛｰｽ 強熱残分 強熱残分 灰分

＊ 427 ﾍﾟｸﾁﾝ 確認試験 (1)本品1gを水9mlに加え

て良くかき混ぜ，加熱して

溶かし，冷却するとき，ゲ

(1)本品1gを水9mlに加え

て良くかき混ぜ，加熱し，

冷却するとき，粘性液又は

・・・・・・
２試料の採取量

量ン塩酸塩標準品の採取無水物換算したチアミ

 S

 T××
×

=
Q

Q

(g)

(g)
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ルを形成する。 ゲル状を呈する。

427 ﾍﾟｸﾁﾝ 純度試験 (5)鉛 10μg/g以下 (5)鉛Pbとして10μg/g以

下

＊ 438 ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙﾎﾟﾘﾋﾟﾛﾘ

ﾄﾞﾝ

純度試験 (5)･･,0.05mol/lヨウ素溶

液でヨウ素の色が消えな

くなるまで滴定する。

(5)･･,0.05mol/lヨウ素溶

液をヨウ素の色が消えな

くなるまで加える。

＊ 444 ﾐｯｸｽﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 坑酸化力価 α，α-ｼﾞﾋﾟﾘｼﾞﾙ α，α′-ｼﾞﾋﾟﾘｼﾞﾙ

＊ 467 ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ酪酸ｴｽ

ﾃﾙ

構造式 CH3(CH2)COO－ CH3(CH2)2COO－
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別紙１　マルトール
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別紙２　リナロオール

　　


