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「CCPRが適用するリスクアナリシスの原則」
の改定

23th Aug. 2013

消費・安全局 農産安全管理課

農薬対策室 瀬川 雅裕

1997年 食品安全に係るリスク評価の原則

1991年 FAO/WHO/GATTがCodexに対し、リスク評価を活
用することを勧告

Codexにおけるリスクアナリシスに関する勧告

1995年 Codexの意志決定プロセスにおける科学の役割
およびその他の事項をどの程度考慮すべきかに
関する原則
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2007年 各国政府機関がリスクアナリシスを適用するため
の作業原則

2007年 CCPRが適用するリスクアナリシスの原則

2003年 Codex内でリスクアナリシスを適用するための
作業原則

1997年 食品安全に係るリスク評価の原則

1997年 食品安全に係るリスクアナリシスの用語の定義

 Codex MRL設定に関する考え方・原則
・リスクアナリシスを適用した場合のCCPRお

よびJMPRの役割分担と相互関係を明記
・「Codex内でリスクアナリシスを適用するため

の作業原則」と併せて解釈する必要

CCPRが適用するリスクアナリシスの原則①
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の作業原則」と併せて解釈する必要

【構成】
・ Scope
・ Interaction between CCPR and JMPR    
・ Role of CCPR
・ Role of JMPR

CCPRが適用するリスクアナリシスの原則②

Annex: Risk Management Policies Used by CCPR 
・ Procedure for Proposing Pesticides for Codex Priority Lists
・ MRLs for Commodities of Animal Origin
・ MRLs for Processed or Ready-to-eat Foods or Feeds

 附属書にCCPRのリスク管理方針を掲載
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MRLs for Processed or Ready to eat Foods or Feeds
・ MRLs for spices
・ MRLs for fat-soluble pesticides
・ Establishment of MRLs
・ Utilization of Steps 5/8 for elaboration of MRLs
・ Establishment of EMRLs
・ Periodic Review Procedure
・ Deleting Codex MRLs
・ MRLs and Methods of Analysis

復習：現行の復習：現行のCodex MRLCodex MRLの設定プロセス（代表例）の設定プロセス（代表例）

メーカーや生産者団体等の要望を受け、Codex MRL設定ニーズのあ
る農薬／作物を、JMPRにより評価すべき農薬の「優先リスト」に政府
がノミネート

「優先リスト」に掲載→ 翌年のJMPR評価対象農薬を決定

1

2

当該農薬が、1か国以上で
登録され る とが前提
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JMPRによる評価（FAO専門家：残留、WHO専門家：毒性）
→ MRL案を推定し、CCPRに勧告

CCPRによるMRL案の審議・採択

CAC（総会）によるMRL案の審議・最終採択

申請者が、JMPR事務局に必要なデータ／情報を提出
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3

5

6

登録 前提登録されていることが前提

 定期的再評価
 過去に設定されたMRLｓの科学的な信頼性を確保

 Concern ｆormの利用
 JMPRとCCPRの透明性のある科学的議論を確保

 関係するテキストを「CCPRが適用するリスクアナ

検討のポイント
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 関係するテキストを「CCPRが適用するリスクアナ
リシスの原則」に統合し、整合性を確保
 「JPMRに評価を依頼する農薬の優先リストの規準」

（Procedural Manualに記載）
 「定期的再評価の手続き」
 「Concern formの提出手続き」

（過去のCCPRのReportに掲載）



JMPR及びCCPRに関する勉強会 2013/8/23

2

 過去にJMPRが評価し、Codex MRLが設定されている農
薬について、約15年ごとに再評価を実施（2003年より前
は10年ごと）

 残留評価（FAO）と毒性評価（WHO）の双方が対象
 JMPRにデータが提出されない場合は既存のCodex 

MRLを削除

①定期的再評価
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 JMPRの評価（1回目）でデータ不十分と判断された場合
でも、 メーカー/国等が追加データを提出する意向があ
れば既存のCodex MRLを4年間維持 (4-year rule)
→ 追加提出データを用いたJMPRの評価（2回目）の結

結、Codex MRLの維持or削除を判断

詳細については、”Summary of Periodic Review Procedure for 
Codex MRLs”を参照

 CCPRの評価依頼に対しJMPRのリソースが逼迫
 必ずしも15年を過ぎても再評価していない

 再評価時にメーカーがデータを提出しない農薬の削除
 2002年～2011年の10年間で16農薬の全てのMRL

が削除

議論の背景
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が削除
 ただし、2012年以降では全てのMRLを削除した農

薬はない

 メーカーがデータを提出しない農薬についても開発途
上国等がMRLを維持したい場合がある
 3農薬についてはメーカーがサポートせず、政府が

サポートしJMPRが評価

農薬名 前回のJMPR
評価年

Aldicarb (117) 1995

*Dichlofluanid (82) 1983

Dinocap (87) 1998

Methidathion (51) 1992

*B id i (47) 1998

15年以上前に評価が実施された農薬
（2013年時点）

 23剤のうち12剤につい
て、メーカーのデータ提
出の意向なし

 そのうち７剤*は ARfD

8

*Bromide ion (47) 1998

*Bromopropylate (70) 1993

*Tecnazene(115) 1994

*Hydrogen phosphide (46) 1971

*Bioresmethrin (93) 1991

Permethrin (120) 1987

*Fenarimol (192) 1995

Fenthion (39) 1995

 そのうち７剤 は、ARfD
設定の必要性を未評価

 前回評価から20年以上
経過した農薬もあり

 日本（厚生労働省）はCodex MRLに基づき多くのMRLを
インポートトレランスとして設定

 時代とともに科学は発展。Codex MRLの信頼性を確保す
るため、最新のデータ及び評価方法に基づいて再評価
すべき

日本の主張①
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 1997年からJMPRはARｆDの設定と短期暴露評価を
実施。ARｆD未検討の古い剤について検討する必要

 分析法の進展により分析不可能だった代謝物や異
性体を定量できる可能性

 MRL設定の基礎となるGAPが変更されている可能性
 畜産物の基準は最新のOECD Feed tableを用いて再

評価する必要

 CCPRはJMPRのリソースを有効活用し科学的根拠に基
づき、より多くのCodex MRLを設定するよう配慮すべき

 データの提出主体に関わらず、JMPRの評価に必要な
データ/情報が提出されることが不可欠

日本の主張②
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 メーカーがデータを提出しない場合（国がデータ提出す
る場合）は、JMPRの評価に必要なデータ／情報がある
かチェックするスクリーニングプロセスを設けるべき

以下の情報に
基づき移動

再評価の実施目途が決まっていない農薬について、一定
条件に基づき、実施予定時期を決定することをルール化

今後5年間の定期的再評価の対象候

Appendix 2a

人の健康への

再評価の時期

45th CCPRの合意①
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、前回の評価から15年経過しているが、

未だ評価の日程が決まっていない農
薬のリスト
（※多くはデータの入手可能性）

今後 年間の定期的再評価の対象候
補農薬のリスト

Appendix 2b

健康
懸念に関する

情報

前回評価から
25年経過

残留分野の
データ

インベントリ
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今後5年間の定期的再評価の対象候

Appendix 2a

メンバー国から、人の健康への懸念に関する情報が提出
されたものについては、15年を待たずに優先的に再評価
を実施することを明確化

人の健康

12

今後5年間の定期的再評価の対象候
補農薬のリスト

人の健康
への懸念
に関する
情報

Appendix 2b

、前回の評価から15年経過しているが、

未だ評価の日程が決まっていない農
薬のリスト

メーカーがデータを提出しない場合のデータ要求

2012 JMPR Reportの内容を踏まえ、以下の案を概ね合意

45th CCPRの合意②

 必要な場合、健康影響評価のkey question（ADI、ARｆD
の設定を含む）に答えうる毒性学的情報

規制対象残留物質の決定及び暴露評価に必要な情報
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 規制対象残留物質の決定及び暴露評価に必要な情報

 現在のGAPに基づく作物残留試験データ
（MRLs、STMR、HRを推定できる十分な例数が必要）

※データ提出主体によらず評価の質を保つ必要
※データ/情報の提出様式には妥協

 オリジナルデータ以外にも、メンバー国政府の
評価結果や公表文献も提出することが可能に

それらを評価に使用できるかどうかはケー
スバイケースであり、あくまで評価の質を保
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イケ あり、あくま 評価 質を保
つことが重要

公表文献については、その文献に試験の手
法や結果の情報が十分あり、結論を再度導
き出せる必要

リスクの程度を考慮した定期的再評価の対象
農薬の優先順位付け

欧米諸国（EU、米国等）の再評価プログラムにより、人
の健康への懸念が同定された農薬

↓
「再評価の優先度検討に用いるform 」が提出される可
能性大
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能性大
↓

今後5年間の定期的再評価の対象候補としてリストアッ
プされ、再評価のスケジュールが決定
（※ 前回評価から15年より短い場合もあり）

↓
データが提出されない or 提出されたデータが不十分
→ Codex MRLを削除

 メンバー国が、 JMPRの評価結果に異議があり、MRL案
のステップを進めることに懸念がある場合に提出

 関連データの添付が必須

 JMPR事務局及びCCPRが会合期間中に解決できた場合
CACに対しMRL案をSt 5/8で採択するよう勧告

②Concern form
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→ CACに対しMRL案をStep 5/8で採択するよう勧告

 解決できなかった場合
→ CACに対しMRL案をStep 5に留めるよう勧告
→ JMPRが同年9月以降に検討し、次回CCPRに報告
→  JMPRの勧告が変わらない場合、次回CCPRで、CAC

に対しMRL案をStep 8で採択するよう勧告

 CCPR期間中の科学的議論を促進するため、Concern 
formの提出期限の前倒し
 遅くてもCCPRの１ヶ月後→遅くてもCCPRの１ヶ月前

 リスク評価手法の違いに由来するConcernの取扱いの
明確化
 例：安全係数 ヒトを用いた毒性試験デ タの利用

45th CCPRの合意
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 例：安全係数、ヒトを用いた毒性試験データの利用
 可能であればリスク評価手法の相違を少なくするため、CCPR

は、JMPR、メンバー国に意見を求める
 内容によっては外部の専門家グループに意見を求める場合も

 過去に評価された農薬の安全性に関するConcernの提出
 再評価を優先的に実施する目的で提出
 Concern formとは別の様式で提出


