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I．EU、英国における輸入手続きの流れ 
 
１．EU、英国における輸入手続きの流れ 
 

EU、英国ともに、食品の輸入も含めて、一般的な輸入手続きは、以下の手順で行われる。 
   

   輸 入 者 の 手 続 き 
 
 
 
 
 
 

 

申請 
 

発行 

 
発行 

申請 
政府 

DTI、RPA、 
DEFRA 等 

輸入者の取引銀行 

航路、到着する港、空港等も

この際に吟味される。 

商品輸送に必要な書類、原産地証明、輸入

免許の詳細・コピー等。また、梱包、マー

キング、請求書発行、配送等に関わる諸要

件があれば併せて指示を送付 

 
⑧入港料の支払い 

 
⑨船荷の引き取りおよび配送の手配 

①輸入免許申請 (必要がある場合) 

②信用状の開設または決済のための 

その他の財務上の要件の準備 

 
③商品の発注と交易条件の合意 

⑤船荷証券(B/L)、保険証書、請求書、

航空便/船舶名・到着予定日時等の 

詳細を示す書類の受領 

④必要書類の送付 

 
⑥船荷に対する手形の振り込み 

⑦通関、必要な場合は関税の支払い 検疫手続が必要な場合、通関手

続の前に獣医検査が行われる。

 
 
 

輸出者 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 船

主
ま
た
は
そ
の
代
理

引き渡し 

税関 

港湾 
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以上のうち、①、④、⑦以外の手続きは、食品にも他の輸入品にも共通したものであり差

異はない。しかし、 
• 

• 

• 

①については、一部の農産物について、輸入農産物の総量管理の観点から輸入免許の

申請先が異なること、 
④については、EU 域内の食品衛生、食品表示、食品添加物等に関する様々な食品特

有の規制をクリアする必要があること、 
⑦については、域内農産物保護の観点から農産物の関税率が決められていること 

等から、それぞれ他の輸入品と一緒に食品を語れない面がある。 
 
そこで、以下では、これら３点に関係のある、輸入許可の申請、関連規制のクリア、輸入

関税率につき、英国の事例を中心に記述することとする。 
 

＜英国における輸入手続きについて参考となる資料＞ 
 

「Croner’s Reference Book For Importers」 
Croner, CCH Group Limited 刊 

www.croner.cch.co.uk 

「Getting Started In Importing:  
A Practical Guide (Business Enterprise)」 

J R Wilson 著 Kogan Page 刊 
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２．輸入許可の申請 
 

EU、英国の輸入管理制度は、大きくは GATT や UNCTAD といった国際的な貿易ルールに

のっとり運営されている。 
EU では、加盟国共通の輸入管理規則として、EC 規則第 94/517 号、第 94/519 号、第 94/3285

号、第 94/3286 号等に基づく「共通輸入規則」（Common Rules for Imports）がある。この規則

により、輸入制限品目に関する措置（加盟国独自の輸入制限の禁止、特定商品の輸入禁止、

輸入許可制対象品目、取引禁止国等につき規定）、域内産品保護のための監視措置（事前的共

同監視体制の下にある商品を輸入する際の輸入文書の提出義務および輸入文書の必要記入事

項等につき規定）等が定められている。 
英国の輸入管理制度もこの規則の下に位置付けられており、具体的な制度の中身は 1939 年

輸出入関税権（防衛）法（Import, Export and Customs Powers (Defence) Act 1939）に基づく 1954
年輸入品目（管理）令（Import of Goods (Control) Order 1954）によって定められている。 
この法制度の下、以下で紹介するような種類の輸入免許が発行されている。また、輸入し

たい商品にどの輸入免許が必要なのか分からない際には、貿易産業省の担当窓口である

Import Licensing Branch（ILB/W）が、相談を受けてくれることになっている。 
 

 
＜輸入免許について参考となる資料＞ 

 
「A Guide To Import Licensing」（無料） 

Website: www.dti.gov.uk/ewt/guide03.doc 
 

 
 
(1) 一般輸入免許（Open General Import Licence） 
 
 EU 域外国から EU 域内国への輸入は、英国の貿易産業省が 1988 年に発効した一般輸入免

許制度（Open General Import Licence）のもとで、一部の製品以外（麻薬、兵器など）は特定

の輸入免許なしで自由に行えることになっている。日本から輸出される大部分の農産物・食

品もこの制度の対象となっており、輸入する場合申請書をいちいち Import Licensing Branch
（ILB/W）へ提出する必要はない。しかしながら、後述する CAP 制度や動物検疫の観点など

から、農産物・食品については、この制度とは別に特別のライセンスが必要な場合があるこ

とに留意する必要がある。 
 
 
(2) 個別輸入免許（Individual Import Licence） 

 
 一般輸入免許のほか、特定国原産の一定品目の輸入に関しては、同じく貿易産業省の Import 
Licensing Branch（ILB/W）が発行する個別輸入免許（Individual Import Licence）が必要である。

この免許は、以下のような理由から、輸入先、輸入量等に制限を加えられた免許であり、主
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に衣類、繊維、鉄鋼製品、兵器、特定の薬品、特定の農産物、水産物が対象となっている。 
  

英国もしくは EU の特定産業の保護 • 

• 

• 

• 

• 

国際市場の安定、自由貿易の促進のために取り決められた国際合意の実行 
センシティヴな品物（兵器等）の輸入の状況を把握するためのサーベイランス 
公衆衛生および安全性の確保（食品衛生、薬品の安全性等） 

 
 このうち、特定の農産物については、免許発行元が貿易産業省の Import Licensing Branch で

はなく環境・食料・農村地域省傘下のエージェンシーである Rural Payment Agency（後述参照）

といったように、品物によっては免許の発行元が Import Licensing Branchではない場合がある。 
 また、この個別輸入免許は、その性格から以下の３つに分けることができる。 
 

個別オープン輸入免許（Open Individual Import Licence） 
明記されている特定の製品を特定の輸入先から、量的な制限なしに輸入することが可

能。有効期限は一般的に６カ月。 
 
個別特定輸入免許（Specific Import Licence） • 

数量または金額に制限があり、免許に記されている特定の地域から特定の期間のみ輸

入が可能。 
 
個別監視免許（Surveillance Licence） • 

EU 域外の特定国からの輸入に必要な免許で、EU レベルで実施する地域産業保護の

ための監視品目に該当する繊維、鉄鋼製品が対象。有効期間は一般に２～６カ月。 
 
 

(3) 特定農産物に関する輸入免許 
 
（ア） CAP 対象品目についての輸入免許 

 
EU 共通農業政策（Common Agricultural Policy, CAP）で保護されている農産物については、

EU 域外からの輸入について規制が行われている。このため、特定の農産物を英国に輸入する

場合、英国において事前に CAP の輸入免許（Import Licence）を取得しておく必要がある場合

がある。 
具体的な CAP の対象農産物および食品は次のとおりであるが、どの様な場合に輸入免許が

必要かは、それぞれの農産物・食品により異なり、詳細については Rural Payment Agency ヘ

ルプラインに問い合わせると良い。（ちなみに、CAP の対象品である米を EU 以外の第三国か

ら輸入する場合、１回の輸入量が 8.3 トン未満の場合は免許の取得は必要ないなど、個別農産

物によって細則は異なっている。また、一度に極めて大量の輸入を行うような場合以外では、

一般に日本から食品を輸入する場合、米以外にはほとんどこの輸入免許を必要とすることは

ないようである。） 
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英国内での CAP に関する管理は環境・食料・農村地域省（DEFRA1）傘下の Rural Payment 
Agency（RPA）2が行っており、ほとんどの CAP 対象品目を英国内へ輸入する場合、このエー

ジェンシーに個別の輸入免許の申請を行う必要がある。また、免許発行には事前にこのエー

ジェンシーに登録業者として登録しておく必要がある（担当レディング事務所）。品目ごとに

政策内容は異なり、個別の輸入免許をもって、対象となる品物の一定期間、一定量の輸入が

許可される。また、EU 域内への輸入総量を抑制するために輸入割当制がとられている品目に

ついては、輸入割当免許（Quota Licence）が発行される。これらの輸入免許は、英国への輸

入だけでなく、他の EU 加盟国への輸入も許可するものであり、全 EU 域内への輸入をカバー

している。 
輸入免許を取得するためには、エージェンシーが定めた規定の申請書に記入し、オリジナ

ルをその品目担当部署へ郵送し、控えは申請者が保管する。同時に全ての申請書の中身は、

責務を保証するキャッシュデポジットか銀行もしくは保険会社による保証書によって裏打ち

されていなくてはならない。全てに問題がなければ、申請書が受理されてから約 1 週間で免

許が発行されることになっている。 
英国では 2003 年 2 月より、従来の紙の輸入免許に代わり、HM Customs and Excise の輸出入

申告処理システムである CHIEF を利用した電子免許の発行を開始している。これは、輸入免

許申請は従来どおりに RPA に行い、RPA が CHIEF システムに免許を通達するもので、RPA
が輸入免許を発行し、CHIEF 上で情報のアップデートが確認されると、RPA から（紙の）免

許の代わりに免許の詳細が送られてくる。ただし、これは英国内でのみ有効であり、英国以

外の EU 加盟国への輸入に免許を使用したい場合には、使用される輸入免許に関して免許申

請時に紙の免許の発行を依頼する。すでに電子免許を取得した後の場合は、許可された輸入

残量が十分に残っていれば、紙の免許に交換してもらうことができる。電子輸入免許につい

ての詳細は RPA、あるいは CHIEF システムの技術的な問題については HM Customs and Excise
の各担当部署に問い合わせるとよい。 

EU での農産物に対する輸出入規制は刻々と変化しているので、Rural Payment Agency では、

その最新情報をエージェンシーのヘルプラインに確認することを奨励している。 

                                                        
1  Department for Environment, Food & Rural Affairs。 
2  Intervention Board（市場介入委員会）と農漁業食料省（当時）それぞれにおいて、英国での農家への CAP

の支払いを所管していた部門が統合され、新たに 2001 年 10 月 16 日に設立された。現在はレディングを

本部とし 6 カ所にオフィスを置いているが、2004 年には処理センターを全部で 5 カ所（レディング、ニ

ューカッスル、ノースアラートン、カーライル、エクセター）とする。 
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CAP の対象農産物および食品 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

乳製品 
野菜、果物（フレッシュ、加工） 
樹木、花（ポット、切花）、プラント類 
家畜（生きているもの） 
動物の臓物類（食用） 
コーヒー、茶、スパイス類 
粉砕された製品、スターチ、グルテン、インシュリン 
食用油、油脂 
肉、魚介類、（フレッシュ、加工） 
砂糖、シロップ、蜂蜜 
ココア豆、殻 
穀類、米 
発酵飲料 
動物性飼料、食品製造業廃棄物 
タバコ 
コルク 
亜麻、麻、ヘンプ 
上記の材料を使用したビスケット、ケーキ等の製菓類 
酢またはその類似品 
ワイン、モルトビール 

 
 

 

CAP に基づき、輸入割当制がとられている品目 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

牛肉 
EU 域内への牛肉の輸入における低関税／ゼロ関税。各種スキームがあり、それぞれ特定種類の牛肉、特

定国などに対し適用。以下のような例がある。 
 冷凍牛科動物肉割当制度･････過去の貿易実績に基き毎年定められる一定量に対し、低関税を適用（共

通輸入関税 20％）。毎年一定の割当枠が定められ、過去の貿易実績に基づき割当申請者にこれを振り

分ける。 
 加工用冷凍牛肉輸入関税割当･････実績があり条件を満たす（過去 1 年間に少なくとも一度は該当す

る製品の製造に携わった、2003 年 1 月 1 日時点で精肉加工業に従事していた、など）業者に低関税

またはゼロ関税での輸入量を割当てる 
 高品質牛肉･････特定国からの特定上質冷凍牛肉に限り、年間固定量についてゼロ関税を適用 

バナナ 
 低関税適用割当枠は過去の輸入実績に基づき登録輸入業者にその多くが割り当てられる。新規参入者に

は別途割当枠が確保されているが前者に比較してかなり少ない。 
穀類  
特定の産物についてゼロ関税または低関税を適用。割当枠や特別関税率は産物ごとで異なる。 
ニンニク 

  四半期単位で中国、アルゼンチン、その他第三国というカテゴリーで輸入割当枠が決められる。 
牛乳・乳製品 
6 ヵ月毎に輸入割当枠が決められる。 
砂糖 
特定の砂糖・砂糖製品について低関税を適用。特定の国に大幅な割当枠が割かれる場合がほとんどであ

る。 
豚肉 
年間の割当枠が定められそれを四半期ごとに分割。豚肉の種類により異なる低関税率を適用。 
卵、鶏肉 
特定国、特定製品ごとに特定関税率が定められている。 
ワイン生産に使用しないぶどう、グレープジュース 
産物の種類によってゼロ関税もしくは低関税を適用。 
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（イ）動物検疫に係るライセンスの取得 
 

上記の CAP の輸入ライセンスが必要とされない場合であっても、畜産物製品などの動

物由来の加工製品を英国に輸入する場合には、動物衛生輸入ライセンス（Animal Health 
Import Licence）の取得が必要となる場合が多い。このライセンスは、動物検疫の観点から

輸入される畜産物製品のチェックを行うものであり、これらの製品の輸入に際し、事前に

環境・食料・農村地域省（DEFRA）に書類を提出し、輸入ライセンスの交付を受けるもの

である。（実際に、日本からの食品輸入に際し、食品中に動物性成分が使用されている場

合には、通関当局により、このライセンスの取得を求められることも多く、その申請を行

うため、厳密な成分表、製造行程表等の提出が必要となるようである。） 
 

動物衛生輸入ライセンスの取得が求められる畜産物製品 

•  Animal casings（動物性ケーシング（ソーセージの外皮となる動物の腸の皮）） 
•  Apiculture products（養蜂製品） 
•  Blood products for technical use（技術的用途の血液製品） 
•  Bones and bone products（骨および骨製品） 
•  Bristles, wool, hair and feathers（毛、羊毛および羽毛） 
•  Egg products（卵製品） 
•  Fresh meat including offal, and products, of bovine, ovine, caprine, porcine and equine 

species（EU 指令 92/4EEC に定義された牛、羊、山羊、豚、馬の生鮮肉、臓物） 
•  Frogs legs and snails（カエルの足およびカタツムリ） 
•  Gelatin（ジェラチン） 
•  Hides and skins（獣皮（大動物）および皮（家畜・小動物）） 
•  Honey（はちみつ） 
•  Horns and horn products, hooves and hoof products（角、角製品、蹄および蹄製品） 
•  Hunting trophies（狩猟装飾品） 
•  Lard and rendered fats（豚油および精製脂肪） 
•  Milk and milk products for human consumption（食用の牛乳および乳製品） 
•  Milk and milk products not for human consumption（食用以外の牛乳および乳製品） 
•  Poultry, rabbit, game (farmed or wild) - meat and products（家きん肉、兎肉、猟獣（野生/

家畜）肉、およびこれらの製品） 
•  Processed animal protein for human consumption（食用の動物性加工たんぱく質） 
•  Processed animal protein not intended for human consumption（食用でない動物性加工た

んぱく質） 
•  Processed petfood, raw material for the manufacture of pet food（加工ペットフード、ペッ

トフード製造原料） 
•  Raw material, blood, blood products, glands and organs for pharmaceutical use（医薬品原

料用血液、血液製品、腺その他の組織） 
•  Manure（糞便（肥料）） 
•  Whole eggs（全卵） 
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資料 1： 動物衛生輸入ライセンスに関する問い合わせ先（動物衛生輸入ライセンス取得申

請書より） 

Enquiries relating to potential imports should be directed to the following: 
 
England 
Department for Envionment, Food and Rural Affairs 
International Trade (Products) Branch 
Animal Identification and International Trade Division 
Area 507 
1A Page Street, 
London SW1P 4PQ 
Tel no. for licences for samples: 020 7904 6498 
Tel no for all other licences: 020 7904 6507 
Fax no: 020 7904 6508 
 
Scotland 
Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department 
Pentland House 
47 Robbs Loan 
Edinburgh EH14 1TW 
Tel no: 0131 244 6179 
Fax no: 0131 244 6616 
 
Wales 
National Assembly for Wales Agriculture Department, 
Crown Buildings 
Cathays Park 
Cardiff 
Glamorgan CF1 3NQ 
Tel no: 01222 825 111 
Fax no: 01222 823 562 
 
 
 
Where you are importing products, other than those containing or derived from animal products, this application 
form will not be appropriate. Listed below are a number of contact addresses and numbers which will be of 
assistance: 
 
DEFRA Helpline 
DEFRA Consumer Helpline, 
Ergon House, 17 Smith Square 
London SW1P 3JR 
Tel: 08459 33 55 77 
 
Plants/Fresh Fruits and Vegetables 
DEFRA, Foss House, 
1-2 Peasholme Green, Kingspool 
York YO1 2PX 
Tel: 01904 641000 
Fax: 01904 455222 
 
Pathogens 
DEFRA, Animal Health 
Disease Control Division 
1A Page Street 
London SW1P 4PQ 
Tel: 020 7904 6132 
Fax: 020 7904 6128 
 

Live Animals 
DEFRA, Animal Identification and International 
Trade Division 
1A Page Street 
London SW1P 4PQ 
Tel: 020 7904 6000 
Fax: 020 7904 6013 
 
Rural Payments Agency 
PO Box 1 AW 
Newcastle-Upon-Tyne  NE99 1AW 
Tel: 0191 226 5033 (import tariff section) 
0191 226 5453 (beef and veal) 
0191 226 5048(pigment/eggs/poultry) 
0191 226 5055(Sheepmeat section) 
 
Alcohol 
DEFRA, Ergon House, 
17 Smith Square, 
London SW1P 3JR 
Tel: 020 7238 6000 
Fax: 020 7238 6591 
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Medicines Control Agency 
Market Towers 
1 Nine Elms Lane, 
London SW8 5NQ 
Tel: 020 7273 0422 / 0425 
 
CITES 
DEFRA, Wildlife Conservation Licensing Section 
Tollgate House, Houlton Street 
Bristol BS2 9DJ 
Tel: 0117 987 8000 
Fax: 01117 987 8206 
 
The Department of Health 
Richmond House 
79 Whitehall 
London SW1A 2NL 
Tel: 020 7210 3000/4850 
 
The Department of Trade and Industry 
DTI Enquiry Unit 
1 Victria Street 
London SW1H 0ET 
Tel: 020 7215 5000 
 

 
Fish (for human consumption) 
Department of Health 
PO Box 30077 
Elephant and Castle, 
London SE1 6LW 
Tel: 020 7972 5070 
Fax: 020 7972 5142 
 
 
also for fish: 
 
Food Standards Agency 
Aviation House 
125 Kingsway 
London WC2B 6NH 
Tel: 020 7276 8956 
 
Food Standards Agency 
Helpline: 0845 000 0048 
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３．輸入関税制度 
 
 EU 域内で適用される関税率は、毎年 EU 官報に発表される。2003 年 12 月現在適用されて

いる関税率は、2003 年 9 月 11 日付け官報に「Commission Regulation (EC) No. 1789/2003」と

して公表されている。この中で、農水産物に係る通常の関税については、第 1 章の付表１に

おいて関税分類番号0101.10.10から2403.99.90まで約160ページにわたって掲載されている。 
 これを参照する場合、農水産物には通常の関税のほか、参入価格システム、追加関税（砂

糖、家きん等）、関税割当等が関係してくることに留意する必要がある。 
 

参入価格（Entry Price）システム • 

• 

 トマト、きゅうり等の野菜、かんきつ類、ぶどう、りんご、なし等の果実およびジュース

に適用される。一定の「参入価格」を下回る価格で産品が輸入される場合に追加的に関税

相当量が課されるシステム。詳細については上記規則 1789/2003 号付表 2、規則 94/3223 号

（95/0553、95/1306、96/1890、96/2375、98/1498、02/453、02/1947 により修正）参照。 
 

関税割当（クォータ） 
 肉・肉製品、魚、乳製品、野菜果実、砂糖等について関税割当が設定。詳細については上

記規則 1789/2003 号付表 7 参照。 
 
 また、英国内への輸入に当たっても、原則として上の関税率が同様に適用される。これら

の中、きのこ、魚介類のすり身、調味料、日本酒、茶、米等に対して適用される関税率につ

いては、表 1 のとおりである。 
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表 1： 日本から輸入される主な食品の関税率表 

 品  名 関税率（協定率） CAP 免許 
0709 その他野菜 （フレッシュまたは冷蔵）   
0709.51.00 ハラタケ科のきのこ 12.8%  
0709.59.10 あんずたけ 3.2%  
0709.59.30 いぐち 5.6%  
0709.59.90 その他のきのこ 6.4%  
0710 冷凍野菜 （未調理、蒸気・水煮の調理）   
0710.29.00 その他豆類（枝豆） 14.4%  
0710.80.61 ハラタケ科のきのこ 14.4%  
0710.80.69 その他のきのこ 14.4%  
0712 乾燥野菜 （まるごと、カット、スライス、砕いたもの、粉

末） 
  

0712.31.00 ハラタケ科きのこ 12.8%  
0712.39.00 その他のきのこ 12.8%  
0712.90.90 その他 12.8%  
0902 茶   
0902.10.00 容量 3kg を超えない緑茶（発酵させない） 3.2%  
0902.20.00 その他の緑茶 （発酵させない） 0%  
1006 米   
1006.20.11 玄米（蒸したもの*）：丸粒 264€/t CAP 
1006.20.13 玄米（蒸したもの*）：中型粒 264€/t CAP 
1006.20.92 玄米（その他）：丸粒 264€/t CAP 
1006.20.94 玄米（その他）：中型粒 264€/t CAP 
1006.30.61 精米（蒸したもの*）：丸粒 416€/t CAP 
1006.30.63 精米（蒸したもの*）：中型粒 416€/t CAP 
1006.30.92 精米（その他）：丸粒 416€/t CAP 
1006.30.94 精米（その他）：中型粒 416€/t CAP 
1212 海藻、その他の藻類   
1212.20.00 のり、わかめ、ひじき、てんぐさ 0%  
1604 加工または保存加工した魚   
1604.20.05 すり身 20%  
1604.20.50 かつお節 25%  
1902 パスタおよびクスクス   
1902.11.00 めん（調理・加工されておらず卵を含むもの） 7.7%+24.6€ /100kg ごと  
1902.19.90 めん（調理・加工されておらず卵を含まない）うどん、そば、

そうめん 
7.7%+21.1€ /100kg ごと  

1902.30.10 その他めん（乾燥したもの）即席ラーメン 6.4%+24.6€ /100kg ごと  
1902.30.90 その他めん（その他） 6.4%+9.7€ /100kg ごと  
1905 パン、その他ベーカリー製品   
1905.90.10 米菓 3.8%+15.9€ /100kg ごと  
2001 酢または酢酸で加工、または保存された野菜など   
2001.90.99    その他（酢漬けしょうが製品など） 16%  
2005 酢または酢酸以外で加工、または保存されたその他の野菜

（冷凍されてないもの） 
  

2005.90.80    その他（つけもの） 17.6%  
2103 ソース、ソース用の調製品、混合薬味・調味料、マス

タードの粉末およびあら粉ならびに調製したマスタード 
  

2103.10.00 しょうゆ 7.7%  
2103.90.90 マヨネーズ、ドレッシング、その他調味料 7.7%  
2106 他の分類に指定されていない調製食料品   
2106.90.92 その他調製食料品 12.8%  
2206 その他の発酵飲料、発酵飲料の混合物、発酵飲料と非アル

コール飲料の混合物 
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2206.00.59 日本酒：2 ℓ 以下  7.7€ /hl  
2206.00.89    日本酒：2 ℓ を超えるもの 5.76€ /hl  
2208 アルコール度 80%未満の無変性アルコール飲料（蒸留酒、

リキュール、その他の蒸留アルコール飲料） 
  

2208.90.33 梅酒：2 ℓ 以下 0%  
2208.90.38 梅酒：2 ℓ を超えるもの 0%  
2208.90.69 焼酎：2 ℓ 以下 0%  
2208.90.78 焼酎：2 ℓ を超えるもの 0%  

*パーボイルドライス（もみのまま蒸して乾かした後に脱穀精白した米） 

 
 
 
 
４．酒税 
 
 アルコール飲料には関税のほかに、物品税（excise duty） が課せられることになっており、

輸入通関時に支払う必要がある。主要な酒類別の酒税の概要は以下のとおり（税率は 2003 年

4 月現在）。 
 
ワイン 

発泡性か非発砲性かによる区別と、アルコール度数区分に基づいて課税される。アルコー

ル度数は温度が 20℃の状態での数値を用いる。国内生産者は免許取得を義務付けられる。ワ

イナリーから出荷した時点で課税される。 
 

課税区分 税率 
発泡性―アルコール度数 5.5％超、8.5％以下 166.70 ポンド / hl 
発泡性―アルコール度数 8.5％超、15％以下 220.54 ポンド / hl 
非発泡性―アルコール度数 5.5％超、15％以下 158.69 ポンド / hl 
非発泡性―アルコール度数 15％超、22％以下 211.58 ポンド / hl 
アルコール度数 22％超 アルコール度数 1％ごと 19.56 ポンド / hl 

 
アルコール度数 5.5％以下のものは、低アルコール飲料を参照。 
「ワイン」とはブドウ、もしくはブドウ果汁を原材料に発酵し製造されたアルコール飲料。

蒸留酒や、芳香風味を加えているものも含む。原材料を問わずアルコール発酵されたアルコ

ール飲料で、ワイン、ビール、黒ビール、蒸留酒、サイダー以外のものは、「擬似ワイン

（Made-wine）」と定義され、物品税率はワインに準ずる。日本酒はこれにあてはまる。温度

20℃の状態で瓶内の圧力が気圧より 3 バール以上高い場合、また、圧力に問わずキノコ形の

栓を使用している場合、発砲性とする。 
 
ビール 

「ビール」はエール、ポーター、スタウトを含むビールと呼ばれるものとビールおよびビ

ール代用品として販売される全てのアルコール飲料で、アルコール度数 0.5％超のもののこと

をいう。 
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課税区分 税率 
国産ビール―アルコール度数 1％ごと 12.22 ポンド / hl 
輸入ビール―アルコール度数 1％ごと 12.22 ポンド / hl 
アルコール度数 1.2％以下 非課税 

 
アルコール度数の小数点１以下は切り捨てで課税される（例：アルコール度数 4.19％は 4.1％

とする）。モルトを原料にするアルコール飲料で、1.2％未満ものは非課税。ビールをベースと

するアルコール飲料で、アルコール度数 5.5％以下のものは低アルコール飲料を参照。蒸留酒

を含むビール混合飲料でアルコール度数が 5.5％超のものは、蒸留酒の税率が課税される。ま

た。蒸留酒以外の課税対象アルコールを含むビール混合飲料でアルコール度数が 5.5％超のも

のは、擬似ワインとしての課税となる。 
 
サイダー、ペリー 

「サイダー、ペリー」とは、リンゴおよび梨果汁を発酵したアルコール飲料でアルコール

度数 8.5％以下（20℃での場合）のもの。また、他のアルコール物、税関当局の規定外の添加

物を加えていないもの。国内生産者は生産者登録を義務付けられる。登録生産所から出荷し

た時点で課税される。 
 

課税区分 税率 
発泡性―アルコール度数 1.2％超、5.5％以下 25.61 ポンド / hl 
発泡性―アルコール度数 5.5％超、8.5％以下 166.70 ポンド / hl 
非発泡性―アルコール度数 1.2％超、7.5％以下 25.61 ポンド / hl 
非発泡性―アルコール度数 7.5％超、8.5％以下 38.43 ポンド / hl 
アルコール度数 1.2％以下 非課税 

（発泡性の定義はワインと同様。） 
 
蒸留酒 
ウィスキー、スピリッツ等。 
 

課税区分 税率 
アルコール度数 1％ごと 19.56 ポンド / hl 

 
アルコール度数は温度が 20℃の状態での数値を用いる。瓶詰の輸入蒸留酒で輸入者が未開

瓶で税率を申請する場合、一律アルコール度数 77％として課税される。 
 
低アルコール飲料 
ワイン（擬似ワイン含）、サイダーおよびペリー混合飲料、蒸留酒混合飲料、ビールベース

飲料で、アルコール度数 5.5％以下のものを低アルコール飲料とする。 
 

課税区分 税率 
アルコール度数 1.2％以下 非課税 
アルコール度数 1.2％超、4.0％以下 48.91 ポンド / hl 
アルコール度数 4.0％超、5.5％以下 67.25 ポンド / hl 
ビールベース飲料でアルコール度数 1.2％超  アルコール度数 1％
ごと 

11.89 ポンド / hl 
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上記の「ビール」、「サイダーまたはペリー」は対象外。 
 
ビールベース飲料として定義されるものは以下のとおり： 

• 

• 

• 

• 

• 

ビールにレモネードを加えたシャンディー、およびビールにレモネード、レモ

ンジュース、濃縮レモン飲料、レモンスカッシュ、レモン風味を加えたもの。 
ラガー アンド ライム、および、ビールにライムエード、ライムジュース、濃

縮ライム飲料、ライムスカッシュ、ライム風味を加えたもの。 
ジンジャービアシャンディー、シャンディーガフ、ビールにジンジャージュー

ス、ジンジャースカッシュ、ジンジャー風味を加えたもの、非発酵ジンジャー

ビア。 
ビールとアルコール飲料の混合物 
ビールに果汁、濃縮果汁、果実風味、果実風味ソーダ水、果汁スカッシュを加

えたもの。 
 
 
 
５．付加価値税（VAT：Value Added Tax） 
 

EU 域外からの輸入を行う際には通常、消費税に相当する付加価値税（Value Added Tax, VAT）
を通関時に支払う義務があり、保税倉庫に保管された場合には、倉庫から出庫する際に課税

される。一般には輸入の場合も国内での消費と同じ税率（2003 年 12 月現在 17.5%）で課税さ

れるが、人間の日常の消費に適する食品および原料の多くは、家庭消費用、工業用を問わず、

非課税となっている。 
ただし、大きく分けて以下の６品目は標準税率での課税対象とされている。さらに、これ

ら６品目のうちでも非課税に指定されているものがある。 
 

課税対象となる６品目 そのうち非課税であるもの 
アイスクリームおよび類似の製品、アイスクリ

ームの原料ミックス 
冷凍ヨーグルト（解凍用） 

菓子類 乾燥チェリー、砂糖漬けの果物の皮 
アルコール飲料  

ソフトドリンクおよびソフトドリンク用の調製

品 
牛乳・乳製品、紅茶、マテ茶、ハーブティー、コ

ーヒー、ココア、イースト菌・卵・牛乳の調製品 
ポテトチップス、加工ナッツ（塩味やロースト）、

その他の一部のスナック類 
 

ビールおよびワインの自家醸造用の原料製品  

• • 

• • 
• 
• • 

• 

• 
 
これら以外にも、品目ごとに VAT の適用対象外となる食品の種類が詳細に決められている。

例えば、鳥を含む生きた動物・動物製品については、一般的に英国で食用とみなされている

ものについては非課税であるが、生きた馬は英国では食用とみなされないため標準税率が課

される。魚や魚製品についても、概ね同様の条件が適用される。 
野菜、果物、料理用ハーブについても一般的には非課税であるが、観賞用の野菜や薬用植
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物は課税対象である。また、果汁や濃縮果汁は飲料（beverage）とみなされ、課税対象となる。 
なお、栄養補助食品や食品添加物は、ここでいう「食品」の定義に該当しない。使用済み

食用油などの食品廃棄物、汚染された食品についても、「人間の消費に適する食品」とは考え

られないため、標準税率で課税される。ただし、使用済み食用油製品（waste oil products）は

動物飼料やその他の用途に使われる場合、非課税となることがある。 
付加価値税に関する詳細については、「1994 年付加価値税法」（Value Added Tax Act 1994）

および HM Customs and Excise 発行の「Notice 700, The VAT Guide」、一般的な食品については

「Notice 701/14, Food」に記載されている。VAT に関する問い合わせは、HM Customs and Excise
の National Advice Service に問い合わせると良い。また以下のような場所でも VAT に関するア

ドバイスが受けられる。 
· 英国内の各地域管轄の VAT Business Advice Centre 
· 輸入を行う空港あるいは海港の EPU（Entry Processing Unit） 
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II．食品添加物・表示に関する規制 
 
１．食品添加物に関する規制 
 
(1) EU 
 

欧州レベルでの食品添加物の使用に関する規制は、1960 年代から 1970 年代にかけ

て、着色剤、保存料、酸化防止剤、その他の添加物（乳化剤、安定剤など）について

指定が定められてきた。これらの指令が制定された当初は、指令に沿って承認された

食品添加物のリストが作成され、このリストに掲載された食品の添加物のみが各国に

おける使用を許可されることとなった。ただし、リストに掲載された食品添加物の使

用基準、使用限度量に関しては、各加盟国に対する裁量が認められていた。 
    その後、EEC 指令第 89/107 号（88 年 12 月 21 日付）（94/34/EC により修正）に従っ

て、各国間での食品添加物の使用基準、使用限度量に関する法令の整合化が図られ、

95 年以降、EU 内における食品の添加物の使用は、伝統的食品として認められた特殊

な食品以外に対しては、全て EU レベルでの規則が適用されることとなった。 
 
    この結果、現在（2003 年 12 月）EU レベルで各国に適用されている食品添加物に関

する規制の根拠は以下のようになっている。 
  

規制の対象 規制 修正 
甘味料に関する規制  EC 指令第 94/35 号（94 年 6 月 30 日

付） 
96/83/EC（修正案現在

進行中）,  
規則 03/1882/EC 

着色料に関する規制 EC 指令第 94/36 号（94 年 6 月 30 日

付） 
規則 03/1882/EC 

香料に関する規制 EEC 指令第 88/388 号（88 年 6 月 22
日付） 

91/71/EEC,  
規則 03/1882/EC 

その他の食品添加物に 
関する規制 

EC 指令第 95/2 号（95 年 2 月 20 日付） 96/85/EC, 98/72/EC, 
01/5/EC, 03/52/EC, 
規則 03/1882/EC 

食用甘味料の純度基準

に 
関する規制 

EC 指令第 95/31 号（95 年 7 月 5 日付） 98/66/EC, 00/51/EC, 
01/52/EC 

食用着色料の純度基準

に関する規制 
EC 指令第 95/45 号（95 年 7 月 26 日

付） 
99/75/EC, 01/50/EC 

その他の食品添加物の

純度基準に関する規制 
EC 指令第 96/77 号（96 年 12 月 2 日

付） 
98/86/EC, 00/63/EC, 
01/30/EC, 02/82/EC, 
03/95/EC 
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(2) 英国 
 

(ア) 食品添加物についての主な関係法令等 
      
   ①一般の食品添加物に関する規制 
     英国においては、1994 年 6 月以降の一連の EU 指令に基づき、食品添加物に関す

る法体系が再構築され、2003 年 12 月現在、主に以下のような規則が施行されている。 
 

規制の対象 規則 修正 
食品甘味料規則 The Sweeteners in Food Regulations 1995 

(95/3123) 
96/1477, 97/814, 
99/982, 01/2294, 
02/379, 03/1182 

食品着色料規則 The Colours in Food Regulations 1995 
(95/3124) 

00/481, 01/3442 

食品香料規則 The Flavourings in Food Regulations 1992 
(92/1971) 

94/1486 

その他の食品添加物規則 The Miscellaneous Food Additives 
Regulations 1995 (95/3187) 

97/1413, 99/1136, 
01/60, 01/3775, 
03/1008 

 
   ②特殊な添加物に関する規制 
     特殊な添加物に関する規制を定めた規則として、以下のようなものがある。 
 

規制の対象 規則 修正 
食品中に含まれるひ素の

限度量の設定 
The Arsenic in Food Regulations 1959 
(59/831) 

60/2261, 73/1052, 
82/1727, 90/2486, 
91/1476, 92/1971, 
95/3124, 98/1398 

クロロホルムを含んだ食

品の輸入販売の禁止 
The Chloroform in Food Regulations 1980 
(80/36) 

82/1727, 85/67, 
90/2486, 91/1476 

食品への炭化水素の使用

の禁止 
The Mineral Hydrocarbons in Food 
Regulations 1966 (66/1073) 

82/1727,85/67, 
90/2486, 91/1476, 
95/3187 

一定以上のすずを含んだ

食品の輸入販売の禁止 
The Tin in Food Regulations 1992 
(92/496) 

 

食品へのトリプトファン

の使用の禁止 
The Tryptophan in Food Regulations 1990 
(90/1728) 

90/2486, 91/1476 

アフロトキシン、鉛等食品

中に含まれる化学物質・重

金属等の限度量を設定 

The Contaminants in Food Regulations 
2002 (02/890) 

02/1923, 03/1478 

 
   ③その他の規制 
     これらのほかに、食品に接触する物質に関する規制としては次のような規則があ

る。 
 

規制の対象 規則 修正 
食品に接触する物品について

の規則 
The Materials and Articles in Contact 
with Food Regulations 1987 (87/1523) 

90/2487, 
91/1476, 94/979 
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食品に接触するプラスチック

製の包装容器規則 
The Plastic Materials and Articles in 
Contact with Food Regulations 1998 
(98/1376) 

98/1376, 
00/3162, 
02/2364, 02/3008 

 
 

(イ) 食品甘味料規則の内容 
 

2003 年 12 月現在、英国における甘味料に対する規制は、1996 年１月１日に施行され

た The Sweeteners in Food Regulations 1995 (95/3123)（96/1477、97/814、99/982、01/2294、
02/379、03/1182 により修正）によって定められている。 

 
   ①規則の主な内容 

    この規則の主な内容は以下のとおり。 
     ・許可された甘味料以外の最終消費者への販売および食品への使用禁止（第 3 条(1)） 
     ・定められた食品に対する定められた条件以外での甘味料の使用禁止（第 3 条(2)、

(3)および別表 1） 
     ・乳幼児用食品への甘味料の使用禁止（第 3 条(4)） 
     ・許可された甘味料のみを含み、かつ表示している場合以外の卓上用甘味料の販売

禁止（第 4 条） 
     ・許可されていない甘味料を使用した、もしくは、許可された甘味料を定められた

条件以外で使用した食品の販売禁止（第 5 条） 
 
   ②食品ごとの使用基準 
     規則では、使用が許可されている甘味料のリスト（ポジティヴ・リスト）を掲載

し、使用基準、使用限度量をそれぞれの甘味料あるいは甘味料を使用した食品ごとに

定めている（別表 1）。 
    
     また、卓上用の甘味料の販売に関しては、使用できる甘味料およびその使用条件を

定めるだけでなく、その表示についても以下のように義務付けられている（第 4 条）。 
     ・卓上用甘味料のラベルには、「“甘味料の名前”をベースにした卓上用甘味料」

の表示が含まれていなくてはならない。 
     ・「ポリオルス（polyols）」を甘味料として含む場合には、「過剰摂取は緩下剤効果

を及ぼす可能性がある」との警告を表示しなくてはならない。 
     ・「アスパルテーム（aspartame）」を甘味料として含む場合には、「フェニルアラニ

ン（phenylalanine）を原料とする物質を含む」との警告を表示しなくてはならな

い。 
 
     この規則では、甘味料の使用に当たって事前の届け出や許可の申請を求めてはいな

いが、違反した者に対する罰則規定を定めており、これによって法の強制力を持たせ

ている（同規則第 6 条、第 7 条）。 
     現在、英国で許可されている甘味料とその食品別使用限度量は The Sweeteners in 

Food Regulations 1995 （ 95/3123 ）の Schedule 1 に記載されているとおり。
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（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953123_en_2.htm）ただし一部、97/814、
02/379 により修正があることに留意。 

  
 

(ウ) 食品着色料規則の内容 
 
     2003 年 12 月現在、英国における着色料に対する規制については、1996 年 1 月 1 日

に施行された The Colours in Food Regulations 1995 (95/3124)（00/481、01/3442 により修

正）によって定められている。 
 
   ①規則の主な内容 
     この規則の主な内容は以下のとおり。 
     ・許可された着色料以外の食品への使用の禁止（第 3 条(1)） 
     ・定められた条件以外での着色料の使用禁止（第 3 条(2)、(3)、(4)および別表 1～5） 
     ・特定の食肉、肉製品への特定着色料以外の使用禁止（第 4 条） 
     ・許可された着色料以外の卵の殻への使用禁止（第 5 条） 
     ・許可された着色料以外の食品への添加を目的とした販売の禁止（第 7 条(1)）お

よび消費者へ直接販売し得る着色料の限定（第７条(2)、(3)） 
     ・許可されていない着色料を使用した、もしくは、定められた条件以外で許可さ

れた着色料を使用した食品の販売の禁止（第 7 条(4)） 
 
   ②食品ごとの使用基準 
     このうち、第 4 条で認められている食肉および肉製品に使用可能な着色料とは、

次の 4 製品のみを指す。 
    ⅰ) E155 Brown HT 
    ⅱ) E133 Brilliant Blue FCF 
    ⅲ) E129 Allura Red AC 
    ⅳ) ⅱ)およびⅲ)を混合したもの 

  
     また、第７条(3)で認められている消費者へ直接販売し得る着色料とは、次の 8 製

品のみを指す。 
     ⅰ) E123 Amaranth 
     ⅱ) E127 Erythrosine 
     ⅲ) E128 Red 2G 
     ⅳ) E154 Brown FK 
     ⅴ) E160b Annatto, bixin, norbixin 
     ⅵ) E161g Canthaxanthin 
     ⅶ) E173 Aluminium 
     ⅷ) E180 Litholrubine BK 
     この規則では、甘味料と同様、着色料の使用に当たっても、事前の届け出や許可

の申請を求めてはいないが、違反した者に対する罰則規定を定めており、これによっ
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て法の強制力を持たせている（第 8 条、第 9 条）。 
     現在、英国で着色料の使用を禁止されている食品は表 2 のとおり。同規則で使用

を許可されている着色料や食品別の使用限度については下記参照。 
 

Schedule 1 一般に使用を許可されている着色料一覧 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953124_en_2.htm） 

Schedule 2 着色料の使用を禁止されている食品一覧 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953124_en_3.htm） 

Schedule 3 英国で使用可能な着色料が定められている食品および使用限度量

一覧 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953124_en_4.htm） 

Schedule 4 英国で特定食品にのみ使用が可能な着色料および使用限度量一覧 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953124_en_5.htm） 

Schedule 5 英国で特定食品にのみ使用が可能なその他の着色料および使用限

度量 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953124_en_6.htm） 
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表 2： 英国で着色料の使用を禁止されている食品一覧 

The Colours in Food Regulations 1995 
SCHEDULE 2 FOODS WHICH MAY NOT CONTAIN ADDED COLOURS, EXCEPT 

WHERE SPECIFICALLY PROVIDED FOR IN SCHEDULES 3, 4 OR 5 
 
スケジュール 3、4、5 で規定された食品は着色料使用禁止の例外とする。 
製品に合法的な色素がもともと含有されている場合は、当スケジュールによる規定が｢持ち越し

（“carry over”）の原則｣を侵害するものではない。 
 
    1.     Unprocessed foodstuffs 
    2.     All bottled or packed waters 
    3.     Milk, semi-skimmed and skimmed milk, pasteurised or sterilised (including UHT 

sterilisation) (unflavoured) 
    4.     Chocolate milk 
    5.     Fermented milk (unflavoured) 
    6.     Preserved milks as mentioned in Directive 76/118/EEC 
    7.     Butter-milk (unflavoured) 
    8.     Cream and cream powder (unflavoured) 
    9.     Oils and fats of animal or vegetable origin 
    10.    Eggs and egg products as defined in Article 2(1) of Directive 89/437/EEC  
    11.    Flour and other milled products and starches 
    12.    Bread and similar products 
    13.    Pasta and gnocchi 
    14.    Sugar, including all mono and disaccharides 
    15.    Tomato paste and canned and bottled tomatoes 
    16.    Tomato-based sauces 
    17.    Fruit juice and fruit nectar as mentioned in Directive 93/77/EEC and vegetable juice 
    18.    Fruit, vegetables (including potatoes) and mushrooms—canned, bottled or dried; 

processed fruit, vegetables (including potatoes) and mushrooms 
    19.    Extra jam, extra jelly, and chestnut purée as mentioned in Directive 79/693/EEC; crème de 

pruneaux 
    20.    Fish, molluscs and crustaceans, meat, poultry and game as well as their preparations, but 

not including prepared meals containing these ingredients. 
    21.    Cocoa products and chocolate components in chocolate products as mentioned in 

Directive 73/241/EEC  
    22.    Roasted coffee, tea, chicory; tea and chicory extracts; tea, plant, fruit and cereal 

preparations for infusions, as well as mixes and instant mixes of these products 
    23.    Salt, salt substitutes, spices and mixtures of spices 
    24.    Wine and other products defined by Regulation (EEC) No 822/87  
    25.    Korn, Kornbrand, fruit spirit drinks, fruit spirits, Ouzo, Grappa, Tsikoudia from Crete, 

Tsipouro from Macedonia, Tsipouro from Thessaly, Tsipouro from Tyrnavos, Eau de vie de 
marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale 
luxembourgeoise, London gin, as defined in Regulation (EEC) No 1576/89  

    26.    Sambuca, Maraschino and Mistra as defined in Regulation (EEC) No 1180/91  
    27.    Sangria, Clarea and Zurra as mentioned in Regulation (EEC) No 1601/91  
    28.    Wine vinegar 
    29.    Foods for infants and young children as mentioned in Directive 89/398/EEC including 

foods for infants and young children not in good health 
    30.    Honey 
    31.    Malt and malt products 
    32.    Ripened and unripened cheese (unflavoured) 
    33.    Butter from sheep and goats' milk 
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 (エ) 食品香料規則の内容 
 

2003 年 12 月現在、英国における香料に対する規制は、1992 年 9 月 13 日に施行され

た The Flavourings in Food Regulations 1992 (92/1971)（94/1486 により修正）によって定

められている。 
 
   ①規則の主な内容 
     この規則の主な内容は以下のとおり。 
     ・適切な香料の定義（第 2 条） 
     ・適切な香料が、使用可能香料として許可されるための条件（第 2 条および別表 1） 
     ・許可された香料以外の香料を含む食品の販売禁止（第 3 条） 
     ・許可された香料を使用していても、定められた使用制限を超えた量の特定物質

を含む香料を使用した食品の販売禁止（第 3 条および別表 2） 
     ・許可された香料以外の香料を食品の原材料として販売することおよびその宣伝

の禁止（第 4 条(1)） 
     ・食品ラベルへの香料に関する表示義務および香料の商用、消費者用への販売に

関する制限（第 4 条、第 5 条および別表 3） 
 
   ②食品ごとの使用基準 
     この規則では、香料の使用に当たっても甘味料、着色料と同様、事前の届け出や

許可の申請を求めてはいないが、違反した者に対する罰則規定を定めており、これに

よって法の強制力を持たせている（同規則第 6 条、第 7 条）。 
 
     また、適切な香料の一般的な条件が別表 1 に記されているが、これによると適切

な香料は、以下のいずれにも該当してはならない。 
     ⅰ) １kg 当たり３mg 以上のヒ素を含む 
     ⅱ) １kg 当たり 10mg 以上の鉛を含む 
     ⅲ) １kg 当たり１mg 以上のカドミウムを含む 
     ⅳ) １kg 当たり１mg 以上の水銀を含む 
 
     このほか、現在、英国における適切な香料の使用許可条件は表 3 のとおり。 
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表 3： 英国における適切な香料の使用許可条件  

The Flavourings in Food Regulations 1992 
SCHEDULE 2   SPECIFIED SUBSTANCES 
Column 1 
特定物質 

Column 2 
許可含有量の水準 

Column 3 
記載されている特定食品における許容含有量 

Agaric acid                  20 mg/kg    (a) Alcoholic drinks: 100 mg/kg 
(b) Food (other than drinks) containing 

mushrooms: 100 mg/kg 
 

Aloin                        0.1 mg/kg    Alcoholic drinks: 50 mg/kg 
 

Beta asarone                 0.1 mg/kg    (a) Alcoholic drinks: 1 mg/kg 
(b) Seasonings used in snack foods: 1 mg/kg 
 

Berberine                    0.1 mg/kg    Alcoholic drinks: 10 mg/kg 
 

Coumarin                     2 mg/kg    (a) Chewing gum: 50 mg/kg 
(b) Alcoholic drinks: 10 mg/kg 
(c) Caramel confectionery: 10 mg/kg 
 

Hydrocyanic acid             1 mg/kg    (a) Nougat, marzipan, a nougat or marzipan 
substitute or a similar product: 50 mg/kg 

(b) Tinned stone fruit: 5 mg/kg 
(c) Alcoholic drinks: 1 mg/kg for each 

percentage of alcohol by volume therein 
 

Hypericine                   0.1 mg/kg    (a) Alcoholic drinks: 10 mg/kg 
(b) Confectionery: 1 mg/kg 
 

Pulegone                     25 mg/kg    (a) Mint confectionery: 350 mg/kg 
(b) Mint or peppermint flavoured drinks: 250 

mg/kg. 
(c) Other drinks: 100 mg/kg 
 

Quassine                     5 mg/kg    (a) Alcoholic drinks: 50 mg/kg 
(b) Confectionery in pastille form: 10 mg/kg 
 

Safrole, isosafrole or any 
combination of safrole and 
isosafrole  

 1 mg/kg    (a) Food containing mace, nutmeg or both: 15 
mg/kg 

(b) Alcoholic drinks containing more than 25% 
of alcohol by volume: 5 mg/kg 

(c) Other alcoholic drinks: 2 mg/kg 
 

Santonin                     0.1 mg/kg    Alcoholic drinks containing more than 25% of 
alcohol by volume: 1 mg/kg 
 

Thuyone (alpha), thuyone 
(beta) or any combination of 
thuyone (alpha) and thuyone 
(beta) 

 0.5 mg/kg    (a) Bitters: 35 mg/kg 
(b) Food (other than drinks) containing 

preparations based on sage: 25 mg/kg 
(c) Alcoholic drinks containing more than 25% 

of alcohol by volume: 10 mg/kg 
(d) Other alcoholic drinks: 5 mg/kg 
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(オ) その他の食品添加物規則の内容 
 
    2003 年 12 月現在、英国における、甘味料、着色料、香料以外の食品添加物（以下「そ

の他食品添加物」とする）に対する規制は、1996 年１月 1 日に施行された The 
Miscellaneous Food Additives Regulations 1995 (95/3187)（97/1413、99/1136、01/60、01/3775、
03/1008 により修正）によって定められている。 

     この規則でいう Miscellaneous Food Additives とは、酸性化剤、酸化調整剤、凝固防止

剤、消泡剤、酸化防止剤、膨張剤、キャリア、溶剤、乳化剤、溶解塩、強化剤、風味増

強剤、起泡剤、ゲル化剤、光沢剤、加湿剤、加工でんぷん、封入ガス、推進ガス、保存

料、増量剤、分離剤、増粘剤、安定剤（以上 24 剤）として使用されている、あるいは

使用することを第一の目的として意図されている食品添加物のことである。 
 
   ①規則の主な内容 
      この規則の主な内容は以下のとおり。 
     ・許可されたその他食品添加物以外の食品への使用の禁止（第 3 条(1)） 
     ・定められた条件以外でのその他食品添加物の使用禁止（第 3 条(2)～(5)および別

表 1、2、3、6、7） 
     ・運搬剤もしくは運搬用溶剤として第一義的に用いられる食品添加物の使用の制

限（第 3 条(6)および別表 4）および特定食品におけるそれらの使用制限（第 3 条

(8)および別表 8） 
     ・許可されたその他食品添加物以外の食用としての販売、もしくは消費者への直

接販売の禁止（第 5 条(1)、(3)） 
     ・運搬剤もしくは運搬用溶剤として第一義的に用いられる食品添加物の販売制限

（第 5 条(2)）およびそれらの添加物と組み合わされたその他添加物の販売の制限

（第 5 条(5)） 
     ・許可されていないその他食品添加物を使用した、もしくは許可されたその他食

品添加物を定められた条件以外で使用した食品の販売の禁止（第 5 条(4)） 
  
   ②食品ごとの使用基準 
     この規則では、甘味料、着色料、香料と同様、その他食品添加物の使用に当たっ

ても事前の届け出や許可の申請を求めてはいないが、違反した者に対する罰則規定を

定めており、これによって法の強制力を持たせている（第 6 条、第 7 条）。 
     現在、英国で許可されているその他食品添加物およびその使用許可条件は以下の

とおり上記の規則に掲載されている。使用許可のうち、特にスケジュール 5 に示され

ている純度基準については EU 指令に基づき時折変更されることがあるため、注意を

要する。 
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Schedule 1 英国で一般に使用を許可されているその他食品添加物一覧 

＊規則 97/1413 号、99/1136 号および 01/3775 号により修正されている 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_3.htm） 

Schedule 2 英国において条件付きで使用が許可されている保存料および酸化防止

剤一覧 
＊規則 97/1413 号および 99/1136 号により修正されている 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_4.htm） 

Schedule 3 英国で使用を許可されているその他の食品添加物一覧 
＊規則 97/1413 号、99/1136 号および 01/3775 号により修正されている 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_5.htm） 

Schedule 4 英国で使用を許可されているキャリア・溶剤一覧 
＊規則 97/1413 号、99/1136 号および 01/3775 号により修正されている 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_6.htm） 

Schedule 5 純度基準 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_7.htm） 

Schedule 6 スケジュール 1 に掲載されているその他の添加物の使用を通常禁止され

ている食品 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_8.htm） 

Schedule 7 英国で使用可能なその他食品添加物が制限されている食品一覧 
＊規則 97/1413 号および 99/1136 号により修正されている 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_9.htm） 

Schedule 8 幼児・児童向けの食品に使用が許可されているその他の添加物 
（http://www.hmso.gov.uk/si/si1995/Uksi_19953187_en_10.htm） 
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２．食品表示に関する規制 
 
(1) EU 
 

(ア) 主な食品表示規制 
  
    食品表示は消費者にとって製品に関する重要な情報源であるため、食品表示に関す

る規制が国ごとに異なっていることが EU 域内での食品の流通を円滑に行う上で大き

な障害になるとの考えから、EU 委員会はすでに 1970 年代から EU レベルでの食品表示

に関する規制の一本化を図ってきた。 
 
    ①一般的な食品の表示 
    EU レベルで各国に適用されている一般的な食品表示に関する規制は EEC 指令

79/112 号を軸に多くの修正が行われてきたが、現在は EC 指令 00/13 号が規制の根拠

である。 
 

規制の対象 指令 修正 
食品のラベル表示、広告等

に関する規制 
EC 指令 00/13 号（2000 年 3 月 20 日付） 01/101/EC, 

02/67/EC, 
03/89/EC 

 
   ②特定の表示事項 
     EEC 指令 79/112 号を補う形で以下のような指令が出されている。 
 

規制の対象 指令 修正 
アルコール飲料のアルコー

ルの強さ表示に関する規制 
EEC 指令第 87/250 号（87 年 4 月 30 日付）  

栄養食品の加盟国における

表示の統一に関する規制 
EEC 指令第 89/398 号（89 年 6 月 30 日付） 96/84/EC 

99/41/EC 
栄養表示に関する規制 EEC 指令第 90/496 号（90 年 6 月 10 日付）  
79/112/EEC の対象とならな

い食品表示に関する規制 
EC 指令第 94/54 号（94 年 11 月 23 日付） 96/21/EC 

 
このうち、栄養表示に関する EEC 指令第 90/496 号については、2003 年 12 月現在、

改正の手続きが行われている。 
 
   ③食品添加物の表示 
     小売、卸売段階で「食品添加物」として販売される商品の表示義務については以

下のような指令がある。 
 

規制の対象 指令 修正 
食品添加物の表示に関する規

制 
EEC 指令第 89/107 号（89 年 2 月 11 日付） 94/34/EC 

 

26 



   ④製造ロットの表示 
     EU においては全ての食料品に製造ロット番号を付けることが義務付けられてい

るが、これを規制する指令としては次のような指令がある。 
 

規制の対象 指令 修正 
食品の商品番号に関する規制 EEC 指令第 89/396 号（89 年 6 月 30 日

付） 
91/238/EEC 
92/11/EEC 

 
   ⑤重・容量表示 
      食品の重・容量に関する表示については、以下の指令によって製品の重量表示義

務が定められている。 
 

規制の対象 指令 修正 
重・容量の単位に関する規制 EEC 指令第 89/617 号（89 年 12 月 7 日付）  
容量表示の統一に関する規制 EEC 指令第 75/106 号（74 年 12 月 19 日

付） 
78/891/EEC 
79/1005/EEC 
85/10/EEC 
88/316/EEC 
89/676/EEC 

重量表示の統一に関する規制 EEC 指令第 76/211 号（76 年 1 月 20 日付） 78/891/EEC 
 
   ⑥遺伝子組換え食品の表示 
      

＜これまでの経緯＞ 
2003 年 12 月現在、遺伝子組換え農産物を含んだ食品の表示については、自然に存

在せずこれまで未使用の食材の加工食品についての表示を定めた EC 規則、遺伝子組

換え大豆またはとうもろこしを原料に使用した食品の表示を定めた EC 規則によって

規制されており、各国にこれらの規則が直接適用されている。 
  遺伝子組換え食品を含む新食品の表示について定めたEC規則第97/258号では、「遺

伝子組換え大豆から作られる製品」および「遺伝子組換えとうもろこしから作られる

製品」は表示義務の対象となっておらず、EC 規則第 97/1813 号で義務付けが行われ

た。しかし、表示を義務付けただけで実際の表示の文言などは明確になっていなかっ

たため、これは後に EC 規則第 98/1139 号により置き換えられた。 
  この EC 規則第 98/1139 号は、その後、EC 規則第 00/49 号により改正され、遺伝子

組換え原料の偶発的混入の場合には表示が免除されることとなった。EC 規則第 00/49
号では、大豆ととうもろこしの栽培､輸送、保管、加工時における偶発的な遺伝子組

換え成分混入は、遺伝子組換えにより発生した DNA またはたんぱく質の検出値が

１％未満の場合のみと定義された。 
  また EC 規則第 00/50 号では、これまで EC 規則第 97/258 号や EC 規則第 98/1139

号の表示規制の適用外となっていた食品添加物および香料に対しても、一般の食品と

同様の遺伝子組換え表示を行うことを義務付けた。 
指令 2001/18/EC では、加盟国に対し、遺伝子組換え体（GMO）の市場投入の全段

階におけるラベル表示を保証するために必要な措置を実施することを要求したが、遺
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伝子組換え体を最終的に市場に投入させる「オペレーター」に対してはラベル表示を

要求していない。また遺伝子組換え体から製造された製品を適用対象外とした。 

 
規制の対象 規則 修正 

新食品規則 EC 規則第 97/258 号（97 年１月 27 日

付） 
 

遺伝子組換え体の環境への意
図的放出に関する規制 

EC 指令第 01/18 号（2001 年 4 月 17 日
付） 

02/623/EC, 
02/811/EC, 
03/1829/EC, 
03/1830/EC 

 
その後、2003 年 9 月 22 日、遺伝子組換え食品に関する２つの規則が採択された。

１つは「遺伝子組換え食品・飼料に関する規則（第 2003/1829 号）」3、もう１つは「遺

伝子組換え体のトレーサビリティとラベル表示および遺伝子組換え体から製造され

た食品・飼料製品に関する規則（第 2003/1830 号）」4で、いずれも 2003 年 11 月 7 日

に施行されており、規則 2003/1829 号は 2004 年 4 月 18 日から、2003/1830 号につい

ては大部分が 2004 年 1 月 16 日から適用される。 
ラベル表示に関しては、最終製品中の遺伝子組換えによる DNA またはタンパク質

の存在の有無に関らず、全ての遺伝子組換え食品・飼料に対しラベル表示を義務付

けることとしている（表 4 参照）。これにより、遺伝子組換え生物から成る、遺伝子

組換え生物を含む、また遺伝子組換えから製造された食品は、その旨ラベル表示を

行わなければならなくなる。（遺伝子組換え飼料に関しても初めて、原則的に食品と

同様のラベル表示義務が付けられることとなった。）しかし、最終製品に残存しない

遺伝子組換え酵素を使って製造したチーズや、遺伝子組換え飼料や遺伝子組換え医

薬品を与えられた動物の肉などは、ラベル表示義務の対象とはならない。 
また、EU 認可済みの遺伝子組換え体の偶発的混入については、混入率の上限が

１％から 0.9％に修正された。EU において科学的安全性は認められているがその認

可が行われていない遺伝子組換え体5については混入率 0.5％まで許容することにな

ったが、これは 2 年以内に実態に照らし合わせて見直しが行われる予定。 
トレーサビリティの確保については、製造から流通チェーンのあらゆる段階にお

いて事前包装された遺伝子組換え食品を市場に投入する業者（「オペレーター」）に

対し、情報の伝達義務や５年間の関連書類保存義務を課し、さらに全ての遺伝子組

換え体およびそれを含むものにコードを付けて遺伝子組換え体に対するコードシス

テムを構築する。 
さらに、2002 年 12 月の EU 環境相理事会では、主に飼料用の袋詰めされていない

バラ積みのものについて、米国との関係を考慮する欧州委員会が提案した「遺伝子

組換え体が含まれうる」という表示を認めず、含まれている遺伝子組換え体のリス

                                                        
3  “Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on 

genetically modified food and feed”  
4  “Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning 

traceability and labelling of genetically modified organisms and traceability of food and feed products produced 
from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC”  

5  認可を却下されたものは除く。 
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トを表示することと決定された6。 
なお、遺伝子組換え体の新規の認可手続きについては、まず各国政府に申請を提

出し、欧州食品安全機関が審査を行った後、欧州委員会にて認可の可否に関する原

案作成・採択を行うという、ほぼ規則案どおりの中央集権的な手続きがとられるこ

ととなった7。 
 

表 4： 遺伝子組換え食品・飼料のラベル表示義務の変更点（例） 
表示義務の有無 

遺伝子組換え体の種類 例 
現行 新規則 

遺伝子組換え植物 (GM plant) チコリ(1) 有 有 
遺伝子組換え種子 (GM seed) トウモロコシ種子 有 有 
遺伝子組換え食品 (GM food) トウモロコシ、大豆もやし、トマト 有 有 

トウモロコシ粉(2) 有 有 
高度に精製されたトウモロコシ油、大豆油、 
菜種油(3) 無 有 

遺伝子組換え体から作られた食品 
(Food produced form GMOs) 

コーンスターチから作られたグルコースシ

ロップ 無 有 

遺伝子組換え食品から作られた動物飼料 
(Food from animals fed on GM feed) 

卵、肉、ミルク 
無 無 

遺伝子組換え酵素を用いて作られた食品 
(Food produced with the help of a GM 
enzyme) 

アミラーゼを用いて作られたパン・ケーキ製

品 無 無 

遺伝子組換え体から作られた食品添加物・ 
香料 
(Food addditice/flavouring produced from 
GMOs) 

チョコレートに使用される遺伝子組換え大

豆から抽出された高度ろ過レシチン 無 有 

遺伝子組換え飼料 
(GM feed) 

トウモロコシ(4) 
有 有 

遺伝子組換え体から作られた飼料 
(Feed produced from a GMO) 

コーングルテン飼料、大豆ひき割り粉 
無 有 

遺伝子組換え体から作られた飼料添加物 
(Feed additive produced from a GMO) 

ビタミン B2（リボフラビン） 
無 有 

(注) これらの例は EU でのマーケティングが認可されていない食品も含んでいる。 
(1) 指令 90/220/EC に基づき１種類のチコリが認可されているが、飼料用で食用のものではない。 
(2) 最終製品中に遺伝子組換えによる DNA またはたんぱく質の存在が検出される場合。 
(3) 最終製品中に遺伝子組換えによる DNA またはたんぱく質の存在が検出されない場合。 
(4) 現行のラベル表示規則は 1997 年に施行されたもので、それ以前に認可された４種の遺伝子組換え体については含まな

い。 

（出所）欧州委員会 2003 年 11 月 7 日付けプレスリリース（MEMO/03/221）Annex 6 

 

                                                        
6  英国、オランダ、フィンランド、スウェーデンの各国はリスト表示はコストがかかり過ぎるという観点

から、「遺伝子組換え体が含まれうる」という表示に賛成していた。 
7  英国はこれに対し、中央集権的な手続きの制定には全会一致の賛成が必要だとし、欧州裁判所への提訴も

辞さないという強硬な姿勢をとった。 
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表 5： 現行規制からの主な変更点 
 現行 改正 

新規遺伝子組換え体の認可 各国が人体、環境などに関する安

全性を審査し、認可の可否を判断

し、欧州委員会に案件を送付。各

国の意見を反映させるプロセス

の跡に認可の可否を決定。 

認可申請は各国政府に対して行い、

各国政府がリスク評価のため欧州食

品安全機関に案件を送付。その後欧

州委員会が認可案を作成、欧州委員

会の規則委員会において特定多数で

認可の可否を決定。 
EU 内ですでに認可されている遺

伝子組換え体の非表示許容限度 
1.0％ 0.9％ 

EU において科学的安全性は証明

されているが認可がされていない

遺伝子組換え体の混入許容範囲 

規定なし 0.5％ 

トレーサビリティの確保 遺伝子組換え体の表示の有効性

を確保するために、EU 加盟国は

必要な措置をとらなくてはなら

ない旨を規定。 

トレーサビリティ確保のため、コー

ドシステムを導入。欧州委員会は全

ての遺伝子組換え体およびそれを含

むものにコードを付与する。 

 
 

⑦その他の個別食品の表示 
このほか、個別食品ごとに、その食品特有の表示（しばしば原材料の定義と密接

な関係がある）に関する規制を含む多数の指令が出されている。これらのうち、表

示に関する規制を含む指令を幾つか具体的に紹介すると以下のとおり。 
 

規制の対象 指令 修正 
冷凍食品に関する規制 EEC 指令第 89/108 号（88 年 12 月 21 日

付） 
194N 

特別食製品に関する規制 EEC 指令第 89/398 号（89 年 5 月 3 日付） 96/84/EC 
99/41/EC 

フルーツジュースに関する規制 EC 指令第 01/112 号（01 年 12 月 20 日付） 194N 
コーヒー・コーヒー製品に関する規制 EC 指令第 99/4 号（99 年 2 月 22 日付）  
コンデンスミルクおよび脱脂粉乳に

関する規制 
EC 指令第 01/114 号（01 年 12 月 20 日付）  

 
 

(イ) EC 指令 2000/13 の内容 
 
    20 年間にわたり EU 域内における一般の食品表示の根拠となっていた EEC 指令第

79/112 号は、その後多くの修正が加えられてきており、これらを一つに統合した EC 指

令第 2000/13 号が 2000 年 5 月 27 日に施行された。EC 指令第 2000/13 号の主な内容は

以下のとおり。 
 

・ 指令の内容と適用対象―最終消費者に仕向けられる食品の表示方法と広告に関する

指令（ケータリングに仕向けられる食品にも適用される）（第 1 条） 
・ 表示条件とその表示方法、特に購入者を惑わせるものに関する規定（第 2 条）および

表示に関する義務事項（品名、原材料名、重量、貯蔵条件または使用条件、域内の製
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造者あるいは梱包者・販売者の名称および住所等）（第 3 条） 
・ 原材料は、(a)生鮮果実および野菜、または炭酸水、(b)バター、チーズ、または発酵

乳およびクリーム、(c)単一原材料からなる製品を除いて、第６条および本指令付属書

に従って記載することを義務付け。 
・ 適切な保存状態での品質保持期限の表示に関する規定等参照すべき多くの細かい条

項 
 
   ＜賞味期限の表示に関する規定（第９条）＞ 
       ＊期限に日付が示される場合は、「…以前が最良」（Best before～）  
       ＊その他の場合は（月、年）、「…までおいしく食べられます」（Best before end～） 

          
これらの文言は日付を記入するか、日付が記載されている位置を表示する文

言を添えなければならない。 
また、これらの賞味期限は生鮮果実や野菜、ワインおよびアルコール分 10％

以上のその他の飲料、清涼飲料、果汁、砂糖菓子、チューインガム等の製品

には不要である。 
非常に腐敗しやすい食品の場合は、賞味期限は「使用期限」（Use by～）に

置き換え、続けて遵守すべき保管状態を記載しなければならない。 
 

・ 付属書Ⅰには、油、油脂、小麦粉等の特定の品目ではなく、分類名で指定できる原材

料の種類が記載されている。付属書Ⅱは、分類名で指定すべき原材料の種類および色

素、保存料、酸化防止剤等の特定品名または EC 番号が記載されている。付属書Ⅲに

は、原材料リスト中の指定調味料が記載されている。 
 
 その後、同指令は 2003 年 11 月 25 日付けで EC 指令 03/89 号により改正され、指令

79/112 号の施行以来、20 年以上にわたって変更のなかったいくつかの点が変更された。

加盟国は 2004 年 11 月 25 日までに新たな表示ルールを国内法に反映させなければなら

ない。新表示法は 2004 年 11 月 25 日から使用が可能であるが、表示方法の変更には１

年間の移行期間が設定されており、食品企業は最終的に 2005 年 11 月 25 日を期限とし

て変更を完了させなければならない。EC 指令 03/89 号による主な変更点は以下のとお

り。 
 

混合成分の構成が最終製品の 25％に満たない場合に表示を義務付けない「25％ルー

ル」を廃止、表示義務免除は２％以下の場合のみとする。これはアレルゲン物質が食

品に含まれていることを消費者に分かるようにするもの。アレルゲンに関しては従来、

分類名で表示できたが EC 指令 03/89 号施行後は正確な成分を示す名称を表示しなけ

ればならない。 

• 

 
例： 「植物油（vegetable oil）」 ⇒ 「落花生油（peanut oil）」 

 「天然風味料（natural flavour）」 ⇒ 「ナッツ（nuts）」 
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アレルギー物質となりうる表示義務のある成分（付属書に掲載）は以下のとおり。 • 

• 

 
・グルテン（小麦、大麦、オーツ麦など）およびその製品を含む穀物食品 
・甲殻類およびその製品 ・卵およびその製品 
・魚およびその製品 ・ピーナッツおよびその製品 
・大豆およびその製品 ・牛乳・酪農製品（ラクトーゼを含む） 
・ナッツ（アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオなど）およびその製品 
・セロリおよびその製品 
・からしおよびその製品 ・ゴマおよびその製品 
・濃度が１キロ／１リットルあたり 10mg 以上の二酸化硫黄または亜硫酸塩（SO2） 

 
これまで対象外だったアルコール飲料にも適用される。ワインなどにも硫化物などの

アレルゲン物質を含むことがあるため。 
 

 
(2) 英国 
 

(ア) 食品表示についての主な関係法令等 
 
   ①一般的な食品の表示 
     英国においては一連の EU 指令に基づき食品表示に関する法体系が再構築され、

一般的な食品の表示に関する規制である EC 指令第 2000/13 号のほか、特定の表示事

項を定めた指令（87/250/EEC、89/398/EEC、90/496/EEC、94/54/EC）を受ける形で 1996
年 7 月 1 日に次の規則が施行され、これが現在の英国における食品表示に関する主要

規制となっている。 
 

規制の対象 規則 修正 
食品表示規則 The Food Labelling Regulations 1996 

(96/1499) 
98/141, 98/1398, 
98/2424, 99/747, 
99/1136, 99/1483, 
99/1540, 03/474, 
03/2647 

 
   ②食品添加物の表示 
      食品の添加物の表示に関する規制としては次の規則があるが、これは EEC 指令

89/107 号を受けて施行された規則であり、EEC 指令と同じく、小売、卸売段階で「食

品添加物」として売られる商品の表示義務について決められている。 
 

規制の対象 規則 修正 
食品添加物規則 The Food Additives Labelling 

Regulations 1992 (92/1978) 
95/3123, 95/3124, 
95/3187, 96/1499, 
99/1136, 01/3442, 
01/3775, 03/1008 
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   ③製造ロットの表示 
     英国においても全ての食料品に製造ロット番号を付けることが義務付けられてい

るが、これを規制する EEC 理事会指令第 89/396 号を受けて、次の規則が 1996 年 7
月１日より施行されている。 

 
規制の対象 規則 

食品のロット番号規則 The Food (Lot Marking) Regulations 1996 (96/1502) 
 
   ④重・容量表示 
     包装された製品の正味量に関しても表示が義務付けられており、食品に関しても

これを規制している以下の法令および規則の対象となっている。 
 

規制の対象 規則 修正 
包装製品の重計量規則 The Weights and Measures (Packaged 

Goods) Regulations 1986 (86/2049)  
92/1580, 94/1258, 
94/1852 

重量表示・単位記号の重計

量規則 
The Weights and Measures (Quantity 
Marking and Abbreviation of Units) 
Regulations 1987 (87/1538) 

88/627, 94/1852 

 
 ⑤遺伝子組換え食品の表示 
     遺伝子組換え農産物を原料としている食品の表示については、「1997 年新食品およ

び新食品原料規則」、「2000 年遺伝子組換え食品および新食品（表示）規則」によっ

て規制がなされている。 
  1997 年規則は、遺伝子組換え食品を含む新食品の表示について定めた EC 規則第

97/258 号を英国内に適用したものである。 
     また、EC 規則第 97/258 号では対象となっていなかった「遺伝子組換え大豆から

作られる製品」および「遺伝子組換えとうもろこしから作られる製品」の表示規則を

導入した EC 規則第 98/1139 号について、英国では「1996 年食品表示規則」を改正す

る形で表示義務を定めた。しかし、のちに EC 規則第 98/1139 号が第 00/49 号により

修正され、同時に EC 規則第 00/50 号が発効されたため、これらの表示規則を統合し

て国内に適用したのが 2000 年表示規則である。2000 年表示規則は、遺伝子組換え大

豆およびとうもろこしまたは遺伝子組換え成分を含んだ食品添加物および香料に対

する表示を義務付けるとともに、外食店における遺伝子組換え成分を含んだ食品の表

示も明確に義務付けている。 
 

規制の対象 規則 修正 
新食品および新食品原料規

則 
The Novel Foods and Novel Food 
Ingredients Regulations 1997 (97/1335) 

99/3182 

食品表示（改正）規則 The Food Labelling (Amendment) 
Regulations 1999 (99/747) 

03/474 

遺伝子組換え食品および新

食品（表示）規則 
The Genetically Modified and Novel 
Foods  (Labelling) (England) 
Regulations 2000 (2000/768) 

03/2647 
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 EU では 2004 年４月に遺伝子組換え食品の表示について新規則が導入されるため、

英国における規則もこれに沿ったものに変更される。国内法の改正については

DEFRA と FSA（食品基準庁）が合同で 2003 年 12 月末に諮問を開始する。 
 
   ⑥その他の個別食品の表示 
     このほか、英国においても EC 指令と同様、個別食品ごとにその食品特有の表示お

よび構成物に関する規制を含む多数の規則が出されている。   
     表示に関する規制を含む主要規則は以下のとおり。 
 

規制の対象 規則 修正 
パン・小麦粉 The Bread and Flour Regulations 1995 

(95/3202) 
98/1398, 99/1136 

カゼインおよびカゼイン塩 The Caseins and Caseinates Regulations 
1985 (85/2026) 

89/2321, 90/2486, 
91/1476, 92/2596, 
96/1499 

ココア・チョコレート製品 The Cocoa and Chocolate Products 
Regulations 1976 (76/541) 

80/1833, 80/1849, 
82/17, 82/1727, 
85/67, 90/2486, 
91/1476, 92/2596, 
95/3187, 95/3267, 
96/1499, 98/1398, 
99/1483, 03/1659 

コーヒー・コーヒー製品 The Coffee Extracts and Chicory 
Extracts (England) Regulations 2000 
(00/3323) 

 

コンデンスミルク・ 
乾燥ミルク 

The Condensed Milk and Dried Milk 
Regulations 1977 (77/928) 

80/1849, 82/1066, 
82/1727, 85/67, 
86/2299, 89/1959, 
90/2486, 91/1476, 
92/2596, 95/3187, 
96/1499, 96/1136, 
03/1596 

飲料ミルク The Drinking Milk Regulations 1998 
(98/2424) 

 

フルーツジュース・フルー

ツネクター 
The Fruit Juices And Fruit Nectars 
Regulations 1977 (77/927) 

80/1849, 82/1311, 
82/1727, 85/67, 
90/2486, 91/1284, 
91/1476, 92,2596, 
95/236, 95/3187, 
95/3267, 96/1499, 
97/1413, 03/1546 

蜂蜜 The Honey Regulations 1976 (76/1832) 80/1849, 82/1727, 
85/67, 90/2486, 
91/1476, 92/2596, 
96/1499, 98/1398, 
03/2243 

乳児用人工ミルク The Infant Formula And Follow-on 
Formula Regulations 1995 (95/77) 

97/451, 00/1509 
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ジャム・類似製品 The Jam And Similar Products 
Regulations 1981 (81/1063) 

82/1700, 82/1727, 
85/67, 89/533, 
90/2085, 90/2486, 
91/1476, 92/2596, 
95/3123, 95/3124, 
95/3187, 96/1499, 
98/1398, 99/1136 

肉製品 The Meat Products (England) 
Regulations 2003 (03/2075) 

 

魚・魚製品 The Fish Labelling (England) 
Regulations 2003 (03/461) 

 

牛乳・牛乳乳製品 The Milk and Milk Products (Protection 
of Designations) Regulations 1990 
(90/607) 

90/2486, 95/3267, 
96/1499 

ミネラルウォーター The Natural Mineral Water, Spring 
Water and Bottled Drinking Water 
Regulations 1999 (99/1540) 

 

急速冷凍食品 The Quick-Frozen Foodstuffs 
Regulations 1990 (90/2615) 

92/2596, 94/298 

痩身食品 The Foods intended for use in Energy 
Restricted Diets for Weight Reduction 
Regulations 1997 (97/2182)   

 

スプレッド油 The Spreadable Fats (Marketing 
Standards) (England) Regulations 1995 
(95/3116) 

98/452, 98/2538, 
99/540 

砂糖 The Specified Sugar Productions 
Regulations 1976 (76/509) 

80/1849, 82/255, 
82/1727, 85/67, 
90/2486, 91/1476, 
92/2596, 95/3124, 
95/3187, 96/1499, 
98/1398, 99/1136, 
03/1563 

離乳食 The Processed Cereal-Based Foods and 
Baby Foods for Infants and Young 
Children Regulations 1997 (97/2042) 

99/275, 00/1510 

 
   ⑦食品表示に関する問い合わせ先 
     英国の食品表示を担当する部局は、2000 年 4 月に設立された「Food Standards 

Agency」が担当している。なお、重・容量の表示については、貿易産業省（Department 
of Trade and Industry, DTI）内の Consumer and Competition Policy（CCP）が担当してい

る。各食品表示に対する規制に関する問い合わせ先を巻末のリストに記載する。 
 
 

(イ) 食品表示規則の内容 
 
   ①規則の主な内容 
     この規則の主な内容は以下のとおり。 

      ・規則名および規則の発効期日（第 1 条）、用語の定義（第 2 条）等 
      ・規則の対象範囲、他の関連規則のある食品一覧（第 4 条）、最終消費者に仕向け

られる食品の一般的な表示義務に関する規制（第 5 条）、品名に関する規制（第
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6～11 条および別表 1、2） 
      ・原材料名およびその表示に関する規制（第 12～19 条および別表 3、4）、品質保

持期限に関する規制（第 20～22 条）、食品添加物の表示に関する規制（第 24、
25 条）、包装、ボトル、パック等に関する規制（第 26～28 条）、ラベルの付け方、

記入方法に関する規制（第 35～39 条） 
      ・表示条件とその表示方法（栄養表示を含む）に関する規則（第 40～41 条および

別表 6、7）、特に購入者を惑わせるものに関する規定（第 42 条、別表 8）等 
      ・罰則規定等（第 44～48 条） 
 
   ②義務的表示事項 
     必ず表示しなければならない事項は次の７項目である。  
     ａ. 製品の名称 

      ｂ. 原材料のリスト 
      ｃ. 原材料の量表示       

ｄ. 食品の品質保持期限 
      ｅ. 保存および使用の条件 
      ｆ. 製造者または包装処理者の名称・住所、あるいは EU 域内の販売者の名称・

住所 
      ｇ. 製品の原産地（これがないと消費者に原産地の誤解を招く場合に限る） 
      ｈ. 消費方法および必要に応じて使用上の注意事項 

 これらのうち、ａ～ｄについては以下の点を概要としている。 
 
   ａ) 製品の名称 
       製品の名称は製品の実態を明らかにしている必要があり、ブランド名、販売上

の商品名と区別されなければならない。 
      また、製品の名称には、必要に応じて加工の状態を示す「粉末」（powdered）、「乾

燥」（dried）、「凍結乾燥」（freeze-dried）、「冷凍」（frozen）、「濃縮」（concentrated）、
「くん製」（smoked）等を明示しなければならない。 

 
   ｂ) 原材料のリスト 
      「原材料」という言葉の後に、その食品の原材料を含有される重量の大きい順

に記載しなくてはならない。 
      また原材料の名称としては、その原材料が食品として一般に使用されている場

合にはその食品名を使用できる。 
      さらにまた、以下の区分に含まれる食品添加物の場合は、区分名および化学物

質名（あるいは EU の分類番号）を記載しなければならない。区分は以下のとおり。 
・  酸性化剤             ・ 小麦粉処理剤 
・  酸化調整剤           ・ ゲル化剤 
・  凝固防止剤           ・ 光沢剤 
・  消泡剤               ・ 加湿剤 
・  酸化防止剤           ・ 加工でんぷん 
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・  膨張剤               ・ 保存料 
・  着色料               ・ 推進ガス 
・  乳化剤               ・ 増量剤 
・  溶解塩               ・ 安定剤 
・  強化剤               ・ 甘味料 
・  風味増強剤           ・ 濃厚剤 

 
   ｃ) 原材料の量表示 
      原材料名が食品の名称に出てくる、原材料が文字・写真・絵で強調されている、

原材料がその食品を特徴付けている等の場合には、原材料の割合を表示しなければ

ならない。 
 
   ｄ) 食品の品質保持期限（賞味期限と消費期限） 
      食品の品質保持期限については、微生物学的に腐り易いとされる食品には消費

期限を表示し、それ以外の食品には賞味期限を表示することとされている。この場

合、具体的な製品名が法令で定められているわけではないが、DEFRA のガイダン

スノートによれば、牛乳･乳製品、調理済食品、燻製の魚等には消費期限を付ける

べきであるとされている。 
      それぞれの表示方法は以下のとおり。 
 
         *「賞味期限（Minimum Durability）」 
       賞味期限は、適切な保存条件の下であればその食品がその特性を無理なく保

つ期間であり、日、月、年の順で、 
          ・期限に日付が示される場合は、「Best before ○日○月（○年）」  
          ・その他の場合は、「Best before end（○月）○年」 
        と記載しなければならない。 
       また、この賞味期限は法的な拘束力は持たず、賞味期限後も製品の品質が変

わっていなければ販売が許されている。 
 
      *「消費期限（“Use by”date）」 
       消費期限は、微生物学的に腐り易く短時間おいただけで健康に害を与えかね

ない食品について、その食品が適切に保存された場合に使用できる期限であり、 
        ・「use by ○日○月（○年）」 
      と記載しなければならない。 
       また、この期限を超えた製品の販売は禁止されている。 
       なお、賞味期限、消費期限ともに、具体的な日付や保存条件を上記の表示と

離れた場所に記載することができるが、その場合には日付が記載されている位

置を表示する文言を添えなければならない。 
       さらに、以下の食品については賞味期限の記載は不要である。 
 

・ 生鮮野菜・果実（皮むき、カット等の処理を施さないもの） 
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・ ワインおよびその類似果実酒 
・ ぶどうから作られる飲料（EEC 規則第 2658/87 号に定められたコード番号

NC2206.00.91、2206.00.93 および 2206.00.99 に該当するぶどうを原料とするも

の） 
・ アルコール分 10％以上のその他の飲料 
・ 業務用として販売される 5 リットル以上の容器に入れられた清涼飲料、果実

ジュース、ネクター、アルコール飲料 
・ 通常 24 時間以内に消費されることが想定されているケーキ菓子、パン類 
・ 発酵酢（ビネガー） 
・ 食塩 
・ 砂糖菓子（内容物の殆どが香料入りまたは着色された砂糖のみであるもの） 
・ チューイング・ガムもしくはその類似商品 
・ 食用に個別にパックされた製氷 
 

   その他、効能表示、栄養表示など一定の条件を満たさなけば表示できない項目がある。 
   効能表示 
       「特定の栄養補給」「低カロリー」、「高たんぱく質」、「高ビタミン」、「ビタミン」、

「ミネラル」、「コレステロール」といった食品の特定の効能を強調するためには、そ

れぞれ定められた条件を満たす必要があり、例えば「低カロリー」ということを表示

により強調するためには、 
     ・カロリーが通常の同種の食品の 3/4 以下であること 
     ・100g 中のカロリーが 40kcal 以下であり、かつ 1 食分でも 40kcal 以下であること 
     ・栄養表示に基づく表示がなされていること 
    などの条件にかなっている必要がある。また、食品によって「rich」「excellent」のよ

うな言葉が使われる場合には、さらに必要な条件を満たす必要がある。 
 
   栄養表示 
     ｄ)にあるように、「低カロリー」、「高たんぱく質」等の栄養面の効能を強調する

ような表示を行う場合に、表示条件として栄養表示が義務付けられることとなるが、

それ以外では基本的に栄養表示は任意となっている。 
     ただし、栄養表示を行う場合にはその表示方法が決められており、製品 100g 当た

り、または 100ml 当たりのエネルギー量（KJ または Kcal で表示）、たんぱく質、炭

水化物、脂質（以上全てグラムで表示）を最低限表示しなくてはならない（表示条件

にその他の栄養表示が義務付けられている場合はこれも含む）。 
 
   誤解を与えかねない表示の禁止 
     食品について以下のような言葉が使用される場合には、消費者に名称と内容に誤

解を与えないよう、それぞれ一定の条件に満たす必要がある。 
 

「チーズ」 「クリーム」 
「○○風味」 「ミルク」 
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「アイスクリーム」 「食餌療法」 
「低でんぷん」 「ビタミン」 
「低カロリー」 「ミルク」  
「アルコール・フリー」 「アルコール除去」  
「ノンアルコール」 「リキュール」  
「インディアン･トニックウォーター」 「トニック・ワイン」 等 
 
例えば「チーズ」という言葉を用いる場合には、チーズの種類ごとに水分の上限、

乳脂肪分の下限が定められており、その条件を満たす場合にのみ「チーズ」という言

葉が使用できる。 
 

(ウ) 遺伝子組換え食品表示規則の内容 
 
   ①「2000 年新食品および遺伝子組換え食品（表示）規則」制定までの経緯 
     現在、英国における遺伝子組換え農産物を原料としている食品の表示は、前述の

とおり｢2000 年新食品および遺伝子組換え食品（表示）規則｣として整備されている。 
     遺伝子組換え食品の表示については、この規則の制定以前にも｢1996 年食品表示規

則｣および「1997 年新食品および新食品原料規則」（理事会規則 258/97/EC を英国内に

適用したもの）により表示が義務付けられていた。しかし、この 1997 年新食品規則

および EU 規則では、すでに市場に出まわっていた遺伝子組換え大豆・とうもろこし

を原料とした製品は対象外となっていた。このため、このような原料を使用した食品

の表示を義務付ける EU 規則である「理事会規則 1139/98/EC」が施行され、これを英

国内に適用する｢1999 年食品表示（改正）規則｣が｢1996 年食品表示規則｣を改正する

形で制定された。 
  その後、EU では、製造者が遺伝子組換え成分の使用を意図しなくとも、遺伝子組

換え大豆やとうもろこしが農産物の栽培、輸送、保管、加工時などに偶発的に混入す

る可能性が指摘され、偶発的混入かそうでないかを見分けるための手立てが必要とさ

れた。このため、1139/98/EC を改正する形で理事会規則 49/00/EC が制定され、同規

則において、遺伝子組換え成分の検出値が 1％未満の場合は偶発的混入とみなし、表

示義務が免除されることとなった。また、併せて原料調達におけるトレーサビリティ

の確保も必要とされることとなった。 
  また、理事会規則 258/97/EC および 1139/98/EC では、食品添加物および香料に対す

る表示も義務付けられていなかったが、EU 加盟国の一部の国が国レベルでの表示義

務付けを行ったことから、EU 域内での統一規則の必要性が生じ、理事会規則 50/00/EC
が制定された。 

  英国では、理事会規則 49/00/EC と 50/00/EC が同時に施行されたことを機に、1999
年食品表示（改正）規則で定めた理事会 1139/98/EC の内容に関連する部分と理事会

規則 49/00/EC および 50/00/EC が、｢2000 年新食品および遺伝子組換え食品（表示）

規則｣に統合され、これが現在、実質的に英国内で流通している遺伝子組換え大豆・

とうもろこしを含んだ食品および添加物・香料の表示ルールを定めているものとなっ

ている。 
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   ②「2000 年新食品および遺伝子組換え食品（表示）規則」の主な内容 
     本規則は、前述のとおり EU の理事会規則 1139/98/EC、49/00/EC、50/00/EC を英国

内に適用したものである。その特徴は、規則の適用範囲が包装済み食品だけでなく、

外食店などで提供される食品についても及んでいることを明確にしているところで

ある。なお、上記３つの理事会規則は前述した EC 規則 2003/1829 号の施行に伴い廃

止される。そのため、英国でも 2004 年初めには新 EU 規則に沿った法改正が見込ま

れる。 
 
   a) 規則の適用範囲 

・ 遺伝子組換え大豆、遺伝子組換えとうもろこしを原料とした食品であり、最終消

費者に提供される食品と食品原料、食品添加物（指令 89/107/EEC で定義された

もの）、香料（指令 88/388/EEC で定義されたもの）のうち、遺伝子組換え体から

作られたあるいは含むものについて表示を義務付け 
・ 最終消費者向けでない場合、製品配送時に同送されるまたは事前送付される商業

上の書類（送り状など）に必要とされる表示内容を明記 
・ 遺伝子組換えの結果生じる新たなたんぱく質、DNA のどちらも存在しない食品

についても表示は不要 
 

   b) 一般の食品についての表示の方法 
・ 一般に販売される包装済み食品についての具体的な表示の方法は以下のとおり。 
 

*  パッケージに直接、パッケージ上にラベルを貼付、あるいはパッケージを通

してはっきりと見えるラベルに以下の内容を表示する。 
 
* １つ以上の原料からなる食品で原料リストがあるものは、リストの中で以下

のように表示（例えば原料として大豆粉を使用している場合） 
     「大豆粉（遺伝子組換え大豆から生産された）」 
             または 
     「大豆（遺伝子組換え）粉」 
 
* 上記と同様のもので原料リストに脚注を用いて表示する場合には以下のよ

うに表示するが、この場合脚注の文字は原料リストの文字と同じ大きさ（例

えば原料として大豆粉を使用している場合） 
     「大豆＊粉」および脚注に「＊遺伝子組換え大豆から生産された」 
             または 
     「大豆＊粉」および脚注に「＊遺伝子組換え大豆」 
 
*  原料リストがない場合には、ラベル上に次の表示 
     「遺伝子組換え大豆から生産された」 
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*  原料が分類名で表示されている場合には、ラベル上に次の表示 
     「遺伝子組換え大豆から生産された…を含む」 

 
   c) 外食店等で提供される食品の表示方法 

・ 外食店等で提供される食品について、従業員が店内で提供される食品が遺伝子組

換え大豆等を原料としているかどうかの情報を提供することが可能であり、かつ、

それを可能とするような訓練がなされている場合にはｂ)によらない方法で表示

することが可能 
・ 具体的には、食品の中には遺伝子組換え大豆・とうもろこしを原料としたものが

あること、さらに詳細な情報は従業員から入手可能であることなどを示したメニ

ュー、告知板、チケット、ラベル等を表示 
・ 遺伝子組換え大豆・とうもろこしを原料とした添加物・香料を含む食品を提供す

る場合にも、上記 2 点のルールが適用される。 
 
   d) 添加物・香料の表示方法 

・ 基本的には一般の食品と同様の表示ルールが適用される。具体的な表示の方法は

以下のとおり。 
 
* 原料リスト中に、当該の添加物名または香料名の直後に括弧でくくって遺伝

子組換え体から生産されたことを表示 
     「添加物名香料名（遺伝子組換え・・・から生産された）」 
             または 
     「香料名（遺伝子組換え・・・から生産された）」 
 
* 原料リスト中に脚注を用いて表示することも可能。その場合には以下のよう

に表示するが、この場合脚注の文字は原料リストの文字と同じかそれ以上

の大きさでなければならない。 
     「添加物名＊」および脚注に「＊遺伝子組換え・・・から生産された」 
             または 
     「香料名＊」および脚注に「＊遺伝子組換え・・・から生産された」 
 
* 原料リストがない場合は、ラベル上に表示 
     「遺伝子組換え・・・から生産された」 
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III．食品の安全性に関する規制 
 
欧州委員会は、食品安全性に関する法制度を総合的に見直すため、「食品の安全性に関する

白書8」を 2000 年 1 月に発表した。白書では、人間の健康、動物の健康、環境の 3 つの分野

で安全性を確保するための施策が提案されており、「欧州食品安全機関」（European Food Safety 
Authority, EFSA）の設立をこれらの施策を実現するための柱にすえた。また、BSE 発生など

の過去の経験を踏まえ、食品安全性の実現には飼料の安全性確保が重要であるとし、飼料に

対しても食品と同じレベルの安全性を求めることを明確にした。 
欧州委員会はこの白書の内容に基づき、2000 年 11 月、食品の案税制を確保するための食品

関連法の一般原則と要件を定め、EU で食品安全性の法規を所管する機関を設立するための規

則を加盟国に提案した。これは、食品の再定義から始め、食品を生み出す動物に与えられる

飼料の安全性までをも含む一般食品法といえるもので、2002 年 1 月 21 日に農相理事会で採択

され9、2002 年 2 月 22 日に施行された（EC 規則第 1642/2003 号により修正）。同法の内容は

以下のとおり。欧州食品安全性機関は、ブリュッセルの欧州委員会事務所内に仮事務所を設

け、2002 年 1 月 1 日より活動を開始している。 
 
  第 I 章 範囲と定義 
 （第１条）目的と範囲 （第２条）「食品」の定義 （第３条）その他の定義 

  第 II 章 一般食品法 
  （第４条）範囲 

 セクション１ 食品法の一般原則 
 （第５条）一般目標 （第６条）危険分析 （第７条）予防原則 （第８条）消費者の関心の保護 

 セクション２ 透明性の原則 
 （第９条）公開諮問 （条 10 条）公開情報 

 セクション３ 食品関連業者の一般義務 
 （第 11 条）共同体に輸入される食品・飼料 （第 12 条）共同体から輸出される食品・飼料 （第 13 条）国際規格 
 セクション４ 食品法の一般要件 
 （第 14 条）食品安全性の要件 （第 15 条）飼料安全性の要件 （第 16 条）見た目（食品・飼料のラベル表示、広告、形

状、包装など） （第 17 条）責任（食品関連業者、加盟国政府） （第 18 条）トレーサビリティ （第 19 条）食品に対

する責任：食品関連業者 （第 20 条）飼料に対する責任：飼料関連業者 （第 21 条）製造責任法との関連 

  第 III 章 欧州食品安全性機関 
 セクション１ 使命と任務 
 （第 22 条）機関の使命 （第 23 条）機関の任務 

 セクション２ 組織構造 
 （第 24 条）機関の組織体 （第 25 条）理事会 （第 26 条）エグゼクティブ・ダイレクター （第 27 条）諮問フォーラム 

（第 28 条）科学専門委員会および科学パネル 

 セクション３ オペレーション 
 （第 29 条）科学的見解 （第 30 条）科学的見解の相違 （第 31 条）科学的・技術的支援 （第 32 条）科学研究  

（第 33 条）データ収集 （第 34 条）浮上した危険性の特定 （第 35 条）緊急警告システム （第 36 条）機関の使命の分

野で運営される組織間のネットワーク 

 セクション４ 独立性、透明性、機密性、コミュニケーション 
 （第 37 条）独立性 （第 38 条）透明性 （第 39 条）機密性 （第 40 条）機関からのコミュニケーション （第 41 条）

文書へのアクセス （第 42 条）消費者、生産者、その他の関係者 

 セクション５ 財政に関する規定 
 （第 43 条）機関予算の採択 （第 44 条）機関予算の履行 （第 45 条）機関が受け取る料金 

 セクション６ 一般規定 

                                                        
8  “White Paper on Food Safety” 
9  “Regulation (EC) No. 178/2002 of the European Parliament and the Council laying down the general principles 

and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority, and laying down procedures in 
matters of food safety”（2002 年 1 月 28 日付） 
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 （第 46 条）法人格および特権 （第 47 条）責任 （第 48 条）職員 （第 49 条）第三国の参加  

  第 IV 章 緊急警告システム、危機管理、緊急事態 
 セクション１ 緊急警告システム 
 （第 50 条）緊急警告システム （第 51 条）実施のための措置 （第 52 条）緊急警告システムの機密規定 

 セクション２ 緊急事態 
 （第 53 条）共同体を原産地とするまたは第三国から輸入される食品・飼料 （第 54 条）その他の緊急措置  

 セクション３ 危機管理 
 （第 55 条）危機管理のための一般計画 （第 56 条）危機ユニット （第 57 条）危機ユニットの任務 

  第 V 章 手続きおよび最終条項 
 セクション１ 食品連鎖・動物健康に関する常任委員会および仲裁手続き 
 （第 58 条）委員会 （第 59 条）委員会に与えられる機能 （第 60 条）仲裁手続き 

 セクション２ 最終条項 
 （第 61 条）欧州食品安全性機関の見直し （第 62 条）EU 法での欧州食品安全性機関および食品連鎖・動物健康に関する

常任委員会への言及 （第 63 条）欧州医薬品評価機関の管轄 （第 64 条）機関の運営開始日 （第 65 条）施行日 

 
 
 
１．食品衛生に関する規制 
 
(1) EU 
 
 食品による消費者の健康被害を防ぐためと、1995 年からの域内商品移動に際する国境検査

の廃止をにらんで、生産段階から各国の品質水準を揃えるための指令が順次出されてきてい

るが、食品衛生面でも企業ごとに任されていた食品衛生管理を HACCP（Hazard Analysis and 
Critical Control Points）の概念に基づき強化し、公的機関がその品質管理状況をさらにチェッ

クするという形をとって、食品の安全性をより確実にするため各国に対して以下の指令が出

されている。 
 現在この指令に関し、動物性食品の衛生管理面強化（生肉、二枚貝、牛乳・乳製品の公式

規制）の部分で見直しが進められており、2003 年 7 月には農相理事会（Agriculture Council）
にて政治的合意に至っている。 
 

規制の対象 指令 修正 
食品の衛生に関する規制 EEC 指令第 93/43 号（93 年 6 月 14 日付） 96/3/EC, 98/28/EC, 

規則 03/1882/EC 
 
 この指令では、HACCP の概念の解説に加え、生産者に対する自己管理の強化義務と HACCP
の概念に対応した管理方法の導入義務、細菌の繁殖に対する温度管理への配慮等を内容とし

ており、FAO／WHO の合同食品規格委員会（通称 CODEX 委員会）が 1991 年に定めた HACCP
概念に基づく「食品衛生管理の一般原則」をほとんど原形のまま取り入れている。 
 
 また、この指令以外に、食肉および食肉加工品、水産物および水産加工品、牛乳・乳製品、

卵製品などより特定された適用範囲の衛生規制として以下のものがある。 
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規制の対象 指令 修正 

二枚貝、軟体動物 EEC指令第91/492号 
(91 年 9 月 24 日付) 

97/61/EC, 97/79/EC, 02/226/EC, 規則
03/806/EC 

水産物、水産加工品 EEC指令第91/493号 
(91 年 9 月 24 日付) 

194N, 決定 94/356/EC, 95/71/EC, 96/23/EC, 
97/79/EC, 規則 03/806/EC 

養殖野禽類 EEC指令第91/495号 
(90 年 11 月 27 日付) 

92/65/EEC, 92/116/EEC, 194N, 94/65/EC, 
規則 03/806/EC 

とり肉 EEC指令第 71/118号 
(71 年 2 月 15 日付) 

75/379/EEC, 75/431/EEC, 78/50/EEC, 
80/216/EEC, 81/476/EEC, 84/335/EEC, 
84/642/EEC, 85/326/EEC, 規則

85/3768/EEC, 規則 87/3805/EEC, 
89/662/EEC, 92/116/EEC, 94/65/EC, 
96/23/EC, 97/79/EC, 規則 03/806/EC 

生肉 EEC指令第91/497号 
(91 年 7 月 29 日付） 

92/5/EEC, 規則 03/806/EC 

野生猟獣類 EEC 指令第 92/45 号 
(92 年 6 月 16 日付) 

92/116/EEC, 194N, 96/23/EC, 97/79/EC, 
02/995EC, 規則 03/806/EC 

ひき肉、肉加工品 EEC 指令第 94/65 号 
(94 年 12 月 14 日付) 

規則 03/806/EC 

EU 域内を流通する肉

製品、肉加工品にかか

わる衛生問題 

EEC 指令第 77/99 号 
(76 年 12 月 21 日付) 

179H, 80/214/EEC, 81/476/EEC, 
83/201/EEC, 85/327/EEC, 85/328/EEC, 
85/586/EEC, 規則 85/3768/EEC, 規則
87/3805/EEC, 88/658/EEC, 89/227/EEC, 
89/662/EEC, 92/5//EEC, 92/45/EEC, 
92/116/EEC, 92/118/EEC, 92/120/EEC, 
194N,  95/68/EC, 97/76/EC, 規則
03/806/EC 

牛乳、乳製品 EEC 指令第 92/46 号 
(92 年 6 月 16 日付） 

92/118/EEC, 94/71/EC, 決定 94/330/EC, 決
定 95/165/EC, 96/23/EC, 規則 03/806/EC 

卵製品 EEC指令第89/437号 
(89 年 6 月 20 日付) 

89/662/EEC, 194N, 91/684/EEC, 96/23/EC, 
規則 03/806/EC 
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(2) 英国 
 

(ア) 食品衛生についての主な関係法令等 
 
①基本的な食品衛生 
 英国では EC 指令第 93/43 号を受けて、1995 年 9 月 15 日に次の規則が施行されている。

この規則は「1990 年食品安全法」（Food Safety Act 1990）の下に位置付けられる規則で、公

衆衛生の保護を第一義の目的として EC 指令第 93/43 号を英国内に適用させるために定めら

れたものである。 
 

規制の対象 規則 修正 
食品安全（一般的な食品衛

生）規則 
The Food Safety (General Food 
Hygiene) Regulations1995 (95/1763) 

99/1360 

 
②温度管理 
 EC 指令第 93/43 号のうち、一定の温度管理をしなければ健康に害を与えかねない食品の

温度管理について、英国内に適用させるための定められた規則として次のようなものがあ

る。 
 

規制の対象 規則 
食品安全（温度管理）規則 The Food Safety (Temperature Control) Regulations 1995 

(95/2200) 
 
③輸入食品 

 EU 域外国からの輸入食品のうち、食品衛生の観点から以下のような規制が定めら

れている。     
 

規制の対象 規則 
輸入食品規則 The Imported Food Regulations 1984 (84/1918) 

（特定の動物性製品以外はほとんどの規定は次の規則に取って代

わられている） 
The Imported Food Regulations 1997 (97/2537) 

 
④その他の衛生規則 
 このほか、英国においても EC 指令と同様に、動物性食品を中心に食品衛生規則が多数制

定されており、このうち主な規則は以下のとおり。 
 

規制の対象 規則 修正 
魚介類 The Food Safety (Fishery Products and 

Live Shellfish) (Hygiene) Regulations 1998 
(98/994) 

99/399, 99/1585, 00/656 

鶏、家きん類 The Poultry Meat, Farmed Game Bird Meat 
and Rabbit Meat (Hygiene and Inspection) 
Regulations 1995 (95/540) 

95/2184, 95/3205, 
95/1763, 00/225, 00/656, 
01/3399, 02/889 
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生肉 The Fresh Meat (Hygiene and Inspection) 
Regulations 1995 (95/539) 

95/731, 95/1763, 95/2184, 
95/3124, 95/3189, 
96/1148, 96/2235, 
97/2074, 00/224, 00/225, 
00/656, 00/930, 02/889 

野生猟獣類 The Wild Game Meat (Hygiene and 
Inspection) Regulations 1995 (95/2148) 

95/3205, 00/225, 00/656 

肉製品 The Meat Products (Hygiene) Regulations 
1994 (94/3082) 

95/1763, 00/225, 00/656 

ひき肉、肉製品 The Minced Meat and Meat Preparations 
(Hygiene) Regulations 1995 (95/3205) 

00/225 

牛乳、乳製品 The Dairy Products (Hygiene) Regulations 
1995 (95/1086) 

95/1763, 96/1499, 
96/1699, 97/1729, 
98/2424, 00/656 

アイスクリーム The Ice Cream (Heat-treatment, etc) 
Regulations 1959 (59/734) 

62/1287, 63/1083, 
82/1727, 85/67, 90/2486, 
95/1086, 95/1763 

卵製品 The Egg Products Regulations 1993 
(93/1520) 

95/1763, 96/1499, 00/656 

 
⑤食品衛生に関する問い合わせ先 
 英国の食品衛生に関する諸規則は、以前は農漁業食料省と厚生省の共管となっていたが、

2000 年 4 月からは新たに設立された「Food Standards Agency」の各部所が担当している。各

食品衛生の規制に関する問い合わせ先は巻末に記載する。 
 
 

(イ) 1995 年食品安全（一般食品衛生）規則の内容  
     

この規則は前述のように、食品について製造から販売の全工程において遵守されるべ

き一般的規則である EC 指令第 93/43 号を英国内に適用させるために定められたもので

ある。 
    その基本的な内容は以下のとおりとなっている。 
 
   ①規則の主な内容 
     ・規則名および規則の発効期日（第 1 条） 
     ・用語の定義（第 2 条） 
     ・規則の例外（第 3 条） 
     ・食品事業者の義務（第 4 条および別表 1） 
     ・従業員の健康状態（第 5 条）、 
     ・罰則規定等（第 6～10 条） 
 
   ②規則の対象範囲 
     同規則の対象範囲は営利・非営利、官・民間を問わず、食品の下準備、加工、製

造、包装、貯蔵、輸送、流通、販売や供給のための提供の一部分または全てを行う者

とされており、他の個別規則で定められている食品事業者、一次産品の生産者以外の

全ての食品事業者が対象とされている。 

46 



 
   ③食品事業者の一般義務 
     全ての食品事業者は一般義務として、衛生的な方法により食品の調理、加工、製

造、包装、貯蔵、小売、提供等を行うことが必要とされている。 
 
   ④個別の場合における義務 
     ③のほかに、以下のような個別の場合において食品事業者が遵守すべき義務につ

いてそれぞれの場合ごとに別表 1 に詳細に示してあり、これらが本規則の中心的な規

定となっている。 
     ・一般の食品事業所での義務 
     ・食品が加工、調理される場所での義務 
     ・移動する（または一時的な）食品事業所、自動販売機などでの義務 
     ・輸送段階 
     ・設備 
     ・食品廃棄物 
     ・水供給  等 
 
   ⑤重要ポイントにおける義務 
     本規則では、HACCP と同様の考え方にたち、食品企業管理者は企業活動の中で食

品の安全性を確保するために必要不可欠なステップを特定し、安全性に関する十分な

手続きが以下の原則に基づいて特定、実施、維持、そして見直しされることを確保し

なければならないとされている。 
     ・事業活動の中での潜在的な食品事故の分析 
     ・食品事故が起こりそうなポイントの確認 
     ・食品の安全性を確保するための重要ポイントの決定 
     ・重要ポイントの効果的な管理・監視体制の確認と実効 
     ・食品事故、重要ポイント、管理・監視体制の分析の再確認等 
 
 

(ウ) 1997 年輸入食品規則および 1984 年輸入食品規則の内容 
 

   これらの規定は、EU 域外から英国に輸入される食品の衛生上の規制を行っている。 
このうち、1997 年規則で例外とされている特定の動物性製品以外の全ての輸入食品は

1997 年規則が適用されており、特定の動物性製品は 1984 年規則により健康証明書等の付

与が未だ義務付けられている。 
 

   ①1997 年規則の主な内容 
   この規則の主な内容は以下のとおり。 

      ・法律の適用範囲と特定の動物性製品への適用除外（第 3 条、別表 1） 
      ・衛生条件を満たさない食品の輸入の禁止（第 4 条） 
      ・検査官による検査の実施（第 5、6 条） 
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      ・衛生条件等を満たさない食品の廃棄、国外撤去等（第 7 条） 
      ・罰則規程等（第 8～11 条） 
 
   ②1984 年規則による健康証明書 
      一般的な食品については、上記規則で規定されている検査をクリアすれば輸入が

可能である。 
     これに対して、輸入水産物、輸入畜産物については The Imported Food Regulations 

1984 による健康証明書の取得が必要となる。またこのほかに、後述の動物検疫をも

クリアする必要がある。 
     健康証明書についての詳細は以下のとおり。 
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資料 2： 輸入食肉のための健康証明書の条件  
(The Imported Food Regulations 1984  SCHEDULE 3 ) 
REQUIREMENTS AS TO HEALTH MARKS FOR IMPORTED MEAT 
 
1.  The meat of all solipeds, ruminating animals and swine, and venison shall bear a 

health mark as specified below. 
(a) A health mark shall before importation have been applied to the meat on all carcases, 

half-carcases, quarter-carcases and half-carcases cut into no more than three pieces 
and to livers.  The health mark shall have been applied either by hot branding or 
stamping with marking ink, and shall have been applied in the following places: 
(i)  the external surface of the thighs, loins, back, breast and shoulder of each carcase 

weighing more than sixty-five kilograms; 
 and 
(ii) the external surface of the thighs and on the shoulders of all other carcases. 

(b) Livers of bovine animals, swine and solipeds shall bear a health mark which has been 
applied by hot-branding. 

(c) If meat has been wrapped and packaged in accordance with Schedule 4, the packaging 
shall bear a health mark; in addition such meat may also bear a health mark. 

(d) Cuts of meat and offal, other than livers, which have not been wrapped or packaged, 
shall bear a health mark which has been applied by hot branding or by a stamping with 
marking ink. 

(e) Meat including pieces weighing less than 100 grammes, shall be wrapped and 
packaged and a health mark shall be borne on both the wrapping and packaging. 

(f) Portions of meat wrapped for direct retail sale shall bear a health mark on both the 
wrapping and packaging. 

 
2.  Poultry meat shall bear a health mark in the manner following: -- 
(a) large packages containing poultry carcases which may be consigned from a poultry 

slaughterhouse to either: 
(i)  a poultry cutting plant for cutting the carcases, 
 or, 
(ii) restaurants, canteens, institutions or similar outlets for direct supply to a final 

consumer after preparation of the poultry meat by a process involving the 
application of heat, 

or similar packages of poultry carcases which may be consigned from a poultry cutting 
plant to a meat products plant for treatment, shall bear a health mark and also a label in 
the form which is described in Schedule 11; 

(b) individual carcases shall bear a health mark on the wrapping or on the carcase in such 
a manner that it is clearly visible under the wrapping, and also on any packaging; 

(c) large packages containing cuts of poultry meat and offal which may be consigned from 
a poultry slaughterhouse or a poultry cutting plant to a meat products establishment for 
treatment shall bear a health mark and also a label in the form which is described in 
Schedule 11; 

(d) the wrapping and packaging of individual cuts of poultry meat and offal shall bear a 
health mark. 

 
3.  Fresh meat, other than that to which paragraph 1 or paragraph 2 applies, shall bear a 

health mark which shall have been applied: 
(a) either to the meat or to the wrapping thereof, 
 and 
(b) to any packaging thereof. 
 
4.  Meat products shall bear a health mark which shall have been applied: 
(a) either to the meat product or to the wrapping thereof 
 and 
(b) to any packaging thereof. 
 
5.  Bulk lard shall be presumed to bear a health mark in the following circumstances: -- 
(a) a health mark shall accompany any bulk lard which is transported in any ship, aircraft, 

hovercraft or road vehicle; 
(b) the health mark shall indicate the position of any tank containing lard, to which it may 

relate, in any ship, aircraft or hovercraft in which such lard is transported; 
(c) the health mark shall state the quantity of lard carried in any tank containing such lard; 
 and 
(d) a health mark shall contain a certificate to the effect that any tank, pipe and pump 

which may have been used for the loading of such lard into the tank had been 
inspected and found to be clean before the loading of the lard into the tank. 

 
6.  In all cases where a health mark has been applied to packaging, or is printed on 

packaging, it shall have been applied or printed in such a manner so that the health 
mark shall be destroyed when the package is opened, unless the packaging is not 
capable of being used again as packaging. 
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資料 3： 輸入食肉の包装、パッケージ、輸送の条件 
(The Imported Food Regulations 1984  SCHEDULE 4) 
REQUIREMENTS AS TO WRAPPING, PACKING AND TRANSPORT OF IMPORTED MEAT 
 
1.  The wrapping of fresh meat or meat products shall comply with the following 

conditions: -- 
(a)  it shall be transparent and colourless, unless it fulfils, at the same time, the 

protective requirements of packaging; 
(b)  it shall not alter the organoleptic characteristics of the meat; 
(c)  it shall not be capable of transmitting to the meat any substances harmful to 

human health; 
(d)  it shall not be used again for wrapping meat, but earthenware containers for meat 

products and wrappings which fulfil the protective requirements of packaging may 
be used again after cleaning and disinfection. 

 
2.  Poultry carcases, parts of poultry or poultry offal shall be suitably enclosed in 

wrapping; 
 
3.  The packaging of fresh meat or meat products shall comply with the following 

conditions: -- 
(a)  it shall be strong enough to ensure the effective protection of the meat during 

transportation and handling; 
(b)  it shall not contain fresh meat of more than one species of animal; 
(c)  it shall not be used again for a similar purpose, unless it is made of impervious and 

corrosion-resistant materials, which are easy to clean, and it has first been 
cleansed and disinfected. 

 
4.  Fresh meat and meat products shall be transported in sealed means of transport, 

designed and equipped in such a manner so that the following temperatures for the 
meat are maintained during the course of transport: -- 

 
(a)  for carcases and cuts (excluding        -- not higher than + 7 ｰ C (chilled) 
 rabbit meat, hare meat and 
 poultry meat) -- not higher than -12 ｰ C (frozen) 
(b)  for offals (excluding 
 rabbit offals, hare offals and 
 poultry offals)  -- not higher than +3 ｰ C 
 

(c)  for rabbit meat, hare meat, 
 poultry meat, rabbit offals, hare 
 offals and poultry offals            -- not higher than +4 ｰ C 
(d)  for meat products -- temperature as specified on the 
    label (when appropriate) 
 
5.  Fresh meat shall not be transported in a vehicle or container which is not clean or 

has not been disinfected before use.  Vehicles or containers used for this purpose 
shall not show any evidence of having been used for the transport of live animals 
or birds. 

 
6.  Fresh meat and meat products shall not be transported in a vehicle or container 

with any other products likely to contaminate or to affect the hygiene of the meat, 
unless appropriate precautions are taken to prevent such an occurrence. 
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資料 4： 健康証明書の記入様式 
(The Imported Food Regulations 1984  SCHEDULE 6～10) 
 
SCHEDULE 6 
HEALTH CERTIFICATE 
For fresh meat for consignment to a Member State (1) of the EEC 
                                                         No (2) ............... ... 
Exporting country.................................................................. ...............................................  
Ministry........................................................................... ......................................................  
Department............................................................................................................................  
Ref.........................................................................................................................................  
                                (Optional) 
I. Identification of meat 
   Meat of......................................................................... ...................................................  
                                (Animal species) 
   Nature of cuts..................................................................................................................  
   Nature of packaging............................................................. ...........................................  
   Number of cuts or packages............................................................................................  
   Month(s) and year(s) when frozen................................................ ..................................  
   Net weight.......................................................................................................................  
 
II. Origin of meat 
    Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved slaughterhouse(s) 
    ............................................................................... .......................................................  
    Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved cutting plant(s) 
    ............................................................................... .......................................................  
    Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved store(s) 
    ............................................................................... .......................................................  
 
 
 
 

III. Destination of meat 
    The meat will be seen from...........................................................................................  
                                  (Place of loading) 
                           to......................................................................................  
                                (Country and place of destination) 
     by the following means of transport (3)....................................... ...............................  
     Name and address of consignor................................................. .................................  
     .............................................................................. ......................................................  
     Name and address of consignee................................................. .................................  
 
IV.  Health attestation 

'I, the undersigned official veterinarian, certify that the meat described above was 
obtained under the conditions governing production and control laid down in 
Directive 64/443/EEC on health problems affecting intra-Community trade in 
fresh meat and that it is, therefore, considered as such to be fit for human 
consumption.' 

     Done at........................  on........................................... .............................................  
                ............................................... ...............................................................  
                   (Signature of the official veterinarian) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Fresh meat:  in accordance with the Directive referred to in IV of this certificate, 
this means all parts fit for human consumption from domestic bovine animals, 
swine, sheep and goats and solipeds which have not undergone any preserving 
process; however, chilled and frozen meat shall be considered to be fresh meat. 

(2)  Optional. 
(3)  In the case of rail trucks and lorries, state the registration number, in the case of 

aircraft the flight number, and in the case of boats the name, and where necessary 
the number of the container. 
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SCHEDULE 7 
PUBLIC HEALTH CERTIFICATE 
 
For fresh meat (1) intended for......................(Name of EEC Member State) 

No.................(2) 
Exporting country..............................................................................................................  
Ministry............................................................................ .................................................  
Department........................................................................................................................  
Ref.....................................................................................................................................  
                                (Optional) 
 
I. Identification of meat: 
    Meat of.................... .................................................................................................. 
                                (Animal species) 
    Nature of cuts.................................................................................................. .......... 
    Nature of packaging............................................................. .....................................  
    Number of cuts or packages......................................................................................  
    Month(s) and year(s) when frozen................................................ ............................  
    Net Weight...................................................................... ..........................................  
 
II. Origin of meat: 
     Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved  
     slaughterhouse(s) ....................................................................................................  
     Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved cutting plant(s) 
     ............................................................................... .................................................  
     Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved store(s) 
     ............................................................................... .................................................  
 
III. Destination of meat: 
     The meat will be sent from:.................................................... ................................  
                                   (Place of loading) 
                           to:...................................................... ..........................  
                                 (Country and place of destination) 
     by the following means of transport (3)..................................................................  

     Name and address of consignor...............................................................................  
     ............................................................................... .................................................  
     Name and address of consignee.................................................. ............................  
 
     ............................................................................... .................................................  
 
IV.  Health attestation 
    I, the undersigned, official veterinarian, certify that: 

a) -- the meat described above (4), 
  -- the label affixed to the packages of meat described above (4), bear(s)(4)           

a mark to the effect that the meat comes wholly from animals slaughtered           
in slaughterhouses approved for exporting to the country of destination; 

b)  the meat was obtained under the conditions governing production and           
control contained in Council Directive 72/462/EEC and that it is           
therefore considered as such to be fit for human consumption; 

c)  the meat has been cut in an approved cutting plant (4); 
d)  the meat has/has not been subject to an examination for trichinosis or,           

where Article 3 of Directive 77/96/EEC applies, has undergone cold           
treatment; 

e) the means of transport and the loading conditions of meat of this           
consignment meet the hygiene requirements laid down in respect of           
export to the country of destination. 

 
Done at................................ on.......................................... ...............................................  
 
               ...................................................... ......................................................  
                     (Signature of the official veterinarian) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)  Fresh meat within the meaning of Article 2(b) of Directive 64/433/EEC. 
(2)  Optional. 
(3)  For railway wagons or goods vehicles the registration number should be given, 
    for aircraft the flight number and for ships the name. 
(4)  Delete as appropriate. 
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SCHEDULE 8 
HEALTH CERTIFICATE FOR MEAT PRODUCTS(1) INTENDED FOR CONSIGNMENT TO A MEMBER STATE OF THE EEC 
 

No (2)................... 

Exporting country:........................................................................... .................................  

Ministry:............................................................................................................................  

Department concerned:........................................................................ .............................  

Ref. (2)..................................................................................... .........................................  

 

I. Identification of meat products 

   Products manufactured with meat from:..................................................... ................  

                         (Animal species) 

   Nature of products (3):................................................................... .............................  

   Nature of packaging:...................................................................... .............................  

   Number of individual items or of packages:................................................ ...............  

   Storage and transport temperature (4):........................................................................  

   Storage life (4):......................................................................... ..................................  

   Net weight:............................................................................... ...................................  

 

II. Meat products from 

    Address(es) and veterinary approval number(s) of approved processing 

    establishment(s):........................................................................................................  

 

III. Destination of meat products 

     The meat products will be seen from:.................................................... .................  

                                    (Place of loading) 

     to:..................................................................................... .......................................  

     by the following means of transport (5):................................................ .................  

     Name and address of consignor:.......................................................... ...................  

     .................................................................................................................................  

     Name and address of consignee:.......................................................... ...................  

     .................................................................................................................................  

 
IV.  Health attestation 
    'I, the undersigned, certify that: 

(a)  the meat products described above were manufactured from fresh meat or 
meat products under conditions that comply with the standards laid down in 
Directive 77/99/EEC(6): 

(b) the said meat products, their wrappings or packaging, bear a mark proving 
that they have all come from approved establishments (6): 

(c) the fresh pigmeat used in the manufacture of the meat products has/has not 
been (6) subjected to a trichinae detection test; 

(d) the transport vehicles and equipment and the loading conditions of this 
consignment comply with the hygiene requirements laid down in Directive 
77/99/EEC. 

 
          Done at............................... on.......................................... ............................  
 
                                        (Signature) 
          Stamp                   (Name in capital letters) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)  Under Article 2 of Directive 77/99/EEC. 
(2)  Optional. 
(3)  Possible indication of ionizing radiation for medical reasons. 
(4)  Where an indication is given in accordance with Article 4 of Directive 77/99/EEC. 
(5)  Indicate the registration number (railway, wagons and trucks); the flight number    

(aircraft) or the name (ship). 
(6)  Delete as appropriate. 
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SCHEDULE 9 
HEALTH CERTIFICATE FOR MEAT PRODUCTS INTENDED FOR CONSIGNMENT TO THE UNITED KINGDOM 
 

No. (1)................... 
Exporting country:................................................................. ...........................................  
Ministry:............................................................................................................................  
Department concerned............................................................... .......................................  
Ref.(1):........................................................................... ...................................................  
 
I.  Identification of meat products 
     Products manufactured with meat from:......................................... ........................  
                          (Animal species) 
     Nature of products (2):............................................................................................  
     Nature of packaging:...............................................................................................  
     Number of individual items or of packages:.................................... .......................  
     Storage and transport temperature (3):....................................................................  
     Net weight:..............................................................................................................  
 
II. Meat products from 
     Address(es) and veterinary approval number(s) of approved processing 
     establishment(s):............................................................. ........................................  
     .............................................................................. ..................................................  
 
III. Destination of meat products 
     The meat products will be seen from:.......................................... ...........................  
                                    (Place of loading) 
     by the following means of transport (4):.................................................................  
     Name and address of consignor:................................................ .............................  
     .............................................................................. ..................................................  
     Name and address of consignee:................................................ .............................  
     .............................................................................. ..................................................  

 
 
 
 
IV. Health attestation 
   'I, the undersigned certify that: 

(a)  the meat products described above were manufactured from fresh meat or         
meat products under conditions that comply with the standards laid down in    
the Explanatory Memorandum on the Importation of Meat Products into the    
United Kingdom; 

(b)  the said meat products, their wrappings or packaging, bear a mark proving         
that they have all come from approved establishments; 

(c)  the fresh pigment used in the manufacture of the meat products has/has not 
been (5) subject to a trichinae detection test; 

(d)  the transport vehicles and equipment and the loading conditions of this 
consignment comply with the hygiene requirements laid down in the          
Explanatory Memorandum on the Importation of Meat Products into the 
United Kingdom. 

 
         Done at...............................  on................................ .....................................  
 
                                        (Signature) 
         Stamp                    (Name in capital letters) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)  Optional. 
(2)  Possible indication of ionizing radiation for medical reasons. 
(3)  Where an indication is given in accordance with Section E, paragraph 23 of the 

Explanatory Memorandum on the Importation of Meat Products into the United 
Kingdom. 

(4)  Indicate the registration number (railway, wagons and trucks); the flight number 
(aircraft) or the name (ship). 

(5)  Delete as appropriate. 
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SCHEDULE 10 
HEALTH CERTIFICATE 
 
For fresh poultrymeat (1) intended for consignment to a Member State of the EEC 

 No. (2).............. 
Exporting country.............................................................. ...............................................  
Ministry....................................................................... ......................................................  
Competent service.............................................................................................................  
Ref. (2)....................................................................... .......................................................  
 
 I. Identification of meat 
    Meat of.................................................................... ..................................................  
                              (animal species) 
    Nature of cuts............................................................................................................  
    Nature of packaging........................................................ ..........................................  
    Number of packages......................................................... ........................................  
    Net weight.................................................................................................................  
 
II. Origin of meat 
    Address(es) and veterinary approval number(s) of the slaugherhouse(s) (4) 
    ........................................................................... .......................................................  
    Address(es) and veterinary approval number(s) of the approved cutting 
    premises (4)...............................................................................................................  
    ........................................................................... .......................................................  
 
III. Destination of meat 
     The meat will be sent 
     from.........................................................................................................................  
                                 (place of loading) 
     to........................................................................ .....................................................  
                         (Country and place of destination) 
     by the following means of transport (3)..................................................................  
     Name and address of consignor............................................. .................................  
     Name and address of consignee............................................. .................................  

IV. Health attestation 
    I, the undersigned, offical veterinarian, certify that: 
     (a) --  the poultry meat described (4) 
        --  the packaging of the meat described above (4) bears a mark proving 
           that 
        --  the meat comes from animals slaughteered in approved slaughterhouses 
           (4); 
        --  the meat was cut in approved cutting premises (4); 
     (b)    this meat has been passed as fit for human consumption following a 
           veterinary inspection carried out in accordance with the Council 
           Directive of 15 February 1971 on health problems affecting trade in 
           fresh poultry meat; 
 
     (c)    the transport vehicles or containers and the loading conditions of 
           this consignment meet the hygiene requirements laid down in that 
           Directive. 
 
           Done at.................................  on........................ 
 
           (..................................................................) 
                         (Signature of official veterinarian) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)  Fresh poultry meat:  fresh meat from the following species -- live domestic hens, 

turkeys, guinea fowls, ducks and geese which have not been treated to ensure their 
preservation; however, poultry meat which has been chilled or frozen shall be 
considered to be fresh. 

(2)  Optional. 
(3)  For railway wagons and lorries the registration number, for aircraft the flight 

number and for ships the name should be given. 
(4)  Delete as appropriate. 
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２．農産物の汚染に関する規制 
 
(1) EU 
     

農産物の残留農薬に関する残留農薬に関する規制は、以下の４つの指令が基本となってお

り、多くの改正が行われてきている。特に、97年6月25日付EC指令第97/41号によって大

幅に改正され、乾燥品から加工品を含む農産物を適用の対象とすることとなった。 
  

規制の対象 指令 修正 
野菜、果実 EEC指令第76/895号

(76年12月9日付） 
179H, 80/428/EEC, 81/36/EEC, 82/528/EEC, 
規則85/3768/EEC, 88/298/EEC, 
89/186/EEC, 93/58/EEC, 194N, 96/32/EC, 
97/41/EC, 00/24/EC, 00/57/EC, 02/66/EC, 
02/71/EC, 02/79/EC, 03/60/EC 

穀類 EEC指令第86/362号
(86年７月24日付) 

88/298/EEC, 90/654/EEC, 93/57/EEC, 194N, 
94/29/EC, 95/39/EC, 96/33/EC, 97/41/EC, 
97/71/EC, 98/82/EC, 99/65/EC, 99/71/EC, 
00/24/EC, 00/42/EC, 00/48/EC, 00/58/EC, 
00/81/EC, 01/39/EC, 01/48/EC, 01/57/EC, 
02/23/EC, 02/42/EC, 02/66/EC, 02/71/EC, 
02/76/EC, 02/79/EC, 02/97/EC, 03/60/EC, 
03/62/EC 

動物性品目 EEC指令第86/363号
(86年７月24日付) 

93/57/EEC, 194N, 94/29/EC, 95/39/EC, 
96/33/EC, 97/41/EC, 97/71/EC, 98/82/EC, 
99/71/EC, 00/24/EC, 00/42/EC, 00/58/EC, 
00/81/EC, 01/39/EC, 01/57/EC, 02/23/EC, 
02/42/EC, 02/66/EC, 02/71/EC, 02/79/EC, 
02/97/EC, 03/60/EC 

きのこ、茶、馬鈴薯、 
ホップ 

EEC指令第90/642号
(90年11月27日付) 

93/58/EEC, 94/30/EC, 95/38/EC, 95/61/EC, 
96/32/EC, 97/41/EC, 97/71/EC, 98/82/EC, 
99/65/EC, 99/71/EC, 00/24/EC, 00/42/EC, 
00/48/EC, 00/57/EC, 00/58/EC, 00/81/EC, 
01/35/EC, 01/39/EC, 91/48/EC, 01/57/EC, 
02/5/EC, 02/23/EC, 02/42/EC, 02/66/EC, 
02/71/EC, 02/76/EC, 02/79/EC, 02/97/EC, 
02/100/EC, 03/60/EC, 03/62/EC, 03/69/EC 

 
EUでは現在これら４指令を統合簡素化して再制定する動きにある。これは、現行では残留

農薬の上限値については加盟国各国で設定することになっているものを、段階的導入を経て

最終的には EU レベルで基準を統一しようというものである。これに際しては欧州食品安全

機関（EFSA）がリスク評価を行い、欧州委員会は評価管理を担当する。欧州委員会は従来か

ら残留農薬の上限値について毎年モニタリングを実施してきている。 
 
なお、EUでは850 種類以上の認可済み農薬を評価するプログラムを長期にわたって実施し

ている。これは農薬の認可に関するEEC 指令91/414で、有効成分の評価とそれに基づく認可

が行われていないものについては2003年7月を期限に市場から撤退させるという規定による

ものである。 
評価の結果、2002 年には 2003 年 7 月に 320 種類を市場撤退させることが決定し、さらに
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110 種類についても2003年末に撤退する予定となっている。個々の農薬の評価には時間がか

かり、一時は当初の期限（2003年7月）にはとうてい間に合わないという状況に陥り、期限

は 2008 年まで大幅に延長された。ただその後の進捗は予想以上に早く、2003 年末までには

完了する見込みとなっている。 
 

 
(2) 英国 
 
    前述のEC指令に基づき、英国では以下の規則が定められている。 

     
規制の対象 指令 修正 

農薬（穀物、食品、飼料中の

残留最大量）規則 
The Pesticides (Maximum Residue Levels In 
Crops, Food and Feeding Stuffs) Regulations 
1999 (99/3483) 

01/1113, 01/2420, 
01/3834, 02/1767, 
02/2723, 03/661, 
03/2591 

 
    同規則は1994年から数次にわたり改正が行われてきたものを統合したもので、現在はこれ

により使用が認められている農薬およびその残留上限値、残留農薬の規制の対象とされてい

る農産物およびその部位等が付属書に定められている。これらの規定は上記の EU 指令に沿

ったものとなっている。 
 

Schedule 1 使用が認められている農薬一覧 
Schedule 2 農薬の種類ごとの残留上限値 
Schedule 3 残留農薬の規制の対象とされている農産物 

 
農薬に関する規制については、DEFRAのエグゼクティブ・エージェンシーであるPesticides 

Safety Directorateのウェブサイト（www.pesticides.gov.uk/legislation/MRL_Legislation/MRL_ 
legislation_new.htm）に詳細な情報が掲載されており、英国の現行の残留上限値を示したエク

セル表もダウンロードできる。 
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３．残留放射能に関する規制 
 
(1) EU 
 
    EU レベルでの食品に含まれる放射能量に関する規則は、放射性元素ごと（EEC 規則第

87/3954 号別表１）、例外的食品ごと（EEC 規則第 89/944 号附則）、放射能汚染が起こった場

合の対応（EEC 規則第87/3954号、EEC規則第89/2218 号）が定められている。 
 

規制の対象 指令 修正 
放射性元素ごとの食品に含まれる放射能

量、放射能汚染が起こった場合の対応 
EEC規則第87/3954号 89/2218/EEC 

例外的食品ごとの食品に含まれる放射能

量 
EEC規則第89/944号附

則 
 

域外国からの輸入農産物の残留放射能量

に関する規則 
EEC規則第90/737号 194N, 99/1661/EC, 

00/616/EC 

   
 
(2) 英国 

 
    英国内においても上記規則がそのまま適用されるため、特に独自の規則が定められている

わけではない。 
    食品に対する放射能の許容最大含有量、および例外的食品のリストは表 6・表 7のとおり。

なお、例外的食品のリストに挙げられている食品に関しては、最大放射能量の数値が一般の

食品に対するもの（表 6－ (5)）の10倍に設定されている。 
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表 6： 食品に対する放射能の許容最大含有量 

EEC 規則2218/89 号 
 

 
食 品 

放射性元素 
（Bq/kg またはBq/l） 

乳児食 (3) 乳製品 (4) 重要性のないものを

除くその他の食品 (5) 
飲料用液体 (6) 

家畜用飼料 (2) 

ストロンチウム同立体、特にSr‐90 75     125 750 125

ヨード同立体、特に I-131 150     500 2000 500

プルトニウム同立体およびアルファ線放射超プルトニウム元

素、特にPu-239 およびAm-241 1     20 80 20

その他の全ての半減期10 日以上の核種、特にCs-134 および
Cs-137 (7) 400     1000 1250 1000

(1) 濃縮あるいは乾燥製品に適用されるレベルは、該当する製品が消費されるために復元された状態を基に算出する。EU 加盟諸国は、上記の最大許容レベルを確保するために、

それぞれ自国での希釈条件を制定できるものとする。 
(2) 家畜用飼料の最大許容レベルは、食品における最大許容量の基準を守らせるため、第7 項に従って決定される。家畜用飼料の最大許容レベルの設定にあたっては、如何なる

場合も人が消費する動物性食品の許容レベル基準を超えることがないよう決定される。 
(3) 乳児食とは、生後4 カ月から6 カ月の乳幼児に求められる栄養素をそれだけで満たし、乳幼児食品であることが容易に識別できるパッケージに｢乳児用調整食品｣と書いたラ

ベルが付された状態で小売販売に供された食品を意味するものとする。 
(4) 乳製品とは、以下のNC コードが付され、また必要に応じて0401、0402 のような番号（ただし、0402 2911 を除く）を有する製品を意味するものとする。 
(5) 重要性のない食品、およびそれに適用されるレベルに付いては215-72 を参照のこと。 
(6) NC コード2009 号および総合商品一覧表の第22 章に規定された飲料用液体のレベル値は、その液体に使用される水に規定されているレベルを考慮して計算される。またこ

れと同じ値が、加盟諸国の各所轄官庁の判断に従って供給される飲料水にも適用される。 
(7) 炭素14 およびトリチウムはこのグループに含まれていない。 
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表 7： 例外的食品リスト 

以下のリストに挙げられている食品に関しては、最大放射能量の数値が一般の食品に対するもの（表 6‐(5)）

の 10 倍に設定されている。 

 

EEC 規則 89/944 号（1989 年 4 月 12 日付） 

重要性のない食品のリスト 

NC コード番号 名  称 

0703 20 00 にんにく（フレッシュまたは冷凍） 
 

0709 52 00 トリュフ（フレッシュまたは冷凍） 
 

0709 90 40 ケーパー（フレッシュまたは冷凍） 
 

0711 30 00 ケーパー（仮に貯蔵状態にしたもので、このままでは食用に供されないもの） 
 

0712 30 00 トリュフ（乾燥、細切れ、輪切りまたは粉砕粉末化されたもの。その他の方法で調理

されたものを除く） 
 

0714  キャッサバの根、くずうこん（arrow-root）、またはサレップ（salep）の根、菊イモ、

サツマイモ、およびこれらの根および塊茎で澱粉またはイヌリンに富んだもの（フレ

ッシュまたは乾燥）。塊状に挽き割りするか、ペレット状に固めたもの。パンの樹の髄 
 

0814 00 00 かんきつ類またはスイカ、メロンの皮（フレッシュ、冷凍、または塩水に付けて防腐

用に硫黄を或いは一時保存用にその他の物質を加えたもの。またはよく乾燥したもの） 
 

0903 00 00 マテ茶 
 

0904 ピーマン（とうがらしタイプ）、Capsicum またはピメンタ・タイプのピーマン（乾燥、

すりつぶし状または粉末状のもの） 
 

0905 00 00 バニラ 
 

0906 シナモンおよびニッケイ樹の花 
 

0907 00 00 丁子香（つぼみまたは根茎） 
 

0908  ナツメグ、にくずく、アフリカ産ショウガおよび熱帯産ショウガ 
 

0909 アニス、八角、ういきょう、こえんどろ、クミン、キャラウェイ（姫ういきょう）の

実、ねず（杜松）の漿果 
 

0910 ショウガ、サフラン、うこん、タイム、ベーリーフ（月桂樹の葉）、カレーおよびその

他の香辛料 
 

1106 20 パンの樹の根の粉および粗挽き粉、No.0714 号に該当するものの根または塊茎 
 

1108 14 00 キャッサバの澱粉 
 

1210 ホップの球果（フレッシュまたは乾燥。すりつぶし粉末状、ペレット状にしたもの）。

ホップ素 
 

1211 主として香水製造、医用または殺虫剤、寄生虫駆除用に使用される植物、植物の一部、

実および果実（フレッシュおよび乾燥状態、また刻んだり粉末状にしたもの） 
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NC コード番号 名  称 

1301 天然のシェラック、ガム・シロップ、樹脂、ゴム・レジンおよび芳香性樹脂 
 

1302 樹液および植物の抽出物。ペクチン、ペクチン酸物質およびペクチン酸塩、寒天およ

びその他の植物性粘液および濃化物質（改良したものも含む） 
 

1504 魚および海獣の油、脂およびその分留、精製したものを含む（化学的に手を加えたも

のを除く） 
 

1604 30 キャビアとその代用品 
 

1801 00 00 カカオ豆およびその粗挽き（生または焙じた状態） 
 

1802 00 00 カカオの殻、薄皮（皮）およびその他のカカオかす 
 

1803 カカオのペースト（脱脂状のものを含む） 
 

2003 20 00 トリュフ（酢または酢酸以外のもので調理、または保存されたもの） 
 

2006 00 果実、果実の皮およびその他の植物の砂糖漬け（脱水、冷凍または、ジェラチン化さ

れたもの） 
 

2102 酵母菌（生きているものまたは死んだもの）、その他の死んだ単細胞微生物（No.3002
のワクチンを除く）、ベーキング・パウダー 
 

2936 天然および合成のプロビタミンおよびビタミン（天然の濃縮物も含む）、ならびに単

独使用、或いは相互間で混合したビタミン物質（溶液状のものを含む）。主としてビ

タミン剤として使用されるもの 
 

3301 “合成”または“純粋”の芳香油（脱テルペンまたはテルペン系のもの）、樹脂状物

質、脂、揮発性油、蝋、または冷浸法または浸漬法により得た類似の物質中に濃縮さ

れた芳香油の溶液、芳香油の脱テルペンによる残留テルペン産物、芳香性の蒸留水と

芳香油の水溶液 
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IV．動・植物検疫に関する規制 
 

１．植物防疫 
 

(1) EU 
 

    EU レベルでの植物防疫に関する基本的な法令は、有害生物から域内の植物を保護す

るための基本条件に関する理事会指令第 00/29 号である。この指令によって、植物にと

って有害な生物の EU 域内への持ち込みの禁止や域外から輸入される植物に対して行

われる検査の手順などが明らかにされている。 

同指令は 2002 年 11 月に採択された指令 2002/89/EC により大きく改正され、第三国

から EU 域内への植物持込に際する検疫体制が大幅に強化されるようになる。新体制は

2005 年 1 月 1 日から実施されるもので、加盟国各国はこの指令を 2004 年末までに国内

法の整備を行って体制を整えなければならない。 

      
規制の対象 指令 修正 

植物防疫の基本条件に関する

規制  
EEC 指令第 00/29 号（2000 年 7 月

10 日付） 
決定 01/441/EC, 
02/28/EC, 02/36/EC, 
02/89/EC,  
決定 03/63/EC, 
03/22/EC, 03/47/EC, 
規則 03/806/EC 

 

 

(2) 英国 
 

      今日の英国の植物防疫制度は、上記の EC 指令を受けた以下の指令により規制されて

いる。 

       
規制の対象 指令 修正 

植物衛生（英国）規制 The Plant Health (Great Britain) 
Order 1993 (93/1320) 

93/3213, 95/1358, 
95/2929, 96/1165, 
96/3242, 98/1121, 
(England) 01/2342, 
02/1299, 02/2573, 
02/1478, 02/2589 

 

この規定の中で植物検疫について、 

    ・英国において、EU 域外の第三国からの輸入が禁止されている植物・植物製品のリス

トおよび輸入はできるが条件付きである植物・植物製品のリストとその条件 

    ・上記リストに掲載された植物・植物製品を EU 域外の第三国から輸入する場合の、「植
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物保護のための国際協定」に基づいて作成された「植物病虫害防除のための証明書」

の輸入する植物への添付 

    ・植物防疫検査の方法、手続きおよび合格した植物・植物製品に対する証明書の発行 

   等が定められている。 

 

また、植物および植物製品の輸入業者向けのガイドとして「The Plant Health Guide For 

Importers（2003 年改訂版）」が DEFRA より発行されている。このガイドでは、英国へ

の植物持ち込みにおける検査手続き、税関手続きなどが示されている。 

税関手続きの際、植物検疫証明書等の必要書類を英国関税・物品税庁へ提示する必要

がある。通関を許可されるためには、これら必要書類の原本もしくは正規の写しの提示

が必要で、不備がある場合、税関によって植物・植物製品の入国が差し止められる場合

がある。郵送等の託送の場合、税関宛であることを明記した封筒に植物検疫証明書を入

れ、荷箱の外側に添付する。荷箱が多数にわたる場合は、１箱に原本を、残りの全てに

同じやり方で写しを添付する。これらの手続きにより、証明書は全て輸入通関時に関税

局の検印（もしくは裏書）を得なければならない。 

検査に関しては、植物検疫証明書の要否に関わらず、英国へ持ち込まれる植物・植物

製品全てに対し到着時に必要となる。この際、状態が悪かったり植物衛生規則違反であ

ったりするものは、破棄もしくは自己負担による再輸出の措置が求められる。2005 年

１月１日からは新たな EC 指令により、検査は通関前に行われることとなり、問題があ

る場合は DEFRA・税関当局間で話し合いが行われ、輸入者が必要な手続き等に関して

は DEFRA が相談を受ける。その他、EU 域内へのトランジットが予定されている場合、

植物パスポートの発行を求められるものもあり、検査は入国地か最終目的地のどちらか

で行われる。 

通関手続きとこれらの検査をクリアすれば、植物・植物製品の移動が可能となり、必

要な場合には植物パスポートが発行される。これらの手続きにかかる時間を短縮するた

め、「公認輸入者」認定制度があり、認定を受ければ入国地でなく｢認定地｣で検査を受

けることができる。植物パスポートの発行も登録されるため、通常植物パスポートが必

要な場合でも入国地から認定地まではこれを必要としない。地域の植物衛生検査局へ申

し込む。 

 

なお、同ガイドは DEFRA のウェッブサイトでも閲覧することができる。 

（www.defra.gov.uk/planth/publicat/importer/index.htm） 

また植物防疫に関しては、DEFRA の各担当部署に問い合わせると良い。 
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表 8： EU 域外から輸入が禁止されている植物・植物製品 

The Plant Health Guide For Importers（2003 年改訂版） 附表 A 
Summary of Import Requirements for Plants, Plant Produce and Products  
 
Section I Plants 
 
 
 
 
Permitted trees, shrubs and annual and biennial plants originating in non-EC countries, other than countries in 
the Euro-Mediterranean area, must be free from plant debris, flowers and fruit. In addition, permitted 
deciduous trees and shrubs originating in these countries must be dormant and free from leaves. 
 
Requirements for imports of bonsai-type plants from non-EC countries are particularly complex and are 
explained in a separate leaflet Explanatory Leaflet on Importing Naturally or Artificially Dwarfed ('Bonsai') 
Plants into Great Britain (PHI 9). 
 
NB: See also Section VI for the requirements in respect of soil and growing medium attached to or associated 
with plants. 
 
ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

Countries in the 
Euro-Mediterranean area 

Phytosanitary certificate Gramineae Grasses and cereals 

Other non-EC countries Prohibited1 

Countries in the 
Euro-Mediterranean area 

Phytosanitary certificate Solanaceae (note tighter 
restrictions on Solanum, 
see below) 

Aubergine, tomato, sweet 
pepper, petunia etc 

Other non-EC countries Prohibited 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Abies Fir 
Non-European countries Prohibited 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Castanea (with leaves) Sweet chestnut 
Non-European countries Prohibited 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Cedrus Cedar 
Non-European countries Prohibited 

Chaenomeles2 Japonica All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Chamaecyparis False cypress 
Non-European countries Prohibited 

Citrus and hybrids Orange, lemon, lime etc All non-EC countries Prohibited 
Crataegus2 Hawthorn All non-EC countries Phytosanitary certificate 

Countries in the 
Euro-Mediterranean area, 
Australia, New Zealand, Canada 
and the continental states of the 
USA 

Phytosanitary certificate Cydonia and hybrids2 Quince 

Other non-EC countries Prohibited 
Countries in the 
Euro-Mediterranean area, 
Australia, New Zealand, Canada 
and the continental states of the 
USA 

Phytosanitary certificate Fragaria Strawberry 

Other non-EC countries Prohibited 
Fortunella and hybrids Kumquat All non-EC countries Prohibited 

Non-EC European countries Phytosanitary certificate Juniperus Juniper 
Non-European countries Prohibited 
European third countries Phytosanitary certificate Larix Larch 
Non-European countries Prohibited 
Countries in the 
Euro-Mediterranean area, 
Australia, New Zealand, Canada 
and the continental states of the 
USA 

Phytosanitary certificate Malus and hybrids2 Apple 

Other non-EC countries Prohibited 
Algeria and Morocco Prohibited Phoenix Date palm 
Other non-EC countries Phytosanitary certificate 

All plants which are permitted to enter the European Community must be 
accompanied by a phytosanitary certificate at the time of import. 
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ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

USA, China, Japan, the Republic 
of Korea and Democratic People's 
Republic of Korea 

Prohibited Photinia2 Photinia 

Other non-EC countries Phytosanitary certificate 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Picea Spruce 
Non-European countries Prohibited 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Pinus Pine 
Non-European countries Prohibited 
North American countries Prohibited Populus (with leaves) Poplar, aspen 
Other non-EC countries Phytosanitary certificate 

Poncirus and hybrids Ornamental citrus All non-EC countries Prohibited 
Countries in the 
Euro-Mediterranean area, 
Australia, New Zealand, Canada 
and the continental states of the 
USA 

Phytosanitary certificate Prunus and hybrids2 Cherry, plum, peach, 
flowering almond etc. 

Other non-EC countries Prohibited 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Pseudotsuga Douglas fir 
Non-European countries Prohibited 
Countries in the 
Euro-Mediterranean area, 
Australia, New Zealand, Canada 
and the continental states of the 
USA 

Phytosanitary certificate Pyrus and hybrids2 Pear 

Other non-EC countries Prohibited 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate Quercus (with leaves) Oak 
Non-European countries Prohibited 

Rosa2 Rose All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Stolon- or tuber-forming 
Solanum species and their 
hybrids other than Solanum 
tuberosum 
(see also Section V) 

Various All non-EC countries Prohibited 

Non-EC European countries Phytosanitary certificate Tsuga Hemlock 
Non-European countries Prohibited 

Vitis Grape vine All non-EC countries Prohibited 
All other plants, for planting  All non-EC countries Phytosanitary certificate 

 
In addition to the general requirement for a phytosanitary certificate specific conditions apply to the import of 
the following plants susceptible to Phytopthora ramorum (Sudden Oak Death) from the USA 
 

ラテン名 一般的な名前 

  
Acer macrophyllum Big leaf maple, Oregon maple 
Aesculus californica California buckeye 
Arbutus menziesii Madrone 
Arctostaphylos spp. Bearberry, Manzanita 
Heteromeles arbutifolia Toyon 
Lithocarpus densiflorus Tanbark oak 
Lonicera hispidula Honeysuckle 
Quercus (without leaves) Oak 
Rhamnus californica Coffeeberry 
Rhododendron spp. Rhododendron 
(other than Rhododendron simsii)  
Umbellularia californica California laurel, Headache tree 
Vaccinium ovatum Box blueberry 
Viburnum spp. Viburnum 

NOTES 
1  Plants of ornamental perennial grasses of the subfamilies Bambusoideae and Panicoideae, and of the genera Buchloe, 

Bouteloua, Calamagrostis, Cortaderia, Glyceria, Hakonechloa, Hystrix, Molinia, Phalaris, Shibataea, Spartina, Stipa and 
Uniola, may be imported with a phytosanitary certificate. 

2  Plants from non-European countries must be dormant, i.e. free from leaves, flowers and fruit. 
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Section II Fruit 

ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

Citrus and hybrids1 Orange, lemon, lime, etc All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Phytosanitary certificate Cydonia Quince 
Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Diospyros Persimmon, date plum 
Non-EC European countries None 

Fortunella and hybrids1 Kumquat All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Phytosanitary certificate Malus Apple 
Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Mangifera Mango 
Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Passiflora Passion fruit 
Non-EC European countries None 

Poncirus and hybrids1 Ornamental citrus All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Phytosanitary certificate Prunus Includes cherry, plum, 

peach, apricot Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Psidium Guava 
Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Pyrus Pear 
Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Ribes Gooseberry, black- currant, 

redcurrant Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Syzygium Jambolan and rose apple 
Non-EC European countries None 
Non-European countries Phytosanitary certificate Vaccinium Cranberry, blueberry 
Non-EC European countries None 

All other fruit  All non-EC countries None 

NOTES 
1 Fruit must be free from leaves and peduncles 
 

 
Section III Seeds for planting 

ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

Argentina, Australia, Bolivia, 
Chile, New Zealand and Uruguay 

Phytosanitary certificate Cruciferae Includes brassicas cabbage, 
sprouts, cauliflower, ustard, 
turnip, broccoli), cress and 
aubretia Other non-EC countries None 

Argentina, Australia, Bolivia, 
Chile, New Zealand and Uruguay 

Phytosanitary certificate Gramineae Grasses and cereals 

Other non-EC countries None 
Allium ascalonicum Shallot All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Allium cepa Onion All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Allium porrum Leek All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Allium schoenoprasum Chives All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Helianthus annuus Sunflower All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Medicago sativa Alfalfa (lucerne) All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Oryza Rice All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Phaseolus Beans All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Prunus Includes cherry, plum, each, 

apricot and flowering almond 
All non-EC countries Phytosanitary certificate 

Rubus Blackberry, raspberry, 
dewberry and loganberry 

All non-EC countries Phytosanitary certificate 

Afghanistan, India, Iraq, Mexico, 
Nepal, Pakistan, South Africa1 

and the USA 

Phytosanitary certificate Secale Rye 

Other non-EC countries None 
Solanaceae (note tighter 
restriction on Solanum, 
see below) 

Includes aubergine, petunia, 
sweet peppers, tomato etc. 

All non-EC countries Phytosanitary certificate 

Solanum (stolon- and 
tuber-forming species) 

True seed of potato and 
related species 

All non-EC countries Prohibited 
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ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

Argentina, Australia, Bolivia, 
Chile, New Zealand and Uruguay 

Phytosanitary certificate Trifolium Clover 

Other non-EC countries None 
Afghanistan, India, Iraq, Mexico, 
Nepal, Pakistan, South Africa1 

and the USA 

Phytosanitary certificate Triticum Wheat 

Other non-EC countries None 
Afghanistan, India, Iraq, Mexico, 
Nepal, Pakistan, South Africa1 

and the USA 

Phytosanitary certificate X Triticosecale Triticale 

Other non-EC countries None 
Vitis Grape All non-EC countries Prohibited 
Zea mais Maize All non-EC countries Phytosanitary certificate 
All other seed  All non-EC countries None 

NOTES 
1 From 1 April 2003 
 
 
Section IV Cut flowers, foliage and vegetables 

This section includes cut flowers, parts of plants for decoration or culinary purposesand vegetables 

ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

Coniferae (note tighter 
restrictions on certain 
genera; see below) 

Conifers All non-EC countries Phytosanitary certificate 

Thailand Phytosanitary certificate 
Other non-EC countries None 

Orchidaceae Orchids 

All non-EC countries1 Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Abies Fir 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 

Acer macrophyllum Big leaf maple, Oregon 
maple 

USA Phytosanitary certificate 

Acer saccharum Sugar, hard or rock maple North America Phytosanitary certificate 
Aesculus californica California buckeye USA Phytosanitary certificate 
Apium graveolens1

 Celery, celeriac All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Arbutus menziesii Madrone USA Phytosanitary certificate 
Arctostaphylos spp. Bearberry, Mazanita USA Phytosanitary certificate 
Aster1 Aster Non-European countries Phytosanitary certificate 

Non-European countries Prohibited Castanea (with leaves) Sweet chestnut 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 

Castanea (without leaves) Sweet chestnut All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Cedrus Cedar 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Chamaecyparis False cypress 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 

Citrus and hybrids Orange, lemon, lime etc  All non-EC countries Prohibited 
Dendranthema Chrysanthemum All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Dianthus Pink, carnation All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Eryngium Sea holly, Eryngo Non-European countries Phytosanitary certificate 
Fortunella and hybrids Kumquat All non-EC countries Prohibited 
Gypsophila1 Gypsophila All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Heteromeles arbutifolia Toyon USA Phytosanitary certificate 
Hypericum1 St John’s wort Non-European countries Phytosanitary certificate 

Non-European countries Prohibited Juniperus Juniper 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Larix Larch 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 

Lisianthus1 Lisianthus Non-European countries Phytosanitary certificate 
Lithocarpus densiflorus Tanbark oak USA Phytosanitary certificate 
Lonicera hispidula Honeysuckle USA Phytosanitary certificate 
Momordica1 Balsam apple, bitter apple, 

balsam pear, bitter gourd, 
bitter cucumber etc 

All non-EC countries Phytosanitary certificate 

Ocimum1 Sweet basil etc All non-EC countries Phytosanitary certificate 
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ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

Pelargonium Geranium, pelargonium All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Algeria and Morocco Prohibited Phoenix Date palm 
Other non-EC countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Picea Spruce 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Pinus Pine 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 

Poncirus and hybrids Ornamental citrus All non-EC countries Prohibited 
North America Prohibited Populus (with leaves) Poplar and aspen 
Other non-EC countries Phytosanitary certificate 

Populus (without leaves) Poplar and aspen All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Prunus Includes cherry, plum, 

peach, apricot and flowering 
almond 

Non-European countries Phytosanitary certificate 

Non-European countries Prohibited Pseudotsuga Douglas fir 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Quercus (with leaves) Oak 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 

Quercus (without leaves) Oak All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Rhamnus californica Coffeeberry USA Phytosanitary certificate 
Rhododendron spp. (other 
than Rhododendron simsii) 

Rhododendron USA Phytosanitary certificate 

Rosa1 Rose Non-European countries Phytosanitary certificate 
Solanum melongena1 Aubergine, Egg plant All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Solidago1 Aaron’s rod, Golden rod All non-EC countries Phytosanitary certificate 
Trachelium1 

 Non-European countries Phytosanitary certificate 
Non-European countries Prohibited Tsuga Hemlock 
Non-EC European countries Phytosanitary certificate 

Umbellularia californica California laurel, Headache 
tree 

USA Phytosanitary certificate 

Vaccinium ovatum Box blueberry USA Phytosanitary certificate 
Viburnum spp. Viburnum USA Phytosanitary certificate 
Vitis Grape vine All non-EC countries Prohibited 
All other cut flowers, 
foliage and vegetables 

 All non-EC countries None 

NOTES 
1 From 1 April 2003 
 
 
Section V Potatoes 

ラテン名 一般的な名前 原産国 輸入条件等 

Switzerland Phytosanitary certificate Tubers of Solanum 
tuberosum intended for 
planting 

Seed potatoes 
Other non-EC countries Prohibited 

Tubers of other tuber-forming 
Solanum species intended 
for planting 

Seed potatoes 
(Exotic species) 

All non-EC countries Prohibited 

Algeria, Cyprus, Egypt, Hungary, 
Israel, Libya, Malta, Morocco, 
Slovenia, Slovakia, Switzerland, 
Syria, Tunisia and Turkey 

Phytosanitary certificate Tubers of Solanum 
tuberosum and other 
tuber-forming Solanum 
species, other than seed 
potatoes above 

Ware potatoes 

Other non-EC countries Prohibited 
Plants and seeds of stolon- 
and tuber-forming Solanum 
species 
and their hybrids intended for 
breeding or research in 
accordance with Commission 
Directive 97/46/EC 

Potato breeding 
material 

Non-EC countries Import licence from Defra 
or SEERAD and, wherever 
possible, a phytosanitary 
certificate 

NOTES 
For true seed of potato see Section III 
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