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FAO / WHO合同食品規格計画  

第 27回栄養・特殊用途食品部会 

日時 ： 2005年 11月 21日（月）～11月 25日（金） 
場所 ： ボン（ドイツ） 

議題 

１． 議題の採択 
２． コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 
３． 
 

栄養強調表示の使用に関するガイドライン：栄養成分表示の条件案

（Part B：食物繊維含有量について（ステップ７）） 
４． 表示を目的とした栄養素参照量の追加及び改訂案についての討議資料

５． 
 

乳児及び年少幼児用の穀物を主原料とする加工食品の規格改訂案 (ス
テップ７) 
乳児用調製粉乳及び特殊医療を目的とした乳児用調製粉乳の規格改訂

案 (ステップ７)  

Section A: 乳児用調整粉乳の規格改訂案 

６．(a) 
 

食品添加物の項目についての作業部会からの提案 
(b) Section Ｂ：特殊医療を目的とした乳児用調製粉乳（ステップ４） 

７． 乳児及び年少幼児向けの特別用途食品に使用される栄養素配合物の推

奨リスト（ステップ４） 
８． 健康強調表示の科学的根拠に関する勧告原案（ステップ４） 
９． 栄養・特殊用途食品部会における作業へのリスク分析の適用に関する

討議資料 
１０． その他の事項及び今後の作業 
１１． 次回会合の日程及び開催地 
１２． 報告書の採択 
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FAO/WHO 合同食品規格計画 第 27 回栄養・特殊用途食品部会概要 

 

１．開催日及び開催場所 
平成１７年（2005年）11月 2１日（月）～11月 2５日（金） 
ボン（ドイツ） 

 

２．参加国及び国際機関 

６８カ国 １加盟機関 ３３国際機関 合計３１５人 

 

３．我が国からの出席者 

厚生労働省医薬食品局基準審査課 

新開発食品保健対策室衛生専門官    調所 勝弘 

厚生労働省医薬食品局基準審査課 

新開発食品保健対策室衛生専門官    柊  寿珠 

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 課長補佐      宮廻 昌弘 

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課調査分析係長     宮田理恵子 

内閣府食品安全委員会事務局評価課係長               浦野  剛 

（独）国立健康・栄養研究所食品表示分析・規格研究部長      山田  和彦 

（財）日本健康・栄養食品協会                              田中喜代史 

国際酪農連盟日本国内委員会                        小出薫、土田博 

 

主要議題の審議概要 

議題３：栄養表示の使用に関するガイドライン：栄養成分表示の条件案（Part B：

食物繊維含有量について）（ステップ７） 

「定義」については、重合度については単糖類や二糖類は含まず、混合物の平均

重合度を反映させるものではないことを明確にするための修正を定義に加えた上

で、重合度３以上とすることに合意した。定義については、「例示された生理的機

能のうち一つは持たなければいけない」という文言を削除した上で、Properties

という項目を設け、生理的特性を残すことで合意された。 

分析方法については合意が得られず次回の部会でさらに議論することとした。 

強調表示の基準について、我が国は、日本では果物・野菜ジュースや、スープ

などの多くの液状の食品から食物繊維をとっており、また既に定義が策定されて

いる栄養素については液状タイプの基準が存在しているため、食物繊維について

も液状タイプも含めるべきであり、[液状タイプ]の括弧を外すべきであると主張

したが、合意が得られず、次回部会で検討することとされた。また、一食当たり

（per serving）の箇所については、摂取量当たりの割合を追加しさらに検討する
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こととされた。 

量的基準及び定量方法に関する討議は、次回に検討することとなった。 

本議題についてはステップ６に戻し、さらなるコメントを求め次回の部会で議論

することとなった。 

 

議題４：表示を目的とした栄養素参照量の追加及び改訂案についての討議文書 

 

昨年南アフリカを座長とする電子ワーキンググループ（以下「EWG」という。）

が、改訂NRV作成の原則、リストに掲載すべき栄養素、性別、年代、各国の現状等

を含めた討議文書を作成したが、新たに各国のコメントを取り入れ、改訂された

文書が提出され、南アフリカより説明がなされた。 

FAOより、12月に国連大学が FAO及び WHOと連携し栄養所要量の調和に関するワ

ークショップを開催する予定であり、そのレポートが来年完成する予定であるこ

とが報告された。 

本議題については、南アフリカを座長とする EWG により、表示を目的とした NRV

作成の原則、異なった集団におけるNRV設立の必要性等に焦点をあてた討議文書の

作成を続けることとなった。 

 

議題５：乳児及び年少幼児の穀物を主原料とする食品の規格改訂案（ステップ７） 

 必須成分「第 3.4 項 炭水化物」の糖質添加量について、乳幼児の肥満へのリス

クや健康への悪影響を考慮して、糖質の摂取を制限すべきであるという意見が出さ

れたものの、WHO/FAO の専門家会議での勧告等を根拠に、1.2g/100kJ（5g/100kcal）

とすることが合意された。 

 栄養強調表示については、ボツワナ等から、WHA 決議や栄養健康強調表示の使用

に関するガイドラインとの矛盾が生じること、国内で乳幼児向けの食品に栄養強調

表示が許可されていないこと等を根拠に、許可すべきではないという意見が出され

たものの、「科学的に妥当かつ厳密な試験により立証されれば国内法の下で栄養強

調表示を許可しても差し支えない」という規程で合意された。 

  本改訂案は、上記修正の上、ステップ８での採択のため、第 29 回コーデックス

総会に送付することが合意された。 

 

議題６：(a) 乳児用調整粉乳及び特殊医療を目的とした乳児用調製粉乳の規格改

訂案（ステップ７） 

セクション A：乳児用調製粉乳の規格改訂案（ステップ７） 

 「第 3.1 項 必須成分及び任意成分」については、ドイツを中心とする EWG と

ESPGHAN（ヨーロッパ・小児栄養消化器肝臓病学会）を中心とした国際専門家グル
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ープ（IEG）が栄養素の最小・最大レベルに関して、その科学的分析を含めた文書

を作成し、それに基づいて議論された。 

「第 3項 必須成分」のたんぱく質の窒素換算係数について、6.25 が提案された

ものの、合意が得られなかったことからさらに検討することとされた。 

必須成分については、成分毎の最大値及び指標上限値、等についてさらに検討

することとし、特に加盟国内で製造されている調整粉乳の成分量と規格案で提案

されている最大値との矛盾点についてドイツを中心とした EWGに 2006 年 2月 15日

までにコメントを送り、ドイツが次の部会までに資料を用意することとなった。 

「第 4 項 食品添加物」については、検討する時間がなかったことから次回の部

会で検討することとし、スイスを中心としたEWGが作成した改訂リストについて、

コメントを求めることとなった。 

本議題については、ステップ６に戻し、次回討議することとなった。 

また、次回も本会議前に WG を開催することが合意された。 

 

セクション B：特殊医療目的の乳児用調製粉乳の改訂規格案（ステップ４） 

 「第１項 適用範囲」については、セクション Aと同様、母乳代替品の販売に関

する国際規範（1981 年）、乳幼児の栄養摂取に関する国際戦略及び WHA 決議 54.2

（2001 年）等を考慮に入れるべき、との文等を挿入する等一部修正がなされた。 

「第 3項 必須成分及び品質要素」についてはセクション Aの議論が終了するま

で括弧の中に入れておくことが合意された。。 

「第 4項 添加物」については、EC からカラギナンを CCFAC に要請し、JECFA で

再評価するよう意見が出されたが、本項については、スイスを中心とする WG によ

って、今回の議論を踏まえ再度検討することとされた。 

本議題については、第 2９回コーデックス総会に対し、ステップ５での採択を勧

告することとなった。  
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ALINORM 06/29/26 
APPENDIX III 

 
GUIDELINES FOR THE USE OF NUTRITION CLAIMS: 

DRAFT TABLE OF CONDITIONS FOR NUTRIENT CONTENTS (PART B) DIETARY 
FIBRE 

(At Step 6 of the Procedure) 
 

COMPONENT             CLAIM                    CONDITIONS 
 
 
B.                                                   NOT LESS THAN 

Dietary Fibre 
 
 
 

Source 
 
 
 
 

High 

3 g per 100 g or 1.5 g per 100 kcal 
or [10 % of recommended intake] per 

serving* 

[(liquid foods: 1.5 g per 100 ml)] 
 

6 g per 100 g or 3 g per 100 kcal 
or [20 % of recommended intake] per 

serving* 

[(liquid foods: 3 g per 100 ml)] 
 

* Serving size [and recommended intake] to be determined at national level. 
 
Definition and properties of dietary fibre: 
Definition: 
Dietary fibre means carbohydrate polymers1 with a degree of polymerisation (DP) not lower than 3 
[,which are neither digested nor absorbed in the small intestine. A degree of polymerisation not 
lower than 3 is intended to exclude mono- and disaccharides. It is not intended to reflect the average 
DP of a mixture. Dietary fibre consists of one or more of: 

• Edible carbohydrate polymers naturally occurring in the food as consumed, 
• carbohydrate polymers , which have been obtained from food raw material by physical, 

enzymatic or chemical means,. 
• synthetic carbohydrate polymers. 

Properties: 
Dietary fibre generally has properties such as: 

• Decrease intestinal transit time and increase stools bulk 
• fermentable by colonic microflora 

 
 
 

 
1 When derived from a plant origin, dietary fibre may include fractions of lignin and/or other compounds when associated with 
polysaccharides in the plant cell walls and if these compounds are quantified by the AOAC gravimetric analytical method for 
dietary fibre analysis : Fractions of lignin and the other compounds (proteic fractions, phenolic compounds, waxes, saponins, 
phytates, cutin, phytosterols, etc.) intimately "associated" with plant polysaccharides are often extracted with the 
polysaccharides in the AOAC 991.43 method. These substances are included in the definition of fibre insofar as they are 
actually associated with the poly- or oligo-saccharidic fraction of fibre. However, when extracted or even re-introduced into a 
food containing non digestible polysaccharides, they cannot be defined as dietary fibre. When combined with olysaccharides, 
these associated substances may provide additional beneficial effects. 
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• Reduce blood total and/or LDL cholesterol levels 
• Reduce post-prandial blood glucose and /or insulin levels. 

 
With the exception of non-digestible edible carbohydrate polymers naturally occurring in foods as 
consumed where a declaration or claim is made with respect to dietary fibre, a physiological effect 
should be scientifically demonstrated by clinical studies and other studies as appropriate. The 
establishment of criteria to quantify physiological effects is left to national authorities. 
 
RECOMMENDATIONS TO CODEX COMMITTEES USING THIS DEFINITION OF 
DIETARY FIBRES 
Codex Committees, when making use of this definition, may wish to consider that: 

• Food safety requirements should be met by the substances purporting to be presented as 
source of dietary fibres; 

• The physiological effects listed in the definition may vary with the substances present in 
the foods and the justification for the use of the nutrition and health claims must 
accommodate this diversity; 

• If the dietary fibre does not derive from plants, it may be appropriate to consider, when 
establishing labelling provisions, that consumers in many countries generally regard 
foods designated as sources of dietary fibre as having a plant origin. 

 
Methods of Analysis for Dietary Fibre 
 


