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FAO / WHO 合同食品規格計画 

第 31 回分析・サンプリング法部会 

日時 ： 2010 年 3 月 8 日（月）～ 3 月 12 日（金） 

場所 ： ハンガリー ブダペスト 

 

 

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． バイオテクノロジー応用食品中の特定 DNA シークエンス及び特定タン

パク質の検出、同定、定量に関する分析法の規準についてのガイドラ

イン原案(ステップ３) 

４． 測定の不確かさに関するガイドライン改訂原案(ステップ３) 

５． コーデックス規格の分析法条項の承認 

６． サンプリングの不確かさに関する指針 

７． ナチュラルミネラルウォーターの分析法 

８． 分析法に関する国際機関間会合の報告 

９． その他の事項及び今後の作業 

１０． 次回会合の日程及び開催地 

１１． 報告書の採択 

※標記会合に先立ち、2010年 3月 6日（土）に「分析法の承認に関する作業部
会」が開催された。 
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第 31回分析・サンプリング法部会（CCMAS）概要  

 

１．開催日及び開催場所 

日時： 2010年 3月 8日（月）～3月 12日（金） 

場所：ブダペスト（ハンガリー） 

 

２．参加国及び国際機関 

46加盟国、1加盟機関（EU）、15国際機関が参加、参加総数は 162名 

 

３．我が国の出席者 

農林水産省大臣官房審議官兼消費・安全局          山田 友紀子 

厚生労働省医薬食品局食品安全部 

企画情報課 国際食品室国際調整専門官 井関 法子 

厚生労働省医薬食品局食品安全部 

監視安全課 健康影響対策専門官    大原 拓 

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 課長補佐     浮穴 学宗 

国立医薬品食品衛生研究所食品部 第三室長         渡邉 敬浩 

テクニカルアドバイザー 

公立大学法人奈良県立医科大学地域健康医学講座 助教    佐伯 圭吾 

国立医薬品食品衛生研究所 食品部長            松田 りえ子 

日本食品衛生協会                     井上 誠 

日本食品衛生協会                     杉本 敏明 

 

４．主要議題の概要 
主要議題の概要は以下のとおり。 

 

議題 3：バイオテクノロジー応用食品中の特定 DNAシークエンス及び特定タンパ

ク質の検出、同定、定量に関する分析法の規準についてのガイドライン原案 

 アルゼンチン、ドイツ及び英国を議長とする電子作業部会で議論されてきた原

案をもとに議論され、最終的に全体の合意が得られた。本ガイドライン案はステ

ップ 5/8で採択するよう第 33回総会に諮ることで合意された。 

 我が国は、全体的な議論及び会議期間中のワーキングループに積極的に参画し、

各種の提案を行いガイドライン案策定に貢献した。議論の詳細は以下の通り。 

 

（１）スコープについて 

 ①特定 DNA シークエンス及び特定タンパク質の分析法は、モダンバイオテク

ノロジー応用食品（バイテク食品）だけに適用されるものでないこと等から、ス

コープに「foods derived from modern biotechnology」という文言を含まない「代替

案」が適切であるとする国と、②本ガイドラインは当初、バイオテクノロジー応

用食品特別部会からの付託を受けて、バイテク食品の分析法のガイドラインとし
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て作成が進められてきた経緯があり、前回会合でスコープの拡張は合意されたも

のの、バイテク食品を対象に含むことを明確化する観点から当該文言を含むべき

とする国とで大きく意見が分かれた。 

 我が国は、スコープについては、前回の会議で膨大な時間を費やして合意が得

られたものであることから、再度議論することは避け、本文の内容の議論に集中

するべき旨を主張した。 

議論の結果、「代替案」をベースに「foods derived from modern biotechnology」

という文言を含める形に修正され、合意された。 

（２）本文について 

我が国から、一般的な説明が多く結果として不必要に長い文書となっているこ

とを指摘し、基本的に電子作業部会による原案の構成を採用しつつも、内容が重

複する部分の削除などについて、我が国が提案した修正内容も含め議論が行われ、

修正が加えられることとなった。 

また、我が国は、利用者の利便性の観点から、別添に分散して記述されている

分析法のクライテリア（数値目標）を分かりやすく１つにまとめ、表形式で本文

中に挿入することの提案も行ったが、特に表現ぶりについて限られた会議時間で

の合意には至らず、表の挿入については最終的には見送られた。 

（３）タイトルについて 

「foods derived from modern biotechnology」という文言を含まないタイトルを支

持する国と、バイテク食品を含むことを明示的に示した当該文言を含むタイトル

を支持する国で大きく意見が分かれ議論が平行線となった。 

議長から、タイトルが決まらないことでガイドラインの策定を延期することは

利用者のためにならない旨の指摘があり、各国に対し妥協が求められ、最終的に、

注釈で「foods derived from modern biotechnology」をカバーする以下の修正案によ

り合意に至った。 

修正タイトル：Draft Guidelines on Performance Criteria and Validation of Methods 

for Detection, Identification and Quantification of Specific DNA 

Sequences and Specific Proteins in Foods 

* for applications such as food derived from modern biotechnology, 

food authentication, food speciation and other purposes 

 

 

議題 4：測定の不確かさに関するガイドライン改訂原案  

電子作業部会の議長の英国より、いくつかの国から測定の不確かさについてよ

り詳細な説明が欲しいとの要望があったため、本原案では特に基準への適合判定

の観点からより詳細な説明をしていること、基準値設定の際に考慮することが重

要であること、また、以前の会合で合意されているとおりサンプリングの不確か

さは含まないことの説明があった。 

我が国からは、本改訂は現行のガイドライン（CAC/GL 54-2004）を適用する上

で、各国の助けとなる必要な説明に絞るべきであり、本来の目的に反し新たな要

求事項や行動規範を付加することは不適切であること、混乱を避ける観点からサ
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ンプリングの不確かさについては本ガイドラインの改訂では検討すべきでないこ

と、紛争が生じる状況について測定の不確かさの観点から記述した内容について

は既にガイドライン（CAC/GL 70-2009）が存在するため本ガイドラインで説明
は不要であること、試験所に ISO17025の認証取得を求めることは他のコーデッ
クスガイドラインとの整合からも過剰な要求であること等を指摘し、これらの修

正提案が受け入れられた。 

議論の結果、各国からの意見を踏まえた改訂原案についてステップ５に進める

ことで合意された。 

 

議題 5：コーデックス規格の分析法条項の承認 

チョウザメキャビアの規格、牛乳・乳製品の規格、プリザーブドトマトの規格、

ココアパウダーの規格に関連し、更新を含め、70以上の分析法が承認された。 
 
 また、栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）から提出された食物繊維の分析
法に関し、提案されている分析法の多くは本来 Type Iとされるべきであるが、分
析対象に重複があることから、現段階ではコーデックスで広く利用可能なよう

Type IVとした上で、CCNFSDUに対し分析対象を正確に規定することを求め、
結果を踏まえ検討することで合意した。 
 

議題 6：サンプリングの不確かさに関する指針 

討議文書を作成した電子作業部会の議長の英国より、本文書は、サンプリング

の不確かさの取扱に関連したいくつかの論点を明らかにするために作成したもの

であり、将来的に何らかのガイドラインや測定の不確かさ（議題４）と同様の説

明が必要と考えられること、特に、サンプリングの不確かさは測定の不確かさと

同様にロットを受け入れるかどうか決める上で重要な問題であるが、一方で、多

くの食品についてサンプリングの不確かさは非常に大きいため実際の管理措置の

実行場面で考慮することは実際的ではないことから、今後どのように進めるか議

論が必要である旨説明があった。 

部会としては、サンプリングの不確かさを新規作業とすることは、科学データ、

情報をさらに収集して議論することが必要であり、現在の知見では時期尚早であ

るため、原案の討議文書を新規作業として進めないとの見解で合意された。 

 

一方、問題の多くは適合評価（conformity assessment）のやり方に由来するも

のであり、サンプリングの不確かさ及び測定の不確かさを含めた適合性評価に関

する原則を検討すべきとのニュージーランドの意見があった。また、ブラジルが

懸念を表明している「分析（試験）結果の違いに起因する紛争を解決するための

ガイドライン（CAC/GL 70-2009）」に関連し、当ガイドラインは紛争の原因に
関し限定的な部分しか扱っていないことから、生産者にとってコーデックスの基

準値に適合しているかについてどのように評価するか、一般的ガイダンスが必要

との意見があった。 

議論の結果、測定の不確かさ及びサンプリングの不確かさと適合性評価及び紛
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争解決の手順を関連付けたガイドラインの検討を行うに当たっての新たな電子作

業部会（ブラジルが議長、ニュージーランドが協力）を立ち上げ、次期会合に向

け、生産物の分析に関する適合性評価と紛争解決についての討議文書を作成する

こととなった。 

 

 

議題 7：ナチュラルミネラルウォーターの分析法  

ナチュラルミネラルウォーターの規格に関し、各国から情報提供された重金属、

表面活性物質、農薬、PCB、鉱油、多環芳香族炭化水素の分析法のリストを基に、

本部会では、それぞれの物質の最大基準値と照らして分析法に要求される規準（ク

ライテリア）を示すとともに、クライテリアに適合する分析法を提示する形式で

まとめることで合意した。 
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（参考） 

 

分析・サンプリング法部会（CCMAS）の作業と今後のアクション 

事項 ステップ 今後のアクション 

食品中の特定 DNA 配列及

び特定タンパク質の検出、

同定、定量のための分析法

の性能規準及びバリデーシ

ョンに関するガイドライン

案 

ステップ 5/8 第 33回総会 

 

個別規格及び規格案の分析

法の承認 

― 第 33回総会 

測定の不確かさに関するガ

イドライン修正案 

ステップ 5 第 33回総会 

第 32回 CCMAS 

測定の不確かさ及びサンプ

リングの不確かさと適合性

評価及び紛争解決の手順を

関連付けたガイドラインの

検討 

―  第 32回 CCMAS 

電子作業部会（ブラジル、ニ

ュージランド） 
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