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FAO / WHO 合同食品規格計画 

第 4 回汚染物質部会 

日時 ： 2010 年 4 月 26 日（月）～4月 30 日（金） 

場所 ： イズミール（トルコ） 

 

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/タスクフォースからの付託事項 

３．(a) FAO 及び WHO（JECFA を含む）からの関心事項 

３．（b） その他国際機関からの関心事項 

４． 
核果蒸留酒中のエチルカーバメート低減のための実施規範原案（ステ

ップ 4） 

５． 食品及び飼料中のメラミンの最大基準値原案（ステップ 4） 

６． 
ブラジルナッツにおける総アフラトキシンの最大基準値原案（ステッ

プ 4） 

７． 
堅果中のアフラトキシン汚染の防止及び低減のための実施規範（ブラ

ジルナッツのための追加措置に関する付属文書）改訂原案（ステップ 4）

８． 
トウモロコシ及びその加工品中のフモニシンの最大基準値原案及びサ

ンプリングプラン原案（ステップ 4） 

９． ソルガム中のカビ毒に関する討議文書 

１０． JECFA による汚染物質及び自然毒の優先評価リスト 

１１． その他の事項及び今後の作業 

１２． 次回会合の開催日程及び開催地 
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第 4回汚染物質部会（CCCF）概要 

 

１． 日時及び開催場所 

日時：2010年 4月 26日（月）～4月 30日（金） 

場所：イズミール（トルコ） 

 

２． 参加国及び国際機関 

64加盟国、1加盟機関、12国際機関 合計 182人 

 

３． 我が国からの出席者 

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 室長 日下 英司                
厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 基準審査課 課長補佐    入江 芙美 
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 
農林水産省 消費・安全局 消費・安全政策課 リスク管理専門官 漆山 哲生 
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 課長補佐      浜谷 直史   
内閣府 食品安全委員会事務局 評価課 評価専門官        右京 政補 
内閣府 食品安全委員会事務局 評価課 技術参与               小山 典子 
東京国税局 課税第二部 鑑定官室 鑑定指導室 鑑定官          大江 吉彦 
東京国税局 課税第二部 鑑定官室 鑑定指導室 財務技官     藤田 大輔 
（独）酒類総合研究所品質・安全性研究部門 主任研究員     橋口 知一 
 

４． 主な審議結果 

主要議題の概要は以下のとおり。 

 

議題２．コーデックス総会及びその他の部会/タスクフォースからの付託事項  

○ナチュラルミネラルウォーターの改訂規格 

2008年の総会で暫定採択されたナチュラルミネラルウォーターの改訂規格

（CODEX STAN 108-1981）の、「セクション 3 組成と品質関連事項; 3.2特定の

物質についての健康関連の基準」中、定量限界未満とされた、3.2.17界面活性

剤、3.2.18農薬及び PCB1類、3.2.19鉱油、3.2.20多環芳香族炭化水素（PAH2）

について、今年 3月の CCMASにおいて分析法が決定されたことを受け、当該

基準値について最終的に本部会として採択するかどうか、また、これらの物質

を GSCTFFに組み込むかどうかについて議論され、最大基準値を設定する電子

作業部会（議長国：米国及びオランダ）を設置し、次回会合で議論することで

合意された。電子作業部会への委任事項は以下のとおり。 

 安全性の基準と品質の基準を区別するためのクライテリア作成 

 3.2の条項中、上記クライテリアに基づき安全性の基準とみなす物質の特定 

                                                  
1 PCB: Polychlorinated Biphenyl 
2 PAH: Polynuclear Aromatic Hydrocarbons 
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 界面活性剤、農薬及び PCB類、鉱油、PAHに関して、これらの物質群、あ

るいは、物質群の中の特定の物質に対する、より適切な最大基準値の検討 

 3.2の条項内で安全性の基準とされたもの全てを GSCTFFに組み入れるの

か、ナチュラルミネラルウォーターの規格に残すかどうかの検討 

 

○加工果実・野菜の規格に含まれる汚染物質（鉛及びスズ）（第 62回執行委員会か

らの付託事項） 

CCPFVにおいて、個別規格に替わり策定された果実・野菜缶詰の一般規格

に含まれる汚染物質（鉛及びスズ）の最大基準値に関する GSCTFF上の取り扱

いについて議論され、Schedule Iで既に廃止された個別食品規格を参照してい

る部分について、最新の個別規格における対象食品名と一般規格の基準値に置

き換えるという修正を加えることについて合意された。鉛については、本年 6

月の第 73回 JECFAで再評価が予定されていることから、今次部会では議論せ

ずにこの評価結果を待って最大基準値の取り扱いを検討することで合意され

た。 

 

 

議題４．核果蒸留酒中のエチルカーバメート低減のための実施規範原案（ステップ 4） 

実施規範原案に対して各国より提出されたコメントを反映させた修正原案がドイ

ツより提示され、これに基づいて討議が行われた。 

エチルカーバメート（EC）生成可能性を把握するためのシアンレベルの設定（1 

mg/l）について、シアンと ECの量的関係（シアン 1 mg/lから EC 0.4 mg/lが生成
する）を踏まえれば、これは、ECの基準値設定と解釈されかねないとの懸念が示さ

れたが、管理のためのシアンレベル設定の有用性を踏まえ、製造過程でのモニタリン

グ値としてのシアンレベルは原案中に残すことで合意された。 

この他、銅剤の添加や後留（蒸留の後期に留出する画分。ECが比較的多く含まれ

る）の扱い等について高度に専門的、技術的なコメントが寄せられ、さらに、文書の

基本的な構成にかかる多くの指摘がなされ、今次部会で全て討議し尽くすことが困難

となり、ステップ 3に差し戻し、電子作業部会を設置して（議長国：ドイツ）次回会

合用に修正原案を作成することとなった。 

 

 

議題５．食品及び飼料中のメラミンの最大基準値原案（ステップ 4） 

「乳児用調製粉乳については 1 mg/kg、食品（乳幼児用調製粉乳を除く）及び飼料

については 2.5 mg/kg」とする最大基準値原案については全般的に賛成が示され、ス

テップ 5/8で総会に最終採択を諮ることで合意された。 

なお、EUは、承認されている資材等を使用する結果として、食品及び飼料に残留

するメラミン濃度が 2.5 mg/kgを超える 3つの可能性、すなわち①殺虫剤や動物用医

薬品としてのシロマジンの使用、②容器・包装へのメラミンの使用、③不純物として

メラミンを含む尿素関連物質（グアニジノ酢酸、尿素、ビウレット）の飼料添加物・

飼料原料としての使用、について除外規定を設けるよう提案し、これらについては
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GSCTFF内の Notes and Remarksに記載することで合意された。 

また、多くの国が液体の乳幼児用調製乳については 0.5 mg/kgとする提案を支持し

たことから、この原案についてはステップ 3で回付し、次回会合で議論することで合

意された。 

 

 

議題６．ブラジルナッツにおける総アフラトキシンの最大基準値原案（ステップ 4） 

ブラジルが提案した最大基準値原案「殻剥き（直接消費用）10 μg/kg、殻剥き（加
工用）15 μg/kg、殻付き 20 μg/kg」について検討が行われた。 

GSCTFFでは汚染物質の最大基準値は可食部分に適用することが望ましいとされて
いること、また、他の堅果（アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオ）について

は、殻の有無によって異なる最大基準値とはなっていないことから、ブラジルナッツ

のみについて殻付きについて別個の最大基準値を設定するのは妥当ではない旨の発言

が相次ぎ、この結果、殻付きと殻剥きとを区分しての基準値設定は行わないこととし、

殻剥きのブラジルナッツについて、他の堅果と同様の「直接消費用 10 μg/kg、加工用
15 μg/kg」とする最大基準値案を、ステップ 5/8で総会に諮ることで合意された。 

 

 

議題７．堅果中のアフラトキシン汚染の防止及び低減のための実施規範（ブラジルナ

ッツのための追加措置に関する付属文書）改訂原案（ステップ 4） 

本改訂原案については、アフラトキシン生成を防ぐための安全な水分レベルや乾燥

に関する若干の文言修正がなされた上で、ステップ 5/8で総会に諮ることとなった。 
 
 
議題８．トウモロコシ及びその加工品中のフモニシンの最大基準値原案及びサンプリ

ングプラン原案（ステップ 4） 

ブラジルが提案したフモニシン B1＋B2 に関する最大基準値原案「未加工のトウモ
ロコシ 5 mg/kg、トウモロコシ粉 2 mg/kg、ポップコーン 2 mg/kg、トウモロコシを
原料とする乳児向け食品 0.5 mg/kg、トウモロコシを原料とする朝食用シリアル・ス
ナック・チップス 1 mg /kg」について検討が行われた。 
複数の国が、原案の数値は高すぎるとしてとして、各食品に、より低い基準値を設

定すべきと主張し、様々な数値が提案されたが、結局、JECFA の再評価（2011 年 6
月の予定）が出るまでは議論を中断し、来年 3-4 月に予定されている次回会合では議
題としないこととなった（本作業は 2012年の第 6回会合で再開される見通し）。 

 
 

議題９．ソルガム中のカビ毒に関する討議文書 

チュニジアが討議文書を用意することになっていたが、本部会に提出されなかった

ため、実質的な議論は行われなかった。スーダンがチュニジアからの作業を引き継ぎ、

ソルガムを汚染するカビ毒及び産生菌とそのソルガムの汚染実態に焦点を当てた討議

文書を次回会合までに準備することで合意された。 
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議題１０．JECFAによる汚染物質及び自然毒の優先評価リスト 

「JECFA による汚染物質及び自然毒の優先評価リスト」に関する会期中作業部会
（議長国：オランダ）からの提案を受けて、フモニシン、3-MCPD エステル、青酸グ
リコシドをリスト中に維持し、フモニシンと 3-MCPDエステルを high priorityとする
ことで合意された。 
なお、今回の会期中作業部会では、新たな試みとして、第 72回 JECFA及びその他
の専門家会合の結果を受けて、本部会として何を実施すべきかについても議論が行わ

れた。作業部会では、時間の関係上、JECFAで評価された 6物質のうち 3物質（アク
リルアミド、ヒ素、DON）についてのみ議論が行われたことから、本部会でもこの物
質について今後の対応について検討した。なお、今回の作業部会で議論できなかった

物質もあることから、次回会合会期中の優先評価リストに関する作業部会においても、

今回と同様、本部会としての対応についての議論がなされる見通しである。 
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汚染物質部会（CCCF）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 

食品及び飼料中のメラミンの最大

基準値原案 

5/8 ・ 各国政府 
・ 第 33回総会 

ブラジルナッツにおける総アフラ

トキシンの最大基準値原案 
堅果中のアフラトキシン汚染の防

止及び低減のための実施規範（ブラ

ジルナッツのための追加措置に関

する付属文書）改訂原案 
メラミンの最大基準値原案（液体乳

幼児用調製乳） 

3 ・ 各国政府 
・ 第 5回 CCCF 

核果蒸留酒中のエチルカーバメー

ト低減のための実施規範原案 

3 ・ 各国政府 
・ 電子作業部会（議長国：

ドイツ） 
・ 第 5回 CCCF 

トウモロコシ及びその加工品中の

フモニシンの最大基準値原案及び

サンプリングプラン原案 

4 － 

穀物及びその加工品中のデオキシ

ニバレノール（DON）及びそのア
セチル体に関する最大基準値原案

（新規作業） 

1/2/3 ・ 第 33回総会 
・ 電子作業部会（議長国：

カナダ） 
・ 各国政府 
・ 第 5回 CCCF 

乾燥イチジク中のアフラトキシン

の最大基準値原案 

1/2/3 ・ 第 33回総会 
・ 電子作業部会（議長国：

トルコ） 
・ 各国政府 
・ 第 5回 CCCF 

JECFA による汚染物質及び自然毒
の優先評価リスト 

－ ・ 各国政府 
・ 第 5回 CCCF 

ナチュラルミネラルウォーターの

改訂規格（CODEX STAN 108-1981）
における特定の物質についての健

康関連の基準規定の承認 

－ ・ 電子作業部会（議長国：

アメリカ） 
・ 第 5回 CCCF 

ソルガム中のカビ毒に関する討議

文書 
－ ・ スーダン 

・ 第 5回 CCCF 
コメ中のヒ素に関する討議文書 － ・ 電子作業部会（議長国：

中国） 
・ 第 5回 CCCF 

新たな手法に基づくリスク評価を

踏まえたリスク管理オプションに

ついてのガイダンスに関する討議

－ ・ 電子作業部会（議長国：

アメリカ） 
・ 第 5回 CCCF 
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文書 
ココア中のオクラトキシン A に関
する討議文書 

－ ・ 電子作業部会（議長国：

ガーナ） 
・ 第 5回 CCCF 

食品中のフランに関する討議文書 － ・ 電子作業部会（議長国：

アメリカ） 
・ 第 5回 CCCF 

食品及び飼料中のピロリジジンア

ルカロイドに関する討議文書 
－ ・ 電子作業部会（議長国：

オランダ） 
・ 第 5回 CCCF 

GSCTFFの修正 － ・ 電子作業部会（議長国：

EU） 
・ 第 5回 CCCF 
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