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 FAO／WHO合同食品規格計画 

第 33 回 コーデックス総会 

日時 ： ２０１０年７月５日（月）～７月９日（金）  
 場所 ： ジュネーブ（スイス） 

 

仮議題 

1. 議題の採択 

  2． 第 63回、64回執行委員会の報告 

3． 手続きマニュアルの修正 

  4． ステップ８の規格案と関連文書（ステップ６,７を省略するための勧告を付
してステップ５で提出されたもの及び迅速化手続きのステップ５で提出

されたものを含む） 

  5． ステップ５の規格原案と関連文書 

  6． 既存のコーデックス規格と関連文書の廃止 

  7． コーデックス規格と関連文書の修正 

  8． 新規作業及び作業中止の提案 

  9． 総会、部会及び特別部会の報告から提起された事項 

10． 財政及び予算に関する事項 

11． コーデックス委員会の戦略計画 

a) 全般的な実施状況 

b) コーデックス事務局の評価 

12． コーデックス委員会と他の国際組織との関係 

13 プライベートスタンダードの影響に関する検討 

14． FAO及びWHOから提起された事項 

a) コーデックスへの参加促進のための FAO/WHO プロジェクト及び信託基
金 

b) FAO及びWHOから提起されたその他の事項 

15． コーデックス委員会議長・副議長の選出 

16． コーデックス部会と特別部会の議長を指名する国の指定 

17． その他の作業 

18． 報告書の採択 
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第 33 回コーデックス総会の主な検討議題 

 

日時：2010 年 7 月 5 日（月）～7月 9日（金） 

場所：ジュネーブ（スイス） 

 

主要議題の検討内容 

 

仮議題３. 手続きマニュアルの修正 

〈添加物部会（CCFA）〉 

事項 概要 
セクション II“コーデック
ス文書の策定”にある個別
食品規格の様式の食品添

加物のセクションの改訂

案 

手続きマニュアル中の「個別食品規格の様式」の食品添加物

のセクションに、「香料の使用は「香料の使用に関するガイ

ドライン（CAC/GL 66-2008）」に従う」という一文を挿入す
ることが合意されたもの。 

 

〈食品衛生部会（CCFH）〉 

事項 概要 
食品衛生部会によって適

用されるリスク分析の原

則及び手続き原案 

リスク評価とリスク管理の関係などを明確にした、CCFHに
適用されるリスク分析の原則及び手続き原案。2010 年 4 月
の第 26回一般原則部会（CCGP）で、本体と付属文書との間
の記載の重複等について議論があったが、特に修正無く承認

された。 

 

＜一般原則部会（CCGP）＞ 

事項 概要 
コーデックス各部会及び

特別部会の議長向けガイ

ドラインの改訂案 

「コーデックス各部会及び特別部会の議長向けガイドライ

ン」の中に、議論が膠着した場合の議長の対応について、「討

議の中、意見の対立がある場合、議長はコンセンサスが得ら

れたかどうか判断する前に、対立する議論を調整するよう努

めることによって、関心を有するメンバーの意見が確実に考

慮されるようにしなければならない。」の一文を追記した。

コーデックス各部会及び

特別部会の開催のための

ガイドラインの修正案 

「コーデックス各部会及び特別部会の開催のためのガイド

ライン」の一部を修正し、共同開催の手続きの明確化等を図

ったもの。 
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〈執行委員会（CCEXEC）〉 

事項 概要 
作業の優先順位付けのた

めの規準の改訂及び作業

の優先順位付けのための

規準を個別食品に適用す

るためのガイドラインの

挿入 

個別食品規格の新規作業提案の手続きの明確化を図るため、

執行委員会が、手続きマニュアルにある「作業の優先順位付

けのための規準」の見直しを検討し、一般規格策定時におい

ての検討事項として、対象となる事項の従属性（Amenability）
及び課題の大きさを追加した。また、今まで執行委員会内部

で運用されてきた「作業の優先順位付けのための規準を個別

食品に適用するためのガイドライン」に、ある食品について

地域規格策定を検討する際、他の地域で当該食品の貿易実態

がある場合には、執行委員会は関連する個別食品部会に国際

規格策定の是非を問う旨を明記しさらに当該ガイドライン

を手続きマニュアルに組み込むことで合意したもの。 

 

 

仮議題４．ステップ 8、5/8及び 5（迅速化手続き）の規格案及び関連文書 

 

Part 1 - ステップ 8、5/8及び 5（迅速化手続き）の規格案及び関連文書 

〈生鮮果実･野菜部会（CCFFV）〉 

事項 概要 

ビターキャッサバの規格

案（セクション 6－表示の
規定－） 
 

第 31回総会で、調理方法に関する記述が不足しているとの指
摘があり、表示に係るセクションがステップ 6 に、その他の
規定についてはステップ 8に保留されていたもの。 
含有されるシアン化水素低減のための経験に基づいた調理方

法が追記され、第 38回食品表示部会で承認された。 

リンゴの規格案 1998年に作業が開始された、りんごの品質に関する規格。2010
年に作業が終了しない場合は、作業を中止するよう、執行委

員会から勧告されている。 

 

〈魚類・水産製品部会（CCFFP）〉 

事項 概要 

魚類・水産製品実施規範案

（ロブスター及びカニに

関するセクション並びに

関連定義） 

魚類・水産製品に関する実施規範案のうち、ロブスター（セ

クション 13）、カニ（セクション番号未設定）及びその定義に
関する事項。 

チョウザメキャビアの規

格案 
チョウザメ科の 4 つの属とそれらの交雑種から採取される魚
卵をキャビアとする規格。 
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〈栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）〉 

事項 概要 
食物繊維の分析法リスト 「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（Part B：食物繊維含有量について）」でカバーされな
い重合度 3－9のものについて、それを食物繊維と定義するか
どうかは各国が判断できることとなっていることに関連し、

既存の食物繊維の分析法リストの修正について議論されてき

たもの。 
測定可能な物質ごとに分類された（低分子量画分と高分子

量画分のいずれを測定する分析法か、また、個別の特定成分

を測定する分析法か）分析法の修正リスト。 

 

＜食品衛生部会（CCFH）＞ 

事項 概要 
生鮮野菜・果実に関する衛

生実施規範の葉物ハーブ

を含む緑色葉物野菜に関

する付属文書原案 

生産から消費に至るまでの間、加熱調理されない葉物野菜（無

包装のものも含め、消費段階で殺菌処理を経ずにそのまま消

費される生鮮野菜に限定）について、微生物による食品安全

リスクを低減するため特に配慮が必要な追加的要件を整理し

た付属文書。 

海産食品におけるビブリ

オ属菌に関する衛生実施

規範原案 

海産食品のフードチェーンを通じて、ビブリオ属菌による健

康危害を最小限に抑える上で要となる管理方法を整理したガ

イドライン。 

貝類中の腸炎ビブリオ及

びビブリオ・バルニフィカ

スの管理手法についての

付属文書 

貝類中のビブリオ・パラヘモリティカス及びビブリオ・バル

ニフィカスについて、上記ガイドラインでカバーしきれない

管理事項を整理した付属文書。 

 
＜乳・乳製品部会（CCMMP）＞ 

事項 概要 

発酵乳飲料に係る発酵乳

規格修正原案 
発酵乳規格に、「発酵乳を基にした飲料(drinks based on 
fermented milk)」に関する記載を加えた修正原案。発酵乳の最
小含量について、40 % とすることで合意された。我が国の従

来の主張が通ったもの。 

 

＜食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）＞ 

事項 概要 

海外公的検査及び認証制

度の評価実施のための原

則及びガイドライン 

輸出国の食品に関する検査、認証制度について輸入国が評価を

実施する際、その評価が効果的、効率的、かつ透明性・一貫性

を保った対応となるよう、輸出・輸入国双方の当局のために策

定されるガイドライン。評価する手順、適切な評価手法選択の

必要性、輸出国から評価要請がある際の輸入国の対応等が規定

されている。 
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＜分析・サンプリング部会（CCMAS）＞ 

事項 概要 

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

イドライン原案 

食品中の特定の DNA 配列又はタンパク質を検出、同定する分
析法を設定する際のガイドライン。適切なバリデーションの規

準と、性能特性に基づく規準に分析法が整合するかどうかの判

断基準を示したもの。 
 

 

 

＜食品添加物部会（CCFA）＞ 

事項 概要 

食品添加物の一般規格

（GSFA）の食品添加物条
項案及び原案 

食品添加物と食品群との組み合わせで、計 123 となる食品添加

物条項案及び原案。 

加工助剤に関するガイド

ライン及び原則原案 

加工助剤の定義とその安全な使用に関する原則を示した文書。

食品添加物国際番号シス

テム（INS）の修正原案 
FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）による評価が
終了した食品添加物等に国際番号（INS）を割り当てるもの。
既に番号が割り当てられている添加物についても、JECFAの仕
様書と不整合のあった機能名については記述が修正された。 

食品添加物の同一性及び

純度に関する規格原案 
第 71 回 JECFAにおいて設定された、28の食品添加物の同一性
及び純度に関する規格原案。 

 

＜一般原則部会（CCGP）＞ 

事項 概要 

食品の国際貿易における

倫理規範の改訂案 

消費者の健康保護と公正な貿易の確保のための、国際貿易に

おける倫理を規定した規範の改訂案。 

 

＜残留農薬部会（CCPR）＞ 

事項 概要 

農薬最大残留基準値

（MRL）案 
第 42 回 CCPR で審議された、作物と農薬との組合せで 6 つの

MRL 案。 

農薬最大残留基準値

（MRL）原案 
第 42 回 CCPR で審議された、作物と農薬との組合せで 199 の

MRL 原案。 

 

＜汚染物質部会（CCCF）＞  

事項 概要 

食品及び飼料中のメラミ

ンの最大基準値原案 
非意図的な、やむを得ない食品及び飼料中へのメラミンの混

入に対して、乳児用調製粉乳については 1 mg/kg、食品（乳幼
児用調製乳を除く）及び飼料については 2.5 mg/kgとする最大
基準値原案。（なお、承認されている資材等の使用により残留
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するメラミン濃度が 2.5 mg/kgを超える可能性を考慮した例
外規定を設けることに合意） 

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 

殻剥きのブラジルナッツについて「直接消費用 10 μg/kg、加
工用 15 μg/kg」とする最大基準値案。 

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 

アフラトキシン生成を防ぐための、ブラジルナッツ採集乾燥

後の水分活性レベルを明確化する等の修正を行った、ブラジ

ルナッツに特有な措置を追加した付属文書の改訂原案。 

 

＜食品表示部会（CCFL）＞  

事項 概要 

栄養表示の読みやすさに

ついての原則及び規準原

案 

栄養表示が読みやすいものとなるよう、様式、フォント、コ

ントラストについて規定する新たなセクションを、既存の「栄

養表示に関するガイドライン」（CAC/GL 2-1985）に挿入する
もの。 
 

 

 

Part 2 – 最終採択に諮るその他の文書 

 

＜乳・乳製品部会（CCMMP）＞ 

事項 概要 

乳・乳製品規格にある食

品添加物の修正リスト 
 

乳・乳製品の個別規格の食品添加物条項と「食品添加物に関

するコーデックス一般規格（GSFA）」の食品添加物条項及び
食品添加物国際番号システム（INS）との整合を図ったもの。

乳・乳製品輸出証明書の

様式改訂 
公的証明書の一般様式（「公的証明書の設計、作成、発行及び

使用のためのガイドラインの（CAC/GL 26-1997）付属文書」）

が第 32 回総会で採択された際、CCMMPに対し、当該一般様
式との整合を図ることが要請されたことを受け、 
可能な限り公的証明書の一般様式との整合性を図りつつ、

乳・乳製品の輸出入に必要な証明（attestation）の説明などを
残した改訂案。 

乳・乳製品の規格中の汚

染物質の規定の修正 
 

第 32回総会において、個別規格の汚染物質の項の記載を、手
続きマニュアルに示された一般的な記述に置き換えることと

されたのを受けて検討された修正案。上記の一般的な記述に

加え、乳が使用された製品や乳と植物油脂をブレンドした製

品に関する規定を追加し、汚染物質部会（CCCF）及び残留農
薬部会（CCPR）の承認を得たもの。 
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＜分析・サンプリング部会（CCMAS）＞ 

事項 概要 

ナチュラルミネラルウォ

ーターの分析法を含む、

異なるステップのコーデ

ックス規格及び規格案 /
原案の分析法の承認 

CCFFP, CCMMP, CCNFSDU, CCPFVから承認を求められた個
別食品の分析法 及び、第 31 回総会（2008 年 7 月）が検討
するよう勧告したナチュラルミネラルウォーターの 
重金属、表面活性物質、農薬、PCB、鉱油、多環芳香族炭

化水素等の分析法（各物質の最大基準値と照らして要求され

る規準）の承認。 

 

＜食品添加物部会（CCFA）＞ 

事項 概要 
GSFA の食品分類 06.0、
06.2及び 06.2.1の名称及
び解説の修正 

食品分類 06.2.1「小麦粉等」に「さご椰子粉」を含めるため、
当該分類の説明書きとともに、食品分類 06.0及び 06.2の名称
について修正するもの。 

既存又は検討中の GSFA
のカロテン及び野菜由来

のカロテンの食品添加物

条項からの注釈 180 の削
除 

「ベータカロテンとして」カロテンを測定することを敢えて

規定（注釈180）する必要はないとして、注釈180を削除する
もの。 

GSFA の食品分類 13.2
（乳幼児補助食品）のア

スコルビン酸エステル

（INS 304, 305）に関する
規定の修正 

ベビーフード缶詰の規格（CODEX STAN 73-1981）及び乳幼
児用シリアル食品（CODEX STAN 74-1981）の整合性を図る
ため、注釈15「油脂をベースとする」を付けるもの。 

GSFA のフェノール系酸
化防止剤（BHA、BHT、
propyl gallate及び TBHQ）
への注釈 130 及び 131の
修正 

フェノール系酸化防止剤に適用する注釈の統一化を図るた

め、「BHA,BHT及び没食子酸プロピルとして、単体又はこれ
らの組合せで」とする新たな注釈を適用することとしたもの。

 

＜魚類・水産製品部会（CCFFP）＞ 

事項 概要 

魚類・水産製品に関する

実施規範のセクション

2.1（一般規定）の修正 

“Clean water” 及び“Microbilogical Contaminant”の定義を新た
に挿入する修正。 
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＜汚染物質部会（CCCF）＞  

事項 概要 
食品及び飼料中の汚染物

質に関するコーデックス

一般規格 (GSCTFF)にお
ける、様々な野菜・果実

缶詰へのスズの最大基準

値案 

個別の果実・野菜の缶詰の規格が廃止され、替わりに果実・

野菜缶詰の一般規格が策定されたことを受け、GSCTFFのリフ
ァレンスに記載されていた個別の規格番号を削除し、

Notes/Remarksに当該一般規格がカバーする果実・野菜の品目
名を記載するよう整理しなおしたもの。 

 

＜食品表示部会（CCFL）＞  

事項 概要 

有機的に生産される食品

の生産、加工、表示及び

販売に係るガイドライン 
(CAC/GL 32-1999) から
のセクション 8及び関連
規定の削除 

ガイドラインの継続的見直しを規定したセクション8とその
関連規定を削除するもの。 
 

包装食品の表示に関する

一般規格（CODEX STAN 
1-1985）の食品添加物国
際 番 号 シ ス テ ム

（CAC/GL 36-1989）との
整合 

セクション4に記載された食品添加物の機能分類について、食
品添加物国際番号システムの記述との整合を図り修正するも

の。 

 

Part 3 – 総会で保留されている規格及び関連文書 

 

＜食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）＞ 

事項 概要 
牛ソマトトロピン（BST）
の 最 大 残 留 基 準 値

（MRL）案 

乳分泌促進効果のある BSTのMRL案。 
前回第 32 回総会でも、加盟国から具体的な要請がなされてい
ないことから、議論は全くせず、引き続きステップ 8のまま保
留された。 

ラクトパミンの最大残留

基準値（MRL）案 
成長促進作用のあるラクトパミンのMRL案。 

第 32回総会において、ステップ 8で保留され、中国が提出し
た豚の組織中のラクトパミン残留データ（筋肉、肝臓、腎臓で

MRL 案を超えており、肺では高濃度の残留を示すもの）の
JECFA レビューを待つこととなったもの。2010年 5月の JECFA
の報告書では、ラクトパミンを給餌した豚の筋肉、肝臓、腎臓

及び脂肪の摂取による推定摂取量、は ADIを十分に下回るとさ
れている（肝臓及び腎臓を肺に置き換えて試算した場合も同

様）。なお、肺などの臓器の摂取量については摂取量データが

不足しているため、今後の検討が必要であると指摘されてい

る。 
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仮議題５．ステップ５の規格原案と関連文書 

 

＜生鮮果実・野菜部会（CCFFV）＞ 

事項 概要 

アボカドの基準改正原案 アボカドの市場が拡大し、新たな品種が流通するようになった

ことから、これらの品種を当該規格の対象範囲に含めるための

改訂を行うもの。 
ツリートマト規格原案 ツリートマト（又はタマリロ）の規格。 

 

＜魚類・魚類加工品部会（CCFFP）＞ 

事項 概要 

くん製魚、風味付けされ

たくん製魚、乾燥くん製

魚の規格原案 

魚のくん製に伴い生ずる多環芳香族炭化水素（PAH）の低減に
関する規定が設けられているほか、微生物及び寄生虫のサンプ

リング、リステリア菌及び毒素の検査に関連して、適切なコー

デックス文書を引用・整理しているもの。 

フィッシュ・ソースの規

格原案 
伝統的な自然発酵製品に加え、発酵を速めるための物質を使用

したものも対象範囲に含めたもの。第 5章（汚染物質）に関連
し、発酵過程によりバイオトキシンが減少するという科学的根

拠がないことから、原料とする魚に人の健康へのリスクとなり

得る量のバイオトキシンが含まれないよう記述すべきとの日

本提案については、引き続き部会で議論することとされてい

る。 

 

＜抗菌剤耐性特別部会（TFAMR）＞ 

事項 概要 

食品由来の抗菌剤耐性に

かかるリスク分析に関す

るガイドライン原案 

本原案は、家畜などに抗菌剤を使用した結果生じる「抗菌剤耐

性」が食品を介してヒトに与える影響についてのリスク分析を

示したガイドライン原案。文章の重複を排除する観点から、当

初策定された個別の３つのドキュメント（リスク評価、リスク

プロファイル作成、リスク管理に関する指針」を統合して一つ

にとりまとめたもの。スコープ、用語の定義、リスク評価等の

各事項を整理した本体については、ほぼ合意された。リスクプ

ロファイルの要素を記載した付属文書については特別部会で

具体的に検討される予定。 
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＜栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）＞ 

事項 概要 

一般集団のためのビタミ

ン・ミネラルに係る NRV
設定の一般原則案 

「19歳から 50歳までの成人男女」を一般集団とした際の、ビ
タミン・ミネラルの栄養参照量(NRV)設定の際の一般原則案。
NRVの定義は CCFLに依頼、上限等の用語の定義は既存のもの
を使用することとしている。 

 

＜分析・サンプリング部会（CCMAS）＞ 

事項 概要 

測定の不確かさに関する

ガイドライン改訂原案 

「測定の不確かさについてのガイドライン」(GL54-2004)の注
釈（explanatory note）として、当該ガイドライン適用する上で
各国の助けとなるよう、測定の不確かさとは何か、測定の不確

かさの推定方法及び典型値等についてガイダンスを作成する

もの。 

 

＜残留農薬部会（CCPR）＞ 

事項 概要 

最大残留基準値（MRL）
原案 

第 42回 CCPRで審議された 4農薬のMRL原案。 

食品・飼料分類の改訂原

案（ナッツ類、ハーブ及

びスパイス） 

ナッツ類（Tree Nuts）、ハーブ及びスパイス（Herbs and Spices）
に関するコーデックス分類、新しいサブグループを設定するも

の。 

食品群への MRL の外挿
の た め の 代 表 作 物

(Representative 
Commodities）の選定に関
する原則及びガイダンス

原案 

食品群への基準値の外挿のための代表作物（Representative 
Commodities）を選定する際の、選定の規準や手続き等を規定
するもの。 

 

＜食品表示部会（CCFL）＞ 

事項 概要 

任意又は義務的に常に表

示される栄養成分リスト

に関する栄養表示ガイド

ライン改定案  
 
 

食事、運動及び健康に関するWHOの世界的な戦略の実施に関連
し、「栄養表示ガイドライン」（CAC/GL2-1985）のセクション
3（栄養成分リスト）に記載する栄養成分について変更するも
の。今回、飽和脂肪酸、糖類を追記し、ナトリウム/食塩につい
て引き続き検討する改訂案が提出される。 
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仮議題６．既存のコーデックス規格と関連文書の廃止 

 

＜魚類・水産製品部会（CCFFP）＞  

事項 概要 

ロブスターに関する勧告

国際実施規範（CAC/PCR 
24 -1979） 

魚類・水産製品実施規範案（ロブスターに関するセクション及

び関連定義）が採択された場合に廃止する。 

カニに関する勧告国際実

施規範（CAC/PCR 28 
-1983） 

魚類・水産製品実施規範案（カニに関するセクション及び関連

定義）が採択された場合に廃止する。 

 

＜乳・乳製品部会（CCMMP）＞  

事項 概要 

プロセスチーズ及び関連

製品の一般規格（CODEX 
STAN 285-1978, 286-1978
及び287-1978） 

既存のプロセスチーズ規格（CODEX STAN 285-1978, 286-1978
及び 287-1978）については、規格自体が古く、規格の使用の実
態もないことから廃止するもの（インドは既存規格の廃止に留

保）。 

 

＜食品添加物部会（CCFA）＞  

事項 概要 

食品添加物の一般規格

（GSFA）の食品添加物条
項 

第 42回 CCFAで合意された食品添加物条項の廃止。 

加工助剤一覧（IPA）
（CAC/MISC 3） 

「加工助剤に関するガイドライン及び原則原案」が部会で合意

されたこと、また、加工助剤のリストについてはデータベース

化することを検討していることから、古い情報のまま更新され

ていない既存の加工助剤のリストを廃止するもの。 

 

＜残留農薬部会（CCPR）＞ 

事項 概要 

農薬最大残留基準値

（MRL） 

既存の 17農薬のMRLの廃止。 
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仮議題７．コーデックス規格と関連文書の修正  

1．汚染物質部会(CCCF) 

事項 概要 

GSCTFFの編集上の修正 第 4回 CCCFが GSCTFFについて次の編集上の修正をし、総会
に報告することで合意されたもの。 
• ダイオキシンの項をSchedule Iの目次から削除する（理由：

GSCTFにはMLが設定されていない物質については掲載しな
いという決定にそったもの） 
・備考の欄（“notes/remarks for Codex Alimentarius” ）の “for 

Codex Alimentarius”の削除。 

 

2. 食品表示部会(CCFL) 

事項 概要 

栄養及び健康強調表示に

関するガイドライン」

（CAC/GL 23-1997）－栄
養成分要件表 

栄養成分要件表に記載された飽和脂肪酸及びコレステロールに

関する強調表示に対して適用される脚注記述に不備があったこ

とから、これを修正するもの。 

 

3. 残留農薬部会(CCPR) 

事項 概要 

残留農薬に関するコーデ

ックス文書における引用

文献の整理 

コーデックス文書においては Volume番号を使わない（既に廃刊
されており参照できないため）とする決定を受け、「残留農薬の

最大残留基準値(MRL)への適合を判定するための推奨サンプリ
ング法」(CAC/GL 33-1999)、「残留農薬の分析に関する試験実
施規準（GLP）に関するガイドライン」（CAC/GL 40-1993）、「コ
ーデックス MRL を適用し分析する個別食品の部位」

（CAC/GL-41-1993）の該当部分を、適切なコーデックス文書又
はWebサイトに修正するもの。 

 

 

 

仮議題８．新規作業及び作業中止の提案 

－新規作業－ 

＜生鮮果実･野菜部会（CCFFV）＞ 

事項 概要 

ザクロの規格 ザクロの規格策定についての新規作業提案。第 32 回総会におい

て近東地域調整部会から新規作業提案がなされたが、ザクロが

当該地域以外の多くの国でも流通していることから、CCFFVで
優先作業とできるか議論することとされていた。CCFFVでの議
論の結果、CCFFVの新規作業として承認を求めるもの。 
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＜栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）＞ 

事項 概要 

必須栄養素の食品への添

加に関する一般原則

（CAC/GL 9-1987）の修
正 

必須栄養素の添加の目的、方法等の変化を踏まえて本ガイドラ

インを見直すための新規作業提案。 

乳児及び幼児用調整補助

食品のガイドライン

（CAC/GL 8-1991）の改
定 

タイトルを変更するほか、使用される原料、加工技術、油脂か

らのエネルギー量の更新など、「調整補助食品のエネルギー要

件及び栄養素の必要性に関する勧告」を踏まえて改訂するため

の新規作業提案。 
栄養表示に関するガイド

ライン（CAC/GL 2-1985）
の修正：一般集団の非感

染性疾患のリスクに関連

する栄養素のための栄養

参照量（NRV）の設定 

栄養表示に関するガイドラインの付属文書として、3 歳以上の

一般集団の非感染性疾患のリスクに関連する栄養素のための

NRVを設定するに当たっての、原則及び規準を作成する新規作

業。 

 

＜食品衛生部会（CCFH）＞ 

事項 概要 

天然ミネラル水の採取、

製造及び販売に関する国

際衛生実施規範勧告

（CAC/RCP 33-1985）の
改訂 

HACCP原則など、食品安全及び衛生に関する 1985年以降の取

組を反映するための新規作業提案。 

食品中の微生物規格設定

及び適用のための原則

（CAC/GL 21-1997）の改
訂 

「微生物のリスク管理の実施のためのガイドライン」（CAC/GL 

63-1997）とその付属文書「微生物のリスク管理の目とリックス

に関するガイドライン」に規定された要素を反映するための新

規作業提案。 

 

＜食品添加物（CCFA）＞ 

事項 概要 

GSFAの食品分類の改訂 食品分類 5.1（ココア製品及びチョコレート製品）、5.2（お菓子
類）、5.4（デコレーション、トッピング、スイートソース）に
ついて、製品流通の実態を踏まえた改訂を行うための新規作業

提案。 
食用塩の規格（CODEX 
STAN 150-1985）の改定 

汚染物質やサンプリング方法に関する項目の更新、コーデック

ス手続きマニュアルの「個別食品規格の様式」との整合を図る

ための新規作業提案。 
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＜残留農薬部会（CCPR）＞ 

事項 概要 

農薬に関するコーデック

ス優先リストの設定（新

規農薬と定期的に再評価

される農薬） 

2017年度までにJMPRに評価を依頼する薬剤のリスト（再評価さ
れるべき農薬も含む）についての新規作業。 

MRL勧告に関するパイ
ロットプロジェクト 

国レベルの農薬登録やMRLの設定がなされる前の新規化合物
の農薬について、JMPRが評価しMRL案を勧告するという、新
たな手法の検証を目的としたパイロットプロジェクトの実施に

ついての新規作業提案。 

 

＜汚染物質部会（CCCF）＞ 

事項 概要 

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 

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の策定に係る新規作業提案。

乾燥イチジク中のアフラ

トキシンの最大基準値 
乾燥イチジク中のアフラトキシンの最大基準値の策定に係る新

規作業提案。 

 

＜食品表示部会（CCFL）＞ 

事項 概要 

糖類、食塩（ナトリウム）、

トランス脂肪酸に関する

強調表示 

「栄養及び健康強調表示の使用に関するガイドライン」

(CAC/GL 23-1997)の栄養成分表に、糖類、ナトリウム/食塩及び
トランス脂肪酸を追加するための新規作業提案。 

有機養殖漁業に関する作

業 
有機的に養殖される海産物（海藻類を含む）に関する新規作業

提案。 

栄養参照量（NRV）の定
義の設定 

「栄養表示に関するガイドライン」(CAC/GL 2-1985)に、栄養参
照量（NRV）に関する定義を規定する新規作業提案。 

 

 

－作業の中止－ 

 

＜乳・乳製品部会（CCMMP）＞ 

事項 概要 

プロセスチーズの規格 意見の相違により改訂原案が策定できなかったことから、作業を

中止するもの。 
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＜食品添加物部会（CCFA）＞ 

事項 概要 

GSFA の食品添加物条項
の案及び原案 

技術的妥当性が確認できない等の理由から、食品添加物条項の案

及び原案作成作業を中止するもの。  
 

 

仮議題 9．総会、部会及び特別部会の報告から提起された事項（ここも今作業中） 

 

総会の対応が求められる事項 

 

第 32回総会から提起された事項 

事項 概要 

家畜飼養に関する今後の作

業 
第 32 回総会において、家畜飼養に関する以下の事項につい
て電子作業部会の設立が合意され、当該作業部会の報告書が

検討される。 
・既存のコーデックス文書の家畜飼養に関する適用可能性の

レビュー 
・第 32 回総会で提案されたが残されている作業に対応する
ための適切なメカニズム（特別部会か既存の部会かなど） 

 

乳・乳製品部会からの提案 

事項 概要 

乳・乳製品部会を休会とする

ことの提案 
 

新たな作業が将来総会から要請されるまで、CCMMPを休会
とすることを総会に諮るもの。 

乳・乳製品の規格の付属文書

に記載されている”自発的適
用（voluntary application）“の
取扱いについて 
 
 
 
 
 
 

油脂や乳・乳製品の規格の中に明記されていた自発的適用

“Voluntary application”の規定の削除について検討した結果、
乳・乳製品の 13 の規格全ての付属文書から“Voluntary 
application”の文言を削除し、替わりに、付属文書は規格本
体の規定に影響しない追加情報であることを明確にする文

言を挿入した上で、付属文書を残す提案がなされている。な

お、コーデックス文書は、付属文書も含めて全てがWTO/TBT
協定上の“国際基準”に該当するとの見解が CCGP で合意さ

れており、付属文書の位置づけが明確でないとの理由から、

日本を含め複数国がこの決定に対して保留を示した。 
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総会への報告事項 

 

油脂部会（CCFO）  

事項 概要 

名前の付いた植物油の規格

への技術的修正 
「名前の付いた植物油の規格」に記載されているナタネの学

名”Brassica campestris” を、現在の学名”Brassica rapa”に修正
することについて、採択を諮るもの。 

 

一般原則部会（CCGP） 

事項 概要 

Competent authorityの定義 competent authorityについて統一的・一般的な定義を策定する
利点はないとの見解で合意した旨が報告される。 

部会の共同開催 「コーデックス会議の共同開催に関するガイドラインの修

正案」の一部修正について合意したこと、共同開催に必要な

手続きやタイムフレームなど有用な関連情報を掲載する事

務局 Web ページの創設とその具体的内容についても合意し
たことが報告される。 

 

総会からの要請に関連する事項 

 

魚類・水産食品部会（CCFFP） 

事項 概要 

魚類水産製品のための証明

書 の 一 般 様 式 (CAC/GL 
48-2004)と、証明書の一般様
式(CAC/GL 38-2001)との整
合性 

「魚類水産製品のための証明書の一般様式」と「証明書の一

般様式」との整合性を図るべきとの第 32 回総会からの要請
に対し、カナダが提示した二つの様式の対比表をもとに、各

国の意見を求め、次回部会で議論することとなった旨報告さ

れる。 

 

食品添加物部会（CCFA） 

事項 概要 

コーデックス規格の“食品添

加物のキャリーオーバー”の

レファレンス 
 

多くのコーデックス個別規格でボリューム 1の「キャリーオ
ーバーの原則」(以下、「原則」。) が引用されているが、GSFA
前文のセクション 4にも類似の内容が規定されていることか
ら、両者の規定内容を整理し GSFA前文のセクション 4へ一
本化できないか、総会から照会されていたもの。次回部会に

おいて検討することとされたことが報告される。 

食肉規格における添加物条

項の不整合に関する課題 
 

次回部会において、5つの食肉規格と GSFAの食品分類 8.2 、
8.3 の食品添加物条項との不整合について、問題の特定と解
決策が検討されることが報告される。 
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GSFA のエリスロシンの案
および原案 
 

第 32回総会で、エリスロシン（INS 127）のML案及び原案
に対し、多くの国から安全性の懸念が示されたこと、及び

JECFA による精密な曝露評価の実施について提案があった
ことから、採択せずに CCFAに差し戻された。当該原案につ
いては、JECFAの評価結果及び技術的妥当性を踏まえつつ、
2011年の部会で検討することとなっていること報告される。

 

生鮮果実・野菜部会（CCFFV） 

事項 概要 

生鮮果実・野菜の規格化に関

する他の国際機関から提起

された事項：“国際連合欧州

経済委員会（UN/ECE）規格”
から“国際連合（UN）規格”
への名称の変更 

UN/ECE規格をUN規格に名称変更するとのUN/ECEの「農
産物品質規格に関する作業部会」からの提案に対し、CCFFV
から、法的見解と今後のフォローアップについてアドバイス

が求められていたもの。名称の変更については国際連合社会

経済理事会の承認が得られないだろうとの見解が示される

とともに、既に CCFFV の権限において、作業の重複解消の
観点から、UNECE 規格の活用及び当該規格の国際規格への
変換が可能となっていることが指摘されている。 

生鮮キノコ“アンズタケ”の

コーデックス規格  
アンズタケについては、欧州地域調整部会（CCEURO)におい
て、地域規格が策定されている。今般、アンズタケに関する

UN/ECE規格が策定されたことを受け、CCFFVからCCEURO
に対し、国際規格への転換を図るか検討すること、またその

場合には、プロジェクトドキュメントを提出し、CCFFVに照
会するよう求められていたことが報告される。 

 

 

仮議題 10．財政及び予算に関する事項 – 2010/2011予算案  

事項 概要 

財政及び予算に関する事項 資料未着であるが、コーデックス財政及び予算に関し、
2008/2009 期支出状況及び 2010-2011 期期支出状況が報告され
る予定。総会では毎回、FAOとWHOのコーデックス予算配分
について指摘されており、第 32 回総会(2009 年)においては、
FAOから 75％、WHOから 25％支出していることが報告され、
年々WHOの支出の割合が減少している。 
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仮議題 11．コーデックス委員会の戦略計画 2008-2013年 

11-(a)一般的な実施状況 

事項 概要 

一般的な実施状況 2008-2013 年の戦略的計画の各項目について、担当部会、実施
期限、実施状況等が報告され、第 63回、64回の CCEXECの検
討の結果とともに議論される。 

 

11-(b) コーデックス事務局の評価 

事項 概要 
コーデックス事務局の能力

評価 
資料未着。 
前回第32回総会(2009年)は、コーデックス事務局の能力評価に
関する報告書及びそこに示される11の勧告について検討した。
しかし、最終的な決定はせず、引き続き、第33回（今次）総会
において、第64回執行委員会での本件の議論の結果も踏まえ
て、議論することとした（なお、総会の隔年開催に関する勧告

は除外）。 
 
（参考） 
2008-2013年のコーデックスの戦略計画の目標の１つである「コ
ーデックスの作業管理の能力強化」のため、予算や人的資源が

有効活用されているかについて、コンサルタントがコーデック

ス事務局の能力評価を実施した報告書が第32回で議論された。
この報告書には、コーデックス規格策定作業の管理能力向上を

目的に以下の項目を含む11の勧告を提示している。 
・ FAO及びWHOからのコーデックス予算への適正配分とFAO
及びWHOの予算サイクルの中でのコーデックス予算決定時
期の適正化、 

・ 職員の充実など事務局機能の強化、 
・ コーデックス規格や関連情報の迅速且つ十分な発信、 
・ コーデックス事務局の管理及び自治性、 
・ コーデックス規格と戦略方針策定における事務局のより積
極的な役割、及び食品規格に関する国際的な協議の新たな手

段の探求 
など 

 
 

仮議題 12．コーデックス委員会とその他国際組織との関係 

 資料未着だが、関連政府間組織（OIE，WTO，TAEA，UNECE，OECD）及び非政府間

組織（ISO）の関連活動内容について報告される予定。 
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仮議題 13．プライベートスタンダードの影響に関する検討 

 

事項 概要 
プライベートスタンダード

の影響に関する検討 
前回（第 32回）総会では、学識者が FAO と WHOに提出し
た「食品の安全に係るプライベートスタンダードの食品流通及

び公的基準の設定に与える影響」と題する報告書について議論

されたが、多くの国が、当該報告書は、各国地域で実際に起き

ている問題や、その問題の解析に基づく具体的な提案、途上国

への影響など、重要な点が含まれていないこと、また、コスト

とインパクトに関するスタディの結果が SPS委員会で議論され
ているものと矛盾しているなど、報告書は不完全であると指摘

した。 
議論の結果、 
① コーデックスは今後もWTOにおけるプライベートスタン
ダードに関する議論をモニタリングし、OIEや IPPCと協
力して、この問題に対する共通の戦略的立場を確立する必

要がある、また 
② プライベートスタンダードの役割やコスト、特に途上国へ
の影響などを精密に分析したスタディを実施し、その結果

を第 64回総会及び今次第 33回総会で議論する 
と決定した。②の要請に応えて作成された「プライベートスタ

ンダードの影響に関する検討」と題する報告書が討議文書とし

て提出されている。 
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