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FAO / WHO合同食品規格計画 

第 43回残留農薬部会 

 

日時 ： 201１年 4月 4日（月）～4月 9日（土） 

場所 ： 北京（中国） 

仮議題 

1 議題の採択 

2 報告者の選任 

3 コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 

4 FAO/WHO合同残留農薬専門家会合（JMPR）から生じた関心事項 

(a) 2010年 JMPRからの一般審議事項の報告 

(b) CCPRで生じた特定の懸案に対する 2010年 JMPRの回答 

5 食品又は飼料中の農薬最大残留基準値（MRL）案（ステップ７）及び原案（ステ

ップ４） 

6 MRL推定のための農薬の投下量と残留濃度の比例性適用に関する討議文書 

7 食品及び動物用飼料のコーデックス分類 

(a) 食品・飼料分類の改訂案（ステップ７）：ナッツ類（Tree nuts）並びにハーブ類及

びスパイス類（Herbs and Spices） 

(b) 食品・飼料分類の改訂原案（ステップ４）：熱帯性果実及び亜熱帯性果実類（皮

を食すもの）（Assorted tropical and sub-tropical fruits-edible peel）、熱帯性果実及び

亜熱帯性果実類（皮を食さないもの）（Assorted tropical and sub-tropical fruits-

inebible peel）、葉菜類（アブラナ科類を含む）（Leafy vegetables（ including 

Brassica leafy vegetables））、並びにアブラナ属野菜類（結球、頭花状）（Brassica

（cole or cabbage）vegetables, cabbage, head and flowerhead cabbages） 

8 食品群への農薬最大残留基準値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 



 
 

(a) 食品群への農薬最大残留基準値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（Principles and Guidance）（ス

テップ７） 

(b) 食品群への農薬最大残留基準値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（Principles and Guidance）への

附属書原案（ステップ４） 

9 Minor Uses及び Specialty Cropsに係るコーデックスMRL策定の促進のためのガイ

ダンスに関する討議文書 

10 残留農薬の分析法に関する検討事項 

(a) 残留農薬の測定のための結果の不確かさの推定に関するガイドラインの改訂原案

（ステップ４） 

(b) コーデックス残留農薬部会における残留農薬の分析方法の取扱いに関する討議文

書 

11 コーデックス残留農薬部会が適用するリスク分析の原則の改訂 

12 コーデックスMRLの設定 

(a) 農薬に関するコーデックス優先リストの策定 

(b) リンデンに対するコーデックスMRL設定状況の検討 

13 その他の事項及び今後の作業 

(a) CCPRに対する科学的助言の提供に関する JMPRの資源問題についての討議文書 

(b) 茶における農薬のMRLの評価 

14 次回会合の日程及び開催地 

15 報告書の採択 
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第 43回残留農薬部会（CCPR）の主な検討議題 
 

日時：2011年 4月 4日（月）～9日（土） 
場所：中国（北京） 

 

主要議題の検討内容 

議題５：食品又は飼料中の農薬最大残留基準値（MRL）案（ステップ７）及び原案
（ステップ４） 

以下の物質のMRL案・原案がそれぞれステップ７及びステップ４で検討される予定。 
検討予定品目（ステップ７） 

Phorate (112) Cypermethrins (including 
alpha -and zeta) (118) 

Oxamyl (126) Fenpyroximate (193)

Tebuconazole (189) Esfenvalerate (204) Metalaxyl-M (212)  

検討予定品目（ステップ４） 

Endosulfan(032) Chlorothalonil(081) Triazophos(143) Bifenthrin(178) 
Cadusafos(174) Fenpyroximate(193) Fludioxonil(211) Novaluron(217) 
Bifenazate(219) Boscalid(221) Difenoconazole(224) Chlorantraniliprole(230)
Clothianidin(238) Cyproconazole(239) Dicamba(240) Etoxazole(241) 
Flubendiamide(242) Fluopyram(243) Meptyldinocap(244) Thiamethoxam(245) 

 

本件については、各基準値案が採用された場合、今後わが国で当該 MRL 値を受け
入れることを考慮し、安全性に留意した上で適切な MRL 値が設定されるよう対応し
たい。 
 
議題６：MRL推定のための農薬の投下量と残留濃度の比例性適用に関する討議文書 
 前回会合で、ある剤に関して多くの作物でGAPよりも25％以上高い投下量で実施さ
れた作物残留試験データが提出されたため、JMPRがMaximum residue levelを勧告しな
かったことについて、米国が懸念を示したことから、豪州が今次会合のために討議文

書を作成することとなっている（資料未着）。GAPとは異なる農薬投下量で実施した
作物残留試験データから、GAPに従った場合の残留データを推定する方法の適用につ
いて議論が適切な方向に進むよう対応したい。 
 
議題７：食品及び動物用飼料のコーデックス分類    

(a)食品・飼料分類のうち、ナッツ類並びにハーブ類及びスパイス類に関する改訂案
（ステップ７）及び(b) 熱帯性果実及び亜熱帯性果実類（皮を食すもの）、熱帯性果実
及び亜熱帯性果実類（皮を食さないもの）、葉菜類（アブラナ科類を含む）並びにア

ブラナ属野菜類（結球、頭花状）に関する改訂案（ステップ４）について議論される

予定である。 
(a)については、前回会合において提案されたハーブ類及びスパイス類に対する作物
の追加や新しいサブグループの設置を反映したコーデックス分類の改訂案が議論さ

れる予定である。 
(b)については、現在、電子作業部会（共同議長国：オランダ及び米国）において検
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討が進行中であり、資料は未着であるが、作業部会の段階で、熱帯性果実及び亜熱帯

性果実類について、我が国の生産及び貿易の実態を考慮していくつかの作物分類の変

更を提案したところである。 
これらについては、我が国の実態を考慮して適切に対応したい。 

 
議題８：食品群への農薬最大残留基準値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 

(a)食品群への農薬最大残留基準値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（Principles and Guidance）（ステッ
プ７）及び (b)当該文書への附属書原案（ステップ４）について議論される予定であ
る。具体的には電子作業部会（議長国オランダ）が提示した代表作物の例（Table 1）
及びその根拠のデータ資料（Addendum）について、議論されることとなっている。 

Table 1は、食品及び飼料のコーデックス分類の作業が終了に近づいているFruitsの例
に変更されているため、それが代表作物の選定に関する３原則に従っているかどうか

の検証に時間を要することが予想されることから、作業の円滑化を図るため、Table 1
を除く本体部分を先に審議して合意に至るよう対応したい。また、文書全体について、

容易に理解でき、かつ使いやすいものとするために構成を変更する必要があるとの立

場で適切に対応したい。 
さらに、今後の作業の進め方について、特に、Codexが具体的に「代表作物」を選
ぶことが提案された場合には、気候や農作業の形態、生産量や消費量の違いにより、

代表作物が各国で同一になるとは限らない点を十分踏まえ、日本の農業実態に即した

代表作物を国内で選定できるよう、まずは各国が、選定に関する原則及びガイドライ

ンに従って自国の代表作物を選定した結果を考慮してコーデックスが代表作物の選

定の検討を行うというアプローチが認められるように対応したい。また、それにより、

日本の農業実態に即した作物が代表作物に選定されることを確保できるよう適切に

対応したい。 
   
議題９：Minor Uses及び Specialty Cropsに係るコーデックスMRL策定の促進のた
めのガイダンスに関する討議文書 
マイナー作物への MRL 設定については、作付面積が小さいなどの理由でメーカー
のデータ作成の動機づけが十分働かないため、必要な科学的データを得ることが困難

となっていることから、こうした状況での MRL 策定の促進方法について討議するも
のである。 
前回会合で、JMPR での評価において作物残留データの必要例数を軽減するには、

Minor use及び Specialty cropの定義を明確にすることが不可欠との指摘があり、電子
作業部会（共同議長国：米国、ケニア、オーストラリア）がその点について検討した

結果、CCPR及び JMPR両方で用いられる Minor Useと Specialty Cropの定義、また
JMPRへの評価依頼の優先度が討議文書として提示された。 
本件については、CCPRと JMPRの相互の意見交換が不可欠であるため、CCPRの

検討内容について JMPRの科学的な意見を聴取するプロセスが必要であることを指摘
したい。また、OECDのガイダンスにおいても、統一的なマイナー作物の定義が定ま
っていないことから、コーデックスでは定義の議論をするのではなく、まずは国際的

な貿易量を考慮して、JMPRの評価における作物残留データの例数の軽減が必要な作
物を個別具体的に検討すべきであるとの立場で適切に対応したい。 
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議題 10：残留農薬の分析法に関する検討事項 
(a)残留農薬の測定のための結果の不確かさの推定に関するガイドラインの改訂原案
（ステップ４） 
本件については、第 39 回会合(2007 年)より検討が進められているものであり、電

子作業部会（共同議長国：豪州、中国）が検討した改訂原案が今次会合で検討される

予定である。 
測定結果に伴う不確かさを、基準値に適合しているか否かの判断にどう適用するか

科学的な原則が必要であり、実行可能なガイダンスが作成されるよう適切に対応した

い。 
(b)コーデックス残留農薬部会における残留農薬の分析方法の取扱いに関する討議文
書 
前回会合において提起された、IAEAのホームページに掲載されている分析方法の

リストの今後の取扱いについて、今次会合において議論される予定である。適切に対

応したい。 
 
議題 11：コーデックス残留農薬部会が適用するリスク分析の原則の改訂 
手続きマニュアルにある「CCPR が適用するリスク分析の原則」の改訂作業では、
１）JMPRによって評価される優先リストの規準を同原則に編入すること、２）直近
の CCPR において決定されたリスク管理方針を同原則の付属書に掲載する作業を実
施することに加え、３）途上国から、定期的な再評価のルールの見直しなどの取扱に

ついても議論すべきとの提案が第 40 回会合であり、電子作業部会（議長国：アルゼ
ンチン）において現在改定作業が進行中である。 
 MRL の定期的な再評価は、コーデックスが設定する基準値の科学的な信頼性と食
品の安全を確保する上で重要であることから、科学に基づく基準値の見直し手続きが

適切な形でこの原則に含まれるよう、対応したい。 
 
議題 12：コーデックスMRLの設定 
(a)農薬に関するコーデックス優先リストの策定 
電子作業部会（議長国オーストラリア）が作成した、2011年以降の優先リストにつ

いて議論が行われる予定であるが、2011年の対象農薬は、前回会合で既に調整が図ら
れているため変更されない見込みである。 
現在、評価を希望する剤の数の増加に伴い、2012年の評価候補数が既に JMPRのキ
ャパシティを超えているため、数剤を 2013 年に延期するよう促されているが、少な
くとも我が国がノミネートした農薬については、評価が遅延することのないよう対応

したい。 
 
(b)リンデンに対するコーデックスMRL設定状況の検討 
 前回会合において、残留性有機汚染物質（POPs）とされた農薬の外因性最大残留許
容量（EMRL）の取扱いについて、１）リンデン以外の既存 EMRLは引き続き存置す
ること、２）新たな作物の EMRLを設定することの必要性及びその手続が合意された。
一方、ストックホルム条約の附属書に掲載されたリンデンについて、現在の MRL を
EMRLに置換する必要性が指摘されたが、具体的な結論は得られなかったところであ
る。本件については、ストックホルム条約の付属書が 2010 年 5 月に発効したことに
伴い、各国の取扱いが定まってきた今次会合において引き続き検討する予定である。
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資料未着であるが、適切に対応したい。 
 
議題 13：その他の事項及び今後の作業 
(a)CCPRに対する科学的助言の提供に関する JMPRの資源問題についての討議文書 
増大する作業負担に対する JMPRのキャパシティ及び資源に関する問題点及び解決
策について、米国が、カメルーン及びクロップライフの協力を得つつ作成した討議文

書が提示され、議論される予定である。 
JMPRの専門家は、通常の業務に加えて JMPRの業務を行っているため、会議の開
催回数の増加は、各専門家の負担をさらに増大させることなり現実的ではなく、また、

専門家を複数グループに分けて複数回会議を開催することとなった場合、各グループ

会合の評価結果の一貫性に懸念が生じる恐れがある。科学的知見に基づき、Codex 
MRLの設定に必要なMaximum Residue Levelを勧告する JMPRの貢献の重要性を改め
て指摘するとともに、JMPRの貢献を維持するためには開催回数の増加は現時点では
現実的でないとの立場で適切に対応したい。 
また、2010年の JMPR報告書に「CCPRにおける優先度決定プロセスを強化し、既
存のクライテリアを見直す必要がある」と指摘されていることに言及し、JMPRの資
源問題の観点から、この指摘について、CCPRが真摯に対応する必要があるとの立場

で適切に対応したい。 
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