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FAO / WHO合同食品規格計画  

第 32回栄養・特殊用途食品部会 

日時 ： 2010年 11月 1日（月）～11月 5日（金） 

場所 ： サンティアゴ（チリ） 
 

議 題 

１． 議題の採択 

 ２．ⅰ） コーデックス総会及び各部会からの付託事項 

  ⅱ） FAO 及び WHO からの付託事項 

３． 

栄養表示ガイドライン付属文書：一般集団を対象としたビタミン及び

ミネラルの栄養参照量（NRVs）を設定するための一般原則案（ステッ

プ 7） 

４． 
コーデックス栄養表示ガイドラインにおける表示を目的とした栄養参

照量（NRVs）の追加/改定原案（ステップ 4） 

５． 
必須栄養素の食品への添加に関するコーデックス一般原則 (CAC/GL 

9-1987) の改定原案（ステップ 4） 

６． 
乳児（6－12 ヶ月齢）及び幼児用の調整補助食品ガイドライン(CAC/GL 

8-1991) の改定原案（ステップ 4） 

７． 
一般集団を対象とした食事や栄養に関係する非感染性疾患のリスクと

関わりのある栄養素の栄養参照量（NRVs）原案（ステップ 4） 

８． 
乳幼児用の精製穀物加工食品の規格基準 (CODEX STAN 74-1981) に低

体重児用の新規 Part B を挿入することに関する討議文書 

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 
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第 32 回栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）概要 

 
１．日時及び開催場所 

2010 年 11 月 1 日（月）～11 月 5 日（金） 

サンティアゴ（チリ） 

 

２．参加国及び国際機関 

46 カ国、１加盟機関（EU）、20 国際機関 合計 227 人 

 

３．我が国からの出席者 

消費者庁食品表示課長                             相本 浩志 

厚生労働省医薬食品局食品安全部国際食品室長           日下 英司 

消費者庁食品表示課衛生調査官                       芳賀 めぐみ 

テクニカルアドバイザー  

女子栄養大学教授                               山田 和彦 

財団法人日本健康・栄養食品協会                     浜野 弘昭 

独立法人国立栄養・健康研究所食品保健機能プログラムリーダー  石見 佳子  

 

４．概要 

 

議題１：議題の採択 

議題７と議題３はともに栄養参照量（NRVs）を扱っているため、議題３の後に議題７

を議論することをカナダが提案し、了承された。また、フォローアップミルクの規格

（CODEX STAN 156-1987）を改定する新規作業提案（ニュージーランド）について、議

題９で議論することが了承された。 

 

議題２： 

（ⅰ）コーデックス総会及び各部会からの付託事項 

第 33 回総会及び執行委員会での議論と決定事項について事務局より報告された

後、一般原則部会（CCGP）及び分析・サンプリング法部会（CCMAS）からの付託事項

について議論された。主な点は次のとおり。 

１）一般原則部会（CCGP）からの付託事項 

 コーデックス戦略計画Activity 2.1に基づくリスク分析原則のレビュー作業に関して、

米国は、日本がCRD４により提出した意見（つまりActivity 2.1は終了しているとする主

張）を支持するとともに、CCNFSDU のリスク分析原則のドキュメントのセクションの順番
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の見直しの可能性に触れ、今後、CCNFSDU はさらに原則を検討する必要があると述

べた。議論の結果CCNFSDUのリスク原則は2009年に採択されたばかりであり現時点

で修正する必要はないことで合意した。 

 Hazard の定義の変更については、カナダより時期尚早であることから修正の必要性

はないとの意見が述べられ合意された。 

２）分析・サンプリング法部会（CCMAS）からの付託事項 

 食物繊維の分析法リストに関して、General methods については、Type Ⅰとし、規定

の文章を変更し、Methods that measure individual specific components については、

Type Ⅰとし、Other methods については、Type Ⅳとして提案することで合意された。 

また、CCMAS からの AOAC2001.03 法を削除する提案に関して、日本は

AOAC2001.03 法を維持すべきとの意見を示したのに対し、オーストラリアは支持する

意見を述べた。結果的にCCMASへの回答として、部会は、AOAC2001.03法はレジス

タント・スターチが含まれていない場合に適用可能であり、AOAC2009.01 法は、レジス

タント・スターチが含まれている可能性のある場合に適用可能であることから、

AOAC2001.03 法はそのまま維持することで合意された。 

 

（ⅱ）FAO及びWHOからの付託事項 

 食塩/ナトリウムの低減戦略、WHO 栄養ガイダンス専門家諮問グループ (NUGAG：

WHO Nutrition Guidance Expert Advisory Group)、栄養素プロファイリング (Nutrient 

profiling) に関する手引きの開発等、CCNFSDU との関連性がある作業についての説

明があった。 

 これに対し、NUGAG 及び栄養に関する FAO/WHO の合同専門家会合（JEMNU：

The Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition）の役割を明確にするようにとの要

望や、これら２つの作業が重複していないのか、またそれらの作業がコーデックス委員

会の作業とどのように関わりあっているのかについても明確にするよう要望が出された。

これに対し、WHO から、NUGAG は、WHO のガイドラインや勧告を策定する上での

WHO ガイドライン評価委員会（GRC）において必須の策定工程の役割であり、JEMNU

はコーデックスやメンバー各国に科学的アドバイスの規定を行うための専門家会合が

これまで担ってきた役割を担うよう FAO 及び WHO が提案している新たな手順調整の

役割という位置づけである旨説明がなされた。 

 

議題３：栄養表示ガイドライン付属文書：一般集団を対象としたビタミン及びミネラルの

栄養参照量（NRVs）を設定するための一般原則案（ステップ７） 

序文については、各国政府による NRVs の取扱いに関する文章について、修正を

求める意見と、原案を維持する意見の両方が出された。結果的に序文の「政府は

NRV を選択するかそれとも以下に示す一般原則の適正や、表示を目的とした独自の

栄養参照量を確立する上で自国又は地域における特定の他の要因を考慮してもよ
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い。」とされていた文章は、微修正（「選択」を「推奨」に変更）の上維持された。 

定義については修正されず、一般集団のビタミン・ミネラルの NRVs を確立するため

の一般原則について、より広い活用ができるよう、年齢の枠を外すべきとの意見が支持

され、19～50 歳という対象範囲を削除すること等、一部修正がなされた上で、ステップ

８に進めることで合意された。 

 

議題４：コーデックス栄養表示ガイドラインにおける表示を目的とした栄養参照量

（NRVs）の追加/改定原案（ステップ４）  

会期直前の物理的作業部会(共同座長国：韓国、オーストラリア)の議論の結果をも

とにCRD１が用意され、議論が行われた。2004年に作成されたFAO/WHOによるガイ

ドライン（ヒトの栄養におけるビタミン及びミネラルの必要量，第２版，FAO/WHO，2004）

及び米国医学院（IOM: Institute of Medicine）のデータをもとにした試算結果が示され

たが、いくつかの栄養成分の数値に関しては、精査が必要とされた。対象とするビタミ

ン・ミネラルのリスト案については、ナトリウムとカリウムが追加された。今後、

FAO/WHO に対して再度評価を求めた結果を待って次回ステップ４で再検討すること

で合意された。 

 

議題５：必須栄養素の食品への添加に関するコーデックス一般原則 (CAC/GL 9-19

87) の改定原案（ステップ４）  

電子作業部会（共同座長国：カナダ、チリ、ニュージーランド）で議論された結果をも

とに討議文書及び改定原案が用意され、議論が行われた。 

当該作業は、食品への必須栄養素の無分別な添加を防ぐことにより、栄養素の過

剰、欠乏あるいは不均衡による健康被害のリスクを低減することを目的とする基本原則

の拡大と必須栄養素の安全な自主的添加に関する原則を取り込むことを目的に行わ

れた。前回の会合までに、その適用範囲については全ての食品とすること、また、国際

的な摂取上限量の決定についてはFAO/WHOの科学的な助言が必要ということが合

意されていたもの。 

 電子作業部会での検討の結果、多くの修正箇所や新たに加えられた項目があり、全

体を改定する上で、検討事項を絞る必要があるとの方向性で議論が進められた。タイ

トルについては、改定原案全体が検討された後に再考することで合意がなされた。序

文については、米国の提案をもとに修正された。定義については、特に必須栄養素、

栄養同等性及び強化について、また、原則については、義務的あるいは任意的な食

品への添加について主に議論が行われたが、引き続き検討が必要であるという結論

に至った。 

今後、改定作業の目的と範囲、基本原則及び栄養素の添加、部会で定義を検討す

るためのオプション等について、次回会合までの間にカナダ、メキシコ及びニュージー

ランドを共同座長国とする電子作業部会において検討し、改訂された原案をステップ
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３で回付し、コメントを求めること、さらに次回部会に先立ち、物理的作業部会を開催

することで合意された。 

 

議題６：乳児（６－12 ヶ月齢）及び幼児用の調整補助食品ガイドライン(CAC/GL 

8-1991) の改定原案（ステップ４）  

ガーナを座長国とする電子作業部会で議論された結果をもとに改定原案が用意さ

れ、議論が行われた。 

タイトルに関しては、主に“complementary”と“supplementary”のどちらの用語を用い

るべきかについて議論され、“formulated complementary foods” とすることで合意され

た。このほか、ガイドラインの範囲や説明についても議論されたが、引き続き検討が必

要であるという結論に至った。 

今後、ガーナに米国が座長国として加わり作業部会を継続し、改訂された原案をス

テップ３で回付し、コメントを求め、次回部会に先立ち、物理的作業部会を開催するこ

とで合意された。 

 

議題７：一般集団を対象とした食事や栄養に関係する非感染性疾患のリスクと関わり

のある栄養素の栄養参照量（NRVs）原案（ステップ４） 

会期直前の物理的作業部会での議論の結果用意された CRD２に基づいて議論が

行われた。 

序文については、議題３のビタミン及びミネラルの NRVs との関係で修正がなされた。

上限摂取量（UL）の定義については、上限摂取量に関する１日の摂取基準値につい

ての検討結果を考慮した上で結論を出す必要があることから[ ]付きのままとした。ま

た、非感染性疾患のリスクと関わりのある栄養素の栄養参照量（NRVs-NCD）を設定す

る際の一般原則に関して、特にNRVs-NCDの科学的根拠の強度についてWHOの定

義による“Convincing(確証的な)”と“Probable(大体において一致した)について”時間

をかけた議論がなされた。WHO が「食事、栄養、及び慢性疾患の予防：FAO/WHO

の合同会議の報告書」 (WHO TRS 916, ジュネーブ 2003 年) で使用された基準であ

る“Convincing or Probable”を主張し、日本のほか複数の国が支持したが、EU は、

“Convincing/Generally Accepted(確証的な又は広く認められた)”であるべきとし、米

国は、“Convincing(確証的な)”のみを用いることを提案した。結果的に合意には至ら

ず、“Probable” については[ ]付きとなった。 

このため、合意には至らず、米国、タイ及びチリを共同座長国とする電子作業部会

を継続し、改訂された原案をステップ３で回付し、コメントを求めることで合意された。

作業部会では、一般原則の議論と並行して、ナトリウムと飽和脂肪酸の NRVs につい

ても検討を行うことで合意された。 

 

議題８：乳幼児用の精製穀物加工食品の規格基準 (CODEX STAN 74-1981) に低
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体重児用の新規 Part B を挿入することに関する討議文書 

インドを座長国とする電子作業部会で議論された結果をもとに討議文書が用意され

た。WHOより途上国における小児の問題は低体重もさることながら肥満の問題もある

ことから今後の検討には科学的な精査が必要であるとの懸念が示されたものの、タイ

をはじめとする複数の国が、本作業のコンセプトを支持し、現規格との関係やタイトル

等の基本的事項について議論が行われた。 

今後は、引き続き電子作業部会において、議論を進め、次回部会においてステップ

３で議論するための資料を作成することで合意された。 

 

議題９：その他の事項及び今後の作業 

ニュージーランドからフォローアップミルクの規格（CODEX STAN 156-1987）を改定

する新規作業提案がなされ、次回部会までに討議文書をニュージーランドが作成する

ことで合意された。 

 

議題１０：次回会合の日程及び開催地 

 次回第33回会合については、2011年11月14～18日にドイツにおいて開催予定で

ある旨報告された。 

 

議題１１：報告書の採択 

報告書案に適宜必要な修正がされ、本部会の報告書として採択された。 

栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）の作業と今後のアクション 

事項 ステップ 次のアクション 

栄養表示ガイドライン付属文書：一般

集団を対象としたビタミン及びミネラ

ルの栄養参照量（NRVs）を設定する

ための一般原則案 

８ ・ 第 34 回総会 

コーデックス栄養表示ガイドラインに

おける表示を目的とした栄養参照量

（NRVs）の追加/改定原案 

４ ・ 第 33 回 CCNFSDU 

必須栄養素の食品への添加に関す

るコーデックス一般原則 (CAC/GL 9

-1987) の改定原案 

2/3 ・ 電子作業部会及び物理的

作業部会（座長：カナダ、メ

キシコ、ニュージーランド） 

・ 第 33 回 CCNFSDU 

乳児（6－12 ヶ月齢）及び幼児用の調

整補助食品ガイドライン(CAC/GL 

8-1991) の改定原案 

2/3 ・ 電子作業部会及び物理的

作業部会（座長：ガーナ、

米国） 

・ 第 33 回 CCNFSDU 
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一般集団を対象とした食事や栄養に

関係する非感染性疾患のリスクと関わ

りのある栄養素の栄養参照量（NRVs）

原案（ステップ４） 

2/3 

 

・ 電子作業部会（座長：米

国、タイ、チリ） 

・ 第 33 回 CCNFSDU 

乳幼児用の精製穀物加工食品の規

格基準 (CODEX STAN 74-1981) に

低体重児用の新規Part Bを挿入する

ことに関する討議文書 

 

1/2/3 ・ 電子作業部会（座長：イン

ド） 

・ 第 33 回 CCNFSDU 

フォローアップミルクの規格（CODEX 

STAN 156-1987）を改定する新規作

業提案 

 

- ・ ニュージーランド 

・ 第 33 回 CCNFSDU 
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