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 資料 1  

 

第 64回コーデックス連絡協議会 

 

日時：平成 27 年 6 月 18 日（木） 

13:00 ～ 17:00 

場所：大手町ファーストスクエア カンファレンス  

イーストタワー２階 Room B 

 

議  事  次  第 

１．議題 

○最近検討された議題について 

① 第 9回 食品汚染物質部会 

② 第47回 食品添加物部会 

③ 第47回 残留農薬部会 

④ 第22回  食品残留動物用医薬品部会 

 ○今後検討される議題について 

⑤ 第38回  総会 

２．その他 
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  資料 2   

コーデックス連絡協議会委員 

 

（敬称略 50 音順） 

天笠
あまがさ

 啓
けい

祐
すけ

    特定非営利活動法人 日本消費者連盟 運営委員 

 

岩田
い わ た

 修二
しゅうじ

   特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構 事務局次長 

 

鬼武
おにたけ

 一夫
か ず お

   日本生活協同組合連合会 品質保証本部 安全政策推進部 部長 

 

春見
か す み

 隆
たか

文
ふみ

     日本大学 生物資源科学部 農芸化学科 教授 

 

門間
か ど ま

  裕
ひろし

    一般財団法人 食品産業センター 参与 

 

菊池
き く ち

 孝
こう

治
じ

   JA 全農ミートフーズ株式会社 法務・コンプライアンス本部 

        品質保証室 室長 

 

菅沼
すがぬま

 修
おさむ

     国際酪農連盟日本国内委員会事務局 事務局長 

 

脊
せ

黒
ぐろ

 勝也
か つ や

   日本食品添加物協会 常務理事 

 

高谷
た か や

 幸
さとし

    公益社団法人 日本食品衛生協会 専務理事 

 

田中
た な か

 弘之
ひろゆき

   東京家政学院大学 現代生活学部 健康栄養学科 教授 

 

戸部
と べ

 依子
よ り こ

    公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

NACS 消費生活研究所 所長 

 

蓮尾
は す お

 隆子
た か こ

   家庭栄養研究会 常任顧問 

 

山根
や ま ね

 香織
か お り

   主婦連合会 参与 

 

吉池
よしいけ

 信男
の ぶ お

   青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 教授 
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 資料 3  
 

第 64回コーデックス連絡協議会 会場配置図 

 
平成 27 年 6 月 18 日（木） 
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資料 4-(1) 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 9 回食品汚染物質部会 

 

日時：2015 年 3月 16 日（月）～3月 20 日（金） 

場所：ニューデリー（インド） 

 

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 FAO 及び WHO（JECFA を含む）からの関心事項 

4 その他の国際機関からの関心事項 

5 

食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格（CODEX STAN 

193-1995）における特定品目中の鉛の最大基準値の改訂原案（ステップ 7

及び 4） 

6 
チョコレート及びカカオ製品中のカドミウムの最大基準値原案（ステップ

4） 

7 玄米中の無機ヒ素の最大基準値原案（ステップ４） 

8 コメ中のヒ素汚染の防止及び低減に関する実施規範原案（ステップ 4） 

9 

乳幼児用穀類加工品、小麦、トウモロコシ又は大麦を原料とするフラワー、

ミール、セモリナ、フレーク並びに未加工の穀類（小麦、トウモロコシ及

び大麦）中のデオキシニバレノール（DON）の最大基準値原案（ステップ 7） 

10 
直接消費用落花生の総アフラトキシンの最大基準値及び関連するサンプリ

ングプラン原案 

11 
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範（CAC/RCP 51-2003）

の改訂原案 

12 GEMS/Food へのデータ提出及び利活用に関する討議文書 
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13 汚染物質の最大基準値の段階的な引き下げ方法に関する討議文書 

14 魚類中のメチル水銀の最大基準値に関する討議文書 

15 放射性核種に関する討議文書 

16 
スパイス中のかび毒汚染に関する討議文書（スパイス中のかび毒の最大基

準値に関する今後の作業の優先順位） 

17 
スパイス中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範の作成の実行可

能性に関する討議文書 

18 JECFA による汚染物質及び自然毒の評価の優先リスト 

19 その他の事項及び今後の作業 

20 次回会合の日程及び開催地 

21 報告書の採択 
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第 9回食品汚染物質部会（CCCF）概要 

1. 日時及び開催場所 

日時：2015 年 3 月 16 日（月）～3 月 20 日（金） 

場所：ニューデリー（インド） 

 

2. 参加国及び国際機関 

55 加盟国、1加盟機関、13 国際機関 

 

3. 我が国からの出席者 

農林水産省顧問                      山田 友紀子 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課課長補佐       小林 秀誉 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課課長補佐       漆山 哲生 

農林水産省水産庁加工流通課課安全推進係長         松島 博英 

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課課長補佐     永田 翔 

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課汚染物質基準係  上田 悠介 

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部主任研究官       登田 美桜 

内閣府食品安全委員会事務局評価第一課評価調整官       髙﨑 洋介 

 

4. 概要 

議題 1. 議題の採択 

事前に送付されている仮議題案が採択され、以下の会期内作業部会の開催に合意した。 
•  穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範の改訂（議題 11）（議長国：ブラ

ジル） 
•  JECFA による汚染物質及び自然毒の評価の優先リスト（議題 18）（議長国：米国） 
 
議題 2. コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 

総会及び他部会からの附託事項について、Codex 事務局より報告があった。 
北米・南西太平洋地域調整部会からの要請による、発酵ノニ果汁中のスコポレチンの安全

摂取量に関しては、JECFA による汚染物質及び自然毒の評価の優先リスト（議題 18）の

中で議論されることとなった。 
また、分析・サンプリング法部会（CCMAS）から修正等が求められた、トウモロコシ

及びトウモロコシ製品中のフモニシンのサンプリングプランについては、ブラジルを議長

国とする会期内作業部会で検討することとなり、穀類中のデオキシニバレノール（DON）

のサンプリングプランについては議題 9 で議論することとなった。 
トウモロコシ及びトウモロコシ製品中のフモニシンのサンプリングプランについては、

会期内作業部会において、手続きマニュアルに定めるガイダンスに従って CCMAS から指

摘された不整合の修正等が行われ、修正案について、再度、CCMAS に承認を求めること

となった。 
前回総会において一般原則部会（CCGP）が作成したインフォメーションドキュメント

のガイダンスが承認されたことを受けて、本部会が第 6 回会合で合意した「種々のリスク
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評価結果を踏まえたリスク管理措置に関するガイダンス」を本部会に関連するインフォメ

ーションドキュメントとして Codex ウェブサイトに掲載することで合意した。また、我が

国がオランダと共同で作成し、インフォメーションドキュメント（INF/1）として回付さ

れている「GSCTFF 中の汚染物質及び毒素に関連する議論における情報及び利用のための

作業文書」は、CCGP が作成したガイダンスのインフォメーションドキュメントには該当

しないこと、今後も本部会の各会合毎に本作業文書の作成を続けることが確認された。 
第36回総会で採択されたCodexの2014-2020年の戦略計画の実行状況の検証が行われ、

戦略計画と本部会の活動が一致していることを確認し、第 70 回執行委員会及び第 38 回総

会への返答が取りまとめられた。 
 

議題 3. FAO 及び WHO（JECFA を含む）からの関心事項 

FAO 及び WHO 並びに JECFA が食品中の汚染物質及び毒素に関して実施した作業及び

実施予定の作業について説明が行われた。 
次回の第 80 回 JECFA（2015 年 6 月）では、汚染物質では、非ダイオキシン様 PCB と

ピロリジジンアルカロイドの評価が行われることが紹介された。JECFA の評価予定は、各

部会の作業状況とデータの利用可能性を考慮して決定され、評価に必要なデータ提供の確

約と予定が重要であることが JECFA 事務局より強調された。その他、かび毒サンプリン

グツールのデータベースの更新や暴露評価データの充実のためのトータルダイエットスタ

ディに関するプロジェクトの紹介が行われた。 
また、Codex トラストファンドで実施したソルガム中のかび毒に関する 3 か年のプロジ

ェクト研究の報告が行われ、アフリカ諸国から研究延長の要請があったものの資金の関係

から当初の予定どおり 2015 年で終了し、今後、FAO/WHO が報告書を取りまとめた上で、

次回会合に向けてソルガム中のかび毒に関する最大基準値（ML）設定やかび毒汚染の防止

及び低減措置に関する実施規範作成についての勧告を行うことで合意した。 
 

議題 4. その他の国際機関からの関心事項 

FAO/IAEA の食品及び農業分野に関連する活動について報告、説明が行われた。放射性

核種のガイドライン値（GL）に関連する活動は、議題 15 で議論されることとなった。 
 

議題 5. 食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格（CODEX STAN 193-1995）に

おける特定品目中の鉛の最大基準値の改訂原案（ステップ 7及び 4） 

（経緯） 

2010 年の第 73 回 JECFA において、従来設定されていた暫定週間耐容摂取量（PTWI）
が取り下げられたことを受けて、特に乳幼児、子供の鉛暴露を減らす観点から、食品及び

飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格（GSCTFF）に収載されている一部の品目（果

実飲料、乳及び乳製品、乳幼児用調製乳、果実及び野菜缶詰、果実、野菜、穀類）に関し

て米国を議長国とする EWG を中心として鉛の最大基準値（ML）の改訂が検討されてきた。 
これまでに、乳幼児調製乳、乳児用医療用調製乳及びフォローアップミルクについては、

0.02 mg/kg から 0.01 mg/kg に引き下げること（前回総会で採択）、熱帯・亜熱帯性果実、

かんきつ類、仁果類、核果類、鱗茎類、葉菜類、根塊類、乳、二次乳製品、穀類について

は現行の ML を維持することに合意した。 
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第 9 回会合では、さらなるデータ収集をすべきとして検討が先送りされてきた以下の改

訂原案及び改訂案が議論された。 
品目 現行 ML(mg/kg) 改訂 ML 案(mg/kg) 
直接消費用の果実飲料及びネクター（ベリー類及

び小型果実類を原料とするものを除く。） 
0.05 0.03（ステップ 7） 

果実缶詰（ベリー類及び小型果実類を原料とする

ものを除く。）及び野菜缶詰（アブラナ科野菜、

葉菜類、マメ科野菜を原料とするものを除く。） 

1 0.1（ステップ 7） 

ベリー類及び小型果実類（クランベリー、カラン

ト、エルダーベリーについては現行 ML を維持

するかどうかを検討） 

0.2 0.1（ステップ 4） 

マメ科野菜類 0.2 0.1（ステップ 4） 
アブラナ科野菜類 0.3 0.1（ステップ 4） 
ウリ科の果菜類 0.1 0.05（ステップ 4） 
ウリ科以外の果菜類（菌類及びきのこ類を除く。） 0.1 0.05（ステップ 4） 
 

（結果） 

直接消費用の果実飲料及びネクターについては、パッションフルーツを原料とする果実

飲料についての新たなデータが追加提出されたことを受けて、パッションフルーツを原料

とするものも対象から除くとした上で改訂案に合意した。また、ベリー類及びその他小型

果実類を原料とする果実飲料は現行 ML を維持した上で、次回会合において、パッション

フルーツを原料とする果汁飲料とともに EWG で検討することで合意した。 
果実缶詰及び野菜缶詰については、改訂案どおり、ML を引き下げることで合意し、

GSCTFF に収載されている個別缶詰食品の ML のうち、改定案で置き換えられる品目につ

いては GSCTFF から削除し、改訂案から除外される品目については現行 ML を維持する

ことになった。 
ベリー類及びその他小型果実類については、クランベリー、カラント、エルダーベリー

を除くとした上で、改定原案に合意し、クランベリー、カラント、エルダーベリーについ

ては現行 ML を維持することで合意した。 
マメ科野菜類、アブラナ科野菜類、ウリ科果菜類及びウリ科以外の果菜類については、

それぞれ改定原案どおり、ML を引き下げることで合意した。 
上記の合意した改訂案及び改定原案は、それぞれステップ 8 又はステップ 5/8 で、第 38

回総会に採択を諮ることとなった。 
なお、これまで鉛の ML 改訂作業の EWG において ML 引き下げの可能性の議論をして

いない、パッションフルーツを原料とする果実飲料、ベリー類及びその他小型果実類を原

料とする果実飲料、ベリー類及びその他小型果実類の缶詰、ジャム・ゼリー類、マンゴー

チャツネ、栗・栗ピューレ缶詰、キュウリのピクルス、アブラナ科野菜類の缶詰、葉菜類

の缶詰、マメ科野菜類の缶詰、テーブルオリーブ、トマト缶詰、濃縮トマト、菌類及びき

のこ類の各品目の鉛の ML については、再度、EWG（議長国：米国）を設置して実態デー

タの解析等を行い、次回会合において検討することとなった。 
 

議題 6. チョコレート及びカカオ製品中のカドミウムの最大基準値原案（ステップ 4） 
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（経緯） 
第 8 回会合において、エクアドルより、第 77 回 JECFA の評価ではカカオ製品に由来す

るカドミウム暴露により健康への懸念はないと評価されたものの、コーデックスの ML が

存在しないことが特に主たる輸出国である途上国にとって貿易上の障壁になっていること

から ML 設定に関する新規作業提案が行われ、第 37 回総会で承認された。 
回付された、エクアドルを議長国とする EWG が作成した作業文書では、カドミウム濃

度がカカオ含量に関連することを考慮した上で、以下の ML 原案が提案された。  
品目 ML (mg/kg) 

1. カカオ分 30％未満のミルクチョコレート 0.20 
2. カカオ分 50％未満のチョコレート及び 

カカオ分 30％以上のミルクチョコレート 0.60 

3. カカオ分 50％以上のチョコレート 2.00 
4. 最終消費者に販売される又は最終消費者に販売される

調整ココアの原材料として販売されるココアパウダー 1.50 

       
（結果） 

EWG の議長国（エクアドル）から、原案について EWG 内での合意が得られておらず、

本会合での合意は難しいことからステップ 2 に差し戻すことが提案された。その結果、再

度、EWG（議長国：エクアドル、共同議長国：ブラジル、ガーナ）を設置し、今次会合で

寄せられたコメントも考慮して原案を再検討することで合意し、EWG は、次回会合に向

けて ML を策定すべき品目を明確に特定し、ML 原案の根拠を提示することとなった。 
 
議題 7. 玄米中の無機ヒ素の最大基準値原案（ステップ４） 

（経緯） 

第 8 回会合において、精米及び玄米に含まれる無機ヒ素の ML 原案を検討し、精米につ

いては 0.2 mg/kg で合意し、第 37 回総会にてステップ 5/8 で承認された。一方、玄米中の

無機ヒ素については、再度 EWG（議長国:中国、共同議長国:日本）を設置した。新しく提

出された含有実態データに基づき、EWG は本部会に対し、以下を勧告した。 
① 玄米中の無機ヒ素の ML の数値を検討する必要がある。ML 原案として 0.25 mg/kg、 

0.3 mg/kg、 0.35 mg/kg 及び 0.4 mg/kg が提案された。もし部会がある数値に合意し

たならば、以下についても検討する。 
(ア)  スクリーニング法として総ヒ素の分析を許可する注釈をつけること 
(イ)  ML 適用のガイダンスが必要かどうか検討すること 

② もしも本部会が、ある ML の数値に合意できなければ、玄米中の無機ヒ素の ML の検

討を延期する。その場合、以下を行う。 
(ア)  とう精（精白）すると精米の無機ヒ素の ML を満たさない可能性のある米が玄米

として流通する可能性を排除するためのメカニズムの検討 
(イ)  加盟国に対しさらなるデータの提供の要求 

③ 分析法については、本部会が適切な分析法を 1 つ特定し、このクライテリアへの変換

を分析・サンプリング法部会に依頼する。 
（結果） 
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ML 設定の要否については、消費者の健康保護のため精米だけでなく玄米にも ML 設定

が必要との立場を示す国が多かったため、部会は玄米中の無機ヒ素の ML を設定すること

を決定した。 
ML 原案については、多様な意見、提案があったものの、最終的に、ML 超過率（約 2%）

が適当と考えられる 0.35 mg/kg をステップ 5 で予備採択するよう第 38 回総会に要請する

ことで合意した。なお、我が国（0.4 mg/kg を主張）並びに EU 及びノルウェー（0.25 mg/kg
を主張）がこの決定に対して留保した。 
また、インドが、主産地の 1 つである自国のデータが含まれていないと強く主張した結

果、インド等から追加提出されるデータを再設置される EWG（議長:日本、共同議長:中国）

において既存のデータとともに解析し、その結果を次回会合で検討することで合意した。 
品目/製品 ML 

（mg/kg） 
ML が適用となる

品目の部位 
注釈 

玄米 0.35  品目全体 本 ML は無機ヒ素に関するものである。 
国または輸入者は、コメ中の無機ヒ素の ML
適用に当たって、コメ中の総ヒ素分析のスク

リーニングとしての使用を決定できる。 
もし総ヒ素濃度が無機ヒ素の ML 未満なら、

それ以上の検査は求められず、その試料は

ML を満たすと判断される。 
もし総ヒ素濃度が無機ヒ素の ML を超える場

合は、無機ヒ素濃度が ML を超えるかどうか

を決定するため、フォローアップ検査が行わ

れなければならない。 
 

議題 8. コメ中のヒ素汚染の防止及び低減に関する実施規範原案（ステップ 4） 

（経緯） 

第 8 回会合において本実施規範（COP）作成の新規作業に合意し、第 37 回総会で承認

され、我が国を議長国とする EWG（共同議長国:中国）において検討し、原案が作られた。 
原案は、｢1．序章｣、｢2．範囲｣、｢3．用語の定義｣、｢4．ヒ素汚染の防止及び低減の手

段｣、｢5．モニタリング｣、｢6．リスクコミュニケーション｣、｢7．低減手段のさらなる議

論のために必要な情報｣の 7 章からなる。EWG は、本部会に対して以下を勧告した。 
① 原案のうち、「序章」及び「範囲」の章のみを検討すること 
② 追加の情報及びデータの収集を行い、第 10 回会合で検討する原案を作成するための

EWG を再度設置すること 
 

（結果） 

EWG の議長である我が国に議事進行がほとんど任された結果、今後の規範策定作業の

鍵となる「1．序章」、「2．範囲」の章について合意が得られた。本実施規範の内容の充実

に資する低減技術の開発、実証試験等が進行中であることから、それらの結果が得られ次

第、実施規範に適切に反映できるよう、再度、EWG（議長国：日本、共同議長国：中国）

を設置し、ステップ 2 で原案を策定して、次回会合において検討することで合意した。 
 

11



 

 

議題 9. 乳幼児用穀類加工品、小麦、トウモロコシ又は大麦を原料とするフラワー、ミー

ル、セモリナ、フレーク並びに未加工の穀類（小麦、トウモロコシ及び大麦）中のデオキ

シニバレノール（DON）の最大基準値原案（ステップ 7） 

（経緯） 

 本部会では、過去にも穀類の DON の ML の検討が度々行われてきたが、その都度含有

実態に関するデータが不足しているとして、作業が中断されてきた。本作業は 2010 年の

第 72 回 JECFA での評価において多くの含有実態データが収集されたことから、これを

基礎として 2011 年の第 5 回会合から作業が再開されたもの。 
2013 年の第 36 回総会で ML 原案と関連するサンプリングプランが予備採択され、昨年

の第 8 回会合でも引き続き案の検討が行われたが、未加工の穀類に ML を作るべきか否か

や、ML 案の数値に関して意見に大きな相違があり、双方の妥協点が見いだせなかったこ

とから議論を中断し、ステップ 7 に保留となっていた。 
 

（結果） 

 我が国は、GSCTFF の ML 設定の規準に従い、国際的に貿易される主たる形態である未

加工の穀類を対象に ML を策定すべきことを主張し、その他の多くの加盟国は未加工の穀

類と穀類のフラワー等の 2 種類の ML 設定を支持する意見が多かった。 
 しかしながら、主として穀類の輸出国側は、加工工程で DON の低減は可能であり、穀

類のフラワー等の ML があれば未加工の穀類の ML は不要であること、未加工の穀類への

ML 設定は貿易上の障壁や気候条件によって DON の感染が高まった際に食料供給に悪影

響を及ぼす可能性があることを主張した。 
 議論の結果、妥協案として、ML の適用対象を「未加工の穀類（raw ceral grains）」か

ら「加工向け穀類（cereal grains destined for further processing）」に変更し、その注釈

で加工向けの定義を明記することで、加工向け穀類、穀類のフラワー等の案にそれぞれ合

意した。この決定に対して、より低い ML を主張するロシアが両方の ML 案について留保

し、EU 及びノルウェーが DON 暴露量及び健康上の指標値を超過するグループの増加をも

たらすとして穀類のフラワー等の ML 案について留保した。 
 乳幼児用食品については、案より高い ML でも健康保護に十分であるとして“dry matter 
basis”で 0.5 mg/kg 又は“as consumed”で 0.2 mg/kg のいずれかを主張する国がある一

方で、案の 0.2 mg/kg でも健康保護の観点から十分ではないとして、さらに低い ML を主

張する国もあった。しかしながら、ML 案は実態調査データから十分に達成可能であり、

乳幼児の脆弱性を考えれば ALARA の原則からできる限り低い水準とすべきとの意見が多

く、dry matter basis で 0.2 mg/kg とする案に合意した。米国、カナダ、ロシアはこの決

定に留保した。 
 穀類中の DON のサンプリングプラン等については、トウモロコシ中のフモニシンと同

様のサンプリングプランを使用することで合意し、穀類の加工品にも適用拡大した上で、

修正したものに関して CCMAS の承認を求めることで合意した。 
品目/製品 ML

（mg/kg） 
ML が適用となる

品目の部位 
注釈 

乳幼児用穀類加工品 0.2 ML は乾物のまま

で適用する。 
乳児（生後 12 ヶ月まで）及び幼

児（12-36 ヶ月）向けの穀類を

主原料とする全ての食品 
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小麦、トウモロコシ又は

大麦を原料とするフラ

ワー、ミール、セモリナ

及びフレーク 

1   

加工向け穀類（小麦、ト

ウモロコシ、大麦） 
2  “加工向け”とは、食品原材料

として使用される前、さもなく

ば食用としての加工又は提供の

前に、DON 濃度を低減する追加

の加工/処理を受けることが意

図されているものを指す。加盟

国は、濃度を低減する加工を規

定できる。 
 
議題 10. 直接消費用落花生の総アフラトキシンの最大基準値及び関連するサンプリングプ

ラン原案 

（経緯） 

2013 年の第 7 回会合において、インドより、落花生については現在コーデックスにおい

て加工用しか ML が設定されておらず、消費者の健康保護及び公正な貿易の確保の観点か

ら、直接消費用についても ML を設定すべきことが提案され、昨年部会で新規作業に合意

したもの。インドを議長国とする EWG が作成した直接消費用落花生の ML 原案では、総

アフラトキシンとして 10 µg/kg が提案された。 
 

（結果） 
我が国は直接消費用落花生の実態調査データに基づいて ML 原案を検討するよう主張し

たが、原案を支持する意見も多くあり、結果として 4, 8, 10 及び 15 g/kg の 4 種の仮想

ML に基づく暴露量及び違反率のインパクト評価を JECFA に依頼し、ML 原案はステップ

4 に留め置き、JECFA によるリスク評価終了後に検討を再開することで合意した。 
ML 適用対象となる直接消費用落花生の範囲については、GSCTFF における木の実類の

ready to eat の定義（食品原材料として使用される前、さもなくば食用としての加工又は

提供の前に、アフラトキシン濃度を低減する追加の加工/処理を受けることが意図されてい

ないもの）を適用し、複合原料からなる調製品は除くことで合意した。 
 

議題 11. 穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範（CAC/RCP 51-2003）の改

訂原案 

（経緯） 

第 8 回会合において議論された討議文書において、穀類のかび毒汚染の防止及び低減に

関して利用可能な新たな技術や規範があることが確認されたことを受けて、EWG（議長

国：ブラジル）により改訂原案が作成された。我が国も、EWG メンバーとして我が国で

実践されている麦類のかび毒汚染の防止及び低減技術に関する情報を提供し、改訂原案作

成に貢献した。なお、EWG において麦角アルカロイドに関する付属書の追加が新たに提

案されており、この是非についても議論された。 
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（結果） 

 会期内作業部会において、EWG 議長国のブラジルが作成した修正改訂案（各国から事

前提出されたコメントを反映させたもの）に基づいて検討が行われた。作業部会は、麦角

アルカロイドに関する付属書については検討が十分でないとして削除すること、DON（ト

リコテセン類）の付属書に関しては加工工程における低減対策を追記することで合意した。 
 本会合では、会期内作業部会から提案された修正原案について、本文のみステップ 5 に

進め、第 38 回総会に予備採択を諮り、付属書についてはステップ 2 に戻して、再度 EWG
（議長国：ブラジル、共同議長国：米国、カナダ）で検討することで合意した。なお、麦

角アルカロイドについては、ドイツが次回会合に向けて討議文書を作ることで合意した。 
  

議題 12. GEMS/Food へのデータ提出及び利活用に関する討議文書 

（経緯） 

本部会のEWGにおいて、過去にGEMS/Foodと異なる形式でデータ要求がなされたり、

同一目的で複数回データ要求が出されたりする状況があった。GEMS/Food と本部会の仕

事とのリンクが重要であり、EWG が収集したデータは GEMS/Food にも登録され、また

EWG は GEMS/Food から必要なデータを得られる必要がある。そのため、GEMS/Food
事務局（WHO）は FAO、EWG 議長国と協力し、ガイダンスを作成することが第 8 回会

合において合意された。 
 

（結果） 

次回会合のサイドイベントとして、WHO 事務局が GEMS/Food へのデータ提出に関す

るワークショップを開催することに合意した。我が国からは、現在の GEMS/Food のデー

タベースは GSCTFF に収載されている ML が策定済みのすべて品目をカバーしていない

問題点を指摘するとともに、ML や実施規範の策定に必要な関連情報も GEMS/Food のデ

ータベースに取り込むべきであると主張した。 
本部会は、ML を策定する際は、GEMS/Food のデータベースをできる限り活用するこ

と、データベースに収載されていない追加情報を収集する際には GEMS/Food 事務局にデ

ータ収集様式に関して相談することで合意した。 
 
議題 13. 汚染物質の最大基準値の段階的な引き下げ方法に関する討議文書 

（経緯） 

 第 8 回会合において、穀類中の DON の ML 案に関して、より低い値を求める意見が多

く ML 案の合意に至らない状況や、トウモロコシ及びトウモロコシ製品中のフモニシンの

ML の議論で今後の JECFA の暴露評価結果を考慮して 3 年以内に ML を見直すことにな

ったことを受けて、FAO、WHO、コーデックス事務局が討議文書を作成して検討するこ

ととなったもの。  
討議文書では、食料の安定供給と消費者の健康保護に関する立場の違いから ML の合意

に至らない場合を想定し、健康保護の観点からは高めの数値であっても ML があった方が

良い場合はそれを採用し、COP の実施などを前提として一定期間後に ML の引き下げを検

討するという基本的な考え方や本アプローチ適用のための原則が提案された。 
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（結果） 

多くの加盟国が本アプローチへの疑問、懸念、問題点を指摘した結果、本部会は本アプ

ローチを一般的に使用することには合意せず、さらなる討議文書の作成も行わないことと

なった。ただし、将来を含め、関連する ML の議論の際には、必要に応じて本アプローチ

の採用を検討することとなった。 
 
議題 14. 魚類中のメチル水銀の最大基準値に関する討議文書 

（経緯） 
魚類中のメチル水銀のガイドライン値（GL）（魚類 0.5 mg/kg、捕食性魚類 1 mg/kg）の

見直しが検討されている。第 8 回会合では、摂食指導は各国・地域が魚食の状況を考慮し

て導入するものであり、国際的には取り組まないこととされた一方、適切な ML や対象魚

種についてはさらに検討が必要であるとされたことから、EWG を設置して（議長国：日

本、共同議長国：ノルウェー）引き続き検討することとなった。 
EWG では、国際貿易量及び実態データをもとに、ML の適用対象種の候補としてマグロ

類を特定した。さらに現行の捕食性魚類に設定されている GL（1 mg/kg）を含め、メチル

水銀の ML 原案（1、2、3、4 及び 5 mg/kg）について、違反率及びメチル水銀摂取量の減

少率を検討した。その結果、部会に対して、以下を検討するよう勧告された。 
(1) ML 設定の必要性について再度検討する。 
(2) (1)の検討の結果、ML が必要となった場合には、EWG の検討結果をもとに ML 及び

適用魚種を検討する。 
 
（結果） 

EWG の勧告に基づいて、まず ML 設定の必要性について議論をした結果、多くの国が

ML 設定を支持した。また、そのうちの多くが、マグロ類だけでなく、メチル水銀濃度が

高いその他の魚種（サメ、カジキ等）にも ML を設定すべきとの意見であった。そのため、

再度 EWG（議長国：日本、共同議長国：ニュージーランド）を設置した上で、マグロ類

だけでなく、メチル水銀濃度が高いその他の魚種についても ML 案を検討し、新規作業開

始のためのプロジェクトドキュメントを含む討議文書を次回会合に向けて用意することと

なった。 
 
議題 15. 放射性核種に関する討議文書 

（経緯） 
第 8 回会合において、国際原子力機関（IAEA）から、食品と飲料水に含まれる放射性物

質の基準を議論する国際機関間の WG の取り組みについて報告があり、各種の国際基準の

間で大きな違いはないものの、コーデックス GL に関して以下の 4 点の指摘があった。 
 GL が適用される“食品生産の段階”とは具体的にどの段階を意味するのか。 
 原子力に係る緊急事態発生後、食料貿易の GL を適用する期間はいつまでか。 
 食品中の放射性物質に関して、妥当性が国際的に確認された分析法とは何か。 
 GL の導入を強化するためのサンプリングプランの開発ができるか。 
これらの論点を踏まえ、さらなる作業の必要性と実行可能性を議論するため EWG（議

長：オランダ、共同議長：日本）を設置することが決定され、現在の GSCTFF の解釈と導
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入を促進するための新たなガイダンスを作成する必要性があるかどうかについても EWG
で併せて検討された。 
 
（結果） 

EWG 議長国のオランダから、指摘事項への検討結果と GL の解釈と導入を促進するた

めの新たなガイダンスを作成する必要性はないとの EWG における結論が紹介された。 
IAEA から、「核及び放射線緊急時に汚染された食品と飲料水管理に関する技術文書

(TECDOC)」が次回会合までに公表される予定であること等が情報提供された。また、EU
から、国際放射線防護委員会（ICRP）が、現在、線量係数の改定作業を行っており、その

結果を待つべきであるとの意見があった。 
これらを受けて、本部会はそれらの関連する報告書等が利用可能となるまで、GL の改

訂等に関連する新規作業は行わないことで合意した。 
 

議題 16. スパイス中のかび毒汚染に関する討議文書（スパイス中のかび毒の最大基準値に

関する今後の作業の優先順位） 

（経緯） 

 第 8 回会合で、インド及びインドネシアから、それぞれスパイス及びナツメグ中のアフ

ラトキシンの ML 設定に関する新規作業提案があり、まずはスパイス中のかび毒について

レビューする討議文書を作成し、優先順位を付けて今後の作業を行うことに合意した。

EWG（議長国：インド）が作成した討議文書では、スパイスの中では、唐辛子、パプリカ、

ナツメグ、ショウガ、ターメリック、コショウ、クローブ、ニンニク、ゴマ、マスタード

シードの優先度が高く、かび毒としてはアフラトキシン及びオクラトキシン A について

ML を策定すべきことが勧告された。 
 
（結果） 

ゴマは主として油糧種子であることからリストから削除すべきとの意見やシナモンをリ

ストに追加すべき等の意見はあったものの、スパイスの優先リストについては概ね支持が

得られた。また、同じ植物であっても、加工の程度により、生鮮果実・野菜、加工果実・

野菜、スパイスと複数の分類に該当する可能性もあり、残留農薬部会（CCPR）が作成し

た食品・飼料の分類を使用することが提案された。 
 ML を設定すべきスパイスとかび毒の組合せについてのさらなる検討が必要であること

から、再度、EWG（議長国：インド、共同議長国：インドネシア、EU）を設置し、次回

会合に向けて新規作業のプロジェクトドキュメントや検討原案を含む討議文書を作成する

ことで合意した。 
 

議題 17. スパイス中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範の作成の実行可能性に

関する討議文書 

（経緯） 

 第 8 回会合で個別のスパイス中のかび毒の汚染防止、低減に関する COP の新規策定提

案に関して、穀類のかび毒に関する COP と同様に、スパイスのかび毒汚染防止、低減に

関する一般的な COP の作成を目指して、必要に応じて特定のかび毒及びスパイスに関す

16



 

 

る付属書の検討を行うべきことが提案され、EWG（議長国：スペイン、共同議長国：オラ

ンダ）を新規に立ち上げ討議文書を作成することで合意したもの。 
 EWG からは、世界的に利用可能なデータに基づいて COP 作成が可能であるとして、新

規作業が提案された。 
  

（結果） 

COP の作成には多くの支持が得られたことから、今回の討議文書に示された骨子案に基

づく実施規範作成の新規作業について総会に承認を求めることで合意した。EWG（議長

国：スペイン、共同議長国：インド、オランダ）が次回会合に向けて規範本文の原案を作

成するとともに、かび毒と香辛料の組合せ毎の付属書の骨子を含む討議文書を用意するこ

ととなった。 
 なお、「スパイス及び乾燥芳香性ハーブ類の衛生実施規範」を策定した食品衛生部会

（CCFH）へは、本新規作業開始についての情報提供に留め、本規範の作業か完了するま

で当該衛生規範におけるかび毒に関係する措置の記述の削除を求めないこととなった。 
 

議題 18. JECFA による汚染物質及び自然毒の評価の優先リスト 

（経緯） 

JECFA に評価を依頼する汚染物質や自然毒の優先リストの見直しを行うものである。 
第 8 回会合で合意したリストには、3-MCPD エステル、グリシドールエステル、ピロリ

ジジンアルカロイド、非ダイオキシン様 PCB、ステリグマトシスチン、ジアセトキシスシ

ルペノール、フモニシン（暴露評価）、アフラトキシン（暴露評価）が掲載されていた。 
 

（結果） 
リストに掲載されていたもののうち、3-MCPD エステル、グリシドールエステル、ステ

リグマトシスチン、ジアセトキシスシルペノール、フモニシン及びアフラトキシンの 6 物

質は維持し、次回の第 80 回 JECFA（2015 年 6 月）で評価が行われる非ダイオキシン様

PCB とピロリジジンアルカロイドは削除することとなった。 
 我が国からは 3-MCPD エステル、グリシドールエステルの実態調査データの提出状況、

グリシドールエステルに関する暴露評価や暴露マージン（MOE）の算出を含むリスク評価

の実施状況について情報提供を行った。 
 また、直接消費用落花生のアフラトキシンに関する異なる ML による暴露評価及びイン

パクト評価（議題 10 参照）、ノニジュース中のスコポレチンのリスク評価（議題 2 参照）、

無機ヒ素の非発がん影響評価、ダイオキシンのリスク評価の更新の 4 物質の評価を新たに

リストに追加することで合意した。 
 

議題 19. その他の事項及び今後の作業（略） 

 

議題 20. 次回会合の日程及び開催地 

次回の第 10 回会合は、オランダのロッテルダムで 2016 年 4 月に開催予定。 

 

議題 21. 報告書の採択（略） 
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食品汚染物質部会（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 

直接消費用の果実ジュース及びネクター（ベリー類及

びその他の小型果実類からのみを原料とするものを除

く）、果実缶詰（ベリー類及びその他の小型果実類の缶

詰を除く）、野菜缶詰（アブラナ科野菜類の缶詰、葉菜

類の缶詰、マメ科野菜類の缶詰を除く）、ベリー類及び

その他の小型果実類（クランベリー、カラント、エル

ダーベリーを除く）、クランベリー、カラント、エルダ

ーベリー、アブラナ科野菜類、マメ科野菜類、ウリ科

の果菜類、ウリ科以外の野菜類（キノコ類を除く）中

の鉛の最大基準値の改訂案及び改訂原案 

8 
及び 
5/8 

第 38 回総会 

乳幼児用穀類加工品；小麦、トウモロコシ及び大麦の

フラワー、ミール、セモリナ及びフレーク；加工用途

向けの穀類（小麦、トウモロコシ及び大麦）のデオキ

シニバレノールの最大基準値案、サンプリングプラン

及び分析法の性能規準を含む 

8 第 38 回総会 
第 37 回 CCMAS 

玄米中の無機ヒ素の最大基準値原案 5 

第 38 回総会 
電子作業部会 

（議長国：日本/中国） 
第 10 回 CCCF 

穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範

（CAC/RCP 51-2003）の改訂原案 5 第 38 回総会 
第 10 回 CCCF 

直接消費用落花生中の総アフラトキシンの最大基準値

原案、サンプリングプランを含む 4 -- 

選択された果実類及び野菜類（生鮮品及び加工品）中

の鉛の最大基準値原案 2/3 
電子作業部会 

（議長国：米国） 
第 10 回 CCCF 

チョコレート及びカカオ製品中のカドミウムの最大基

準値原案 2/3 

電子作業部会 
（議長国：エクアドル

/ブラジル/ガーナ） 
第 10 回 CCCF 

コメ中のヒ素汚染の防止及び低減に関する実施規範原

案 2/3 
電子作業部会 

（議長国：日本/中国） 
第 10 回 CCCF 

穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範

（CAC/RCP 51-2003）の付属書の改訂原案 2/3 

電子作業部会 
（議長国：ブラジル/

米国/カナダ） 
第 10 回 CCCF 

スパイス中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施

規範原案 1/2/3 

第 38 回総会 
電子作業部会 

（議長国：スペイン/
インド/オランダ） 
第 10 回 CCCF 
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事項 ステップ 今後のアクション 

GSCTFF 中の鉛の最大基準値の廃止（グレープフルー

ツ缶詰、マンダリンオレンジ缶詰、マンゴー缶詰、パ

イナップル缶詰、フルーツカクテル缶詰、熱帯果実サ

ラダ缶詰、アスパラガス缶詰、ニンジン缶詰、成熟し

た加工済みエンドウマメ缶詰、キノコ類缶詰、パルミ

ート（ヤシの芯）缶詰、スウィートコーン缶詰） 

-- 第 38 回総会 

トウモロコシ（穀粒）及びトウモロコシ製品（フラワ

ー及びミール）中のフモニシン類（B1＋B2）に関する

サンプリングプラン 
-- 第 37 回 CCMAS 

麦角アルカロイド -- ドイツ 
第 10 回 CCCF 

魚類中のメチル水銀の最大基準値 -- 

電子作業部会 
（議長国：日本、ニュ

ージーランド） 
第 10 回 CCCF 

スパイス中のかび毒の最大基準値 -- 

電子作業部会 
（議長国：インド

/EU/インドネシア） 
第 10 回 CCCF 

JECFA による評価を提案する汚染物質及び自然毒の

優先リスト -- 第 10 回 CCCF 

GEMS/Food へのデータの提出及び利用 -- -- 

汚染物質中の最大基準値の段階的引き下げに関するア

プローチ -- -- 

食品中の放射性核種 -- -- 
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参考資料 

 

食品及び飼料中の汚染物質及び毒素の一般規格（GSCTFF）について 
（Codex STAN 193-1995） 

 内容 

 コーデックス委員会における、食品及び飼料中の汚染物質、毒素に対処す

る際の原則を記載した規格。 
 コーデックス委員会で採択された、食品及び飼料中の汚染物質、自然毒の

最大基準値（ML: maximum level）及び関連するサンプリングプランに関

するリストも含む。（飼料の ML は、飼料から畜産物への移行が公衆衛生

上の問題となる場合に限る。） 
 

 汚染物質に関する原理原則 

 食品及び飼料中の汚染物質濃度は、適切なリスク評価に基づいて、GAP
や GMP のような適正規範を通して、合理的に達成可能な範囲でできる限

り低くすべきである。 
 食品及び飼料の汚染の低減対策を確実に実行するため、汚染源対策、GAP、

GMP からなる実施規範（Code of Practice）を策定すべきである。 
 食品及び飼料の汚染の程度、低減対策の効果は、モニタリング、サーベイ

ランス、その他の調査計画によって評価されなければならない。 
 汚染物質を含む食品を食べることが原因と考えられる健康への悪影響が

みられた場合、リスク評価を行う必要がある。健康上の問題が実証された

なら、状況やあらゆるリスク管理措置の選択肢の評価に基づき、リスク管

理措置をとらなければならない。問題と解決策の評価結果によっては、

ML やその他の措置の策定が必要な場合もある。措置により健康や安全性

が十分確保できない場合、特殊なケースでは、摂食指導もその他の規制措

置を補完するものとして検討すべきかもしれない。 
 食品及び飼料の汚染に関する国別措置は、貿易上の不要な障壁を作らない

ようにしなければならない。GSCTFF の目的は、汚染問題の排除、低減の

ためのガイダンスの提供並びに貿易障壁及び紛争を防止しうる勧告によ

り国際的な調和を促進することである。 
 

 基準値設定の原理原則 

 ML は、消費者の汚染物質の総暴露量に対して、有意な量で汚染物質が検

出される可能性のある食品についてのみ設定する。 
 ML は、消費者が十分に保護されるように設定する。同時に、その他の正

当な要因も考慮する必要がある。 
 コーデックスによって規定された GAP、GMP の原則を適用する。ML は、

国際貿易に不当な障壁をもたらさないよう、世界的に受け入れ可能な値を

導く適正な科学的原則に基づかなければならない。 
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 最大基準値（ML）設定の規準（クライテリア）の概要 
 ML は、公衆衛生上の重大なリスクをもたらし、かつ、国際貿易上の既知

又は予測される問題をもたらす汚染物質についてのみ設定すべき。 
 ML は、汚染物質への消費者の総暴露量にとって有意な食品に関してのみ

設定すべきである。（汚染物質の暴露において、1 地域において耐容量の

10%以上の寄与がある食品、2 つ以上の地域において耐容量の 5%以上の寄

与がある食品、ある集団に対して無視できない影響がある食品） 
 ML は、合理的に達成可能な最も低い値かつ消費者を保護するために必要

なレベルに設定すべき。毒性学的に受け入れ可能な場合には、ML は食品

及び飼料の生産と貿易の不必要な混乱を避けるため、現在の適切な技術的

方法で生産される食品及び飼料中の通常の濃度範囲をわずかに上回るレ

ベルに設定すべき。可能な場合、GMP、GAP の検討に基づくべき。 
 ML 案は、国際的に貿易される製品の場合、主要な生産地域や方法を含む、

さまざまな国やソースからのデータに基づくべき。（科学的な証拠がある

場合には、より限られたデータでも十分な場合がある。） 
 製品群全体の汚染パターンに関する十分な情報が利用可能な場合等には、

ML は製品群に関して設定することができる。 
 ML の数値は、受入可能な場合には、規則的な数字（0.01、0.02、0.05、

0.1、0.2、0.5、1、2、5 等）で表すことが望ましい。 
 ML は、ロットごとの代表的な試料に適用すべき。必要に応じて、適切な

サンプリング法を指定すべき。 
 ML は、食品、飼料の検査機関が容易に設定及び適用できる分析法によっ

て分析できる濃度より低くしてはならない。（ただし、健康保護のために

低い ML が必要な場合を除く。）いかなる場合も、ML の監視が可能な妥

当性の確認された分析法が利用可能でなければならない。 
 ML が適用される分析対象の汚染物質は明確に定義する必要がある。 
 ML を適用する分析すべき製品は明確に定義する必要がある。一般に、ML
は一次製品に対して設定される。ML は一般に生鮮重に基づく製品自体に

対する汚染物質の量として表すことが望ましい。 
 一次製品に対して設定されたMLの加工製品及び複数の原材料から成る製

品への適用可能性について、指針を提供することが望ましい。 
 ML は、公衆衛生の観点からの受け入れ可能性に関する主要な（理論最大

摂取量とリスク推定）手法において受け入れられるレベルを超えないこと

が望ましい。もし、その他の規準に関して問題が生じる場合には、GAP、
GMP の改善による汚染の低減の可能性を評価し、それでも解決が困難な

場合には受入可能な ML に合意できるよう、さらに緻密なリスク評価やリ

スク管理の評価を行う。 
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資料 5-(1) 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 47 回コーデックス食品添加物部会 

 

日時：2015 年３月 23 日（月）～３月 27 日（金） 

場所：西安（中国） 

 

議題 

 

1 議題の採択 

2 コーデックス総会、その他の部会及びタスクフォースからの付託事項 

3(a) 
FAO / WHO 及び第 79 回 FAO / WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）から

の関心事項 

3(b) 第 79 回 JECFA 会合の食品添加物の同一性及び純度に関する規格の提案 

4(a) 
コーデックス規格における食品添加物及び加工助剤の食品中の最大濃度の

承認／改訂 

4(b) 個別食品規格の食品添加物条項と GSFA の関連条項の整合 

5(a) 

表 3 に規定されている食品添加物の表 1 および表 2 における食品添加物条

項：(i)「pH 調整剤」以外の機能がある「pH 調整剤」、(ii)「乳化剤、安定

剤、増粘剤」、「着色料」、「甘味料」以外の機能があるその他の表 3 に規定

される食品添加物-第 46 回 CCFA からの持ち越し 

5(b) 

表 3 に規定されている食品添加物の表 1 および表 2 における食品添加物条

項：「乳化剤、安定剤、増粘剤」以外の機能がある「乳化剤、安定剤、増粘

剤」 

5(c) 
食品分類 01.2～08.4（食品分類 04.1.2.4、04.2.2.4、04.2.2.5、04.2.2.6、

05.1.1、05.1.3 及び 05.1.4 を除く）の表 1及び 2の食品添加物条項 

5(d) 
食品分類 14.2.3「ブドウ酒」及びそのサブカテゴリーにおける食品添加物

条項 

5(e) シクロテトラグルコース(INS 1504(i))、シクロテトラグルコースシロップ
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(INS 1504(ii))及びナイシンの条項(INS 234) 

5(f) 食品分類 01.1｢乳及び乳飲料｣及びそのサブカテゴリーの改訂の提案 

5(g) 選択された甘味料の食品添加物条項への注釈 161 の使用に関する討議文書 

5(h) 食品添加物条項の新規／改定の提案（CL 2014/15-FA への回答） 

6 
食品添加物の国際番号システム（INS）の変更／追加に関する修正原案の提

案 

7(a) 
JECFA による評価のための食品添加物の優先リストへの追加及び変更の提

案（CL 2014/13-FA への回答） 

7(b) 
6 種類の着色料の優先順位を再評価するためのデータの利用可能性の情報

提供依頼（CL 2014/14-FA への回答 

7(c) 二酢酸カリウムの商業的利用の情報（CL 2014/24-FA への回答） 

8 副次的添加物に関する討議文書 

9 コーデックス文書における香料に関する用語の不一致に関する討議文書 

10 その他の事項及び今後の作業 

11 次回会合の日程及び開催地 
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資料5-(2) 

                                                                                                                             
第 47 回コーデックス食品添加物部会（CCFA）概要 

 
 
１．日時及び開催場所 

日時：2015 年 3 月 23 日（月）～3 月 27 日（金） 
場所：西安（中国） 

 
２．参加国及び国際機関 

51 加盟国、1 加盟機関（EU）、32 国際機関 
 
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基準審査課 専門官      山本 秀行 

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 主査       黒岩 健二 

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 主査       鈴木 雅晶 

農林水産省消費・安全局消費安全政策課 調査官        辻山 弥生 

農林水産省消費・安全局消費安全政策課 課長補佐       阪本 和広 

農林水産省消費・安全局消費安全政策課 係長          中村 亮太 

国税庁課税部鑑定企画官付 調整係長             太田 萌 

内閣府食品安全委員会事務局評価第一課            鹿田 浩一 

国立医薬品食品衛生研究所添加物部 部長            穐山 浩 

 

テクニカルアドバイザー 

(公社)日本食品衛生協会                   脊黒 勝也 

 
４．概要 
議題 1．議題の採択 
仮議題を議題として採択した。 
また、以下の会期内作業部会を開催することに合意した。 
－承認及び整合に関する作業部会（議長国：オーストラリア）：コーデックス個別

食品規格における食品添加物及び加工助剤の食品中の最大濃度の承認／改訂（議

題 4a）、個別食品規格の食品添加物条項と食品添加物に関する一般規格（GSFA）
1の関連条項の整合（議題 4b）、 

－食品添加物の国際番号システム（INS）に関する作業部会（議長国：イラン）：INS
の変更／追加に関する修正原案の提案（議題 6） 

－JECFA による評価のための食品添加物の優先リストに関する作業部会（議長

国：カナダ）：優先リストへの追加及び変更の提案（議題 7a）、6 種類の優先され

る着色料の再評価のためのデータの利用可能性に関する情報（議題 7b）、及び食

品への二酢酸カリウムの商業的使用に関する情報（議題 7c） 
                                                 
1 コーデックスおける食品添加物の最も基本的な規格。食品添加物の使用に関する一般原則（食

品添加物の安全性、使用の妥当性及び適正製造規範（GMP）の考え方等）、食品へのキャリーオ

ーバー（食品の原材料の製造等に使用さた食品添加物が食品中に存在すること）の考え方等の他、

生鮮食品及び加工食品を階層的に分類した「食品分類システム」や、個別の食品添加物について、

使用が認められている食品分類ごとに食品中の最大濃度を規定した「食品添加物条項」等から構

成されている。 
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議題 2．コーデックス総会、その他の部会及びタスクフォースからの付託事項 
（経緯） 
総会及びその他部会等から付託された、又は関連する事項について検討した。 
 

（結果） 
○コーデックス戦略計画 2014-2019 
部会は、第 70 回執行委員会（CCEXEC）及び第 38 回総会（CAC）に回答するこ

とに合意した。（具体的な回答内容は、第 47 回 CCFA 報告書の Appendix II 参照） 
 

○第 36 回栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）からの付託事項 
GSFA の序文への規準の追加 
部会は、「CODEX STAN 72-1981 に含まれる食品に食品添加物を使用するために

は、生後 12 週以下の幼児に安全に使用できるという JECFA の評価が必要」という

規準を GSFA の序文に追加することついて、関連する情報は全て序文 3.1 節(b)に既

に含まれているため追加する必要はない旨、CCNFSDUに通知することに合意した。

また、JECFA 事務局が乳児用調製乳に使用する食品添加物に関する評価の確認結果

を次回会合において報告することになった。 
 
個別食品規格（CODEX STAN 72-1981）の食品添加物条項と GSFA の関連条項の整

合 
部会は、以下の点を CCNFSDU に通知することで合意した。 
①  現在 CCFA が行っている整合化の作業は、活動休止中の個別食品部会によって

策定された食品規格を対象としていること 
② 個別食品部会が活動中の場合は、当該個別食品部会が CCFA で検討するための

修正提案を作成すること 
 
GSFA に掲載されているが対応する同一性及び純度の規格がない食品添加物 
部会は、コーデックス事務局が回付文書を介して、食品での硫酸水素カリウム（INS 

515(ii)）、ソルビン酸ナトリウム（INS 201）及び亜硫酸水素カルシウム（INS 227）
の商業的使用に関する情報を要請することに合意した。提供された情報に基づき、第

48 回部会では、以下のいずれかの勧告をすることで合意した。 
a)商業的使用の情報がない食品添加物を GSFA から削除する 
b)第 49 回部会までに JECFA の評価に必要なデータが提供されなければ、当該食品

添加物を GSFA から削除するという理解の下、JECFA により評価される物質の優

先リストに掲載する。 
 
議題 3(a)．FAO / WHO 及び第 79 回 FAO / WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）か

らの関心事項 
（経緯） 
 第 79 回 JECFA（2014 年 6 月 17 日～26 日、スイス、ジュネーブ）の結果につい

て、JECFA 事務局より報告がなされた。主な結果は以下のとおり。 
ADI のステータスの変更により必要となる対応に関する最終勧告及び他の勧告は、

第 47 回 CCFA 報告書の Appendix III にまとめられた。 
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（結果） 
乳児用調製乳に使用する食品添加物の規格における鉛の上限 
部会は、乳児用調製乳に使用する食品添加物（グリセリンクエン酸脂肪酸エステル

(INS 472c)、ペクチン(INS 440)、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム(INS 
1450)）について、乳児用調製乳中の鉛の上限値(0.01 mg/kg) を上回る可能性がある

ことから、これらの同一性及び純度の規格における鉛の上限値について、ケース・バ

イ・ケースでより低い値を設定することに合意した。 
また、部会は JECFA に対して、第 79 回 JECFA で評価された上記 3 つの食品添

加物に関して対応を要請するとともに、乳児用調製乳での使用が提案される可能性が

ある食品添加物の将来的な評価を要請した。 
 
加工デンプン 

JECFA 事務局は、第 79 回 JECFA が、加工でんぷんの同一性及び純度の規格のモ

ノグラフを 16 の個別の規格モノグラフに分割することを勧告したことを説明し、

2016～2017 年の間に同作業を完了させることを目的として、計画された作業の完了

に必要なデータと情報を call for data によって要請すると、部会に通知した。 
 

議題 3(b)．第 79 回 JECFA 会合の食品添加物の同一性及び純度に関する規格の提案 
（経緯） 
第 79 回 JECFA で規格又は暫定規格が検討された添加物について、JECFA 事務局

から検討結果の報告がなされた。 
 

（結果） 
新規に評価した食品添加物 1 品目、過去に評価した食品添加物 10 品目及び新規の

香料 25 品目について同一性及び純度に関する規格が策定された。 
 

結論 
部会は、食品添加物及び香料の規格をステップ 5/8 で採択するよう、第 38 回総会

に諮ることに合意した（具体的な品目一覧は第 47 回 CCFA 報告書の Appendix IV, 
PartA 参照）。また、部会は、2,5-ジメチル-3-アセチルチオフェン（No.1051）の同一

性及び純度に関する規格の廃止について第 38 回総会に諮ることに合意した。 
 
議題 4(a)．コーデックス規格における食品添加物及び加工助剤の食品中の最大濃度

の承認／改訂 
（経緯） 
各食品部会から付託された個別食品規格における食品添加物条項について、会期内

作業部会（議長国：オーストラリア）での検討を踏まえ、部会で議論された。 
 
（結論） 
部会は、4 つの部会から提案された食品添加物条項に関して、承認に関する会期内

作業部会の勧告を検討した。 
○第 27 回加工果実・野菜部会（CCPFV） 
・部会は、会期内作業部会によって修正された「特定の野菜缶詰の規格（マッシュ

ルームの付属書）」（CODEX STAN 297-2009）の食品添加物条項を承認した。 
・部会は、第 27 回 CCPFV の提案どおり、「果物・野菜漬物の規格」（CODEX 
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STAN260-2007）に係る急速冷凍野菜の規格案（にんじん、とうもろこし、ねぎ

の付属書）の改訂及び新規食品添加物条項を承認した。 
・部会は、第 27 回 CCPFV の提案どおり、「果実缶詰規格案（マンゴー缶詰及び西

洋梨缶詰の付属書案）」について、規格案の食品添加物条項を承認した。 
・部会は、第 27 回 CCPFV の提案どおり、「朝鮮人参製品の規格案」について、食

品添加物条項を承認した。 
○第 19 回アジア地域調整部会（CCASIA） 
・部会は、CCASIA の提案どおり、「非発酵大豆製品の地域規格」について、食品

添加物条項を承認した。ただし、トコフェロール（INS 307a,b,c）、カラメル II-
亜硫酸塩カラメル（INS 150b）及びカラメル IV-亜硫酸塩アンモニアカラメル

（INS 150d）の条項については、最大使用量に基づく摂取量が ADI を超えるお

それがあることから承認しなかった。 
 ・塩化カリウム（INS 508）の条項については、塩化カリウムが GSFA の表３に掲

載されており、食品分類 6.8.1 に該当する製品に GMP で使用可能であることか

ら、削除すべきとの提案があった。検討の結果、部会は、塩化カリウムが GMP
で使用可能かどうか明確にするよう CCASIA に要請することに合意した。 

○第 36 回栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU） 
・部会は、第 36 回 CCNFSDU の提案どおり、「乳児用調製乳・特殊医療用調製乳

の規格」（CODEX STAN72-1981）について、食品添加物条項を承認した。 
○第 24 回油脂部会（CCFO） 
・部会は、第 24 回 CCFO の提案どおり、「魚油の規格案」について、食品添加物

条項を承認した。 
 
結論 
食品添加物条項の承認状況は、第 47 回 CCFA 報告書の Appendix V 参照。 

 
議題 4(b)．個別食品規格の食品添加物条項と GSFA の関連条項の整合 
（経緯） 

CCFA は、個別食品規格の食品添加物条項と GSFA の関連条項を整合させるための

取組みを進めている。これまでに、食肉関連の 5 つの個別食品規格の食品添加物条項

と GSFA の関連条項を整合させるための検討が終了した。 
前回の部会において、電子作業部会（議長国：オーストラリア）を設置することに

合意し、「ブイヨン及びコンソメの規格」（CODEX STAN 117-1981）及び「ココア

バターの規格」（CODEX STAN 86-1981）、「チョコレート及びチョコレート製品の

規格」（CODEX STAN 87-1981）、「カカオ粉末（ココア）及びココアと砂糖の乾燥

ミックスの規格」（CODEX STAN 105-1981）、「ココア（カカオ）マス（ココア／

チョコレートリカー）及びココアケーキの規格」（CODEX STAN 141-1983）にディ

シジョンツリーを適用し、GSFA と整合させるための検討を進めているところであ

る。会期内作業部会（議長国：オーストラリア）での検討を踏まえ、部会で議論され

た。 
 
（結果） 
会期内作業部会の議長であるオーストラリア代表団から、同作業部会の報告書

（CRD3）の紹介があり、同作業部会は以下に関して勧告を行った。(i)ディシジョン

ツリーの適用の原則、(ii)今後の整合作業の優先順位付けの基準、(iii)「ブイヨン及び
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コンソメの規格」（CODEX STAN 117-1981）の整合、(iv)「チョコレート及びココア

製品の規格」の整合、及び(v)5 つの食肉関連の個別食品規格の整合に関連するさらな

る修正。 
 
結論 
部会は、以下の事項を採択するよう第 38 回総会に諮ることに合意した。 

・「ブイヨン及びコンソメの規格」（CODEX STAN 117-1981）における食品添加物条

項の改訂（具体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA 報告書の Appendix VI 参照） 
・GSFA の食品添加物条項の改訂（具体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA 報告書

の Appendix VII Part F 参照） 
・第 46 回部会において改訂された５つの食肉関連の個別食品規格の食品添加物条項

の修正（具体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA 報告書の Appendix VII Part G
参照） 
また、部会は、以下の目的のため、電子作業部会（議長国：オーストラリア、共同

議長国：米国）を設置することに合意した。 
・「ココアバター規格」（CODEX STAN 86-1981）、「チョコレート及びチョコレート

製品の規格」（CODEX STAN 87-1981）、「カカオ粉末（ココア）及びココアと砂糖

の乾燥ミックスの規格」（CODEX STAN 105-1981）及び「ココア（カカオ）マス

（ココア／チョコレートリカー）及びココアケーキの規格」（CODEX STAN 
141-1983）の整合の提案作成をさらに進める 

・第 45 回 CCFA の電子作業部会が対応できなかった以下の作業を検討する。 
 魚類・水産製品部会（CCFFP）が「燻製魚、風味付けされた燻製魚、乾燥燻製

魚製品規格」（CODEX STAN 311-2013）の対象となる製品には技術的正当性

がないと結論した GSFA の食品添加物条項 
 加工果実・野菜部会（CCPFV）が「かんきつ類缶詰の規格」（CODEX STAN 

254-2003）、「保存トマトの規格」（CODEX STAN 13-1981）、「加工濃縮トマト

の規格」（CODEX STAN 57-1981）及び「テーブルオリーブの規格」（CODEX 
STAN 66-1981）の対象となる製品には技術的正当性がないと結論した GSFA
の食品添加物条項 

 
議題 5．食品添加物のコーデックス一般規格（GSFA） 
議題 5（a）．表 3 に規定されている食品添加物の表 1 および表 2 における食品添加物

条項：(i)「pH 調整剤」以外の機能がある「pH 調整剤」、(ii)「乳化剤、安定剤、増粘

剤」、「着色料」、「甘味料」以外の機能があるその他の表 3 に規定される食品添加物-
第 46 回 CCFA からの持ち越し 
（経緯） 
これまでに、GSFA の表 3 の食品添加物に関して、機能ごとに、表 32の付表にある

食品分類ごとに使用の妥当性を判断する水平アプローチ（食品添加物条項を効率的に

策定するために、各食品分類について機能ごとに使用が妥当なもの、そうでないも

                                                 
2 JECFA における評価の結果、「ADI（一日摂取許容量）を特定しない」と評価された食品添加

物がリスト化されている。これらの添加物については、GMP の原則に従って使用する場合には

食品全般での使用が許容されており、具体的な規格（対象食品分類及び食品中の最大濃度）を設

定する必要はない。ただし、表 3 の付表に掲載された特定の食品分類に、表 3 にある食品添加

物を使用する場合は、表 1 及び表 2 に個別に食品中の最大濃度を規定する必要がある。 
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の、ケースバイケースで判断するものに分類）による検討が進められ、妥当と判断さ

れた場合には、当該機能を有する食品添加物の規格を策定する方向で検討を進めて

いるところである。 
前回の部会において、pH 調整剤の機能を有する食品添加物の pH 調整剤以外の使

用、並びにその他の食品添加物のうち「乳化剤、安定剤、増粘剤」、「着色料」及び

「甘味料」以外の機能を有する食品添加物について、電子作業部会（議長国：米国）

がとりまとめた条項案が食品分類ごとに議論されたが、食品分類 09.1「軟体動物、甲

殻類及び棘皮動物を含む生鮮食品・水産製品」から食品分類 14.2.3.2「発泡及び半発

泡ブドウ酒」までについては、時間の制約のため議論されなかった。このため、今部

会の物理的作業部会（議長国：米国）において引き続き検討を行うこととされていた。 
本議題は、本部会の直前に開催された物理的作業部会において議論された。部会で

は、物理的作業部会の議論にもとに作成された勧告ごとに議論が行われた。 
 
（結果） 
勧告 1 
部会は、「pH 調整剤」の機能を有する表 3 の食品添加物及び「乳化剤」、「安定剤」、

「増粘剤」、「着色料」、「甘味料」以外の機能があるその他の表 3 に規定される食品添

加物の条項案及び原案について、ステップ 8 又はステップ 5/8 で採択するという物理

的作業部会の勧告を承認した（具体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA 報告書の

Appendix VIIPart A 参照）。 
部会は、食品分類 09.1.2「生鮮軟体動物、甲殻類及び棘皮動物」に関連する条項（第

47 回 CCFA 報告書の Appendix VII Part A）に注釈 242「酸化防止剤としてのみ使用」

を追加することに合意した。 
 
勧告 2 
 部会は、食品添加物条項案及び原案について、作業を中止するという物理的作業部

会の勧告を承認した（具体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA 報告書の Appendix 
XPart A 参照）。 
 
勧告 3 
 部会は、物理的作業部会の勧告を承認し、以下の使用が技術的に妥当かどうか明確

にするよう、スパイス・料理用ハーブ部会（CCSCH）に要請することに合意した。 
・ハーブにおける抗酸化剤の一般的な使用及び、ハーブにおける L－アスコルビン酸

（INS 300）及びアスコルビン酸ナトリウム（INS 301）の抗酸化剤としての使用。 
・ハーブにおける固結防止剤の一般的な使用及び、ハーブにおける無定形（非結晶）

の二酸化ケイ素（INS 551）及び炭酸ナトリウム（INS 500(i)）の固結防止剤とし

ての使用。 
 
勧告 4 
部会は、以下の食品添加物に係る GSFA の食品分類 13.1.2 の条項を改訂するとい

う物理的作業部会の勧告を承認した。 
・採択された L－アスコルビン酸（INS 300）の条項に、新たな注釈「アスコルビン

酸（INS 300）、アスコルビン酸ナトリウム（INS 301）、アスコルビン酸カルシウ

ム（INS 302）及びアスコルビン酸パルミチン酸エステル（INS 304）を単独ある

いは併用で」を追加する。 
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・採択されたアスコルビン酸エステル（INS 304,305）の条項に、新たな注釈「アス

コルビン酸（INS 300）、アスコルビン酸ナトリウム（INS 301）、アスコルビン酸

カルシウム（INS 302）及びアスコルビン酸パルミチン酸エステル（INS 304）を

単独あるいは併用で」及び注釈 187「アスコルビン酸パルミチン酸エステル（INS 
304）のみ」を追加する。 

 
勧告 5、6 
 部会は以下の改訂に関する勧告を承認した。 
・食品分類 13.1.2 におけるナトリウム含有の食品添加物に係る条項の全て（採択され

現在ステップ過程）に、「フォローアップミルクの規格（CODEX STAN 156-1987）
で規定されたナトリウムの制限の範囲内；単独あるいは他のナトリウム含有添加物

と併用」という注釈を追加する。 
・食品分類 13.1.2 におけるナトリウム含有の食品添加物に係る条項の全てに、「ベビ

ーフードの缶詰の規格（CODEX STAN 73-1981）に該当する製品について；当該

規格に規定されているナトリウムの制限の範囲内、単独あるいは他のナトリウム含

有添加物と併用」及び「乳幼児用シリアルベースの加工食品の規格（CODEX STAN 
74-1981）に該当する製品について；当該規格に規定されているナトリウムの制限

の範囲内、単独あるいは他のナトリウム含有添加物と併用」という注釈を追加する。 
 
勧告 7 
部会は、注釈 267 を「タラ科の塩蔵及び塩干魚の規格（CODEX STAN 167-1989）、

フカヒレの規格（CODEX STAN 189-1993）、海水魚、淡水魚、甲殻類及び軟体動物

貝類を原料とするクラッカーの規格（CODEX STAN 222-2001）、塩ゆで乾燥アンチ

ョビーの規格（CODEX STAN 236-2003）及び燻製魚、風味付けされた燻製魚、乾燥

燻製魚製品の規格（CODEX STAN 311-2013）に該当する製品を除く」に改訂すると

いう勧告を承認した。 
 
議題 5（b）．表 3 に規定されている食品添加物の表 1 および表 2 における食品添加物

条項：「乳化剤、安定剤、増粘剤」以外の機能がある「乳化剤、安定剤、増粘剤」 
（経緯） 
前回の部会において、GSFA の表 3 の「乳化剤、安定剤、増粘剤」としての機能を

有する食品添加物について、水平アプローチが合意された。「乳化剤、安定剤、増粘

剤」の使用が妥当でない食品分類については、「乳化剤、安定剤、増粘剤」以外の機

能を持つ食品添加物のみ現在のステップを維持することとされた。 
これを踏まえ、電子作業部会（議長国：米国）を設置し、「乳化剤、安定剤、増粘

剤」以外の機能を持つ表 3 の食品添加物の条項案を作成することとされた。 
本議題は、本部会の直前に開催された物理的作業部会において議論された。部会で

は、物理的作業部会の議論にもとに作成された勧告ごとに議論が行われた。 
 
（結果） 
勧告 8 
 部会は、「乳化剤、安定剤、増粘剤」の機能を有する表 3 の食品添加物について、

食品添加物条項案及び原案をステップ 8 又はステップ 5/8 で採択するという物理的作

業部会（議長国：米国）の勧告を承認した（具体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA
報告書の Appendix VII Part B 参照）。 
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物理的作業部会の議長は、部会に、GSFA の食品分類システムの階層的な性質のた

め、食品分類 9.2 のサブカテゴリーで既に採択されている食品添加物条項がある場合

に、当該食品添加物について食品分類 9.2「軟体動物、甲殻類、及び棘皮動物を含む

魚類・水産製品の加工品」の条項を採択すると、食品分類 9.2 のサブカテゴリーの条

項を廃止することになる旨説明した。 
この点について、部会は、当該食品添加物のサブカテゴリーで採択された条項（具

体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA 報告書の Appendix VIII 参照）を廃止するこ

とについて、第 38 回総会に諮ることに合意した。 
 
勧告 9 
 部会は、食品添加物条項案及び原案の作業を中止するという物理的作業部会の勧告

を承認した（具体的な食品添加物条項は第 47 回 CCFA 報告書の Appendix X Part B
参照）。 
 
勧告 10 
 部会は、物理的作業部会の勧告を承認し、以下の使用が技術的に妥当かどうか明確

にするよう油脂部会（CCFO）に要請することに合意した。 
・食品分類 02.1.2「植物油脂」における一般的な抗酸化剤の使用、特にレシチン（INS 

322(i)）の使用 
・「個別の規格を持たない食用油脂の規格（CODEX STAN 19-1981）」、「オリーブオ

イル及びオリーブ粕油の規格（CODEX STAN 33-1981）」及び「名前のついた植物

油の規格（CODEX-STAN 210-1999）」に該当する製品におけるクエン酸三カルシ

ウム（INS 333(iii)）及びクエン酸三カリウム（INS 332(ii)）の使用 
・「個別の規格を持たない食用油脂の規格（CODEX STAN 19-1981）」及び「名前の

ついた植物油の規格（CODEX-STAN 211-1999）」に該当する製品におけるレシチ

ン（INS 322(i)）の使用 
・「個別の規格を持たない食用油脂の規格（CODEX STAN 19-1989）」に該当する製

品及び魚油におけるモノ－、ジグリセリン脂肪酸エステル（INS 471）の使用 
・魚油におけるクエン酸二水素カリウム（INS 332(i)）、クエン酸二水素ナトリウム

（INS 331(i)）、クエン酸三カルシウム（INS 333(iii)）、クエン酸三カリウム（INS 
332(ii)）、クエン酸三ナトリウム（INS 331(iii)）及びアルギン酸ナトリウム（INS 
401）の使用 

 
勧告 11 
 部会は、物理的作業部会の勧告を承認し、食品分類 13.1「乳児用調製乳、フォロー

アップミルク、及び乳児を対象とした特殊医療用調製乳」及び対応する個別食品規格

に該当する製品におけるアラビアガム（INS414）の使用並びに食品分類 13.2「乳児

用及び幼児用補完食」及び対応する個別食品規格に該当する製品におけるカラギーナ

ン（INS407）の使用を明確にすることを CCNFSDU に要請することで合意した。 
 
勧告 12 
 部会は、物理的作業部会の勧告について、より具体的にする必要があると言及した。

そのため、部会は、一般的な「乳化剤、安定剤、増粘剤」の使用、特にキサンタンガ

ム（INS 415）の使用が食品分類 14.1.2「果汁及び野菜ジュース」、食品分類 14.1.3
「果実及び野菜ネクター」及びそのサブカテゴリーにおいて技術的に妥当であるかど
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うか明確にすることを CCPFV に要請することに合意した。 
 
議題 5（c）．食品分類 01.2～08.4（食品分類 04.1.2.4、04.2.2.4、04.2.2.5、04.2.2.6、
05.1.1、05.1.3 及び 05.1.4 を除く）の表 1 及び 2 の食品添加物条項 
（経緯） 

前回の部会において、電子作業部会（議長国：米国）を設置し、GSFA の規格策定

プロセスに入っている食品添加物条項の案又は原案のうち食品分類 01.2 から 08.4 ま

で（個別食品規格と GSFA の整合をとるための電子作業部会で検討される予定の食品

分類、議題 5(a)、5(b)で検討される食品添加物条項、及び注釈 161 に関連する「着色

料」及び「甘味料」の機能を有する食品添加物の条項を除く。）について、食品添加

物条項の案を作成することとされた。 
 

（結果） 
時間の制約のため議論できなかった。部会は、CX/FA 15/47/9 及び本部会に文書で

提出されたコメントに基づき、次回部会で検討することに合意した。 
 
議題 5（d）．食品分類 14.2.3「ブドウ酒」及びそのサブカテゴリーにおける食品添加

物条項 
（経緯） 
 前回の部会において、食品分類 14.2.3「ブドウ酒」及びそのサブカテゴリーで使用

される「pH 調整剤」及び「乳化剤、安定剤、増粘剤」については、ケースバイケー

スで検討すべきとされ、電子作業部会（議長国：フランス）を設置し、食品添加物条

項案に係る実際の使用量に関する情報を各国から収集し、ケースバイケースで勧告を

作成することとされた。 
 
（結果） 
部会は、以下の物理的作業部会の勧告を承認した。 

勧告 18 
・食品分類 14.2.3 における二酸化炭素（INS 290）の条項に関連する注釈 60 を「非

発泡ブドウ酒の最終製品中の二酸化炭素含量が 20℃で 4000mg/kg を超えないこと」

に改訂すること。 
・食品分類 14.2.3「ブドウ酒」中の二酸化炭素（INS 290）の条項案を改訂後の注釈

60 とともに、最大使用値を「GMP」として、ステップ 8 で採択すること。 
 
勧告 19 
 部会は、以下を付託事項として、電子作業部会（議長国：フランス、共同議長国：

オーストラリア）を設置することに合意した。 
(i)乳化剤、(ii)安定剤、(iii)増粘剤、(iv)pH 調整剤及び(v)酸化防止剤をブドウ酒の製

造に使用する一般的な状況において、 
a)(i)ブドウ酒の同一性、(ii)ブドウ酒の安定性、(iii)ブドウ酒への食品添加物の使用

制限の包括的適用性及び(iv)ブドウ酒製造の技術的革新、についての一般的な懸念

を明確にすること。 
b)a)の結果に基づいて、ブドウ酒における食品添加物の最大使用量を(i)数値または

(ii)GMP とした場合の影響について検討すること。 
なお、電子作業部会は、特定の食品添加物条項については検討しない。 
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議題 5(e)．シクロテトラグルコース(INS 1504(i))、シクロテトラグルコースシロップ

(INS 1504(ii))及びナイシンの条項(INS 234) 
（経緯） 
前回の部会において、GSFA の表３にシクロテトラグルコース（INS 1504(i)）及

びシクロテトラグルコースシロップ（INS 1504(ii)）を追加することについて、ステ

ップ 3 で各国にコメントを求め、次回部会で検討することとされた。 
また、ナイシンについては、食品分類 08.2.2「食肉、家禽肉及び猟鳥獣肉の加工品

（ホール又はカット）で加熱処理されたもの」、食品分類 08.3.2「ひき肉処理された

食肉、家禽肉及び猟鳥獣肉の加工品で加熱処理されたもの」及び食品分類 08.4「食用

ケーシング（ソーセージのケーシング等）」の食品添加物条項についてステップ 3 で

各国にコメントを求めることとされた。 
 
（結果） 
勧告 13 
部会は、シクロテトラグルコース(INS 1504(i))、シクロテトラグルコースシロップ

(INS 1504(ii))の GSFA 表 3 への追加並びに食品分類 08.2.2「食肉、家禽肉及び猟鳥

獣肉の加工品（ホール又はカット）で加熱処理されたもの」及び 08.4「食用ケーシン

グ」のナイシン (INS 234)の条項案をステップ 8 又はステップ 5/8 で採択するという

勧告を承認した。 
 
勧告 14 
部会は、食品分類 08.3.2、特に、対応する個別食品規格に該当する製品（缶詰のコ

ンビーフの規格(CODEX STAN 88-1981)、ランチョンミートの規格(CODEX STAN 
89-1981)、塩漬し加熱調理されたひき肉の規格(CODEX STAN 98-1981)）における

ナイシンの使用の情報及び使用の妥当性を要求するため、電子作業部会（議長国：米

国）を設置することに合意した。 
 
議題 5(f)．食品分類 01.1｢乳及び乳飲料｣及びそのサブカテゴリーの改訂の提案 
（経緯） 
 前回の部会において、ニュージーランドから、「コーデックスの乳用語使用に係る

一般規格」（CODEX STAN 206-1999）の「乳」の定義と GSFA の食品分類 01.1.1「乳

（プレーン）」及びそのサブカテゴリーの解説文には矛盾があり、現行の食品分類シ

ステムはプレーン還元乳及び他のプレーン（香り付けしていない）乳製品を対象とし

ていないという指摘があった。 
これを受けて、食品分類 01.1「乳及び乳飲料」及びそのサブカテゴリーの改訂案の

作成及び改訂後起こりうる影響の分析を行うための電子作業部会（議長国：ニュージ

ーランド）を設置することとされた。 
 
（結果） 
討議 
部会は、GSFA の食品分類 01.1 を改正するため新たな作業を開始することを概ね

支持した。 
部会は、食品添加物条項の改訂については、この食品分類及びそのサブカテゴリー
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の構造や解説文の改訂を完了させた後で検討する旨言及した。 
 
結論 
部会は、以下の内容に合意した。 

 第 38 回総会に、食品分類 01.1「乳及び乳飲料」とそのサブカテゴリーを改訂

するための新たな作業を承認し、改訂後のプロジェクトドキュメント（第 47
回 CCFA 報告書の Appendix XI 参照）をクリティカルレビューのため執行委

員会に付託すること。 
 ステップ 3 での各国へのコメント依頼及び次回部会での検討のため、電子作業

部会（議長国：ニュージーランド）を設置し、食品分類 01.1「乳及び乳飲料」

及びそのサブカテゴリーの改訂案を作成すること。 
 
議題 5(g)．選択された甘味料の食品添加物条項への注釈 161 の使用に関する討議文

書 
（経緯） 
注釈 1613の適用について、数年間検討を行っている。前回の部会では、注釈 161

を新たな注釈（以下「代替注釈」という。）に置き換えることを検討したが、その代

替注釈案等は合意には至らず、引き続き調査を行うこととされた。 
その結果、特定の甘味料（アセスルファムカリウム（INS 950）、アスパルテーム

（INS 951）及びアスパルテーム・アセスルファム塩（INS 962））の特定の食品添加

物条項に「CAC/GL 23-1997 で規定されるエネルギー低減食品又は砂糖無添加食品へ

の使用に限る」という代替注釈に置き換えた場合の影響について検討するため、新た

な電子作業部会（議長国：英国）を設置することとされ、各国に対して情報提供が依

頼されることとされた。 
 
（議論） 
部会は、電子作業部会の報告書をどう検討するか、広範囲にわたる議論を行った。 
多くの代表団は、電子作業部会で検討することとされた代替注釈の選択肢として挙

げられていなかったが、第 46 回の部会で議論されたオプション 14が未だ最良の選択

肢であると発言した。また、電子作業部会の報告書をもとに議論をするのであれば、

作業を前に進めるために、電子作業部会の 9 つの勧告のうち勧告 5 から 9 について議

論すべきと発言した。 
一方、その他の代表団は、第 46 回の部会で議論されたオプション 35を基に電子作

業部会の報告書について議論すべきであると発言した。その他、代表団から、電子作

業部会からの 9 つの勧告はそれぞれ結びついているので、勧告 1 から順に議論すべき

であると発言があり、意見が対立した。 
 
結論 
議長は、電子作業部会の勧告の検討方法について合意が得られなかった旨言及した。 
議長は、そのため、議論を中止する必要があるが、同時に、オブザーバーも含めた

                                                 
3  食品添加物の使用については、特に GSFA の前文第 3.2 項（添加物使用の正当性）との合致を

目指した輸入国の規制が適用されるという注釈 
4砂糖の全部又は一部を置き換えるため、若しくは製造工程において砂糖を一切使用しない 
5 CAC/GL23-1997 で定義されるエネルギー低減食品又は砂糖が添加されない食品への使用に限

る 
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全加盟国に対し、この問題をどのように解決するか、注釈 161 が適用されている食品

添加物条項数をどのように減らすか、さらなる提案を促した。 
議長は、将来、解決策が見出されることを期待する旨表明し、本議題を終えた。 

 
議題 5(h)．食品添加物条項の新規／改定の提案（CL 2014/15-FA への回答） 
（経緯） 
 前回の部会において、GSFA における食品添加物条項の新規提案及び改訂に関して、

「GSFA における食品添加物条項の新規登録及び改訂の検討に関する手順」で示され

た作業を開始するために必要な 7 つの規準を明示した提案提出の書式を含め検討す

る（回付文書を作成する）との提案に合意した。また、コーデックス事務局が回付文

書を作成し、各国から提出されたコメントを同事務局が作業文書にまとめ、GSFA に

関する物理的作業部会（議長国：米国）において検討することに合意した。 
 
（結果） 
勧告 15 
部会は、ショ糖オリゴエステルⅠ型及びⅡ型（INS 473a）、二炭酸ジメチル（INS 

242）、レシチン部分（加水）分解物（INS 322(ii)）及びリン酸類（INS 338(i)、339(i-iii)、
340(i-iii)、341(i-iii)、342(i-ii)、343(i-iii)、450(i-vii)、451(i-ii)、452(i-v)及び 542）
をステップ２で GSFA に追加するという物理的作業部会の勧告を承認した（詳細は第

47 回 CCFA 報告書の Appendix IX 参照）。 
 
勧告 16 
物理的作業部会の議長は、すでに GSFA のステッププロセスに乗っていることを理

由に、物理的作業部会において食品添加物条項の新規提案の多くが棄却されたため、

コメントを求める際に、これらの問題を解決することが適切である旨言及した。 
部会は、条項の新規／改訂の提案提出の書式の使用は今回が初めてであり、提出さ

れる情報の形式について、特に、「使用及び技術的必要性の理由」、「添加物の安全な

使用：摂取量調査（必要に応じて）」、「消費者誤認とならない理由」、そして提案の検

討過程について、共通の理解を持つことは有用であると言及した。 
「添加物の安全な使用：摂取量調査」については、「食品添加物の摂取量のシンプ

ルなガイドライン」（CAC/GL 3-1 する 989）に書かれているように、国レベルでの摂

取量調査でよいとの提案があった。 
複数の代表団から、「表示」の情報は、その食品添加物の使用が消費者に誤認に与

えない理由として適切ではない場合があること、また、ほとんどの生鮮食品には適用

されないことから、「消費者誤認とならない理由」について何らかの指針が必要であ

るという発言があった。 
 

結論 
部会は、物理的作業部会が廃棄を勧告した食品添加物条項の新規提案のうち、合意

した条項の原案をステップ 2 として GSFA に追加すること、リン酸のグループリスト

を改訂し、二リン酸二水素マグネシウム（INS 450(ix)）を同グループに追加するこ

とに合意した。また、物理的作業部会の勧告に従い、残りの条項の提案については必

要な情報が不足していたことから、提案を棄却することで合意した。 
 部会は、提案提出の様式については、時間的制約のため、当面のところ議論を延期

することで合意し、必要があれば改訂する旨言及した。 
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議題 6．食品添加物の国際番号システム（INS）の変更／追加に関する修正原案の提案 
（経緯） 
 前回の部会において、INS への変更／追加の提案を各国から受け付け、電子作業

部会（議長国：イラン）において討議文書を作成することとされた。電子作業部会で

の意見を踏まえ、会期内作業部会（議長国：イラン）で作成した勧告に基づき部会で

議論が行われた。 
 

（結果） 
部会は、作業部会からの以下の勧告 1～5 を承認した。 
勧告 1：INS へ新規添加物の追加 
勧告 2：既存の名称や INS 番号の変更 
勧告 3：INS に掲載されている食品添加物の機能分類及び技術的目的の変更 
勧告 4：Tagetes erecta 由来のルテインエステル（INS 161b(iii)）の追加 
勧告 5：グリセロール（グリセリン）（INS 422）について乳化剤の機能分類の削除 

 
結論 
部会は、INS の修正原案について、ステップ 5/8 として第 38 回総会に諮ることに

合意した（第 47 回 CCFA 報告書の Appendix XII 参照）。 
また、部会は、以下を目的とした、電子作業部会（議長国：イラン）を設置するこ

とに合意した。 
・INS の変更／追加に関する各国の提案を検討すること 
・Aspergillus oryzae var や Streptomyces fradiae 由来のプロテアーゼなど、INS の

番号が割り当てられていない特定のプロテアーゼに INS 番号を割り当てること 
 
議題 7(a)．JECFA による評価のための食品添加物の優先リストへの追加及び変更の

提案（CL 2014/13-FA への回答） 
（経緯） 
 前回の部会において、JECFA に対して評価を依頼するには、「JEFCA 評価対象物

質に関する情報提供書式」を使って提出する必要があるとの指摘がなされた。また、

依頼内容を明示する必要性が再確認された。なお、JECFA による評価のための食品

添加物の優先リストへの新規要望及び既に追加済みの物質に関する情報を回付文書

によって各国から受け付けることとされた。会期内作業部会（議長国：カナダ）で議

論を行い、作成した勧告に基づき部会で議論が行われた。 
 
（結果） 

JECFA 事務局から、第 46 回 CCFA で優先度が高いと決定した物質について、デ

ータ要求に応じて期限までにデータが提出されなかった物質があること、優先リスト

に入れてほしいとの要求が増える中で JECFA のリソースを有効に活用するためにも

データは期限までに提出してほしい旨言及があった。会期内作業部会では、2015 年

12 月までにデータが入手できない物質は優先リストに掲載せず、来年度以降に再提

出を促すという方針で作業を行った。 
 
ステビア抽出物 
議長国であるカナダは、パラグアイが安全性評価及び規格設定のためのデータを
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2015 年に提出できそうにないので、優先リストには載せられない旨を説明した。 
 
ステビオール配糖体 
複数の代表団が、ステビオール配糖体を優先リストに載せることに懸念を示した。

JECFA 事務局は、この要求が既に同一性及び純度の規格にあるステビオール配糖体

（INS 960）とは異なる化学名が示されていること、マレーシアがステビオール配糖

体の安全性評価及び同一性及び純度の規格の設定のために必要なデータを2015年12
月までに提出する予定であることを明らかにした。また、JECFA 事務局は、現在の

同一性及び純度の規格は引き続き有効である旨言及した。 
 
アラビアガム 

1 つの代表団といくつかのオブザーバーが優先リストに載せることに懸念を示し、

再評価の妥当性を示す新しいデータがないが、安全性評価をするためのデータが入手

できるかどうか質問した。スーダンは、現在のアラビアガム（INS 414）の同一性及

び純度の規格を改訂することを意図してデータを提出する旨回答した。JECFA 事務

局は、現在のアラビアガムとスーダンが 2015 年 12 月に安全性評価データを提出予

定とする物質は異なる物質であることを明らかにしたうえで、現在のアラビアガム

（INS 414）の同一性及び純度の規格は引き続き有効であり、混乱を避けるため、リ

ストにはアラビアガムとだけ記載し INS 番号は削除すべきである旨言及した。 
 
GSFA に記載されているが対応する JECFA の同一性及び純度に関する規格がない食

品添加物 
前回の部会で確認された JECFA 規格のない 9 つの添加物のうち、8 つの添加物（酒

石酸二カリウム（INS 336(ii)）、酒石酸一カリウム（INS 336(i)）、酒石酸（一）ナト

リウム（INS 335(i)）、アジピン酸カリウム（INS 357）、アスコルビン酸カリウム（INS 
303）、リンゴ酸カリウム（INS 351(ii)）、プロパン（INS 944）及びアジピン酸ナト

リウム（INS 356））についてデータ提出の意思が表明されなかったので、部会は、

これらの物質を GSFA から削除することに合意した（第 47 回 CCFA 報告書の

AppendixVIII Part B 参照）。 
 
その他 
・JECFA 事務局は、カッシアガム（INS 427）の規格のアントラキノンの分析法に

不備があることを示す情報が提供されたと述べた。 
・部会は、JECFA 事務局が、次のステップの検討や勧告を行うために、早い時期に

JECFA 専門家にこの情報を提供することに言及した。また、分析法に関連する規

格の変更の必要があれば、今後、必要なデータを特定した上で、JECFA が検討に

当たり要求するデータに含める旨言及した。 
・また、JECFA 事務局は、ペクチン（INS 440）やリン酸含有添加物の使用量や毒

性試験に関する第 79 回 JECFA 会合の要求を受けて、追加情報を提出すべきであ

る旨言及した。 
 
結論 
部会は、JECFA による評価のための優先リストを FAO 及び WHO に提出すること

で合意した（具体的な優先リストは第 47 回 CCFA 報告書の Appendix XIII 参照）。 
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議題7(b)．6種類の着色料の優先順位を再評価するためのデータの利用可能性の情報

提供依頼（CL 2014/14-FA への回答） 
（経緯） 

1956 年以降に JECFA によって評価された 107 の着色料を再評価するための優先

順位付けの作業を進めている。これまでに、着色料の再評価の優先順位を付けるため

の規準が合意され、第 45 回部会において、38 の着色料の優先順位の結果が報告され

た。 
前回の部会において、再評価では、データの入手可能性を確認する段階が必要と

なることに合意した。さらに、検討した優先順位を用いて、試験的に再評価のプロセ

スを進めることに合意した。 
コーデックス事務局は、6 つの着色料（アルラレッド（INS 129）、タートラジン（INS 

102）、ブリリアントブルー（INS 133）、エリスロシン（INS 127）、ファストグリー

ン FCF（INS 143）、インジゴチン（INS132））の再評価を実施するに当たり、デー

タの入手可能性に関する情報提供の依頼文書を回付することとされた。会期内作業部

会（議長国：カナダ）で議論を行い、作成した勧告に基づき部会で議論が行われた。 
 
（結果） 
部会は、アルラレッド及びタートラジンについては、今年中に再評価され、残りの

4 つの着色料（ブリリアントブルー、エリスロシン、ファストグリーン FCF 及びイ

ンジゴチン）については、call for data の保留リストに含まれるという JECFA 事務

局の提案について言及した。 
 
結論 
部会は、優先リストを FAO 及び WHO に提出することで同意した（具体的な優先

リストは第 47 回 CCFA 報告書の Appendix XIII 参照）。 
 
議題 7(c)．二酢酸カリウムの商業的利用の情報（CL 2014/24-FA への回答） 

（経緯） 

前回の部会において、二酢酸カリウム（INS 261(ii)）の JECFA 評価の優先リスト

収載の要否を検討した際に、各国に対し食品での使用に関する情報を要請し、情報が

何ら得られない場合は、第 47 回の部会で二酢酸カリウムに関する検討を行わないこ

とで合意した。会期内作業部会（議長国：カナダ）で議論を行い、作成した勧告に基

づき部会で議論が行われた。 
 
（結果） 
部会は、二酢酸カリウムに関する情報が得られなかったので、二酢酸カリウムを優

先リストから除外することに合意した。 
 
議題 8．副次的添加物に関する討議文書 
（経緯） 
第 45 回部会において、第 76 回 JECFA が作成した添加物の成分規格について報告

がなされた際に、複数の国から、添加物中の添加物（副次的添加物）も JECFA の添

加物規格に盛り込むべきとの提案があったが、EU が留保を表明するとともに、部会

として考えるべきである旨を表明した。このことに関して、EU が討議文書を作成し

た上で、検討することとされた。 
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前回の部会において、EU が作成した討議文書を基に議論したが、副次的添加物の

重要性を指摘する意見がある一方で、副次的添加物の使用による懸念となる点が明確

になっておらず、CCFA で議論する優先順位としては低いとの意見が出たため、合意

は得られず、議長提案により、まずは、以下の点を検討するための電子作業部会（議

長国：EU）を設置することとされた。 
・副次的添加物の定義の作成 
・CCFA で副次的添加物に関して取り扱うことの問題点の分析 
・必要に応じて、副次的添加物に関する問題点に対する解決策のための勧告 
 
（結果） 
討議 
部会は、この議題において共通の理解を得、今後の方向性を定めるために、まずは

提案された定義について議論すべきという議長の提案に合意した。 
EU は、副次的添加物の使用は、食品中ではなく食品添加物製剤中で機能を持つこ

とを意図したものであること、また、副次的添加物は保存料や抗酸化剤、乳化剤など

の技術的機能の目的でも使用されるので、副次的添加物の概念は担体の概念より広い

ことを明確にした。 
部会は、①提案された作業用の定義を詳細に検討すること、②GSFA の序文や検討

中の定義が全ての面で既に網羅されているかどうかをさらに分析する、③もし違いが

あれば、それらの GSFA への影響を分析する、という３つのステップで問題に取り組

むという議長の提案に合意した。  
 
結論 
部会は以下の定義で合意した。 

「副次的添加物とは、食品添加物であって、①商業的に使用するために、食品添加物、

酵素、香料、栄養素又は生理作用を持つ物質の製剤において使用され、②これらの製

剤（例：貯蔵、標準化、分散、希釈、溶解の促進のため）においてに技術的な機能を

与え、③製剤中では機能を発揮するが、これらの製剤が機能を持つ食物中では技術的

な機能を持たないものを意味する。副次的添加物には、製剤中やその製剤が機能を持

つ食品中で技術的な機能を持たない加工助剤は含まれない。」 
 
また、部会は、以下の作業を行うための電子作業部会（議長国：EU）を設置する

ことに合意した。 
・検討中の定義を GSFA 序文の第 4 節と比較する。同節で当該定義の全てを適切に網

羅していない場合は、この定義が GSFA にどのような影響を与えるかを分析する 
 
議題 9．コーデックス文書における香料に関する用語の不一致に関する討議文書 
（経緯） 
前回の部会において、国際香料工業会（IOFI）より、「それ自体が販売される食品

添加物の表示に関する一般規格」（CODEX STAN 107-1981）及び「包装食品の表示

に関する一般規格」（CODEX STAN 1-1985）と「香料の使用に関するガイドライン」

（CAC/GL 66-2008）との間で、香料に関する用語が整合していないとの指摘があり、

問題点の分析と勧告を行うための討議文書の作成を米国に依頼することに合意した。 
 

（結果） 
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部会は以下の事項に合意した。 
・それ自体が販売される食品添加物の表示に関する一般規格（CODEX STAN 
107-1981）の 4.1.c 節と 5.1.c 節の改訂の新規作業の承認を第 38 回総会に諮り、改

訂したプロジェクトドキュメントをクリティカルレビューのために執行委員会に

送付すること（第 47 回 CCFA 報告書の AppendivXIV 参照）。 
・それ自体が販売される食品添加物の表示に関する一般規格（CODEX STAN 

107-1981）の改訂案を作成するための電子作業部会（議長国：米国）を設置するこ

と。 
 
議題 10．その他の事項及び今後の作業 
中国から、加工助剤に関するベータベースの状況について情報提供があり、追加や

変更がある時はオンラインシステムを使用するよう連絡があった。 
 
議題 11．次回会合の日程及び開催地 
第 48 回部会は 2016 年 3 月 14 日～18 日に中国で開催される予定である。開催地

は、主催国政府がコーデックス事務局と協議し決定される。 
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食品添加物部会（CCFA）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 
食品添加物の同一性及び純度に関

する規格の原案 5/8 第 38 回総会 

食品添加物の一般規格（GSFA）の

食品添加物条項案及び原案 8，5/8 第 38 回総会 

食品添加物の国際番号システム

（INS）（CAC/GL 36-1989）の修

正原案 
5/8 第 38 回総会 

ブイヨンとコンソメの規格

（CODEX STAN 117-1981）にお

ける食品添加物条項の修正 
採択 第 38 回総会 

GSFA の食品分類 12.5「スープ及

びブロス」及びそのサブカテゴリー

の食品添加物条項の修正 
採択 第 38 回総会 

5 つの食肉関連の個別食品規格の

整合性に関連した GSFA の食品添

加物条項の修正 
採択 第 38 回総会 

GSFA の食品添加物条項の原案 2,3 第 48 回食品添加物部会 
食品添加物の国際番号システム

（INS）の修正 1,2,3 電子作業部会（議長国：イラ

ン） 
食品添加物の同一性及び純度に関

する規格（第 81 回 JECFA） 1,2,3 第 48 回食品添加物部会 

GSFA の食品分類 01.1「乳及び乳

飲料」及びそのサブカテゴリーの改

訂原案 
1,2,3 

第 38 回総会 
電子作業部会（議長国：ニュ

ージーランド） 
それ自体が販売される食品添加物

の表示に関する一般規格（CODEX 
STAN 107-1981）の 4.1.c 節及び

5.1.c 節の改訂案 

1,2,3 第 38 回総会 
電子作業部会（議長国：米国） 

GSFA の食品添加物条項 廃止 第 38 回総会 
GSFA の食品添加物条項の案及び

原案 中止 － 

個別食品規格の食品添加物条項と

GSFA の関連条項の整合 － 
電子作業部会（議長国：オー

ストラリア、共同議長国：米

国） 

ブドウ酒の生産における特定の食

品添加物の使用に関する討議文書 － 
電子作業部会（議長国：フラ

ンス、共同議長国：オースト

ラリア） 
注釈 161（甘味料の食品添加物条項

への代替注釈の適用） － － 

食品分類 01.2から 08.4における表  第 48 回食品添加物部会 
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事項 ステップ 今後のアクション 
1 及び 2 の食品添加物条項（食品分

類 04.1.2.4、04.2.2.4、04.2.2.5、
04.2.2.6、05.1.1、05.1.3 及び 05.1.4

を除く） 
食品分類 08.3.2 におけるナイシン

（INS 234）の食品添加物条項 － 電子作業部会（議長国：米国） 

副次的添加物に関する討議文書 － 電子作業部会（議長国：EU） 
 

JECFA による評価を提案する物質

の優先リスト － FAO 及び WHO 

JECFA による評価を提案する物質

の優先リストへの追加及び変更の

提案 
－ 第 48 回食品添加物部会 

GSFA に関する情報 － コーデックス事務局 
個別食品規格の食品添加物条項に

関する情報 － コーデックス事務局 
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個別食品規格の食品添加物条項とGSFAの関連条項を整合さ
せるためのディシジョンツリー（概要）

個別食品規格とCAC/GL36の間の矛盾点の特定及び修正
（INS、名称、技術的正当性等）

A

個別食品規格に規定されていない
食品添加物が、当該個別食品規格
に該当する食品が含まれるGSFAの
食品分類に規定されているか？

GSFAの添加物条項に、「個別食品規格
に該当する食品へ使用する場合を除
く」旨の注釈を追加

C

個別食品規格に規定されている食
品添加物が、GSFAの表１・２に規定
されているか？

• GSFAの表１・２に規定されている最大使
用濃度（ML）を基本とする

• MLに顕著な違いがあり、技術的な正当
性が認められる場合は、注釈を用いて
GSFAの食品添加物条項を修正

E

個別食品規格に規定
されている食品添加
物が、GSFAの表３に
規定されているか？

個別食品規格に該
当する食品が含ま
れる食品分類に、
GSFAの表３が適用
されるか？

• 個別食品規格の食品添
加物条項のMLをGMPに
修正

• MLに顕著な違いがあり、
技術的な正当性が認め
られる場合は、個別食品
規格の食品添加物条項
のMLを維持

• 注釈を用いて、個別食品規格に
規定されている食品添加物を
GSFAの表１・２に追加
JECFAが評価済みの物質に限り、
個別食品規格に合致する食品
のみ使用を認める

• GSFAの規格策定プロセスを開始

• 注釈を用いて、個別食品規格に規
定されている食品添加物をGSFA
の表１・２に追加

• GSFAの規格策定プロセスを開始

NO

Yes

NO

NO

Yes

Yes

B

D

F H I

G

J

Yes

※Box Cの決定に関わらず

個別食品規格 ×
GSFA ○

個別食品規格 ○
GSFA 表 1,2 ○

個別食品規格 ○
GSFA 表 3 ○
GSFA 表3 付表 ×

個別食品規格 ○
GSFA 表3 ○
GSFA 表3 付表×

個別食品規格 ○
GSFA ×

（補足説明用資料）

（出典：REP14/FA Appendix VI）

（注）本資料は出典を仮訳
したものです。正式には出
典の英文をご覧ください。
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