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グループグループMRLMRLの設定促進の設定促進

0

23th Aug. 2013

消費・安全局 農産安全管理課

農薬対策室 高岸 克行

WTO/SPS協定上のCodex MRLの意義

 WTO加盟国の食品安全に関する措置は：

 もしCodexの規格が存在するならば、それに基づい
ていなければならない（第3.1項）

1

Codex MRLが、単一の食品ではなく、多くの食品に
適用されれば、国際貿易上のメリットになる

世界各国のMRLに採用される可能性大

Codex MRLが設定されれば

グループMRLとは

 個別の食品ごとではなく、農薬の残留の程度が類似した
同一グループに属する食品全体に適用されるMRL

 グループの１つ以上の「代表作物」※の残留データを使用
※グループMRLを設定する際に作物残留データを必要とする作物
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科学的な判断に基づき、食品の安全を確保しつつ、
MRL設定に当たっての要求データ数の軽減が可能

（参照） FAO Manual Chapter 6.7、JMPR Report (2010)

グループMRL設定の前提条件

 同一グループの全ての作物のGAPが同様であること
 同一グループの全ての食品について、（短期）暴露評価

上の懸念がないこと 等

グループグループMRLMRLの設定促進を目指したの設定促進を目指した
CCPRCCPRの検討の検討

 食品及び動物用飼料の
コーデックス分類の改訂
[2006年～]

 食品群へのMRLの外挿
のための代表作物の選
定に関する原則及びガイ
ダンス [2012年最終承認]新たなグループ /
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各グループの代表作物を選定し、当該作物の
作物残留試験データを用いてグループMRLを設定

Minor Cropsに適用されるMRLの増加にも寄与

新たなグル プ / 
サブグループの設置

食品の新規追加/分類変更
 代表作物の選定の考え方

食品及び動物用飼料のコーデックス分類とは食品及び動物用飼料のコーデックス分類とは
（（Codex Classification of Foods and Animal FeedsCodex Classification of Foods and Animal Feeds））

 個々の食品の統一的な命名

 農薬の残留の程度の類似性に基づく
食品の分類（グル プ又はサブグル プ）

目的
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食品の分類（グループ又はサブグループ）

 MRLが適用される食品の部位の定義

 国際貿易される食品の（なるべく完全な）リスト化

1989年に採択、1993年に改訂*

*  http://www.codexalimentarius.org/download/standards/41/CXA_004_1993e.pdf

2006年より、近年の貿易実態等を反映すべく改訂中

食品及び動物用飼料のコーデックス分類の構成食品及び動物用飼料のコーデックス分類の構成

 ５つのクラス
Ａ．植物由来食品（一次） Ｄ．植物由来加工食品
Ｂ．動物由来食品（一次） Ｅ．動物由来加工食品
Ｃ．飼料（一次）

※ D.やE.の食品には、raw commodityよりも残留濃度

重要度

＞
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※ や の食品 は、 yよりも残留濃度
が高くなる場合のみMRLを設定

 クラス ＞ タイプ ＞ グループ （＞ サブグループ）
（例）クラス Ａ 計５タイプ 計２２グループ＊

1.Fruits
2.Vegetables
3.Grasses
4.Nuts & Seeds
5.Herbs & Spices

・・・６グループ
・・・９グループ
・・・２グループ
・・・３グループ
・・・２グループ *1993年
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（例）（例） Type 1 : Group 001 Citrus fruitsType 1 : Group 001 Citrus fruits

 グループの概要：
 Citrus fruits are produced on trees or shrubs of 

the family Rutaceae. ・（略）・The fruit pulp may be 
consumed in succulent form and as juice.・（略）・

 サブグル プ
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 サブグループ：
 Group 001A Lemons and Limes
 Group 001B Mandarins
 Group 001C Oranges, Sweet, Sour
 Group 001D Pummelos

 MRL設定部位（分析部位）：
 Whole commodity

Code No. Commodity

FC 0003 Mandarins (including Mandarin-like hybrids)

Citrus reticulata Blanco:

（例）（例）Type 1 : Group 001 Citrus fruitsType 1 : Group 001 Citrus fruits

グループ

サブ
グループ

FC 0001 Citrus fruits
(includes all commodities in this group)
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Citrus reticulata Blanco:
Hybrids and related species including Citrus 
nobilis Lour.:・・・（略）・・・

(includes all commodities in this subgroup)

一般名
Common name

グル プ

個別食品

学名
Scientific name

FC 2212 Unshu orange, see also Mandarins, FC 0003

Citrus reticulata Blanco ssp. unshiu
(Marcow.) D.Rivera Núñez et al.

食品及び動物用飼料のコーデックス分類食品及び動物用飼料のコーデックス分類
の改訂（の改訂（20062006年～）年～）

 主な検討事項

 各グループにおける新たなサブグループの設置

 新規食品の追加

 一般名及び学名の更新、commodity codeの更新

MRL設定部位のチ ク
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 グループごとに段階的に検討 → タイプごとに最終化
（食品を他グループに移動する場合に問題が生じることを避けるため）

 MRL設定部位のチェック

（例） Persimmon, Japanese： 熱帯性果実類 → 仁果類へ
Kumquats ： 熱帯性果実類 → かんきつ類へ

 2012年、”Fruit Type”の改訂案を最終承認(REP12/PR-Appendix VIII)

 現在、”Vegetable Type”の各グループの改訂作業中

CCPRにおける代表作物（Representative 
commodities）の選定に関する議論

 米国の狙い：
米国の代表作物をコーデックスの代表作物としたい
食品分類の改訂作業と並行して決めたい

 我が国の主張
欧米と我が国の生産・消費実態が
異なる→代表作物も異なり得る・・
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 我が国の主張：
以下の段階的アプローチをとるべき

1. まず、代表作物の選定の『原則及びガイダンス』を作成

2. 完成した『原則及びガイダンス』に従って、各国が自国の
「代表作物」を選び、結果をCodexに持ち寄る

3. 仮に各国が選んだ「代表作物」が共通であれば、これが
世界的な「代表作物」になる

2007年～『原則及びガイダンス』を検討開始

異なる→代表作物も異なり得る・・

 「代表作物」の選定の３つの原則

① 残留濃度が最も高くなる可能性がある作物

② 生産及び/又は消費の観点から重要と考えられる作物

③ 形態、生育特性、病害虫の発生、可食部について、

代表作物の選定に関する原則及びガイダンス代表作物の選定に関する原則及びガイダンス
（（20122012年最終承認）年最終承認）(REP12/PR(REP12/PR--Appendix XI)Appendix XI)
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グループ内の作物とよく類似している作物
（※ ①と②は必須条件）

 各国が上記原則に従い、自国の実態を考慮して代表作物
を選定・提案可能(Alternative Representative Commodity)

国により生産量や消費量の違いがあるため、
代表作物が同一になるとは限らない

Table 1: Table 1: 果実の代表作物の果実の代表作物の例例（抜粋）（抜粋）
(REP12/PR(REP12/PR--Appendix XI)Appendix XI)

Codex Group / 
Subgroup

Examples of 
Representative
Commodities

Extrapolation to 
the following 
commodities

Group 001 Citrus 
Fruits

Lemon or Lime; 
Mandarin;
Orange and 
Pummelo or Grapefruit

Citrus Fruit (FC 0001):・・
略・・
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p

Subgroup 001A, 
Lemons and Limes

Lemon or Lime Lemons and Limes (FC 
0002): ・・略・・

Subgroup 001B, 
Mandarin

Mandarin Mandarins (FC 0003): ・・
略・・

Subgroup 001C, 
Oranges, Sweet, Sour

Orange Oranges, Sweet, Sour 
(FC 0004): ・・略・・

Subgroup 001D, 
Pummelos

Pummelo or Grapefruit Pummelos and Grapefruit 
(FC 0005): ・・略・・
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グループMRLの設定に係る留意事項

 GAP及び栽培形態が同様である場合のみ設定

 グループMRLの適用対象外となる場合もある

（例） Berries and other small fruits (except grapes)
Cereal grains (except rice)
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 GAPが同一グループの他の作物と異なる場合
 GAPが同じでも、残留傾向が同一グループの他の作物と

異なる場合

（例）Pome fruitsに、新たにPersimmon, Japanese（=かき）が
追加されたが、かきのGAPがりんごやなしのGAPが異なる
場合には、かきに適用可能なグループMRLは設定できない

どんな場合に？？

CCPRの動向を踏まえた我が国における検討

 「作物分類」の策定* 
 コーデックスの食品分類を基本
 日本の実態を反映
 MRL設定部位（分析部位）：コーデックスと調和

 「代表作物」の選定

農薬が使用される
全ての作物が対象
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 グループ登録・MRL設定のため
 日本における農薬使用実態を考慮
 各代表作物の作物残留試験の例数
 段階的な検討プロセス（グループ毎）

* http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_sassin/sakumotu.html

科学的な判断に基づき、食品の安全を確保しつつ、
農薬登録に当たっての要求データ数を軽減

我が国の残留基準値とCodex基準値との整合

いわゆるMinor cropsへの農薬登録／MRL設定について
は、売上高に寄与しないとの理由でメーカーのデータ作成
の動機付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
⇒ 各国の共通課題であり、解決に向けた国際的な動き

Minor cropsMinor cropsへのへの（個別）（個別） MRLMRLの設定促進をの設定促進を
めぐる議論めぐる議論背景
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各国の共通課題であり、解決に向けた国際的な動き
特に農産物輸出国（米国、途上国含む）が関心

 OECDマイナーユース専門家会合(2007年設立)
⇒ Minor Useの定義を検討したが、

国際的に統一的な定義を決めない
との結論(OECD, 2009)

検討の場はCCPRへ

我が国の主張：

「国により、何が
”マイナー”か異なる」

Minor cropに関するCCPRでの検討状況

 2008年、Minor Use & Specialty Cropsに関する電子作業
部会を設立（議長：米国、副議長：豪州、ケニア）

⇒数年間、Minor use & Specialty cropsの定義を検討した
が、合意を得ることは困難と結論
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JMPRが少ない作物残留試験例数（３～５例）で評価できる作物
が決まれば、これら作物へのCodex MRLを設定しやすくなること
が期待され、農産物輸出国にとっての利益は大きいが…

 2012年より、Minor cropについて、JMPRの評価に必要な
作物残留データの最小例数を決めるためのクライテリア
や、残留データのニーズが高いマイナー作物と農薬の組
合せを同定するデータベースの構築等を検討中

Minor cropをめぐる議論に対する
日本の基本的な考え方

 「消費者の健康の保護」と「食品の公正な貿易の確保」
 日本は、世界最大の農産物純輸入国

が 評価を依頼する イ 作物が増えれば

我が国にとってJMPRによる評価の優先度が高いのは、
消費量や貿易量の多い作物
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 CCPRがJMPRに評価を依頼するマイナー作物が増えれば、
JMPRが新しい農薬やメジャー作物の評価に費やす貴重な時間と
労力が失われる懸念

 代表作物となり得るメジャー作物について多くの残留データを作成
→マイナー作物について個別に作物残留データを作成するよりも
経済的（データ作成の負担軽減）

マイナー作物のMRL設定の促進のためには、グループ
MRLの設定を最優先すべき

Codex MRLを設定するメリット

世界各国のMRLに採用される可能性大

Codex MRLが設定されれば

国ごとにImport Tolerance 申請して、MRL
を設定してもらう必要がなくなる
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を設定してもらう必要がなくなる

輸出する農作物に対して、我が国の使用基準に
従って農薬を使用しても輸出に心配がない

Codex MRLが設定されている農薬は、輸出を考え
ている都道府県等の農薬使用指導に選抜される

台湾や香港のMRL設定で経験


