
                                           資料 6-(1) 

第 36 回食品添加物・汚染物質部会 
 

日 時：2004 年 3 月 22 日（月）～2004 年 3 月 26 日（金） 

場 所：ロッテルダム（オランダ） 

仮 議 題 

1 議題の採択 

2 記録者の指名 

3 コーデックス総会及び他部会からの付託事項 

第６１回 FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA） 

a）概要報告 4 

b）ADI 及び他の毒性データの変更による作業 

5 CCFAC で適用されるリスク分析原則案 

食 品 添 加 物 

6 コーデックス食品規格における食品添加物の最大基準値の承認・改正 

食品添加物のコーデックス一般基準(GSFA）の検討 

a）GSFA ワーキンググループ報告 

b）GSFA 序文の改正について 

c）GSFA 食品分類システムの改正について 

7 

d）GSFA 表 1 の改正案について 

8 加工助剤及びキャリアの考察に関する討議資料 

9 活性塩素の安全な使用に関する実施規範案 

食品添加物の同一性及び純度に関する規格 

a）規格に関するワーキンググループの報告 10 
b）第 61 回 JECFA において設定された食品添加物の同一性及び純度に

関する規格 

食品添加物の国際番号システム(INS） 

a）食品添加物の INS の改正案 

b）INS に関するワーキンググループ報告 
11 

c）コーデックスと JECFA で用いられる用語の統一に関する討議資料 

汚 染 物 質 

12 
コーデックス規格に含まれる汚染物質の最大基準値案の承認又は改正

訂 

食品中の汚染物質及び毒素に関する一般規格の検討(GSCT) 

a）汚染物質及び毒素に関するワーキンググループ報告 

13 

b）GSCT のスケジュール１ 
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 c）CCFAC における食品又は食品群中の汚染物質及び毒素の暴露評価方

針案 

食品及び飼料中のカビ毒 

a）リンゴジュース及びリンゴジュース成分を含有する飲料におけるパ

ツリンの最大基準値 

b）小麦、大麦、ライ麦とその由来製品中におけるオクラトキシンＡの

最大基準値案 

c）ピーナッツのアフラトキシン汚染の防止及び低減に関する実施規範

案 

d）ツリーナッツのアフラトキシン汚染の防止及び低減に関する実施規

範案 

e）ツリーナッツ（アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオを除く）

のアフラトキシンに関する討議資料（アフラトキシン汚染及びアフ

ラトキシン定量のための分析法について提出された情報を含む） 

f）ツリーナッツ（アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ）におけ

るアフラトキシンの最大基準値案 

g）デオキシニバレノールの最大基準値案 

14 

h）ソルガムのカビ毒汚染 

食品中の産業・環境汚染物質 

a）魚の鉛の最大基準値案 

b）食品中の鉛汚染の防止及び低減に関する実施規範案 

c）スズの最大基準値案 

d）食品中のスズ汚染の防止及び低減に関する実施規範案 

e）カドミウムの最大基準値案 

f）食品中のダイオキシン及びダイオキシン類似 PCB を低減させるため

の発生源対策規範案 

g）ダイオキシン及びダイオキシン類似 PCB に関するポジションペーパ

ー 

h）クロロプロパノールに関する討議資料 

15 

i）アクリルアミドに関する討議資料 

16 

偶発核汚染後に国際貿易に用いる食品中の放射線核種のガイドライン

値の改正案（長期間使用される放射線核種のガイドライン水準の策定

を含む） 

一 般 事 項 

17 
JECFA での評価を提案する食品添加物・汚染物質及び自然毒の優先順位

リスト 

18 その他の事項及び今後の作業 

19 次回部会の開催日時及び場所 

20 報告書案の採択 

 



 

                                           資料 6-(2) 

第 36 回食品添加物・汚染物質部会の主要検討課題 

＜食品添加物＞ 

１．食品添加物の一般基準（GSFA） 

 

(a)GSFA 前文等の改正について 

 前回本部会での議論を踏まえ、 

①食品添加物の使用に関する一般原則（GPFA）及び手続きマニュアルに沿うように GSFA 前

文を見直すこと 

②GSFA 作成に適用される技術的な手続きを明らかにすること 

③GSFA における添加物の使用上限の決定方針について再確認すること 

を目的として設けられた作業部会（議長国：スイス）が作成した資料に基づき GSFA 前文等

の改正案について検討する。 

改正案は「第一章：GSFA 前文の再検討」、「第二章：GSFA 付属文書」及び「第三章：GSFA

における添加物の使用上限の決定方針」から構成されている。 

 

（基本的な考え方案） 

＜総論＞ 

コーデックス規格（CS）と GSFA との関係を明確にする必要があるが、そもそも GSFA の位置

づけが不明確であり、更に、特定の食品に対する食品添加物の使用状況は各国の食文化や摂

取量により大きく異なることから、GSFA を SPS 協定に用いられる国際基準ではなくあくま

で目安（ガイダンス）とするという理解のもとに対応する。 

 

＜第一章：GSFA 前文の再検討＞ 

○提案１について 

「本部会はコーデックス総会（CAC）に対して、CS の食品添加物条項に関し、CCFAC と商品

部会（Commodity Committees）の関係を明確にするよう要請すべきである。GSFA と CS の不

一致を解決するために最も重要な課題である。」としているが、本提案は前回本部会の求

めに応じておらず、先ずは本部会としての方向性をまとめることが先決である。なお、その

方向性について CAC の了解を求めるという手続きには賛成する。 

 

○提案２について 

「コーデックスの 2 つの目的（消費者の健康保護、公正な食品取引の確保）をベースとして、

GPFA のパラグラフ 6 注 1を GSFA 前文の 1.2 節注 2に含めるべきである。」とされているが、

事務局提案のパラグラフ 6 の（b）は既に品質管理規則（GMP）条項として GSFA3.3 節に、ま

た、パラグラフ 6 の（c）は GSFA3.1b 節にすでに記載されており、再掲は不要と考えられる。

なお、パラグラフ 6 の（a）を含めることには特に異議はない。 
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注１：食品添加物を CS 等に収載する場合には、 

（a）できる限り特定の目的、条件のために特定の食品に限定すべきである。 

（b）所定の効果を達成するために必要な最低レベルとするべきである。 

（c）出来る限り一日摂取許容量（ADI）、暴露量を考慮するべきである。その食品添加物

が特定の消費者に摂取される場合には、その添加物の摂取量を考慮するべきである。

注２：GSFA は規格食品、非規格食品の全ての食品に使用される食品添加物についての要件

を定めるものである。CS の食品添加物条項は GSFA の条項に含められ、従う。前文に掲載

される他の規定もこの条項に従う。 

 

○提案３について 

「GSFA の策定に当たっては、CS としての食品添加物条項を参照するべきであるという第 23

回 CAC 会議（1999 年）の勧告に本部会は従うべきである。」としているが、食品添加物の

基準としては CCFAC の決定が優先される旨手続きマニュアルにも記載されていることから、

その範囲で参照することに異議はない。 

 

＜第二章： GSFA 付属文章＞  

○提案１について 

「2.1：GSFA 作成に適用される技術的な手続き」において、コーデックス website の GSFA

前文及び付属文書 A、B のタイトルに”前文”が抜けているのでこれを加えるべきである。

また、JECFA で安全性の評価された食品添加物リスト A と B がコーデックス website の GSFA

前文付属文書 C に付属するのか、独立した表なのかが明確になる表現とすべきである。 

 

○提案２について 

「2.2：GSFA に用いられる用語の定義と用語（前文のパラグラフ 2）」において、GSFA 前文

の 2 節に GSFA で用いられる基本用語の「食品添加物」、「ADI」、「ADI “Not  Specified 

(NS)」の定義が規定されており、これに”widely used”を加えることが提案され、ワーキ

ンググループでは 

第一案：2 節に”widely used”を加え、その他の用語には新規付属文書を加える。 

第二案：2 節に全ての用語を加える。 

第三案：前文から第二章（用語の定義）を除き、用語の定義を記載する付属文書を新設す

る。 

の３案を検討した結果、第二案の採用を提案している。 

これについて、”widely used”を追加すること自体に異論はないが、その定義及び活用方

法を考慮する必要があると思われる。なお、”widely used”を何処に規定するのかという

点については特段の意見はない。 

 

＜第三章：GSFA における添加物の使用上限の決定方針＞ 

○提案３について 

「コーデックス規格食品に関して、GSFA は CS に含まれている食品添加物のみを取り上げる

べきである。」としているが、以下のような問題があり、提案を受け入れることは困難と思

われる。 
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①GSFAはCSにおいて規格が設定されている食品添加物のみを取り上げるべきであるとの考

えについて、そもそも GSFA と CS の間には分類の不一致があり、単純に比較できるもので

はなく、敢えて行うのであれば膨大な作業を要することになると思われる。 

②GSFA と CS の相違例として取り上げられているバターについては、CS では着色料と酸度調

整剤の 2 種類のみ認めている一方、国際的には酸化防止剤は広く使用されており、CS に

含まれている食品添加物のみを GSFA に取り入れることにすると、使用実態とかけ離れた

状況となる。 

 

○提案２ 

「非規格食品の食品添加物の基準について 

i. 各国からの提案の最低値を議論のスターティングポイントとする。 

ii. 提案値を低すぎると考える加盟国は、その提案値が低すぎることを示す技術データ

と、より高い値が消費者の健康に悪影響を及ぼさないことを示す技術データを提供す

るべきである。」としている。 

非規格食品の使用基準の検討に当たっては、個々の添加物の総摂取量が ADI を超えず、か

つ、添加物の効果が発揮される最低用量であることが最も重要であることから、この点を

留意しながら適宜対応する。 

なお、第 30 回本部会での合意事項として、提案値に対して異議がある国は、技術的デー

タと共に改正案を提案することとされている。 

 

○提案３について 

「食品分類において規格食品と非規格食品を区別するために、食品分類システムには規格食

品である旨を記載する。」とされているが、GSFA の付表 C にクロスリファレンスが設けら

れていることから、特段の必要性はないと考えられる。 

 

 

(b)GSFA 食品分類システムの改正について 

 

 前回本部会での検討を踏まえ、日本を含めた各国の案をとりまとめた大豆製品関連のカテ

ゴリーを盛り込んだ改定案が提出されている。 

 

（基本的な考え方案） 

大豆関連製品の改定案については、特段の問題はないと考えられる。 

なお、我が国からは、塩（12.1）とハーブ、スパイス、調味料、薬味類（12.2）等の再編成

について、現在は 12.2 調味料に含まれている食塩代替品の用途は食塩と同じであり、ナト

リウム摂取量を減らすために使用されることから、本来、12.1 食塩に含まれるべきもので

ある旨、提案したい。 
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(c)GSFA 表１の改正案について 

 

 品質管理作業グループ（議長国：アメリカ）が作成した GSFA 表 1 の改正案について検討

する。 

 

（基本的な考え方案） 

我が国の規制や、使用実態を反映させるとともに、必要に応じデータ提供を行うこととする。

 

 

２．JECFA において評価を提案する優先順位リスト 

 

 第 61 回 JECFA において、規格及び暫定規格が検討された添加物（添加物 23 品目、香料

245 品目）について、作業グループ報告（CRD2）と JECFA 報告に基づき検討される。 

 

（基本的な考え方案） 

我が国から、キラヤ抽出物（タイプ 2）の成分分析のデータが提供できること、ショ糖脂肪

酸エステルの純度試験法に見直しが必要な箇所があると考えることから、JECFA に対し再検

討を提案したい。あわせて、これらの添加物が JECFA での優先評価リストに盛り込まれる

よう努めることとする。 

 

 



 

                              資料６－(３) 
 

第 36 回 Codex 食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）の検討課題（汚染物質） 

 

１．一般原則等 

 

  汚染物質・毒素に関しては、食品中の汚染物質及び毒素の一般規格(GSCT)におい

て、CCFAC における検討の規準や一般的原則が定められており、これを補完する原

則として、以下の原則案が検討される。 

① CCFAC で適用されるリスク分析原則案（ステップ７） 

CCFAC（リスク管理）と JECFA（リスク評価）の役割の明確化等。 

② 食品中の汚染物質及び毒素の暴露評価に関する方針案（ステップ７） 

JECFA による暴露評価の実施とその結果を基準値や規範の作成に活用す

る方針を示すもの。 

 

 《基本的な考え方案》 

 汚染物質の最大基準値の設定等CCFACにおける検討にとって重要な手続を示すも

のであり、早期に採択されることが重要。 

 

２．カビ毒、汚染物質の汚染防止及び低減等に関する行動規範 

 

  汚染物質・毒素のリスク管理については、生産、調製、保管、製造、流通等の各

段階における汚染低減のための管理を行うことが有効であり、このため、昨年、穀

物中のカビ毒、リンゴ果汁中のパツリンの汚染防止及び低減に関する行動規範が採

択された。 

  今回は、以下の行動規範が検討される。 

① ピーナッツ（ステップ 7）及び木の実（ステップ 4）におけるアフラトキシン

汚染 

② 食品中の鉛汚染（ステップ７） 

③ 食品（主として缶詰）中のスズ汚染（ステップ４） 

④ 食品中のダイオキシン及びダイオキシン類似ＰＣＢ汚染 

 

《基本的な考え方案》 

 汚染物質の全体的な低減につながるものであることから、早急に採択されること

が必要。 

 

３．カビ毒、汚染物質の最大基準値 

 

 以下の汚染物質について最大基準値が検討される予定。 

 

① 小麦、大麦、ライ麦及びその製品中におけるオクラトキシン A（ステップ７） 

② デオキシニバレノール（DON） 

③ アーモンド等におけるアフラトキシン（ピーナッツの基準値は採択済） 

④ カドミウム（ステップ４）（コメ・小麦を除く穀類、豆類の基準値は採択済） 
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⑤ 魚類中の鉛（ステップ７）（農作物の基準値は採択済） 

⑥ スズ（ステップ４） 

 ⑦ 放射線核種のガイドライン（見直し） 

 このほか、アクリルアミド、クロロプロパノール等についても議論される予定。 

 

 《基本的な考え方案》 

  十分な実態調査による適切なデータを収集し、科学的な知見に基づき基準値を検

討することが重要であり、我が国としてもデータ収集等に貢献していく。 


