
資料 8-(1) 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 39 回分析・サンプリング法部会 

 

日時：2018年５月７日（月）～５月 11日（金） 

場所：ブダペスト（ハンガリー） 

 

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 コーデックス規格の分析・サンプリングプラン法条項の承認 

4 
分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999）の改訂／点検及びアップデー

ト 

5 
化学物質の検出に用いる生物学的分析法に関するクライテリアアプローチ

についての討議文書 

6 測定の不確かさのガイドライン（CXG 54-2004）の改訂の提案 

7 サンプリングの一般ガイドライン（CXG 50-2004）の改訂の提案 

8 分析法に関する国際機関間会合の報告 

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 

 

※ 標記会合に先立ち、2018年 5 月 6 日（日）に「コーデックス規格の分析法条項及

びサンプリングプランの承認に関する作業部会」が開催された。また会期中作業部

会において、分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999）の改訂／点検及びアップ

デートについて議論された。 
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資料 8-(2) 
 

FAO/WHO 合同食品規格計画 
第 39 回コーデックス分析・サンプリング法部会報告書 

  
 平成 30（2018）年 5 月 7 日（月）から同 5 月 11 日（金）にかけて、ブダペスト（ハ

ンガリー）において開催された標記会合の概要を以下のとおり報告する。 
 
本部会には、51 加盟国、1 加盟機関（EU（欧州連合））及び 13 国際組織が参加した。 
 
我が国からの出席者は次のとおり。 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課食品安全技術室長     浮穴 学宗 
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課健康影響対策専門官   福田 悠平 
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室主査 糸井 雄一 
農林水産省消費・安全局食品安全政策課安全対策企画班課長補佐    髙岸 克行 
 

議題毎の議論の経過を、以下に報告する。 
 
議題 1：議題の採択 
議長からの提案を受け、議題９において、分析・サンプリング法部会（CCMAS）が

効果的に成果を得るための方策について議論することとした上で、議題が採択された。 
 
議題 2：コーデックス総会及び他の部会からの付託事項 
コーデックス事務局より、以下１～３について報告があった。また、他の部会からの

付託事項のうち、分析・サンプリング法の承認に関する事項及び分析・サンプリング法

についてアドバイスを求められている事項に関しては議題３で詳しく議論することと

された。 
 
1．総会からの事項 
討議文書（CX/MAS 18/39/2）に基づき、第 38 回 CCMAS で議論された①手続きマニ

ュアルの改訂、②コーデックス規格における分析・サンプリング法、③コーデックス規

格における分析・サンプリング法の廃止について、第 40 回総会で採択された旨の報告

があった。 
 
2. 他の部会からの事項 
第 39 回栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）の結果に関し、以下について情報提供

があった。 
 第38 回CCMASで、乳児用調製乳及び乳児用特殊医療用調製乳の規格（CXS 72-1981） 

中の過去に承認されたクロム、モリブデン、セレンの分析法に関し、コーデックス

が定めた分析法の性能規準を満たさない可能性があると指摘した点について、

CCNFSDU で、加盟国から CCMAS に対して妥当性確認データを直接提出するよう
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伝えたこと 
 FAO/WHO 合同栄養専門家会議（the Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition: 

JEMNU）に対し、乳児用調製乳及びフォローアップフォーミュラに用いられる乳及

び大豆原材料の窒素－たんぱく質換算係数に関する科学的助言を求めることとな

ったこと 
 
第 73 回執行委員会（CCEXEC）が、分析・サンプリング法の一般規格（CXS 234-1999）

をコーデックスにとって信頼できる分析・サンプリング法規格とするための見直し及び

継続したアップデートが CCMAS にとっての優先事項であると勧告したことが報告さ

れ、会期中に物理作業部会（議長国：ブラジル）を設置して議論することに合意した。 
 
 また、第 12 回食品汚染物質部会（CCCF）からの報告を受け、CCMAS は、分析法規

格策定機関に対し、国際的に妥当性が確認された食品中のステリグマトシスチンの分析

法を開発するよう促した。 
 
3. 他の国際機関に関連する事項 

討議文書（CX/MAS 18/39/2 Add.2）に基づき、食料・農業における放射線技術 FAO/IAEA
共同事業部（the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food & Agriculture）か

ら、ラテンアメリカ、カリブ地域、アフリカ及びアジアにおける地域の分析試験所の能

力向上のためのネットワーク構築を推進していること、これらのネットワークの活動と

して、例えば、アフリカ地域で果実中の農薬分析の技能試験を実施したこと等について

報告があった。 
またコーデックス委員会との関係について、CCMAS以外にも、残留農薬部会（CCPR）、

CCCF 及び食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）にデータ提供をしており、コーデッ

クス規格の作成に役立っている旨の報告があった。 
 
議題 3：コーデックス規格の分析法条項の承認 
以下の項目について、物理的作業部会の議長を務めた米国から検討結果の説明があり、

続いて議論が行われた。 
 
栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）関係 
・乳児用調製乳及び特殊医療用乳児用調製乳の規格（CXS 72-1981）関係 
ビオチンの分析法 
（結果） 

EN15067 は蛍光分析法であることから原理（Principle）を HPLC-fluorescence とし、

Type III で承認された。AOAC2016.02 は、フォトダイオードアレイ検出器を用いる分

析法であるが Principle としては機器名より技術的原理を書くべきとのことで、原理

を HPLC-UV とし、Type II で承認された。 
 
ビタミン D の分析法 
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（結果） 
 AOAC インターナショナル（AOACI）、 ISO（ International Organization for 
Standardization：国際標準機構）及び IDF（International Dairy Federation：国際酪農連

盟）は、AOAC 992.26（ビタミン D3の分析法）及び AOAC 995.05（乳児用調製乳中

のビタミン D の分析法）について、①内部標準を使用しない分析法であること、②

試料調製として加熱けん化（hot saponification）を行うこと、③現在市販されている

広範囲の乳児用調製乳を対象に妥当性確認がされていないこと、を理由として、これ

ら分析法の廃止を提案していた。また、AOAC 992.26 は、ビタミン D3 の分析法であ

ってビタミン D2の分析法ではなく、従ってビタミン D（D3と D2の合計）の分析法と

しては適さないとの指摘もあった。 
議論の結果、AOAC 992.26 を承認せず現在のコーデックス分析法規格（CXS 

234-1999）から削除することが合意された。一方、AOAC 995.05 は、ビタミン D3に

ついて内部標準を使用する分析法であることを確認し、また、古い分析法であるが途

上国を中心に現在使用している国もあることから、Type III として CXS 234-1999 に残

すことに合意した。 
AOAC 2016.05 と ISO DIS 20636 は、共同開発された同一の分析法であるが、記載

されている様式が異なることから、“｜（vertical bar）”ではなく、“／（forward slash）”
で分けて記載することにした。また、ISO DIS 20636 は、開発中の規格（DIS: Draft 
International Standard）であることから承認すべきでないとの意見があったが、ISO か

ら原案どおり発行される予定である旨の情報提供があったことから、“DIS”の表記

を削除しコーデックス総会前に発行されることを条件として承認することとした。 
Provision がビタミン D となっている場合の分析法としてビタミン D3だけを測定対

象とした分析法である AOAC 992.26 を承認するかどうかとの議論があったことに関

連して、乳児用調製乳及び特殊医療用乳児用調製乳の規格（CXS 72-1981、ビタミン

D3のみ記載）と乳幼児向け特殊栄養食品中の栄養成分に関する助言リスト（CXG 
10-1979、ビタミン D2とビタミン D3を記載）との整合について CCNFSDU に確認を

求めることとなった。 
 
塩化物の分析法の承認及び既存法のタイプ分類の変更 
（結果） 
 物理作業部会において、AOACI、ISO 及び IDF から、CCMAS が AOAC 986.26 を

Type III の分析法として承認しているが、乳児用調製乳一般では妥当性確認されてい

ない旨のコメントがあったことから、当該分析法は承認せず CXS 234-1999 から削除

することが合意された。 
 ISO DIS 21422 については、ビタミン D 分析法（ISO DIS 20636）の議論と同様、“DIS”
の表記を削除しコーデックス総会前に発行されることを条件として承認することと

された。 
 

乳・乳製品部会（CCMMP）関係 
・デイリーパーミエイトパウダーの規格（CXS 331-2017）における乳糖無水物、乳脂肪、
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窒素、水分及び灰分の分析法の承認 
（結果） 
 乳糖無水物の分析法として、ISO 22662 | IDF 198 に「採取する試料量を 0.30 g でなく

0.20－0.26 g に変更する」旨の注書きを付した提案がされた。ISO 22662 | IDF 198 は様々

な乳製品を対象に妥当性確認された分析法であるものの、乳糖無水物は乳糖含量が他の

乳製品に比べて高いため、検量線の範囲を変更する必要があることが懸念された。この

ため、ISO22662|IDF198 について、今次部会では承認せず、乳糖無水物を分析対象食品

として採取試料量を変更した分析法を再策定した後にType IIで承認するべきとされた。 
 また、乳脂肪、窒素、水分については CCMMP から提案された分析法が承認された。 
灰分については、NMKL173 及び AOAC 930.30 が提案されていたが、IDF から両分析法

は完全に一致（Identical Method）しないとの指摘があり、デイリーパーミエイトでは妥

当性確認されていないことから、AOAC 930.30 を承認せず、より新しい分析法である

NMKL 173 のみ Type IV として承認された。 
 
・チーズの一般規格（CXS 283-1978）及びエメンタルチーズの規格（CXS 269-1967）
におけるプロピオン酸の分析法の承認 

（結果） 
 ISO/TS 19046-1 | IDF/RM 233-1 及び ISO/TS 19046-2 | IDF/RM 233-2 の２つの分析法に

ついて、原理を明確にした上で、ともに Type IV として承認された。 
 
食品汚染物質部会（CCCF）関係 
・魚類中のメチル水銀の最大基準値（ML）（CXS 193-1995）と関連するサンプリング

プラン 
（結果） 
 CCCF の提案は個別の分析法を指定するのでなく性能規準を設定していることから、

将来的に加盟国が個別のメチル水銀分子種（モノメチル水銀、ジメチル水銀など）を測

定する分析法を採用する可能性も想定され、分析対象となる分子種が複数存在する場合

の分析法性能規準を検討する可能性が議論された。 
これについては、①消費者の健康保護の観点から総メチル水銀で ML が設定されてい

るはずであり、個別分子種分析（Speciation Analysis）を採用するメリットはないこと、

②現在 CXS 234-1999 に掲載されているメチル水銀のガイドライン値に対応した分析法

（AOAC 988.11）が異なるメチル水銀分子種を分けて測定する方法でなく総メチル水銀

として測定する分析法であることから、CCCF が提案した性能規準が総メチル水銀の分

析法の性能規準として適当であると結論され、AOAC 988.11 が当該性能規準を満たすか

どうかが検討された。 
その結果、従来 Type II で承認されていた AOAC 988.11 は、マグロ類に関しては CCCF

が提案した定量下限（LOQ）に適合しないことが指摘され、EU の分析法 EN 16801
（GC-ICP/MS 法）が性能規準に適合するとの情報提供があった。 
当該分析法について、「EN 16801 は高価な機器を必要とする点に懸念があり、コーデ

ックス規格として特定の分析法を採用しているのではなくあくまで例示である旨を明
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確化するべきである」という途上国からの意見があったことから、CXS 234-1999 の分

析法性能規準の表の項目名について、「Examples of applicable Methods that meet the criteria」
と修正された。また、性能規準に適合する他の分析法を排除するものではなく各国が選

択できることについて、レポートに明記された。CCCF から提案されたサンプリングプ

ラン中の表７（マグロ類、キンメダイ、カジキ類、サメ類のそれぞれの ML に対応した

分析法の性能規準）について、CXS 234-1999 に収載された他の分析法の性能規準と整

合性を保つため、分析目的対象（Provision）、回収率、性能規準に適合する分析法の例

を追記修正することとした。総水銀の分析法は、AOAC 977.15 を CXS 234-1999 に残す

こととし、スクリーニング目的で測定できる旨の注釈（ML に付された注釈と同一の文

言）をメチル水銀の分析法性能規準の表に付すことになった。 
なお、我が国から、ML 設定部位との整合性を図り、”incremental samples should be taken 

after removal of digestive tract”をサンプリングプランにも追記する必要性を指摘した。 
 一方、サンプリングプラン全体については、以下を理由として承認せず、CCCF によ

る再検討を求めることとなった。 
 表７があれば一般論を書いた表５は不要であるので、手続きマニュアル（Procedural 

Manual）と整合させて修正するか、手続きマニュアルへの参照のみを記載して表自

体は削除するべきであること。 
 結果の解釈（Interpretation of results）の項目に関し、①測定の不確かさ（Measurement 

Uncertainty）を適合性評価の判断に用いるべきでないこと、②アフラトキシンなど

汚染物質の他のサンプリングプランと整合がとれていないことを指摘する国があ

ったこと。 
 
穀物・豆類部会（CCCPL）関係 
 キノアの水分含量の分析法について、ISO 712 及び ISO 712 と同一の分析法である

AACCI 44-15.02 を Type I で承認した。 
キノア中のタンパク質含量の分析法について、ISO 1871 はキノアで妥当性確認がされ

ていない旨の指摘があったが、食品一般の分析法であることから Type IV で承認した。 
 キノア中のサポニンの分析法について、現時点で特定の推奨できる分析法はないこと

が確認された。一方、適当な分析法を対象に、AACC インターナショナルから室間共同

試験の実施について関心を持っているとのコメントがあった。 
 
IDF/ISO/AOAC から提起された疑問点 

IDF/ISO/AOAC が CXS 234-1999 の乳製品の分析法を点検する過程で生じた疑問点に

ついて、CCMAS が分析法の承認を一貫した方法で行うために、以下のとおり確認した。 
 
（１） Type I 分析法に精度（Precision）のデータは必要か。 

新たに提案される Type I 分析法について精度データは必要であり、分析法の

承認の過程において精度データが示される必要がある。ずっと昔から使われて

いる Type I 分析法については、精度データがなくても分析法の廃止や Type 分類

の変更はしない。 
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（２） Type I 分析法が、一般に乳製品の品目 D に適用可能であると知られているが、そ

の一方で国際室間共同試験の対象が品目 A、B、C とされ、品目 D が対象となっ

ていない場合、当該分析法は品目 D について、CXS 234-1999 で Type I とするべ

きか Type IV とするべきか。 

分析法とマトリックスによって、分析対象品目を拡張できるかどうか状況が

違うので、一般ルールを設定するのは適当でなく、分析法のタイプ分類はケー

スバイケースで検討する必要がある。 
 

（３） 異なる分析法規格策定機関が、それぞれ別々に Defining Method （分析法に記載

されている定義自体が分析結果を決定づける分析法）を策定しており、それら分

析法の妥当性確認の状況が異なる場合（すなわち、1 つの分析法は国際室間共同

試験が行われているが、もう 1 つの分析法はそうでない場合）、一方を Type I と
しもう一方を Type IV とするべきか、国際室間共同試験により妥当性確認が行わ

れている 1 分析法だけを承認し Type I とするべきか。 

 当該問題について検討する前に、「技術的に同等（technically equivalent）」と「技

術的に同一（technically identical）」との違いを明確にする必要があることが確認

され議題４で議論された。 
 

（４） 個別食品規格に Provision が明確に規定されていない場合、そのような Provision
を CXS 234-1999 に含めるかどうか。 

個別食品規格にはCXS 234-1999に記載するための Provisionが何らかの形で記

述されていないといけない。当該記述は、個別食品規格中に特定の項目を設けな

ければならない訳ではなく、一般的な記述でも良い。 
 

（５） １つの Provision の測定を達成するために複数の分析法を要する場合、全ての分

析法を記載するか。 
全ての分析法を記載し“and”という語で区切る。 

 
 このほか、乳製品の分析法の点検過程において、いくつかの分析法の適用性に関する

疑問点などが見つかったことから、検討をさらに進めることが必要なことが指摘された。

また、CCMAS が一貫したアプローチで分析法を承認するためのガイダンスを作成し、

情報提供文書（Information Document）としてはどうかとの提案があった。 
 これらのことから、以下のことに合意した。 
１）電子作業部会（議長国：米国）を設置し、Defining method を Type I 又は Type IV

として承認するにあたってのガイダンス文書を作成すること 
２）電子作業部会（議長国：米国、共同議長国：ニュージーランド）を設置し、乳製品

の分析法について更なる検討を進めること 
３）乳製品の分析法の点検で見つかった文言修正を要する箇所については、コーデック
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ス事務局が修正すること 
 
議題 4：分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999）の改訂／点検及びアップデート 
（経緯） 
コーデックスの分析法規格では、ISO、AOACI、IDF、米国油化学会（AOCS）等の規

格策定機関が作成した分析法を採用しているが、これら外部の組織における規格の見直

しや、分析法の廃止にあわせた、アップデートの問題を契機に検討が開始された案件で

ある。 
第 40 回総会で、当該規格の前文、範囲、構成、その他関連情報を扱うことを目的と

した新規作業を開始することが承認された。 
 
（結果） 
 電子作業部会の議長を務めたブラジルが、会期中物理作業部会においても議長を務め、

前文、用語定義、セクションの構成を中心に議論された。 
 
Part I （前文） 
 全体構成 

別添（Annex）について、我が国等の提案に基づき、見直し後の分析法規格を簡潔

なものとするため、規格本体から切り離し、内部作業用に作成することが合意された。

特に品目名リスト（Annex I）については、現在の CXS 234-1999 に記載されている品

目名を踏襲し、個別食品部会名を反映したものとするべきとされた。 
 また、CCMAS は個別食品部会に対して、個別の分析法を指定するのでなく分析法

の性能規準を設定することを推奨していることから、この方針を反映した構成とする

ことに合意し、分析法の性能規準を個別の分析法の前に掲載することが提案された。 
このため、分析法のリストについて、以下の 4 個のセクションに分けて記載するこ

とが提案された。 
・セクション１：個別分析法や分析法性能規準には触れず各品目/Provision について、

どのセクションに分析法が記載されているかリンクのみを示した表 
・セクション２：分析法の性能規準 
・セクション３：AOAC、ISO、IDF、AOCS 等が作成した個別分析法 
・セクション４：CAC/RM 分析法の書き下し 
この案について、議長や複数国はステップ５で採択したいとの意向を示した。我が

国から、セクション１と続くセクション３は、かなり情報が重複することから、現行

の規格ですら 77 ページあることを考えると、改訂後の規格は非常に大部なものとなる

と懸念され、使用者の利便性をまず検討するべきであること、CXS 234-1999 のメンテ

ナンス作業も大変になることを指摘した。米国からも、セクション１とセクション３

が類似の表となるので使用者の混乱を招く旨の主張があり、コーデックス事務局から

も、この点について CXS 234-1999 の見直しに関する電子作業部会でさらなる検討を進

めるべきとの意見があった。 
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 用語定義 
Part II に “/ (forward slash)” の定義と“identical method”の解釈を書くので、用語定義

において “equivalent method” を定義する必要がないことに合意した。 
また、Part II における“identical method”の分析法リストへの掲載に関し、 
１）複数の分析法規格策定機関が同一文書として策定している場合は“｜(vertical bar)”

で区切ること 
２）技術的には同一の手順を含む分析法であるが、分析法規格策定機関によって別文

書として作成され、文書様式が異なる場合に“/ (forward slash)”で区切ること 
また、「分析法性能規準」の定義を、手続きマニュアルでの定義に整合した形で含め

ることに合意した。 
 

Part II （分析法） 
 マウスバイオアッセイのタイプ分類についての議論を発端とし CXS 234 で明確化さ

れることとなった Type IV の分析法の適用範囲等に関する説明記述に関し、我が国より、

第 36 回 CCMAS のレポート中パラグラフ 56 で合意した文書を引用する旨を提案し、

反映された。 
 ２つ以上の分析法と計算を組み合わせて分析結果を得る場合の Provision の説明につ

いて、さらなる検討が必要とされた。 
  
結論 
 CXS 234-1999 の見直し案（前文、定義、構造等）についてステップ 2/3 とし、電子作

業部会（議長国：ブラジル、共同議長国：ウルグアイ）でさらに検討を進めることとし

た。Annex については CCMAS の内部検討用に作業を継続することとした。 
 次の作業パッケージとして、（１）穀類、豆類（種実）及び豆類（未成熟）（AACC イ

ンターナショナル主導）、（２）脂肪及び油脂（AOCS 主導）、について、ISO、AOAC 及

び関心のある国等の協力の下、分析法の点検が行われることとなった。また、コーデッ

クス事務局及びハンガリー政府が、CXS 234-1999 見直しのためのエクセルシートの維

持・更新作業を行うこととなった。 
 また、必要に応じて、次回部会の直前に物理作業部会（議長国：ブラジル、共同議長

国：ウルグアイ）を開催することが合意された。 
 
議題 5：化学物質の検出に用いる生物学的分析法に関するクライテリアアプローチにつ

いての討議文書 
（経緯） 
第 35 回 CCMAS で生及び活二枚貝の規格（CXS 292-2008）におけるバイオトキシン

（麻痺性貝毒）のマウス毒性試験が Type IV と分類されたことを発端として議論されて

いる案件である。前回部会で、以下の点が合意された。 
 承認済みの生物学的分析法に適用することができない一般性能規準を特定し、その

上で必要となる可能性がある別の性能規準を提案すること等を付託事項（TOR）と

して電子作業部会（議長国：チリ、メキシコ）を再設置し作業を継続すること 
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 第 39 回 CCMAS までに具体的な検討成果が得られない場合には作業を中止するこ

と 
 
（結果） 
電子作業部会議長のチリから、二枚貝中の麻痺性貝毒の分析法（AOAC 959.08）及び

特殊食品中のパントテン酸の分析法（AOAC 992.07）について手続きマニュアルの分析

法性能規準に照らして検討した結果、既存の分析法性能規準が適用できない場合、他の

国際機関の分析法性能規準も参照しつつ、ケースバイケースで検討するべき旨の説明が

あった。 
この説明に対し、手続きマニュアルの一般性能規準を使用しつつ、ケースバイケース

で他の国際機関の分析法性能規準も参照しつつ検討することについて各国の支持があ

った。この点に関し、他の国際機関の分析法性能規準も参照することについて、南米諸

国を中心に、手続きマニュアルの注釈として付記してはどうかとの提案があったが、支

持は得られなかった。 
議論の結果、本議題についてはさらなる作業を中止すること、また、生物学的分析法

については、手続きマニュアルの分析法性能規準や他の国際機関の分析法性能規準の使

用をケースバイケースで検討することが合意された。 
  
議題 6：測定の不確かさのガイドライン（CXG 54-2004）の改訂の提案 
（経緯） 
前々回部会における測定の不確かさ（MU）を推定するための手順に関する事例集作

成の議論から派生した案件である。 
前回部会において、電子作業部会（議長国:ドイツ）を設置し、①MU のガイドライン

（CXG 54-2004）に対してどのような修正や改善を行うかを示した新規作業提案文書の

作成、②特定された改善箇所を踏まえた CXG 54-2004 の見直し案の検討、③MU の推定

手順の事例を含む情報提供文書の作成を行うことについて合意した。 
 
（結果） 
電子作業部会議長のドイツが、新規作業として電子作業部会で議論された内容として、

（１）MU が意思決定に及ぼす影響及び分析サンプルの適合性評価における役割、（２）

MU とサンプリングプランの関係、を CXG 54-2004 に含める検討が必要であり、新規作

業の対象範囲（Scope）を明確化するべきと説明した。 
我が国から、①手続きマニュアルにおいて「病原体など健康への悪影響に直接関係す

るハザードの場合、測定の不確かさを考慮しないかもしれない」旨規定されていること、

②既存の CXG 54-2004 でも適合性評価（合否判断）については書かれておらず、CCMAS
の過去の議論でも合意に至っていないこと、これらの理由により、適合性評価について

各国の当局が判断するべきであり、改訂後のガイドラインで規定するべきでない旨を主

張した。 
この点について、内容の改善・明確化のため CXG 54-2004 の改訂は必要であるが、適

合性評価における意思決定プロセスにおいて MU がどう影響するかには触れるべきで
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ないと一般的合意があった。また、適合性評価と MU の取り扱いは、各国政府や貿易関

係者が決めることであり、この点に関し、国際食品貿易におけるサンプリング及び検査

使用の原則（CXG 83-2013）においても、「輸出国と輸入国は、法的基準値に対する適合

性評価において、どのように MU を取り扱うか合意しなくてはならない」旨が規定され

ているだけである旨の指摘があった。 
本ガイドラインの対象とする MU は、サブサンプリングを含む分析機関サンプルだけ

を対象とすること、サンプリングに起因する MU については、サンプリングの一般ガイ

ドライン（CXG 50-2004）の改訂の作業で考慮されるべきことが確認された。 
これらのことから、新規作業の対象範囲（Scope）を見直す作業が行われ、CXG 54 の

改訂作業では、MU の一般論をカバーすること、（MU の使用・解釈に関する）ロットの

適合性評価における勧告事項は含めないが、（１）測定結果の解釈における MU の使用、

（２）MU とサンプリングプランの関係、に関する説明を含めることに合意した。また、

MU の推定手順の事例を含む情報提供文書（Information Document）を作成することが改

めて合意された。 
議論の結果、新規作業提案文書（Appendix IV）に沿って、CXG 54-2004 改訂の新規作

業を開始することについて総会に承認を求めることに合意した。また、電子作業部会（議

長国：ドイツ）により改訂案を検討し、次回 CCMAS で議論することが合意された。 
 

議題 7：サンプリングの一般ガイドライン（CXG 50-2004）の改訂の提案 
（経緯） 
 第 34 回魚類・水産製品部会（CCFFP）より、サンプリングの一般ガイドライン（CXG 
50-2004）は難しすぎるとの意見が提出され、よりユーザーフレンドリーなガイドライ

ンが要望されるとして始まった議論である。 
現行の CXG 50-2004 は、サンプリングの考え方とその理論を、統計学を基本として記

述した一般ガイドラインである。実際の利用者として想定される多くの加盟国政府職員

や輸出入業者等には統計学の知識が十分でなく、CXG 50-2004 を理解し利用することが

困難であるため、「難し過ぎる」との意見が提出されたものと考えられる。 
 前回部会では、現段階では新規作業としての承認をコーデックス総会に求めず、電子

作業部会（議長国：ニュージーランド）において、作業方針を明確にした新規作業提案

文書の作成、改訂後の CXG 50-2004 のアウトライン、技術的改善及びその他の改善に関

する優先順位付け等について継続検討することで合意した。 
 
（結果） 
 電子作業部会議長のニュージーランドが、適切なサンプリングプランを設計するため

に利用可能な“サンプリングツール”の実例に触れつつプレゼンテーションを行い、現

行の CXG 50-2004 は内容が難しいので、読みやすく理解しやすい簡潔なガイドラインが

必要であると説明した。CXG 50-2004 の改訂はコーデックス規格に基づく検査のための

適切なサンプリングプランを選択するのに役立つものとすることが目的であり、まずは

コーデックス委員会の各部会を対象とし、国際紛争の際に加盟国政府も使えるものとし

たい旨を説明した。 
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 新規作業を推進することについて途上国を中心に支持があった。不均一なロットのサ

ンプリングに関するガイダンスも含めるべきとの意見、測定の不確かさに関連し、本ガ

イドラインで扱う測定誤差（measurement error）の明確化が必要との意見があった。ま

た、我が国の提案を受け、CXG 50-2004 改訂の目的として「使用者の利便性を向上させ

ること」を追記するなど、新規作業文書を一部修正した。 
 我が国から、食品衛生部会（CCFH）の TOR の下で議論されるような分析・サンプリ

ング法は CCMAS の TOR の範囲外なので、微生物やヒスタミンを分析対象とした場合

のサンプリングをガイドラインで扱うかどうか問題提起したところ、コーデックス事務

局より、既存の CXG 50-2004 が既にこれらをカバーしていること、加盟国政府にとって

サンプリングに関する単一のガイドラインがあれば便利である旨の言及があった。また、

CCFH の意見を聞くべきとの意見があった。 
 また、我が国の指摘に基づき、個別食品規格が（CXG 50-2004 を引用するなどにより）

サンプリングプランを規定していて CXG 50-2004 の改訂が個別食品規格にも影響する

場合には、作業の順序として、CXG 50-2004 の改訂が完了した後に、関連する部会が個

別食品規格のサンプリングプランの改訂を行うことになる旨が確認された。CXG 
50-2004 は一般ガイドラインであり、飼料を含め、全ての検査対象品目に適用可能であ

ることが求められる点も言及があった。 
議論の結果、新規作業提案文書（Appendix V）に沿って CXG 50-2004 改訂の新規作業

を開始することについて総会に承認を求めること及び作業の優先順位（Appendix VI）に

合意した。また、電子作業部会（議長国：ニュージーランド）において、基本構造（CX/MAS 
18/39/7 Appendix III）を基礎として作業することに合意した。 
 
議題 8: 分析法に関する国際機関間会合の報告 

CRD16 に基づき、本会合に先立って実施された標記会合の内容が報告された。 

 

議題 9: その他の事項及び今後の作業 
議長からの提案を受け、本部会の成果を効果的に得るための方策について議論した。

また、加盟国に対し、将来的に本部会が対処すべき新たな課題についても提案するよう

促した。主な意見は以下のとおり。 
・分析法の承認に関する新たな情報があれば、物理作業部会の少なくとも 30 日前に提

出すること 
・分析法の承認等に関する原則や作業手続を明確にすること（議題３で設置する電子作

業部会（議長国：米国）でも議論される可能性） 
・CCMAS 開催前に、出席者向けに CCMAS の手続（分析法の承認のルール等）を紹介

するセッションを設けること 
 
議題 10：次回会合の日程及び開催地 
第40回CCMASは、12ヶ月以内にハンガリーのブダペストでの開催を予定しており、

正確な日程及び場所については、議長国と事務局が相談して決定することとされた。 
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分析・サンプリング法部会（CCMAS）の作業の概要及び状況 

 
担当者 目的 事項 ステップ 

電子作業部会 

（議長国：米国） 

第 40回 CCMAS 

情報提供文書 分析法の承認に関するガイダンス － 

電子作業部会 

（議長国：米国、

共同議長国：ニ

ュージーラン

ド） 

第 40回 CCMAS 

更新 乳製品の分析法の点検と更新 － 

電子作業部会

（議長国：ブラ

ジル、共同議長

国：ウルグアイ） 

第 40回 CCMAS 

点検と更新／改

訂 

コーデックスの分析・サンプリング 

法規格（CXS 234-1999）の点検及び

更新／改訂 

２／３ 

AACCI/ISO/AOAC 

第 40回 CCMAS 
更新 穀類・豆類の分析法の点検と更新 － 

AOCS/ISO/AOAC 

第 40回 CCMAS 
更新 油脂の分析法の点検と更新 － 

CAC41 

電子作業部会

（議長国：ドイ

ツ） 

第 40回 CCMAS 

討議 
測定の不確かさのガイドライン（CXG 

54-2004）の改訂 
－ 

CAC41 

電子作業部会

（議長国：ニュ

ージーランド） 

第 40回 CCMAS 

討議 
サンプリングの一般ガイドライン

（CXG 50-2004）の改訂 
－ 
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資料 9-(1) 

 FAO／WHO 合同食品規格計画 
第 41 回 総会 

 
日時 ： 2018 年 7 月 2 日（月）～7 月 6 日（金）  

 場所 ： ローマ（イタリア） 
 

仮議題 
 

1 議題の採択 

2 第 74・75 回執行委員会の報告 

3 手続きマニュアルの改訂 

4 
ステップ８の規格案と関連文書（ステップ６,７を省略する勧告を付してステップ

５で提出されたもの及び迅速化手続きのステップ５で提出されたものを含む） 

5 ステップ５の規格原案と関連文書 

6 既存のコーデックス規格と関連文書の廃止 

7 新規作業の提案 

8 作業中止の提案 

9 コーデックス規格と関連文書の修正 

10 総会、執行委員会および部会の報告から提起された事項 

11 
電子的作業のみによる部会及びパイロットとしての Committee on Standards 
Advancement (CCSA) の設置 

12 コーデックスの作業管理の定期的な評価（2017-2018 年報告） 

13 財政及び予算に関する事項 

13.1 2016-2017 年報告及び 2018-2019 年経過 

13.2 2020-2021 年提案 

14 FAO/WHO のコーデックスへの科学的支援（活動、財政及び予算） 

15 FAO 及び WHO から提起された事項 

16 FAO 及び WHO の能力開発プログラムに関するサイドイベントの報告 

17 コーデックス信託基金（CTF2）に関するサイドイベントの報告 

18 IGO 及び NGO とのパネルディスカッションの報告 

19 議長及び副議長の指名 

20 コーデックス部会の議長を指名する国の指定 

21 その他の作業 

22 報告書の採択 
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資料 9-(2) 

 
 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 41 回総会の主な検討議題 

 
１．日時及び開催場所 

日時：2018 年 7 月 2 日（月）～7 月 6 日（金） 
場所：ローマ（イタリア） 

 
２．主要議題の検討内容 
仮議題３. 手続きマニュアルの改訂 
 
<食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）> 

事項 概要 対処方針 
コーデックスマニュアルの改訂 CCRVDF において最大残留基準値（MRL）の外挿をしや

すくするため、手続きマニュアル「CCRVDF のリスクア

ナリシスの原則」の「JECFA が科学的に正当なものであ

ることを確認しており、不確実性が明確に定義されてい

る場合、CCRVDF は MRL を 1 つ以上の種に外挿を勧告

することができる」という記述の下線部を削除する改訂

を行うもの 

CCRVDF で合意された案を支持して差

し支えない。 
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仮議題４．ステップ８の規格案と関連文書（ステップ６,７を省略する勧告を付してステップ５で提出されたもの及び迅速化手続きの

ステップ５で提出されたものを含む） 
 
Part1 ステップ８，迅速化手続きのステップ５及びステップ 5/8 の規格案及び関連文書 
 
<生鮮果実・野菜部会（CCFFV）> 

事項 概要 対処方針 
ナスの規格案 ナスの規格を作成するもの コンセンサスに従う（ステップ 8）。 

 
<食品表示部会（CCFL）> 

事項 概要 対処方針 
包装食品の表示に関するコーデ

ックス一般規格（CXS 1-1985）の

改訂 

「包装食品の表示に関するコーデックス一般規格（CXS 
1-1985）」について、食品の品質・安全性に関する日付表

示の規定を追加する等改訂を行うもの。 

CCFL で合意された案を支持して差し

支えない（ステップ 8）。 

 
<食品衛生部会（CCFH）> 
 事項  概要 対処方針 
魚類及び水産製品に関する実施

規範(CXC 52-2003)のヒスタミン

管理ガイダンス文書原案 

「魚類及び水産製品に関する実施規範（CXC 52-2003）」
に、新たにヒスタミン管理に特化したガイダンスを作成

するもの。 

CCFH で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 
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<食品汚染物質部会（CCCF）> 
 事項  概要 対処方針 
特定品目中の鉛の最大基準値の

改訂原案 
「食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規

格」（CXS 193-1995）（GSCTFF）において、グレープジ

ュース、マンゴーチャツネ、アブラナ科野菜の缶詰、生鮮

栽培きのこ、食塩、ファットスプレッド及びブレンディッ

ドスプレッド、食用油脂の鉛の最大基準値を改訂するも

の。 

CCCF で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 

チョコレート及びカカオ由来製

品中のカドミウムの最大基準値

原案 

チョコレート及びカカオ由来製品中のカドミウムの最大

基準値について、総乾燥ココア固形分含有率 50%以上

70%未満、70%以上の製品に最大基準値を設定するもの。 

CCCF で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 

魚類中のメチル水銀の最大基準

値原案 
マグロ類、キンメダイ、カジキ類及びサメ類のメチル水銀

の最大基準値を設定するもの。 
CCCF で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 
食品及び飼料中のダイオキシン

類及びダイオキシン様 PCB の汚

染防止及び低減に関する実施規

範（CXC 62-2006）の改訂原案 

食品中および飼料中のダイオキシン類及びダイオキシン

様 PCB の汚染防止および低減に関する実施規範（CXC 

62-2006）に、非ダイオキシン様 PCB に関する事項を追

加する改訂を行うもの。 

CCCF で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 

 
<食品添加物部会（CCFA）> 

事項 概要 対処方針 
食品添加物の同一性及び純度に

関する規格原案 
第 84 回 JECFA（2017 年 6 月）が作成し、第 50 回 CCFA
（2018 年 3 月）で合意されたタマリンドシードガム等 10
の食品添加物の同一性及び純度に関する規格原案。 

CCFA で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 
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食品添加物の一般規格（GSFA）の

食品添加物条項の案及び原案 
・GSFA の油脂関係の食品分類（食品分類 02.1.2 及び

02.1.3）及び加工果実・野菜関係の食品分類（食品分類

04.1.2.2、04.1.2.3、04.1.2.5 及び 04.1.2.6）の食品添加

物条項案及び原案 
・GSFA の表 3 における Tagetes erecta 由来のルテイン

エステル類（INS 161b(ⅲ)）及びオクテニルコハク酸

（OCA）－改質アラビアガム（INS 423）の食品添加物

条項原案 
・GSFA の食品分類 01.1.2 における食品添加物条項原案

（着色料及び甘味料の機能を持つ添加物を除く） 
・GSFA の食品分類 01.6.4 における食品添加物条項原案 
・GSFA の食品分類 09.0 から 16.0 まで（「着色料」及び

「甘味料」の機能のある食品添加物等の条項及び食品分

類 14.2.3 を除く。）の食品添加物条項の案及び原案 
・食品添加物条項「sodium aluminosilicate （INS 554）」
の名称を「sodium aluminium silicate （INS 554）」に

置き換える修正。 
・ステビオールグリコサイド（INS 960）をグループ添加

物とすることに関連する GSFA の修正。 
・注釈 301（第 50 回 CCFA までの暫定最大濃度）を（第

53 回 CCFA までの暫定最大濃度）に修正。 

CCFA で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8 及び 8）。 

食品添加物の国際番号システム

（INS）（CXG 36-1989）の修正

食品添加物の国際番号システム（INS）に掲載されている

食品添加物の追加、名称及び用途の追加又は変更を行う

CCFA で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 
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原案 もの。 

個別食品規格の食品添加物に関

するセクションの改訂 
・GSFA の関連条項との整合に当たり、以下の 15 の個別

食品規格：「特定の果物の缶詰の規格」（CXS 319-2015）、
「サケの缶詰の規格」（CXS 3-1981）、「エビの缶詰の規

格」（CXS 37-1991）、「マグロ及びカツオの缶詰の規格」

（CXS 70-1981）、「カニの缶詰の規格」（CXS 90-1981）、
「イワシ類の缶詰製品の規格」（CXS 94-1981）、「魚の

缶詰の規格」（CXS 119-1981）、「塩漬けしたタラ類及び

乾燥塩漬けしたタラ類の規格」（CXS 167-1989）、「フカ

ヒレの規格」（CXS 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」

（CXS 222-2001）、「塩ゆで乾燥アンチョビーの規格」

（CXS 236-2003）、「塩漬けニシン及び塩漬けスプラッ

ト」（CXS 244-2004）、「チョウザメのキャビアの規格」

（CXS 291-2010）、「フィッシュソースの規格」（CXS 
302-2011）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」（CXS 311-2013）における食品添加

物のセクションを改訂するもの。 
・「粉乳及び粉末クリームに関するコーデックス規格」

（CXS 207-1999）、「脱脂乳及び植物性脂肪の混合粉末

の規格」（CXS 251-2006）及び「食用カゼイン製品に関

するコーデックス規格」（CXS 290-1995）における食品

添加物条項「sodium aluminosilicate （INS 554）」の

CCFA で合意された案を支持して差し

支えない。 
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名称を「sodium aluminium silicate （INS 554）」に置

き換える修正を行うもの。 
GSFA の食品添加物条項の改訂 ｢特定の果物の缶詰の規格｣ (CXS 319-2015)及び上記 14

の魚類・水産製品の個別食品規格との整合性を図るため、

GSFA の食品添加物条項を改訂するもの。 

CCFA で合意された案を支持して差し

支えない。 

 
<残留農薬部会（CCPR）> 

事項 概要 対処方針 
残留農薬基準値（MRL）原案及び

改訂原案 
食品又は飼料中の農薬について、第 50 回 CCPR（2018 年

4 月）においてステップ 8 またはステップ 5/8 で合意され

た 26 農薬の MRL 原案。 

CCPR で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8 及び 8）。 

食品及び飼料のコーデックス分

類の改訂案及び改訂原案（ナッ

ツ、種子及び樹液） 

国際貿易される食品を、どのくらい農薬が残留するか等

を考慮し、形状や植物学的な特徴等に基づき分類した「食

品及び飼料のコーデックス分類」のうち、ナッツ、種子及

び樹液の分類を改訂するもの。 

CCPR で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 

食品及び飼料のコーデックス分

類の改訂案（ハーブ及びスパイ

ス） 

国際貿易される食品を、どのくらい農薬が残留するか等

を考慮し、形状や植物学的な特徴等に基づき分類した「食

品及び飼料のコーデックス分類」のうち、ハーブ及びスパ

イスの分類を改訂するもの。 

CCPR で合意された案を支持して差し

支えない（ステップ 5/8）。 

Table4 及び 5 原案：ナッツ、種子

及び樹液並びにハーブ及びスパ

イスの群を代表する作物の選定

例（MRL の食品群への外挿のた

グループ MRL の設定に用いる代表作物を選定する際の

「原則及びガイダンス」に添付する、ナッツ、種子及び樹

液の群の代表作物を例示する Table 4 及びハーブ及びス

パイスの群の代表作物を例示する Table 5 を作成するも

CCPR で合意された原案を支持して差

し支えない（ステップ 5/8）。 
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めの代表作物の選定に関する原

則及びガイダンスの添付資料） 
の。 

 
<食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）> 

事項 概要 対処方針 
アモキシシリン（魚類の切り

身、筋肉）、アンピシリン（魚類

の切り身、筋肉）、ルフェヌロン

（サケ及びマスの切り身）、モネ

パンテル（牛の脂肪、腎臓、肝

臓、筋肉）の最大残留基準値

（MRL）原案 

アモキシシリン（魚類の切り身、筋肉）、アンピシリン

（魚類の切り身、筋肉）、ルフェヌロン（サケ及びマス

の切り身）、モネパンテル（牛の脂肪、腎臓、肝臓、筋

肉）の MRL 原案 

CCRVDF で合意された原案を支持して

差し支えない（ステップ 5/8）。 

ゲンチアナバイオレットのリス

ク管理に関する勧告（RMR）の

案 

人への健康への懸念から JECFA が ADI 及び MRL を勧

告していないゲンチアナバイオレット（GV）に対する

リスク管理の勧告を、「食用動物に使用するべきではな

い」とするもの。 
 
＜リスク管理勧告原案（RMR）＞ 
入手可能な科学的情報に基づく JECFA の結論を考慮す

ると、消費者にとって許容可能なリスクを表す、食品中

の GV 又はその代謝物の残留の安全レベルはない。この

ため、関係当局は、食品中に GV が残留することを防止

すべきである。このことは、食用動物に GV を使用しな

CCRVDF で合意された案を支持して差

し支えない（ステップ 8）。 
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いことで達成可能である。 
 
<分析・サンプリング法部会（CCMAS）> 

事項 概要 対処方針 
コーデックス規格の分析法条項

の承認 
栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）、乳・乳製品部

会（CCMMP）、穀物・豆類部会（CCCPL）関係のサン

プリング法及び分析法を承認するもの。 

CCMAS で承認された案を支持して差

し支えない。 

 
＜穀物・豆類部会（CCCPL）＞ 

事項 概要 対処方針 
キヌアの規格案 キヌアの規格を作成するもの。 コンセンサスに従う（ステップ 8）。 

 
PART2 総会においてステップ８で保留されている規格及び関連文書 
 
<食品残留動物用薬品部会（CCRVDF）> 

事項 概要 対処方針 
牛ソマトトロピン（rbST）の MRL
案 

乳分泌促進効果のある rbST の MRL 案。 
第 78 回 JECFA（2013 年 11 月）の再評価の結果を踏ま

えて、第 22 回 CCRVDF（2015 年 4 月）、第 38 回総会

（2015 年 7 月）にて議論されたが合意に至らず、ステッ

プ 8 で保留となった。第 39 回総会（2016 年 7 月）、第 40
回総会（2017 年 7 月）では現状を変える要求が無かった

ことから、再度ステップ 8 で保留となっている。 

JECFA による評価及び再評価の結果

（適正に使用される限りにおいて、乳中

の残留性が非常に低いこと等から、ADI
を特定する必要は無い）を踏まえて、特

定の MRL 設定は不要であるとの立場

で、適宜対処したい(ステップ 8)。 
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仮議題５．ステップ５の規格原案と関連文書 
 
<生鮮果実・野菜部会（CCFFV）> 
 事項  概要 対処方針 
馬鈴薯（Ware Potato）の規格原案 馬鈴薯（Ware Potato）の規格を作成するもの コンセンサスに従う。 

 
<栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）> 

事項 概要 対処方針 
フォローアップフォーミュラの

コーデックス規格（CXS 156-
1987）の見直し 

フォローアップフォーミュラのコーデックス規格（CXS 
156-1987）における年長乳児、年少幼児の必須成分要件

の規格原案 

ステップ 5 で採択することを支持して

差し支えない。 

 
<食品汚染物質部会（CCCF）>  

事項 概要 対処方針 
精製油及び精製油を原料とする

製品中の 3-モノクロロプロパン-
1,2-ジオール脂肪酸エステル類

（3-MCPDE）及びグリシドール

脂肪酸エステル類（GE）の汚染防

止及び低減に関する実施規範原

案 

精製油および精製油で製造された製品中の 3-MCPD 脂肪

酸エステルおよびグリシドールエステルを低減するため

の、生産および製造工程、原材料の使用などにおける実施

規範を作成するもの。 

ステップ 5で採択することを支持して差

し支えない。 

規制値がない又はリスクマネジ 規制値がない又はリスクマネジメントの枠組みが設定さ ステップ 5で採択することを支持して差
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メントの枠組みが設定されてい

ない汚染物質の場合のリスクア

ナリシスのガイドライン原案 

れていない汚染物質の場合のリスクアナリシスのガイド

ラインを作成するもの。 
し支えない。 

 
<食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）> 

事項 概要 対処方針 
フルメトリン（はちみつ）の MRL
原案 

フルメトリン（はちみつ）の MRL 原案。 ステップ 5 で採択することを支持して

差し支えない。 
 
仮議題６． 既存のコーデックス規格と関連文書の廃止 
 
<食品汚染物質部会（CCCF）> 

事項 概要 対処方針 
特定品目中の鉛の最大基準値の

廃止 
「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）において、鉛の最大基準値を改訂するこ

とに伴い、マンゴーチャツネ、食塩、ファットスプレッド

及びブレンディッドスプレッド、食用油脂の現行の鉛の

最大基準値を削除するもの及び濃縮加工トマトの鉛の最

大基準値を削除するもの。 

廃止することを支持して差し支えない。 

魚類中のメチル水銀のガイドラ

イン値の廃止 
魚類中のメチル水銀のガイドライン値の廃止 

廃止することを支持して差し支えない。 

 
<食品添加物部会（CCFA）> 
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事項 概要 対処方針 
GSFA 及び個別食品規格の食品添

加物条項の廃止（食品添加物の同

一性及び純度に関する規格がな

いため） 

・ソルビン酸ナトリウムの食品添加物条項を、GSFA 及び

以下の 17 の個別食品規格：「即席麺の規格」（CXS 249-
2006）、「発酵乳の規格」（CXS 243-2003）、「乳脂肪ス

プレッドの規格」（CXS 253-2006）、「モッツァレラの規

格」（CXS 262-2006）、「チェダーの規格」（CXS 263-
196）、「ダンボーの規格」（CXS 264-1966）、「エダムの

規格」（CXS 265-1966）、「ゴーダの規格」（CXS 266-
1966）「ハバティの規格」（CXS 267-1966）、「サムソー

の規格」（CXS 268-1966）、「エメンタールの規格」（CXS 
269-1967）、「ティルジットの規格」（CXS 270-1968）、
「サンポーランの規格」（CXS 271-1968）、「プロヴォロ

ーネの規格」（CXS 272-2968）、「カッテージチーズの規

格」（CXS 273-1968）、「クリームチーズの規格」（CXS 
275-1973）及び「チーズの規格」（CXS 283-197）から

廃止するもの。 
・リンゴ酸カリウム等の食品添加物条項を、以下の５の個

別食品規格：「モッツァレラの規格」（CXS 262-2006）、
「カッテージチーズの規格」（CXS 273-1968)、「クリー

ムチーズの規格」（CXS 275-1973）、「発酵乳の規格」

（CXS 243-2003）及び「乳脂肪スプレッドの規格」

（CXS 253-2006）から廃止するもの。 

廃止することを支持して差し支えない。 
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<残留農薬部会（CCPR）> 
事項 概要 対処方針 

削除が提案された MRL 第 50 回 CCPR（2018 年 4 月）での合意に基づき既存の

11 農薬の MRL を廃止するもの。 
廃止することを支持して差し支えな

い。 
 
<分析・サンプリング法部会（CCMAS）> 

事項 概要 対処方針 
コーデックス規格の分析法条項

の廃止 
食品汚染物質部会（CCCF）及び栄養・特殊用途食品部

会（CCNFSDU）関係のサンプリング法及び分析法を廃

止するもの。 

廃止することを支持して差し支えな

い。 

 
仮議題７． 新規作業の提案 
 
<生鮮果実・野菜部会（CCFFV）> 

事項 概要 対処方針 
ヤムの規格 ヤムの規格を作成するための新規作業提案 コンセンサスに従う。 
タマネギ及びエシャロットの規

格 
タマネギ及びエシャロットの規格を作成するための新規

作業提案 
コンセンサスに従う。 

ベリーフルーツの規格 ベリーフルーツの規格を作成するための新規作業提案 コンセンサスに従う。 
 
<食品表示部会（CCFL）> 

事項 概要 対処方針 
包装の前面の表示に関するガイ 包装の前面の表示の分かりやすい図柄等を用いた栄養成 新規作業として承認することを支持し
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ドライン 分の情報の使用に関するガイドラインを作成するもの。 て差し支えない。 
 
<食品衛生部会（CCFH）> 
 事項  概要 対処方針 
食品事業者向け食品アレルゲン

管理に関する実施規範 
食品事業者及び政府機関に対して、交差汚染の防止など、

食品製造におけるアレルゲン管理のための実施規範を作

成するもの。 

新規作業として承認することを支持し

て差し支えない。 

微生物による食品に起因する緊

急事態/食中毒の管理のためのガ

イダンス 

食品に関する緊急事態を管理するための、政府当局向け

ガイダンスを作成するもの。 
新規作業として承認することを支持し

て差し支えない。 

 
<残留農薬部会（CCPR）> 

事項 概要 対処方針 
JMPR による評価又は再評価を

必要とする農薬の優先順位リス

ト案 

2019 年までに JMPR が優先的に評価（新規評価、定期

的再評価、既存農薬における特定の食品の MRL の設定

のための評価）を行うべき農薬のリスト及びそのスケジ

ュール案。 

CCPR で合意された案を支持して差し

支えない。 

 
<食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）> 

事項 概要 対処方針 
JECFA による評価又は再評価を

必要とする動物用医薬品の優先

順位リスト案 

JECFA による評価又は再評価を必要とする動物用医薬

品の優先順位リスト案 
CCRVDF で合意された案を支持して差

し支えない。 
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<分析・サンプリング法部会（CCMAS）> 

事項 概要 対処方針 
測定の不確かさのガイドライン

（CXG 54-2004）の改訂に関す

る新規作業 

コンテンツを改善し、明確にするため、測定の不確かさ

のガイドライン（CXG 54-2004）を改訂する新規作業提

案。 

新規作業として承認することを支持し

て差し支えない。 

サンプリングの一般ガイドライ

ン（CXG 50-2004）の改訂に関

する新規作業 

よりユーザーフレンドリーなガイドラインとするため、

サンプリングの一般ガイドライン（CXG 50-2004）を改

訂する新規作業提案。 

新規作業として承認することを支持し

て差し支えない。 

 
仮議題８． 作業中止の提案 
 
<食品汚染物質部会（CCCF）> 
 事項  概要 対処方針 
チョコレート及びカカオ由来製

品中のカドミウムの最大基準値

原案の作業中止 

調整ココアのカドミウムの最大基準値設定について作業

を中止するもの 
作業の中止を支持して差し支えない。 

魚類中のメチル水銀の最大基準

値原案の作業中止 
ブリ及びメカジキのメチル水銀の最大基準値設定につい

て作業を中止するもの 
作業の中止を支持して差し支えない。 

 
<食品添加物部会（CCFA）> 

事項 概要 対処方針 
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GSFA の食品添加物条項の案及び

原案 
第 50 回 CCFA（2018 年 3 月）が作業を中止することに

合意した GSFA の食品添加物条項の案について、規格の

策定作業を中止するもの。 

作業の中止を支持して差し支えない。 

 
仮議題９． コーデックス規格と関連文書の修正 
  

事項 概要 対処方針 
｢水分含量が低い食品の衛生実施

規範(CXC 75-2015)｣付属文書Ⅲ

（スパイス及び乾燥ハーブ）の修

正 

本付属文書に関連して、スパイス・料理用ハーブ部会

(CCSCH)から食品衛生部会（CCFH）に、｢芳香性ハーブ｣

は CCSCH が対象とするよりも広い製品を包含する用語

であり、本付属文書においては｢料理用ハーブ｣の使用が

適切との回答があったことから、｢水分含量が低い食品の

衛生実施規範(CXC 75-2015)｣中の｢芳香性ハーブ｣を｢料

理用ハーブ｣に置き換えるもの。 

コーデックス事務局の提案を支持して

差し支えない。 

｢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）（CXS 193-1995））｣

のコメ中の無機ヒ素濃度の最大

基準値（ML）の注釈の修正 

GSCTFF のコメ中の無機ヒ素濃度の ML の注釈を、魚類

中のメチル水銀の ML の注釈に合わせて修正するもの。 
コーデックス事務局の提案を支持して

差し支えない。 

「分析・サンプリング法規格

（CXS 234-1999）」の乳・乳製品

の分析法の修正 

当該規格の乳・乳製品の分析法の点検過程において見つ

かった文言修正を要する箇所を修正するもの。 
コーデックス事務局の提案を支持して

差し支えない。 

乳・乳製品の全ての規格の分析法 乳・乳製品の全ての規格の分析法に関する条項について、 コーデックス事務局の提案を支持して
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の条項の修正 手続きマニュアルで指示されている記載｢この規格への

遵守を確認するため、分析・サンプリング法規格（CXS 
234-1999）に含まれる分析・サンプリング法が使用され

る。｣に修正するもの。 

差し支えない。 

 
仮議題１０． 総会、執行委員会および部会の報告から提起された事項 
 
<食品表示部会（CCFL）> 

事項 概要 対処方針 
ドーの地域規格における表示条

項の承認 
第 20 回 CCFL（2017 年 10 月）において、ドーの地域規

格に使われている用語「probiotics」はコーデックス文書

中に定義がなく、使うべきではないという意見があった

が、「probiotics」を削除することは他の条項にも影響を与

える可能性があるため、そのまま表示条項を承認したこ

とについて報告がなされる予定。 

情報収集に努め、適宜対処したい。 

 
<食品添加物部会（CCFA）> 

事項 概要 対処方針 
CCFA の作業管理 CCFA における作業管理について、第 50 回 CCFA（2018

年 3 月）の検討結果が報告される予定。 
情報収集に努め、適宜対処したい。 

GSFA と個別食品規格の食品添加

物条項の整合をとるための個別

食品部会向けのガイダンス(情報

第 50 回 CCFA（2018 年 3 月）において、GSFA と個別

食品規格の食品添加物条項の整合をとるための個別食品

部会向けのガイダンス（情報提供文書）をコーデックス委

情報収集に努め、適宜対処したい。 
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提供文書) 員会のウェブサイトで公開することに合意したことが報

告される予定。 
 
<糖類部会（CCS）> 

事項 概要 対処方針 
分蜜せずに脱水したさとうきび

汁の規格案 
第 40 回総会（2017 年 7 月）において、第 73 回 CCEXEC
（2017 年 7 月）からの勧告を踏まえ、作業中止を検討し

たものの、主にラテンアメリカ・カリブ海地域より作業継

続の提案が多数あり、結果、work by correspondence に

より作業を継続し、第 41 回総会（2018 年 7 月）への進

捗報告を踏まえて作業中止について判断することに合意

した。今次総会では、議長国のコロンビアより work by 
correspondence の作業の結果として、｢panela（パネラ）

の規格案｣に名称を変更し、その他の名称は脚注に記載す

ることが提案することが提案されており、今後の作業の

進め方について検討することとしている。 

適用範囲及び製品の名称案について、当

該規格を包括的な規格とするならば、特

定の国において呼称されている「パネ

ラ」という名称を使用すべきではないと

考える。また、その規格の作成プロセス

の透明性が確保されていないことに加

え、その物理的・化学的特性が我が国で

生産される黒糖の特性に合致せず包括

的な規格となっていないため、包括的な

規格とするか、又は地域規格とするべく

適宜対処したい。 
 
仮議題１１．電子的作業のみによる部会及びパイロットとしての Committee on Standards Advancement (CCSA) の設置 
 

事項 概要 対処方針 
電子的作業のみによる部会及び

パイロットとしての Committee 
on Standards Advancement 

複数の個別食品部会が電子的作業により再活動している

ものの、そのあり方について手続きや管理に関する問題

が提起されている。第 40 回総会では、事務局に対し、第

個別部会について、運営が適切なものと

なるよう適宜対処したい。 
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(CCSA) の設置 75 回 CCEXEC（2018 年 6 月）で検討するために ToR、

モダリティー、コストに関する詳細な提案内容を準備し、

第 41 回総会でパイロットについて決定すること、work 
by correspondence のオプションの利点と欠点を分析し

た文書を作成することを要請することに合意した。 
 
仮議題１２．コーデックスの作業管理の定期的な評価（2017-2018 年報告） 
 

事項 概要 対処方針 
コーデックスの作業管理の定期

的な評価（2017-2018 年報告） 
事務局より、コーデックスとその他の国際基準設定機関

との協力に関する調査結果について報告がなされる予

定。 

情報収集に努め、適宜対処したい。 

 
仮議題１３．財政及び予算に関する事項 
 資料未着 
 
仮議題１４．FAO/WHO のコーデックスへの科学的支援（活動、財政及び予算） 
 

事項 概要 対処方針 
最近の FAO/WHO 専門家会合及

びその他関連情報 
最近の FAO/WHO 専門家会合等について報告がなされ

る予定である。 
第 75 回 CCEXEC（2018 年 6 月）の検

討結果を踏まえつつ、コーデックスの活

動及び FAO/WHO の科学的助言に関す

る活動が効率的かつ継続的に行われる

財政及び予算 2016-2017 年の FAO/WHO のコーデックスへの科学的

助言への支出の報告、2018-2019 年の科学的助言の作業
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計画の実施のために必要な予算について報告がなされる

予定。 
ことを確保する観点から、適宜対処した

い。 
FAO/WHO の科学的助言の要請

状況 
FAO/WHO の科学的助言の要請状況について報告がなさ

れる予定。 
 
仮議題１５．FAO 及び WHO から提起された事項 
 

事項 概要 対処方針 
FAO 及び WHO から提起された

事項 
FAO 及び WHO から提起された、コーデックスの活動に

関連する政策及び事項について報告がなされる予定。 
情報収集に努め、適宜対処したい。 

 
仮議題１６．FAO 及び WHO のキャパシティービルディング活動に関するサイドイベントの報告 
 

事項 概要 対処方針 
キャパシティービルディング活

動 
FAO 及び WHO が行ったキャパシティービルディング活

動等について報告がなされる予定。 
情報収集に努め、適宜対処したい。 

 
仮議題１７． コーデックス信託基金（CTF2）に関するサイドイベントの報告 
 

事項 概要 対処方針 
コーデックス信託基金（CTF2）に
関するサイドイベントの報告 

新たなコーデックス信託基金の活動二年目の報告がされ

る。CTF2 の成果や活動の技術、運営、財政に関する概要

について紹介される予定。 

情報収集に努め、適宜対処したい。 
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仮議題１８． 国際政府間組織（IGO）及び国際非政府組織（NGO）とのパネルディスカッションの報告 
 

事項 概要 対処方針 
IGO 及び NGO とのパネルディス

カッションの報告 
今年度のテーマである「食品の清廉生と信憑性」につい

て、IGO 及び NGO とのパネルディスカッションの結果

の報告がなされ、更なる議論のためのオプション及び

2019 年のパネルディスカッションのトピックについて検

討が求められている。 

情報収集に努め、適宜対処したい。 

 
仮議題１９． 議長及び副議長の指名 
 

事項 概要 対処方針 
議長及び副議長の指名 議長及び副議長は、通常総会の都度改選されることとさ

れている。手続きマニュアルでは 2 回まで再選可能とさ

れており、現在の議長及び副議長は 1 期目であることか

ら、再度立候補が可能である。 

現在の議長及び副議長の再選を支持す

る方向で適宜対処したい。 

 
仮議題２０． コーデックス部会の議長を指名する国の指定 
 

事項 概要 対処方針 
コーデックス部会の議長を指名

する国の指定 
各部会について、それぞれの議長を指名する権限を有す

る国を確認するもの。 
現在の議長国を支持して差し支えない。 
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仮議題２１． その他の作業 
 適宜対処したい。 
 
仮議題２２． 報告書の採択 
 議論の内容を反映した適切な報告書となるよう適宜対処したい。 
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