
FAO/WHO 合同食品規格計画 

第４回スパイス・料理用ハーブ部会 

日時：2019年 1月 21日（月）～25日（金） 

場所：ティルヴァナンタプラム(インド） 

仮議題 

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 オレガノ 

3.1 オレガノの規格原案 

4 乾燥根・根茎・球根 

4.1 ショウガの規格原案 

4.2 ニンニクの規格原案 

5 乾燥果実 

5.1 トウガラシとパプリカの規格原案 

6 乾燥葉 

6.1 バジルの規格原案 

7 乾燥種子 

7.1 ナツメグの規格原案 

8 乾燥花 

8.1 クローブの規格原案 

8.2 サフランの規格原案 

9 新規作業提案 

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 

12 報告書の採択 
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FAO/WHO合同食品規格計画 

第４回スパイス・料理用ハーブ部会（CCSCH）の主な検討議題 

日時：2019年１月 21日（月）～25日（金） 

場所：ティルヴァナンタプラム（インド） 

主要議題の検討内容 

仮議題1. 議題の採択 

事前に送付される仮議題の是非を求めるものである。適宜対処したい。 

仮議題 2. コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項 

総会及び他の部会から付託された議題について説明される予定。適宜対処したい。 

仮議題 3. オレガノ 

3.1 オレガノの規格原案 

（経緯） 

オレガノの規格の策定について、第１回会合においてアルゼンチンが新規作業を提案し、 

同会合において合意され、第 37 回総会（2014 年）において新規作業として承認された。 

第２回会合では、アルゼンチンを議長国（共同議長国：ギリシャ）とする電子作業部会か

ら提案されたオレガノの規格原案について議論されたが、時間的制約により議論が収斂し

なかった項目が多々あったため、本規格原案は電子作業部会で再検討されることになった。

第３回会合では、トルコが、当該規格の対象範囲を新規提案の際示されている Organum L.

のみを対象とすると提案したが、米国とメキシコを始めとする国々は、Organum L.のみの

規格に限定すると、「Oregano 」として流通している全ての製品を対象としていた地域の社

会上、環境上及び経済上に悪影響を与えるとして、部会は「Oregano」として流通している

製品を対象とする一つの規格を作成し、その中で名称やそれぞれの性質で区別することと

なった。今次部会では、引き続き、トルコを議長国（共同議長国：メキシコ）とする電子

作業部会が再検討した規格原案について議論される。なお、今次会合までに進展が見られ

なかった場合、部会は本作業の中止を検討することに第３回部会で合意している。 

（対処方針） 

スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、適宜対処したい。

なお、「ほ乳類の排せつ物の混入割合」については、衛生面を考慮し、提示されている 2.2 

mg/kgと 1.0 mg/kgのうち 1.0 mg/kgにすることを支持する方向で適宜対処したい。 

仮議題 4. 乾燥根・根茎・球根 

4.1．ショウガの規格原案 
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（経緯） 

第２回会合において、新規作業提案の優先順位付けが行われ、インド及びナイジェリア

によるショウガの規格策定提案は優先順位の高い｢承認勧告｣に分類された。第３回会合に

おいて、ナイジェリアからプロジェクトドキュメントの改訂版が提出され、新規提案の要

件に合っているとして、作業を開始することに合意した（第 40回総会（2017年）で承認）。

今次部会では、ナイジェリアを議長国とする電子作業部会で検討された規格原案について

議論される。 

（対処方針） 

スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、適宜対処したい。

なお、漂白について、カルシウム含有量を規定しているが、その規格としての必要性を求

め、その結果を踏まえ、漂白の規定を設けるのであれば二酸化硫黄による漂白を禁止する

ことを提案する方向で適宜対処したい。 

4.2．ニンニクの規格原案 

（経緯） 

第２回会合において、新規作業提案の優先順位付けが行われ、インドによるニンニクの

規格策定提案は、優先順位の高い｢承認勧告｣に分類された。第３回会合において、新規提

案の要件に合っているとして、新規提案を開始することに合意した（第 40 回総会（2017

年）で承認）。今次部会では、インド及びマリを共同議長国とする電子作業部会で検討され

た規格原案について議論される。 

（対処方針） 

スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、適宜対処したい。

なお、提案されている水分値５％は低すぎることから、6.5％又は７％を支持する方向で適

宜対処したい。 

仮議題 5. 乾燥果実 

5.1 トウガラシとパプリカの規格原案 

（経緯） 

第２回会合において、インドからのトウガラシの規格策定に関する新規作業提案、アル

ゼンチンからの乾燥パプリカに関する新規作業提案は、類似性が高いことから統合して一

つの新規作業提案とすることが合意され、「条件付きで承認」に分類された。第３回会合に

おいて、新規作業を開始することに合意した（第 40回総会（2017年）で承認）。今次部会

では、インド及びアルゼンチンを共同議長国とする電子作業部会で検討された規格原案に

ついて議論される。 

（対処方針） 
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スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、適宜対処したい。

なお、灰分値は８％となっているが、衛生的な観点から少なくとも６％以下とすることを

提案することとしたい。また、「ほ乳類又はその他の排せつ物の混入割合」について、提案

されている 2 mg/kgは高すぎることから、1.0 mg/kgにすることを提案することとしたい。 

仮議題 6.乾燥葉 

6.1 バジルの規格原案 

（経緯） 

第２回会合において、新規作業提案の優先順位付けが行われ、エジプトからのバジルの

規格策定に関する新規作業提案は、｢条件付きで承認｣に分類された。第３回会合において、

エジプトからプロジェクトドキュメントの改訂版が提出され、新規提案の要件に合ってい

るとして、作業を開始することに合意した（第 40回総会（2017年）で承認）。今次部会で

は、エジプトを議長国、スーダンを共同議長国とする電子作業部会で検討された規格原案

について議論される。 

（対処方針） 

スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、適宜対処したい。

なお、バジルはタイムと同じ科に属し、製法も類似していることを考慮し、異物や虫に食

害を受けた葉の混入上限等について、すでにコーデックスで承認されているタイムの規格

（CXS 328-2017）と同等の値を提案することとしたい。 

仮議題 7.乾燥種子 

7.1ナツメグの規格原案 

（経緯） 

第２回会合において、新規作業提案の優先順位付けが行われ、インドネシアからのナツ

メグの規格策定に関する新規作業提案は、｢条件付きで承認｣に分類された。第３回会合に

おいて、インドネシアからプロジェクトドキュメントの改訂版が提出され、新規提案の要

件に合っているとして、作業を開始することに合意した（第 40回総会（2017年）で承認）。

今次部会では、インドネシアを議長国とする電子作業部会で検討された規格原案について

議論される。 

（対処方針） 

スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、適宜対処したい。

なお、電子作業部会において、我が国より、種子の内部のカビ汚染に係る規格（断面中の

カビ汚染面積の上限値）の設定について意見を提出してきたものの、反映されておらず、

再度、提案することとしたい。 

仮議題 8. 乾燥花 
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8.1 クローブの規格原案 

第２回会合において、新規作業提案の優先順位付けが行われ、ナイジェリアからのクロ

ーブの規格策定に関する新規作業提案は、｢再検討｣に分類された。第３回会合において、

ナイジェリアからプロジェクトドキュメントの改訂版が提出され、新規提案の要件に合っ

ているとして、作業を開始することに合意した（第 40回総会（2017年）で承認）。今次部

会では、ナイジェリアを議長国とする電子作業部会で検討された規格原案について議論さ

れる。 

（対処方針） 

スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、適宜対処したい。

なお、酸不溶性灰分量については 0.5％又は 1%、揮発油（粉砕された製品）については 14 

ml/100g又は 16 ml/100gが併記されているが、前者については衛生面から 0.5%、後者につ

いては品質面から 14 ml/100gとすることを提案することとしたい。 

8.2 サフランの規格原案 

第２回会合において、新規作業提案の優先順位付けが行われ、イランからのサフランの

規格策定に関する新規作業提案は｢条件付きで承認｣に分類された。第３回会合では、ナイ

ジェリアからプロジェクトドキュメントの改訂版が提出され、新規提案の要件に合ってい

るとして、作業を開始することに合意した（第 40回総会（2017年）で承認）。今次部会で

は、ナイジェリアを議長国とする電子作業部会がで検討された規格原案について議論され

る。 

（対処方針） 

作業文書未着。 

スパイス及び料理用ハーブの国際・国内流通・使用実態等を踏まえ、電子作業部会から

提案されている内容を支持する方向で適宜対処したい。 

仮議題 9.新規作業提案 

カルダモンとターメリックの新規作業提案が検討される予定である。適宜対処したい。 

仮議題 10. その他の事項及び今後の作業 

適宜対処したい。 

仮議題 11. 次回会合の日程及び開催地 

適宜対処したい。 

仮議題 12. 報告書の採択 

各議題の議論の結果が適切に反映されるよう適宜対処したい。 
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FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 24 回食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS） 

日時：2018年 10月 22日（月）～10月 26日（金） 

場所：ブリスベン（オーストラリア） 

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 CCFICSの作業に係る FAO、WHO及び他の国際政府機関の活動に関する報告 

4 システム同等性の使用に関するガイダンス原案 

5 電子証明書のペーパーレス使用に関するガイダンス原案 

6 
食品安全及び食品貿易の公正な取引の分野での第三者認証スキームへの規

制アプローチに関するガイダンス原案 

7 食品の清廉性／信憑性に関する討議文書 

8 食品輸出入検査･認証制度部会の今後の課題と方向性に関する討議文書 

9 物理作業部会の試験的アプローチの評価 

10 その他の事項 

10.1 同等性の使用に係るガイダンスの統合及び近代化の提案に関する討議文書 

11 次回の開催日時及び開催地 

12 報告書の採択 
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FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 24 回コーデックス食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）概要 

１． 日時及び開催場所

日時：2018年 10月 22日（月）～10月 26日（金） 

場所：ブリスベン（オーストラリア） 

２． 参加国及び国際機関

41 加盟国、１加盟機関（EU）、４オブザーバー機関 

３． 我が国からの出席者

  厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全企画課国際食品室 室長  原田 英治 

食品監視安全課輸入食品安全対策室  係長  多田 剛士 

農林水産省消費・安全局  

食品安全政策課          調査官  辻山 弥生 

食品安全政策課国際基準室 国際基準専門官  丸野 吾郎 

農林水産省食料産業局食品製造課       課長補佐  杉田 敬一 

テクニカルアドバイザー 国立保健医療科学院 客員研究員 豊福 肇 

（山口大学共同獣医学部 教授） 

４． 概要

議題１ 議題の採択 

議題は原案どおり採択された。 

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 

コーデックス総会からの付託事項について紹介された。 

また、執行委員会（CCEXEC）から要請された、2017年 12月のチリ及び 2018年

５月の英国で実施された CCFICSの物理作業部会での、インターネットを通じた

参加の取組に関する報告について、議題９で議論することが示された。 

議題３ CCFICS の作業に係る FAO、WHO 及び他の国際政府機関の活動に関する

報告 

 議長から、CCFICS の作業に関連する、国際連合食糧農業機関（FAO）、国際植

物防疫条約（IPPC）、国際獣疫事務局（OIE）、世界税関機構（WCO）及び世界保健

機関（WHO）の活動に係る報告事項に注意が促された。 

資料7-(2)

31

IB144
長方形



 WCOは、ペーパーレス証明書、デジタル処理、相互運用性、安全かつ正当な貿

易の円滑化について主導していることを強調した。 

 FAOの食品偽装に関する文書（OVERVIEW OF FOOD FRAUD IN THE FISHERIES 

SECTOR）に係る報告事項に対して、日本から、本文書にはコーデックス委員会が

果たすべき役割が明らかにされたとの記載があるが、該当部分は、前回の第 23

回 CCFICS会合（2017）の報告書を引用した上で唐突にその旨を結論づけている

ことから、趣旨等（文書の目的、FAOとしての見解等）の確認を求めた。FAOの

担当者が会合に参加しておらず、会合での確認ができないことから、議事録に記

録された。 

 

議題４ システム同等性の使用に関するガイダンス原案 

 本作業は、輸出入時の監視の不必要な重複を減少させると同時に、消費者の健

康保護及び食品貿易の公正な取引の保証に効果的な手段として、輸出国と輸入

国の間の食品安全制度（システム）の同等性の適切な利用を支援するためのガイ

ドラインを作成しようとするもの（提案国：ニュージーランド）。 

電子作業部会の議長国であるオランダから、ガイダンス原案について説明が

なされた。 

議長から、初めに、提案されたガイダンス文書原案を検討し、その後、同等性

に係る既存文書に関する勧告（議題 10.1）について議論することが提案された。 

[主な議論] 

 セクション３：定義 

 ・既存の CCFICSの定義を使用すること、新しい定義は簡潔にすること。 

 ・「Equivalence」及び「System Equivalence」という用語を使用する必要性に

ついてさらに検討する。 

 セクション４：原則 

 ・本原則は、輸出入国の食品管理システム（以下「NFCS」という。）間の同等

性の認識に向けて良いロードマップになっている。 

 ・過去の文書(CXG 82-2013及び CXG 89-2916)と矛盾してはならない。 

 セクション５：プロセスステップ 

 ・日本から、輸出国と輸入国の協議において、他の食品安全に係る状況（緊急

時対応等）等、他に優先すべき課題がある場合は、輸入国はこれらの課題の

優先順位を考慮して協議に入ることができるようにすべきであると要請した。

これに対し、SPS協定第４条において、同等性について輸出国から輸入国が求

められた場合は、協議に応ずることが義務づけられている点に言及があった。 

 ・用語の使用（例えば、SPS 協定で使用されている recognition と CXG 53- 

2003 で使用されている determination、initial discussion と preliminary 
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consideration）に関して、明確でかつ一貫性があるべきで、更なる説明が必

要なものもある。 

 ・全てのステップで、どちらの国が主導するのか明確にすべき。 

 ・Decision criteriaは、輸入国と輸出国との間で協調的に確立されるべきで

ある。 

 ・Decision criteriaについては、FAO/WHO食品管理システム評価ツールを検

討することができ、個別のアンケート様式を追加することもありえる。 

 ・ガイドラインにおける例示（例えば指標の事例）の使用について、一般原則

部会（CCGP）がコーデックス文書中での例示の使用方法について整理した指

針に従うべき。 

 ・Decision–making processは、透明性があり、異なる国の発展レベルを考慮

に入れるべき。 

 ・特に、輸入国の NFCSがどのように目的を達成しているかを示す証拠を提供

することについて、輸入国に大きな負担をかけてはならない。 

 その他 

 ・フロー図は、本文の改定後に修正すべきで、本文のステップと一致させるべ

き。 

 ・既存の同等性に関連する２つのガイドライン(CXG 34-1999 及び CXG 53- 

2003)との整理が必要。 

 ・同等性に関連する既存のガイドラインを統合する新規作業に係る討議文書

案について、今次会合中に作業部会が開催され、討議文書案が合意された。 

[結論] 

 ・今次会合で提出された意見を踏まえて改訂するため、ステップ２に戻し、ス

テップ３として回付し、第 25 回 CCFICSにて検討する。 
 ・同等性に関連するガイドラインの更新と統合に関する新規作業を開始し、第

42 回総会で承認を受けるべく討議文書を提出する。2019 年の第 42 回総会で

了承された場合、CCFICS会合を３または４回程度経て、第 46回総会までの採

択を目指す方針とする。 

 ・電子作業部会を設立する。なお、第 25 回 CCFICS直前を含め物理作業部会を

開催する可能性がある。 

 

議題５ 電子証明書のペーパーレス使用に関するガイダンス原案 
 本作業は、「一般公的証明書の設計、作成、発行及び使用に関するガイドライ

ン」（CXG 38-2001）について、ペーパーレスでの使用を踏まえた改訂をしようと

するもの（提案国：オランダ）。 

電子作業部会の議長国であるオランダから、ガイダンス原案について説明が
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なされ、初めに、附属書Ⅱの原案について議論し、続いて本文の改正案について

議論することが提案された。 

[主な議論] 

 ・繰り返しを避け、一貫性と明確さを確保するため、コーデックス文書の体

裁に沿って改訂されるべき。 

 ・一般的な原則のみを記載し、過度の技術的な記載を避け、利用者が容易に

理解できる平易な記述とすべき。 

 ・紙からペーパーレスへの移行、証明書の真正性の検証、データの保護、機

密保持、輸出入時の不許可、荷の転送などの状況での取扱、無効な証明書の

取扱などについて明確にする規定が必要。 

 ・関連する WCOの作業とツールについて、付属書Ⅱに追記する。 

 ・国家間の異なるシステムに対処するため、輸出入国の措置に柔軟性をもた

らすような詳細な記述の追加が必要。 

 ・一部の用語について、定義を記載することが必要。 

 ・電子証明書のガイドライン作成、及びペーパーレスの促進につながる問題

解決に焦点を当てるべき。 

[結論] 

 ・今次会合で提出された意見を踏まえて改訂するため、ステップ２に戻し、ス

テップ３として回付し、次回第 25回 CCFICS会合にて検討する。 
 ・電子作業部会を設立する。また、次回第 25回 CCFICS会合直前の物理作業部

会を開催する。 

 

議題６ 食品安全及び食品貿易の公正な取引の分野での第三者認証スキームへ

の規制アプローチに関するガイダンス原案 
 本作業は、NFCS に第三者認証スキームの情報を取り入れる方法について、ガ

イドラインを作成しようとするもの。（提案国：カナダ）。 

 電子作業部会の議長国である英国から、ガイダンス原案について説明がなさ

れ、部会は、一般的な議論を行い、続いて、提案されたガイダンス原案に関する

技術的検討を行った。 

[主な議論] 

 ・日本から、物理作業部会や今次会合のサイドイベントで得られた第三者認証

スキームの使用に関するプレゼンテーションを、委員会での議論に役立てる

ために、コーデックスの情報文書として保管するよう要請した。 

 ・第三者認証スキームの使用によって、管轄当局のリスク管理を強化すること

ができることは認めるが、政府の公的検査に代わるべきものでも、使用が義

務づけられるべきものでもあってはならない。 
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 ・第三者認証スキームの所有者による情報管理のための具体的な方法を明確

にすることによってガイダンス原案を改善できる。 

 ・第三者認証スキームの使用によって作成されたデータは、食品事業者に帰属

するが、第三者認証スキームの所有者によって二次的に作成された統合デー

タは、NFCSに貴重な情報を伝えることができる。 

 ・技術的な議論の後、部会は、会期中の作業部会を設立し、今次会合で提出さ

れた意見を踏まえて改訂することに合意した。 

 ・会期中の作業部会によって改訂されたガイダンス原案を検討し、明確かつ一

貫性を持たせるための更なる改訂を行った。 

[結論] 

 ・ほとんどの点で合意に至ったことから、本ガイダンス案をステップ５で次回

第 42回総会に採択を求めるよう諮ることで合意された。 

 ・今次会合で提出された意見を含む、未解決の問題と、ステップ６で提出され

るコメントを検討するため、電子作業部会を設立する。なお、次回第 25 回

CCFICS会合直前を含め物理作業部会を開催する可能性がある。 

 

議題７ 食品の清廉性／信憑性に関する討議文書 

本作業は、食品偽装に対処するため、食品の清廉性／信憑性に関する管轄当局

が取り組むための方法論を確立させ、原則とガイドラインを作成しようとする

もの（提案国：イラン）。 

電子作業部会の議長国であるイランが今次会合に参加していないため、電子

作業部会の共同議長国である EUから、討議文書について説明がなされた。 

[主な議論] 

 ・既存のコーデックスのテキストが既に関連する問題に取り組んでいるため、

新たなガイダンスの必要性については慎重に検討すべき。 

 ・食品の清廉性／信憑性に関する CCFICSの作業は、既存のテキストとの重複

を避けるべきで、CCFICSの任務の中に明確に定義されるべき。 

 ・関連する定義については、更なる検討が必要。 

 ・他のコーデックスの部会が、どのような知見を有しているかを含めて、コー

デックス委員会に助言を求めることができる。 

 ・CCFICS のガイダンスが対象とする分野は、制御プログラムを設計する際に

管轄当局が考慮すべきリスクの種類、国家間及び国際レベルでの異なる当局

間の情報交換及び協力、食品偽装事件に関するステークホルダーと一般市民

とのコミュニケーション、食品偽装を対象とした行政措置等。 

[結論] 

 ・食品安全及び公正な貿易の確保の観点から、食品偽装に対し CCFICSが果た
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すべき役割について更に検討する。 

 ・関連するコーデックス文書が CCFICS やその他の部会で存在していることに

留意して、他の部会の管轄との重複作業を避けるため、CCFICS 内外の関連す

る既存のコーデックス文書を包括的に分析する。 

 ・電子作業部会を設立する。 

 

議題８ 食品輸出入検査･認証制度部会の今後の課題と方向性に関する討議文

書  

本作業は、部会での戦略的で、将来を見据えた議論を容易にし、定期的に、

CCFICSの作業を精査し、将来の課題に着手することを目指すもの。 

 オーストラリアから、討議文書について説明がなされた。 

[主な議論] 

 ・優先順位付けの基準は更に明確化する必要がある。また、使用された情報を

適宜更新する必要がある。 

 ・付属書 A（CCFICSをとりまく新たな世界規模の問題）は、最新の状態にして

おくべきであり、作成されたときのバージョンを示すべき。 

 ・付属書 B（優先順位付けフレームワーク）は、複数の提案に対する「低」、

「中」、「高」の評価基準の区別が明確ではない。 

 ・付属書 B及び C（新規作業提案書ひな形）は、優先順位付けを支援すること

のみを意図しており、その使用は義務ではないこと、複数の提案があった場

合に使うことができることが示された。 

 ・第 75回執行委員会（CCEXEC）において CCFICSに対し、食品衛生部会（CCFH）

で検討される「guidance on the management of (micro)biological foodborne 

crises/outbreaks」について、化学物質の汚染に関する同種のガイダンスの策

定の必要性を検討するよう要請があり、議論の結果、第 50 回 CCFH の同ガイ

ダンスの検討結果を待って、化学物質の汚染に関するガイダンスの必要性を

検討することとされた。 

[結論] 

 ・付属書 Aを、当該議題における常設の文書とし、管理は部会のメンバーで会

合ごとに持ち回りとする。 

 ・付属書 A に記載されているリストについて、次回第 25 回 CCFICS 会合にて

見直す。 

 ・付属書 B及び Cを試験的に使用し、次回第 25回 CCFICS会合で再検討する。 

 

議題９ 物理作業部会の試験的アプローチの評価 

 本議題は、2017 年 12 月のチリ及び 2018 年５月の英国で実施された物理作業
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部会での、インターネットを通じた参加の取組について報告するもの。 

 オーストラリアから、本議題について説明がなされ、物理作業部会の共同議長

であるチリは、遠隔参加した国が予想よりも少なかったこと、データと情報の収

集を通じていくつかの問題（例えば、接続が成功した国/人数、接続の継続時間、

接続しない/参加しなかった理由）を更に検討する必要があること、スペイン語

チャンネルでの一時的な中断等の技術的課題があることを指摘した。 

[主な議論] 

 ・物理作業部会でのインターネットを通じた参加の取組は、一般的に参加者が

増え、将来の会議のための有用なツールとして役立つ可能性がある。 

 ・本取組を評価するためには、得られた課題の全てが本文書に反映されるべき

ではないか。 

 ・技術的な問題、インターネットでの参加者が休憩時における非公式の議論の

機会を逃すこと、状況を把握しづらいこと、時差の問題、作業部会が長時間

に渡ること等の課題がある。 

 ・インターネットでの参加者が期待されていたほど多くなかった理由は不明。 

[結論] 

 部会は CCEXECに対し、 

・物理作業部会でのインターネットを通じた参加の取組は、参加者を増やす可

能性がある。 

 ・本取組の使用を検討する際は、経験を通じて得られた課題を考慮する必要が

ある。 

 ・参加する際の障壁と、その解決策を分析する必要がある旨を報告することに

同意した。また、本取組を続けていくことを勧告した。 

  

議題 10 その他の事項 

議題 10.1 同等性の使用に係るガイダンスの統合及び近代化の提案に関する討

議文書 

 今次会合において、仮議題４を含む同等性に関する CCFICSの文書について統

合及び近代化することを提案するもの。 
 仮議題４とあわせて検討された。 

 

議題 11 次回の開催日時及び開催地 

第 25 回食品輸出入検査・認証制度部会は 2020 年４月にオーストラリアで開

催される予定。詳細については、コーデックス事務局と議長国の豪州が調整する

こととされた。
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食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）の今後の作業 

事項 今後のアクション 

システム同等性の使用に関するガイダンス

（ステップ 3） 

電子作業部会（物理作業部

会）（議長国：ニュージーラン

ド、共同議長：チリ及び米国） 

第 25回 CCFICS 

同等性の使用に係るガイドラインの更新及

び統合に関する討議文書 
電子作業部会（物理作業部

会）（議長国：ニュージーラン

ド、共同議長：チリ及び米国） 

第 42回総会（ステップ 1） 

電子証明書のペーパーレス使用に関するガ

イダンス（ステップ 3） 

電子作業部会（議長国：オラ

ンダ、共同議長：オーストラ

リア） 

物理作業部会（第 25 回

CCFICS直前） 

第 25回 CCFICS 

食品安全及び食品貿易の公正な取引の分野

での第三者認証スキームへの規制アプロー

チに関するガイダンス 

電子作業部会（議長国：英国、

共同議長：カナダ及びメキシ

コ） 

第 42回総会（ステップ 5） 

電子作業部会（物理作業部

会）（議長国：英国、共同議長：

カナダ及びメキシコ） 

第 25回 CCFICS（ステップ 7） 

食品の清廉性／信憑性に関する討議文書 電子作業部会（議長国：米国、

共同議長：イラン及び EU） 

第 25回 CCFICS 

食品輸出入検査･認証制度部会の今後の課題

と方向性に関する討議文書 

第 25回 CCFICSでの試験的使

用 
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