
資料 7-(1) 

 FAO／WHO 合同食品規格計画 

第 42 回 総会 

 

日時 ： 2019 年 7 月 8 日（月）～7 月 12 日（金） 

 場所 ： ジュネーブ（スイス） 

 

仮議題 

 

1 議題の採択 

2 第 76・77 回執行委員会の報告 

3 手続きマニュアルの修正 

4 コーデックス文書の最終採択 

5 ステップ 5 でのコーデックス文書の採択 

6 既存のコーデックス文書の廃止 

7 新規作業の提案 

8 作業の中止 

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 コーデックス戦略計画 2020-2025 

12 コーデックスの財政及び予算に関する事項 

13 FAO/WHO のコーデックスへの科学的支援（活動、財政及び予算） 

13.1 コーデックスへ提供される科学的助言の持続可能な資金に関する討議文書 

14 FAO 及び WHO から提起された事項 

15 FAO 及び WHO の能力開発活動に関するサイドイベントの報告 

16 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 

17 
議長・副議長及び地域代表国（各地域から選出される執行委員会のメンバー）の

選出 

18 コーデックス部会の議長を指名する国の指定 

19 その他の作業 

20 報告書の採択 
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資料 7-(2) 

 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 42 回総会の主な検討議題 

 

１．日時及び開催場所 

日時：2019 年 7 月 8 日（月）～7 月 12 日（金） 

場所：ジュネーブ（スイス） 

 

２．主要議題の検討内容 

仮議題３. 手続きマニュアルの修正 

 

各部会から今次総会に手続きマニュアルの修正に関する提案は出されていない。適宜対処したい。 

 

仮議題４．コーデックス文書の最終採択 

 

Part1 ステップ 8 の規格案と関連文書、迅速化手続きのステップ 5 で提出された規格案及び関連文書（ステップ 5A）及びステップ

６,７を省略する勧告を付してステップ 5 で提出された規格原案（ステップ 5/8） 

 

<食品衛生部会（CCFH）> 

 

事項 概要 対処方針 

ヒスタミン管理のガイダンス作 CXC 52-2003 におけるヒスタミン管理ガイダンスの位置 CCFH で合意された案の採択を支持し
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成に伴う「魚類及び水産製品に関

する実施規範（CXC 52-2003）」の

修正（ステップ 8） 

をセクション 9（生鮮、冷凍及びミンチの魚の加工）の直

後に、独立したセクションとして挿入するもの。 

たい。 

 

<スパイス・料理用ハーブ部会（CCSCH）> 

事項 概要 対処方針 

ニンニクの規格原案（ステップ

5/8） 

乾燥ニンニクの規格を作成するもの。 CCSCHで合意された原案の採択を支持

したい。 

 

<油脂部会（CCFO）> 

 事項  概要 対処方針 

名前の付いた植物油規格（CXS 

210-1999）の改訂案：高オレイン

酸（OXG）パーム油の追加（ステ

ップ 8） 

CXS 210-1999 に高オレイン酸パーム油の規格を追加す

るもの。 

CCFO で合意された案の採択を支持し

たい。 

名前の付いた植物油規格（CXS 

210-1999）の改訂原案：バージン・

パーム油における酸価の遊離脂

肪酸への置き換えと粗パーム核

油における遊離脂肪酸の追加（ス

テップ 5/8） 

CXS 210-1999 中のバージン・パーム油の遊離脂肪酸を

5%（パルミチン酸換算）、粗パーム核油では 4%（ラウリ

ン酸換算）とするもの。 

CCFO で合意された原案の採択を支持

したい。 

名前の付いた植物油規格（CXS 

210-1999）の改訂原案：クルミ油、

CXS 210-1999 にクルミ油、アーモンド油、ヘーゼルナッ

ツ油、ピスタチオ油、亜麻仁油の規格を追加するもの。 

CCFO で合意された原案の採択を支持

したい。 
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アーモンド油、ヘーゼルナッツ

油、ピスタチオ油、亜麻仁油の追

加（ステップ 5/8） 

名前の付いた植物油規格（CXS 

210-1999）の改訂原案：測定温度

40℃でのパームスーパーオレイ

ンの屈折率及び見かけ密度の変

更 

CXS 210-1999 中のパームスーパーオレインの規格にお

いて、測定温度 40℃での屈折率及び見かけ密度の値を修

正するもの。 

CCFO で合意された原案の採択を支持

したい。 

名前の付いた植物油規格（CXS 

210-1999）の改訂原案：表 1 に記

載される他の油の脂肪酸組成の

粗油への適用可能性 

CXS 210-1999 の脂肪酸組成について、粗油へも適用可能

とする旨の脚注をつけるもの。 

CCFO で合意された原案の採択を支持

したい。 

名前の付いた植物油規格（CXS 

210-1999）の改訂原案：精製米ぬ

か油の品質特性基準への遊離脂

肪酸の追加 

CXS 210-1999 の精製米ぬか油の規格の品質パラメータ

ーに遊離脂肪酸を追加するもの。 

CCFO で合意された原案の採択を支持

したい。 

名前のついた油脂の規格に該当

しない食用油脂の規格（CXS 19-

1981）、名前のついた植物油規格

（CXS 210-1999）及び名前のつ

いた動物油脂の規格（CXS 211-

1999）の食品添加物条項の修正 

CXS 19-1981、CXS 210-1999 及び CXS 211-1999 の食品

添加物条項にレシチン（INS322(i)）、クエン酸三カルシウ

ム（INS333(iii)）、クエン酸三カリウム（INS332(ii)）、モ

ノ・ジグリセリド（INS471）を追加するもの。 

CCFO で合意された案の採択を支持し

たい。 
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<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

関する仕様書原案（第 86 回

JECFA からの事項）（ステップ

5/8） 

第 86 回 JECFA（2018 年 6 月）が作成し、第 51 回 CCFA

（2019 年 3 月）で合意された 6 の添加物、27 の香料（う

ち 3 品目は規格の改正）の同一性及び純度に関する仕様

書 

CCFA で合意された原案の採択を支持

したい。 

食品添加物に関する一般規格

（GSFA）（CXS 192-1995）の食品

添加物条項案及び原案（ステップ

8, 5/8） 

第 51 回 CCFA で合意された GSFA の食品添加物条項の

案及び原案 

CCFA で合意された案及び原案の採択

を支持したい。 

食品添加物の国際番号システム

（INS）（CXG 36-1989）の修正原

案（ステップ 5/8） 

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

もの。 

CCFA で合意された原案の採択を支持

したい。 

個別食品規格の食品添加物条項

の改訂とGSFAの関連する条項の

改訂 

下記個別食品規格の食品添加物条項の改訂と GSFA の関

連する条項の改訂 

・13 の乳・乳製品（熟成チーズ）の規格：チェダーの規

格（CXS 263-2007）、ダンボーの規格（CXS 264-2007）、

エダムの規格（CXS 265-2007）、ゴーダの規格（CXS 266-

2007）、ハバティの規格（CXS 267-2007）、サムソーの規

格（CXS 268-2007）、エメンタールの規格（CXS 269-

2007）、ティルジットの規格（CXS 270-2007）、サンポー

ランの規格（CXS 271-2007）、プロヴォローネの規格

（CXS 272-2007）、クロミエの規格（CXS 274-2007）、カ

CCFA で合意された案の採択を支持し

たい。 
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マンベールの規格（CXS 276-2007）、ブリーの規格（CXS 

277-2007） 

・2 つの糖類の規格：蜂蜜の規格（CXS 12-1987）、砂糖

の規格（CXS 212-1999） 

・2 つの飲料水の規格：ナチュラルミネラルウォーターの

規格（CXS 108-1981）、瓶詰又は包装された飲料水（ナチ

ュラルミネラルウォーターを除く）の規格（CXS 227-

2001）、 

・3つの穀物・豆類の規格：小麦粉の規格（CXS 152-1985）、

クスクスの規格（CXS 202-1995）、即席麺の規格（CXS 

249-2006） 

・3 つの野菜タンパク質の規格：小麦たんぱく質製品（小

麦グルテンを含む）の規格（CXS 163-1987）、野菜たんぱ

く質製品の規格（CXS 174-1989）、大豆たんぱく質製品の

規格（CXS 175-1989） 

アスコルビン酸エステル類に係

る食品添加物条項の改訂 

アスコルビン酸エステル類について、GSFA の食品分類

13.1.1「乳児用調製乳」、13.1.2「フォローアップフォーミ

ュラ」及び 13.1.3「乳児用特殊医療用調製乳」に係る、条

項の注釈 15 “On the fat or oil basis.”の削除等の改訂

と、それに関連し乳児用調製乳及び乳児用特殊医療用調

製乳規格（CXS 72-1981）及びフォローアップフォーミュ

ラ規格（CXS 156-1987）の整合を取るための改訂を行う

もの。 

CCFA で合意された案の採択を支持し

たい。 
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注釈161を代替の注釈で置き換え

ることによるGSFAの食品添加物

条項の改訂 

GSFA の甘味料の使用に係る注釈 161（Subject to 

national legislation of the importing country aimed, in 

particular, at consistency with Section 3.2 of the 

Preamble.）を代替の注釈に置き換えるもの。 

 

CCFA で合意された案の採択を支持し

たい。 

「GSFA Table 3 の添加物の個別

食品規格への参照」への脚注の追

加 

GSFA の「GSFA Table 3 の添加物の個別食品規格への参

照」に脚注（※）を追加するもの。 

※「このセクションには、Annex to Table 3 に対応する

GSFA の食品分類が掲載されていない個別食品規格のみ

を掲載している。Annex to Table 3 に対応する食品分類

が掲載されている個別食品規格のうち、特定の Table 3 に

掲載されている添加物の使用に関する条項については、

Table 1、2 の対応する食品分類に掲載されている。GSFA

と個別食品規格の添加物条項の整合については作業中で

あり、このセクションに全ての規格がまだ掲載されてい

るわけではないことに注意が必要である。」 

CCFA で合意された案の採択を支持し

たい。 

モッツァレラの規格（CXS 262-

2006）中の「正当性のある使用」

の表の改訂 

高水分含有モッツァレラにおける保存料及び表面処理に

おける固結防止剤の使用の技術的正当性を踏まえ、「正当

性のある使用」の表を改訂するもの。 

CCFA で合意された案の採択を支持し

たい。 

 

＜穀物・豆類部会（CCCPL）＞ 

事項 概要 対処方針 

キヌア規格における 2 つの条項 CCCPL は Committee working by correspondence（電 条項案の採択を支持したい。 
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案（ステップ 8） 子的コミュニケーションのみによる部会）として活動中

の部会。 

キヌア規格は、第 41 回総会（2018 年 7 月）において、

水分含量及び粒度に関する条項を除き、食品表示部会

（CCFL）での表示条項の承認を条件として、採択され

た。表示条項は第 45 回 CCFL（2019 年 5 月）において

軽微な文言修正の上、承認された。 

水分含量と粒度に関する条項案は、第 41 回総会以降も

電子的作業により検討が進められ、今次総会に最終採択

を諮ることになった。 

 

<残留農薬部会（CCPR）> 

事項 概要 対処方針 

農薬の最大残留基準値（MRL）原

案及び改定原案（ステップ 5/8） 

食品又は飼料中の農薬について、第 51 回 CCPR（2019 年

4 月）においてステップ 5/8 に進めることに合意した 32

農薬の MRL 原案及び改定原案。 

CCPR で合意された改定原案の採択を

支持したい。 

食品及び飼料のコーデックス分

類の改定：作物グループの規準に

当てはまらないもの（ステップ 8, 

5/8） 

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、他の作物グルー

プの規準に当てはまらない「その他」グループを改定する

もの。 

CCPR で合意された改定原案の採択を

支持したい。 

 

73



 

<食品汚染物質部会（CCCF）> 

事項 概要 対処方針 

「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）における

特定品目中の鉛の最大基準値の

原案（ステップ 5/8） 

GSCTFF におけるワイン及び牛、豚、家禽の内臓の鉛の

最大基準値を改定するもの。 

CCCF で合意された原案の採択を支持

したい。 

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（総乾燥ココア固形分含有

率 30 %未満のチョコレート）

（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

基準値について、総乾燥ココア固形分含有率 30 %未満

のチョコレートに最大基準値を設定するもの。 

CCCF で合意された原案の採択を支持

したい。 

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-ジオールエステル類及びグリ

シジルエステル類の低減に関す

る実施規範案（ステップ 8） 

精製油および精製油で製造された製品中の 3-モノクロロ

プロパン-1,2-ジオールエステル類およびグリシジルエス

テル類を低減するための、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。 

CCCF で合意された案の採択を支持し

たい。 

規制値のない場合に食品汚染物

質の検出事例後の迅速なリスク

アナリシスに関するガイドライ

ン案（ステップ 8） 

規制値のない場合に汚染物質が食品から検出された際

に、リスク管理措置の必要性を判断するため、迅速に実

施するリスクアナリシスのガイドラインを作成するも

の。 

CCCF で合意された案の採択を支持し

たい。 
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<分析・サンプリング法部会（CCMAS）> 

事項 概要 対処方針 

コーデックス規格の分析法条項

の承認（分析・サンプリング法

規格（CXS 234-1999）への収

載） 

乳児用調製乳及び乳児用特殊医療用調製乳規格（CXS 

72-1981）の分析法、名前の付いた植物油規格（CXS 

210-1999）の分析法（バージン・パーム油及び粗パーム

核油における酸価及び遊離脂肪酸の分析法）及び乳・乳

製品の分析法を承認するもの。 

CCMAS で承認された案の採択を支持

したい。 

分析・サンプリング法規格

（CXS 234-1999）の改定―前文

及び構造原案（ステップ 5/8） 

CXS 234-1999 を、CCMAS の承認を経た分析法に関す

る単一の参照規格とし、他のコーデックス規格と同様の

フォーマットとするもの。 

CCMAS で合意された原案の採択を支

持したい。 

 

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 

 

<食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）> 

事項 概要 対処方針 

牛ソマトトロピン（rbST）の最大

残留基準値（MRL）案（ステップ

8） 

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）、第 41 回総会（2018 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、一日

摂取許容量（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、対処したい。 
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仮議題５．ステップ 5 でのコーデックス文書の採択 

 

<食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）> 

 事項  概要 対処方針 

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（ステップ 5） 

輸出入国の食品管理システム（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

を作成するもの。 

CCFICSで合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

 

<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原案（ステ

ップ 5） 

食品事業者及び政府機関に対して、交差接触の防止など、

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。 

CCFH で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

 

<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規

格（CXS 156-1987）の見直し：年

長乳児向けフォローアップフォ

ーミュラの範囲、記述及び表示原

案（ステップ 5） 

改訂作業を行っている CXS 156-1987 について、セクシ

ョン A（年長乳児向けフォローアップフォーミュラ）にお

ける範囲、記述及び表示に関する条項のステップ 5 での

採択を諮るもの。 

なお、表示条項について、第 45 回食品表示部会（CCFL）

CCNFSDU で合意された原案のステッ

プ 5 での採択を支持したい。但し表示条

項については第 45 回 CCFL での合意事

項に従うこととしたい。 
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（2019 年 5 月）において、9.6.4 章の追加的要求事項にお

ける“cross promotion（異なる商品同士で販売促進をす

ること）の禁止”は CCNFSDU へ再検討を求めることに

なったが、その他は一部の修正をもって承認された。 

 

<スパイス・料理用ハーブ部会（CCSCH）>  

事項 概要 対処方針 

オレガノの規格原案（ステップ 5） 乾燥オレガノの規格を作成するもの。 CCSCH で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

ショウガの規格原案（ステップ 5） 乾燥ショウガの規格を作成するもの。 CCSCH で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

バジルの規格原案（ステップ 5） 乾燥バジルの規格を作成するもの。 CCSCH で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

クローブの規格原案（ステップ 5） 乾燥クローブの規格を作成するもの。 CCSCH で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

サフランの規格原案（ステップ 5） サフランの規格を作成するもの。 CCSCH で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

 

<食品表示部会（CCFL）> 

事項 概要 対処方針 

卸売用食品の容器の表示に関す

るガイダンス原案（ステップ 5） 

卸売用食品の容器の表示について、ガイドラインを作成

するもの。 

CCFL で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 
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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）改定原案（ス

テップ 5） 

CXG 54-2004 を内容の改善と明確化のために改定するも

の。 

CCMAS で合意された原案のステップ 5

での採択を支持したい。 

 

仮議題６． 既存のコーデックス文書の廃止 

 

<栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）> 

事項 概要 対処方針 

シリアルベースの乳幼児用加工

食品規格（CXS 74-1981）におけ

る食品添加物条項の廃止 

CXS 74-1981 の食品添加物条項における酒石酸モノナト

リウム（INS 335(i)、酒石酸モノカリウム（INS 336(i)及

び酒石酸ジカリウム（INS 336（ii））を廃止するもの。 

廃止することを支持したい。 

 

<油脂部会（CCFO）> 

事項 概要 対処方針 

ファットスプレッド及びブレン

ディッドスプレッド（CXS 256-

2007）の食品添加物条項の廃止 

CXS 256-2007 の食品添加物条項における酒石酸モノナ

トリウム（INS335(i)）、酒石酸モノカリウム（INS336(i)）、

酒石酸ジカリウム（INS336(ii)）、ソルビン酸ナトリウム

（INS 201）を廃止するもの。 

廃止することを支持したい。 

 

<残留農薬部会（CCPR）>  

事項 概要 対処方針 
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削除が提案された農薬の最大残

留基準値（MRL） 

食品又は飼料中の農薬について、第 51 回 CCPR（2019 年

4 月）での合意に基づき既存の 22 農薬の MRL を廃止す

るもの。 

廃止することを支持したい。 

 

<食品汚染物質部会（CCCF）> 

事項 概要 対処方針 

「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）における

特定品目中の鉛の最大基準値の

廃止 

GSCTFF において、牛、豚、家禽の内臓中の鉛の最大基

準値を改定することに伴い、既存の最大基準値を削除す

るもの。 

廃止することを支持したい。 

 

<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 

乳児用調製乳及び乳児用特殊医療用調製乳規格（CXS 

72-1981）の分析法及び乳・乳製品の分析法について、

点検の結果、一部を廃止するもの。 

廃止することを支持したい。 

 

仮議題７． 新規作業の提案 

 

<食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）> 

事項 概要 対処方針 

同等性に関連するコーデックス 同等性に関連する既存のコーデックスガイドライン（食 新規作業として承認することを支持し
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ガイドラインの統合に係る作業 品輸出入検査認証制度についての同等性の合意の策定に

関するガイドライン（CXG 34-1999）及び食品検査認証

制度に係る衛生措置の同等性評価に関するガイドライン

（CXG 53-2003））と現在 CCFICS において作業中のシ

ステムの同等性に関するガイダンスの更新・統合に係る

作業を開始するもの。 

たい。 

 

<食品衛生部会（CCFH）> 

事項 概要 対処方針 

牛肉、葉物野菜、生乳及び生乳

由来のチーズ並びにスプラウト

類における志賀毒素産生性大腸

菌（Shiga toxin-producing 

Escherichia coli: STEC）管理の

ガイドラインの作成 

牛肉、葉物野菜、生乳及び生乳由来のチーズ並びにスプ

ラウト類における志賀毒素産生性大腸菌（Shiga toxin-

producing Escherichia coli: STEC）管理のガイドライ

ンの作成に係る作業を開始するもの。第 50 回 CCFH

（2018 年 11 月）において新規作業を開始することに合

意し、提案国であるチリ及び米国が第 50 回 CCFH にお

ける議論を踏まえてプロジェクトドキュメントを改訂

し、総会へ提出、新規作業の承認を諮ることになってい

た。 

新規作業として承認することを支持し

たい。 

 

<残留農薬部会（CCPR）> 

事項 概要 対処方針 

健康への悪影響への懸念が低く、

コーデックス最大残留農薬基準値

MRL の設定が不要であるか、または設定を免除可能な

健康への懸念の低い物質に関する国際的に調和されたガ

新規作業として承認することを支持し

たい。 
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（MRL）の設定を免除し得る物質

に関するガイダンス策定 

イドライン及び規準を作成する作業を開始するもの。 

FAO/WHO 合同残留農薬専門家

会議（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 

2020 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 で合意された案の承認を支持し

たい。 

 

<食品汚染物質部会（CCCF）> 

事項 概要 対処方針 

食品中の鉛の最大基準値の新規

設定 

乳幼児用食品、スパイス類及びハーブ類、卵、砂糖類及

び菓子類の最大基準値設定の新規作業を開始するもの。 

新規作業として承認することを支持し

たい。 

食品中の鉛汚染の防止及び低減

に関する実施規範（CXC 56-

2004）の改訂 

食品からの鉛暴露のさらなる低減のため、最新の情報に

基づき既存の実施規範（CXC 56-2004）を改訂するも

の。 

新規作業として承認することを支持し

たい。 

カカオ中のカドミウム汚染の防

止及び低減に関する実施規範の

策定 

カカオ中のカドミウム汚染の防止及び低減するための実

施規範を策定するもの。 

新規作業として承認することを支持し

たい。 

穀類及び穀類製品（乳幼児用食

品を含む）中の総アフラトキシ

ンの最大基準値の新規設定 

トウモロコシ及びその加工品、玄米及び精米、乳幼児用

穀類加工品、ソルガムを対象として総アフラトキシンの

最大基準値設定の新規作業を開始するもの。 

新規作業として承認することを支持し

たい。 

 

<食品表示部会（CCFL）> 

事項 概要 対処方針 

81



 

インターネット販売/電子商取引

に関するガイダンスの作成 

包装食品の表示に関する規格（GSLPF）（CXS 1-1985）

にインターネット販売/電子商取引を介して販売される食

品の表示について規定する補足文書を作成するもの。 

新規作業として承認することを支持し

たい。 

アレルゲン表示に関する作業 アレルゲン表示に関する下記の作業を開始するもの。 

・GSLPF におけるアレルゲン表示に関連する条項の改

訂 

・アレルゲンに関する予防的表示または助言的表示に関

するガイダンスの作成 

新規作業として承認することを支持し

たい。 

 

仮議題８． 作業の中止 

 

<栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）> 

事項 概要 対処方針 

EPA及びDHAの非感染性疾患の

リスクに関連する栄養参照量

（NRV-NCD） 

EPA 及び DHA の NRV-NCD の設定作業を中止するも

の。 

作業の中止を支持したい。 

 

<食品添加物部会（CCFA）> 

事項 概要 対処方針 

食品添加物に関する一般規格

（GSFA）（CXS 192-1995）の食品

添加物条項の案及び原案 

第 51 回 CCFA（2019 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

作成作業を中止するもの。 

作業の中止を支持したい。 
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<残留農薬部会（CCPR）> 

事項 概要 対処方針 

作業中止が提案された農薬の最

大残留基準値（MRL） 

食品又は飼料中の農薬について、第 51 回 CCPR（2019 年

4 月）での合意に基づき 5 農薬の MRL の作業を中止する

もの。 

作業の中止を支持したい。 

 

仮議題９． コーデックス規格と関連文書の修正 

 

＜食品汚染物質部会（CCCF）> 

事項 概要 対処方針 

ワイン中の鉛の最大基準値の修

正（第 13 回 CCCF（2019 年 4 月）

からの修正案） 

「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）におけるワイン中の鉛

の最大基準値の改定に関連し、既存の最大基準値は、今次

総会の採択（2019 年 7 月）前に収穫されたブドウを原料

とするものに適用する旨追記するもの。 

CCCF で合意された修正案を支持した

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

における修辞上の修正（第 40 回

CCMAS（2019 年 5 月）からの修

正案） 

 

既に分析法自体は採択されているが、表記が不適切であ

ったものについて、複数行に分かれていたものを一括記

載したり、一行に記載されていたものを説明を追加して

複数行に分ける等、修辞上の修正を加えたもの。 

（乳・乳製品規格の分析法に関し、総脂肪、無脂乳固形分

CCMAS で合意された修正案を支持し

たい。 
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中の乳タンパク質などの分析値を得るためには、総固形

分、総脂肪、総タンパク質等複数の分析値を用いた計算が

必要になる。しかし既存の分析・サンプリング法規格

（CXS 234-1999）ではそれぞれの分析値を得るための

個々の分析法が複数行に分かれて記載されており、それ

ら個別分析法で分析値が得られるとの誤解を避けるた

め、必要な分析法の全てを一行に一括して記載すること

としたもの等。） 

 

＜穀物・豆類部会（CCCPL）> 

事項 概要 対処方針 

CCCPL の関連文書の修正 第 28 回総会（2005 年）に手続きマニュアル中のコーデ

ックス規格受諾手続きが廃止されたことに伴い、CCCPL

関連の16の文書における受諾手続きに関連する条項を削

除するもの。 

コーデックス事務局による修正案を支

持したい。 

 

＜加工食肉・鶏肉部会（CCPMPP）> 

事項 概要 対処方針 

ランチョンミート規格（CXS 89-

1981）の修正 

CXS 89-1981 の英語の範囲（スコープ）を他の言語にお

いても使用するもの。 

コーデックス事務局による説明を聴取

し、対処したい。 

 

＜植物性たんぱく質部会（CCVP）> 

事項 概要 対処方針 
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食品中の植物性たんぱく製品

（VPP）の利用に関する一般ガイ

ドライン（CXG 4-1989）の付属文

書の修正 

CXG 4-1989 の付属文書「植物性たんぱく製品（VPP）の

安全性及び栄養価の試験に関するコーデックスガイドラ

イン」の「2.3 Nutritional」に、分析・サンプリング法規

格（CXS 234-1999）を参照するよう修正するもの。 

コーデックス事務局による修正案を支

持したい。 

 

＜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規格

（GSLPF）（CXS 1-1985）の改訂

（日付表示）に伴う修正 

第 41 回総会（2018 年 7 月）において、GSLPF の改訂

（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）が採択されたことに伴い、関連のコーデックス文書

や手続きマニュアル中の「date of minimum durability」

を「best before date」あるいは「best quality before date」

に置き換えるもの。 

コーデックス事務局による修正案を支

持したい。 

 

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 

 

<食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）> 

事項 概要 対処方針 

食品の清廉性／信憑性に関する

討議文書 

第 24 回 CCFICS（2018 年 10 月）における本事項の議論

の結果（下記）について、情報共有される予定。 

・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

情報収集に努め、対処したい。 
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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。 

・米国を議長、EU とイランを共同議長とする電子作業部

会を設立する。 

ウェビナー技術を組み合わせた

部会と部会の間に開催する物理

作業部会の試験的アプローチの

評価 

CCFICS は 2017 年 12 月にチリ及び 2018 年 5 月に英国

で開催した物理作業部会において、ウェビナー（インター

ネットを活用した会議システム）による参加を試験的に

実施した。第 24 回 CCFICS（2018 年 10 月）は執行委員

会に対し、下記について報告することに合意した。今次総

会にも情報共有される予定。 

・物理作業部会でのウェビナーを通じた参加の取組は、参

加者を増やす可能性がある。 

・ウェビナーの使用を検討する際は、今回の試験的な実施

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。 

情報収集に努め、対処したい。 

 

<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 11 の

個別食品規格におけるヒスタミ

ン食品安全に関するサンプリン

第 50 回 CCFH（2018 年 11 月）は、本事項の議論が収

束しなかったことから、CCMAS での「サンプリングに

関する一般ガイドライン」の改定作業が終わるまで検討

情報収集に努め、対処したい。 

86



 

グプラン作成の延期 を延期することに合意したことについて、情報共有され

る予定。 

 

<油脂部会（CCFO）> 

事項 概要 対処方針 

名前の付いた魚油と魚油規格

（CXS 329-2017）の要件（特に

脂肪酸組成）との適合性のモニ

タリングの結果と貿易への影響

に関する報告 

第 26 回 CCFO（2019 年 2 月）において、魚油の規格の

適用性と貿易への影響に関する調査結果について議論さ

れ、今後更なる調査は不要であること、また今後問題が

発生した場合、各国は必要に応じ規格の再検討の提案を

行うことに合意した。今次総会にこの旨情報共有される

予定。 

情報収集に努め、対処したい。 

CCFO の作業管理の改善に関す

る討議文書 

第 73 回執行委員会（2017 年 7 月）は CCFO の作業量

が膨大な状況にあることから、CCFO にプロジェクトド

キュメントの簡略化等、作業管理の改善を検討するよう

要請していた。第 26 回 CCFO（2019 年 2 月）での議論

の結果、下記に合意した。今次総会にこの旨情報共有さ

れる予定。 

・プロジェクトドキュメントは引続き既存のフォーマッ

トを活用することを基本とし、作成国の判断によりケー

スバイケースで余分な情報を削除して適宜簡略化する。 

・新規作業に係る作業管理のため、コーデックス事務局

は各会合前に各国に回付文書を発出し、新規作業がある

場合は期限内に提出するよう求める。 

情報収集に努め、対処したい。 
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・各会合期間中に会期内作業部会を開催し、提出された

新規作業提案について、規格策定の必要性等を検討す

る。 

 

<食品添加物部会（CCFA）> 

事項 概要 対処方針 

「モッツァレラの規格（CXS 

262-2006）」の対象となる高水分

含有モッツァレラにおける保存

料及び表面処理における固結防

止剤の使用の技術的正当性 

第 40 回総会（2017 年 7 月）から CCFA に対し、コーデ

ックス乳・乳製品部会（CCMMP）が策定した個別食品

規格の食品添加物条項と GSFA の関連条項の整合の作業

の中で本事項について検討するように要請があり、第 50

回 CCFA（2018 年 3 月）において、GSFA に関する電

子的作業部会で検討することに合意した。その後第 51

回 CCFA（2019 年 3 月）において、議論の結果、今次

総会に下記を情報共有することに合意した。 

・高水分含有モッツァッレラの表面処理における固結防

止剤の使用はカットされた製品のみ技術的に正当であ

る。 

・高水分含有モッツァレラの表面処理における保存料の

使用は液体に入れられていない場合のみ技術的に正当で

ある。 

また第 51 回 CCFO は、上記を考慮して、「モッツァ

レラの規格（CXS 262-2006）」中の「正当性のある使

用」の表の改訂を今次総会に採択を諮ることに合意した

情報収集に努め、対処したい。 
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（仮議題 4 の CCFA の関連事項参照）。 

 

<分析・サンプリング法部会（CCMAS）> 

事項 概要 対処方針 

分析法の承認に関するガイダン

ス 

第 40 回 CCMAS（2019 年 5 月）において、分析法承認

のためのガイダンス文書及び情報提供用テンプレート

は、CCMAS の内部使用を目的とした情報提供文書とす

ること、また、当該ガイダンス文書は分析法承認の過程

で生じた問題に対応し、今後も必要に応じて修正するこ

とに合意した旨情報共有される。 

情報収集に努め、対処したい。 

 

仮議題１１．コーデックス戦略計画 2020-2025 

 

概要 対処方針 

コーデックス戦略計画 2020-2025 は、現行の戦略計画（2014-2019）

の次期計画であり、2020 年から 2025 年の間のコーデックスの活

動の基礎となるものである。例えば新規作業を提案する場合には、

戦略計画に則していることが求められる。 

次期戦略計画案は、今次総会での採択を目指し、執行委員会の下に

設置された「次期戦略計画に関する小委員会」（第 76 回執行委員会

（2018 年 7 月）において設置に合意）において、各国から提出さ

れたコメントを踏まえて、ドラフティング作業が行われてきた。現

在の案は、コーデックスは下記の 5 つの目標の達成に向けた作業に

第 77 回執行委員会（2019 年 7 月）の検討結果を踏まえつつ、次期

戦略計画の目標等が簡潔かつ明確な内容になるよう対処したい。 
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献身することとし、それぞれの目標の下に具体的な達成目標と成

果、指標が明記されている。 

・目標 1：[食品の安全及び品質において][コーデックスのメンバー

によって同定された]現在、新たに出現した重要な問題に[積極的か

つ適時に]取組む。 

・目標 2：[科学及び]/[コーデックスの]リスクアナリシスの原則に

基づいて基準を策定する。 

・目標 3：コーデックス規格の認識及び使用を通して影響力を高め

る。 

・目標 4：全てのコーデックスメンバーが基準設定プロセスのあら

ゆる段階に参加する能力を持つ。 

・目標 5：戦略計画の全目標の効率的かつ効果的な達成を支援する

作業管理システムと実践を強化する。 

今次総会では、前週に開催される第 77 回執行委員会（2019 年 7

月）における最終案の検討結果を踏まえ、議論される予定。 

 

仮議題１２．コーデックスの財政及び予算に関する事項 （2018-2019 年の進捗報告） 

 

概要 対処方針 

コーデックス財政及び予算に関して、2018 年の支出及び 2019 年

の支出予定について報告される予定。 

情報収集に努め、対処したい。 
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仮議題１３． FAO/WHO のコーデックスへの科学的支援（活動、財政及び予算） 

 

概要 対処方針 

最近の FAO/WHO 専門家会合等の開催状況、2018-2019 年の科学

的助言の作業計画の実施のために必要な予算、及び 2019 年 5 月

時点科学的助言の要請状況について報告される予定。 

第 77 回執行委員会（2019 年 7 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ことを確保する観点から、対処したい。 

 

仮議題１３．１ コーデックスへ提供される科学的助言の持続可能な資金に関する討議文書 

 

概要 対処方針 

第 41 回総会（2018 年 7 月）において、科学的助言に関する資金

を安定的に確保するため、短期的及び長期的な解決策に関する戦

略の必要性について言及があり、関心のある国が次回以降の総会

に討議文書を提出することになった。これを受けて、EU の呼び

かけにより、EU28 加盟国、ブラジル、チリ、インド、ニュージ

ーランド、米国等が共同で本文書を今次総会に提出している。 

内容は、科学的助言に関する持続可能な資金の確保に関する懸念

を再度強調するとともに、FAO 及び WHO に対し、十分かつ持続

的な資金確保のためよりいっそう努力すること、具体的には、

FAO に対してはこの問題に関する FAO 運営部門の近年の取組に

謝意を表明しつつ今後も更なる取組を促すこと、また WHO に対

しては同様の検討を促すとともに、各国に対し WHO の運営部門

における各国の代表に WHO の通常予算からの十分かつ持続的な

第 77 回執行委員会（2019 年 7 月）の検討結果を踏まえ、提言され

ている内容の実行性に配慮しつつ、対処したい。 
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資金確保の提供の重要性を強調するよう促すことを提言し、これ

らの提言に対するコンセンサスを求めている。 

 

仮議題１４． FAO 及び WHO から提起された事項 

 

概要 対処方針 

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、対処したい。 

 

 

仮議題１５． FAO 及び WHO の能力開発活動に関するサイドイベントの報告 

 

概要 対処方針 

総会期間中に開催される FAO 及び WHO による能力開発活動に

関するサイドイベントにおいて、第 41 回総会（2018 年 7 月）以

降の活動が紹介される予定。総会ではサイドイベントの内容が報

告される予定。 

情報収集に努め、対処したい。 

 

仮議題１６． 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 

 

概要 対処方針 

総会期間中に開催される新たなコーデックス信託基金（Codex 

Trust Fund 2（CTF2））に関するサイドイベントにおいて、2018 

情報収集に努め、対処したい。 
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年における成果や活動の技術、運営、財政に関する概要について紹

介される予定。総会ではサイドイベントの内容が報告される予定。 

 

仮議題１７． 議長・副議長及び地域代表国（各地域から選出される執行委員会のメンバー）の選出 

 

概要 対処方針 

・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 2 期目であることから、再度立候補が可能であ

る。 

・地域代表国は、各 7 地域から 1 カ国ずつ、総会において選出され

る執行委員会のメンバーである。任期を満了（1 期 2 年、再選可）

した国については次期地域代表国が選出される予定。今次総会で

は、アフリカ地域（ナイジェリア）、アジア地域（マレーシア）、欧

州地域（ノルウェー）、ラテンアメリカ地域（メキシコ）からの代

表国は、任期満了に伴い新たな地域代表国が選出される。近東地域

（エジプト）、北米地域（米国）、南西太平洋地域（豪州）は再選可

能。 

・議長及び副議長の選出： 

現在の議長及び副議長の再選を支持する方向で対処したい。 

・地域代表国の選出： 

執行委員会は、限定的なメンバーのみ参加可能であり、コーデック

スの方向性に影響を与える議題を議論し、総会への勧告を行う。日

本は第 60 回執行委員会（2007 年）から第 73 回執行委員会（2017

年）は執行委員会の正式なメンバーとして、また第 74 回執行委員

会（2017 年）以降は正式なメンバーではないものの、アジア地域

代表（マレーシア）のアドバイザーとして、積極的に議論に参加し、

コーデックス委員会における日本のプレゼンスを高めてきたとこ

ろである。今後もコーデックス委員会における日本のプレゼンスを

維持し、またコーデックス総会において適切な対応がとれるよう、

執行委員会に継続して参加していく必要があることから、今次総会

においてアジア地域代表国に立候補することとしたい。但し、総会

前に開催されるアジア地域の非公式会合等で他国からも立候補の

意思が表明された場合は、これまでの選出経験やアジア地域内にお

けるバランス等を踏まえて、対処したい。 
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その他の地域代表国については適宜対処したい。 

 

仮議題１８． コーデックス部会の議長を指名する国の指定 

 

概要 対処方針 

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。 

現在の議長を指名する権限を有する国を支持することとしたい。 

 

仮議題１９． その他の作業 

 適宜対処したい。 

 

仮議題２０． 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対処したい。 
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