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 資料 1  

第 88回コーデックス連絡協議会 

 

日時：令和元年 6月 25日（火） 

14:00 ～ 17:00 

場所：中央合同庁舎 4号館 4階 

共用 408会議室 

 

議  事  次  第 

 

１．議題 

① 最近コーデックス委員会で検討された議題について 

・ 第13回 食品汚染物質部会（CCCF） 

・ 第45回 食品表示部会（CCFL） 

・ 第40回 分析・サンプリング法部会（CCMAS） 

② 今後の活動について 

・ 第 42回 総会（CAC） 

 

２．その他 
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 資料 2  
 

コーデックス連絡協議会委員 

 

（敬称略 50音順） 

天笠
あまがさ

 啓
けい

祐
すけ

    特定非営利活動法人 日本消費者連盟 共同代表運営委員 

 

有田
あ り た

 芳子
よ し こ

   主婦連合会 会長 

 

岩田
い わ た

 修二
しゅうじ

   特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構 事務局次長 

 

鬼武
おにたけ

 一夫
か ず お

   日本生活協同組合連合会 品質保証本部 総合品質保証担当 

 

熊谷
くまがい

 日
ひ

登
と

美
み

   日本大学 生物資源科学部 生命化学科 教授 

 

清水
し み ず

 巌
いわお

    全国農業協同組合連合会 畜産総合対策部 品質・表示管理室 

 

菅沼
すがぬま

 修
おさむ

     国際酪農連盟日本国内委員会事務局 事務局長 

 

脊
せ

黒
ぐろ

 勝也
か つ や

   一般社団法人 日本食品添加物協会 常務理事 

 

田中
た な か

 弘之
ひろゆき

   東京家政学院大学 人間栄養学部 学部長 

 

鶴
つる

身
み

 和彦
かずひこ

   公益社団法人 日本食品衛生協会 公益事業部長 

 

戸部
と べ

 依子
よ り こ

   公益社団法人 日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・相談員協会 

NACS消費生活研究所 所長 

 

蓮尾
は す お

 隆子
た か こ

   家庭栄養研究会 常任顧問 

 

山口
やまぐち

 隆司
りゅうじ

   一般財団法人 食品産業センター 海外室次長 

 

吉池
よしいけ

 信男
の ぶ お

   青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 教授 
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 資料３  
 

第 88回コーデックス連絡協議会 会場配置図 

 

令和元年 6月 25日（火）14:00 ～ 17:00 

霞ヶ関中央合同庁舎 4号館 4階 

共用 408会議室 

 

 

 

                                                    

 

 

 
 
 
                                        
 
  
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 

 
 
 

              報 道 関 係 者                    

 
 
 
 
 
 

 

 

傍 聴 席 

消
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庁 
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田 

室
長
○ 

農
林
水
産
省 

辻
山 

調
査
官
○ 

厚
生
労
働
省 

永
松 

室
長
○ 

（
司
会
）  

説
明
者
○  説 

 

○ 

清
水 

委
員 

  

○ 

菅
沼 

委
員 

  

○ 

脊
黒 

委
員 

 

 

山口 委員 ○ 

 

蓮尾 委員 ○ 

 

鶴身 委員 ○ 

 

○ 天笠 委員 

 

○ 岩田 委員 

 

○ 鬼武 委員 

 

入 

口 

 

 

事 

務 

局 

等 

 

 

事 

務 

局 

等 
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資料 4-(1) 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 13回食品汚染物質部会（CCCF） 

 

日時：2019年 4月 29日（月）～5月 3日（金） 

場所：ジョグジャカルタ（インドネシア） 

 

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 FAO及び WHO（JECFAを含む）からの関心事項 

4 その他の国際機関からの関心事項 

5 
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）の

中の特定の品目中の鉛の最大基準値の原案（ステップ 4） 

6 
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（ステ

ップ 4） 

7 

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（3-MCPDEs）及びグリシジルエステル類（GEs）の低減に関

する実施規範案（ステップ 7） 

8 
直接消費用落花生中の総アフラトキシンの最大基準値原案及び関連する

サンプリングプラン（ステップ 4に留め置き） 

9 

ナツメグ、乾燥トウガラシ及びパプリカ、ショウガ、コショウ及びターメ

リック中の総アフラトキシン及びオクラトキシン Aの最大基準値原案及び

関連するサンプリングプラン（ステップ 4に留め置き） 

10 
規制値又は確立されたリスク管理の枠組みがない食品汚染物質の事例に

おけるリスクアナリシスに関するガイドライン案（ステップ 7） 

11 
優先順位付けアプローチによる品目中の鉛の最大基準値の新規設定に関

する討議文書 

12 キノア中の鉛及びカドミウムに関する討議文書 
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13 
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）の改訂に

関する討議文書 

14 
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に関

する討議文書 

15 追加の魚種中のメチル水銀の最大基準値の設定に関する討議文書 

16 
キャッサバ及びキャッサバ加工品中のシアン化水素酸の最大基準値の設

定及びこれら食品中のかび毒含有実態に関する討議文書 

17 
穀類（小麦、トウモロコシ、ソルガム及びコメ）、穀粉、乳幼児向け穀類加

工品中の総アフラトキシンの最大基準値の設定に関する討議文書 

18 最大基準値の策定のためのデータ解析に関する一般ガイドライン 

19(a) JECFAによる評価のための汚染物質及び自然毒の優先リスト 

19(b) JECFAの評価結果に対するフォローアップ作業 

20 CCCFの今後の作業計画 

21 その他の議題及び今後の作業 

22 次回会合の日程及び開催地 

23 報告書の採択 

 

（参考文書） 

 本部会における汚染物質及び毒素に関する議論の経緯や毒性評価の概要、現存及び

作業中の最大基準値などの各種情報を収載した、部会中に参照・使用するための作業

文書（CF/13 INF1）を日本がオランダと共同作成している。 

 

（参考情報） 

※ 議題 8 及び議題 9 は、ステップ 4 に留め置くとの前回会合の合意事項に基づき本

会合では議論されない。 
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資料 4-(2) 

 

 

第 13 回食品汚染物質部会（CCCF）結果報告 

１． 日時及び開催場所 

日時：2019 年 4 月 29 日（月）～5 月 3 日（金） 

場所 ジョグジャカルタ（インドネシア） 

 

２． 参加国及び国際機関 

45加盟国、１加盟機関、18国際機関 

 

３． 議長及び共同議長  

Dr Wieke Tas (オランダ農業・自然・食品安全省) 

Dr Roy Sparringa（インドネシア技術評価応用庁） 

 

４． 政府代表団 

農林水産省顧問（大臣官房参事官） 山田 友紀子 

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  

                         室長補佐 今井 美津子  

厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課 専門官 出口 晴之 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 課長補佐 髙岸 克行 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 課長補佐 漆山 哲生 

内閣府食品安全委員会事務局評価第一課 課長補佐 下位 都詩子 

 

５． 結果 

議題 1. 議題の採択 

 仮議題が議題として採択された。 

 また、FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）による汚染物質及び自然

毒の評価の優先リストに関する会期中作業部会（議長国：米国）を開催し、結果を

議題 19 で議論することに合意した。 

 

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 

第 41 回総会（CAC）（2018 年）及び各部会からの付託事項について、コーデック

ス事務局から情報提供された。 

第 75 回執行委員会（CCEXEC）（2018 年）が、直接消費用落花生中の総アフラト

キシンの最大基準値（ML）及びサンプリングプラン（議題 8）を最終採択するための

手続きを迅速化するよう勧告したことに関連して、インドが議題 8 を今次会合でも議

論するよう要請した。しかし、本部会は、実施規範が実行され、実態調査データが収

集されるまで、ステップ 4 に留め置くとの前回の第 12 回 CCCF（2018 年）の決定を

支持した。さらに、加盟国に対して、落花生中の総アフラトキシンに関して、実施規

範の広範囲な実行と、新たな実態調査データの収集を促すとともに、第 15 回会合

（2021年）に新たなデータに基づいて直接消費用落花生中のML案を検討するため、
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第 14 回 CCCF（2020 年）で電子作業部会（EWG）を再設置することに合意した。

インドはこの決定に対して留保を表明した。 

前回の第 12 回 CCCF において第 39 回分析・サンプリング法部会（CCMAS）（2018

年）に付託した、魚類中のメチル水銀の最大基準値に関するサンプリングプランにつ

いては、議題 15 で議論することとなった。 

 

議題 3. FAO 及び WHO（JECFA（FAO/WHO 食品添加物専門家会議）を含む）から

の関心事項 

前回の第 12 回 CCCF 以降、汚染物質に関連した JECFA の評価は行われていない

こと、第 80 回 JECFA（2015 年）で評価されたピロリジジンアルカロイド類に関す

るモノグラフは 2019 年 6 月に公表予定であることが報告された。 

また、シガテラ食中毒に関する専門家会合（2018 年）の報告書は 2019 年の第 3 四

半期に公表予定であること、JECFA がリスク評価手法の改善に取り組んでいること

について情報提供があった。 

  

議題 4. その他の国際機関からの関心事項 

 国際原子力機関（IAEA）は、平常時（原発事故等の緊急時ではない）の食品中の

放射線の管理に係る技術文書の策定を進めているが、この中で食品安全と貿易の側

面から慎重な検討を要していること、また、緊急時における関連の基準との整合性

の確保も重要とされていることを説明し、平常時の天然及び人工的放射性物質につ

いての情報を提供する文書を CCCF が作成することを提案した。 

 発言した全ての国がこの提案を支持し、我が国もこの状態を受け、積極的に発言

し、作業部会の任務の明確化に貢献した。 

 EWG（議長：EU、共同議長：日本）を設置し、以下の情報を含む文書を次回

CCCF までに作成することに合意した。 

 平常時に、食品（飲用水を含む）及び飼料から検出される人為的及び天然由来の

放射性物質について、事実情報を提供 

 上記に関連する課題を特定（食品及び飼料の安全性、飼料から畜産物への放射性

物質の移行、食品摂取による消費者への健康影響の可能性、貿易上の課題等） 

 なお、部会は、本文書は基準値設定に関する事項は含まないこと、本討議文書作

成により期待される成果として次のことを確認した。 

 平常時の食品及び飼料中の放射性物質の検出及び関連する事項に関する理解増進 

 次回 CCCF が十分な情報に基づき今後の活動を決めるための適切な情報提供 

 

議題 5. 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）の中の特定の品目中の鉛の最大基準値の原案（ステップ 4） 

 第 73 回 JECFA（2010 年）の評価結果を受けて、GSCTFF※に収載されている食

品中の鉛の最大基準値（ML）改定（合理的に達成可能なできるだけ低い水準への見

直し）するもの。今次会合では、ワイン及び食用内臓の改定原案を検討した。 

 ※GSCTFF: 食品及び飼料中の汚染物質の ML 設定の規準や、総会で採択された ML が収載されているコーデックス規格 

8



 

 

 

  

議論の結果、以下のとおり改定し、第 42 回 CAC にステップ 5/8 で最終採択を諮る

ことに合意した。 

品目 現行 改定 備考 

ワイン 0.2 mg/kg 0.1 mg/kg ML の採択（2019 年 7 月）後に

収穫されたブドウを原料とす

るものに適用 
酒精強化ワイン／

リキュールワイン 
- 0.15 mg/kg 

ワイン（ワイン及び

酒精強化ワイン／

リキュールワイン） 

0.2 mg/kg 0.2 mg/kg 
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 

牛の内臓 0.5 mg/kg 0.2 mg/kg CXM 4-1989 の定義を使用 

豚の内臓 0.5 mg/kg 0.15 mg/kg CXM 4-1989 の定義を使用 

家禽の内臓 0.5 mg/kg 0.1 mg/kg CXM 4-1989 の定義を使用 

 なお、我が国は、ワインの改定案の検討や内蔵の定義の議論において、案を支持

する具体的な根拠や事例を示し、合意形成に貢献した。 

   

議題 6. 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（ステッ

プ４） 

第 41 回 CAC は、総乾燥カカオ固形分が 50%以上 70%未満である又はその旨の表

示があるチョコレート中のカドミウムの ML：0.8 mg/kg、総乾燥カカオ固形分が 70%

以上である又はその旨の表示があるチョコレートの ML：0.9 mg/kg を最終採択した。 

今次会合では、総乾燥カカオ固形分が 30%未満のチョコレート、総乾燥カカオ固形

分が 30%以上 50%未満のチョコレート及びカカオパウダー（総乾燥カカオ固形分

100%）の ML 原案を議論した。 

EWG 議長（エクアドル）は、EWG で原案の合意に至らなかったことから、議論の

延期や第 41 回 CAC で採択した ML の再検討、作業中止を提案したが、部会は議論

の延期や中止を望まなかった。この状況を受けて、部会議長が既に採択された ML を

基に、総カカオ固形分の比率に応じた ML 案（総乾燥カカオ固形分 30％未満のチョ

コレートの ML：0.3 mg/kg、総乾燥カカオ固形分が 30%以上 50%未満のチョコレー

ト：0.5 m/kg、カカオパウダー：1.5 mg/kg）を新たに提案した。 

議論の結果、総乾燥カカオ固形分 30％未満のチョコレートの ML を 0.3 mg/kg と

し、第 42 回 CAC にステップ 5/8 で最終採択を諮ることに合意した。EU、ノルウェ

ーは域内で消費者の健康保護のためにより低い ML を採用していること、エクアドル

はラテンアメリカ、カリブ海地域の違反率が高いことを理由に留保を表明した。 

総乾燥カカオ固形分が 30％以上 50％未満のチョコレート、カカオパウダーについ

ては合意に至らず、EWG（議長：エクアドル、共同議長：ガーナ）を再設置し検討を

継続すること、EWG での検討のため継続的なデータ提出を推奨することに合意した。 

なお、次回会合で最終合意に至らなければ、議題 14 で議論される実施規範が策定

され、実行されるまで、ML の策定作業を中止することに合意した。 
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議題 7. 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（3-MCPDEs）及びグリシジルエステル類（GEs）の低減に関する実施

規範案（ステップ 7） 

 第 41 回 CAC において、①油脂原料の生産、②搾油・精製、③精製後の処理、④加

工食品の製造にあたっての選定及び使用の各段階における 3-MCPDE 及び GE 低減

対策を盛り込んだ実施規範原案がステップ 5 で予備採択された。 

今次会合では、我が国を含む各国から提出された情報、データに基づいて、EWG が

修正した案が検討された。 

議論の結果、各国から提出されたコメントに従って、必要な修正を行った上で、第

42 回 CAC にステップ 8 で最終採択を諮ることに合意した。 

我が国は、本実施規範の作成にあたり、植物油、加工油脂、魚油、乳児用調製乳等

の関係事業者と連携して低減技術に関する情報を継続的に提供したほか、本文の記述

について、既存の実施規範との整合性や明確化の観点から修正を提案し、反映した。 

 

議題 8. 直接消費用落花生中の総アフラトキシンの最大基準値原案及び関連するサン

プリングプラン（ステップ 4 に留め置き） 

 前回の第 12 回 CCCF において、落花生中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（CXC 55-2004）を確実に実行するために ML 原案をステップ 4 に留

め置くこと、3 年後に JECFA がデータコールを行うこと、第 15 回 CCCF（2021 年）

で検討するためにデータが提出された段階でEWGを再設置することに合意。部会は、

今次会合では議論しないことを確認した。（議題２参照） 

 

議題 9. ナツメグ、乾燥トウガラシ及びパプリカ、ショウガ、コショウ及びターメリ

ック中の総アフラトキシン及びオクラトキシン A の最大基準値原案及び関連する

サンプリングプラン（ステップ 4 に留め置き） 

 前回の第 12 回 CCCF において、香辛料中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実

施規範（CXC 78-2017）を各国が実施する時間を確保するため ML 原案をステップ 4

に留め置くこと、3 年後に JECFA がデータコールを行うこと、将来の CCCF におい

て原案を検討するためデータが提出された段階で EWG を再設置することに合意し

た。部会は、今次会合では議論しないことを確認した。 

 

議題 10. 規制値又は確立されたリスク管理の枠組みがない食品汚染物質の事例にお

けるリスクアナリシスに関するガイドライン案（ステップ 7） 

 ニュージーランドが、食品中に低濃度で意図せずに（inadvertently）存在する化学

物質に対し、国際的に調和した方法でリスクアナリシスを進めていくべきとしてガイ

ドラインの作成を提案し、作業を開始したもので、第 41 回 CAC（2018 年）でガイ

ドライン原案が一部保留のままで、ステップ 5 で予備採択された。 

 今次会合の前日に、物理的作業部会が開催され、関心国が集まり、EWG が作成し

た修正案について、実質的な議論が行われた。 

 我が国は、カットオフ値（注：リスク管理の対象となっていない想定外の食品汚染
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物質が検出された際に、さらなるリスク管理の要否を判断する物質の濃度）は汚染物

質の毒性や各国の食品消費の状況等に応じてケースバイケースで設定されるべきで

あり、また、コーデックスで ML が設定されていない汚染物質の実質上の ML として

利用される懸念があることから、ガイドライン中には規定の値（1 µg/kg）を設けず、

カットオフ値の導出の考え方を記載すべきことを提案。この提案を支持する国もあっ

たものの、全ての国が整合した考え方で調和した対応をとるためのガイドラインを提

供することを目的とした本文書の趣旨に沿わないとして幅広い支持は得られず、カッ

トオフ値をガイドラインに明記することが合意された。ただし、カットオフ値に関し

てはリスク管理措置が必要かどうか判断するための指標値であること等の注釈をつ

けることとなった。その他、物理的作業部会では、タイトル、適用範囲、決定樹等に

ついて議論し、必要な修正を行い、物理的作業部会の報告書として修正案（CRD3）

を本会議に報告した。 

 本会議では、物理的作業部会の修正案について、さらに必要な修正をした上で、第

42 回 CAC にステップ 8 で最終採択を諮ることに合意した。なお、ガイドラインのタ

イトルは、最終的に「規制値のない場合の食品汚染物質の検出事例後における迅速な

リスクアナリシスに関するガイドライン」となった。 

 

参考：カットオフ値（1 µg/kg）の導出根拠 

 TTC（毒性学的懸念の閾値）アプローチにおいて、遺伝毒性がある又は発がん性

の可能性がある化学物質には、最も低い TTC 値である 0.0025 µg/kg 体重/日が適

用される。本ガイドラインでは、この値を消費者の健康保護の観点から、最も保守

的な閾値として採用。 

 コーデックス文書（GSCTFF）で成人の年間食品消費量として 550 kg が採用され

ていることから 1 日当たり 1.5 kg/日とし、WHO 文書（EHC 240）で採用されて

いる成人の平均体重 60 kg を用いて、成人の食品消費量として 25 g/kg 体重/日を

導出。 

 食品消費量のうち、汚染されている食品の割合を 10%（0.1）と仮定。 

以上の値を用いて、以下の式からカットオフ値を 1 µg/kg と導出。 

0.0025 µg/kg 体重/日÷（25 g/kg 体重/日×0.1）＝0.001 µg/g＝1 µg/kg 

 

議題 11. 優先順位付けアプローチによる品目中の鉛の最大基準値の新規設定に関す

る討議文書 

 前回の第 12 回 CCCF において、EWG を設置し、消費者の鉛暴露の低減と国際貿

易の重要性、データの利用可能性等を考慮して討議文書及びプロジェクトドキュメン

トを作成し、優先度が高いと特定された品目の ML 原案を作成することに合意した。 

 今次会合では、EWG が、直近 10 年の世界的な含有実態データ、各品目からの鉛暴

露、国際貿易への影響を考慮し、選定した以下の 8 品目について ML 策定の新規作業

を開始すべきかどうかを議論した。 

 香辛料（スパイス）及びハーブ類 

 卵及び卵製品 
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 穀粉及びでんぷん 

 砂糖類及び菓子類（カカオを除く） 

 海産食品（甲殻類、二枚貝、頭足類） 

 茶類及びハーブティー類 

 カカオ及びカカオ製品 

 加工魚類（冷凍魚、切り身を除く） 

 我が国が、8 品目の ML 策定は本部会の作業負荷が大きく、GSCTFF に定める ML

設定の規準に従い、一次産品に既に鉛の ML が設定されている加工食品については優

先度を下げることを提案した結果、EWG 議長国（ブラジル）がこれを支持した。 

 議論の結果、①乳幼児用食品、②スパイス類及びハーブ類、③卵、④砂糖類及び菓

子類の 4 品目の ML 設定の新規作業を第 42 回 CAC に諮ること、EWG（議長：ブラ

ジル）を設置し、次回会合において検討する ML 原案を策定することに合意した。 

 また、4 品目については対象となる食品の範囲が広いことから、ML を設定すべき

細目分類を検討するためデータコールを行うこと、4 品目の作業が完了したらその他

の品目についても ML 策定を検討すること、にそれぞれ合意した。 

 

議題 12. キノア中の鉛及びカドミウムに関する討議文書 

 JECFA 事務局の人的資源の不足から討議文書が作成されなかったが、残留農薬部

会（CCPR）や食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）において、残留の類似性を考

慮して分類した食品群において、主要な品目の残留データをもとに、当該食品群に属

する品目全てに適用できる基準値を設定する取組が行われていることを受けて、本部

会においても穀類の汚染物質の基準値をキノアに外挿できるかどうか議論した。 

 我が国から、農薬と重金属では汚染の経路や機序が異なること、キノアは疑似穀類

でありイネ科の穀類とは生育特性や重金属の吸収性が異なることなどを指摘し、部会

として単純な外挿はできないとの見解を共有した。 

 結果、JECFAがキノア中の鉛及びカドミウムに関してデータコールを行い、JECFA

事務局がコーデックス事務局の支援の下で討議文書を作成し、次回会合で検討するこ

とに合意した。 

 

議題 13. 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）の改訂に

関する討議文書 

 食品からの鉛暴露のさらなる低減に資するため、既存の実施規範の改訂について、

討議文書に基づいて議論した。 

 部会は、規範の改訂を正当化する鉛の暴露源や低減対策に関する十分な情報がある

ことから、規範の改訂を新規作業として第 42 回 CAC に諮ること、EWG（議長：米

国、共同議長：英国、日本）が討議文書を基に改訂原案を作成することに合意した。 

 

議題 14. 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に関す

る討議文書 
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 カカオ中のカドミウム汚染の防止及び低減のため対策について、EWG（議長：ペル

ー）が策定した討議文書に基づいて、実施規範の策定が可能かどうかを議論した。 

 EWG 議長は、規範の対象範囲は、カカオの栽培から収穫後の発酵、乾燥、保管ま

でとし、チョコレート等の加工工程での対策は現時点では規範に含めないことを提案。

カカオ豆及びカカオ製品中のカドミウムの低減、チョコレート中のカドミウムの ML

の実施と遵守の促進のために、規範策定が必要であるとのEWG議長の提案について、

我が国を含めて多くの国が支持した。 

 部会は、規範の策定を新規作業として第 42 回 CAC に諮ること、EWG（議長：ペ

ルー、共同議長：ガーナ、エクアドル）が規範原案を作成することに合意した。 

 

議題 15. 追加の魚種中のメチル水銀の最大基準値の設定に関する討議文書 

 第 41 回 CAC でメチル水銀の ML が最終採択されたマグロ類、キンメダイ、マカ

ジキ類及びサメ類以外の「その他の魚種」への ML 設定を検討するため、魚種の優先

度について検討した。 

 討議文書を作成した EWG 議長（ニュージーランド）は、「その他の魚種」につい

てはメチル水銀のデータが限られており ML の提案が困難であることを説明した上

で、討議文書で勧告した作業計画は極めて野心的なものであり、提出されたデータに

左右されることから、新たなデータが利用可能となるまで ML の策定作業を延期し、

ML の策定が可能かどうか検討するための討議文書の作成を提案。部会はこの提案を

支持し、魚類中のメチル水銀データの提出を奨励することを確認。我が国は、生産量

ではなく貿易量に基づく優先順位付け（貿易量のデータを提出）や消費量が多い場合

に健康に悪影響を及ぼす可能性のある物質を含む魚種が優先リストに含まれている

ことに留意することを提案した。 

 JECFA がデータコールをした上で、各国（我が国を含む）のコメントを考慮し、

EWG（議長：ニュージーランド、共同議長：カナダ）が新たなデータに基づいて、追

加の魚種に ML 設定が可能かどうか検討するための討議文書を作成することに合意

した。 

 

 また、CCMAS からの指摘事項を受けて、関心国が集まり、魚類中のメチル水銀の

サンプリングプランについて非公式に議論した。我が国は、経済的な理由から大型魚

類（マグロ等）は尾部の筋肉をサンプルとすることを提案した。部会では、EWG 議

長が非公式会合の結果として、ロット内の個体間のメチル水銀濃度のばらつきや、個

体全体を分析すべきか可食部の特定の一部を分析すべきか等についての知見が十分

ではないこと、GSCTFF に収載されているその他の汚染物質のサンプリングプラン

と多くの点で不整合があること等を報告した。結果として、上記議題 15 の EWG で

本件についても議論することに合意した。 

 

議題 16. キャッサバ及びキャッサバ加工品中のシアン化水素酸の最大基準値の設定

及びこれら食品中のかび毒含有実態に関する討議文書 

 アフリカ地域調整部会（CCAFRICA）からの付託事項である、発酵調理キャッサバ
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製品の地域規格原案におけるシアン化水素（HCN）及びかび毒の ML について議論

するため、発酵キャッサバ製品中の HCN の ML の必要性及び実行可能性について

EWG 議長（ナイジェリア）が作成した討議文書を議論した。 

 議論の結果、EWG（議長：ナイジェリア、共同議長：ガーナ）を設置し、シアン化

水素の ML の必要性についてさらに検討するための発酵キャッサバ製品に関する背

景情報、キャッサバ及びキャッサバ製品中のかび毒汚染の防止、低減技術に関する実

施規範の策定が可能か検討するための低減技術に関する討議文書を作成することに

合意した。 

 

議題 17. 穀類（小麦、トウモロコシ、ソルガム及びコメ）、穀粉、乳幼児向け穀類加

工品中の総アフラトキシンの最大基準値の設定に関する討議文書 

 EWG（議長：ブラジル、共同議長：インド）が作成した討議文書に基づいて、優先

してアフラトキシンの ML を策定する品目について議論した。 

 EWG からは、加工向けトウモロコシ、トウモロコシのフラワー、ミール、セモリ

ナ及びフレーク、玄米、精米、加工向け小麦、小麦のフラワー、ミール、セモリナ及

びフレーク（全粒粉を除く）、乳幼児向け穀類加工品の ML 策定が提案されていたが、

作業量が多いことを考慮し、小麦及び小麦製品の ML 策定は先送りすること、その一

方でソルガムは世界の多くの地域で主食となっていることから ML を策定すること

に合意した。 

 米粉を ML 設定の対象にするかどうかを議論し、我が国は Codex における米粉の

定義が存在しないこと、米粉がどのように製造されているか（精米又は玄米のみを原

料とする、それらに澱粉を混ぜる等）によって汚染濃度が異なる可能性があることを

指摘。結果、今後各国からそれらを明示した上で米粉データを収集し、将来的に ML

の設定の必要性を検討することを確認した。 

 第 42 回 CAC に今回決定した品目に関する新規作業の承認を諮り、EWG（議長：

ブラジル、共同議長：インド）が ML 原案を策定すること、小麦や小麦製品、米粉等

を含むすべての穀類、穀類加工品を対象にデータコールを行うこと、今回決定した品

目の作業が終了したら、小麦や小麦製品、米粉等の残りの穀類、穀類製品の ML 策定

を検討することに合意した。 

  

議題 18. 最大基準値の策定のためのデータ解析に関する一般ガイドライン 

 前回の第 12 回 CCCF において、ML 設定に関する EWG の議長向けにデータ解析

に関する一般ガイドラインを策定するための EWG を設置することが合意された。 

 しかし、EWG が開催されなかったことからガイドライン原案が作成されず、今次

会合では、EWG 議長（EU）が作成した文書に基づいて、ガイドラインにおいて考慮

すべき要素についての総合的な議論のみを行った。我が国もこれまでの各種 ML 設定

（例：コメ中無機ヒ素）に関する EWG 議長の経験等に基づいて、異なる地域や年の

データセットの取り扱い、それらの複数のデータセットを統合する場合のガイダンス

の必要性等を提案した。 

 議論の結果、ガイドラインの範囲にデータ収集の改善を含め、再度、EWG（議長：
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EU、共同議長：日本、米国、オランダ）を設置し原案を作成することに合意した。ガ

イドラインでは、データ作成に関する地域間の能力も考慮することを確認した。 

 

議題 19(a). JECFA による評価のための汚染物質及び自然毒の優先リスト 

 会期中の作業部会において議論し、優先リストを改訂した。 

 無機ヒ素の非発がん影響の評価については有機ヒ素を含めたヒ素としての評価と

すること、優先リストの中でも、麦角アルカロイド、ヒ素、ダイオキシン及びダイオ

キシン様 PCB の評価を優先度が高い事項とすることに合意した。 

  

議題 19(b). JECFA の評価結果に対するフォローアップ作業 

 今次会合ではフォローアップが必要な JECFA の評価結果がないことを確認した。 

 

議題 20.  CCCF の今後の作業計画 

 ホスト国（オランダ）、コーデックス事務局及び JECFA 事務局が策定した、CCCF

の今後の作業計画について議論した。 

 議論 CCCFへの勧告 

A. CCCF

で検討され

ていない、

主要食糧と

汚染物質の

組合せの特

定 

科学論文で報告された又は全国的な調

査を通じて確認された、特定の主要食

糧の汚染の可能性を体系的に調査し、

公衆衛生上の懸念があるが、CCCF で

議論されていない主要食糧と汚染物質

の組合せがあるかどうか特定するため

のアプローチの利用 

このアプローチが公衆衛生

の観点から CCCF の作業の

重要なトピックを特定し、

将来実施する作業計画に取

り込むための適切な枠組み

を提供するかどうか検討す

ること。 

B. 改定

（改訂）が

必要な既存

の ML 及び

実施規範

（COP）の

レビュー 

既存の ML 及び COP を改定（改訂）

する時期や理由に関する規準を含む体

系的なアプローチの開発（例えば、更

新の要因となる新たな情報を提出する

ためのシステムの開発） 

既存の基準のレビューの必

要性を特定するための体系

的なアプローチを開発すべ

きかどうか、開発する場合

にはこのアプローチに何を

含めるべきか検討するこ

と。 

C. COP の

実行状況の

評価 

 

以下について、規格及び通商開発機構

（STDF）の研究プロジェクトを活用 

 （途上国における）COP の実施状

況の評価 

 COP の実施における手続き上の実

行可能性と困難性の特定 

 COP の中の利用されている部分や

変更の必要がある部分の特定 

 新規の COP の作成時に、実施を促

進するために従うべき規準の策定 

研究プロジェクトの基本方

針に合意すること。 

どの COP について評価す

ることが適当か検討するこ

と、どの国が本プロジェク

トに参画を希望するか検討

すること。 
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 議論 CCCFへの勧告 

D. 今後想

定されるそ

の他のトピ

ック 

想定される今後の議題 

 植物性自然毒（ﾋﾟﾛﾘｼﾞｼﾞﾝｱﾙｶﾛｲﾄﾞ

類を除く） 

（例：はちみつのグラヤノトキシ

ン、ケシの実のアヘン、アプリコ

ットカーネルの青酸配糖体） 

 海産毒（例：シガテラ毒素） 

 容器包装物質又は食品接触物質 

 主要飼料と汚染物質の組合せの特

定 

 食品生産における新技術 

（例：人工肉） 

これらの議題を新規作業と

するかどうか検討するこ

と。 

新規作業とする場合、短期

的課題か、長期的課題か決

定すること。 

 

 A については、ホスト国、コーデックス事務局、JECFA 事務局が共同で、各国か

らのコメント等を考慮して、次回会合（第 14 回 CCCF）で報告することに合意した。 

 B については、EWG（議長：カナダ、共同議長：日本、アメリカ）を設置し、レビ

ューが必要なコーデックス基準を同定するためのアプローチの案を作成し、次回会合

で検討することに合意した。 

 C については、実施規範の実行状況を評価するためパイロットプロジェクトを立ち

上げることとし、プロジェクト案の詳細は、ホスト国、コーデックス事務局、JECFA

事務局が、EU、ケニア、セネガル、米国の支援の下で作成し、次回会合で検討するこ

とに合意した。 

 D については、候補のリストとしての目的に留め、現時点ではアクションをとらな

いことを確認した。 

 

議題 21. その他の議題及び今後の作業 

 提案されたその他の議題はなかった。 

 

議題 22. 次回会合の日程及び開催地 

 第 14 回 CCCF は、2020 年 4 月下旬にユトレヒト（オランダ）で開催される予定。 

 

議題 23. 報告書の採択 
 我が国の発言や議論の結果が報告書に適切に反映されるよう対応した。 
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食品汚染物質部会（CCCF）の作業の概要及び状況 

責任者 目的 事項 ｽﾃｯﾌﾟ 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

コメント 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

採択 

修正 

廃止 

GSCTFF 中の特定品目中の鉛の ML

の改定原案 
5/8 

ワインの ML の修正 - 

改定に伴う GSCTFF 中の特定品目中

の鉛の ML の廃止 
- 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

コメント 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

採択 

チョコレートの一部分類中のカドミウ

ムの ML 原案 
5/8 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

コメント 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

採択 

精製油及び精製油を原料とする製品中

の 3-MCPDEs 及び GEs の低減に関す

る実施規範案 

8 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

コメント 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

採択 

規制値のない場合の食品汚染物質の検

出事例後における迅速なリスクアナリ

シスに関するガイドライン案 

8 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 14 回 CCCF 

- 

直接消費用落花生中の総アフラトキシ

ンの ML 原案及び関連するサンプリン

グプラン 

4 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 14 回 CCCF 

- 

ナツメグ、乾燥トウガラシ及びパプリ

カ、ショウガ、コショウ及びターメリ

ック中の総アフラトキシン及びオクラ

トキシン A の ML 原案及び関連するサ

ンプリングプラン 

4 

EWG（エクアドル

及びガーナ） 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 14 回 CCCF 

議論 

コメント 

検討 

チョコレート及びカカオ由来製品中の

カドミウムの ML 
2/3 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

EWG（ブラジル） 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 14 回 CCCF 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

承認 

議論 

コメント 

検討 

一部の穀類及び穀類製品（乳幼児用食

品を含む）中の総アフラトキシンの

ML 

1/2/3 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

EWG（ブラジル） 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 14 回 CCCF 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

承認 

議論 

コメント 

検討 

一部の食品分類中の鉛の ML 1/2/3 
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責任者 目的 事項 ｽﾃｯﾌﾟ 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

EWG（米国、英

国、日本） 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 14 回 CCCF 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

承認 

議論 

コメント 

検討 

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 
1/2/3 

第 77 回 CCEXEC 

第 42 回 CAC 

EWG (ペルー、ガ

ーナ、エクアドル) 

加盟国及び 

オブザーバー 

第 14 回 CCCF 

ｸﾘﾃｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ 

承認 

議論 

コメント 

検討 

カカオ豆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 
1/2/3 

EWG（EU、日

本） 

第 14 回 CCCF 

議論 

検討 

平常時における食品及び飼料中の放射

性物質 
- 

EWG（ニュージー

ランド、カナダ） 

第 14 回 CCCF 

議論 

検討 
追加の魚種中のメチル水銀の ML - 

EWG（ナイジェリ

ア、ガーナ） 

第 14 回 CCCF 

議論 

検討 

キャッサバ及びキャッサバ製品中のシ

アン化水素酸の ML 及びキャッサバ及

びキャッサバ製品中のかび毒汚染の防

止及び低減に関する実施規範 

- 

EWG（EU,日本、

オランダ、米国） 

第 14 回 CCCF 

議論 

検討 

ML 策定のためのデータ解析及びデー

タ収集の改善に関するガイドライン 
- 

EWG（カナダ、日

本、米国） 

第 14 回 CCCF 

議論 

検討 

CCCF が策定した規格及び関連文書の

改定（改訂）の必要性を特定するため

のアプローチ 

- 

コーデックス事務

局/JECFA 事務局 

第 14 回 CCCF 

議論 

検討 
キノア中のカドミウム及び鉛の ML - 

コーデックス事務

局/JECFA 事務局/

ホスト国 

第 14 回 CCCF 

議論 

検討 
CCCF の今後の作業計画 - 

JECFA 

加盟国 

第 14 回 CCCF 

評価 

コメント 

検討 

JECFA による評価のための汚染物質

及び自然毒の優先リスト及び JECFA

の評価結果に関するフォローアップ 

- 
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資料 5-(1) 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 45回食品表示部会 

 

日時：2019年５月 13日（月）～５月 17日（金） 

場所：オタワ（カナダ） 

 

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 FAOと WHOの関心事項 

4 コーデックス規格案における表示事項の検討（承認） 

5 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 4） 

6 包装の前面の栄養表示に関するガイドライン原案（ステップ 4） 

7 インターネット販売/電子商取引（討議文書） 

8 アレルゲン表示（討議文書） 

9 技術革新を利用した食品表示（討議文書） 

10 アルコール飲料の表示（討議文書） 

11 脂質・糖類・ナトリウムの「高含有」表示（討議文書） 

12 マルチパックされた製品の表示（討議文書） 

13 CCFLにおける将来的な作業文書とその方向性（討議文書） 

14 その他の事項 

15 次回会合の日程及び開催地 

16 報告書の採択 
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資料 5-(2) 

 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 45 回コーデックス食品表示部会（CCFL）概要 

 

１．日時及び開催場所 

日時：2019年５月 13日（月）～５月 17日（金） 

場所：オタワ（カナダ） 

 

２．参加国及び国際機関   

55加盟国、1加盟機関、26オブザーバー 

 

３．我が国からの出席者 

消費者庁食品表示企画課 保健表示室 室長         森田 剛史 

消費者庁食品表示企画課 保健表示室 食品表示調査官    保坂 弘子 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 調査官       辻山 弥生 

農林水産省消費・安全局食品安全政策課 国際基準室 国際基準専門官 

                             丸野 吾郎 

 

４．概要 

議題１： 議題の採択 

 議題が採択された。 

 

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 

（１）食品衛生部会（CCFH）からの付託事項 

（経緯） 

CCFH が検討している「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」において、食品表示に関する記載における予防的アレルゲン表示の使用の

適切性とその定義についての助言が求められていた。 

（結果） 

議題８（アレルゲン表示（討議文書））で議論することになった。 

 

（２）栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）からの付託事項 

（経緯） 

CCNFSDUが検討したバイオフォーティフィケーション（生物学的栄養強化）の

定義原案について、①食品表示部会（CCFL）の要請に見合うものか、また②使用

目的とどこに収載するのが適しているかについての明確化が求められていた。 
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（結果） 

各国から、以下のようなコメントがあった。 

・定義が広すぎる、対象が不明確である。 

・現在この用語は既存のコーデックス文書及び検討している文書いずれにも

使用されておらず、定義の必要性が明らかでない。 

・「包装食品の表示に関する一般規格（GSLPF）（CXS 1-1985）」、「栄養と健康に

関する強調表示に関するガイドライン（CXG 23-1997）」及び「必須栄養素の食

品への添加に関する一般原則（CXG 9-1987）」は、バイオフォーティフィケー

ションの表示に適用可能である。 

・定義原案は栄養強化のプロセスのみに言及しており、バイオアベイラビリ

ティ（生物学的利用能）に言及していない。 

 

（結論） 

既存のコーデックス文書は十分にバイオフォーティフィケーションの表示を

カバーしており、新たな定義は不要とされた。 

 

議題３：FAOと WHO の関心事項 

FAOからは、乳児用調製乳とフォローアップフォーミュラに使用されている大

豆由来原材料と乳由来原材料の窒素-たんぱく質換算係数についての FAO/WHO合

同栄養専門家会議（the Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition：JEMNU）

を本年７月に開催する予定であること、国際食糧データシステムネットワーク

（INFOODS）にて最新の食品組成データを提供していること等についての紹介が

あった。 

また WHO からは、トランス脂肪酸の排除のための戦略的なアプローチを提供

する行動パッケージを発表したこと、包装前面の栄養表示に関する指針原則マ

ニュアルの案を公表したこと、「飲酒と健康に関する世界状況報告 2018（Global 

status report on alcohol and health 2018）」において、2016年のアルコール

消費関連死がおよそ 300 万人に達している一方で、各国のアルコール飲料の表

示は消費者に十分な情報を伝えるものになっていない旨言及していること等に

ついての紹介があった。 

 

議題４：コーデックス規格案における表示事項の検討（承認） 

CCFH の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の表示条項

については、議題８で議論することになった。 

穀類・豆類部会（CCCPL）のキヌア規格の表示条項については、軽微な文言修

正のうえで承認された。 

CCNFSDUのフォローアップフォーミュラ規格（CXS 156-1987）の改訂原案（セ
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クション A：年長乳児）の表示条項については、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”につ

いて、多くの国から、定義が不明確であること、cross promotion の制限はコー

デックスの権限の範囲外であること等から、削除または趣旨の明確化を求める

意見があり、議論の結果、“cross promotion”の定義を明確にするよう、CCNFSDU

に差し戻すこととなった。その他については、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）のニンニクの規格原案、バジルの規格

原案、サフランの規格原案、クローブの規格原案、ショウガの規格原案及びオレ

ガノの規格原案の表示条項における 8.3 及び 8.3.1 章の ”country of 

origin/country of harvest”について、GSLPFでは製品生産国は義務表示とされ

ているのに対し、規格原案では製品生産国(country of origin)と原料収穫国

(country of harvest)の両方とも表示必要なのか、又はどちらか一方のみ必要

なのか明らかでないこと、8.5章の検査マークに関する情報が不足していること

から、CCSCHに差戻して明確化を求めることとされた。その他の部分については

承認された。 

 

議題５：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４） 

（経緯） 

第 41回部会で、インドから新規作業としての提案があり、さらなる議論のた

めに、既存のコーデックス文書では不足する部分を明確にした討議文書をイン

ドが準備することで合意した。 

第 42 回部会の討議文書においては、卸売用食品の容器については国ごとに

様々な対応がとられており国際貿易上の負担となっていることから、「卸売用食

品の容器の表示に関する一般規格」を作成する新規作業を開始することが提案

されていたが、時間の制約により、本議題については議論されなかった。  

第 43 回部会では、インドは、GSLPF に含めるための改訂作業を提案し、議論

が行われ、多くの国から食品のトレーサビリティーや食品安全の面で有益だと

して本作業の開始を支持する意見が出された。 

一方で、作成するガイダンスは業者間取引の促進や円滑なコミュニケーショ

ンに資するものであり、消費者への提供を目的とする食品の表示について規定

した GSLPF に含める形ではなく、新たな独立した文書とすべきとの意見が出さ

れ、プロジェクトドキュメントのタイトルを「卸売用食品の容器の表示に関する

ガイダンスの策定」とし内容も一部修正、新規作業ととして、総会に諮ることに

合意した。また、総会での承認を前提に、原案策定のために、インドを議長国、

米国を共同議長国とした電子作業部会（EWG）を設置することに合意した。第 39

回総会は、これを新規作業として承認した。 

第 44回部会では、当該文書は、独立した文書とすることが合意された。EWGが
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策定したガイダンスの原案については実質的な議論は行われず、インドを議長

とし、米国とコスタリカを共同議長とする原案改定のための EWG を設けること

に合意した。 

今次部会では、本会合前日に物理作業部会がおこなわれ、EWGで合意を得られ

ていない事項について議論がなされた。その結果（改定原案）が本会合に報告（議

場配布文書（CRD2）された。 

 

（結果） 

１.目的、２．範囲は合意された。 

３．卸売用食品の容器の定義 

「消費者への直接提供されることを意図していない容器を意味し、卸売用食

品の容器に入っている食品はさらなる食品事業活動を経て消費者に提供され

る。」で合意された。 

４．一般原則 

原案の７つの原則のうち、最後の原則の文章に、表示および添付文書等は「卸

売用容器に入っている食品まで追跡可能であること」の文言の追記が提案さ

れ、修正の後、合意された。 

５．義務表示事項 

食品の名称、ロット識別、内容物が卸売用の食品である旨、日付（食品安全や

製品の清廉性に影響する場合）、食品関連事業者の名称と住所、複数の種類の

食品が入っている場合はその旨の表示が規定された。 

６．容器上の表示以外の手段による情報提供が可能な事項 

-卸売用食品から由来する包装食品の調整・表示のために必要な情報 

-正味量 

が規定された。 

7.バルク輸送用コンテナ 

新たな条項を設けることで合意された。 

 

なお、このガイダンス原案を規格とするかガイドラインとするかについては、

コーデックス事務局より、規格とガイドラインの重要性と意味については違い

がないこと、また現行のコーデックス文書との整合性をとって一般規格として

はどうかとのコメントがあった。 

 

（結論） 

今次会合で大きな進展があったことから、第 42回総会（2019年）にステップ

５として採択を諮ることで合意した。なお、部会は、本文書完成後に、コーデッ

クスの手続きマニュアルや関連規格の改正等が必要となる可能性があることを
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確認した。 

 

議題６：包装の前面の栄養表示（FOPNL）に関するガイドライン原案（ステップ

４） 

（経緯） 

第 43回部会においてコスタリカより、本作業は消費者が包装の前面に記載さ

れた簡易かつ科学的根拠に基づく情報により、適切な商品選択に資することを

目的としており、国際食品貿易の促進の面でも必要であるとの説明があった。 

多くの国、FAO及び WHOから新規作業を進めることが支持された。また、WHOか

ら、各国における FOPNL に関する調査を実施中であり、有益な情報提供ができ

る旨の発言もあった。議論の結果、コスタリカを議長国、ニュージーランドを共

同議長国とする EWG を設置し、WHOの作業を考慮した討議文書を準備し、議論す

ることとなった。 

前回部会では、EWG が取りまとめた、一部の国で使用されている FOPNLの調査

結果に基づくプロジェクトドキュメント案が提出され、FOPNLの使用に関するガ

イダンスの作成に係る新規作業を総会に諮ることに合意した。また、総会での承

認を前提に、原案策定のための EWG(議長：コスタリカ、共同議長：ニュージー

ランド)の設置に合意した。 

今次部会では、EWG が策定したガイドライン原案のすべての条項を検討するこ

とや栄養表示に関するガイドライン（CXG 2-1985）を見直し、当該ガイドライン

５章の栄養に関する補足的な情報の修正が必要かどうかが検討された。 

 

（結果） 

１．目的 

FOPNLが補足的な栄養情報の一形態であることを明確にするための修正がな

された。 

２．範囲 

栄養表示に関するガイドライン（CXG 2-1985）の５章（補足的栄養情報）の

条文「補足的な栄養情報は任意であり、必ず栄養成分表示に追加して用いる

ものとする。ただし、ターゲット層の非識字率が高い場合や、栄養に関する

知識が比較的乏しい場合はこの限りではない。」と一致していないことから、

これを参照する旨を追加することになった。どの食品を FOPNL の対象から除

外するかについては合意が得られなかった。 

３．FOPNLの定義 

概ね合意が得られたが、このうち、FOPNLの対象外となる表示事項（3.2）の

必要性については、合意が得られなかった。 

４．一般原則 
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合意が得られなかった。 

５．その他 FOPNLシステムを開発する際に考慮すべきその他の面 

今回は議論されなかったが、FOPNLの実行は当該ガイドラインの範囲から外

れている可能性があるため、今後検討が必要とされた。 

 

（結論） 

 部会は、以下について合意した。 

・作業をステップ３に差戻して EWG（議長：コスタリカ、共同議長：ニュージ

ーランド）を設置して引続き検討する。 

・次回会合の直前に物理的作業部会（PWG）を行う可能性がある。 

 

議題７：インターネット販売/電子商取引 (討議文書) 

（経緯） 

前回部会において、英国が昨今インターネット販売が増加していることを理

由に、e-labelling（電子的表示）の必要性について発議し、多数の国が支持し

た。 

これを受け、英国が討議文書を準備し、チリ、インド、ガーナ及び日本がその

準備作業に協力することになった。 

 今次部会では、討議文書及びプロジェクトドキュメントが提示され、GSLPF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を規定する補

足文書を作成する新規作業が提案されていた。 

 

（結果） 

新規作業として検討を開始することに多くの支持があり、以下のような見解

が示された。 

・電子商取引の世界規模での成長と多様化が進む中で、食品安全を確保し消

費者を保護するために、コーデックスが国際的ガイダンスを策定することは

不可欠である。 

・新規作業にあたり、この問題に関する他の国際的/地域的会合の関連作業と

の調和を確保するべきである。 

 

（結論） 

以下のとおり合意した。 

・第 42回総会で新規作業の承認を得るためにプロジェクトドキュメントを提

出する。 

・次回会合で検討する原案策定のため EWG（議長：英国、共同議長：チリ、ガ

ーナ、インド、日本）を設置する。 
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・要すれば、PWG（議長：英国、共同議長：チリ、ガーナ、インド、日本）を

次回会合の直前に開催する。 

 

議題８：アレルゲン表示（討議文書） 

（経緯） 

 前回会合において、オーストラリアが討議文書を準備し、英国と米国がその準

備作業に協力することになった。 

 今次部会では、GSLPF の見直し及びガイダンスの作成について、新規作業と 

して提案された。 

具体的に提案がなされているポイントとしては、以下が挙げられていた。 

① 規格の見直しについては、既存の規定の範囲、定義及び明確性について、

表示上の表現、可読性及び用語の適切性等について並びに表示対象食品・

成分リスト、同リスト上のグループ分けの明確化について 

②ガイダンスの作成については、アレルゲンの可能性や助言についての表示

に関する原則、規定等 

 

（結果） 

新規作業として作業を開始すること、並びに GSLPF4.2.1.4条の食品と原材料

リストについて、リストへの追加と除外を評価するための基準が現在において

も適切であるかどうか、リストに追加または削除する必要がある食品や原材料

があるかどうか等について FAO/WHO に科学的助言を求めることに多くの支持が

得られ、部会は、EWG（議長：オーストラリア、共同議長：英国及び米国）を設

置し、GSLPFの改訂案及びガイドライン案の準備をおこなうことに合意した。 

議題２において CCFHから求められていた事項（予防的アレルゲン表示の使用

と定義）については、以下を通知することで合意した。 

：現段階では適切な回答ができる状態ではないが、CCFL において予防的表示を

含むアレルゲン表示に関する作業を開始すること、並びに FAO/WHO からの科学

的助言を基に、GSLPF の食品及び原材料リストを改正する可能性があること。 

議題４において CCFH から承認を求められていた食品アレルゲン管理の実施 

規範原案における表示事項については、承認することが合意された。 

 

議題９：技術革新を利用した食品表示（討議文書） 

(経緯) 

前回部会において、カナダが技術革新を利用した食品表示に関する討議文書

を準備することになった。 

カナダは、第 44 回部会後に各国に回付された情報提供依頼の結果に基づいて

討議文書を作成し、①販売時点で提供されなければならない表示並びに時点及

び方法に関しより柔軟に情報提供が可能となる表示に関する規準の策定、②
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GSLPFにおけるラベル（label）と表示（labelling）の定義の見直し、③CCFLで

策定されたガイドラインをレビューし、技術の利用を促進しうるような修正箇

所の特定、の 3点について新規作業が可能かどうか検討された。 

 

（結果） 

カナダは、この議題の範囲と、インターネット販売／電子商取引に関する文書

との関連を明確にする必要があるため、現時点ではプロジェクトドキュメント

を作成していないと述べた。 

各国からは、以下のような意見があった。 

・新規技術に対する消費者の理解及びアクセスを考慮に入れるべきであるこ

と。 

・食品表示における革新的な技術の利用は、インターネット販売/電子商取引

とは一部で重複があるが、それぞれ異なるものであるため、統合せずにそれ

ぞれについて作業を進めることが重要であること。 

 

（結論） 

次回会合までに、カナダが作業範囲を明確にした討議文書を作成し、再度議論

することで合意した。 

 

議題 10：アルコール飲料の表示(討議文書) 

 (経緯) 

前回部会ではアルコール飲料の表示について、WHOが提示した討議文書のいく

つかの項目（例：警告表示）は CCFLの権限ではないという懸念が示された。 

 特に、米国から、アルコール飲料の表示については各国政府に委ねられるべき

であり、CCFL での今後の作業ではない、更に、対象を明確にするべきであると

いう強い懸念を示す意見があった。 

 最終的には、ロシアが討議文書を準備し、ガーナ、セネガル（特にアフリカは

若者のアルコールの消費が増加しており、アルコール飲料の表示の必要性を強

調。タンザニアなどからも支持する発言があった。）、インド及び EUがその準備

作業に協力することとなった。 

 なお、ロシアからは「対象をどうするかは難しい問題であり、米国とも協力し

ていく。」との発言があり、米国への一定の配慮があった。 

 今次部会では、討議文書において、今後の検討方針について、次の５つの選択

肢が示された。 

勧告１ 新たな規格の策定作業の開始 

勧告２ 既存の規格（「包装食品の表示に関するコーデックス一般規格」「栄養表

示に関するガイドライン」）でのアルコール飲料の適用関係の整理及びア
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ルコール含有量の表示・栄養表示の改訂の検討開始 

勧告３ 既存の規格でのアルコール飲料の適用関係の整理及びアルコール含有

量の表示の改訂の検討開始 

勧告４ 既存の規格でのアルコール飲料の適用関係の整理の開始 

勧告５ 新規作業を開始しない 

 

（結果） 

コーデックス事務局から以下のとおり説明があった。 

・アルコール飲料はコーデックスの手続きマニュアル上も食品に含まれ、ま

た食品安全に関する既存のコーデックス文書のなかには、既にアルコール飲

料を扱っているものもあり、GSLPF や他の食品表示に係る規格はアルコール

飲料にも適用される 

・アルコール飲料の表示に係る各国の規制とコーデックス規格との調和は低

いように思われる。そのため、GSLPFや他の食品表示に係る規格と、アルコー

ル飲料の適切な表示の間にギャップがあるか、検討できるのではないか。 

WHO は、世界中で推定 23 億人のアルコール飲料の消費者の健康を保護する必

要がある。また消費者は情報に基づいて選択する権利を持つが、アルコールや栄

養成分に関する情報を開示する国は限られるため、消費者が容易に理解できる

アルコール表示が必要等の説明があった。 

各国からはさまざまなコメントがあった。勧告５を支持するコメントは以下

のとおり。なお、日本は勧告５を支持したが、勧告５を支持する国は米国など限

定的であった。 

・アルコール飲料は既存の規格で十分にカバーされており、アルコール飲料

及びアルコール飲料に対する社会的価値観の多様性を考慮すると、コーデッ

クスではなく国内レベルで取り扱うべきである。 

・他の国際会議で、すでにアルコール飲料の表示に関する相当な作業が行わ

れているため、現時点ではコーデックスの作業は必要ない。 

勧告１、２、４又はアルコール含量の表示についてのみ新規作業を支持する国

からは以下のコメントがあった。 

・消費者がより情報に基づいた選択を行えるよう、GSLPFにアルコール含有量

やアルコール消費の最低年齢に対応したアルコール表示ガイダンスを追加す

る必要がある。 

・アルコール飲料は他の食品とは異なるため、表示によりアルコール消費に

関連する健康上のリスクを消費者に知らせることが重要である。 

・アルコール飲料が広く乱用または誤用されている国もあり、消費者が情報

に基づいて選択できるようにするためには、表示に具体的で信頼できる情報

が必要である。 
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また、多くの国から、討議文書が会合直前に出されたため、十分検討する時間

がなかったとのコメントがあった。 

 

（結論） 

回付文書により各国に討議文書に対するコメントを求め、ロシア、EU、インド

が、各国からのコメントに基づいて討議文書を改正し、次回会合で改めて検討す

ることに合意した。 

 

議題 11：脂質・糖類・ナトリウムの「高含有」表示(討議文書) 

 (経緯) 

第 44回部会では、脂質・糖類・ナトリウムの「高含有」の栄養記述を定義づ

けるための基準について、カナダが討議文書を準備し、インドがその準備作業に

協力することになった。 

カナダ及びインドにより、各国へのアンケートが回付され、その結果、「高含

有」栄養記述の実態、関連するガイドライン、CCFL が取り組むべき問題とその

理由等がまとめられ、調和の取れたアプローチや基準の開発の必要性が考えら

れる一方、様々な問題点も指摘された。 

今次部会では、以下の事項が勧告されており、本件の取り扱いが議論された。 

〇「高含有」栄養記述の範囲と対象とする用途を明確にする 

〇FOPNL 及び栄養プロファイリングに関する作業に関連して、今後の作業が

必要な場合はその時期について合意する 

〇今後の作業が必要と合意された場合 

・基準作成のための原則/ガイドラインを作成する 

・消費者の理解と使用を含む「高含有」表示の影響及びその他の使用の影響

に関する根拠を必要に応じてレビューする 

 

（結果） 

 各国からは以下のようなコメントがあった。 

・CCNFSDUで栄養プロファイルに関する作業を行っていることを踏まえると、

CCNFSDU が栄養プロファイルに関する議論を終了したのちに、新規作業の必

要性を検討すべき。 

・「高含有」表示は、FOPNLに関する作業の中で考慮されるものであり、FOPNL

の作業がさらに進んだ後で取り上げるべき。 

・「高含有」表示は通常、「高食物繊維」など、栄養素の摂取を促進するために

使用される。この表示を消費者の健康に悪影響を及ぼす栄養素と一緒に使用

すると、消費者に誤った認識を与え、かえって脂質等の消費量を増やす可能

性がある。 
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（結論） 

本議題は重要な事案ではあるが、FOPNLに関する作業や CCNFSDU での栄養プロ

ファイルの作業との関連性が大きい事案であることから、これらの作業が進ん

でから再度検討することで合意した。 

 

議題 12：マルチパックされた製品の表示(討議文書) 

 (経緯) 

第 44回部会では、コロンビアが発議を行い協力国を求めたが、どの国からも

協力する声が無かったため、コロンビアが議長となり、今次部会で討議文書を提

出していた。 

  

（結果） 

コロンビアは部会に対し、本議題について各国が慎重に検討できるよう、次回

会合へ議論を延期するよう提案した。 

各国からは、議事資料の提出が遅く検討する時間がなかった、卸売り食品の容

器の表示に関するガイダンス案との関連性も考慮すべき等の意見が出された。 

 

（結論） 

部会は、既存の規格等とのギャップが不明のため、コロンビアが今次会合での

議論を踏まえ討議文書を修正の上、次回会合で議論することに合意した。 

 

議題 13：CCFLにおける将来的な作業文書とその方向性 

 (経緯) 

第 43回部会で、CCFLの将来的な方向性と作業を調査することに同意し、カナ

ダが、部会の現在および将来の作業と同様に、進行していないいくつかの作業を

まとめた文書を作成した。 

今次部会では、インドがこの文書の更新を支援し、今後の方向性及び優先順位

付けのためのアプローチ及びクライテリア案が提出されていた。 

インドから、今後の案件の優先順位付けのクライテリア基準は CCFH と食品輸出

入検査・認証制度部会（CCFICS）の両方のアプローチに従って作成したとの説明

があった。 

 

（結論） 

部会は、次回会合でのさらなる検討のために、CCFL の作業の評価および優先

順位付けのためのアプローチ及びクライテリア案について、文書を回付し、コメ

ントを求めることに合意した。 
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議題 14：その他の事項 

特になし。 

 

議題 15：次回会合の日程及び開催地 

 次回会合は、2020 年 10 月に開催予定である（場所は未定）。議題の増加によ

り、現在 18 か月毎に開催されている部会を 12 か月毎に開催すべきとの意見も

出され、議長国とコーデックス事務局が検討することになった。 

  

31



 

（参考） 

食品表示部会（CCFL）の作業と今後のアクション 

事項 ステップ 今後のアクション 

卸売用食品の容器の表示に関す

るガイダンス原案 

５ 

 

第 77回執行委員会 

第 42 回総会 

インターネット販売/電子商取

引のガイドライン原案 

１ 第 77回執行委員会 

第 42 回総会 

 

GSLPF の改定：アレルゲン表示

及び予防的アレルゲン表示又は

助言的表示のガイダンス 

１ 第 77回執行委員会 

第 42 回総会 

 

包装の前面の栄養表示（FOPNL）

に関するガイドライン原案 

2/3 電子作業部会 

（コスタリカ/ニュージーランド） 

第 46 回 CCFL 

 

インターネット販売/電子商取

引のガイダンス原案 

2/3 電子作業部会 

（英国/チリ/インド 

/ガーナ/日本） 

第 46 回 CCFL 

GSLPF の改定：アレルゲン表示

及び予防的アレルゲン表示又は

助言的表示のガイダンス原案 

－ 電子作業部会 

（オーストラリア/英国/米国） 

第 46 回 CCFL 

技術革新を利用した食品表示 討議文書 カナダ 

第 46 回 CCFL 

アルコール飲料の表示 討議文書 ロシア/EU /インド 

第 46 回 CCFL 

マルチパックされた製品の表示

(アップデート) 

討議文書 コロンビア 

第 46 回 CCFL 

CCFL における将来的な作業と

その方向性（「高含有」表示を含

む） 

討議文書 英国 

第 46 回 CCFL 

CCFL の作業の評価と優先付け

のためのクライテリア 

－ 第 46 回 CCFL 

 

32


