
資料 6-(1) 
 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 40回分析・サンプリング法部会 

 

日時：2019年 5月 27日（月）～5月 31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法条項の承認 

 乳製品の分析法の点検と更新 

 穀類・豆類の分析法の点検と更新 

 油脂の分析法の点検と更新 

4 分析法及びサンプリングプラン承認のガイドライン 

5 分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999）の改定 ― 前文及び構造 

6 測定の不確かさのガイドライン（CXG 54-2004）の改定 

7 サンプリングの一般ガイドライン（CXG 50-2004）の改定 

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 
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資料 6-(2) 

 

 

FAO/WHO 合同食品規格計画 
第 40 回コーデックス分析・サンプリング法部会報告書 

  
 令和元（2019）年 5 月 27 日（月）から同 5 月 31 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、49 加盟国、1 加盟機関（EU（欧州連合））及び 12 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科学室長     浮穴 学宗 
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長 永松 聡一

郎 
厚生労働省医薬・生活衛生局 食品監視安全課 輸出国査察専門官   石崎 由紀 
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部第一室長     渡邉 敬浩 
 

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 
討議文書に記載の仮議題がそのまま採択された。また、分析法に関する国際機関間会

合（IAM）からの提案を受け、分析・サンプリング法規格（CXS 234-1999、以下 CXS 234。）
をコーデックス委員会の単一の分析法参照規格とする作業を進めていることに関連し、

分析・サンプリング部会（CCMAS）が、個別品目部会以外に、残留農薬部会（CCPR）、
食品汚染物質部会（CCCF）、食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）、食品衛生部会

（CCFH）、食品添加物部会（CCFA）が担当する分析・サンプリング法も検討する中心

の部会となる可能性に関して、議場配付文書（CRD）4 に基づき、議題 9「その他の事
項及び今後の作業」において議論されることが合意された。 
議長からの提案を受け、1 日目に議題 2、議題 7、議題 3 の物理的作業部会（PWG）、

議題 4 を、2 日目に議題 6、議題 8、議題 5 を、3 日目に議題 3、議題 7、議題 6 を議論
することとなった。 
 
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（以下、事務局）より、以下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助言を求められている事項に関しては議題 3 で議論することとさ

れた。 
 
1．総会からの事項 
第 39 回 CCMAS で議論された、測定の不確かさのガイドライン（CXG 54-2004、以下

CXG 54。）の改定及びサンプリングの一般ガイドライン（CXG 50-2004、以下 CXG 50。）
の改定が、第 41 回総会（2018 年）において新規作業として採択されたことが報告され
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た。 
 
2. 他の部会からの事項 
第 50 回 CCFH 
魚類産品のヒスタミンのサンプリングプランの検討を、CCMAS による CXG 50 の改

定作業が完了するまで延期すること、また、消費者の健康保護とサンプリングの実行可

能性について、受け入れ可能なバランスをとることが課題となっていることが報告され

た。 
 
第 24 回食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS） 

CCFICS が食品の真正性・偽装に関連して検討 を進めている旨報告があった。また、
英国から、Food Authenticity Network（英国が中心となって開設している食品の真正性の

判定のための分析法に関する専門家・分析機関のネットワーク）について紹介があり、

各国で情報共有してもらいたい旨の依頼があった。 
 
第 13 回 CCCF 
 第 39 回 CCMAS から得られた回答も含め検討した結果、魚類中のメチル水銀の検査

のためのサンプリング法について、第 13 回 CCCF では結論が出ず、電子的作業部会

（EWG）を設置しさらに検討するとともに、次回 CCCF において引き続き議論される

旨報告があった。 
 
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、PWG の議長を務めた米国から検討結果について説明があり、

続いて議論が行われた。 
 
栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）関係 
（結果） 
・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） 
ミネラル類（カルシウム、銅、鉄、マグネシウム、マンガン、リン、カリウム、ナト

リウム、亜鉛）の分析法として、AOAC 2015.06/ISO 21424 | IDF 119 を Type II 分析法と
して承認し、AOAC 984.27 を承認せず削除した。また、AOAC 2011.14/ ISO 15151|IDF 229
について、Type III 分析法として承認したが、これら分析法については総会で採択する

前に、CCNFSDU で検討するべきとした。 
今回、ミネラル類を対象とする複数の分析法が Type II、 Type III として提案されたこ

とを受け、個々の分析法の承認を進めるのではなく、CCNFSDU により分析法の性能規

準の設定が検討されるべきことが議論された。特に、ISO 8070|IDF 119 については、乳
児用調製乳を対象とした妥当性確認データがないことから、Type III とするか Type IV と

するかが議論となった。今次部会では Type III としている現在の分類を変更しないが、

分析法の性能規準の設定と合わせて CCNFSDU が検討する、あるいは次回 CCMAS にお
いて検討すべきとの結論になった。 
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ビタミン K の分析法について、AOAC 2015.06、ISO 21424 | IDF 119 を Type II 分析法

として承認した。 
葉酸の分析法について、AOAC 2011.06 を Type II、AOAC 992.05/EN 14131 を Type III

として承認し、Type IV として CXS 234 に収載されていた 2 種類の分析法については、
妥当性確認データがなくかつ、新たに Type II 分析法及び Type III 分析法が承認されるこ

とから適切でないとして削除した。 
 
スパイス・料理用ハーブ部会（CCSCH）関係 
（結果） 
乾燥オレガノの規格案、乾燥した根、根茎、球根 - 乾燥しょうがの規格案、乾燥にん

にくの規格案、乾燥バジルの規格案、乾燥クローブの規格案、サフランの規格案につい

て、同一でない複数の分析法が Type I として提案されたため、CCMAS は適正に判断す
ることができなかった。多くの規格がステップ 5 で未だ議論中であること等を踏まえ、

今次部会ではいずれの分析法も承認せず、CCSCH に対し、以下の点に留意した上での

再検討を求めることで合意した。 
 
• 総灰分、酸不溶性灰分、揮発油等について、規格中では「乾燥状態で」と規定されて

いることから、CXS 234 に収載する分析法について、灰化や油分の測定前に水分含量

の測定が必要であること。 

• 分析条項（Provision）は、その記載も含め、可能であれば一致させることが重要であ

ること。例えば、動物のフンについて、既にスパイス・ハーブで承認されている分析

条項に整合させ「Mammalian excreta」とするか、それとも「Excreta Mammalian」とす
るかの検討が必要であること。同様に「植物性異物」とするか、それとも「異物」と

するか検討が必要であること。 

• 動物のフンの分析法について、AOAC 993.27 は 10 グラム当たりの粒数をカウントす
る分析法であるのに対し、規格中では mg/kg(W/W)を測定する分析法であること。 

• 正しい分析法が参照されるよう、フォーマットやハイパーリンクは正確である必要が

あること。 
 
油脂部会 （CCFO）関係 
（結果） 
・名前の付いた植物油規格（CXS 210-1999）のバージン・パーム油と粗パーム核油にお
ける酸価及び遊離脂肪酸の分析法として、ISO 660、AOCS 3d-63、AOCS 5a-40 の 3 種の
分析法がいずれも Type I として提案されたため、これらが同一であるか否かが議論にな

った。 
 AOCS 及び ISO から提供された情報によると、ISO 660 は AOCS の 2 つの方法の両
方を含む、より幅広い分析法であり、「同一」の定義には完全に合致しなかった。しか

し、化学的な観点からは同一の分析法と考えることができ同じ結果を導くとの説明に基
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づき、3 種の分析法をいずれも Type I で承認した。また、この議論に関連して議題 4 の
分析法及びサンプリングプラン承認のガイドラインにおける「同一の分析法」の定義を

拡張することになった。 
 

CXS 234 の点検・更新に伴う乳製品の分析法の点検と更新 
（経緯） 
第 38 回 CCMAS は、CXS 234 の点検・更新について、CXS 234 を食品の特性等にあ

わせて便宜的に分割し、作業可能なパッケージを作成し、このパッケージごとに作業を

行っていくことに合意した。まず、パイロットプロジェクトとして、乳製品の分析法に

ついて、国際酪農連盟（IDF）、国際標準化機構（ISO）、AOAC インターナショナル（AOACI）
の協力の下、検討することとなった。第 39 回 CCMAS では、分析法の確認を行う PWG
において、検討結果を IDF が提示した。それによると、コーデックス規格中に規格項目

が定められていない分析法、規格の対象となる食品に対して妥当性確認がなされていな

い分析法、一貫していないフォーマット、単純な誤りなどがあることが判明した。 
PWG においても、代替が存在しない分析法などがあることが確認されたが、それらへ

の対処について合意は得られなかった。また、用語を明確化する必要があることについ

ても判明した。 
CCMAS は、EWG（共同議長：アメリカ、ニュージーランド）を設置し、乳製品分析

法の点検を続けることに合意した。EWG は、現在の CXS 234 に収載されている乳製品
分析法のいくつかに課題があることを特定し、それぞれについての対処を CCMAS に勧
告していた。 
• CXS 234 の変更を提案するもの（変更を採択することを勧告） 
• 変更を必要とするものの、どのように変更するかの検討が必要なもの（CCMAS で議
論し、対処を検討することを勧告） 

• 変更案にどの様に対処するかの決定が必要なもの（代替法がない中での分析法の削除
等）（CCMAS で議論し、対処を検討することを勧告） 

• 今回の EWG では点検されていない分析法（点検、更新する必要があるかどうかの決

定） 
 
（結果） 
・CXS 234 中に収載されている分析条項に対応した規格項目が存在しないもの（乳製品

中の鉄、バター中の銅、ホエイパウダー中の銅等）に関し、バターとホエイパウダー

中の銅の分析法は削除することが合意された。乳製品中の鉄の分析法については、実

際に規格項目が存在するのは食用カゼイン製品及び乳脂肪製品であり、これらの品目

名に置き換えるべきとの意見もあったが、「乳製品」とした特段の事情があるかもしれ

ないため、品目名を「乳製品」とした理由を乳及び乳製品部会（CCMMP）に確認する
こととした。CCMMP は休会中のため、議長国であるニューランドに問い合わせるこ

ととなった。 
 
・総脂肪、無脂乳固形分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
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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 CXS 234
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になった。 
  
・CXS 234 に収載されている乳脂肪純度の分析法 ISO17678 | ASE202 等は、全ての乳製
品に適用可能というわけではなく、分析法の妥当性確認データが存在しない品目への

適用可能性について、今回点検できなかった分析法の検討とあわせ、次回会合で議論

することとなった。また、今回検討したものの、変更を保留した分析法（Appendix II、
パート 4）について、将来検討することとした。 

 
・乳及び乳製品中のメラミンの分析法に関し、ELISA 法を追加承認すべきとの意見がナ

イジェリアからあり、次回 CCMAS で検討すべく、分析法の妥当性確認データの提出
及び適切な性能規準の提出を奨励するとした。 

 
次回 CCMAS でのさらなる検討に向け、EWG（議長国：米国、共同議長国：ニュージ

ーランド）を設置し、分析法の点検作業を継続することに合意した。 
 
CXS 234 の点検・更新に伴う穀類及び豆類の分析法の点検と更新 
（経緯） 
第 39 回 CCMAS は、CXS 234 に収載されている穀類及び豆類の分析法の点検と更新

をアメリカ穀物科学者研究会（AACCI）の協力の下進めることに合意した。AACCI が
作成した討議文書では、グルテンフリー食品の分析法について以下の見直し提案がされ

ていた。 
 

・グルテンフリー食品におけるグルテンの分析法 
これまで、R5 抗体（Mendez 抗体）を用いた ELISA 法が暫定的に Type I で規定され

ていたが、その後、分析法が妥当性確認され AACC 法及び AOAC 法として分析法規格

が策定されている。このため、妥当性確認された食品の種類によって品目を分け、「ト

ウモロコシ及びコメを主体としたグルテンフリー食品（非発酵）」中のグルテンの分析

法を AOAC2012.01 及び AACC38-50.01、「エンバク（オート麦）を主体としたグルテン
フリー食品（非発酵）」中のグルテンの分析法を AOAC 2018.15 とし、それぞれ Type I
とすることが提案された。 

 
（結果） 
 AACCI が提案したグルテンフリー食品の分析法の見直し案について、グルテン不耐

症の人向け特殊用途食品の使用に関する規格（CXS 118-1979）が広範囲の食品をグルテ
ンフリー表示の対象としていることを鑑み、CCNFSDUに検討を求めることに合意した。

オブザーバー参加の欧州セリアック病協会（AOECS；Association of European Coeliac 
Societies）がこれを支持した。 
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また、CCNFSDU に検討を求めることとしたため、次回の穀類及び豆類の分析法の点

検と更新ではグルテンフリー食品の分析法を扱わないことで合意した。 
次回 CCMAS でのさらなる検討に向け、AACCI が AOAC、 ISO の協力の下、分析法

の点検作業を継続することに合意した。 
 
CXS 234 の点検・更新に伴う油脂の分析法の点検と更新 
（経緯） 
第 39 回 CCMAS は、CXS 234 に収載されている油脂の分析法の点検と更新を米国油

化学会（AOCS）の協力の下進めることに合意した。AOCS が作成した討議文書では、

以下について CCMAS の見解が求められている。 
・「技術的に同一（Technically Identical）」と「技術的に同等（Technically Equivalent）」の
用語定義を明確化すること。 
（同じ妥当性確認のデータが共有されていないが技術的に同一な複数の分析法が、同時

に Type I を分類として収載されている場合がある。また、妥当性確認のデータは共有さ

れており技術的に同一（identical）とすべきであるが、試薬の使用法や試料量が異なる複
数の分析法が、同時に Type I を分類として収載されている場合がある。同等性あるいは

分類に関する現在のコーデックスの定義に従えば、Type I 分析法は１分析法しか承認で

きないので、それらの分析法を技術的に同等（equivalent）と識別することは、すなわち

Type I 以外に分類しなければならないことになる）。 
・分析法の分類を Type II から Type III に変更可能かどうか。 
（CXS 234 中で対象とする食品用の分析法であることが分析法規格中に明示されてい

ない場合や、対象とする食品を用いた妥当性確認試験が行われていない分析法が Type II
に分類の上、収載されている）。 
・1 つの分析条項に対して 3 種の分析法が収載されており、そのうち補完関係にある 2
種の分析法を併用すると残り 1 種の分析法と「技術的に同一（Technically Identical）」と
なる場合の記載方法の明確化。 
 
（結果） 
上記中主要な論点は議題 4「分析法及びサンプリングプラン承認のガイドライン」及

び議題 5「分析サンプリング法規格（CXS 234-1999）の改定―前文及び構造」の議論に

関連する内容であったことから、本点検作業として個別の議論はされなかった。 
今回の討議文書（CX/MAS 40/19/3 Add.3）を基礎として、次回 CCMAS でのさらなる

検討に向け、EWG（議長国：オランダ）を設置し、規格設定機関1（SDOs）の協力の下、
点検作業を継続することに合意した。 
 
議題 4．分析法及びサンプリングプラン承認のガイドライン 
（経緯） 

                                                   
1 国際標準化機構（ISO）、AOAC インターナショナル、米国油化学会（AOCS）など分析法の国際

規格を開発策定している機関（Standards developing organizations）。 
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 第 39 回 CCMAS において、CXS 234 の点検及び更新のために以下について検討する
必要があり、そのために EWG（議長：米国）を設置することに合意した。 
• 経験的分析法（定義分析法）が 2 つ存在し、妥当性確認の程度が異なる場合、一方を

Type Iとして承認し、もう一方を Type IV として承認すべきか、それとも一方だけを

Type I として承認し、CXS 234 に収載すべきか。 
• 同一の品目、同一の分析条項に対し、2 つの異なる経験的分析法を Type IV として承

認しても良いか。 
• 同一の品目、同一の分析条項に対し、2 つの異なる分析法が Type II で承認されてい

る場合、それらを同等とみなしてよいか。 
 EWG が作成した討議文書に基き議論された。 
 
（結果） 
 修正を加えたガイダンス文書について合意に至った。本ガイダンス文書は CCMAS に
よる内部使用のため、情報提供文書（Information Document）として Codex ウェブサイト
に掲載されることになった。なお、今後、本ガイダンス文書について課題が特定された

場合には、その時点において、再度議論し見直すことも合意された。 
これまでの CCMAS においては、専門家による議論をもとに、その判断によって分析

法の承認並びにタイプ分類がされることもあった。こうしたその時々の専門家による判

断による承認は、ケースバイケースの判断として必要とされることもある。しかし、そ

のような承認の事案が蓄積するにつれ判断に至った経緯が不明となり、不整合が顕在化

している。今後の CCMAS における透明性を確保した一貫した承認に、本ガイダンス文
書は重要な役割を果たすことになる。 
 
本ガイダンス文書の開発に当たり行われた主な議論は以下の通りである 
 
・分析法が「同一」であるとする定義 

2 種類の分析法を「同一」とみなすには、妥当性確認試験において同一のマトリッ
クスを用いることによる同等の妥当性確認データが存在することが望まれる。しか

し、仮に同等の妥当性確認データが無かったとしても、それだけを理由に、「同一」

とみなさないことにはならない。 
提案された定義は、「同一」とみなす条件を非常に厳しく制限しているので、実際

の貿易において長く使用されている多くの分析法を CXS 234 から削除しないといけ
なくなり、貿易上の影響が生じうる。 
 このため、より柔軟な（フレキシブルな）定義とするべきである。 
 

・Type II 分析法がなく複数の Type III 分析法が示されている場合の Type III 分析法 
手続きマニュアルによって、Type II の分析法は Type III の分析法から選択するこ

とが定義されている。この定義は、Type II として承認される可能性のある分析法が、

先に Type III 分析法として承認・採択されている必要を意味していない。CCMAS は
これまでも Type II 分析法を直接承認している。 
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Type II 分析法が存在しない場合には、Type III 分析法は存在し得ないとの説明を残
し、機器の供給や環境影響などの観点から Type II として承認することが適切でない

分析法は、全ての懸念が解消されるまでの間、Type IV として承認できる。 
また、複数の Type III 分析法の中から Type II 分析法を選択するための規準が不明

確であることが課題として挙げられ、この課題を検討するための討議文書をスイス

が作成する。 
 

・コーデックス規格に分析条項が存在しないにもかかわらず分析法が存在する場合 
事務局から、手続きマニュアルは、分析条項に対して分析法を特定することには

言及しているものの、分析条項が数値である必要性については言及していない旨説

明された。また、当時はそのように決定したしかるべき理由があったはずであり、

休会中の部会からの分析法の見直しにおいて、単純な削除は貿易に影響を及ぼす可

能性があること、まずは現状そうなっている理由を明らかにするべき旨の指摘があ

った。 
これらの説明並びに指摘を踏まえ、手続きマニュアル中の記載「提案される全て

の分析法は、コーデックス規格に対し直接の合目的性を有している必要がある（All 
proposed methods of analysis must have direct pertinence to the Codex Standard to which 
they are directed）」を基に、果実ジュースの真正性を決定するための分析法のような

例もあることから、「分析法を承認するために、対応するコーデックス規格が必ずし

も数値的な分析条項を有している必要性はない」と、より広く解釈することとした。 
 

・CCMAS と SDOs のそれぞれの役割 
CCMAS が適切な決定をできるよう SDOs が妥当性確認データ等の分析法に関す

る情報を提供すること。また、CRD5 により示された提供される情報の方向性は適切

であり、SDOs による提供される情報をさらに規定する上で、ひな形として利用すべ

き旨の指摘があった。また、内容検討のために、会合の最低 2 ヶ月前までには、全

ての文書が SDOs から CCMAS に提出されている必要がある。 
 
・妥当性確認されていない分析法の Type I から Type IV への分類の変更 

貿易に影響を与える可能性があるため、すでに CXS 234 に収載されている分析法
を Type I から Type IV に変更することは、現実的ではない旨の意見があった。また、

Type I として承認されている分析法の中には、ずっと昔に開発され、妥当性確認試験

を行うことが困難な分析法もあるとの意見があった。 
Type IV としても紛争解決の目的で使用することができるので問題ないとの意見が

あった一方で、妥当性確認データがないことで Type IV とするのであれば、紛争時に

頼るべき分析法がないとの意見があった。CCMAS としては、現時点では、事案毎に
検討することとした。 

 
・その他部会からの分析法変更の提案 

活動中の部会がある場合、理想的には、「他の部会からの付託事項」又は「分析法
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承認」の議題として扱うために、各部会から CCMAS に提出されることが望ましい。
もし直接 CCMAS に提案がされるのであれば、修辞上の変更でない限り、そのような

分析法を総会での採択に諮る前に、合意を得るため該当する部会に勧告すべきである。

この件に関する決定が、第 37 回 CCMAS 報告書 REP16/MAS、Appendix IV）におい

てされていることが確認された。 
 

・分析法承認のためのガイダンス及び情報提供用のテンプレート 
ガイダンスの改定案（CRD27）と情報提供用のテンプレート案（CRD28）に基づい

て議論された。 
 分析法の「同一」の定義について、食品規格に含まれる規格項目を測定するため

に複数のアプローチがあり、それらがそれぞれ同一であると見なされていない場合に

は、同一と考えられる可能性を考慮して、第二の分析法とより規範的な分析法の詳細

とをケースバイケースで比較する場合があることが注釈として盛り込まれた。また、

規格項目として挙げられた食品成分の含量に応じて異なる分析法を必要とする（例え

ばカッテージチーズの分析法について、乳糖が 5%未満の場合に使用する分析法と、

乳糖が 5%以上の場合に使用する分析法が異なる）場合、必要な情報を品目名の欄に
記載し行を分けるようにCXS234の記載方法を変えることが合意され、原案（CX/MAS 
19/40/4）にあった「相互排他的（mutually exclusive）」の定義を削除した。 
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。 
 
議題 5．CXS 234 の改定―前文及び構造 
（経緯） 
 CXS 234 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ため、本規格の改定作業を 2016 年より開始し
ている。第 39 回 CCMAS において EWG（共同議長：ブラジル、ウルグアイ）を設置し、

本規格の前文（Preamble）及び構造の案を作成した。本部会に先立って開催された PWG
の報告（CRD3）に基づき議論された。 
 
（結果） 
 PWG が検討した以下の提案が合意された。 
• 序文の段落を整理し、脚注中の参照文献を適切に修正。 
• 対象範囲（Scope）に、CCMAS の ToR にあわせ CXS 234 が対象としない分野（残留
農薬、残留動物医薬品、微生物的品質・衛生、食品添加物の規格）を明記。 

• 手続きマニュアルのとの重複を避けるため Type 分類の用語定義を削除。 
• 分析条項の定義を、“食品が規格に適合していることを確実するために、分析によっ

て確認される必要がある品目の属性（Attribute of commodity that needs to be confirmed 
by analysis to ensure that it conforms to that standard）”と修正。 

• 分析法性能規準の用語定義の見出し語を本文と整合。 
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• Part II の構造として、原案の Section I（目次）と Section IV（分析法の一覧表）の重

複が大きいことから、1 つの表（Section I）に集約したうえで、Section II（分析法性

能規準）への参照を「Criteria/Type 欄」に記号「C」と表記、Section III（分析法の書

き下し）への参照を「分析法欄」に記号「M」と表記することで合理化。 
 
以上の合意に基づき、前文及び構造について、Step 5/8 で総会に採択を諮ることが合

意された。 
また、将来的に、食品添加物に関する一般規格（GSFA）や農薬の最大残留基準値に

対して開発されているものを参考に、電子データベースに移行することが議論され、

米国から、次回部会に向け、乳製品の分析法点検作業をもとにプロトタイプを作成す

る旨の提案があった。 
 
議題 6：CXG 54 の改定の提案 
（経緯） 
第 37 回 CCMAS における測定の不確かさの推定手順に関する事例集作成の議論を契

機として、測定の不確かさのガイドライン（CXG 54-2004。以下、CXG 54。）の改定が
提案され、第 38 回 CCMAS では、EWG（議長：ドイツ）を設置し、CXG 54 の改定に関
する新規作業提案文書及び CXG 54 の見直し案を作成することと、測定の不確かさの推

定手順については情報提供文書として作成することが合意されていた。 
第 39 回 CCMAS において、CXG 54 を内容の改善と明確化のために改定することに合

意し、第 41 回総会で新規作業として採択された案件である。EWG（議長：ドイツ）か
ら改定案が提示され、議論の結果、以下の（ⅰ）～（ⅳ）を考慮し、手続きマニュアル

及び既存文書との整合性、内容の正確性、聡明性を踏まえたガイドラインとして改定す

ることが合意された。 
（ⅰ）測定結果を解釈するにあたり測定の不確かさを使用すること 
（ⅱ）測定の不確かさとサンプリングプランの関連性 
（ⅲ）サブサンプリングを含む試験室でのサンプリングのみを取り扱うこと 
（ⅳ）できるだけシンプルなガイドラインであること 
 
（結果） 
 残留農薬部会（CCPR）が開発した、“分析結果の不確かさの推定に関するガイドライ

ン”（CXG 59-2006）にすでに収載されている、推定される不確かさの確からしさに関す

るガイダンスを新規収載する件、その他記載内容の正確さ、文書の体裁等について議論

された。議論された内容のうち、不確かさが付随する分析結果と上限規格値との関係を、

4 つの状況に分けて示した図の取り扱いについては、各状況を明確に理解するための説
明をガイドラインに含めることで検討が進められていた。しかし、今次部会に提出され

た討議文書では、測定の不確かさを使用した適合性評価における判断に関する説明が示

されていた。測定の不確かさの幅の中に上限規格値が含まれる状況での適合性評価上の

判断には、国際的にも合意が得られていない。 
 我が国からは、今般の CXG 54 の改定において適合性評価に関する内容を含めること
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には合意が得られておらず、あくまで測定結果の解釈のために不確かさを使用すること

の説明にとどめるべきであることを意見し、修正案を提示した。この我が国の意見に対

し、複数の国から支持が得られ、また EWG の議長国をつとめたドイツからも、適合性

評価に関する内容を議論することは本改定作業の ToR に含まれていないとの説明があ

った。結果として、測定の不確かさの幅の中に上限規格値が含まれる状況では、標準的

な解釈として不明確であるとする、科学的側面からは正確な表現が盛り込まれたものの、

その解釈に基づく行動、すなわち適合性評価における判断は、貿易当事者間での事前合

意に基づくとされた。今回議論された CXG54 改定案は、ステップ 5 に進められ、第 42
回総会に諮ることとされた。 
 なお、測定の不確かさの推定に関する情報提供文書については、第 41 回 CCMAS に
おいて議論するために、ドイツが引き続きドラフト版の作成を進めることとなった。 
 
議題 7：CXG 50 の改定の提案 
（経緯） 
 第 34 回魚類・水産製品部会（CCFFP）より、CXG 50 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。 

CXG 50 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 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。 
 第 39 回 CCMAS では、コーデックス規格への適合性を評価する際に適切な統計学的
サンプリングプランの選択に責任を持つ者を助けるため、サンプリングの一般ガイドラ

イン（CXG 50-2004）の改定提案が合意され、第 41 回総会で新規作業として採択され

た。EWG（議長：ニュージーランド）が作成した討議文書に基づき議論された。 
 
（結果） 
 今次部会では、サンプリングプランの検討において統計学的サンプリング理論におけ

る生産者危険と消費者危険のバランスをどこまで追及するか等の基本的事項について

議論があり、統計学的根拠は重要であるが実行可能性も検討する必要があること、同値

であることを確保するよりも公平性を確保する必要があること等の基礎的事項につい

て合意された。 
また、補助文書（サンプリングプランアプリを含む電子ブック）の取扱について議論

され、ガイドライン本体と切り離したものとすべき旨の見解が事務局から示されたが、

CXG 50 の改定案と合わせて検討することが必要とされた。このため、今後の CXG 50
の具体的な改定の内容が重要となる。 
次回 CCMAS に向け EWG（議長：ニュージーランド、共同議長：米国）を設置し、

CXG50 の改定及び補助文書の作成を進めること、次回会合に余裕持って（例えば 3 ヶ
月前まで）に討議文書を提出することが合意された。 
 
具体的な議論及び合意事項は以下の通りである 
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CXG 50-2004 の改定 
第 39 回 CCMAS で合意された作業の優先度に従い、改定作業を継続することが支持

された。改定後の CXG 50 は、全てのコーデックス部会、加盟国、他の関係者が、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ガイダンスとし、品目部会や

コーデックス規格の検査の用途に限定しない。 
 
補助文書の作成（サンプリングプランアプリを含む電子ブック） 
ニュージーランドが会期内作業部会においてプレゼンテーションを行ったサンプリ

ングプランアプリを含む電子ブック（参照 http://www.massey.ac.nz/~kgovinda/nzcodexdoc/） 
の作成を継続する。この電子ブックのコーデックスの枠組みにおける取扱いについて、

我が国からその正当性の検証や CXG 50 との関連性の整理、また保守管理について意見
を述べた。この意見を踏まえ、改定後の CXG 50 の理解と使用を容易にするための補足
のための別文書として、電子ブックをどのようにコーデックス委員会のウェブサイトに

掲載するか、コーデックス事務局とニュージーランドが協議することとなった。 
将来的に、ニュージーランドがコーデックス委員会に権利を委譲した際には、アプリ

は自由に利用でき、使用制限することはない。 
 また、事務局からは、以下の指摘があった。 
• ウェブベースの IT 技術の活用について、CCFICS や食品表示部会（CCFL）で議論さ
れており、将来的にはコーデックス委員会で一般的になっていくであろう。 

• ニュージーランドの説明によれば著作権の問題はないが、アプリへのアクセスの問題

など、さらにニュージーランド及び FAO の関係部局と解決していく必要がある。 
• アプリは改定後の CXG 50 の利用を補助するものであり、CCMAS で合意される必要
があるが、各部会や加盟国、他の関係者が使用でき、各国がより必要に応じて検討で

きるように、コーデックス規格とは別文書にすることで、総会で採択される必要はな

い。 
• 上記の点は、改定後の CXG 50 及び電子ブックを検討する際にさらに検討できるであ
ろう。 

 
 EWG の討議文書に示された質問事項については以下の意見があった。 
 
質問 1：統計学理論に基づく生産者危険と消費者危険について完全に釣り合いをとるこ

とは実際上可能か。 

• サンプリングプランを検討・実施するときに実行可能性を検討することは必須である。

「統計学的理論に基づく生産者危険と消費者危険について完全に釣り合いをとる

（balanced）」というよりも実用的（pragmatic）であるという原則で検討するべきであ

る。安全規格に関する検査のためのサンンプリングプランは、許容できる生産者危険

のもと消費者危険の最小化を図るべき。品質規格に関する検査のためのサンプリング

プランは、生産者危険と消費者危険の公平性（fair balance）を確保するべきである。 
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• 「釣り合いを取る（balanced）」という言葉は、生産者危険と消費者危険が同じ数値で

あることを意味しない。生産者危険が意味する内容はたいてい経済的損失に係るリス

クであるのに対し、消費者危険は人の健康に関係するかもしれない。このため、

「balanced」というのは、同じ数値分布をするということを単純に意味しない。加え

て、抜き取り検査では、食品の安全性を検査することはできない。つまり、安全性確

保には生産工程管理が決定的であり、サンプリングプランを策定するときには生産工

程管理の有無を検討しなければならない。 

• サンプリングプランは統計的理論に則っていなければならないが、現実の状況に応じ

た柔軟性も残しておくべきである。 

• コーデックス規格と ISO 規格との整合を確保するべきである。 
 
これらの意見により、サンプリングプランの策定にあたって統計的理論が適切である

と同時に、生産者危険と消費者危険について同値の釣り合い（equal balance）ではなく、

公平な釣り合い（fair balance）を確保するべきことが合意された。 
 
質問 2：コーデックス規格のサンプリングプランは、国際貿易の紛争時に用いることを

意図しているか。 
 
・コーデックス規格のサンプリングプランは、あらゆる場合（ルーチン検査や紛争時）

のロットの適合性評価のために用いられる。 
 
質問 3：コーデックス規格のサンプリングプランは、何がカバーされていて何がカバー

されていないか。 
・改定後の CXG 50 は、新規作業文書及び作業の優先度に記載の事項をカバーする。 
 
 
議題 8: 分析法に関する国際機関間会合（IAM）の報告 

CRD21 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 

IAM を代表して AOAC から、CCMAS が、個別品目部会以外に、CCPR、CCCF、CCRVDF、
CCFH、CCFA が担当する分析・サンプリング法も検討する中心の部会として活動する

可能性に関して、CRD4 に基づき提案があった。 
議論の結果、手続きマニュアルにおける ToR を変えてまで、CCMAS が全ての部会の

分析・サンプリング法を統合検討する必要性は否定された。一方で、現在検討中の CXS 
234 は、将来的にコーデックス分析法の単一の参照先となるデータベースを作成する方

向で作業を進めている。このため、CCMAS の ToR の範囲となっている他部会の作成し

ている分析法一般規格について検討し CXS 234 へ統合すること、CCMAS の ToR の範

囲外の他部会の作成している分析法性能規準へのリンクを CXS 234 へ入れ込むこと等
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について、関係部会に検討を促すことが合意された。 
 
具体的な議論及び合意事項は以下の通りである 
事務局から、CXS 234 を単一の分析・サンプリング法規格とするに当たり、微生物、

残留農薬、残留動物医薬品の分析法を取り込めば利便性は高まるものの、手続きマニュ

アルの改正や他の部会との協議が必要との指摘があった。 
また、事務局から、CCFH は分析法について限定的にしか作業していない（例えば

CCFH は、食品の微生物規格の設定及び適用のための原則（CXG 21-1997）を策定して
いるが、現在、微生物規格（Microbiological criteria）はリスク評価の結果絶対に必要と

いう場合しか設定されておらず、将来数が大幅に増える可能性は低い。）ため、手続き

マニュアルを改正する作業の実施は保証できないとの説明があった。さらに、CCPR や

CCRVDF は分析法性能規準を作成することによって、残留農薬や残留動物医薬品の個別

分析法を特定しない方針であるため CXS 234 に掲載することは難しいとの指摘があっ

た。一方で、CXS234 の中に CCFH、CCPR、CCRVDF が作成した分析法性能規準等への
リンクを貼ることは手続き上の問題はないとの説明があった。 
食品汚染物質及び食品に含まれた状態での添加物については CCMAS の ToR の範囲

内であり、CCCF は既に分析法性能規準等について協議しているが、CCFA は添加物の

基準設定の作業を広範囲に実施しており、分析法検討について関心を示していない旨の

指摘があった。 
なお、CXS 234 の当初の目的は、単一の分析・サンプリング法規格の参照先として、

汚染物質の一般分析法（CXS 228-2001、以下 CXS 228。）、食品照射食品の検出ための一
般分析法（CXS 231-2001、以下 CXS 231。）及び食品添加物の一般分析法（CXS 239-2003、
以下 CXS 239。）を CXS 234 に統合することである。また、CXS 228 に収載されている
金属の分析法が古くなっており、CCCF が分析法性能規準を検討することが望ましい状
況にある。こうした点について、関連する部会に対し、上記分析法一般規格中の分析法

が必要であるかどうか検討を求め、もし必要であるならば、CXS 234 に統合することが
望ましい。これら理由により、以下の点が合意された。 

• すべての部会に対し、CCMAS が現在 CXS 234 の点検・更新を行っており、分析・サ
ンプリング法のデータベースを作成する予定であることを知らせること。 

• CCFH、CCPR、CCRVDF に対し、CCMAS がこれら部会の分析・サンプリング法も検

討する中心の部会として活動していく可能性に関して議論があったことを知らせる

こと。 

• CCFH、CCPR、CCRVDF に対し、分析法又は分析法性能規準についての情報／リン

クを共有するよう求める。これにより、将来 CXS 234 に情報／リンクを入れ込み、
CXS 234 をコーデックス委員会の分析法の単一の参照先とすること。 

• CCCF、CCFA に対し、CXS 228、CXS 239 に収載されている分析法について適切かど
うか検討を求め、CXS 234 に移動させるか、より最新の分析法に置き換えるか、また
は分析法性能規準に置き換え、それに伴い CXS 228 及び CXS 239 を廃止すること。 
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• CCFH に対し、CXS 231 に収載されている分析法について適切かどうか検討を求め、
CXS 234 に移動させるか、より最新の分析法に置き換えるか、または分析法性能規準
に置き換え、それに伴い CXS 231 を廃止すること。 

• CCCF に対し、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）で基準値（ML）が設定されているものの未だ分析法や分析法性能規

準が特定されていない汚染物質について、分析法又は分析法性能規準の検討を促す

こと。 
 
議題 10：次回会合の日程及び開催地 
第 41 回 CCMAS は、2020 年 5 月 11 日～15 日の日程で、ハンガリーのブダペストで

の開催が予定されている。 
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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 
第 42 回総会 情報提供文書 分析法の承認に関するガイダンス － 
スイス 
第 41 回 CCMAS 

討議 
Type III 分析法が複数存在する場合

における Type II 分析法の選定基準 
－ 

電子作業部会 
（議長国：米国、共

同議長国：ニュー

ジーランド） 
物理的作業部会 
第 41 回 CCMAS 

更新 乳製品の分析法の点検と更新 － 

第 42 回総会 採択 
コーデックスの分析・サンプリング 
法規格（CXS 234-1999）の改定 
前文及び構造 

５／８ 

AACCI/ISO/AOAC 
物理的作業部会 
第 41 回 CCMAS 

更新 穀類・豆類の分析法の点検と更新 － 

電子作業部会（議

長国：オランダ） 
物理的作業部会 
第 41 回 CCMAS 

更新 油脂の分析法の点検と更新 － 

第 42 回総会 採択 
測定の不確かさのガイドライン

（CXG 54-2004）の改定 
５ 

ドイツ（情報提供

文書を作成） 
第 41 回 CCMAS 

討議 
測定の不確かさの推定に関する情

報提供文書 
‐ 

電子作業部会（議

長国：ニュージー

ランド、共同議長

国：米国） 
第 41 回 CCMAS 

討議 
サンプリングの一般ガイドライン

（CXG 50-2004）の改定 
－ 
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