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FAO / WHO合同食品規格計画  

第 42回食品添加物部会 

日時 ： 2010年 3月 15日（月）～3月 19日（金） 
場所 ： 北京（中華人民共和国） 
 

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/WHO及び第 71回 FAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）からの関
心事項 

4. コーデックス規格における食品添加物及び加工助剤の最大基準値の承認／改訂 
5. 食品添加物のコーデックス一般規格(GSFA) 

(a) GSFAの添加物条項の案及び原案  
(b) GSFA の添加物条項に対する意見及び情報（回付文書 CL 2009/7-FA Part B 

(points 6-9)） 
(c) GSFA に掲載されるアルミニウム含有添加物の添加物条項の報告根拠に対す

る意見及び情報（回付文書 CL 2009/10-FA） 
(d) GSFA の食品分類システムに対する意見及び情報（回付文書 CL 2009/7-FA 

Part B (points 10-12)） 
(e) GSFAの作業を促進するための刷新的な提案に関する討議文書 

6. 加工助剤 

(a) 加工助剤に関するガイドライン及び原則原案（N14-2008） 
(b) 加工助剤一覧（IPA）：更新リスト 

7. 
 

食品添加物の国際番号システム（INS） 
(a) INSの変更／追加の提案 

(b) INSへの変更を提案する際に必要とされる正当性に関する原則の討議文書 

8. 食品添加物の同一性及び純度に関する規格 
9. JECFAによる評価のための食品添加物の優先評価リスト 

(a) JECFA 評価の優先リストの追加及び変更に関する提案（回付文書 CL 
2008/26-FAへの回答） 

(b) JECFAでの再評価メカニズムに関する討議文書 
10. その他 

 コーデックス個別食品規格の添加物条項の不整合に関する課題の特定と勧告

に関する討議文書 
11. 食用塩の規格（CODEX STAN 150-1985） 
12. その他の事項及び今後の作業 
13. 次回会合の日程及び開催地 
14. 報告書案の採択 

標記会合に先立ち、2010年 3月 13日（土）に「食品添加物のコーデックス一
般規格（GSFA）」に関する作業部会が開催された。 
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第 42 回食品添加物部会（CCFA）概要 

 

１．開催日及び開催場所 
日 時：2010 年 3 月 15 日（月）～19 日（金） 

場 所：北京（中華人民共和国） 

 
２．参加国及び国際機関 

60 カ国、１加盟機関（EC）、24 国際機関 （参加者総数約 200 人） 
 

３．我が国からの出席者 
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 課長補佐 入江 芙美 

国立医薬品食品衛生研究所添加物部 第一室長            佐藤 恭子 

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室     星野 博満 

内閣府食品安全委員会事務局評価課 竹口 敦子 

農林水産省消費・安全局消費・安全政策課 国際基準専門官 吉尾 綾子 

農林水産省消費・安全局表示・企画課 生産工程規格係長 矢口 晴美 

国税庁課税部鑑定企画官室 鑑定企画官付                   原  一広 

 

テクニカルアドバイザー 

  (社)日本食品衛生協会                               平川 忠 

  (社)日本食品衛生協会                               林  新茂 

(社)日本食品衛生協会                               岡村 弘之 

 
４．議題の概要 

主要議題の概要は以下のとおり。 

 
議題 5．食品添加物のコーデックス一般規格（GSFA） 

(a) GSFA の添加物条項の案及び原案 

部会直前に開催された物理的作業部会の勧告のうち、“採択を諮る条項”、“カ

ロテン(INS 160a(i),(iii),e,f) 及び野菜由来のカロテン(INS 160a(ii)）の食品添加

物条項原案/案への注釈 180（「ベータカロテンとして」）の削除”、“作業を中止

する条項”、“廃止する条項”、“追加情報を求める条項”について検討した。 

このうち、食品分類 01.6.1フレッシュチーズ、01.6.2熟成チーズ及び 01.6.4

プロセスチーズのカラメル III の最大使用基準値（ML）案、01.6.1 のナイシン

の ML 案、14.2.3 のぶどう酒のリン酸類のＭＬ案については、これらの食品分

類への使用及びその技術的妥当性等について、各国に対し追加で情報を求める

こととされた。 
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(b) GSFA の添加物条項に対する意見及び情報（回付文書 CL 2009/7-FA Part B 

(points 6-9)） 

 リグノスルホン酸カルシウム、エチルラウロイルアルギネート、ステビオー

ル配糖体、亜硫酸塩類の ML案(point 6) 

 リグノスルホン酸カルシウム 

    各国から特に意見がなかったため、特に措置は行わないこととされた。 

 アルギン酸エチルラウロイル、ステビオール配糖体、亜硫酸塩 

いずれも電子作業部会（議長国：米国）においてCL 2009/7-FAへの回

答及び物理的作業部会での意見を基に原案を作成することとなった。 

なお、ステビオール配糖体については、ステビオールベースでML案を

検討することとされた。亜硫酸塩については、新たな使用の提案は認めず、

特に亜硫酸塩の曝露に寄与している食品分類について、MLを低くするよ

う注意することとされた。 

  
注釈161（食品添加物の使用については、特にGSFAの前文のセクション3.2

（添加物使用の正当性）との合致を目指した輸入国の規制が適用される）の

適用範囲(point 7) 

アルゼンチンは、SPS協定においては科学的根拠に基づいている場合のみ

国際的な規格から外れることが許容されていること、注釈161の使用は食品規

格の調和というコーデックスの目的に沿わず、貿易に不当な障壁を生じうる

との観点から、この注釈の使用は支持できないと主張し、パラグアイ、コス

タリカ、ペルー等がこれを支持した。この他、注釈161はGSFAの前文のセク

ション3.2に合致しない可能性がある場合にのみ適用すべき、ある国や地域に

おいて摂取量超過の懸念から認可されていない食品添加物に対して適用する

のは避けるべきといった意見があった。 

議論の結果、電子作業部会(議長国：オランダ)において注釈161の使用のた

めの規準等に関する討議文書を作成することとされた。 

 
食品分類06.4.2（乾燥パスタ及び類似製品）におけるファストグリーンFCF(着

色料)の使用(point 7) 

作業の中止が合意された。 

 
食品分類08.2（加工肉：ブロック等）及び08.3（加工肉：細切したもの）にお

けるエリスロシン（着色料）の使用の技術的妥当性 

議題９(a)を参照。 
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(c) GSFAに掲載されるアルミニウム含有添加物の添加物条項の報告根拠に対す

る意見及び情報（回付文書 CL 2009/10-FA） 

議論の経緯が事務局から説明されたのに続き、日本からはアルミニウム摂取

量を全てのアルミニウム含有食品添加物について使用実態や技術的妥当性に関

する情報を収集すべき旨を発言、他国からは GSFA の食品添加物条項はアルミ

ニウムベースで記載すべきである、アルミニウムレーキについて検討すべきと

いった発言がなされた。 

本件については、電子作業部会（議長国：ブラジル）において、これまでに提

出された全てのコメント及び情報を再検討し、既に GSFA に掲載されている 5

つのアルミニウム含有添加物の ML 案を検討すること、さらに、GMP又はアル

ミニウムベースでない ML 案については、次回会合において作業中止/廃止とす

ることが合意された。 

 
(d) GSFAの食品分類システムに対する意見及び情報（回付文書 CL 2009/7-FA 

Part B (points 10-12)） 

食品分類 16.0（複合食品：分類 01-15 に当てはまらない食品）の名称と解説 

（description）の改訂と本食品分類の具体例 

この食品分類の必要性について結論は出ず、本分類の名称と解説の改訂案

及び本分類に当てはまる食品の例について次回会合で議論することとなった。 

 
食品分類 08.1（生肉製品）及びその下位分類に含まれる食品への表面施用以

外の目的での着色料の使用 

本分類に含まれる食品について、表面施用以外の目的での使用には根拠が

ないとされた。 

 
食品分類 05.1（ココア製品及びチョコレート製品）の改訂の新規作業に係る

プロジェクト文書に対するコメント 

  本作業の範囲が食品分類 5.1（ココア製品及びチョコレート製品）、5.2（菓

子類）、5.4（デコレーション、トッピング、スイートソース）の改訂のみとい

うことを明確にするための修正を加えた上、新規作業として第 33回総会に諮

ることで合意された。また、電子作業部会（議長国：米国）において、GSFA

の食品添加物条項への影響を含めた改訂案を検討することとされた。 

 
(e) GSFAの作業を促進するための刷新的な提案に関する討議文書 

①食品添加物条項の検討方法、②電子作業部会の活用、③物理的作業部会の

活用について議論された。 

①については、会合ごとに、次回会合でどの食品添加物を議論するかリスト



4 
 

を作成することが望ましいとされ、②については、作業範囲の明確化とともに、

コメントや情報を参加国間で共有することが推奨された。③については、議長

から物理的作業部会を 1日追加することが提案され、エジプト、EC、IDF等数

多くの国がこれを支持した。議論の結果、物理的作業部会と電子作業部会及び

部会との関係を明確にすること、物理的作業部会の時間を十分に確保し部会へ

の具体的な勧告を策定すること、部会では未解決の問題にのみ議論を集中すべ

きとされた。さらに、主催国政府中国の同意が得られれば、次回会合の際には

物理的作業部会を 2日間に増やし、会期を 8 日間とすることが支持された。 

 
議題 6．加工助剤 

 (a) 加工助剤に関するガイドライン及び原則原案（N14-2008） 

加工助剤一覧（IPA）に関する記述について、EC 等が、コーデックスで採択

されていない IPA を参照先として記載することが適切なのかとの疑問を提示し

た。一方で、アメリカは IPA の有用性を指摘し、また、イラン等の発展途上国

も、IPAは各国にとって有用な参照先となるとして更新作業の継続を支持した。

議長から、加工助剤に関して、今後データベース化すること、及び本原案から

は IPA に関する記述は削除することが提案された。 

議論の結果、本原案については、文章の明確化を図るとともに、混乱を招く

表現や IPAへの言及を削除する等の修正をした上でステップ 5/8で第 33回総会

に最終採択を諮ることが合意された。 

 
(b) 加工助剤一覧（IPA）：更新リスト 

IPA については、今後データベース化することとされ、①データベースの構

造や内容及び掲載のための規準に関し、電子作業部会（議長国：ニュージーラ

ンド）において討議文書を作成すること、②データベースができるまで、IPA

の更新作業はニュージーランドがボランタリーに継続することとなった。さら

に、IPA のオリジナル版（CAC/MISC 3）については廃止するよう、第 33回総

会に勧告することが合意された。 

 
議題 7．食品添加物の国際番号システム（INS） 

(a)INS への変更／追加の提案 

乳化剤の機能欄に「濃度調整」を加える、食品添加物の INS 名について統一

的なルールに基づいた書き振りとする等の変更を加えた INS 修正案について、

第 33回総会にステップ 5/8での採択を諮ることが合意された。 

さらに、①INSへの変更/追加、②カラメル I やカラメル IIなどに記載されて

いる“腐食（causin）”との加工工程の表現の適切性、③サブカテゴリーを有す

るカテゴリーに技術目的を記載する必要性について、電子作業部会（議長国：
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フィンランド）において検討することが合意された。 

 
(b)INS への変更を提案する際に必要とされる正当性に関する原則の討議文書 

若干の修正を加えた上で、1．新規添加物の掲載、2．INS 番号のサブクラス

の付け方、3．技術的目的の新規又は追加での掲載、4．INS リストに既存する

食品添加物の INS 名及び INS 番号の変更、5．INS リストからの食品添加物の

削除について考慮すべき事項等を規定した本原則について合意した。当該文書

は、部会に適用される原則であることから、その詳細については今次会合のレ

ポート（ALINORM 10/33/12）に収載された。また、INS への変更／追加提案

のための様式についても微修正がなされた。 

 
議題 8. 食品添加物の同一性及び純度に関する規格 

 JECFA 事務局から、①第 71 回 JECFA において、16 の食品添加物の規格

（specification）が採択され、5つの食品添加物の規格が仮採択されたこと、②

特に第 32 回総会において採択された INS 番号との整合を図るため、HP上に掲

載されていた 12の食品添加物の仕様書が修正されたことが報告された。 

今次会合では、28 の食品添加物の規格について、ステップ 5/8で第 33回総会

に採択を図ることで合意された。 

 
議題 9．JECFA による評価のための食品添加物の優先評価リスト 

(a) JECFA 評価の優先リストの追加及び変更に関する提案（CL2009/9-FA への

回答） 

アルミニウム含有食品添加物、プルラン、プルラナーゼ、及び 134 の香料に

ついて優先度を高くしたリストが合意された。 

会期内作業部会では、アルミニウム含有食品添加物について、日本に加えて、

IFAC、IAIもデータ提出が可能であることを表明し High priorityをつけること

となった。 

エリスロシン 

会期内作業部会において、EU 及びベルギー、デンマークを含む欧州諸国

から、提案最大使用量（Proposed ML）が食品に存在したと仮定した場合に

は、少量の食品摂取でも ADIを超える懸念があるので、“possible intake”

を評価すべきとの提案がなされたが、日本及びオーストラリアから、既存の

自国内の摂取量調査結果によれば、当該添加物の実際の使用量が少ないため、

摂取量は ADIと比べてかなり低いレベルであることが説明された。 

JECFA事務局は、JECFAは既に 1999 年に詳細かつ入念な摂取量調査を

行ったことを説明し、「懸念」があるからというだけで、ADIそのものを変

えうるような新たなデータがないまま再度同様の摂取量評価を行うことにつ
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いては、リソースの有効利用の観点から疑問である旨の指摘をした。これを

受け、ブラジル、アメリカ、スイス及びオーストラリアから、EU の懸念に

対する検討は、JECFAの仕事ではなく、MLをどのレベルに設定するかとい

うリスク管理の観点から部会で検討すべき事項であるとし、議題 5(b)で議論

すべき、とされた。 

部会では、これら作業部会の議論を踏まえ、エリスロシンの全ての添加物

条項について、電子作業部会（議長国：米国）において検討することとされ、

その際、各国内における実際の使用及び使用量を情報提供することが強調さ

れた。 

 
(b) JECFA での再評価メカニズムに関する討議文書 

新しいデータや科学的に確立されたリスクアセスメント方法に基づいた

JECFA での再評価システムの重要性が強調された。JECFA は、多くの再評価

が各国の要請を基に行われていること、また、再評価のきっかけとなる規準が

すでに策定されており、食品中の化学物質のリスクアセスメントの原則及び方

法に関するガイダンスが更新され、発刊されることを指摘した。これらを基に、

既存の評価及び国や地域機関からの情報を考慮した優先順位付けの手続きを含

めた、再評価の提案に関する討議文書を、次回会合に向け JECFA事務局が作成

することとされた。 

 
議題 10．その他  

コーデックス個別食品規格の添加物条項の不整合に関する課題の特定と勧告に

関する討議文書 

5つの食肉規格と GSFAの食品分類 8.2 、8.3との食品添加物条項の不整合の

問題と解決策の検討のため、試験的に電子作業部会（議長国：オーストラリア）

を設置し、討議文書を作成することとされた。また、全てのコーデックス個別

規格の食品添加物条項を更新し、CCFAに情報提供するよう事務局に求めるこ

ととされた。 

 
議題 11．食用塩の規格（CODEX STAN 150-1985）に関する討議文書 

添加物、汚染物質、衛生、分析・サンプリング方法のセクションについて修

正する新規作業の承認を第 33 回総会に諮ることとされた。また、第 33 回総会

において新規作業として承認された場合には、電子作業部会（議長国：スイス）

において規格改訂原案を検討することとなった。 
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（参考） 

 
食品添加物部会（CCFA）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 

食品添加物の一般規格（GSFA）の

食品添加物条項案及び原案 

8，5/8 ・第 33回総会 

加工助剤に関するガイドライン及

び原則原案 
5/8 ・第 33回総会 

食品添加物国際番号システム

（INS）の修正原案 
5/8 ・第 33回総会 

第 71回 JECFAにおいて設定され

た食品添加物の同一性及び純度に

関する規格 

5/8 ・第 33回総会 

GSFA のアルミニウム含有食品添

加物条項の改訂 
3/6 ・電子作業部会 [議長国：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ] 

アルギン酸エチルラウロイル、ス

テビオール配糖体、亜硫酸塩及び

エリスロシンに関する勧告 

3/6 ・電子作業部会 [議長国：米国] 

GSFA の食品添加物条項に関する

追加情報 
3/6 ・第 43回食品添加物部会 

GSFA の食品分類（5.1、5.2 及び

5.4）の改訂原案 
1,2,3 ・電子作業部会 [議長国：米国] 

食品添加物国際番号システム

（INS）の修正 
1,2,3 ・電子作業部会 [議長国：ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ]

第 73回 JECFAにおいて設定され

た食品添加物の同一性及び純度に

関する規格 

1,2,3 ・第 43回食品添加物部会 

食用塩の規格（ CODEX STAN 

150-1985）の改訂原案 
1,2,3 ・電子作業部会 [議長国：ｽｲｽ] 

GSFA の食品分類 06.0、06.2 及び

06.2.1の名称及び解説の修正 

採択 ・第 33回総会 

GSFAの注釈 180 の削除 採択 ・第 33回総会 

GSFAのアスコルビン酸の修正 採択 ・第 33回総会 

GSFAの注釈 130 及び 131 の修正 採択 ・第 33回総会 

GSFAの注釈 136 の修正 採択 ・第 33回総会 
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CAC/GL 36-1989 のセクション２

の修正 

採択 ・第 33回総会 

JECFA で評価する化合物の優先

リスト 

採択 ・第 33回総会 

GSFAの食品添加物条項の一部 廃止 ・第 33回総会 

加工助剤一覧（IPA）（CAC/MISC 

3） 

廃止 ・第 33回総会 

GSFA の食品添加物条項案及び原

案の一部 

作業中止 ・第 33回総会 

GSFA の注釈 161 の使用に関する

討議文書 

― 

 

・電子作業部会 [議長国：ｵﾗﾝﾀﾞ] 

加工助剤のデータベースの設置に

関する討議文書 

― 

 

・電子作業部会 [議長国：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ] 

JECFA による再評価のためのメ

カニズムに関する討議文書 

― 

 

・JECFA 事務局 

食肉の規格の食品添加物条項と

GSFAとの整合に関する討議文書 
 ・電子作業部会 [議長国：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ]

IPAに関する情報 ― ・ニュージーランド 

GSFAに関する情報 ― ・コーデックス事務局 

個別食品規格の食品添加物条項に

関する情報 

― ・コーデックス事務局 
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