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FAO/WHO 合同食品規格計画 

第 26 回一般原則部会 

 
日時：2010年 4月 12日（月）～4月 16日（金） 

場所：パリ（フランス） 

 

議題 

 

1 議題の採択 

2 コーデックス総会及び他の部会から本部会に付託された事項 

3 食品の国際貿易における倫理規範の改訂案（ステップ７） 

4 コーデックス各部会及び特別部会の議長向けガイドラインの改訂案 

5 コーデックス各部会におけるリスク分析方針の再検討 

6 “competent authority”の用語の定義 

7 一般原則部会の付託事項（Terms of Reference）の修正案 

8 OIE とコーデックスの合同規格の策定についての討議文書 

9 コーデックス会議の共同開催についての討議文書 

10 文書の配布、報告書の長さ及び内容 

11 手続きマニュアルの構成及び体裁 

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 
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第26回一般原則部会（CCGP）概要 

 

１．日時及び開催場所 

日時：２０１０年４月１２日（月）～４月１６日（金） 

場所：パリ（フランス） 

 

２．参加国及び国際機関 

８１加盟国、１加盟機関（EU）、１４国際機関 合計２０９人 

 

３．我が国からの出席者 

厚生労働省大臣官房参事官（医薬食品担当）         塚原 太郎 

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際調整専門官    井関 法子 

厚生労働省医薬食品局食品安全部 参与     吉倉 廣  

農林水産省消費・安全局 消費・安全政策課課長補佐       近藤 喜清 

テクニカルアドバイザー 

奈良県立医科大学 健康政策医学講座  教授       今村 知明 

東京大学医学部附属病院企画情報運営部 准教授 企画経営部長 小池 創一 

  

４．主な審議結果 

  主要議題の概要は以下のとおり。 

 

議題３ 食品の国際貿易における倫理規範の改訂案（ステップ７） 

本部会は、改訂案について次のような修正を加えて、第３３回総会(２０１０年７月)

での最終採択を諮ることで合意した。 

 Article 1, Sections 3.2 (b)及び(e) ： 意味をより明確にするための字句

文言等を整理した。 

 Section 3.2 (f) ： “shelf life”を “expiration date”に置き換えた。 

 Section 4.2 ： 「輸出国が規定する“最低要件(minimum requirements)”に

適合しない食品の再輸出をしない旨」を示した文書について、“最低（minimum）”

を削除し、さらに、“食品安全の要件（food safety requirements）”と書き換

えるべきとのグアテマラの提案について議論した結果、本項は、安全と品質の

両方の規定をカバーすることを確認した上で、“minimum”を削除した。また、

本規範案が、コーデックス基準に合致していない食品の輸出、及び、コーデッ
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クス基準より厳しい基準を輸入国が適用することを許す内容となっていると

のチュニジアの懸念についても検討し、文書中にある“multilateral 

agreements”がWTO協定を含むことを示す脚注を追加した。 

なお、Section 4.4 については、いくつかの国が、本倫理規範は、国際流通する全

ての食品が対象であることから、個別食品である“代替粉乳のマーケティングに関す

る国際規範”について特別に言及するのは適切でないとして削除を提案した。しかし、

特に開発途上国において不正な代替粉乳の流通が深刻な問題になっている実態があり、

当該国際規範の重要性を強調することが必要であるとの意見が出され、本件が倫理的

に重要であることが確認された結果、本項を修正しないことで合意した。 

 

議題４ コーデックス各部会及び特別部会の議長向けガイドラインの改訂案 

第２５回部会において、コンセンサスの概念とコーデックスにおけるその適用に関

連し、手続きマニュアルの「コーデックスの各部会及び特別部会の議長向けガイドラ

イン」の中に、議論が膠着した場合のファシリテーターの活用を明記すること等につ

いて決定した際、これに関連して、当ガイドラインに「実質的な問題（substantive 

issue）に対し正当な理由に基づく継続的な反対があった場合、議長は、コンセンサス

が得られたと決定する前に、対立する議論を調停することによって、その意見が考慮

されるようにすべき」との一文を追記すべきとマレーシアが提案したが、合意が得ら

れなかった。このため、第３２回総会において、本提案を各国に回付して意見を求め、

今次会合で再度議論するよう決定されたものである。 

今次会合では、本提案を支持する意見も出されたが、他方、i)提案文中にある

“justify”をどう判断するかが問題であり、その適用は困難であるため別の用語に置

き換えるのが適当である、ii)対立する意見をいかなる状況でも完全に調停することは

不可能であり、「調停するよう努力する」と書き換えるのが適当である、iii)コンセン

サスを得るには、議長のみならず、会議に参加する加盟国らも責務を有していること

を考慮すべき、などの意見が出された。 

我が国は、マレーシア提案についてその意図を確認する必要はあるが、基本的に、

現在のガイドラインで必要事項は十分に網羅されており、さらなる変更は必要ないと

の意見を表明した。 

議論の結果、提案文書に必要な修正を加え、「討議の中、意見の対立がある場合、議

長はコンセンサスが得られたかどうか判断する前に、対立する議論を調整するよう努

めることによって、関心を有するメンバーの意見が確実に考慮されるようにしなけれ

ばならない。」とすることで合意し、第３３回総会での採択を諮ることとなった。 
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議題５ コーデックス各部会におけるリスク分析方針の再検討 

コーデックス戦略計画2008-2013のActivity 2.1に従い、本部会は、各一般問題部

会（食品添加物部会、汚染物質部会、残留農薬部会、食品残留動物用医薬品部会及び

栄養･特殊用途食品部会）に適用されるリスク分析の原則と、リスク分析に関するコー

デックスの基本原則との間の一貫性の有無等について、コーデックス事務局が準備し

た文書を基に検討した。 

日本を含め複数の国の意見は、本検討作業の本来の目的は、リスク分析の適用その

ものの一貫性をみるためであり、コーデックス事務局が準備した文書に示されている

ような、項目の順番や様式など形式的な違いをみるためのものではないこと、リスク

管理者とリスク評価者の間の相互関係の強化を図るべきものであること、各部会が科

学的観点を考慮し作成した文書の形式については、柔軟性を有するべきであることな

どを指摘した。 

議論の結果、各部会に適用されるリスク分析の原則には一貫性があるとして、

Activity 2.1による作業を終了した。 

また、事務局が行ったレビューを各部会に送付することで合意した。今後、各部会

が同戦略計画のActivity2.2に基づき、個別のリスク分析方針のレビューを行う。 

 

議題６ “competent authority”の用語の定義 

 コーデックス文書において、定義無しに又は異なる定義を置いて用いられている 

“competent authority”との用語について、統一的な定義を作成することの利点など

について検討した。 

 

 ２０１０年２月に開催された第１８回食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS）に

おいて、当該用語の定義は不要との結論に至っていること、一般的に用いられる当該

用語の定義付けを行うことは、既存のコーデックス文書及び当該用語を使用する各国

政府の取組に影響を与えるため、留意する必要がある旨のオーストラリアからの意見

に我が国、EUを含め多くの国が同意した。 

 

 議論の結果、当該用語の統一的・一般的な定義を策定する利点はないとの見解で合

意した。 

 

議題７ 一般原則部会の付託事項（Terms of Reference）の修正案 

前回会合で「一般原則部会の付託事項」中の「受託(acceptance)」を含む文章全体
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を削除することが合意されたが、第３２回総会において、規格の経済的影響を吟味す

るメカニズムを部会の付託事項に残すべきとの意見が出されたことから、再度、今次

会合にて付託事項全体を検討することとなったもの。 

インド等いくつかの国が、経済的影響に関するステートメントを横断的かつ統一的

に検討するメカニズムの構築が必要であると主張したが、我が国を含めいくつかの国

は、「コーデックス手続きマニュアル」中のコーデックス規格作成手続きに関する規定

において、各ステップで経済的影響を適切に考慮して対処することが既に認められて

いることから、CCGPの付託事項にその点を残しておく必要はないと指摘した。 

議論の結果、①より正確になるよう第一文に加筆し、②各部会から提案される手続

きマニュアルに関する提案・修正案の検討及び承認、並びに総会に対する手続きマニ

ュアルの修正を自ら提案すること等、本来の業務を明確化し、③受諾に関する事項を

含んでいる第二文及び倫理規定の策定に関する最終文を削除することで合意した。 

経済的影響を吟味するメカニズムに関する記述を削除するか否かについては結論が

出ず、各国へ意見を求め、次回会合で引き続き検討することとなった。 

 

議題８ OIE とコーデックスの合同規格の策定についての討議文書 

前回会合で、OIE が提示した「動物生産に係る食品安全に関し、コーデックスとの

協力関係は既に存在するが、より連携を強固にするために OIE /コーデックス合同規

格を策定することを検討する提案」に対して、日本を含めた各国から、両者の協力関

係を強化することは非常に重要だが、両組織の規格策定の手続きが全く異なることか

ら、具体的な作業が提案されないと議論が難しい旨の意見が出された結果、コーデッ

クス事務局がOIE 事務局と調整し、手続き上の問題点も含め、合同規格策定の可能性

について討議文書を作成することとされたもの。しかし、討議文書が会議当日に配布

されたため、我が国を含めいくつかの国から、今次会合で中身に踏み込んだ議論をす

るのは難しいと指摘された。最終的に、当該討議文書を各国に回付して意見を求め、

次回会合で具体的に議論することになった。 

 

議題９ コーデックス会議の共同開催についての討議文書 

 第３２回総会及び第６４回執行委員会で、コーデックス会議の共同開催は、必ずし

も途上国の参加の増加を促していないが、一方で、開催国のキャパシティビルディン

グの観点からは有用であることが示され、コーデックス事務局が本件に関する討議文

書を作成し、今次会合で議論することとされていたもの。 

 

本会合は、討議文書に示されている「コーデックス会議の共同開催に関するガイド
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ラインの修正案」を一部修正し、第３３回総会での承認を諮ることで合意した。また、

共同開催に必要な手続きやタイムフレームなど有用な関連情報を掲載する事務局 web

ページの創設とその具体的内容についても合意した。 

 

議題１０ 文書の配布、報告書の長さ及び内容 

 第３２回総会において、①コーデックスの各会合の資料のタイムリーな配布（全て

のコーデックス言語で同じタイミングで作成）及び②会議の報告書の長さ及びその内

容に関し、チリが作成する討議文書に基づいて、今次会合で議論することとなってい

たもの。 

 各国から、①会議資料の翻訳と配布の遅延は、リソースと関連しており、具体的な

調査をすることが重要、②報告書の長さ及び内容については既に手続きマニュアルに

規定があること、③音声録音などは透明性を高めるための有用な手段となりうること

などの意見がだされた。 

会議資料の配布の遅延に関連し、実態を比較調査するのが適当ではないかと我が国

が提案したのに対し、コーデックス事務局は、今後の事象には対応できるが、過去の

配付状況を調査するのは困難である旨回答した。 

 議論の結果、本討議文書を２０１０年秋に開催が予定されているラテンアメリカ・

カリブ海地域調整部会で検討するとともに、その他の地域調整部会へも参考情報とし

て配布することが合意された。また、本件は次回会合で引き続き検討する事項である

ことが確認された。 

 

議題１１ 手続きマニュアルの構成及び体裁 

 手続きマニュアル第１９版の構成を変更し、索引を廃止したことが報告された。 

 

議題１２ その他の事項及び今後の作業 

（１） ステップ８で保留されたコーデックス規格案等 

コーデックス規格及び関連文書の策定に関する手続き規定の第５項には、総会は規

格案又は原案を最終採択せずにそのままステップ８に保留することができる旨の規定

があるが、その場合の具体的な条件や、その後、最終採択に向けて何をすべきかにつ

いてのガイダンスが存在しないことから、新規作業として、そうしたガイダンスを策

定する必要があると多くの国が指摘した。 

議論の結果、オランダとカナダを共同議長とする電子作業部会を設置し、①上述の

第５項に関連して現在起きている事象の調査結果と②リスク分析の原則に沿って規格

案又は原案が関連部会で策定されたにもかかわらず総会においてそれらがステップ８

に保留されている事象についての具体的記述を含んだ討議文書を作成して、次回会合

で議論することとなった。 
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（２） 経済的影響に関するステートメント 

マレーシアとブラジルが共同議長を務める電子作業部会を設置し、①個々の規格案

やその規定の経済的影響について各国が提出したステートメントを検証するメカニズ

ム案及び②それに関連する規定案、さらに、③各国が当該ステートメントを作成する

際の様式案を作成して次回会合で議論することとなった。 

 

議題１３ 次回会合の日程及び開催地 

第２７回会合は、２年後の２０１２年に開催することで合意した。なお、マリから

次回会合の共同開催国となる意志があることが表明された。 
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（参考） 

 

一般原則部会（CCGP）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 

食品の国際貿易における倫理規範の

改訂 

8 ・ 各国政府 

・ 第33回総会 

部会及び特別部会の議長向けガイド

ラインの改訂 

- 

 

・ 各国政府 

・ 第33回総会 

部会及び特別部会のホスト国向けガ

イドラインの改訂 

- ・ 各国政府 

・ 第33回総会 

「食品衛生部会に適用されるリスク

分析の原則及び手続き」原案 

- ・ 第33回総会 

「個別食品規格の様式」中の食品添加

物の項の修正案 

- ・ 第33回総会 

一般原則部会の付託事項（TOR）の修

正 

- ・ 各国政府 

・ 第27回CCGP 

コーデックスとOIEの合同規格 - ・ コーデックス事務局 

・ 各国政府 

・ 第27回CCGP 

ステップ8で保留されたコーデックス

規格案 

- ・ 電子作業部会 

・ 第27回CCGP 

経済的影響に関するステートメント

を検証するメカニズムと様式 

- ・ 電子作業部会 

・ 第27回CCGP 

文書の配布、報告書の長さ及び内容 - ・ 各地域調整部会 

・ 第27回CCGP 
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