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平成27年2月2日コーデックス連絡協議会用

36th 分析・サンプリング法部会

参考基礎資料

１．分析法関係

・Codexの分析法の分類

・クライテリアアプローチ

・分析法関係の議論

２. 国際食品貿易におけるサンプリング・検査の
の原則（GL83）
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内容
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サンプリングから分析開始までの流れ

サンプリング
(sampling)

(試料調製)

分析
(analysis)

対象ロット・サブロットからインクリメ
ントの採取⇒混合

一次試料 (primary sample)

二次試料 (sub-sample)

試験室試料 (laboratory sample)

測定用試料 (test sample)

測定試料 (test portion）
Eurachem UfS:2007
JIS K 0211: 2013  分析化学用語（基礎部門） 3

分析結果を得るのに必要な手順＝分析法

①試験室試料の一部を採
取（test portion）

分析したい化学物質が良く溶
ける溶媒を加え、粉砕し、よく
混ぜる

遠心分離機などで固体成分
を除く

②前処理
分析可能な化合物に変化させる

③分析機器に供する

目的の化学物質以外を大まかに除
去

濃縮、乾固

④計算・算出

（例）

4

例：ガスクロマトグラフ質量分析計
(GC/MS)など
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国際的に通用する分析データとは

• 妥当性確認された分析法を使用
いつでも、どこでも、だれが測定しても、 同じような結果が得

られる（分析値のバラツキが一定の範囲）ことが検証された
分析法

• 精度管理をしている分析機関で測定
内部精度管理、外部精度管理、第三者認定

※ そうでないと、紛争・裁判で勝てない。

科学的に分析結果の信頼性を保証できるシステムが不可欠

5

• ISO/IEC 17025 への適合

• 食品分析の適切な技能試験に参加

• 妥当性確認された分析法が使用可能な場合、
それを使用

• 内部の精度管理（QC）を行っていること

CAC/GL 27-1997
Guidelines for the Assessment of the Competence of Testing Laboratories 
Involved in the Import and Export Control of Food

分析機関の要件（コーデックスのガイドライン）

6
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CODEX STAN 234

7

コーデックスの分析法規格

Type I   Defining Methods

Codex における分析法の分類

Principle for Establishment of Codex Methods of Analysis

Type II Reference Methods

8

分析法の定義自体により分析値を決定づける

一つのマトリックス/アナライトについて１分析法のみ承認

例：水分の分析法（常圧、○℃で、○時間加熱した減量）
特定の変換係数を用いて計算

紛争や校正のために使用される参照法
Type III 法から１つ選択。 Type I 法がある場合は採用 されない。

一つのマトリックス/アナライトについて１分析法のみ承認



5

Codex における分析法分類 （続き）

Principle for Establishment of Codex Methods of Analysis

Type III. Alternative Approved Methods

Type IV. Tentative Methods

9

 Codexの規準に適合している分析法

（複数試験室での妥当性確認がされている）

 管理、検査、規制のための分析に用いられる

 複数の方法を承認可能

 従来使われていた分析法、最近開発された分析法

 Codexの分析法の性能規準に適合するかデータが不足

（複数試験室で妥当性確認がされていない）

クライテリア アプローチ
（Criteria approach)

• 化学物質の分析について、ある特定の分析法自体
を指定するのでなく、望ましい分析法の性能規準
（criteria）を設定

→ 分析者は規準に合う分析法を自由に選択

※ ただし、規準は全く自由に設定できるというわけでは
ない。（妥当性確認されている既存の分析法のデータ
等を参照し、分析法を規準に翻訳する）

10
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コーデックス委員会は分析法の
クライテリアについてガイドラインを作成

<Procedural Manual>

Working Instructions for the Implementation of the 
Criteria Approach in Codex

Guidelines for Establishing Numeric Values for 
Method Criteria and/or Assessing Methods for 
Compliance Thereof

（参考）

11

分析法の性能に関するガイドライン値（Codex）

Ratio 濃度
LOD

(≤ mg/kg)
LOQ

(≤ mg/kg)
RSDR

（≤％）
回収率
（％）

10-1 10% (100 g/kg) 10000 20000 6 98-102

10-2 1% (10 g/kg) 1000 2000 8 97-103

10-3 0.1% (1 g/kg) 100 200 12 95-105

10-4 100 mg/kg 10 20 16 90-107

10-5 10 mg/kg 1 2 22 80-110

10-6 1 mg/kg 0.1 0.2 32 80-110

10-7 0.1 mg/kg 0.01 0.02 44 80-110

10-8 0.01 mg/kg 0.002 0.004 44 60-115

10-9 0.001 mg/kg 0.0002 0.0004 44 40-120

Codex Procedural Manual,22nd ed., pp 67-80 12

（参考）
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分析法をクライテリアで規定している例

※EUが PAH （BaP, BaA, BbFL, CHR) の分析法に求める条件

(Commission Regulation (EC) No 836/2011) 13

パラメーター コメント

Applicability（適用性） EC）No1881/2006 の食品

Specificity（特異性） マトリックスによらない

Repeatabiliy (RSDr) HORRATr < 2

Reproducibility (RSDR) HORRATR < 2

Recovery（回収率） 50～120%

LOD(検出限界) 0.3 g/kg 以下

LOQ(定量限界) 0.9 g/kg 以下

PAHの基準値が設定されている食品の例

(Commission Regulation (EC) No 420/2011) 14

（参考）

油脂（ココアバター以外）

肉類燻製品

魚類燻製品

魚類（燻製以外）

甲殻類

頭足類

二枚貝

穀類加工品

乳児用食品
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新規作業とするかどうか議論

15

 Type I分析法との同等性確認のための手順/ガイドラインの
作成 （eWG議長：米国）

Type I 分析法にも様々なタイプのものが存在。
2つの分析法を同等とみなす具体的な規準を設定できる？

 分析対象物質が複数存在し総量を求める分析法についての
クライテリアアプローチの適用 （eWG議長：英国）

各成分に、一律の性能要件を規定する？
毒性が強い成分は、LOD, LOQ等を厳しく設定する？

貝毒、ダイオキシン、総アフラトキシンなど

３ 国際食品貿易におけるサンプリング
及び検査の原則（GL83）

16
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ガイドラインの構成

１，緒言（Introduction）
２．範囲（Scope）
３．定義（Definitions）
４．原則（Principles）

原則１～原則７

５．参考文献（Bibriography）

※各原則の説明が追加される予定

付属文書（Annex）として、サンプリングの事例を
検討

17

１．緒言（Introduction）

 サンプリング・検査をする際は、科学に基づき、国際
的に合意された原則に従う必要。

・サンプリングに関するガイドライン（CAC/GL50）

・コーデックス分析法（STAN-234）の使用検討

 本原則は、「食品輸入管理システムのためのガイドラ
イン（CAC/GL47-2003）」及び「政府が適用する食品

安全に関するリスクアナリシスの作業原則
（CAC/GL62-2007)」と一緒に使用する。

18
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２．範囲（Scope）

 政府(government)向けのガイドライン

 貿易される食品が特定の仕様に適合して
いるかどうか決定するための科学的基礎

 紛争を防ぐことにもつながる

19

（参考）
「その他の関係者(other interested parties)」
（食品事業者等）も対象者に加えられる予定

３．定義（Definitions）

用語の定義

20

 検査（Testing）

 検査手順（Testing procedure）

 サンプリング手順（Sampling procedure）

サンプルのある特定の特徴を試験する過程（process)

検査に関連した作業上の要求/指示。（分析用の）サン
プル調製と、サンプルの特性を知るための分析法。

あるサンプリングプランの使用に関連した作業上の要求
/指示。ロット又はコンサインメントから、サンプルの選択、
抜取、試験室への輸送について予め計画した方法。
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サンプリングに関連する用語

 サンプリング手順（Sampling procedure）

 サンプリング（Sampling）：サンプルを抜き取る又はサ
ンプルを構成すること。

サンプリングの具体的な方法・手順のこと

（使用器具、ロットの分割の方法、検体番号割り当て、
容器包装、分析機関への送付方法など）

ロットから抜き取るサンプルの大きさ（数・量）と合否
判定基準の組み合わせのこと

 サンプリングプラン（Sampling plan）

21

（参考）

サンプリングに関する用語 （続き）

• コンサインメント（Consignment）
一時に受け渡される荷全体。

複数のロットから成る場合も、またロットの一
部分のこともある

例1：船の船倉ごとに別の産地のものが積まれていれば、コン
サインメントは複数のロットから成る。

例2：大産地で同時期に収穫された同一ロットの作物が、複数
の船に分割されて船積みされた場合、コンサインメントは、
ロットの一部分となる。

22

（参考）
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例：ロットサイズ1300、合格品質水準（AQL）が2.5％の なみ検査

ロットから125個 （n=125）抜き取った各検体を分析し、不適合品が7個以
内であれば当該ロットを合格とする。

1201-
1320

n
AQL=0.65 の c
AQL=2.5 の c
AQL=6.5 の c

20
1
1
3

125
2
7

14

200
2
8

18

サンプリングプランの例 （計数型）

ロット
サイズ

ゆるい検査
Reduced

なみ検査
Normal

きつい検査
Tightened

2-8 n
AQL=0.65 の c
AQL=2.5 の c
AQL=6.5 の c

2
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

（参考） General guidelines on sampling (CAC/GL 50-2004)

・
・
・

23

（参考）

４．原則（Principles） その①

原則１： 透明性確保と取引開始前の合意

取引開始前や輸入検査プログラムの導入又は改訂
の際には、関係者は、コーデックスの基準又は輸入国
の基準に適合するかどうか評価するために用いられる
予定のサンプリング及び検査手順（sampling and
testing procedure）について合意に至るべき。

この事前合意では、紛争（Dispute）の際に用いるサ
ンプリング及び検査の手順についても決めておくべき。

24
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25

（参考）
合意に望まれること

 誤って受け入れたり誤って拒否したりする確率を、輸
出者と輸入者の間で公平な水準に保つこと

 将来の紛争を予防するための、結果の判定規準

• 合否判定の方法（サンプリングプラン）（例：CAC/GL50-2004)
• 生産ロットと検体との紐付け方法

• ロットが均質であるとして適合性評価する場合の、均質性の
判定方法

• 分析法（分析法の性能要件）
• 回収率補正をするか否か
• 紛争解決の手順（例：CAC/GL70-2009)
• 輸出国と輸入国の情報交換の方法（CAC/GL25-1997)

４．原則（Principles） その②

原則２： 製品の評価手順の要素

食品が基準に適合しているかを評価するために用ら
れるサンプリング及び検査は次の 3要素から成り、評
価手順が選択される際には 3 要素全てが検討される
べき。

 サンプリングプランに則った、ロット又はコンサインメントからのサ
ンプルの採取

 検査結果を得るための、採取されたサンプルの試験
（examination）又は分析（analysis） （サンプル調製及び検査法）

 得られた検査結果を用いて（適合性評価の結果の）決定
（decision）に至る上での規準（Criteria）

26
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４．原則（Principles） その③

原則３： 誤った決定の確率

食品がサンプリングされ検査される際には、常に、
ロット又はコンサインメントを誤って受け入れたり誤って
拒否したりする確率があり、この誤った決定の確率を
完全に排除することは出来ない。

誤った決定の確率は、数値的に評価されコントロール
されるべき。そのために、可能であれば国際的に認め
られた方法論を用いるべき。

27

誤って受け入れたり誤って拒否したりする確率
probabilities of wrongly accepting or wrongly 
rejecting a lot or consignment

生産者危険 （Producer’s Risk)
本当は合格するはずの品質の高いロットであるのに、「不合
格」としてしまう確率 。

疑陽性（False positive） 、第１種の過誤、α error 。

消費者危険 （Consumer’s Risk) ：
合格させたくない品質の悪いロットであるのに、「合格」とし
てしまう確率。

偽陰性（False negative）、第二種過誤、 β error 。

⇒ 次の２つの用語を意味

28
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OC曲線と 生産者危険（α）、消費者危険（β）

合格品質水準（AQL）

合格させたいロットの不
良率の上限

（これ以上の品質でな
ければ不合格となる確
率（生産者危険）が大き
くなる限界）
⇒ 不良率がAQLより

小さいとき合格

限界品質（LQ）

（不合格としたいロットの不良率
の下限）
⇒ 不良率がLQより大きい時不

合格

AQL LQ

生産者危険α
合格するはずの品質の高
いロットを不合格としてし
まう確率

消費者危険β
合格させたくない品質の悪
いロットを合格としてしまう確
率

図： NECエレクトロニクス 品質信頼性ハンドブック 29

穀物中のかび毒のサンプリングプランの検討例

ロ
ッ
ト
の
合
格
の
確
率

基準値に対し、生産者危険及び消費者危険を考慮して、
データに基づいて、抜取数、一回の抜き取り当たりの採取重量等を検討

ロット中のかび毒の濃度 C [mg/kg]

30
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31

（参考）

 食品成分の場合と、有害化学物質・有害微生物
の場合では、管理水準が異なるはず。

例
食品成分の場合： AQL 2.5%、6.5%
有害化学物質・微生物の場合： AQL 0.1％、0.65%

 輸出国側の管理（HACCP, GMP等）を考慮できる
かもしれない

 検査システムの同等性を確認（参考：CAC/GL-
34）していれば、ゆるい検査でよいかもしれない

４．原則（Principles） その④

原則４: 適切なサンプリング及び検査手順の
選択

選択されるサンプリング及び検査の手順は、

‐既存のコーデックス規格を考慮し、科学に基づいた
ものであるべき

‐サンプリングされ検査される食品品目及びロット又
はコンサインメントに適したものであるべき

‐目的に適合したものであり、一貫性をもって適用さ
れるべき

32
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（続き）

サンプリング及び検査の手順の選択は、

‐コスト、評価の所要時間、ロット又はコンサインメント
へ近づくことができるかなど、実行可能性を考慮す
るべき。また、基準に適合しないロット又はコンサイ
ンメントの受け入れ確率が高くなり過ぎないようにす
るべき。

‐ロット又はコンサインメントの中のバラツキを考慮す
るべき。

33

ISO 2859 計数値検査に対する抜取検査手順
ISO 3951 計量値検査のための抜取検査手順
ISO 10725:2000 バルクマテリアルに対する抜取

検査方式及び手順

（参考）
既存のサンプリングガイドライン

 一般ガイドライン（CAC/GL50-2004）

 残留農薬の場合（CAC/GL33-1999）

 ISO規格

特に、ロットが不均一(non-homogeneous)な場合、適切
なサンプリングについて関係者が予め合意する必要

34
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４．原則（Principles） その⑤

原則５： 分析に起因する測定値の不確かさ

製品の評価手順の選択は、分析に起因する測定値
の不確かさ（analytical measurement uncertainty）

及び分析に起因する測定値の不確かさが意味するこ
と（its implications）を考慮するべき。

35

（参考）
測定値の不確かさに関連するコーデックスガイドライン
 一般 ⇒ CAC/GL54-2004
 残留農薬分野 ⇒ CAC/GL59-2006

測定の不確かさ

• 分析結果は x ± U （拡張不確かさ）の形で報告

(x: 分析値、U：拡張不確かさ) 
(U = 2u、 u: 標準不確かさ)

（参考）

Guidelines on Measurement Uncertainty (CAC/GL 54-2004)

標準不確かさの2倍を「拡張不確かさ」とする

36
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分析結果と基準値との関係

例えば
基準値

分析値から不
確かさを引い
ても基準値を
上回る

分析値から
不確かさを引
くと基準値を
下回る

分析値に不
確かさを足す
と基準値を上
回る

分析値に不
確かさを足し
ても基準値
を下回る

分析値
＋U 

－U 

（参考） Guidelines on Measurement Uncertainty (CAC/GL 54-2004)

i） ii） iii） iv）

37

４．原則（Principles） その⑥

原則６： 目的への適合性

サンプリングと試験の手順が、誤ってロットあるいはコ
ンサインメントを受け入れるもしくは拒否する許容でき
る確率を有し、適切な決定基準と共に使われるので
あれば、それらは対象とする製品評価の目的に適し
ている。

38
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（参考）

コーデックス委員会は、輸出入規制に関与する試験
所の信頼性確保のため以下を採択。

 試験所の能力評価に関するガイドライン
（CAC/GL27-1997）

 試験所の信頼性確保のためのガイドライン
（CAC/GL28-1995, rev 1997）を採択している。

 化学分析試験所の内部品質管理に関するガイドラ
イン（CAC/GL65-1997）

・ISO/IEC 17025 への適合
・内部品質管理に関する国際ハーモナイズドガイドライン
・技能試験への参加
・妥当性確認された分析法の使用 39

（想定される議論）

①受入あるいは拒否について、許容できる確率
について事例を入れる？ 事例は適切？

＜例＞
 AQL 0.1% は、食品成分（例 ホエイ中の脂肪）の場合

は、生産者にとって、コスト的に達成が困難であり、適
切ではない

 AQL 6.5% は、食品安全上の危害要因（有害化学物

質、有害微生物）について、消費者保護の観点から適
切でない

40
②予防的行動について記述を入れる？
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４．原則（Principles） その⑦

原則７： 手順の見直し

サンプリング及び検査の手順は、最新の科学的知見
や情報に基づいて定期的に見直さなければならない。

41

（参考）
ISO/IEC 17025 は、定期的なレビューを要求（改善
を含む）。

（参考）
分析・サンプリング法部会について

42
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「コーデックス委員会分析・サンプリング法部会」の略

Codex Committee on Method of Analysis and Sampling

CCMAS

 コーデックス委員会の一般問題部会の一つ

①分析法及びサンプリング法に関する共通ガイドライン
の策定

②各部会から提出された分析法条項の承認

等を担当

毎年1回開催、議長国ハンガリー
43

コーデックス委員会の組織図 (2013年8月現在）

コーデックス総会 (CAC)

執行委員会 (CCEXEC) 事務局

一般問題部会
（10部会）

個別食品部会
（12部会）

特別部会
（現在設置なし）

地域調整部会
（6部会）
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一般問題部会（10部会）

• 一般原則 (CCGP) （フランス）
• 食品添加物 (CCFA) （中国）
• 汚染物質 (CCCF) （オランダ）
• 食品衛生 (CCFH) （米国）
• 食品表示 (CCFL) （カナダ）
• 分析・サンプリング法 (CCMAS) （ハンガリー）
• 残留農薬 (CCPR) （中国）
• 食品残留動物用医薬品 (CCRVDF) （米国）
• 食品輸出入検査・認証制度 (CCFICS) （豪州）
• 栄養・特殊用途食品 (CCNFSDU) （ドイツ）

※ 括弧内は議長国。
45

個別食品部会（12部会）

活動中の６部会

• 加工果実・野菜 (CCPFV) （米国）

• 油脂 (CCFO) （マレーシア）

• 魚類・水産製品 (CCFFP) （ノルウェー）

• 生鮮果実・野菜 (CCFFV) （メキシコ）

• 糖類 (CCS) （コロンビア）

• スパイス・料理用ハーブ(CCSCH)（インド）

休止中の６部会

• ココア製品、チョコレート
• 食肉衛生
• 穀物、豆類
• 植物タンパク質
• ナチュラル
ミネラルウォーター

• 乳・乳製品

※ 括弧内は議長国
46
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CCMASが策定した規格・ガイドライン等の例

コーデックス委員会における分析及びサンプリング法の規格設
定に関する原則（手続きマニュアル）

 推奨する分析・サンプリング法（CODEX STAN234-1999）
 分析用語に関するガイドライン（CAC/GL70-2009）
 サンプリングに関するガイドライン（CAC/GL50-2004）

 食品の輸出入規制にかかわる試験所の能力評価に関する
ガイドライン（CAC/GL27-1997）

 測定の不確かさの推定に関するガイドライン（CAC/GL54-
2004）

 分析（試験）結果をめぐる紛争解決に関するガイドライン
（CAC/GL70-2009）

 国際食品貿易におけるサンプリング及び検査の原則
（CAC/GL83-2013）
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コーデックス委員会に関するさらなる情報

http://www.codexalimentarius.org/

http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/index.html

農林水産省のホームページ

コーデックス委員会のホームページ
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