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FAO / WHO合同食品規格計画 

第 5回汚染物質部会（CCCF） 

日時 ： 2011年 3月 21日（月）～3月 25日（金） 

場所 ： ハーグ（オランダ） 

 

仮 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/タスクフォースからの付託事項 

３．(a) FAO及びWHO（JECFAを含む）からの関心事項 

３．（b） その他国際機関からの関心事項 

４．  
核果蒸留酒中のエチルカーバメート低減のための実施規範原案（ステ

ップ 4） 

５． 
食品中のメラミンの最大基準値原案（液体乳幼児用調製乳）（ステップ

4） 

６． 
穀物及びその加工品中のデオキシニバレノール（DON）及びそのアセ

チル化体に関する最大基準値原案（ステップ 4） 

７． 乾燥イチジク中の総アフラトキシンの最大基準値原案（ステップ 4） 

８． GSCTFFの修正 

９．(a) ソルガム中のカビ毒に関する討議文書 

９．（b） コメ中のヒ素に関する討議文書 

９．（c） 
新たな手法に基づくリスク評価を踏まえたリスク管理オプションにつ

いてのガイダンスに関する討議文書 

９．（d） ココア中のオクラトキシン Aに関する討議文書 

９．（e） 食品中のフランに関する討議文書 

９．（f） 食品中及び飼料中のピロリジジンアルカロイドに関する討議文書 

１０． 
ナチュラルミネラルウォーターの改訂規格における特定の物質につい

ての健康関連の基準規定の承認 

１１． JECFAによる汚染物質及び自然毒の優先評価リスト 

１２． その他の事項及び今後の作業 

１３． 次回会合の開催日程及び開催地 

１４． 報告書の採択 
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第 5回汚染物質部会（CCCF）の主な検討議題 

日時：2011年 3月 21日（月）～3月 25日（金） 

場所：ハーグ（オランダ） 

 

主要議題の検討内容 

 

議題 4 核果蒸留酒中のエチルカーバメート低減のための実施規範原案（ステップ 4） 

核果蒸留酒においてエチルカーバメートは、原料である核果に由来する青酸グリコシド

が醸造中に酵素分解され青酸を生じ、これが蒸留により濃縮され、さらに酸化、エタノー

ルとの反応を経て生成することが知られている。したがって、エチルカーバメート低減の

ためにはその前駆物質である青酸の生成・混入防止及び適切な貯蔵（光暴露の防止等）の

実施が重要である。 

前回部会においては、青酸の混入防止に有効とされる銅剤の添加について高度に専門

的・技術的なコメントが寄せられるなどしたため、原案をすべて討議することが困難であ

ったことから、ステップ 3 に差し戻し、電子作業部会（議長国：ドイツ）を設置して修正

原案を作成することで合意された。 

電子作業部会が作成した修正原案では、上記指摘に対し適切な修正がなされており、か

つ、我が国が前回部会で、真に有効な実施規範を策定するとの観点から主張した事項（①

規範の適用範囲を明確化すること、②効果や実現可能性に即して、また、関係法令への適

合性を踏まえて手段を選択すること）が維持されていることから、原案を支持することと

し、今次会合で最終採択に向けた合意が得られるよう適切に対応したい。 

 

議題 5 食品中のメラミンの最大基準値原案（液体乳幼児用調製乳）（ステップ 4） 

前回部会において、非意図的な、やむを得ない食品及び飼料中へのメラミンの混入に対

して、「乳児用調製粉乳については 1 mg/kg、その他の食品及び飼料については 2.5 mg/kg」

とする最大基準値原案をステップ 5/8で総会に最終採択を諮ることで合意され、第 33回総

会において提案どおり採択された。 

一方、前回部会において、多くの国が液体の乳幼児用調製乳（liquid infant formula）につ

いては、0.5 mg/kgとする提案を支持したことから、この原案についてステップ 3で回付し、

今次会合で議論することで合意された。我が国においては、液体の乳幼児用調製乳の流通

実態はないが、乳児用調製粉乳の最大基準値を考慮し、液体乳について科学的に妥当な最

大基準値が設定されるよう適切に対応したい。 

 

議題 6 穀物及びその加工品中のデオキシニバレノール（DON）及びそのアセチル化体に

関する最大基準値原案（ステップ 4） 

 第 33 回総会において、穀物及びその加工品中のデオキシニバレノール（DON）及びそ

のアセチル化体に関する最大基準値の設定に係る新規作業が承認された。 

 電子作業部会（議長国：カナダ）が作成した討議文書案では、「未加工の小麦、大麦及び

とうもろこしについて 2 mg/kg、小麦、大麦及びとうもろこしを原料とする食品（乳幼児用

食品を除く）について 1 mg/kg、穀類を原料とする乳幼児用食品について 0.5 mg/kg」とす



 

 2

る DONの最大基準値原案が提案された。なお、第 72回 JECFAにおいて、DONのアセチ

ル化体を含めたグループ暫定最大耐容一日摂取量（PMTDI）が設定されたが、本討議文書

案では、アセチル化体の毒性や含有実態に関する情報が限られており、一般的に穀類中の

アセチル化体の含有量は DON よりも低いことから、現時点では最大基準値に含めないこ

とが提案された。 

 討議文書案に対して、我が国は、提案された最大基準値原案の科学的根拠が不明確であ

ることから、①食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格

（GSCTFF）等のコーデックスの原則や科学的なデータに基づいて検討すべき、②第 72回

JECFAにおいてグループ PMTDI以外に急性参照用量（ARfD）が設定されたことから、こ

れに対し最大基準値原案が妥当なものとなっているかどうかを確認するために、97.5 パー

センタイルの食品消費量に関する情報を明らかにすべき、とのコメントを提出した。現時

点では、原案及び討議文書は未回付であるが、これらの点を考慮した検討が行われるよう

適切に対応したい。 

 

議題 7 乾燥イチジク中の総アフラトキシンの最大基準値原案（ステップ 4） 

第 33回総会において、乾燥イチジク中の総アフラトキシンに関する最大基準値の設定に

係る新規作業が承認された。 

電子作業部会（議長国：トルコ）が作成した討議文書では、「直接消費用乾燥イチジク中

の総アフラトキシンの最大基準値を 10 µg/kg」とする原案が提案されている。第 68回 JECFA

の評価において、乾燥イチジクによるアフラトキシンの摂取寄与は 0.3％と低く、最大基準

値設定によるアフラトキシン暴露量の低減効果はほとんどないものと考えられるが、合理

的に達成可能な範囲でできる限り低くする“As low as reasonably achievable（ALARA）の原

則”の考え方に則り、適切な最大基準値が設定されるよう対応したい。 

 

議題 8  GSCTFFの修正 

前回部会において、①最大基準値を検討する食品・飼料に関する記述を明確化すること、

②GSCTFF内の Schedule1に掲載されている最大基準値を点検すること、③必要に応じて最

大基準値が適用される食品・飼料に関する記述を明確化することについて、電子作業部会

（議長国：EU）を設置して検討を行うことが合意された。また、本部会での議論や決定（最

大基準値を設定しない決定を含む）の背景を知る上で、経緯等を掲載した文書が有用であ

ることが確認され、引き続き、オランダと日本が当該文書のアップデート作業を行った。 

 

議題 9(a) ソルガム中のカビ毒に関する討議文書 

前回部会において、チュニジアが討議文書を用意することになっていたが提出されず、

議論の結果、スーダンがチュニジアの作業を引き継ぎ、会期内に行われた非公式会合（ス

ーダン主催）での議論も考慮し、ソルガムを汚染するカビ毒及び産生菌とそのソルガムの

汚染実態に焦点を当てた討議文書を次回会合までに準備することで合意された。 

我が国も上記の作業が科学的なデータに基づいて適切に進められるよう、関連するデー

タを提供したところ。 
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議題 9(b) コメ中のヒ素に関する討議文書 

前回部会において、コメ中のヒ素の最大基準値設定の実行可能性に関する討議文書を作

成するための電子作業部会（議長国：中国）を設置することが合意された。 
これに対して我が国は、①最大基準値の設定だけでなく、低減措置についても議論すべ

きであること、②ヒ素について議論するにあたっては、妥当性が確認された分析方法及び

認証標準物質の存在並びに毒性に関する知見を考慮しつつ、基準値の適用対象とするヒ素

の分子種を明確にすべきであることを提案した。その結果、電子作業部会は、討議文書を

作成する際上記事項を考慮し、最大基準値設定のみではなく、低減措置も含めたリスク管

理オプションについて取りまとめることとなっている。提案した方針で文書が作成される

よう、適切に対応したい。 
 

議題 9(c) 新たな手法に基づくリスク評価を踏まえたリスク管理オプションについてのガ

イダンスに関する討議文書 

第 72回 JECFAにおける無機ヒ素の評価に関連し、これまでの暫定耐容週間摂取量（PTWI）

が取り下げられ、新たなリスク評価手法としてベンチマーク用量の 95％信頼下限値（BMDL）

が用いられたことを受け、前回部会において、新たな手法に基づくリスク評価結果を踏ま

えたリスク管理オプション検討のためのガイダンス策定に向け、電子作業部会（議長国：

米国）を設置し、討議文書を作成することで合意された。 

電子作業部会が作成した討議文書案では、BMDL等のリスク評価のアプローチに関して

も詳述されているが、本ガイダンスが、リスク評価の結果に基づきどのようなリスク管理

措置をとり得るのかという点について適切な選択肢を示すことに焦点を絞ったものになる

よう、適切に対応したい。 

 

議題 9(d) ココア中のオクラトキシン Aに関する討議文書 

本件は第 2 回部会で一度作業を中断したものであるが、前回部会において、新たなデー

タが利用可能となったことからブラジルより提案され、電子作業部会（議長国：ガーナ、

共同議長国：ブラジル）を設置し、ココア中のオクラトキシン A低減のための実施規範の

策定の是非を検討するために、ココア中のオクラトキシン産生菌及びオクラトキシン Aに

関する討議文書を作成することで合意された。 

電子作業部会が作成した討議文書では、ココアによるオクラトキシン Aの摂取寄与は低

いものの、乳幼児及び小児におけるトータルダイエットスタディの知見が不足しているこ

と、ココアの主要な汚染部位は摂食されない殻の部分であることなどから、引き続き、コ

コア中のオクラトキシン Aに関する調査研究を推進し、実施規範は将来検討されうるとさ

れており、基本的に討議文書の方針を支持する方向で対応したい。 

 

議題 9(e) 食品中のフランに関する討議文書 

前回部会において、第 72 回 JECFA の評価結果を踏まえて米国より提案され、電子作業

部会（議長国：米国）を設置し、将来の食品中のフラン低減のための実施規範の作成を念

頭に、暴露評価、毒性評価、低減技術等の情報を含む討議文書を作成することで合意され

た。 

電子作業部会が作成した討議文書では、現時点では食品中のフラン低減に有効な技術開
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発に成功しておらず、消費段階での食品調理に関する調査研究に焦点があてられているこ

とから、実施規範の作成は時期尚早であると結論され、実施規範の検討に必要な各種調査

研究の実施が推奨されている。また、いくつかの消費段階におけるフラン低減に関する知

見については、将来的に実施規範において消費者教育のセクションで検討することが提案

されている他、それとは独立して各国政府が消費者向けの助言として活用できることが述

べられている。我が国としても、この方針を支持する方向で対応するとともに、今後、必

要な調査研究を進めていくこととする。。 

 

議題 9(f) 食品中及び飼料中のピロリジジンアルカロイドに関する討議文書 

前回部会において、EUより、ピロリジジンアルカロイドは植物の二次代謝物として産生

される自然毒素であり、毒性が強くヒトの健康に影響を及ぼし得ることから、特に牛乳や

蜂蜜においては重要な問題であることが紹介され、電子作業部会（議長国：オランダ）を

設置し、毒性、分析法、植物、食品及び飼料中の含有濃度、飼料から食品への移行を含む

討議文書を作成することで合意された。 

電子作業部会が作成した討議文書案では、リスク管理のオプションとして、汚染の防止・

低減のための実施規範の策定又は最大基準値の設定が提案されているが、リスク管理措置

の必要性については、JECFAにリスク評価を依頼し、その結果を踏まえて検討すべきとの

立場で、適切に対応したい。 

 

議題 10 ナチュラルミネラルウォーターの改訂規格における特定の物質についての健康

関連の基準規定の承認 

前回部会において、第 31回総会で暫定採択されたナチュラルミネラルウォーターの改訂

規格（CODEX STAN 108-1981）の「セクション 3 組成と品質関連事項; 3.2特定の物質につ

いての健康関連の基準」中、定量限界未満とされた界面活性剤、農薬及び PCB 類、鉱油、

多環芳香族炭化水素（PAH）について、第 31 回分析・サンプリング法部会（CCMAS）に

おいて分析法が決定されたことを受け、当該基準値について最終的に本部会として採択す

るかどうか、また、これらの物質群を GSCTFFに組み込むかどうかについて議論された。 

その結果、電子作業部会（議長国：米国）を設置し、①安全性の基準と品質の基準を区

別するためのクライテリアの作成、②3.2の条項中、前記クライテリアに基づき安全性の基

準とみなす物質の特定、③界面活性剤、農薬及び PCB類、鉱油、PAHに関して、これらの

物質群、あるいは、物質群の中の特定の物質に対する、より適切な最大基準値の検討、④

3.2 の条項内で安全性の基準とされたもの全てを GSCTFF に組み入れるのか、ナチュラル

ミネラルウォーターの規格に残すかどうかの検討（共同議長国：オランダ）を行うことで

合意された。基本的に本部会が安全の観点から承認した物質は汚染物質に該当するもので

あり、GSCTFFに組み入れるべきとの立場で適切に対応したい。 

 

議題 11 JECFAによる汚染物質及び自然毒の優先評価リスト 

 前回部会において、3-MCPD エステル、フモニシン、青酸グリコシドが優先評価物質と

して決定され、特に 3-MCPDエステルとフモニシンは最優先事項とされた。優先評価リス

トに掲げられた物質に関する我が国におけるサーベイランスの実施状況等について適宜情

報提供するとともに、情報収集に努める。 
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