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取組みをすれば良いのか分からず対応

に着手できていない事業者が散見されて

いるように思われます。現状の法改正スケ

ジュールでは、2020年6月1日に施行予定

ですが（図表１）、中小企業や海外から輸

入している事業者だと、数年間分の包材

を買い込んでいる場合があり、1年以内の

短い期間に対応できるか疑問が多いとこ

ろではあります。ただ、消費者目線で見る

はじめに

　2018年6月13日に食品衛生法の一部

を改正する法案が可決して以降、食品業

界はHACCP制度化等、非常に対応に

追われています。その中でも、「容器包装

のポジティブリスト導入」については、当初

の政省令案の公布が遅れていることもあ

り、焦りを感じている事業者や、どのような

と、容器包装、特に合成樹脂・プラスチッ

ク製品のものについて「成分が溶出して

いるのではないか」、「容器由来の成分を

食べ続けても問題はないのか」といった

不安の声は以前からあり、アメリカや中国

などの先進国ではポジティブリスト制はす

でに導入されています。加速するインバウ

ンドや2020年の東京オリンピック・パラリン

ピック、2025年の大阪万国博覧会等、国

包材のポジティブリスト化
食品に関連する産業全体へのインパクト

連載 第2回
衛生プロバイダーから見た包材ポジティブリスト化
への対応　〜成分分析と衛生監査〜
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図表１　改正食品衛生法政省令施行スケジュール



アイソス  No.264  2019年  11月号　　85

際化に合わせた対応をしなければならな

いのは避けられないことでしょう。

　さて、私は検査業務やJFS審査を行っ

ている、とある衛生プロバイダーに勤めて

いるものです。この立場から、分析機関の

包材分析やJFS等の食品安全マネジメ

ントシステムでの審査における目線につい

て、現状を記載させていただければと思

います。

包材成分分析の現状

　まず、食品衛生法第4条において、「器

具とは飲食器、割ぽう具その他食品又

は添加物の採取、製造、加工、調理、貯

蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供

され、かつ、食品又は添加物に直接接触

する機械、器具その他の物をいう」、「容

器包装は食品又は添加物を入れ、又は

包んでいる物で、食品又は添加物を授

受する場合そのままで引き渡すものをい

う」と規定されています。現在、容器包装

の規格基準は2つの法令で定められてお

り、１つは「乳及び乳製品の成分規格等

に関する省令（乳等省令）」の別表4にあ

る「乳等の器具若しくは容器包装又はこ

れらの原材料の規格及び製造方法の基

準」、もう一つは「食品、添加物等の規格

基準（厚生労働省告示第370号）」第3に

ある「器具及び容器包装」です。

　乳等省令の容器包装に関しては内容

物によって分類され、牛乳・クリームなどの

第1群、調整液状乳・発酵乳・乳飲料など

の第2群、調製粉乳の第3群としてそれぞ

れの規格基準があります。

　厚生労働省告示第370号 第3では

「A 器具若しくは容器包装又はこれら

の原材料一般の規格」にて、主に器具・

容器包装全般に関わる規格を定めてお

り、器具における銅、鉛、メッキ用スズ、ア

ンチモン、合成着色料、フタル酸ビス（2-

エチルヘキシル）の規制等が記載されて

います。「B 器具又は容器包装一般の

試験法」にて溶出試験の試験溶液調製

法、蒸発残留物試験法、過マンガン酸カ

リウム消費量試験法、強度等試験法、

添加剤試験法、モノマー試験法等が定

められています。そして、「D 器具若しく

は容器包装又はこれらの原材料の材質

別規格」第2項において、合成樹脂の規

格が定められています。一般規格のカドミ

ウム、鉛、重金属、過マンガン酸カリウム消

費量は全ての合成樹脂が対象となって

おり、フェノール樹脂・メラミン樹脂・ユリア

樹脂やポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレ

フタレート等、一部の合成樹脂成分は個

別規格が存在します（図表２）。また、一

部の業界団体では個別にポジティブリス

ト制を導入し、特定の樹脂成分に対して

規格基準や試験法を設けています（次

頁図表３）。

　では、分析機関はどのような対応をし

ているのかというと、取り組みたくても取

り組めていない状態というのが現状で

す。というのも、上記のようにすでに試験

法が定められている場合は、試験法に

則った分析又は、同等の検査精度を持

つ試験法で実施します。一方で、試験法

が定められていない成分に関しては、政

府もまだモニタリング方法を検討中とのこ

とで、アメリカのFDA（Food and Drug 

Administration）規格と呼ばれる連邦

食品医薬品化粧品法（ Federal Food, 

Drug, and Cosmetic Act, FFDCA）や

EUの総括規則Regulation (EC) No. 

1935/2004に基づいた材質や物質ごと

の規制といった、すでにポジティブリスト制

を取り入れている各国の取組みと整合

性を取りながら対応していくことになると

考えられます。

図表２　合成樹脂製器具・容器包装の規格
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ならないと要求されています。また、食品

安全方針や食品安全マネジメントシステム

の目標を法令・規制、顧客要求事項に食

品安全要求事項を満たす必要があるとさ

れています。つまり、今回のように法律が

改正された際、容器包材や器具が法律

に適合しているものかどうかを確認し、場

合によっては方針や目標等の修正を行う

必要があります。「7.4 コミュニケーション」

にて情報の取得方法の決定が要求され

ているため、方法に従い「容器包装事業

者」や「器具製造事業者」からポジティブ

リスト適合性の情報取得を行います。

　JFS-B規格の場合は、「FSM15購

買」として原材料、資材が適合するものか

要求されており、食品安全に問題ないこ

とを確認する必要があります（図表５）。

　また、「FSM16サプライヤーのパフォー

マンス」として、サプライヤーの評価をする

項目が要求されています。そのため、まず

私たちが審査目線で確認することは、「取

り扱っている容器包装や器具はどのよう

なものを使用しているか」ということ確認し

ます。食品事業者が「食品に対して安全

なものを使用しています」と答えたならば、

「どの基準に則ったものか」を確認し、改

正後の基準に適合しているものかどうか

を掘り下げて確認していきます。もちろん、

改正後の基準に適合していれば「〇」と

して判断できますが、そうでない場合はい

きなり「×」にすることはありません。先に

も記載しましたが、届出等の法的責務が

あるのが「容器包装製造事業者」「器具

製造事業者」になりますので、食品事業

者がどのように情報を集めるか、器具・包

材メーカーをどう評価するかがポイントにな

ります。適合しているかどうかの情報を集

めている最中であれば、いつまでに情報

を取得できるかを確認して経過観察を行

います。また器具・包材メーカーが情報を

提出しない、ポジティブリストに収録されて

いない成分を使用している等があった場

合を想定して、社内での取り決めがある

かどうかを確認します。つまり、①法改正

図表３　業界団体におけるポジティブリストについて

出典：「ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会　ポジティブリス
ト（概要）」より

食品安全マネジメントシステ
ム規格における包材ポジティ
ブリスト

　今後は食品安全マネジメントシステムで

の審査目線から、容器包装のポジティブリ

ストとの整合性をどのように見ていくかに

ついて、まずはそれぞれの容器包材に対

して規格がどのような要求をしているか

を見ていく必要があります。食品衛生法

の改正法案（2019年8月現在）では、第

18条第3項を新設し、「器具又は容器包

装には、成分の食品への溶出又は浸出

による公衆衛生に与える影響を考慮して

政令で定める材質の原材料であって、こ

れに含まれる物質（その物質が化学的に

変化して生成した物質を除く）について、

当該原材料を使用して製造される器具

若しくは容器包装に含有されることが許

容される量又は当該原材料を使用して

製造される器具若しくは容器包装から溶

出し、若しくは浸出して食品に混和するこ

とが許容される量が第一項の規格に定

められていないものは、使用してはならな

い。ただし、当該物質が人の健康を損な

うおそれのない量として厚生労働大臣が

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて

定める量を超えて溶出し、又は浸出して

食品に混和するおそれがないように器具

又は容器包装が加工されている場合（当

該物質が器具又は容器包装の食品に

接触する部分に使用される場合を除く。）

については、この限りでない」と規定され

ており、適合していることを確認し、各規

制当局への届出や食品事業者への適

合の旨の説明を「容器包装の製造事業

者」が行うこととされています。「容器包装

の製造事業者」は図表４の通りに規定さ

れています。器具については、器具のみ

ならず部品を製造する事業者も「器具製

造事業者」として対象となりますが、販売

事業者には届出の義務はありません。つ

まり、通常の食品事業者であれば、届出

の法的責任はありません。

　それでは、食品安全マネジメントシステ

ムとの関わり方を見ていきましょう。

　ISO 22000：2018の場合、「8.5.1.1　

原料、材料及び製品に接触する材料の

特性」にて法令・規制食品安全要求事

項が特定されることを確実にしなければ
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の情報やサプライヤーからの情報をどのよ

うに収集するか、②法律等の規制や規

則に容器包装や器具が適合しているか、

③容器包装や器具が不適合の場合の

対策は決めているのか（どこから購入する

等のルールが決められているか等）の3点

がルール、システムとして決められていたら

「〇」ということになります。ただし、こちら

も法施行前での暫定的な審査の方向性

になります。

おわりに

　今回は、いち衛生プロバイダーとして、

容器包装ポジティブリストへの対応につい

て、記載させていただきましたが、対応途

中とした内容になります。少しでもお読み

になられた皆様にとって、お役に立てまし

たなら幸いです。

　ところで、世界的に合成樹脂で問題

視されているのが「マイクロプラスチック」

等による環境汚染です。世界における

プラスチック生産量は2014年時点で3

億1,100万トンであり、陸上から海洋に流

出したプラスチックゴミ発生量は少なくと

も毎年800万トンになるといわれていま

す。その中でも「Single-use plastics: A 

roadmap for sustainability」（国連環

境計画、2018 年）によれば、プラスチック

容器のリサイクル率はわずか14％です。

その流れを踏まえ、日本では「プラスチッ

ク資源循環戦略」（令和元年5月31日策

定）を公表しております（次頁図表６）。

　また、同じ廃棄物の話題でいえば、

世界的な食品業界の動向として「食品

ロス」の問題が取り上げられています。

図表４　容器製造事業者の考え方｢案）

図表５　JFS-B規格のチェックリスト（抜粋）
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食品ロスは世界全体でいうと、食品製

造の3分の1に値する約13億トン、日本

国内でも600万トンを超えます。これは日

本人1人当たりに換算すると、毎日お茶

碗約1杯分（約136g）のご飯の量を捨

てていることになります。2015年国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals；

SDGs）」でも、「2030年までに小売・消費

レベルにおける世界全体の一人当たりの

食料の廃棄を半減させ、収穫後損失など

の生産・サプライチェーンにおける食品ロ

スを減少させる」という目標が設定されて

います。その一方で、世界には7億9500

万人の方が満足に食事できず、栄養失

調に陥っております。そしてアフリカでは、

今でも4人に1人が空腹のまま眠りについ

ています。また200万人の人が汚染され

た食品や水を飲食したことが原因で亡く

なっているといわれております。このような

問題への対策として「フードバンク（食料

銀行、まだ食べられるのに捨てられてしま

う食品を食べ物に困っている人に提供

する仕組み）」等の取組みが行われてい

ます。

　この機会に、事業者、個人問わず「持

続可能な社会のために何ができるか」

「廃棄物をへらすには」等を考えていた

だければ幸いです。
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とある衛生管理プロバイダーに入社後営業所配
属され、食品工場を中心に防虫防鼠や５S指導
といった実務を主体とした総合的衛生管理サ
ポートに取り組む。現在は食品衛生や感染症、
食品表示等の講習を行い、地域全体の食品衛
生の向上を目的として取り組む。


