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対訳米国農務省コーデックス最新情報 
（高瀬波佐人） 

Request for Comments コメントのリクエスト 
Committee on Contaminants in Foods 
(CCCF) 
 
Lead: The Codex Secretariat has issued 
a Circular Letter (CL 2017/23-CF) 
requesting comments at Steps 3 and 6 on 
the Proposed Draft and Draft Revised 
Maximum Levels for Lead in Selected 
Fruits and Vegetables (Fresh and 
Processed) and Other Selected Food 
Categories in the General Standard for 
Contaminants and Toxins in Food and 
Feed (CODEX STAN 193-1995). The CL 
is currently available in English, French 
and Spanish on the Codex Website at the 
following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If 
you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response 
to this CL, please send your comments to 
Doreen Chen-Moulec of the U.S. Codex 
Office (doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov) 
as soon as possible. Other Countries and 
Observers should send their comments 
via their Codex Contact Points to the 
Codex Contact Point of The Netherlands 
(info@codexalimentarius.nl) with a copy 
to the Codex Secretariat (codex@fao.org) 
by March 20, 2017. 
 

食品中の汚染物質委員会（CCCF） 
 
鉛：コーデックス事務局は、選択された果

物と野菜（生鮮品および加工品）および他

の選択された食品（食品および飼料中の汚
染物質および毒素に関する一般的な基準の
分類に当てはまるもの（CODEX STAN 
193-1995））について、鉛の修正された最

大許容レベルのドラフトについて記述され

た Circular Letter（CL 2017 / 23-CF）を

作成し、ステップ 3 および 6 についてのコ

メントを受け付けています。 CL は現在、

Codex ウェブサイト

（http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の

英語、フランス語、スペイン語で利用可能

です。 この CL へのコメントを希望する場

合は、できるだけ早く米国コーデックスオ

フィスの Doreen Chen-Moulec
（doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov）に

ご意見をお寄せください。 他の国々および

オブザーバーは、コーデックスのコンタク

トポイントを介して、オランダのコーデッ

クスコンタクトポイント

（info@codexalimentarius.nl）に 2017 年

3 月 20 日までにコーデックス事務局

（codex@fao.org）へ送ってください。 
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Cadmium in Cocoa:  The Codex Secretariat has 
issued a Circular Letter (CL 2017/24-CF) requesting 
comments at Step 3 on the Proposed Draft Maximum 
Levels for Cadmium in Chocolate and Cocoa-Derived 
Products.  The CL is currently available in English 
on the Codex Website at the following link: 
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/. If you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response to this CL, 
please send your comments to Doreen Chen-Moulec 
of the U.S. Codex Office (doreen.chen-
moulec@fsis.usda.gov) as soon as possible. Other 
Countries and Observers should send their comments 
via their Codex Contact Points to the Codex Contact 
Point of The Netherlands 
(info@codexalimentarius.nl) with a copy to the Codex 
Secretariat (codex@fao.org) by March 25, 2017. 
 

ココアのカドミウム：コーデックス事務局は、チョコ

レートとココア派生製品のカドミウムの最大許容レベ

ルについて、ステップ 3 のコメントを求める Circular 
Letter（CL 2017/24-CF）を発行しました。 CL は現

在、Codex ウェブサイト（http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、できるだけ早く米国コーデックスオフィスの

Doreen Chen-Moulec（doreen.chen-
moulec@fsis.usda.gov）にご意見をお寄せください。 
その他の国およびオブザーバーは、コーデックスのコ

ンタクトポイントを介して、オランダのコーデックス

コンタクトポイント（info@codexalimentarius.nl）に

2017 年 3 月 25 日までにコーデックス事務局

（codex@fao.org）へ送ってください。 

Aflatoxins in RTE Peanuts:  The Codex Secretariat 
has issued a Circular Letter (CL 2017/26-CF) 
requesting comments at Step 3 on the Proposed Draft 
Maximum Level for Total Aflatoxins in Ready-To-Eat 
Peanuts. The CL is currently available in English, 
French and Spanish on the Codex Website at the 
following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If you are 
interested in having your comments considered in 
the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Doreen Chen-Moulec of the U.S. Codex 
Office (doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov) as soon as 
possible. Other Countries and Observers should 
send their comments via their Codex Contact Points 
to the Codex Contact Point of The Netherlands 
(info@codexalimentarius.nl) with a copy to the Codex 
Secretariat (codex@fao.org) by March 25, 2017. 
 

ピーナッツのアフラトキシン：コーデック事務局は、

Ready-To-Eat ピーナッツの総アフラトキシンの最大許

容レベルについて、ステップ 3 のコメントを求める

Circular Letter（CL2017 / 26-CF）を発行しました。 
CL は現在、Codex ウェブサイト

（http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語、フラ

ンス語、スペイン語で利用可能です。 この CL へのコ

メントを希望する場合は、できるだけ早く米国コーデ

ックスオフィスの Doreen Chen-Moulec
（doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov）にご意見をお寄

せください。 その他の国およびオブザーバーは、コー

デックスのコンタクトポイントを介して、オランダの

コーデックスコンタクトポイント

（info@codexalimentarius.nl）に 2017 年 3 月 25 日ま

でにコーデックス事務局（codex@fao.org）へ送ってく

ださい。 
Ergot and Ergot Alkaloids:  The Codex Secretariat 
has issued a Circular Letter (CL 2017/27-CF) 
requesting comments at Step 3 on the Proposed Draft 
Annex on the Prevention and Reduction of Ergot and 
Ergot Alkaloids Contamination in Cereal Grains (for 
Inclusion in the Code of Practice for the Prevention 
and Reduction of Mycotoxin Contamination in 
Cereals (CAC/RCP 51-2003)).  The CL is currently 
available in English, French, and Spanish on the 
Codex Website at the following link: www.fao.org/fao-
who-codexalimentarius/circular-letters/en/. If you 
are interested in having your comments considered 
in the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Doreen Chen-Moulec of the U.S. Codex 
Office (doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov) as soon as 
possible. Other Countries and Observers should 
send their comments via their Codex Contact Points 
to the Codex Contact Point of The Netherlands 

麦角および麦角アルカロイド：コーデックス事務局

は、穀物の麦角および麦角アルカロイド汚染の防止お

よび削減に関する提案草案附属書のステップ 3 のコメ

ントを要請する Circular Letter（CL 2017/27-CF）を

発行しました（ 穀類（CAC / RCP 51-2003）における

マイコトキシン汚染の予防および軽減のための実施規

範）。 CL は現在、Codex ウェブサイト

（www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/）の英語、フランス語、スペイン語で利用可

能です。 この CL へのコメントを希望する場合は、で

きるだけ早く米国コーデックスオフィスの Doreen 
Chen-Moulec（doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov）
にご意見をお寄せください。 他の国々およびオブザー

バーは、コーデックスのコンタクトポイントを介し

て、オランダのコーデックスコンタクトポイント

（info@codexalimentarius.nl）に 2017 年 3 月 20 日ま

でにコーデックス事務局（codex@fao.org）へ送ってく
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(info@codexalimentarius.nl) with a copy to the Codex 
Secretariat (codex@fao.org) by March 20, 2017. 
 

ださい。 

Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) 
 
Cumin: The Codex Secretariat has issued a Circular 
Letter (CL 2017/32-SCH) requesting comments at 
Step 8 on the Draft Standard for Cumin. The CL is 
currently available in English on the Codex Website 
at the following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If you are 
interested in having your comments considered in 
the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Marie Maratos in the U.S. Codex Office 
(marie.maratos@fsis.usda.gov) by May 1, 2017. 
Other Countries and Observers should upload 
comments directly to the Codex Online Commenting 
System (OCS) https://ocs.codexalimentarius.org/ by 
May 31, 2017. 
 

スパイスと調理食品のハーブ（CCSCH）委員会 
 
クミン：コーデックス事務局は、クミンの草案標準書

のステップ 8 でのコメントを求める Circular Letter
（CL2017 / 32-SCH）を発行しました。 CL は現在、

Codex ウェブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックスオフィス

（marie.maratos@fsis.usda.gov）の Marie Maratos に
ご意見をお寄せください。その他の国とオブザーバー 
は 2017 年 5 月 31 日までに Codex Online 
Commenting System（OCS）の

https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメントを提

出する必要があります。 

Dried Thyme:  The Codex Secretariat has issued a 
Circular Letter (CL 2017/33-SCH) requesting 
comments at Step 8 on the Draft Standard for Dried 
Thyme. The CL is currently available in English on 
the Codex Website at the following link: 
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/. If you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response to this CL, 
please send your comments to Marie Maratos in the 
U.S. Codex Office (marie.maratos@fsis.usda.gov) by 
May 1, 2017.  Other Countries and Observers 
should upload comments directly to the Codex Online 
Commenting System (OCS) 
https://ocs.codexalimentarius.org/ by May 31, 2017. 
 

乾燥タイム：コーデックス事務局は、乾燥タイム用草

案基準書第 8 章のコメントを求める Circular Letter
（CL 2017/33-SCH）を発行しました。 CL は現在、

Codex ウェブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックスオフィス

（marie.maratos@fsis.usda.gov）の Marie Maratos に
ご意見をお寄せください。その他の国とオブザーバー

は 2017 年 5 月 31 日までに Codex Online 
Commenting System（OCS）の

https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメントを提

出する必要があります。 

Black, White and Green (BWG) Peppers:  The 
Codex Secretariat has issued a Circular Letter (CL 
2017/34-SCH) requesting comments at Step 5/8 on 
the Draft Standard for Black, White and Green 
(BWG) Peppers. The CL is currently available in 
English on the Codex Website at the following link: 
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/. If you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response to this CL, 
please send your comments to Marie Maratos in the 
U.S. Codex Office (marie.maratos@fsis.usda.gov) by 
May 1, 2017.  Other Countries and Observers 
should upload comments direc codexalimentarius tly 
to the Codex Online Commenting System (OCS) 
https://ocs.codexalimentarius.org/ by May 31, 2017. 
 

ブラック、ホワイト、グリーン（BWG）ペッパー：コ

ーデックス事務局は、ブラック、ホワイト、グリーン

（BWG）ペッパーのためのドラフトスタンダードのス

テップ 5/8 のコメントを求める Circular Letter
（CL2017 / 34-SCH）を発行しました。 CL は現在、

Codex ウェブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックスオフィス

（marie.maratos@fsis.usda.gov）の Marie Maratos に
ご意見をお寄せください。その他の国とオブザーバー 
は 2017 年 5 月 31 日までに Codex Online 
Commenting System（OCS）の

https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメントを提

出する必要があります。 
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FAO/WHO Coordinating Committee on Africa 
(CCAFRICA) 
 
Shea Butter:  The Codex Secretariat has issued a 
Circular Letter (CL 2017/29-AFRICA) requesting 
comments at Step 5/8 on the Draft Regional Standard 
for unrefined Shea Butter. The CL is currently 
available in English on the Codex Website at the 
following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If you are 
interested in having your comments considered in 
the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Ken Lowery in the U.S. Codex Office 
(kenneth.lowery@fsis.usda.gov) by May 1, 2017.  
Other Countries and Observers should upload 
comments directly to the Codex Online Commenting 
System (OCS) https://ocs.codexalimentarius.org/ by 
May 31, 2017. 
 

FAO / WHO アフリカ委員会（CCAFRICA） 
 
シアバター：Codex 事務局は、未精製シアバターのた

めのドラフトスタンダードのステップ 5/8 でのコメン

トを要請する Circular Letter（CL 2017/29-AFRICA）

を発行しました。 CL は現在、Codex ウェブサイト

（www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/）の英語版で利用可能です。 この CL へのコ

メントを希望する場合は、2017 年 5 月 1 日までに米国

コーデックス事務所の Ken Lowery
（kenneth.lowery@fsis.usda.gov）にコメントを送って

ください。その他の国とオブザーバーは 2017 年 5 月

31 日までに Codex Online Commenting System
（OCS）https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメ

ントを提出する必要があります。 

Cassava: The Codex Secretariat has issued a 
Circular Letter (CL 2017/30-AFRICA) requesting 
comments at Step 5 on the Proposed Draft Regional 
Standard for fermented cooked Cassava based 
products. The CL is currently available in English on 
the Codex Website at the following link: 
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/. If you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response to this CL, 
please send your comments to Ken Lowery in the 
U.S. Codex Office (kenneth.lowery@fsis.usda.gov) by 
May 1, 2017.  Other Countries and Observers 
should upload comments directly to the Codex Online 
Commenting System (OCS) 
https://ocs.codexalimentarius.org/ by May 31, 2017. 
 

キャッサバ：コーデックス事務局は、発酵調理された

キャッサバベースの製品のためのドラフト・リージョ

ン・スタンダードのステップ 5 のコメントを要請する

Circular Letter（CL2017 / 30-AFRICA）を発行しま

した。 CL は現在、Codex ウェブサイト

（www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/）の英語版で利用可能です。 この CL へのコ

メントを希望する場合は、2017 年 5 月 1 日までに米国

コーデックス事務所の Ken Lowery
（kenneth.lowery@fsis.usda.gov）にコメントを送って

ください。その他の国とオブザーバー は 2017 年 5 月

31 日までに Codex Online Commenting System
（OCS）https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメ

ントを提出する必要があります。 

Gnetum Spp leaves:  The Codex Secretariat has 
issued a Circular Letter (CL 2017/31-AFRICA) 
requesting comments at Step 5 on the Proposed Draft 
Regional Standard for Gnetum Spp leaves. The CL is 
currently available in English on the Codex Website 
at the following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If you are 
interested in having your comments considered in 
the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Ken Lowery in the U.S. Codex Office 
(kenneth.lowery@fsis.usda.gov) by May 1, 2017.  
Other Countries and Observers should upload 
comments directly to the Codex Online Commenting 
System (OCS) https://ocs.codexalimentarius.org/ by 
May 31, 2017. 
 

グネツム属の葉：コーデックス事務局は、グネツム属

の葉のための提案された草地基準のステップ 5 のコメ

ントを要請する Circular Letter（CL 2017/31-
AFRICA）を発行しました。 CL は現在、Codex ウェ

ブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックス事務所の

Ken Lowery（kenneth.lowery@fsis.usda.gov）にコメ

ントを送ってください。その他の国とオブザーバーは 
2017 年 5 月 31 日までに Codex Online Commenting 
System（OCS）https://ocs.codexalimentarius.org/に
直接コメントを提出する必要があります。 
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Other 
 
Call for Data: The FAO and WHO are collecting 
data and information through the GEMS/Food 
Programme on levels and trends of chemicals in food 
to support ongoing and planned activities of JECFA 
and JMPR for the provision of scientific advice to 
CCCF, CCPR and CCRVDF.  The call can be accessed 
through the following link: 
http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-
ScientificAdvice-2017.pdf. Please note that they are 
requesting new data, covering approximately the last 
10 years, to be submitted by June 30, 2017.  For 
technical questions about submitting data to GEMS, 
please contact Philippe Verger at WHO 
(vergerp@who.int) and Markus Lipp at FAO 
(markus.lipp@fao.org). 
 

その他 
 
データの要求：FAO および WHO は、CCCF、CCPR
および CCRVDF への科学的助言の提供に関する

JECFA および JMPR の活動を支援するために、食品

中の化学物質のレベルおよび傾向に関する GEMS / 
Food Program を通じてデータおよび情報を収集してい

ます。 これには、次のリンクからアクセスできます：

http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-
ScientificAdvice-2017.pdf 
過去 10 年間にわたる新規のデータを求めていますの

で、データをお持ちの方は 2017 年 6 月 30 日までに提

出してください 。GEMS へのデータ提出に関する技術

的な質問については、WHO（vergerp@who.int）の

Philippe Verger と FAO（markus.lipp@fao.org）の

Markus Lipp にお問い合わせください。 

Ergot and Ergot Alkaloids:  The Codex Secretariat 
has issued a Circular Letter (CL 2017/27-CF) 
requesting comments at Step 3 on the Proposed Draft 
Annex on the Prevention and Reduction of Ergot and 
Ergot Alkaloids Contamination in Cereal Grains (for 
Inclusion in the Code of Practice for the Prevention 
and Reduction of Mycotoxin Contamination in 
Cereals (CAC/RCP 51-2003)).  The CL is currently 
available in English, French, and Spanish on the 
Codex Website at the following link: www.fao.org/fao-
who-codexalimentarius/circular-letters/en/. If you 
are interested in having your comments considered 
in the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Doreen Chen-Moulec of the U.S. Codex 
Office (doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov) as soon as 
possible. Other Countries and Observers should 
send their comments via their Codex Contact Points 
to the Codex Contact Point of The Netherlands 
(info@codexalimentarius.nl) with a copy to the Codex 
Secretariat (codex@fao.org) by March 20, 2017. 
 

麦角および麦角アルカロイド：コーデックス事務局

は、穀物の麦角および麦角アルカロイド汚染の防止お

よび削減に関する提案草案附属書のステップ 3 のコメ

ントを要請する Circular Letter（CL 2017/27-CF）を

発行しました（ 穀類（CAC / RCP 51-2003）における

マイコトキシン汚染の予防および軽減のための実施規

範）。 CL は現在、Codex ウェブサイト

（www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/）の英語、フランス語、スペイン語で利用可

能です。 この CL へのコメントを希望する場合は、で

きるだけ早く米国コーデックスオフィスの Doreen 
Chen-Moulec（doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov）
にご意見をお寄せください。 他の国々およびオブザー

バーは、コーデックスのコンタクトポイントを介し

て、オランダのコーデックスコンタクトポイント

（info@codexalimentarius.nl）に 2017 年 3 月 20 日ま

でにコーデックス事務局（codex@fao.org）へ送ってく

ださい。 

Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) 
 
Cumin: The Codex Secretariat has issued a Circular 
Letter (CL 2017/32-SCH) requesting comments at 
Step 8 on the Draft Standard for Cumin. The CL is 
currently available in English on the Codex Website 
at the following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If you are 
interested in having your comments considered in 
the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Marie Maratos in the U.S. Codex Office 
(marie.maratos@fsis.usda.gov) by May 1, 2017. 
Other Countries and Observers should upload 
comments directly to the Codex Online Commenting 
System (OCS) https://ocs.codexalimentarius.org/ by 
May 31, 2017. 

スパイスと調理食品のハーブ（CCSCH）委員会 
 
クミン：コーデックス事務局は、クミンの草案標準書

のステップ 8 でのコメントを求める Circular Letter
（CL2017 / 32-SCH）を発行しました。 CL は現在、

Codex ウェブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックスオフィス

（marie.maratos@fsis.usda.gov）の Marie Maratos に
ご意見をお寄せください。その他の国とオブザーバー 
は 2017 年 5 月 31 日までに Codex Online 
Commenting System（OCS）の

https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメントを提

出する必要があります。 

http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-ScientificAdvice-2017.pdf
http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-ScientificAdvice-2017.pdf
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mailto:markus.lipp@fao.org
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mailto:markus.lipp@fao.org
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov
mailto:info@codexalimentarius.nl
mailto:codex@fao.org
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:doreen.chen-moulec@fsis.usda.gov
mailto:info@codexalimentarius.nl
mailto:codex@fao.org
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:marie.maratos@fsis.usda.gov
https://ocs.codexalimentarius.org/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:marie.maratos@fsis.usda.gov
https://ocs.codexalimentarius.org/
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Dried Thyme:  The Codex Secretariat has issued a 
Circular Letter (CL 2017/33-SCH) requesting 
comments at Step 8 on the Draft Standard for Dried 
Thyme. The CL is currently available in English on 
the Codex Website at the following link: 
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/. If you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response to this CL, 
please send your comments to Marie Maratos in the 
U.S. Codex Office (marie.maratos@fsis.usda.gov) by 
May 1, 2017.  Other Countries and Observers 
should upload comments directly to the Codex Online 
Commenting System (OCS) 
https://ocs.codexalimentarius.org/ by May 31, 2017. 
 

乾燥タイム：コーデックス事務局は、乾燥タイム用草

案基準書第 8 章のコメントを求める Circular Letter
（CL 2017/33-SCH）を発行しました。 CL は現在、

Codex ウェブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックスオフィス

（marie.maratos@fsis.usda.gov）の Marie Maratos に
ご意見をお寄せください。その他の国とオブザーバー

は 2017 年 5 月 31 日までに Codex Online 
Commenting System（OCS）の

https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメントを提

出する必要があります。 

Black, White and Green (BWG) Peppers:  The 
Codex Secretariat has issued a Circular Letter (CL 
2017/34-SCH) requesting comments at Step 5/8 on 
the Draft Standard for Black, White and Green 
(BWG) Peppers. The CL is currently available in 
English on the Codex Website at the following link: 
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/. If you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response to this CL, 
please send your comments to Marie Maratos in the 
U.S. Codex Office (marie.maratos@fsis.usda.gov) by 
May 1, 2017.  Other Countries and Observers 
should upload comments direc codexalimentarius tly 
to the Codex Online Commenting System (OCS) 
https://ocs.codexalimentarius.org/ by May 31, 2017. 
 

ブラック、ホワイト、グリーン（BWG）ペッパー：コ

ーデックス事務局は、ブラック、ホワイト、グリーン

（BWG）ペッパーのためのドラフトスタンダードのス

テップ 5/8 のコメントを求める Circular Letter
（CL2017 / 34-SCH）を発行しました。 CL は現在、

Codex ウェブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックスオフィス

（marie.maratos@fsis.usda.gov）の Marie Maratos に
ご意見をお寄せください。その他の国とオブザーバー 
は 2017 年 5 月 31 日までに Codex Online 
Commenting System（OCS）の

https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメントを提

出する必要があります。 
FAO/WHO Coordinating Committee on Africa 
(CCAFRICA) 
 
Shea Butter:  The Codex Secretariat has issued a 
Circular Letter (CL 2017/29-AFRICA) requesting 
comments at Step 5/8 on the Draft Regional Standard 
for unrefined Shea Butter. The CL is currently 
available in English on the Codex Website at the 
following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If you are 
interested in having your comments considered in 
the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Ken Lowery in the U.S. Codex Office 
(kenneth.lowery@fsis.usda.gov) by May 1, 2017.  
Other Countries and Observers should upload 
comments directly to the Codex Online Commenting 
System (OCS) https://ocs.codexalimentarius.org/ by 
May 31, 2017. 
 

FAO / WHO アフリカ委員会（CCAFRICA） 
 
シアバター：Codex 事務局は、未精製シアバターのた

めのドラフトスタンダードのステップ 5/8 でのコメン

トを要請する Circular Letter（CL 2017/29-AFRICA）

を発行しました。 CL は現在、Codex ウェブサイト

（www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/）の英語版で利用可能です。 この CL へのコ

メントを希望する場合は、2017 年 5 月 1 日までに米国

コーデックス事務所の Ken Lowery
（kenneth.lowery@fsis.usda.gov）にコメントを送って

ください。その他の国とオブザーバーは 2017 年 5 月

31 日までに Codex Online Commenting System
（OCS）https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメ

ントを提出する必要があります。 

Cassava: The Codex Secretariat has issued a 
Circular Letter (CL 2017/30-AFRICA) requesting 
comments at Step 5 on the Proposed Draft Regional 
Standard for fermented cooked Cassava based 

キャッサバ：コーデックス事務局は、発酵調理された

キャッサバベースの製品のためのドラフト・リージョ

ン・スタンダードのステップ 5 のコメントを要請する

Circular Letter（CL2017 / 30-AFRICA）を発行しま

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
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http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:kenneth.lowery@fsis.usda.gov
https://ocs.codexalimentarius.org/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:kenneth.lowery@fsis.usda.gov
https://ocs.codexalimentarius.org/
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products. The CL is currently available in English on 
the Codex Website at the following link: 
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/. If you are interested in having your 
comments considered in the U.S. response to this CL, 
please send your comments to Ken Lowery in the 
U.S. Codex Office (kenneth.lowery@fsis.usda.gov) by 
May 1, 2017.  Other Countries and Observers 
should upload comments directly to the Codex Online 
Commenting System (OCS) 
https://ocs.codexalimentarius.org/ by May 31, 2017. 
 

した。 CL は現在、Codex ウェブサイト

（www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-
letters/en/）の英語版で利用可能です。 この CL へのコ

メントを希望する場合は、2017 年 5 月 1 日までに米国

コーデックス事務所の Ken Lowery
（kenneth.lowery@fsis.usda.gov）にコメントを送って

ください。その他の国とオブザーバー は 2017 年 5 月

31 日までに Codex Online Commenting System
（OCS）https://ocs.codexalimentarius.org/に直接コメ

ントを提出する必要があります。 

Gnetum Spp leaves:  The Codex Secretariat has 
issued a Circular Letter (CL 2017/31-AFRICA) 
requesting comments at Step 5 on the Proposed Draft 
Regional Standard for Gnetum Spp leaves. The CL is 
currently available in English on the Codex Website 
at the following link: www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/. If you are 
interested in having your comments considered in 
the U.S. response to this CL, please send your 
comments to Ken Lowery in the U.S. Codex Office 
(kenneth.lowery@fsis.usda.gov) by May 1, 2017.  
Other Countries and Observers should upload 
comments directly to the Codex Online Commenting 
System (OCS) https://ocs.codexalimentarius.org/ by 
May 31, 2017. 
 

グネツム属の葉：コーデックス事務局は、グネツム属

の葉のための提案された草地基準のステップ 5 のコメ

ントを要請する Circular Letter（CL 2017/31-
AFRICA）を発行しました。 CL は現在、Codex ウェ

ブサイト（www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/circular-letters/en/）の英語版で利

用可能です。 この CL へのコメントを希望する場合

は、2017 年 5 月 1 日までに米国コーデックス事務所の

Ken Lowery（kenneth.lowery@fsis.usda.gov）にコメ

ントを送ってください。その他の国とオブザーバーは 
2017 年 5 月 31 日までに Codex Online Commenting 
System（OCS）https://ocs.codexalimentarius.org/に
直接コメントを提出する必要があります。 

Other 
 
Call for Data: The FAO and WHO are collecting 
data and information through the GEMS/Food 
Programme on levels and trends of chemicals in food 
to support ongoing and planned activities of JECFA 
and JMPR for the provision of scientific advice to 
CCCF, CCPR and CCRVDF.  The call can be accessed 
through the following link: 
http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-
ScientificAdvice-2017.pdf. Please note that they are 
requesting new data, covering approximately the last 
10 years, to be submitted by June 30, 2017.  For 
technical questions about submitting data to GEMS, 
please contact Philippe Verger at WHO 
(vergerp@who.int) and Markus Lipp at FAO 
(markus.lipp@fao.org). 
 

その他 
 
データの要求：FAO および WHO は、CCCF、CCPR
および CCRVDF への科学的助言の提供に関する

JECFA および JMPR の活動を支援するために、食品

中の化学物質のレベルおよび傾向に関する GEMS / 
Food Program を通じてデータおよび情報を収集してい

ます。 これには、次のリンクからアクセスできます：

http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-
ScientificAdvice-2017.pdf 
過去 10 年間にわたる新規のデータを求めていますの

で、データをお持ちの方は 2017 年 6 月 30 日までに提

出してください 。GEMS へのデータ提出に関する技術

的な質問については、WHO（vergerp@who.int）の

Philippe Verger と FAO（markus.lipp@fao.org）の

Markus Lipp にお問い合わせください。 
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http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:kenneth.lowery@fsis.usda.gov
https://ocs.codexalimentarius.org/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/circular-letters/en/
mailto:kenneth.lowery@fsis.usda.gov
https://ocs.codexalimentarius.org/
http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-ScientificAdvice-2017.pdf
http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-ScientificAdvice-2017.pdf
mailto:vergerp@who.int
mailto:markus.lipp@fao.org
http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-ScientificAdvice-2017.pdf
http://www.who.int/entity/foodsafety/CFD-ScientificAdvice-2017.pdf
mailto:vergerp@who.int
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2017 年 2 月 27 日に開催さ

れたセミナーで、講師として

「HACCP-CARNA」を紹介さ

せていただきました。 

この商品開発の根底にあ

る、株式会社ナスピア（以下

弊社）が考える「e ラーニン

グ」について、ご紹介させて

いただきます。 

 

そもそも「e ラーニング」と

は、デジタル機器を使って学

習することで、電子黒板や、

学習用タブレットという形で、

小中学校でもごく普通に取り

入れられています。 

弊社では、e ラーニングのメ

リットを「時間・場所を問わな

いこと」「教材内容の変更が

容易であること」「データの取

得が容易であること」の 3 点

だと考えています。一方で、

「すべての学習をｅラーニン

グ化する」ことが良いことだ

とは考えていません。むし

ろ、漢字の書き取りや計算ド

リルのようなものであれば、

実際に手を動かすことが身

につけるためには重要で、e

ラーニング化は逆効果とも

考えます。 

 

その上で、それぞれのメリッ

トが食品業界でどのように活

用できるか、考えました。 

食品業界における e ラーニングの活用について 
                                                  （中井祥人） 

ひとつめは、集合研修の解

消につながります。現在、食

品衛生関係の研修は、多く

が 2~3 日連続の缶詰形式

だといわれています。しか

し、店舗の営業上、この形式

が厳しいという声も聞かれま

す。 
集合研修にも利点はありま

すが、簡単なものは従業員

個人が業務の合間や、通勤

時間などを有効に使い、学

習を進められます。 
 
ふたつめは、法律の変更・

情報の更新に速やかに対応

できます。また、問題のカス

タマイズや、企業独自の教

育マニュアルから専用の問

題を作る、または外国語へ

の対応など、幅広いご要望

にお応えできます。 
 
最後のメリットは、分析によ

る可能性を広げることです。

弊社では、特にこの点を重

要視しています。 

従来の筆記テストでは取れ

ない、分野別の正答率や、1

問当たりの解答時間、解説

を読んだ時間まで取得でき

ます。 

こうした分析は主に 2 つの

使い方が考えられます。 
ひとつは、事前学習した結

果を、集合研修などの対面

教育・フォローに活かす、予

習のような方法。 

もうひとつは、アンケートで

得られたデータや、会社が

独自に持っているデータを組

み合わせる方法です。 

後者は、例えば「すぐに辞め

てしまう方の傾向」や、「自炊

経験の有無が食品衛生管理

にどう関係するか」など、企

業独自の基準を見つけるこ

とも可能です。 

このように、より良い人材育

成・職場の悩みの解消・環境

改善など、分析は最終的に

業務改革に発展させられる

と考えております。 

 

まだまだ、「e ラーニングに馴

染みがない」というお声をい

ただきます。ご年配の方で、

「デジタル機器が怖い」という

ような方にも、受け入れても

らいやすいツールにしていく

ことが、今後の課題と感じ
ています。 

今後も、e ラーニングの存在

と利点を広く伝え、食品安

全・衛生管理の意識向上に

つながるよう、努めたいと考

えております。 
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大阪セミナーの様子（磯谷講師） 
 

 
 
大阪セミナーの様子 
 
 
 

投稿募集中!! 
 次号以降に掲載する投稿を募集しております。セミナーの感想はもちろんの

こと、日々感じていることなどお寄せください。 

また、紙面に対するご意見、ご感想もお待ちしております。 

ご応募、感想、お問い合わせはメール；info@QPFS.jp までお寄せください。 

皆様からのメールを楽しみにしております。 

2 月 27 日、関西大学梅田

キャンパスの大ホールで、

「飲食向け HACCP セミナ

ー」が開催されました。参加

者約 200 名という規模の大

きいセミナーで、飲食業、食

品製造業の方々が多く来場

されたようです。 

私の発表テーマは「ブラシ

のあれこれ」で、内容は１．

清掃・洗浄の重要性、２．ブ

ラシの種類、３．ブラシの取

り扱いと注意点です。一般

衛生管理の基礎的な事項を

述べさせて頂きました。 

これだけ大勢の参加者の前

で発表するのは初めてで、

最初は緊張しましたが、本

題に入ると少し落ち着いて

話せるようになりました。今

回、発表の演題数が多いた

め、発表で削れるところは

削り、出来るだけ時間を短く

するようリクエストがあり、一

部説明を省略しました。しか

ＨＡＣＣＰセミナーでの発表及び出展を終えて 
（磯谷泰直） 

 
ァイカンのブラシを並べ、休

憩時間を利用して見に来ら

れた人達に商品説明とカタ

ログ配布を行ないました。昨

年発売されたＵＳＴ（ウルトラ

セーフテクノロジー）と呼ば

れるより安全性を追求した

ブラシに注目が集まりまし

た。今回、十分な展示スペ

ースを頂いたため、ブラシの

展示がスムーズに出来まし

た。 

セミナーで出展することによ

り、より多くの人にヴァイカン

製品を知っていただき、清

掃・洗浄のお役に立てれば

と考えております。  

今回、このような大きなセミ

ナーでの発表及び出展をさ

せていただき感謝しておりま

す。 

 

し、食品現場査察をした時

の洗浄不良による微生物汚

染や対策及びブラシ管理不

備の具体例についてはしっ

かり説明し、ご理解いただ

けたのではないかと思われ

ます。 

セミナーは、１．HACCP 対

応への問題提起、２．問題

解決への基礎的な手法、

３．問題解決への実践的手

法（提言）の３部構成になっ

ていたため、順序立てられ

ており、内容もわかりやす

く、これから HACCP 対応を

考えられている事業所にと

って大いに参考になられた

のではないかと思われま

す。 

 

一方、ヴァイカン社の輸入

総代理店であるキョーワクリ

ーン（株）からブラシ類の出

展をさせて頂きました。後方

中央の２テーブルの上にヴ

  

mailto:info@QPFS.jp
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食品品質プロフェッショナルズでは、下記の通りのセミナーを企画しております。予定の

ものも含まれておりますので、最新情報は HP（http://qpfs.jp/）をご覧の上、是非ご

参加ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

 

4 月 9 日（日）（東京）アレルギーセミナー 

時間 12 時開始 18 時終了予定 

場所 東京海洋大学品川キャンパス 講義棟 22 番教室 

内容 食物アレルギーについて、大学教授、関係者 6 名から様々な角度で 

    お話しいただきます 

参加費用 5,000 円 （ただし QPFS 会員は半額） 

昼食の用意はありませんので、各自、お済ませの上参加ください。 

申し込みは、japanfoodsafety@gmail.com (西山) まで 

 

4 月 22 日（土）（名古屋）アレルギーセミナー 

6 月 10 日（土）＜予定＞（大阪）誤食・誤嚥セミナー 

7 月 8 日（土）＜予定＞（東京）誤食・誤嚥セミナー 

9 月 9 日（土）＜予定＞（大阪） 

10 月 14 日（土）＜予定＞（東京） 

11 月 11 日（土）＜予定＞（名古屋） 

 

今後のセミナー予定 

3 月 11 日の大阪食物アレルギーセミナーで「エピペン」（製造販売；ファ

イザー株式会社）なるものがあることを知りました。そして、13 日になん

と自主回収となったことを新聞で知りました。命を守るためのものなの

で、動作不良、というのは勘弁してもらいたいです。 
エピペン自主回収に係る詳しい情報は、下記サイトより確認できます。 
ファイザー株式会社の HP
（http://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html） 
東京都 HP
（http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/
03/13/09.html） 
独立行政法人医薬品医医療機器総合機構の HP
（http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=1-
0974） 

編集後記 
 

 

〒673-0028 

兵庫県明石市硯町 

2-4-15-305 

 

発行人：広田 鉄磨 

編集：有馬 優美 

西山 哲郎 

当会 Web サイト 
 

URL: http://qpfs.jp/ 
 

http://qpfs.jp/
mailto:japanfoodsafety@gmail.com
http://qpfs.jp/

	食品品質プロフェッショナルズ  ニュースレター
	対訳米国農務省コーデックス最新情報
	（高瀬波佐人）

	食品業界におけるeラーニングの活用について
	（中井祥人）
	ＨＡＣＣＰセミナーでの発表及び出展を終えて
	投稿募集中!!

	今後のセミナー予定
	編集後記


