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はじめに
• 食品包装材料の安全性評価には、一般的アプローチ同様、原材料に係
る耐容一日摂取量（TDI）と推定一日摂取量（EDI）の比較において、
TDI>EDIの実証が求められる。OECDガイドラインなどで標準化される中、

後者については一般に標準化が難しい食品への移行と人体への暴露評
価がポイントとなる。

• 食品包装材料に用いる添加剤は意図的に添加されるが、食品への移行
と人体への暴露は非意図的事象である。原材料の純度や加工段階で混
入する夾雑物の安全管理に相当する難しさがここにある。あらゆるケー
スを網羅した制度設計は非現実的であるため、国ごとにさまざまな法規
制が検討されてきた。

• 世界の食品包装材料の法規制は、欧米のポジティブリスト（PL）制度を参
考に新たな段階に入っている。日本は数年の予備検討を経てPL制度導
入を決定し、H30年通常国会に改正食品衛生法を上程、6月13日同法は

公布された。こうした動きは特に東南アジアに波及すると予想される。今
回の講演では食品接触材料規制の全体状況を紹介するとともに、日本
の最近の動きを整理し、我々産業界に与える影響を論じることとしたい。
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ポジティブリスト（PL）とネガティブリスト（NL)

• 食品包装材料の使用実態から、また材料開発が盛んなことからプラスチ
ックが特に注目されている。

• 原材料である樹脂と添加剤については、これまで使用が禁止された或い
は何らかの制限を付した物質をリストすることが行われており、NL制度と

言われている。一方、リスク評価などを経て使用が認可された或いは推
奨された物質に基づくPL制度がある。
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PL制度 NL制度

米国、欧州28ケ国、欧州経済領域（EEA）

（アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウ
エイ）、スイス、トルコ、イスラエル（但し欧
米規制をリファー）、インド、中国、ASEAN 
の2ケ国（インドネシア、ヴェトナム）、湾
岸協力会議（GCC）加盟6ケ国、南米共同
市場（MERCOSUR）加盟5ケ国、FSANZ

（オーストラリア、ニュージーランド、但し
欧米規制をリファー）など

カナダ、ロシア、日本、韓国、台湾、
ASEAN の8ケ国など



食品用器具・容器包装のPL制度導入

規制のあり方検討会
Ⅰ．H22～23年度、規制のあり方検討会→H24年3
月2日薬食審部会に報告（課題の抽出）

Ⅱ．H24～26年度、規制のあり方に係る検討会
→H27年6月22日薬食審部会に報告（中間取りまと
め、当面の施策：自主管理ガイドラインなど）

Ⅲ．H28～29年度、規制のあり方に関する検討会（
PL制度化）

Ⅳ.H29年度～、規制の在り方に関する技術検討会
（技術的検討）
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Ⅰ．H24年3月2日薬食審器具・容器包装部会

• 2012年3月2日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部
会が開催された。

• 食品用器具及び容器包装における再生材料の使用について：プラスチッ
ク及び紙についてそれぞれガイドライン（案）が示された。今後このガイド
ラインを策定するとともに、プラスチックについては個別事例のデータ蓄
積を図る。

• 食品用器具及び容器包装における規制の見直しについて：「食品用器具
及び容器包装に係る規制のあり方について」、「規制のあり方検討会報
告書」を公表。また関連の作業を進めるため部会の下に作業部会を設置
する案が承認され、作業部会のメンバー、開催時期については部会長に
一任。

• 乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しにつ
いて：乳等省令がかかえる問題点について、今後食品用器具及び容器
包装における規制の見直しの中で解決を図る。一方この見直しに係らな
い内容に対し、省令の一部改正（案）が示された。
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Ⅰ．H24年3月2日薬食審器具・容器包装部会
規制のあり方検討会報告書（参考資料3）

1.検討会開催の背景と目的

2.日本の規制の現状

1)法規制 2)業界の自主基準

3.米国およびEUの規制の概要（参考）

1)米国規制の概要 2)EU規制の概要

4.日本の規制改正にあたって考慮すべき事項

5.新規制案のケーススタディ：考えられる選択肢とその評価

1)考えられる選択肢 2)各選択肢の評価 (1)国よる個別認証制度 (2)国が構築・提示
するPL制度 (3)現行の告示の強化 3)日本に適した制度案

6.結論－制度案における課題

1)個別規格強化における課題［個別に規格が設定されていない樹脂の取り扱い方法］
［合成樹脂の定義についての再整理］ ［多層材等について］

2)添加剤に関するＰＬ策定に際しての課題 (1)国が管理する範囲について［曝露量の考
え方］ (2)既存流通物質の取り扱いについての課題

3)制度の維持・運用についての課題［基盤の整備］ ［適合状況の確認体制］ ［情報伝
達のありかたと企業の機密情報の取り扱い］

参考：その他技術的な課題［配合量規制－溶出量規制について］
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Ⅱ．H27年6月22日薬食審器具・容器包装部会
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Ⅱ．H27年6月22日薬食審器具・容器包装部会
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Ⅱ．食品用器具及び容器包装の製造等における
安全性確保に関するガイドラインより

（H27年度厚生労働科学研究を経てH29年7月公表）
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管理システムの構築と運用

事業者は、製品の安全性に関する取組の方針、目標及び責任体制を明確に
し、人員に理解させる。

事業者は、取組を実行するために必要な人員、施設・設備を提供する。

事業者又は責任者は、取組内容、効率的かつ効果的な手法及びそれらを更
新する手続きを定め、定期的な見直しを行う。

事業者又は責任者は、取組内容とその結果を検証可能な形式で記録・保管
する。

事業者又は責任者は、必要とする取組が外部委託した作業についても実施さ
れていることを確認する。



Ⅱ．食品用器具及び容器包装の製造等における
安全性確保に関するガイドラインより

（H27年度厚生労働科学研究を経てH29年7月公表）

①人員、施設・設備の管理

作業に従事する人員の衛生・健康管理を行う。

建物、施設、ユーティリティー（空気、水、エネルギー等）は、製品の粉じん、埃、
微生物等の混入による汚染を防止できる構造とし、適正な状態に維持する。

清浄な作業環境の維持を図るとともに施設・設備の清掃・洗浄、保守点検を
適切に実施する。

作業に従事する人員に必要な施設や作業空間及び衛生設備を適切に配備す
る。

作業手順、要求事項等を整備し、その内容を作業に従事する人員に理解させ、
作業手順、要求事項等に従って作業する。

管理を行う責任者及び作業に従事する人員の教育・訓練等を実施し、安全性
確保のための情報及び取組を関係者間で共有する。
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Ⅱ．食品用器具及び容器包装の製造等における
安全性確保に関するガイドラインより

（H27年度厚生労働科学研究を経てH29年7月公表）

②安全な製品の設計と品質確認

収集した危害要因の情報を精査し、管理が必要な危害要因を特定する。

管理が必要な危害要因については、製品ごとに適切な許容水準とその管理手法を
設定する。

原料は食品用途の製品を製造するために適したものを選択し、使用する。

設計した製品及びその製造管理が、食品用途の製品として適したものであることを
検証する。

原料及び製造した製品が設定した許容水準を満たすことを確認する

許容水準を満たさない製品（不適合品）、回収された製品（回収品）、苦情等への対
処方法を定め、この規定に従って対処する。
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Ⅱ．食品用器具及び容器包装の製造等における
安全性確保に関するガイドラインより

（H27年度厚生労働科学研究を経てH29年7月公表）

③サプライチェーンを通じた情報伝達

事業者間において、危害要因の情報（使用する原料又は製造した製品の性質、成
分、来歴、食品衛生に関する法令・規制等、最終製品となった際の使用上の制限・
注意事項等）の伝達が可能な状態とする。

使用する原料（又は製品）の使用目的や方法等の情報を上流の事業者に連絡する
とともに、受け入れた原料に関する危害要因、最終製品としての使用上の制限・注
意事項等の情報を上流の事業者から入手する。

製造した製品の使用目的や方法等の情報を下流の事業者に確認するとともに、出
荷製品に関する危害要因、最終製品としての使用上の制限・注意事項等の情報を
下流の事業者に伝達する。

提供した情報に変更があった場合は速やかに更新し、関係する事業者に伝達する。

サプライチェーン及びフードチェーン内における自らの位置、役割を認識する。
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Ⅱ．食品用器具及び容器包装の製造等における
安全性確保に関するガイドラインより

（H27年度厚生労働科学研究を経てH29年7月公表）

④健康被害発生時の対応策の整備（トレーサビリティの構築）

入荷した原料の情報（購入先の事業者名、責任者、製品ロット、製造日、製造場所、
入荷日等）、及びその保管、使用及び廃棄の記録を作成し、適切に保管する。

製品の製造、保管、出納、廃棄等の記録を作成し、適切に保管する。

出荷した製品の情報（販売先の事業者名、責任者、製品ロット、製造日、製造場所、
出荷日等）の記録を作成し、適切に保管する。

必要に応じて使用した原料、製造した製品の一部を保管する。

問題発生時の対処方法を定め、この規定の手順に従って対処する。
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Ⅱ．食品用器具及び容器包装の製造等における
安全性確保に関するガイドラインより
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Ⅲ．H28年6月15日薬食審食品衛生分科会

（規制のあり方に関する検討会）
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Ⅲ．H28年6月15日薬食審食品衛生分科会

（規制のあり方に関する検討会）
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Ⅲ．規制のあり方に関する検討会

17



Ⅲ．規制のあり方に関する検討会取りまとめの概要

【検討の背景】

○これまで、我が国の食品用器具及び容器包装の規制は、国が規格基準

を定めた物質についての使用制限（ネガティブリスト制度）等と、業界団体の
自主管理等の取組によって、安全性の確保が図られてきた。

○しかしながら、現在のネガティブリスト制度による規制では、欧米等で使

用が禁止されている物質であっても、個別に規格基準を定めない限り、直ち
に規制することができない。

＊欧米では、安全性を評価し、使用が認められた物質以外は使用を原則禁
止するという仕組み（ポジティブリスト制度）が導入されている。

○近年の製品の多様化・輸入品の増加等や、国際的な整合性を踏まえ、新

たな制度設計の検討が必要であることから、検討会において議論を行うこと
とした。

○検討会では関係者のヒアリング等を行いつつ、議論を行い、これまでの
議論について、取りまとめとして整理をした。
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Ⅲ．規制のあり方に関する検討会取りまとめの概要

【制度のあり方】

１目指すべき方向性

○業界団体の非会員も含めた共通ルールの必要性と、国
際的な整合性を図る必要性があることから、リスクを評価
し、使用を認めることとした物質以外は原則使用を禁止す
る制度（ポジティブリスト制度）を基本とする。

２具体的な枠組み

（１）制度の対象となる材質：合成樹脂
※金属・紙等の合成樹脂以外の材質は、引き続き必要性や優先度を検討。
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Ⅲ．規制のあり方に関する検討会取りまとめの概要

（２）リスク管理の方法等

○制度の対象となる物質の範囲、リスク管理の方法：国内や諸
外国の状況を踏まえ引き続き検討

○制度の対象範囲：食品接触部分

※多層品の食品接触部分以外の層については溶出・浸出し食
品に混和するおそれがある場合は対象

○リスク評価：合理的で科学的な、かつ国際的な整合性を考慮
した手法の早急な確立が必要

○その他：

既存物質は、一定の要件を満たす場合には、引き続き使用可

重金属等の毒性が顕著な物質、不純物等は、これまでと同じリ
スク管理方法を維持
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Ⅲ．規制のあり方に関する検討会取りまとめの概要

（３）事業者間の情報伝達

○器具及び容器包装の製造事業者：ポジティブリストに適合した原材料であ
ることを確認（製造管理の一環）

○原材料の製造事業者：器具及び容器包装の製造事業者の求めに応じ、
適切な情報を提供

○器具及び容器包装の販売事業者・食品製造事業者：器具及び容器包装
の製造事業者から販売事業者等に対し、必要な情報を提供

（４）適正な製造管理

○器具及び容器包装の製造事業者に適正な製造管理（GMP）を行うことを
制度として位置付け

（５）事業者の把握・地方自治体の監視指導

○器具及び容器包装の製造事業者の把握のため、届出等の仕組みを検討

○監視指導については、まずは、事業者の把握、製造管理の状況の把握等
を行うことが必要
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Ⅳ.食品用器具及び容器包装の
規制の在り方に関する技術検討会

開催日 議題

2017年9月25日 （１）検討会の開催趣旨及びスケジュール（案）について
（２）技術的論点の整理及びその検討

2018年6月21日 （１）食品衛生法の一部を改正する法律について
（２）器具及び容器包装に関する改正条文及び本検討会の論点について
（３）ポジティブリスト制度の具体的仕組みについて
（４）その他

2018年7月26日 （１）ポジティブリスト制度の具体的仕組みについて
（２）その他

2018年10月15日 （１）ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
（２）その他

2018年12月7日 （１）ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
（２）その他

2019年2月19日 （１）ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
（２）その他

2019年3月27日 （１）ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
（２）その他

2019年6月13日 （１）ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
（２）その他

2019年12月2日 （１）ポジティブリスト制度の具体的な仕組み・運用について
（２）その他
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Ⅳ.食品用器具及び容器包装の
規制の在り方に関する技術検討会

【論点１：ポジティブリスト制度の対象範囲及び具体的な仕組み】

①ポジティブリスト制度の対象となる材質 （「取りまとめ」Ⅳ２（１））

②事業者における製造管理基準の導入 （「取りまとめ」Ⅳ２（４））

③事業者間の適正な情報伝達 （「取りまとめ」Ⅳ２（３））

④適切に事業者を把握するための仕組み等 （「取りまとめ」Ⅳ２（５））

⑤円滑な基準策定に向けた第三者機関の活用

【論点２：具体的なリスク管理の方法（ポジティブリストの作成方法、添加量・

溶出量規制等）】（「取りまとめ」Ⅳ２（２））

①リスク管理すべき物質の対象範囲

②リスク管理方法

③ポジティブリスト制度の対象範囲について

④リスク評価について

⑤従来から使用されている既存物質について

⑥重金属等これまでリスク管理を行っている物質について
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Ⅳ.食品用器具及び容器包装の
規制の在り方に関する技術検討会

【論点３：その他】

①ポジティブリスト制度に適合する旨を使用する事業者・消費者が確認し
やすい方策

②事業者の事務負担への配慮等

③ポジティブリスト制度導入に関するリスクコミュニケーション等

④再生材料の取扱い

⑤アクティブ材料、インテリジェント材料及びナノ物質の取扱い

⑥乳等省令で定める器具及び容器包装の規格基準との統合

⑦輸入品について
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Ⅳ.食品用器具及び容器包装の
規制の在り方に関する技術検討会

論点1 ⑤円滑な基準策定に向けた第三者機関の活用

１．「検討会取りまとめ」等における方向性

○米国では個別製品ごとに届出者に限定して使用可能とする食品接触物

質の上市前届出制度（FCN）の仕組みがあるが、こうした仕組みについ

てどのように考えるかについても整理が必要

○一定溶出量未満であるなど低リスクの物質について、国が定めた評価

基準に従い、第三者機関による安全性の確認により、使用可能とする

ことができる仕組みを検討（平成29 年６月26 日薬事・食品衛生審議会

食品衛生分科会）
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第三者機関
（2017年9月25日技術検討会資料3-5）
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Ⅳ.食品用器具及び容器包装の
規制の在り方に関する技術検討会

２．本検討会における当面の検討事項

○ FCN 制度は、新規添加剤の迅速な承認等を目的に創設された制度で

事前相談の時間を除き申請後120日で承認する仕組みとなっている。

現在、日本には事前相談を行う機関は存在しない状況下でのポジティ

ブリストへの登録事務を円滑に行うための方策について

○ポジティブリストへの新規登録に当たっては内閣府食品安全委員会の

リスク評価が必要で、そのために必要なデータパッケージの準備及び

その点検は、円滑な登録事務の実施に不可欠である。

そのため厚生労働省が本来行う登録申請に関する相談及び登録申請

資料の点検等の事務を第三者機関が代行することについて

３．本検討会において引き続き検討する事項

○登録申請に関する相談及び登録申請資料の点検等の事務を行う機関

に求められる機能・要件の検討
27



改正食品衛生法

• PL制度化を含む改正食品衛生法については、4月12日参議院厚

生労働委員会を経て、13日本会議で全会一致で可決。

6月6日衆議院厚生労働委員会を経て、7日本会議で可決成立し

13日公布された。

• 参議院厚生労働委員会食品衛生法の一部を改正する法律案に
対する附帯決議：

「四、食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度の導入

に当たり、食品健康影響評価を踏まえた規格基準を計画的に策

定する等、法の円滑な施行に万全を期すこと。また、合成樹脂以

外の材質についても、リスクの程度や国際的な動向を踏まえ、ポ

ジティブリスト化について検討すること。」
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改正食品衛生法
第十八条

③ 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。
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改正食品衛生法

• 第十八条「第一項に規定する規格」にPLを位置づける。3項
を新設し「政令で定める材質」即ち合成樹脂を対象にPL収載

物質だけを使用するよう義務化する。「含有されることが許
容される量」と「食品に混和することが許容される量」を併記
することで、いわゆる添加量規制と溶出量規制のいずれの
適用も可能とする。「その物質が化学的に変化して生成した
物質を除く」ことでいわゆるNIAS（非意図的生成物）を除外す

る。また「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」、いわゆるファンクショナルバリヤー（FB）の後方（
食品非接触層）においてPL収載物質以外の物質使用の可能
性を示す。
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改正食品衛生法
第五十一条（第五十条の二）

厚生労働大臣は、営業（器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業（第五
十一条において「食鳥処理の事業」という。）を除く。）の施設の衛生的な管理その他
公衆衛生上必要な措置（以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。）に
ついて、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に
関すること。

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための
取組（小規模な営業者（器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業
の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。
次項において同じ。）その他の政令で定める営業者にあっては、その取り扱う食品の
特性に応じた取組）に関すること。
②営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めると
ころにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
③都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定め
られた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
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改正食品衛生法

• 第五十一条（第五十条の二）により、食品衛生法におい
て食品用器具・容器包装に係る制度が直接義務化され
ている容器等販売事業者、食品製造・販売事業者への
責務を明確にする。第一項第二号によりこれら事業者
にHACCPを義務化する。
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改正食品衛生法
第五十二条（第五十条の三）

厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その

他公衆衛生上必要な措置（以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。）

について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。

二 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するため

の取組に関すること。

②器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準（第

十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用され

た器具又は容器包装を製造する営業者にあっては、前項第一号に掲げる事項に限

る。）に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

③都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定め

られた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
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改正食品衛生法

• 第五十二条（第五十条の三）により、食品衛生法におい
て食品用器具・容器包装に係る制度が直接義務化され
ている容器等製造事業者の責務を明確にする。第二項
と第一項により合成樹脂を扱う事業者に一般衛生管理
とGMP管理を、同じく第二項と第一項第一号により合成

樹脂以外の材質を扱う事業者に一般衛生管理を義務
化する。
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改正食品衛生法
第五十三条（第五十条の四）

第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販

売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容

器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。

一 第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定に

より定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。

二 第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。

②器具又は容器包装の原材料であって、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のも

のを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用

して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた

規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところ

により、必要な説明をするよう努めなければならない。
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改正食品衛生法

• 第五十三条（第五十条の四）第一項において、サプライチェーンの
情報伝達の義務と努力義務を示す。即ち合成樹脂の食品用器具
、容器包装を製造、販売、輸入する事業者は、今後明らかにされ
る省令に基づき、第一項第一号に示すPL収載物質を使用している
か、同第二号に示すFB後方の非接触層にPL収載物質以外の物質

を使用しているか、サプライチェーンの下流に説明する責務が生じ
る。一方、第二項により、合成樹脂の食品用器具、容器包装に使
用する原材料を製造、販売、輸入する事業者は、サプライチェーン
の下流から説明を求められるとき、今後明らかにされる省令に基
づき、必要な説明をするよう努めなければならない（努力義務）とさ
れる。
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改正食品衛生法
第五十七条

営業（第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定
めるもの及び食鳥処理の事業を除く。）を営もうとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める
事項を都道府県知事に届け出なければならない。

37

第五十八条

営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって、その採取し、製造し、輸入
し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販
売した器具若しくは容器包装を回収するとき（次条第一項又は第二項の規定による命
令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として
厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。）は、厚生労働省令・内閣府令で定める
ところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出
なければならない。

一 第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、
第十八条第二項若しくは第三項又は第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれ
がある場合

二 第九条第一項又は第十七条第一項の規定による禁止に違反し、又は違反するお
それがある場合



改正食品衛生法

• 食品用器具、容器包装を製造、販売、輸入す
るものは、第五十七条により営業の届出、第
五十八条により回収の届出が義務化される。
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改正食品衛生法
附則 第四条

この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは

輸入され、又は営業（食品衛生法第四条第七項に規定する営業をいう。）上使用

されている器具（同条第四項に規定する器具をいう。）及び容器包装（同条第五項

に規定する容器包装をいう。）については、新食品衛生法第十八条第三項及び第

五十条の四（第二条の規定の施行の日（以下「第三号施行日」という。）以後に

あっては、同条の規定による改正後の食品衛生法（以下「第三号新食品衛生法」

という。）第五十三条）の規定は、適用しない。
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改正食品衛生法

• 附則第四条により、施行日までに製造、販売
、輸入されている、又営業上使用されている
器具、容器包装は、PL適合性が免除される。
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改正食品衛生法
サプライチェーン 責務 条文

原料メーカー 適宜PL適合情報提供 第五十条の四第二項

材料メーカー 適宜PL適合情報提供 第五十条の四第二項

食品用器具、容器包装製
造事業者

GMPによる製造管理、PL
適合情報提供

第五十条の三
第五十条の四第一項

食品用器具、容器包装販
売事業者

GMP、HACCPによる製造
管理、PL適合情報提供

第五十条の二
第五十条の三
第五十条の四第一項

食品製造・販売事業者
（食品用器具、容器包装
使用者）

GMP、HACCPによる製造
管理

第五十条の二
第五十条の三
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技術検討会資料より
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合成樹脂

熱可塑性
（汎用のもの：約30種類）

熱硬化性
（汎用のもの：
約１0種類）

紙、
ゴム

米国のＰＬ制度

ＥＵのＰＬ制度

日本

（業界自主基準）

国毎に規制

金属、
ガラスなど

○米国：ポジティブリスト制度

○欧州（EU）：ポジティブリスト制度

○日本：食品衛生法ではネガティブリスト制度

これに加えて、熱可塑性樹脂に関しては、三衛協による自主基準（化学物質約1,500種のポジティブリストと衛生試験法）と自主基
準への適合性を証明する確認証明制度が設けられている。

合成樹脂について、２０１０年からポジティブリスト制度。モノマー、添加剤ごとに、溶出量や使用条件等が規定されている。また、
製品及びその材料を構成する成分の総溶出量についても規定されている。
原材料事業者を含め、適正製造規範（GMP)に従った製造を義務づけるとともに、事業者間の情報伝達のため、適合宣言書の製
品への付帯が義務づけられている。

合成樹脂及び紙・ゴムについて、１９５８年から連邦規則集に掲載された化学物質のみが使用できるポジティブリスト制度。合成樹
脂については、ポリマーの種類ごとに、使用可能なモノマー、添加剤やその含有量が規定。

これに加え、２０００年から、承認の迅速性を図るため、個別製品ごとに申請者に限定して使用可能とする制度（上市前届出制度
（FCN）が新設された。
原材料事業者を含め、適正製造規範（GMP）のもとで製造されることが要求されているが、事業者間の情報伝達に関する特段の
規定はなく、自主管理・自己宣言に任されている。

我が国と欧米における規制の比較
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米国と欧州のポジティブリスト（PL）制度の違い

製品管理（ポジティブリスト＋溶出量規制）ＥＵにおける管理

PL PL 溶出量・用途制限

原材料管理（ポジティブリスト＋添加量規制）米国における管理

製造法の規定 用途制限PL・添加量制限

出発物質
モノマー

基ポリマー

重合

容器・包装
（最終製品）

食 品
（最終製品）

成形・加工 充てん・包装

重合助剤 添加剤
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「合成樹脂」のポジティブリスト制度の対象範囲（改）

熱可塑性あり 熱可塑性なし

プラスチック 熱可塑性プラスチック
例）ポリエチレン、ポリスチレン

熱硬化性プラスチック
例）メラミン樹脂、フェノール樹脂

エラストマー
熱可塑性エラストマー
例）ポリスチレンエラストマー、
スチレン・ブロック共重合体

ゴム（熱硬化性エラストマー）
例）ブタジエンゴム、ニトリルゴム

合成樹脂の分類（概要）合成樹脂の分類（概要）

• 「ゴム」は「熱可塑性を持たない高分子の弾性体」とし、合成樹脂とは区別する。
• 「ゴム」を除く部分については合成樹脂として取り扱い、ポジティブリスト制度の対象とする。

対応方針対応方針

45

施行通知（令和元年11月７日 生食発1107第１号）
３ 器具又は容器包装に関する事項
イ ポジティブリスト制度の対象となる政令で定める材質について（施行令第１条関係）
ⅰ 食品又は添加物用器具又は容器包装に使用される「合成樹脂」の原材料であってこれに含まれるものについては、規格が
定められた物質のみとされたこと。
ⅱ 「合成樹脂」には、熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まないこと。
ⅲ 合成樹脂製の器具又は容器包装及び他の材質の器具又は容器包装であって食品又は添加物接触面に合成樹脂の層が形

成されている場合の「合成樹脂」を対象とすること。



ポジティブリスト制度おいて管理する物質

不純物・非意図的生成物

基ポリマー 加工原料
最終製品

（器具・容器包装
）

中間製品
（フィルム・シート

等）

添加剤等 a 添加剤等 c添加剤等 b

モノマ
ー

添加剤等 d

• 最終製品に残存することを意図して用いられる物質をポジティブリストで管理。
• 最終製品に残存することを意図しない物質はこれまでのリスク管理方法により管理。

ポジティブリストに収載する物質の範囲ポジティブリストに収載する物質の範囲

反応制御剤
（触媒等）

＊ポジティブリスト制度により管理

＊ ＊＊

＊
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国のPL様式案
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国のPL様式案（合成樹脂のGr化）
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国のPL様式案（合成樹脂のGr化）
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○ 食品用器具・容器包装の安全性や規制の国際整合性の確保のため、規格が定まって
いない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保されたも
ののみ使用できることとする。

現行 改正案（ポジティブリスト制度）

○ 原則使用を認めた上で、使用を制限する物
質を定める。海外で使用が禁止されている物
質であっても、規格基準を定めない限り、直ち
に規制はできない。

○ 原則使用を禁止した上で、使用を認める物
質を定め、安全が担保されたもののみ使用で
きる。 ※合成樹脂が対
象

消
費
者

原
材
料
メ
ー
カ
ー

容
器
等
販
売
事
業
者

容
器
等
製
造
事
業
者

食
品
製
造
・
販
売
事
業
者

（
容
器
等
使
用
者
）

ポジティブリスト適合性を
確認できる情報を提供

製造管理規範（GMP）による製造管理の制度化
＊原材料の確認 ＊製品の規格基準への適合情報の提供
＊製造の記録の保存等
※ポジティブリスト対象外の容器等製造者事業は一般衛生管理を適用

ポジティブリスト制度による国のリスク管理
・監視指導（事業者の把握、指導）
・輸入監視

求めに応じ、
ポジティブリスト適合性を
確認できる情報を提供

（参考）全体像

国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

58



59



60



61



62


