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（→
p.57）
欧州プラスチック規則（PIM）ガイダンスドキュメント（移行のモデル化）
（→p.100）
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「JCII-FCM 安全衛生資料」は、食品接触材料に関し長期に亘り役立つと思われる重要資
料を編集したものです。問い合わせは、info@jhpa.jp まで
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欧州プラスチック規則（PIM）全体に係るガイダンスドキュメント
2 月 27 日欧州委員会はプラスチック規則（PIM）全体に係るガイダンスドキュメントを
公表した。
①

ガイダンスドキュメントは（計 3 部ではなく）4 部作成されていることが確認された。

それぞれ PIM 全体、移行試験、移行のモデル化、サプライチェーンの情報伝達を扱う。今
回移行試験を除く 3 つが公表されたことになる。
②

欧州ではシミュレーション技術、食品分析技術の向上、域内の市場情報の収集をベー

スにシミュレーションによる適合性評価が普及段階に入った。特殊移行量試験は（食品擬
似溶媒よりも）食事経由暴露評価が主流になりつつある。2010 年 JRC 報告書の一つがガイ
ダンスドキュメント（移行のモデル化）に位置づけられたことが確認された。
③

ガイダンスドキュメント（PIM 全体）はいわゆるグレーゾーンの解釈、説明に多くを

費やしている。これらにはポリマー製造助剤、ポリマー添加剤、高分子出発物質、重合助
剤、非意図的生成物、モノマーに含まれる安定剤、コーティング剤、印刷インキ、接着剤、
ナノ材料、抗菌剤などがある。ゴムとともにこれまでドラフト段階になかった熱可塑性エ
ラストマーの定義が加えられた。また規制対象ではないとしつつも重合助剤の説明に多く
を費やしている。
④

プラスチック多層材料、多材料多層材料については、金属を蒸着したプラスチック材

料の位置づけが注目される。本ガイドラインでは金属層を自己保持性がないことからコー
ティング層と見なし、全体を（多材料多層材料ではなく）プラスチック多層材料に位置づ
ける。これによりこの材料には移行試験が課せられることになる。
⑤

接着剤・コーティング剤・印刷インキに使用される物質はポジティブリスト（PL）の

対象ではないとしつつも、PL にあり SML が設定された物質を含む場合、最終的な材料製
品は結果的に当該物質の SML 遵守が求められる。
⑥

その他注目される点はつぎの通り。

・オリゴマーを 1,000 Da 未満の有限の繰り返し単位で構成される物質と定義する。
・抗菌剤の機能に応じ 3 つのカテゴリーに分類する（食品加工プロセス殺菌剤、食品接触
材料表面殺菌剤、食品保存用殺菌剤）
。ここで表面殺菌剤は、殺生物剤規則の製品タイプ 4
に位置づけられ（PIM ではなく）殺生物剤規則下で管理される。
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・ファンクショナルバリヤーの後方でも使用不可とされた CMR、ナノ材料や一級芳香族ア
ミンについてケースバイケースの評価により認可の可能性があるとする。
・総移行量制限を食品の組成を変えない限度に当たる濃度と解釈する。また（揮発性物質
を評価の対象とせず）非揮発性物質だけを評価の対象とする。
・脂肪消費補正係数（FRF）の適用対象とされる親油性物質の選択基準は、log P o/w>3 で
ありかつ特殊移行量（擬似溶媒 A,B,C）<特殊移行量（擬似溶媒 D1,D2）/10 である。
・擬似溶媒 E（変性 PPO）には不純物があり、使用前に溶媒を用いたソックスレー抽出に
より精製が必要とされる。

DG SANCO「プラスチック食品接触材料及び製品に関する規則(EU)No 10/2011 に関する
ユニオンガイダンス」
。
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/10-2011_plastic_guidance_
en.pdf
「欧州委員会健康消費者総局 食物連鎖の安全性 革新と持続性
2014 年 2 月 21 日、ブリュッセル
プラスチック食品接触材料及び製品に関する規則(EU)No 10/2011 に関するユニオンガイダ
ンス
このドキュメントは食品接触材料に係る行政の専門家からなる WG の討議の結果を示して
いる。
このガイダンスは 2014 年 2 月 20 日 SCFCAH において加盟国に示され署名された。
このガイダンスは、規則(EU)No 10/211（注：2011 の間違い）に含まれる措置の解釈や施
行に関する疑義に対応する欧州専門機関や加盟国の規制当局で参照されることを目的す
る。
このドキュメントは食品接触材料に関する DG Sanco のウエブサイト上で参照可能である：
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/documents_en.htm
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宣言：このドキュメントは、健康消費者総局事務局で作成されたもので、組織としての欧
州委員会には係らない。このドキュメントは特定組織に係る EU の公式解釈を提供するも
のではないことに留意されたい。それは国内法発行に関する法的助言を提供していない。
このドキュメントへの疑義については、つぎに問い合わせられたい。
SANCO-FCM@ec.europa.eu
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1.1

序論
ガイダンスドキュメントの目的

このガイダンスドキュメントは食品接触プラスチック材料製品に係る規則(EU)No 10/2011
（
“プラスチック規則”
）
（注 1）に対しガイダンスを適用する一連のドキュメントの一部で
ある。このシリーズは現在全体のガイダンス、移行試験に係るガイダンス（作成中）
、移行
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のモデル化に係るガイダンス（注 2）及びサプライチェーンの情報に係るガイダンス（注 3）
をカバーする。
（注 1）
食品接触用プラスチック材料製品に係る 2011 年 1 月 14 日付欧州委員会規則(EU)No
10/2011（2011 年 1 月 15 日付官報 L12,p.1）
。
（注 2）指令 2002/72/EC を裏付ける特定移行の推定のための一般に認知された拡散モデル
の適用。
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl_food_c_m/guidance-documents
（注 3）“サプライチェーンの情報に係る食品接触用プラスチック材料製品規則(EU)No
10/2011 に対するユニオンガイダンス”
。
このガイダンスドキュメントはプラスチック規則の一般的観点をカバーする。それはプラ
スチック規則自体と同様に構成される。それは特につぎを含む：
●プラスチック規則に何がカバーされ又カバーされないかに関する説明、
●食品接触材料製品の含みにおいて係わる用語の定義、
●添加物及びポリマー製造（注：加工）助剤の機能のカテゴリー、
●ユニオンリストにどの物質が収載されるかに関する説明、
●物質がなぜユニオンリストへの収載から除外されるか及びこれら物質に適用される措置
の説明、
●食品接触プラスチック材料製品における殺生物剤の状況、
●二重添加剤及び二重用途添加剤の表示リストに関する説明、
●移行措置に関する説明。
プラスチック規則は食品接触材料製品に係る規則(EC)No 1935/2004（“枠組み規則”）
（注 4）
第 5 条に拠り採択されたプラスチック食品接触材料製品への特定措置である。それはプラ
スチック食品接触材料製品に係る従来の指令を一つの規則に統合し、それらに適用される
ルールをシンプルにする。
（注 4）食品接触用材料製品に係るそして指令 80/590/EEC 及び 89/109/EEC を廃止する欧
州議会及び閣僚理事会規則(EC)No 1935/2004（2004 年 11 月 13 日付官報 L338,p.4）
。
2 第Ⅰ章－総則
2.1

主題及び範囲

プラスチック規則は、範囲に設定された通りプラスチック材料に適用される。
プラスチック材料及び製品は、食品接触に適した最終用品である。これにはつぎが含まれ
る：
●既にその最終的な組成を持っているが依然最終的製品形状に達せず機械的に再度形を整
えることが求められるもので、配合処方が変わらない材料又は製品（例えば、熱成形シー
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トやボトルのプレフォーム）
；
●既に食品に接触している最終的なプラスチック食品接触材料又は製品（例えば、包装材
料、食品貯蔵容器、台所用品や調理器具、食品加工機械のプラスチック部品、調理用まな
板、フリンジの内面、ベーキングトレイ）；
●最終製品（例えばボトルやキャップ、トレイや蓋、台所用品や食品加工機械の部品）を
作製するため包装／充填の間又はその前のいずれかに一緒に持ち込む又はアセンブルする
ときだけ必要となる最終的食品接触材料又は製品の最終的な部品；
●最終的多材料多層膜内のプラスチック層。
プラスチック規則の範囲に含まれるプラスチック材料は、合成高分子及び化学的に変性さ
れた合成又は天然高分子に基づいている。化学的に変性されていない天然高分子は、プラ
スチック規制の範囲にカバーされていない。プラスチック規則は又微生物発酵により製造
される高分子に基づくプラスチックをカバーしている。
プラスチック規則はバイオによる及び生分解性のプラスチックについて、それらが合成高
分子、化学的に変性された天然又は合成高分子又は微生物発酵により製造されるときプラ
スチック規則の範囲にカバーされている。一方、非加工澱粉に基づく材料のような化学的
に変性していない天然の高分子に基づく材料はプラスチック規則の範囲にカバーされない。
天然高分子に添加剤を追加することは化学変性ではない。この化学変性は高分子自体に生
じている必要がある。
いわゆる "ケミカルリサイクル"プロセスにより得られた及び生産スクラップの使用により
製造されたモノマーやオリゴマーの使用により製造されたプラスチックは又プラスチック
規則でカバーされる。機械的リサイクルプロセスからの再生プラスチックで製造されたプ
ラスチックは、ファンクショナルバリヤー層により食品から分離されるものを除き、リサ
イクルされた食品接触用プラスチック材料製品規則（EC）No 282/2008（注 5）でカバー
される。
（注 5）リサイクルされた食品接触用プラスチック材料製品に係るそして規則(EC)No
2023/2006 を改正する 2008 年 3 月 27 日付欧州委員会規則（EC）No 282/2008（2008 年 3
月 28 日付官報Ｌ86,p.9）
。
プラスチック規則第 3 条(2)におけるプラスチック（注 6）の定義は実に広い。原則的なこ
の定義によれば、ゴム、シリコーン及びイオン交換樹脂はプラスチック規則の範囲内にな
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るだろう。しかしながら、プラスチックに定められた措置はこれらの材料に必ずしも適用
されず、それらは他の固有の規制でカバーされるため、第 2 条(2)にある上述の他の材料は
明確にプラスチック規則の範囲から除外される。
（注 6）
“プラスチック”とは、添加剤及び他の物質を含む可能性があり、最終材料製品の
主要な構成成分としての機能を発揮するポリマーを言う。
それらが有機又は無機コーティングで被覆された場合、又はそれらが印刷された場合、プ
ラスチック材料及び製品はプラスチック規則の範囲にカバーされる。それらが接着剤によ
り一緒に結合されているいくつかのプラスチック層で構成されたとき、プラスチック材料
はプラスチック規則の範囲にカバーされる。しかしプラスチック規制に定められたルール
では、プラスチックに使用される印刷インキ、接着剤、コーティング剤について、プラス
チック材料及び製品の移行への寄与に関してだけ適用される。プラスチック規則は、印刷
インキ、接着剤、コーティング剤に構成要件を設けない（注 7）
。これら材料へのルールは、
別の固有の連合の措置で設定されねばならない。その日まで、それらは国家の施策により
カバーされている。
（注 7）プラスチック規則に含まれるものとして第 2 条(1)(d)に明確にリストされた密閉容
器中のガスケットを形成するそれらコーティング剤を除き。
これらの層が多材料多層膜を形成するため、他材料の層と一緒に結合されている場合でも、
プラスチック規制はプラスチック層に適用される。プラスチック層自体だけに適用され、
他の材料の層とプラスチック層より構成される最終製品には適用されない。
プラスチック規則は、他材料例えばガラス繊維強化プラスチックの添加剤として添加され
るようなプラスチック材料には適用される。結果として得られる共重合体がゴムの定義に
該当する場合を除き、共重合体から成るプラスチック材料に適用される。
この規則は、次の点に関しルールを設定する：
■それは、この範囲に記述されたプラスチック材料及び製品のプラスチック層の製造に使
用できる認可物質のユニオンリストを設定する。
■それは、どの物質の種類がユニオンリストによりカバーされるか否かを設定する。
■それは、これらの物質に制限や規格を設定する。
■それは、プラスチック材料製品のどの部分がユニオンリストにより適用されるか否かを
設定する。
■それは、プラスチック材料製品への特定及び総移行量制限を設定する。
■それは、プラスチック材料の規格を設定する。
■それは、適合宣言（DoC）を設定する。
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■それは、プラスチック材料製品の適合試験の要件を設定する。
この規則はそのためつぎに適用されない：
●欧州委員会指令 2007/42/EC（注 8）によりカバーされる再生セルロースフィルム、ニス
ありなしを問わず；
●ゴム；
●紙及び板紙、プラスチックの添加により変性されたかどうかを問わず；
●つぎから得られる表面コーティング：
○合成パラフィンワックス及び/又は微結晶ワックスを含むパラフィンワックス；
○前のインデントに記載されたワックスの混合物、互いに及び/又はプラスチックとの；
●イオン交換樹脂；
●シリコーン。
（注 8）食品接触用再生セルロースフィルムから製造される材料製品に係る 2007 年 6 月 29
日付欧州委員会指令 2007/42/EC（2007 年 6 月 30 日付官報 L172,p.72）
。
注記：
ワックスは多くの異なる用途をもち天然、鉱物、石油由来の材料又は合成源からなる複雑
なグループである。それらの用途に拠りそれらはプラスチック規則でカバーされることが
ある。
ワックスはそれらが添加剤又はポリマー製造に使用され、そしてプラスチック規則付属書
Ⅰ表 1 にあるユニオンリストにおいて個々の物質としてリストされるとき、プラスチック
規則にカバーされる。
ワックスはそれらが表面コーティングの役割や主要成分であるときプラスチック規則では
カバーされない。これは合成パラフィン及び／又は微結晶ワックス及び相互に及び／又は
プラスチックとのこれらワックスの混合物など、パラフィンファックスの事例の場合であ
る。
注記：
熱可塑性エラストマー（TPE）はプラスチック規則に設定されたポリマーの定義の下にあ
るポリマーから製造されるコポリマーである。それらはそれらが物理化学的性状において
異なる可能性があるときでもプラスチックに特定される物質から構成される。ある加盟国
においてそれらはゴム及びエラストマーに対するそれらの国内法規制にカバーされる一方、
他の加盟国はそれらを彼らの法規制や勧告の範囲の下にカバーしていない。TPE は規則
(EU)No 10/2011 にリストされたモノマーや添加剤により製造され特定移行量制限（SML）
を尊重しなければならない。SBS などある種の TPE に対する移行モデルが移行モデル化に
関するガイダンスで参照できる。プラスチック規則のリサイタル(7)で説明されるように、
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ゴムはプラスチック規則の範囲から除外される。なぜならそれらはプラスチックの組成や
物理化学的性状と異なるからである。TPE がプラスチックと同じ組成をもっているとき、
それらはゴムの用語にカバーされず、それ故プラスチック規則の範囲から除外されない。
注記：枠組み規則の範囲に入るそれらの製造に使用される全ての食品接触材料及び製品、
中間体及び物質は、その規則の関連要件を課せられる。これはプラスチックのような特定
の EU 措置にカバーされる材料及び製品だけでなく特定の国内措置でカバーされるものに
も適用される。
2.2

定義

枠組み規則及びプラスチック規則に設定された定義に加え、このガイダンスは、このガイ
ダンスドキュメントの含みの中で使用されるある種の用語の使用を明確化する：
■"接着剤"とは、表面結合（接着（注 9））及び十分な内部強度を有する結合（凝集（注 10）
）
（注 11）により材料を一体化することが出来る非金属の物質を意味する。
（注 9）接着とは異なる層にある分子間の相互作用力である。
（注 10）凝集とは同一層にある分子間の相互作用力である。
（注 11）接着剤の異なる種類は、多くのプラスチック製食品接触製品（例えば、バッグ、
ポーチ、ボックス、コピーボード、台所用家具など）及びつぎによるプラスチック材料の
多様な範囲（例えば、PE、PP、OPP、PET、PC、PVC など）にある特定の機能要件に対
応する必要がある。これら接着剤システムの異なる種類－主に水性ベース又は水溶性、溶
剤ベース及び 100％固体接着剤システム－は目的に適合する結合したアセンブリを生成す
るため採用される。これらの接着システムの各タイプには反応性又は非反応性の可能性が
ある。化学や硬化機構（物理的又は化学的）に係らず、硬化した接着フィルムは高分子量
体の高分子系有機物質により基本的に構成されている。
■"ブレンド"とは、最終的な材料及び製品の主要な構成成分として機能することができそれ
ぞれが物理的に同じ状態にあるプラスチックのあらゆる混合物である。
■"コーティング"とは、特定の性状をもつ又は最終製品の技術的効用を向上させるため、既
に存在する物質上に適用される物質から構成される自己保持性のない層を意味する。
○"無機表面コーティング"とは、例えば酸化シリコーンコーティングのようなもので、既
存のものの上に適用される無機物質で構成される自己保持性をもたない層を意味する。
○"有機表面コーティング"とは、表面に機能的効用を供するため使用される薄い固形のポ
リマー層に加工され、最終的な材料及び製品の主要構成要素としての機能がそれ自身では
発揮できないあらゆる樹脂及びポリマーによる調剤を意味する。
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■"二重用途の添加剤"とは、ユニオンリストのリスト化（注 12）にカバーされ、又規則（EC）
No 1333/2008（注 13）及び(EC)No 1334/2008（注 14）及びそれら施行措置における食品
添加物又は香料としてもリストされている添加剤を意味する。
（注 12）ある種の食品添加物は、酸又はアルコール自身が食品添加物でないときもユニオ
ンリストにリストされる酸及びアルコールの塩であることに注意。
（注 13）食品添加物に係る 2008 年 12 月 16 日付欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No
1333/2008（2008 年 12 月 31 日付官報 L354,p.16）
；食品添加物のユニオンリスト策定によ
り欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No 1333/2008 付属書Ⅱを改正する 2011 年 11 月 11 日
付欧州委員会規則(EU)No 1129/2011（2011 年 11 月 12 日付官報 L295,p.1）
；食品添加物、
食品酵素、食品香料及び栄養物において用途を認可した食品添加物のユニオンリスト策定
により食品添加物に係る欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No 1333/2008 付属書Ⅲを改正
する 2011 年 11 月 11 日付欧州委員会規則(EU)No 1130/2011（2011 年 11 月 12 日付官報
L295,p.178）
。
（注 14）食品内部及び表面で使用される香料及び香料性状を有するある種の食品添加物に
係るそして閣僚理事会規則(EEC)No 1601/91、規則(EC)No 2232/96 及び(EC)No 110/2008
及び指令 2000/13/EC を改正する 2008 年 12 月 16 日付欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No
1334/2008（2008 年 12 月 31 日付官報 L354,p.34）
。
■"脂肪消費補正係数"（FRF）とは、プラスチック規則の付属書 I に示される通り、油性食
品又は擬似溶媒 D1 及び D2 及びその代替品への親油性物質の移行の測定に使用され、その
SML との比較の前に割る 1～5 の間にあるファクターである。
■"イオン交換樹脂"とは、食品成分のイオン交換や吸着をもたらすため、食品加工に使用す
ることができる有機合成高分子成分で作られたイオン交換及び吸着樹脂をカバーしている。
しかしそれらは、セルロースのイオン交換体を含まない。
■"層"とは、規定されるが異なる組成を有する他の同種の連続的な又は半連続的な（注 15）
材料から界面で区切られ二次元に延長される規定された組成による均質で連続的な又は半
連続的な材料を意味する（注 16）
。
（注 15）このガイダンスドキュメントの目的としてインキ、ラッカー又はコールドシール
のようなパターンコーティングはそれが存在するところで層と考える。
（注 16）層は、必ずしも平坦なシート状の形状を持っている必要はなく、例えばボトルな
ど成形品の場合には他の形状を持つことができる。印刷インキの“層”はしばしば連続し
ていない－このイメージは表面の 100%に亘り印刷していない可能性があり、カラーの点
（ドット）で構成することができる。層の性質は多様であることができる。食品接触材料
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の意味する内で層の例は次の通り：プラスチック、印刷インキ、紙、金属、ラミネートワ
ックス、ラッカー、ワニス、有機又は無機（例えば、金属層、SiOx 膜）のコーティング、
接着剤など。
■"マスタバッチ"とは、最終的な調剤の物理的性状を強化する色材、フィラー、ファイバー、
安定剤などの添加剤を高濃度で含む 1 つ又はそれ以上の調剤を意味する。マスタバッチは
ポリマーとのブレンドを意図しており、製品そのものの作成に用いられない。
■"移行のモデル化"とは、一般的に認められている拡散モデルとして適用され、材料又は製
品中の物質の残留含有量に基づく物質固有の移行レベルの計算を意味する。これらは科学
的証拠に基づき実際の移行を過大評価するもので、移行のモデル化に関するガイダンスを
参考にしている。
■"移行試験"とは、材料又は製品から食品又は食品擬似溶媒のいずれかへの物質の放出を確
認することを意味する。
■"オリゴマー"とは、1,000 Da 未満の分子量を有する有限な数の繰り返し単位で構成され
る物質を意味する。
■"製造の中間段階からの製品"とは又"プラスチック中間材料"としてもリファーされるも
ので、プラスチックのパウダー、粒又はフレーク（“マスタバッチ”を含め）、プラスチッ
ク規則第 6 条(3)(d)を除くプレポリマー、フィルム、シート又はラミネートなどあらゆる半
最終材料及び製品を意味し、
“最終”材料又は製品となるため更なる加工／再配合の段階を
求められるものである。端的に言えばこれは基礎化学品ではなくまだ最終的なプラスチッ
ク材料又は製品になっていないあらゆる製品である。
■"高分子添加剤"とは、最終的な材料及び製品の主要な構成成分として、他のポリマーが存
在しない場合使用できないもので、プラスチックとの物理的又は化学的効果を有する添加
剤として使用されるあらゆるポリマーを意味する。
■"プレポリマー"とは、相対的に低分子量のポリマーであり、通常モノマーと最終的なポリ
マー又は樹脂の中間体である。
■"印刷インキ"とは、この材料上で印刷デサインを形成する材料に適用される色材と他の物
質の混合物である（注 17）
。
（注 17）印刷インキは、色材（顔料、染料）
、結合剤、可塑剤、溶剤、乾燥剤や他の添加物
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の組み合わせから製造される調剤（混合物）である。それらは、溶剤系、水系、オレオ樹
脂系又はエネルギー硬化システム（UV 又は電子ビーム）である。それらは、フレキソ印刷、
グラビア、活版、オフセット、スクリーン、ノンインパクト印刷又はローラーコーティン
グなどの印刷及び/又はコーティングプロセスにより適用される。食品包装用の印刷インキ
は、一般に主要な食品包装材料の非食品接触面に適用され、－それに拠り－しばしば "食品
包装用インキ"と呼ばれている。
■"QM"とは、最終製品で重量濃度当たりの重量として表される最終的な材料又は製品中の
物質の最大許容残留量を意味する。
■"QMA"とは、食品接触製品の表面積当たりの重量として表される最終的な材料又は製品
中の物質の最大許容残留量を意味する。
■"繰り返し使用製品"とは、その使用期間中食品の異なる部分に接触し複数回使用すること
を意図した製品を意味する。例えば台所用品、繰り返し使用容器、包装機械の部品。
■"ゴム"とは、天然又は合成のいずれかの caoutchoucs 高分子（注：天然ゴム）に由来する
天然(注 18)又は合成の低せん断弾性率の材料で、化学的共有結合により保持された 3 次元
の可撓性のネットワークに調整された長いポリマーにより性格付けられるものである。そ
れらは使用温度で、及び分解するまで、その材料がせん断力下で実質的に変形し、せん断
力が除去されるとほぼ元の形状に復元できるような弾性としての物理的性質を示す。この
定義は熱可塑性エラストマーをカバーしていない。
（注 18）例えば caoutchoucs とは樹液に由来するラテックスから自然にできるゴムである。
■ "裏移り"とは、直接接触によるもので及び材料を介した拡散ではなく、材料や製品の外
側の層から内側にある食品接触層に物質が移動する現象である。裏移りは例えば貯蔵や輸
送の間に材料や製品の内面と外面が緊密に接触したとき生じる可能性がある。こうした直
接接触は材料がリールで又はシートで積まれたとき又はトレイやポットのような製品が互
いに内面を揃わせたとき生じる可能性がある。こうした条件下での移行とは異なり、裏移
りは機能性バリヤーの有無に係らず材料及び製品のいずれにも生じる可能性がある。
■"使い捨て型製品"とは、その使用期間中、一回だけ使用され食品の単一の部分以外に接触
しないことを意図した製品を意味する（食品包装材料は、消費者がそれを再使用すること
ができる場合でも、使い捨て型製品と見なさねばならない。これには例えば瓶の蓋が含ま
れる。使い捨て型手袋は、使用者がそれを食品のいくつかの部分に使用できたとしても、
使い捨て型製品と見なされねばならない）。
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■"シリコーン"とは、有機ポリシロキサンに基づく高分子物質又は材料を意味し、エラスト
マー又はゴム様の性状を有する 3 次元ネットワークを架橋形成するものである。
■"ナノ形状の物質"とは、ナノ材料の定義に係る 2011 年 10 月 18 日欧州委員会勧告
2011/696/EU（注 19）で定義されるナノ材料としてリファーされる。この勧告は、結合し
ていない又は凝集したもの又は凝固したものとしてあり、そして数平均分子量分布で粒子
の 50％又はそれ以上について、一辺又はそれ以上の延長次元が 1～100nm の粒子範囲にあ
るもので、天然、偶然（注：非意図的か）又は製造された物質としてナノ材料を定義する。
特定のケースで、環境、健康、安全性又は競争力への懸念があるとき、数平均分子量分布
の 50％は１～50%の間にある閾値に代替することができる；
（注 19）2011 年 10 月 20 日付官報Ｌ 275,p.38。
○ '粒子"とは、定義された物理的な境界を持つ物質の最小部分と定義される；
○ "凝集体"とは、結果的に外部表面積が個々の成分の表面積の和に相当する弱く結合し
た粒子や凝集物の集合を意味する；
○ "凝固体"とは、強く結合した粒子又は融合した粒子を意味する。
注意：食品分野においてどのように施行するか議論が終了したとき、この勧告に含まれる
ナノ材料の定義、プラスチック規則への改正が、食品分野の定義や食品接触材料分野固有
の要件を考慮して改正される。
■"サプライチェーン"とは、全ての事業者を意味し、添加物供給業者、原材料製造業者、加
工業者、食品包装業者及び販売業者など食品接触材料及び製品の製造、加工、販売及び使
用に直接的又は間接的に係る食品事業者を含む。
■"表面殺菌剤"とは、材料又は製品表面を微生物汚染からフリーに保つよう意図するが、食
品そのものに保存効果をもつことを意図していない物質を意味する。
■"熱可塑性エラストマー"とは、加工時に加硫や架橋を必要としないが、使用温度で加硫ゴ
ムのそれと同様の性状をもつポリマーやポリマーブレンドである。これらの性状は加工温
度では見られず、そのため更なる加工が可能である。しかし材料がその使用温度に戻らさ
れたとき元の状態に戻る。それらはプラスチックの定義の下でカバーされる。
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2.3

プラスチック材料及び製品の上市

“上市”の定義は枠組み規則第 2 条(1)(b)に含まれる。それは食品にまだ接触していない食
品接触材料だけでなく既に食品接触しているものへの行動をカバーする：
●EU 域内に食品接触材料を輸入する；
●無料有料を問わず、販売への提供又はあらゆる他の輸送形態を含め、販売目的の食品接
触材料を保有する；
●販売、配送及び転送の他の形態そのもの。
3

第Ⅱ章－構成上の要件

3.1
3.1.1

認可物質のユニオンリスト
ユニオンリスト

原理的には規則 No 10/2011 付属書Ⅰ表 1 のユニオンリストは、プラスチックの機能成分で
ある全ての物質を含む。
ユニオンリストは、ポリマーを製造するためのモノマー及び他の出発物質をカバーする。
それはポリマーそのものをリストしないが、ポリマーの構成単位であるモノマー及び他の
出発物質だけをリストする。リストする必要がある唯一のポリマーは、最終的なプラスチ
ックを製造する化学的に変性され天然高分子及び微生物発酵により製造された天然の高分
子である。モノマーはポリマーの繰り返し単位でこうして高分子のバックボーンとなって
いる。他の出発物質は、ポリマー鎖に組み込まれている側鎖又は末端のような高分子を変
性する物質をカバーすることができる。 "他の出発物質"という用語は又化学的に変性され
た天然高分子をカバーしている。
ユニオンリストは、最終的なプラスチックを製造するためポリマーに添加される添加剤を
カバーしている。それらはプラスチックの加工の間又は最終的な材料又は製品の中で物理
的又は化学的機能のいずれかを達成するため添加される。“添加剤”という用語の下でつぎ
のカテゴリー及び機能がカバーされる（注 20）
：
（注 20）カバーされる機能の指標リスト。
- 消泡剤、それらが最終的な製品内で機能を有するとき
- 被覆防止剤
- 抗酸化剤
- 帯電防止剤
- 乾燥剤
- 乳化剤、それらが最終的な製品内で機能を有するとき
- フィラー
- 難燃剤
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- 発泡剤、EPS のような発泡したポリマー製造に使用される
- 硬化剤
- 耐衝撃性改良剤（最終材料又は製品の主な構造要素として機能をもつ物質を除き－この
ガイダンスドキュメントのポイント 3.2.4 参照）
- 潤滑剤
- その他添加剤（押出用助剤）
- 蛍光増白剤
- 可塑剤
- 防腐剤（表面殺菌剤のような殺生物剤、このガイダンスドキュメントのポイント 3.4 参
照）
- 保護コロイド
- 補強剤
- 離型剤
- 安定化剤
- 増粘剤（最終材料又は製品の主な構造要素として機能をもつ物質を除き－このガイダン
スドキュメントのポイント 3.2.4 参照）
- 紫外線吸収剤
ユニオンリストは又ポリマーやプラスチック製造に適した媒体を提供するため使用される
ポリマー製造助剤（PPA）をカバーしている。それらは存在する可能性があるが、最終的な
材料又は製品に存在することも、最終的な材料や製品で物理的又は化学的効用を有するこ
とも意図されていない。ユニオンリストにリストされているもの以外の PPA は、国内法を
課してプラスチック製造に使用することができる。PPA という用語の下で、次のカテゴリ
ーがカバーされている（注 21）
：
（注 21）カバーされる機能の指標リスト。
- 消泡剤／ガス抜き剤、製造プロセスにおいて必要とされる
- クラスタ防止剤
- 皮膜防止剤
- スケール防止剤
- 緩衝剤
- 累積抑制剤
- 凝集剤
- 分散助剤
- 乳化剤、製造工程で必要とされる
- 流れ制御剤
- 核剤
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- pH 調節剤
- 防腐剤、製造工程で必要とされる（プロセス殺菌剤として使用される殺生物剤、このガ
イダンスドキュメンントのポイント 3.4 参照）
- 溶剤
- 界面活性剤
- 懸濁剤
- 安定剤
- 増粘剤
- 水処理剤
これらの規格又は移行量制限が適用されないことが明示されていない限り、ユニオンリス
トに物質が使用されるとき、プラスチック規則に定められた規格や移行量制限値に適合し
なければならない。これら物質がプラスチック規制の範囲にあるプラスチック材料の一部
であるコーティング剤、接着剤又は印刷インキに使用されるとき（多材料多層膜の除外と
ともに）
、最終製品はこれら物質に係る移行量制限に適合しなければならない。
3.1.2

ユニオンリストへの新規物質の追加

新規物質は、枠組み規則第 8 条～第 12 条に定められた手順に従い、ユニオンリストに追加
することができる。プラスチック規則の範囲にカバーされる材料に使用されこのユニオン
リストの範囲にカバーされる物質だけが追加される（例えば、紙や金属上のコーティング
に使用される物質、重合助剤、溶剤や色材は追加されない）
。認可手続きは国家規制当局に
送る申請が求められる。申請を受付できる国家窓口のリストはつぎに公開されている：
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/nat_contact_points_en.pdf
国の窓口は欧州食品安全庁（EFSA）に申請を転送する。EFSA は EFSA のガイダンスに従
い、申請の妥当性をチェックする。EFSA のガイダンス（注 22）はつぎで公開されている：
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/21r.htm
（注 22）食品接触材料に使用される物質に係るドシエを EFSA AFC パネルによる評価に提
出することに関するガイダンスドキュメント。
EFSA はその後有効申請に意見を提供するため 6 ヶ月を有している。 EFSA は申請者に追
加情報を求めることができ、このときこの期間中時間は停止する。EFSA は又正当化されれ
ば更に 6 ヶ月間期間を延長することができる。 EFSA の意見はつぎで公開されている：
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/cef.htm
EFSA の意見が賛成のとき、欧州委員会は、この意見書同様に他の関連要因を考慮し当該物
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質の認可決定を行うことになる。物質が認可されるべきと結論されれば、欧州委員会はユ
ニオンリスト中に物質を含めるようプラスチック規則の改正案を準備することになる。他
の委員会の事務局及び加盟国は当該提案を協議され、欧州議会は当該提案を精査する権利
を持っている。提案が合意されたとき、欧州委員会により採択され官報に掲載される：
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
この手続きの最後の部分は 9 ヶ月までかかる可能性がある。
3.2

ユニオンリストに含まれない物質の除外

除外に係るこのセクションはつぎの物質を扱う：
●ユニオンリストが網羅したリストでないもの；又は
●ユニオンリストに明確に収載されないが、他の物質のリスト化を経て暗にカバーされ、
それ故ユニオンリストで制限や規格が課せられるもの、
3.2.1

ポリマー製造助剤（PPA）

ユニオンリストは、PPA にとって網羅したリストではない。これはリストされたもの以外
の PPA がプラスチック製造に使用可能であることを意味する。これら他の PPA は国家規制
及びプラスチック規則第 19 条に沿った自己評価が課せられる。
3.2.2

認可された酸、アルコール及びフェノールの塩

認可された酸、アルコール及びフェノールが、フリーの酸、アルコール又はフェノールと
して、又は酸、アルコール又はフェノールの塩として生じることができる。ユニオンリス
トでは、フリーの酸、アルコール又はフェノールの名前のみが記載されている。しかし、
これらの酸、アルコール又はフェノールに特定の塩の使用が又認可されている。以下のカ
チオンの塩は何ら制限なく使用することができる：アルミニウム、アンモニウム、カルシ
ウム、マグネシウム、カリウム及びナトリウム。
次のカチオンの塩は、プラスチック規則付属書 II のカチオンへの制限を課して使用するこ
とができる：バリウム、コバルト、銅、鉄、リチウム、マンガン及び亜鉛。
プラスチック規則は複合塩について明確に言及している；しかしこのルールは又トリプル
塩及び他の複数の塩にも適用される。
3.2.3

混合物

認可された物質の混合物は、当該成分に何ら化学反応がないとき使用することができる。
3.2.4

ポリマー添加剤

少なくとも 1,000 Da の分子量をもつ高分子物質は、それが最終的な材料及び製品の主要な
構造成分としての機能をもつことができるとき、及びそのモノマー及び他の出発物質がユ
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ニオンリストに含まれているときだけ、ユニオンリストに明確にリストされずとも添加剤
として使用することができる。これは常にユニオンリストに収載しなければならない微生
物発酵から得られた高分子には適用しない。当該物質が最終的な材料及び製品の主要な構
造成分として機能できないとき、高分子物質を製造するモノマーや出発物質がリストされ
ていても、それはユニオンリストに収載されねばならない。当該物質が最終的な材料及び
製品の主要な構造成分としての機能をもつが当該モノマーがリストされていないとき、そ
のときは当該モノマー及び他の出発物質への認可が求められねばならない。
3.2.5

高分子出発物質

高分子出発物質という用語は、モノマー又は他の出発物質として使用されるオリゴマー、
プレポリマー及びポリマーなどの高分子物質をカバーしている。高分子物質について、そ
れを製造するモノマー及び他の出発物質がユニオンリストに含まれている場合、ユニオン
リストに収載されていないモノマー又は他の出発物質として使用することができる。これ
は常にユニオンリストに収載されねばならない微生物発酵から得られる高分子には適用さ
れない。ある種のモノマー又は他の出発物質がリストされていないとき、これら不足して
いるモノマー又は他の出発物質に、又は高分子物質自体に認可が求められねばならない。
3.3

ユニオンリストに含まれない物質

このポイントはつぎの理由でユニオンリストに収載を課せられない物質を扱う：
●それらは少量で使用されプラスチックに残ることが意図されていない
●それらはプラスチック規則の構成上の要件が課せられないプラスチック層以外の層に使
用される
●それらは過去認可を課せられなかった
これはつぎの物質グループをカバーする。
●重合助剤；
●非意図的添加物質；
●表面のコーティングだけに使用されるモノマー、他の出発物質及び添加剤；
●エポキシ樹脂だけに使用されるモノマー、他の出発物質及び添加剤；
●接着剤及び接着プロモーター（注：プライマー）だけに使用されるモノマー、他の出発
物質及び添加剤；
●印刷インキだけに使用されるモノマー、他の出発物質及び添加剤；
●色材；
●溶剤。
3.3.1

重合助剤
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重合助剤は重合反応を開始し及び／又は高分子構造形成を制御する物質である。それらは
最終的なポリマーに組み込まれず（注 23）
、そして最終的なプラスチックで機能を持ってい
ない。
（注 23）このテキストで含みとしていることは、ポリマーの化学的構造の一部に反応する
又はそれになることを意味する。
重合助剤はユニオンリストにカバーされない。なぜならそれらは少量使用され最終ポリマ
ーに残ることが意図されないからである。あらゆる残留物は工業界が自己の責任下で扱う
べき少量を生じる。それらは枠組み規則第 3 条の一般安全要件に適合しプラスチック規則
第 19 条に沿ったリスク評価を課せられる。ある種の“重合助剤”は国家レベルで認可され
ている。
重合助剤の用語は次のカテゴリーをカバーする：
●反応促進剤
重蔵促進剤は化学反応の活性化／スピードアップ（促進）する物質である。促進剤はオリ
ゴマーの架橋を上げ低温で重合が生じさせることができる。促進剤及び触媒／プロモータ
ー／アクティベーターは併用して室温で重合を開始させるため使用できる。例えば不飽和
ポリエステルの重合プロセスに使用されるある一般的促進剤はコバルトナフタレート又は
他の有機コバルト塩である。
●触媒
触媒は化学平衡を化学反応速度又は活性化エネルギーの低下により到達する速度に影響を
与える物質である。化学反応に加わる他の反応剤と異なり、触媒は反応自身により消費さ
れない。触媒は多様な化学変化の一部である可能性がある。例えば Ziegler-Natta 触媒はし
ばしばポリオレフィンのポリマー合成に使用される。
●触媒の不活性化剤
触媒不活性剤は触媒活性及び／又は選択制の時間的遅れを生じさせる。それらは、不活性
反応が可逆的であれば触媒禁止剤、不可逆的なら触媒被毒剤としていくつかの化学物質の
タイプに分類できる。
●触媒保持剤
触媒保持剤は通常固形の材料で触媒の活性中心をリニアな高分子やポリマーネットワーク
に固定させる高い表面積をもつ材料である。触媒反応の不活性化や参加（注：活性化？）
させることができるよう支持体に分散させることで触媒の表面積を最大化するため努力が
なされている。典型的支持体は多種のカーボン、アルミナ及びシリカを含む。
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●触媒修飾剤
触媒修飾剤は触媒の触媒活性を変化させる物質である。それらはしばしば共触媒又は共触
媒のプロモーターとして参照される。
●連鎖切断剤
連鎖切断剤は熱処理により既にあるポリマー鎖にラジカルを生成させるため使用される。
この鎖上のラジカルはポリマー鎖を 2 つのより短い高分子に切断する。連鎖切断剤は高分
子重量の減少と溶融特性の改善を誘起する。例えば有機過酸化物は PP の鎖の切断に使用さ
れる。
●連鎖移動剤又は拡張剤又は高分子重量制御剤
連載移動とは成長しているポリマー鎖の活性を他の分子に変化させる重合機能である。連
鎖移動剤はしばしば最終ポリマーの平均分子量を制御及び低下させるため使用される。こ
の連鎖移動反応は連鎖移動剤使用により重合中にゆっくりと制御できることもあるし、重
合の多様な組成との避けがたい副反応になることもある。連鎖移動剤はしばしば“連鎖変
性剤”又は“連鎖制御剤”と呼ばれる。例えばチオールであり特に n-ドデジルメルカプタ
ンやカーボンテトラクロライドのようなハロゲン化カーボンがある。
●連鎖停止剤
連鎖停止剤とは望ましい分子量分布や架橋ポリマーの性状を得るため、特定の時間でポリ
マー鎖進展を終了させるため使用される物質である。
●架橋促進剤（ポリマーに組み込まれていないもの）
架橋促進剤とはあるポリマー鎖を他の鎖に化学結合により結びつける物質である。この化
学結合は共有結合かイオン結合となる可能性がある。架橋促進剤はポリマーの機械特性の
変性に用いられ機械特性の変性結果は架橋密度に強く依存する。ここで使用される架橋促
進剤（例えば有機過酸化物）は、ポリマーに組み込まれユニオンリストにカバーされる多
官能性のモノマーや出発物質を含まない。
●架橋触媒又は架橋促進剤
それらは架橋促進剤の効率を向上させる物質である。
●抑制剤（注：安定剤）
抑制剤は輸送（注 24）及び貯蔵期間自己分解性を避け、それらの熱的、化学的及び機械的
安定性を向上させるため開始剤に添加される。例えば有機／無機固形、高沸点の有機液体
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又はある種の環境下での水。
（注 24）危険な貨物の陸内輸送に関する 2008 年 9 月 24 日付欧州議会及び閣僚理事会指令
2008/68/EC（2008 年 9 月 30 日付官報 L260,p.13）
。
●開始剤及びプロモーター
それらは化学（連鎖）反応（開始）をスタートさせるため使用される物質である。開始剤
は開始段階に消費されその分解物は構成された化合物内に組み込まれる。例えば開始剤と
して使用される有機過酸化物は不飽和モノマーのラジカル重合をスタートさせる開始剤又
はアニオン重合においてカルバニオン活性種を生成できる物質である。
●重合阻害剤
重合阻害剤は、重合停止剤又は短時間の停止剤としても参照される、不飽和モノマーの重
合反応を遅延し又は阻害する物質である。一般にそれらはフリーラジカルと反応する物質
でありそのためフリーラジカル反応を抑制する。例えばハイドロキノンや BHT。
●Redox 触媒
Redox 触媒は酸化－還元反応を生成する能力をもつ化学品である。Redox 触媒は他の物質
を酸化又は還元する能力をもつ物質である。他の物質を酸化する能力をもつ物質は又“酸
化エージェント”
、
“Oxidant”又は“Oxidizer”と呼ばれる。他の物質を還元する能力をも
つ物質は“還元エージェント”
、
“Reductant”又は“Reducer”と呼ばれる。Redox 反応が
ラジカル重合の開始に用いられるとこのタイプの開始は“Redox 開始”
、
“Redox 触媒”又
は“Redox 活性化”と呼ばれる。例えば鉄塩又は(Cr2+、V2+、Ti3+、Co2+及び Cu+塩は過酸
化水素又は他の過酸化物の還元のため使用できる。
3.3.2

非意図的添加物（NIAS）

非意図的添加物は、使用される物質中の不純物又は重合プロセス又は分解又は反応生成物
中に形成される反応中間体のいずれかであり、それらは最終製品で発生する可能性がある。
それらはユニオンリストでの認可及びリスト化から除外されている。ある場合には、プラ
スチック規則付属書Ⅰ及び付属書Ⅱ（材料製品への制限）が非意図的添加物に制限を含め
ることができる。原則的に非意図的添加物については、枠組み規則第 3 条の一般的安全要
件を遵守し、プラスチック規則第 19 条に沿ったリスク評価を課す必要がある。
3.3.3

モノマー、出発物質及び添加剤に含まれる安定剤

特定のモノマー、出発物質及び添加剤は、貯蔵中の純粋な物質の反応や酸化を防ぐため安
定化する必要がある。これら安定剤は必ずしもユニオンリストに記載されていない。それ
らがリストされている場合、それらはそこに定められた移行量制限を尊重しなければなら

23

ない。それらはプラスチック自体に付加的な機能を示す濃度でプラスチックに移行する場
合、それらはユニオンリストに含まれるべきである。モノマー、出発物質及び添加剤の認
可が必要な用途には、必要な安定剤が言及されるべきである。
3.3.4

コーティング剤、印刷インキ及び接着剤

コートされ及び印刷されたプラスチック材料及び製品はプラスチック規則の範囲にカバー
されている。接着剤により一緒に保持されたプラスチックは又規制範囲によりカバーされ
ている。しかし印刷インキ、接着剤及びコーティング剤でのみ使用される物質は、ユニオ
ンリストに含まれていない。なぜならプラスチック規則で構成上の要件を課せられていな
いからである。唯一の例外はクロージャーやキャップ内のガスケットを形成するコーティ
ング剤に使用される物質である。印刷インキ、接着剤及びコーティング剤のための要件は、
別途特定の連合での措置で設定することができる。そうした措置が採択されるまで、それ
らは国内法によりカバーされる。コーティング剤、印刷インキ又は接着剤に使用される物
質がユニオンリストにリストされている場合、最終的な材料又は製品は、当該物質がコー
ティング剤、印刷インキ又は接着剤に使用される場合でも、この物質の移行量制限を遵守
する必要がある。
事例：
食品容器が 3 つのプラスチック層と接着層から構成され、食品非接触面に印刷されている。
物質 A,B,C がこのプラスチック容器に使用されユニオンリストに SML を付してリストされ
ている。物質 A は 2 つのプラスチック層の一つで使用され、物質 B はプラスチック層に使
用され、接着剤の物質 C は印刷インキに使用されている。最終的な容器は 3 つ全ての物質
について SML を尊重しなければならない。
3.3.5

色材

色材は添加物の定義に該当するにも係らず、それらは物質のユニオンリストによりカバー
されていない。プラスチックで使用される色材には国内措置が適用される。特定のカドミ
ウム顔料によるある種の色材は化学品法により規制され規則(EC)No 1907/2006（REACH）
（注 25）付属書ⅩⅦにリストされている。それらは規制(EC)No 1935/2004 第 3 条の一般
安全要件に適合し第 19 条に沿いリスク評価を課せられねばならない。
（注 25）化学物質の登録、評価、認可及び制限に係る、欧州化学品庁を設立し、指令
1999/45/EC を改正し、理事会規則(EEC) No 793/93 及び委員会規則(EC) No 1488/94、並
びに理事会指令 76/769/EEC、委員会指令 91/155/EEC、93/67/EEC、93/105/EC 及び
2000/21/EC を 廃 止 す る 2006 年 12 月 18 日 付 欧 州 議 会 及 び 理 事 会 規 則 (EC) No
1907/2006（REACH）
（官報 2006 年 12 月 30 日付 L396,p.1）；又、化学品の登録、評価、
認可及び制限に係る欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No 1907/2006（REACH）の付属書
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ⅩⅦ（カドミウム）を改正する 2011 年 5 月 20 日欧州委員会規則(EU)No 494/2011 を参照
（2011 年 5 月 21 日付官報 L134,p.2）
。
3.3.6

溶媒

溶媒はポリマー製造助剤の定義に該当していても、それらは認可物質のユニオンリストに
含まれていない。揮発溶媒が製造プロセス内で除去されると予測されても、プラスチック
に使用される溶媒は国内措置によりカバーされている。それらは枠組み規制第 3 条の一般
安全要件に適合しプラスチック規則第 19 条に沿いリスク評価を課せられねばならない。
3.4

抗菌剤の状況

プラスチック製食品接触材料における抗菌剤の使用目的は、その抗菌剤が添加物、ポリマ
ー製造助剤又は食品接触用アクティブ及びインテリジェント材料に係る規則(EC)No/2009
（
“アクティブ及びインテリジェント材料規則”）
（注 26）下にカバーされるアクティブ物質
として考えられるか否かを規定する。プラスチック製食品接触材料における抗菌剤の機能
に応じ、我々は次のカテゴリーを特定する：
（注 26）食品接触用アクティブ及びインテリジェント材料及び製品に関する 2009 年 5 月
29 日付欧州委員会規則(EC)No 450/2009（2009 年 5 月 30 日付官報 L135,p.3）
。
（1） 最終的な食品接触材料に加工されることになる材料又は調剤（例えば、プレポリマ
ー溶液）が、製造、貯蔵又は処理プロセスにおいて微生物汚染を受けないように保つプロ
セス殺菌剤；
●それらは、食品接触材料の製造に成分として使用されるが、食品接触材料自体に存在
すると意図されていない；
●抗菌機能が最終的な食品接触材料に作用するとされないため、当該物質はポリマー製
造助剤と見なされる；
●食品接触材料への取り込みは意図的ではないが避けられないキャリーオーバーと見な
されうる。
プロセス殺菌剤は規則(EU)No 528/2012（“殺生物剤規則”）（注 27）を課し 2013 年 9 月 1
日より適用されることに注意。それらは通常殺生物剤規則付属書Ⅴ製品タイプ 6,7 又は 12
にカバーされることに留意。
（注 27）殺菌剤製品の上市及び使用を可能にすることに関する 2012 年 5 月 22 日付欧州議
会及び閣僚理事会規則(EU)No 528/2012（2012 年 6 月 27 日付官報 L167,p.1）
。
（2）食品接触材料の表面が微生物汚染を受けないように保つ表面殺菌剤（例えば、冷蔵庫
の内側表面、まな板、ガスケット、ベルトコンベア、貯蔵容器に使用される）；
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●それらは、食品接触材料の製造に使用され、食品接触材料自体にも存在することが意
図されている；
●抗菌機能が最終的な食品接触材料に発揮されるため、当該物質は添加剤と見なされる；
●現在表面殺菌剤はプラスチック規則のユニオンリストに認可された物質のリストには
収載されていない。暫定リストには国内法により使用できる 10 の表面殺菌剤が含まれてい
る（暫定リストの状況は又このガイダンスドキュメントポイント 3.5 参照）
。
表面殺菌剤を含む材料及び製品は殺菌剤規則第 58 条を課し 2013 年 9 月より適用されるこ
とに注意。それらは通常その規則の付属書Ⅴ製品タイプ 4 にカバーされることに留意。
（3）食品保存のため食品内又は食品上に放出される保存剤；
●それらは、食品接触材料の製造に使用され、食品自体に放出されると意図され、食品
の防腐効果を有している；
●抗菌機能が食品に発揮されるため、当該物質はアクティブ及びインテリジェント材料
規則でカバーされるアクティブ物質と見なされる；
●アクティブ及びインテリジェント材料規則に拠れば、食品添加物の法制度において食
品防腐剤として認可される保存剤だけが合法的にこの機能のため使用することができる。
食品保存料として放出される物質を含む材料及び製品は、食品添加物がその範囲から除外
されるため、殺生物剤規則を課されないことに留意。
3.5

添加剤の暫定リストの設定と管理

プラスチック食品接触材料に使用できる添加物を網羅したリストを設定するため、あらゆ
る人は 2006 年 12 月 31 日までにその物質を EU に認可申請するよう求められた（注 28）
。
2006 年 12 月 31 日まで少なくとも一つの加盟国で合法的に販売され、有効申請が 2006 年
12 月 31 日までに受理された物質は EFSA 評価の下"添加物の暫定リスト"に含まれつぎに公
表された：
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/080410_provisional_list_7
_211009.pdf
（注 28）食品接触用プラスチック材料製品に係る指令 2002/72/EC を改正する 2004 年 3
月 1 日付欧州委員会指令 2004/19/EC（2004 年 3 月 10 日付官報 L71.p.8）
。
これらの物質が加盟国で合法的に販売されたという事実があるとき、これらの物質は、添
加物を網羅していないリストが網羅したリストになった日である 2010 年 1 月 1 日以降、ユ
ニオンリストに収載されるか否かの決定が欧州委員会により実施されるまで国内法により
継続使用できる（注 29）
。
（注 29）食品接触用プラスチック材料製品に係る指令 2002/72/EC を改正する 2008 年 3
月 6 日付欧州委員会指令 2008/39/EC（2008 年 3 月 7 日付官報 L63.p.6）
。
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(ⅰ)それらがユニオンリストに収載されたとき；
(ⅱ)それらをユニオンリストに収載しないとする決定が下りたとき；又は、
(ⅲ)申請者が EFSA により示された期限内に EFSA により要求された追加情報の提供を行
わなかったとき：
物質は暫定リストから消除される。
暫定リストは主に表面殺菌剤を含んでいる。この時点では何らの EU 規則もプラスチック
製の食品接触材料及び製品の表面殺菌剤の使用のために設定されていない。EU のルールが
設定されるまで、リストされた表面殺菌剤は国内法に従い、そして殺生物剤規則の措置を
課して使用することができる。
（ポイント 3.4 も参照のこと）
3.6
3.6.1

物質への一般要件
物質及び材料及び製品の規格及び制限

ユニオンリスト中の物質が、プラスチック材料又は製品の製造に使用される場合、それは、
これら規格及び制限が適用されないことが明示されない限り、プラスチック規則に定めら
れた規格及び制限に準拠する必要がある。この物質のリスク評価に拠り設定された規格は
プラスチック規則付属書Ⅰ表 1 のユニオンリストのカラム 10 に設定されている。これら物
質が、プラスチック規則の範囲にあるプラスチック材料の一部としてのコーティング剤、
接着剤及び印刷インキに使用されるとき、最終製品は移行量制限や関連の規格に適合しな
ければならない。この物質が添加剤又はモノマー以外の機能に使用されるとき、最終製品
は移行量制限や関連の規格に適合しなければならない。
コーティング剤、接着剤又は印刷インキに、又は添加剤又はモノマー以外の機能に使用さ
れるとき、又適用される物質使用への関連規格はつぎになる：
●接触する可能性のある食品に係る制限、例えば“油性食品に接触する製品に使用しない
こと”
；
●SML の表示方法、例えば“当該物質及びその水添された製品の合計で表示”；
●接触条件に関する制限、例えば“使い捨て使用製品のみ”
。
コーティング剤、接着剤又は印刷インキに使用されるとき、どのような規格又は制限が物
質に係るかどうかはケースバイケースで決定しなければならない。
プラスチック規則第 8 条に定められた物質についての一般的要件は、いかなる場合におい
ても尊重されねばならない。このことは、プラスチック材料製品のプラスチック層の製造
に使用される物質が、その材料製品に意図され予見される用途に適した技術上の品質及び
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純度のものでなければならないことを意味する。規格がプラスチック規則付属書 I 表 1 のユ
ニオンリストのカラム 10 にリストされていない場合、それは必ずしも物質の全ての純度が
適しているという意味ではない。不純物は、プラスチック規則第 3 条（9）に拠り非意図的
添加物としてで定義されている。それらはリスク評価に対する国際的に認められた科学的
原則に従い事業者により評価されなければならない（第 19 条）
。
プラスチック材料及び製品に関連する一般規格はプラスチック規則付属書Ⅱに示されてい
る。これらの制限は、特定の金属イオンの移行量制限と一級芳香族アミンの移行量制限を
カバーしている。
ある特定の物質に関連する規格は、プラスチック規則付属書 I 表 1 及び表 2 に記載されて
いる。物質の用途に関する制限及び単純な組成上の規格は通常、制限及び規格を扱う付属
書Ⅰ表 1 のカラム 10 に挿入されている。必要に応じ、この物質のより詳細な組成上の規格
が付属書Ⅰ表 4 に含まれている。
認可は通常認可物質の粒子サイズを指定していない。しかし付属書 I 表 1 のカラム 10 で明
確に特定されない限り、認可はナノ粒子形態の物質をカバーしていない。この理由は、評
価時における物質の安全性評価はナノ粒子形態の物質をカバーしていなかったからである。
食品及び飼料の安全性に関するナノ科学及びナノ技術から生じる潜在的リスクに関する
EFSA 意見書が公開され、
機械的ナノ材料のリスク評価はケースバイケースで実施する必要
があると述べている。
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/sc_op_ej958_nano_en.pdf?s
sbinary=true
この意見に基づき、ナノ粒子形態の物質のあらゆる認可は、ナノ粒子の形の当該物質につ
いてケースバイケースの評価に基づきケースバイケースでのみ付与される。
二酸化ケイ素（FCM No 504）とカーボンブラック（FCM No 411）について、ナノ粒子の
形での粒子サイズがプラスチック規則付属書Ⅰ表 2 カラム 10 に記載されている。これら粒
子サイズはバルク形状（ナノ粒子でない形状）に加えて認可されている。これらの粒子サ
イズがこれら物質の認可時点でプラスチック食品接触材料用に上市された二酸化シリコン
とカーボンブラックに性格付けられている。窒化チタンのナノ粒子について（FCM No 807）
その名前の存在は、認可がプラスチック規則付属書Ⅰ表 1 のカラム 10 に記載されているナ
ノ粒子形状を唯一カバーしていることを示している。
規格を含む市販の認可物質を特徴づけるデータベースが、食品接触材料の EU レファラン
スラボラトリー（EURL FCM）のウェブサイトに設置されている。
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http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl_food_c_m/resource-centre-legislativedocs/refer
ence_substances
物質の大部分のデータは、認可への申請により提供された物質に基づいている。その物質
はその後 EURL FCM により特徴付けられた。
3.6.2

特定移行量制限（SML）

SML はプラスチック規則付属書 I 表 1 のユニオンリストで設定されている。それは個々の
単一物質に適用されると表 1 のカラム 8 に表示される。それが物質のグループに適用され
ると表 1 のカラム 9 に表示される、
付属書Ⅰ表 2 は各グループの制限 No に対する合計の特
定移行量制限 SML(T)を示す。
ユニオンリストに記載されている物質が最終的なプラスチック材料に使用されている場合、
この特定の移行制限が特定の場合適用できないことを明確に指定されていない限り、表 1
カラム 8 に記載されているこの物質固有の移行量制限、及び同じ表のカラム 9 に記載され
ているグループ制限を遵守する必要がある。これは、この規則の範囲内でプラスチック材
料の一部であるコーティング剤、接着剤又は印刷インキに含まれるこれらの物質の使用に
も適用される。
この SML は、物質の毒性と移行挙動に関し申請者により提供された情報を検討する EFSA
による（又は過去の食品科学委員会による）当該化学物質の安全性評価に基づいている。
SML を設定するため、当該物質を含む食品 1kg が体重 60kg の人により毎日消費されるこ
とを慣例的に想定している。食品 1kg が特定移行量制限で物質を放出するプラスチック製
食品接触材料に接触していると想定している。更に食品接触面積が食品 kg 当たり 6dm2 で
あると仮定している。
特定移行量の制限が設定されていないものについては、食品へのこれらの物質の特定移行
量は汎用の特定移行量制限 60 mg / kg を超えてはならないことがプラスチック規則第 11 条
(2)で設定されている。
毒性学的評価の結果が 60 mg / kg 又はそれ以下の特定移行量になったとき、これはプラス
チック規則付属書Ⅰ表 1 又は表 2 に記載される。この毒性学的評価が 60 mg / kg を超える
特定移行量制限となる場合、この汎用（注：デフォルト）の特定移行量制限を超えるもの
であるから、これらは表 1 又は表 2 に記載されない。
3.6.3

二重用途の添加剤
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食品接触プラスチックに使用される特定の物質は、同時に、関連の規則(EC)No 1333/2008
又は規則(EC)No 1334/2008 又はそれらの施行措置により認可された食品添加物又は認可
された香料である。これらの物質は又二重用途の添加剤と呼ばれる。食品での食品添加物
や香料の不正使用を避けるため、特定の要件が食品接触材料からのこれら物質の移行に設
定される。当該物質は食品中の技術的機能を持つ量食品に放出してはならない。
物質が食品中の技術的機能を持ち食品中に放出されるべくプラスチックに添加される場合、
それらはアクティブ及びインテリジェント材料規則にカバーされ、食品に提供される関連
の共同体及び国内措置に適合しなければならない。
当該物質が食品での技術的効用を持つよう食品への放出を意図しないでプラスチックに添
加され、しかしそれらが食品添加物又は香料として認可されている場合、食品接触材料か
らの追加の非意図的移行は、この制限がプラスチック規則の中で設定された SML より低い
ものであっても、食品添加物や香料に対する固有の法律により設定された許可制限の超過
につながることは許されない。当該物質が特定の食品中の食品添加物や香料として認可さ
れていない場合、そのとき食品接触材料から食品への移行は、食品中の技術的機能を達成
してはならず、そしてにおいや味（香り）に影響を与えてはならず、又 SML を超えてはな
らない。当該物質が食品への移行において技術的機能を発揮しないときは、当該物質がそ
の食品のタイプで食品添加物又は香料として認可されていないときも、SML を認めねばな
らない。
物質が二重用途の添加剤として見ることができかどうかの決定には、その純度又その物質
が食品の及び／又はプラスチックの制限を課されているかどうかを問わず、プラスチック
の添加剤としての化学品の特性が認可食品添加物又は香料にマッチしているかで十分であ
る。
塩の場合、認可された酸、フェノール又はアルコールでない塩は問題である。例：酢酸ソ
ーダは二重用途の添加剤であるが（E262）、ステアリン酸亜鉛は違う。プラスチック規則ユ
ニオンリストに収載された物質は酢酸ソーダである。酢酸ソーダは、その純度が食品用途
にマッチしていなくても E262 として指定されている。
規制上の主な意図は食品接触材料のユーザーがプラスチックの二重用途の添加剤の存在に
ついて情報提供されることにあるので、これらは食品と包装材料間の関連食品法制度又は
相互作用に関し考慮することができる。
。
二重用途の添加剤の網羅されていないリストは下記表 1 及び 2 で報告される。表 1 は食品
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添加物規制でリストされプラスチック食品接触材料に使用される添加物をカバーしている。
表 2 は食品香料規制でリストされプラスチック食品接触材料に使用される添加物をカバー
している。
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3.6.4

総移行量制限（OML）

総移行量制限（OML）は材料の不活性に関係している。枠組み規則は、食品接触材料が、
食品の組成を変えることができる濃度で食品にその成分を放出してはならないことを第 3
条で定めている。
プラスチック製食品接触材料の表面積 1 dm2 当たり成分 10mg の放出は、
食品の受容できない変化とされ上記制限として設定されている。
総移行量測定が食品中で現実的ではないとき、総移行量は、食品の親水性、両親媒性及び
親油性の性質、それ故食品接触材料から食品への物質の移行に導くような化学的特性を示
す食品擬似溶媒で測定される。5 つの擬似溶媒 A、B、C、D1 及び D2 のいずれかにおける
移行は、プラスチック規則付属書Ⅴに定められた標準化された試験条件下で 10 mg/dm2 を
超えてはならない。
OML は非揮発性物質をカバーしている。従い揮発性物質と乾燥食品に設定される擬似溶媒
E の試験には必要ない。
幼児や若い子供たち（0～3 歳）は脆弱な消費者グループであるため、特にこの年齢層のた
めに指定されたプラスチック材料及び製品に対する OML は（包装材料の大きさに係らず）
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60mg/食品で規制される。このルールを通して、高い比表面積をもつ小さなプラスチック容
器に包装された食品の変更がより大きな容器に包装された食品と同じ規制法で制限される。
4

第Ⅲ章－多層膜の材料及び製品への固有の規制

多層膜の材料及び製品は 2 つ又はそれ以上の層から構成されるものである。この層は、接
着剤により、又他の手段により；例えばそれらが共押出で生成されることにより一緒に保
持することができる。 2 つの異なるケースを特定することができる：プラスチックだけで
構成されるもの（ポイント 4.1）又はプラスチックと他の材料の層例えば紙やアルミニウム
とともに構成されるもの（ポイント 4.2）
。
4.1 プラスチック多層膜の材料又は製品
プラスチック多層膜の材料又は製品は、接着剤により又は他の手段により一緒に保持され
るプラスチック層だけからなるもので、印刷されたかどうか、コーティングされたかどう
かは問わない。金属被覆されたプラスチック層を含む異なるプラスチックによる材料はプ
ラスチック多層膜と見なされるべきである。プラスチック層の金属被覆は多材料とは見な
されない、なぜなら金属被覆自体は別の層と見なすことができないからである。
最終的なプラスチック製の多層膜材料及び製品は、ユニオンリストに認可された物質に設
定された SML に適合しなければならない。この意味合いにおいて、SML を課せられた物
質がプラスチック層の製造に、
、又はコーティングに、印刷インキ又は接着剤に使用された
かどうかは関係ない。プラスチック材料及び製品の各構成材料（プラスチック層、接着剤、
コーティング剤及び印刷インキ）がどれだけ当該物質の移行に寄与しているかは関係ない。
決定は最終のプラスチック製多層膜材料又は製品の移行量が、与件の物質に対する SML よ
り下にあることである。最終的なプラスチック製多層膜材料及び製品は、その成分がどの
層から出るかは関係なく OML を遵守する必要がある。
食品に直接接触するプラスチック層は、常にプラスチック規則の組成要件を準拠する必要
がある。食品に接触するプラスチック層の後方にあるプラスチック層は、ユニオンリスト
に収載されていない添加剤やモノマーにより製造できる又それを食品から分離する層の一
つがファンクショナルバリヤーとして働く場合、ユニオンリストに設定された制限や規格
に適合する必要はない。このことは、この物質の移行が 0.01mg/kg（10ppb）の検出限界で
食品中に検出されない場合、ユニオンリストに記載されていないモノマーや添加剤がファ
ンクショナルバリヤーの後方にある層の製造に使用できることを意味する。これは又、最
終的な製品が SML を尊重する場合、ユニオンリストで認可されたものよりも高い残留濃度
で層に使用できることも意味している。VCM だけは常に、プラスチック製多層膜材料及び
製品の全てのプラスチック層について、ユニオンリストに設定された制限及び規格が尊重
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されねばならない。
原則ファンクショナルバリヤーの後方で使用される物質は枠組み規則第 3 条の一般安全要
件に適合しなければならず、プラスチック規則第 19 条に沿いリスク評価を課せられる。
ファンクショナルバリヤーの概念は、変異原性、発がん性又は生殖毒性物質又はナノ粒子
の形にある物質には適用できない。上記カテゴリーのいずれかに該当する物質の使用につ
いては、毒性性状と移行挙動のケースバイケースの評価が必要になる。それ故そのような
物質がプラスチックの製造に使用可能とされる前に、ユニオンリストにおける認可と収載
へと続く EFSA によるケースバイケースのリスク評価が義務付けられている。
印刷インキ、接着剤及びコーティング剤はプラスチック規則の組成要件に準拠する必要は
ない。これは、それらがプラスチックのためのユニオンリストに記載されていない物質で
製造できることを意味する。印刷インキ、接着剤及びコーティング剤のための規則は、別
の特定の連合での措置で設定することができる。特定の連合での措置が採用されるまで、
それらは国内法でカバーされる。しかしコーティング剤、印刷インキ又は接着剤の製造に
使用される物質がユニオンリストに収載されている場合は、当該物質がコーティング剤、
印刷インキ又は接着剤だけに使用されていても、最終的な材料についてこの物質の移行量
制限や関連の規格を遵守しなければならない。
4.2

多材料多層膜の材料又は製品

多材料多層膜の材料又は製品は、異なるタイプの材料による 2 つ又はそれ以上の層で構成
され；少なくともその一層はプラスチックの層である。例として、紙の層、アルミニウム
層とプラスチック層から構成される飲料用カートンがある。プラスチック層は必ずしも食
品接触層である必要はない。
最終的な材料及び製品はプラスチック規則に定められた SML 及び OML に準拠する必要は
ない。なぜなら統一した規則がまだ EU レベルで存在しないような異なる材料で構成され
ているからである。
プラスチック層は、ユニオンリストにリストされている物質だけで構成する必要がある。
プラスチック層それ自身は、プラスチック規則に定められた SML 及び OML に準拠する必
要はない。なぜならこの移行は最終的な材料の食品への移行を代表しないかも知れないか
らである。プラスチック層は残留量と非検出の移行について塩化ビニルモノマーに設定し
た制限を遵守する必要がある。
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ファンクショナルバリヤーにより食品から分離され、最終的な材料及び製品が枠組み規則
第 3 条の要件を満たしていることが確認された場合、食品と直接接触しないプラスチック
層は、ユニオンリストに収載されたもの以外のモノマーや添加剤で製造することができる。
ファンクショナルバリヤーの概念は、変異原性、発がん性又は生殖毒性物質又はナノ粒子
の形にある物質に適用することはできない。上記のカテゴリーのいずれかに該当する物質
の使用については、毒性性状及び移行挙動のケースバイケースの評価が必要になる。それ
故そのような物質がプラスチックの製造に使用可能とされる前に、ユニオンリストにおけ
る認可と収載へと続くケースバイケースのリスク評価が義務付けられている。
4.3

多層材料又は製品の場合の裏移り

プラスチック規則第 13 条(2)に沿うファンクショナルバリヤーの概念は、物質が潜在する裏
移りによる寄与を含め食品に検出できる量移行させないときだけ適用可能である。
裏移りは材料及び製品の外側から食品接触側へ物質が移動する現象である。裏移りは通常
例えば貯蔵や輸送時材料又は製品の外側が食品接触側と密接に接触する可能性があるとき
スタックやリールに生じる。これらの条件下での移行と異なり、裏移りはファンクショナ
ルバリヤーのありなしに係らず材料及び製品の双方に生じる。
この移行は排他的にファンクショナルバリヤーの後方のプラスチック層から又は印刷イン
キへの物質に規制されるものではないが、ある種の移行の潜在性をもつ外側の層からの全
物質を含む。
EU レベルで特定措置のない材料（例えば、印刷インキ、ラッカーやコーティング）を含む
層はユニオンリスト又は暫定リストにリストされていない物質を含む可能性があるので、
特定の注意を、裏移りによるこれらの層から食品接触側に物質の移行に払わねばならない。
これらの物質の移行は枠組み規則第 3 条の要件に沿う必要がある。
規則(EC)No 2023/2006（注 30）付属書セクションＡのポイント 1(b)は、印刷インキからの
物質が枠組み規則第 3 条の要件に適合しない食品に含まれる物質のレベルに導く濃度で、
スタック又はリールでの裏移りにより食品接触側に移行してはならないと定めている。
（注 30）食品接触用材料及び製品への GMP に関する 2006 年 12 月 22 日付欧州委員会規
則(EC)No 2023/2006（2006 年 12 月 29 日付官報 L384,p.75）
。
5

第Ⅳ章－適合宣言と資料

適合宣言と説明資料の詳細情報は、別途の“サプライチェーンの情報に関する食品接触プ
ラスチック材料及び製品に係る規則(EU)No 10/2011 に対するガイダンス”で参照可能とな
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る。
5.1

適合宣言（DoC）

食品接触材料の製造者は、消費者に食品接触材料が適用される EU 及び国内法に準拠して
いることを保証する必要がある。最終的な製品は、生産チェーンを通じプラスチック規則
により生じる要件が全体に亘っているかだけに準拠できる。従い DoC は、物質、混合物又
はプラスチックが食品接触に意図された時から標準的様式でこの保証を行う必要がある。
各メーカーは自分の責任の下で製造段階に適合宣言する必要がある。例えば、モノマーの
生産者はモノマーが認可され、それに関連した規格に準拠していることを保証する必要が
ある。プラスチックの生産者は、モノマーや添加剤が認可され、彼の責任範囲の下にある
限り、移行量制限が遵守できる使用条件を示していることを保証する必要がある。最終的
な製品のメーカーは、制限及び移行量制限の遵守可能な使用状態を示す必要がある。この
情報はいわゆる二重用途の添加剤に特に関連する。
接着剤、印刷インキ及びコーティング剤のメーカーは、プラスチック材料又は製品又はプ
ラスチック中間体に彼らの製品を使用する彼らの顧客に対し、メーカーが彼の適合宣言を
発行するとき、それを認めるだけの十分な情報を提供する必要がある。
国家の法規制は、ユニオンレベルで特定の措置が課されていない全材料及び製品に対する
DoC について設定することができる。それ故国家の法規制は、多材料多層膜に使用される
接着剤、印刷インキ、コーティング剤及び非プラスチック材料への DoC を発行する必要性
をチェックしなければならない。
5.2

説明資料

事業者は、DoC を実証する適切な資料を参照可能にする必要がある。この資料は、彼の責
任の下製造工程の関連情報、同様に彼が彼のサプライヤーから受け取った書類及び彼が彼
の顧客に提供した書類を含んでいる必要がある。この資料には、製造に使用される物質の
規格、生産処方、残留量の分析結果、移行試験の分析結果、移行モデル化の結果、当該材
料が試験された材料そのものでないとき、その結果が DoC を発行した材料になぜ適用でき
るのかを示すあらゆる正当化の理由を含めることができる。この資料は電子媒体や紙の形
式にすることができる。この資料は必要に応じて当局が求めるとき遅滞なく参照可能でな
ければならない。
注記
事業責任者ーは又、GMP に関する規則(EC)No 2023/2006 に設定された品質保証及び品質
管理の適用に関する書類を保管しなければならない。
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6

第Ⅴ章－適合

6.1

移行結果の表示

この章では、移行試験や移行のモデル化により得られた移行結果を表示する方法について
の情報が含まれている。移行結果は、プラスチック規則に定められた移行量制限と比較さ
れる前規格化される必要がある。
移行結果は、食品自体で又は食品擬似溶媒で得ることができ又は移行モデル化に由来する
ことができる。それらは最終的な製品自体、又は特に移行試験用に設計された材料から作
られた製品を試験して得ることができる。原則的にこれらの結果は、実際に使用される最
終的な製品の真の食品表面積の比に基づき、当該材料に接触する食品 kg 当たりに規格化す
る必要がある。このルールへのいくつかの除外（特にプラスチック規則第 17 条(2)(a)及び(d)
におけるそれら）は、移行試験を簡素化するため設定された。このルールを通して、高い
比表面積をもつ小さなプラスチック容器に包装された食品の変更がより大きな容器に包装
された食品と同じ規制法で制限される。
10L を超える容量を持つ大きな容器について比表面積は 6 に標準化される。このことは 6
dm2 が食品 1kg に接触していると仮定していることを意味する。500mL より小さな容器に
ついて比表面積は又 6 に標準化されている。小さな容器ではこれは実際の移行の過小評価
につながる可能性がある一方、大きな容器ではこれは実際の移行の過大評価につながる可
能性がある。
製品がまだ食品に接触していないとき、接触表面の設定が非現実的なフィルムや製品につ
いて、比表面積は 6 に標準化されている。
食品にまだ接触せず、及び異なる体積で密閉容器に使用可能なガスケット及びストッパー
のような封止用製品には、移行結果を表示する特定の措置が設定されている。次の場合を
特定することができる：
●ケース 1：ストッパー又はガスケットが使用される容器の容積が既知である。このケース
で移行結果は、小さい及び大きい容器へのルールを考慮し、最終的な用途で容器に加えら
れる封止用製品の実際の比表面積を用い表示する。
●ケース 2：ストッパーが使用される容器の容積が不明である。このケースで移行結果は、
製品ごとの mg で表すことができる。最終的な適合性はその後最終的な用途にだけ設定でき
る。
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6.2

移行試験

食品接触材料は適用される法律を遵守しなければならない。食品での適合試験の場合、非
適合の試験結果が又食品接触材料以外のソースにより可能であることを考慮する必要があ
る。これは例えば、このガイダンスドキュメントのパート 3.5.2 に記載されている二重用途
の添加物の場合である。このような場合にも他の関連する EU 法規、例えば EU 食品法を
又考慮する必要がある。
移行試験は、プラスチック規則の付属書 V に詳細に記載されている。移行試験に適用され
る移行措置と新しい移行試験の要件の段階的導入の順序は、最終措置に関するプラスチッ
規則第Ⅵ章で設定されている。移行試験に関する詳細ガイダンスは、別途のガイダンスド
キュメントに含まれることになる。
6.3

ユニオンリストに収載されていない物質の評価

特定の物質はユニオンリストの認可及びリストの対象にはならない。これら物質は以下の
物質のクラスが含まれる：
●非意図的添加物
○認可物質中に存在する不純物
○プラスチック材料及び製品の製造時に生成され及び食品接触から生じることになる反
応生成物
○プラスチック材料及び製品の製造又は保管中に生成する分解生成物
●重合助剤
●ユニオンリストに含まれていない溶剤などポリマー製造助剤
●色材
●ファンクショナルバリヤーの後方で使用される物質
これらの物質については、枠組み規則の一般規則の遵守確保が事業者の責任範囲にある。
それ故事業者は、リスク評価に関する国際的に認められた科学的原則に基づいたリスク評
価を行うことにより、ヒト健康に対しリスクがないことを立証できなければならない。こ
れら原則にはハザード特性と曝露量が含まれている。このリスク評価に関する情報は、DoC
及び説明資料の一部である必要がある。
リスク評価に関し別途の詳細ガイダンスが発行されることになる。
7

第Ⅵ章－最終措置

7.1 EU 法の改正
2012 年 12 月 31 日まで、食品接触用プラスチック材料製品の構成物質の移行試験に使用さ
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れる疑似溶媒のリストを記載する閣僚理事会指令 85/572/EEC（注 31）に示された擬似溶
媒（表 3）が移行試験実施時、公的管理機関により使用されねばならない。
（注 31）食品接触用プラスチック材料製品の構成物質の移行試験に使用される疑似溶媒の
リストを記載する 1985 年 12 月 19 日付閣僚理事会指令 85/572/EEC（1985 年 12 月 31 日
付官報 L372,p.14）
。
表 3：2012 年 12 月 31 日まで使用される食品疑似溶媒
食品擬似溶媒

略号

蒸留水又はそれに相当する品質の水

食品擬似溶媒 A

3(w/v)%酢酸水溶液

食品擬似溶媒 B

15(v/v)%エタノール水溶液

食品擬似溶媒 C

50(v/v)%エタノール水溶液

食品擬似溶媒 D1

精製オリーブ油、但し分析方法に係る技術的理由でこれと異なる

食品擬似溶媒 D2

擬似溶媒を使用する必要がある場合は合成トリグリセライド又は
ヒマワリ油を使用しなければならない。
プラスチック規則第 18 条（3）及び第 18 条（5）に参照されるスクリーニング試験による
移行試験については、プラスチック規則付属書Ⅲポイント 3 収載の表に示された食品擬似
溶媒が、スクリーニング試験に関するプラスチック規則付属書Ⅴ第 2 章及び第 3 章に示さ
れた規則に沿って既に使用可能である。
2012 年 12 月 31 日以降、指令 85/572/EEC 付属書は、プラスチック規則(EU)No 10/2011
付属書Ⅲポイント 3 に示された擬似溶媒への参照により代替されてきた（表４）
。
表４：2012 年 12 付 da 日から使用される食品疑似溶媒
食品擬似溶媒

略号

10(v/v)%エタノール水溶液

食品擬似溶媒 A

3(w/v)%酢酸水溶液

食品擬似溶媒 B

20(v/v)%エタノール水溶液

食品擬似溶媒 C

50(v/v)%エタノール水溶液

食品擬似溶媒 D1

植物油

食品擬似溶媒 D2

ポリ(2,6-ジフェニル-p-フェレンオキシド)（注 32）
、粒子径 60～80

食品擬似溶媒 E

メッシュ、ポアサイズ 200nm
（注 32）又 MPPO 又は TENAX として知られる。
7.2 EU 法の廃止
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2011 年 5 月 1 日以降。つぎの欧州指令は廃止される：
●食品接触用材料及び製品の VCM レベルの公的規制に対するコミュニティの分析方法を
記載する 1980 年 7 月 8 日付欧州委員会指令 80/766/EEC（注 33）
（注 33）1980 年 8 月 16 日付官報 L 213,p.42。
●材料及び製品から食品に放出される VCM の公的規制に対するコミュニティの分析方法
を記載する 1981 年 4 月 29 日付欧州委員会指令 81/432/EEC（注 34）
（注 34）1981 年 6 月 24 日付官報 L 167,p.6。
●食品接触用プラスチック材料及び製品に係る 2002 年 8 月 6 日付欧州委員会指令
2002/72/EC（注 35）
（注 35）2002 年 8 月 15 日付官報 L 220,p.18。
指令の廃止はその全ての改正版の廃止を含める。
欧州委員会指令 80/766/EEC 及び 81/432/EEC で記述される通り、塩化ビニルモノマーの
移行と残留量を試験する分析手法は古くなっている。分析方法は、飼料食品法、動物健康
及び動物厚生法への準拠の検証を確認するため行われる公的規制に係る欧州議会及び閣僚
理事会規則（EC）No 882/2004（注 36）の第 11 条に定める基準に従うべきである。
（注 36）2004 年 4 月 30 日付官報 L 165,p.1。
閣僚理事会の法規は欧州委員会の法規により廃止が可能だが、閣僚理事会及び欧州議会で
採択される法規により廃止されねばならない。一旦プラスチック規則の全要件が適用可能
であり移行措置が完了すると、次の理事会指令は廃止となり、閣僚理事会及び欧州議会で
採択される "オムニバス"法により廃止することができる。
●VCM を含む食品接触用材料及び製品に係る加盟国の法律の調整に係る 1978 年 1 月 30
日付理事会指令 78/142/EEC（注 37）
（注 37）1978 年 2 月 15 日付官報 L 44,p.15。
●食品接触用プラスチック材料及び製品の成分の移行試験に必要な基本的規則を記載する
1982 年 10 月 18 日付閣僚理事会指令 82/711/EEC（注 38）
（注 38）1982 年 10 月 23 日付官報 L 297,p.26。
●食品接触用プラスチック材料及び製品の成分の移行試験に使用される擬似溶媒のリスト
を記載する 1985 年 12 月 19 日付閣僚理事会指令 85/572/EEC（注 39）
（注 39）1985 年 12 月 31 日付官報 L 372,p.14。
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7.3

適用及び移行措置

この規則は 2011 年 5 月 1 日より適用される。
但し特定の製品に定めるある種の要件は、移行期間を確保するためその後の日から適用さ
れる。この移行措置の重要な日付は 2012 年 12 月 31 日（第 22 条(5)及び第 23 条第 5 サブ
パラグラフ）と 2015 年 12 月 31 日（第 23 条第 3 及び第 4 サブパラグラフ）である。以下
のタイムテーブルは、プラスチック規則の要件の適用を説明している。例示は次の章に記
載する。
2011 年 5 月 1 日から適用（第 23 条第 2 サブパラグラフ）
●認可物質のユニオンリスト：リストにある又はユニオンリストによりカバーされる（金
属、酸、塩、アルコールの組み合わせ）全物質は、規格及び制限に従い使用することがで
きる。 規格及び制限が変更される物質については、2012 年 12 月 31 日までの移行期間が
導入されている（第 22 条(5)）
。ルールが変更された製品に対し。2012 年 12 月 31 日まで
の移行期間が導入された（第 22 条(5)）
。
●10 mg/dm2 の総移行量制限：幼児用食品を意図したそれら免除には 60 mg / kg 食品が適
用される。 以前 60mg/kg として総移行量制限が示された 500mL～10L の容量があるそれ
ら材料には 2012 年 12 月 31 日までの移行期間が導入されている。
●プラスチック規則付属書 II の特定金属イオンのための一般的制限。
●明確に認可されユニオンリストに制限が記載されている場合だけ、ナノ形態の物質が使
用できる。
●ファンクショナルバリヤーにより食品から分離されていない多材料多層膜におけるプラ
スチック層は、ユニオンリストに記載されているモノマー、出発物質及び添加剤で製造す
る必要がある。
●移行試験結果を表示するための規則。 ルールが変更される製品については 2012 年 12 月
31 日までの移行期間を導入している（第 22 条(5)）
。
●移行量制限遵守を評価するスクリーニング方法。
●ユニオンリストに含める対象とならない物質のリスク評価のための義務。枠組み規則第 3
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条に準拠するが公的なリスク評価は参照されないこれらの物質を含む材料に対しては、
2012 年 12 月 31 日までの移行期間を導入している（第 22 条(5)）
。
●DoC 及び説明資料。
●塩化ビニルモノマー試験方法の廃止。
●指令 82/711/EEC 及び 85/572/EEC で設定された移行試験の体制の適用は、材料がプラス
チック規則に適合していないかどうか決定するために来る規制当局に必須である。
●プラスチック規則との DoC は、その説明資料がプラスチック規則のスクリーニング方法
に沿った試験に又は理事会指令 82/711/EEC（この指令でリファーされる疑似溶媒を含め）
に沿った試験方法基づくとき発行される（プラスチック規則第 22 条(1)）
。
●2012 年 12 月 3 日まで導入された移行期間が意味することは、合法的に上市された製品
が指令 2002/72/EC（注 40）に設定されたつぎの要件に適合していることを意味する：
○構成要件；
○OML；
○SML；
○制限及び規格；及び、
指令 2002/72/EC に参照される DoC を付帯し、それに指令 2002/72/EC に沿った説明資
料が参照可能であるとき、2012 年 12 月 31 日まで継続上市できる（プラスチック規則第
22 条(5)）
。
（注 40）食品接触用プラスチック材料及び製品に係る 2002 年 8 月 6 日付欧州委員会指令
2002/72/EC（2002 年 8 月 15 日付官報 L220,p.18）
。
●移行期間はつぎの添加剤のユニオンリストの適用に対し 2015 年 12 月 31 日まで導入され
る。
○キャップ及びクロージャーのプラスチック層又はコーティング剤に使用される可塑剤
以外のもの；
○ガラスファイバーサイジングにおいてガラスファイバー強化プラスチックに使用され
るもの。
これらの用途ではユニオンリストにリストされたもの以外の添加剤を使用できる（第 23 条
の第 3 及び第 4 サブパラグラフ）
。
（規則(EU)No 321/2011
●PC 製哺乳瓶製造における BPA 使用の禁止（移行期間の適用なし）
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（注 41）第 2 条第 2 サブパラグラフ）。
（注 41）プラスチック哺乳瓶における BPA 使用の制限に関し規則(EU)No 10/2011 を改正
する 2011 年 4 月 1 日欧州委員会施行規則(EU)No 321/2011（2011 年 4 月 2 日付官報 L87,p.1）
。
2011 年 6 月 1 日から適用（第 1 回改訂規則(EU)No 321/2011）
●PC 製哺乳瓶製造における BPA 使用の禁止（移行期間の適用なし）
（販売目的の保管にリ
ファーされる上市、販売又はあらゆる形態での移動のための提供、販売、配布又は他のあ
らゆる形態での移動）
2012 年 12 月 31 日からの適用（第 23 条の第 5 サブパラグラフ）
●プラスチック規則第 18 条(2)に設定された特定移行量制限との適合性の検証方法。検証方
法を用いるとき、プラスチック規則付属書Ⅲに記載した食品疑似溶媒を使用しなければな
らず、プラスチック規則付属書Ⅴ第 2 章 2.1 節に記載した試験のルールを適用しなければな
らない。この検証方法の適用は材料がプラスチック規則に適合しないかどうか決定するた
めに来る規制当局に必須である。
●OML との適合性検証方法（プラスチック規則第 18 条(4)）
。検証方法を用いるとき、プラ
スチック規則付属書Ⅲに記載した食品疑似溶媒 A,B,C,D1,D2 が使用されねばならず、プラ
スチック規則付属書Ⅴ第 3 章の試験のルールが適用されねばならない。
●プラスチック規則第 18 条(2)及び第 18 条(4)に記載した検証方法に対し疑似溶媒を設定す
る付属書Ⅲ。
●理事会指令 85/572/EEC の付属書は改訂され、今やプラスチック規則付属書Ⅲポイント 3
に記述した食品疑似溶媒をリファーする。
●DoC はプラスチック規則に適合した参考資料を作成しなければならない。
●DoC 発行に対し移行期限が 2015 年 12 月 31 日まで導入された。その日までプラスチッ
ク規則への適合性を述べる DoC は、説明資料がプラスチック規則のスクリーニング方法や
検証方法又は理事会指令 82/711/EEC（この指令でリファーされる疑似溶媒を含め）に沿っ
た試験に基づくとき発行できる（プラスチック規則第 22 条(2)）
。
2016 年 1 月 1 日から適用（第 22 条(3)及び第 23 条）
●プラスチック規則への DoC はプラスチック規則のスクリーニング方法又は検証方法に沿
った試験に基づくとき発行できる（プラスチック規則第 22 条(3)）
。
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●添加剤のユニオンリストはつぎの添加剤に全面的に適用される：
○キャップ及びクロージャーのプラスチック層又はコーティング剤に使用される可塑剤
以外のもの；
○ガラスファイバーサイジングにおいてガラスファイバー強化プラスチックに使用され
るもの。
これらの用途においてユニオンリストにリストされたそれら添加剤だけが使用できる（第
23 条第 3 及び第４パラグラフ）
。
移行措置の概要
No

パラメーター

2011.5～2012.12

～2011.5

2013.1 ～

2016.1～

2015.12
1

指 令 2002/72/EC

可

製 品 が そ れ 以 前 不可

適合製品の上市

合法的に上市さ
れていれば可

2

規

則

(EU)No

不可

可

10/2011 適合製品
の上市
3

指 令 2002/72/EC

不可

可

リファーの適合宣
言
4
5
6

食品接触材料への

指令 82/711/EEC

試験ルール

準拠

疑似溶媒

指令 82/711/EEC 及び 85/572/EEC 準

規則(EU)No 10/2011 準

拠

拠

指令 82/711/EEC の移行試験に準拠

規則(EU)No 10/2011 の

疑似溶媒での試

規則(EU)10/2011 準拠

験：当局の非適合

移行試験に準拠

性立証
7

疑似溶媒での試

指令 82/711/EEC

指 令 82/711/EEC 又 は 規 則 規

験：工業界の適合

の移行試験に準

(EU)No 10/2011 の移行試験に (EU)No

性立証

拠

準拠

則

10/2011 の
移行試験
に準拠

8
9

移行による検証以

指令 2002/72/EC

規則(EU)No 10/2011 準拠

外のテスト

準拠

ガスッケトの添加

可塑剤を網羅したリスト

47

全添加剤

剤

を網羅し
たリスト

10

則

(EC)No

多材料多層膜のプ

規

ラスチック層

1935/2004

規

則

(EU)No

規則(EU)No 10/2011

10/2011、しかし
それ以前に合法
的に上市された
製品は継続上市
可能

11

12

グラスファイバー

規則(EU（注：EC

規則(EUNo 10/2011 リスク評 規

サイジングに使用

の 間 違 い ） ) No

価第 19 条

する添加剤

1935/

コーティング、印

則

(EU)No

令

10/2011 全

2004,2002/72/EC

添加剤を

（法的状況不明

網羅した

確）

リスト

指

可

刷又は接着剤によ
り一体化されたプ
ラスチック：最終
製品への OML 及
び SML 適用
13

SML

指令 2002/72/EC

規

則

(EU)No 規則(EU)No 10/2011

10/2011 しかしパ
ラメーター1 参照
14

OML

10mg/dm2 又 は

10mg/dm2 し か

60mg/kg

しパラメーター1

10mg/dm2

参照
事例
メーカーは 2011 年 5 月１日以前合法的に上市した食品を入れるためのプラスチック容器を
製造している。この製品に対しては指令 2002/72/EC に適合した DoC が可能で、関連の説
明資料は可能で 2002/72/EC 及び 82/711/EEC に適合する。
ケース A
このタイプの容器は上述の説明資料に基づき上述の DoC とともにプラスチックメーカーに
より 2012 年 12 月 31 日まで上市できる。
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食品業界は、それが指令 2002/72/EC をリファーした DoC とともに 2012 年 12 月 31 日ま
で販売されるとき在庫がはけるまでこの容器を使用できる。こうした容器に包装された食
品は期限日まで（それまでの日がベストだが）引き続き上市できる。市場にある製品は指
令 2002/72/EC のルールを課せられる。
規制当局による容器の管理が 82/711/EEC に基づき実施されねばならない。
ケース B
2012 年 12 月 31 日よりこのタイプの容器は、プラスチック規則に適合して参考資料を作成
した改訂された DoC とともにメーカーにより上市できる。この DoC はプラスチック規則
に適合して実施されるスクリーニングテストに基づくことができる。通常適合性が指令
2002/72/EC 第 8 条(2),(3)又は(4)に沿った試験に基づくとき、これは今やスクリーニングテ
ストに対応することになる。この DoC は指令 82/711/EEC に沿った移行試験に基づくこと
ができる。この DoC はプラスチック規則に沿った検証試験に基づくことができる。説明資
料は又安全性又は合理的立証による適合に基づく他の分析及び証拠によることができる。
食品業界が 2012 年 12 月 31 日以降製品を販売するとき、DoC をプラスチック規則をリフ
ァーして改訂しなければならない。食品業界は在庫がはけるまでこの容器を使用できる。
こうした容器の包装された食品は期限日まで（それまでの日がベストだが）引き続き上市
できる。市場にある製品はプラスチック規則のルールを課せられる。
規制当局はプラスチック規則をリファーした DoC の参照可能性を求めることになる。規制
当局はプラスチック規則に設定されたスクリーニング及び検証試験に基づきそれらの試験
を実施しなければならない。この検証試験はプラスチック規則付属書Ⅲの疑似溶媒及びプ
ラスチック規則付属書Ⅴの条件を使用し実施しなければならない。付属書Ⅲ及びⅤに沿っ
た疑似溶媒で実施した検証試験が、SML 及び／又は OML が尊重されず食品での適合性が
立証できなかったと結論に至ったとき、その製品はプラスチック規則に適合していないと
される。
ケース C
2015 年 12 月 31 日以降このタイプの容器はプラスチック規則に適合して参考資料を作成し
た改訂された DoC とともにメーカーにより上市できる。この DoC は規則(EU)No 10/2011
に適合して実施されるスクリーニングテスト又は検証試験に基づくことができる。説明資
料は又安全性又は合理的立証による適合に基づく他の分析及び証拠によることができる。
規制当局はプラスチック規則をリファーした DoC の参照可能性を求めることになる。規制
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当局はプラスチック規則に設定されたスクリーニング及び検証試験に基づきそれらの試験
を実施しなければならない。彼らは又安全性又は合理的立証による適合に基づく他の分析
及び証拠を受け入れることができる。規制当局はプラスチック規則に設定されたスクリー
ニング及び検証試験に基づきそれらの試験を実施しなければならない。この検証試験はプ
ラスチック規則付属書Ⅲの疑似溶媒及びプラスチック規則付属書Ⅴの条件を使用し実施し
なければならない。付属書Ⅲ及びⅤに沿った疑似溶媒で実施した検証試験が、SML 及び／
又は OML が尊重されず食品での適合性が立証できなかったと結論に至ったとき、その製品
はプラスチック規則に適合していないとされる。
ケース D
この容器の製造の組成は 2011 年 5 月 1 日と 2012 年 12 月 31 日の間で変更されている。こ
の場合この製品は 2011 年 5 月 1 日以前合法的には上市されなかった。メーカーは説明資料
を改訂しなければならず、プラスチック規則をリファーした新たな DoC を発行しなければ
ならない。
8
8.1

付属書Ⅰ－物質
認可されたモノマー、出発物質、微生物発酵で得られた高分子物質、添加剤及びポリ

マー製造助剤のユニオンリスト（表 1）
ユニオンリストの各カラムの内容に関する追加説明：
カラム 1（FCM 物質 No）は、つぎで参照できる食品接触物質に関する欧州委員会データベ
ースにある物質について個々に特定するものを含む：
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display
各物質は 5 桁までで作成される単一の個々の物質 ID をもつ。この FCM 物質 No は食品接
触分野を通し一貫して使用される。これはプラスチック規則で設定された新たな同定シテ
スムであり参照番号を代替する。
カラム 2（参照番号）は、以前に指令 2002/72/EC で使用された EEC の包装材料の参照番
号を含んでいる。
参照番号は 5 桁の数字であり、
用途がモノマーのときは
（10000～29999）
、
又用途が添加剤又はポリマー製造助剤（PPA）のときは（30000～99999）で示す。
カラム 3（CAS 番号）は、ケミカルアブストラクトサービス（CAS）登録番号が含まれて
いる。物質は CAS 登録に登録されていない場合、又は当該物質が認可物質に正確に対応し
ない場合、何らの CAS も示さない。 CAS 番号と化学名の間に矛盾がある場合は、化学名
が CAS 番号よりも優先されねばならない。
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カラム 4（物質名）は、申請者の提案に基づき、EFSA により検証されたことに基づき欧州
委員会事務局により割り当てられた化学物質名を含む。
カラム 5（添加剤又はポリマー製造助剤として使用（Y/Ｎ）
）は、当該物質が添加剤又は PPA
としての使用が認可されているとき（Y）
、又は当該物質が添加剤又は PPA としての使用が
認可されていないとき（N）を表示する。当該物質が PPA としてだけ認可されているとき
は（Y）と表示し、制限と規格のカラム（カラム 10）の中でその使用を PPA に制限する。
カラム 6（モノマー又は他の出発物質として使用（Y/N））は、当該物質がモノマー又は他
との出発物質又は微生物発酵で得られる高分子として使用が認可されているとき（Y）
、又
当該物質がモノマー又は他の出発物質又は微生物発酵で得られる高分子として使用が認可
されていないとき（N）と表示する。
カラム 7（FRF 適用（Y/N）
）は、その物質についてプラスチック規則付属書 V の 4.1 章に
従い脂肪消費補正係数（FRF）の適用に関する指示を含んでいる。（Y）が示されている場
合、移行結果は FRF により補正することができる。
（N）が示されている場合、移行結果は
FRF により補正できない。EFSA の助言に基づき欧州委員会事務局は FRF が適用される物
質を決定する。その決定基準は、食品接触材料から移行物質への暴露推定に係る脂肪（消
費）補正係数（FRF）の導入に係る食品科学委員会（SCF）の意見（2002 年 12 月 4 日に
示された）
（注 42）に基づいている。この基準はつぎの通り：当該物質が親油性（log P o/w>
3）であり、及び擬似溶媒 A,B 及び C への移行値がその SML の 1/10 を超えてはならない。
（注 42）http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf
カラム 8（SML[mg / kg]）は、当該物質に適用される SML を含む。これは食品 kg ごとの
物質 mg で表される。複数の SML がある場合、SML の適用は制限及び規格のカラムで特
定される。移行が検出されない必要がある場合、ND で示される。SML が単一の物質では
なく物質のグループに割り当てられる場合、カラム 8 には記載されないが、グループ制限
に対し参照が行われるカラム 9 に記載される。
非検出：食品 1kg 当たり 0.01mg の検出限界は分析誤差を含んでいない。適用されるべき
分析誤算は試験機関で使用される分析法に拠る。これは以前指令 2002/72/EC に適用された
ルールを変更するものである。その指令では検出限界は、検出限界 0.01mg/kg に分析誤差
0.01mg/kg をプラスすると仮定し“分析誤差を含め 0.02mg/kg”としてリストされた。こ
の分析誤差はこうしてあらゆる現実の分析法のパフォマンスとの関係なしに法により設定
された。
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カラム 9（グループ制限番号）は、プラスチック規則付属書Ⅰ表 2 カラム 1 のグループ制限
が適用される物質のグループの識別番号を含む。いくつかの物質は別々のグループ制限の
部分であり、又は個々の SML を持ちそしてグループの制限の一部でもある。これらのケー
スでは、両方の制限が同時に適用される。例：物質 797 は可塑剤であるが、2 つのグループ
SML が付属書Ⅰ表 1 で参照され適用される。最初のグループは、物質 73 と一緒のグルー
プ 31 であり耐容一日摂取量 0.5 mg / kg から派生するポリエステル化合物の毒性評価と関
係している。第 2 のグループは、他のすべての可塑剤と一緒のグループ 32 であり、可塑剤
の移行が個々の物質の合計として 60 mg / kg を超えてはならないという事実に関係してい
る。これは、当該物質それ自身 30mg/kg 超の量で存在することはできないこと、そして他
の可塑剤が存在するとき全ての可塑剤の合計が 60mg / kg 超であることはできないことを
意味する。
カラム 10（制限及び規格）は、当該物質に係るカラム 8 及び 9 にリストされた SML 及び
規格以外の他の制限を含む。他の制限は例えば、最終製品中の物質の残留量がある種のポ
リマーの用途に制限され、食品のある種のタイプだけに接触するよう制限されることであ
る。それは、ある特定の機能だけに、又はファンクショナルバリヤーの後方だけに使用を
制限することができる。それは分子量のような当該物質に係る一般規格だけを含む。組成
に関するより詳細な規格が設定される場合は、プラスチック規則付属書Ⅰ表 4 への参照が
含まれる。
表 1 カラム 10 に
“疑似溶媒 D が記載された油性食品に接触する製品に使用してはならない”
と記述しているとき、疑似溶媒 D は疑似溶媒 D1 又は D2 と読み替えねばならない。
カラム 11（適合制限への注意事項）は、当該物質について、表 3 に含まれる適合宣言に参
照可能な詳細規則を参照するときの番号を含む。
個々の化合物としてこのリストに現れる物質が又一般的用語にカバーされるとき、この物
質に適用される制限は、個々の化合物に対し示されたものでなければならない。
物質のリストは又次のウエブサイトで検索可能なデータベースとして利用可能である：
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display
この検索可能なデータベースは、認可物質に加え、認可申請が提出され認可手続きを行う
よう認められているそれら物質を含んでいる。
8.2

物質グループ制限（表 2）

特定のケースで物質が化学的に及び毒性学的に密接に関連する、又は制限が反応生成物を
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対象とすべきとき、グループ制限が割り当てられる。グループ制限に関する表 2 はつぎの
情報を含む：
カラム 1 のグループ制限番号はグループの制限が適用される物質グループの識別番号を含
んでいる。グループ制限番号は付属書Ⅰ表 2 を表 1 にリンクする。
カラム 2（FCM 物質番号）に記載されている物質は、カラム 3 にリストされるグループ制
限の対象となる。
カラム 3（SML（T）[mg / kg]）は、物質グループに適用される物質の合計に対し固有の移
行量制限を含む。その SML(T)は、食品 kg 当たりの物質 mg で表される。当該物質の移行
が検出されない場合 ND で示される。
カラム 4（グループ制限規格）は、移行結果の表示に基づき考慮されるべき物質のグループ
内にある物質を示す。グループ内の物質はしばしば異なる分子量を有しているため、移行
結果が表示されるとき、このカラムにリストされた物質の分子量を考慮しなければならな
い。
8.3

適合性検証に関する注意事項（表 3）

特定の物質については、試験への準拠のため追加ルールが尊重されねばならない。特定移
行量制限がプラスチック規則付属書Ⅰ表 1 のカラム 8 及び／又はカラム 9 にある物質に設
定されているにも係らず、特定移行量制限遵守の検証は、食品又は食品擬似溶媒中で常に
現実的とはいえない。これは、当該物質の揮発性又反応性又はその他の理由によることが
ある。また当該物質に関する科学的意見が、特定の状況では特殊移行量制限を超えるリス
クがあるので、移行試験への追加のルールを尊重しなければならない。このような場合、
付属書Ⅰ表 3 のカラム 2 の内容が、適合性検証への適用にどうアプローチするかを示して
いる。この表 3 のカラム 1 は、表 3 を表 1 のカラム 11 に結びつける注意事項を含む。
8.4

物質に係る詳細規格（表 4）

特定の物質については、制限及び規格の詳細かつ広範な説明が求められるが、付属書 I の表
1 に含めることができない。これら詳細規格は表 4 のカラム 2 に含める。最初のカラムは、
表 1 のカラム 1 を表 4 にリンクする FCM 物質番号を含む。表 4 は現在、微生物発酵によ
り製造される高分子に対する詳細規格を含んでいる。
9

付属書Ⅱ－材料及び製品に関する制限

附属書Ⅱは材料製品に適用される制限の異なるタイプについて 2 つの節を含んでいる。
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最初の節で特定移行量制限は、特定のカチオンに設定されている。これらは認可された塩
に由来するだけでなく、ユニオンリストでリストの対象とならない物質に由来するかもし
れず、又それらが不純物として存在するかもしれない。SML は移行のソースに関わらず尊
重されるべきである。
第 2 の節では、一級芳香族アミンの SML は非検出に設定されている。このことは、全て放
出される一級芳香族アミンは食品又は食品疑似溶媒 1kg 当たり 0.01mg の検出限界で検出
されてはならないことを意味する。それらは又他のソースから生じる可能性がある。一級
芳香族アミンは、変異原性、発がん物質として立証され又は疑われている。従いこの移行
量制限は、移行のソースに関わらず検出される量で移行してはならない。一級芳香族アミ
ンが認可され及びプラスチック規則付属書Ⅰ表 1 に収載されるときだけ、付属書Ⅰ表 1 に
記載される SML がこの一般的材料規格に代わり適用される。
10 付属書Ⅲ－食品擬似溶媒
この付属書は表 1 に、食品にまだ接触していない材料への移行試験に使用される、そして
総移行量試験に割り当てられた食品擬似溶媒のリストを含む。この付属書は、移行に影響
を与える主な食品の特性を代表する 5 つの異なる食品擬似溶媒（A,B,C,D 及び E）を割り
当てる。
変性ポリフェニレンオキサイド（MPPO）は乾燥食品の擬似溶媒として割り当てられてい
、
る。それは高い分子量
（500,000～1,000,000 Da）、非常に高い温度での安定性（TMAX= 350ºC）
高表面積及び低密度（0.23 g/cm3）を有する多孔性ポリマーである。この物質は市販 Tenax®
として知られている。そのポアサイズの範囲は重要であり、使用される基準は 60 メッシュ
～80 メッシュである。新たな商用 MPPO の抽出物から得られたガスクロマトグラムでは、
不純物が許容できない高いレベルで存在する可能性を示しているので注意を払わねばなら
ない。従いこのテストの手続きを最初に使用する前に、ジエチルエーテル又はアセトンを
用いソックスレー抽出により精製しなければならない。この方法で精製した MPPO は繰り
返し使用できる。
代表的な食品グループのため、適切な食品疑似溶媒が表 2 に割り当てられている。但し全
ての可能な食品グループは表にリストされてなく、主要な食料消費に関連するものだけで
ある。リストされていない食品グループには、専門家の判断により、他の食品グループと
の類似性に基づき適切な擬似溶媒を割り当てて使用する必要がある。
食品が特定の及び全体の見出しの両方に記載されている場合、特定の見出しに基づき示さ
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れた擬似溶媒だけが使用される必要がある。
プラスチック規則付属書Ⅰ表 1 のカラム 10 が“疑似溶媒 D が記載された油性食品に接触す
る製品に使用してはならない”と記述しているとき、疑似溶媒 D は疑似溶媒 D1 又は D2
と読み替えねばならない。
プラスチック規則付属書Ⅲにリストされたもの以外の疑似溶媒がスクリーニング方法の中
で使用でき、移行試験に関する別個のガイダンスで記述されることになる。
11

付属書Ⅳ－適合宣言

プラスチック規則付属書 IV は、第 15 条で参照され記載される宣言書（DoC）に収載され
ねばならない情報を含む。DoC の詳細情報については、
“サプライチェーンの情報に係る食
品接触用プラスチック材料製品規則(EU)No 10/2011 に対するユニオンガイダンス”で参照
可能とされる。
12 付属書 V－適合試験
適合試験に関する詳細情報は移行試験に関する別途のガイダンスドキュメントで参照可能
とされる。
13 省略記号
このガイダンスドキュメントではつぎの省略記号が使用されている。
CAS ケミカルアブストラクトサービス
DoC 適合宣言
EFSA 欧州食品安全庁
EURL 欧州レファランスラボラトリー
FCM 食品接触材料
FRF 脂肪消費換算係数
MPPO 変性 PPO
ND 非検出
OML 総移行量制限
PPA ポリマー製造助剤
QM

最終製品で重量濃度当たりの重量として表される最終的な材料又は製品中の物質の

最大許容残留量
QMA 食品接触製品の表面積当たりの重量として表される最終的な材料又は製品中の物質
の最大許容残留量
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SML 特定移行量制限
TPE 熱可塑性エラストマー」
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欧州プラスチック規則（PIM）ガイダンスドキュメント（サプライチェーンの情報伝達）

12 月 18 日欧州委員会はプラスチック規則（PIM）におけるサプライチェーンの情報伝達
に関するガイダンスドキュメントを開示した。ポイントはつぎの通り。
①このガイダンスドキュメントは、食品接触用材料及び製品のサプライチェーンにおける
情報の解釈や疑義を取り扱う加盟各国の規制当局を主な対象にして作成された。
②食品接触材料・製品としてプラスチック及びプラスチック以外（接着剤・コーティング
剤・印刷インキ）を含み、前者には適合宣言が法的に求められ、後者には十分な情報の提
供が勧告される。
③PIM の適合宣言 9 項目或いは十分な情報に求められる内容について、それぞれつぎの 8
つのセクターを対象に述べている：
1. 認可されリストに示された物質を扱う製造業者、販売業者及び輸入業者
2. 認可されているがリストには示されていない物質（例えば 13 種の金属と酸、アルコール、
フェノールからなる塩）を扱う製造業者、販売業者及び輸入業者
3. ファンクショナルバリヤーの後方で使用が意図される物質を扱う製造業者、販売業者及
び輸入業者
4. プラスチック以外の中間体（接着剤・コーティング剤・印刷インキ）の製造業者、販売
業者及び輸入業者
5. プラスチック中間材料（注：例えばラミネート用原反）の製造業者、販売業者及び輸入
業者
6. プラスチック以外の中間材料（注：例えばプラスチック以外の中間体である接着剤で貼
り合せたラミネート材）の製造業者、販売業者及び輸入業者
7. 最終プラスチック材料及び製品の製造業者、販売業者及び輸入業者
8. 最終多材料多層膜にあるプラスチック材料及び製品の製造業者、販売業者及び輸入業者
④サプライチェーンにおける情報伝達と守秘の整合性が必要とされる中、SML などの規格
基準の遵守確認についてつぎの注目すべき内容が見られる。
1. 認可されリストに示された物質を扱う製造業者、販売業者及び輸入業者が、制限のある
物質に係るとき又は下流のユーザーが「更なる用途規格が下流の事業者により設定される
必要がある」と知らされるとき、少なくとも食品接触材料物質番号やオプションとして又
CAS 番号、付属書Ⅰにリストされた参照番号や化学品名が提供されねばならない。
（4.2.1A）
3）
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2.また上記製造業者、販売業者及び輸入業者は、下流の事業者に規制適合を確認させるため、
SML、SML(T)、QM のような付属書Ⅰ及びⅡにリストされた関連の制限又は何らの制限も
適用されていないことを確認する。
（4.2.1A）6.a）
3. プラスチック中間材料の製造業者、販売業者及び輸入業者が顧客に守秘の物質の存在に
ついて情報提供するとき、つぎの場合名称の開示が強制されることはない（4.3.1 6.b）
：
ⅰ.事業者が、当該材料がポイント 8（注：適合宣言の 8 項目目）の下 DoC に明確に特定さ
れた使用条件の下で使用されるとき、当該物質が検出限界の指標により検出可能な濃度で
移行していないことを確認している。
ⅱ.事業者が、適合性が計算され又は試験される使用条件がポイント 8 の下明確に特定でき
る中で、与件の材料層の厚みやブレンド中の材料の濃度が制限の 1/10 を超えないこと（注：
SML の 1/10 を超えない添加量）を確認している。この基準は材料中で同じ物質を含む 10
層までが貼り合せることができるとする仮定より導出されている。
ⅲ.事業者が、残留濃度が十分低く最悪ケースの計算又はモデル化又は移行データに基づき
制限の 1/10 を超えていないこと（注：SML の 1/10 を超えない残留濃度）を確認している。

欧州委員会 DG SANCO「プラスチック食品接触材料及び製品規則（EU）No 10/2011 に関
するサプライチェーンの情報についてのユニオンガイダンス」。
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/guidance_reg-10-2011_en.
pdf

「欧州委員会 健康消費者総局
食物連鎖の安全性 革新と持続性
2013 年 11 月 28 日、ブリュッセル
プラスチック食品接触材料及び製品規則（EU）No 10/2011 に関するサプライチェーンの情
報についてのユニオンガイダンス
この書類は食品接触材料に関する技術専門家の WG 及び政府の専門家の WG の議論の結果
を示している。
このガイダンスは 2013 年 11 月 28 日食物連鎖に関する常任委員会の毒性安全部会において
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加盟国に示され署名された。
このガイダンスはプラスチックのサプライチェーンにおける適合宣言及び十分な情報に関
するある観点の解釈及び施行に係る疑義を取り扱う欧州専門機関及び加盟国規制当局を対
象とする。この書類は進化する書類でありこの法制度の施行に係る観点をよりクリアーに
するため改訂される。
この書類は食品接触材料に関する DG Sanco のウエブサイト上で参照可能とされる：
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/documents_en.htm
宣言：この書類は健康消費者総局事務局に拠り作成され、組織としての欧州委員会には関
係していない。この書類は特定の状況において欧州連合の法の最終的解釈を提供できない
ことを留意頂きたい。それは又国内法の問題に対しても法的アドバイスを与えるものでは
ない。
この書類への疑義については、SANCO-FCM@ec.europa.eu に問い合わせられたい。
１．序論
このガイダンスは食品接触用プラスチック材料及び製品に関する規則(EU)No 10/2011（
“プ
ラスチック規則”）
（注 1）の適用に対するガイダンスを提供する一連の書類の一部である、
このシリーズは一般的ガイダンス、移行試験のガイダンス、移行のモデル化のガイダンス
及びサプライチェーンにおける情報に関するこのガイダンスをカバーしている。
（注 1）食品接触用プラスチック材料及び製品に関する 2011 年 1 月 14 日付欧州委員会規
則(EU)No 10/2011（2011 年 1 月 15 日付官報 L 12,p.1）
。
特に、このガイダンスドキュメントはつぎに係る：
－適合宣言（DoC）の目的；
－“プラスチック規則第 15 条及び付属書Ⅳに示された－”プラスチック材料及び製品、そ
れらの製造の中間段階における生成物及びそれらの製造に意図される化学物質への適合宣
言（DoC）
；
－プラスチック材料及び製品の一部となるコーティング剤、接着剤及びインキ（“プラスチ
ック以外の中間体”）に関する十分な情報（以後、“十分な情報”
）。プラスチック規則リサ
イタル 30 は“十分な情報”についてつぎのように言っている：
“プラスチック材料及び製
品に使用されるコーティング剤、印刷インキ及び接着剤について、
“十分な情報”が、製造
者がプラスチック規則で移行量制限が設定されている物質に対する適合性の確認を可能に
するため、最終プラスチック製品の製造者に提供されねばならない”
。このガイダンスドキ
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ュメントはそれ故提供されるべきこの情報への勧告について、それが EU レベルでハーモ
ナイズされていなくても含める。
なぜプラスチック以外の中間体について DoC の要件がないのか?
プラスチック規則はプラスチック材料又は製品におけるプラスチック以外の部分について
DoC を発行する義務を設定していない。しかしプラスチック規則は認可された化学物質や
ある種の他の化学物質が設定された移行量制限値を超えてはならないことを求めているの
で、最終のプラスチック製品の製造業者がこれら化学物質についてプラスチック規則への
適合性を設定できるよう十分な情報が接着剤、印刷インキ及びコーティング剤の製造業者
より提供されることが必要と考えられる。このガイダンスドキュメントは、接着剤、印刷
インキ及びコーティング剤の製造業者が彼らの顧客に十分な情報を提供するよう勧告す
る。この書類はこうした十分な情報の意味合いにおいて勧告を与えるものである。
このガイダンスドキュメントは又 DoC について、食品接触材料及び製品に係る規則(EC)No
1935/2004（
“枠組み規則”）
（注 2）及び食品接触用材料及び製品の適正製造規範に係る規
則(EC)No 2023/2006（
“GMP 規則”
）（注 3）との関連性を説明している、
（注 2）食品接触用材料及び製品に関し指令 80/590/EEC 及び 89/109/EEC を廃止する欧州
議会及び閣僚理事会規則（EC）No 1935/2004（2004 年 11 月 13 日付官報 L 338,p.4）
。
（注 3）食品接触用材料及び製品に関する 2006 年 12 月 22 日付欧州委員会規則（EC）No
2023/2006（2006 年 12 月 29 日付官報 L 384,p.75）
。
このガイダンスドキュメントは、プラスチック規則第 15 条(1)にある通り小売り段階を除き
全ての市場段階における DoC の利用可能性について欧州委員会事務局の現在の理解に基づ
いている。このガイダンスドキュメントはプラスチック規則の措置が改正される場合、明
確さ、一貫性及び適用性向上のため改訂されることになる。
このガイダンスドキュメントは包装材料のような既に食品に接触している材料及び製品に
対する DoC を扱わないことに留意しなければならない。
適宜、このガイダンスドキュメントは説明資料に又は枠組み規則の表示に又は GMP の下の
書類の要件に関するある種の観点を述べている。しかしこれらの話題を深くカバーするこ
とを考えていない（BOX 6 参照）
。加盟国の規制当局は又公的な食品及び飼料法との適法性
を検証するための管理に関する規則(EC)No 882/2004（
“管理規則”
）
（注 4）第 10 条に基づ
く包装済食品の食品接触材料に関する資料を求めることができる。ある加盟国は他の材料
に対する DoC について国家の要件を設定している。これらはこのガイダンスドキュメント
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の主題ではないが国内法が適用される場合尊重されねばならない。
（注 4）食品及び飼料法、動物健康及び動物構成ルールとの適法性検証のため実施される公
的管理に関する 2004 年 4 月 29 日付欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No 882/2004。
２．DoC の目的
最終プラスチック材料及び製品の適合性は、サプライチェーンに伴い関連の情報交換が供
給業者や顧客間でそしてその反対でも行われているかどうかの確認だけを行うことができ
る。
DoC は小売段階を除く市場段階において供給業者より彼の顧客に出される資料である。そ
れは 2 つの主な目的をもつ：
■その生産品がプラスチック規則や枠組み規則の関連要件に適合していることを顧客に確
認させる。
■その生産品の関連法制度との適合性を確証し又はチェックするため必要な関連情報を顧
客に提供する。
関連情報の交換を行えるようにするため、DoC に収載されるべき情報はプラスチック規則
付属書Ⅳの標準様式で作成される。このガイダンスドキュメントは、プラスチックの異な
る製造及び市場段階においてプラスチック規則の要件を満たすため提供されるべき情報に
関する詳細を含む。
DoC 及び十分な情報は供給業者及び顧客の双方により容易に理解される一つ又はそれ以上
の言語で発行されることが勧告される。与えられる情報は明瞭で誤解のないものでなけれ
ばならない。情報は材料の現実の組成に係らねばならない。報告される化学物質において
有意な差異に導く異なる組成をもついくつかの材料は、一つの DoC でカバーできないこと
がある。規制当局の求めにより、DoC は遅滞なく彼らに参照可能としなけばならない。公
的管理を施行する国の措置に設定された言語上の要件は尊重されねばならない。
一つの DoC が、サイズ、形状、厚みや色において、又ひとつ又はいくつかの構成物の供給
ソースにおいて多数のばらつきのある材料又は製品をカバーし、全ての報告される化学物
質がリストされているとき報告される化学物質について限定した数のばらつきに導くこと
がある。この場合この適合性評価は全てのばらつきをカバーしていなければならない。こ
の資料はそれがカバーしている生産品のファミリーについて製品を特定し、又どの製品が
DoC の基にあるのか示さねばねらない。説明資料はこの選択の理由を提供できることが求
められる。供給ソースのばらつきによる報告される化学物質間の差異が特定されねばなら
ない。例えば関連の化学物質にアスタリスクを付けて。個々の材料又は製品における報告
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される化学物質に関する更なる情報が、顧客や規制当局の求めに応じ参照可能とされねば
ならない。与件の情報は誤解のない結論がぶれないものでなければならない。同様のアプ
ローチは十分な情報にも勧告される。
もし一般的責任の放棄が DoC に含まれているときも、これは DoC 自体に策定された適合
性の声明を無効にするものではない。
DoC はプラスチック規則及び枠組み規則の要件をもつ最終プラスチック製品の適合性確認
における重要なツールである。DoC は発行された生産品に関する情報の根拠に関してだけ
発行できる。この情報は DoC を発行する事業者により実施されてきた全ての適合性作業を
含み、説明資料と呼ばれる（プラスチック規則第 16 条）。この説明資料は DoC を発行して
いる事業者により作成され保管される。それらはサプライチェーン間で渡されるとは意図
されないが規制当局が求めるとき参照可能とされねばならない。事業者がその供給業者か
ら受理する DoC は、この生産品に対し作成され試験結果のような他の情報とともに彼の適
合性作業の一部となる。
BOX 1 説明資料の例
●供給業者から受理した DoC
●実施した移行試験結果
●材料の組成
●材料の配合
●物質に対する毒性情報
最終プラスチック材料又は製品の製造業者は、プラスチック層及び接着剤、印刷インキ及
びコーティング剤のようなプラスチック以外のものからなりうる彼の製品に対し DoC を発
行しなければならない。プラスチック層の構成成分について彼は DoC を受理することにな
る。
プラスチック以外の部分について、プラスチック規則は DoC 発行を義務付けていない。
しかしプラスチック規則は認可された物質やある種の他の物質が設定された移行量制限を
超えてはならないことを求めているため、最終製品の製造業者がこれら化学物質について
プラスチック規則との整合性を確定できるようにするため、十分な情報が接着剤、印刷イ
ンキ及びコーティング剤の製造者より提供されることが勧告される。このガイダンスはプ
ラスチック加工業者に接着剤、印刷インキ及びコーティング剤の製造業者から提供される
に十分と考えられる情報に関する勧告を与える。
DoC 及び十分な情報はこの資料を発行する事業者により実施された適合性作業の確認であ
る。適合性作業は材料中に添加され、生成し又は存在し、食品へとともに移行する可能性
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もある化学物質の危害性評価を含め、リスク評価をカバーする。実施できる適合性作業は
サプライチェーンにいる事業者の立場及び事業者が参照可能な情報に依存している。異な
る事業者の役割と責任は、DoC 発行に関する限りこのガイダンスのセクション 3 で説明さ
れる。このガイダンスのセクション 4 はどの情報がサプライチェーンにおける事業者の立
場に基づき DoC に提供が必要かを説明する。
BOX 2 適合性作業の部分になりうるものは何か？
●意図的に添加された物質の認可状況の検証
●意図的に添加された物質の純度規格の検証
●非意図的に添加された物質の特定とリスク評価
●スクリーニング又は検証方法を通した SML 及び OML との適合性検証
複雑な製造プロセスの主要な問題は通常一つの段階で完全な適合性作業が実施できないこ
とである：化学的組成に関する情報、不純物や分解生成物のような非意図的添加物の存在、
プラスチック加工条件、他にも食品組成、貯蔵及び接触条件などはサプライチェーンの各
段階で全ては知られていない。それ故最適化された情報交換は最終製品の適合性保証のキ
ーとなる。換言すればサプライチェーン上流下流間のコミュニケーションは供給業者や顧
客が彼ら自身の適合性作業を十分実施できるための関連情報の特定を手助けできる。それ
は又、その DoC が供給業者の説明資料に含まれる全ての情報を含んでいないとき必須とな
り、信頼関係構築の助けとなる。
BOX3 適合宣言及びその枠組み規則及び GMP 規則との関係
表示の要件（枠組み規則第 15 条）
DoC はプラスチック製品の適正使用に関し供給業者から顧客へ情報を提供することを目的
とする唯一の資料ではない。枠組み規則の表示の要件は、食品に未だ接触していない材料
及び製品が必要時安全で適正な使用のため特定の指示書を付帯すべきことを求めている。
トレーサビリティ（枠組み規則第 17 条）
各事業者は彼がその荷物を受領した事業者を及び彼が彼の荷物をどの事業者に供給したか
を特定できるトレーサビリティシステムを構築しなければならない。その荷物は表示又は
関連資料の手段でそれらのトレーサビリティを行なえるよう容易に特定できなければなら
ない。
枠組み規則との適合性の記述
枠組み規則との適合性の記述は第 3 条(1)(a)に設定された安全性の観点をカバーするに留ま
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らず DoC の中で明瞭に述べられていなくてもつぎの観点をカバーしている：
■その企業は枠組み規則に及び GMP 規則に設定された適正製造規範の下操業しているこ
と。
■その企業はトレーサビリティシステムを稼働していること。
■材料又は製品が食品の組成に受容できない変化を誘き起こし又は食品の官能性状の劣化
を生じるものでないこと。
■材料又は製品の表示、広告及びプレゼンテーションが消費者を誤解させないこと。
適正製造規範との適合性の記述
適正製造規範との適合性の記述は特につぎの観点をカバーする：
■品質保証システムはその他の中につぎをカバーして設定されていること。
○出発材料は、最終製品がプラスチック規則及び枠組み規則との適合性を保証する予め
設定した規格を基に選ばれ適合しなければならない。
○操業は、最終製品がプラスチック規則及び枠組み規則との適合性を保証する予め設定
した指示書や手続きに沿って行われていること。
■品質管理システムが設定されていること。
出発材料に適用する選定基準に関する情報（物質名、純度、毒性学上のプロファイルなど）
は特に認可されプラスチック規則付属書Ⅰへのリスト化を課せられていない物質に関係す
る。作業手続きに関する情報は特に反応及び分解生成物に関係する。品質保証及び品質管
理で作成された全ての情報は資料化される必要があり DoC の“説明資料”の一部となる。
BOX 4 製造チェーンを通じた適合性作業を共有するための原則
１．適合性作業のダブリ回避
製造業者の同じ材料に関する同じ適合性作業の実施は避けねばならない。ダブリとコスト
を最小にするため可及的多くの適合性作業は初期段階で決定されねばならない。
２．意図的又は予見可能な用途の下最終製品の適合性の観点での彼らの製造段階に対する
事業者の責任
最終製品の適合性とは、出発物質の製造業者から食品充填業者までのチェーンにおける全
事業者が最終製品の適合性の観点で彼らの製造段階に必要な責任を保証するかどうか確認
することに尽きる。このことは全製造プロセスが GMP を尊重する責任から導かれる。それ
は食品接触材料の用途に適した組成だけが使用できることを意味する。このことは又事業
者が彼の顧客に彼の製造段階から生じる適合性作業に対する全面的責任を動かす（注：他
人に振る）可能性（一般的責任の放棄）を排除することになる。
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３．製造プロセスで物質を導入又は生成する事業者の責任
製品に物質（原材料、中間材料又は最終材料又は製品）を導入又は生成する事業者はこの
物質の適合性に責任がある。これはその物質の不純物及び特定用途の下この製造段階又は
その後の製造段階で生成する可能性があるその意図された用途に係る分解及び／又は分離
生成物を含む。
物質の導入又は生成に係る適合性作業の全ての観点はその物質が導入される製造段階に集
約化される可能性はない。それ故 DoC や十分な情報は DoC や十分な情報を発行している
事業者により実施されていた適合性作業の観点について及びどの関連が更に下流の事業者
により実施される必要があるかについて伝える手段として貢献する。
４．製造チェーンにおいて可及的早く適合性作業の結論を出す
適合性作業は製造チェーンの中で可及的高い（注：厳しい）ところで結論を出さねばなら
ない。例えば高い SML を伴う物質を少量添加する場合、プラスチック製造段階で適合性を
確認し適合性作業の部分に結論を出すことは可能と思われる。例えば完全に移行するとし
た計算に基づいても SML を超えることはないとき。しかし特に多層膜の場合物質はいくつ
かの層に由来できることを考慮しなければならず、適合性は全ての層からの寄与を考慮し
最終製品で確認しなければならない。
５．意図した用途での顧客から供給業者への情報
顧客と供給業者間のコミュニケーションを通じ顧客は既に彼の供給業者に、この段階で供
給業者が適合性作業を完了できる必要情報を提供できる可能性がある。例えばもしプラス
チック加工業者が彼の最終製品の正確な形状やサイズ、食品接触条件や接触する食品につ
いてプラスチック製造業者に情報提供すれば、プラスチック製造業者は予め適合性作業の
結論を出せる可能性がある。
６．顧客に移動させる適合性作業についての特定に記述
顧客に渡す適合性作業の記述は特定のもので彼に適合性作業実施を可能にするものでなけ
ればならない。それは供給業者に物質の名称や材料中に存在するそれらの濃度を開示する
ことを課すいくつかのケースがある。サプライチェーンで顧客から供給業者に流れる情報
は供給業者が彼の適合性作業を実施するに十分な関連情報を特定する手助けとなる可能性
がある。顧客は又供給業者により提供される情報を批判的に評価することが課せられる。
７．顧客に移動できない適合性作業の責任
事業者は、彼が顧客に動かした（注：振った）適合性作業の特定記述を提供できないとき
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は自動的に責任を引き取ることになる。
３．サプライチェーンにおける役割と責任
サプライチェーンにおける情報の意味合いにおいて事業者の責任はつぎに依存する：
－直接の顧客に出される製品のタイプ（化学物質、中間材料、最終食品接触材料又は前も
って包装済の食品）
；
－事業者の役割；及び、
－サプライチェーンにおける事業者の位置
これらの観点はつぎに説明される。材料のタイプについて及び加工又は製造作業について
下記に記載された例は明確化又はイラストレーションの目的のためにありこれに限定する
ことを意図していない。
3.1. 直接の顧客に出される製品のタイプ
つぎの 4 つのケースは製品がどうであるかで区別される：
a)化学物質、例えばモノマー又はプラスチック規則第 6 条(3)(d)（注 5）にカバーされ
るものを含め他の出発物質、添加剤、溶剤、重合助剤、重合製造助剤又は他の加工助剤、
色材、充填剤など及びプラスチック規則第 6 条(3)(b)でカバーされる組成物において化学反
応なしにこれら物質の混合により得られる混合物。端的にはこれはその後で食品接触用プ
ラスチック材料及び製品の製造に使用される材料についてその後製造で使用されるあらゆ
る基礎的な化学添加剤である。しかし下記ポイント b)の下に定義されるような配合や調合
は含まない。
（注 5）モノマー又は他の出発物質、プレポリマー及び天然又は合成高分子物質、同様にそ
れらの混合物が使用されるとき、微生物発酵で得られる高分子を除き、もしそれらの合成
に求められるモノマー又は出発物質がリストに収載されているとき。それらは化学的に性
格付けられねばならない。
b)“製造の中間段階からの製品”としてプラスチック規則第 15 条にリファーされる“中
間プラスチック材料”、例えばプラスチックの粉末、顆粒又はフレーク（“マスタバッチ”
（注
6）を含め）
、プラスチック規則第 6 条(3)(d)を除くプレポリマー、フイルム、シート、ラミ
ネートなどあらゆる“最終”材料又は製品となるその後の加工／再配合段階を求めるあら
ゆる準最終材料及び製品。端的にはこれは基礎的な化学品でなくまだ最終的プラスチック
材料又は製品でもないあらゆる生産品である。この書類の目的のため多材料多層膜に使用
が意図されるプラスチック層であるがまだその一部でないものは中間材料と見なされる。
既に最終の配合（注 7）をもつが依然最終製品の形状に至るため熱による機械的な再成形（注
8）を求める材料又は製品（例えば加熱成形シートやボトルのプレフォーム）は中間材料と
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見なされる。この理由は組成（注 9）が反応や分解により変化する可能性があるからである。
（注 6）マスタバッチとは色材、フィラー、繊維、安定剤のような添加剤を高濃度で含む一
つ又はそれ以上のポリマーの調合で最終的彫像の物理的性状に影響を与えるものを意味す
る。
（注 7）配合は意図的に添加された物質をリファーする。
（注 8）加熱封止はこの用語にカバーされず、その材料はそれらが加熱封止される前に最終
製品として考えられる。
（注 9）組成は反応及び分解生成物を含め実際存在する物質をリファーする。
c)“プラスチック以外の中間材料”はプラスチック製品の印刷やコーティングに又はプ
ラスチック層の結合に適用されるインキ、コーティング剤又は接着剤の配合である。
d)食品（注 10）接触となる予定であるがまだ食品に接触していない“最終プラスチッ
ク材料又は製品”
。これはつぎであることができる：
ⅰ.最終プラスチック食品接触材料又は製品（例えば包装材料、食品、バルク食品又
は食品添加物の貯蔵容器、ボトルのトレイ、台所用具又は器具、食品加工機械のプラスチ
ック部品、食品調理面（注：まな板））；
（注 10）バルクの食品又は食品添加物／中間材料を含む。
ⅱ.最終多材料多層材料に内側にあるプラスチック層；（BOX 参照）
ⅲ.最終製品を作るため包装／充填の間又はその前に一緒に持ち込まれ又はアセンブ
ルだけされる必要がある最終食品接触材料又は製品の最終的構成（例えばボトルとキャッ
プ、トレイと蓋、台所用品や加工機械の部品）
。
まとめるとこれは材料や製品の配合にその後何らの変更もなく食品接触を予定しているあ
らゆる材料又は製品である。この食品接触材料の構成はしかし依然として分解や食品との
相互作用により変化する可能性がある。
BOX 5 最終多材料多層膜製品（
“MMML”
）
食品に接触することになる最終製品は、プラスチック及びプラスチック以外を含め全体と
して最終的な MMML である。しかし全体としての MMML はプラスチック規則により規
制されない。特にプラスチック規則の規制範囲は MMML のプラスチック層だけをカバー
する（第 2 条ポイント 1(e)）
。MMML のプラスチック層はこのプラスチック規則の意味合
いにおいて“プラスチック材料及び製品”として定義される（第 3 条ポイント 1(b)）
。プラ
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スチック材料及び製品の上市に対する要件はプラスチック規則第 4 条に設定されている。
適合宣言（第 15 条）はそれ故 MMML のプラスチック層だけに関係する。プラスチック規
則の目的として、MMML のプラスチック層は、それらが物理的にそうでなくても最終製品
であると法的に見なされる。
この影響として市場に最終的な MMML を上市する事業者は、プラスチック規則の法的な
意味合いにおいて製品のプラスチック層だけに係る DoC を発行しなければならない。
ある加盟国では国内法が事業者に彼の DoC におけるプラスチック以外の層にも係ることを
求める可能性がある。又 MMML に使用が意図されるがまだその部分をなしていないプラ
スチック層は中間材料と見なされると理解されねばならない。これは最終的な MMML の
製造業者に供給する事業者に関係する可能性がある。
3.2. 事業者の役割
“事業者”は、
“この規則の要件が彼らの管理下で事業と合致していることを保証する責任
をもった自然人又は法人”として枠組み規則第 2 条に定義されている。
この意味合いに関連し事業者がとる対応や活動を見ること、そして彼の責任を本質的に規
定する下記役割の 1 つ又はそれ以上を事業者に配置することが重要である：
a)“物質製造業者”とはこのガイダンスドキュメントのポイント 3.1.a)の下規定された
化学物質を製造又は作成するあらゆる事業者である。
b)“プラスチック中間材料の製造業者”とはこのガイダンスドキュメントのポイント
3.1.a)の下規定された化学物質又はそれらの混合物を使用する及びこのガイダンスドキュ
メントのポイント 3.1.b)の下規定された中間生産品にそれらを加工するあらゆる事業者で
ある。この意味合いでは加工とは重合など化学反応のあらゆるタイプ、同様にもしこのガ
イダンスドキュメントのポイント 3.1.b)に記述するような中間材料になるなら物理的加工
を意味し、具体的には混練、乾燥、混合などである。又押出、ラミネーション、射出成形
のようなプロセスによる最終プラスチック材料及び製品でないフィルム、シート、ラミネ
ート材、プレフォームの製造がここに含まれる。
c)“プラスチック以外の中間材料の製造業者”とはこのガイダンスドキュメントのポイ
ント 3.1.a)に規定した化学物質又はそれらの混合物を使用し、それらをこのガイダンスドキ
ュメントのポイント 3.1.c)に規定した中間生産品に加工するあらゆる事業者である。
d)“最終材料及び製品の製造業者”とはこのガイダンスドキュメントのポイント 3.1.a)
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に規定した化学物質及び／又はこのガイダンスドキュメントのポイント 3.1.b)及び c)に規
定した中間材料を使用し、このガイダンスドキュメントのポイント 3.1.d)に規定した最終材
料又は製品を製造するあらゆる事業者である。この段階の製造プロセスはたいへん多様で
化学プロセス（例えば反応性添加剤の混合）同様に物理的プロセス、例えば押出、ラミネ
ート、ブロー成形、射出成形、印刷、コーティング、カレンダリング、加熱成形及び引張
ブロー成形などを含む。
e)“食品接触材料及び製品のユーザー”とは食品又は食品添加物／中間材料をこのガイ
ダンスドキュメントのポイント 3.1.d に規定した最終材料又は製品に接触させるあらゆる事
業者又はひとである。これは食品工業及びそれらの添加物の供給業者、ユーザーの追加の
役割をもつ小売業者、及び食品供給業者（仕出し、レストラン、売店、パン屋／精肉店及
び他の食品販売店）を含む。
食品接触材料又は製品に置く同様に包装／充填に必要な他のプロセスの前又はその間にこ
のガイダンスドキュメントポイント 3.1.d.(ⅲ)に記述した作業を実施する作業者がここに含
まれる。例えばシールする、番号打ちする、表示をつける、ボトルに栓をする、包装済食
品の殺菌消毒など。
食品を消費者に販売する食品接触材料のユーザーは“小売業者”としての新たな役割をも
つ。
BOX 6
混練、混合、印刷、コーティングなどのプロセス－材料又は製品の配合に影響を与えるプ
ロセスを実施するとき、事業者は製造業者の役割を担う。食品をその材料又は製品に接触
させずこのガイダンスドキュメントのポイント 3.1.d)に記述した作業を実施するとき、事業
者は又製造業者の役割を担う。
f)“販売業者”とは彼自身生産品の製造をすることなくこのガイダンスドキュメントの
ポイント 3.1.a),b),c)又は d)の下規定したあらゆる生産品を供給するあらゆる事業者である。
もしその事業者が消費者に販売しているときは、彼は代わりに小売業者の役割を担う。ス
ーパーマーケットや卸売りの販売ターミナルは“小売業者”という用語にカバーされる。
販売される生産品の元の国により、販売業者は新たに輸入業者の役割を担う（つぎのポイ
ントを参照）
。
g)“輸入業者”とは EU の貿易圏（注 11）の部分をなさない国又はテリトリーから、
このガイダンスドキュメントのポイント 3.1.a),b),c)又は d)の下規定される荷物に EU での
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自由な流通を開放する又は開放を意図するあらゆる事業者である。EU の貿易圏の代表者か
らの購買は輸入とはならない；代わりに代表者が輸入業者である。
EU の貿易圏に住所をもつ第 3 ケ国の販売業者からの購買は輸入ではない；代わりに代理人
が輸入業者である場合がある。
（注 11）EU、EAA 及び食品接触材料に貿易同盟が設立された全ての国をカバーする。
h)“小売業者”とは最終的消費者だけに（食品とともに又は食品のない）最終プラスチ
ック材料及び製品を販売する事業者である。それはスーパーマーケットや卸売りの販売タ
ーミナルを含む。もしその事業者がある事業者に販売するそのときは彼は代わりに販売業
者の役割を担う。
BOX 7 一般食品法規則(EC)178/2002 第 3 条(7)に規定された小売業者
‘小売り’とは、食品の取り扱い及び／又は加工、及び販売場所でのその貯蔵、又は最終
消費者への提供を意味し、店での販売、仕出し業務、工場食堂、施設での仕出し、レスト
ラン及び他の同様の食品サービス業務、店、スーパーマーケット販売センター及び卸売販
売を含む。
BOX 8
事業者は、彼らが食品を材料又は製品に接触させるとき、例えば彼らが工場内での食品調
理及び／又は包装作業をおこなうとき（分離した企業の場所、又は構内に面した奥の部屋、
又はカウンター越しのいずれかで）、“食品接触材料又は製品のユーザー”としての追加の
役割を担う可能性がある。
小売業者である事業者は又輸入業者である可能性があり、そのときは輸入業者の責任を満
たす必要があるかも知れない。
i)“最終消費者”とは事業者ではないが、小売業者又は“ユーザー”から食品又は食品
接触材料及び製品、或いは包装済食品のようなその 2 つの組み合わせを販売する個人とし
てのひとである。その顧客は使用について指示書を守らねばならない。
与件としての製品に対し 1 つの役割以上の役割にあると見なされる事業者は、特定された
各役割から生じる全ての責任を満たさねばならない。
BOX 9 異なる役割をもつ事業者の例
１．ソフトドリンクの製造業者
もし彼がボトルを販売し、ソフトドリンクでそれらを満たし及び栓でそれらを閉めるとき、
彼のただ一つの役割は食品接触材料のユーザーのそれである。
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もし彼が最終ボトルにブロー成形するボトルのプレフォームを販売し、ソフトドリンクで
それらを満たし及び栓でそれらを閉めるとき、彼の役割は食品接触材料のユーザーのそれ
だけではなく、最終製品の製造業者のそれでもある。ブロー成形作業について彼は最終製
品の製造業者の責任を満たさねばならない。
２．仕出し業
仕出し業は消費者に食品を提供することであり、こうして小売業者の役割を担う。彼は食
品を調理し消費者への輸送や提供のためプラスチック箱にそれらを満たす。この業務は彼
を食品充填業者にそして食品接触材料のユーザーに位置づけ、彼は新たに食品接触材料の
ユーザーの責任を満たさねばならない。
３．スーパーマーケット
あるスーパーマーケットは第 3 国から輸入された新鮮なカットソーセージをプラスチック
トレイにいれ販売している。このスーパーマーケットはこのソーセージをプラスチックト
レイに接触させるので食品接触材料のユーザーである。このスーパーマーケットはその目
的に使用するトレイを輸入しているときは輸入業者である。このスーパーマーケットはこ
うして 3 つの異なる役割をもち各業務についてそれぞれの責任を満たさねばならない。も
しこのスーパーマーケットがプラスチックトレイの上に期限を印刷したとき製造業者の責
任を又満たさねばならない。
3.3. 異なる事業者の役割の責任
プラスチック規則第 15 条(1)は一般的責任を設定し、小売り段階以外の供給チェーンの全て
の市場段階で DoC の参照可能性は強制的である。
更にプラスチックではないがインキ、コーティング剤又は接着剤である中間材料の供給業
者は（国家法規制で求められないとき、なぜなら EU レベルでハーモナイズされていない
から）DoC を発行する必要はないが、彼の顧客に十分な情報を提供することが勧告される。
その DoC は必ずしも荷物に物理的に付帯させる必要はなく、顧客が同じ荷物を繰り返し受
注するときごとにそれを送る必要もない。代わりに紙の形態又は電子媒体又は顧客との合
意を課してウエブサイトからダウンロードするいずれかで利用可能にしなければならない
（注 12）
。法規制上の変更及び／又はこの章により発行される DoC に影響を与える物質又
は材料組成又は不純物についてのあらゆる変更があれば DoC の改訂を求めねばならない。
顧客はこうした改訂について供給業者より情報提供される必要がある。顧客は法改正のと
き改訂を求める法的責任をもっていないが、そうすることが好ましい規範である。同様の
アプローチがプラスチック以外の中間材料への十分な情報にも適用されることが勧告され
る。
（注 12）供給業者は資料をダウンロードするウエブサイトについて彼の顧客に情報提供す

71

る必要がある。
規制当局から求められる時 DoC は遅滞なく彼らに参照可能とされねばならない。
このガイダンスドキュメントのポイント 4 において、プラスチック規則付属書Ⅳに記載さ
れた通り DoC の部分をなし同様に事業者の責任に拠り各々の部分に対しその意味合いの詳
細について更なる説明がなされることになる。
サプライチェーンに利用可能な情報をカバーする更なる責任は枠組み規則第 15 条に設定さ
れている。これら全ての関連はこのガイダンスドキュメントで詳細取り上げないが検討さ
れる関連があるとき時々リファーされる可能性がある。
BOX 10 説明資料
説明資料を保管するための措置（プラスチック規則第 16 条）は小売業者など製造の全段階
に適用され、DoC の参照可能性と直接関連しない。供給業者から受理した DoC は説明資料
となる。工場内の品質管理に対する工場内の資料は説明資料となる。工場内又は契約ラボ
により実施される移行試験結果は説明資料となる。
説明資料は又包装／充填作業の前又は間で材料又は製品に実施される作業のあらゆる観点
に係る。この意味合いにおいて反応又は分解生成物生成の可能性は原則考慮されねばなら
ない。
事業者それぞれの役割に対する責任の詳細：
a)“物質の製造業者”は GMP 規則の規制範囲から除外されるが食品接触用途への当該
物質の適合性について情報提供し下記(ⅰ)から(ⅲ)の場合 DoC を、又下記(ⅳ)の場合十分な
情報を提供しなければならない。
区分されたニーズはつぎの状況の間で作成される：
(ⅰ)認可されプラスチック規則付属書Ⅰでリストされ、そしてプラスチック製造に使用
されている物質：
(ⅱ)プラスチック規則の認可及びリスト化から除外されているがプラスチック規則第 6
条(1),(2),(3),(4)(b)又は(5)にカバーされるプラスチック製造に使用される物質；
(ⅲ)ファンクショナルバリヤーの後方での使用が意図され、そのためプラスチック規則
第 13 条(2)(b)又は第 14 条(2)にカバーされ認可及びリスト化から除外される物質；及び、
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(ⅳ)接着剤、コーティング剤又はインキの製造に使用されている物質。
これらの場合の情報要件はこのガイダンスドキュメントのポイント 4.2 で説明される。
b)“プラスチック中間材料の製造業者”は常に彼の直接の顧客に DoC を発行し提供し
なければならない。この場合の情報要件はこのガイダンスドキュメントのポイント 4.3.1 で
説明される。
c)“プラスチック以外の中間材料の製造業者”は常に彼の直接の顧客に DoC を発行し
提供しなければならない。この場合の情報要件はこのガイダンスドキュメントのポイント
4.3.2 で説明される。
d)“最終材料及び製品の製造業者”は常に彼の直接の顧客に DoC を提供しなければな
らない。この場合の情報要件はこのガイダンスドキュメントのポイント 4.4 で説明される。
直接の顧客が他の役割を持たない最終消費者又は小売業者であるとき除外が存在する（こ
のガイダンスドキュメントの 3.2.h）参照）
。この場合特に枠組み規則第 15 条(1)(b)の表示
要件に注意を払わねばならない。
事業者がプラスチック食品接触材料の製造だけではなくその構内でそれを使用するとき、
事業者の異なる構内間で DoC を発行する必要はない（BOX 9 にあるソフトドリンク製造者
参照）
。しかし説明資料は事業者により保管される必要がある。
BOX 11 枠組み規則(EC)1935/2004 第 15 条の表示要件
食品接触材料の安全性と適切な使用に関する明瞭で容易に理解できる指示書があることが
求められる。これは又使用のあらゆる予見できる制限に対する明確化を含む。この情報は
（最終消費者又は事業者に提供されるとき）表示又は包装材料の上に又は材料又は製品そ
れ自身の上に、
（他の事業者に提供されるとき）付帯する資料の中になければならない。
e) “食品接触材料及び製品のユーザー”は包装済食品が安全にそして適切な方法で扱
われるための適切な表示に特に注意を払わねばならない。このことは特に貯蔵条件に何ら
かの制限（温度、接触時間など）や関連する再加熱があるとき適用される。
‘ユーザー’は実施される適合性作業に関する情報及びそれが使用される特定の食品に関
して食品接触材料及び製品の安全性の適切な検証を含む“説明資料”を保管しなければな
らない。
f)“販売業者”は彼が販売する製品に拠り DoC を彼の直接の顧客に発行し提供しなけ
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ればならず、十分な情報を彼の直接の顧客に発行し提供することを勧告される（このガイ
ンダンス資料のポイント 3.2.a）,b)及び c)参照）。これらの場合の情報要件はこのガイダン
スドキュメントのポイント 4.2,4.3 及び 4.4 で説明される。顧客が他の役割をもたない小売
業者であるとき除外が適用される（このガイダンスドキュメントのポイント 3.2h）参照）
。
この除外が適用されるとき特に枠組み規則第 15 条(1)(b)の表示要件に注意を払わねばなら
ない。製品の安全性や適切な使用に対し明瞭で容易に理解できる指示書があることが求め
られる。これは又あらゆる使用の制限の明確化を含む。DoC 又は十分な情報について販売
業者は供給業者の資料を彼の顧客に転送する（サプライチェーンにおける彼の役割を特定
したカバーシートを付けて）又は他に彼の供給業者の資料に含まれている関連情報をつか
まえ彼自身の資料を発行するいずれかを選択する。
g)まだ食品に接触していない物質、中間体及び材料のそしてかれの製品を小売業者以外
の他の事業者に販売する“輸入業者”は常に彼の直接の顧客に彼が輸入する製品に拠り DoC
を発行し提供しなければならず、十分な情報を発行し提供することが勧告される。
まだ食品に接触していない材料及び製品の、そしてかれの生産品を顧客又は他の役割をも
っていない小売業者に販売する“輸入業者”
（このガイダンスドキュメントのポイント 3.2.g
参照）は DoC を発行する必要はない。この場合特に枠組み規則第 15 条(1)(b)の表示要件に
注意を払わねばならない。
BOX 12

適合宣言（DoC）

プラスチック規則第 15 条にリファーされる記載された制限はつぎの情報を含まねばならな
い（付属書Ⅳ）
：
(1) 適合宣言を発行した事業者の名称と所在地；
(2) プラスチック材料及び製品又はその製造の中間段階での生産品又はプラスチック材料
及び製品の製造に意図される化学物質を製造又は輸入する事業者の名称と所在地；
(3) 材料、製品又は製造の中間段階での生産品又はそれらの材料及び製品の製造に意図さ
れる化学物質の名称；
(4) 宣言日；
(5) プラスチック材料又は製品、製造の中間段階での生産品又はそれらの材料及び製品の
製造に意図される化学物質が、本規則及び規則(EC) No 1935/2004 に示された関連の要求
項目に合致していることの確認；
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(6) 下流の事業者が規制適合を確認するため、本規則の付属書Ⅰ及びⅡに記載された規制
及び／又は制限が適用される物質又はその分解生成物についての充分な情報；
(7) 食品における規制が義務付けられている物質についての充分な情報、即ち、これらの
材料又は製品の使用者が関連 EU 規制に合致している、又はこれらがない場合は食品に適
用される国内法に合致していることを確認できるような、特殊移行レベルに関する実験デ
ータ又は特殊移行量に関する理論的計算、及び必要な場合には、指令 2008/60/EC、95/45/EC
及び 2008/84/EC（*）に準拠した不純物の規格から得られる情報；
(8) 材料又は製品の使用に係る制限、例えば：
(i) それが接触して使用される食品分類；
(ii) 食品と接触し取り扱われ保存される時間及び温度；
(iii) 材料又は製品の適合性の確定に用いられる食品接触面積／容量比；
(9) ファンクショナルバリヤーが多層膜の材料又は製品に使用される時は、材料又は製品
が、本規則の第 13 条(2)、(3)及び(4)、又は第 14 条(2)及び(3)の要求事項に適合しているこ
との確認。
*この指令は規則(EC)No 1333/2008 及び No 1334/2008 により代替されている。
４.サプライチェーンに亘る適合宣言及び十分な情報の意味するもの
4.1.この章及び一般的考察の目的
この章の目的はどの情報がプラスチック規則の下設定された要件に合致すべく、プラスチ
ック以外の材料に対する十分な情報の中で提供されるよう勧告されるか設定することを目
的とする。
この章に拠り出された適合声明に影響を与える法規制及び／又は物質又は材料構成又は不
純物におけるあらゆる変更は、DoC の改訂を求められ、そしてプラスチック以外の材料へ
の十分な情報に反映するよう求められる。
DoC における事業者の名称はその企業の公的に登録された名前でなければならない。
DoC における事業者の住所はその企業の物理的な住所でなければならない；それはウエブ
サイトで補足することができる。もし DoC を発行する事業者が製造又は輸入している事業
者と同じであり、これが資料上で明瞭であれば DoC のポイント(1)及び(2)は結び付けられ一
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つにすることができる。
もしいくつかの製造事業者が一つの企業で EU 域内に物理的に異なる所在地で操業すると
き、DoC は全ての企業の製造操業の代表として単一の責任のある機構により発行できる。
又この場合 DoC のポイント(1)及び(2)は結び付けられ一つにすることができる。
BOX 13

DoC を発行する製造業者又は輸入業者ではない事業者

時折 DoC はつぎのような他の組織により事業者又は輸入業者の代表者として発行される：
●契約研究ラボ
●法律代理店
●コンサルタント業者
この場合それらは製造業者の代表者としてプラスチック規則付属書Ⅳに関する適合性業務
を実施できる。しかし DoC を発行するのは依然製造業者である。
販売業者はあるケースでは、それらが製造業者や輸入業者ではないときも DoC を発行しな
ければならない事業者である。
各 DoC に対し下記にリストされた数字はプラスチック規則付属書Ⅳにある同じ数字に基づ
きリストされたそれらの観点をリファーする。十分な情報の場合同様の指示に従うことが
勧告される。
4.2.物質の製造業者、販売業者又は輸入業者
物質の製造業者、販売業者又は輸入業者である事業者は当該物質がプラスチック食品接触
材料及び製品に使用されることを意図されるとき DoC を発行し提供しなければならない。
プラスチック食品接触材料に使用が意図される接着剤、印刷インキ又はコーティング剤に
使用される物質の製造業者、販売業者又は輸入業者である事業者はプラスチック規則でカ
バーされる物質について十分な情報を発行し提供するよう勧告される。
4.2.1.プラスチック製造に対する物質
下記 DoC は単一の物質の場合に提供されるべき情報を反映する。物質の混合物については
混合物の各物質に関する関連情報が DoC の中で提供されねばならない。もし混合物が下記
カテゴリーA)及び B)双方の物質を含むとき、ポイント A)及び B)の下関連情報が結び付けら
れねばならない。
つぎの情報が報告されるべきである：
A) 認可されプラスチック規則付属書Ⅰにリストされ、そしてプラスチック製造に使用
される物質の DoC
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1.適合宣言を発行する事業者の名称と所在地。
2.物質を製造又は輸入する事業者の名称と所在地。
3.物質の名称：少なくとも次の 1 つが提供されねばならない：商標名、食品接触材料
物質番号、参照番号、CAS 番号、又はその物質のプラスチック規則付属書Ⅰ（“ユニオンリ
スト”
）にリストされた化学物質名。二重用途の添加剤の場合、食品添加物の E 番号又は香
料の Fl 番号のいずれかが同様に報告されねばならない。制限のある物質の場合又は下流の
ユーザーが「更なる用途規格が下流の事業者により設定される必要がある」と知らされる
とき、少なくとも食品接触材料物質番号やオプションとして又 CAS 番号、ユニオンリスト
にリストされた参照番号や化学品名が提供されねばならない。
BOX 14 二重用途の添加剤
プラスチックにおける添加剤として認可され、同時に食品添加物又は香料として認可され
ている物質をカバーする。
プラスチック添加剤の化学品名称が、その純度や当該物質が食品で及び／又はプラスチッ
クで制限を課せられているかどうかを問わず。認可された食品添加物又は香料のそれにマ
ッチしているとき、
“二重用途の添加剤”と定義する。
塩の場合、認可された酸、フェノール又はアルコールでない塩が問題になる。
例：ステアリン酸カルシウムは二重用途の添加剤である（E470a）がステアリン酸亜鉛は
そうでない。プラスチック規則にリストされた物質はステアリン酸である。ステアリン酸
カルシウムは純度が食品用途にマッチしていなくても E470a として特定されることに留意
されたい。
この法規制の主な目的は、食品接触材料のユーザーがプラスチックにおける二重用途の添
加剤の存在について情報提供され、これらが関連の食品法規制や食品と包装材料の相互作
用について考慮されることにある。
4.宣言日。
5.a.当該物質がそのポリマーでのその用途とともにプラスチック規則の下認可され
（ユニオンリストカラム 5 及び 6 で示される：モノマー及び／又は添加剤及び／又はポリ
マー製造助剤）
及びユニオンリストカラム 10 の関連情報により補足されていることの確認。
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b.当該物質が意図的及び予見できる使用に最適な技術的効用や純度をもっているこ
とそして純度がプラスチック規則第 19 条に沿い評価されていること又はその意図する用途
にその適性を評価するに十分な情報が顧客に提供されていることの確認。
6.a.SML、SML(T)、QM のようなプラスチック規則付属書Ⅰ及びⅡにリストされた
関連の制限又は何らの制限も適用されていないことの確認。
BOX 15 QM 制限の例
●最終製品中 1mg/kg
●最終製品中 0.5%
b.ユニオンリストカラム 10 に示される構成上又は純度の規格が適合している又は何
ら規格が適用されていないことの確認。
BOX 16 純度又は構成上の規格の例
●オキシラン<8%
●ヨウ素吸着力<6
●平均分子量が 440Da を超えない
●100℃での年度が 3.8cSt（3.8×10-6m2/s）未満、JECFA 規格による、純度≧96%
7.二重用途の添加剤の場合、適宜当該物質の食品添加物に対する純度規格の順守の確
認。
8.ユニオンリストカラム 10 に示される最終製品に係る用途規格。何らか他の用途規
格が遵守される必要があるかどうかの指示（注 13）又は下流ユーザーが必要時追加の用途
規格を設定する必要があることの指示。
ⅰ.食品タイプごとに関する用途規格。
ⅱ.食品調理及び貯蔵の時間及び温度規格。
ⅲ.他の何らかの用途制限。
（注 13）物質段階においてこのプラスチック規則にリストされたものを超える用途規格は
通常それまでに設定されずそれ故製造の後の段階で初めて責任となる。しかし顧客及び供
給業者はこの段階で DoC の部分でなければならない追加の用途規格に同意することができ
る。
9.ポイント C)の下にカバーされ、関連性はなし。

78

B)ユニオンリストに含まれないがプラスチック規則第 6 条(1),(2),(3),(4)(b)及び(5)でカ
バーされプラスチック製造に使用される物質の DoC
1.適合宣言を発行する事業者の名称と所在地。
2.物質を製造又は輸入する事業者の名称と所在地。
3.物質の名称：少なくとも次の 1 つが提供されねばならない：商標名、食品接触材料
物質番号、参照番号、CAS 番号、又はその物質の化学物質名。
ユニオンリストの中又は国内法（注 14）の下記載される制限を課せられた物質の場
合又は下流のユーザーが「更なる用途規格が下流の事業者により設定される必要がある」
と知らされるとき、少なくともつぎが提供されねばならない：CAS 番号、食品接触材料物
質番号や参照番号や化学品名。
二重用途の添加剤の場合食品添加物の E 番号又は香料の Fl 番号のいずれかが同様に
報告されねばならない。
（注 14）EU 加盟国又は適宜 EEA 諸国の国内法。
4.宣言日。
5.a.下記 3 つのうちの 1 つ
ⅰ.プラスチック規則第 6 条(3)にカバーされる物質について：
当該物質：（ユニオンリストに明確にリストされていなくても）、モノマー及び
／又は添加剤及び／又はポリマー製造助剤、ユニオンリストカラム 10 の関連情報（注 15）
による補足、その用途（ユニオンリストカラム 5 及び 6 で示される）とともにプラスチッ
ク規則での認可にカバーされていることの確認。
加えてそれがカバーされている食品接触材料物質番号の特定が提供されるべき
である。
特に第 6 条(3)(c)にカバーされるポリマー添加剤及び第 6 条(3)(d)にカバーされる
プレポリマーについては、当該物質を製造する全てのモノマーがユニオンリストにリスト
されていることの確認が提供される必要があり、制限を課して認可されたモノマーの食品
接触材料番号が公表されるべきことの確認。
（注 15）このページの物質の用途規格の例に関する BOX 17 参照。
BOX 17 物質の用途規格の例
●脂肪族ポリエステルのコモノマーとしてだけ使用されるモノマーの用途の場合モルベー
スで最大 1%のレベルまで
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●つぎの用途だけ：(a)ポリオレフインに濃度 0.1w/w%で及び(b)PET に濃度 0.25w/w%で
●ポリマー添加剤の調製へのコモノマーとしてだけの使用
ⅱ.プラスチック規則第 6 条(1),(2),(4)(b)又は(5)にカバーされる物質については、
当該物質がその用途とともに国内法制度で認可されていることの確認。この国内法は参照
されねばならない。又はその代わりに、
ⅲ. プラスチック規則第 6 条(1),(2),(4)(b)又は(5)にカバーされる物質については、
当該物質がプラスチック規則第 19 条にそってリスク評価されている又は用途条件に基づき
下流のユーザーによりプラスチック規則第 19 条の下リスク評価を裏付ける関連情報が提供
されていることの確認。
b.当該物質が意図的及び予見できる使用に最適な技術的効用や純度をもっているこ
とそして純度がプラスチック規則第 19 条に沿い評価されていること又はモノマー又は他の
出発物質、添加剤又はポリマー製造助剤として意図される用途へのその適性評価に十分な
情報が顧客に提供されていることの確認。
6.a.SML、SML(T)、QM（注 16）のようなプラスチック規則付属書Ⅰ及びⅡにリス
トされた関連の制限（このガイダンスドキュメントのポイント 3.3.(a)ⅰの下参照される物
質に関し：ユニオンリストにリストされることでカバーされる）又は国内法にリストされ
る制限（この場合その法規制を参照）又は何ら制限が適用されていないことの確認。
（注 16）QM 制限の例に関する BOX 15 参照。
b. ユニオンリストカラム 10 に示される構成上又は純度の規格（注 17）
（このガイダ
ンスドキュメントのポイント 3.3.(a)ⅰで参照されるの物質に関し）又は国内法に言及され
る制限（この場合その法規制を参照）に合致している又は何ら規格が適用されていないこ
との確認。
（注 17）純度又は構成上の規格の例に関する BOX 16 参照。
7.二重用途の添加剤の場合、適宜当該物質の食品添加物に対する純度規格の順守の確
認。
8.最終製品に係る用途規格（注 18）又は何らか他の用途規格が遵守される必要があ
るかどうかの指示又は下流ユーザーが必要時追加の用途規格を設定する必要があることの
指示。
a.ユニオンリストカラム 10 に示される食品タイプごと（注 19）に関する用途規格。
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b. ユニオンリストカラム 10 の食品調理及び貯蔵の時間及び温度規格。
c.他の何らかの用途制限。
（注 18）材料の用途規格の例に関する BOX 18 参照。
（注 19）食品タイプの例に関する BOX 19 参照。
BOX 18 材料の用途規格の例
●繰り返し使用の製品だけに
●室温で長期保存に
BOX 19 食品タイプに係る制限の例
●疑似溶媒 D が記載されている油性食品に接触する製品に使用できない
●直接でない食品接触用途を意図したハイドロゲルだけに使用
●PET 層の後方で間接的な食品接触だけに
●水性食品だけに接触を意図する材料及び製品に
9.関連せず。
C)ファンクショナルバリヤーの後方で使用が意図されそのため認可及びリスト化より
除外されるプラスチック規則第 13 条(2)(b)（注 20）,第 14 条(2)にカバーされ物質の DoC
（注 20）プラスチック規則の 13(2)(a)にリストされる物質は上記ポイント A)にカバーされ
る。
1.適合宣言を発行する事業者の名称と所在地。
2.物質を製造又は輸入する事業者の名称と所在地。
3.物質の名称：物質の化学品名又は CAS 番号。
4.宣言日。
5.a 当該物質が物質及び混合物の分類、表示及び包装に係る規則(EC)No 1272/2008
（
“CLP 規則”
）
（注 21）付属書Ⅰ3.5 節,3.6 節及び 3.7 節に設定された基準に拠り“変異原
性”
、
“発がん性”又は“生殖毒性”としての分類基準に合致しないことの確認。
（注 21）物質及び混合物の分類、表示及び包装に係る、指令 67/548/EEC 及び 1999/45/EC
を改正廃棄し、規則(EC)No 1907/2006 を改正する 2008 年 12 月 16 日付欧州議会及び閣僚
理事会規則(EC)No 1272/2008、2008 年 12 月 31 日付官報 L353,p.1。
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b.当該物質がナノ材料の定義に関する 2011 年 10 月 18 日付欧州委員会勧告
（2011/696/EU）
（
“ナノ材料勧告”
）
（注 22）による定義の通りナノ形態にないことの確認。
（注 22）ナノ材料の定義に関する 2011 年 10 月 18 日付欧州委員会勧告（2011/696/EU）、
2011 年 10 月 20 日付官報 L 275,p.38。
6.適用せず。
7.適用せず。
8.適用せず。
9.当該物質がファンクショナルバリヤーの後方だけで使用できる及び当該物質の食
品又は食品疑似溶媒への移行が検出限界 0.01mg/kg で検出されるはずがないことの確認。
4.2.2.プラスチック以外の中間体：接着剤、コーティング剤又は印刷インキの製造のた
めの物質
接着剤、コーティング剤又は印刷インキ製造に使用され SML 又は SML(T)をともないプラ
スチック規則付属書Ⅰ又はⅡにリストされた物質に対する十分な情報
プラスチック以外の中間材料の製造に使用される物質に対し、EU レベルでプラスチックに
対する適合宣言に関する法的要件は適用されない。
しかしながら、SML 又は SML(T)をともないプラスチック規則付属書Ⅰ又はⅡにリストさ
れた物質及びつぎのカテゴリー物質をカバーする十分な情報が発行し提供されることが勧
告される：
－プラスチック規則第 6 条(3)(a)を課せられ認可された酸、フェノール又はアルコールの塩；
－プラスチック規則第 6 条(3)(b)を課せられた混合物；
－プラスチック規則第 6 条(3)(c)を課せられたポリマー添加剤；
－プラスチック規則第 6 条(3)(d)を課せられたポリマーの出発物質；
関連する物質への制限がプラスチック規則付属書Ⅰ又はⅡにリストされているとき。
BOX 20 国内法規制における DoC
DoC は国内法規制で求められる可能性がある。ある場合にはサプライチェーンにある種の
情報が提供されねばならず、これでプラスチック材料又は製品にこれら生産品をいれる事
業者は彼の生産品に対し適合宣言を発行できる。これら物質の使用は枠組み規則第 3 条に
ある一般要件に適合しなければならない。
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つぎの情報が最終プラスチチック材料又は製品において制限がある物質に関する情報提供
に充分と見なされる：
1.十分な情報を発行する責任のある事業者の名称及び居住地。
2.関連せず。
3. 物質の名称：CAS 番号、食品接触材料物質番号、参照番号又はその化学物質名が
提供されねばならない。二重用途の添加剤（注 23）の場合、食品添加物の E 番号又は香料
の Fl 番号のいずれかが報告されねばならない。プラスチック規則第 6 条(3)にカバーされる
物質の場合、制限が設定された物質の名称が提供されねばならない。
（注 23）二重用途の添加剤に関する BOX 14 参照。
4.資料の日付。
5.当該物質がプラスチック規則の下認可されていることの確認。
6.SML,SML(T),QM（注 24）のようなプラスチック規則付属書Ⅰ及びⅡにリストさ
れた関連の制限。
（注 24）QM の例に関する BOX 15。
7.関連せず。
8.使用条件により下流のユーザーが実施すべきプラスチック規則第 19 条の下リスク
評価を裏付ける情報。
適宜、食品又は食品タイプの指示（注 25）又は食品調理及び貯蔵の時間及び温度の規格（注
26）
。
（注 25）食品タイプの例に関する BOX 19。
（注 26）材料の用途規格の例に関する BOX 18。
9.関連せず。
4.3.中間材料の製造業者、販売業者又は輸入業者
4.3.1 プラスチック中間材料の製造業者、販売業者又は輸入業者
MMML で使用が意図されるがまだその一部になっていないプラスチック層を含む
プラスチック中間材料に対する DoC
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1.適合宣言を発行する事業者の名称と所在地。
2.プラスチック中間材料を製造又は輸入する事業者の名称と所在地。
3.プラスチック中間材料の名称（商標名及びポリマータイプ（注 27）
）
（注 27）ポリマータイプの例に関する BOX 21。
BOX 21 ポリマータイプの例
－HDPE
－LDPE
－LLDPE
－PP
－PS
－EPS
－PET
－EVOH
－PA
－PVC
4.宣言日。
5.プラスチック中間材料が下記プラスチック規則及び枠組み規則の関連要件に適合
していることの確認：
a.当該中間体がプラスチック規則の下認可されているモノマー、他の出発物質及び
添加剤だけから製造されていることの確認（注 28）
。
（注 28）ファンクショナルバリヤーの後方で使用が意図されるプラスチックについて DoC
のポイント 5a は関連しない。
b.ユニオンリストでのリスト化が課せられていない意図的に添加された物質が枠
組み規則の関連要件に合致し、プラスチック規則第 19 条に拠るリスク評価が実施されてい
ることの確認。もしプラスチック規則第 19 条に拠る更なるリスク評価の段階が下流の事業
者により実施されねばならないときは、リスク評価の関連情報とともに当該物質の名称（化
学品名や CAS 番号）が提供されねばならない（注 29）
。
（注 29）関連情報とは化学物質の存在量や暴露評価を実施できる十分な情報であり、それ
は又当該物質に関する毒性情報を含むことができる。
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c.反応中間体、分解又は反応生成物が枠組み規則の関連要件に合致し、プラスチッ
ク規則第 19 条に拠るリスク評価が実施されていることの確認。もしプラスチック規則第 19
条に拠る更なるリスク評価の段階が下流の事業者により実施されねばならないときは、リ
スク評価の関連情報とともに当該物質の名称（化学品名や CAS 番号）が提供されねばなら
ない（注 30）
。
（注 30）関連情報とは化学物質の存在量や暴露評価を実施できる十分な情報であり、それ
は又当該物質に関する毒性情報を含むことができる。
6.プラスチック規則付属書Ⅰ又はⅡにある制限を伴う物質（注 31）及び国家（注 32）
（注 33）の法制度において制限を課されている意図的に追加された物質に関する情報。
（注 31）多材料多層膜の使用を意図するプラスチックについてこの情報は又提供されねば
ならない。
（注 32）EU 加盟国又は適宜 EEA 諸国における国内法制度。
（注 33）国家法制度は確認される必要がある。MMML のプラスチックについて国家法制
度は MMML に適用される要件についてチェックされる必要がある。
a.国家法制度だけに制限が課せられている物質について、適用される国家法制度は
参照されねばならない（注 34）
。
（注 34）これは色材、ポリマー製造助剤、暫定リストにある物質をカバーする。
b.当該物質の名称（少なくともつぎの 1 つ：食品接触物質番号、参照番号、CAS
番号又は化学品名）が提供されねばならない。つぎの場合顧客が守秘の物質の存在につい
て情報提供されるとき、DoC にある物質の名称の開示だけは強制的ではない（注 35）
：
（注 35）サプライチェーンにおける透明性のあるコミュニケーションの観点で、DoC にあ
る物質の名称の守秘は除外されねばならず、その名称の開示は事業者間で合意されねばな
らない。
ⅰ.事業者が、当該材料がポイント 8 の下 DoC に明確に特定された使用条件の下
で使用されるとき、当該物質が検出限界の指標（注 36）により検出可能な濃度で移行して
いないことを確認している。
（注 36）検出限界は実験値又はモデル化又は最悪ケースの計算から使用される閾値である
ことができる。分析方法の検出限界は与件の物質に適用される制限値以下でなければなら
ない。
ⅱ.事業者が、適合性が計算され又は試験される使用条件がポイント 8 の下明確
に特定できる中で、与件の材料層の厚みやブレンド中の材料の濃度が制限の 1/10（注 37）
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を超えないこと（注：SML の 1/10 を超えない添加量）を確認している。
（注 37）材料中で同じ物質を含む 10 層までが張り合わせることができるとする仮定より導
出されている。
ⅲ.事業者が、残留濃度が十分低く最悪ケースの計算又はモデル化又は移行デー
タに基づき制限の 1/10 を超えていないこと（注：SML の 1/10 を超えない残留濃度）を確
認している。
サブパラグラフⅰ,ⅱ及びⅲは、後者については SML を超える可能性がないことを、同一
又は他の供給業者から供給される他の材料について受理した情報に基づき検証できるとき、
事業者及び顧客間のコミュニケーションの適切なレベルに基づきリファインすることがで
きる（このドキュメントの最後に例があげられている）
。
c.当該物質の制限（SML.SML(T),QM）又はプラスチック規則付属書Ⅰで制限を伴
う物質が使用されていないことの確認。この情報は上記ポイント（6）b.ⅰ～ⅲにある物質
の名称が非公開として扱われていても強制される（注 38）
。
（注 38）物質の名称が公開されないケースでも当該物質に対する制限は示されねばならな
い。例えば“守秘扱いの物質が移行量制限 0.05mg/kg を付して存在する”と述べることで。
もし当該物質が独自の SML をもちその開示が守秘情報の開示を意味するとき、
少なくとも当該物質の制限の存在を確認する必要がある（注 39）
。
（注 39）サプライチェーンにおける透明性のあるコミュニケーションの観点で、DoC にあ
る物質の名称の守秘は除外されねばならず、その名称の開示は事業者間で合意されねばな
らない。
d.プラスチック規則付属書Ⅱポイント 1 でリストされた物質が存在する場合、これ
ら物質が特定された制限を超えて放出することがあり得ないことの確認又は下流の事業者
に示された物質をチェックさせる指示。
e.プラスチック材料及び製品がプラスチック規則付属書Ⅱポイント 2 にカバーさ
れる一級芳香族アミン（PAA）を放出する可能性がある又はその物質がプラスチック規則
付属書Ⅱポイント 2 にカバーされる PAA を生成する可能性がある場合、PAA が検出限界を
超えて放出する可能性がないことの確認。代わりに下流の事業者にどの PAA をチェックし
なければならないことを伝える。
f.適合性作業の更なる段階が下流の事業者により実施される必要がある場合、当該
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物質の名称（化学品名及び CAS 番号）は関連情報とともに提供されねばならない。
7.二重用途の添加剤に関する情報
添加物又は香料に関する欧州規制（食品添加物に関する規則(EC)No 1333/2008（注 40）又
は香料に関する規則(EC)No 1334/2008（注 41）
）でリストされた物質の特定（物質名及び
E-番号又は FL 番号）
。
（注 40）食品添加物に関する 2008 年 12 月 16 日付欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No
1333/2008（2008 年 12 月 31 日付官報 L 354,p.16）
。
（注 41）食品の中及び表面に使用される香料及び香料の性状をもつある種の食品添加物に
関する、閣僚理事会規則(EC)No 1601/91、規則(EC)No 2232/96 及び(EC)No 110/2008 及び
指令 2000/13/EC を改正する 2008 年 12 月 16 日付欧州議会及び閣僚理事会規則(EC)No
1334/2008（2008 年 12 月 31 日付官報 L 354,p.34）
。
8.材料又は製品の最終用途に関する情報。特に使用条件に適用されるあらゆる制限や
限界、中でも使用物質に関しユニオンリストカラム 10 に示された制限及び／又は規格から
生じるもの。
a.ユニオンリストカラム 10 に示された食品のタイプに関する使用の規格。
b.食品調理又は貯蔵の時間及び温度の規格。
c.食品接触表面積の容積との比。
BOX 22 食品接触表面積の容積との比に対する例
●6dm2/kg の比表面積まで。
●xdm2/kg の比表面積に適する（1L が 1kg とする慣用的前提に基づき通常比表面積が示さ
れる）
。
9.ファンクショナルバリヤーの後方で使用されるプラスチックについて：
a.この材料がファンクショナルバリヤーの後方だけで使用され得るとする指標。
b.つぎのリストされていない添加剤及びモノマーが存在することの確認：
ⅰ. CLP 規則付属書Ⅰ3.5 節,3.6 節及び 3.7 節に設定された基準に拠り“変異原
性”
、
“発がん性”又は“生殖毒性”としての分類基準に合致しない。
ⅱ. ナノ材料の勧告による定義の通りナノ形態にない。
c.問題の物質に対し、ファンクショナルバリヤーとして適した材料及び材料が機能
する条件の指標。
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もしこうした指標ができないときは、当該物質の名称（化学品名又は CAS 番号）が提供さ
れ下流のユーザーがファンクショナルバリヤーを設定し移行が検出できないことを確認で
きるようにしなければならない。
BOX 23

ファンクショナルバリヤーの後方で使用されるプラスチック以外の中間体に対

する情報交換
供給業者及び顧客間の情報交換後つぎの情報が提供されねばならない：
●問題の物質についてファンクショナルバリヤーとして適した材料及び材料が機能する条
件の指標。
●バリヤー層として選択された材料が、移行（裏移りを含め）が許容できる限界内にある
ことが確認された適したファンクショナルバリヤーであることの確認。又は、
●ポイント 1～8 の情報。
4.3.2.プラスチック以外の中間材料の製造業者、販売業者又は輸入業者
プラスチック以外の中間体（インキ、接着剤、コーティング剤）に対する十分な情報への
勧告
1.十分な情報を発行する責任のある事業者の名称及び所在地。
2.関連せず。
3.プラスチック以外の中間材料の特定。
4.資料の日付。
5.当該中間材料が枠組み規則の関連要件に適合し（注 42）
、最終プラスチック材料又
は製品が GMP の下使用されるとき及び中間材料の供給業者によりコミュニケートされた
情報に照らして適合（注 43）が可能であることの確認。
（注 42）枠組み規則の関連要件は GMP とトレーサビリティである。
（注 43）もしプラスチック以外の中間材料が国内法規制を課されている加盟国（EU+EEA
諸国）で上市されるとき、適宜制限や規格に関する情報を含め、適用される国内法規制へ
の参照、関連の国内法規制との適合性確認が勧告される。
6.プラスチック規則付属書Ⅰ又はⅡにあり制限のある物質に関する及び国内法規制
において制限を課せられ意図的に添加された物質に関する情報（注 44）
。
（注 44）国内法規制はその加盟国における製造業者及び第 3 国からの輸入業者のためチェ
ックが勧告される。
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a.国家法規制の制限だけを課せられる物質については、適用される国家法規制の参
照。
b.当該物質の名称（少なくともつぎの一つ：食品接触材料物質番号、参照番号、
CAS 番号又は化学品名）
。つぎの場合、十分な情報における物質の名称が開示されないとき、
少なくとも顧客が守秘扱いの物質の存在を情報提供されることが勧告される（注 45）
：
（注 45）サプライチェーンにおける透明性のあるコミュニケーションの観点で、DoC にあ
る物質の名称の守秘は除外されねばならず、その名称の開示は事業者間で合意されねばな
らない。
ⅰ.事業者が、当該材料が明確に特定された使用条件の下で使用されるとき、当
該物質が検出限界の指標（注 46）により検出可能な濃度で移行していないことを確認して
いる。
（注 46）検出限界はモデル化又は最悪ケースの計算から使用される閾値であることができ
る。
ⅱ.事業者が、適合性が明確に特定できる使用条件の中、制限を超えていないこ
とを確認している。
c.当該物質の制限（SML,SML(T),QM）。この情報は上記ポイント(6)b.ⅰ～ⅱにあ
る物質の特定に守秘が適用されるときでさえこの情報は勧告される。もし当該物質が独自
の SML をもちその開示が守秘情報の開示を意味するとき、少なくとも当該物質の制限の存
在を確認することが勧告される。
d.プラスチック規則付属書Ⅱ(1)にリストされた物質が存在する場合、これら物質
が特定された制限を超えて放出することがあり得ないことの確認又は下流の事業者に示さ
れた物質をチェックさせる指示。
e. プラスチック材料及び製品がプラスチック規則付属書Ⅱ(2)にカバーされる一
級芳香族アミン（PAA）を放出する可能性がある又はその物質がプラスチック規則付属書
Ⅱ(2)にカバーされる PAA を生成する可能性がある場合、PAA が検出限界を超えて放出す
る可能性がないことの確認。代わりに下流の事業者に PAA をチェックしなければならない
ことを伝える。
f. 適合性作業の更なる段階が下流の事業者により実施される必要がある場合、当
該物質の名称（化学品名及び CAS 番号）は関連情報とともに提供されねばならない。
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7. 二重用途の添加剤に関する情報：添加物又は香料に関する欧州規制（規則(EC)No
1333/2008 又は規則(EC)No 1334/2008）でリストされた物質の特定（物質名及び E 番号又
は FL 番号）
。
8. 使用条件により下流のユーザーが実施すべきプラスチック規則第 19 条の下リス
ク評価を裏付ける情報。
適宜、食品又は食品タイプ又は食品調理及び貯蔵の時間及び温度の規格又はファンクショ
ナルバリヤーの必要性の指示。
9.適用されず。
4.4 最終材料及び製品の製造業者、販売業者又は輸入業者（注 47）
（注 47）販売業者又は輸入業者が DoC を発行する責任をもつ場合の明確化のため、このガ
イダンスドキュメントの 3.3 節ポイント(f)及び(g)参照。
この説にカバーされる最終材料及び製品はプラスチック規則第 2 条(1)の範囲に規定される
プラスチック材料及び製品である。このガイダンスドキュメントの 4.4 節 A）はプラスチッ
ク規則第 2 条(1)ポイント(a),(b),(c)及び(d)の下にカバーされるプラスチック材料及び製品へ
の DoC の要件を説明する。このガイダンスドキュメントの 4.4 節 B)はプラスチック規則第
2 条(1)ポイント(e)の下にカバーされる最終 MMML の内部にあるプラスチック層への DoC
の要件を説明する。全体としての MMML に対する DoC 発行の要件はない（注 48）
。
（注 48）多材料多層膜に DoC 発行する国家の要件について国家法規制をチェックのこと。
A)プラスチックの最終材料又は製品に提供されるべき情報
1.適合宣言を発行する事業者の名称及び所在地。
2.プラスチック材料を製造又は輸入する事業者の名称及び所在地。
3.プラスチック材料又は製品の名称（商標名及び材料のタイプ（注 49）
）
。
（注 49）プラスチックについてこれはポリマーのタイプである；加えて接着剤、コーティ
ング剤又はインキが示されるべきである。
4.宣言日。
5.プラスチック材料又は製品が下記のような枠組み規則及びプラスチック規則の関
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連要件に適合していることの確認：
a.ファンクショナルバリヤーにより食品から分離されていないプラスチックがプ
ラスチック規則の下認可されているモノマー、他の出発物質及び添加剤だけで製造されて
いることの確認。
b.プラスチックに意図的に添加されユニオンリストにリスト化することが課せら
れていない物質（注 50）は枠組み規則の関連要件に適合していること、そしてプラスチッ
ク規則第 19 条に拠るリスク評価が実施されていることの確認。もしプラスチック規則第 19
条に拠るリスク評価が前の段階で実施する必要があるときは、このリスク評価のため関連
情報（注 51）とともに物質の名称（化学品名及び CAS 番号）が提供されねばならない。
（注 50）プラスチック規則第 6 条(1)、第 6 条(2)、第 6 条(4)、第 6 条(5)、第 13 条(2)(b)及
び第 14 条(2)でリファーされる物質。
（注 51）関連情報とは存在する物質の量又は暴露評価ができる十分な情報であり、そして
それは又当該物質の毒性情報を含むことができる。
c.反応中間体、プラスチックの分解又は反応生成物が枠組み規則の関連要件に合致
していること、そしてプラスチック規則第 19 条に拠るリスク評価が実施されていることの
確認。もし最終ユーザーがプラスチック規則第 19 条に拠るリスク評価が前の段階で実施す
る必要があるときは、このリスク評価のため関連情報（注 52）とともに物質の名称（化学
品名及び CAS 番号）が提供されねばならない。
（注 52）関連情報とは存在する物質の量又は暴露評価ができる十分な情報であり、それは
又当該物質の毒性情報を含むことができる。
d.食品接触材料が OML に適合していることの確認。これはこの評価及び／又は使
用する疑似溶媒などプラスチック規則付属書Ⅴ表 3 に拠る総移行試験番号で使用される試
験条件に関する詳細により補足することができる。
e.食品にまだ接触せず消費者に直接販売される食品接触材料は官能試験の要件に
適合していることの確認。
6. プラスチック規則付属書Ⅰ又はⅡにあり制限のある物質に関する及び国家法規制
において制限を課せられ意図的に添加された物質に関する情報（注 53）。
（注 53）EU 加盟国又は適宜 EEA 諸国の国内法規制。
a.国家法規制の制限だけを課せられる場合は、適用される国家法規制が参照されね
ばならない（注 54）
。
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（注 54）これは色材、ポリマー製造助剤、暫定リストにある物質、重合助剤を含む。
b.プラスチックに使用される当該物質の名称（少なくもつぎの１つ：食品接触材料
物質番号、参照番号、CAS 番号又は化学品名）。顧客が守秘物質の存在について情報提供さ
れ事業者により当該材料がポイント 8 の下特定された使用条件において使用されるとき、
当該物質が移行量制限を超えて移行していないことを確認した場合、DoC の物質の名称の
公開は強制的ではない（注 55）
。
（注 55）サプライチェーンにおける透明性のあるコミュニケーションの観点で、DoC にあ
る物質の名称の守秘は除外されねばならず、その名称の開示は事業者間で合意されねばな
らない。
c.プラスチックにおける当該物質の制限（SML,SML(T)又は QM（注 56）
）又はプ
ラスチック規則付属書Ⅰの中で制限を付した物質がないことの確認。
（注 56）物質の名称が公開されないケースでも当該物質に対する制限は示されねばならな
い。例えば“守秘扱いの物質が移行量制限 0.05mg/kg を付して存在する”と述べることで。
d.プラスチック規則付属書Ⅱ(1)にリストされた物質が存在する場合、これら物質
が特定された制限を超えて放出することがあり得ないことの確認又は下流の事業者に示さ
れた物質をチェックさせる指示。
e. プラスチック材料及び製品がプラスチック規則付属書Ⅱ(2)にカバーされる一
級芳香族アミン（PAA）を放出する可能性がある又はその物質がプラスチック規則付属書
Ⅱ(2)にカバーされる PAA を生成する可能性がある場合、PAA が検出限界を超えて放出す
る可能性がないことの確認。代わりに下流の事業者に PAA をチェックしなければならない
ことを伝える。
f. ポイント c),d)及び e)に述べられた制限がともに適合していることの確認。適合
性評価の更なる段階が最終製品のユーザーにより実施される必要がある場合、当該物質の
名称（食品接触材料物質番号、参照番号、CAS 番号又は化学品名）は関連情報（注 57）と
ともに適合性評価のため提供されねばならない（アセンブルされた製品に関する BOX 24
も参照）。
（注 57）関連情報とは存在する物質の量又は暴露評価ができる十分な情報であり、それは
又当該物質の毒性情報を含むことができる。
BOX 24 アセンブルされた製品
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ユーザーが 2 つ或いはそれ以上の食品接触材料を一緒にして単一の最終製品とするとき、
ある場合には適合性評価の追加の段階が最終製品をアセンブルするユーザーにより実施さ
れねばならないことがある。この場合は特定移行量制限の適合性が最終製品ごとに異なっ
て表現されるとき（例えばボトルと蓋）生じる可能性がある。特定されていない物質に関
する追加の情報が供給業者から求められる必要が生じる。
g.関連があれば－プラスチック規則付属書Ⅰ又はⅡに又制限を付してリストされて
いる－インキ、コーティング剤又は接着剤に使用される物質の適合性が評価されている。
最終製品のユーザーが適合性評価の更なる段階を実施する必要があるとき、当該物質の名
称（少なくともつぎの 1 つ：食品接触材料物質番号、参照番号、CAS 番号又は化学品名）
は関連情報とともに適合性評価のため提供されねばならない。
7. 二重用途の添加剤に関する情報：添加物又は香料に関する欧州規制（規則(EC)No
1333/2008 又は規則(EC)No 1334/2008）でリストされた物質の特定（物質名及び E 番号又
は FL 番号）
（注 58）
。
（注 58）移行する量又は残存濃度に関する情報が顧客の求めに拠り示されねばならない。
8.当該材料又は製品の最終用途に関する情報。特に使用条件に適用される制限や限度
で中でも OML 適合の結果や試験条件によるもの同様に使用される物質に関しユニオンリ
ストのカラム 10 に示された制限及び／又は規格。
a.ユニオンリストのカラム 10 に示されたタイプ（注：食品の間違いか）や食品の
タイプに関する用途規格；
b.食品の調理や貯蔵の温度時間の規格；
c. 適合性確認に使用される容積又は食品重量による食品接触比表面積。
9. ファンクショナルバリヤーの後方でプラスチック層を含む最終材料及び製品につ
いて、DoC はつぎを含まねばならない：
a.存在するその認可されていない添加剤及びモノマーはつぎであることの確認：
ⅰ. CLP 規則付属書Ⅰ3.5 節,3.6 節及び 3.7 節に設定された基準に拠り“変異原
性”
、
“発がん性”又は“生殖毒性”としての分類基準に合致しない。
ⅱ. ナノ材料の勧告による定義の通りナノ形態にない。
b.意図された使用条件の下当該の認可されていない添加剤及びモノマーの食品又
は食品疑似溶媒への移行が検出限界 0.01mg/kg で検出されないことの確認。
もしこうした指標が現実の使用条件下でできないときは、当該物質の名称（化学品名及び
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又は CAS 番号）が提供されねばならず、同様に食品事業者がファンクショナルバリヤーを
設置しそして移行が検出されないことを確証できるため必要となる他のあらゆる情報を提
供しなければならない。
B)最終多材料多層膜（MMML）のプラスチック層に提供されるべき情報。
1. 適合宣言を発行する事業者の名称と所在地。
2.MMML を製造又は輸入する事業者の名称と所在地。
3.プラスチック材料又は製品の名称（商標名及びポリマータイプ）。
4.宣言日。
5.MMML が枠組み規則及びプラスチック規則の関連要件に適合していることの確
認：
a.ファンクショナルバリヤーにより食品から分離されていない MMML のプラス
チック層がプラスチック規則の下認可されているモノマー、他の出発物質及び添加剤だけ
から製造されていることの確認。
b.MMML のプラスチック層に意図的に添加された物質（注 59）が枠組み規則の関
連要件に合致しプラスチック規則第 19 条に拠るリスク評価が実施されていることの確認
（注 60）
。もしプラスチック規則第 19 条に拠る更なるリスク評価の段階が最終製品のユー
ザーにより実施する必要があるときは、リスク評価の関連情報（注 61）とともに当該物質
の名称（化学品名や CAS 番号）が提供されねばならない。
（注 59）これには全ての意図的に添加された物質、又モノマー、他の出発物質及び添加剤
を含む。
（注 60）もしプラスチック規則にあり制限を付した物質であれば、食品接触物質がプラス
チックであったとき枠組み規則への適合性検証に選ばれる方法は SML に基づく。そのため
この情報は又 DoC のポイント 6 で報告される可能性がある。
（注 61）関連情報とは化学物質の存在量や暴露評価を実施できる十分な情報であり、それ
は又当該物質に関する毒性情報を含むことができる。
c.MMML のプラスチック層にある反応中間体、分解又は反応生成物が枠組み規則
の関連要件に合致しプラスチック規則第 19 条に拠るリスク評価が実施されていることの確
認。もしプラスチック規則第 19 条に拠る更なるリスク評価の段階が最終製品のユーザーに
より実施されねばならないときは、リスク評価の関連情報とともに当該物質の名称（化学
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品名や CAS 番号）が提供されねばならない。
6.関連があれば MMML が VCM に対する制限に適合していることの確認（食品接触
材料物質番号 127、移行は 0.01mg/kg の検出限界で検出されないこと、残存量は 1mg/kgプラスチック）
。
7. 二重用途の添加剤に関する情報：添加物又は香料に関する欧州規制（規則(EC)No
1333/2008 又は規則(EC)No 1334/2008）でリストされた物質の特定（物質名及び E 番号又
は FL 番号）
。
8.材料又は製品の最終用途に関する情報。特に使用条件に適用されるあらゆる制限や
限度値、ユニオンリストのカラム 10 に示された MMML のプラスチック層に対する制限及
び／又は規格を含め。
9.ファンクショナルバリヤーの後方にプラスチック層をもつ最終材料又は製品につ
いて、DoC はつぎを含まねばならない：
a.存在するその認可されていない添加剤及びモノマーはつぎであることの確認：
ⅰ. CLP 規則付属書Ⅰ3.5 節,3.6 節及び 3.7 節に設定された基準に拠り“変異原
性”
、
“発がん性”又は“生殖毒性”としての分類基準に合致しない。
ⅱ. ナノ勧告による定義の通りナノ形態にない。
b. 意図される条件下認可されていない物質の食品又は食品疑似溶媒の移行が検出
限界 0.01mg/kg で検出されないことの確認。
もしこうした指標が現実の使用条件下でできないときは、当該物質の名称（化学品名及び
又は CAS 番号）が提供されねばならず、同様に食品事業者がファンクショナルバリヤーを
設置しそして移行が検出されないことを確証できるために必要となる他の全ての情報を提
供しなければならない。
５ 付属書Ⅰ
5.1 ガイダンスドキュメント 4.3.1.節ポイント 6 を描く例
例 1:
フィルム製造業者が 3 層フィルム（PP/PE/PP）を製造する。
PP のグレード（2 つの PP 層は同一供給業者から供給される同じ PP から製造される）は、
SML を有する添加剤を何ら含んでいない。PE 供給業者は情報開示を望んでいないで、販
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売された PE グレードには SML がついた xmg/kg の添加剤が存在するが、SML は、与件と
される比表面積で厚み 150μm のフイルムに最悪ケース（全量移行）でも超過しないこと
が確認されている。顧客は与件とされた比表面積で PE 層の厚みが 150μm か又は薄いとき
この点では適合性が確認できることになる。もし顧客が 150μm より厚いもので使用を望
むときは供給業者との追加のコミュニケーションが必要になる。
例 2：
上記と同じ例だが今 PP 供給業者は SML=y mg/kg の（注：新たな）添加剤の使用を確認し
ている。顧客は彼の 2 つの供給業者により使用された SML を有する 2 つの添加剤が異なっ
ているという証拠を持ったとき適合性を確認できることになる。
例 3：
例 1 と同じ例だが今度は PE 及び PP の供給業者双方がそれら考慮すべき添加剤について同
じ SML=x mg/kg を示した。同じ添加剤の可能性もあればそうでない可能性もある。その
場合 2 つの供給業者は存在する添加剤の最大レベルを開示しなければならない。その情報
により顧客は最悪ケースのシナリオで適合性をチェックできる（同じ添加剤、一緒に添加
される両方のレベル）
。もし計算上で SML を超えるとき、そのときはより詳細な情報を受
けるため供給業者との追加のコミュニケーションが必要となる。
６

付属書Ⅰ（注：Ⅱの間違いか）
6.1 表 1－事業者とその役割

役割

例

対応

物

プラスチッ

化学業界、プラスチック製造業者、プ

物の製造

物質、中間体、

ク製造業者

ラスチック加工業者

プラスチッ

化学業界、印刷インキ、接着剤、コー

ク以外の製

ティング剤の製造業者

製品
物の製造

物質、中間体

造業者
化学品、中間体、
最終製品の販売業者、 事 業 者 へ の 物 の

物質、中間体、

食品小売販売センターを除く

供給

製品

食品業界、仕出し業、レストラン、食

食品の包装、加

製品

品事業者

工、貯蔵

小売業者及

消費者に直接販売するスーパーマー

消費者への者の

びその販売

ケットや食品事業者
（例えば、バン屋、 供給

センター

鮮肉店）

輸入業者

化学品、中間体、包装材料、台所及び

第 3 ケ国からの

物質、中間体、

食卓用器具、機材、包装済食品

物の EU への輸

製品

販売業者
ユーザー
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製品

入
消費者

食品接触材料の

製品

使用
6.2 表 2－DoC、説明資料及び表示に関する事業者及びその責務
役割

物

情報の受

説明資料

理

の保管

つぎの対応者

DoC の 発

表示

行

第 15 条

プラスチック

物質

不要

要

製造業者

充分な情報

不要

以外の製造業

中間

十分な情

要

販売業者

充分な情報

不要

者

体

報

プラスチック

物質

不要

要

製造業者

要

不要

の製造業者

中間

DoC

要

販売業者

要

不要

DoC 及び

要

ユーザー

要

要

十分な情

販売業者

要

要

報

小売業者+販売セ

不要

要

消費者

不要

要

（注 62）

体
製造業者

製品

ンター
販売業者

物質

DoC

要

製造業者

要

不要

中間

DoC

要

販売業者

要

不要

DoC

要

ユーザー

要

要

表示

要

小売業者+販売セ

不要

要

体
販売業者

製品

ンター
輸入業者

物質

情報

要

製造業者

要

要

中間

情報

要

販売業者

要

要

情報+表

要

ユーザー

要

要

販売業者

要

要

小売業者+販売セ

不要

要

消費者

不要

要

na（注 63）

na（注 63） na （ 注

体
輸入業者

製品

示

ンター
ユーザー

製品

DoC+ 表

要

63）

示
小売業者及び

製品

表示

要

その販売セン
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小売業者

不要

要

消費者

不要

要

ター
消費者

表示

（注 62）プラスチック以外の製造業者は十分な情報発行に法的義務はないが、そうするこ
とが勧告される。
（注 63）包装材料のような食品に接触する材料及び製品はこのドキュメントの（注：ユー
ザーを対象とした）守備範囲にはない。
７ 省略記号

８

参照した法制度のリンク先

規則(EC)No 1935/2004 枠組み規則
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R1935:200908
07:EN:PDF
規則(EU)No 10/2011 プラスチック規則
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/guidance_reg-10-2011_en.
pdf
規則(EC)No 2023./2006 GMP 規則
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:EN:P
DF
規則(EC)No 1333/2008 食品添加物規則
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:EN:P
DF
規則(EC)No 1334/2008 香料規則
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:EN:P
DF
規則(EC)No 1272/2008 CLP 規則
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/guidance_reg-10-2011_en.
pdf
勧告 2011/696/EU ナノ材料勧告
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/docs/guidance_reg-10-2011_en.
pdf
規則(EC)No 882/2004 管理規則
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0882:201201
01:EN:PDF
」
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欧州プラスチック規則（PIM）ガイダンスドキュメント（移行のモデル化）
概要
プラスチック規則（PIM）ガイダンスドキュメント（移行のモデル化）は、Pilinger モデ
ルに基づく JRC のドキュメント「指令 2002/72/EC を裏付ける特定移行の推定のための一
般に認知された拡散モデルの適用」
（2010 年）
（2011 年 PIM 公布に先立つ）を転用したこ
とが確認された。
①ポリマー単層材料／食品（疑似溶媒）の系を基本に、物質の拡散速度を規定したポリマ
ー定数 Ap（材料の硬さの指標）、物質のポリマー／食品（疑似溶媒）間の分配（溶解度の
指標）を規定した分配係数 K を設定する。硬質 PVC、軟質 PVC を含め代表的ポリマーに
Ap などのパラメーターが示されている。物質の食品（疑似溶媒）への溶解度の高低に拠り
K は 1～1,000 の幅をもつ。
②原理となる拡散方程式から近似式を求めることで、多様な物質／ポリマー／食品（疑似
溶媒）の組み合わせの中、添加量→溶出量、溶出量→添加量の翻訳が可能となる。後者の
中で SML→最大許容初期濃度（CP,0）（即ち SML から逆算した（安全サイドの）含有率）
も推定できる。
③適合性管理を支援するため、ドキュメントの付属書 A にはオレフィン、PS などを対象に
代表的添加剤の（安全サイドの）CP,0 が示されている。付属書 B には移行のモデル化が適
用できる物質／適用できない物質が特定されている。なお移行のモデル化が適用できない
対象はつぎの通り：分子量不定の有機物、全ての無機物、ブリードする（マトリックス中
で均質でない）化合物。
④この移行のモデル化の成果物を多層材料に拡張し、更に Ap 値が未知の場合 Tg から推定
するオプションを設けたのがシミュレーションソフトウエア SML 5 といえる。このドキュ
メントは 2013 年 10 月 SML 5 開発者 Dr.Brandsch のレクチャー、トレーニングにおいて
紹介されていた。

JRC「ガイダンスドキュメント」
。
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl_food_c_m/guidance-documents/guidance-docu
ments#guidelines-on-testing-conditions
「指令 2002/72/EC を裏付ける特定移行の推定のための一般に認知された拡散モデルの適
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用」
。
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/14935
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/14935/1/reqno_jrc59
476_mathmod_v10_cs_2010_09_24_final.pdf%5b1%5d.pdf
「概要
このドキュメントの目的は、移行のモデル化のため適切な説明ガイダンスと現実的事例を
提供すること、適合性の目的のため保守的な上限移行値を示することで、記述されたモデ
ルのユーザーを助けることにある。
このドキュメントは、欧州委員会事務局 DG SANCO 代表の欧州委員会総局 JRC と協同す
る専門家により実施された新たな実験上の移行データの一定期間の評価に基づき、モデル
の現状の有効性を示す。
このドキュメントの主な貢献者は（アルファベット順に）つぎの通り：
R.Brandsch,B.Brands,R.Franz,M.Klatt,MR.Milana,O.Piringer,A.Schaefer,C.Simoneau,
X.Trier 及び O.Vitrac。
1 序論
欧州の法制度は既存の SML と OML によりポリマーの食品接触材料から物質移行について
適合性の検証を求める。そのため特定指令 85/572/EEC,82/711/EEC 及び改正（例えば
97/48/EC）に特定した試験条件下、食品／食品疑似溶媒を使用実施する移行試験が存在す
る。
過去 20 年に亘る数多くの科学的調査により、食品接触材料から食品及び食品疑似溶媒への
移行は予測可能な物理プロセスであることが立証されてきた。食品との及び単層材料への
特定の相互作用がないとき、移行はプラスチック材料から食品への物質の質量移動であり、
殆どの場合 Fick の拡散式に従う。
これにより実験方法に加え、理論的移行推定に基づく代替ツールが適用できる。潜在的移
行のモデル化は USA の FDA により、規制上の決定策定に支援する追加のツールとして認
められている。EU は、一般に認められた移行モデルを指令 2001/62/EC との新たな適合品
質保証のツールとして使用するため、このオプションを導入した。ここではつぎのステー
トメントが EU 指令 2002/72/EC 第 8 条(4)に報告されている。
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“パラグラフ１に規定する特殊移行量制限に関する適合性の検証は､含有量と特殊移行量
の関係が、充分な実験又は科学的証拠に基づき一般に承認されている拡散モデルのいずれ
かにより確立されているならば、含有量と特定移行量の関係により、最終的な材料又は製
品の物質を定量することにより保証される。適合性を示せない場合は、実験により椎定し
た移行量を確認することが必須である。
”
一般に認められたモデルは科学的エビデンスに基づかねばならない。この要件の実現は第 5
次枠組みプログラム‘成長’
‘指令 90/128/EEC の裏付けにおける移行モデル評価’の下、
欧州 PJ SMT-CT98-7513 とともに達成された。
この PJ の主な目的はつぎであった。
■SML と最終製品における物質の最大許容初期濃度（MIC）との間の関連性が設定できる
ことを立証すること。及び、
■適合性の目的のため潜在する移行のモデル化の有効性を立証する書類を策定すること。
その結果移行のモデル化で使用されるパラメーターは移行の“最悪ケース”推定値が得ら
れる方法で使用される。
この PJ の最終報告書はピアレビューされた科学ジャーナルに発行された（Begley ほか、
2005 年）
。この研究 PJ は、プラスチックに関し適用される数式とそれらが適正に適用され
る条件を設定した。
移行のモデル化は、境界とシンプル化した仮定が満たされる限り、上限移行値推定が可能
である。このモデルは継続的改訂や改良プロセスを課され、適切なスキルやトレーニング
を経たユーザーだけで実施されねばならない。
現在の技術の状況に従い、移行指標の範囲と適用性は、指令 97/48/EU（注：EC の間違い）
とその後続の改訂に拠る食品疑似溶媒と接触するとき、付属書 B にリストされた殆どの移
行物の質量移動を要約する。
このドキュメントの第 3 章にリストされない他のポリマーや状況について、
移行モデルは、
技術ガイダンスドキュメント（作成中）に記述された手続きがフォローされ、これらが拡
散挙動のパラメーター、Ap 値が得られることを立証する適正な書類で裏付けられ、又その
特殊ケースでのモデル使用が必ず過大評価に導く限り、使用可能である。
更に読んでいくと参考文献一覧が見出される。
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このドキュメントは、与件の数のポリマーと移行物へのモデルの検証に基づき、拡散係数
の過大評価について、適用範囲に対し最新情報を示す。
2 移行のモデル化の概念
与件の物質についてプラスチック食品接触材料からの特定移行を示すため、質量移動の物
理的記述（パラグラフ 2.1 に記載）
、プラスチックにおける拡散係数の値やモデル（パラグ
ラフ 2.2 に記載）及びプラスチック－食品界面での分配と条件の仮定が必要になる。
現在既存の移行推定の数理モデルは本質的に拡散理論と分配効果の検討に基づいている。
潜在する主要パラメーターはプラスチックにおける移行物の拡散係数 DP、同様にプラスチ
ックと食品（疑似溶媒）間での移行物の分配係数 KP,F である。これらのモデルは依然今後
の科学的議論、改良又開発の下にあるが、それらは単層、均一材料について、そして何ら
食品（疑似溶媒）の経時変化や相互作用もなしに、最悪ケースの移行シナリオの推定を提
供する。これらモデルの一つは上限移行値を示すアプローチに使用され、それが EU PJ
SMT-CT98-7513 の中で検証された（Hinrichs 及び Piringer、2002 年；Begley ほか、2005
年）
。それはある種の一般要件（2.1 参照）に基づき、それが過大評価の充分なマージンを
もって移行指標を可能にするようデザインされている。
注記：過大評価の境界はポリマーの移行物のタイプや接触条件により多様である；それは
一般により低い拡散の場合、より高くなる（例えば、高分子量の移行物、ポリオレフィン
以外）
。しかし常に全ての場合過大評価になるわけではない。この結果モデルは実験上試験
される温度や条件の範囲で使用されねばならない。モデルのユーザーへのガイダンスを適
用する有用な説明はつぎのパラグラフの中で報告される。
2.1

一般的検討：質量移動の物理的記述

2.1.1 境界条件と仮定
プラスチックのポリマーP と食品（疑似溶媒）F の性格付けの裏における、移行モデル
使用に対する主要な入力パラメーターは、P における移行物の拡散係数 DP、同様に P と F
間での移行物の分配係数 KP,F である。このモデルはつぎの境界条件と下記に報告される仮
定に拠っている。これら境界条件の選択が過大評価に導く。
殆どの現実的関連の場合、プラスチック食品接触材料や製品（単層、均一）(P)は、F
との接触に有限な一定の厚み(dP)、有限な容積（VF）及び接触表面積（A）をもつポリマー
フィルム／シートと見ることができる。
P が F に接触するとき（t=0）
、移行物は P の中に均一分散していると仮定する。F 界
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面で可能な質量輸送の抵抗は無視する。それ故常に移行物は F で均一に分散すると仮定す
る。
P と F 間の相互作用は無視でき、移行プロセス間で P の F による吸収はないと仮定す
る、結果として P における DP は一定で経時変化はないと仮定する。
F と P 間の分配係数が仮定されつぎのように定義される。

P と F における移行物の総量は移行プロセス間一定を保ち、このことは化学的発生、
分解又蒸発は考慮されないことを意味する。
2.1.2 物質移動式
前の仮定に基づき、物質の質量移動は Fick の二次式で管理される－

ここで、c は時間 t、x 軸における原点からの距離 x における食品接触材料又は製品（P）
における移行物の濃度であり、DP は食品接触材料又は製品における定数の拡散係数である。
2.1.3 拡散式の解析解
上記仮定の下、式(2)の解析解は式(3)となる（Cranck、1975 年）
。
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式(3)は式(6)に変換でき、これで適合性確認のための SML に基づく食品接触材料又は
製品における移行物の最大初期濃度（MIC）推定に使用可能となる。
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2.1.4 拡散式の解を計算する他のアプローチ
これらアプローチ（数理上の解など）はこのドキュメントのつぎの版で検討する。
2.2 主要パラメーター：拡散係数と分配係数
上述の通り移行のモデル化に必要な主要パラメーターはプラスチックにおける移行物の
拡散係数 DP、同様にプラスチックと食品（疑似溶媒）間での移行物の分配係数 KP,F である。
両方のパラメーターは現実の包装用途での移行レベを決定する決定的役割を果たす
（Reynier ほか、1999 年、Piringer 及び Baner、2000 年）
。ある特定ケースでのそれらの
正確な値の知見がないとき、より一般的で保守的な方法でこれらの値を設定するよう勧告
する。その結果移行について信頼できる“最悪ケース”シナリオが推定される。事実これ
が規制上の視点から最初に関心がもたれるものである。この要件に適合させるため、記述
された移行モデルはある重要な含みを持っている：
2.2.1 拡散係数
ある文献はポリマー中の拡散係数の理論的推定について一連のモデルを報告している
（Mercea、2000 年）
。しかしこれらのモデルは少なくとも今日の現実的適用に対し複雑で
ある。それ故よりシンプルなアプローチが開発された。DP を推定する第一近似は、経験上
のデータに基づき、移行物の相対的分子量、マトリックス固有の（ポリマー）パラメータ
ーAP、及び絶対温度 T により補正することにあった。このアプローチは以前使用されてき
た（Piringer、1994 年、Hamdani ほか、1997 年、Limm 及び Hollifield、1996 年）
。DP
の推定にシンプルな式を得る目的を追求するため、ポリオレフィンやいくつかの他のプラ
スチック材料に改良された式が開発された（Brandsch ほか、2002 年）
。この式により、ポ
リマーマトリックス中の移行物についてポリマー固有の上限拡散係数 DP*が推定でき、現実
の拡散係数 DP の代わりに使用できるようになった。DP≦DP*であることを強調しなければ
ならない。それ故移行にこうした DP*を用いることで推定は“最悪ケース”の値を導く。実
験上の拡散や移行データの現象的誘導や統計的評価（Mercea 及び Piringer、1998 年）よ
。
り、DP*はつぎの式(7)により推定可能となっている（Piringer 及び Barner、2000 年）
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式(7)より、キーになる変数があり、それはポリマー中の拡散を決定するものであるこ
とが理解できる。それらの 2 つはポリマーとは関連せず、各々移行物の相対分子量 Mr と絶
対温度 T である。
パラメーターAP*はポリマーに関連し、移行物に係りポリマーマトリックスの基本的拡
散挙動を記述する。LDPE など軟質／可撓性のポリマーにおいて、AP*値は高い拡散挙動
（DP*）をそれ故ポリマーを通した高い拡散を反映している。一方ポリエステルなど硬い鎖
をもつポリマーはより低い拡散係数のためより低い AP*をもち、そのため同じ移行物でも低
い拡散となる。AP*が温度でばらつくときでも、A P’*は温度から独立した項となる。AP*（そ
してそのため A P’*）は上限値であり統計的に導出されているので、式 7 は上限の経験的に
測定される DP*を生じさせる。式 3 と式 6 にあるこれら DP*を用いると、移行は過大評価
となり、その結果最悪ケースの移行速度が、ある温度範囲で提案される移行モデルにより
示される。
パラメーターτは式(7)における定数 10457 とともに、双方との拡散の活性化エネルギ
ーEA=(10457+τ)に寄与する。ここで R=8.3145（J/mol K）は気体常数である。多くのポ
リマーマトリックスにおける多くの一連の移行物について文献から得た EA を解析し、多く
のポリマーでτ=0 であると結論した。こうして LDPE への第一近似としてτ=0 と設定す
ることで EA=86.92kJ/mol を得た。これは文献データに見られる平均値 EA=87kJ/mol と良
く合う（Mercea、2000 年）
。
HDPE や PET など食品包装材料に係る他の重要なプラスチックのグループには、より
高い活性化エネルギーが観察される。これらマトリックスへの良い平均値としてτ=1577
に対し EA=100kJ/mol がある
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与件のポリマーと温度範囲において、各移行物は異なる活性化エネルギーEA をもつこ
とが知られている（Mercra、2000 年）。原因として、平均値に係るポリマーが移行のモデ
ル化の使用されたことが考えられる。移行物固有の活性化エネルギーの平均値からのばら
つきは、拡散データを技術ガイダンスドキュメント（作成中）に記述した統計的評価によ
りフォローされるポリマー固有の定数に変換する中で考慮される。
2.2.2 分配係数
最悪ケースシナリオのモデル化するとき特定のデータがないとき、ポリマーマトリッ
クスと F の間の移行物の分配係数は、KP,F=1 とされねばならない。これは当該物質は非常
に溶解しやすいことを意味する；このオプションは最も高い移行値、即ち食品接触材料か
ら食品に平衡状態になるよう移行物を完全に移動させることになる。この平衡状態での分
配が現実的用途で到達するか否かについての問題は、ポリマーのタイプそして特に現実的
接触条件でのポリマーの拡散挙動に依存する。他の多くの場合、移行物は F の中でほんの
僅かに溶解しているので、分配係数は KP,F=1,000 と設定されねばならない（例えばポリマ
ーマトリックスが水性食品／疑似溶媒と接触する親油性物質について）。
3 プラスチックへの移行のモデル化の適用
3.1 この技術の歴史的意味合いと状況
欧州 PJ SMT-CT98-7513‘指令 90/128/EEC に裏付けられる移行モデル評価’に参加し
た専門家は、大多数の一貫した結果によりポリオレフィンに全面的に検証された指標ツー
ルを検討することに合意した。この PJ の間、専門家はポリオレフィンに比較しポリオレフ
ィン以外（PS、HIPS、PET、PEN、PA のような）には十分なデータが利用できないが、
充分規定された移行実験が国際的に認知された研究所で選択実施されている事実により、
ベースは充分確実と見られることに合意した。市場状況をカバーするポリオレフィン以外
のサンプルについて、これらの式は実験上の移行値より過大評価していることが示された。
PC や PVC について、SMT PJ の期間専門家は、移行のモデル化に信頼できるパラメータ
ーを設定するにはデータが不足していると考えた。
この現在の最新情報は JRC が協同し指定されたタスクフォースの結果であり、PJ SMT
以降（即ち 2000～2004 年の期間に）得られた実験上の移行データを検討し、新たに（2008
年までの）参照可能なデータの評価結果を考慮している。これが特に PET ポリマーの場合
当たっている。
適宜、以前の主要パラメーターの値はリファインされた。加えて新たなポリマーの移行
挙動はそれらポリマー固有の定数（AP 値）の中で実験データやこの最新情報に導入された
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それらの関連パラメーターに基づき評価された。
この結果として、ポリマー固有の移行のモデル化への最新の要件はつぎのパラグラフに
記述される。
3.2 ポリオレフィン
食品包装材料に使用される最重要なポリオレフィン（PO）はつぎである：LDPE 及び
LLDPE、HDPE 及び多様なタイプの PP（ランダム、ホモ及びゴム）である（注 1）
。これ
ら材料は食品包装材料の完全性が維持される特定の温度範囲をもつ。これら包装材料製品
の知見によれば、PO 使用の温度範囲は一般に 100℃未満であり、これは又移行のモデル化
の用途として検証されている（表 1）
。これらの温度条件下そしておよそ 1%以下の初期移行
物濃度 CP,0 により、PO の移行プロセスは一般的な拡散の物理的法則に従い、解は式(3)で得
られる。
（注 1）オレフィン以外のモノマー（例えばアクリル系、ビニル系など）を有するコポリマ
ーはまだ評価されていない。
表 1：選択された PO に対し移行モデルの適用されるパラメーター範囲
ポリマー

T（℃）

Mr(g/mol)

LDPE

≦80

30～2,000

移行物が食品で

LLDPE

≦100

30～2,000

高い溶解性のと

HDPE

≦90

30～2,000

全 PO に対し

き 1、移行物が

PP（ホモ）

≦120

30～2,000

<1.0

食品で低い溶解

PP（ランダム） ≦120

30～2,000

PP（ゴム）

30～2,000

≦100

CP,0 (%)

KP/F

性のとき 1,000

表 2 にリストされた PO について、
A P’*の現実的上限値及び式(8)からのそれぞれのτは、
ここ 40 年間に亘り文献に報告されている拡散係数を伴う DB を用いまず経験的に決定され
た（Mercea、2000 年）
。加えて先頃の移行測定の結果がこれら A P’*及びτ値を確定し検証
するため使用された。更にモデル評価の方法論に対する詳細が先頃公表された（Begley ほ
か、2005 年）
。
。
A P’*値は計算上の値 A P’*値の過大評価に基づいている（注 2）
（注 2）現在の A P’*値は一般に Begley ら、2005 年に拠っている。このドキュメントのつ
ぎの版ではこのアプローチは改訂されることになる。
表 2：選択された PO のパラメーター
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ポリマー

A P’*

τ

LDPE/LLDPE

11.5

0

HDPE

14.5

1,577

PP（ホモ及びランダム）

13.1

1.577

PP（ゴム）

11.5

0

3.3 ポリスチレン
食品包装用途に使用されるポリスチレン（PS）は大方 3 つの一般的カテゴリーに分けら
れる：GPPS、HIPS 及び SBS。これらポリマーの実験上の移行データ評価を用い、移行の
モデル化に適用できる温度範囲は、前もって与えられた一般要件により求められる通り、
表 3 にリストされる。これらのケースでは PS の移行プロセスは一般に受容される拡散の物
理的法則式(2)に従い、解は式(3)で得られる。
表 3：PS、HIPS 及び SBS に対し移行モデルの適用されるパラメーター範囲
ポリマー

T（℃）

Mr(g/mol)

PS

≦70

104～647

移行物が食品で

HIPS

≦70

104～430

高い溶解性のと

SBS

≦70

84～689

全 PS に対し

き 1、移行物が

PS/SBS ブレン

≦70

84～689

<1.0

食品で低い溶解

CP,0 (%)

KP/F

性のとき 1,000
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PS,HIPS 及び SBS について、A P’*の現実的上限値及びτは、拡散係数に基づきデータか
ら実験的に決定され、ここ数年報告された充分設定された移行実験で検証されている
（Hinrichs 及び Piringer、2002 年；Begley ほか、2005 年；Brandsch ほか、作成中）
。式
“上限”拡散係数 DP*が得
(7)及び(8)にあるこれら A P’*値及びτの適用により（表 4 参照）、
られる。これら DP*は、式 3 に代入されると、利用可能な実験上の移行データを過大評価
（殆どの場合大きい）に導く。
表 4：PS,HIPS 及び SBS のパラメーター
ポリマー

A P’*

τ

PS

-1

0

HIPS

1.0

0

SBS

10.5

0

注記：PS を SBS にブレンドしたとき、A P’*値は PS に添加される SBS の%とリニアーな
関係になる。PS に SBS をブレンドしたときの A P’*上限値はつぎの関係式で記述すること
ができる：
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A P’*(PS)=-1+0.115×(SBS の%)
（SBS が最大の 100%のとき A P’*=10.5、そして SBS が最小の 0%（GPPS）のとき A P’* =-1
となる。
）
3.4 ポリエステル
食品包装用途に主に使用されるポリエステルは PET 及び PEN である。
これらポリマーの実験上の移行データ評価を用い、移行のモデル化に適用できる温度範囲
は、前もって与えられた一般要件に求められる通り、表 5 にリストされる。これらの場合、
これらポリエステルの移行プロセスは一般に受容される拡散の物理的法則の式(2)に従い、
解は式(3)で得られる。
表 5：PET 及び PEN に対し移行モデルの適用されるパラメーター範囲
ポリマー

T（℃）

Mr(g/mol)

PET

≦175

>32

PEN

KP/F
移行物が食品で

>32

≦175

CP,0 (%)
全ポリエステル

高い溶解性のと

に対し

き 1、移行物が

<1.0

食品で低い溶解
性のとき 1,000

PET 及び PEN について、式(8)における A P’*及びτの現実的値は、ここ数年報告された
充分設定された移行実験による移行データから実験的に決定されている（Hinrichs 及び
Piringer、2002 年；Begley ほか、2005 年）
。式(7)及び(8)にあるこれら A P’*値及びτを使
用することで（表 6 参照）
、
“上限”拡散係数 DP*が得られる。この DP*を式(3)に代入する
と、実験上の移行データを過大評価（殆どの場合大きい）に導く。このことは極く最近 PET
ボトルからソフトドリンクへの移行に関する組織的研究で確認された（Franz 及び Welle、
2008 年）
。この研究で得られた結果は表 6 にある通り 70℃以下の温度における A P’*指定を
裏付けている。
新たなデータ評価により温度を 2 つに分けることになった（Feigenbaum ほか、2005 年；
Pennarun ほか、2005 年）
。温度の分割点は、市場にある PET の最低 Tg 値を反映し過大
評価の安全マージンがとれるよう選択された；低分子量の場合（一般に 50g/mol 未満を参
）
照し、A P’*値は両方の場合とも 6.4 としなければならない。
表 6：PET 及び PEN のパラメーター
ポリマー

A P’*

τ

PET >Tg(70℃)

6.4

1,577
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PET < Tg(70℃)

3.1

1,577

PEN

5.0

1,577

3.5 ポリアミド
ポリアミドについては、拡散係数及び移行データの両方とも参照できるデータが少ない。
更に食品又は食品疑似溶媒の水含有量が移行のメカニズムに強く影響を与える。
現在のデータはオリーブ油やイソオクタンに接触する PA だけに係っている。しかし膨潤
状態にある PA ではない。そのためタスクフォースは現在のデータは全ての関連食品を示し
ていないと考えている。このモデルはそのため PA について充分検証されていないと考えら
れる。疑似溶媒 D 及びイソオクタンに係るつぎの表は単に情報提供のために示されている。
表 7：ポリアミドに対し移行モデルの適用されるパラメーター範囲
ポリマー

T（℃）

Mr(g/mol)

CP,0 (%)

KP/F

PA 6

≦100
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<1

移行物が食品で

PA 6,6

≦100

32～587

<1

高い溶解性のと

PA 12

≦100

197

<1

き 1、移行物が
食品で低い溶解
性のとき 1,000

注記：PA は前もって室温で相対湿度およそ 40～65%の範囲で大気と平衡状態に置かれた。
PA6,PA6,6 及び PA12 について、式(8)における A P’*及びτの現実的値は、ここ数年報告
された充分設定された移行実験による移行データから実験的に決定されている（Hinrichs
及び Piringer、2002 年；Begley ほか、2005 年；Stoffers ほか、2005 年；Stoffers ほか、
“上限”
2003 年）
。式(7)及び(8)にあるこれら A P’*値及びτを使用することで（表 8 参照）、
拡散係数 DP*が得られる。この DP*を式 3 に代入すると、実験上の移行データを過大評価
（殆どの場合大きい）に導く。
表 8：PA のパラメーター
ポリマー

A P’*

τ

PA 6

0

0

PA6,6

2.0

0

PA 12

2.6

0

3.6

PVC

3.6.1 硬質 PVC
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硬質 PVC については、移行データ及び拡散係数が参照可能である（Brandsch ほか、
作成中）
。これらポリマーの実験上の移行データ評価を用いると、移行のモデル化に適用で
きる温度範囲は、以前与えられた一般要件に求められる通り、表 9 にリストされる。これ
らの場合、これらの場合、PVC における移行プロセスは一般に受容される拡散の物理的法
則式(2)に従い、解は式(3)で得られる。
表 9：硬質 PVC に対し移行モデルの適用されるパラメーター範囲
ポリマー

T（℃）

Mr(g/mol)

CP,0 (%)

KP/F

PVC（硬質）

≦70

>225

<1

移行物が食品で
高い溶解性のと
き 1、移行物が
食品で低い溶解
性のとき 1,000

表 10：硬質 PVC のパラメーター
ポリマー

A P’*

τ

PVC（硬質）

－1.0

0

3.6.2 可塑化 PVC
可塑化 PVC については、拡散係数及び移行データの両方とも参照できるデータが少な
い。現在のデータはここの可塑剤の移行だけに係っている。タスクフォースは、現在のデ
ータは添加剤の混合物の存在に係っていないので、モデルは可塑化 PVC 全体で検証された
とは考えられない。つぎの表と式は単に情報提供のために示されている。
可塑剤は高濃度で使用されるため、拡散係数は PVC の可塑剤の濃度全体とともにばら
つくと予想される。この版は可塑剤の濃度全体の初期値に基づくき拡散係数を過大評価す
ることを目的としている。ポイント 2 での仮定に拠り、移行は一般的拡散の法則に従い、
拡散係数は定数で常に現実の拡散係数を過大評価していると仮定される。
下記に与えられた式のパラメーターは可塑剤の分子量、同様に濃度の双方でばらつく
ことに留意しなければならない。この式は、試験した範囲以上の分子量をもつ可塑剤だけ
に使用されねばならない。
30%(w/w)可塑化された PVC については、分子量 370～419 に範囲にある 5 つの可塑剤
のデータに基づくと、A P’*上限値が合理的と考えられる。
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A P’*値は PVC に添加された可塑剤の%とのリニアーな関係が存在する。可塑化 PVC
の A P’*上限値はつぎの関係により記述される：
A P’* (PVC)=－1+0.52×（可塑剤の%）
（最大 30%の可塑剤のとき A P’*=14.6、そして最小 0%（硬質 PVC）のとき A P’*=－1 とな
る。
）
3.7 他のポリマー、移行物及び他のパラメーターの範囲
第 3 章の中にリストされていない他のポリマーやパラメーターについては、移行のモデ
ル化が、プラスチックから食品又は食品疑似溶媒への質量移動（移行プロセス）が拡散の
法則に従い、パラメーター（A P’*やτ）が認知され検証された手続きに従い決定される限
り、適合目的に使用できる。こうした手続きは技術ガイダンスドキュメント（作成中）で
記述される。適切な書類化により、どのようにして DP が得られるか、そしてそれらの AP
値への変換、同様に定数や分子量の用語の適用可能な範囲を立証しなければならない。更
に書類化により、特定ケースでのモデルの使用が必然的に全用途ケースの 95%について過
大評価に導く決定的証拠を齎さねばならない。
4 手続き、現実的適用、例示
上述の通り移行のモデル化については、関連する内々のコンピュータープログラムが作成
され適用されことが可能になった。便宜的には市場に有料又は無料で使用可能なコンピュ
ータープログラムが存在する：
使用されるソフトウエアは技術ガイダンスドキュメント（作成中）に記述される通り結果
の信頼性についてチェックしなければならない。
このモデルはつぎの推定を認める：
(ⅰ)ポリマーに含有される既知分子量の移行物の既存の初期濃度の知見に基づき、その特定
時間及び温度に依存する与件としての食品疑似溶媒又は食品への移行が式(3)から計算でき
ること。
(ⅱ)逆に、与件としての移行量制限や SML 値に基づき、食品接触に使用可能なポリマーに
含まれる既知の分子量をもつ移行物の最大初期濃度（MIC）が式(6)から推定できること。
一般的規則として：上に強調した移行推定スキームが法的制限値（SML）を超える結果に
導く場合、適合性の実験上の試験が強制される。疑問があるとき、又はポリマー固有の AP*
値がパラグラフ 3 にある表で知られておらず又は適用できないとき、力学的研究が、Q（注：
添加量）と SM（注：特定移行量）の関係を設定するための技術ガイダンスドキュメント（作
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成中）にある手続きで記述されたように実施されねばならない（Brandsch ほか、2002 年）
。
4.1 物質の SML との適合性試験
このドキュメントの主要な目的の一つは適合性試験へのガイダンスを提供することにあ
る。その結果、適用の主要分野の一つは指令 2002/72/EC 及びその改正にリストされた物質
の SML についての適合性管理に係る。
現段階の知見では移行モデルはパラグラフ 3 に記述されたポリマーに適したそして条件
の下にあることを強調しなければならない。付属書 B は下記基準に基づきモデル化すると
き理論的に適切な化学品をリストしている。しかしながらモデルの適用に先立ち、そのモ
デルの仮定（パラグラフ 2.1）が検討される化合物に満たされるか常に確認しなければなら
ない。
リストへの収載や除外につぎの基準が適用された：
●充分規定された分子量をもち、ポリマーマトリックスに溶解している全ての有機、非ガ
ス状の物質はリストに収載された。
●充分規定された分子量分布をもつ全てのポリマー添加剤が、留保の下リストに収載され
た。移行のモデル化は、ポリマー添加剤の現実の分子量分布が参照可能な限り適用できる。
ポリマー添加剤は付属書 B に pa とマークされている。
●例えば PO に添加される静電防止剤や防曇剤のようなある種のポリマー系材料からブリ
ードすることを知られる全ての化合物は、留保の下リストに収載された。移行のモデル化
はブリードが生じない場合だけ適用される（ポリマー／移行物の組み合わせ）。与件のポリ
マーにブリードが見られる物質は付属書 B に bl.##でマークされる。ここで##は、アイソタ
クチック PP を iPP とするのと同じ、ブリードを生じるポリマーの省略記号である。
（注：ここで紹介されたブリードを示す bl は現在の付属書 B で確認されない。）
●分子量が規定されていない全ての有機系混合物、典型的には油脂や油、ロジン、ワック
ス、スターチ、タンパク質、セルロース、綿など天然素材から得られるものはリストから
除外された。しかし混合物の構成成分で 2,000g/mol 未満の充分規定された分子量をもつ特
定の物質は移行のモデル化で扱うことが可能である。
●全ての無機化合物、金属、金属酸化物、金属塩などはリストから除外された。
これらの選択基準に係らず、かなりの数の化合物が残っている。それ故このリストは適
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正なパラメーターの十分な選択にある不確実性なしに推定実施を必要とする又は望むユー
ザーにとって有用な参考資料である。リスト（付属書 B）から選択されると、移行のモデル
化は、当該物質がパラグラフ 3 に特定されたポリマーの一つに含まれ、そして又最悪ケー
スの分配係数 KP,F の適正な値が適用される限り、その物質に適用される。
これらの条件下、膨潤という時に発生する問題には係らない。なぜならそれはモデルの
デザインの最初から検討されていたからである（2.1 一般の科学的検討－一般的要件 4.参
照）
。ここでのモデルは従い高い膨潤力をもつイソオクタンや他の溶媒での移行の指標には
使用できない。こうした場合 Reynier ら（2002 年）のアプローチの検討が勧告される。
ブリードの問題がケースバイケースで調査したポリマー／移行物を考慮して検討されね
ばならない。典型的に PO に添加される静電防止剤や防曇剤はポリマー材料表面に次第に移
行する。反対に同じ物質はより極性のあるポリマー材料、ポリエステルやポリアミドから
はブリードしない。範囲以外の特定ケースでの移行モデルの適用を避けるため、移行モデ
ルの使用はブリードの可能性を注意深く検討する必要がある。
注記：プラスチックからの与件の構成成分のブリードは、構成成分とポリマーマトリック
ス間の極性の差が大きいと、ポリマーにおける構成成分の溶解度が低い結果となっている
ので生じる。ブリードにより構成成分は短時間にポリマー／大気界面に移行していき、短
時間の接触時間で高い移行量となる。移行のモデル化の観点から、パラグラフ 2.1 からの仮
定(2)はもはや満たされず、したがってブリードが生じるときモデル化は適用できない。
更なる討議のポイントは可塑化効果である。ここでは高い量の低分子構成成分がポリマ
ー材料に添加される。使用レベル以上で与件のポリマーに可塑化効果が知られている物質
は、付属書 B で pl.##.5%と記載される。ここで##はポリマーの省略記号である。これら特
定ケースについてモデル化は、可塑化効果を計算した特定の AP 値が技術ガイダンスドキュ
メント（作成中）に拠り実験で立証されていないとき、%で特定したレベルを超えて適用で
きない。
（注：ここで紹介された可塑化を示す pl は現在の付属書 B で確認されない。）
注記：1%を超える使用レベルをもつリスト A の全物質について、与件のプラスチック材料
の可塑化効果は予想可能である。可塑化効果が観察されるとき、移行モデルの使用は可塑
化効果に計算される AP 値とともに初めて可能になる。
最後に、式(6)を用い移行物 P の最大初期濃度（MIC）が、添加剤への SML を超えない
ものとして推定できることに留意しなければならない。
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4.2 適合性管理の最適化
モデルに必要な入力情報が参照可能なとき、移行モデルは適合性管理戦略の最適化に使
用できる。
PO 及び PO 以外に常時使用されるある種の添加剤について、PM/REF 番号、化学品名、
分子量の値、SML 値及び最大濃度 CP,0 は付属書 A に見出すことができる。
食品接触材料の製造、加工、輸入及び小売りに係る各企業にとって、既存の EU 規制へ
の適合を立証することが責務である。また国の当局は法制度がフォローされるよう施行す
る責任がある。彼らの双方の責務を満たすため、企業（又は契約された管理ラボ）及び規
制当局は食品接触材料の適合性試験を、例えば実験による化学品の移行試験により、官能
検査及び／又は移行モデルによる SML 試験により運用する。
しかしモデル化により得られる結果は、モデルに入力されるデータが良好であるときだ
け、そしてモデルの仮定が満たされるときだけ有効である。それ故移行モデルをうまく使
用するため、充分記述された食品接触材料であることが必須である。これは典型的に製造
チェーンを通し原材料製造者から食品工業まで又最終食品接触材料製品の“販売者”まで
の良好なトレーサビリティと情報の流れを求める。又移行モデルは既知の初期濃度をもつ
移行だけを決定できることを強調しなければならない。
食品接触材料の適合性を試験する時、尋ねるべき最初の質問はどのタイプのポリマーが
扱われるのかである－もし疑問があれば FTIR がある種の助けになる可能性がある。ポリマ
ーがこのガイドの表にリストされていれば、移行のモデル化は適用できる。なければポリ
マーの特定定数（AP 及びτ）は力学的研究により、例えば技術ガイダンス（作成中）にあ
る手続きに記述される通り決定でき、そのとき移行モデルが適用できる。他の実験上での
移行－化学物質試験を実施する必要がある。
ポリマーの特定の一部として、つぎを知ることが重要である。
1.どのような移行可能な物質が試験対象物に存在しているか（例えば添加物、モノマー残留
量）?
2.それらの初期濃度 CP,0 はいくつか（例えば、配合又は実験上のテストから見出される添加
剤の量、Feigenbaum らによるガイダンス参照、2002 年）?
3.食品接触材料の機能及びユーザーに与えられたあらゆる助言に基づき、現実の生活で“最
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悪ケース”で意図される用途（食品のタイプ、最高温度及び最大包装期間）は何か?
4.最終製品の意図される範囲、特にどの表面エリアがどの食品の部分に接触しているか（即
ち比表面積）?
5.これの物質の何が現実ポリマーに使用でき、モデル化可能な物質の制限を満たすことがで
きるか（例えば、ブリードする物質がポリマーに均一には分散しない、そのためモデル化
できない）？
現実全ての情報（Petersen ほか、2005 年）を得るのは挑戦的であり、その 1,3 及び 4 は
実験上のテストを実施するあらゆる管理ラボへの元々の要件だが、2 と 5 は移行モデル特有
のものである。典型的には 2 つの状況が存在する（図 1）
：
●全ての必要情報が参照できる：例として原材料製造業者がその最終的に意図される用途
について代表的ポリマーサンプルの適合性を試験しているとき。これは例えばコーヒカッ
プに知られている。
●必要な情報がないとき：例として加工業者及び／又は規制当局がトレィやラミネート材
のような最終でない製品の適合性を試験するとき、又は小売業者／規制当局がミルクを含
むプラスチックボトルなど最終製品の適合性を試験するとき。
受理される情報の質は常に、実験結果の場合のように、批判的に判断されねばならない。
データが信頼できると見られる時、移行モデルの適用はそのまま行われ非常に時間は節約
される。
特に移行モデルが SML 未満の移行を示すとき、何ら新たな対策を取る必要はない。
移行モデルが依然 SML を超えて示されるとき、実験上の移行試験が実施されねばならない。
移行モデルが依然 SML を超えて示されるとき、移行モデルにより製造業者に提供される有
用な追加オプションは、最大許容 CP,0（MIC）を計算するため移行モデルを使用し食品接触
材料の配合を見直すことである。他に SML 未満の移行をキープするために使用に必要な制
限（例えば、食品タイプ、より低い接触温度、時間及び比表面積）が食品接触材料に伴う
適合性検証に策定することができる。
施行の最初の段階で規制当局は製造チェーンからの情報を回収する努力をしなければな
らない。その情報が参照可能なら、移行モデルは上述の通りフォロー可能である。移行す
る物質が既知であるがそれらの CP,0 が未知の時、その時は多様なポリマー（表 4.2.1(PO)及
び表 4.2.2(PO 以外)にリスト）における添加物の通常の最大濃度（CP,0）が使用できる。こ
れら物質は与件のポリマーへの通常の組成に基づき、付属書 B の表から抽出できる。これ
らの表はプラスチック材料の最も重要な製造業者への協議及びプラスチック材料用添加剤
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を参照した二次的文献により作成された（Zweifel、2001 年）。特定番号に加え、食品接触
プラスチック材料に使用されると報告された上限初期濃度が示されている。しかしながら
参考資料で全面的に特定したように（Milana 及び Piringer、2002 年）
、この表は、他の情
報が試験すべきサンプルの構成に対しないとき、特定の添加剤を選択する最初のガイドを
提供する事例としてだけ検討されねばならない。代わりに適合性についての迅速な推定は、
初期濃度の 100%が移行すると仮定することで出来る。この方法は又既知の不純物、反応及
び分解生成物などに適用可能となる。（原則）規制当局は求める全ての情報を得る権限をも
つ一方、私企業はその構成に係る守秘の問題により困難に直面する可能性がある。
図 1 に見る通り材料の適合性決定へのエンドポイントは実験上の試行試験である。この
意味は、実際（規制当局に認証された）実験上の移行試験が食品接触材料は適法か否か決
定するため利用可能であらねばならないことを意味する。
結論として移行モデルは、特に食品接触材料に関し必要な全情報を予め評価しているひ
とに、そして当該材料が適合性のうえで不適合（>SML）であるかどうか典型的に何らかの
実験上の試験に導くときだけ時間の節約になりうる。
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参考文献（略）
付属書 A
ポリオレフィンに通常使用されるいくつかの添加剤の PM/REF-番号、化学品名、分子量
（Mr）
、SML 値及び最大濃度（CP,0）
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ある種のポリオレフィン以外のもの通常使用されるいくつかの添加剤の PM/REF-番号、名
称、Mr、SML 値及び最大濃度（CP,0）
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付属書 B
移行のモデル化に対し適切な指令 2002/72/EC の第 6 次改正を含めたポジティブリストシス
テムからの物質リスト
添付ドキュメントで提供されるエクセルファイルの表参照
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それは認可されたモノマー、他の出発物質、微生物発酵で得られる高分子、添加物及びポ
リマー製造助剤
付属書 C
移行のモデル化に関する実例
この章では移行のモデル化の使用とポテンシャルは参考文献から得られる 3 つの事例によ
り立証される（Milina 及び Piringer、2002 年）
。これらの事例は最初に実際の用途や移行
の問題点を記述される形で示される。そのあとで何らかの移行モデル化のソフトウエアに
関連し必要な入力データは集約され最後にその結果が与えられ最後に討議される。
例 1：
厚さ 100μm の LDPE フィルムが表面に油性物質を含むサンドイッチに使用されている。
この種の食品は最大 7 日間 4℃で貯蔵される。このフィルムは、
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate

(Irganox

1076)

及

び

Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester (Irgafos 168)を含むことが知られて
いる。
2 つの添加剤の特定移行について数理モデルでどのような情報が得られるか？
ソフトウエアによるモデル化は入力データとしてつぎの情報の提供を求める：
1.ポリマーについての情報
ポリマー厚み：0.01cm
ポリマー密度：0.945g/cm3
ポリマータイプ：LDPE（A P’*=11.5、τ=0）
注記：密度の値 0.945 は LDPE に対する最大の密度であり、PO の単位容積あたり最悪ケ
ースの移行物の量を与える。
2.移行物についての情報
移行物：Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
PM-Ref No：68320
SML：6mg/kg
分子量：531
CP,0：5,000（mg/kg）
注記：初期濃度 5,000 が PO について表 4.2.1 にある全添加剤への上限として仮定できる。
現実的及び経済的立場からこの値は過大である。
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3.移行接触条件についての情報：
（食品疑似溶媒で高い溶解性）
食品疑似溶媒：油（KP/F=1）
温度：T1（5℃）
時間：t1（10 日間）
比表面積：6dm2／1,000mL 食品
注記：上記データからソフトウエアは T1 においてポリマー内の拡散係数 D1 を計算できる。
片面接触状況での移行の計算はつぎの結果を与えるに違いない：
mF,t/A=2.8mg/dm2
結果の議論：
モデル化の結果は事例 Ex1 と名前を付けて関連のファイルにセーブされたい。
指令 2002/72/EC 第 7 条(b)との適合性において、mg/kg で表示される SML は mg/dm2 でそ
れらを表示するため慣用的換算係数 6 で割らねばならない。上記添加物
（Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate）については SML=6mg/kg
である。それ故エリアに係る制限は 1mg/dm2 である。この点で計算結果 2.8 mg/dm2 は法
的限度値を超えている。しかしながら表面に油性物質を含むサンドイッチは指令
85/572/EEC 参照番号 08.08 をもつ食品分類に属し、換算係数 X/5 が適用される。このこと
は上の例において：
（mF,t/A）/5=0.56<12.8 mg/dm2 であり、その結果それは指令 2002/72/EC
に適合していることを意味している。
2 番目の添加剤 Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester（PM/REF=74240）
に

つ

い

て

は

分

子

量

Mr=647

を

も

ち

、

Mr=531

の

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate より低い移行速度となる。10
倍高い移行量制限（SML=60mg/kg）であるので、特定移行量の更なる調査は必要ない。
例 2：
PS で製造された空のビーカーが、
指令 85/572/EEC 参照番号 07.02 に分類される乳製品
（ヨ
ーグルトや果実及び果実製品に伴う同様の製品）への接触が意図されるときのその適合性
の観点で評価されることになる。この製品は 8℃で貯蔵されねばならない。容積 500mL の
ビーカーは円錐の幾何学形状と 1mm 以下の壁をもっている。
EEC 指令への適合性について求められる試験条件は：50%エタノール疑似溶媒による 20℃
×10 日。
数理モデルは、何らかの添加剤の特定移行の観点でどのような情報を提供するか?
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PS

に つ い て 表

4.2.2

に リ ス ト さ れ た

8

つ の 添 加 剤 か ら 、

2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole (PM 61440、チヌビン)は最小の Mr をもち、
それは最高速度で移行すると仮定できる。それ故この化合物から始めることが勧告できる。
CP,0 への合理的仮定として、濃度 5,000mg/kg が設定された。
ソフトウエアによるモデル化は入力データとしてつぎの情報の提供を求める：
1.ポリマーについての情報
ポリマー厚み：0.1cm
ポリマー密度：1.1g/cm3
ポリマータイプ：PS（A P’*=－1、τ=0）
2.移行物についての情報
移行物：2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole (チヌビン)
PM-Ref No：61440
SML：30mg/kg
分子量：225
CP,0：5,000（mg/kg）
3.移行接触条件についての情報：
食品疑似溶媒：50%エタノール（KP/F=1）（食品疑似溶媒で高い溶解性が仮定される）
温度：T1（20℃）
時間：t1（10 日間）
包装材料の幾何学的新法：d=6.8cm、D=8.8cm 及び h=10.5cm の円錐形の本体
包装材料の容量：500mL
片面接触状況での移行の計算はつぎの結果を与えるに違いない：
CF,t=0.42mg/kg
結果の議論：
モデルによる移行は、添加剤が疑似溶媒中に溶解している（油性試験相当）と考えられて
も SML よりはるかに低い。表 4.2.2 にある他の添加剤はかなり分子量が高い。それ故、こ
れら添加剤の一つが上記使用条件下関連の SML 値を超えることはなさそうである。
例 3：
PP より製造された容量 500mL をもちシリンダー形状の加熱殺菌容器は指令 85/572/EEC
参照番号 08.03 に拠り表面に油性の物質がある液体又はペーストに使用される。用いた添
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加 剤 は 、 Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate

(0.06%) 及 び

Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester (0.1%)である。
指令 97/48/EEC に拠る上記製品の適合試験は、疑似溶媒 D オリーブ油を用い、121℃×2
時間その後 40℃×10 日の試験条件が求められる。
数理モデルは、何らかの添加剤の特定移行の観点でどのような情報を提供するか?
つぎの 2 つの手続きが記述される：
：
手続き 1（2 つに分けられた移行の影響：T2 から分離された T1）
ソフトウエアによるモデル化は入力データとしてつぎの情報の提供を求める：
1.ポリマーについての情報
ポリマー厚み：0.2cm
ポリマー密度：0.91g/cm3
ポリマータイプ：PS（A P’*=13.1、τ=1,577）
2.移行物についての情報
移行物：Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
PM-Ref No：68320
SML：6mg/kg
分子量：531
CP,0：600（mg/kg）
3.移行接触条件についての情報：
（食品疑似溶媒で高い溶解性が仮定される）
食品疑似溶媒：油（KP/F=1）
温度：T1（121℃）
時間：t1（2 時間）
包装材料の幾何学的新法：D=10cm 及び h=6.5cm のシリンダ形状のパック
包装材料の容量：500mL
注記：この方法で高温度条件だけで受ける移行の影響が検討される。
片面接触状況での移行の計算はつぎの結果を与えるに違いない：
CF,t=15.7mg/kg
さて低温度（t2/T2）の移行の影響だけの計算のため、t/T 入力データが変更される：
4.移行接触条件についての情報：
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食品疑似溶媒：油（KP/F=1）
（食品疑似溶媒で高い溶解性が仮定される）
温度：T2（40℃）
時間：t2（10 日間）
注記：この方法で低温度条件だけで受ける移行の影響が検討される。
片面接触状況での移行の計算はつぎの結果を与えるに違いない：
CF,t=3.38mg/kg
結果の議論
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate について、121℃と 40℃の 2
つに分けられた移行の影響の合計は 15.7+3.4=19.1mg/kg であり、SML（6mg/kg）を超え
る。指令 85/572/EEC との適合性確認のため、換算係数 X/3 が原則適用され、この結果は
19.1/3=6.37>6mg/kg となる。しかし一方で高温度でこの場合発生する可能性がある大部分
の移行（80%を超える）により、換算係数は欧州委員会指令 2007/19/EC 付属書Ⅰに拠り何
ら適用されない可能性がある
さて Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester を計算するため、つぎの入力デ
ータが t1/T1 と t2/T2 の条件双方に変更される：
5.移行物についての情報
移行物：Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester
PM-Ref No：74240
SML：なし（即ち 60mg/kg）
分子量：647
CP,0：1,000（mg/kg）
片面接触状況での移行の計算はつぎの結果を与えるに違いない：
121℃×2 時間には：16.8mg/kg
40℃×10 日には：3.6mg/kg
結果の議論
Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester について、121℃と 40℃双方の移行
‘SML’
の結果の合計は 16.9+3.6=20.5mg/kg であり、SML 60mg/kg の（注：デフォルトの）
より低い。双方の添加剤の特定移行量の合計は OML 60mg/kg より低くなることになる。
手続き 2（連続する移行の影響：T2 に続く T1）
各添加剤への手続き 2 のモデル化は、他の全データが変更されないままであれば、t1/T1 と
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t2/T2 の条件に関する入力データを変更するよう求められる：
6.移行接触条件についての情報：
温度：T1（121℃）は T2（40℃）で続く
時間：t1（2 時間）は t2（10 日間）で続く
注記：この方法で双方の温度と双方の接触時間に受ける連続する移行の影響が検討される。
片面接触状況での移行の計算はつぎの結果を与えるに違いない：
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate については：15.8mg/kg
Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester については：17.0mg/kg
結果の議論
この 2 番目の手続きにより、結果は最初の手続きと比較しより低い。なぜなら最初の手続
きでは 2 つの移行物は 2 つの別々のサンプルで独立したプロセスとして検討される。
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate に計算された特定移行は関連
の SML 値を超える可能性がある。それ故移行試験が適合性への最終決定に必要とされる。
Phosphorus acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl) ester に計算された特定移行は SML 値より
優位に小さくなる可能性がある。この場合移行試験は必要ない。
まとめると双方の添加剤の移行は OML 未満に留まっている。
付属書 D
移行のモデル化の実験上の検証についての注意点に対する追加の注記
この報告書に記載した移行モデルは、各々のポリマーごと、又ポリマー変性、又包装材料
用途に対し全面的に検証されてはいないので、モデル化された移行結果について実験上の
検証の可能性を提供することが必須となる。この要件は又指令 2002/72/EC 第 6 次改正第 5
条に言及されつぎのように言っている。‘最終材料又は製品における物質量と当該物質の
SML 値の間にある相関は十分な実験などにより設定されてきた．．
．’
技術ガイダンスドキュメント（作成中）は、一つ又はそれ以上の選択された試験移行物だ
けを使用した与件の試験用プラスチック材料について、工業界や規制当局のラボが基礎的
な拡散挙動（AP 値）を実験的／理論的に測定し導出できるための実験上の手続きを記述し
ている。決定した AP 値に基づき、Q/SM 又は MIC/SML の相関性が、あらゆる他の移行物
についてその分子量と関係なく、そして適用可能な温度範囲について計算可能となる。
この方法は検証目的への適用だけでなく、例えばポリマー固有の A’P 値が知られず又はｾｸｼｮ
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ﾝ 3 に示された表で参照可能でないときの疑義の場合適用可能となる。
」
「付属書 B」
。
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/14935/2/annex%20btable1_subst_2010_03_30.pdf
プラスチック規則（PIM）付属書Ⅰ表 1 ユニオンリスト右端に 12 番目の新たなカラムが設
定され、移行のモデル化に適切かどうかを yes/no で示している。またポリマー添加剤を「pa」
で示している。本文にはこれ以外に、ブリードを示す「bl」、可塑化を示す「pl」が示され
るとされているが確認できない。

「食品接触製品への試験条件に関するガイドライン（台所用品に焦点化して）－
CRL-NRL-FCM 出版（2009 年第 1 版）
」
。
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/8793
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/8793/1/guidelines%2
0test%20conditions_final_ed2009.pdf
「食品接触材料の管理に使用される分析方法の実施基準と検証手続きに関するガイドライ
ン」
。
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/1326
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/1326/1/method_perf_
guidelines_final_ed2009.pdf
「あなたの実験条件における食品又は食品疑似溶媒における物質について、SML からの最
大許容特定移行量の計算」
。
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl_food_c_m/publications/fcm_spreadsheet_for_d
irective_20110512_prot.xls
「ポリアミド製台所用品からの一級芳香族アミン及びメラミン製台所用品からのホルムア
ルデヒドの溶出試験に関する技術ガイダンス」。
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl_food_c_m/publications/FCM%20EURL%20LB
NA24815ENN_Guidelines%20kitchenware%20PAAs-FA_2011_06_online.pdf
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欧州プラスチック規則（PIM）適合性試験技術ガイダンス関係者協議稿
概要
欧州プラスチック規則（PIM）にはつぎの 4 つのガイダンスが開発されてきた。
①「プラスチック食品接触材料及び製品に関する規則(EU)No 10/2011 に関するユニオンガ
イダンス」
②「プラスチック食品接触材料及び製品規則（EU）No 10/2011 に関するサプライチェーン
の情報についてのユニオンガイダンス」
③「指令 2002/72/EC を裏付ける特定移行の推定のための一般に認知された拡散モデルの適
用」
④「移行試験の技術ガイダンス」→「適合性試験の技術ガイダンス」と改称
ここで④のガイダンスだけが未公布とされている。このガイダンスは 2013～2016 年にかけ
大きく 3 つの版が作成されてきたことが確認できる。現在その最終版が、関係者の協議を
経て、公布に向け欧州委員会内の行政手続きに付されている。
このガイダンスは JRC をはじめ欧州の主な研究機関が総力を挙げて作成したもので、全
352 ページ（本文 95 ページ+付属書 257 ページ）の中に、食品接触材料製品の欧州法規制
への適合性を確認する多くの知見、ノウハウが紹介されている。これらの知見は、中国が
欧州法規制を全面的に取り入れる中、中国法規制への適合性を確認するガイダンスとして
も参照できる。つぎに欧州委員会の行政手続きに付された最終版の中から本文を紹介する。

JRC「JRC 科学と政策報告書 適合性試験の技術ガイダンス 関係者協議稿
プラスチック食品接触材料に関する規則（EU）No 10/2011 の枠組みの中において
Eddo J.Hoekstra（編集者）
」
「目次
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1

序論

これら技術ガイドラインは、食品接触用プラスチック材料及び製品に係る規則（EU）No
10/2011 のガイダンスを適用する一連の資料の一環にある。これらのシリーズは、一般的ガ
イダンス、サプライチェーンでの情報へのガイダンス、移行のモデル化への技術ガイダン
ス及びこの適合試験の技術ガイドラインをカバーしている。
これら技術ガイドラインは、規則（EU）No 10/2011（第 2 条）の意味合いで提供され、こ
の規則のスコープでプラスチック材料及び製品だけに適用される。それはプラスチック材
料及び製品の適合試験に関するつぎのトピックスをカバーする：サンプリング、食品中で
の試験、食品疑似溶媒及び試験条件の選択、食品疑似溶媒での試験、検証試験、スクリー
ニング試験、移行試験結果の計算及び試験結果の報告。これら技術ガイドラインは法的強
制力はないが、それは規則（EU）No 10/2011 の枠組みの中で適合試験の技術の状況を示し、
そしてそれは材料や製品の適合試験に係る裏付け資料に全ての要素を提供する。
注記：プラスチック以外の他の食品接触材料への適合試験について、これら技術ガイドラ
インは適用されない。それら FCM に、適合試験は関連の EU 及び国内法制度により実施し
なければならない。加えて EU のハーモナイズしていない大多数の FCM を代表する専門組
織が、各 FCM 業界にかれら独自で勧告したガイドラインを開発するため協同してきた。こ
れらは欧州委員会により署名されていないので、その業界の責任だけによる。
これら技術ガイドラインはつぎで構成されたタスクフォースで策定された。即ち 3 人の移
行の専門家 Rainer Brandsch、Roland Franz 及び Rinus Rijk、3 人の国立レファレンスラ
ボラトリ（NRL）の代表者 Emma Bradley（UK）、Juana Bustos（ES）及び Oliver
Kappenstein （ DE）、 業界を 代表する 専門 家 Dario Dainelli（ EuPC ）、Birgit Faust
（CEFIC-PlasticsEurope）及び Mark Vints（FPE）、及び欧州委員会健康食費者総局（DG
SANCO）の事務局 Annette Schaefer と Bastiaan Schupp、及び Joint Research Centre
（JRC）Eddo Hoekstra 及び Catherine Simoneau である。これら技術ガイドラインは関
係者に拠り協議され、NRL、DG SANCO FCM WG 及び食物連鎖動物健康常任委員会のネ
ットワークで署名された。
この資料の用語の規則は、更に特定されないとき、プラスチック食品接触材料に関する規
則（EU）No 10/2011 を参照する。
イエローで編集者の注意が必要な項目を示す。
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グレーで規則 10/2011 に依然解釈されている項目を示す。
2

サンプリング

この章は適合性の目的に対する実験上の試験で用いられる材料及び製品の正しいサンプリ
ングについての検討を記述する。試験及びそのためサンプリングは異なる関係者で実施さ
れる：規制当局、同様に顧客、事業責任者及び第三者ラボである。規制当局による不適合
性検証のための試験と工業界による適合性検証のための試験の間で、区別を行う必要があ
る。引き続く中で双方のアプローチに一般的なある観点がまず与えられ、続いてそれぞれ
により特殊な措置でフォローされる。
2.1

サンプリングの一般的措置
2.1.1

サンプリングの戦略

サンプリングの戦略は、取られることになる適正なそして代表的サンプル選択が可能
になるよう規定されねばならない。このことに少なくともサンプルのタイプ、量又はサイ
ズの両及び性格を決める性状が含まれる。
2.1.2 前もって取るべき注意
サンプリングやサンプル調製の道筋の中で、サンプルをするひとへの安全性を保証し、
そしてつぎに影響を与えるいかなる変化も避けるよう前もって注意しなければならない：
－ 材料又は製品の化学組成（移行物質の残存量、ポリマー構造）
－ 物理的項目、例えば密度
－ サンプルの代表性、例えば表面のキズ
－ 既に包装されたサンプルへの食品の構成、例えば微生物学、感覚的性状及び湿度
－ サンプルの官能性状。
2.1.3 サンプルの表示
サンプルが不明確でないように特定できる関連情報（サンプルの ID 及び／又はバッチ
ナンバー）はサンプル又その包装材上に表記され、分析者に支援するものとなる可能性の
あるあらゆる追加情報（例えば試験すべき面）が付帯されねばならない。このサンプルの
表示は移行試験に影響を与えてはならないことに注意。
2.1.4 サンプルの包装と輸送
サンプルは単なるアルミホィールでラップし（アルミニウムが分析項目であるときは
注意）
、輸送中環境とあらゆる相互作用を防ぐことが推奨される。もしサンプルの物理的性
状によりこれが出来なければ、夾雑や輸送中の傷害を十分防止できる清浄な不活性の容器
に入れるべきである。輸送や貯蔵中に生じる恐れのあるサンプルへの何らかの変化やダメ
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ージを防ぐよう予防されねばならない。輸送時間は最短に保持されるべきである。敏感な
（例えば不安定な）サンプルは適切な温度で輸送しなければならない。
2.2 公的管理の意味合いにおけるサンプリング
2.2.1 範囲
サンプリングは規則(EU)No 10/2011 の範囲で及び関連のユニオンガイダンス（EU、
2014 年）の第Ⅰ章に沿って行われねばならない。
公的管理の意味合いにおける適合性検証のためのサンプリングは、飼料及び食品の公
的管理に係る規則(EC)No 882/2004、特にその第 11 条に従わねばならない。第 6.2 章も参
照のこと。
この第 2.2 章は規則(EC)No 882/2004 及び規則(EC)（注：(EU)の間違い、以下同じ）
No 10/2011 のサンプリングの要件を詳細説明する。このため得られるサンプルはそれらが
取られるバッチを代表するものと見なされねばならない。製品、材料及び食料について規
則(EC)No 10/2011 に記載された適合性は、ラボのサンプルに決められたレベルに基づき評
価されねばならない。
サンプリングはつぎで実施できる：
－ 食品接触材料のサプライチェーンの全ての段階
－ 食品工業で
－ EU への輸入地点で
－ 販売地点で
－ 小売業で
－ サンプリングに対する加盟国の法的ルールを尊重しなければならない。
2.2.2 措置
2.2.2.1 ひと
サンプリングは認められた及び又は適切に教育を受けたひとにより実施されねばな
らない。
2.2.2.2 サンプリングされる材料や製品
検査される各バッチは別々にサンプリングされねばならない。大きなバッチはその
後で別々にサンプリングできるサブバッチに小分けすることができる。
サンプルは常に最悪ケースの状況を示すものでなければならない。既に包装された
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日常食品について、このことは例えば最悪の場所（予想される最高温度で貯蔵され）又以
前はベストの状況で封止されていたことを意味する。もしそのサンプルが異なる商標やグ
レードの一連の材料を代表することが意図されるとき、そのとき移行試験における最悪ケ
ースの状況、例えば添加物やコモノマー又サンプル厚みで最高の濃度を代表する材料が選
択されていることを保証すべきである。しかしもし正しく議論されれば、最悪ケースを代
表するポリマーによる移行試験だけで受容可能である。例えばポリオレフィンの全てのタ
イプに使用される添加剤として LDPE による試験で満足できうる（EFSA、2008 年）
。
サンプルが製造業者から得られるとき、関連の適合制限や説明資料が求めに応じ参
照可能でなければならない（EU、2013 年）
。
2.2.2.3 サンプルの封止
適合性分析に用いられる各サンプルはサンプリングされた場所で封止され、加盟国
のルールに従い特定されねばならない。
2.2.2.4 サンプリングのプロトコール
詳細な記録は採取された各サンプルに保持されねばならない。最低限つぎの詳細情
報が各サンプルに記録されねばならない：
－ サンプリング日時
－

サンプリングの場所（例えば、サンプルが採取された工場／小売り地点の全住

－

サンプリングの地点（例えば、製造バッチの段階の記述、得られた材料や製品

所）
の保管地点又サンプルが採取されたフィルムのリールの場所；写真記録が助けになること
がある）
－

サンプルのタイプ（例えば、材料、製品、出発物質、製造プロセスの中間段階

の生産品、食品）
－ 規則(EC)No 1935/2004 による表示情報
－ 採取されたサンプル数
－ 各サンプルの量及び／又はサイズ
－ サンプル名称：サンプルの詳細記述（例えば、材料のタイプ）
－

サンプリングまでの製造の及びそのときのサンプル貯蔵条件（遅延時間又セッ

トオフが生じたかどうかを示す）
－ サンプリングの理由
－

責任者やサンプリング者の氏名や署名

バッチの各ンプルについて、サンプリング中に記入される必要のある適正なサンプ
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リングプロトコール様式が作成されねばならない。このサンプリングプロトコールは国家
の手続きにより関連の関係者に発行されねばならない。関係者の例として、(ⅰ)監視者、(ⅱ)
規制ラボ、(ⅲ)サンプル地点の事業責任者、及び(ⅳ)FCM や製品に関する生産者がある。サ
ンプリングのプロトコールは、この規則の第 16 条による説明資料に収載するため、事業責
任者に発送されねばならない。サンプリングプロトコールの例を付属書Ⅰに示す。
2.2.2.5 ラボ分析のためサンプリングされる材料の量
試験サンプルは、こうした手続きがサンプリングや事業責任者の権利についての加
盟国のルールと矛盾しなければ、規制（暫定的分析）、議論（議論の場合分析は繰り返さね
ばならない）及び比較参照（規制当局と業界のサンプル分析後合意がないとき、確認のた
め分析は別のラボで実施しなければならない）の目的のため採取される。ばらつきは又、
規則(EC)No 882/2004 第 11 条(6)の枠組み“特に彼らは、飼料及び食品事業責任者が、非常
に腐りやすい生産品や利用可能な基板が非常に低品質の場合のように不可能でなければ、
補助的な専門家の意見のため、充分な数のサンプルを得ることができる” の中で生じるこ
とができる。
材料や製品が不均一の分布しているという事実に拠り、常に試験サンプルを代表す
る量に注意しなければならない。
公的管理では、ポリマータイプの特定に一つの試験サンプルを、表面積計算にもう
一つの試験サンプルを採取することが推奨される。もし議論や参照用のサンプルが検討さ
れるときは関連する 6 つのサンプルが必要である。
適合試験、即ち移行や残留量について、製品や製品のセットへの試験サンプルに推
奨される最低量は、水性食品疑似溶媒、食品／食品疑似溶媒及び温度時間条件における一
連の特定移行や総移行に基づき、3 となる。同様に植物油への試験サンプルに推奨される最
低量は 9、即ち移行の接触時間ごとに 3 つのサンプルとなる。
注意：材料や製品が均一であることを立証される場合、一つのサンプルで充分であ
る。
サンプルの量は又、議論や参照のため残量濃度の移行試験に必要な試験サンプルを
得るため、3 倍にすることができる。そのため全体として、水性食品疑似溶媒での特定移行
や総移行には 9 つの試験サンプルが、植物油での総移行には 27 の試験サンプルが推奨され
る。追加物質、食品／食品疑似溶媒又試験条件それぞれのため、これらの数が追加される。
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ホィール、ラップ、ネット、ストリング、ケーシング及びスキンなどの材料につい
て、規制当局の試験サンプルの最低量は、サンプルの名称や 3 倍にされた移行試験に必要
なエリアに依存する。この量は又、議論や参照に必要な試験サンプルを得るため、3 倍する
必要がある。追加の物質、食品／食品疑似溶媒又試験条件それぞれを 3 倍するため、3 倍の
移行試験の必要量を追加する必要がある。
注意：もしホィールやフィルムに変化や反応が生じていれば、ホィール／フィルム
のボビンの最初の層を無視することが、代表サンプルを得るため必要になることがある。
小売段階で、食品接触材料及び製品及び既に包装された食料及び台所や食卓のサン
プリングは、上記のサンプリングの推奨に拠り可能なところで実施されねばならない。こ
れが可能でないところでは、他の効果的サンプリング手続きが、それらが十分な代表であ
ることが確認される限り使用できる。工業生産品プラントの一部／構成物としての食品接
触材料及び製品（例えばフラットなコンベアベルト；管、シーリング）のサンプリングは、
上記のサンプリングの準備に拠り可能なところで実施されねばならない。必要なら、試験
に関連する食品が（問題の食品接触材料及び製品に接触する前及び／又は後で）それらの
法的及び分析による検証双方を保証するような方法でサンプリングされねばならない。
2.3 業界での／業界による適合試験のためのサンプリング
2.3.1 序論
この章は総移行量制限及び特定移行量制限との適合性のスクリーニングのため、プラ
スチック材料及び製品をサンプリングするときの主な考えどころを示す。結局サンプリン
グとはそれが試験とリンクしているときだけ目的となる。それ故この結果として、ある種
の考えどころは現実のサンプリングよりも試験をする（又は試験を行わない）理由に関係
する。試験の目的に拠って、特定の試験やサンプリングの戦略が分かれ、ここで以前実施
された試験が又考慮できることになる。
事業責任者は彼の説明資料の中に、サンプリングや試験に関する彼の考えを書類化し
なければならない。
2.3.2 サンプリングの基本的観点
サンプリングの一般的措置がこの章の初めにある第 2.1 章で示される。
食品接触材料及び製品は規則 2023/2006 に記載された GMP への要件に沿って生産さ
れ、それらの性状や組成と整合している限り、採取されるあらゆるサンプルは、生産品の
構成やその製造パラメーターがその移行の挙動を再試験すべき要因となるような時まで、
生産運転数と無関係にその生産のいかなるバッチに対しても代表となりうる。もし一貫性
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が達成され書類化されていれば、再試験は GMP アプローチにより少ない頻度で実施できる。
サンプリングへの適切なタイミングを決定するため、事業責任者は、生産後すぐにそ
の規定的な物理的又化学的状況に到達しきっていない彼の生産品について、あらゆる材料
の存在を考慮しなければならない。例えばインキは乾燥させる必要があるが、二成分系接
着剤は化学的硬化プロセスを課し、又プラスチックは押出により再結晶化できる。これら
のプロセスはサンプリングを行う前に、平衡状況になっていなければならない。従い例え
ば最終的な包装材料への決定的時間は、それが販売されそして食品接触に使用できる、そ
の製品が食品接触材料生産企業の手を離れるときである。このことが、FCM をサンプリン
グするときの最低限の時間を設定する。
上限は依然使用に最適な FCM の最大期限により設定される。その間、つぎの観点に気
を配る必要がある（特に特定移行の試験において）
：
●セットオフが、試験すべき FCM の食品接触側に存在する物質の量に影響する可能性
がある；
●多層膜の FCM の層間での平衡状態が、つぎのいずれかに係る可能性がある：
－ その材料が平衡状態になるまで待つ、又は、
－ この規則の措置に従いより厳しい試験条件を使用する、又は、
－ 試験に先立ちラボでその試験を状態調節する（例えば 40℃のオーブンで 10 日間
貯蔵する）
●前の 2 つのポイントは、FCM のユーザーが、あらゆる時間の長さでその FCM を貯
蔵しないような即納の供給者には関連しない。
あらゆる状態調節にも係らず、サンプルは現実的長さで生産品の一部であり続けねば
ならない。例えば通常の生産品の運転が、数か月間積み上げられ貯蔵し続けられるカップ
の積み上げの生産に従事するなら、単一のカップを生産後直ちにサンプリングするため分
離するのは適当ではない。
生産される材料からサンプルが採取される物理的場所はある場合重要になりうる。例
えばリールされているような材料が生産され、揮発性物質の移行試験にリールの外側の巻
物をサンプリングするとき、その物質がなくなっていることが予測できる。もしその揮発
性物質が又その材料の現実的使用でなくなることが除外できないなら、リールのより内側
をサンプリングするのがより好ましい。同様のあらゆる観点（例えば、裏移り）がどこで
サンプリングするかそして如何にサンプリングするかを決める時検討されねばならない。
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プラスチックの中間体（粒、フレーク、粉）をサンプリングする場合、サンプリング
された中間材料を、その材料に適した加工条件により試験片を移し替えるのがベストであ
る。試験片は典型的には決まった厚さや形状をもつフィルムやシートや他の成形品である。
代わりに移行のモデル化や全移行の計算には、サンプリングされたプラスチック中間体に
含まれる物質濃度を直接定量することができる。この場合揮発性物質への結果は、成形品
へとその意図された加工を経た試験片に比較し過大評価されることになる。
サンプリング時、採取したサンプルをその生産品の生産運転や使用した原材料、同様
に手元にある試験やその結果の解釈に係ると考えられる他のあらゆるパラメーターと明確
に係わりうる関連のポイントについて、記録を保持しなければならない。
FCM の貯蔵やサンプルの輸送における条件に拠り、サンプルはラボ到着時状態調節と
して、即ち、適宜標準化された温度と相対湿度に置く必要があることがある。
2.3.3 ファミリーアプローチ
必要なら、事業責任者は試験すべきサンプル数をより管理可能な数に低減するよう試
みることができる。この目的のため、材料及び製品を製造する事業責任者は、より大きな
グループ、そのグループを代表するサンプルとしての“生産品のファミリー”から一つ又
はそれ以上の個々の生産品の選択を正当化するため、それらの配合構成や構造の類似性を
見ることになる。生産品をひとつのファミリーに置く決定へのこの正当化は、説明資料の
一部になければならない。
これらの検討の正確な詳細情報を、この資料に全面的詳細情報の中で記述することは
出来ない。結局それらは、製造業者により使用される一連の材料に、彼の生産品のポート
フォリオに、製造に使用される多様なプロセスに、最終的使用用途のタイプなどに依存す
るからである。これらの検討はそれ故製造業者の説明資料の一部となる。
2.3.4 試験の頻度
法的観点から、適合試験は、適合宣言（DoC）
（第 15 条及び付属書Ⅳ）に与えられた
情報を正当化するため必要な説明資料（規則第 16 条 2 参照）の一部である。第 15 条 3 は、
DoC について、移行の性状を変化させる生産品の配合構成や生産の主要な変更点に対し更
新する必要があるインターバルに係る。試験の頻度は GMP に拠り、そのため製造パラメー
ターや試験結果の関連に係る生産者の知見に拠る。
事業責任者はあらゆる与件とされる生産品に得られる試験結果の統計学的有意性を、

138

そしてそれが如何に彼の試験の頻度に影響するか検討しなければならない。その生産品や
その生産品のファミリーに対する試験結果の歴史的トラックレコードのまとめが、適合性
維持を結論づけるに十分な頻度があるかないか示すことになる。一方で単一の分離された
試験は大きな不確実性をもつ。もし試験結果が、分析上の不確実性を引いた移行制限より
小さくないとき、適合性確認に追加試験が必要となる。
試験に係る変更管理に行うことができる多数の検討が存在する（例えばサンプリング
の必要性）
。これをフォローするものとしていくつかの例を示す：
●製造プロセスにおける変更は、生産される材料の関連性状の調査により直接的に、
又その移行性状の調査により間接的に、又その両方を評価できる。
●SML の適合性については、SML のある新規物質を導入する、又現在の量を大きく変
える配合構成におけるあらゆる変更が、新たな適合評価を生じさせる（試験や他のあらゆ
る方法のいずれかで）
。
●生産品のグループに対する適合性設定での“ファミリーアプローチ”
（2.3.3 参照）を
フォローするとき、新規又再配合されたあらゆる生産品は、既に既存の生産品ファミリー
の定義の中でフィットすることができ、そのため追加試験が求められないことがある。
上記に加え、適合試験への法的措置が変更されるとき、試験を繰り返えすことが必要
になる可能性があることに注意。
2.3.5 試験への代替、即ちサンプルしない理由
総移行については試験への代替はないが、ファミリーアプローチ（2.3.3 参照）及び試
験の頻度（2.3.4 参照）への措置が全面的に適用される。この規則はサプライチェーンの各
段階において総移行量試験を求めてもいないし、最終材料や製品が試験できることを求め
てもいないことに注意が必要である。最終的な材料や製品の製造業者は OML との適合性確
認に法的義務をもっている。このことは、もしその最終的な材料や製品の製造業者が、彼
のサプライヤーから受領した準最終的な材料に比較し、彼の最終的な材料や製品の移行の
性状に大きな差がないことを（彼の説明資料の中で）正当化できるなら、上流のサプライ
ヤーにより実施される試験に対する根拠となりうる。
特定移行については、規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴの第 2.2 章に示すように多くの試験へ
の代替がある。加えて SML との適合性に係る情報の変更についてある種の事業上の基準が
ある。このため－もし彼のサプライヤーが例えばその物質の濃度を開示したとき（最悪ケ
ースの計算や移行のモデル化を用いて）
、又関連のサンプルに対し、又ある使用条件に対し、
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又ある層の厚みやブレンドの濃度などに対し、事業責任者が試験なしに SML の適合性を評
価することができることになる。これらの場合、あらゆる計算やモデル化の一部としての
－この情報を受理した事業責任者によりなされるべき残された僅かなことは、受理した生
産品に対する彼の利用が、同様に食品に接触する最終的用途が、彼のサプライヤーにより
記述された条件にカバーされていることを確認することである。しかしながら事業責任者
の自主監視は又 GMP の一部でもある。
3

既に食品と接触している材料や製品又疑似物としての食品を用いた－特定移行試験

特定移行量制限との適合性を検証する食料の試験は 2 つの状況で実施できる：
(ⅰ) 包装済食料。もし食品が既に材料／製品に接触しているなら、食料に含まれる当該物
質の濃度の同定が、特定移行量制限との適合及び不適合を評価するただ一つの方法である。
(ⅱ) 食品にまだ接触していない材料及び製品。材料や製品に対する特定移行との適合性検
証は、移行試験に食品疑似溶媒よりも食品を用いて立証できる（規則(EU)No 10/2011 付属
書Ⅴ第 2 章）
。規則(EU)No 10/2011 第 18 条 6 はつぎのように述べている：食品で得られた
特定移行量試験の結果は、食品擬似溶媒で得られた結果より尊重されねばならない。食品
擬似溶媒で得られた特定移行量試験の結果は、スクリーニング試験により得られた結果よ
り尊重されねばならない。
注意：食品にまだ接触していない材料や製品の特定移行試験に食品を用いることは、現実
的制限、即ち試験の間の食品構成の変化や分析上の困難さを示すことがある。
3.1 包装済食料
食品に既に接触しているプラスチック包装材料又は製品からの特定移行の適合性を試験
するため、この規則の付属書Ⅴ第 1 章に記載した一般的ルールを適用する。
規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 1 章はつぎのように述べている：
“1.1 サンプル調製
材料及び製品は、包装材料表面の説明に示された通り、又は特に指示がなければ包装済食
品に充分な条件で保管しなければならない。食品は、製造者が当該製品が品質又は安全性
上の理由から使用すべきと示した消費期限前に、当該材料及び製品から除去されねばなら
ない。
”
それ故包装済食品はこのインストラクションに従い貯蔵されねばならず、食品は、消費期
限や製造事業者がその生産品が品質の点から使用すべきとした何らかの日までに、包装材
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料から分離されねばならない。適合性は消費期限までの何らかの時期に検証されねばなら
ない。
移行結果が特定移行量制限に近く、そしてサンプルが消費期限以前に分析されていたとき、
超過するリスクは消費の期限までに存在する可能性がある。これは、移行の平衡が試験時
到達していたかどうかに依存し、そのためケースバイケースで検討しなければならない。
移行の値が SML に近づく試験では、フォローアップの調査が食品包装材料の製造業者とと
もに、例えば説明資料を検査する中で実施されねばならない。適用可能なとき移行のモデ
ル化が、その移行が平衡に達していたかを立証するため使用でき、それ自体増大する貯蔵
時間が移行値の増加の結果になるとは予想されない（移行のモデル化については第 5.2.3 章
参照）
。これが確認できないとき、そのときは消費期限の最後までに再試験の可能性が検討
されねばならない。
包装材料からの食料の除去は、最悪ケースを仮定して消費者の行為を真似ねばならない。
材料の表面にくっついているあらゆる食品を除去するとき、そしてそれを分析前に残りの
ものと均一化するよう注意すること。
規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 1 章はつぎのように述べている：
“1.2 試験条件
食品は、もし食品が包装材料の中で調理されねばならないときは、包装材表面の調理の説
明に従い取り扱わねばならない。食べることを意図されていない食品の部分は除去し捨て
なければならない。残りを移行のため均一にし分析されねばならない。分析結果は常に、
食べることが意図された食品接触材料に接触している食品の量に基づき計算されねばなら
ない。
”
それ故もし食料が包装時加熱されるべきとインストラクションにあるとき、これらは包装
材料から食品を除去し、均一化しそして試験する前にフォローされねばならない。ある食
料については、加熱の一手段以上のもの、即ち電子レンジ内及びオーブン内での加熱が包
装材料上に記述されることがある。こうした場合、最悪ケースの条件は食品の調理に選択
されねばならない。もしそのインストラクションから最悪ケースであることが明瞭でない
とき、食品／包装材料の界面温度は CEN 標準 EN14233（注 1）に従って決定されねばな
らない。包装内での調理の各方法について界面での接触時間と温度を考慮し、それから最
悪ケースの試験条件が決定されねばならない。代わりに指示された全ての加熱条件が試験
され、最も高い結果が適合性評価に使用される。
（注 1）この標準は依然前のプラスチック食品接触法制度を参照している。しかしこの標準
は依然、“理事会指令 82/711/EEC”を“規則(EU)No 10/2011”として、そして“EN
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1186-1:2002 の表 3”を“規則(EU)No 10/2011 の付属書Ⅴ”として読み替えることで依然
利用できる。
加速試験の使用条件は食品を試験するとき推奨されない。なぜなら食品の状況を劣化さ
せる可能性があるからである。例えばより高い温度で食品中の油脂は表面へと動き、その
ため包装材料により密着しより大きな油脂接触となる。
食品の一部例えば食べることが意図されない骨は、均一化と試験前に除去されねばならな
い。包装済食品の液状媒体は、これが明らかに表示に示されているときだけ除去されねば
ならない。こうした場合、濃度決定のための食品の重量は、食べられることが意図される
量である。
ある種の食料について、生産品は消費前に更に加工が課せられる。例えば水で希釈、添
加物としての利用、水での煮沸（包装材料の内ではなく）など。これら食料について、食
品中濃度は、これらのサンプル調製段階、即ち包装材料からの除去についてや更なる調理
なしとする前に決定する必要がある。濃度決定に使用される食料の量は、包装済食料の量
である。
規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 1 章はつぎのように述べている：
“1.3 移行物質の分析
特定移行は、規則（EC）No 882/2004 第 11 条の要件による分析方法を用い食品で分析す
る。
”
移行物質質の分析はこれらガイドライン第 6 章で扱われる。食料の試験に考慮すべき特定
のポイントは、移行物質が分析同定におけるあらゆる妨害物質から分離されていることを
確認することにある。食料は食品疑似溶媒より一層複雑で、それ自体妨害物質が存在する
可能性が一層大きい。
既に食品に接触している材料／製品からの特定の移行物質を試験するとき、手続きの図解
表示はつぎで示される：
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規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 1 章はつぎのように述べている：
“1.4 他のソースに由来する物質の考慮
部分的又は全ての物質が、試験を実施する材料又は製品以外の一つ又はそれ以上のソース
に由来するような食品サンプルに関連する証拠があるとき、試験結果は試験結果を適用さ
れる SML と比較する前に、その他ソースに由来するその物質の量を補正しなければならな
い。
”
包装済食料の分析は、生産中に、例えば添加物に使用される包装材料、加工及び調理器具、
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同様に最終的な食品包装材料に接触した全ての材料や製品からの汚染の合計を示す。最終
的な食品を包装する材料をはじめ食品や食品接触材料に潜在する環境汚染物に限定されな
い。このことは、特に広く分布しているフタレート（食品接触材料物質
157,159,283,728,729）などの物質に適用される。調査において食品接触材料に由来する及
び帰属する移行だけが、この規則へのその適合性に関連する特定移行は、そのサンブルに
おける当該物質の総量から、他のソースに由来する量を差し引いて定量しなければならな
い。
それは加盟国の規制当局にリスク管理を決定させ、そして小売業者が彼らのサプライヤー
に汚染物のソースの追跡を促進させよう特定させる。食品の適合性に対するリスク管理決
定を行う時、食品法（規則(EC)No 178/2002）の関連措置、特に第 14 条が適用されねばな
らない。
3.2 まだ食品と接触していない材料及び製品
食料を使用した移行試験が、つぎの状況に計画することができる：
●食料が水、例えばミネラルウォーターや香料水の場合。
●食品疑似溶媒の代表制が疑われる場合。
●食品疑似溶媒への移行試験ができないとき。例えば品質保証が受け入れられないとき
や食品疑似溶媒による試験が食料それ自体による試験より分析的により困難なとき。
●材料／製品が単一で充分規定された食料に、又最悪ケースを代表する食料が選択でき
るような食品タイプに接触が意図されるとき。
規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 2 章はつぎのように述べている：
“2.1 確認試験
食品への移行の移行量制限との適合性確認は、パラグラフ 1.4、2.1.1、2.1.6 及び 2.1.7 を
考慮し、現実的使用で予見される最も厳しい条件の時間及び温度の下で実施されねばなら
ない。
”
それ故移行試験の条件は、現実的使用に予見される最も極端な温度時間でなければなら
ない。例えばもし包装材料が、ある食品タイプにより一連の食品接触用途に使用できると
き（例えば 100℃×1,2,3 及び 4 時間）、そのとき最も厳しい条件（この例では 100℃×4 時
間）だけがその食品タイプに試験される必要がある。
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いくつか連続する接触条件を課せられる可能性のある材料や製品については、これらは
同一の食品の部分を用い連続的に実施しなければならない（4.4.1.3 参照）。例えばプラスチ
ックボウルは、熱い食品に使用され、それからその食品は一定時間室温で保存される可能
性がある。スクリーニングアプローチとして、アレニウス式が連続試験条件の組み合わせ
に、そして 5.2.5 章により一つの温度-時間条件の計算に使用できる。
この方法で食品への移行を試験するとき、同定される移行結果は、調査される特定の食
料及び移行試験に使用されるその食品が最悪ケースになると考えられる同じタイプ以外の
あらゆる他の食品に適用できる。
食品に使用される移行試験は代表的方法で実施されねばならない、即ち、接触の程度や
試験温度は現実の使用に見られるのと同じでなければならない。接触のあらゆるばらつき
が移行の結果の不確実性を検討するとき考慮されねばならない（4.4.1 章及び 4.4.3 章参照）。
なんらかの接触のばらつきは、移行結果の不確実性を検討するとき考慮されねばならない。
代わりにより厳しい試験条件（例えば上昇温度で）が、それらの条件下より高い移行の値
が得られ、そして上昇する接触温度が食品の状況、又食品や食品包装材料の接触状況を変
えないことが立証されたとき、適合性評価に使用できる。
包装材料からの食品の除去、食べられない部分の除去、均一化と上記に示された試験を
記述している包装済食料への第 3.1 章が又ここで適用できる。同じことが消費前に再調整が
求められる食品に当てはまる。
繰り返し使用が意図される製品には、食品への移行試験は 3 回実施され、各試験に新た
な食品の部分が使用されねばならない。3 回目の移行試験から得られ暴露された食品におけ
る問題となる分析物の濃度が、その後適合性を検証するため SML と比較される。SML を
伴う不検出（ND）の物質については除外があるが、1 回目の試験結果が既に不検出でなけ
ればならない。もし特定移行が 1 回目から 3 回目の移行接触で増加し、又もし多層膜でフ
ァンクショナルバリヤーの前方にある物質が遅れて移行するなら、生産者は、これら物質
がなぜそれにも係らず生産品の試用期間の間に制限値を超えないか、その理由を裏付け資
料に示さねばならない。
4

食品疑似溶媒を用いた移行量制限への適合性の検証
4.1 序論
適合性の検証は 2 つの目的をもつ：
1.個々の物質の特定移行がその特定移行量制限に適合しているかチェックすること、及び、
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2.その材料や製品が総移行量制限に対し不活性であるかチェックすること
個々の物質の食品への移行の適合性検証は第 3 章に記述されている。個々の物質の特定
移行の適合性検証は又、規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅲに示された食品疑似溶媒を用い、そ
してこの規則の付属書Ⅴ第 2.1 節に記述された使用条件を用い示すことができる。しかし食
品中に得られた特定移行試験の結果は、食品疑似溶媒で得られた結果より優先する（規則
(EU)No 10/2011 第 18 条 6）
。
注記：McCombie らは（2016 年）、ガスケットの食品との長期接触はこの章に記述され
た移行試験条件を模擬できないことを示している。適合性検証は実際の包装済食品で実施
する必要がある。
関連の制限との適合性を検証するため、移行実験が、予見できる使用条件下材料が食品
と最も厳しく接触する条件（温度／時間条件）を考慮し実施されねばならない。代表的条
件がこの規則の付属書Ⅲ（正確な食品疑似溶媒の選択）と付属書Ⅴ（温度／時間条件）か
らとられねばならない。特殊な場合が予見される。例えば 30 日超の貯蔵、接触回数や温度
の組み合わせ又繰り返し使用（4.4.1 章及び 4.4.3 章参照）。
材料の不活性の立証、いわゆる総移行量は食品疑似溶媒にだけ可能であり、現実の食品
では行わない。試験条件は、試験条件を規定し、定められた試験条件によりカバーされる
実際のライフの条件について説明を与えているこの規則の付属書Ⅴ表 3 から選択しなけれ
ばならない。
時にはリストされた食品疑似溶媒 A,B,C,D1 及び／又は D2 への移行の立証が、化学的又
物理的理由、例えば食品疑似溶媒との反応又はプラスチックの食品疑似溶媒との非互換性
により不可能になることがある。この規則はこれらの場合にだけ、食品疑似溶媒 D2 への代
替使 用を適合 性検証のため に特定し ている（イソ オクタン 、95%エタノ ール や 2 ，
6-diphenyl-p-phenylene oxide）
。食品疑似溶媒 E は付属書Ⅲ表 2 に従い乾燥食品への物質
の特定移行を定量する食品疑似溶媒として指定されているが、食品疑似溶媒 E は又高温用
途（175℃以上）の場合だけについて、総移行量を定量するため食品疑似溶媒 D2 を代替す
るものとして指定されている。
4.2 食品疑似溶媒
4.2.1 食品疑似溶媒 A,C,及び D1
食品疑似溶媒 A（10v/v%エタノール水溶液）、C（20v/v%エタノール水溶液）及び D1

146

（50v/v%エタノール水溶液）はエタノールの初期濃度を考慮し、エタノールを水で適当に
希釈して(v/v)調製される。
4.2.2 食品疑似溶媒 B
食品疑似溶媒 B（3w/v%酢酸水溶液）は酢酸の初期濃度を考慮し、酢酸を水で適当に希
釈して(v/v)調製される。
4.2.3 食品疑似溶媒 D2
食品疑似溶媒 D2、油性食品への食品疑似溶媒は植物油である。植物種の組成はその産
地によりばらつく。植物油は一連のグリコールエステル、フリーの脂肪酸、ワックス及び
エッセンシャルオイルや類似の物質で構成されている。
特定移行
特定移行量制限の検証のため、植物油の組成は一般に移行の挙動に対して影響は限定
的である。
植物油を使った特定移行の実験を始める前に、その油に妨害物質がないことの検証が
推奨される。
総移行
総移行の定量に使用される植物油は精留され、非ケン化物（ワックスやエッセンシャ
ルオイル）
（注 2）を 1%未満しか含まないようにしなければならない。特にポリオレフィン
にワックスやエッセンシャルオイルは強く吸収され、それが吸収された油の組成を初期の
組成に比較し有意に変化させる。総移行の過小評価やマイナスの値にすらなることがある。
他方、油に含まれるフリーの脂肪酸が相対的に多いと、ポリオレフィンや同様に高い拡散
を示すポリマーには、最悪ケースの食品疑似溶媒になると考えねばならない。フリーの脂
肪酸は、より小さい分子サイズのためポリオレフィンの中に有意に速く侵入し、そのため
移行の上昇を惹き起こす。
（注 2）精留や精製は、植物油について、低温や高温の圧搾や抽出で得られる植物油に存在
するトリグリセライド以外のものの殆どを取り除く処理である。油は、ワックス、エッセ
ンシャルオイル、フリーの脂肪酸、パーオキサイド及びクロロフィルなどの物質を除くた
め、還元、漂白剤及び／又はスチーム処理することができる。定量には EN ISO 3596:2001
及び 18609:2001 を参照。
上記にまとめた理由について、総移行試験に意図された植物油は正確に精製する必要
がある。精製プロセスは妨害物質や非ケン化物やフリーの脂肪酸を取り除くことになる。
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一般に非ケン化物及び／又はフリーの脂肪酸を 1%未満しか含まない油は、その油が冷暗所
や冷蔵条件で貯蔵される限り、全ての移行実験に適している。総移行の定量における妨害
物質の存在を定量する方法は付属書 7.1.6.1 に示す。
1%超ワックスを含む影響の例：
植物油への総移行は、油への接触前の試験片の重量と接触後の重量プラス吸収された
油の重量間の差により決定される（付属書 7 参照）
。油への接触前のポリオレフィン試験片
の重量と接触後の重量の差は例えば－90mg である。もし吸収された油に測定された重量が
例えば 100mg とすると、そのとき測定された総移行量が 10mg となる。この油は非ケン化
物 1%未満の要件に適合しているので、優先的吸収による結果への影響は無視できる。
しかしながら、もしその油が例えばパラフィンワックスを 2%含むとすると、吸収され
た油におけるパラフィンワックスの濃度は、優先的吸収により例えば 10%まで上昇する。
そのとき吸収された油の真の重量プラス増加したパラフィンワックスは実際 108.9mg とな
る（100（油 98mg+ワックス 2mg）+8.9mg（追加された 8%のワックス））
。ポリオレフィ
ンからの真の総移行量は、10mg と測定された総移行とは異なり、18.9mg（－90+108.9）
である（注 3）
。
（注 3）詳細な解：100mg と測定された油の吸収量は、優先的吸収なしに 2mg のワックス
を含む(2%)。真なる油の吸収量（y）は測定された油の吸収量プラス特別に優先吸収された
ワックス（x）
：y=100+x となる。その油にある優先吸収されたワックスの濃度は、10%：
(x+2)/y=0.1 となる。これら 2 つの式から、x=8.9mg、そして y=108.9mg となる。
第 2 の問題は、植物油として最も頻繁に使用されるオリーブ油とポリマーの両方に存
在する可能性のある物質による妨害である。例えばオレアミド、脂肪酸及びそれらの誘導
体のような物質はしばしば静電防止剤、乳化剤又離型剤として使用され、吸収したオリー
ブ油の正確な定量化を妨害し、総移行量の過大評価に導く。これらの場合、オリーブ油は
食品疑似溶媒 D2 の規格の範囲内にある他の植物油に代替しなければならない。
注意：オリーブ油における過大評価された総移行は、スクリーニングの意味合いの中
で適合性検証に使用することができる（第 5 章参照）。
例：
妨害物質がない場合、オリーブ油に接触する前の試験片重量と接触後の重量の差は例
えば－100mg である。もし吸収されたオリーブ油に測定された重量が例えば 110mg のとき、
総移行量は 10mg となる。
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別の場合、同様の試験片が妨害物質のオレアミドを例えば 100mg 含むとする。もしオ
リーブ油との接触の間に例えばオレアミド 20mg が移行するとすると、残りのオレアミド
80mg は吸収された油として定量される。吸収されたオリーブ油に測定される重量は 110mg
ではなく 190mg となり、総移行はその結果 10mg ではなく 90mg として測定されることに
なる。
オレイン酸のピークに重なる妨害も起きる可能性がある。そのときリノール酸を多く
含む油、例えばサンフラワー油や大豆油が使用されることがある。もしオリーブ油に近い
脂肪酸のパターンをもつ植物油が妨害の問題を解決できないと、短鎖の脂肪酸を含む飽和
した油、例えばラウリル酸やミリスチン酸（C12 や C14）が多いココナッツ油やパーム油が
使用できる。短鎖のトリグリセライドを用いたポリオレフィンからの移行は、移行の挙動
をやや上昇させる可能性があり、長鎖不飽和のトリグリセライドに比べより厳しい食品疑
似溶媒と見なさねばならない。しかしポリスチレンでは移行はやや低く、差がマイナーな
ので、短鎖の飽和脂肪酸の油は不飽和の油に等しいと考えられる。
4.2.4 食品疑似溶媒 E
食品疑似溶媒 E は、大きな特殊な表面積をもちそれ故強い吸収性状をもつ、非常にポ
ーラスなポリマー（2,6-diphenyl-p-phenylene oxide）である。それはそれぞれ 60～80 メ
ッシュの特殊な粒径と 200nm のポアサイズをもち、一般に商品名 Tenax 或いは変性ポリフ
ェニレンオキサイド（MPPO）系吸収剤として引用される。MPPO は又 PPO や PS のブレ
ンドとして引用されることにも注意されたい。混乱を防ぐため、この用語やその省略形を
用いない。このポリマーは洗浄手続きを用い洗浄可能で（付属書 3）そして再利用できる。
多くの実験から（Alnafouri 及び Franz、1999 年；Jickells 及び Castle、1993 年；
Mountfort ら、1994 年、1996 年；Piringer ら、1993 年）、乾燥食品への移行と食品疑似溶
媒 E への移行を同様の非常に近い接触条件下比較する時、食品疑似溶媒 E への吸収は一般
に乾燥食品へより高いことが示された。このことは特定移行試験に関連し全ての接触温度
の範囲で事実である。それ故乾燥食品への接触の場合、特定移行量制限との適合性検証に
使用される。
食品疑似溶媒 E に吸収した揮発性の移行物質が特にそれらを失うことなく分析できる
特定移行試験とは反対に、総移行量試験には重量法の定量が適用される。この方法に係る
問題は、有機溶媒が食品疑似溶媒 E に移行した全ての物質を完全に抽出できない恐れがあ
ることである。それ故、食品疑似溶媒 E だけが乾燥食品への特定移行試験に指定されてい
る（規則（EU）No 10/2011 付属書Ⅲ第 2 章）
（注 4）
。
（注 4）現在議論中だが、乾燥食品での総移行試験は除外される可能性がある。このガイド
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ラインの版の読者はこうした除外について規則をチェックするようアドバイスされる。こ
の規則の現在の版はこうした除外を示していない。そしてこの変更は 2016 年末まで予想さ
れない。総移行量の疑似溶媒 A,B,C,D1 及び D2 によるシミュレーションは非現実的なので、
総移行量結果はひと健康保護に間接的に関係するにすぎない。この試験の除外は、食品疑
似溶媒 E だけがこの規則に示されている食品に接触が意図される材料だけに適用されるこ
とになる。
4.2.5 食品疑似溶媒 D2 の使用が出来ない状況
適合性検証試験は、リストされた食品疑似溶媒 A,B,C,D1,D2 及び／又は E を用い、プ
ラスチックに接触を意図した食品の性状を考慮して実施しなければならない。この規則は
つぎの状況に対し除外を設けている。
●付属書Ⅲは食品タイプ 01.04 非変性エタノールの食品疑似溶媒として、食品疑似溶
媒 D2 の代わりに 95%エタノールを指定している。このことは実際の食品との接触を考慮
した結果である。
●この規則の付属書Ⅰでは、数少ない物質がカラム（11）でマークされ、油性食品と
の接触による適合検証は指定された食品疑似溶媒で実施すべきとされている。食品接触物
質 822 には飽和油性食品疑似溶媒の使用を求め、一方食品接触物質 498 は油性食品疑似溶
媒 D2 を代替するものとしてイソオクタンの使用を規定している。
食品疑似溶媒 D2 は非常に複雑な混合物である。ある種の物質、例えば一級アミンは食
品疑似溶媒 D2 に存在する一つ又はそれ以上の成分と反応する可能性がある。
その場合 SML
との適合検証は食品疑似溶媒 D2 では不可能になるだろう。又付属書Ⅰにある物質、例えば
二量化脂肪酸（SML 0.05mg/kg-食品）は食品疑似溶媒 D2 の化学的物理的性状と非常に類
似しているので、分析上の観点より食品疑似溶媒 D2 から端的に分離できず定量化できない。
技術的理由において SML との適合検証が食品疑似溶媒 D2 の規格にあるあらゆる植物
油によりできないことが立証された場合だけ、下記アプローチが油性食品の適合検証を実
施するため適用出来る。
立証し書類化すべき技術的理由をつぎに示す：
●総移行量の定量において、
－油を過剰に吸収する（例えば、膨張したポリマー）即ち、膨潤したとき、結果に
おける分析操作の不確実性は分析誤差より大きくなる。
－あらゆる既知の方法をもってしても吸収された油の回収が困難（付属書 7.4）
。こ
のことはある種の高温用途で生じることがある。
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－吸収された油の回収と定量に妨害物質が存在する。
－油との接触の前後でサンプルの正確な重量測定が困難。
－試験サンプルに物理的変化が生じる（例えば、ラミネートが剥がれる）
。
●特定移行の定量において、
“技術的理由や反応”がつぎの理由をもつ：
－その物質が食品疑似溶媒と反応する（例えば、一級アミンと油）
。
－その物質の物理的化学的性状がその物質の油からの分離を妨害する（例えば二量
化脂肪酸、SML 0.05mg/kg-食品をもつポリマー物質、ワックス（食品接触物質 93）など）
。
－食品疑似溶媒 D2 から避けられない妨害物質がある。
－植物油にある物質の分析上の検出限界が不十分。
－試験サンプルにおける物理的変化（例えば、デラミネーション）
。
4.2.5.1 特定移行
こうした状況で適用すべき疑似溶媒は、イソオクタン、95%エタノール及び食品疑似
溶媒 E である。安全性の理由から、イソオクタンや 95%エタノールを使用する最大温度は
60℃に制限される。それ故その材料が高温で食品と接触する場合、うまく高温条件（100℃
以上）をシミュレートできる食品疑似溶媒 E による移行試験を実施すべきである。上記の
あらゆる疑似溶媒を使用する前提条件は、その材料や製品が、その他食品疑似溶媒 D2 とと
もに使用する 100℃かそれ以上の試験条件に耐えられることである。試験開始前に、試験サ
ンプルが意図する温度に耐えられうることを実際に立証すべきである。その目的には、試
験片を最低 1 時間の間適切な温度条件の下植物油に浸漬させる。もしサンプルの物理的性
状に変化がなければ（例えば、溶融、変形）、表 1 及び表 2 にある試験条件が新たな試験片
を用い適用できる。この試験でだめになったとき、その材料は適切な食品と使用に予見で
きる最悪条件を用い試験しなければならない（第 3.2 章参照）。プラスチック多層膜につい
て、食品に接触する層は、イソオクタン、95%エタノール及び食品疑似溶媒 E を用い温度
時間条件の選択に使用するため表のどれかを決定する。
試験片は、食品疑似溶媒 D2 とともに、通常予見できる関連の食品接触時間と温度に
ついて表 1 及び表 2 の全ての列に記述される条件で試験しなければならない。あらゆる試
験条件にある最高値が制限とともに適用されねばならない。この要件の理由は、ポリマー
性状の、同様に移行する可能性のある物質の物理的性状の大きなばらつきにある。試験条
件は、ポリマーの膨潤が生じそしてそうしたポリマーから移行が加速するという事実によ
り採用されている。非極性の性状をもつポリマー、例えばポリオレフィンはイソオクタン
により試験するとき、植物油により試験するときの結果と比較的同じ移行結果を示す。し
かしながらポリオレフィンに含まれる極性物質は非極性のイソオクタンでは僅かしか溶解
しないので、植物油による移行に比較し結果的に過小評価になる。反対のことが PET のよ
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うな極性ポリマーで生じることがある。極性ポリマーは通常、植物油に比較し 95%エタノ
ールで比較的同じような移行結果を示す。
表 1 及び表 2 に記述した試験条件は一般に適合検証に対し信頼できるデータを与え
る。植物油での移行については、過小評価と過大評価いずれにもばらつきが小さいことが
予想されることを強調したい。
食品疑似溶媒 D2 を用い最もしばしば使用される試験条件を表 1 及び表 2 に記述した。
表に含まれない試験条件について、2 つの最も近い試験条件から最悪のものを選択すべきで
ある。
表 1 は、ポリオレフィンや炭素と水素原子しか含まないポリマーなど非極性ポリマ
ーに係る。表 2 は非ポリオレフィン及びあるタイプの原子を含むポリマーに係る。試験す
べきポリマーが表 1 又は表 2 に特定されていない場合、検討されている条件に最も近い、
表に特定されたポリマーのカテゴリーの温度／時間条件が採用されねばならない。例えば、
オレフィンの性状を規定するポリマー、即ちそれがヘテロ原子をもつコモノマーが 5%未満
であるものは、ポリオレフィンのカテゴリーに入る。ブレンドの場合、連続層をつくるポ
リマーが表のどれを採用するかを決める。共押出されたポリマーの場合、食品接触層の性
状が表のどれを採用するかを決める。
注意：60℃×10 日の条件は最悪ケースの状況と見られる。組み合わされた接触条件、
例えば 121℃×2 時間でその後 60℃×10 日間が続く場合、試験は 60℃×18 日で実施する
必要はなく、60℃×10 日だけで良い。
4.2.5.2 総移行
OM1 から OM6 について植物油の使用が技術的に不可能な場合、第 4.2.5.1 章による
手続きを使用すべきである。
175℃×2 時間（OM7）
、オリーブ油への総移行の定量が技術的理由で不可能な場合
（第 4.2.5 章参照）
、この試験は OM8 や OM9 により代替されねばならない。OM8 は高温
だけに、OM9 は高温に室温での長期保管が含まれるとき用いられる。OM8 と OM9 双方と
も 2 つの別々の試験をもっており、各試験ごとに新たな試験を用い、一つは食品疑似溶媒 E
による 175℃×2 時間であり（OM8 及び OM9）、もう一つは食品疑似溶媒 D2 による 100℃
×2 時間（OM8）又は 40℃×10 日（OM9）である。食品疑似溶媒 E 及び D2 の分析結果
が双方とも OML に適合しなければならない。
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特定移行のための食品疑似溶媒／手続きから逸脱する技術的理由の典型的事例
例 1.1
イソシアネートは食品疑似溶媒に移行できる。しかしこれらの物質はリストされた
あらゆる食品疑似溶媒中で安定していない。それ故プラスチックを不活性溶媒で抽出する
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ことで潜在的移行を定量し、それによりプラスチックにおけるその物質の量を決定する必
要がある。
注意：イソシアネートは食品疑似溶媒 B（3%酢酸水溶液）でアミンに変化する。こ
のことで、個々のイソシアネートの反応収率が知られている限り、スクリーニングアプロ
ーチとして使用できる。
総移行量のための食品疑似溶媒／手続きから逸脱する技術的理由の典型的事例
例 1.2
発泡ポリスチレンのトレィは室温で 30 日未満貯蔵して使用される（試験条件は 40℃
×10 日）
。食品疑似溶媒 D2 に接触する間、吸収された油の量は過剰、例えばおよそ 1g/dm2
となる。吸収された油の同定における分析誤差は 10～40 mg/dm2 になる。この分析エラー
は食品疑似溶媒 D2 への総移行の正確な定量を妨害する。この場合、油性食品に適用する総
移行の定量のため、検証試験はイソオクタン（20℃×2 日）及び 95%エタノール（40℃×
10 日）で実施することができる。
例 1.3
例えば 5mm の厚みをもつポリアミドで製造された製品は、試験サンプルの重量の決
定に問題を示す。もしが何らかの状態調節を行っても湿度の変動によりサンプル質量が
2mg/dm2 を超えて決定できないとき、総移行の定量に代替食品疑似溶媒（エタノール又は
イソオクタン）を使用することができる。代替食品疑似溶媒を使用し、疑似溶媒留去後の
残渣を定量する。
4.3 食品疑似溶媒の選択
この規則の付属書Ⅲは、総及び特定移行試験への食品疑似溶媒選択のルールを示してい
る。適合試験に係るある種の追加措置が付属書Ⅴに記載されている。付属書Ⅲ及びⅤに記
載されたルールに続き、一般に受容できる原則は、試験は少なくとも厳しい他の試験に常
に代替できるということである。
特定移行
つぎの手続きは特定移行を試験するための適切な食品疑似溶媒選択において利用可能な
全てのオプションである：
1.一つ又はそれ以上の特殊な食品については、この規則の付属書Ⅲ第 3 章の措置を考慮し
付属書Ⅲ表 2 に示す食品疑似溶媒を選択する。
2.幅広い特殊でない食品のカテゴリー、即ち“乾燥”、
“水性”、
“酸性”、
“アルコール”又
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“油性”の食品タイプ（注 5）については、もし特定食品がリストされていないなら、この
規則の付属書Ⅲ第 2 章に拠り食品疑似溶媒を選択する。
（注 5）標準 EN 14481:2003 は食品とプラスチック間に油性接触があるかどうかを特定
する試験方法を規定している。注意

この標準は依然前のプラスチック食品接触法制度を

参照している。しかし“理事会指令 85/572/EEC”や“EN 1186-1 と EN 13130-1”を“規
則(EU)No 10/2011”と読み替えることで依然使用できる。
3.一般に“全ての食品タイプ”への適合性については、食品疑似溶媒 A,B 及び D2 を選択
する（この規則の付属書Ⅴ第 2.1.2 章を参照）。
4.全ての食品タイプについては、酸性の食品疑似溶媒や酸性の食品と反応する物質に試験
するとき、食品疑似溶媒 A 及び D2 を選択する（この規則の付属書Ⅴ第 2.1.2 章を参照）
。
5.科学的議論に基づき、特殊な場合試験はポイント 1～4 に拠り選択されるものから、そ
の特殊な物質及び／又は材料に最も厳しいと知られている単一の食品疑似溶媒に絞り込む
ことができる。これらの議論を立証する科学的データは、この規則の裏付け資料（第 16 条）
として書類化されねばならない。
総移行
つぎの手続きは総移行を試験するための適切な食品疑似溶媒選択において利用可能な全
てのオプションである：
1. 食品カテゴリーにある一つ又はそれ以上の特殊な食品について、食品疑似溶媒 E は
OML に適用されない事実を考慮し、付属書Ⅲ表 2 に示された食品疑似溶媒を選択する（こ
の規則の第 18 条 4 及び付属書Ⅲ第 2 章を参照）；しかし特殊な場合 OML 試験への食品疑
似溶媒 E の使用に関する対するこのガイドラインの第 4.2.4 章を参照のこと。
2. 幅広い特殊でない食品のカテゴリー、即ち“乾燥”、“水性”、“酸性”、“アルコール”
又“油性”の食品タイプ（注 5）については、この規則の付属書Ⅲ第 4 章に拠り食品疑似溶
媒を選択する。OML 試験は“乾燥”食品には求められない。
3. 一般に“全ての食品タイプ”への適合性については、食品疑似溶媒 A（又は水）,B 及
びを D2 を選択する（この規則の付属書Ⅲ第 4 章を参照）。
4. 科学的議論に基づき、特殊な場合試験は、ポイント 1～3 に拠り選択されるものから、
その特殊な物質及び／又は材料に最も厳しいと知られている単一の食品疑似溶媒に絞り込
むことができる（この規則の付属書Ⅲ第 5 章）
。これらの議論を立証する科学的データは、
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この規則の裏付け資料（第 16 条）として書類化されねばならない。
4.4 検証方法のための試験条件
規則 10/2011 の哲学は、試験は使用に予見される最悪の条件を反映させねばならないこ
とにある。
物質の移行に対する圧力の影響は無視できると見なされる。
4.4.1 特定移行の試験条件
適合性を検証するため SML の慣用的に設定された温度時間条件と食品疑似溶媒（第
4.2 章及び第 4.3 章参照）が、予見可能な最悪の条件を代表し適用されねばならない。
もし慣用的試験条件が、予見可能な現実の最悪の使用条件の下生じない試験片の物理
的又その他の変化を生じるときだけ、試験サンブルに変化を生じさせない使用試験条件が
適用できる。
4.4.1.1 付属書Ⅴ表 1 及び 2 に特定される条件
この規則の付属書Ⅴ表 1 及び表 2 は、食品の FCM との間に現実生じる接触条件に基
づき選ばれるべき試験の接触条件を提供する。FCM は、食品に接触するようになるとき温
度時間条件の組み合わせに暴露される可能性がある。それらの場合、各試験の接触条件は
この表から選択され、材料は、接触の同じシークエンスや食品疑似溶媒の同じ分類に従い
それら一連の条件に提出されねばならない。
注意：接触温度はオーブンや電子レンジに設定された温度より幾分異なることがあ
る。規則(EU)No 10/2011 に係る接触温度を決定するため、CEN 標準 EN 14233（2002）
が使用できる（p.17 のフットノート 1（注：3.1 にある注 1）参照）。
注意：密閉加圧系は、エタノール充填製品の“爆発”防止のため、
（窒素を使用し）
圧力調整した殺菌器を求める。このシステムは片面溶出セルにも使用できる。
表 1 及び 2 に示された試験条件に係らず、もしプラスチック材料や製品に 100℃を
超えない温度で充填された食品が、充填時 50℃以下で 60 分未満の間に冷却され、又は 30℃
以下で 150 分未満の間に冷却され（高温充填）、そして適切な表示や手引書に示されている
ならば、70℃×2 時間の試験だけを実施すべきである。しかしもし材料や製品が又室温又は
それ以下での貯蔵に使用が意図されていれば、上述の試験は貯蔵期間に拠り、表 1 及び 2
又は規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 2.1.4 章に拠り試験条件を代替する。
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もし表 1 及び 2 で特定された接触条件の組み合わせの下試験が実施され、試験の下
その材料や製品使用に予見される最悪の使用条件の下で生じない試験片の物理的その他の
変化が生じるとき、移行試験は、こうした物理的その他の変化が生じない予想される最悪
の使用条件の下で実施されねばならない。
もしその材料や製品の使用に意図され予見される最悪の使用条件を代表する試験条
件が食品疑似溶媒 D2 で技術的に不可能なとき、移行試験は 95%エタノールやイソオクタ
ンを用い実施しなければならない（4.2.5 章参照）。加えてもし意図され予見される最悪の場
条件が 100℃を超える時、移行試験は食品疑似溶媒 E を使用し実施しなければならない。
最高の特定移行となる試験は、規則（EU）No 10/2011 との適合性設定に使用されねばなら
ない。
もしその意図される使用の間に材料製品が、食品包装材料の一部として、又加工機
器の一部としてのいずれかで、食品加工機器の正確に管理された温度時間だけが課せられ
るとき、試験はその機器での食品加工の間に生じる可能性のある予見される最悪の接触条
件を用い実施することができる。
検証試験の条件は FCM の表示にある規則(EC)No 1935/2004 第 15 条の措置、及び
適合宣言に係る規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅳ第 8 項目に拠り、材料や製品に特定された使
用条件を考慮する必要がある。この措置は、FCM が食品の安全を保証するため正確に表示
されていることを求める。表示は主張された用途に整合すべきであるが、又食品接触材料
の機能性に係り予見される最悪の使用条件もカバーすべきである。
小売段階での表示についての一つの問題は、表示がしばしば製品に固定されている
ので、ユーザーは毎回の使用時リマインドしなくなることである。この問題は、家庭のよ
うなより多くのユーザーがあるとき、又製品が性格を変える時、例えば再使用の市場で、
より大きく言われることさえある。表示についての 2 番目の問題は、小売段階で表示に述
べられた用途規制がときどき、接触が予見される食品とそしてこの規則（EU）No 10/2011
において予見される最悪の使用条件（即ち接触時間や温度）に整合しないことである。こ
れら 2 つの問題の結びつきが食品接触材料の安全問題を生じさせることがある。規制当局
が遭遇した 2 つの事例がこの状況を描いている：
1.メラミン製のボウルは小売段階で包装材料上にサラダボウルと表示されていたが、
同じ表示上にそれは酸性食品に使用できないと述べられていた。

158

2.メラミン製の台所用スプーンは“調理用でない”と表示されていたが、予想される
用途は調理に使用されるようなスプーンだった。
3.メラミン製の台所用スプーンは“フライパンで最大 20 秒”と表示されていたが、
予想される用途ではより長い時間使用できそうなスプーンだった。
表示の使用が適切かどうか、又材料や製品に予見される実際の使用の見解に誤解を
生じるかどうか検討に権限をもつのは規制当局の責任である。表示が非現実的（例えば熱
い食品に 20 秒だけ接触し使用されるスプーン）又不整合（例えば意図される使用の絵はサ
ラダボールを示している。一方で記載された表示は乾燥食品だけに接触と示している）で
あること、規制当局はその製品や材料が不適合と決定できる。その決定において規制当局
は他の要因、製品や材料に付帯している表示、例えば製品自体についていて消せない、又
その小売りの包装にくっ付いているなど考慮することができる。
特定移行に対する検証試験条件についてのいくつかの典型的事例
1.食品が包装され任意の温度で 24 時間保存される。
表 1 及び規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴから選択される試験条件は 40℃×24 時間。
2.カップが熱いスープで満たされている（およそ 90℃）。スープの温度はおよそ 60℃
の温度に 15 分で低下する。
規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ表 1 及び 2 により、100℃×0.5 時間の試験条件が設
定されることになる。しかしある材料は 100℃の温度に耐えられないが、初期温度が 100℃
或いはその付近にありかつ温度が 70℃かそれ以下に 15 分未満で下がる熱もの用に使用で
きる。それ故 100℃の試験は、加熱充填に 70℃×2 時間の条件を用いた試験で代替できる。
この現実の用途は材料の表示に明瞭でなければならない。
しかしこうしたカップは又 1 週の最大期間冷蔵庫でスープ貯蔵に使用できることか
ら、上述の試験は 20℃×10 日による試験でフォローされる（4.4.1.3 参照）
。
3.オーブン可能な包装材料が食品で満たされ、200℃×25 分オーブン内で加熱される。
規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ表 1 による接触時間の選択は 0.5 時間である。食品と
包装材料の界面における現実の接触時間は、確定がより難しくなる可能性がある。方法と
しては界面の温度を同定することで出来るが、食品の組成に確かに係るだろう。水を有意
に多く含む食品は 100℃の温度を超えることはなく、水性食品疑似溶媒（A,B,C 又は D1）
で 100℃×2 時間又リフラックス下で実施可能である。もし食品が表面に油や油脂、スター
チや砂糖を有意な量含むときは、食品／包装材料の界面温度は 175℃より有意に高くなる。
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CEN 標準 EN 14233（2002）が、例えば 180℃の現実の接触試験温度を確認し使用できる
（p.17 フットノート 1（注：3.1 にある注 1）参照）
。食品疑似溶媒 E だけを使用した 200℃
×0.5 時間の試験が、代表的試験条件と考えられる。接触試験温度が 175℃まで又はそれに
等しいことが立証されれば、移行試験は 175℃で実施できる。
もし適用される試験条件が実際の使用では生じないような物理的変化（例えば変形）
を生じるときは、試験条件が厳し過ぎると考えることができる。物理的変化を生じない、
よりマイルドな条件が選択されるべきである。
4.4.1.2 室温及びそれ以下で 30 日超の接触時間に対する特定条件
多くの包装済食料は室温又は冷蔵や低温冷凍条件で保管され 30 日超の使用期限をも
っている。長期貯蔵条件は食品安全を保証するため適用される試験条件を求める。移行条
件は現実の接触条件に係らねばならない。しかし非常に長期の接触期間で包装材料を試験
するのは非現実的である。移行のモデル化は、40℃×10 日の試験条件が常には室温での長
期間の保存をカバーできないことを示している。規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 2.1.4 章
にあるアレニウスの式に基づく加速試験条件が、特定移行量制限との適合検証に使用され
るべきである。アレニウスの式は、移行が拡散で制御されそしてポリマー性状が温度上昇
に大きく影響されないようなプラスチックだけに使用できる。このことは食品疑似溶媒と
ポリマー間での強い相互作用により生じ、膨潤効果やポリマーマトリックスの切断に導く
ことがある。例えばイソオクタンがポリオレフィンと接触したとき、又高いエタノール濃
度をもつ（50%や 95%）食品疑似溶媒がポリエステルと接触したとき、特に温度が高いと
き（60℃）
、膨潤効果を生じることがある。もしプラスチック例えばメラミンや PC のよう
に加水分解が予想される使用条件で生じるとき、アレニウスの式は使用できない。
つぎの表では、特定試験条件が多くの幅の用途をカバーして示されている。これら
試験条件はアレニウスの式に基づき計算され、慣用的な決定によりフォローされる。他の
接触条件についてアレニウスの式は適用できる。-15℃、5℃と 25℃は冷凍／冷蔵と室温そ
れぞれに使用できる。
表3
試験条件

用途のタイプ

20℃×10 日

冷凍条件でのあらゆる貯蔵時間。この試験は、表示や他のインストラクショ
ンが、材料や製品に意図され予想される使用の全体で、20℃を超えない及び
-15℃超の総時間が 1 日を超えないことを保証するなら、冷凍や解凍プロセ
スを含む。
冷凍され包装材料の外から解凍される包装済食品
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40℃×10 日

1.高温充填条件及び／又は 70℃≦T ≦100℃で最大 t=120/2^（(T-70)/10）
分の加熱／冷却を含めた冷蔵や冷凍条件でのあらゆる時間：
冷蔵或いは冷凍条件でのあらゆる時間
高温充填の後、無制限の時間での冷蔵や冷凍貯蔵が続く
100℃までで 15 分までの高温充填の後、無制限の時間での冷蔵や冷凍貯蔵
が続く
無期限の時間での冷蔵や冷凍貯蔵の後、100℃までで最大 15 分の加熱が続
く
例えば包装され、包装内で殺菌され、冷却後何らかの期限までフリーザー
や冷蔵庫に保存される食品
室温で包装され、その後冷蔵庫か深いフリーザーである時間保存され、最
終的に解凍され、電子レンジにより 15 分未満で加熱される食品
高温充填され冷蔵庫やフリーザーに保管される食品
2.ポリマーで関連する物質の移行がこの試験条件で平衡になることが立証
できる限り、室温でのあらゆる時間
高い分散性をもつポリマー例えば PE で作成された薄膜フィルム

50℃×10 日

室 温 で の 6 ケ 月 ま で の 貯 蔵 時 間 、 70 ℃ ≦ T ≦100 ℃ で 最 大 t=120/2^
（(T-70)/10）分の高温充填及び／又は加熱を含め。

60℃×10 日

室温での 6 ケ月超の長期期間の貯蔵、高温充填条件及び／又は 70℃≦T≦
100℃で最大 t=120/2^（(T-70)/10）分の加熱を含め：
●室温でのあらゆる時間の貯蔵
●高温充填の後、無制限の時間の室温での貯蔵が続く
●100℃までで最大 15 分の加熱の後、無制限の時間の室温での貯蔵が続く
●無期限の時間の室温での貯蔵の後、100℃までで最大 15 分の加熱が続く
例えば包装され、包装内で殺菌され（70℃未満×最大 2 時間）、室温で 6 ケ
月超保存される食品。例えばある種の飲料水、乾燥食料

最悪ケースの接触温度に比較し、試験においてより高温での接触温度で相変化など
何らかの物理的変化が生じてはならない。相変化は過剰な移行の増加を生じることがある。
こうした場合、より低い温度がより長い接触時間と組み合わせて設定されねばならない。
正しい条件を見出すため、加速要因がアレニウスの式や他の加速要因により延長した接触
時間の計算を用い算出できる。
室温での貯蔵には、ポリマー中にある関連の物質がこの試験条件下平衡に達したこ
とを立証する化学的証拠があるとき、試験時間は 40℃×10 日に低減できる。
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例1
食品が包装され任意の温度で 2.5 ケ月保存される。
規則（EU）No 10/2011 付属書Ⅴ第 2.1.4 章から選択される試験は 50℃×10 日であ
る。
例2
包装済食品が室温で最大 2 年貯蔵される。
規則（EU）No 10/2011 付属書Ⅴ第 2.1.4 章から選択される試験は 60℃×10 日であ
る。
4.4.1.3 接触時間と温度の組み合わせに対する特殊な条件
材料は異なる用途、例えば冷蔵条件での貯蔵（40℃×10 日）や室温での長期の貯蔵
（60℃×10 日）などで使用される。この例では、60℃×10 日の試験が両方の用途をカバー
し、40℃×10 日の試験はスキップできる。というのは 60℃×10 日が関連する全ての条件
をカバーするからである。一般により厳しい試験条件はアレニウスの式を用い設定できる。
材料や製品は又 2 つ或いはそれ以上の連続的時間－温度条件を課すことができる。
こうした場合、試験片は同じ食品疑似溶媒の区分を用い同じシーケンスの温度－時間を行
わねばならない。
例1
食品は 130℃×2 時間殺菌される、その後室温で最大 25 日保存される。
食品疑似溶媒 D2 の試験条件は 130℃×2 時間のあと 40℃×10 日が続く。食品疑似
溶媒 A,B,C 及び D1 の試験条件は加圧下 130℃×2 時間か、100℃×8 時間のあと 40℃×10
日が続くのいずれでもよい。
もし食品が乾燥食品なら、試験は食品疑似溶媒 E を用いなければならない：130℃×
2 時間のあと 40℃×10 日が続く。
例2
トレィが 85℃で高温充填され、25 分かけ冷却され、冷蔵条件下（4～8℃）最大 20
日保存され、その後 100℃×4 分電子レンジで加熱される。このトレィは全ての食品タイプ
で充填できる。
我々は試験に 100℃×0.5 時間に続き 20℃×10 日と 100℃×5 分を、食品（疑似溶
媒）に課す必要がある。
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4.4.1.4 繰り返し使用される製品
器具及び食品生産設備は繰り返し使用の用途にしばしば適用される。一般に移行は
連続的使用で低下する。なぜなら移行は拡散により決まるからである。移行が特に連続的
使用で増加することがある。例えばフェノール-ホルムアルデヒドやメラミン-ホルムアルデ
ヒド製品からのホルムアルデヒドの移行は、拡散に加え加水分解が起きるため増加するこ
とがある。それ故繰り返し使用製品、例えば食品貯蔵ボックスやボウルやプレートは、接
触期間ごとに新たな食品疑似溶媒を用い、3 回の連続する接触期間で試験しなければならな
い。慣用的に 3 回目の実験に見られる移行は関連の特定移行量制限に適合しなければなら
ない。もし特定移行が 1 回目から 3 回目の移行接触で増加する、或いは多層膜でファンク
ショナルバリヤーの前方にある物質が繰り返しで移行する恐れがあるとき、生産者はそれ
ら物質が生産品の使用期限間でそれら物質が制限を超えないことを、裏付け資料（この規
則第 16 条の下求められる通り）で理由を示さねばならない。
3 回の接触期間を行うことは時間の浪費となりかねない。もし 1 回目の接触期間の移
行が SML に適合し、説明資料に書類化されている通り、移行は 2 回目と 3 回目の移行期間
に増加しないことが知られているとき、最初の実験で得られた結果が制限への適合性を立
証するものとして受け入れられる。
付属書Ⅰ及びⅡで特定移行量制限が ND（検出されない）と指定された物質、及びフ
ァンクショナルバリヤーの後方にあるため認可されていない物質を含む材料は特に懸念さ
れる。そうした物質の移行は第 1 回目の移行でも既に検出されてはならない。これらの物
質は 3 回全ての試験で ND であることが求められる。移行が 2 回目と 3 回目の試験で増加
していないことが認められる限り、連続的試験は省略できる。その他 3 回目の移行実験で
の移行が又定量されねばならない。
繰り返し使用される製品からの移行の定量は使い捨て型使用の製品にフォローされ
る手続きから逸脱してはならない。しかし時間及び温度の正しい接触条件同様に現実的非
表面積の設定はより複雑になることがある。
4.4.2 総移行量の試験条件
付属書Ⅴ表 3 は多様な食品疑似溶媒での総移行を定量する標準条件を示している。そ
れは以前の法制度の単純化である。なぜなら必要性が関係者により特定されたからである。
OM1～OM4 は全ての食品疑似溶媒に適用できる。OM2 は OM3 よりシビアである。OM4
は 100℃の試験温度を求める。なぜなら水／エタノール混合物の沸点は約 80℃であり、リ
フラックスの条件として適当ではないからである。このことが疑似溶媒 A,C 及び D1 によ
る OM4 試験が、食品疑似溶媒を 100℃温度まで達するよう閉鎖（加圧）システムで実施す
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べきとする含みとなる。
注意：閉鎖系の加圧システムは、エタノールで満たした製品の“破裂”を避けるため、
管理された補充圧力が（N2 を用い）かけられる殺菌器を求める。このシステムは片面移行
試験用セルにも使用できる。
OM4 と反対に、OM5 の条件はリフラックス温度での試験を認めている。121℃×1 時
間の試験が慣用的に植物油による 100℃×2 時間の試験条件や食品疑似溶媒 A,B,C 及び D1
によるリフラックス温度に等価であると規定されている。OM5 は高温用途に関連する試験
条件でより特殊なものである：
▸ 試験材料が非ポリオレフィンの食品接触層をもつとき、OM5 が 121℃までの使用条
件への材料を認可できる。
▸

試験材料がポリオレフィンの食品接触層をもつとき、OM5 が 121℃超さえも含むあ

らゆる使用条件への材料を認可できる（技術的適合性の限界と SML 適合性の中で）
。この
理由は、不活性の視点から（これが総移行量が試験される意味合い）、OM5 はこれら材料
が課せられるべき最悪ケースの試験条件と考えられることにある。
OM6 は非ポリオレフィン食品接触層をもつ材料から食品疑似溶媒 A,B,C 及び D1 への
移行に対する最悪ケースの試験条件である。それは、これらの材料を、これら食品疑似溶
媒が規定される全ての食品に接触するものとし、100℃超を含めあらゆる使用条件で（技術
的適合性の限界と SML 適合性の中で）認めるものである。
食品疑似溶媒 D2 における試験 OM1～OM6 の一つ又はそれ以上の実施が技術的にでき
ないなら、移行試験が 95%エタノール及びイソオクタンを用い実施しなければならない
（4.2.5 章参照）
。加えて試験が 100℃超で予想される最悪の使用条件の場合、食品疑似溶媒
E を使用し実施しなければならない。
OM7 は非ポリレフィン食品接触層をもつ材料について食品疑似溶媒 D2 への移行にお
ける最悪ケースの試験条件である。それは、これらの材料を、食品疑似溶媒 D2 が規定され
る全ての食品に対し、175℃超を含めたあらゆる使用条件で認める（技術的適合性の限界と
SML 適合性の中で）ものである
OM8 と OM9 は、油での試験が技術的に可能でない場合、OM7 への代替試験条件であ
る。
“可能でない”事例（第 4.2 章もまた参照）は、移行試験に必要な接触時間の間に多層
膜食品接触材料が剥がれる時である。これが生じたとき、多層膜材料の最初の形状は試験
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中に失われ、多層膜構造の内層が食品疑似溶媒に接触してくる可能性がある。
食品疑似溶媒 E が OM8 と OM9 で代替食品疑似溶媒として使用できる事実とは別に、
食品疑似溶媒 E は一般に総移行量に関連しない。この食品疑似溶媒は特に揮発性物質の移
行試験にデザインされており、揮発性物質は総移行量制限から排除されている。
つぎの表が付属書Ⅴ表 3 に記述された総移行の条件に対し試験でカバーされる包装材
料用途の現実的条件の事例を示す。
もし材料や製品が揮発性物質を含むとき、試験片は移行試験実施前に真空調整法（付
属書 7.1.6.2 参照）で実施する必要がある。
材料や製品が繰り返し食品接触用であること、移行試験は単一のサンプルに、毎回食
品疑似溶媒のサンプルを変えて 3 回実施しなければならない。
その適合性は 3 回の試験に検出ｓあれる以降レベルに基づきチェックされねばならな
い。しかしもし移行レベルが 2 回目と 3 貝目の試験で増加せず。そして総移行制限が最初
の試験で超過しない明確な証拠があれば、更なる試験は必要ない。
もし油での試験のときのように 3 回同じサンプルで試験するのが技術的に不可能なら、
総移行量試験は 3 回別々の時異なるサンプルで試験でき、1 回目、2 回目そして 3 回目と適
用される接触試験時間を続ける。3 回目と 2 回目の試験結果の差異が、総移行を代表するた
め検討されねばならない。適合性はこの差異に基づき検証されねばならず、この差異は総
移行量制限を超えてはならない。加えてそれは最初の結果、そして 2 回目と 1 回目の試験
結果の差異より大きくなってはいけない
表4
試験参照

用途のタイプ

OM1

冷凍或いは冷蔵条件で何らかの食品接触：

20℃×10 日

●冷蔵庫にあり、冷凍又は回答温度のいずれかで、あらゆる時間で
の全ての食料の貯蔵

OM2

室温以下でのあらゆる長期貯蔵、高温充填条件の下包装され、及び

40℃×10 日

／又は 70℃≦T≦100℃で最大 t=120/2^（(T-70)/10）分で加熱され
るものを含む：
●あらゆる食品の室温での長期貯蔵
●高温充填のあと、包装内で冷却し長期保管、例えばモルトンチー
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ズ、スープ、トマトなど
●食品の解凍及び／又は電子レンジでの再加熱（例えば調理済肉）
●70℃超のフラッシュ殺菌（15 分未満の時間）又は 70℃未満×2
時間までの殺菌、その後室温で長期保管
●フィルムのシュリンクなど他の短時間高温処理、その後室温長期
保管
OM3

70℃≦T≦100℃で最大 t=120/2^（(T-70)/10）分での高温充填及び

70℃×2 時間

／又は加熱を含むあらゆる接触条件：
●直ちに消費するための高温充填（例えば、コーヒーやティーカッ
プ；テェィクアウト食品）
●2 時間又はそれ以下で熱い食品に使用が意図される給仕器具や食
器
●室温で食品に非常に短時間（5 分未満）接触し繰り返し使用が意
図される製品；例：スライサー、カッター、ひき肉器

OM4

全ての食品疑似溶媒への 100℃までの高温用途：

100℃×1 時間

●包装中での殺菌（100℃×15 分超又は 70℃×2 時間超の時間）
●食品の料理（例えば、モールドされたハム、前もって調理された
シーフード、袋でボイルされる調理済肉などの料理）
●温度が 100℃を超えない電子レンジでの料理（15 分超の時間）
●100℃×15 分超の再加熱

OM5

121℃までの高温用途：

100 ℃ 或 い は リ フ ラ

●食品の料理（例えば、モールドされたハム、前もって調理された

ックス×2 時間又代

シーフード、袋でボイルされる調理済肉などの料理））

わりに 121℃×1 時間

●温度が 100℃を超える電子レンジでの料理（15 分超の時間）
●包装内での殺菌、例えばブロスやスープの加熱殺菌
●長期間の貯蔵に続く食品の調理。それはポリオレフィンでの全て
の食品疑似溶媒への最悪ケースの条件を示す。
●料理器具

OM6

40℃超で食品疑似溶媒 A,B 又は C との及び付属書Ⅲポイント 4 が

100 ℃ 或 い は リ フ ラ

食品疑似溶媒 A,B,C 及び D1 に指定する食品とのあらゆる食品接触

ックス×4 時間

条件：
●長期貯蔵に続く食品の料理。それは非ポリオレフィンでの食品疑
似溶媒 A,B,C 及び D1 への最悪ケースの条件を示す
●プラスチックバッグでのハムの料理

OM7

条件 OM5 を超える油脂食品との高温用途：

175℃×2 時間

●高温のオーブンで使用可能。例えばバンや家庭用クッキートレィ
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など油性食品用デュアルオーブンに使用可能
●電子レンジ感受製品
4.4.3 移行試験の接触条件
（特殊又は総）移行を定量するとき、試験片は食品疑似溶媒に接触するようにする。
実際のライフで材料や製品は通常その材料の方面だけが食品に接触する。例外的な材料だ
けが浸漬して使用される。例えば台所用器具。付属書 7.1.5 に食品疑似溶媒に接触する試験
片の試験に使う多様な方法を示している。試験片は好ましくは一面を食品疑似溶媒に接触
させる。充填される製品にはこのことがむしろ当たり前である。なぜならその製品は食品
疑似溶媒で満たすことができ、適正な接触時間や温度に保存でき、そして移行が定量され
る。フィルムや他のフラットな試験片には、移行セルが開発され片面接触が達成できる。
代わりにポーチはフィルムで作成されるがその後満たすことができる。
もし結果が mg/kg-食品で表示しなければならないなら、予見される最も高い比表面積
で試験をする必要がある。その最大の比表面積は、材料や製品が適用可能な移行量制限に
適合するものであり、適合制限に述べられる必要がある（規則（EU）No 10/2011 第 15 条
及び特に付属書Ⅳポイント 8）
適合宣言を通じた最大の比（注：比表面積）のコミュニケーションは特に、もし真の
比表面積がサプライチェーンの後で初めて設定されときに非常に重要になる。例えば包装
材料がシート材料で生産されるときである。この値のコミュニケーションがないと、下流
の事業責任者による適合宣言の設定は出来なくなる。どのデータが求められることになる
かについて、7.1 章での計算も参照。
S/V の推定が難しい製品には（台所用器具など）、あなたは又時間-温度条件に加え S/V
を考慮する必要がある。このことは、あなたがその製品に予想可能な用途に拠りいくつか
のアプローチを持てることを意味する。
移行試験は可能な限り実際の用途条件に近づけて実施すること。
注意：もし製品が多様な用途をもつとき、最終的結果は予見可能な最悪ケースの比接
触面積を反映する必要がある。
注意：充填は、比表面積が知られ、第 7.1 章に拠り移行結果が現実の比表面積へと再計
算される範囲で、あらゆる容量で実施できる。
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注意：ある用途で、包装済食品は処理、例えばγ線照射による殺菌を実施することが
ある。適合性の資料及び／又は説明資料はこうした処理の影響、例えば非意図的添加物の
形成の影響に係らねばならない。
4.4.3.1 単層膜
オプションとして試験サンプルの全面浸漬が適用できる。しかし最終的移行を計算
するとき、どちらの接触面が考慮されるべきか十分注意して検討しなければならない。室
温で長期間の貯蔵に使用され高い拡散速度をもつ 20μm の薄いフィルム（例えばポリオレ
フィン）については、試験片に片面だけ移行計算に考慮すべきである。なぜなら片面であ
ろうと両面であろうと移行は殆ど完璧（100%）になる可能性が高いからである。例えば 20
μm の PP フィルムの片面を試験する時、これはいかなる移行物質についても全面浸漬試験
に比較し同じ移行量の結果となるだろう。しかし同じ厚みをもつ低い拡散速度をもつ材料
（例えば PET）で製造されたフィルムは全面浸漬で試験できるが、試験条件や移行物質の
分子量により（表 5 参照）
、試験片の両面が移行計算に考慮することができる。これらの場
合、20μm の PET フィルムを片面で試験すると、全面浸漬試験の移行量結果の半分となる
であろう。
一般的ルールとして、片面からの移行は、全面浸漬によりその試験片を試験できる
ために初期の物質含有量の 50%未満でなければならず、そして移行計算のとき両面の表面
積を使用しなければならない。もし片面の移行が 50%の値を超えているとき、好ましくは
片面だけで試験すべきである。そうでなければ全面浸漬試験が実施され、そのサンプルの
移行量計算に片面だけが考えられねばならない。
50%ルールが満たされるとき、現実の厚みの同定はラボで時間をかけ予備的な試験が
求められる。50%ルールを満たす厚みは、そのポリマーの拡散特性や移行試験に検討される
時間／温度に依存し、その材料の拡散特性が既知なら推定できる。既知の拡散性状をもつ
材料へのガイダンスは後で示される。
もしサンプルの厚みが表 5（付属書Ⅳも参照のこと）にある層の厚みと同じか厚けれ
ば、移行量は試験サンプルの両面の面積に係ることができる。その他は、[mg]での移行量
が片面だけに係ることになる。総移行試験の場合、分子量範囲 501～750g/mol についてこ
の厚みの推奨が適用される。もしポリマーは表 5 にないとき、そしてあなたが適合宣言の
裏付け資料から関連情報もてないとき、そのとき片面の表面積を適用すること。
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（注 6）PP ブロックコポリマーとは、アイソタクティック PP により取り巻かれたランダ
ム PP からなるヘテロフェーズの PP である。
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4.4.3.2 プラスチックの多層膜
プラスチックの多層膜材料は例えばアルミニウム、アルミニウムオキサイドやシリ
コンオキサイドなど無機コーティングをもつ材料が含まれる。
プラスチック多層膜は原則一つの面だけで接触させねばならない。なぜなら食品（疑
似溶媒）非接触面からの移行は片面試験より高くなる可能性があり、それ故必ずしも関連
しないことがある。
ある認可には上市されたある種の材料や製品の多層膜の性状を考慮する必要がある。
特に多層膜については通常理想的な試験サンプルを代表するような、単一の“最悪
ケース”の材料はないことに気付く必要がある：薄い直接食品接触層は他の層からの移行
の寄与によって最悪ケースとなる。一方厚い直接食品接触層はその層からの移行によって
最悪ケースとなる。もちろんこれらの厚みの考慮はポリマーのタイプに依存する（第 4.4.3.1
章参照）
。
加えて数えきれない数の多層膜の食品接触材料が上市され、その結果それらの各々
をそれぞれを試験するのは現実的でない事実も検討される必要がある。それ故適合作業は
通常各々の生産品を試験する代わり、関連のサンプルの特定に焦点化される。試験結果と
移行量制限間のマージンを含め参照可能な情報はその後、その生産品のファミリーにある
他の生産品の適合性検証に検討される必要がある。
一般にプラスチック多層膜からの移行は主に食品接触層の構成により分けられると
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認識されている。しかしながら材料や製品の食品接触サイドを始め、それが存在すればフ
ァンクショナルバリヤー、それら全ての層は、原則特殊及び総移行のある量に寄与するこ
とになる。食品接触材料の後方にある物質は遅れながら移行する可能性がある。特定移行
量はそのため最初から 3 回目の接触で増加する可能性がある。こうした場合、生産者は適
合宣言の説明資料で、製品のライフの期間においてそれら物質が制限を超えないことを示
す必要がある。
特定移行では、裏移りを検討する必要がある。
注意：裏付け資料（規則（EU）No 10/2011 第 16 条）は、最悪の使用条件による製
品のライフの間、規則（EU）No 10/2011 第 13 条の要件を満たすファンクショナルバリヤ
ーの機能性に係らねばならない。
4.4.3.3 多材料多層膜
食品に接触する多材料多層膜例えばアルミニウムを含むプラスチック多層膜は、枠
組み規則（EC）No 1935/2004、特に一般安全要件を示す第 3 条をはじめ GMP 規則
2023/2006 で管理される。OML と SML に対する詳細な要件は、規則(EU)No 10/2011 にお
いて多材料多層膜の食品接触材料に適用されていないので、このガイダンスもそれらの試
験に係らない。一つ例外がある。塩化ビニルがないことが、
“非検出”の SML で検証され
る必要がある。移行は前の章（4.4.3.1）により試験することができる。
注意：塩化ビニルは又 QM 制限に適合しなければならない。
4.4.3.4 多くの部品やアセンブルされた製品
多くの部品の製品は異なるプラスチックや一緒にアセンブルされた多材料の部品か
らつくられる。プラスチックの多くの部品からなる製品は規則(EU)No 10/2011 への適合が
求められる。適合試験に 2 つの極端なアプローチがある：
1.個々のプラスチック部品を物質の特定移行について試験する。部品の現実の接触面
やアセンブルされた製品の容量を用い第 7.1 章に拠り特定移行を補正する。各部品の特定移
行を合計し、この合計を SML と比較する。
2.アセンブルされた製品についてそれを満たすことで又使用することで試験し、例え
ばその製品のパラメーターをそれに従い設定して、規則により最大限可能な関連の試験条
件を適用する。もし関連の試験条件が適合できないとき、予見される最悪の接触条件の組
み合わせを使用できる。
。
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多くのプラスチック部品の製品の総面積に対し非常に小さい比表面積の寄与になる
プラスチック部品、例えばマシンのタップ（の一部）や他のパーツなどは又、第 17 条 3 及
び 4 の下で検討される。こうしたパーツの生産品については。製品単位の総／移行量を試
験するだけでよい。製品のアセンブラーは。総 S/V を用い総／特定移行を再計算する必要
がある。繰り返し使用の試験条件が、そのパーツの用途によって必要になる。
4.5 残存量の検証
適宜、物質は規則（EU）No.10/2011 付属書Ⅰ表 1 で SML が指定されている。しかしい
くつかの物質は食品疑似溶媒と反応し又移行を定量する分析方法が利用できない。これら
の場合、その物質は表のカラム 11 に注記がなされる（注記 1,8～10,13 及び 17）
。表 1 はい
くつかの物質に QMA 値を設定している。これは他の物質には該当せず、そして全ての残存
量が食品疑似溶媒に移行すると仮定されている（最悪ケースとして）
。第 5.2.1.2 章の残存
量の定量はフォローされねばならない。カラム 11 にある注記の用語に依存し、現実の比表
面積を考慮することができる。
例
イソオクタンやエポキシグループは食品疑似溶媒に移行できる。しかしこれらの物質は
リストされた食品疑似溶媒のあるものに不安定である。それ故不活性溶媒を用いプラスチ
ックから抽出して潜在的移行を定量する必要がある。
その結果は残存量として mg/6dm2 で表わされる（付属書Ⅴ第 2.1.8 章参照）。例えばオク
タデシルイソシネート（食品接触物質 No 274）のエポキシコーティング（厚さ 50μm）か
らの残存量は 0.05mg/dm2-材料として定量される。その制限は材料 1kg 当たり NCO（注：
イソシアネート）の誘導体 1mg である（付属書Ⅰ表 1 コラム 11 の注記 10）
。しかし（付属
書Ⅰ表 1 カラム 9 の注記 17）は移行が NCO 換算で検出されてはならないとしている。こ
の物質は食品疑似溶媒に不安定なので、付属書Ⅰ表 1 カラム 11 注記 10 は、適合検証を表
面積当たりの残存量で定量しなければならないことを求めている（付属書Ⅴ第 2.1.8 章）
。
そのことは、残存量が、第 17 条 1 の製品には 0.01mg NCO×V/S、又第 17 条 2 の製品に
は 0.01mg NCO/6dm2 を超えてはならないことを意味する。上記の 0.05mg オクタデシルイ
ソシネート/dm2 を考慮すると、オクタデシルイソシネートの量は 0.3mg/6dm2 となる。制
限に比較し、残存量は NCO の量を再計算する必要がある：NCO の誘導体 0.043mg/6dm2
（0.3mg/6dm2×42g/mol／295.5g/mol）
。従いこの材料は適合していない。
注意：イソシアネートは食品疑似溶媒 B（3%酢酸水溶液）中でアミンに変化する。この
ことは、この反応が個々のイソシアネートの反応収率が既知である限り、スクリーニング
方法として用いることができることを意味する。
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フタレートは特殊のケースとなる。Box 1 はフタレートの制限を示す。技術支援エージェ
ントは通常可塑剤に比較しプラスチック材料により低い濃度であるので、ポリマーでのそ
の残存濃度により制限されている。プラスチック材料での濃度は SML に比較し定量がより
容易であるので、公的ラボは技術支援エージェントの残存量の適合検証から始めることを
好む。もしこれが適合していれば、SML への適合が検証されねばならない。フタレートの
制限に関し規制当局の作業を促進するため、表 6 はパラメーター、即ちこれら物質に係る
材料における特定移行量制限や最大許容残存量の特定して整理している。
Box 1 フタレートに関する規制の引用
規則(EC)No 10/2011 は食品接触材料における多数のフタレートの使用について一連の制限
や規格を示している（付属書Ⅰ表 1）
。
BBP（食品接触材料物質 No 159；参照番号 74560；CAS No.000085-68-7）はつぎにだけ
使用される：
(a)繰り返し使用される材料及び製品における可塑剤；
(b)指令 2006/141/EC に規定される調製粉乳や離乳食及び指令 2006/125/EC に規定され
る乳児や若い子供用の加工セリエルベースの食品やベビーフードを除く非油性食品と接触
する使い捨て型の材料や製品における可塑剤；
(c)最終製品に 0.1w/w%までの濃度での技術支援エージェント。
SML=30mg/kg-食品疑似溶媒
DEHP（食品接触材料物質 No 283；参照番号 74640；CAS No.000117-81-7）はつぎにだ
け使用される：
(a)非油性食品に接触し繰り返し使用される材料及び製品における可塑剤；
(b)最終製品に 0.1w/w%までの濃度での技術支援エージェント。
SML=1.5mg/kg-食品疑似溶媒
DBP（食品接触材料物質 No 157；参照番号 74880；CAS No.000084-74-2）はつぎにだけ
使用される：
(a)非油性食品に接触し繰り返し使用される材料及び製品における可塑剤；
(b)最終製品に 0.05w/w%までの濃度での技術支援エージェント。
SML=0.3mg/kg-食品疑似溶媒
フタル酸と一級飽和 C8~10 で C9 が 60%超の分岐アルコールとのジエステル（食品接触材
料物質 No 728；参照番号 75100；CAS No.068515-48-0）はつぎにだけ使用される：
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(a)繰り返し使用される材料及び製品における可塑剤；
(b)指令 2006/141/EC に規定される調製粉乳や離乳食及び指令 2006/125/EC に規定され
る乳児や若い子供用の加工セリエルベースの食品やベビーフードを除く非油性食品と接触
する使い捨て型の材料や製品における可塑剤；
(c)最終製品に 0.1w/w%までの濃度での技術支援エージェント。
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5

スクリーニング
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5.1 スクリーニングアプローチの紹介
“スクリーニング試験”
（注 7）は、総及び特定施行への代替適合試験のアプローチとし
て規則 10/2011 による新たな内容である。スクリーニング試験は、実験－分析試験方法又
は計算や移行のモデル化を経て理論的移行推定に基づくことができる。更にある場合には、
移行結果が特定移行量制限の評価に使用できる。
（注 7）
“スクリーニング”という用語は又サンプルにおける一連の物質、特に未知の物質
への最初の段階として使用される。この意味はこの章では用いないが第 6 章で使用するこ
とになる。
注意：スクリーニングは適合性の設定だけができる。不適合性は検証で設定される必要
がある・
スクリーニングの理由づけは規則 10/2011 のリサイタル 32 にある：
“移行試験は複雑で、
コストがかかり時間を消費するため、適合性はまた計算、モデル化を含め、他の分析、及
び科学的エビデンス又は理由付けが、少なくとも移行試験相当の厳しさで結果を与えるな
らば、これらによる立証が可能であることを許容しなければならない。”この考えは検証試
験に比較し適合試験により速い経済的戦略への道を切り開く。
原則的なこととして、スクリーニングアプローチは常に検証方法として少なくとも保守
的である必要がある。それ故少なくとも厳しい試験条件が適用されねばならない。移行の
推定のため、移行を過大評価する保守的な理論的考えが必要になる。理論的結果として、
スクリーニング試験は、それらが適合性は立証するが、それらが非適合性は立証できない
ような保守的なものでありうる。スクリーニングにより移行量制限を超えた場合、適合性
は食品疑似溶媒や食品でもよいがこれらを用いたより適切な検証試験によりチェックする
ことができる。経験によれば、スクリーニングの結果は殆どの場合ポジティブな適合宣言
に結論を出すことになるので、スクリーニング試験は時間と費用に関し実証的方法以上の
長所を提供する。
スクリーニング試験は、食品接触材料のたいへん迅速かつ廉価な試験を経て、全体の質
量移動の仮定からスタートする層別アプローチシステムの中で段階的に適用できる。ここ
では残存量を同定し、より洗練された試験や移行を考えることで、実証的方法に一歩一歩
近づいている。
5.2 特定移行へのスクリーニングアプローチ
プラスチック規則 10/2011 付属書Ⅴ第 2.2 章によれば：“材料及び製品が移行量制限に適
合しているかどうかのスクリーニングのため、第 2.1 章で記述された確認方法より厳しいと
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考えられるつぎのアプローチの全てが適用できる。
”特定移行に対し 4 つのスクリーニング
がリストされている。
5.2.1 総移行量による特定移行の代替
この規則は付属書Ⅴ第 2.2.1 章でつぎのように述べている：
“不揮発性の化学物質の特
殊移行のスクリーニングに、最低限特殊移行相当のシビアな試験条件下での総移行量の決
定を適用することができる。
”
総移行量試験条件について限定した数だけ規則 10/2011 の中で規定されているので、
総移行量により特定移行量を代替するため、総移行量試験の条件（時間や温度）の下での
接触が適切な特定移行試験条件の下観察されるものと同じかより高い移行となることを示
さねばならない。拡散で規制される移行について、このことはアレニウスの計算を適用し
て立証できる。
油を用いて実施される総移行試験の場合、このアプローチは、油での方法がプラスチ
ック材料の真空処理を含まない限り、揮発性物質の特定移行へのスクリーニングに又使用
できる。
このことはある場合、総移行量の定量を経て、現実の用途の比表面積又は第 17 条 2 に
言及された乳児や若い子供用材料製品には慣用的な EU キューブの比 6dm2/kg-食品のいず
れかを用い、総移行量の結果（mg/dm2 による）を濃度値（mg/kg-食品による）に再計算し、
適合性をチェックすることが可能なことを意味する。
5.2.1.1 総移行で把握された物質のスクリーニング
つぎの条件は、特定移行を総移行により代替するとき尊重しなければならない。
a)総移行試験の分析誤差より大きな SML だけをもつ物質だけがつぎに使用できる。
●食品疑似溶媒 D2 について、総移行の分析誤差が 3mg/dm2 と観察されている。
このことは、特定移行量制限が慣用的比表面積 6dm2/kg 食品、又最悪の比表面積から計算
される関連の値を用いたとき 18mg/kg より小さいとき、適合性がこの方法で決定できない
ことを意味する。
●総移行が重量法で定量される食品疑似溶媒への移行について（A,B,C,D1）
、分析
このことは、特定移行量制限が慣用的比表面積 6dm2/kg
補佐が 2mg/dm2 と観察されている。
食品、又最悪の比表面積から計算される関連の値を用いたとき 12mg/kg より小さいとき、
適合性がこの方法で決定できないことを意味する。
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b)接触段階で食品接触材料とともに分解し又反応し一つ又はそれ以上の揮発性反
応物を生成する物質は、この方法で適合性を立証するのに適していない。選択された総移
行量試験条件の下、特定移行の安定性が決定されねばならない。
c)揮発性物質は揮発性の食品疑似溶媒（A,B,C,D1）や付属書 8 による他の接触溶
媒による総移行量では定量できない。そしてそれ故それらの適合性は総移行量を用いこれ
らの食品疑似溶媒で立証できない。同じことが、食品疑似溶媒による総移行量でそして真
空処理を利用し定量された揮発性物質には有効できる。
d)規則（EU）No 10/2011 は限られた数の総移行量試験条件を特定している（OM1
～OM7）
。総移行の定量による特定移行の適合性について、総移行量制限に適用される試験
条件は少なくとも特定移行試験に求められる条件をカバーしなければならない（上述通り）
。
規則（EU）No 10/2011 付属書Ⅴ2.1.4 章に示されたアレニウスの変換式が、総移行量の条
件が特定移行の試験条件をカバーしていることを立証するため使用できる。
ポイント a,b 及び c が既に調査された可能性のある物質のリストは、付属書 5 に示
されている。このことは求められる他の物質にそれら調査を実施する可能性を排除するも
のではない。注意することとして付属書 5 のリストは、真空法により又真空処理なしで食
品疑似溶媒 D2 の総移行をスクリーニングで評価することができる準揮発性や揮発性物質
はリストしていない。
5.2.1.1.1 不揮発性物質
分析上の観点から、水性食品疑似溶媒（A,B,C,D1）への総移行は揮発性物質を含
んでいない。なぜなら食品疑似溶媒はその残存量を重量測定する前に蒸発で除去されるか
らである。揮発性物質や食品疑似溶媒の蒸気と共沸する物質は、最終的残留物には含まれ
ないだろう。もし総移行が総移行量試験の分析誤差より低いなら、そのとき総移行量試験
の分析誤差より大きな特定移行量制限をもつ非揮発性物質は、総移行量試験条件が適切な
特定移行量試験条件の下で観察されるに等しいかより大きな特定移行の結果となる範囲に
おいて、適合していると結論できる。
食品疑似溶媒 D2 への移行は異なる原則に基づいている。同定の多様な方法は記述
されている（付属書 7）
。揮発性物質は、試験片に真空処理を含む方法が適用されるときだ
け、植物油と接触する前に除去されていると予想される；その他の場合、それらは中に残
っており分解や揮発により総移行量の定量の間に失われることはないだろう。もし総移行
量が総移行量試験の分析誤差をもつ物質は、総移行量試験条件が適切な特定移行量試験条
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件の下で観察されるに等しいかより大きな特定移行の結果となる範囲において、適合して
いると結論できる。
5.2.1.1.2 揮発性物質
揮発性物質の特定移行は、特定移行試験条件を用い GC-MS に拠り個々の揮発性物
質の定量か、食品疑似溶媒 D2 による総移行量の定量の一部としてのいずれかで定量できる。
つぎの 2 つの総移行量の手続きは、揮発性物質に対し SML による適合性立証に有効と考え
られる。
二つの方法は適合性の立証に有効ではあるが、不適合性の立証はできない。もし
総移行量の分析誤差を超える総移行を示す結果となったときは、更なる移行実験が、個々
の揮発性物質の移行を定量するため、適切な試験条件、食品疑似溶媒及び特定分析法によ
り実施されねばならない。
真空方法
1dm2（10×10cm）の試験片の重量を定量し、その試験片を 60±5℃の真空オーブ
ンに入れ、1.3kPa 或いはそれ以下にオーブン内を減圧する。サンプルを 60±10 分間オー
ブン内におく。その後試験片を真空オーブンからシリカゲル又は無水塩化カルシウムのあ
るデシケーターに移す。60±10 分かけ冷却後、試験片の重量を測定する。1 時間の真空条
件の前後での試験片の重量の差を計算する。
もし試験片重量の差が 2mg/dm2 未満であれば、
試験に用いることになる試験片の状態調節は必要ないので、そのサンプルは、慣用的 S/V
比 6dm2/kg を前提に SML 12mg/kg-食品以上の揮発性物質に対し、又他の比表面積では 2
×S/Vmg/kg-食品以上の SML をもつ物質に対し、適合性を検討できる。より詳細は付属書
7 で見ることができる。
もし試験片重量の差が 2mg/dm2 以上であれば、試験片の状態調節に同じ条件下真
空オーブンで試験片を代替する必要があるが、今度は 24 時間の期間となる。恒量に達する
までこの手続きを繰り返す。最終的な重量差が xmg/dm2 にあるとき、どの物質が適合して
いるか、その SML が x×S/Vmg/kg-食品以上であるとき、立証する。ある種の器具のよう
な分厚い材料には、試験片の両面を考慮することができる。より詳細は表 5 に見ることが
できる。
この方法の結果は、水の放散でバイアスが係ることがある。水は SML や OML を
課せられていない。ポリマーのタイプや試験片の物理的次元（厚い材料（ポリアミド））又
ある種のタイプの多層膜（中間層が EvOH やポリアミド層にはこの意図した方法は認めら
れない）により、水の放散による補正が必要になるかもしれない。もしサンプルが水を含
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んでいるなら、そのサンプルは恒量（W1）に達するまで、相対湿度 50%のデシケーターで
状態調節することが必要である。その後試験片は上述のように真空処理される。恒量に達
したのち、試験片は恒量（W2）に再び達するまで相対湿度 50%で再度状態調節されねばな
らない。(W1-W2)×S/Vmg/kg-食品は、どの物質が適合しているかを、その SML が(W1-W2)
×S/Vmg/kg-食品以上であるとき、立証する。
食品疑似溶媒 D2 を用いた総移行量の方法
原 則 食 品 疑似溶 媒 に お け る 総 移 行量は 、 全 て の 不 揮 発 性物質 と し て OML
10mg/dm2 との適合性を実証することを意図されている。しかし分析方法によって、食品疑
似溶媒 D2 における総移行量の定量は揮発性の移行を除外又は含む可能性がある。
もし食品疑似溶媒 D2 における総移行量が、付属書 7.1.6.2 に記述された真空乾燥
の手続きを適用し定量されるとき、揮発性物質は総移行の定量の最終結果から除外される。
しかしもし総移行が、付属書 7.1.6.3 に記述された湿度に敏感な状態調節条件を使用し、或
いは状態調節が求められない場合（付属書 7 による）、揮発性物質の移行は最終結果に含ま
れることになる。沸点 300℃未満の物質について、食品疑似溶媒 D2 における回収は立証さ
れねばならない。即ち関連の揮発性物質は、食品疑似溶媒に入れられ、選択された時間温
度条件で試験され、その回収は立証されねばならない。広く使用される物質と異なる食品
疑似溶媒におけるそれらの回収のリストは Bradley らの研究（2009 年）に報告されている
（付属書 5 も参照）
。
真空乾燥法のように、OM×S/V 食品の結果は、どの物質が適合しているかを、
その SML が OM×S/V 食品以上であるとき、立証する。
例
乳化重合プロセスにより得られた PP サンプルはメタノールをある量含んでい
ることがある。メタノールの移行は水性食品疑似溶媒（A～D1）により得られた総移行値
には入れられない。そのため真空方法がメタノールの定量に使用できる。メタノールの移
行は、真空の状態調節の段階が試験サンプルの重量測定前にないとき、食品疑似溶媒 D2 に
おける総移行量値に含まれる。真空乾燥段階がサンプル重量の定量前に適用される場合、
メタノールは総移行値に含まれないだろう。なぜならメタノールは接触前にサンプルから
除去されるからである。
5.2.1.2

乾燥食品だけに接触するプラスチック材料から移行する揮発性物質のスク

リーニング
乾燥食品だけに接触するプラスチックは総移行について試験しない。揮発性物質の
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スクリーニングは真空法の適用により実施できない。代わりに食品疑似溶媒 E の GC-MS
スクリーニングが実施でき、又一般的なヘッドスペース法が適用できる。
5.2.2 残留量によるスクリーニング
この規則は“特殊移行のスクリーニングに、材料及び製品に含まれる化学物質が全量
移行したと仮定したときの残留量に基づき、想定される移行を計算することができる”と
述べている。
もし材料や製品にある物質量、例えば添加剤の数値上の濃度（注 8）が既知なら、又適
切な方法で立証されているなら、最大移行は適切な比表面積でその材料の厚みについて移
行物質が全量移行すると仮定して計算できる。他の特定条件下濃度範囲がサプライヤーか
ら提供されている場合、最も高い数値上の濃度が最悪ケースとしてこの計算に使用される。
厚さの範囲内で濃度が一定と予想される場合、最大の厚さが考慮される。最悪ケースの計
算に材料や製品の層全体の厚さを考慮することが計算への最初のベースとなる。層の厚み
についてより洗練された考えは表７にある。
（注 8）あるひとが仮定できる濃度はそのポリマーにおける値だけである。なぜならそれは
ロスを考慮することなく意図的に添加された量であるから。
‘エリアに係る濃度’CA は（食品接触面 dm2 当たりの移行物質の量と理解される）、
ポリマーにおける濃度 CP にポリマーの密度ρ（kg/dm3）と層の厚さ l（dm）を乗じて得ら
れる：
CA［mg/dm2］=CP［mg/kg］×ρ［g/dm3］×l[dm]
その物質が多層における一層以上に存在する場合、層ごとのエリアに関連する濃度は、
もしあるならばファンクショナルバリヤーの前方にあるそれらの層の全体でなければなら
ない。
トータルの質量移動 MTOTAL は、CA に、現実の接触表面積 A と食品重量 MF の比（注：
、
又はこの規則の第 17 条 2 による慣用的な比表面積 6dm2/kg
食品の密度は 1kg/dm3 と仮定）
を乗じて得られる：
MTOTAL［mg/kg］= CA [mg/dm2]×A[dm2]/ MF [kg]
この方法で計算されたトータルの質量移動はしばしば‘最大’或いは‘最悪ケース’
の移行である。
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限られた数のポリマーについて進展した科学的知見に基づき、(ⅰ)特定のポリマーの拡
散性状、及び(ⅱ)移行物質の分子量や質量を考慮した、現実的な全体の質量移動が生じる可
能性のある移行のモデル化により、ボーダーラインにある厚みが設定できる。更に排出す
る移行は温度時間の接触条件にも依存する。表 7（付属書 4 も参照）に、多様なポリマーに
ついて、いくつかの時間温度条件での移行物質の分子量範囲のファンクションとして、厚
みのリストを示している。
全ての厚みの値は、使用条件下ポリマーが膨潤していない状態に関連することに注意
が必要である。現実的用途ではこのことが常にあるとは限らない。例えばポリアミドは水
性食品に接触すると膨潤して大きな拡散性状をもたらす。しかし PE 層が食品（疑似溶媒）
に接触する PA/PE 多層膜は膨潤することはない。油やイソオクタンとの直接接触も膨潤に
導くことはない。
初期濃度は移行についての主要なパラメーターである。それ故利用可能な分析法を用
いポリマー中の初期濃度を正確に定量することが必要である。移行物質の物理的性状、主
に揮発性により、異なる一般的方法が適用される。
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（注 9）PP 弾性体とはアイソタクティック PP により取り巻かれたランダム PP からなる
ヘテロフェーズの PP である。
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5.2.3 移行のモデル化によるスクリーニング
この規則の付属書Ⅴ第 2.2.3 章は、移行のモデル化が、その方法が検証方法よりも厳し
いと考えられる限りスクリーニングとして適用できると述べている。
“特殊移行のスクリーニングのため、実際の移行より過大評価するように設計された
科学的エビデンスに基づく一般に知られた拡散モデルを適用し、材料又は製品中の化学物
質の残留量に基づき、想定される移行を計算することができる。
”
第 18 条 3 は移行のモデル化を用いた適合性チェックを規制している：
“食品にまだ接触していない材料及び製品について、特殊移行量制限の適合性の食品
スクリーニングは、付属書Ⅴ第 2 章第 2.2 章に示された規則に従い、スクリーニングアプロ
ーチを適用して実施するこができる。もし材料又は製品がスクリーニングアプローチで移
行量制限に適合しないときは、その不適合を確認するため、パラグラフ 2 に従い確認試験
を行わねばならない。
”
一般に認知されたモデルは科学的エビデンスに基づかねばならない。最近の 20 年間に
多くの科学的調査が、食品接触材料、特にプラスチックからの食品や食品疑似溶媒への移
行は、殆どの場合 Fick の拡散方程式に従い予見できる物理的プロセスであることを立証し
てきた。それ故実験的スクリーニング方法に加え、理論的移行推定が実施できる。移行の
モデル化を適合性確認に使用するために、読者は Hoekstra ら（2015 年）を参照できる。
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材料や製品における物質の残存量として、数値上の濃度が濃度レンジの場合採用でき、
又最高濃度がこの計算に使用される。代わりに濃度は適切な方法で定量できる（第 5.2.1.2
章参照）
。
他のスクリーニングアプローチ同様、もし材料や製品が移行のモデル化を用いて特定
移行に適合しないとき、適合性の最終的結論は検証試験だけから得られることに留意しな
ければならない（第 4 章参照）
。
移行のモデル化が、時間とコストを大きく低減する方法の中で適合性評価を認める潜
在力をもっていることは自明である。この背景としてモデル化は、実験で測定された値を
のチェックに裏付けるものとなる。
移行のモデル化の有用な用途は反対のアプローチに見ることができる。このことは与
えられた SML 値から出発し、逆に SML を超えることなくポリマー中に認められる最大含
有量を計算で求めることができることを意味する。例えば PET ポリマーについて、この方
法でモノマーの EG,DEG 及びテレフタル酸の SML が決して超過されないことを示した
（Stoermer ら、2004 年）
。同様のことは総移行量についても当たっている。結論として、
ポリマーが PET で製造されているというエビデンスがあるとき、もはやこれらの試験は原
則必要ない。
5.2.4 スクリーニング用食品疑似溶媒
この規則の付属書Ⅴ第 2.2.4 章は：“特殊移行のスクリーニングのため、もし当該食品
擬似溶媒の模擬代替物質が規制される食品擬似溶媒に比較し移行を過大評価するとの科学
的エビデンスに基づくことができれば、食品擬似溶媒を代替物質に置き換えることができ
る”と述べている。
5.2.4.1 食品疑似溶媒のランキングの厳密さ
最も厳しく規制された又スクリーニングの食品疑似溶媒の選択は、移行物質質、食
品疑似溶媒の移行物質の溶解力、食品疑似溶媒中の移行物質の安定性、食品疑似溶媒と包
装材料との相互作用及び食品疑似溶媒と食品接触材料間の接触における接触条件（時間-温
度）に依存する。
多様な食料の溶解性や吸収特性の観点から、規制すべき食品タイプの一般的指定に
より、食品疑似溶媒はつぎで構成される：
●pH<4.5 の親水性と酸性の性状をもつ食品 => 3%酢酸水溶液
●pH≧4.5 の親水性と酸性の性状をもつ食品
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=> 10%エタノール水溶液；20%エ

タノール水溶液
●より親油性の食品に与える有機成分に関連する量を含む親水性の性状をもつ食品
=> 20%エタノール水溶液；50%エタノール水溶液
●親水性とアルコール性の性状をもつ食品

=>

20%エタノール水溶液；50%エタ

ノール水溶液；
（95%エタノール水溶液）
●親油性の性状、O/W 乳化の性状をもつ食品

=> 50%エタノール水溶液

●親油性の性状をもち、接触表面に油脂の性状がないもの => 植物油
●乾燥性状をもつ食品

=> 食品疑似溶媒 E

スクリーニングのため、上記に指定された慣用的食品疑似溶媒より更に厳しいと考
えられる食品疑似溶媒は、望むなら食品分類ごとに選択できる。代わり一つ以上の分類を
カバーし、経済的理由から、食品に求められるより更に厳しいスクリーニング用食品疑似
溶媒（95%エタノール水溶液やイソオクタン）が使用できる。各食品分類に対する最も厳し
い食品疑似溶媒はつぎの表に示される。

*表面に油がない親油性食品や乾燥食品に対する適切で最も厳しい食品疑似溶媒の選択を
考慮し、第 5.2.4 章の中で行われ更に第 5.3.2 章にある考察が協議されねばならない。
この規則の付属書Ⅲ表 2 により、一つ以上の食品疑似溶媒による試験が求められる
食品が存在する。スクリーニングの目的のため、試験数は、この食品疑似溶媒が最も高い
移行結果を示すことが立証できれば、単独の食品疑似溶媒に絞ることができる。つぎのル
ールが考慮されねばならない；
1.)特定移行
●移行が最も強い溶解性をもつ、即ち最も高い移行結果を示す食品疑似溶媒は、一
般に最悪ケースとなる。溶解性に関するデータは文献に見出される。このアプローチは食
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品疑似溶媒による膨潤に潜在する影響を無視している。膨潤の影響は現実の食品との接触
では生じないと仮定される。
●食品疑似溶媒 B は、金属や無機化合物に対し、そして酸性溶媒に溶解する有機物
質、例えばアミンなどのプロトン付加により、最悪ケースとなる。
2.)総移行
●ポリオレフィンの場合、総移行量に有意に寄与する移行物質質は主にオリゴマー
であり（非極性の性状）
、食品疑似溶媒 D2 が最高の移行となると予想され、その代替品と
してイソオクタンで最も大きな移行となり、そして静電防止剤については 95%エタノール
で最も大きな移行となる。更に最も厳しい疑似溶媒の選択について更なるガイダンスは第
5.3.2 章に示される。
●酸に溶解する無機物質を含む材料には、食品疑似溶媒 B を使用しなければならな
い。
●一般に疑似溶媒 D1 は親水性の酸性でない食品に対する最も厳しい水性食品疑似
溶媒と考えることができる。
一級アミン（リニアー及び芳香族）の移行は最悪の食品疑似溶媒として 3%酢酸水溶
液を使用し定量できる。それ故他の食品疑似溶媒への移行の定量は省略できる（工業ガイ
ドライン“ラミネートにおける PAA 溶出の定量”
、Simoneau ら、2011 年）
。一級アミンを
含むポリマーは、一級アミンが油に存在するアルデヒドと反応するため、食品疑似溶媒 D2
では試験できない。
5.2.4.2 親油性食品へのスクリーニング用食品疑似溶媒
多くの場合植物油は実際、不揮発性物質の特定移行試験には好ましくない。なぜな
ら、
a.既存の標準により適用される試験手続きは複雑で時間の浪費になる。
b.制限を課された多くの物質の分析上の定量は手間がかかり、一般に低い検出限界と
低い精度に結びつく。
c.ある場合、植物油は、移行物質と植物油に含まれる物質間の化学反応のため使用で
きない。
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それ故多くの場合、適切な試験条件の下適当なスクリーニング用食品疑似溶媒を用
いたスクリーニングの適用が好ましく必要でさえある。
この章は、そのスクリーニング用食品疑似溶媒による特定移行試験結果が少なくと
も植物油の時の結果に比較し高くなる、即ちスクリーニング用食品疑似溶媒による移行試
験は少なくとも植物油によるものに比較し厳しいという法的要件を考慮して、植物油に対
するスクリーニング用食品疑似溶媒の選択について科学的ガイダンスを示すことを意図し
ている。
このことは、スクリーニング用食品疑似溶媒での移行物質の溶解性は少なくとも植
物油と同じ高さにあることを含みとしている。植物油に適用される慣用的時間と温度の条
件の使用と関連し、一般に移行試験結果は少なくとも検証方法と同じく厳しいものが得ら
れることになる。
スクリーニング用食品疑似溶媒が、スクリーニング用食品疑似溶媒中の移行物質の
溶解性が少なくとも植物油と同じくらい高く、その選択されたスクリーニング用食品疑似
溶媒がポリマーの膨潤を惹き起こす、即ち移行を加速させるような方法で選択されるとき、
科学的証拠に基づき慣用的時間温度条件から逸脱すること、即ち膨潤による影響を考慮し、
より短い時間及び／又はより低い温度を試験に選択することが可能になるだろう。なぜな
ら多くの潜在する溶媒-ポリマーの関連による膨潤の影響について参照可能な知見は限られ、
一般に適用できる推奨は十分な時間／温度条件の選択に与えられることができないからで
ある。
スクリーニング用食品疑似溶媒の選択についての一般的勧告
科学的検討に拠り（Feigenbaum ら、2000 年）
、C2~C8 の酸と C2～C8 のアルコー
ルから合成されるエステル、これらの C6～C8 の炭素原子をもつ炭化水素との混合物は、
一般に移行試験（特殊及び総）のスクリーニング用食品疑似溶媒として推奨でき、それら
は、スクリーニング用食品疑似溶媒は植物油と同じような極性をもっているので、スクリ
ーニング用食品疑似溶媒における移行物質の溶解性は、植物油と同じく高いとする要件を
最も高く満足させてくれる。いくつかの場合、この一般的アプローチはポリマーの膨潤に
より働かない。このことは、他のスクリーニング用食品疑似溶媒が、スクリーニング用食
品疑似溶媒における移行物質の溶解性が食品疑似溶媒 D2 と同じく高い限り、使用できる理
由である。
特定移行試験へのスクリーニング用食品疑似溶媒の選択
スクリーニング用食品疑似溶媒の選択についての勧告は、
“同じものは同じものに溶
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解する”ルールに基づく。即ち移行物質とスクリーニング用食品疑似溶媒の極性が近けれ
ば近い程、スクリーニング用食品添加物中の移行物質の溶解性は高くなることに基づいて
いる。極性の測定として、オクタノール水分配係数（KO/W）が使用できる。なぜなら十分
な科学文献が存在しソフトウエアツールを含め多くの数値推定手続きが存在する。付属書 6
はこのアプローチの背景を記述している。
スクリーニング用食品疑似溶媒選択の条件はつぎの通り：
ratioK=[(Moil/Msim)KO/W(sim)-KO/W(mig)]/[KO/W(oil)-KO/W(mig)]
及び
－1< ratioK <1
ここで Moil は油の分子量であり、Msim はスクリーニング食品疑似溶媒の分子量で
あり、KO/W(sim)はスクリーニング用食品疑似溶媒の KO/W であり、KO/W(mig)は移行物質の
KO/W であり、KO/W(oil)は油の KO/W である、
もし上記 ratioK が－1 を超え 1 未満なら、スクリーニング用食品疑似溶媒は植物油
へのスクリーニングとなると考えることができる。もし上記 ratioK が－1.5～－1、又は 1
～1.5 の間にあるときこのスクリーニングアプローチは植物油には合理的スクリーニング
になる可能性があるが、ある種の不確実性のリスクが存在する。
条件とした“－1< ratioK <1”は、移行が平衡濃度に近づいているといる強い要件で
ある。－1.5< ratioK <－1、又は 1< ratioK <1.5 については、つぎであれば過小評価にはな
らないと予想される：
●この物質の移行量は平衡濃度より有意に低くなる、又は、
●移行物質は植物油に殆ど溶解せず、スクリーニング用食品疑似溶媒にも殆ど溶解
しない。
スクリーニング用食品疑似溶媒に選択には、まず、移行物質の KO/W（実験値又は推
定値）と検討中のスクリーニング用食品疑似溶媒に関する ratioK の計算を検討することが
求められる。適したスクリーニング用食品疑似溶媒にとして 95%エタノール水溶液をまず
評価することが推奨される。もし ratioK の要件が満たされれば、試験の時間／温度条件を
表 8 に従い選択できる。もしそうでなければ極性の低い溶剤がつぎの順番で検討すべきで
ある。即ち、イソプロパノール、n-ブチルアセテート、イソオクタン。あらゆる可能性のあ
る溶剤-ポリマーの関係を考慮した膨潤の影響について知見が欠落しているので、一般的に
適用できる勧告は、洗練された時間／温度条件の選択には示すことができない。
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ratioK のアプローチの便益は、少なくとも 2 つのそして高温での、即ち 3 つのスク
リーニング用食品疑似溶媒を使用しなければならなかった以前のアプローチに比較し、食
品、食品疑似溶媒 D2 の代わりに僅か一つのスクリーニング用食品疑似溶媒を使用できるこ
とにある。
もし 95%エタノールやイソオクタンが ratioK の要件を満たせば、必ずしも問題には
ならないが、表 8 がスクリーニング用食品疑似溶媒の 95%エタノールやイソオクタンに推
奨される時間-温度条件の全体像を示す。ポリマータイプに拠り、膨潤（加速した移行）が
生じたとき、適用可能な t/T の条件は、植物油に用いられた慣用的なものから逸脱すること
に注意すべきである。
試験すべきポリマーが表 8 に特定されていないとき、検討されているものに最も近
い、表に特定されたポリマーの時間／温度条件を選択できる。疑いがあるとき、食品疑似
溶媒に適用できる慣用的温度時間条件を使うべきである。
食品疑似溶媒 E は高温用途でのスクリーニング用食品疑似溶媒として考えられる。
なぜなら一般に、殆どの移行物質について食品疑似溶媒 E の吸収力は食品疑似溶媒 D2 の
溶解性と同じく高いと考えられるからである。食品疑似溶媒 E は、植物種に適用される慣
用的時間温度条件の使用とともにスクリーニング用食品疑似溶媒として使用すべきである
（膨潤の影響がないこと）
。
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5.2.5

アレニウス式の使用

アレニウスの式は 2 つの状況で使用できる。
1.高温で試験を行うことができ、そのとき予想できる最悪ケースから選定することにな
る。関連する移行接触試験時間は、規則（EU）No 10/2011 第 2.1.4 章に記述されるアレニ
ウスの式を用い計算できる。
例1
生産者はその生産品に移行接触試験時間を半分にしたいと思っている。通常の試験条
件は 121℃×30 分である。
もし移行接触試験時間を 15 分にするなら、
試験接触温度は 133℃でなければならない。
2.もし材料や製品が、2 つ以上の時間温度の関連を連続的に課して食品接触用途に意図
されるとき、単一の移行接触試験が、規則（EU）No 10/2011 第 2.1.4 章に記述されるアレ
ニウスの式を用い規定できる。
例 2.1
食品は 130℃×2 時間殺菌される。その後室温で最大 25 日保存される。
1.食品疑似溶媒 D2 の試験条件は 130℃×2 時間で、その後 40℃×10 日が続く。食品
疑似溶媒 A,B,C,D1 の試験条件は加圧下 130℃×2 時間或いは 100℃×8 時間の後、40℃×
10 日が続くのいずれかである。
2.食品疑似溶媒 D2 の試験条件は 130℃×2 時間 15 分である（15 分は 40℃×10 日か
らの再計算）
。食品疑似溶媒 A,B,C,D1 の試験条件は加圧下 130℃×2 時間 15 分、或いは
100℃×9 時間 45 分である（1 時間 45 分は 40℃×10 日からの再計算）。
もし食品が乾燥食品なら試験は食品疑似溶媒 E を使用しなければならない。
1.130℃×2 時間の後 40℃×10 日が続く
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2.130℃×2.2 時間（0.2 時間は 40℃×10 日からの再計算）
例2
トレィが 85℃の熱い食品で充填され、25 分かけ冷却され、冷蔵条件下（4～8℃）最大
20 日保存され、その後 100℃×4 分電子レンジで加熱される。トレィは全ての食品タイプ
に充填される可能性がある。
ここで我々は試験につぎの 2 つの可能性をもつ：
1.100℃×0.5 時間、その後 20℃×1 日及び 100℃×5 分を食品（疑似溶媒）に課す
2.100℃×46 分を食品（疑似溶媒）に課す（12 分は 20℃×10 日からの再計算）
5.2.6 ファンクショナルバリヤーの検討
規則(EU)No 10/2011 第 3 条における定義(13)は、最終的な材料及び製品が、EC 規則
1935/2004 第 3 条の一般要件に適合し、及び移行レベルが規則(EU)No 10/2011 の特定規制
に適合していることを保証するあらゆるタイプの材料による一つ又はそれ以上の層からな
るバリヤーから構成されると述べている。このことは、ファンクショナルバリヤーは例え
ば規則(EU)No 10/2011 の付属書Ⅰ及びⅡに述べられ、そしてファンクショナルバリヤーの
後方にある層に存在する物質が、SML を超えて移行することを防止することを意味してい
る。更に特に規則(EU)No 10/2011 は第 13 条に、食品から食品接触層で分離されている層
からリストされていない物質の移行は、10μg/kg-食品又は食品疑似溶媒で検出されてはな
らないと述べている。
多層膜構造の場合、食品接触層それ自体だけでなく潜在的移行物質を含む層（移行物
質を含む層など）と食品の間に位置する他の何らかの層は、移行の低減効果を示す可能性
があることに注意しなければならない。このことはこのバリヤー層にある非常に低い拡散
プロセスによる、又は非常に好ましい分配効果によることもあり、例えばこのバリヤー層
で移行物質の極端に低い溶解性によっても達成される。移行理論によれば、移行の低減効
果の程度は多層膜の構造上の詳細、潜在的移行物質のサイズやタイプ、食品タイプ及び貯
蔵は食品接触期間の材料の時間-温度の履歴で決定される。より厚いバリヤー層、より大き
な移行物質、低い温度、短い接触時間、同様に食品における移行物質のより低い溶解性が、
最終的な効果をより低い又移行しないとするシナリオに導く。このことは、移行の程度は
包装材料-移行物質-食品のシステム全体の詳細の機能であることを意味する。それ故ファン
クショナルバリヤーの用語はこれらの場合を記述するに適当である。そうした場合、ゼロ
移行のときは‘完全バリヤー’の用語が適用されることになる。
食品接触材料から食品への移行評価に対する通常の層別アプローチのコンセプトから、
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最初の疑問は‘完全バリヤーとは何か?’に関するものとなる。どの厚みのどの材料が、あ
らゆる予見できる包装済食品の接触条件で外部から食品に移行する恐れのある移行物質の
あらゆる浸透を排除することになるのか? ここでつぎの事例を検討することができる：
－何らかの厚さのガラス（酸化シリコン層ではなく）
－金属缶や蓋
－ピンホールや他のダメージが排除されたアルミニウムホィール
－それらの分子量に依存させ、規定された時間／温度条件に関係した物質に対するプ
ラスチック層（表 9 を比較）
実際、これらの場合外部の表示、マーカーやスリーブなどファンクショナルバリヤー
の後方にあるあらゆる層にある、又印刷層に存在する潜在的移行物質は包装材料を通して
食品には移行しない。
完全バリヤーについての他の理解は、特定の移行物質や移行物質のグループについて、
プラスチックの非透過性に係る。食品包装材料の中で使用されるポリマーは無機の含量、
無機塩やナノ粒子を透過させない。
移行の理論的考察に基づきこれより表 7 に示された値が導出され、又ファンクショナ
ルバリヤーの厚みが様々なポリマーに、そして 60℃×10 日の最悪ケースの試験条件での移
行物質の分子量の機能として導出された（付属書 4）。特定の分子量範囲の分子は、表 9 に
リストされたファンクショナルバリヤーの厚みで移行は予想されない。この表でポリオレ
フィンは、有機物質に対しファンクショナルバリヤーとして一般に認められていないため、
ぎりぎりカバーされている。
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より大きな違いや更なるリファインが、正確な分子量や放出するポリマー層における
移行物質の濃度、及び用途の構造的特徴など詳細パラメーターが知られ、又合理的に仮定
できるとき、移行のモデル化により達成できる。その後与えられた移行物質にとって、そ
のバリヤーがファンクショナルバリヤーであるかどうか、即ち関連の SML や他の受容され
た移行制限を超える移行を防止できるかどうか、即ち規則（EU）No 10/2011 付属書Ⅰにリ
ストされた物質には関連の SML を又付属書Ⅰにリストされていない物質には 0.01mg/kg食品を超える移行が防止できるかどうかを導出する。
表 9 に言及されたもの以外の材料は、使用に予見される最悪ケースの条件に対し、そ
の関連の潜在的移行物質が 0.01mg/kg-食品を超えて移行しないことを立証する範囲で、フ
ァンクショナルバリヤーとして活用できる。
単に単層のポリマーにより達成されるバリヤー性状に加え、他の非常に薄いバリヤー
層が通常のバリヤーのポリマーを代替し、コンポジット全体による優れたバリヤー効果を
発揮している。例えばアクリルや PVDC をコートした PP フィルム。
総合的研究プロジェクトの中で（付属書 2）
、24 の異なる可撓性包装フィルムのバリヤ
ー性状が、90～400g/mol の分子量範囲にある 12 の異なる試験用透過物、20～80℃温度範
囲を用い、これらフィルム全体に透過測定を行って研究された。全てのフィルムに対する
コアの試験条件は 40℃と 60℃で、それぞれ 14 日、最長 47 日である。
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結果として、90g/mol に等しいかそれより高い分子量をもつ移行物質について、60℃×
10 日の試験条件で 10ppb 未満のレベル以下のあらゆる移行にあり、常時充分低減できる一
般的ファンクショナルバリヤーのリストが整理された（表 10）。加えて、室温で長期間使用
されるとき（規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 2.1.4 参照）
、このバリヤーパフォマンスを示
す関連のファンクショナルバリヤーのリストが又整理された（表 11）
。

このフィルムの後方に存在する潜在的移行物質への特定移行試験、例えばポリマー、
接着剤、印刷インキ、コーティング、紙及び板紙や二次包装からの移行試験は、移行の目
標値が 10ppb より大きく下回ることがない限り、又裏移りの問題が特定されない限り、一
般的ファンクショナルバリヤーには全く必要がない（表 10）。同じような結論は、室温で長
期間保存される接触用途に対し、表 11 にリストされたバリヤーフィルムでもすることがで
きた。
60℃より高温の用途では、バリヤーの性状はチェックされ検証される必要がある。
5.3 総移行量のスクリーニングアプローチ
プラスチック規則 10/2011 付属書Ⅴ第 3.4 章によれば：“材料及び製品が移行量制限に適
合しているかどうかのスクリーニングのため、第 3.1 及び 3.2 章で記述された確認方法より
シビアと考えられるつぎのアプローチの全てが適用できる。
”総移行量についての 2 つのス
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クリーニングの原則をリストする。
5.3.1 残留量によるスクリーニング
最終的な材料や製品に又材料や製品に使用される全ての原材料について、食品疑似溶
媒中の全ての不揮発性抽出量（TNE=移行物質質の残留量）が食品疑似溶媒による完全な抽
出を経て実験で同定される限り、最悪ケースの総移行量は、レシピによる TNE 画分それぞ
れの TNE について、食品への総移行の仮定の下その組成／レシピに基づき計算できる（特
定移行についても同じ）
。
5.3.2 スクリーニング用食品疑似溶媒
この規則の付属書Ⅴ第 3.4.2 章はつぎのように述べている：
“総移行のスクリーニング
のため、もし当該食品擬似溶媒の模擬代替物質が規制される食品擬似溶媒に比較し移行を
少なくとも厳しく評価するとの科学的エビデンスに基づくことができれば、食品擬似溶媒
を代替物質に置き換えることができる。
”
プラスチックからの総移行に寄与する移行物質質の性状が知られている仮定の下、第
5.2.4 章の考察が同様に適用できる。
2 つの疑似溶媒、95%エタノール水溶液とイソオクタンは実際出会うプラスチックから
の移行物質の極性範囲にある。植物油による総移行試験の代替は、適合性評価に最も高い
結果となることを考慮し、双方の溶媒で試験することが求められる。95%エタノール水溶液
について、その極性は植物油に比較しより高いので、95%エタノール水溶液での非極性移行
物質の溶解性がオリーブ油に比較し低くなると予想され、総移行量への非極性移行物質の
影響の寄与が理解される理由である（例えば、ポリオレフィンのオリゴマーや典型的抗酸
化剤）
。イソオクタンについて、その極性はオリーブ油より低いので、イソオクタンでの極
性移行物質の溶解性がオリーブ油に比較し低くなると予想され、総移行量への極性移行物
質の影響の寄与が理解される理由である（例えばポリアミドのオリゴマーや残存モノマー）
。
双方のスクリーニング用食品疑似溶媒による試験を下方評価するリスクを最小化する
ことが求められ、適合性評価には最も高い移行結果が検討される必要がある。
上記結論に基づき、スクリーニング用食品疑似溶媒を用いた総移行試験について、
つぎの時間／温度条件が推奨される：

198

199

200

6

移行物質の分析的定量

規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅴ第 1.3 章及び第 2.1.7 章は移行物質の分析に関する指標を示
す。
この企画は食品及び飼料の公的管理に関する規則(EC)No 882/2004 第 11 条を参照する。
6.1 分析の範囲
この章の目的は分析方法の 2 つのタイプを記述することにある：
1)ポリマーの特定を確認する方法
2)移行物質の分析方法：
a)材料や製品中に移行物質の残存濃度の定量
b)移行実験後食品や食品疑似溶媒中の移行物質濃度の定量
c)市場でサンプリングされた包装済食品における移行物質濃度の定量。注意：包装済食
品分析は、環境、食品加工（食品添加物、用具）及び食品包装材料など全てのソースに由
来する物質の総濃度を評価する。
6.2 移行物の定量方法
6.2.1 方法のヒエラルキー
下記に記述する方法のヒエラルキーは、食品飼料の公的管理に関する規則（EC）No
882/2004 第 11 条(1)による。現時点でこのヒエラルキーは 3 つのレベルを予想している：
公的管理の意味合いで使用されるサンプリングと分析方法は関連するコミュニティのルー
ル（即ち EU の法制度）に適合すること；又 2 番目に、もしこうしたルールがないなら、
国際的に認知されたルールやプロトコール、例えば CEN が受理したものや国家の法制度で
合意したものに適合すること；及び 3 番目に上記がなければ、意図する目的に適合した又
科学的プロトコールにより開発された他の方法に適合すること。
EU 法制度の方法
食品接触材料の場合、欧州連合としての方法はない。分析を詳細に記述した塩化ビニ
ルの移行と残存する塩化ビニルについて 2 つの方法があった。しかしこれら欧州委員会指
令はこの規則により代替された。理事会指令 78/142/EEC は、塩化ビニルは検出限界
0.01mg/kg-食品のヘッドスペース GC により分析すると述べ、そしてそれを塩化ビニルが
原則食品で、そしてそれが技術的に不可能なとき食品疑似溶媒で定量されると特定してい
る。この指令は規則(EU)No 10/2011 により代替された。
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CEN 方法
別途 CEN 標準の方法が、以前のプラスチック食品接触材料の EU 法制度の中で、プラ
スチックからの総又特定移行を試験するため開発されていた。総移行の定量に対する方法
は CEN 標準 EN 1186 のシリーズに対応している。特定移行については、CEN 標準 EN
13130 のシリーズが二つの標準と技術上の規格を提供している。プラスチック食品接触材
料に関する以前の EU 法制度を参照する全ての CEN 標準は、規則(EU)No 10/2011 に対し
もはや有効ではない。プラスチック中の物質の残存量を同定するそれら標準及び技術的規
格だけが依然使用できる。
他の方法
殆どの方法は単一物質で検証されている。EURL はサンフラワー油中の DIDP
（Bratinova ら、2010 年 a）
、50%エタノール中の BPA（Bratinova ら、2010 年 b）の定
量に、そして使えなくなった食品疑似溶媒 E 中のいくつかの移行物に、繰り返し性（注：
測定のばらつき）と再現性のデータを導出している（Beldi ら、2012 年）
。後者の研究は又
食品疑似溶媒 E を使用した特定移行試験と移行物の同定の組み合わせに繰り返し性と再現
性のデータを得ている。
6.3 分析方法への要件
方法は、材料や製品それ自体における物質の定量又は食品や食品疑似溶媒における定量
のいずれかが出来なければならない。
分析方法はつぎの様式に適合しなければならない（見本のサンプルは食品接触材料への
EN 法で見ることができる）
1.範囲
2.原則
3.サンプル
4 反応.試薬（安全性の予防対策）
5.器具
6.手続き
7.検証
8.測定の不確実性
9.試験報告書
下記 Box は移行物質の分析的定量に対する方法の記述をどのようにするか概要を示す
（EFSA、2008 年）
。
1.範囲
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この方法が適用される材料及び製品のタイプの記述
この方法が適している食品疑似溶媒（及び食品）の記述
この方法が材料や製品又食品疑似溶媒（及び食品）に含まれる物質を定量できる限界の記
述
2.原則
同定に使われる原則の記述（例えばヘッドスペース GC、HPLC でフォローされる抽出、比
色計でフォローされる抽出）
3.反応試薬
反応試薬を用いるときの安全性の要件やあらゆる特定の予防原則の記述
物質の純度要件、溶剤や反応の純度についての内部標準やあらゆる特定の要件の記述
QM や SML をカバーする濃度範囲をもたねばならない最初のそして希釈した検量溶液の記
述
4.器具
通常のラボの器具が仮定されるが、あらゆる機器や器具の特殊なピースや特殊な規格が述
べられねばならない。クロマトグラム法の最小限の操作が、内部標準、溶剤や他の成分か
ら、同定されるべき当該物質の解の中で述べられねばならない。
5.サンプル
分析される材料や製品の代表サンプルを採取するときの要件の記述。疑似溶媒の試験のた
め、条件や試験法を選択するガイドは EN の方法の中で規定されている。
6.手続き
検量線の作成方法、データ評価及び最終的なグラフによる又計算による同定を含むべき手
続きを如何に実施するか十分詳細な記述。材料や製品からの定量的抽出については、標準
添加法が常に検量線に用いられるべきことを全面的に立証することはできない。食品疑似
溶媒中の物質の定量には、内部標準法が常にクロマトグラムの手続きに用いられるべきで
あり、較正は問題の物質で裏付けられたブランクの食品疑似溶媒に対しなければならない。
7.検証
分析方法は、測定された QM や SML の値が規則 EU No10/2011 やその改訂版に特定され
た制限を超えていることが見出された場合、使用すべき試験結果の検証についての詳細を
含めねばならない。検証段階の背後にある原則は、その技術が最初に使用されたものと異
なって十分に使用されていること、そしてそれが推定される物質の特定とレベルに新たな
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保証を与えることにある。従い例えば：GC が使われる揮発性物質には、それ故 GC/MS（ス
キャンやイオン選択モニタリング）による検証が適切な方向性であり又展開形式である。
HPLC を用いた不揮発性物質には、検証は、適切な揮発性誘導体を形成後 GC/MS により、
又異なる分析特定と異なる溶剤システムをもつ少なくとももう一つの HPLC カラムによ
り、及び／又はストップフロースキャニング UV や蛍光分析により実施できる。
8.正確性
分析法の検出限界や定量限界の記述。QM や SML に適用される分析誤差はその方法の機能
に、そしてラボラトリ間の協同施行だけによって得られるクリティカルな差異値の計算に
よるだろう。しかしこの方法はラボラトリにより得られる方法について、ラボ内部の“繰
り返し性”の記述を含まねばならない。
9.試験報告書
試験報告書は使用した方法に関する関連情報を示さねばならない。
6.4 分析方法の選択
6.4.1 総移行
CEN 標準の EN 1186 シリーズはもはや利用できないので、それらは付属書 7 及び 8
で使用されるものとして改訂されている。
6.4.2 特定移行
特定移行に関する CEN 標準の EN 13130 シリーズはもはや利用できないので、それら
は改訂する必要がある。
特定移行への分析アプローチはつぎに拠るだろう：
●当該物質の揮発性
●当該物質の極性
●食品や食品疑似溶媒の性状（例えば水性か油性か）
●同定のレベル（例えば高いか低いか）
●当該物質の官能基グループ（検出方法を規定するため検討される）
求められる最低の特定移行量制限は、食品接触物質 No 662 への 0.005mg/kg-食品であ
る。物質のグループについて、最低の特定移行は検出限界 0.01mg/kg である。例えば一級
芳香族アミン（規則付属書Ⅱ）及びファンクショナルバリヤーの後方における同様の性状
をもつ物質グループ。多くの検出器は、サンプルのある濃度が必要になったとしても、こ
のレベルを達成できる。食品接触材料からの移行物質の場合最も厳しいものは、食料や食
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品疑似溶媒からのそれらの抽出やそれらの妨害のない定量以上のものと認識されている。
表 13 は、食品接触材料の成分が 1 つ又は他の技術により一層充分に分析される一般的分類
を示している。

食品接触材料からの移行物質の特定と定量に適用可能な機器分析に影響を与える多様
なファクターがある。これらのファクターの中で、移行物質そのものの物理的科学的性状
は非常に重要である。食品接触材料に使用される物質は、非極性（より頻度が多い）から
極性まで、そして最も揮発しやすいものから不揮発性まで広がっている。一般的科学的コ
ンセンサスとして、懸念される物質の範囲は通常分子量 1,000 までである（EFSA、2008
年）
。
注意：一般に 1,000 以上の分子量をもつ物質は、この分子量以上で消化よりも排泄さ
れる。それ故毒性学上懸念は少ない。しかしながらプラスチック食品接触材料に使用され
るあらゆる物質にリスク評価が必要である。
移行物質の分析同定は 3 つの主な段階をもつ：抽出、必要ならサンプル精製及び同定
（主にクロマトグラム技術）。この抽出とサンプル精製は、どのくらい物質が予測される、
そしてマトリックスの性状に係るその性状に依存する。精製の目的は、調査する分析物の
シグナルを妨害し曖昧にする恐れのある食品や食品疑似溶媒のあらゆる物質を除去し排除
することにある。もう一つの目的は、分析機器の障害となり汚染するタンパク質、炭化水
素類や油脂など主要な食品成分を除去することにある。これらの化合物がなくなると定量
は改善される。
400 以上の方法をカバーする分析方法のソースは、EU レファレンスラボラトリ食品接触
材料で見ることができる（注：ウエブサイト上）
。
6.5 材料の性格付け
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6.5.1 材料の性格付け
プラスチック材料の性格付けは、モノマーや特定の添加剤のタイプなどその成分、そ
してどの移行テストが実施できるかについての価値ある情報を提供する。
材料の性格付けの最初の段階は、食品接触層や他の層の分析である。材料の定量的性
格付けは FT-IR により最も一般に実施される。サンプルは典型的には 600～4,000cm-1 の波
長域でスキャンされる。ポリマー自身とモノマー及び添加剤の特定官能基グループは、そ
れらに係る物質名の指標となる特定の性状や吸収を示す。一般的でユーザーフレンドリー
な技術は ATR の使用である。物質名の訂正はスペクトルライブラリの質（市販品、内部資
料のいずれも）
、及びユーザーの解釈に依存する。
つぎの段階として、ミクロトームでサンプルから切片を調製し、それを偏光顕微鏡で
観察することが推奨される。このことで、サンプルの層が可視化でき、各層に潜在する材
料のタイプについて最初の糸口が得られる。
第 3 の段階として、
それぞれの層を剥がす又は適切な有機溶剤や酸を用いて分離する。
ラミネート層は接着剤を溶解することで分けられ、アルミニウム層を含むサンプルも分け
ることができる。各層は正確に特定する必要がある。
6.5.2 材料中の物質の残留濃度
いくつかの場合、法制度に示された限界が、食品への移行量制限より、むしろ材料中
に認められた物質や物質のグループの最大量（QM）に係る。これは、当該物質が揮発性で
あるので、移行試験が大きな不確実性や測定の困難さをもつ恐れがあるため、或いは当該
物質が既に食料や食品疑似溶媒と反応しており、移行後そのものとして測定できないため
である可能性がある。
残存量の測定はポリマーからのターゲット物質の完全な抽出を求める。このことは、
揮発性物質にはヘッドスペース GC-MS 分析で、又準揮発性物質にはポリマーを強い溶剤で
溶解し、そのポリマーを当該物質を沈殿物に含むことになる溶媒を用い再沈させることで
達成できる。使用された溶媒は、ターゲットの化合物を溶解し、又ポリマーマトリックス
を膨潤或いは溶解する、その両方出来なければならないことが広く受け入れられている。
ポリマー膨潤のデータは既に文献で参照可能だが、時々分析物や抽出溶媒の機能として推
定されている程度である。溶媒／分析物／ポリマーのいくつかの組み合せが研究されてき
た。例えば THF は PVC の溶解に使用されている。他の抽出手続きは、ソックスレーやリ
フラックスが最も厳しい条件である（法制度に規定されている）
。サンプル調製は通常、抽
出プロセスを促進するため、ポリマーや材料から小片に前もってカットするか粉砕する。
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準有機揮発性物質には、溶媒抽出のあと恐らく分画や誘導体化が行われる。抽出物は、
そのとき使用された添加物の存在を検証するため、最初スキャンモードの GC-MS で分析さ
れ、SIM モードに引き継がれる。このスキャンモードは一般に抽出された非常に多くの物
質を特定するため選択されるもので、一方 SIM モードは特定物質の存在をチェックするた
め特定イオンのフラグメントをターゲットにしている。一例として、
octadecyl-3-(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate（食品接触材料 433）の存在を
チェックするものとしては、530 及び 515amu のイオン選択がある。ある不揮発性物質に
は、LC-MS が GC-MS の良い代替となりうる。
無機化合物の場合、ポリマーは消費され例えば ICP-MS で分析される。
CEN は又標準化された試験方法を作成している：
●EN 13130-4:2004 第 4 部：プラスチック中の 1,3-ブタジエンの定量
●EN 13130-6:2004 第 6 部：プラスチック中の塩化ビニルの定量
●EN 13130-8:2004 第 8 部：プラスチック中のイソオクタンの定量
●EN 13130-17:2005 第 17 部：プラスチック中のカルボニルクロライドの定量
●EN 13130-20:2005 第 20 部：プラスチック中のエピクロルヒドリンの定量
●EN 13130-22:2005 第 22 部：プラスチック中の EO と PO の定量
6.5.3 表面積の決定
その製品に表面に接触している食品の容量を測定することが非現実的な製品について
は、食品に接触する表面積を決定する能力は、規則(EU)No 10/2011 第 17 条 2 を適用する
とき重要である。台所用器具の接触表面積の決定に関するラボラトリー間の比較は（Mieth
及び Hoekstra、2013 年）
、表面積決定の測定の不確実性については、分析結果のトータル
の測定における不確実性を考慮に入れる必要がある。
6.6 化学品とマトリックスの性状に拠る方法の指標
6.6.1 揮発性有機物質
殆どの食品マトリックスからの精製は、ヘッドスペース（静的又は動的）、又パージと
トラップのサンプル技術（例えば、poly(2,6-diphenyl-p-phenylene oxide）により効果的に
達成できる。食品サンプルは加熱され、揮発性成分は主たる食品成分を残してヘッドスペ
ースのガスへと分配される。ヘッドスペースの採取物はその後 GC カラムに注入される。
ある場合には固相マイクロ抽出（SPME）が適用される。GC-MS は、ターゲット物質の明
らかな特定に導く特定イオンの監視を可能にするためしばしば好まれる。ヘッドスペース
GC-MS の主な障害は定量である。なぜならヘッドスペースはガス相と液相の分配機構に基
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づいているからである。各物質は殆どがその固有の分配性状を持っている。それ故もし内
部標準が使用できるなら、それらはターゲット物質に非常に近いはずであり、そして大方
の事実によれば、同様の物質の標準添加法が定量へのより良いオプションであることが示
唆される。
6.6.2 準揮発性及び不揮発性有機物質
6.6.2.1 水性や溶剤のマトリックス
この媒体は LC の溶剤と混合しなければならないか、GC で容易に揮発できる溶剤に
含まれねばならない。
6.6.2.2 油性のマトリックス
マトリックスの精製は油性のマトリックス（疑似溶媒や食品）に対する多様な方法
の中で試みることができる。
➢選択される溶剤の抽出；食品サンプルはターゲット物質を溶解するため選択され
る溶剤に抽出される。しかし主たる食品マトリックスではない。
➢溶剤-溶剤の分配；食品抽出は潜在する妨害物質の除去するため、2 回目の溶剤に
分配される（それで洗われる）
。
➢サイズ排除クロマトグラフィー（SFC）や GPC は、分子量が典型的に 1,000amu
未満のターゲット物質を含む画分を同定し分離するため使用できる。食品抽出物は制御さ
れたポアサイズをもつゲル担体を通って通過する。分離は分子量に基づく、そしてそれ故
ターゲット物質の形状はその分子量の背景で影響をもつ。ターゲットの物質を含む画分は
集められ、残余のものは排除される。
➢固層の抽出物が排除れるカートリッジを使用する。ターゲットの物質はアクティ
ブな担体とともに包装されたカートリッジで効果的に吸収され、望まれない材料は洗い流
される。ターゲット物質はその後溶剤変更により溶離される。
ターゲット物質を含む抽出物の分析はその後 GC-MS や LC-MS により実施できる。
6.6.3 無機物質
多数の無機物質はそれら固有の毒性のため移行を規制されている。本来有機金属であ
るある添加剤、同様に触媒残渣は又一般に移行を認められた無機化合物のグループについ
ての量で規制される。元素についての殆どの方法は、食品安全に使用されるものと同じで
ある。即ちサンプルの前処理のための多様な抽出及び／又は蒸解技術を伴う原子吸光、原
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子発光を用いて。もしターゲット分析対象がいつかの元素をもっているなら、誘導結合プ
ラズマ（ICP）MS がそのとき選択される方法である。
6.7 較正物質
適合検証のため、移行物の特定を検証し、ポリマーや食品や食品疑似溶媒中の移行物
を定量するため、較正物質が必要である。市販の分析ソースはまず、分析標準や MSDS な
ど使用に対し正確な純度情報があるものを求めねばならない。
6.7.1 較正物質の量：標準物質の名称、純度及び貯蔵
“純粋な”分析標準品は純度が既知で、各々が個別に特定され、受領日が記録されて
いる。それらは低温で、望ましくは光や湿度を遮断した、即ち分解速度が最低になる条件
の冷蔵庫で保管される。こうした条件下、サプライヤーの使用期限は、特にあまり厳しい
貯蔵条件ではないが、適宜各標準品ごとに 10 年以内で貯蔵が認められる日までに代替され
る。純粋な標準品は保持され、それが適切な日にチェックされ、その純度が引き続き受け
入れられることが示される限り、新たな期限日が示される。理想的には、新しく求められ
る“純粋な”標準品の名称は、その分析対象がラボにとって新たなものかどうか確認しな
ければならない（EU、2013 年）
。
スクリーニングの目的だけなら、“純粋な”標準品や導出される溶液は、その報告され
るレベルが達成できる限り、期限日以降も使用できる。もしその物質が検出されたら、新
たに確認された“純粋な”標準日とそれにより作られた較正液が定量に使用されねばなら
ない。
標準品の保存液の作成に使用される較正物質の純度は、95%以上なければならない。こ
の場合較正物質の重量を、標準品の保存液におけるその濃度を計算するため採取すること
ができる。
6.7.2 較正目的のため含まれる物質の不安定性
いかなる標準品も期限日を超えて使用されるときはいつでも、その安定性を検証され
ねばならない。既存の保管や作業中の溶液は、個々の標準品や標準の混合物の適切な希釈
から得られる検出器（ディテクタ）の応答を比較することで、新たに調製された溶液に対
して試験することができる。古い“純粋な”標準品の純度は新たに貯蔵された標準品を調
製することで、そして古いそして新しく貯蔵された標準品から新たに調製された希釈液よ
り得られる検出の応答を比較してチェックすることができる。古いそして新しい標準品間
に見られる濃度の差異が調べられねばならない。
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2 つの溶液（古いものと新しいもの）のそれぞれに少なくとも 3 回の繰り返し測定して
得られる平均値は通常±10%を超えて異なってはならない。新たな溶液からの平均値は
100%とされるものである。もし古い標準品の平均の反応が新しいものから±10%以上異な
っているとき、貯蔵時間や条件はその結果に基づき必要により調整されねばならないし、
最初のものとは別に調製した 2 回目の溶液でチェックしなければならない。内部標準品の
使用は±10%の差を達成するため求められるインジェクションの繰り返し数を低減するか
もしれない。
抽出物における分析上の安定性は方法の検証の間に調査されねばならない。冷凍庫や
冷蔵庫における抽出物の貯蔵は分解を最小化するだろうが、オートサンプラーのラックで
のより高い温度に潜在するロスを無視してはならない。
6.7.3 異なる CAS 番号をもつ較正物質
規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅰにリストされ選択された物質については、異なるソース
のため 1 つのエントリに 2 つの CAS 番号が与えられている。例えば異性体の混合物“フタ
ル酸と一級飽和 C8~10 で C9 が 60%超の分岐アルコールとのジエステル”
（食品接触材料
No 728）には 2 つの CAS 番号が、そして“フタル酸と一級飽和 C9~11 で C10 が 90%超の
分岐アルコールとのジエステル”
（食品接触材料 No 729）には 2 つの CAS 番号を与えられ
ている。当てられた材料や製品又食料におけるこれら物質の濃度を正確な定量を確認する
ため、定量に使用する較正物質は、その材料や製品の製造に使用されるこのと同じであら
ねばならない。もしこの 2 つの CAS 番号がその製造に使用される取扱いに関する情報が適
合宣言を通して参照可能でないとき、これら 2 つの物質のセットについては、これは、抽
出するポリマーのクロマトグラムのプロファイルと標準品のそれを比較することで比べら
れる。
CAS 番号が一つ以上あり、規則(EU)No 10/2011 付属書Ⅰに収載された他の物質にはつ
ぎがある：
食品接触物質 No 物質
110

α-トコフェノール

551

ポリ（エチレンプロピレン）グリコール

598

カルシウムスルホアルミネート

728

フタル酸と一級飽和 C8~10 で C9 が 60%超の分岐アルコールとの

ジエステル
729

フタル酸と一級飽和 C9~11 で C10 が 90%超の分岐アルコールとの

ジエステル
752

ビス（メチルベンジリデン）ソルビトール
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790
poly(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]hexamethylene-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]
6.7.4 低品質の較正物質
ある種の物質は商業上十分な純度をもっていない。即ちそれは混合物であり、又申請
者又工業グレード品に由来する。較正用標準品が分析対象の異性体の混合物であり、又 CAS
番号をもっていないとき、検出器の反応は、各成分に対しモルベースで通常同じものと仮
定することがある。妨害物質が存在すると異なる分析カラムの使用でチェックできない。
純度が 50%以下の技術上の物質は充分でない。そうした場合、その純度（例えば 30%
の）が製造者により精製されるときを除き、精製段階が検討されねばならない。
低品質の較正物質をいかに扱うか
もしこうした高品質の較正物質を得ることが不可能なら、標準品の保存溶液調製に使
用する重量を補正する必要がある。
M=m×P/100
M は補正された質量（mg）
m は較正物質の質量（mg）
P は GC-FID の純度（%）
それ故純度の同定が必要である。それがいくつかの方法で可能である：
1)不純物の同定と定量（抽出法）
2)GC-FID のガククロマトグラムによる純度の定量
3)HPLC
4)NMR
最初のオプションは常に可能ではないので、2 つ目のオプションが広く受け入れられて
いる。GC の純度（P）は較正物質のピーク面積をトータルのピーク面積（溶媒のピークを
除きクロマトグラムに観察される全てのピーク面積の合計）で割った商で決定できる。
P[%]=A×100/T
A は較正物質のピーク面積
T は溶媒のピークを除きクロマトグラムに観察される全てのピーク面積の合計
注意
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較正物質のピークがスケールのおよそ 75～90%になる条件で、較正物質の溶液をイン
ジェクションすること。このことは、濃度設定、感度、レンジ、分離比や減衰の全体で達
成できる。
6.7.5 CAS 番号のない物質
CAS 番号のない物質は以前の章と同じく扱わねばならない。CAS 番号のありなしは当
該物質の純度に対して関係ない。
6.7.6 定量
現実的な場合、各検出システムは各分析バッチについてターゲットにされた全ての分
析対象により較正されねばならない。もしこのことがアンバランスなほどに多くの較正を
求めるとき、定量システムは最小限の代表的分析対象で較正しなければならない。代表的
分析対象物は、受容可能な実施が他の全ての分析対象物で達成できるという十分な証拠を
提供するため、非常に注意深く選択させねばならない。この選択はサンプルにおける当該
物質の検出の蓋然性と分析対象物の物理的化学的性状により行わねばならない。
6.8 方法の性能
プラスチック材料や製品から総又特殊移行を定量する分析を行う時、又法制度における
他のあらゆる制限への適合性を検証するとき、用いられたあらゆる方法は適切な質をもっ
ていること、そして用いられた方法の性能が規定された方法の性能基準に合致しているこ
とが重要である。公的管理を目的とする分析方法の適用性や適性を示すため実証すべきパ
ラメーターはつぎを含む：関連する分析対象物の選択性、移行する相を通しての分析対象
物の安定性、同様にその後に続く分析、繰り返し性、再現性、回収、作業範囲、較正のリ
ニアリティ、検出限界、定量限界、試験結果に係るあいまいさや測定の不確実性。これら
パラメーター及び方法の検証へのアプローチは、EURL-NRL により作成された EU 報告書
EUR 24105 EN に記述されている：食品接触材料の管理に使用される性能基準と分析方法
の検証方法（Bratinova ら、2009 年）
。
6.8.1 拡大した測定の不確実性
食品接触材料の意味合いにおいて、重要な誤差のソースは、試験片の表面積測定、移
行試験の性能及び食品（疑似溶媒）中の移行物の定量、それらいずれにも加わる測定の不
確実性である。
6.8.1.1 総移行
分析誤差、即ち与えられた方法に係る拡大した測定の不確実性は、その方法の繰り
返し性や再現性の性状を考慮した方法の検証の間に決定される。総移行試験に係る分析誤
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差はもはや EU 法制度には含まれていない。この誤差は CEN 標準に含まれている。これら
標準が改訂されていないが、移行試験は本質的に同じものとして残っており（2 つの部分か
らなる－試験片の食品疑似溶媒との接触及び分析の定量の部分）
、そして誤差設定も同じで
ある。
総移行の方法論を設定するとき、ラボラトリはその方法を検証し、分析誤差を含め
その適合能力を検証しなければならない。
水性食品疑似溶媒
つぎの分析誤差は許容される：全ての水性食品疑似溶媒及び食品疑似溶媒 D1 につい
て 12mg/kg-食品又は 2mg/dm2。各試験片それぞれの試験結果は、それが 3 回の試験結果の
平均値から、認められた分析誤差を超えない範囲で差をもつとき有効である。もし 3 回の
結果の最小値が分析誤差の範囲にないとき、サンプルからの新たな試験片を使用し試験が
繰り返される。もしこの繰り返しが又基準に合わないとき、サンプルの不均一性が原因で
ある可能性があるので、サプライヤーによりチェックされねばならない。
使い捨て用途への油性食品疑似溶媒
つぎの分析誤算が認められる：全ての油性食品疑似溶媒及び代替試験溶媒について
20mg/kg-食品又は 3mg/dm2。誤差は又試験結果への換算係数適用後も有効である。もし換
算係数が適用されないなら、10mg/dm2 超の移行結果は一連の結果の平均から 30%以上異
なってはならない。
油性食品疑似溶媒への総移行の定量は通常 4 回実施し、1 回の定量が破棄されたとし
ても得られた 3 回の有効結果が認められる。4 回の結果が 4 回の定量から得られたとき、即
ち曖昧な操作エラーの理由でどの回の定量も拒否されないとき、各結果それぞれが分析誤
差を超えないで 4 回の平均から差をもつならば有効である。もし 4 つの結果の 1 つが分析
誤差を超える値で平均値より大きいか少ないとき、この結果は拒否することができ、残り
の 3 つの結果の平均値を再計算する。もし 2 つの結果が分析誤差を超える値で平均値より
大きいか少ないとき、平均値から最も大きくずれた結果を排除することができ、残りの 3
つの結果で新たな平均値を計算する。残りの 3 つの試験結果は、それが誤差範囲内にある
とき有効である。もし 3 つの結果の最小値が分析誤差内にある上記基準に合わないとき、
試験はサンプルからの新たな試験片を用い繰り返さねばならない。
繰り返し用途への油性食品疑似溶媒
繰り返し試験が油性食品疑似溶媒への総移行の定量に使用されるとき、定量の各セ
ットへの個々の結果（M1,M2 又 M3）は、少なくとも各セットにおいて、3 つの結果がそ
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のセットの平均値から、10mg/dm2 超の結果については 30%以上、又 10mg/dm2 以下の結
果については 3mg/dm2 以上異なっていないとき有効とされねばならない。誤差を超える結
果は上記使い捨て型における手続きに従い破棄されねばならない。
6.8.1.2 特定移行と残留量の定量
その材料における特定移行と残存量の定量のような、残留量の拡大した測定の不確
実性のセットがないこれら方法については、Bratinova ら（2009 年）により記述された“標
準レベル”の検証スキームがフォローされねばならない。この資料は又拡大した測定の不
確実性を定量するアプローチを記述し下記のようにまとめている。拡大した測定の不確実
性（U）は、値のばらつきを性格付ける測定結果に係るパラメータで、分析法の正確さのシ
ンプルな表現と見なすことができる。
結果はつぎのように表現される：
x±U
ここで：x は測定値
U は拡大した不確実性
拡大した不確実性（U）は、統合した標準の不確実性（uc）に、信頼性の決定レベル
ごとの不確実性に係るファクターk を乗じて計算できる。
U=k×uc
k=2 を用いて単純にすると、信頼性のレベルはおよそ 95%となる。
試験結果が法制度の制限値に近いとき、報告結果が、信頼性を評価する測定の不確実
性とともに示されることが重要である。
拡大した測定の不確実性は、均一なサンプルで実施された分析測定だけを参照し、サ
ンプル間に潜在する不均一性（例えば、不均一性は、カットレィや皿などのサンプルの複
製片でときに見られている）を考慮していないことに注意しなければならない。不均一性
による不確実性は通常、分析測定での拡大した測定の不確実性より大きい。
6.8.2 品質保証
あらゆる適合試験のための分析同様、適切な分析上の質の保証のサンプルが各バッチ
ごとに含まれねばならない。即ち溶剤のブランク、操作上のブランク、認証された或いは
ほかの充分性格付けられたレファレンス材料及び／又は使えなくされた溶剤がサンプルと
ともに試験されねばならない。方法には、望ましくは内部標準を、また最悪でも外部標準
を含まねばならず、ターゲットとされた揮発性物質やフタレートジエステルのような遍在
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する物質とともに生じる可能性のある夾雑物のいずれにもロスを避けるよう注意しなけれ
ばならない。
SML,OML,QM 及び QMA の制限との適合性の確認には多様な手続き段階、例えば、
サンプリング、異なる実験条件による移行試験（OML,SML）や抽出（QM,QMA）
、同様に
分析上の同定が求められる。これらの段階のそれぞればらつきを確認することが求められ、
そして全体のばらつきは、同じサンプルを試験するとき、ある一つのラボ（繰り返し性）
や一つ以上のラボ（再現性）により得られる値に影響する。
公的管理ラボラトリは、独立した方法でそれらの分析性能をチェックするため、ラボラ
トリ間の比較実施を求められる。
7

最終的移行試験結果の報告

いくつかの問題が最終的移行試験結果の報告に含まれ、これらはこの章の中で扱われる：
1.実験上と最悪の現実的接触の比表面積の間の補正
2.食品疑似溶媒 D2 換算係数（DRF）による補正
3.脂肪換算係数（FRF）による補正
4.測定の不確実性
更に、移行の制限に適合している結果の解釈において、試験のタイプや測定の不確実性な
ど他の問題が検討されこの章で扱われねばならない。
特定及び総移行試験結果が移行量制限と比較される前に、上記のように 3 つの補正を、規
則(EU)No 10/2011 に示されたあるルールに従い適用することができる。この章は又分析報
告に含まれるべき最低限の情報をガイドし、そして公的管理における品質保証に対し情報
を与える。
注意：食品疑似溶媒の密度。移行試験の結果を法規制の制限値と比較するとき、食品疑似
溶媒の比重は慣用的に 1 と仮定される。それ故、食品疑似溶媒 1L 当たり放出される物質
mg で測定される移行（mg/L）は、食品疑似溶媒 1kg 当たり及び食品 1kg 当たりの mg と
対応する。慣用的に食品疑似溶媒 1kg は食品 1kg である。
注意：第 6 条(3)(a)による例外の下で認められた塩の移行の表現について、酸、アルコール
又フェノールやカチオンの分子量はこの目的に使用する必要がある。リスク評価は酸、ア
ルコール又フェノールやカチオンに基づく、それ故重量が SML への適合検証に使用されね

215

ばならない。
7.1 比表面積についての移行試験結果の実験から現実の接触への補正
mg/kg で表示された移行試験結果は、移行試験結果が、予想される又現実の S/V より異
なる比表面積の下実施されたとき、補正されねばならない。S/V 比の補正は QM 試験には
適用できない。
なぜなら結果が mg/dm2 で表現されているからである。このことは、例えば、
試験が材料や製品から得られるサンプルに対し又その目的に製造されたサンプルに実施さ
れ、これらサンプルが予想される又現実の S/V と異なる食料や食品疑似溶媒の量と接触し
ているとき、当たっている。このことは子供用食品に接触が意図された材料製品に対し、
常に当たっている。
注意：もし材料が多様な用途にあるとき、最終結果は予想できる又現実の最悪の比接触
面積を反映する必要がある。
この実験上の移行試験結果はつぎの式を適用して補正されねばならない；
MS/V=M×a2×1,000/(a1×q)
ここで、MS/V は kg 当たり mg で示される移行；
M は移行試験により定量されたサンプルから放出される物質の mg で示される質量；
a1 は移行試験の間食品疑似溶媒／食品と接触するサンプルの dm2 で示される表面
積；
a2 は現実の使用条件で食料に接触が意図される材料製品の dm2 で示される表面積；
q は現実の使用条件で材料や製品に接触する食品の g で示される量
又代わりに：
MS/V=Mtest×S/V(actual)/S/V(test)
ここで、MS/V は kg 当たり mg で示される移行；
Mtest は移行試験で定量されるサンプルから放出される食品／食品疑似溶媒 kg 当た
りの物質の mg で示される質量；
S/V(actual) は現実の使用条件で食品疑似溶媒／食品に接触するサンプルの比表面積
；
（dm2/kg-食品）
S/V(test)は移行試験の間食品疑似溶媒／食品と接触するサンプルの比表面積（dm2/kg食品）
。
ある製品で、移行試験結果は予想される又現実の S/V により補正しないが、標準的食品
キューブ 6dm2/kg-食品での S/V で補正する。このことはつぎの製品に有効である；
●満たすことができ、そして 500mL より小さい又は 10L より大きい容量をもつ製品
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●まだ食品と接触していないシートやフィルム
●500mL より小さい又は 10L より大きい容量だけをもつ食品に既に接触したシートやフ
イルム
●食品と接触している製品の表面積と容量の関係を推定することが現実的でないもの
上記 2 つの式はそのあとつぎのようになる
MS/V=m×6/a
ここで、MS/V は kg 当たり mg で示される移行；
M は移行試験により定量されたサンプルから放出される物質の mg で示される質量；
a は移行試験の間食品疑似溶媒／食品に接触するサンプルの dm2 で示される表面積。
又代わりに
MS/V=Mtst×6/S/V(test)
ここで、MS/V は kg 当たり mg で示される移行；
Mtest は移行試験で定量されるサンプルから放出される食品／食品疑似溶媒 kg 当た
りの物質の mg で示される質量；
S/V(test)は移行試験の間食品疑似溶媒／食品と接触するサンプルの比表面積（dm2/kg食品）
。
7.2 食品疑似溶媒 D2 換算係数及び食品疑似溶媒 E 換算係数
食品疑似溶媒 D2 換算係数（DRF）は、ある種の油性食品との比較において食品疑似溶
媒 D2 のより高い注出力を補正するもので、総及び特定移行試験結果双方に適用される（付
属書Ⅴ第 4.2 章）
。DRF は D2 以外の食品疑似溶媒には適用されないが、食品疑似溶媒 D2
を代替する置き換え及びスクリーニング食品疑似溶媒には適用できる。多様な食品分類へ
の DRF 値は付属書Ⅲ表 2 のサブカラム D2 で示される。もし製品が異なる D2 タイプの油
性食品に接触しているなら、SML/OML との適合性チェックには最悪ケースの DRF（最低
の値）を選択すること。

DRF は１～5 にある値で、これにより移行試験結果は移行量制限と比較される前に除さ
れる：
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MDRF=MS/V/DRF
ここで、MDRF は DRF により補正された総又は特定移行量であり、mg/dm2 又は
mg/kg-食品で示される；
MS/V は実験的に定量された移行で、恐らく予想できる又現実の S/V で補正されている。
古い法制度とは反対に、DRF は今や、食品疑似溶媒 D2 へ移行した物質の総量が最終材
料や製品におけるその物質量の 80%を超える材料からの親油性物質の特定移行に適用でき
る。
食品疑似溶媒 E 換算係数（ERF）は DRF 同様に作用する：多様な食品分類へのその値
が付属書Ⅲ表 2 のサブカラム E に示されている。
MERF=MS/V/ERF
ここで、MERF は ERF により補正された総又は特定移行量であり、mg/kg-食品で示
される；MS/V は実験的に定量された移行で、恐らく予想できる又現実の S/V で補正されて
いる。
この章はつぎの物質には適用できない：
●ファンクショナルバリヤーの後方にある
●“非検出”の特定移行量をもつ
●意図される使用が未知のキャップ、ガスケット、ストッパーや同様のシーリング製品
からの移行
例1
その表面に油性物質のあるサンドウィッチの包装を意図したプラスチック材料について、
食品疑似溶媒 D2 に検出される総移行は 15mg/dm2 である。食品分類は 08.06 であり、換算
係数 5 が適用できるので、
最終的移行結果は 15/5=3mg/dm2 となり、それ故制限値 10mg/dm2
を下回る。
7.3 脂肪換算係数
脂肪換算係数（FRF）は成人一人による一日当たりの脂肪消費が、特定移行量制限を設
定しているレフェレンスの 1kg ではなく、200g であるとの事実に基づく。FRF は、接触が
意図されている食品が 20%以上の脂肪を含有するとき、ある種の親油性物質の特定移行だ
けに適用する（付属書Ⅴ第 4.1 章）
。移行試験結果の FRF による補正は、つぎの条件が満た
されたとき適用できる；
●移行試験結果が食品、食品疑似溶媒 D1 及び D2、及び食品疑似溶媒 D2 を代替する代
替及びスクリーニング用食品疑似溶媒。
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●付属書 1 カラム 7 に“yes”と書かれている物質
●接触が意図される食品が 20%超の脂肪を含有する
●接触が意図される食品が乳児用や若い子供（3 歳未満）用でない
●表面積と接触している食品の量の関係が推定できない製品ではない（第 17 条 2(b)）
●比表面積で補正した食品中の特定移行量が、一般的特定移行量 60mg/kg-食品を超えて
いない。
つぎの式が FRF 推定に使用される：
FRF=（食品中の脂肪 g／食品 kg）/200=（脂肪の%×5）/100
脂肪含有量は表示された食費宣言から得ることができる。FRF の値は 1～5 の範囲にあり、
特定移行量は、特定移行量制限と比較される前に計算された FRF により除される。
MFRF=MS/V/FRF
ここで、MDRF は FRF により補正された特定移行量であり、mg/kg-食品で示される；
MS/V は実験的に定量された移行で、恐らく予想できる又現実の S/V で補正されている；
FRF は計算された脂肪換算係数で最大値は 5 である。もし製品が異なる D2 タイプの油性
食品に接触しているなら、SML/OML との適合性チェックには最悪ケースの DRF（最低の
値）を選択すること。
例2
食品疑似溶媒 D2 におけるプラスチック製品の移行試験から検出された物質、食品接触材
料 No 433（SML=6mg/kg-食品）の濃度は 8mg/kg-食品であった。食品接触業面 4dm2 をも
つ製品は、脂肪含有量 73%のマヨネーズ 500g を含むことが意図されている（食品分類
08.04）
。移行試験での S/V は 0.6dm2／100mL-食品疑似溶媒であった。
上述の要件を考慮すると FRF は適用できる。実験上の移行はまず実際の S/V 比をもちい
て補正される：M=8×(4/0.5)/6=10.7mg/kg-食品。その後 FRF が計算され、S/V で補正され
た移行結果が係数で除される：FRF=(73×5)/100=3.65；MFRF=10.7/3.65=2.9mg/kg-食品。
この例ではその意図される使用は適合している。
例3
食品疑似溶媒 D2 におけるエラストマータイプのガスケットの移行試験から検出される
物質、食品接触材料 No 797（SML(T)=30mg/kg-食品（Gr 制限 No 31）
；SML(T)=60mg/kg食品（Gr 制限 No 32）
）の濃度は 65mg/kg-食品であった。ガスケットは脂肪含有量 73%の
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マヨネーズ（08.04B;DRF=1）用の 500g の容器（直径=7cm；高さ=14cm；S/V=6.4cm-1）
の封止を意図している。移行試験での S/V は実際の使用と同じである。総移行量試験は実
際の S/V 条件の下試験し 14mg/dm2 であった。
FRF は 3.65 と計算される。既知の使用のガスケットについては、結果は現実の食品量に
基 づ き 表 現 す る こ と が 必 要 で あ る 。 食 品 接 触 材 料 No 797 の 特 定 移 行 は
65/1/3.65=17.8mg/kg と計算され、これはその SML のどちらにも適合している。しかし実
際の条件下総移行量から分析誤差 3mg/dm2 を引いても制限値を超え、このガスケットは不
適合となる。もし総移行量試験が 11mg/dm2 なら、このガスケットは適合していることに
なる。
7.4 特定移行における補正係数 DRF と FRF の組み合わせ
この規則の付属書Ⅰカラム 7 に示される親油性物質の特定移行を試験するとき、食品疑
似溶媒 D2 において、DRF と FRF 双方が、上記パラグラフ 7.2 と 7.3 の下条件が満たされ
れば適用できる（付属書Ⅴ第 4.3 章）
。この場合、総補正係数（TFR）が二つのファクター
DRF と FRF を乗じて設定される。結果として得られるファクターは最大値が 5 であり、
特定移行結果を移行量制限と比較される前に除して使用される。
TRF=DRF×FRF≦5
MTRF=MS/V/TRF
ここで、MTRF は TRF により補正された特定移行量であり、mg/kg-食品で示される；
MS/V は実験的に定量された移行で、恐らく適用される S/V で補正されている；
DRF は食品疑似溶媒 D2 の換算係数；
FRF は脂肪換算係数；
TRF は総換算係数で 5 を超えることはできない。
図 3 は特定移行試験結果に適用される全ての補正を示す。この概要図は、意図される用
途が未知のとき、キャップ、ガスケット、ストッパーや同様のシーリング製品などの製品
には有効でない（Hoekstra ら、2011 年）
。実験による特定移行の補正について、法制度の
制限との適合性のための計算システムが利用可能である（Petersen 及び Hoekstra、2011
年）
。

220

7.5 移行試験結果の単位の選択
プラスチック規則(EU)No 10/2011 は、移行試験結果の表示に異なる単位を導入している
（第 17 条）
。単位選択はつぎかどうかに拠る：
●結果が総又は特定移行試験に由来する
●製品がキャップ、ガスケット、ストッパー又は同様のシーリング製品であるかないか
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●食品タイプに製品の意図される用途が既知かどうか
●製品が子供用食品に使用されるかどうか
つぎの 2 つの章は、総及び特定移行双方に移行試験結果の表示を記述する。
7.5.1 総移行
総移行は材料の不活性への措置であり、その結果は単位食品接触表面当たりの mg で報
。図 5 は総移行試験結果への正しい単位を導くフローチャー
告される：mg/dm2（第 12 条）
トを示す。主なルールは、キャップ、ガスケット、ストッパー又は同様のシーリング材料
でない、そして子供（0～3 歳）用食品に接触を意図していない製品に適用される。この場
合、移行した物質量は食品に接触する材料の現実的又予想できる表面積に係る。この一般
的ルールには 3 つの除外がある：
●キャップ、ガスケット、ストッパー又は同様のシーリング材料でない、そして子供
（0～3 歳）用食品に接触が意図されている製品（第 12 条 2）
●意図した用途が知られているキャップ、ガスケット、ストッパー又は同様のシーリ
ング材料（第 17 条 4(a)）
●意図した用途が知られていないキャップ、ガスケット、ストッパー又は同様のシー
リング材料（第 17 条 4(b)）
キャップ、ガスケット、ストッパー又は同様のシーリング材料でない、そして子供用
食品に接触が意図されている製品については、総移行試験の単位は、現実的に予想できる
量としての食品の重量単位当たりの mg となる。
例4
材料の総移行量は 2mg/dm2 と推定される。S/V 比 2dm2/250g-食品で乳児や若い子供用
食品に接触し使用が意図されている。従い使用における現実の S/V は 8dm2/kg-食品である。
再計算された総移行結果は 16mg/kg となる。
例5
材料の総移行量は 2mg/dm2 と推定される。現実の S/V が未知、即ちフィルムであり、
そして製品は乳児や若い子供に意図されるとき、結果は S/V 6dm2/kg-食品と仮定し推定さ
れねばならず、
そしてこのことが示されねばならない。再計算された総移行結果は 12mg/kg食品である。総移行量制限との適合性検証として、フィルムのユーザーは、もし 6dm2/kg食品から異なる場合、使用された現実の S/V について総移行結果を補正しなければならな
い。
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キャップ、ジョイント、ガスケット、コルク及び他の封止システムの特殊な場合、結
果はつぎで表示される：
●意図する用途が知れらているとき、全体の接触面積（製品+封止用製品）を適用し、
mg/dm2 で
●意図する用途が未知のとき、mg/製品で。
この措置は、小さい表面積をもつ小さいクロージャーは、密閉された製品に含まれる
食品への物質の総移行に限られた量だけしか寄与しないとの仮定に基づいている。それは
又、子供用食品に接触していることへの特定のルールがない理由でもある。それ故それは、
容器に相対的な接触表面をもつそれらの蓋には適用できない；こうした場合、製品は容器
それ自体と同じ方法で処理しなければならないし、蓋の接触面積だけには結果を mg/dm2
での表示を適用する。図 7 はキャップであるかないかを考慮したいくつかの封止システム
の例を示す。
例6
0.12dm2 の接触表面をもつキャップの総移行量は 1mg/dm2 と推定される。このキャッ
プは接触表面が 6dm2 の 1L の牛乳ボトルに意図されている。キャップの結果は総接触表面
積 6.12dm2 を考慮し再計算され、0.12mg/6.12dm2=0.02mg/dm2 となるであろう。
注意：組み合された製品の総移行適合の検証のため、キャップとボトル双方の寄与が
検討されねばならない。例 6 は、ボトルからの移行を 5mg/dm2 と仮定すると、総移行は
0.02+5=5.02mg/dm2 となる。
例7
0.12dm2 の接触表面をもつキャップの総移行量は 1mg/dm2 と推定される。意図される
用途は未知である。結果は 0.12mg/dm2 と表示される。
注意：例 7 におけるキャップのユーザーは、その意図する用途でボトルや容器に結び
付けられているキャップの総移行の適合を検証するため、例 6 とその結果をフォローする
必要がある。DRF は適宜総移行試験結果に適用されねばならない。
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乳児や若い子供用食品への OML 適合性。
第 12 条 2 は、プラスチック材料や製品が 3 歳までの乳児や若い子供たちによる特定の
栄養用途に調製された食品に接触し使用されるとき、
OML は 60mg/kg であるとしている。
この含みに必要とされる主な明確化には、この用語が慣用的な 6dm2/kg の代わりに包装材
の現実の比接触面積が考えられていることを意図的に含みとしてことがある。しかし現実
の比接触面積が 6dm2/kg 未満であれば、6dm2/kg と仮定して適合性評価を行うことが確か
に受け入れられる。
このことは、試験が付属書 7 や 8 にある方法に従い殆どの材料や製品の表面積をベー
スにしたとき、OML 適合を含みととしている。その時問題は、つぎの例に説明するように
比表面積が極端に高いとき生じる。
例8
OML への適合性が、3.5dm2 の包装材料に乳児用食品 100g 分を含む包装材について調
査されている。現実の比表面積は 35dm2／kg-食品である。食品疑似溶媒 D2 での総移行量
は 1.5mg/dm2 と定量されている。つぎの検討を行う必要がある：
▸最初の監視で、その材料は OML に適合していると見られた。なぜなら 1.8mg/dm2 ×
35dm2/kg=63mg/kg であり、これは 60mg/kg 未満だからである。しかしこれは分析誤差を
見落としている。
▸総移行の結果に対する分析誤差は 3mg/dm2 である。この試験結果はそれ故 1.8±3mg/dm2
で あ り 、 OML へ の ‘ 不 適 合 の 限 界 ’ は （ 換 算 係 数 が 適 用 さ れ な い と 仮 定 し て ）
10+3=13mg/dm2（或いは 13mg/dm2×6dm2/kg-食品=78mg/kg-食品）となる。いま(1.8－
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3)mg/dm2×35dm2/kg-食品=0mg/kg-食品が落第とされる制限値より低いので、この製品は
それ故適合している。
▸もし代わりに試験結果が 6±3mg/dm2 であるなら、移行は(6－3)mg/dm2×35dm2/kg 食品
=105mg/kg-食品となり、これは落第の限度を超え、それ故製品は不適合となる。しかしこ
の材料は、S/V が 26dm2/kg 食品より低ければ用途に適合している。
▸この例は現段階で一回の試験結果だけを考えている。繰り返し製造されるあらゆる材料に
は、各バッチごとに試験されねばならないとすると、得られる試験結果にあるばらつきが
生じる。それ故ある特別の安全マージンが考慮される、又はほかに総移行結果の統計解析
が行われねばならない。
例 8 から得られる計算では、総移行試験結果が 0.0mg/dm2 であるときでも、60mg/kg食品の移行限界のベースとし適合できる比表面積に対しある限界があることになる。分析
誤差が 2mg/dm2 となる水性食品疑似溶媒の試験では、上限の OML は 12×6=72mg/kg-食
品となる。油での試験では、上限の OML は 13×6=78mg/kg-食品となる。
この問題は、規則が食品疑似溶媒 E だけを示す、或いは全く食品疑似溶媒がない食品
には生じない。なぜならこれらの食品は OML の試験が必要ないからである。
7.5.2 特定移行
特定移行量制限は mg/kg-食品で報告されねばならない（第 17 条 1 及び 2）。比表面積
は予見できる又は現実的なものと、或いは標準的食品キューブ 6dm2/kg-食品のいずれかか
らも異なることができる（図 5）
。
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例9
プラスチック容器からの添加剤について実験上の特定移行は、1mg/kg-食品と推定でき
る。その製品は現実の S/V 比の下、満たされて試験された。
（満たされて）試
a)その容器は 1.5dm2 の接触面積をもつ 200mL の容量をもっている。
験中の S/V 比は 1.5/0.2=7.5dm2/kg-食品だった。その製品は 500mL 以下の容量なので、実
験値は、移行量制限：(1×6)/7.5=0.8mg/kg-食品に対し、S/V 比 6dm2/kg-食品として補正し
なければならない。
もしその容器が乳児や子供（3 歳未満）用の食品に意図されているなら、現実の S/V 接
触条件が適用され、実験結果は直接特定移行量制限と比較される。
（満たされて）試験中
b)容器は 3.5dm2 の接触面積をもつ 500mL の容量をもっている。
の S/V 比は 3.5/0.5=7dm2/kg-食品だった。その製品は 500mL の容量なので、結果は現実に
使用される S/V 比を考慮して示される（試験に使用されるのと同様）
；それ故実験結果に補
正は必要ない。
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キャップ、ガスケット、ストッパー及び同様の封止用製品について、結果はつぎで表
示される（第 17 条 3）
：
●もし意図される用途が知られていれば、トータルの接触表面積（製品+シーリング製
品）や mg/kg-現実の食品量を適用し、mg/dm2 により。もしその製品が乳児や小さい子供
に意図した容器とともに使用されるべきものなら、その結果は mg/kg-食品で表示しなけれ
ばならない。
●もし意図される用途が未知ならば、mg/製品により。
密閉システムの意図する用途が知られているとき、結果はつぎのように計算される：
●もし密閉システムの容器が 500mL 未満か 10L 超で意図されているなら、移行は総
移行に対するのと同じ方法で、mg/dm2 で示されるトータルの接触表面積に基づき計算され
る（例 6 参照）
。特定移行との比較に関し、mg/dm2 で示される推定値には最初に 6 を乗じ、
そして適用される換算係数で補正される。
●もし閉鎖システムの容器が 500mL 以上 10L 以下で意図されているなら、移行は現
実の食品量に関係し、そして mg/kg-食品による得られた値が特定移行量制限に（可能な補
正係数適用後）比較される。
●もし閉鎖システムが子供（3 歳以下）用食品に意図されているなら、特定移行の試験
結果は現実の食品量の内容に関係し、mg/kg-食品だけにより計算できる。
例 10
0.12dm2 の接触表面積をもつキャップからの添加剤の特定移行が、0.12mg/製品と推定
されている。
a)そのキャップは 3.5dm2 の接触面積をもつ 0.5L の牛乳瓶に意図されている。特定移
行はその容器に意図された食品量に関係する：0.12mg/0.5kg=0.24mg/kg-食品。
注意：組み合された製品の特定移行の適合性検証のため、キャップとボトル双方の寄
与が検討されねばならない。例えばボトルから 0.4mg/kg-食品の移行（同じ添加剤）を仮定
すると、トータルの特定移行は 0.24+0.4=0.64mg/kg-食品となる。補正係数（DRF と FRF）
は、制限の限度値と比較する前に、適宜移行の試験結果に適用されねばならない。
b)そのキャップは 3dm2 の接触表面積をもつ 0.3L の牛乳瓶（特に 3 歳以下の子供用途
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に意図されていない）に意図されている。特定移行はトータルの接触表面積（キャップ+ボ
トル）3.12dm2 を考慮し計算される：0.12mg/3.12dm2=0.038mg/dm2。このことは SML と
比較すると、0.038×6=0.23mg/kg-食品と等価になる。
注意：上記の例のように、製品に結びついた特定移行の適合性検証については、キャ
ップとボトル両方の寄与を検討しなければならず、潜在する換算係数を適用する。
c)意図される用途は知られていない。結果は 0.12mg/製品と示される。
注意：例 10c におけるキャップのユーザーは、ボトルや容器に結びついたキャップの特定
移行量の適合性をその意図する用途について検証するため、例 10a 及び b、そしてそれらの
注記をフォローしなければならない。DRF と FRF が適宜その特定移行試験結果に適用され
ねばならない。
この措置は、小さい表面積をもつ小さいクロージャーからの移行が、その閉鎖した製
品に含まれる食品へその物質のトータルの移行が限られた量だけ寄与するとの仮定に基づ
いている。それ故その容器と比較できる接触表面積をもつそれらの蓋に適用できることに
なる；こうした場合、製品はその容器自体と同じ方法で処理すべきであり、mg/dm2 で示さ
れる結果は蓋の接触表面にだけ適用される。このアプローチは又アセンブルされた生産品
におけるトータルの食品量と接触する小さな表面積をもつ小さい部品にも適用される。
図 6 には密閉システムのいくつかの例を示し、それらに適用される法制度の一部を示
す。
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全てのキャップ／蓋の部品が規則（EU）No 10/2011 にカバーされているのではない。一
例を下記に示す。

7.6

試験報告における最小限の情報

試験報告書は最小限つぎを含まねばならない：
●サンプルの名称（例えば、委託販売番号、バッチ番号、サンプル番号）
；
●完全な記述に必要な全情報、例えば化学品；
●タイプ、商標、グレード、次元、形状など－絵が尺度とともに含められるべきである；
●サンプリング日と方法；
●ラボラトリの名称；分析責任者の氏名；報告日；
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●分析対象物；用いた方法の参考資料；
●移行試験のタイプ（例えば浸漬や製品充填、接触数）；
●期間と温度；
●暴露する表面積と使用する食品疑似溶媒の容量；
●個々の試験結果、正確な単位で示す。拡大した測定の不確実性を報告すべきである；
●試験結果に関するするあらゆるコメント；
●適宜あらゆる確認手続きの詳細；
●あらゆる標準からのばらつき。
7.7 結果の解釈。移行限度との適合性評価
いくつかの観点が試験結果の解釈における検討や移行限度値との適合性評価に払わねば
ならない。移行量制限は、食品接触材料に接触しているとき、食品に適用される。
規制上の観点から、個々の試験結果マイナス分析上の不確実性（拡大した測定の不確実
性）は、サンプルを不適合と見なす法制度の限界上になければならない。製造業者の観点
からは、個々の試験結果に分析上の不確実性を加えたものが、サンプルを適合と見なすと
き法規制の制限を下回らねばならない。このことは総及び特定移行の双方に有効である。
注意：材料の経時変化が移行に影響すると知られている場合がある。例として、ある製
品は生産後適合しているが、1 年後試験すると不適合であることが示される。適合試験に関
するこれら技術ガイダンスは経時変化をカバーしていない。なぜならそれは GMP、適合資
料や説明資料の一部と考えられるからである。
8

参考資料
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JRC 科学と政策報告書 関係者協議稿 適合試験への技術ガイダンス－付属書 （略）
付属書 1 サンプルプロトコールの事例
付属書 2 フラウンホーファーⅠⅤⅤ報告書‘FPE ファンクショナルバリヤープロジェク
ト’概要、2011 年 12 月 9 日発刊
付属書 3 食品疑似溶媒 E への手続きの認可
付属書 4 4.4.3.1、5.2.2 及び 5.2.6 章のバックグラウンドドキュメント
付属書 5 5.2.1 章のバックグラウンドドキュメント
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付属書 6 5.2.4.2 章のバックグラウンドドキュメント
付属書 7 植物油への総移行の試験方法
付属書 8 水、水性食品疑似溶媒、イソオクタン及び 95%エタノールへの総移行量の試験
方法 」
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