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（2020年版）食品包装及び化粧品包装に関わる

    国内外法規制の最新動向と実務対応上のポイント

★食品衛生法改正含めた食品包装関連の日欧米法規制の最新動向とその差異とは？
★また、中国、アジア、オセアニア、湾岸諸国等の最新動向とは？
★化粧品包装関連の ISO とガイドラインの最新動向とは？  ★包装に関わるリスク管理の進め方とは？

西　秀樹　著

★本書は 2016 年 4 月発刊
「食品包装及び化粧品包装に関わる国内外法
規制の最新動向と実務対応上のポイント」の
2020 年改訂版となります
本書を読んで理解できること
◎ 日本の食品包装法規制と改正に向けた進捗
状況

◎ 欧米の食品包装最新動向と相違点・留意点

◎ 中国、アジア諸国、オセアニア、湾岸諸国
等の最新動向

◎ 化粧品規制における ISO とガイドラインの
最新動向

◎ 企業におけるリスク管理の進め方
著者より
　食品と化粧品の包装に関する法規制は、交
易拡大に伴い世界各国で進展中である。日本
では、2020 年 6 月の改正食品衛生法施行に
伴い、樹脂のポジティブリスト (PL) は永年
の業界自主基準から国の制度へ移行すること
となった。しかし、日本は未だ欧米と比較し
て未整備が多く、多くの課題を抱えている。
EU は樹脂の規制が完成に近づき、米国は製
品別登録制度による PL が定着した。ここ数
年、中国、インドネシア、ベトナム、インド、
カナダ等が改正が進み、世界の大勢としては
EU がほぼ世界標準になったと言える。化粧
品では EU が原材料情報提供に関する業界自
主基準を制定し、世界をリードしている。
　本稿は、これらの最新の動きを織り込んで
5 年振りに更新したものである。製品の輸出
入に際しては、当該国の法規制遵守が基本で
ある。本稿が食品と化粧品の製品安全の向上
の一助になれば幸いである。
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