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 established in 1991 in response to an identified need to 
address impediments to food trade relating to import/export:
‐ Complying with food safety demands of importing 

countries
‐ Satisfying certification requirements of importing country 

countries

Overview of the Codex Committee on Food Import 
and Export Inspection and Certification Systems 

(CCFICS)



食品貿易における輸出入上の問題に取り組む必要性が明

らかになったことから、1991年に設置

‐ 輸入国の食品安全に関する要求に従う

‐ 輸入国の認証要件を満たす

コーデックス食品輸出入検査・認証制度部会
（CCFICS)の概要



 Develop principles and guidelines for:

• food import and export inspection/certification;

• application of measures by CAs to provide assurance that food 
comply with requirements;

 Develop guidelines for utilisation of QA systems

 Develop guidelines and format criteria for official certificates 

Make recommendations for information exchange

7

CCFICS: what does it do?



次に関する規範及びガイドラインを策定:

• 食品輸出入検査・認証制度

• 食品が要求事項を満たしていることを保証するための、
当局（Competent Authorities）による措置の適用

品質保証システムの利用のためのガイドラインを策定

公的な証明書に関するガイドラインと様式の基準を策定

情報交換に関する勧告

8

CCFICS: 何をしている?
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Overview of CCFICS texts 

CCFICS texts are principles-based international standards that:

 protect the health of consumers and ensure fair practices in the 
food trade;

 are least trade restrictive; 

 are science-based; 

 provide for equivalence; and

 are WTO consistent
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CCFICSの文書の概要

CCFICSの文書は、原則に基づく国際規格であり、

 消費者の健康を保護し、公正な食品貿易を保証する

 必要以上に貿易制限的でない

 科学に基づく

 同等性を提供する

 WTO整合的である
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Overview of CCFICS texts cont.  

CCFICS is guided by the following 
principles:

Fitness for purpose 

Risk assessment

Non-discrimination
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CCFICSの文書の概要

CCFICSは以下の原則に基づいている

目的への適合性

リスクアセスメント

無差別



Adopted CCFICS texts cover topics such as:

 National Food Control Systems

 Food Import Control Systems

 Certification

 Traceability

 Exchange of Information

 Monitoring Performance of National Food Control Systems

 Equivalence e.g. of Sanitary Measures, of agreements



採択されたCCFICSの文書は
次のような事項をカバーしている

 国の食品管理システム

 食品輸入管理システム

 証明書

 トレーサビリティ

 情報交換

 国の食品管理システムの規制面での実施状況のモニタリング

 衛生上の措置の同等性、同等性の合意



 Role of technology
– Exchange of information

• Food safety emergency situations
• Rejections of imported food
• Electronic certification

 Changing approach to providing assurances
– Preventative controls and outcome-based systems
– Use of third parties

 Approaches to assessing a food control system
– Systems recognition
– Equivalence
– Other tools

Challenges

https://leadershipfreak.files.wordpress.com/2012/05/challenges-ahead.jpg


 技術の役割

– 情報交換

• 食品安全上の緊急事態

• 輸入食品の拒否事案

• 電子証明

 保証を与えるアプローチの変化

– 予防的管理と結果に基づいたシステム

– 第三者認証組織の利用

 食品管理システムを評価するためのアプローチ

– システム認定

– 同等性

– その他のツール

課題

https://leadershipfreak.files.wordpress.com/2012/05/challenges-ahead.jpg


 New and evolving global food production technologies

 Improved analytics and testing technologies

 Increasing electronic transactions 
and ICT capabilities

Emerging global issues



 新しく、進化する国際的な食料生産技術

 改善された分析及び試験技術

 電子取引とICT機能の増加

新たな国際的な問題



 An ever increasing need to ensure consumers are protected 
from unsafe foods as new risks emerge

 Increased focus on food integrity/ authenticity

 New approaches to food safety, 
including preventative and 
outcomes-based systems

 Evolving role of competent authority 

Emerging global issues (continued)



 新たなリスクが発生した際に安全でない食品からの消費者保護の
必要性の高まり

 食品の清廉性(integrity)／信憑性(authenticity) への関心の増大

 予防、結果に基づくシステムを含む食品安全への新たなアプローチ

 規制当局の役割の発展

新たな国際的な問題



 Development of guidance on the use of systems equivalence

 Revision of the guidelines for Design, Production, Issuance and Use 
of General Official Certificates to include paperless use of electronic 
certificates

 Development of guidance on regulatory approaches to third party 
assurance schemes in food safety and fair practices in the food 
trade

 Discussion paper on Food integrity and food authenticity (“food 
fraud”)

 Discussion paper on emerging issues

Current work under CCFICS



 システムの同等性の使用に関するガイダンスの策定

 ペーパーレス電子証明を取り入れるため、公式証明書の一般的フ
ォーマット及び証明書作成と発行と利用に関するガイドラインの改
訂

 食品安全及び食品貿易の公正な慣行における第三者認証スキー
ムへの規制アプローチに関するガイダンスの策定

 食品の清廉性／信憑性(食品偽装)に関する討議文書

 新たな課題に関する討議文書

CCFICSにおける現在の作業



 Increased speed of distribution of food 

 Ensuring effective and efficient controls to mitigate increasing risks 
and to meet consumer demands and perceptions 

 Food security (importance of risk-based systems to avoid rejecting 
safe food).

 New thinking in terms of food control systems, and assurances

Future issues

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQlufGwurYAhXFEpQKHVM-DdMQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fnews%2Frural%2F2014-11-05%2Fnrn-meat-inspection%2F5868136&psig=AOvVaw0iAOX4hBXBzpN3WTmR01VM&ust=1516674276021452


 食品の流通速度の上昇

 増加するリスクを軽減し、消費者の要求と消費者意識を満たすた
めの効果的かつ効率的な管理の確保

 食料安全保障（安全な食品の拒否を避けるため、リスクに基づい
たシステムの重要性）

 食品管理システムと保証に関する新しい考え方

将来の課題
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Making Codex more efficient –
CCFICS trials new technology

Physical Working Group held in Chile, 12-14 December 2017

Remote participants were able to engage in the discussion and 
contribute to documents in real-time e.g. Norway, Thailand, Uruguay. 



コーデックスをより効率的に–
CCFICS は新しい技術を試用する

チリで開催された物理的作業部会（2017年12月12~14日）

通信回線を介しての参加者はディスカッションに参加し、リアルタイム
で文書に貢献することができた。（例： ノルウェー、タイ、ウルグアイ）



 CCFICS will continue to identify and respond to emerging 
challenges and issues that may arise in the context of inspection 
and certification of food.

 CCFICS will continue to include future challenges and emerging 
issues as a standing item on its agenda.

Conclusion



 CCFICSは今後も、食品の検査と認証において生じ得る新たな課
題と問題を特定し、対応していく。

 CCFICSは“今後の課題と新たな課題”を、常に本部会の議題に
含める。

結論



THANK YOU 



ありがとうございました
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