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Codex Alimentarius: Today and 
Tomorrow
 International Context

 How will we feed 9 billion people in 2050?

 How can we strategically plan it?
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Quantity

TradeFood 
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コーデックス委員会: 今日と明日
国際的文脈

 2050年にいかにして 90億人の食料を賄うか?

いかにして戦略的に計画を立てるか?

量の確保

貿易
食品

安全

食料安
全保障
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Codex Alimentarius: Today and 
Tomorrow
 International Context

Modifications in Agricultural Practices

Modifications in food processing techniques

 Emergence of new industrialized products

Widespread consumption of high-tech functional foods



コーデックス委員会: 今日と明日

国際的文脈

農業慣行の変化

食品加工技術の変化

新たな工業製品の出現

機能性食品の広範な普及



Codex Alimentarius: Today and 
Tomorrow
International Context
 Increasing demand for food that places further 

pressure on finite resources 

Complex food supply chain

 Increased International trade of food/ingredients

Increased human transit

Population dietary habit changes



コーデックス委員会: 今日と明日

国際的文脈
限りある資源にさらなる負荷をもたらす食糧需要の
増大

複雑な食品のサプライチェーン

食品・材料の国際貿易の増大

人の移動の増大

食生活生活・慣習の変化



Each year, foodborne diseases cause: Lack of FS control 
 Foodborne diseases
 Thousands of deaths
 Unemployment 
 Economic crisis



Each year, foodborne diseases cause: 食品安全管理の欠如
 食品由来の疾病
 大量の死亡
 失業
 経済危機

リステリア症



Codex Alimentarius: Today and 
Tomorrow
 Future…?

 Short term?

 Medium term?

 Long term?



コーデックス委員会: 今日と明日
未来は…?

 短期的に?

 中期的に?

 長期的に?



Codex 
Alimentarius 
Strategic Plan

Strategic Vision Statement
Codex Core Values
Strategic Goals
Objectives
Activities
Responsible Party
Time-Line
Expected Outcome
Measurable Indicators



コーデックス
委員会の
戦略計画

戦略的ヴィジョンの表明
コーデックスの中核的価値
戦略的 目標
目的
活動
責任を持つべき 主体
スケジュール
期待される 成果
計測可能な 指標



Strategic goal 1: Establish international food standards that address current and 
emerging food issues
Prioritization 

Strategic goal 2: Ensure the application of risk analysis principles in the 
development of Codex standards
Science

Strategic goal 3: Facilitate the effective participation of all Codex Members
Inclusiveness

Strategic goal 4: Implement effective and efficient work management systems 
and practices
Improvement

The Importance of the Codex Strategic Plan
The Strategic Goals
“The four Goals of the Strategic Plan 2014-2019 were still valid and 
relevant for the new Strategic Plan”



戦略目標1: 現在そして新たに生じる食品に関連する問題についての国際食
品規格の策定

優先事項

戦略目標2: コーデックス基準を策定する際にリスクアナリシスの原則の適用
の保証

科学

戦略目標3: コーデックスメンバーの効果的な参加の促進

包括性

戦略目標4: 効果的かつ効率的作業管理システムと活動の実施

改善

コーデックス戦略計画の重要性
戦略的目標
“2014-2019の4つの戦略計画は新たな戦略計画においても有効で関連性
があった”



Strategic Goal 1: Codex standards address Members’ demonstrated current, emerging and 
critical issues. 
Prioritization 
Strategic Goal 2: Codex standards are based on science and risk analysis principles. 

Science

Strategic Goal 3: Codex standards are globally used. 

Visibility and awareness
SDGs 

Strategic Goal 4: All Codex Members participate effectively in Codex work. 

Inclusiveness
Strategic Goal 5: Codex work management systems and practices are effective and 
efficient
Improvement

The Importance of the Codex Strategic Plan
The Draft Strategic Goals of the Codex Strategic Plan 2020 – 2025 - CX/EXEC 
17/74/3 



戦略目標 1: コーデックス基準がメンバーが示す現在そして新たな重要な問題をカ
バーしている。

優先事項

戦略目標2: コーデックス基準が科学に基づき、リスクアナリシスの原則に基づいてい
る

科学

戦略目標3: コーデックス基準が国際的に利用される

目に見えた活動・認知度の向上と意識・関心の喚起
SDGs (Sustainable Development Goals, 持続可能な開発目標）

戦略目標4: コーデックスの活動にすべてのコーデックスメンバーが効果的に参加する

包括性

戦略目標5: コーデックスの作業管理システムと活動が効果的かつ効率的である

改善

コーデックス戦略計画の重要性
コーデックス戦略計画2020 – 2025の草案における戦略目標 - CX/EXEC 
17/74/3 



Strategic goal 1: Establish international food standards that address current and 
emerging food issues
Prioritization 
Examples of Recent Codex Accomplishments

On Food Contaminants
◦Amendment to the MLs for Lead and Arsenic in Edible Fats and Oils (Fish Oils) (CODEX STAN 
193- 1995) 
◦MLs for Lead in Selected Processed Fruits and Vegetables (Pulses, Jams, Jellies and Marmalades, 
Preserved Tomatoes, Canned Chestnuts and Canned Chestnut Puree) (CODEX STAN 193-1995) 
◦Code of Practice for the Prevention and Reduction of Arsenic Contamination in Rice 
◦Annex on Ergot and Ergot Alkaloids in cereal grains (Annex to the Code of Practice for the 
Prevention and Reduction of Mycotoxin Contamination in Cereals (CAC/RCP 51-2003) 

The Importance of the Codex Strategic Plan
The Strategic Goals
“The four Goals of the Strategic Plan 2014-2019 were still valid and 
relevant for the new Strategic Plan”



戦略目標 1:現在そして新たに生じる食品に関連する問題についての国際食
品規格の策定

優先事項

最近のコーデックスの成果事例

食品汚染物質に関して
◦食用油脂（魚油）の鉛とヒ素の最大基準値の改訂 (食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関す
る一般規格CODEX STAN 193- 1995) 
◦特定の果実加工品及び野菜加工品（豆、ジャム、ゼリー及びマーマレード、トマト缶、栗及び栗
ピューレの缶詰）中の鉛の最大基準値(CODEX STAN 193-1995) 
◦コメ中のヒ素汚染の防止及び低減のための実施規範

◦穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範(CAC/RCP 51-2003)の穀類中の麦角
及び麦角アルカロイドに関する付属書

コーデックス戦略計画の重要性
戦略的目標
“2014-2019の4つの戦略計画は新たな戦略計画においても有効で関
連性があった”



SCIENCE

POLITICS

ECONOMICS
REALITIES

NECESSITIES SOCIAL
OTHER

INTERESTS

The Importance of the Codex Strategic Plan
The Strategic Goals
Strategic goal 2: Ensure the application of risk analysis principles in the development of Codex 
standards

ELEMENTS INVOLVED
Science



科学

政治

経済
現実

必要性 社会
その他の利害

コーデックス戦略計画の重要性
戦略目標
戦略目標2: : コーデックス基準が科学に基づき、リスクアナリシスの原則に基づいている

関係する要素

科学



Codex Alimentarius

JECFA
The Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives

Aditivos em Alimentos e 
Medicamentos Veterinários

JMPR
Joint FAO/WHO Meetings on 

Pesticide Residues

Agricultural pesticides

JEMRA
Joint FAO/WHO Expert Meeting on 

Microbiological Risk Assessment

Microbiology

ONU

FAO OMS
RISK ASSESSMENT

JECFA
The Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives

Additives to Foods 
Veterinary Medications
Contaminants

SCIENCE

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/fe145e399b6c2aa6be8c86ec9b3396c3.jpg&imgrefurl=http://www.brasilescola.com/geografia/onu.htm&docid=icAiEFKnEIDo9M&tbnid=Ndg0rNiTmSRBwM:&w=256&h=217&ei=Py7yUtSLLK-A2QWF6ICYCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


コーデックス委員会
Codex Alimentarius

JMPR
FAO/WHO合同残留農薬専門家会議

農薬

JEMRA
FAO/WHO合同微生物学的リスク評価

専門家会議

微生物

国連

FAO WHO
リスク評価

JECFA
FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会

食品添加物

動物用医薬品

汚染物質

科学
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Science

 Engagement of scientific and technical expertise of Members

 High priority from FAO and WHO to identify the provision of 
scientific advice and allocate sufficient resources for the 
FAO/WHO expert advice 

 Data submission in response to calls from FAO/WHO expert 
bodies.

 FAO and WHO support programs aimed at enhancing the 
capacity of developing countries to generate, collect and 
submit data

 Participation of technical and scientific experts from Member 
countries



科学

 メンバーの科学的・技術的専門性の関与・取り込み

 FAOとWHOは科学的アドバイスの規定を明確化することを最重

要課題とし、専門家の助言を得るに十分な資源を配分

 FAO/WHO専門家会議からの要請に対してデータ提供

 FAO とWHOは途上国がデータを創出、収集し提供する能力を

向上させるためのプログラムを支援

 メンバー国の技術的・科学的専門家の参加



The Importance of the Codex Strategic Plan
The Strategic Goals
“The four Goals of the Strategic Plan 2014-2019 were still valid and relevant for the new Strategic Plan”
Strategic goal 3: Facilitate the effective participation of all Codex Members
Inclusiveness

 National Codex Committees 

 Capacity building

 Document analysis

 Written comments

 Proposals

 Electronic forum

 Distribution of Codex documents in the Official Commission 
languages

 Co-hosted meetings



コーデックス戦略計画の重要性
戦略目標
“2014-2019の4つの戦略計画は新たな戦略計画においても有効で関連性があった
包括性

 国内のコーデックス部会

 能力構築

 文書の分析

 書面のコメント

 提案

 電子フォーラム

 公用語によるコーデックス文書の配布

 部会・会議の共催



Strategic goal 4: Implement effective and efficient work management systems 
and practices
Improvement

Assess benefits and, where cost effective, implement new 
technology to improve Codex communication, work flow, 

and management of activities.

The Importance of the Codex Strategic Plan
The Strategic Goals
“The four Goals of the Strategic Plan 2014-2019 were still valid and 
relevant for the new Strategic Plan”



戦略計画 4: 効果的かつ効率的な作業管理システムと活動の実施

改善

便益を評価し、費用対効果がある場合は、コーデックス
におけるコミュニケーション、作業の流れと活動の管理

を改元するための新たな技術を導入する。

コーデックス戦略計画の重要性
戦略的目標
“2014-2019の4つの戦略計画は新たな戦略計画においても有効で関
連性があった”



Visibility and awareness
The dissemination and practical application of Codex Standards for the 

whole food and feed production chain

 National Codex Committees
 Governmental Sector, Academia, Private Sector (primary 

and industrial production, wholesalers, retailers), 
Consumers Associations, etc.

 Harmonization



目に見えた活動・認知度の向上と意識・関心の喚起
すべての食品及び資料の生産チェーンにおけるコーデックス基準の普

及と適用

 国内コーデックス委員会

 行政セクター, アカデミア, 民間セクター (一次生産、

食品加工産業、卸し、小売り), 消費者団体など.

 調和



The dissemination and practical application of 
Codex Standards for the whole food and feed 
production chain

 Communication projects
 “Digestible” information

 Education

 Public-Private partnership (PPP)
 Training programs (public + private)



すべての食品及び資料の生産チェーンにお
けるコーデックス基準の普及と適用

 コミュニケーションプロジェクト

 “理解可能な” 情報

 教育

 官民連携パートナーシップ (PPP)
 トレーニングプログラム (官 + 民)





持続可能な開発目標（SDGs）



 Future...work of

Members

Chairs of the Committees

Secretariat

FAO/WHO expert bodies and consultations 

Chair and Vice-Chairs

Codex Alimentarius



将来の...作業

加盟主体

部会の議長

事務局

FAO/WHO合同専門家会議

議長と副議長

コーデックス委員会



 Codex Alimentarius: Today and Tomorrow
What we need to do to follow the paradigm “First things first?

Prioritization (Strategic Goal 1)

On which basis need we do it? 

Science (Strategic Goal 2)  

 Who should participate?

Inclusiveness (Strategic Goal 3) 

What needs to be done?

Improvement (Strategic Goal 4)

Final comments



 コーデックス委員会: 今日と 明日

「大事なことをまずする」という考えに従うなら何をすべきか？

優先順位 (戦略目標 1)

何に基づいて実施すべきか? 

科学 (戦略目標 2)  

 誰が参加すべきか?

包括性 (戦略目標 3) 

何がなされるべきか?

改善 (戦略目標 4)

最後に



CODEX

Commitment of all parties involved is 
mandatory !



CODEX

参加するすべての主体・団体のコミットメ
ントが不可欠!



Codex Alimentarius: Today and 
Tomorrow

 Future…?

 Short term?

 Medium term?

 Long term? Or…

 Today? Now?



コーデックス委員会: 今日と明日

未来は…?

 短期的に?

 中期的に?

 長期的に?あるいは…

 今日? 今?
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