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PRESENT & FUTURE 



食品安全の国際シンポジウム、東京大学、2018年3月9日 

コーデックス委員会の将来
の展望と課題 

（仮訳） 

 

現在と未来 









私たちは食品に依存している 





脆弱な食品 





手に入る食品、良い食品、安全な食品 



 

Food is 

a commodity like no other 



 

Food is 

a commodity like no other 

食品は他の産品とは異なる 





コーデックス委員会 



Codex covers all 

foods and their 

production 



コーデックスはすべ
ての食品とその生産

を対象とする 



 We set standards  

and 

create networks 



 コーデックスは規格を策定する 

とともに 

ネットワークも構築する 



 Protect consumers health 

Ensure fair practices in food trade 

Coordinate all food standards work 

Keep the CODEX ALIMENTARIUS 



 
消費者の健康保護 

公正な食品貿易の確保 

すべての食品規格が機能するよう調整する 

食品規格を維持する 



 
Structure and process  

to find international consensus 



 

国際的コンセンサスを探求する 

組織構造と手順 



 



 

国際的な食品輸出の増加とコーデック加盟数 

食品輸出額（10億米ドル） 
コーデックスメンバー数 



 

188+1 = 99% 

Voluntary 

Based on science 

Consensus, transparent, inclusive 

Harmonization of rules 

Reference in WTO-SPS (TBT) 

Invisible link in the supply chain 



 

188+1 = 99% 

自主的 

科学に基づく 

コンセンサス、透明性、包括的 

ルールの調和 

WTO(世界貿易機関)-SPS 協定、(TBT協定)で参照 
※SPS：衛生と植物防疫のための措置 

 TBT：貿易の技術的障害. に関する協定 

サプライチェーンにもリンクしている 



 Active 

Codex Alimentarius Commission 

Executive Committee  

Vertical / Commodity 

Committees 

Horizontal / General 

Committees 

Ad-hoc Intergovernmental  

Task Forces 

Import and Export 

Inspection and  

Certification Systems  

(Australia) 

Food  Labelling 

(Canada) 

General Principles 

(France) 

Residues of Veterinary 

Drugs in Foods   

(United States) 

Food Additives 

(China) 

Pesticide Residues 

(China) 

Contaminants in Foods  

(Netherlands) 
Food Hygiene 

(United States) 

Methods of Analysis 

and Sampling  

(Hungary) 

Nutrition and Foods for 

Special Dietary Uses 

(Germany) 

Adjourned  
sine die 

Fish and Fishery 

Products  

(Norway) 

Processed Fruits  

and Vegetables  

(United States) 

Fats and Oils  

(Malaysia) 

Fresh Fruits  

and Vegetables  

(Mexico) 

Sugars  

(Colombia) 

Cereals, Pulses and 

Legumes 

(United States) 

Meat Hygiene 

(New Zealand) 

Natural Mineral Waters 

(Switzerland) 

Vegetable Proteins 

(Canada) 
Milk and Milk Products 

(New Zealand) 

Cocoa Products  

and Chocolate  

(Switzerland) 

Animal Feeding 

(Switzerland) 

Fruit Juices  

(Brazil) 

Foods Derived from 

Biotechnology  

(Japan) 

Processing and Handling 

of Quick Frozen Foods  

(Thailand) 

Antimicrobial 

Resistance  

(Republic of Korea) 

FAO/WHO Regional Coordinating Committees 

Africa  

(Kenya) 

Asia  

(India) 

Europe  

(Netherlands) 

Latin America and  

the Caribbean  

(Chile)  

North America and  

South West Pacific  

(Vanuatu) 

Near East  

(Iran) 

Dissolved 

Spices and Culinary  
Herbs  
(India) 
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Active 



 活動中 

コーデックス委員会 

執行委員会 

垂直的 / 個別食品部会 水平的 / 一般問題部会 特別部会 

食品輸出入検査・認証制度 

(豪州) 

食品表示 

(カナダ) 

一般原則 

(フランス) 

食品残留動物用医薬品 

(米国) 

食品添加物 

(中国) 

残留農薬 

(中国) 

食品汚染物質 

(オランダ) 

食品衛生 

(米国) 

分析・サンプリング法 

(ハンガリー) 

栄養・特殊用途食品 

(ドイツ) 

休会 

魚類・水産製品 

(ノルウェー) 

加工果実・野菜 

(米国) 

油脂 

(マレーシア) 

生鮮果実・野菜 

(メキシコ) 

糖類 

(コロンビア) 

穀物・豆類 

(米国) 食肉衛生 

(ニュージーランド) 

ナチュラルミネラルウォーター 

(スイス) 

植物タンパク質 

(カナダ) 

乳・乳製品 

(ニュージーランド) 

ココア製品・チョコレート 

(スイス) 

動物飼料 

(スイス) 

果実ジュース 

(ブラジル) 

バイオテクノロジー由来
の食品 

(日本) 

急速冷凍食品の加工及び
取扱い 

(タイ) 

薬剤耐性 

(韓国) 

FAO/WHO 地域調整部会 

アフリカ  

(ケニア) 

アジア 

(インド) 

欧州 

(オランダ) 

ラテンアメリカ・カリブ海 

(チリ)  

北米・南西太平洋 

(バヌアツ) 
近東  

(イラン) 

現在設置なし 

スパイス・料理用ハーブ 
(インド) 
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活動中 



 

Commodity standards 191 

Guidelines 73 

Codes of practice 51 

Contaminants 17 

Additives 3770/301 

Pesticide residues 4347/196 

Veterinary drugs residues 610/75 



 

個別食品規格 191 

ガイドライン 73 

実施規範 51 

汚染物質 17 

添加物 3770/301 

残留農薬 4347/196 

残留動物用医薬品 610/75 



 

5 year strategic plan 

Vision + goals + objectives + actions 

Contributing to SDGs 

Rules and procedures 

Inclusiveness 

Transparency 

Consensus 

Science 

 



 

5 年戦略計画 

ビジョン + 目標 + 目的 + 行動 

SDGs(持続可能な開発目標)への貢献 

ルールと手順 

包括性 

透明性 

コンセンサス 

科学 



Discussion  

paper 

S 1 

S 8 

Proposed draft standard 
Project 

document 

S2 

drafting 

S3 

consultation 

S4 

discussion/  

drafting 

S6 

consultation 

S7 

discussion/ drafting 

Codex  

standard 

Executive Committee 
(critical review) 

Committee or 
Task Force 

Commission 
(adoption) 

S 5/5A 

Committee
/Member 

Draft standard 

Endorsement by general committees 

Hold at Step 8 

Scientific 

advice 

FAO/WHO  
Expert body 

Executive Committee 
(critical review) - 

monitoring 



討議文書 

S 1 

S 8 

規格原案の提案 
プロジェクト 

ドキュメント 
S2 

原案の作成 

S3 

諮問 

S4 

議論/ 原案の作成 

S6 

諮問 

S7 

議論/ 原案の作成 

コーデックス規格 

執行委員会 
(クリティカルレビュー) 

部会もしくは
特別部会 

部会 
(採択) 

S 5/5A 

部会/メン
バー 

規格案 

一般問題部会による承認 

Step 8で差し止め 

科学的アドバイス 

FAO/WHO  

専門家会合 

執行委員会 
(クリティカルレビュー) – 

モニタリング 



 

Codex Secretariat 

7+1 professionals 

5 general service 

2 seconded officers (Japan and ROK) 

1 APO (Germany) 

1 Loaned expert (China) 

5 consultants 

 



 

コーデックス事務局 

7+1  専門職員 

5  一般事務職員 

2  国からの派遣職員 (日本と韓国) 

1  準専門職員(ドイツ) 

1  派遣専門家(中国) 

5 コンサルタント 



 

Codex secretariat budget 

50% - 8.8 mio USD (80% FAO and 20% WHO) 

& 

50% - Codex Host Governments 

 

(not counting scientific advice!) 



 

コーデックス事務局の予算 

50% - 8.800万USD (80% FAO と 20% WHO) 

& 

50% - コーデックス議長国政府 

 

(科学的助言については別予算!) 



 

AUSTRALIA (CCFICS – 1y) 

CHINA (CCFA – 1y, CCPR – 1y) 

COLOMBIA (CCS – cor) 

FRANCE (CCGP – as needed) 

GERMANY (CCNFSDU – 1y) 

HUNGARY (CCMAS – 1y)  

INDIA (CCSCH – 1.5y) 

KOREA Rep. Of (TFAMR – 1y) 

MALAYSIA (CCFO – 2y) 

MEXICO (CCFFV – 1.5y) 

NETHERLANDS (CCCF – 1y) 

NEW ZEALAND (CCMMP – cor) 

USA (CCFH – 1y, CCRVDF - 1.5y, CCPFV - 2y, CCCPL - cor) 

 



 

オーストラリア (食品輸出入検査・認証制度部会 – 1年) 

中国(食品添加物部会 – 1年, 残留農薬部会 – 1年) 

コロンビア (糖類 部会– 休会) 

フランス (一般原則部会 –必要に応じて) 

ドイツ (栄養・特殊用途部会 – 1年) 

ハンガリー (分析・サンプリング法部会 – 1年)  

インド(スパイス・料理用ハーブ 部会– 1.5年) 

韓国 (薬剤耐性菌特別部会 – 1年) 

マレーシア (油脂部会 – 2年) 

メキシコ (生鮮果実・野菜部会 – 1.5年) 

オランダ (汚染物質部会 – 1年) 

ニュージーランド (乳・乳製品部会 – 休会) 

米国 (食品衛生部会 – 1年, 食品残留動物用医薬品 部会- 1.5年, 

加工果実・野菜部会- 2年, 穀物・豆類部会- 休会) 

 



 

Past and present challenges  

to consensus 
 
Green oranges 

Labeling of GM food 

Growth promoters 

Food additives 

Vitamins 

Follow up formula 

Processed cheese 



 

コンセンサス形成における 

過去と現在の課題 
グリーンオレンジ 

遺伝子組換え食品の表示 

成長ホルモン 

食品添加物 

ビタミン 

乳児用調製乳 

プロセスチーズ 



Colorful food 



カラフルな食品 



Food with colour 



色のついた食品 



Colorful food 

 
Hygiene – SPS 

Size – TBT 

Label – TBT 

Residues - SPS 



カラフルな食品 
衛生 – SPS 

サイズ – TBT 

表示 – TBT 

残留値 - SPS 



Food with colour 
GFSA (tables)   

safe maximum limit  

SPS 

GFSA (Preamble)  

not mislead consumers 

TBT 



色のついた食品 
食品添加物に関する一般規格（GSFA） (表)   

安全な最大基準値 

SPS 

GFSA (全文)  

消費者誤認を招かないように 

TBT 



Truthful but 
misleading? 
 
Maple flavoured syrup 
 



正しいかもしれないが 
誤認を招いていないか? 
 
メープル 風味の シロップ 
 



Water 
Sorbitol 
Vegetable gum 
Natural flavours 
Salt 
Citric acid 
Caramel colour 
Preservatives 
Sweetener 
= 
Water + Additives 



水分 
ソルビトール 
植物ガム 
天然香料 
塩分 
クエン酸 
キャラメル着色料 
保存料 
甘味料 
= 
水 + 添加物 



Codex conform? 
Safe? 



コーデックスに合致
している? 
安全? 



 

Winds of change … 
 

More people 

More food travelling the world 

More countries entering the world market 

More variety and new production methods 

More health and safety awareness in the population 

New sales channels 

=  

More need for harmonized rules to  

ensure food safety and quality,  

reduce food waste and  

make business possible 

 



 

変化の波 … 
 

人口の増大 

世界的な食品の移動の増大 

世界市場への参入国の増加 

多様で新たな生産手法の増加 

公衆の健康と安全意識の高まり 

新たな販売経路 

=  

食品安全と質の確保 

食品廃棄の削減 

ビジネスとして成り立つようにするための 

調和したルールの必要性が高まる 



 

Codex challenges and opportunities 
 

Be strategic 

Be faster than … 4.2 years  

Remain inclusive and transparent  

while finding consensus in a heterogeneous membership 

All who want to participate can participate 

Deal with emerging issues  

(new diseases, food fraud, new products, new sales channels) 

Private standards are an opportunity 

 

= Work together, use new tools, use new partnerships  

 



 

コーデックスの課題とチャンス 
戦略的であるべき 

4.2 年よりも迅速に 

異なる加盟主体のコンセンサスを模索しながらも 

包括性と透明性を維持  

参加したい人は誰でも参加できる 

新たな問題に対応 

(新たな疾病, 食品偽装, 新たな食品, 新たな販売経路) 

プライベートスタンダードは良い機会 

 

= 協力し,  

新たなツールや 新たなパートナーシップを活用 



 

All actors in the food 

supply chain need to 

work together towards  

the ultimate goal of  

safe, good food 

in every home  



 

すべての家庭に安全で良い 

食品がいきわたるという 

究極の目的のため、食品の 

サプライチェーンにかかわる 

すべての関連主体は協力しな
ければならない 



TWITTER: #faowhocodex 



TWITTER: #faowhocodex 


