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The Codex Committee on Food 
Labelling (CCFL)

The challenge of Codex:

• Developing a global standard that reflects the interests of all 
Codex members.

The challenge of CCFL:
• The interests of Codex members – different for different 

people 
• The label is both a means to convey information to consumers 

and a way for businesses to market their product
• Labelling can be personal and emotional
• Labelling topics can be complex and polarising, for example 

organic and biotech labelling



コーデックス食品表示部会（The Codex 
Committee on Food Labelling, CCFL)

コーデックスの課題:

• 全てのコーデックスメンバーの関心を反映する、一つの国際

規格を策定すること。

CCFLの課題:
• コーデックスメンバーの関心 – 人によって異なる

• 表示は消費者に情報を伝達する手段であり、かつ事業者に
とって自分の製品を取引するための方法である

• 表示は個人的（主観的）で感情的になり得る

• 表示の話題は複雑で対立を生じうる（例：有機とバイオテクノ
ロジー応用食品の表示）



CCFL Background

The CCFL:
• drafts provisions on labelling applicable for all foods.
• hosted and chaired by Canada since its establishment in 

1965
• is attended by approximately 250 delegates, represented 

by 60 member countries, one member organization (the 
European Union), and over 20 international non-
governmental organizations, 

i.e., there are many views and interests to unify towards 
one standard!



CCFLの背景

CCFLは:
• 全ての食品に適用される表示に関する規定を起草する。

• 1965年に設置されて以来、カナダがホストし議長を務めてい
る。

• 60のメンバー国、１メンバー組織（欧州連合）及び20を超える
国際非政府組織から約250名の代表者が出席する。

つまり、一つの規格策定のために統一すべき多数の意見や関
心がある！



CCFL Topics
• CCFL has developed a number of food standards, guidelines 

and recommendations including the labelling of prepackaged 
foods, nutrition labelling, nutrition and health claims, biotech 
labelling, and organically produced foods. 

• Most of these topics are complex and demonstrate:
– the intersect between science and culture
– expression of different needs and views 
– the highly personal nature of labelling
– the influence of labelling on health, safety, trade, and 

economic outcomes
– fueled by consumer perceptions of innovation   



CCFLのトピックス

• CCFLは、包装食品の表示、栄養表示、栄養及び健康強調

表示、バイオテクノロジー応用食品の表示及び有機食品の
表示を含む多数のコーデックス食品規格、ガイドライン及び
勧告を策定してきた。

• これらの多くは複雑で、次のことを明らかにしている:
– 科学と文化の交差

– 異なるニーズと意見の現れ

– 表示の高度に主観的な特性

– 表示の健康、安全、貿易及び経済的結果への影響

– 革新技術に対する消費者認識に煽られる



Achievements at CCFL
• Guidelines on Nutrition Labelling 
• Guidelines for Use of Nutrition and Health Claims
• General Guidelines on Claims
• Implementation of the WHO Global Strategy on Diet, 

Physical Activity and Health
• General Standard for the Labelling of Prepackaged 

Foods: revision to date marking – for adoption at Step 
8 at the 41st CAC

• Compilation of Codex Texts Relevant to Labelling of 
Foods Derived from Modern Biotechnology



CCFLの業績

• 栄養表示に関するガイドライン

• 栄養及び健康強調表示の使用に関するガイドライン

• 強調表示に関するコーデックス一般ガイドライン

• WHO食事、運動及び健康に関する世界戦略の実施

• 包装食品の表示に関するコーデックス一般規格: 日
付表示の改訂 – 第41回総会にステップ８での採択を
求めることに合意

• モダンバイオテクノロジー応用食品の表示に関する
コーデックステキストの編纂



Current Work at CCFL
• Labelling of non-retail containers

– To harmonize guidance into a single document, rather 
than in individual standards

• Front of pack nutrition labelling
– Guidance for simplified nutrition information on the 

front of a package label
– To provide meaningful information to consumers and 

ensure fair trade practices
– A good example of bridging science and values



CCFLの現在の作業

• 卸売用食品の包装の表示

– 個別の複数基準にするよりも、単独の文書にガイダンス
をまとめる

• 栄養に関する包装の前面表示

– 包装前面の表示における簡略化された栄養情報に関す
るガイダンス

– 消費者にとって意味のある情報を提供し、かつ公正な貿
易慣行を確保する

– 科学と価値観とを橋渡しするよい例の一つ



Strategies for Success 
• CCFL is an excellent example of how the Codex core 

values and consensus are applied and put into action
• The application of Codex core values is essential:

– Collaboration
– Inclusiveness
– Consensus building
– Transparency

Codex core values & consensus are key to Codex success!



成功のための戦略

• CCFLはコーデックスの基本的価値と合意形成がどのように
適用され、行動に移されるかの優れた例の一つ

• （次のものを含む）コーデックスの基本的価値の適用は必須：

– 協同

– 包括性

– 合意形成

– 透明性

コーデックスの基本的価値と合意形成はコーデックスの成功の
鍵！



Consensus requires….
• Time
• Grounding in science
• Active participation by all
• Commitment to the process
• Collaboration and willingness to see other perspectives
• Flexibility & willingness to compromise: not everyone can 

be 100% satisfied
• Ongoing opportunities for input
• Creative thinking



合意形成に必要なもの

• 時間

• 科学の基礎知識

• 全員が積極的に参加すること

• 合意形成過程への関与

• 協同と他者の観点を理解しようとする意欲

• 柔軟性と妥協する意欲：全員が100％満足することはできな
い

• 継続的なインプットの機会

• 創造的な思考



Codex Strategies for Consensus
• Approaches/tools that enable achievement of success

– Working Groups: electronic & physical, intra-sessional, 
pre-meetings, in-session

– Workshops
– Facilitation
– Increased dialogue and bridging of interest

• Sharing a common goal and creating an environment 
that is conducive for achieving consensus

• These help facilitate development of standards and 
guidelines that all members can support



コーデックスにおける合意形成戦略

• 成果達成を可能にするアプローチ／ツール

– 作業部会：電子的＆物理的、会合間、会合前、会合中

– ワークショップ

– ファシリテーション

– 対話の増進と関心の橋渡し

• 共通目標の共有と合意達成を促す環境の形成

• これらは全てのメンバーが支持できる基準及びガイ
ドラインの策定を促進するのに役立つ



Future Work
• CCFL is becoming more proactive, responding to technology 

changes and evolving consumer needs.

• In October 2017, the CCFL agreed to develop discussion 
papers on potential new work, for consideration by the next 
CCFL (2019) on:
– Internet Sales/e-commerce (UK, Japan, Chile, India, Ghana)
– Allergen labelling – updates (UK and USA)
– Innovation – use of technology in food labelling (Canada)
– Alcoholic beverages (Russian Federation, EU, Ghana, India and 

Senegal)
– Criteria for the definition of “high in” nutritional descriptors for 

fats, sugars and sodium (Canada and India) 
– Labelling of foods in multipack formats (Columbia)



今後の作業
• CCFLはより積極的に、技術の変化と消費者のニーズの変化に対

応している。

• 2017年10月、CCFL は次回会合（2019年）までに検討する潜在

的な新規作業に関する討議文書を策定することに合意した。その
作業は以下のとおり。

– インターネット販売／eコマースの表示(英国, 日本, チリ, インド, ガー
ナ)

– アレルギー表示の更新 (英国, 米国)
– 技術革新を活用した食品表示 (カナダ)
– アルコール飲料の表示 (ロシア, EU, ガーナ, インド, セネガル)
– 脂質・糖類・ナトリウムの「高」表示 (カナダ, インド) 
– マルチパックされた製品の表示 (コロンビア)



A Proactive Stance
• A “living paper” will be maintained by the CCFL 

members, on a rotational basis, to identify emerging 
issues, priorities, and potential future work

• How can we better identify emerging issues and what 
role does academia play in Codex?
– Existing mechanisms for international collaboration

– Academia may have awareness of emerging issues often 
before governments 

– Active involvement by academia within national 
governments

– Contribution of social science research



積極姿勢

• 新たな問題、優先事項や潜在的な将来の作業を特定するた
め、順番に更新して「生きている文書」とし、それらがCCFLメ
ンバーによって維持されていく

• 我々は新たな問題をどのようによりよく特定できるか、そして、
学術界はコーデックスでどのような役割を果たすのか？

– 既存の国際協同のメカニズム

– 学術界はしばしば、政府より先に新たな問題に気づく可能性が
ある

– 政府内での学術界の積極的な関与

– 社会科学的研究の貢献



Future of CCFL
• Going forward, CCFL should continue to exemplify the 

core values of Codex while developing standards that 
support the Codex mandate: protecting the health of 
consumers and ensuring fair practices in the food trade. 

• This is done by:
– Having a clear and shared vision

– Recognizing what we do well and build on it

– Respond proactively to the changing global market

– Work collaboratively to achieve consensus

– Build new partnerships to better inform work of committee



CCFLの未来

• 今後、CCFLは、コーデックスの任務（消費者の健康保護と公正な食

品貿易の実施の確保）を支持するコーデックス基準を策定しつつ、
コーデックスの基本的価値のよい実例となり続けるべきである。

• これは以下のことによりなされる。

– 明確で、共有されたビジョンを持つこと

– 何が得意で、そしてそれを基にどんなことを進めるべきかを認識すること

– 世界市場の変化に対し、積極的に対応すること

– 合意に達するために協同して取り組むこと

– CCFLの作業をより知らせるために新たな協力体制を構築すること
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