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新しい食品表示制度の概要と課題
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(独立行政法人国立健康・栄養研究所東京都 162-8636) 

Overview and challenges of new food labeling system 

Yoshiko Ishimi* 

(National Institute of Health and Nutrition， Tokyo 162-8636) 

1 はじめに

平成25年 6月28日，食品の表示に関する基準を定め

た食品表示法が成立した。現在食品表示に関する法律

は，食品衛生法， JAS法，健康増進法で規定されてい

るが，これら 3つの法律の表示に関する規定が一元化

され，食品表示法が公布されたものである。本法律と関

連の基準等は 2年以内に整えられ，施行される予定で

ある。一方，もうひとつの新しい動向として，事業者の

自己責任で加工食品ならびに生鮮食品に機能性を表示す

る，新しい機能性表示制度が創設されようとしている。

そこで，本レビューでは，栄養表示と健康強調表示に焦

点をしぼり，現行制度と新しい食晶表示制度の概要と課

題について解説する。

2. 栄養表示

現在の栄養表示は，健康増進法第31条第 1項に基づ

き，内閣府令により消費者庁告示として定められている

栄養表示基準1)で規定されている。栄養表示基準は，厚

生労働省令で定める栄養成分又は熱量に関する表示をす

る場合に適用されるもので，次の 3つの基準を定めて

いる。すなわち，①栄養成分の合有量表示と表示方法，

②栄養強調表示，③栄養機能表示に関するものである。

現在，栄養成分の含有量表示は任意であるが，食品に熱

量及び栄養成分について表示を行う場合には，熱量及び

その栄養成分だけでなく，図 11こ示すように熱量，た
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図1 含有量表示に係る熱量と栄養成分

んぱく質，脂質，炭水化物，ナトリウムについても表示

することが義務付けられている。また，これらの含有量

を一定値で表示する際には，分析値がある一定の許容差

の範囲に収まることが義務付けられている(土20%等)。

次に栄養強調表示では，欠乏が懸念される栄養成分に

ついては補給ができる旨を，過剰摂取が健康に影響する

栄養成分については，適切な摂取ができる旨を示す表示

ができる(図 2)。前者には，含む旨を示す「含有J1"入

り」や高い旨を示す「高いJ1"豊富」等の絶対表示と強

化された旨の相対表示がある。後者には，含まない旨を

示す「ゼロJ1"ノン」や低い旨を示す「低J1"ひかえめ」

等の絶対表示や 「低減」等の相対表示がある。これらの

栄養強調表示をするときは，守るべき基準値が定められ

ている1)。

最後に，栄養機能表示は不足が懸念される栄養素につ

いて栄養素の機能表示をするものであり，栄養機能食品

に適用される。図 3に対象栄養成分と栄養機能表示の

例を示す。栄養機能食品では，対象となる栄養成分の含

有量が，規定に準じた上限値と下限値の範囲内にあれ
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栄費量強鋼義孝にラいて 淵費者庁作成

栄聾強悶表示では、その欠乏や過剰な摂取が国民的世康の保持噌進に酷曹を与えている栄養成分

について、繍桔や適切な隈取ができる旨の表示をする際白書島揮を定めている.
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図2 栄養強調表示の類型

栄餐機能食品について② 消費者庁作成
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図3 栄養機能食品の栄餐成分と栄養機能表示の例

ば，消費者庁の許可を受ける必要なく，栄養素の機能表

示をすることができる。なお，これら栄養表示の基準と

なる値は， I栄養素等表示基準値」であり，現在は「日

本人の食事摂取基準 (2005年版)Jの各基準値を基に，

性及び年齢人口により加重平均して算出されている。

以上述べたように，食品の栄養表示は，栄養施策と密

接に関連している。また，各基準は FAO/WHO合同食

品規格計画(コーデックス委員会)の規則2)に準拠して

いること，これらの規則やガイドラインは， WHOの食

事と運動と健康に関する世界戦略に基づくものであるこ

とも重要である(図的。

3. 健康強調表示

コーデックス委員会では，健康強調表示は「食品ある

いはその成分と健康とのかかわりを述べ，示唆し，暗示

するすべての表現である」と定義している2)。我が国に

おいては，栄養機能食品と特定保健用食品の表示がこれ

に相当する(図 5)。
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図4 栄養表示と栄養施策の関連

保健機能食品制度
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図5 我が国の保健機能食品制度

特定保健用食品 (特保)は， I食生活において特定の

保健の目的で摂取する者に対し，その摂取により当該保

健の目的が期待できる旨の表示をする食品」と定義され

ている食品で，ある特定の食品成分の保健の用途が表示

できる。現在は，健康増進法において特別用途食品に分

類されている一方，食品衛生法では保健機能食品のカテ

ゴリーに分類されている。従来からの特保に加え，規格

基準型特保，疾病リスク低減表示特保，条件付き特保が

ある。我が国においては，健康強調表示は現時点では栄

養機能食品と特定保健用食品に限られており，これら以

外の食品で健康との関連を標ぼうする表示をする食品に

ついては，法的根拠はないが「いわゆる健康食品」とし

て位置付けている。これらの食品の表示については，医

薬品的表示あるいは消費者に対して誤認等を与える場

合，医薬品医療機器等法(旧薬事法)はもとより，健康

増進法及び景晶表示法で規制される。
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4. 栄養表示の国際動向

前述したように，現在のところ我が国の加工食品にお

ける栄養表示は任意の制度となっているが，国際的には

義務化が進んでいる。 北米では早くから義務化がなされ

ており，項目も基本の 5項目に加えて，飽和脂肪酸，

糖類， トランス脂肪酸，コレステロール，食物繊維，一

部のビタミン及びミネラルが義務付けられている。

2012年には，コーデックス委員会の食晶表示部会にお

いても「包装された食品の栄養表示は，園内事情が栄養

表示を支持しない場合を除き義務化とする」とされ，対

象項目は， 5項目に加えて飽和脂肪酸，糖類とされた3)。

このように加工食品における栄養表示の義務化が進む

中，我が国においても消費者庁の検討会において栄養表

示の義務化に対する議論がなされ，さらには 3法の表

示の一元化が検討された。栄養表示の義務化に向けた事

前の対策として，事業者による栄養表示の実行可能性を

見据えた栄養表示基準の改定がなされた4)。すなわち，

これまでの栄養表示基準においては，ある一定の許容範

囲(:t20%等)に関する縛りがあったが，基準の改正

により， 1"許容範囲に縛られない合理的な方法による計

算方式等での表示値の設定」が可能となった。この場

合， 1"この表示は目安です」等の併記ならびに合理的な

表示方法の根拠資料の保管が求められる。

5 新しい食品表示法

現在食晶表示に関する法律は，食品衛生法， ]AS 

法，健康増進法で定められているが(図的，これら 3

つの法律の表示に関する規定が一元化され，この度，食

晶表示法が成立し，平成27年 6月までに施行される5)。

食品衛生法は，食品の安全性確保に関する表示の基準

を定めるものであり，主にアレルギー表示や食品添加物

等について規定している。 ]AS法は消費者が食品の選

択を適切にできるよう，原材料名や原産地等，製造業者

が守るべき基準を定めたものである。一方，健康増進法

は，国民の健康増進を総合的に推進するため，特別用途

の表示や栄養表示に関する基準を定めている。しかし，

食品の名称，賞味期限，保存方法，遺伝子組換え，製造

者名等に関する事項は，食品衛生法と ]AS法の両法律

で定められており，一部整合がとれていないことも指摘

されていた。

そこで，平成21年に消費者庁が発足したことを受け

て，同庁がこれら三法を一元化すべく様々な検討を重

ね，この度，食品表示法が成立したものである(図 7)。

この法律は，食品と酒類の表示について規定しており，

規定される食品とは，すべての飲食物(薬事法で規定さ

現行の食晶表示に関する法律
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図7 新しい食品表示法の概要

れる医薬品と医薬部外品を除き，食品衛生法で規定され

る添加物を含む)であり，酒類とは酒税法に規定される

酒類をいう。

新しく定められた食品表示法は二三条からなり，第一

章の総則の中で 「目的J，1"定義J，1"基本理念」が述べら

れている。基本理念では消費者基本法に規定する消費者

政策の一環として，消費者の安全が確保されるとともに

消費者の自立を支援すること，そしてこれらは食品の生

産等の現状等を踏まえて小規模の食品関連事業者の事業

活動に及ぼす影響に配慮することとされている。第二章

では「食品表示基準」として，名称，アレルゲン，保存

の方法，消費期限，原材料，添加物，栄養成分の量及び

熱量，原産地その他，食品関連事業者等が食品の販売を

する際に表示されるべき事項を定めなければならないと

されている。これにより，現在は任意表示である栄養成

分と熱量の表示は，法律の施行後 5年以内に原則とし

てすべての加工食品について，義務化されることにな

る。第三章として， 1"不適正な表示に対する措置」が，
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j(参考)栄養表示の対象食品(第2回及び第3回調査会のまとめ)

加工食品
生鮮食品 添加物

(予め包装された金品)

新基準(案) 義務 0・1 × 0・1

現行基準

任意 。
任意 。

。 。
A 

(難卵)
× 

0対象.ll一部対象‘ x対象外

遠mlTl用担金食品及び忽舗を段けて
・1以下に該当する宣品lま表示義務を免除する。 その禍で飲食させる食品を除<.

・栄養上、 意味のない食品

・加工食品の原材料として使用される食品

.酒類

・小包装宜品

・橿短期間でレシピが変更される食品

.製造場所で直後販売される食品

-学校給食や病院給食等への販売に供する食品

図8 栄養表示の対象食品

第四章として「差止請求及び申出j，第五章「雑則j，第

六章「罰則」が規定されており，食品表示基準に従った

表示がされていない食品を販売した場合には，食品の回

収その他の必要な措置，すなわち遵守すべき旨の指示，

立入検査，差止請求，罰則等が課せられることとなる。

このように新しい食品表示法では，食品表示について

消費者保護と自立の支援を基本として，小規模な事業者

にも配慮しながら実行可能性を目指したものとなってい

る。

食晶表示基準(案)6)は，これまでの消費者庁におけ

る議論を基に，内閣府消費者委員会食晶表示部会に設置

された 3つの調査会により検討された。すなわち，栄

養表示に関する調査会，生鮮食品・業務用食品に関する

調査会，加工食品の表示に関する調査会である。本稿で

は，栄養表示に関する調査会で検討された案について紹

介したい。先ず，①規定する栄養成分としては，従来通

りの栄養成分に加えて，今般，国立健康・栄養研究所に

より公定法が標準化されたモリブデンが追加された。②

栄養表示の義務化の対象成分は，熱量，たんぱく質，脂

質，炭水化物，食塩相当量とされ，飽和脂肪酸と食物繊

維は推奨(任意)とされた。なお，糖類とトランス脂肪

酸は任意とされた。③栄養表示の義務化の対象食品とし

ては，予め包装された加工食品に加えて食品添加物が対

象とされた。なお，図 8に示す通り，生鮮食品の栄養

表示は任意とされた。また，栄養上意味のない食品や酒

類については，栄養表示は免除される案が提示された。

④対象とする事業者は，原則と して全ての事業者であ

るが，消費税法により納税義務を免除される者を除く案

が出された。⑤栄養表示の方法は図 9Iこ示すとおりで

ある。なお，食品単位は，現行通りとされた。

⑤栄養強調表示は，コーデックスガイドラインを踏ま

え， I糖類無添加jIナトリウム塩無添加」表示が新設さ

第63巻

新基準における栄養成分表示の様式

議踊
当医聾成分表示

食品単位1100g若し〈は100mlJl.は
1食分11食分の畳を併記).1包韮
その他の3単位)

M量.""
たんIt<賞 9 
脂質

炭水化物

食"相当量

義務韮示事項に加え.任意の
表示事項を肥蔽する場合

S能聾成分表示

食品単位け田g若しくl剖凹ml31.は1食分11宣分の畳を
併記)、 1包甚その他の1単位}

M量 kcal
たんIt<貨 g 

脂質 g 
飽和信防11 9 

コレステロ ル mg 
炭水化物 g 
ー稽質 g 

11彊 g
食物鰻纏 g 

童事相当量 g 
(ナトリウム g， mg ) 
その他の栄聾成分日ネラル、ビタミン) mg，同

拾i1表示しない栄聾成分については、二の締式。当践
成分を省略すること.

泌2この織弐の傍若"・Eするζとが田線な堀合には、特
を省略することができる.

図9 新基準における栄養成分表示の様式
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図10 食品の新たな機能性表示制度に関する報告書

れる予定になっている。⑦規制改革実施計画では，栄養

機能表示ができる対象成分を広げるよう指摘している。

本件については，平成26年度中に消費者庁により栄養

機能食品の対象成分が追加される予定になっている。

6. 食品の新たな機能性表示制度

平成25年 6月，政府の日本再興戦略のひとつである

規制緩和政策において，機能性表示を可能とする仕組み

の整備が閣議決定された。これを受けて，消費者庁は，

食品の新たな機能性表示制度を創設すべく，有識者によ

る検討会を立ち上げ，当該食品の枠組みについて検討し

た。その結果，図10に示す報告書7)がまとめられ，パブ

リックコメントを募集した。

本案は安全性の確保を重視しており，①機能性を表示

する食品については食経験を評価することとし，食経験

が十分でない場合は，安全性に関する情報を評価すると
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ともに，機能性成分と医薬品の相互作用を評価すること

②企業等は， HACCP及び GMPの品質管理に自主的に

取り組むこと③企業及び行政は，健康被害等の情報収集

を行うこと④国は必要がある時は危険な商品の流通防止

措置を行うこと，等が盛り込まれている。

食品の機能性表示を行うに当たっての必要な科学的根

拠としては，最終商品を用いた臨床試験を行う，あるい

は，最終商品又は機能性関与成分に関する研究レビュー

を行うことが求められる。

誤認のない食品の機能性表示のあり方としては，食品

全般(アルコール飲料，ナトリウム，糖分等を過剰摂取

させる食品は除く)について，作用機序が考察され，直

接的又は間接的に定量可能な成分を対象とし，部位を含

めた健康の維持・増進に関する表現が可能とした。但

し，栄養成分は対象外とし，疾病名等を表示することは

できない。これは，米国のダイエタリーサプリメント法

で適用されている「構造と機能表示」に相当するものと

推察される。その他の表示としては，国の許可を得たも

のではない旨，疾病の予防や治療，予防を目的としたも

のではない旨，バランスのとれた食生活に関する旨の表

示等が義務付けられる。また，国の関与としては，企業

等は販売前に製品情報を消費者庁に届出なければならな

い。さらに，新制度の適切な運用のため，食品表示法に

基づき収去等，販売後の監視を徹底することとされた。

また，消費者の理解増進に向けた取組みを継続的に実施

するとされた。なお，これらは平成26年 9月の時点で

は，まだ報告書として提出されたものであることに留意

されたい。本件も食品表示基準に盛り込まれる予定にな

っている。

7. 新しい食晶表示制度の課題

これまで述べた新しい食品表示制度については，いく

つかの課題が残されている。栄養表示をする際の基準と

なる「栄養素等表示基準値」の改定や，本基準値に占め
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る割合の表示や国主導のサーピングサイズの決定の可

否，栄養表示におけるコレステロール， トランス脂肪

酸，カリウムの位置付け，酒類の栄養表示の義務化の可

否等が挙げられる。

8. おわりに

新しい食晶表示制度，特に栄養成分表示が義務化の枠

組みとされたこと，また，食品の新しい機能性表示制度

が創設される運びとなり，これまでにない新しい時代の

幕開けとなる。重要なのは，このような新しい表示制度

は，消費者の理解があってこその制度であるということ

である。制度の効果的な運用は，関係省庁，関連団体，

企業等による新しい制度の消費者への普及・啓発と消費

者による理解と活用にかかっているといっても過言では

ないであろう。
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