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1．現状の食品表示制度の対応状況
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◎食品表示は、食品の提供サイドと消費者を
結ぶ信頼の絆（きずな）。

◎食品表示のルールを活用するのは
「消費者（お客様）」。

⇒事業者は、消費者以上にルールを理解して
おくことが必要。

◎事業者は、食品表示に関して法令の方向で
はなく、消費者の方向を注視すべき。
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最近の産地偽装等に係る事犯の検挙状況の推移
(警察庁生活安全局「平成28年における生活経済事犯

の検挙状況等について」[平成29年3月]
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原因別食品自主回収の推移
[(独)農林水産消費安全技術センター]
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表示不適切を理由とする自主回収件数

期限表示間違い
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主な食品表示制度の変遷
◎昭和２２年：食品衛生法制定
◎昭和２３年：一部食品等につき表示すベき事項を規定
◎昭和２５年：ＪＡＳ法制定
◎昭和２７年：栄養改善法制定
(◎昭和３５年ニセ牛缶事件→◎昭和３７年景品表示法制定→昭和４３年：消費者保護基本法）
◎昭和４４年：容器包装加工食品に製造者氏名、一定の添加物等表示の義務づけ
◎昭和４５年：品質表示基準制度創設
◎平成元年：全ての添加物につき表示の義務づけ
◎平成３年：特定保健用食品制度創設・特別用途食品の規定
◎平成６年：製造年月日から期限表示へ
◎平成７年：製造年月日から期限表示へ、栄養表示基準制度の創設
◎平成１１年：全ての飲食料品に品質表示を義務づけ
◎平成１３年：遺伝子組換え食品に係る表示の義務づけ、アレルギー物質の表示

の義務づけ、栄養機能食品の表示基準制定
◎平成１４年：健康増進法制定
（◎平成１６年：消費者基本法）
◎平成１５年：食品衛生法の目的改正、品質保持期限を賞味期限に統一、

誇大表示の禁止追加
◎平成１７年：２０食品群の原料原産地表示の義務づけ
◎平成２０年：業務用食品への表示の義務化
◎平成２５年:食品表示法の制定
◎平成27年:食品表示基準施行
◎平成29年:加工食品の原料原産地表示の施行

赤字；食品衛生法
緑字；ＪＡＳ法
青字；健康増進法
黄字；複数法
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一部消費者庁ＨＰより

食品表示法

食品表示一元化のイメージ
食品の提供サイド
と消費サイドの対策
が相まって効果あり
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◎消費者庁・消費者委員会の設立(H21.9)

◎食品表示一元化検討会(H23.9-24.8) ) [第1ステージ]

◎食品表示法案の国会審議⇒食品表示法の公布(H25.6) [第2ステージ]

◇機能性表示食品制度創設
の規制改革会議の計画(H25.6)

食品表示基準の審議
◇食品の新たな機能性表示
制度に関する検討会(H25.12-26.7)

◎食品表示基準・関係Q＆A・ガイドラインの公示(H27.3)⇒施行
[第3ステージ]⇒全面適用と栄養表示の義務化(H32.4)

(現時点)●残された課題の検討<第３期消費者基本計画(H27.3)>

[第4ステージ]
〇第４期消費者基本計画<H32-H36年度、H32.3公表?>

[第５ステージ]

新たな食品表示制度へのステップ
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2. 新たな食品表示基準の適用
に関する主な課題
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食品表示法の目的

第1条

食品に関する表示が➀食品を摂取する
際の安全性の確保及び

②
自主的かつ合理

的な食品の選択の機会の確保に関し重要
な役割→基準の策定その他必要な事項を
定め、適正を確保することにより、

(1) 一般消費者の利益増進

(2) ３法による措置と相まって国民の健
康保護・増進＋食品の生産・流通の円滑
化に寄与
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食品表示法の執行の流れ

指示
（第６条第１項、
第３項）

命令
（第６条第５項）

・内閣総理大臣…立入検査、報告徴収、物件提出、収去（第８条第１項）
・農林水産大臣（酒類以外の食品）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第２項） 等
・財務大臣（酒類）…立入検査、報告徴収、物件提出（第８条第３項）

※権限の委任 内閣総理大臣→消費者庁長官、都道府県知事等、農林水産大臣→地方支分部局の長・都道府県知事、
財務大臣→国税庁長官・地方支分部局の長

回収等命令
（第６条第８項）

消費者庁
農林水産省
財務省
（都道府県等）

消費者庁
（都道府県等）

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を
及ぼす事項について、食品表示基準に従った
表示をしない場合

消費者庁
（都道府県等）

原産地（原材料の
原産地を含む。）
の虚偽の表示

１年以下の懲役又は100
万円以下の罰金
（第20条）

３年以下の懲役
若しくは300万円以下
の罰金又は併科
（第17条）

２年以下の懲役若しくは
200万円以下の罰金又は
併科
（第18条）

２年以下の懲役
又は200万円以
下の罰金
（第19条）

表示事項を表示せず
又は遵守事項を遵守しなかった場合

立入検査
等を拒んだ
とき

50万円以下の
罰金
（第21条）

緊急の必要性
生命又は身体に対する危
害の発生又は拡大の防止

表示違反
命令違反 命令違反

立
入
検
査
等

指
示
・命
令

罰
則
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食品表示基準骨格イメージ

消費者委員会資料より

従来の58本の基準を1本に統合
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新たな食品表示基準制定による変更項目
(第31回消費者委員会食品表示部会資料)
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基本的に「JAS法」の定義に基づく
↑

「生鮮食品」「加工食品」のいずれを問わず
食品衛生法の規定は適用

加工食品と生鮮食品の区分の統一

新基準適用の課題
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「異種混合」の定義に関する課題

「生鮮食品」には原産地表示、「加工食品」に
は期限表示が義務づけされている。

①キャベツ丸ごと→生鮮食品
②キャベツの千切り→生鮮食品
③キャベツの千切り＋赤キャベツの千切り→生鮮食品
④キャベツ千切り＋カットレタス➡加工食品
⑤メバチマグロ赤身→生鮮食品
⑥メバチマグロ赤身＋メバチマグロ中トロ→生鮮食品
⑦メバチマグロ赤身＋みずだこ(生)➡加工食品
⑧牛ロース＋牛カルビ→生鮮食品
⑨牛ロース＋豚ロース➡加工食品
⑩牛ロース＋牛塩タン➡加工食品
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異種混合の定義

異種混合の
種別

考え方 区分

組合せ・盛り
合わせ

各々の生鮮食品を単に組み合
わせたり盛り合わせただけで、
ばらばらに飲食、調理等される
ことが想定されるもの

生鮮食品

混合

各々の生鮮食品が混合されて、
１つの商品としてそのまま飲食、
調理等されることが想定される
もの

加工食品

食品を摂取する際の安全性の観点及び事業者の実行可
能性を踏まえ、さらなる商品実態や消費者が選択する際
の食品表示に関する意識も調査した上で、検討が必要
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「保健所のため」から「消費者のためにも」へ
●原則として、同一製品、同一規格、同一包装のもので、２以
上の工場で製造する商品のみに利用可能
●製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの
事項を表示
①製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答
する者の連絡先
②製造所所在地等を表示したＨＰアドレス等
③当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等

製造所固有記号の使用に係るルールの改善

19



・食品関連事業者に対し、原則として、全ての消費
者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示
を義務付け
【義務】エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、
ナトリウム（「食塩相当量」で表示）
【任意（推奨）】飽和脂肪酸、食物繊維
【任意（その他）】糖類、糖質、コレステロール、ビタミ
ン・ミネラル類
・①消費税法第９条に規定する小規模事業者（課税
期間に係る基準期間における課税売上高が1000
万円以下の事業者）、②業務用食品を販売する事
業者及び③食品関連事業者以外の販売者は、表
示しなくともよい。

栄養成分表示の義務化
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栄養表示基準の改正イメージ（合理的な方法に基づく表示値の設定)

表現例

合理的な方法により得られた値の表示を行う場合は、下記の
いずれかの表現を記載すること。
『この表示値は、目安です。』
『推定値』
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消費者委員
会資料より

販売者が対象
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◎栄養表示政策の前に栄養政策あり。
◎栄養表示が有効に活用されるため
には、消費者自らが栄養コントロー
ル可能となる知識と理解が不可欠

⇓
・自身の栄養素の適正摂取量
・購入する加工食品以外の食品

(食事)の栄養成分についての
知識と理解
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◎ 積み残し要検討課題の根拠
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第１回食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会資料２より

◎ インターネットにおける情報提供⇒ガイドライン
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懇談会の提言

（１）食品のインターネット販売における情報提供の在り方
○対応できる義務表示事項に係る情報や食品から
取組を進める。

○消費者に分かりやすい方法で提供することが重要。
○業者間の情報伝達の円滑化を図る。

（２）事業者の自主的な取組について
実情に沿った情報提供に取り組むための方針やガイド
ライン等の自主的検討・作成。

（３）消費者への普及・啓発
容器包装ラベルにおける表示制度全体のほか、インタ
ーネット販売における義務表示事項。
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「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に
関する検討会報告書」概要
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自民党骨太ＰＴ[第3回]の方針
(平成28年3月31日)

「全ての加工食品について、実行可
能な方法で原料原産地を表示し、国
民の日々の生活が、日本の「食と農」
を支える社会をつくる。」

◎加工食品の原料原産地表示制度
の位置づけ
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◎ 加工食品の原料原産地表
示施策は、HACCPの義務化や
新JAS制度の導入と同様「産業
振興」の一環としての位置づけ
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日本再興戦略2016、経済財政運営と改革の基本方針2016
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消費者庁「食品表示一元化検討会」資料33
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◎ 対象製品に占める義務表示対象商品、自主的表示商品の割合

消費者庁・農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会(以下「検討会」)第10回資料より

加工食品の原料原産地表示に関する基準への対応

35



消費者に対する調査について
Webアンケート、 日本在住の20歳以上男女3,000人、平成28年３月４日～３月11日

◎ 加工食品を購入する際、参考としている表示項目

検討会資料より
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◎ 原料原産地表示を参考にするか

検討会資料より
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◎ 原料原産地表示を参考にする理由

検討会資料より38



◎ 消費者の産地情報入手手段

検討会資料より399



加工食品の原料原産地表示基準の骨子

◎ 義務表示の対象となる加工食品及び原材料

国内で製造又は加工された全ての加工食品について、

原則として製品に占め重量割合上位１位の原料の原産

地を義務表示の対象とする。

◎ 義務表示の方法（国別重量順表示）

国別重量順表示を原則とする。ただし、国別重量順表示が

難しい場合には、消費者の誤認を防止するための方法を

明確にした上で、実行可能な出来るだけの情報を表示とし

て提供する。

◎ 冠表示は、定義が不明確等により、対象外とする

→ガイドラインで対応⇐JAS協会が受託して検討
400



◎ 新たな表示方法の例

消費者庁HPより41



◎ 又は表示

国別重量順表示を行った場合に容器包装の変更が生じると見込
まれる場合には、過去の実績等を踏まえた表示を行うことができる。
○ 使用可能性のある複数国を、使用が見込まれる重量割合の高

いものから順に「又は」でつないで表示できる。
※原則として、過去の取扱い実績等に基づき表示する。
○ 現行基準同様、原産国が３か国以上ある場合は、３か国目以降

を 「その他」と表示することができる。

検討会資料・消費者庁HPより42



◎ 大括り表示

国別重量順表示を行った場合に、３以上の外国の産地表示に
関して容器包装の変更が生じると見込まれる場合には、「大括り
表示」を行うことができる。
○ ３以上の外国の産地表示を「輸入」と括って表示
○ 輸入品と国産を混合して使用する場合、輸入品（合計)

と国産との間で、重量の割合の高いものから順に表示
〇 根拠書類の保管を条件

検討会・消費者庁HP資料より
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◎ 「大括り表示＋又は表示」が認められる条件例

検討会資料より
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◎ 大括り表示＋又は表示

「大括り表示」を用いても容器包装の変更が生じると見込まれる
場合のみ、 「大括り表示＋又は表示」を行うことができる。
○ ３以上の外国を「輸入」と括って表示
○ その上で、「輸入」と「国産」を、使用が見込まれる重量割合の

高いものから順に「又は」でつないで表示
※原則として、過去の取扱い実績等に基づき表示する。

検討会・消費者庁
HP資料より
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◎ 誤認防止策

「又は表示」を行う場合、一定期間における使用割合が５％未満で
ある対象原材料の原産地について、当該原産地の後に括弧を付して、
使用割合が５％未満である旨表示

<表示例>

消費者庁HPより
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◎ 製造地表示
対象原材料が中間加工原材料である場合に、当該
原材料の製造地を「○○製造」と表示する。
○対象原材料が中間加工原材料である場合に、当該
原材料の製造地を「○○（国名）製造」と表示する。

○ただし、中間加工原材料である対象原材料の原料
の産地が判明している場合に、「○○製造」の表示
に代えて、当該原料名とともにその産地を表示する
ことができる。

○複数の製造国の中間加工原材料を混合して使用
する場合には、「又は表示」などの表示を認める
条件や誤認防止についての考えを準用する。

検討会資料より47



◎ 中間加工原材料の製造地表示例

検討会・消費者庁HP資料より
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◎ 経過措置期間

平成 29 年３月 27 日～同年４月 25 日のパブリックコメ
ント募集結果、意見総数は8,715 件。うち「おにぎりののり
」を対象とすることに賛成が3,000件以上(⇔食品表示一元
化検討会「中間論点」に対して約1,000件、「食品表示基準
案」に対して約4,300件)
<経過措置期間に関するパブコメの意見>
〇動きが悪い商品(注)に ついては既に新表示への移行を実施して
おり、平成32年３月末までとする改正案では、 包材の廃棄や再
商談等、無駄な経費が掛かる。

(注)「動きの悪い商品」は、包材の切替え間隔が長期となる。
○経過措置期間として、平成32年3月末から、あと１～２年ほしい。
原料原産地対象 商品が多く、調査・システム対応・切替えなどを
段階的に交換する必要。

当初案 平成32年3月末 平成34年3月末49



◎ 現行の遺伝子組換え食品の表示制度
(消費者庁「第1回遺伝子組換え表示制度に関する検討会」資料)

Ⅰ従来のものと組成、栄養価等が同等のもの(除草剤の影響を受けないようにした大豆、害虫に
強いとうもろこしなど）

①農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工後も組み替えられたＤＮＡ又はこれ
によって生じたタンパク質が検出可能とされているもの

②組み換えられたＤＮＡ及びこれによって生じたタンパク質が、加工後に最新の検出技術に
よっても検出できない加工食品(大豆油、しょうゆ、コーン油、異性化液糖等)
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◎ 遺伝子組換えの表示義務対象品目一覧
(消費者庁「第1回遺伝子組換え表示制度に関する検討会」資料)
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◎ 遺伝子組換え食品に関する消費者意向調査
の概要(消費者庁「第1回遺伝子組換え表示制度に関する検討会」資料)
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◎諸外国における遺伝子組換え食品の表示制度
(消費者庁「第1回遺伝子組換え表示制度に関する検討会」資料)
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◎今後の遺伝子組換え表示制度の方向性
遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書(H30.3.28)より

① 表示義務対象範囲
●品目(現行:安全性が確認された農産物(８品目)及びこ
れを原材料とする加工食品(33品目)で、加工工程後も組
換えDNA等が残存する品目に限定)
→大量の原材料や加工食品が輸入される我が国の状況下
で、現行制度と同様に科学的検証と社会的検証を組み合
わせることによって監視可能性を確保することが必要で
、科学的検証が可能な組換えDNA等が残存する品目に義務
表示の対象を限定する現行制度を維持。その上で、例え
ばコーンフレークのように現在は表示義務対象外の品目
であっても、再現性のある組換えDNA等の検査法が確立さ
れれば表示義務対象品目に追加することが適当。
なお、事業者においては、義務表示対象外の品目につ

いても表示の信頼性及び実行可能性を確保できる範囲内
でガイドライン等により消費者への情報提供に努めるこ
とが望まれる。54



●原材料の範囲(現行:主な原材料(原材料の重量に占める
割合の高い原材料の上位３位までのもので、かつ、原材料
及び添加物の重量に占める割合が5％以上であるもの)に限
定)

→事業者の実行可能性、表示の見やすさ・優先度等を踏ま
えると、現行制度を維持。なお、事業者においては、義務
表示対象外の原材料についても表示の信頼性及び実行可能
性を確保できる範囲内でガイドライン等により消費者への
情報提供に努めることが望まれる。

②「遺伝子組換え不分別」の表示方法
→「遺伝子組換え不分別」表示の意味が分かりにくい…。
代わる実態を反映した分かりやすく誤解を招かないような
表示を検討し、Ｑ＆Ａ等に示すよう取り組むことが適当。
事業者は、消費者庁の上記取組と並行して、当該手段を用
いた自主的な情報提供に努めることが望まれる。
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③「遺伝子組換えでない」の表示方法

(現行:分別生産流通管理われたことを確認した非遺伝子組換え
食品には「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えで
ない」などを任意で表示することが可能(任意表示)＝分別生産
流通管理が適切に行われたとしても、遺伝子組換え農産物の一
定の混入の可能性があることから、一定の「意図せざる混入」
(混入率５％以下)がある場合でも表示することが可能。
一方、「意図せざる混入」率が５％を超える場合は、分別生

産流通管理が適切に行われたことにはならないため、「遺伝子
組換え不分別」である旨の表示が必要(義務表示)。)
→「意図せざる混入」の許容率については、できるだけ引き下
げてほしいとの要望があるが、許容率引下げに伴う検査に係る
作業量やコストの増大などの事情を総合的に勘案すると、５％
以下の意図せざる混入を認めている現行制度を維持することが
適当。
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「遺伝子組換えでない」表示を可能としていることは誤
認を招くとの意見を踏まえ、誤認防止、表示の正確性担
保及び消費者の選択幅の拡大の観点から、「遺伝子組換
えでない」表示が認められる条件を現行制度の「５％以
下」から「不検出」に引き下げることが適当。なお、引
下げに当たっては、食品の製造・流通・消費に与える影
響に配慮し、現場で混乱が生じないよう、新たに公定検
査法を確立し、円滑な検証や監視を担保するとともに、
事業者や消費者に十分な周知が必要。また「不検出」に
引き下げた際に「遺伝子組換えでない」表示ができなく
なる食品については、消費者の食品の選択の幅を広げる
観点だけでなく、分別生産流通管理を適切に実施してき
た事業者の努力を消費者に伝える観点からも、表示の信
頼性及び実行可能性を確保できる範囲内で、分別生産流
通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うこと
ができるようにすることが適当。57



◎適切に分別生産流通管理された原材料に任意で
事実に即した表示をする際の表示例
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◎ 現行の添加物表示について

表示例

原材料名:小麦粉、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、鶏卵、アー
モンド、バター、異性化液糖、洋酒、でん粉

添加物:ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、着色料(カラメ
ル)、酸化防止剤(ビタミンＥ、ビタミンＣ)

一括名表示

用途名併記

例外

「物質名」は、簡略名等を用いること可。Ex.L-アスコルビン酸→V・C

14種

8種
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◎包装食品の表示に関するコーデックス一般規格
4.2.3.3

以下の各分類に該当し、食品への使用が許可されている食品添加物の
一覧に掲げられている食品添加物については、以下に掲げた機能分類を、
国内法で求められる特定の名称又はコーデックス国際番号システム
(CAC/GL 36-1989）などのような識別番号と併せて用いなければならない。
・pH調整剤 ・固結防止剤・消泡剤・酸化防止剤・漂白剤・増量剤・炭酸化
剤 ・着色剤・保色剤・乳化剤・乳化塩・固化剤・調味料・小麦粉処理剤・
発泡剤・ゲル化剤・光沢剤・保水剤・防腐剤・噴出剤・膨張剤・キレート
剤 ・安定剤・甘味料・増粘剤

4.2.3.4 
以下の分類名は、以下の各分類に該当し、食品への使用が一般的に許
可されている食品添加物の一覧に掲げられているものについて用いること
ができる。
• 香料及び着香料
• 加工でん粉

「香料」という表現は、必要に応じ、「天然の」、「天然と同じ」、「人工の」又
はこれらの用語の組み合わせを追加することができる。

61



諸外国の食品添加物表示のルール
中 国 Ｅ Ｕ 米 国

食品添加
物表示の
基本的
ルール

食品添加物は、以下の
方法で表示する。

➀物質名(例:レシチン)
②用途名＋INS番号

(例:着色料(102))
③用途名＋物質名

(例:増粘剤(グァーガ
ム))

(食品安全国家標準ＧＢ
7718-2011)

食品添加物は、用途名及
び物質名またはＥ番号で
表示する。

(例 着色料:食用黄色５号)
(例:着色料:Ｅ110)

「消費者に対する食品情報
の提供に関する規則
(EU)No1169/2011」

食品添加物は、一般
名を表示する。

(例:炭酸水素ナトリウ
ム)

(連邦規則集(CFR)タ
イトル21.101節)

ＩＮＳ番号‥コーデックス委員会が定めた食品添加物の国際番号システムの番号

Ｅ番号‥ＩＮＳ番号に基づき、ＥＵ域内で使用するために定められた食品添加物の分類番号
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◎「外食・中食における原料原産地表示情
報提供ガイドライン検討会」の設置
(外食・中食産業等食品表示適正化推進
協議会)

・外食・中食事業者における原料の原産地
情報の現状と課題、具体的な提供の方法
等について検討し、自主的な情報提供を推
進するためのガイドラインを作成

・第1回:3月13日、第2回:7月下旬開催。
以後本年度中に3回程度検討。
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新たな食品表示基準改正内容
(6月6日消費者委員会食品表示部会審議事項)
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今後の課題
◎ 食品表示基準の改正内容
◎ 原料原産地表示制度に関する

監視強化への対応
◎ 「分かりやすい表示」についての

検討
◎ 情報の重要性の整序の方向性
◎ 次期消費者基本計画の中身
◎ 東京オリンピック対応の課題
◎ 消費者への普及・教育方策
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◎遺伝子組換え表示に関する食品表示基準
の改正について(今年度後半に公布か)

・消費者庁における諮問案(食品表示基準案)の検討
数か月

・消費者庁→消費者委員会への諮問(今夏～秋か)

・消費者委員会食品表示部会における審議(数回)
数か月

・消費者委員会→消費者庁への答申

・基準策定・施行(経過措置期間設定の有無は「?」)
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3. 今後求められる対応
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(6) ＜監視＞
本制度の導入にあたっては、故意に実際と異なる表示を
行った事業者がいた場合に、そのような不正表示を的確に
把握し、当該事業者を処分できる監視体制と制度運用が整
っていることが必須条件である。食品表示に関する監視体
制をより一層強化するとともに、本制度の監視に関する運
用を更に具体的に検討し、国・地方自治体が連携して不正
表示を許さない制度運用を速やかに確立すること。
(7)＜別表第十五（第三条、第十条関係）への品目の追加基
準の明確化＞
今後、「おにぎりののり」のように別表第十五（従前の22食
品群＋４品目の原料原産地表示）に追加する品目を選定す
る場合の基準を明確化し、公表すること。

加工食品の原料原産地基準に対する消費者委員
会から消費者庁への答申(抜粋)
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◎ 加工食品の原料原産地表示におけ
る「又は表示」等に関する根拠書類
の備置き

事業者は、基本的に、自ら製造、販売等する食
品に係る情報を記載した書類等を整備し、保存。

例外表示の際に表示内容が正しいことを確認で
きるよう、過去の使用実績等の根拠となる書類の
備置き等が必要。

基準では義務規定に
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◎ 新基準に対する正しい理解
・ 国等による説明会への参加
・ Q＆Aの活用
・ 個別相談窓口(消費者庁、地方農政局、FAMIC等)の活用
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◎ 事業者における正確かつ適切なデータ

管理の推進

◆原材料等の購入元～社内(工場内)～

製品の納品先までの「食品＋その関連

の情報」の管理が必要

◆特に、原産地、原材料、アレルゲン等

→個別トレーサビリティの導入促進

73



トレーサビリティの仕組み
(チェーントレーサビリティ)

農業者グループ
農業法人
個人生産者 小売

市場
卸

生鮮履歴情報

履歴と農薬の
チェック

消費者

ＪＡ
団体

生産履歴
情報開示

生産履歴
情報開示

生産履歴
情報開示

事故発生時の追跡・遡及

識別コード
の発行

物流ラベル
バーコード

（ケース単
位）

（川上） （川下）

商品ラベル
（商品単位）

集荷業者
商品の流れ

生産履歴・流通履歴

発注情報

生産履歴
情報開示

生産情報
出荷実績

にんじん
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◎トレーサビリティの定義

◆ Codex委員会総会(2004年6～7月) 

での合意

「生産、加工及び流通の特定の一つ又は
複数の段階を通じて、食品の移動を把
握できること」

◎ 「移動を把握できる」；川下方向へ追
いかける追跡と、川上方向へ遡る遡及
の両方を意味

個別トレーサビリティ

チェーントレーサビリティ
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ご清聴ありがとうございました。


