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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21年消費者庁設立:食品表示の所管移行>
◎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
◎平成31年:遺伝子組換え食品表示基準の改正

赤字；食品衛生法
緑字；ＪＡＳ法
青字；健康増進法
黄字；複数法



消費者庁「第4回食品表示一元化検討会」資料より



消費者庁「第１回食品表示一元化検討会」資料より

旧来の食品表示関係法と表示例



◎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] 経過措置期間～H32.3(一部～H34.3)

●積み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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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





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



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



食品表示基準の概要
旧制度からの主な変更点

１加工食品と生鮮食品の区分の統一

２製造所固有記号の使用に係るルールの改善

３アレルギー表示に係るルールの改善

４栄養成分表示の義務化
５栄養強調表示に係るルールの改善

６機能性表示食品制度のルール化

７原材料名表示等に係るルールの変更

８販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善

９通知等に規定の表示ルールの一部を基準に規定

10 表示レイアウトの改善

＋加工食品の原料原産地表示ルールの改正



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

１加工食品と生鮮食品の区分の統一

従来制度からの主な変更点



「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
②キャベツの千切り
③キャベツの千切り＋赤キャベツの千切り
④キャベツ千切り＋カットレタス
⑤メバチマグロ赤身
⑥メバチマグロ赤身＋メバチマグロ中トロ
⑦メバチマグロ赤身＋みずだこ(生)

⑧牛ロース＋牛カルビ
⑨牛ロース＋豚ロース
⑩牛ロース＋牛塩タン



異種混合の定義⇒要検討に！

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



「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
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2 製造所固有記号の使用に係るルールの改善



・代替表記は存続。特定加工食品(例：マヨネーズ及び
その拡大表記：からしマヨネーズ)は廃止。

・代替表記の拡大表記のうち、卵の「卵白」、「卵黄」
は廃止。

・消費者の商品選択の幅を広げるため、個別表示を原則
とし、例外的に一括表示を可能とする。

3 アレルギー表示に係るルールの改善

・一括表示については、アレルゲンそのものが原材料に
使用されている場合や、代替表記等で表示されている
ものも含め、一括表示欄に全て表示することとする。

・個別表示の繰り返しになるアレルゲンの省略について
は、最新の知見を踏まえ、仕組みの一部改善を図る。



特定原材料(表示義務)

特定原材料に準ずるもの
(表示推奨［任意表示])





届出制であるが、原則データは全てオープン
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「食品表示一元化検討会」以降の主な課題

①外食等におけるアレルゲン表示◎
②インターネット販売の表示◎
④遺伝子組換え表示◎
③加工食品の原料原産地表示◎
⑤添加物表示→平成31年4月に検討会設置
⑥情報の重要性の整序→次期基本計画に掲載?
⑦機能性表示食品制度における機能性関与
成分の取り扱い◎

◎印は検討会・懇談会にて検討済み、下線の課題は現行消費者基本計画に掲載



◎ 積み残し要検討課題の根拠



◎加工食品の原料原産地表
示制度の位置づけ
→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「
成長戦略」の一環としての位
置づけ



消費者庁「食品表示一元化検討会」資料



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



◎ 新たな表示方法の例

消費者庁HPより



◎ 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



◎ 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



◎ 「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



◎ 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



◎ 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



◎ 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



栄養表示制度について
健康日本21（第２次）における栄養・食生活に関する目標（抜粋）

（健康日本２１：「栄養・食生活」、「身体活動・運動」など９つの対象分野に80項目の目標）

項目 現状 目標

適正体重維持者の増加
・２０～６０歳代男性の肥満者の割合
・４０～６０歳代女性の肥満者の割合
・２０歳代女性のやせの者の割合

(平成２２年)

３１．２％
２２．２％
２９．０％

(平成３４年)

２８％
１９％
２０％

食塩摂取量の減少 (平成２２年)

10.6ｇ
(平成３４年)

８ｇ

食品中の食塩や脂肪の低減に取り組
む食品企業及び飲食店の登録数の増
加

(平成２４年)

14 社
17,284 店舗

(平成３４年)

100 社
30,000 店舗



★ 食生活指針
(文部省・厚生省・農林水産省決定)

この推進については、閣議決定[2016.6一部改正]

●食事を楽しみましょう。
〔食生活指針の実践のために〕
○毎日の食事で、健康寿命をのばしましょう。

○おいしい食事を、味わいながらゆっくりよく噛んで食べましょう。
○家族の団らんや人との交流を大切に、また、食事づくりに参加しましょう。

●１日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。
〔食生活指針の実践のために〕
○朝食で、いきいきした１日を始めましょう。
○夜食や間食はとりすぎないようにしましょう。
○飲酒はほどほどにしましょう。



●適度な運動とバランスのよい食事で、 適正体重の維持
を。
〔食生活指針の実践のために〕
○普段から体重を量り、食事量に気をつけましょう
○普段から意識して身体を動かすようにしましょう。
○無理な減量はやめましょう。
○特に若年女性のやせ、高齢者の低栄養にも気をつけましょう。

●主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
〔食生活指針の実践のために〕
○多様な食品を組み合わせましょう。
○調理方法が偏らないようにしましょう。
○手作りと外食や加工食品・調理食品を上手に組み合わせましょう。

●ごはんなどの穀類をしっかりと。
〔食生活指針の実践のために〕
○穀類を毎食とって、糖質からのエネルギー摂取を適正に保ちましょう。
○日本の気候・風土に適している米などの穀類を利用しましょう。



●野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせ
て。
〔食生活指針の実践のために〕

○たっぷり野菜と毎日の果物で、ビタミン、ミネラル、食物繊維をとりましょう。
○牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムを十分にとりま
しょう。

●食塩や脂肪は控えめに、脂肪は質と量を考えて。
〔食生活指針の実践のために〕

○食塩の多い食品や料理を控えめにしましょう。食塩 摂取量の目標値は、
男性で１日８ｇ未満、女性で７ ｇ未満とされています。
○動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりまし ょう。
○栄養成分表示を見て、食品や外食を選ぶ習慣を身につけましょう。



●日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の
継承を。 。
〔食生活指針の実践のために〕
○「和食」をはじめとした日本の食文化を大切にして、 日々の食生活に活
かしましょう。

○地域の産物や旬の素材を使うとともに、行事食を取り入れながら、自然

の恵みや四季の変化楽しみましょう。
○食材に関する知識や料理技術を身につけましょう。

○地域や家庭で受け継がれてきた料理や作法を伝えて いきましょう。

●食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を。
〔食生活指針の実践のためiに〕
○まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスを減ら しましょう。

○調理や保存を上手にして、食べ残しのない適量を心がけましょう。

○賞味期限や消費期限を考えて利用しましょう。



●自分の食生活を見直してみましょう。
〔食生活指針の実践のために〕
○子どものころから、食生活を大切にしましょう。

○家庭や学校、地域で、食品の安全性を含めた「食」 に関する知識や理

解を深め、望ましい習慣を身につ けましょう。

○家族や仲間と、食生活を考えたり、話し合ったりしてみましょう。
○自分の健康目標をつくり、よりよい食生活を目指しましょう。

◎ 当たり前のことですが、なかなか実行
されていないことが多いです。

◎ 覚えるだけでは意味がなく、実践する
ことが大切です。



「食事バランスガイド」の作成(平成１７年６月)



諸外国における栄養表示の動向

消費者庁参考資料より



・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
③食品関連事業者以外の販売者
は、表示しなくともよい。

４ 栄養成分表示の義務化



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』



◎栄養成分表示の値を得るのための合理的方法
→参考
<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のため

のガイドライン第２版[平成30年５月消費者庁食品表示企画課]

本ガイドラインは、下記を基に作成
• 食品表示法（平成25年６月28日法律第70号）
• 食品表示基準（平成27年３月20日内閣府令第10号）
• 食品表示基準について（平成27年３月30日消食表第

139号）
• 食品表示基準Q&A（平成27年３月30日消食表第140号）

◎分析により表示値を求める場合

◎分析以外の方法により表示値を求める場合

に分けて記載



消費者委員
会資料より

販売者が対象



栄養表示制度の課題

◎制度の位置づけ:栄養制度の一環しての表

示制度であることを認識→消費者にとって「内

食」のカウントも可能にする環境整備

◎普及の方式:これまでの「食事バランスガイド」

による食物ベース→栄養素ベースへの変換

◎簡易な測定法の開発と位置づけ(合理的方

法の定義)

◎規制:監視強化による普及効果



「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」の概要

第44回消費者委員会食品表示部会資料り



◎ 食品表示基準の改正について

(遺伝子組換え表示を例に→赤字)

・消費者庁→消費者委員会への諮問
(2018年10月3日)

・消費者委員会食品表示部会における審議
(2018年12月～2019年3月)

・消費者委員会→消費者庁への答申

・基準策定・施行(2019年4月25日公布、施行は
2024年4月)





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]



表示不適切を理由とする自主回収件数

期限表示間違い



次期消費者基本計画に向けた課題

〇 表示事項間の優先順位
○ インターネットを活用した表示
○ 容器包装上の表示とWebによる情報提供の
組み合わせ方

〇 容器包装上の表示におけるデザイン、レイア
ウト上の工夫（文字サイズ、マークの活用など）

〇 外国語表示への対応

「食品表示の全体像」の検討
[第45回消費者委員会食品表示部会より]



「食品表示に関する消費者の意向等調査」の実施

１ 目的
消費者が食品表示から知りたい情報は何か、また、どのよう
な情報を重視していて、それをどのように活用しているか等
について把握する。
２ 調査方法
Ｗｅｂアンケート（インターネットリサーチ）
３ 調査対象
日本在住の20歳以上男女
（民間調査会社に登録されているモニター約106万人の中か
ら、平成22年国勢調査の全国構成比に則して性別、年代、居
住地域の60セグメント毎に目標回収数を設定して抽出）
有効サンプル数：1,083人
４ アンケート実施期間
平成23年12月27日～12月28日



わかりにくい理由(複数回答) 現行「原則として８ポイント以上」

[消費者庁Ｈ２３年１２月消費者意向調査]



表示事項の優先度について

「第２回食品表示一元化検討会資料」より



購入の際に参考にする項目(一つを選択)
[消費者庁Ｈ２３年１２月消費者意向調査]



表示すべき事項の考え方(案)

「第２回食品表示一元化検討会資料」より



「第2回食品表示一元化検討会資料」より



「第2回食品表示一元化検討会資料」より





文字の大きさと情報量に関する検討

「第3回食品表示一元化検討会資料」より



「第3回食品表示一元化検討会資料」より



「第3回食品表示一元化検討会資料」より



文字の大きさと情報量について

容器包装とそれ以外の媒体利用について

食品表示の文字の大きさと情報量に関する消費者の意向



◎食品表示は、食品の提供サイドと消費者を結
ぶ情報伝達媒体であり信頼の絆（きずな）。

◎食品表示のルールを活用するのは「消費者」

⇒事業者は、消費者以上にルールを理解し、説
明できるように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、まずは消費者の方向を注視すべき。
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ご清聴ありがとうございました。


