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3 指導者のための押さえておきたい法律の知識

　（1）食品表示の役割
　　消費者にとって食品表示は、その食品の内容を理解するための重要な情報源となっています。 

　　食品表示は、容器や包装、POP などで表示されています。表示を見れば、どこで作られたり採られた

ものか、どんな原材料で作られているのか、いつまで安全に食べられるのか、どれくらい入っているの

かなどを、店の人やメーカーにいちいち問い合わせをしなくても知ることができます。さまざまな要素

を比較して商品を購入することができますし、おいしく安全に食べることができます。ですから、食品

を購入する際に食品表示を確認することは大切なことです。

　（2）新しい食品表示のための法律
　　これまで食品表示には多くの法律が関わっていて、それぞれが異なる目的でルールを定めていたため

に、食品表示が複雑でわかりにくいという問題がありました。また、多発する食品偽装を厳しく取り締

まる必要もありました。

　　そこで、消費者にとって、よりわかりやすい食品表示を目指して、

食品衛生法、JAS 法及び健康増進法の食品表示に関する部分をひと

つにした「食品表示法」と、細かい基準を定めた「食品表示基準」

が 2015 年に施行されました。

　　なお、加工食品と添加物については、食品表示基準への移行期間

として、一部を除き、2020 年 3 月 31 日製造分までは旧法での表示

もできるようになっています。

　（3）食品表示法及び食品表示基準による変更点
　　食品表示はさまざまな見直しがされましたが、この教材で扱う主な変更点は、以下のとおりです。

変更点 内容 掲載ページ

①アレルギー表示 アレルゲンの表示方法を見直し 18 頁（3（2））

②原材料名欄 原材料と食品添加物を明確に区分 19 頁（3（3））

③全加工食品 原料原産地表示を義務化 20 頁（3（4））

④栄養成分表示 表示を義務化。ナトリウム表記を食塩相当量に変更 20 頁（3（5））

⑤機能性表示食品制度 制度の新設 21 頁（4（2））

　1. 食品表示に関する法律
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参考　食塩相当量への計算式
　　　ナトリウム：0.238g（238mg） × 2.54 ＝食塩相当量：0.604g

　日本人の食事管理、健康管理にとって重要なことは食塩の摂りすぎです。食塩の摂りすぎは高血圧の原因となる
ためです。
　以前はナトリウム量を表示することになっていたので、どれくらいの量の食塩を摂取しているのかわかりにくく、
食事管理や健康管理がしにくいという問題がありました。
　例えば、ポテトチップス 1 袋あたり「ナトリウム 238mg」と表示されていても、それが食塩 0.6g に相当する
とはわからない人がほとんどでしょう。そこで、新基準ではナトリウム量の表示ではなく、食塩相当
量で表示するようになりました。

コラム　ナトリウム量から食塩相当量に変更された理由



15

3. 指導者のための押さえておきたい法律の知識

　（4）食品表示法及び食品表示基準で定められている表示とは？
　　食品表示は、表示が義務付けられているもの（義務表示）と、事業者が任意で表示するもの（任意表示）

があります。

ア　義務表示　

イ　任意表示　

　（5）表示内容を規制している他の法律
　消費者が誤解して購入することがないように、他の法律でも食品の表示方法等を規制しています。

法律の名称 表示規制の目的 規制内容 禁止例

薬機法
（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律）

食品が医薬品と誤認されないよ
うにする。

食品の医薬品的な効
能効果表示及び用法
用量表示を禁止。

食品であるにもかかわらず、「ガ
ンに効く」など病気の治療を目的
とする効能効果の表示を禁止。

健康増進法

実際には表示どおりの健康保持
増進効果がない食品にもかかわ
らず、消費者がその表示を信じ、
効果を期待して摂取し続け、ひ
いては適切な診療期間をのがし
てしまう事態を防止する。

健康保持増進効果な
どについて著しく事
実に相違する表示を
し、又は著しく人を
誤認させるような表
示を禁止。

「最高のダイエット食品」などの
ように「最高」「絶対」「日本一」
などの虚偽誇大表示を禁止。

景品表示法
（不当景品類及び不当表
示防止法）

不当な景品類及び表示による顧
客の誘引を防止する。

消費者に優良又は有
利であると誤認を与
える不当（虚偽、誇大）
な表示を禁止。

①実際には国産有名ブランド牛で
はないのに、国産有名ブランド
牛であるかのような表示を禁止。

②機械打ちの麺なのに「手打ち」
の表示を禁止。

③無果汁の清涼飲料水なのに、「無
果汁・無果肉」などの表示をし
ないで、果実の絵や写真、図案
を表示することを禁止。

特定商取引法 通信販売等での不公正な勧誘行
為を防止する。

通信販売での誇大広
告などを禁止。

　ひとえに弁当といっても、その製造場所や販売方法によって表示ルールが違っています。この違いは、あらかじ
め容器に入れ包装して販売する弁当かどうか、製造者が消費者に直接弁当の説明ができるかどうかによって変わり
ます。

　【表示は不要】　　　○対面販売の弁当（注文に応じてその場で作ったり、消費者自身で容器に詰めるなど）

　【表示を一部省略】   ○同じ敷地内の施設で製造された弁当（スーパーやコンビニの店内や売り場の裏側など）
　　　　　　　　　　　➡製造又は加工した者が直接説明できるため、原材料名などの品質に関する表示は不要。
　　　　　　　　　　　　（アレルギー表示や添加物、期限、保存方法などの表示は必要）

　【表示が必要】　　　○販売店舗とは別の施設で製造された弁当
　　　　　　　　　　　（駅弁やコンビニ弁当など）

コラム　弁当の表示ルールはさまざま

商品選択のための情報 使い方、調理方法、使用上の注意など
宣伝のための情報 「天然○○」など

安全に食べるための情報 アレルゲン、消費期限、保存方法など
商品選択のための重要な情報 原材料、添加物、原産地、栄養表示など
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　（1）生鮮食品と加工食品の区分
　　食品表示法及び食品表示基準では、生鮮食品か加工食品かは生の原材料をどの程度まで変えたかという工

程によって区分されます。単に切ったり洗ったり凍らせたりといった調整や選別の工程や複数の食品の盛り

合わせだけであれば生鮮食品ですが、熱を加えるなどしてその食品の性状が変更される製造・加工や異なる

生鮮食品が混合されて１つの商品としてそのまま飲食、調理される場合には加工食品と区分されます。

　　例えば、単品の野菜を単に切断したカット野菜（キャベツのみ）は生鮮食品ですが、複数の野菜（例えばキャ

ベツとにんじん）を切断して１つのパックに包装したものは調味していなくとも加工食品になります。また、

加熱処理したもの（例：タケノコの水煮）や日干しなどの乾燥させたもの（例：乾しいたけや干しぶどう）

なども加工食品となります。

　（2）農産物（生鮮食品）
ア　農産物とは

　　米穀、麦類、雑穀、豆類、野菜、果実、その他の農産食品（他に分類されない農産食品）

イ　表示すべき事項

必ず表示しなければならない事項

・名称と原産地
①国産品：都道府県名又は市町村名その他一般に知られている地名
②輸入品：原産国名又は一般に知られている地　

（例：東京都、甲州、アメリカ、カリフォルニアなど）
・生産した場所で販売する場合などは省略できる。
（例：畑の横の直売所など）

一定の要件に該当する場合に表示が必
要となる事項 保健機能食品、遺伝子組換え農産物など

食品の特性に応じて表示が必要な事項 （例）しいたけ：栽培方法を表示する。

ウ　表示場所

　表示場所は、容器もしくは包装の見やすい箇所、または商品に近接した掲示（例えば POP や立て札）

その他見やすい場所に表示します。
　　　

　（3）加工食品
ア　加工食品とは

　製造又は加工された食品で、一般用加工食品と業務用加工食品があります。一般用加工食品とは、消費

者に販売される形態（容器に入れられている）となっている加工食品のことで、業務用はそれ以外のもの

です。

　加工食品は非常にたくさんの種類があるため、25 種に分類しています。ベーコンは、食肉製品（加

工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品）に分類されます。

　2. 生鮮食品と加工食品の区分と義務表示
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3. 指導者のための押さえておきたい法律の知識

　

イ　表示すべき事項（一般用加工食品の場合） 

表示すべき事項 解　説

名　称 その内容を表す一般的な名称（商品名ではない）

原材料名 重量の割合の高いものから順に表示

原産地表示 ※ 20 頁参照（3（4）加工食品の原料原産地表示）

アレルゲン ※ 18 頁参照（3（2）アレルギー表示）

遺伝子組換え表示 ※ 20 頁参照（3（6）遺伝子組換え食品の表示）

添加物 重量の割合の高いものから順に表示

アレルゲン ※ 18 頁参照（3（2）アレルギー表示）

内容量 中味の重量や体積、数量を表示

期限表示 品質の劣化が早い食品には「消費期限」 それ以外の食品には「賞味期限」

保存方法 開封前の保存方法を食品の特性に応じて表示

栄養成分表示 ※ 20 頁参照（3（5）栄養成分表示）

表示責任者（販売者） 表示責任者（販売者）の氏名及び住所

製造所など 製造者（加工者）の氏名及び製造所（加工所）の所在地。輸入品の場合は、
輸入者の氏名及び営業所の所在地。

ウ　表示すべき場所

　容器または包装に表示します。

　JAS規格とは、JAS法に基づく規格のことです。JAS規格に適合していると判定（格付け）された製品には、JASマー
クを付けることができます。ですから、JAS マークが付いている食品を選ぶことで、一定の品質が保証されたもの
を買うことができます。もっとも、JAS 規格の格付けを受けるかどうかは製造業者の自由に任せられているので、
JAS マークがないからといって品質に問題があるということではありません。
　マークの種類としては、「JAS マーク」「特定 JAS マーク」「有機 JAS マーク」「生産情報公表 JAS マーク」「定温
管理流通 JAS マーク」があります。
　　※食品表示法の施行に伴い、JAS 法の名称が「農林物質の規格化等に関する法律」となりました。　

コラム　ＪＡＳ規格

マーク 解　説

JAS マーク

・成分や食味、香り、色などの品質について定められた JAS 規格（一
般 JAS 規格）を満たす食品

　※特級・上級・標準などの等級に分けられている食品もあります。

特定 JAS マーク

・特別な生産や製造方法についての JAS 規格（特定 JAS 規格）を満た
す食品

　例：一定期間以上熟成させた「熟成ハム」
　　　一定期間以上地面や土間で飼うなどした「地鶏肉」

・ 同種の標準的な製品に比べ品質などに特色がある JAS 規格を満たす食品
　例：りんごストレートピュアジュース

有機 JAS マーク

・有機 JAS 規格を満たす農産物など

※「有機」「オーガニック」などの表示をすることができるのは、有機
JAS 規格を満たす農産物に限られます。
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　（1）期限表示

ア　消費期限と賞味期限の区別

　食品の傷みやすさによって、消費期限と賞味期限の使い分けがされています。

いずれも未開封の状態を前提とした表示ですので、一度開封したものは表示されている期限にかか

わらず早めに食べるようにすることが必要です。

用　語 解　説 ポイント

消費期限
未開封の状態で、表示されてい
る 保存方法に従って保存したと
きに 食べても安全な期限

消費期限内に食べるようにしましょう。弁当や生菓子など長くは保存
がきかない食品に表示されています。

賞味期限
未開封の状態で、表示されてい
る保存方法に従って保存したと
きにおいしく食べられる期限

未開封のまま定められた方法で保存した場合には、賞味期限を過ぎて
いても品質が保持されていることがあり、必ずしもすぐに食べられな
くなるわけではありません。ハム・ソーセージ、スナック菓子、缶詰
など冷蔵や常温で保存のできる食品に表示されています。

イ　生鮮食品の場合

　原則表示不要ですが、包装品の食肉、切り身などにした鮮魚介類、卵等については期限表示が必要です。

ウ　加工食品の場合

　原則として全ての加工食品に期限表示が義務付けられていますが、冷菓やアイスクリームなど品

質の劣化の極めて少ないものは省略することが可能です。

　3. 押さえておきたい用語解説

コラム　食品ロスと賞味期限

【食品ロスをできるだけ減らすためのポイント】

①「消費期限」と「賞味期限」の違いを正しく理解しよう。賞味期限を過ぎても、
においなどの五感を使って食べられるか判断しよう。

②必要な食品を必要な時に必要な量（食べきれる量）だけ購入しよう。

③作りすぎないようにし、余ったら他の料理に作り替えるなどの工夫をしよう。

　日本では、年間約 2,775 万トンの食品廃棄物等が出されています。
　このうち本来食べられるのに廃棄されている「食品ロス」は年間約 621 万トンで、国連 WFP による世界全体の
食料援助量の約２倍に匹敵します。そして、約半数にあたる年間 282 万トンが家庭から発生し、一人当たり、毎日
大きめのおにぎり一個分（約 134 ｇ）の食品を捨てている計算となり、非常に “もったいない” 状況にあります。（農
林水産省及び環境省「平成 26 年度推計」）
　家庭での食品ロスは、食べられる部分まで過剰に除去して廃棄してしまったり、食事を食べ残してしまったり、
賞味期限切れや消費期限切れを理由に食べる前に廃棄してしまうことが大きな要因となっています。
賞味期限は “おいしく食べることができる期限” であって、期限が過ぎたからといって食べられなくなるものでは
ないのです。

　（2）アレルギー表示

ア　目的

　人によっては、食べるとアレルギー症状を起こし、時には生命の危険も生じる可能性のある食品

があります。そこで、アレルゲン（アレルギーの原因となる食品）が使われたかどうかわかるよう

に原材料の表示がされています。食品表示法では、食物アレルギーの人にアレルギーに関する情報

が確実に伝わるように表示方法が変更されました。
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3. 指導者のための押さえておきたい法律の知識

イ　表示対象品目

　食物アレルギーの原因はさまざまですが、現在表示について定められているものは以下の 27 品目

です。全てのアレルギー物質の表示を義務付けているわけではなく、また原材料の表示が省略され

ている場合もあるので、心配な場合は食品メーカーやお店の人に問い合わせるようにしましょう。

表　示 項　目 解　説

義　務 特定原材料
（７品目）

特にアレルギー発症数が多かったりアレルギー症状の重篤度が高いもの
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

推　奨
特定原材料に
準ずるもの
（20 品目）

アレルギー疾患を引き起こすアレルギー物質を含むことが知られているが、症例数が少ないか、
多くても重篤な例は少なく、現段階では科学的知見が必ずしも十分でないもの
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、
さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※　マヨネーズ、パン、しょうゆなど、どのアレルゲンが使われているかが分かる食品でも表示が必要
　　例）・マヨネーズ（卵を含む）　・パン（小麦を含む）　・しょうゆ（大豆・小麦を含む）

ウ　変更された表示方法

　アレルギー表示は原材料名の欄に記載されますが、個別表示と一括表示があります。以前は一括表

示が原則でしたが、食物アレルギーの人の選択の幅が広がるように個別表示が原則となりました。

表　示 項   目 表示例

原　則

個別表示 例） ベーコン A

可　能
一括表示 例） ベーコン B

　（3）食品添加物

ア　食品添加物とは

　食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など食品の製造の過程や食品の加工・保存の目的

で使用されています。原則として、食品を作るときに使用された食品添加物は全て表示されています。

イ　表示方法の変更点

　原材料と添加物を明確に区分して表示することが義務付けられました。

　【具体例】 ○ 原材料名欄内で区分（例：スラッシュ「／」）
原材料名 （原材料）／（添加物）

  ○ 原材料名欄とは別欄
原材料名 （原材料）
添加物 （添加物）

原材料名
豚
ぶた

ばら肉（アメリカ）、大豆たん白、食塩、還
かんげん

元水あめ、乳たん白、卵たん
白（卵を含む）/ 調味料（アミノ酸

さん

）、リン酸塩（Na）、カゼイン Na（乳由来）、
酸
さ ん か ぼ う し ざ い

化防止剤（ビタミン C）、くん液
えき

、発色剤
ざい

（亜
あしょうさん

硝酸 Na）、カルミン酸
さ ん し き そ

色素

原材料それぞれに（○○を含む）
などと記載

原材料の最後にまとめて（一部に
○○、△△を含む）と記載

「本品製造工場では、△△を含む製品を製造しています」
　この表示は、その食品には本来含まれていないはずのア
レルギー物質が、同じ製造ラインで異なる製品を作ってい
る場合に混ざる可能性があることを注意喚起しているもの
です。

　商品の中には原材料名の欄外に別枠を設けてアレルギー物質の有無をわかりやすく表示している商品もあります。

※ベーコン C の別枠での表示も同様です。

原材料名
豚
ぶた

ばら肉（国産、アメリカ）、糖
とう

類（水あめ、砂
さ と う

糖）、食塩
/ リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸

さん

）、酸
さ ん か ぼ う し ざ い

化防止剤（ビタ
ミン C）、発色剤

ざい

（亜
あしょうさん

硝酸 Na）、（一部に豚肉を含む）

特定原材料 7 品目　○：使用しています。　－：使用していません。

乳
にゅう

卵
たまご

小麦 そば 落花生 えび かに
－ － － － － － －

特定原材料に準
じゅん

ずるもの 豚肉

表示例
例）ベーコン B

●本製品は、小麦、牛肉、鶏肉、リンゴ、ゼラチンと共通の設備で製造しています
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　（4）加工食品の原料原産地表示
ア　原料原産地表示とは

　加工食品の原料に使われた農畜産物の原産地を消費者が知ることができるように、国内で製造さ

れた加工食品全てについて表示が義務付けられました（2022 年 3 月 31 日までは移行猶予期間）。

イ　表示のルール

　一番多い原材料について原産地表示します。一番多い原材料が生鮮食品の場合にはその産地が、

加工食品の場合には原則としてその製造地が表示されます。

　例えば、せんべいの場合に一番多く使われている原材料は米ですが、その原産国

は日本に限らず、アメリカやタイ、中国などさまざまです。

　また、チョコレートケーキの場合、原材料のチョコレートは加工食品なので、作ら

れた製造地（ベルギーなら「ベルギー製造」）を表示します。この場合の「ベルギー製造」

は、ベルギー産のカカオ豆を使用しているという意味ではありません。

　（5）栄養成分表示
ア　栄養成分表示とは

　日々の食生活の管理、健康作りのための情報として、一定のルールのもとに栄養成分及び熱量を

表示するものです。原則として、全てのあらかじめ包装された一般消費者向け加工食品及び添加物

において表示が義務付けられました。また、生鮮食品については、鶏卵以外は任意表示の対象となり、

表示する場合には一定のルールに従う必要があります。

イ　栄養成分表示が適用となる成分等

表示の区分 対象となる栄養成分など
義務表示（基本５項目）

（必ず表示しなければならない成分など）
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食塩相
当量で表示）

推奨表示
（積極的に表示を推進するよう努めなければならない成分） 飽和脂肪酸、食物繊維

任意表示
（義務表示及び推奨表示対象成分以外の表示対象となる成分）

n-3 系脂肪酸、n-6 系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、
ミネラル類（ナトリウムを除く）、ビタミン類

　（6）遺伝子組換え食品の表示
　遺伝子組換え技術により作り出された食品・添加物を遺伝子組換え食品といいます。

　この技術によって、害虫や除草剤などに強い作物や乾燥地帯などでも育つ作物を作り出すことが期待

でき、また、特定の栄養価が高い食品を作り出すことで食品の高品質化も期待できます。

　日本では、遺伝子組換えは新しい技術のため、安全性評価や扱い方などを法律で規制することで安全

性を確保しています。遺伝子組換え食品については、安全性審査が法的に義務化されており、現在８作

物（大豆、とうもろこし、じゃが芋、なたね、綿実、アルファルファ、甜菜、パパイヤ）と添加物 31 品

目の安全性が確認された上で、流通・販売されています（2018 年１月 30 日現在）。

　一方で、健康や環境への悪影響を心配する声もあることから、食品表示法では消費者が遺伝子組換え

食品を購入するかどうか選択できるように「遺伝子組換え」あるいは「遺伝子組換え不分別」（遺伝子組

換えが混じっている可能性がある）の表示を義務付けています。

　なお、よく見かける「遺伝子組換えでない」表示は義務表示ではありません。
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3. 指導者のための押さえておきたい法律の知識

　（1）健康食品とは
　健康に良いことをうたった食品全般のことを一般的に健康食品といいます。健康食品は、医薬品では

ないので病気を治す効果や防ぐ効果はありません。したがって、医薬品との誤認を避けるため、原則と

して「治る」など医薬品的な効果を表示

することはできません。

　さまざまな健康食品が流通・販売され

ていますが、健康食品は以下のとおり、

国の制度に基づいて機能性等を表示でき

る「保健機能食品」と、機能性等を表示

できない「その他健康食品」に分類され

ます。

　（2）保健機能食品の分類
　保健機能食品には、特定保健用食品・

栄養機能食品・機能性表示食品の３つが

あります。それぞれ、認証方法や対象成

分、安全性の根拠などの違いで分類され

ます。

　4. 健康食品

　健康維持の基本は、栄養バランスの取れた食事と適度な運動と十分な休養の３つであり、安易に健康食品に頼る
ことはかえって健康を害することにつながります。健康食品は十分な知識のもとで、あくまでも補助的なものとし
て利用すべきです。
　食品安全委員会は健康食品による健康被害をなくすため、19 のメッセージを公表しており、主なポイントは以
下５点です。

　①「食品」であっても安全とは限りません。　　②ビタミン・ミネラルをサプリメントで摂ると過剰摂取のリスクがあります。
　③多量摂取は健康を害するリスクを高めます。　④「健康食品」は医薬品ではありません。品質管理は製造者任せです。
　⑤誰かにとって良い「健康食品」があなたにとっても良いとは限りません。

コラム　健康食品で健康を害することもある

　日本は多くの遺伝子組換え農作物を輸入しています。例えば醤油の原料となる大豆、食用油の原料となるとうも
ろこし、なたね、綿実は輸入に大きく依存していて、その輸入先の主要国では遺伝子組換え品種が高い割合で栽培
されているので、輸入の大半が遺伝子組換えであると推測されます。
　しかし、任意表示の「遺伝子組換えでない」表示はよく見かけますが、義務表示である遺伝子組換え表示を見か
けることはあまりありません。これは、遺伝子組換え表示義務には広く例外が認められているからです。例えば醤
油や食用油の場合は、最終製品では組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作る新たなタンパク質を技術的に検出でき
ないという理由で遺伝子組換えの表示義務が免除されています。
　つまり、消費者は知らないうちにたくさんの遺伝子組換え食品を食べているのです。

コラム　遺伝子組換え作物が入っていても表示されないことも…

（消費者庁パンフレット「健康食品 5 つの問題」から引用）

（消費者庁パンフレット「健康食品 5 つの問題」から引用）


