食育と食品選択のためのハンドブック
加工食品に関するわかりやすい法律知識
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はじめに
人間力の向上を目指して、「食育」が重要な国民的課題であるとの認識から、平成１７年７月に「食
育基本法」が制定施行され、更に平成１８年３月には「食育推進基本計画」が作成されました。今後は
この基本計画に基づいて、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、食に
関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる「食育」
を国民的運動として、国及び各関係団体が創意と工夫を凝らし、その総力を結集して強力に展開する
ことになっております。弊協会の所管であります農林水産省からも食品の生産、流通、消費の各段階
を通じた「食育」の推進に向けた協力体制を求められておりますので、弊協会としてこの国民的運動
にどのように参加、協力できるかを検討すべく「食育に関するＷ・Ｇ」を立ち上げました。その活動内
容としては、特に、メーカー様や小売業の皆様が現状推進されている「食育」活動を踏まえながら、
中間流通業としての特徴的な活動を基本骨子として、正しい知識で食品を選択できる力を育成する
「食育と食品選択のためのハンドブック」を作成することと致しました。
今回のこの冊子の内容は、特に表示に関する正しい理解と知識の普及啓発から加工食品関連の法律
をわかりやすく関連づけて体系的にまとめました。
この冊子を関係者の皆様の食品を取り巻く法律の基礎的知識として活用いただき「食育」推進の一助に
なれば幸甚であります。

平成１９年３月
食育に関するワーキンググループ
座長 原 正浩 （株式会社 菱食）
副座長 桑原 陽一 （株式会社 菱食）
岡村 宏隆 （国分 株式会社）
向後 克己 （明治屋商事株式会社）
鈴木 孝典 （三井食品株式会社）
中島 敏彦 （株式会社日本アクセス）
山本 孝宜 （伊藤忠食品株式会社）
社団法人 日本加工食品卸協会 事務局
（注記）
食品表示に関する法律と概要及び関係法律の解説につきましては、 編集者 全国食品安全自治ネットワーク食
品表示ハンドブック作成委員会 事務局 群馬県庁食品安全会議事務局が発行した「くらしに役立つ食品表示ハ
ンドブック」全国食品安全自治ネットワーク版から引用させていただきました。

１．食品表示に
食品表示に関する法律
する法律とその
法律とその概要
とその概要
法律等の名称
食品衛生法

表示等の主旨

表示対象食品

飲食による衛生上の危 容器包装に入れられた
加工食品(一部生鮮品を
含む)、鶏卵

（消費者庁）
消費者庁） 害発生の防止

表示すべき事項

・名称、食品添加物、保存方法、消費
期限または賞味期限、製造者氏名、
製造所所在地等

・ 遺伝子組換え食品、アレルギー食
品、保健機能食品に関する事項
農林物資の規格化及 品質に関する適正な表 一般消費者向けに販売 ・ 名称、原材料名、食品添加物、原料
び品質表示の適正化 示
されるすべての生鮮食
に関する法律
品、加工食品及び玄米
(JAS 法)
消費者の商品選択に資 精米
(農林水産省・
農林水産省・消費者庁 するための情報表示
共管)
共管)

原産地名、内容量、消費期限または
賞味期限、保存方法、原産地(輸入品
の場合は原産国)名、製造者または販
売者(輸入品にあっては輸入者)の氏
名または名称及び住所

・遺伝子組換え食品、有機食品に関す
る事項

その他食品分類毎に品質表示基準
が定められている場合は、その項目
不当景品類及び
不当表示防止法
（景品表示法）

虚偽、誇大な表示の
禁止

計量法

内容量等の表示

－

－

(公正取引委員会)
公正取引委員会)
（経済産業省）
経済産業省）

健康増進法

第13条に規定する特定 内容量、表記者の氏名又は名称及び住
商品(容器包装されたも 所
の)

栄養の改善及び健康の 販売されている加工食 栄養成分、熱量
品等で、日本語により
栄養表示する場合、鶏
卵(いわゆる特殊卵)

（消費者庁）
消費者庁） 増進のため

特別用途食品

薬事法

商品名、許可を受けた表示の内容、認
可証票、栄養成分量、熱量及び原料の
名称等

健康の保持増進の効果 食品として販売に供す
等について虚偽誇大広 る物
告等の禁止

－

食 品 に対 する医 薬 品 容 器包 装 に入 れられ

－

（厚生労働省）
厚生労働省） 的 な 効 能 効 果 の 表 示 た 加 工 食 品 及 び そ の

を禁止

広告
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２．食品衛生法・
食品衛生法・ＪＡＳ法
ＪＡＳ法に基づく義務表示事項
づく義務表示事項の
義務表示事項の一覧

加工食品の
加工食品の表示事項
名称（品名）
原材料名
原料原産地名
遺伝子組換え食品である旨
アレルギー物質を含む旨
食品添加物
内容量
期限表示（消費期限・賞味期限）（１）
保存方法
原産国名
製造者等（輸入業者）の氏名又は名称及び製造所等（輸入業者）の所在地

食品衛生法
●
●
●
●
●
●
（５）
●

ＪＡＳ法
●
●
▲
（２）
●
●
（３）
●
（４）
●
●
（５）
▲
（６）
●

●は表示が必要な項目 ▲は場合によって表示が必要となる項目
注（１）消費期限は、期限が製造又は加工日を含めておおむね５日以内のもの。
賞味期限は、消費期限を規定する食品以外の食品へ表示するものです。
（２）原料原産地名の表示が義務づけられているのは、一部の食品に限られています。
（３）原材料の一環として、添加物の表示を求めています
（４）内容量を外見上容易に識別できる場合は省略できます。
（特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成５年政令
第２４９号）第５条に掲げる特定商品を除く）
（５）常温保存の場合は表示を省略できます。
（ただし、常温保存牛乳等省略できないものもあります。
）
（６）輸入品に限ります。
※食品によっては、これらの事項に加えて、幾つかの事項の表示が義務づけられます。

アレルギー物質
アレルギー物質を
物質を含む食品

平成１４年４月１日から、食品衛生法により、アレルギー物質を含む食品については、消費者の健康危害の発
生を防止する観点から、これらを含むことの表示をすることが義務づけられました。
《表示が義務づけられたアレルギー物質は？》
以下のように、表示が義務づけられたものと、奨励されるものがあります。
表示が義務づけられたもの 卵、乳、小麦、そば、落花生（特定原材料）
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、
表示を奨励するもの
さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、リんご、
ゼラチンの計２０品目（特定原材料に準ずるもの）
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３．表示項目の
表示項目の説明

■ 名称･品名
社会一般に通用する名称が表示されています。
〈商品名では中身がわかりにくいものもあり、必ず表示を確認しましよう｡〉
■ 原材料名
製品に占める重量割合の多い順にその一般的な名称が表示されています。
なお、２種類以上の原材料からできている原材料(複合原材料)については、複合原材料名
の次にカッコをつけてその原材料が記載してあります。
缶詰、食肉、食肉製品、加工乳、乳製品等に表示が義務づけられているものがあり、主要
な原材料の分量が多いものから記載されています。原料肉が食肉の場合その動物名［牛」
「豚」等を、魚肉の場合は「魚肉」と記載してあります。
□ 原料原産地名
原料原産地の表示を義務づけられた加工食品については、国産品は国産である旨が、輸入
品は原産国名が表示されています。ただし、国産品は、「国産」の表示に代えて都道府県
名その他一般に知られている地名などを表示することができます。
□ 遺伝子組換え食品
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜の７種類の農
産物と、これを原材料とし、加工工程後も組み換えられたＤＮＡ又はこれによって生じた
たん白質が残る加工食品３２食品群が表示義務の対象で、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換
え不分別」の表示が義務づけられています。
□ アレルギー物質を含む食品の表示
容器包装された加工食品及び添加物は、全ての流通段階で、特定原材料(５品目：卵、
乳、小麦、そば、落花生)について表示が義務づけられています。また特定原材料に準ず
るものとして２０品目についても表示が推奨されています。
□ 特色のある原材料等
使用した原材料が特定の原産地、有機農産物等特色のあるものであることを加工食品に表
示する場合は、当該特色のある原材料が製品の原材料に占める重量の割合を、その表示の
近接した箇所又は原材料名の次にカッコを付けて表示しなければなりません。（その割合
が１００％の場合は使用割合の表示を省略することができます。）
□ 食品添加物
食品に使用される添加物は、原則としてすべて表示されます。表示方法は原材料の一部と
して表示されています。
■ 原産地（生鮮食品に限る）
生鮮食品には「名称｣と｢原産地｣の表示が義務づけられています。原産地は、農産物に
あっては、都道府県名(輸入品は原産国名)、畜産物にあっては国産である旨(輸入品は原
産国名)、水産物にあっては、生産した水域名又は地域名(輸入品には原産国名)が表示さ
れています。
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食品衛生法
ＪＡＳ法
ＪＡＳ法
食品衛生法
ＪＡＳ法
食品衛生法
ＪＡＳ法
食品衛生法

ＪＡＳ法
食品衛生法
ＪＡＳ法
ＪＡＳ法

◆ 原産国名（輸入品に限る）
原産国とは、その食品に実質的変更をもたらす行為を行った国をいいます。ただ単に容器
に詰めたり、ラベルを貼った程度は含みません。
したがって、販売可能な形態で輸入される商品のほか、既に加工された製品を輸入し、国
内で小袋に包装し直した商品についても、実質的変更をもたらす行為が外国でなされてい
れば、その原産国名が表示されています。
■ 内容量
計量法第１３条で定める特定商品については、内容量を見やすい個所に見やすい大きさ及
び色で表示されています。
特定商品以外では、内容重量、内容体積、内容数量又は固形量等が記載されます。
(ただし、内容量を外見上容易に識別できるものについては、省略することができます。）
■ 期限表示（消費期限又は賞味期限）
《消費期限》
定められた方法で保存した場合で、品質が急速に劣化する食品(おおむね５日以内で品質
が劣化するもの)には、衛生上の危害が生じる恐れのない期間が年月日で表示されていま
す。
《賞味期限》
定められた方法で保存した場合で、品質の劣化が比較的緩やかな食品には、食品の品質の
保持が十分に可能な期間が年月日で表示されています。
ただし、３か月以上品質保持が可能なものは年月表示でもかまいません。
く賞味期限を過ぎても、すぐ食べられなくなるわけではないので、およその目安としてく
ださい｡〉
■ 保存方法
期限表示の保存条件が具体的に表示されています。また、法律により保存基準が定められ
た食品には、その基準に合う保存方法の表示が義務づけられています。
〈購人後も、表示に従った保存をしましよう｡〉
(常温で保存すること以外に、その保存方法に関し留意すべき事項がないものは、保存方
法を省略できます｡)
□ 使用上の注意等
冷凍食品には、凍結前や食べる時の加熱の有無について記載してあります。
処理された食肉や鶏卵には食べる時の加熱の必要性等について表示されています。
使用方法や、調理方法等が記載されているものもあります。
■ 製造者
製造された食品に対する責任の所在として、製造所の住所(所在地)・氏名(法人の場合は
法人名)が表示されています。
輸入食品は、このかわりに｢輸入者｣として輸入業者の住所(所在地)・氏名(法人の場合は
法人名)が表示されています。
また、輸入品を国内で単に小分け包装し直した商品は、包装し直した業者が｢加工者｣とし
て表示されます。
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ＪＡＳ法
景品表示法
ＪＡＳ法
計量法
ＪＡＳ法

食品衛生法
ＪＡＳ法

食品衛生法
ＪＡＳ法
食品衛生法
ＪＡＳ法
食品衛生法
ＪＡＳ法
計量法

製造所所在地の表示は、政令指定都市及び県庁の所在する市については、道府県名を省略
できます。
例外的表示として、販売者の住所・氏名(法人の場合は法人名)を表示して、その後に厚生
労働大臣に届け出た固有の記号を記載することができます。
※なお、実際に食品を製造している工場と小分け包装を行う工場が異なる場合、小分け包
装後の食品に係る製造所固有記号の届け出は、小分け包装を行う工場が、申請者(製造
者)となって行うことができます。(製造所固有記号に関する手引き)
◆ 保健機能食品
《特定保健用食品》
食品の安全性や有効性についての審査を受け、国の許可等を受けた食品を特定保健用食品
として販売するに当たっては、定められた項目の表示が義務付けられています。
なお、平成１７年２月に制度の改正が行われ、新たに条件付き特定保健用食品や特定保健 健康増進法
用食品（規格基準型）が創設されると共に、特定保健用食品において疾病リスク低減表示 食品衛生法
が一部認められることになりました。
《栄養機能食品》
１日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が厚生労働大臣の定める上・下限値の基
準に適合したもので、栄養機能表示や注意喚起表示など決められた項目の表示が義務づけ
られています。
◆ 栄養成分表示
一般の消費者の方に販売する加工食品（生鮮食品は除くが、鶏卵は含む。）に、日本語で
栄養成分・熱量に関する表示をする場合に栄養成分は義務づけられています。また、栄養 健康増進法
成分が「多い」、「少ない」という強調表示を行う場合は、栄養成分等の表示のほか、成分
量が定められた基準を満たす必要があります。
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４．食品関係マーク
食品関係マーク

・品位、成分、性能等の品質についてのＪＡＳ規格を満たすものにつけられる。（
ＪＡＳ
ＪＡＳマーク（
マーク（ＪＡＳ法
ＪＡＳ法－農林水産省）
農林水産省）

・一般の
一般のＪＡＳマークが
マークが付けられるもの。
けられるもの。

ベーコン類（ベーコンを除く｡）骨付きハム ラックスハム 混合ソーセージ
ソーセージ（ボロニアソーセージ フランクフルトソーセージ ウインナー
ソーセージ リオナソーセージ セミドライソーセージ及びドライソーセー
ジを除く｡）マカロニ類 炭酸飲料 トマト加工品（トマトケチャップを除
く｡）削リぶし 風味調味料 乾燥スープ 即席めん類（即席カップめんを除
く｡）ドレッシング 異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖及び砂糖混合異性化
液糖 醸造酢 植物性たん白 調理冷凍食品 食用精製加工油脂 豆乳類
畜産物缶詰・瓶詰（コンビーフ缶詰・瓶詰めを除く。）マーガリン類 干しめ
ん 農産物漬物 全糖ぶどう糖 ショートニング 精製ラード にんじん
ジュース及びにんじんミツクスジュース 水産物缶詰・瓶詰（たけのこ缶
詰・瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大型缶詰（全形（傷を除
く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰・瓶詰（２つ割りに限る。）なし缶
詰・瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰・瓶詰を除く。）

・品目によっては
品目によっては、
によっては、次のように等級等
のように等級等が
等級等が表示される
表示される。
される。

たけのこ缶詰・瓶詰（全形及び２つ割りに限る。）、たけのこ大型缶詰（全形
（傷を除く。）及び２つ割りに限る。）、もも缶詰・瓶詰（２つ割りに限る。）
なし缶詰・瓶詰（２つ割りに限る。）並びにフルーツみつ豆缶詰・瓶詰 食料
瓶詰（畜産物瓶詰、調理食品瓶詰及び水産物瓶詰を除く｡）ベーコン ハム類
（骨付きハム及びラックスハムを除く｡）プレスハム ボロニアソーセージ フ
ランクフルトソーセージ ウインナーソーセージ リオナソーセージ セミド
ライーソーセージ ドライソーセージ しょうゆ ジャム類 ウスターソース
類 トマトケチャップ 即席カツプめん ハンバーガーパティチルドハンバー
グステーキ チルドミートボール ぶどう糖（全糖ぶどう糖を除く｡）煮干魚類
干しそば コンビーフ缶詰・瓶詰
食用植物油脂
・ＪＡＳ規格のうち特別な生産や製造方法、特色ある原材料に着目したものが特定ＪＡＳ規格。３種類のＪＡＳ
マークがある。
特定ＪＡＳ
特定ＪＡＳ規格
ＪＡＳ規格

特定ＪＡＳマーク（
マーク（ＪＡＳ法－農林水産省）
農林水産省）

有機ＪＡＳマーク（
マーク（ＪＡＳ法－農林水産省）
農林水産省）

熟成ハム類、熟成ソーセージ類、
熟成ベーコン類、地鶏肉、手延べ
干しめん

・有機 ＪＡＳ 規格を満たす農産物等
につけられる。
有機農産物
有機加工食品
有機蓄産物

生産情報公表
生産情報公表ＪＡＳマーク

･食品の生産情報を、生産情報公表 ＪＡＳ規格に従い、消費者に正確に伝えていると
第三者機関に認められるものに付けられる。
生産情報公表牛肉
生産情報公表豚肉
生産情報公表農産物
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地域食品認証（
地域食品認証（ミニＪＡＳ）マーク（
マーク（都道府県）
都道府県） 地域特産品認証マーク
地域特産品認証マーク（Ｅ
（都道府県）
マーク（Ｅマーク
（Ｅマーク）
マーク）（都道府県
都道府県）
豆腐、油揚げ、納豆
こんにゃく、包装もち
もちあめ、かまぼこ類
しょうゆ豆、笹団子

各都道府県が定めた地
域特産品認証基準に適
合した地域特産品につ
けられる。

特定保健用食品マーク
特定保健用食品マーク
消費者庁長官の許可又は承認を受け

条件付き
条件付き特定保健用食品マーク
特定保健用食品マーク

た特別用途食品のうち特定保健用
食品につけられる。
左側のマーク（許可）は国産品、
右側のマーク（承認）は輸入品に
付けられる。

条件付き特定保健用食品に付けら
れる。

特別用途食品マーク
特別用途食品マーク（
マーク（健康増進
健康増進法
増進法－消費者庁）
消費者庁）
消費者庁長官の許可又は承認を受けた特別用途食品（特

定保健用食品を除く）に付けられる。区分欄には、乳児
用食品にあっては「乳児用食品」、幼児用食品にあって
は「幼児用食品」、妊産婦用食品にあっては「妊産婦用
食品」、病者用食品にあっては「病者用食品」、その他の
特別の用途に適する食品にあっては、当該特別の用途を
記載する。

飲用乳の
飲用乳の公正マーク
公正マーク（
マーク（全国飲用牛乳公正取引協議会
全国飲用牛乳公正取引協議会）
公正取引協議会）
飲用乳の表示に関する公正競争規約に従い、適正な表示をしてい
ると認められる協議会の会員の商品につけられる。
牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工
乳、乳飲料
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はちみつのマーク
はちみつのマーク（
マーク（（社
（社）全国はちみつ
全国はちみつ公正取引協議会
はちみつ公正取引協議会）
公正取引協議会）
はちみつ類の表示に関する公正競争規約に従い、基準に適合し
た協議会の会員の商品につけられる。
はちみつ

ローヤルゼリー証紙
ローヤルゼリー証紙（
証紙（公正マーク
公正マーク）
マーク）（（社
（社）全国ローヤルゼリー
全国ローヤルゼリー公正取引協議会
ローヤルゼリー公正取引協議会）
公正取引協議会）
ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約に従い、基準に適合
した、協議会の会員の商品につけられる。
生ローヤルゼリー、乾燥ローヤルゼリー、調製ローヤルゼリー

国産天然
国産天然はちみつ
天然はちみつ規格
はちみつ規格ラベル
規格ラベル（
ラベル（（社
（社）日本養蜂はちみつ
日本養蜂はちみつ協会
はちみつ協会）
協会）
（社）日本養蜂はちみつ協会が定めた国産天然はちみつ規格に適
合した国産天然はちみつにつけられる。

生めんの公正
めんの公正マーク
公正マーク（
マーク（全国生めん
全国生めん類公正取引協議会
めん類公正取引協議会）
類公正取引協議会）
協議会の会員が、生めん類の表示に関する公正競争規約に従っ
て製造販売する生めん類の包装等に表示することができる。
うどん、そば、中華めん、生マカロニ類、生スパゲッティ類、
ソフトスパゲッティ式めん、大麦めん、大麦そば、冷めん、米
粉めん ぎようざの皮等

観光みやげ品の認定マーク（全国観光土産品公正取引協議会）
観光みやげ品の表示に関する公正競争規約に基づき、協議会が
認定した会員の観光みやげ品につけられる。
観光みやげ品（食品類であって、商品名、絵、文字等でみやげ
品である旨の表示をしたものまたは主として観光地において観
光客のみやげ用として販売されるもの）
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辛子めんたい
辛子めんたいこ
めんたいこ食品の
食品の公正マーク
公正マーク（
マーク（全国辛子めんたいこ
全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会
めんたいこ食品公正取引協議会）
食品公正取引協議会）
辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約に従って製造
し、若しくは販売し、又は輸入して販売する協議会の会員の辛
子めんたいこ食品に表示することができる。

ハム・
ハム・ソーセージ類
ソーセージ類の公正マーク
公正マーク（
ハム・ソーセージ類公正取引協議会
ーセージ類公正取引協議会）
マーク（ハム・
類公正取引協議会）
協議会の会員が、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争
規約に従って製造販売するハム・ソーセージ類の包装等に表示
することができる。

マーク（
マーク（（財）日本健康・
日本健康・栄養食品協会）
栄養食品協会）

ＪＨＦＡ

厚生労働省指導のもとに設定した品目別規格基準に基づき、（財）
日本健康・栄養食品協会の審査にパスした製品につけられる。
認定マークについての統一説明文
認定マークについての説明を行う場合は、次の統一した文章で表
現すること。
「財団法人日本健康・栄養食品協会（ＪＨＦＡ）の認定マークは、厚
生労働省指導のもとに設定した品目別規格基準に基づき、協会の
厳正な審査をパスした製品に対してのみその使用が認可されたも
のです」

米の認証マーク
認証マーク（
マーク（（財）日本穀物検定協会）
日本穀物検定協会）
袋詰精米の表示と内容の一致につき、（財）日本穀物検定協会の
認証を受けた場合に表示することができる。

（ハサップ）
ハサップ）のマーク

ＨＡＣＣＰ

厚生労働大臣により承認されたＨＡＣＣＰシステムにより衛生管
理が行われている工場等で製造された商品に表示することがで
きる。
（通常は左側のマークを使用。ただし表示スペースが小さいも
のの場合は、右側のマークでもよい。）
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５．食品表示の
食品表示の「知ってなるほど」
ってなるほど」と「食育コメント
食育コメント」
コメント」

(1) 調味料
味 噌

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
表示禁止事項
①食品衛生法にあげる添加物を使用したものは、「純正」等純粋であること
を示す用語
②「天然」「自然」の用語（加温による醸造促進したものでなく、かつ食品
添加物を使用したものについての「天然醸造」の用語を除く）
③醸造期間を示す用語（表示してある期間を満たしていればよい）
④品評会で受賞したとか推奨品であるような誤認を与える用語
酒精はエタノール（いわゆるアルコー
ル）の簡略名で、発酵を抑制する作用
があります。

名 称：米みそ
原材料名：大豆（遺伝子組換えではない）
米、食塩、かつお節粉末、かつお
エキス、昆布エキス、酒精、調味
料（アミノ酸等）
内容量 ：１ｋｇ
賞味期限：枠外上部記載
保存方法：常温で保存できる場合は記載不要
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【知ってなるほど】
ってなるほど】
味噌は、様々な微生物の働きによってつくら
れます。味噌の食塩濃度は、ふつう 12％前後
ですが、味噌の中で働く微生物は、過酷な条
件下でも生育し、味噌の味・香りなどをつく
り出しています。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：味噌の甘い・辛いは、何で決りますか？
Ａ：「塩分」と「こうじ割合」で決ります。例
えば、「塩分」が高いと辛めの味噌になり
ます。「こうじ割合」が高いと、米の使用
量が多いため、米のでんぷんが分解され、
「糖」がたくさん生成されて、甘味が強く
なります。
Ｑ：みその色はどうして違うのですか？
Ａ：みその色の違いは、主に熟成期間の違いで
す。一般に味噌は、熟成期間が長くなると
次第に「赤く」なります。これは、熟成に
よって褐色の物質ができてくるためです。
淡色味噌（白味噌）の一般的な熟成期間
は、２～６ヶ月、赤味噌では３～１２ヶ月
になっています。

■麹菌：大豆や米などを分解する酵素を作り
出し、この酵素の働きにより、味噌のうま
味、甘味成分がつくりだされます。
■酵母：味噌の香りをつくっていて酵母に
よって生成されるエタノールなどのアル
コールやそのエステルは、味噌の香りの主
要成分です。
■乳酸菌：乳酸を生成します。乳酸は、味噌
の塩味をやわらげる働きをします。
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しょうゆ

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
遺伝子組み
遺伝子組み換え食品の
食品の表示について
表示について
しょうゆの原料である大豆は、遺伝子組み換え食品の対象農作物に
あたります。しかし、日本に輸入されている遺伝子組み換え大豆
は、その安全性が厚生労働省から発表されています。
しょうゆは遺伝子組み換え大豆を使用した
場合でも表示は義務づけられていません。
しかし、遺伝子組み換え食品について表示を
求める声が高いので、遺伝子組み換えでない
大豆を使用して製造した事を表示して販売す
る際の原材料・製造表示の業界ガイドライン
を自主的に決めて、表示するようにしていま
す。

名 称：こいくちしょうゆ（本醸造）
原材料名：大豆（遺伝子組換えでない）、小
麦、食塩、アルコール、酸味料
内容量 ：５００ｍｌ
賞味期限：下部に記載
保存方法：直射日光を避け常温で保存
販売者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
【知ってなるほど】
ってなるほど】
Ｑ：しょうゆの種類はどんなものがあるの？
■特選しょうゆの特徴：
(1)こいくち又はたまりしょうゆのうち、特級 Ａ：日本農林規格（ＪＡＳ）では以下の５種類に分
類しています。
のものであって、全窒素分が特級の基準値
こいくち：日本の醤油消費の８０％を占める万
に１.１を乗じて得た数値以上のもの。
能タイプ。つけ・かけ・煮物料理に適しています。
(2)うすくち又はしろしょうゆのうち、特級の
うすくち：色が淡く、素材の色や味わいを生か
ものであり、かつ、砂糖類を添加していな
す関西郷土料理などには欠かせません。
いものであって、無塩可溶性固形分が特級
たまり：トロリとしたコクのある味が特徴でつ
の基準値に１．１を乗じて得た数値以上のも
け醤油に使われるほか、照り焼き、煮物などに
の。
も適しています。
(3)さいしこみしょうゆの本醸造方式によるも
さいしこみ：色も味も濃厚な醤油。刺身・寿
ののうち、特級のものであって、全窒素分
司・冷奴などつけ・かけ醤油に最適です。
が特級の基準値に１.１を乗じて得た数値以
しろしょうゆ：うすくちよりさらに色の薄いしょ
上のもの。
うゆでうすい色に仕上げたいときに使います。
■しょうゆの塩分について
通常のこいくちで約１６％、
うすくちで約１８％、
減塩はこいくちの半分程度です。
三位一体（５味のオーケストラ）
醤油の独特のおいしさは、「旨味」「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」の５つの味のバランスによって作ら
れています。それは、大豆と小麦に含まれる成分が醸造期間中にさまざまな味や香りの成分に生まれ
変わり、それらがそれぞれ作用しあって誕生したもの。調和のとれた味わいは、５つの味がオーケス
トラのようにかもし出した「おいしさの賜物」なのです。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
トマトケチャップの定義は以下の通り
（農林水産省告示のトマト加工品品質表示基準より）
①濃縮トマトに食塩、香辛料、食酢、砂糖類及びたまねぎ又はにんに
ケチャップ
くを加えて調味したもので可溶性固形分が２５％以上のもの
②①に酸味料、調味料、糊料等を加えたもので可溶性固形分が２５％
以上のもの
品 名：トマトケチャップ
原材料名：トマト、糖類（砂糖・ぶどう糖果 トマトといえば・・・「リコピン」
糖液糖・ぶどう糖）、醸造酢、食 リコピンとはトマトなどに含まれる赤い色素の
塩、たまねぎ、香辛料
こと。β－カロチンなどと同様に体内の活性酸
内容量 ：５００ｇ
素※を消去する働きがあります。
賞味期限：枠外上部に記載
保存方法：直射日光を避け常温で保存
販売者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【知ってなるほど】
ってなるほど】
■トマトピューレとトマトソースの違い
トマトピューレ・・・
無塩可溶性固形分※が２４％未満
トマトソース・・・
無塩可溶性固形分が２４％以上

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：添加物や保存料を使用していますか？
Ａ：合成・天然にかかわらず、添加物は一切
使用していません。もちろん保存料、着
色料も使用していません。
Ｑ：開封後はどのくらい保存できますか？
Ａ：開封後は冷蔵庫に保管し、一ヶ月程度で
使いきってください。糖類や食酢、食塩
などが入っていますので、すぐに傷む事
はありませんが、古くなると風味が落ち
たり、色が黒ずんできたりします。
Ｑ：トマトケチャップの水分について
Ａ：トマトケチャップのキャップを開けて、
最初に「水」のようなものが出てくる場
合があります。
この、最初に出てくる「水」のようなも
のは、トマトから分離した水分です。
長時間同じ状態で置かれていると、トマ
トの中の水分が分離し、上の部分（注ぎ
口の部分）にたまってしまうことが考え
られます。
現状では、振っていただくことのみの対
策となっています。

※「無塩可溶性固形分」とは？？？
糖分、酸分、アミノ酸などの成分が溶け込
んでいる固形分という意味で可溶性固形分
といいます。この可溶性固形分から塩分を
除いたものが無塩可溶性固形分で、これら
はトマトの濃度の指標とされています。
※活性酸素とは？
活性酸素とは、通常の酸素と比べてモノを
酸化する力が強い酸素です。現在、活性酸
素が大きな注目を集めているのは、近年増
加傾向にある生活習慣病の原因になる精神
的なストレスや喫煙、飲酒といった現代的
な生活要因で活性酸素が増加している背景
があるためです。
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ソース

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
➀食酢は「醸造酢」および「合成酢」の区分により記載することと
されています。
➁アレルギー物質およびアレルギー物質由来の添加物を含むものに
あっては、その旨を記載します。

名 称：ウスターソース
原材料名：野菜・果実（トマト、たまねぎ、にん
じん、その他）醸造酢、糖類（砂糖ぶ
どう糖）、食塩、香辛料、アミノ酸
液、カラメル色素、甘味料（甘草）
内 容 量：５００ｍｌ
賞味期限：〇〇.○
保存方法：直射日光を避けて保存してください。
製 造 者：〇〇〇〇株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町○○

野菜および果実は、「野菜・果実」の
文字の次に、（ ）をつけて、原材料
に占める重量の割合の多いものから
記載します。名称が４種類以上とな
る場合は多いものから順に３種類の
名称を記載し、その他の名称は「そ
の他」と記載することができます。

【知ってなるほど】
【食育コメント】
■ ウスターソース
ウスターソース類
類とは
Ｑ：ソースの特徴は？
ウスターソース類は野菜もしくは果実の搾 Ａ：主な作用や特徴は次のようなものです。
汁、煮出汁、ピューレーまたは、これらを濃 ・やさいパワー（※抗酸化作用がありま
縮したものに、砂糖類、食酢、食塩および香
す。）
辛料を加えて調製したものです。
・くだものパワー（ビタミン・ミネラルが
または、上記にでん粉、調味料を加えて調製
含まれています。）
したもので、ともに茶色または茶黒色をした ・スパイスパワー（食欲増進・消化を助け
液体調味料をいいます。
ます。）
・ノンオイル（油が入っていません）
ウスターソース類
種類は
■ ウスターソース
類の種類
は
・低カロリー（大さじ一杯のエネルギー量
粘度の違いによりウスターソース、中濃ソー
は約１８キロカロリーです。）
ス、濃厚ソースがあります。
・塩分（大さじ１杯に含まれる塩分は 1 グ
ラムほどです。）
Ｑ：賞味期限とおいしく食べられる目安は？
常温未開封状態で保存した場合はビン容
※抗酸化作用とは、活性酸素は人間の身体を酸化 Ａ：器で３年、パック容器で２年となってい
させ、動脈硬化などを引き起こし、生活習慣病
ます。開封後は冷暗所や冷蔵庫で保存
や老化を招きます。その活性酸素を抑えること
し、ウスターソースで６０日、中濃・濃厚
を抗酸化作用と言います。
ソースで３０日が使用の目安となります。
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油 脂

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
①ＪＡＳ規格で格付けされたもの以外は、例えば「精製サフラワー油」や
「サフラワーサラダ油
サラダ油」等々のような表示は禁止
②但し、原料油の名称を記載する場合は、例えばごま油の含有率が 30％～
60％未満の場合は、
「ごま油を含む」という表示が可能
また、例えば、ごま油の含有率が 60％以上のもので、油脂名に「調合」
の文字を冠しているものは、ごま油の含有率を明記

食用調合油は、大豆油となたね油など、２種類
以上の油を混ぜ合わせた油のことです。複数の
組み合わせによって、より優れた性質の油がで
きることがあり、この性質を利用したのが調合
油です。

名 称：食用調合油
原材料名：食用なたね油
食用大豆油
内容量 ：１５００ｇ
賞味期限：○○年○○月○○日
保存方法：直射日光を避け、常温で保存して
ください。
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

【せん切り野菜の
和風サラダ】

【知ってなるほど】
ってなるほど】

【食育コメント
食育コメント】
コメント】

■油とコレステロール
脳卒中や心筋梗塞など、生活習慣病の引き
金となる動脈硬化。原因の一つにコレステ
ロールがありますが、植物油にはこのコレ
ステロールを抑制する働きがあります。
■植物油の
植物油の栄養上の
栄養上の役割
(1)エネルギー
(1)エネルギーの
エネルギーの共有
一日に消費するエネルギーの約４分の１
は脂質から供給。植物油から供給される
エネルギーの比率は約２５分１です。
(2)人間
(2)人間の
人間の活動に
活動に必要な
必要な脂肪酸の
脂肪酸の供給
植物油に含まれるリノール酸は、コレス
テロールを抑制、リノレン酸は中性脂肪
を下げる作用があると言われています。
(3)ビタミン
(3)ビタミンＥ
ビタミンＥの供給
ビタミンＥは植物油の中にあり、油の酸
化を防止する働きをしています。

Ｑ：ふだん一番よく使用するサラダ油は？
Ａ：植物油は大豆油、コーン油、オリーブ油など
の原料の名前で呼ぶものと、サラダ油や精製
油など品質規格に由来した呼び名のものがあ
ります。代表的なのが天ぷら油ですが、更に
精製度を高めたのがサラダ油で、現在ではこ
のサラダ油が主流になっています。
Ｑ：風味が個性的なごま油やオリーブ油の上手な
使い方は？
Ａ：ごま油：しょうゆや酢と合せて中国風サラダ
や和え物などのドレッシングに、また熱くして料
理の仕上げに使うとコクが増します。
オリーブ油：エクストラバージンオイルは生で味
わうサラダやカルパッチョなどに、バージンオイ
ル、ピュアオイルはパスタ料理や揚げ物などに使
い分けるとよいでしょう。
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食 酢

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
①｢醸造酢｣又は｢合成酢｣である旨の表示をすることとされています。
②醸造酢を含む合成酢にあっては、醸造酢の含有割合を商品名に接近した
箇所に表示をすることとされています。
③輸入して販売するものに限り、原産国名及び輸入者(製造者に代えて)を
記載することとされています。
◆このアルコールは、穀物などの原料から作っ
た醸造用アルコールです。
◆酸度を小数第 1 位まで記載します。
酸度とは、酢の中に含まれる各種有機酸(乳酸･
クエン酸･酢酸等)の合計のことです。
製造工程
①酒精発酵 米を蒸す⇒米麹と水を加える
⇒糖化もろみ⇒酵母⇒お酒
②酢酸発酵 お酒⇒種酢⇒食酢菌膜(酢酸菌)⇒酢
③熟成
④ろ過、殺菌、瓶詰
【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：いろいろな種類のお酢ありますが、ど
れを使ったら良いのですか？
Ａ：火を通す料理なら、穀物酢がおすすめ。
お酢で肉や魚を煮ると肉も骨も柔らかく
仕上がります。（酢豚など）そのまま味わ
うのなら、米酢がおすすめ。お米のまろ
やかな風味により、おいしく仕上がりま
す。（酢の物、寿司等の日本料理）
ドリンク作りは、果実酢でどうぞ。
手作りドリンク、ドレッシングやソース
にぴったりです。（サワードリンクなど）

名 称：穀物酢
原材料名：米、酒かす、コーン、アルコール
酸 度：４．２％
内 容 量：５００ｍｌ
賞味期限：○○.○○.○○
保存方法：直射日光は避けて常温で保存してく
ださい。
原産国名：輸入品は記載
製 造 者：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【知ってなるほど】
ってなるほど】

食酢の
食酢の種類（ＪＡＳ規格及び品質表示基準より）
醸造酢：
醸造酢：穀類・果実・アルコールなどを原料と
したものを酢酸発酵させた液体調味料です。
■穀物酢：
穀物酢：米・大麦・小麦・酒かす・コーンなど１
種又は２種以上の穀類を使用したものでその
使用総量が醸造酢１Ｌにつき４０ｇ以上です。
米酢…
米酢…米の使用量が１Ｌにつき４０ｇ以上
米黒酢…
米黒酢…米又は小麦若しくは大麦を加えたも
ののみを使用したもので、米の使用量が１Ｌ
につき１８０ｇ 以上あって、発酵及び熟成に
よって褐色又は黒褐色に着色
大麦黒酢…
大麦黒酢…大麦のみを使用したもので、大麦
の使用量が１Ｌにつき１８０ｇ以上あって、発酵 Ｑ：酢の瓶の中に白っぽいものが発生して
及び熟成によって褐色又は黒褐色に着色
いるのですが？
■果実酢：
果実酢：醸造酢のうち、１種又は２種以上の Ａ：これは空気中にある酢酸菌が混入して、
果実を使用したもので、その使用総量が醸造
セルロースという物質ができたためと考
酢１Ｌにつき果実搾汁が３００ｇ以上です。
えられます。体への害はありませんが、
りんご酢
りんご酢…りんごの搾汁を使用
品質が落ち、風味が損なわれる原因にな
ぶどう酢
ぶどう酢…ぶどうの搾汁を使用
ります。
■合成酢：
合成酢：化学的方法で合成された酢酸で作り、
家庭用ではほとんど使用されていません。
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マヨネーズ

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
① マヨネーズタイプと表示する場合は、「タイプ」の字の大きさが
「マヨネーズ」の字の大きさに比べて著しく小さかったり、字
体・色が著しく異なるような表示をしないようにします。
② 使用していない原材料を連想させる表示や原材料名に記載されて
いない原材料を連想させるような表示は禁止です。

名 称：マヨネーズ
原材料名：食用植物油脂（大豆を含む）、
卵黄、醸造酢（りんごを含む）、
食塩、砂糖類、調味料（アミノ
酸）、香辛料
内容量 ：５００ｇ
賞味期限：枠外下部に記載
保存方法：直射日光を避け、なるべく涼しい
場所に保存してください。
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

使用した原材料に占める重量の割合の多い
もの順に記載します。
からし、こしょうその他の香辛料は
「香辛料」と記載することができます。

【知ってなるほど】
ってなるほど】
【食育コメント
食育コメント】
コメント】
■マヨネーズとドレッシング
Ｑ：マヨネーズはなぜ腐らないの？
マヨネーズの位置づけは「ドレッシング」 Ａ：殺菌力のある酢や食塩などを含んでいるた
の一種です。一見マヨネーズに見えても
め強い防腐力があり腐りません。
「マヨネーズ」「半固体状ドレッシング」
病原菌を試験的に添加しても、24 時間以
「乳化液状ドレッシング」「サラダ用調味
内に死滅してしまうほどです。
料」「サラダクリーミードレッシング」とさ
ただし、手作りマヨネーズの場合は、メー
まざまな種類があります。
カー製品に比べて撹拌が少なかったり酢が
少なかったりするので注意が必要です。
■マヨネーズと健康
Ｑ：「マヨネーズ」と「マヨネーズタイプ」の
マヨネーズは食用油と卵黄が使われている
違いは？
ため、高コレストロールというイメージが強 Ａ：マヨネーズはＪＡＳで厳密に定義されていま
い食品です。しかし、植物油を使用している
す。必須原材料（食用植物油脂、食酢）や
ものや適量を摂取していれば、マヨネーズに
卵黄、食塩、砂糖類、香辛料 他などを
含まれる不飽和脂肪酸が健康に
使用したものだけがマヨネーズと記載で
大きく役立つ食品なのです。
きます。それ以外は、マヨネーズタイプ
となります。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
①ドレッシングタイプ調味料は、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等
ドレッシングと誤認させる表示をしてはいけないことになっています。
②食用植物油脂、醸造酢、かんきつ類の果汁、砂糖類及び食品添加物以外の
原材料は、「卵黄」「たん白加水分解物」「食塩」「でん粉」「トマトペース
ドレッシング
ト」等、一般的な名称で記載します。
③半固体状ドレッシングは内容重量（ｇ・㎏）を、乳化液状ドレッシング・分
離液状ドレッシングは内容体積（ｌ・ｍｌ）の単位を明記して記載します。
名 称：分離液状ドレッシング
名称は品質表示基準に基づいた分類
原材料名：しょうゆ、醸造酢、糖類（ぶどう
を記載します。
糖果糖液糖、砂糖）、食用植物油
脂、調味料（アミノ酸）
内容量 ：２００ｍｌ
原材料に占める重量の割合の多いも
賞味期限：枠外下部に記載
のから順に記載します。
保存方法：直射日光を避け、なるべく乾燥し
た場所に保存。
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【知ってなるほど】
ってなるほど】
■ドレッシングの分類
大きく分けてドレッシングとドレッシング
タイプ調味料に分類されます。
また、ドレッシングは半固体状・乳化液
状・分離液状に分けられています。さらに
半固体状ドレッシングは、マヨネーズ・サ
ラダクリーミードレッシング・半固体状ド
レッシングに分けられています。
■ドレッシングに含まれる成分
植物性油脂(植物油)の中には、リノール
酸・α-リノレン酸という体内では合成でき
ない必須脂肪酸を多量に含んでいます。こ
の必須脂肪酸は、人間の健康維持のために
必要な栄養素として、欠くことのできない
成分になっています。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：ドレッシングタイプ調味料とは？
Ａ：原材料に食用油脂を使用していない物のこ
とを指します。
Ｑ：ドレッシングは疲労回復に役立つって本当？
Ａ：原材料に含まれる醸造酢が腸内を弱酸性に
し、脂肪の吸収を助けます。また、激しい
運動や筋肉労働をしたり、神経を使うと体
内に老廃物が蓄積されますが、クエン酸や
酢酸はこの老廃物を取り除く手助けをし、
疲労回復を早める働きがあると言われてい
ます。
Ｑ：ドレッシングの使い方は？
Ａ：ドレッシングは単品で食べられることはな
く、サラダのソースとして食べられます。
酸性の肉とアルカリ性のサラダを一緒に食
べることで体に良いと言われています。
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2) 乾物

(

乾しいたけ

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
表示禁止事項
①｢名産」の用語
➁品評会等で受賞したものであるのかのように、誤認される用語および
官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
原木栽培によるしいたけにおける栽培方法で
は、「原木」、菌床栽培にあっては、「菌床」、
原木栽培と菌床栽培によるしいたけを混合し
たものにおける栽培方法にあっては、重量の
割合の多いものから順に「原木・菌床」また
は「菌床・原木」と記載します。

名 称：乾しいたけ（どんこ）
原材料名：しいたけ（菌床）
原料原産地名：中国
内 容 量：３０ｇ
賞味期限：○○．○
保存方法：直射日光を避け、湿度の低いとこ
ろで常温で保存してください。
輸 入 者：〇〇〇〇株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町○○

【どんこ】

【知ってなるほど】

【こうしん】

【スライス】

【食育コメント】
Ｑ：乾しいたけの代表的種類と適した料理は？
Ａ：代表的な種類と料理との相性はつぎのように
なります。
・天白どんこ、茶花どんこ：高級品で包み焼
き、姿焼き、あんかけ、蒸し物など、その
美しさを生かした調理に最適です。
・どんこ：肉厚で歯ごたえがあり、煮物、鍋
物、鉄板焼き、茶碗蒸しなど、香りや味を
賞味するスープなどに適します。
・こうこ：「どんこ」と「こうしん」の中間的
なしいたけで、大柄でボリューム感があり、
照り煮や肉詰めしいたけのほか、中華料
理、グラタンなどの洋風料理に適します。
・こうしん：五目ずし、炊き込みご飯など、
刻んで使う料理に適します。
・バレ：炒め物、酢の物、和え物、汁の具な
ど、刻んで使う料理に適します。
・じゃみ：小粒なので切らずにそのまま使
え、煮物、茶碗蒸し、スープ、料理の付け
合せなどに適します。
・スライス：手間を省いた便利性のある商材
で、五目ずし、炊き込みご飯、炒め物、汁
の具など、そのまま使用できます。

■ 原木栽培と
原木栽培と菌床栽培の
菌床栽培の違い
原木栽培は、クヌギ、コナラ等の原木に種
菌を植え付ける栽培方法のことです。
菌床栽培は、おが屑にふすま、ぬか類、水
等を混合してブロック状、円筒状等に固め
た培地に種菌を植え付ける栽培方法のこと
です。
■ しいたけの戻
しいたけの戻し方
ゴミやほこりをさっと水で洗い落とす。
⇓
しいたけがひたひたになるまで、水または
ぬるま湯を注ぐ。
■ 戻し時間の
時間の一般的な
一般的な目安
どんこ等厚肉タイプ：４～６時間
こうしん等薄葉タイプ：２～３時間
スライス：１０～３０分
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
味付海苔の場合…乾海苔の次に味たれに使われている原材料の重量の割
合の多い順に記載
海 苔
例：乾海苔、醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、食塩、甘味料（甘草）、
調味料（アミノ酸等）
「有明海産」は、その他一般的に知られてい
る海域に当たるので「有明海産」という表記
名 称：焼海苔
はできます。その他にも、「瀬戸内海産」「三
原材料名：乾海苔
河湾産」「東京湾産」「松島湾産」等も表記で
原料原産地名：日本産
きます。原材料名の欄の下に「原料原産地
内容量 ：全型８枚（８切６４枚詰）
名」の欄を新たに設けなくても、原材料名の
賞味期限：枠外下記に記載
欄に「乾海苔（国内産）」と表記できます。
保存方法：高温、多湿を避けて保存してくだ
（ ）内は、消費者の誤認を招かない産地名
さい。
であれば問題ありませんので、日本、国内
製造者 ：○○○○株式会社
産、国産等のいずれかで表記できます。
○○県○○市○○町○○
【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：良い海苔の選び方は？
Ａ：一般的に色は黒く、海苔の表裏共に光沢
があり、厚さが均一で、歪みがなく、大
きな穴があいていないものが良いと言え
ます。
Ｑ：東京浅草で取れたから浅草海苔？

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■海苔の
海苔の表と裏：海苔の表面には黒々と光っ
ている方と、ツヤがない方があります。ツ
ヤがない方が表になります。これは、海苔
を作るとき、海から集めたアオノリなどを
天日で干しますが、このとき直接日光に当
てる方を表と呼びます。日光によく当たっ
た方が光沢がなくなります。
海苔の
■海苔
の栄養素：ミネラル・ビタミンなどの
栄養素を豊富に含んでいます。しかも、食
品のたんぱく質で大切なアミノ酸組成や炭
水化物の食物繊維など、過食や偏食におち
いりがちな飽食の時代に必要とされている
栄養分もたくさん含んでいます。

Ａ：海苔とは、通称アマノリ、ウシケノリ科ア
マノリ属のアサクサノリ、スサビノリなど
です。浅草で取れたから浅草海苔ではあり
ません。江戸時代に浅草の市で売りに出さ
れたので、浅草海苔と言う名で呼ばれるよ
うになりました。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
表示禁止事項
①パック品以外のものに表示する「パック」その他これと紛らわしい
用語
削 り 節
②混合削り節及び粉末削り節にあっては、一部の魚種名を特に表示す
る用語
輸入品以外のかつお削り節にあっては、か
つお・ふしの文字の次に（ ）を付して、
名 称：かつお削り節
節の原産地について、国産品にあっては国
原材料名：かつお・ふし（国産）
産である旨を、輸入品にあっては原産国名
密封の方法：不活性ガス充填・気密容器入り
を記載すること。ただし、国産品にあって
内容量 ：１００ｇ
は、国産である旨に代えて都道府県名、市
賞味期限：枠外上部記載
町村名その他一般に知られている地名を記
保存方法：高温、高湿、直射日光を避けて保
載することができます。
存してください。
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【食育コメント
食育コメント】
コメント】
【知ってなるほど】
ってなるほど】
■高たんぱく
たんぱく・
・低脂肪食品：削り節は製造工 Ｑ：主な削り節の種類と特徴・使い方は？
程において、たんぱく質が３～４倍に凝縮 Ａ：かつお節削り節…上品で淡白な味と香りで
す。添え物に向きます。
され、１００ｇあたり約７０～８０ｇも含まれる
かつお削り節…香りが強く、吸い物、煮物
ようになります。一方、脂質の少ない原料
に向きます。
を使用するので、１００ｇあたり鰹で３ｇと
さば削り節…こくがあって濃いだし。みそ
低脂質でその他の削り節でも５～７ｇで
汁、めんつゆ、煮物に向きます。
す。しかもその脂質は生活習慣病予防に効
いわし削り節…うまみが強くこくのある味
果的な多価不飽和脂肪酸が多く含まれてい
わい。みそ汁、めんつゆ、煮物に向きま
ます。
す。
混合削り節…各種削り節の混合による複雑
※多価不飽和脂肪酸とは？
な味わいです。
魚の脂肪に含まれている、リノール酸、
α－リノレン酸、γリノレン酸、ＤＨＡ
Ｑ：よい削り節の見分け方は？
（ドコサヘキサエン酸）などです。
Ａ：見た目にきれいな色でつやがあるもの。黄
変、褐変して油焼け臭の強いものはよくあ
りません。

20

(3) 嗜好品
コーヒー
（豆・粉）

【表示のポイント】
①特定のコーヒー生豆の産地、品種、銘柄等のみを使用してい
る旨を表示する場合は、当該コーヒー生豆以外を使用しては
ならないことになっています。
②○○ブレンド、○○ミックス等（○○はコーヒー生豆の産
地、品種、銘柄等をいう）は、当該コーヒー生豆が３０％以
上使用されているものに限り表示することができます。
③炭焼き、赤外線焙煎、マイクロウェーブ焙煎等の焙煎方法
は、焙煎時に使用された熱源のみによってすべて焙煎された
ものに限り表示することができます。

品名 ：レギュラーコーヒー
原材料名：コーヒー豆（生豆生産国名 、ブラ
ジル、コロンビア）
内容量 ：４００ｇ
賞味期限：枠外下部に記載
保存方法：直射日光を避けて保存してください。
使用上の：開封後は出来るだけ早く使用して
注意 ください。
挽き方 ：中挽き
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

ブレンドされている場合は、主要なものについて
重量の多い順に記載します。

レギュラーコーヒーは開封すると、香りの成分
が散逸しやすく、吸湿、酸化が進むため、きっ
ちり閉めて冷暗所での保存が必要です。

【知ってなるほど】

【食育コメント】

■豆の挽き方の基準
（１）粗（荒）挽き（ドリッパーグラインド）
粉粒がザラメ状又はそれ以上の粗さ
（２）中挽き（ミディアムグラインド、レギュ
ラーグラインド）
グラニュー糖程度の粗さ
（３）中細挽き（ミディアムファイングラインド）
中挽き、細挽きの中間の粗さ
（４）細挽き（ファイングラインド）
グラニュー糖と白砂糖の中間の粗さ
（５）極細挽き（エキストラファイングラインド）
細挽き以下の粗さ

Ｑ：レギュラーコーヒーとインスタントコー
ヒーの違いは？
Ａ：レギュラーコーヒーはコーヒーの実を焙
煎し、配合・粉砕したもの、インスタン
トコーヒーは焙煎・配合・粉砕したもの
から液体を抽出し乾燥したものをさしま
す。
Ｑ：レギュラーコーヒーには添加物は一切
入っていないって本当？
Ａ：レギュラーもインスタントもコーヒーに
は保存料や香料・添加物・着色料は入っ
ていません。レギュラーコーヒーもイン
スタントコーヒーも、１００％コーヒー豆
そのものからつくられています。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
緑茶の原料原産地表示としては、荒茶の製造国を表示します。荒茶とは茶
葉から製造したもので、仕上げ加工前の茶のことです。
原料原産地を国レベルで表示することとされており、国内の産地名を表示
緑 茶
する義務はありません。
国産の表示に代えて都道府県名等で表示することもできます。
外国で仕上げ包装されたものを輸入し、そ
のまま販売する場合は原産国名と製造者を
名 称：煎茶
輸入業者と表示します。
原材料名：緑茶
原料原産地名：国産又は○○県（産）
◆任意表示事項「欄外表示」
外国産は国名
①名称以外の茶種
内 容 量：１００ｇ
②品種銘柄
賞味期限：○○年○○月○○日
保存方法：高温多湿を避け移り香にご注意くだ ③産地銘柄
④企業銘柄
さい。
⑤包装形態
原産国名：
⑥取扱上の注意 （大阪･京都･神戸等、
輸 入 者：
一部地域で表示が義務付けられている）
製 造 者：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【知ってなるほど】
ってなるほど】
お茶の種類と
種類と特徴
■ 不発酵茶：
不発酵茶：茶葉にある酸化酵素を熱で失活さ
せ、発酵させないようにしたお茶です。
煎茶…葉を蒸した後、揉みながら乾燥したもの
番茶…硬くなった茶葉や古葉、茎などを原料と
して作られるもの
ほうじ茶…煎茶や番茶などを強火で焙ったもの
玄米茶…煎茶や番茶に米等を混ぜたもの
玉露…よしず棚などで茶園を覆い、直射日光を
避け、摘採した葉を煎茶と同様に製造し
たもの
抹茶…直射日光を避け、蒸した後揉まずに茎･
枝･葉脈を取り乾燥し粉にしたもの
玉緑茶(蒸し製)…乾燥の前の工程で茶葉を伸ば
さず揉んだもの(ぐり茶)
玉緑茶(釜炒り製)…鉄製の釜で炒り、茶葉を丸
い形に仕上げたもの
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【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：紅茶、緑茶、ウーロン茶の違いは？
Ａ：お茶には、様々な分類方法があります
が製造方法の違いを基に茶葉のもつ酵
素の働きにより発酵した紅茶と酵素を
失活させて発酵をとめた緑茶、さらに
はその中間型の半発酵茶であるウーロ
ン茶に分類されます。
加工の仕方が違うだけで、同じ｢茶｣と
いう植物から作られています。
Ｑ：封を切ったお茶(煎茶)が、湿気を吸っ
たりして変化してしまったら？
Ａ：このようなお茶は、ホットプレートに
アルミホイルを敷き、１１０～１２０℃に
温度設定し、かき回しながら加熱しま
す。ほうじ茶のよい香りがしてきて、
色が少し褐色になれば出来上がりで
す。熱湯で出せば立派な自家製のほう
じ茶になります。

紅茶
（リーフ）

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
①紅茶以外に香料などが使用されたフレーバードティーは分かりや
すく記載します。
②香料については日本で使用して良い香料である場合、香料と一括
表記、果実や花びらが含まれている場合は具体的な名称を表記し
ます。
③ブレント紅茶の場合、多くブレンドされている順に原料原産地名
を表記します。

名 称：紅茶
原材料名：茶または紅茶、香料（使用した
場合は記載）
内容量 ：８５ｇ
賞味期限：底面に記載
保存方法：高温多湿を避けて保存してくだ
さい。
原料原産地名：製造が行われた国
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

賞味期限は未開封の状態での期限を
示しています。
原産国が３国以上の場合はブレンド率の
高い２国まで記載し、残りを「その他」
と記載することができます。
輸入紅茶については輸入者の名称と所在
地を記載します。

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■紅茶（リーフ）の等級区分
紅茶は形状・大きさに等級が区分されま
す。これは品質の良し悪しを表したもので
はありません。
（1）ＯＰ オレンジ・ペコー
（2）Ｐ ペコー
（3）ＢＰ ブロークン・ペコー
（4）ＢＯＰブロークン・オレンジ・ペコー
（5）ＢＯＰＦファイニングス
（6）Ｆ ファイニングス
（7）Ｄ ダスト
■ティーバッグの茶葉について
ティーバッグの茶葉は短時間で茶成分の抽
出が出来るように、最初から細かい茶葉を
作る製法（ＣＴＣ 製法）で製造されていま
す。等級を簡単に区分すればブロークン、
ファイニングス、ダストとなります。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：紅茶の中でも賞味期限ってどのくらい？
Ａ：缶入りやアルミパックのルースティー
（リーフ）、密閉性に優れた個包装の
ティーバッグの場合は約３年後、紙製
ティーバッグで製造日から約２年後に賞味
期限は設定されています。
Ｑ：開封後の紅茶はどのくらいで消費すべき？
Ａ：日本紅茶協会では開封後の紅茶は、缶入り
リーフでは約３ヶ月、紙製ティーバッグで
は約２ヶ月を目途に消費することが望まし
いとしています。
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はちみつ

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
特定の
特定の表示
①『純粋』『天然』『ピュア』その他これと類似の意味を表示する場合は『純
粋』『Ｐｕｒｅ』という文言に統一する｡（精製はちみつ〈はちみつから色や
匂いを取り除いたもの〉を使用したものや､添加物を含むものには表示で
きません｡
②『国産』と表示の場合は原材料のすべてが国産で採蜜された物のみ。
③採蜜源の花名を表示する場合は､全て又は大部分を該当花から採蜜し､その
花の特徴を有するものであって､かつ採蜜国名を表示する事。

名 称：はちみつ
原材料名：はちみつ（中国、アルゼンチン､
その他）
内容量 ：１０００ｇ
賞味期限：枠外下部に記載
保存方法：直射日光を避けて常温で保存して
ください｡
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

蜂蜜国が３ヶ国以上にわたるときは､３番目
以降の採蜜国の表示を「その他」とする事が
できる。（公正競争規約）

【はちみつのマーク
はちみつのマーク】
マーク】
（ 社 全国はちみつ公正取引協議会）
はちみつ類の表示に関す
る公正競争規約に従い、
基準に適合した協議会の
会員につけられる
( )

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■健康に
必要な
健康に必要
な栄養成分
はちみつが栄養豊かな秘密は花粉にあ
り、タンパク、各種ビタミン、カルシウ
ム、カリウーム、鉄分のほかミネラルが
バランスよく入っています。
■消化吸収が
消化吸収が良い
はちみつは単糖類（ブドウ糖・果糖）に
既に分解されているため、身体にそのま
ま吸収されます。
仕事・
勉強・
スポーツの
エネルギー源
■仕事
・勉強
・スポーツ
のエネルギー
源
胃や腸に負担をかけず、エネルギーとし
てすばやく吸収されます。
非常食
■非常
食・保存食に
はちみつは食べるのに水も火も不要で
す。無添加で糖度が高く、殺菌力がある
ため、常温で長期間保存しても腐らず、携
帯食、非常食、保存食として最適です。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：はちみつの種類は？
Ａ：はちみつは、花によって色、味、香りも
さまざまです。代表的なはちみつの種類
は次の通りです。
アカシア：淡白な舌触り。結晶しにくい。
レンゲ ：淡い香り、まろやかな舌触り。
クローバー：味に癖が無く、香りも良い。
ナタネ ：重厚な味で結晶しやすい。
オレンジ：酸味をおびオレンジの香り。
そば ：味、香りも強い、色も濃い。
Ｑ：1 歳未満の乳児になぜはちみつを与えた
らダメなの？
Ａ：はちみつはそのままでは蜂の巣のかけら
などが混じっていたり、高温による熱殺
菌をしていない生モノなので、まだ腸の
機能が発達していない乳幼児には与えな
いようにしてください。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
特級ＪＡＳ
特級ＪＡＳ

特級ＪＡＳマークが付いているも
のは､付いていないものと比べて
果実量が多い物です｡

ジャム

ゲル化剤とは､主に柑橘の皮やりんごから抽出し
て作られるペクチン（果実や野菜等の細胞壁を
つくる食物繊維）でジャムの粘度を出します｡
アレルギー物質表示（リンゴは特定原材料に準
ずるものとして表示が奨励されています｡）

名 称：いちごジャム（ﾌﾟﾚｻﾞｰﾌﾞｽﾀｲﾙ）
原材料名：いちご、糖類（砂糖、ぶどう糖液
液糖）ゲル化剤、（ペクチン：リ
ンゴ由来）､酸味料
内容量 ：１７０ｇ
賞味期限：○○年○○月○○日
保存方法：直射日光を避けて常温で保存して
ください。
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

【開栓後】
可溶性固形分が６０％以下のものにあっては、開栓
後は１０℃以下で保存してください。

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■「ジャム」とは
とは？
？
果実・野菜又は花弁に砂糖を加えて、ゼ
リー化するようになるまで（ＪＡＳ法）煮詰
めた保存食です｡
また､「マーマレード」は柑橘類を原料と
し､その果皮が残っているもの､「ゼリー」
は果実等の搾汁を原料とし､しっかり煮詰め
たものです｡
■ジャムはいつ頃
はいつ頃から？
紀元前３２０年頃、アレクサンダー大王が東
征してインドを攻略し、貴重な砂糖をヨー
ロッパに持ち帰ってジャムがつくられ、王
侯貴族僧侶が珍重して食べたと言われてい
ます。
■ジャムに流行は？
本来ジャムは、果実の保存食として作られ
ました。最近は健康イメージが強くなり、
低糖度のジャムが好まれるようになりまし
た。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：市販と自宅で作る手作りジャムの違いは？
Ａ：市販のものはゲル化剤として天然由来の
ペクチン（柑橘類から抽出した多糖類）
を加えた物が多いようですが､自宅で作る
場合は添加物は不要で、その分煮詰める
時間が長くなりますので､「いかに短時間
で煮詰めるか」がジャム作りのポイント
になります｡
Ｑ：プレザーブスタイルとは？
Ａ：ベリー系（ストロベリーやブルーベリー
等）はホール状、りんごやパイン等大き
な果実は５mm 以上の厚さにカットされた
果実の原形を保持するようにしたもので
す｡
Ｑ：「ゲル化剤」「増粘剤」とは？
Ａ：ジャム状にするための添加物で、プルプ
ルのゼリー状に仕上げたい時は「ゲル化
剤」､トロトロに仕上げたい時は「増粘
剤」を使用します｡
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(4) 香辛料

からし

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
表示禁止事項
①「生」「ねりたて」「新鮮」「フレッシュ」「おろしたて」等、新鮮さを
強調する用語
②「純」「純正」「純良」その他これに類似する用語
③客観的な根拠に基づかないで、「高級」「特上」「優良」「極上」「極」
等、当該商品の品質が他の商品より優良であるような表現
④「本からし 100％使用」「無添加」の用語
⑤品評会で受賞したとか推奨品であるような誤認を与える用語

名 称：ひきからし
原材料名：からし、乳糖、食塩、コーン油、
ソルビット、酸味料、香辛料抽出
物、増粘剤（キサンタン）
内容量 ：４３ｇ
賞味期限：底面に記載
保存方法：直射日光は避け涼しいところに
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

香辛料抽出物とは、アブラナ科に属するからし
菜から抽出した辛味成分である、アリル芥子油
（アリルイソチオシアネート）を指し、これが
鼻にツーンと抜ける辛味の元になります。
【からし菜】
【からし菜の種】

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■からし
らし種子
種子の
産地：
種子
の産地
：
カナダ、アメリカ、インド、フランス、ド
イツ、中国等であり、カナダが世界の生産
量のおよそ半分を占めていると言われてい
ます。日本ではほぼ全量がカナダ産でまか
なわれているそうです。
■からしの原料
らしの原料：
原料：
アブラナ科に属する「からし菜」の一種の
小さな種が原料です。
■からしの辛味成分
らしの辛味成分：
辛味成分：
からしは水と反応して初めて辛味を発生さ
せます。辛味が発生する仕組みはからしの
中に含まれる配当体（シニグリン）に水を
加えることによって、酵素（ミロシナー
ゼ）と反応し、辛味の元になるアリルイソ
チオシアネートを発生させます。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：からしの種類は？
Ａ：業界、メーカー間でも分け方は様々で通説
はありませんが、原料や製造工程の違いに
より分けられています。大別して和からし
と洋からしに分かれ、洋からしは大きく分
けてホワイトとブラックの 2 種でマスター
ドということが多いです。
Ｑ：からしの用途は？
Ａ：和からし：おでん・冷し中華など
洋からし：ホットドック・サンドウィッチ
Ｑ：からしの種子は遺伝子組換え？
Ａ：現在、世界中で栽培されているからしは、
遺伝子組換えを行っておりませんので、遺
伝子組換え農産物には該当致しません。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
表示禁止事項
①｢生」「ねりたて」「新鮮」「フレッシュ」「おろしたて」等、新鮮さを強
調する用語
わさび
②「純」「純正」「純良」その他これに類似する用語
③客観的な根拠に基づかないで、「高級」「特上」「優良」「極上」「極」
等、当該商品の品質が他の商品より優良であるような表現
④「本わさび 100％使用」「無添加」の用語
⑤品評会で受賞したとか推奨品であるような誤認を与える用語
西洋わさび：気候温和な東ヨーロッパ一帯が
名 称：おろし本わさび
原産地と言われていますが、日本では北海道
原材料名：わさび（本わさび、西洋わさび）
で栽培されています。我が国では、乾燥後、
コーン油、食塩、ソルビット、セ
ルロース、環状オリゴ糖、酸味料、 粉末にして粉わさびの主原料に使われていま
す。
香料、増粘剤
内容量 ：４３ｇ
賞味期限：底面に記載
保存方法：直射日光は避け涼しいところに
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【知ってなるほど】
ってなるほど】
本わさびは日本原産で、渓流などの流水中に
自生。本わさびは栽培方法によって、沢わさ
びと畑わさびに呼び分けられます。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：加工わさびの種類は？
Ａ：粉わさび：西洋わさびを乾燥させ粉末化
ねりわさび ：水を加えて練り調整加工
おろしわさび：西洋わさびの使用量が本
わさびより多いもの
おろし本わさび：本わさびの使用量が西洋
わさびより多いもの
Ｑ：本わさび「使用」と「入り」の違いは？
Ａ：原料わさびのうち本わさびの量が５０％以
上は「本わさび使用」、５０％未満は「本
わさび入り」と表示できます。
Ｑ：加工わさびにビタミンＣが添加されてい
るのは何のため？
Ａ：ビタミンＣは辛味を強める作用がありま
す。ビタミンＣは不安定で分解されやす
く、これを補う為にビタミンＣを添加。

■主要産地：長野県、静岡県、島根県
■わさびの辛味：わさびの辛味成分は、アリ
ルからし油。すりおろすことでわさびの細
胞組織が壊れ、ミロシナーゼという酵素が
働いて、シニグリンが加水分解され、特有
の辛味と香りが生まれます。
■わさびの抗菌力：大腸菌やサルモネラ、腸
炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌など、食中毒
菌の増殖を抑える働きがあります。
■わさびの効果効能：アリルからし油が魚の
生臭さを分解する効果を持っている為、食
欲を増進させる作用があります。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
農林水産省の「ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)の品質表示ガイド
ライン」に定められているものです。
◆品 名：４種類あり、そのいずれかを記載します。
ミネラル
①ナチュラルウォーター ②ナチュラルミネラルウォーター
③ミネラルウォーター ④ボトルドウォーター
ウォーター
◆原材料：原水の種類を記載します。主なものは次の通りです。
①浅井戸水：浅井戸からポンプ等で取水した地下水
②深井戸水：深井戸からポンプ等で取水した地下水
③鉱泉水：自噴する地下水のうち水温が 25℃未満で溶存鉱物質※等によ
り特徴付けられるもの
④湧水：自噴している地下水
品 名：ナチュラルミネラルウォーター
⑤温泉水：自噴する地下水のうち水温が 25℃以
原材料名：水（鉱水）
上で溶存鉱物質※等により特徴付けられる地
内 容 量：５００ｍｌ
下水のうち飲用適のもの
賞味期限：キャップに記載
保存方法：直射日光は避けて保管ください。 ⑥鉱水：ポンプ等により取水した地下水のうち
溶存鉱物質※等により特徴付けられるもの
採 水 地：○○県○○市 (輸入品は地名)
原産国名：輸入品は記載
◆原産国･採水地：外国産のものは国名、国産の
製 造 者：○○○○株式会社
ものは採水地が記載されます。
(輸入者) ○○県○○市○○町○○
(5) 飲 料

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：「軟水」と「硬水」ってな～に？
Ａ：ミネラルウォ－ターには、水質を表す｢硬
度｣があります。分類する基準は色々あり
ますが、だいたい硬度１００ 以下が「軟
水」、３００以上が「硬水」、その間が「中
硬水」というのが目安になります。
Ｑ：どのように使い分けされていますか？
Ａ：水は化学構造上、物の香りや味を引き出
す力があります。それもミネラルの少な
い軟水の方が抽出する力が強いのです。
軟水…ご飯などの穀類(香りを引き出す)
お茶(渋みや苦味を楽しむ)
出し汁(旨味が抽出され易くなる)
浅煎り珈琲(香りを楽しむ)
硬水…お茶(マイルドで飲み易くなる)
肉料理(蛋白質とカルシウムが結合し
アクとして抜け、良い味が出る)

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■ナチュ
ナチュラルウ
ラルウォ
ーター：
ラルウ
ォーター
：特定の水源から採
取された地下水を原水として、沈殿･ろ過･
加熱殺菌以外の物理的･化学的処理をしてい
ないものです。
■ナチュラルミネラルウ
ナチュラルミネラルウォ
ラルミネラルウォーター：
ーター：ナチュラ
ルウォーターのうち、地下で地層中のミネ
ラル等が溶け込んだ地下水を原水とするも
のです。
■ミネラルウォ
ミネラルウォーター：
ーター：ナチュラルミネラル
ウォーターを原水として、品質を安定させ
る目的等のためミネラルの調整などを行っ
たものです。
トルド
ーター：
■ボトル
ドウォーター
：上記３種ウォーター
以外の容器入りの飲料水です。
※溶存鉱物質とは、水中に溶け込んでいる鉱
物質(ミネラル)のことで、カルシウム・マグ
ネシウム・ナトリウム・カリウム等です。
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【表示の
表示のポイント】
ポイント】
果実飲料品質表示基準
果実飲料品質表示基準
①果実ジュース 果実の搾汁等又はこれに糖類･蜂蜜等を加えたものです。
②果実ミックスジュース 1 種類以上の果実の搾汁等を混合したもの、又はこ
れらに糖類･蜂蜜等を加えたものです。
清涼
③果汁入り飲料 果実の搾汁等を希釈し、これに糖類･蜂蜜を加えたもので果
飲料水
汁がおよそ10％以上のものです。
炭酸飲料品質表示基準
酸飲料品質表示基準
①水に二酸化炭素(炭酸ガス)を圧入した飲料、又はこれに果汁･乳･甘味料･酸
味料･香料等加えた飲料です。
②名称は炭酸飲料と記載します。
③原材料名は糖類(砂糖･果糖ぶどう糖液糖)、香
品 名：最も一般的な名称を記載
原材料名：食品添加物以外を重量順に記載、 料、酸味料と記載します。
食品添加物を重量順に食品衛生法
(注) 果汁５％未満の清涼飲料
に従って記載
水等について、｢無果汁の清
内 容 量：３５０ｇ
涼飲料水等についての表示｣
賞味期限：○○.○○.○○
保存方法：賞味期限内の品質を保持するため に関する運用基準により、
｢無果汁｣｢果汁を含まず｣｢果
に必要な保存方法を記載
汁ゼロ｣とするか、｢果汁
製 造 者：○○○○株式会社
○％｣(実際の含有量)と記載
○○県○○市○○町○○
します。
【知ってなるほど】
ってなるほど】
清涼飲料水
清涼飲料水とは
飲料水とは
乳酸菌飲料・乳及び乳製品・アルコール飲料・
粉末清涼飲料を除くすべての飲料です。
炭酸飲料と非炭酸飲料に大別されます。
■炭酸飲料：
酸飲料：フレーバーを加えないもの（炭
酸水等）とフレーバーを加えたもの（サイ
ダー・コーラ飲料等）があります。
■非炭酸飲料
非炭酸飲料：
酸飲料：果実飲料・コーヒー飲料・緑
茶飲料・豆乳類・スポーツドリンク等があ
ります。
果実飲料とは
果実飲料とは
果実ジュース・果実ミックスジュース・果
粒入り果実ジュース・果実 野菜ミックス
ジュース及び果汁入り飲料をいいます。
ジュースと呼べるのは果実の搾汁若しくは
還元果汁、又はこれに糖類・蜂蜜等を加え
たものです。（糖類・蜂蜜等の製品に占める
割合が５％以下）

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：容器についている△マークや□マーク
は何ですか？
Ａ：再生資源として利用することを目的とし
て分別回収するための表示です。「識別
マーク」と呼ばれています。
Ｑ：ＰＥＴボトルのリサイクルは？
Ａ：ＰＥＴボトルは大切な資源です。
分別収集されて資源ごみとして出せば、
再びＰＥＴボトルになったり、他の製品の
材料として生まれ変わります。
飲み終わった後は、識別マークを確認の
上、①キャップを必ずはずし②ラベルは
出来るだけはがし③本体を水ですすぎ④
よく水を切って⑤横方向につぶす。
その後、生ごみなどと分けて、各市町村
のルールに従って分別回収にご協力くだ
さい。
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(6) インスタント

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
①名称：即席中華めん、即席和風めん、即席欧風めん、即席カップめん
のいずれか
即席麺
②容量：調味料、かやくまたは薬味を添付したものは、内容量及びめん
の重量
③調理方法：記載箇所を表記すれば、他の箇所への記載が可能
④使用上の注意：記載箇所を表記すれば、他の箇所への記載が可能
名 称：即席中華めん
「即席めん類等の表示に関
原材料名：味付油揚げめん（小麦粉、ラー 一括表示外ですが、
する公正競争規約」により栄養成分を表示す
ド、澱粉、植物油脂、食塩、醤 ることとなっています。
油）、味噌（遺伝子組換え大豆不
使用）、食塩、香辛料、糖類、
葱、ポークエキス、チキンエキ
ス、鰹エキス、動植物油脂、調味
料（アミノ酸）、かんすい、炭酸
カルシウム、増粘多糖類、レシチ
ン、ビタミンＢ １ 、酸化防止剤 カリウム、ナトリウムの炭酸塩とリン酸塩を
（ビタミンＥ）、ビタミンＢ ２ 、 原料として、そのうち 1 種類か２種類以上の
（原材料の一部に豚、卵、大豆由 混合物を「かんすい」と言っています。中華
めんならではの風味とコシは「かんすい」か
来原材料を含む）
ら生まれます。また、ラーメンが黄色みが
内容量 ：１００ｇ（めん９０ｇ）
かっているのは、小麦粉に含まれる天然の色
賞味期限：下記に記載してあります
素に「かんすい」が作用し、自然に発色した
保存方法：直射日光を避け常温保存
ものです。
調理方法：枠外上部に記載
使用上の注意：枠外上部に記載
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○
【知ってなるほど】
ってなるほど】
■塩分：即席めんは１食に５ｇほど塩分が含
まれています。成人１人１日当りの食塩目
標摂取量は１０ｇ以下と言われているので、
１食で半分近くをとってしまいます。塩分
の取りすぎに注意の方は、スープを残すな
ど注意しましょう。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：油揚げめんと非油揚げめんの違いは？
Ａ：大きく異なるのが脂質と水分です。油揚
げ乾燥したものは、熱風乾燥したものよ
り水分がかなり少なくなっています。
逆に脂質は、油揚げ乾燥したものが２０％
前後なのに対し、非油揚げ乾燥めんは、
４～５％と４分の１くらいです。
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レトルト
パウチ食品

【表示のポイント】
レトルトパウチ食品の定義（必ずある表示や容器形態）
①「殺菌方法 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌」と必ず表記してあ
ります。これは法律（食品衛生法）で決められた表示方法で、すべて
のレトルトパウチ食品に同じ言葉で書かれています。
②容器が必ず不透明で中が見えないようになっています。
③○人前と表示
上記３点にあてはまるものが「レトルトパウチ食品」です。

品 名：カレー
原材料名：野菜（じゃがいも、にんじん）牛
肉、小麦粉、豚脂、ソテーオニオ
ン、砂糖、りんごペースト、牛脂、
カレーパウダー、食塩、トマトペー
スト、香辛料、酵母エキス、チキン
エキス、バターミルクパウダー、コ
コナッツ、ヨーグルト、調味料（ア
ミノ酸等）、カラメル色素、香辛料
抽出物、酸味料
（原材料の一部に大豆を含む）
殺菌方法：気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌
内容量 ：２１０ｇ
賞味期限：枠外下部に記載
保存方法：直射日光を避け常温で保存
販売者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■レトルトパウチのメリット
（安心・安全）
(1）保存料・殺菌料など添加物不使用
保存料、殺菌料を使ってはいけないこと
が、食品衛生法で定められています。
(2）缶詰などに比べて殺菌時間が短い
缶詰やビン詰めに比べてパウチは薄い
ので、殺菌のため加熱時間も短くてす
み、それだけ食品の元々の風味、色、
栄養分などが損なわれにくいといえま
す。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：一度お湯で温めたレトルトパウチを､も
う一度温め直しても大丈夫ですか？
Ａ：開封していなければ問題ありません｡
ただし､肉などの火の通りすぎ､野菜の
1 人分（２１０ｇ）の栄養成分〈○○○○調べ〉
煮くずれなどは避けられないので､温め
エネルギー ○○kcal 炭水化物 ○○kcal
直しは２回くらいまでを目安としてく
たん白質 ○○ｇ ナトリウム ○○ｇ
ださい｡
脂 質 ○○ｇ （食塩相当量 ○ｇ）
Ｑ：レトルト食品は､温めずそのままでも食
べられますか｡
Ａ：そのまま食べても大丈夫です｡
レトルト食品は､完全調理済みなので､
この製品はレトルトパウチ食品ですので、保存料は
そのままでも食べられますが､温めたほ
使用しておりません。室内で長期保存できます。
うがおいしく食べられます｡
温める事により､動物性油脂が溶け､お
いしくお召し上がりいただけます｡
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カレールウ

【表示のポイント】
①名称の「カレールウ」は調理済みのものを除く即席カ
レーのことを言います。
②内容量はグラム（ｇ）、キログラム（ｋｇ）で表示します。

名 称:カレールウ
原材料名：小麦粉、食用油脂（パーム油、なたね油）、
食塩、砂糖、カレー粉、香辛料、たん白
加水分解物（かつお、いわし）、ソース
パウダー、調味料（アミノ酸等）、カラ
メル色素、香料、酸味料、（その他大豆、
豚肉、りんご由来原材料を含む）
内 容 量：１２５ｇ
賞味期限：底面に記載
保存方法：直射日光を避けて保存してください。
製 造 者：〇〇〇〇株式会社
〇〇県〇〇市〇〇町○○
使用上の注意 開封後は、密封容器などに入れて
冷蔵庫で保管してください。
【知ってなるほど】
■ カレーの
レーの香り・辛み・色の秘密
・香り（食欲を刺激する香りの秘密は香りをつ
けるスパイス）に使用されているのは、さわ
やかな甘い香りのコリアンダーやエキゾチッ
クな香りのシナモン、ナツメッグ、アニス、
南の国を連想させるような香りのカルダモ
ン、クローブ、オールスパイス。個性的な香
りのクミン、スターアニス、ガーリック、オ
レガノ、ローズマリー、セージ、ローレルな
どです。
・辛み（刺激的な辛みが食欲を増進）
スパイスにはブラックペッパー、ホワイト
ペッパー、チリーペッパー、ジンジャー、マ
スタードなどを使用しています。
・色（視覚を刺激）
スパイスには黄色い色をつけるターメリッ
ク、赤い色をつけるパプリカ、黄金色をつけ
るサフランなどを使用しています。
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京都市と大阪市では、使用上の注意
として、開封後の取り扱い方法等を
表示することを定めています。
両市以外は、表示の定めはありませ
ん。

【食育コメント】
Ｑ：カレールウを入れる時に、一端火を止め
るのは？
Ａ：ぐつぐつ煮たったところにルウを入れる
と、ルウの表面に糊状の膜ができて、ル
ウをおおってしまうため、溶けにくくな
ります。火を止めて、鍋の中の温度が少
し下がったところで、ルウをいれると溶
け易くなるために一端火を止めます。
Ｑ：塩分は？
Ａ：製品によって多少異なりますが、概ね一
食あたりのルウ使用量は１８～２０ｇで、
一回当たりの食塩摂取量は１.８～２.０ｇく
らいです。ちなみに、一人一日あたりの
食塩摂取は１０ｇ以下が目安です。

(7) 缶 詰

【表示の
表示のポイント】
ポイント】
缶マークの読み方

Ｐ Ｗ Ｙ Ｍ
071010

0 8 1 0 1 0

ＡＢ０３

缶 詰

原料の種類
調理方法
形状
賞味期限
工場名

名 称：白もも・シラップづけ（ベビー）
形 状：二つ割り
果肉の大きさ：缶マーク上段に略号で記載
（Ｌは大、Ｍは中、Ｓは小）
原材料名：白もも、糖類（砂糖、ぶどう糖）、
酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）
内容量 ：２５０ｇ
内容総量：４２５ｇ
賞味期限：缶ぶたに記載
使用上の注意：缶を開けると空気にふれて内
面が酸化しますので必ずガ
ラスなどの容器に移しかえ
てください。
製造者 ：○○○○株式会社
○○県○○市○○町○○

原料の種類表示一例
ＳＡ…いわし
ＢＴ…まぐろ
ＯＲ…パイナップル
ＭＯ…みかん
ＰＷ…白桃

【知ってなるほど】
ってなるほど】
■缶詰の
缶詰の栄養素：缶詰は、果実などの酸性食
品を除いて、ふつう１１０～１２０℃の高温で
加熱殺菌されるので、生鮮食品や家庭で調
理した食品に比べて、栄養価が劣ると考え
られがちです。しかし、缶詰は、大量に出
回る時期（旬）の新鮮な原料を使って、高
い真空下で空気をしゃ断した状態で加熱殺
菌が行われるので、家庭で調理されたもの
より、むしろ栄養価が高いといえます。

【食育コメント
食育コメント】
コメント】
Ｑ：缶詰の一般的な賞味期間は？
Ａ：水産缶詰…製造日より３６ヶ月
果実缶詰…製造日より２４～３６ヶ月
野菜缶詰…製造日より２４～３６ヶ月
畜産缶詰…製造日より３６ヶ月
Ｑ：なぜ魚類缶詰にはカルシウムが豊富なの
ですか？
Ａ：さけ、いわし、さばなどの缶詰は、加圧
加熱殺菌により、骨まで軟らかくなって
いて、カルシウム分は吸収されやすい形
で含まれています。

調理方法表示一例
Ｎ…水煮
Ｉ…綿実油漬け
Ｙ…シロップ漬け
輸入品の場合は製造者の代わりに輸入者の
住所・氏名が表示されます。
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〔資料編〕
資料編〕食品表示に
食品表示に係る法律体系
法律体系と
体系と関係法律の
関係法律の解説

ＪＡＳ法
食品衛生法
（品質表示基準）
・原材料名 ・国産原材料の
・原産地
使用割合
・原産国

計量法
・内容量

景表法

・虚偽、誇大
表示禁止

・名称
・食品添加物
・賞味、消費期限
・保存方法
・製造業者等
・使用方法
・遺伝子組換え食品

・アレルギー物資

健康増進
・栄養表示
健康に関する虚偽、
誇大表示の禁止

薬事法

・薬効表示
の禁止
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容器リサイクル法
・識別表示

１．食品衛生法
食品衛生法は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることに
より、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とし、不良
な食品の消費により食中毒や感染症その他の事故が生じないよう、食品、食品添加物についての表示の基準
等を定めています。
表示の対象となるのは容器包装に入れられた加工食品等であり、食品の名称、消費期限・賞味期限、保存
方法、製造所所在地、製造業者氏名、使用された食品添加物等の表示が義務づけられています。

継続的課題……食中毒の防止、衛生管理の高度化、食品添加物や残留農薬の安全性の確保
新たな課題……遺伝子組換え食品など新技術を用いた食品、健康食品、輸入食品の監視の強化、残留農薬等の
ポジティブリスト制、アレルギー物質を含む食品の表示
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２．ＪＡＳ法
ＪＡＳ法
農林物資の品質の改善、表示の適正化等を図る観点から、ＪＡＳ法に基づく、品質の基準と生産方法の基準
を内容とする日本農林規格（ＪＡＳ規格）が制定され、また、消費者が商品を選択する際にその品質を識別す
ることが特に必要と認められる品目については、品質表示基準が制定されています。
また、近年の農林物資に係る規格及び表示に対する消費者等からの要望等を踏まえ、ＪＡＳ規格制度の見直
し、主な原材料の産地表示が必要な加工食品の追加などが行われています。

(1) ＪＡＳ規格
ＪＡＳ規格

飲食料品や農林畜水産物資などについて、品質の基準を定めたもの、生産の方法の基準を定めたものの２

種類があり、公正な第三者による検査の結果、この規格に合格したものにはＪＡＳマークが付され、消費者の
商品選択のよりどころとなっています。平成１８年８月現在７１品目２１８規格が制定されています。

(2) 品質表示基準
品質表示基準

ＪＡＳ規格の制度が任意の制度であるため、これだけでは消費者保護に十分でないことから、昭和４５年

にＪＡＳ法を改正して導入されたのが品質表示基準の制度です。これは、消費者の経済的利益を守るために、
ＪＡＳマークを付けていると否とにかかわらず、表示の適正化を図る必要がある品目については、名称、原材
料名、内容量等消費者が商品を選択する際に必要な事項の表示を事業者に義務づけるというものです。
なお、近年、食品の消費形態の多様化や、味、鮮度、健康、安全性に対する関心の高まり等を背景とし

切な商品選択が可能となるよう、食品の表示制度の充実が求められていますが、こうした状
況にかんがみ、ＪＡＳ法が改正され、一般消費者向けの全ての飲食料品が品質表示基準の対象となったほか、
て、消費者の適

全ての生鮮食料品及び生鮮に近い加工食品の主な原材料について原産地表示が行われるよう措置がとられて
います。

(3) ＪＡＳ法
ＪＡＳ法の品質表示基準
品質表示基準の
基準の体系

36

３．景品表示法(
景品表示法(不当景品類及び
不当景品類及び不当表示防止法)
不当表示防止法)

① 目的

(1) 景品表示法の概要

惑わす過大な景品付き販売や、誇大な広告、不当な表示を規制し、公正な競争を確保し、消費者
の利益を保護するための法律です。
消費者を

② 法の特徴

令と異なり、特定の表示の義務づけはありません。また、書いてはいけないことも細かく定められ
てはいません。一般消費者が見たときに、事実に反して優良または有利な印象を受けるような表示を禁止し
た、非常にシンプルな規定です。
他の法

① 優良誤認

(2) 不当表示の種類
品質、規格その他の内容についての不

当表示

実際のものよりも著しく優良であると示す表示
（例）「バターをたっぷり練り込んだ」と表示しているがバターを使っていなかった
・事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示
（例）「合成保存料不使用は当社だけ」と表示しているが実際は他社でも同様だった

・

② 有利誤認

価格その他の取引条件についての不当表示
・実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示
（例）「キャンペーン期間につき増量」と表示しているが通常の内容量と同じだった
・競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示
（例）「他社のどの商品よりもお得」と表示しているが実際は他社とかわりなかった

③ 商品の内容等が一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、
公正な競争を阻害するおそれがあると公正取引委員会が指定するもの
平成１８年１２月現在

６つが指定されていますが、このうち、食品に関係するものは次の２つです。

無果汁の清涼飲料水等についての表示
果実の名称等を用いた無果汁の清涼飲料水等について、無果汁である旨が明瞭に記載されていない表示
・商品の原産国に関する不当な表示
原産国の判別が困難な表示等
緑茶や紅茶については荒茶の製造の行われた国が原産国となります。日本産の茶葉と外国産の茶葉をブレ
ンドした場合の原産国は、日本及び当該外国となります。原産国が二カ国以上になる場合は、配合量の多
い順に表示することになります。
・

せんが、様々な事業者団体が自主的に表示についてのルー
ル（公正 競争 規 約 ）を定め、適正な表示に 努 めています。規 約 では必要な表示事項や特定事項の表示の基
準、特定用語の表示の禁止などが定められており、規約の参加事業者の商品で、規約に従い適正な表示をし
ていると認められる商品については「公正マーク」がつけられています。
(3) 公正競争規約

景品表示法では特定の表示の義務づけはありま
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４．計 量 法

(1) 計量法の概要

①目 的

１条では「この法律は計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の
向上に寄与することを目的とする｡」と規定しています。
第

② 用語の定義

条では、この法律での「計量」、「計量単位」、「取引」、「証明」、「計量器］、「特定計量器」、「標準物
質」、「計量器の校正」、「標準物質の値付け」等の用語について定義しています。
第２

③ 適正な計量の実施

条では、「物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、
正確にその物象の 状 態の量の 計 量をするように 努 めなけれ ば ならない。」 と 計 量者の義務を定めていま
第１０

す。

④ 特定商品の計量

条では、政令（特定商品の販売に係る計量に関する政令）で定める商品（「特定商品」という。）
の 販売の事業を行う者は、その特定物象量を法定計 量単位 で販売する 場合は、 政令 で定める誤差 （「 量目
公差」という。）を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならないことを定めています。
第１２

⑤ 密封をした特定商品に係る特定物象量の表記

条では、特定商品をその特定物象量に関し密封※１をする場合は、量目公差※２を超えないよう
にその特定物象量の計量を行い、その容器又は包装に内容量を表記するよう定めています。また、その際
は表記する者の氏名又は名称及び住所を付記すべきことを定めています。
第１３

※１ 密封とは、商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破
棄しなければ内容量を増減できないようにすることをいう。具体的には、瓶詰、缶詰、木箱・樽詰め、
すず箔・合成樹脂・紙製の容器詰めでヒート・シール、のリ付け・ミシン止め・アルミ製ワイヤで巻き
じめたもの、発砲スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルム
と皿とが融着しているもの又は包装するものが特別に作成したテープやシールで封紙してあるもの、あ
るいは、容器包装の材質、形状を問わず、第三者が意図的に内容量を増減するためには、必ず破棄しな
ければならないように特別に作成されたテープ状のシール等が詰め込みを行う者によりその容器又は包
装の開口部に施されているものを言う。
※２ 量目公差とは、物象量による取引における量目誤差の許容範囲量のことで、量目公差は、表示量に
対して内容量（実量）が不足した場合に適用される。
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(2) 特定物象量（内容量）を表記すべき特定商品

計量法第１３条では、次の食品が密封された状態で販売されるときは内容量の表記を義務づけてい
ます。
○精米及び精麦
○めん類（ゆでめん又はむしめん以外のもの）
○豆類（ 末成熟 の物を除く ｡）のう ち加工していな ○ビスケット類、米菓及びキャンデー
（ ナッツ 類、クリー ム 、 チョコ レート等をはさ
いもの
○米粉、小麦粉その他の粉類
み 、入れ、 又 は付けたものを 除 くものとし、 一
個の質量が３グラム未満のものに限る｡）
○でん粉
○野菜缶詰 及 び 瓶詰 、 ト マ ト 加 工 品 並 び に 野菜 ○油菓 子（ 一個 の質量が ３グラム未満 のものに限
ジ ュ ース
る ｡）
○ 水ようか ん （くり、 ナッツ 類等を入れたものを
○果実漬物及び冷凍食品（果実）
除くものとし、缶入りのものに限る｡）
○茶、コーヒー及びココアの調製品
○プリン及びゼリー（缶入りのものに限る｡）
○もち、オートミールその他の穀類加工品
○ 食肉（ 鯨肉を 除く ｡） 並びにその 冷凍品及び加工 ○チョコ レ ー ト （ ナッツ 類 、 キャンデ ー 等 を 入
れ、 若 しくは付けたもの 又 は 細 工ものを 除 く ｡）
品
○スナック菓子（ポップコーンを除く｡）
○はちみつ
○ 食 塩 、 み そ 、 う ま 味 調 味 料 、 風 味 調 味 料 、 カ ○牛乳（ 脱脂乳 を除 く｡）及び加工 乳並びに乳 製品
（ 乳酸菌 飲料を含 み ア イ スクリー ム 類を 除 く ｡）
レール ウ 、食用 植 物 油脂 、 ショ ート ニング 、及
○冷凍貝柱及び冷凍えび
びマー ガ リ ン 類
○ソ ー ス 、 め ん 類 等 の つ ゆ 、 焼肉 等 の た れ 及 び ○干しかずのこ、たづくリ及び素干しえび
○魚 （ 魚卵 を含む ｡）、 貝 、いか、たこその他の水
スー プ
産 動 物（食用のものに限り、 ほ乳 類を 除 く ｡ ）を
○しょうゆ及び食酢
煮干しし、又はくん製したもの
○即席しるこ及び即席ぜんざい
○清涼 飲料水の 粉末 、つくだに、 ふ りかけ 並 びに ○冷凍食品（貝、いか及びえびに限る｡）
○調 味加工品（たら 又 はたいのそ ぼ ろ 又 はで んぶ
ごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま
及びうにの加工品に限る ｡）
○飲料（医薬用のものを除く｡）
○ あ ん 、 煮豆 、 き なこ、 ピ ー ナッツ 製品及びはる ○塩 か ず の こ 、 塩 た ら こ 、 す じ こ 、 い く ら 及 び
キャビア
さめ
○野菜漬 物（らっ き よう 漬以外 の 小切 り 又 は 細刻 ○ 水産物 缶詰 、 魚肉ハム 及び 魚肉ソ ー セ ージ、 節
類及び 削節 類、 塩辛 製品 並 びに ぬ か、かす等に
していない 漬 物を 除 く ｡）及び 冷凍 食品（ 野菜 ）
漬けた水産物
○きのこの加工品及び乾燥野菜
○ 果 実缶詰 及び 瓶詰 、ジ ャム 、マーマレー ド 、果 ○海藻 及びその加工品（生鮮のもの、 冷蔵 したも
の、 干 しのリ 又 はのりの加工品 以外 のもの）
実バター並びに乾燥果実
○調 理食品のう ち 、 調 理 冷凍 食品、 チ ル ド 食品、
○砂糖（細工もの又は角砂糖以外のもの）
レトルト パウチ 食品 並 びに 缶詰 及び 瓶詰
○香辛料（破砕し、又は粉砕したもの）
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５．健康増進法

増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善と健康の増進
を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。
この法律に基づく制度として、次のようなものがあります。
国民の健康の

(1) 保健機能食品制度

活の状況に応じた食品の選択ができるよう、適切な情報提供をすることを目的とし
て、健康食品のうち、一定の要件を満たすものを「保健機能食品」と認めるもので、次の２つに分類されます。
消費者が安心して食生

① 栄養機能食品

活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取する者に対して、当該栄養成分を含むものとして
厚生労働大臣が定める基準に従い、当該栄養成分の機能の表示をする食品です。表示しなければならない事
項が定められていますが、厚生労働大臣の許可や届出は必要ありません。
食生

② 特定保健用食品
・特定保健用食品

増進法に基づき、厚生労働大臣の許
可又は承認を受け、食生活において特定の
保健の目的で摂取するものに対し、その摂
取により当該保健の目的が期待できる旨の

……………保健機能食品……………

健康

特定保健用食品
医薬品
（医薬部外品
を含む）

表示をする食品です。

条件付特定
保健用食品

（個別許可型）
（規格基準型）

栄養機能食品

（規格基準型）

一般食品
（いわゆる健康
食品を含む）

条件付き特定保健用食品
特定保健用食品のうち、その許可等に際し要求している科学的根拠のレベルには届かないも（一定の有効
性が確認される食品について、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について限定的な科学的根
拠である旨の表示をすることを条件として許可等を受けた食品です。
・特定保健用食品（規格基準型）
特定保健用食品であって、別に定める規格基準を満たすものとして許可等を受けた食品です，
・特定保健用食品（疾病リスク低減表示）
特定保健用食品であって、疾病リスクの低減に関する表示を含むものをいいます。

・

(2) 特別用途食品制度

増進法に基づ き厚生労働大臣の許可等を
途食品の種類：
受けて、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の 特別用
病者用食品（低ナトリウム食品 低カロリー食品 低た
特別の用途に適する旨の表示をして販売する食品
ん白質食品 低(無)たん白質高カロリー食品 高タン白
です。
食品アレルギー疾患用食品 無乳糖食品 減塩食調整用
組合わせ食品 肝臓病食調整用組合わせ食品 成人肥満
なお、特定保健用食品は、特定の保健の目的
症食調整用組合わせ食品）妊産婦・授乳婦用粉乳 乳児
が期 待で きることを表示することができ る食品
用 調 製 粉乳 高 齢 者用食品（そし ゃ く 困難 者用食品 そ
で、特別用途 食品としても位 置づけられていま
しゃく・えん下困難者用食品）
健康

す。
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(3) 栄養表示基準制度

一般の消費者の方に販売する加工食品（生鮮食品は除くが、鶏卵は含む｡）に、
日本 語 で 栄養 成分・ 熱 量に関する表示をする 場 合に適用される基準です。なお、
栄養成分が「多い」、「少ない」という強調表示（下記参照）を行う場合は、栄養
成分等の表示のほか、成分量が定められた基準を満たす必要があります。

栄養成分表示
〈１枚(○○ｇ)当たり〉
熱 量
たん白質
脂 質
炭水化物
ナトリウム
○○○○

kcal
g
g
g
mg
g

〔強調表示とは〕

栄養表示基準における強調表示とは、ある栄養成分について、当該食品中に高い旨又は含む旨、低い旨又
は含まない旨 （ 絶対表示）、さらに、強化された旨又は 低減された 旨 （相 対表示）を強調 することを 指しま
す。

単に、高い旨や低い旨を強調する場合には、定められた当該栄養成分の下限や上限の基準を満たしていな
ければなりません。（絶対表示）
ある栄養成分の含有量が、他の食品と比べて基準に定める量以上に多くなっていたり、少なくなっている
ことを強調表示する場合、基準に定める量以上に強化・低減していなければならないとともに、比較対照食
品名と強化又は低減した量や割合を表示しなければなりません。（相対表示）
これらの強調表示のうち、厚生労働省令で定められた栄養成分について強調する場合には、厚生労働大臣
の定める基準（それぞれの栄養成分の含有量など）を満たしていなくてはなりませんが、その表現について
は下記に示したものの他いろいろな表現が可能です。
旨
含む旨
低 い旨

高い

強

絶対表示

調表示

含まない

旨

強化された旨
相対表示 低減
された旨

「高」「多」「豊富」「リッチ」など
「源」「供給」「含有」「入り」「使用」［添加」など
「低」「ひかえめ」「少」「ライト」「ダイエット」など
「無」「ゼロ」「ノン」「レス」など
「ＯＯ％強化」「△△ｇ増強」など
「◇◇％低減」「□□ｇカット」など

＜表示例＞
「カロリー５０％カット」なら

「カルシウム豊富」なら

「塩分控えめ」なら

栄養成分表示

栄養成分表示

栄養成分表示

（１００ｇ当たり）

１食分（２０ｇ）当たり

１食分（１００ｇ）当たり

エネルギー

２３０kcal

エネルギー

２３０kcal

エネルギー

◇◇kcal

たんぱく質

××ｇ

たんぱく質

××ｇ

たんぱく質

◇◇ｇ

脂質

××ｇ

脂質

××ｇ

脂質

◇◇ｇ

炭水化物

××ｇ

炭水化物

××ｇ

炭水化物

◇◇ｇ

ナトリウム

××ｇ

ナトリウム

××ｇ

ナトリウム

１２０ｇ

カルシウム

５０ｍｇ

食塩相当量

０.３ｇ

当社従来製品に比べて
カロリー５０％カット
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(4) 虚偽誇大広告等の禁止（健康増進法第３２条の２）

持増進効果等に関する広告等について、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤認させる」
ような表示はしてはいけません。例えば、以下のような表示は、表示内容のみで事実と相違する又は人を誤
認させると判断できるため、規制の対象となります。
健康保

① 医事・薬事・健康増進等に関連する事務を所掌する行政機関等による認証、推薦等を取得していること
を表示していても、そのような制度が 実在しない 場合や、 当該 認 証等の制度の趣旨 とは異 なる趣旨 によ
り表示することにより、健康保持増進効果等が認証等を受けたものと誤認させる場合
考え方
食品の輸入に 当 たって、 厚 生 労働省 が 個 別の 許可 を行う制度は 設 けられてい
厚生労働省から輸入許可 ないが、こうした表示をすることにより、
厚生労働省が当該健康食品の効果を
を 受 けたダイエッ ト用健
個別に認証していると認識されて、健康の保持増進の効果があることが確認さ
康食品です。
れていると誤認される。
表示

例

② 医師や歯科医師の診断・治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、医師又は歯科
医師の診断、治療等によることなく治癒できるかのような表現を用いている場合
表示例
考え方
通常 、が ん のような 重篤 な 疾病 は、 医師 による 診断 及び 治療 が必要となる
医者に行かずともガンが が、こうした表示は、
医師による診断治療がなくとも、当該疾病が治癒するこ
治 る！
とができると誤認を与えるため、誇大表示に該当する。
③ 最上級(最高、絶対、抜群)などの表現を用いている場合
表示例
考え方
通常、健康の保持増進の効果は、個々人の健康状態や生活習慣等多くの要因
最高のダイエット食品 によリ異なっており、現存する製品の中で最高の効果を発揮することは立証で
きないため、最上級の表現を用いる広告等は虚偽表示に該当する。
④ 断定的な表現にはよらずに伝聞、他者の表現等を通して健康の保持推進の効果がある可能性を表示している場合
表示例
考え方
「×× は、 ○○にいいと言 われています ｡」 等と伝聞調 により表示し、 世間の
噂・評判・伝承・口コミ・学説等があること等をもって、健康の保持増進の効
果がある 旨 を強 調 し、 又 は 暗 示するものについても、 例 え ば 、 ○○ の内容が 医
師又は歯科医師の診断、治癒等によらなければ一般的に治癒できない疾患に係
○○に効くと言われてい るものである場合には、当該食品によって当該疾病を治癒することができると
ます。
誤認を与えることとなるため、誇大表示に該当する。
また、「言われています」という表現を用いるによリ「誰が言っているのか 」
等を 敢 えて 明 示 せ ず、 曖昧 な表現によリ 反証 の 余 地を 最小 化したとしても、 ○
○ の内容が 社会通念 に 照 らして事 実 と認め 得 ない 場 合には 虚偽 表示に 該当 す
る。

※厚生労働省通知
｢食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のため
の監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について｣より
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６．薬事法

「医薬品的な効能効果」を「標榜する」ものは、実際には効果があるかどうかにかかわらず、
「医薬品」としてみなされます。
｢医薬品的な効能効果」とは、病気の治療又は予防を目的とする効能効果及び身体の機能の一般的増強、
増進を主たる目的とする効能効果のことをいいます。
｢標榜」には、食品の容器に直接表示する場合のほか、次のような方法も含まれます。
薬事法では、

．容器、包装、添付文書等の表示物
イ．チラシ、パンフレット
ウ．テレビ、インターネット、ラジオ、新聞、雑誌の広告
※工．代理店、販売店に教育用と称して配付される商品説明資料
※オ．使用経験者の感謝文、体験談集
※力．店内広告
※キ．店頭、説明会、相談会等での口頭で行われる演述
※ク．小冊子、書籍
ア

※特定の商品名を示していない場合でも、商品と同一売場に置いたり、特定の商品の購入申込書とともに送
付したりすれば、広告とみなされます。

◆医薬品的な効能効果と判断される事例
ア

疾病の治療又は予防を目的とする表現
・糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に
・便秘の解消に

イ 身体の組織機能を増強、増進する表現
・疲労回復
・老化防止

胃、十二指腸潰瘍の予防に
・ガン予防に

など

精強壮
・血液浄化

など

・

・強

ウ 疾病等による栄養素の欠乏時等に使用することを特定した表現
・病中病後の体力低下時の栄養補給に
・肉体疲労時の栄養補給に

など

エ ｢頭髪」、「目」、「皮膚」等の特定部位への［栄養補給」等を標榜し、その部位の改善、増強等ができる
表現
・目の健康に

役立つ○○○を配合しています。

など
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