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1. 検討会の設置・運用 

1.1 検討会の目的等 

本調査においては、栄養表示に関する消費者教育の手法の検討を行った。具体的には、栄

養表示を理解するために必要な知識を深め、活用を促す消費者教育媒体の作成及びその媒

体を活用するための指導要領の作成を行う目的で、公衆栄養、栄養教育（健康教育）、健康

情報リテラシー、消費者教育等に関する専門家から意見を得た。 

1.2 検討会の構成 

消費者庁との協議により、検討会の構成を次のとおりとした。 

 

 

委員長                                  ※敬称略 

氏名 所属・役職 

赤松 利恵 お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系 教授 

 

委員                             ※五十音順、敬称略 

氏名 所属・役職 

赤枝 いつみ 
公益社団法人日本栄養士会常任理事 

（神奈川県鎌倉保健福祉事務所保健福祉部長） 

石見 佳子 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部 部長 

姜 明子 株式会社オレンジページ 常務取締役 

黒谷 佳代 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

国立健康・栄養研究所 栄養教育研究部 食育研究室 室長 

西尾 素子 
京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 健康科学研究室 

共同研究員 

藤村 宣之 
東京大学大学院 教育学研究科 学校教育高度化専攻 

教育内容開発コース 教授 

森田 満樹 一般社団法人 Food Communication Compass 事務局長 
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1.3 検討会の実施状況 

検討会の実施状況は次のとおりである。 

 

表 1 検討会の実施状況 

 日時 議事内容等 

第１回検討会 平成 29 年１月 27日（金） 

10:00～12:00 

１. 実施内容、作業計画 

２. 栄養表示の収去試験に関する基礎的調

査方針 

３. 関係者ヒアリングの対象者案及びヒア

リング項目案 

４. 消費者教育媒体の構成案 

５. 連絡事項その他 

第２回検討会 平成 29 年２月 15日（水） 

9:30～11:30 

１. 関係者ヒアリングについて 

２. 消費者教育媒体（案）について 

３. 連絡事項その他 

第３回検討会 平成 29 年３月 16日（木） 

10:00～12:00 

１. 消費者教育媒体（案）について 

２. 指導要領について 

３. 収去試験に関する調査について 

４. 連絡事項その他 

 

 



 

3 

 

2. 栄養表示に関する消費者教育を実施するに当たっての関係者ヒアリング 

2.1 関係者ヒアリングの目的等 

今後消費者教育を展開するに当たり、実効性の高い消費者教育プログラムが必要になる

ことから、「３. 消費者教育媒体及びその指導要領の検討・作成」に、栄養成分表示に関す

る消費者教育の現状の工夫や課題を反映させる目的で、現在消費者教育を実施している、又

は今後実施予定の主体（行政、学校）へのヒアリングを実施した。 

2.2 ヒアリング概要 

ヒアリングは、「行政が実施する消費者教育プログラム」と「学校が実施する教育プログ

ラム」の２種類に分けて実施した。 

2.2.1 行政が実施する消費者教育プログラムの実施概要 

(1) ヒアリング対象 

消費者教育の本格実施に向け、効果的な手法、教育・普及における課題と対策、必要なサ

ポート・ツール、実施可能性等について意向や実態を聴取可能な対象として、消費者庁との

協議により、東京都、大阪府、岡山県、徳島県に対するヒアリングを実施した。 

(2) ヒアリング実施方法及びヒアリング実施状況 

図１に示した調査票を事前にヒアリング対象に送付し、回答を得た上で、平成 29 年２月

14 日（火）に４都府県が一堂に会する会合をセッティングし、各都府県における消費者教

育の実施状況のヒアリングを実施した。 
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図 １ 活用・普及促進に係るヒアリング項目 

 

ご回答

作成主体

消費者教育媒体の目的

主な対象者

作成・活用した教材

指導要領や手引書など活用の
仕方に係る補助資料の有無、
その内容等

ターゲット別の効果的な普及
方法

普及における連携先

普及方法別の媒体の工夫

実証事業の実施内容、その効
果等

継続的な推進体制の維持、関
係業者・団体との連携促進に
係る課題、対策

消費者からの問合せ対応

活用を促進する上での課題、
対策

効果測定、取組への反映に係
る課題、対策等

課題と対策

直近５年以内の事業について、１事業につき１シートでご回答ください。複数の事業がある場合はシートをコピーし
てご使用ください。

ご所属・お名前

実施年度・事業名

ヒアリング項目

消費者教
育媒体につ
いて

ターゲットを
想定した効
果的な活
用・普及の
促進
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(3) ヒアリング結果 

ヒアリング結果のまとめを次に示した。 

1) 消費者教育媒体について 

 これまで行政で継続的に実施されてきた事業は、広く一般の住民を対象にしたケー

スが多かったが、今後は対象者（ターゲット）を明確にした媒体を作成して住民の認

知と理解を向上させる必要がある。 

 消費者教育の目的や用途に応じて必要な素材を活用できる媒体があると、教育コン

テンツ作成において有用である。 

 指導要領等を参考にし媒体を活用して消費者教育を行う人材（管理栄養士・栄養士、

食生活改善推進員、保健師等）に対する教育も重要となる。 

2) 効果的な普及啓発について 

 行政の事業を活用しているステークホルダーの企業などへの働き掛けであれば、ハ

ードルは低く取り組みやすい。 

 目的の異なる他の取組と関連付けて消費者教育を実施することで、無関心層への認

知を向上させることが可能。具体的には、下記①及び②に挙げる工夫を行っている。 

 普及啓発における環境的アプローチとして、以下に示すような消費者との接点作り

が効果的ではないか。 

➀ 企業との連携の例 

 企業に対する健康教育を通した普及：働き盛りの中高年者等を対象に定期的

に実施 

 小売店舗における普及：主婦を対象に定常的に実施 

 カタログ販売業者の機関紙への掲載：主婦を対象にスポット的に実施 

 特定給食施設での啓発：メニューと関連付けた社員への食育の一環として定

常的に実施 

  ② 行政組織や市民団体等の活用の例 

 保健所の特定健診の場の活用：中高年者や高齢者などを対象に定期的に実施 

 市民団体が運営する子育てサークルの場の活用：子育て中の女性等を対象に

スポット的に実施 

 実施効果の測定は重要であるが、まずは教育プログラムができている必要がある。

そのうえで、測定方法の確立、事業と効果測定の継続的な実施が課題である。 

2.2.2 学校が実施する教育プログラム 

(1) ヒアリング対象 

文部科学省「スーパー食育スクール」（平成 26年度～平成 28年度）の実施校を対象とし

て、効果的な食生活指導の方法や効果などについてヒアリングを実施した。 
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(2) ヒアリング実施方法及び実施状況 

行政ヒアリングと同様、図１に示した調査票を事前にヒアリング対象に送付し、回答を得

た上で、平成 29 年２月 15 日に開催した第２回検討会において実施状況のヒアリングを実

施した。 

(3) ヒアリング結果 

ヒアリング結果のまとめを次に示した。 

 

 教育プログラムの内容について 

 特にカルシウム、鉄は成長期である高校生にとって大切な栄養成分。この２つの指

導を重点的に行っている。 

 一方的な指導ではなく、Q&A 形式のクイズを取り入れることで、例えば鉄などの

表示に生徒が気を付けるようになっている。また、具体的なレシピ提供も、動機付

けとしては効果的。 

 指導のための教材作りに生徒が関わるプログラムもあり、理解が深まる。 

 自分にとって必要なエネルギーや栄養成分の量は、体重や身体活動レベルから生

徒が把握できるようにしている。 

 栄養成分表示を活用して食事を選択するという行動はなかなかハードルが高いの

が現状。エネルギーに対しては関心が高い。まず普段の食習慣に関心を持つことが

きっかけとなるのではないか。また、鉄やカルシウムといった栄養成分については、

ヘモグロビンや骨密度の測定を行っていることで関心が高まっていると思われる。

自分の身体状況を知ることがきっかけになる。 
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3. 消費者教育媒体及びその指導要領の検討・作成 

栄養表示に関する消費者教育媒体については、基本媒体及びターゲットに応じた活用媒

体を作成した。 

3.1 基本媒体 

基本媒体は、対象特性、地域特性等を踏まえ、適宜変更ができる汎用性が高いものとする

こととした。 

基本媒体は A4 判８ページで作成し、消費者庁との協議及び検討会での議論により、構成

を表２のとおりとした。なお、作成した媒体は付録１に示した。 

表２ 基本媒体の構成 

ポイント 内容 

導入  栄養成分表示に対する認識の確認や関心の向上を促す 

１日に必要なエネルギー

や栄養成分の量 

 年齢や身体活動レベルに応じたエネルギー必要量の目安 

 エネルギーを産生する栄養素（たんぱく質、脂質、炭水化

物）の目標量 

 食塩相当量の目標量 

エネルギーや各栄養成分

の働き 

 義務表示５成分の基本的な働き 

 推奨表示、任意表示 

日常生活での栄養成分表

示の活用方法 

 朝食、昼食、夕食における栄養成分表示の活用例 

栄養強調表示の理解  栄養強調表示のルール 

 

 

3.2 ターゲットに応じた活用媒体 

3.2.1 消費者教育の対象とするターゲットの検討 

平成 26 年度消費者庁「栄養表示義務化及び食品の新たな機能性表示制度創設に伴う消費

者教育の実態把握及び中期・短期計画に係る基礎資料作成業務 報告書」を参考とし、本調

査事業で媒体を作成するターゲットとして「妊娠の可能性のある女性、乳幼児の親を含む若

年女性」、「若年者のうち高校生、大学生、新社会人」、「メタボリックシンドローム（以

下、メタボ）予防を中心にした中高年者」、「低栄養予防を中心にした高齢者」、「保健機

能食品の利用者又は利用したい者」の５つを候補とした（表３）。 

食習慣や栄養素等摂取状況等の各層の特性を踏まえ、検討会における議論を経て、「メタ

ボ予防を中心にした中高年者」、「低栄養予防を中心にした高齢者」をターゲットとするこ

ととした。ただし、「メタボ予防を中心にした中高年者」は、中高年者の手前の年代におい

ても取組が必要であることから、中高年者に限らず、30 歳代も対象とすることとした。ま
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た、消費者庁との協議により、「保健機能食品の利用者又は利用したい者」もターゲットと

することとした。 

さらに、近年、若年女性（主に 20 歳代）の摂取エネルギー量が少ないことから、検討会

における議論により「妊娠希望の女性、乳幼児の親」、「若年者のうち高校生、大学生、新

社会人」を「若年女性」に含めてターゲットとすることとした。 

以上から、ターゲットに応じた活用媒体として、「妊娠中・乳幼児の親を含む若年女性」、

「メタボ予防を中心にした中高年者」、「低栄養予防を中心にした高齢者」、「保健機能食

品の利用者又は利用したい者」を対象とした４種の媒体を作成した。 
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表３ 消費者教育を行った場合の効果が高いと考えられる層及びその特性等 

消費者教育の効果が高

いと考えられる 

セグメント 

(ターゲット層の候補) 

セグメントが 

含まれる 

主な年代・性別 

食習慣や 

栄養摂取状況 
身体状況や疾病状況 

栄養成分表示の利用状況 

（知識、関心、行動等） 

保健機能食品の利用状況 

（知識、関心、行動等） 

消費者教育媒体における 

訴求ポイント（案） 

妊娠中・乳幼児の親を含

む若年女性 

20～40歳代の女性 ・20歳代の女性は、摂取エネル

ギー量が 70歳代を除く他の世代

に比べ低い傾向にある 

・妊娠の可能性のある女性や妊

娠中に不足しがちな栄養素は葉

酸、鉄、カルシウムである。ま

た、ビタミン Aの過剰摂取に注

意する必要がある1。 

・意識している栄養成分として

はエネルギーが多い 

・特に 20～40歳代の女性は、子

供の食事の準備を担っている場

合が多い 

・女性全体に比べ、20歳代の女性は

痩せの者の割合が高い傾向にある以

外は、特に留意すべき疾患を有する

者の割合が少ない 

・10～20 歳代の女性は、栄養成分表示を

ほとんど見ていない、見たことがあっても

活用していない 

・乳幼児の親は、栄養成分表示を活用して

いる傾向にある2 

・20～30 歳代女性では、食品や料理の栄

養成分表示を見たことがある者が多い 

・保健機能食品に関する表示に

ついてのデータは無いが、健康

食品を摂取したことある者の割

合が高い3 

・熱量（エネルギー）摂取の必要性 

・任意で表示できる栄養成分（ビタ

ミン等）のほか、妊娠中・妊娠希望

の者の葉酸、鉄、カルシウム等の摂

取の必要性 

若年者のうち高校生、大

学生、新社会人 

10～20歳代の男女 ・20歳代では、男女共、摂取エ

ネルギー量が 70歳代を除く他の

世代に比べ低い傾向にある 

・20歳代の女性では、痩せの者の割

合が高い傾向にある。 

・10～20歳代では、男女共、栄養成分表示

等をほとんど見ていない、見たことがあっ

ても活用していない 

・15～19 歳では、いわゆる健康

食品や栄養機能食品に比べ、特

定保健用食品の摂取割合が高い 3 

・熱量（エネルギー）摂取の必要性 

メタボ予防を中心にした

中高年者 

50歳代以上の男女 ・特に 60歳代で食塩摂取量の平

均値が高い 

 

・男女共、肥満者の割合が高い 

・60歳以上で、男女共、糖尿病が強

く疑われる者の割合が高い 

・50 歳代・60 歳代では、栄養成分表示が

行われていることの認識及び栄養成分表

示の活用において、個人のばらつきがある 

・60歳代では、男女共、食品や料理の栄

養成分表示を見たことがない者が 70歳代

に次いで高い 

・健康食品をほぼ毎日利用して

いる者の割合が高い 

・脂質、食塩相当量及び糖類、糖質、

コレステロール摂取に当たっての

留意事項 

 

低栄養予防を中心にした

高齢者 

(65歳以上) 

60歳以上の男女 ・男女共、食塩の摂取量が全世代

の中で最も高い 

・60 歳以上では摂取エネルギー

量が緩やかな減少傾向にあり、65

歳以上では、低栄養傾向の者が約

17%存在する 

・60 歳代の男女及び 70 歳以上の女

性で、肥満者の割合が高い 

・低栄養の者も存在する 

・糖尿病が強く疑われる者の割合が

男女共に高い 

 

・男女共、外食及び食品を購入する際に栄

養成分表示を参考にしている割合が低い 

・70歳以上では、栄養成分表示が行われ

ていることの認識及び栄養成分表示の活

用が低い者が多い 

・栄養成分表示の活用意向は高いが、食

事制限が必要な疾患がある人を除くと、

身近に正しい情報が不足している 

・健康食品をほぼ毎日利用して

いる割合が高い 

・熱量（エネルギー）摂取の必要性 

 

保健機能食品の利用者又

は利用したい者 

― ― ― ― ・保健機能食品やいわゆる健康

食品を「副作用のない薬」と捉え

ている場合がある 

・日常の食生活をサポートする

ものという位置付けではない場

合がある 

・保健機能食品やいわゆる健康食

品の特徴と活用方法、留意点 

資料：消費者庁「栄養表示義務化及び食品の新たな機能性表示制度創設に伴う消費者教育の実態把握及び中期・短期計画に係る基礎資料作成業務 報告書」（2015年３月 20日）より株式会社三菱総合研究所作成 

  

                                                        

1 健康食品の基礎知識：詳細 妊娠中の食事とサプリメントについて（国立健康・栄養研究所） 
2 栄養表示に関する消費者読み取り等調査事業（消費者庁、平成 26年 3月） 
3 食品の機能性表示に関する消費者意向等調査事業（消費者庁、平成 26年 4月） 
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3.2.2 若年女性をターゲットとした媒体 

若年女性をターゲットとした媒体は A４判４ページ（A３見開き）で作成し、消費者庁と

の協議及び検討会での議論により、構成を表４のとおりとした。なお、作成した媒体は付録

１に示した。 

 

表４ 若年女性をターゲットとした媒体の構成 

項目 内容 

導入  20 歳代女性がランチを選んでいる例を通じて、日常の食

生活の振り返りを促す 

１日に必要なエネルギ

ー・栄養成分の量の把握 

 20 歳代女性のランチメニューの比較を通じたエネルギー・

栄養成分の量の比較 

栄養成分表示の活用方法  栄養成分表示を活用したメニューの選択 

不足しがちな栄養成分  若年女性の食生活上の課題 

 妊娠期・授乳期に必要な栄養成分（コラム） 

 

3.2.3 メタボ予防を中心にした中高年者をターゲットとした媒体 

メタボ予防を中心にした中高年者をターゲットとした媒体は A４判４ページ（A３見開き）

で作成し、消費者庁との協議及び検討会での議論により、構成を表５のとおりとした。なお、

作成した媒体は付録１に示した。 

表５ メタボ予防を中心にした中高年者をターゲットとした媒体の構成 

ポイント 内容 

導入  登場人物の男性の例を通じて、日常の食生活の振り返り

を喚起する 

栄養成分表示の見方  １日当たり・１食当たり当たりのエネルギー・栄養成分

の量と、事例の食品のエネルギー量・栄養成分の量との

比較 

栄養成分表示の活用方法  エネルギーや脂質、食塩を摂取し過ぎないようにするた

めの表示の活用方法 

栄養強調表示の理解と活用  栄養強調表示のルール 

 

3.2.4 低栄養予防を中心にした高齢者をターゲットとした媒体 

低栄養予防を中心にした高齢者をターゲットとした媒体は A４判４ページ（A３見開き）

で作成し、消費者庁との協議及び検討会での議論により、構成を表６のとおりとした。なお、

作成した媒体は付録１に示した。 
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表６ 低栄養予防を中心にした高齢者をターゲットとした媒体の構成 

ポイント 内容 

導入  １日当たりのエネルギー必要量の把握 

無理なく栄養成分を摂取

するための工夫 

 食事や間食において、エネルギーやたんぱく質をしっかり

と摂取するための工夫 

 

3.2.5 保健機能食品の利用者又は利用したい者をターゲットとした媒体 

保健機能食品の利用者又は利用したい者をターゲットとした媒体は A４判４ページ（A３

見開き）で作成し、消費者庁との協議及び検討会での議論により、構成を表７のとおりとし

た。なお、作成した媒体は付録１に示した。 

 

表７ 保健機能食品の利用者又は利用したい者をターゲットとした媒体の構成 

ポイント 内容 

保健機能食品の種類 ・栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の分類 

各保健機能食品の特徴 ・栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の特徴 

食生活の改善 ・保健機能食品の表示の活用をきっかけとした「食生活の改

善」の重要性の啓発 

 

3.3 指導要領 

指導要領は、教育者が基本媒体やターゲットに応じた媒体を用いて消費者教育を実施す

るに当たり、適切に活用するためのポイントについてまとめたものを作成した。 

作成に当たっては、関係者ヒアリングにて得られた消費者教育のポイントを活用するこ

ととした。消費者庁との協議及び検討会での議論により、構成を表８のとおりとした。 

なお、作成した指導要領は付録２に示した。 

 

表８ 指導要領の構成 

項目 内容 

消費者教育媒体活用

のポイント 

１．栄養成分表示に関する消費者教育に向けた消費者層の考え方 

２．栄養成分表示活用のための基本的なポイント－「基本媒体」

を活用しよう－ 

３．消費者層ごとの栄養成分表示活用のポイント 
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4. 栄養表示の収去試験に関する基礎的調査 

4.1 調査の目的等 

消費者が栄養表示を活用して食品を選択するに当たっては、表示された値が信頼できる

ものであることが重要である。信頼性確保の手段として、行政機関による監視・執行（収去

試験4の実施等）がある。 

 本調査では、我が国における収去試験等に関するガイドラインを作成するための基礎資

料を得ることを目的とし、諸外国における栄養表示の信頼性確保の手法（制度、法規制、具

体的な試験方法等）と運用状況について調査を行った。 

4.2 調査方法 

4.2.1 調査対象国・地域 

栄養成分表示が義務化されている国・地域のうち、米国、カナダ、オーストラリア/ニュ

ージーランド（以下、NZ）5、韓国、中国、香港、EU を調査対象とした。 

表９ 調査対象国・地域 

国・地域 義務化された年 義務表示成分 

米国 1994 年 熱量、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロー

ル、ナトリウム、総炭水化物、食物繊維、糖類、添加糖類、

たんぱく質、ビタミン D、カルシウム、鉄、カリウム 

カナダ 2005 年 熱量、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、総炭水化物、

食物繊維、糖類、たんぱく質、コレステロール、ナトリウム、

カリウム、カルシウム、鉄 

オーストラ

リア/NZ 

2002 年 熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、ナ

トリウム 

韓国 2006 年 熱量、ナトリウム、炭水化物：糖類、脂質：飽和脂肪酸及び

トランス脂肪酸、コレステロール、たんぱく質 

中国 2008 年 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム 

香港 2010 年 熱量、たんぱく質、炭水化物（有効炭水化物又は総炭水化物）、

総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、糖類、ナトリウム 

EU 2016 年 熱量、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、たんぱく質、食

塩相当量 

日本 2015 年 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食塩相当

量） 

                                                        
4 収去した食品に対する試験。 

5 オーストラリア及び NZ は共通の食品規格・基準を作成することで合意し、Food Standards Australia New 

Zealand (FSANZ) のもと、2000 年 11 月に食品規格基準法典（The Australia New Zealand Food Standards 

Code）という統一規格を制定している。以降、両国は一体的に扱うものとする。 
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4.2.2 情報の収集・整理 

調査対象国・地域の食品表示に関する法令・規則、ガイドラインを中心に、収去試験を含

めた食品の栄養表示に関する法令遵守の確認方法について情報を収集した。 

4.2.3 調査項目 

栄養表示の収去試験に関して、以下の項目について情報を収集・整理した。また、背景情

報として、栄養表示制度及び栄養成分表示に係る規定も併せて整理した。 

 栄養表示制度：表示義務、法的根拠、所管官庁 

 栄養成分表示に係る規定：義務表示栄養成分、食品単位、表示方法 

 収去試験：サンプリング方法、公定法、収去試験の実施主体、判定基準、違反時の措置 

4.2.4 取りまとめ 

調査結果に基づき、各国の栄養表示に係る収去試験の運用状況について取りまとめた。取

りまとめの際は、日本との比較を通じ、各国の共通点・相違点を明確化するとともに、栄養

成分表示の収去試験を運用していく上での課題を抽出した。また、それらの課題に対する対

応策を検討した。 

 

4.3 調査結果 

4.3.1 日本 

(1) 栄養成分表示制度の概要 

日本では、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）、農林物資の規格化等に関する法律（昭

和 25 年法律第 175 号）及び健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）で定められていた食品表

示に関する規定を統合した食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）が施行され、2015 年４月

から栄養成分表示が義務化された。同法に基づき、販売の用に供する食品に関する表示の基

準が食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）に定められている。なお、食品表示法の所

管官庁は消費者庁であり、栄養成分表示を含め食品表示行政全般を担当している。 

(2) 栄養成分表示に係る規定 

表示が義務化された栄養成分は、熱量(kcal)、たんぱく質(g)、脂質(g)、炭水化物(g)及びナ

トリウム（食塩相当量で表示）(g) である。加工食品等に表示する場合は、100 g 若しくは

100 ml、 又は１食分、１包装、その他の １単位当たりの量で表示することと規定されてい

る。ただし、栄養成分表示しようとする食品単位が １食分である場合は、栄養成分を表示

しようとする １食分の量を示す。 
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表 10 栄養成分表示の例 

 

（出典）消費者庁「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」（平成 27 年３月） 

表示に当たっては、栄養成分の含有量を一定値又は上限値・下限値の幅で表示する。 

なお、一定値を表示する場合、表示値が許容差の範囲に収まらない可能性が高いときは、

合理的な推定により得られた値を表示値として用いることができる。その際、表示値が公定

法による分析で得られた値と一致しない可能性があることを示す文言（「この表示値は、目

安です。」、「推定値」など）を明示する必要がある。また、行政の求めに応じて表示値の

設定根拠を説明できる資料を保管しておく必要がある（下記の例を参照）。 

1) 内容 

＜分析値6の場合＞ 

 分析試験成績書 

 季節間、個体間、期限内の栄養成分等の変動を把握するために十分な数の分析結果 

 表示された栄養成分等の含有量を担保するための品質管理に関する資料 

＜計算値7の場合＞ 

 採用した計算方法 

 引用したデータベースの名称 

 原材料について、配合量が重量で記載されたレシピ 

 原材料について、その栄養成分等の含有量を示す妥当な根拠に基づくデータ 

 調理加工工程表 

 調理加工前後における重量変化率に関するデータ 

2) 保管方法 

文書、電子媒体のいずれの方法でも構わない。 

                                                        
6食品を分析して求めた値 

7原材料の既知の栄養成分値又は実際の栄養成分値から計算で求めた値 
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3) 保管期間 

その資料を基に表示が行われる期間。販売を終了する製品については、最後に製造した製

品の賞味（消費）期限が経過するまでの間とする。 

4) その他 

定期的に確認を行うことが望ましい。 

(3) 収去試験 

1) 実施主体 

消費者庁、都道府県知事、保健所を設置する市（地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）

第５条第１項の政令で定める市）の市長又は特別区の区長が実施する。また、食品表示法第

８条第７項において、収去試験の検査事務については、食品衛生法第４条第９項に規定する

登録検査機関に、そのうち栄養成分量及び熱量の検査事務については国立研究開発法人医

薬基盤・健康・栄養研究所にも委託できるとの規定がある。 

2) 検査方法、判定基準 

国が実施する収去検査においては、公定法（食品表示基準別表第９の第３欄）で得られた

分析値と表示値について、以下の式で得られる許容差に基づき判断がなされる。 

 

許容差の範囲（%）＝収去検査による分析値÷表示値×100-100 

 

一定値を表示する場合、栄養成分表示の妥当性は公定法により確認され、表示値に対する

分析値の比率が許容差の範囲外であった場合、食品表示基準違反となる。下限値及び上限値

の幅として表示する場合は、栄養成分の含有量等が下限値と上限値の間に収まる必要があ

り、公定法による収去試験においてこの範囲を逸脱した場合は食品表示基準違反となる。 

表 11 栄養成分表示の許容差の範囲（日本） 

栄養成分 許容範囲 

低含有量の場合 

100g/100ml 当た

りの量 

許容範囲 

熱量 ±20% 25kcal 未満 ±5kcal 

たんぱく質 ±20% 2.5g 未満 ±0.5g 

脂質 ±20% 2.5g 未満 ±0.5g 

飽和脂肪酸 ±20% 0.5g 未満 ±0.1g 

n-3 系脂肪酸、n-6 系脂肪酸 ±20% － － 

コレステロール ±20% 25mg 未満 ±5mg 

炭水化物 ±20% 2.5g 未満 ±0.5g 

糖質 ±20% 2.5g 未満 ±0.5g 
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糖類 ±20% 2.5g 未満 ±0.5g 

食物繊維 ±20% － － 

ナトリウム ±20% 25mg 未満 ±5mg 

ミネラル類 －20%～＋50% － － 

ビタミン A、ビタミン D、ビタミン

E、ビタミン K 

－20%～＋50% － － 

ナイアシン、パントテン酸、ビオチ

ン、ビタミン B1、ビタミン B2、ビ

タミン B6、ビタミン B12、ビタミン

C、葉酸 

－20%～＋80% － － 

 

 

3) 違反時の措置 

収去試験の結果、食品表示基準違反である場合は、食品表示法第６条の規定に基づき、当

該食品関連事業者に対して表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守するよう指示等する。さ

らに、指示に係る措置をとらなかった場合は、その指示に係る措置をとるべきことを命ずる

ことができる。この命令に違反した者に対しては、１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

（食品表示法第 20 条）、法人の場合は１億円以下の罰金（食品表示法第 22 条）が科され

る。 

4.3.2 米国 

(1) 栄養成分表示 

米国では、栄養表示教育法（NLEA: Nutrition Labeling and Education Act, 1990 年）の成立に

より、1994 年からほとんどの食品に栄養成分表示が義務付けられている。2016 年５月に食

品表示関連規則が改正され、栄養成分表示ラベルが新しくなった。 

なお、米国では、畜肉、家禽肉（加工品を含む）、卵製品は農務省（USDA: United States 

Department of Agriculture）の食品安全検査局（FSIS : Food Safety and Inspection Service）、そ

れ以外は保健福祉省配下の食品医薬品局（FDA: Food and Drug Administration ）の食品安全・

応用栄養センター（CFSAN: Center for Food Safety and Applied Nutrition）が食品行政全般を所

管しており、それぞれに関連法令がある。 
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表 12 米国における関係法令の所管官庁 

所管官庁 関連法令 

FDA - CFSAN  連邦食品医薬品化粧品法（FD&CA: Federal Food, Drug, & 

Cosmetic Act）：21 USC8 341～350 

 栄養表示規則：21 CFR9 101.9 

USDA - FSIS  連邦食肉検査法（FMIA: Federal Meat Inspection Act）：21 

USC 601～695 

 家禽製品検査法（PPIA: Poultry Products Inspection Act）：

21 USC 451～472 

 栄養表示規則：9 CFR 317.300～317.400 

 

(2) 栄養成分表示に係る規定 

表示が義務化された栄養成分は熱量(kcal)、総脂質(g)、飽和脂肪酸(g)、トランス脂肪酸(g)、

コレステロール(mg)、ナトリウム(mg)、総炭水化物(g)、食物繊維(g)、総糖類(g)、添加糖類

(g)、たんぱく質(g)、ビタミン D(mg)、カルシウム(mg)、鉄(mg)、カリウム(mg)である。食品

単位はサービングサイズとなっている。 

                                                        
8 USC (合衆国法典：United States Code) 

9 CFR (連邦規則集：Code of Federal Regulations) 
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図 ２ 栄養成分表示の例（米国） 

（出典）FDA のウェブサイト 

表示に当たっては、栄養成分の含有量と%DV10（たんぱく質など一部の栄養成分を除く）

を一定値で表示する。 

 

(3) 収去試験 

1) 実施主体 

FDA が所管する食品については、FDA の規制局（ORA: Office of Regulatory Affairs）が食

品施設への立入検査、消費者からの苦情・犯罪行為に関する調査、収去試験等を行う。全米

各地に 227 の地方事務所と 13 の研究所を持ち、州政府や地方政府の公衆衛生局などと連携

して業務を遂行する。収去試験等に伴う栄養成分分析は、規制局付属のラボラトリーである

ACNA（Atlanta Center for Nutrient Analysis）が一手に引き受けている。[３] 

USDA 所管の食品表示は事前認可制のため、食品が市場に出る前に食品安全検査局（FSIS）

が栄養成分表示の遵守検査を行う。 

2) 検査方法、判定基準 

FDA では、１つのロットからランダムに選択した 12 個の出荷ケースから１個ずつ計 12

個の消費単位を抽出し、１つのコンポジットサンプルを作成して分析する（21 CFR 101.9 

                                                        
10 %DV（Daily Value）：1 日当たりの栄養摂取量に対する割合 
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(g)(2)）。分析には AOAC 分析法を使用する（21 CFR 101.9 (g)(2)）。その際、１サンプル当

たり最大４つまでの栄養成分を分析する。どの栄養成分を選択するかは、以下の優先順位に

従って決定する。[３] 

１. 栄養強調表示又は健康強調表示の根拠となる栄養成分 

２. 熱量、総脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、ナトリウムのうち、%DV10が 10%

を超えるものを最大４つになるまで選択する 

３. ４つに達しない場合は、ビタミン A、ビタミン C、カルシウム、又は鉄のいずれ

かから選択する 

[注] 2016 年５月の規則改定でビタミン A とビタミン C は義務表示から外れたため、このル 

ールは変更になっている可能性がある 

 

また、栄養成分分析の結果、違反値が出た場合は、直ちに別の熟練した分析担当者が同じ

サンプルを再分析する。[３] 

USDA では、１つのロットから１個ずつ最低６個の消費単位を抽出し、個別に分析して平

均をとるか、又は抽出した６個から１つのコンポジットサンプルを作成して分析する（9 

CFR 317.309 (h)(2)）。分析には USDA の Chemistry Laboratory Guidebook の方法を使用する。

ただし、適切な方法がない場合は AOAC 分析法を使用する（9 CFR 317.309 (h)(2)）。 

FDA、USDA ともに、分析値が以下の判定基準を満たさない場合は違反となる。ただし、

使用した分析方法に対して一般に認められている誤差より小さい逸脱については違反にし

ない（21 CFR 101.9 (g)(3)～(5)、9 CFR 317.309 (h)(3)～(5)）。 

 

表 13 栄養成分表示の判定基準（米国） 

分類[※１] 栄養成分 判定基準 

Class I 
ビタミン、ミネラル、たんぱく質、食物繊

維 

分析値 ≧ 表示値   [※３] 

Class II 

ビタミン、ミネラル、たんぱく質、総炭水

化物、多価不飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪

酸、食物繊維 

分析値 ≧ 表示値の 80%  

[※２][※３] 

Third 

Group 

熱量、糖類、添加糖類、総脂質、飽和脂肪

酸、トランス脂肪酸、コレステロール、ナ

トリウム 

分析値 ≦ 表示値の 120%  

[※２][※４] 

[※１] Class I ：栄養強化等の目的で食品に添加された栄養成分 

Class II：自然に食品（原料）に含まれている栄養成分 

[※２] 使用した分析方法に対して一般に認められている誤差より小さい逸脱について

は違反としない 

[※３]  現行の適正製造規範（Good Manufacturing Practices）11内で妥当な超過は認める 

[※４]  現行の適正製造規範（Good Manufacturing Practices）12内で妥当な不足は認める 

                                                        
11 21 CFR 110 - CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE IN MANUFACTURING, PACKING, OR 

HOLDING HUMAN FOOD 

12 同上 
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FDA では、FDA のガイドライン[１]（「Guidance for Industry: Nutrition Labeling Manual - A 

Guide for Developing and Using Data Bases」）に従って、栄養成分の損失を防ぐ最新の適正製造

規範（Current Good Manufacturing Practice）の下で扱われた食品サンプルを分析して作成し

た栄養成分データベースを、事業者の任意申請に応じて FDA が承認する制度がある。こ

の制度で承認されたデータベースを使用して表示値を決定した場合は、栄養成分表示を遵

守しているものとみなされる（21 CFR 101.9 (g) (8)）。FDA の食品表示ガイドライン [２]

（「Guidance for Industry: A Food Labeling Guide」 N30）には、承認されたデータベースを使

用して決定した栄養成分表示値が、遵守検査で違反になった場合、FDA は遵守違反の解決

のために事業者に協力するとの見解が示されている。 

USDA が所管する単一原料からなる生肉、家禽肉（ひき肉を含む）製品については、USDA 

National Nutrient Database（約 8,800 種類食品の栄養成分データ）に基づいて表示値を決定し

た場合、栄養成分表示の遵守検査を適用しない（9 CFR 317.309 (h)(9)）。 

3) 違反時の措置 

違反が見つかった事業者に警告書（Warning Letter）を送付し、自主的な対策を促す。警告

書は FDA のウェブサイトで公開される。改善がなされない場合は、命令（FD&CA 302⇒21 

USC 332）、差押え(FD&CA 304⇒21 USC 334）、罰則（FD&CA 303(a)⇒21 USC 333(a)）（１

年以下の懲役、又は$1000 以下の罰金）などの措置がとられる。 

4.3.3 カナダ 

(1) 栄養成分表示 

2002 年に Food and Drug Regulations （FDR）が改正され、2005 年からほとんどの事前包装

食品に栄養成分表示が義務付けられている。2016 年 12 月に FDR の食品表示関連規則が改

正され、栄養成分表示が新しくなった。 

なお、食品政策及び規則の策定は保健省（HC: Health Canada）が担当し、規則の執行は食

品検査庁（CFIA: Canadian Food Inspection Agency ）が担当している。 

(2) 栄養成分表示に係る規定 

表示が義務化された栄養成分は熱量(kcal)、総脂質(g)、飽和脂肪酸(g)、トランス脂肪酸(g)、

総炭水化物(g)、食物繊維(g)、糖類(g)、たんぱく質(g)、コレステロール(mg)、ナトリウム(mg)、

カリウム(mg)、カルシウム(mg)、鉄(mg)である。食品単位はサービングサイズである。 
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図 3 栄養成分表示の例（カナダ） 

（出典）カナダ保健省のウェブサイト13 

 

表示に当たっては、栄養成分の含有量と%DV（たんぱく質など一部の栄養成分を除く）

を一定値で表示する。 

(3) 収去試験 

1) 実施主体 

カナダ食品検査庁（CFIA ）が実施する。 

2) 検査方法、判定基準 [0] 

１つのロットからランダムに最低 12 個の消費単位を抽出し、最低４個ずつから成るコ

ンポジットサンプルを３つ作成して分析する。分析には AOAC 分析法を使用する。 

分析値が以下の判定基準を満たさない場合は違反となる。分析サンプルが３つ存在す

るため、それらのばらつきを考慮した判定基準になっている。 

  

                                                        
13 Food labelling changes 

http://www.healthycanadians.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/changes-modifications-eng.php 
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表 14 栄養成分表示の判定基準（カナダ） 

分類[※

１] 

栄養成分 判定基準 1 [※２] 判定基準 2 

[※３] 

判定基準 3 

Class I 

ビタミン、ミネラル 各サンプルの分

析値 ≧ 表示値

の 50% 

平均分析値 

≧ 表示値 
 

[※１] 

Class II 

(min) 

ビタミン、ミネラ

ル、たんぱく質、総

炭水化物、多価不飽

和脂肪酸、一価不飽

和脂肪酸、食物繊維 

各サンプルの分

析値 ≧ 表示値

の 50% 

平均分析値 

≧ 表示値の

80% 

なし 

Class II 

(max) 

熱量、糖類、総脂

質、飽和脂肪酸、ト

ランス脂肪酸、コレ

ステロール、ナトリ

ウム 

各サンプルの分

析値 ≦表示値の

150% 

平均分析値 

≦ 表示値の

120% 

なし 

[※１] Class I ：栄養強化等の目的で食品に添加された栄養成分 

Class II：自然に食品（原料）に含まれている栄養成分 

[※２] s：標準偏差、�̅�：平均値 

[※３] 表示値に基づいて求めた許容範囲を、四捨五入する前の値に適用する 

 

3) 違反時の措置 

警告、製品の差押え、罰金が科される。 

4.3.4 香港 

(1) 栄養成分表示 

2008 年に食品医薬品成分及び表示規則（Food and Drugs (Composition and Labelling) 

Regulations, Cap.132W）が成立し、2010 年７月から一般包装済みの食品に対して栄養成分表

示が義務付けられている。 

なお、食品行政全般及び規則の執行は、食品環境衛生署（FEHD: Food and Environmental 

Hygiene Department）の食品安全センター（CFS: Centre for Food Safety）が担当している。 

(2) 栄養成分表示に係る規定 

表示が義務化された栄養成分は熱量(kcal/kJ)、たんぱく質(g)、炭水化物(g)（有効炭水化物

又は総炭水化物、総炭水化物を使用する場合は食物繊維も一緒に表示する）、総脂質(g)、飽

和脂肪酸(g)、トランス脂肪酸(g)、糖類(g)、ナトリウム(mg)である。食品単位は 100g 又は

100ml、又は１食分、又は１包装となっている。 
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図 4 栄養成分表示の例（香港） 

（出典）CFS の Nutrition Label Calculator User’s Guide14 

表示に当たっては、栄養成分の含有量を一定値で表示する。 

 

CFS は事業者向けに Nutrition Label Calculator（NLC）という栄養成分表示のラベル作成用

オンラインフリーソフトを公開している。このソフトは、栄養成分表示ラベルの書式等を設

定し、原材料とその栄養成分量（直接分析又は食品データベースから取得した値）を入力す

ると、すぐに使用できる形の栄養成分表示を作成するものである。ただし、食品データベー

スとは連動していない。加工等による影響は考慮されないため、あらかじめ入力データを調

整しておく必要がある。[17] 

(3) 収去試験 

1) 実施主体 

CFS がルーチンの食品収去検査（毎月）の中で、栄養成分表示の遵守検査を実施する。 

2) 検査方法、判定基準 

１つのロットからランダムに 12 個抽出し、１つのコンポジットサンプルを作成して分析

する。ただし、12 個の消費単位を収集することが難しい場合は、遵守検査の実施に最低限

必要な数のサンプルを使用する。[16] 分析には AOAC 分析法を使用する。その際、必ずし

も全ての義務表示栄養成分[17]を分析するわけではなく、違反が疑われる栄養成分のみを分

析するケースもある。 

分析値が以下の判定基準を満たさない場合は違反となる。[15] 事業者向け FAQ 4.1.5 によ

ると、判定基準には測定方法に起因する誤差は含まれていないため、誤差については別途考

慮するとの見解が示されている。[18] 

 

                                                        
14 Nutrition Label Calculator User’s Guide http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_nifl/nlc-

user_guide.html 
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表 15 栄養成分表示の判定基準（香港） 

栄養成分 判定基準 [※] 

熱量、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コ

レステロール、ナトリウム、糖類 

分析値 ≦ 表示値の 120% 

たんぱく質、多価不飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪

酸、炭水化物、デンプン、食物繊維、水溶性食物

繊維、不水溶性食物繊維、食物繊維の個別要素 

分析値 ≧ 表示値の 80% 

ビタミン、ミネラル（ビタミン A、ビタミン D、

及び添加されたビタミン、ミネラルを除く） 

分析値 ≧ 表示値の 80% 

ビタミン A、ビタミン D（添加されたものも含む） 表示値の 180% ≧ 分析値 ≧ 表示値

の 80% 

添加されたビタミン、ミネラル（ビタミン A、ビ

タミン D を除く） 

分析値 ≧ 表示値 

[※] 測定方法に起因する誤差は別途考慮する（事業者向け FAQ 4.1.5 より）。 

栄養成分表示の検査報告は、「Monthly Report on Results of Compliance Test for Nutrition 

Labelling and Declaration of Allergens under the Food and Drugs (Composition and Labelling) 

Regulations」として CFS のウェブサイトで公開されている。[19] 

3) 違反時の措置 

違反が見つかった業者に警告書を送付し、商品の回収や販売中止などの自主的な対策を

促す。違反内容は CFS のウェブサイトで公開される。対策を行わない場合は、５万香港ド

ル及び６か月の禁固刑の罰則が科される（Cap.132W Regulation 5）。 

事業者向け FAQ 8.2 によると、CFS が推奨する栄養成分データベースを利用して求めた

計算値を栄養成分表示値にしていた業者が違反を指摘された場合は、計算の根拠を示す文

書やデータを保存していれば CFS に精査を求めることができ、CFS は違反の重大性の程度

に応じて、表示値の修正を求める警告書を発行する。対策が行われない場合は告発するか否

かを判断するとの見解が示されている。[18] 

4.3.5 ＥＵ 

(1) 栄養成分表示 

2014 年 12 月に、食品表示・広告に関する指令 2000/13/EC と食品の栄養成分表示に関す

る指令 90/496/EEC が統合され、消費者への食品情報提供に関する規則 Regulation (EU) No 

1169/2011が施行されたことにより、2016年 12月から栄養成分表示が義務付けられている。 

なお、規則の取りまとめは保健衛生・食の安全総局（DG SANTE: Directore-General for Health 

and Food Safety）が担当し、規則の執行は加盟各国の政府が担当している。 
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(2) 栄養成分表示に係る規定 

表示が義務化された栄養成分は熱量(kJ/kcal)、脂質(g)、飽和脂肪酸(g)、炭水化物(g)、糖類

(g)、たんぱく質(g)、食塩相当量(g)である。食品単位は 100g 又は 100ml が基本であるが、１

食又は 1 消費単位当たりの表示を追加することもできる。 

図 5 栄養成分表示の例（EU） 

 

（出典）英国食品基準庁（Food Standard Agency）のウェブサイト15 

表示に当たっては、栄養成分の含有量を一定値で表示する。ただし、ビタミン・ミネラル

類を表示する場合は含有量の他に%RI16の表示も必須である。表示値は分析値、計算値、参

照値17のいずれかに基づく平均値で示す。 

(3) 収去試験 

1) 実施主体 

規則の執行は加盟各国の政府に任されているため、収去試験は加盟各国が実施する。 

2) 検査方法、判定基準 

EU では栄養成分表示の許容範囲のガイドラインを公開している。許容範囲には測定時の

誤差が含まれている。[７] 

  

                                                        
15 Food labelling requirements https://www.food.gov.uk/sites/default/files/gcse-one_class.pdf 
16 %RI（Reference Intake）：1 日当たりの基準摂取量に対する割合 

17 一般に認められているデータから計算で求めた値 



 

26 

 

表 16 栄養成分表示の許容範囲（EU） 

栄養成分 100g 当たりの量 許容範囲（測定時の誤差を含む）[※] 

ビタミン  －35%～＋50% 

ミネラル  －35%～＋45% 

炭水化物、糖類、たんぱく質、

食物繊維 

＜10g 

10g～40g 

＞40g 

±2g 

±20% 

±8g 

脂質 ＜10g 

10g～40g 

＞40g 

±1.5g 

±20% 

±8g 

飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪

酸、多価不飽和脂肪酸 

＜4g 

≧4g 

±0.8g 

±20% 

ナトリウム ＜0.5g 

≧0.5g 

±0.15g 

±20% 

塩分 ＜1.25g 

≧1.25g 

±0.375g 

±20% 

[※] 四捨五入する前の値に許容範囲を適用する。 

3) 違反時の措置 

違反時の措置は加盟各国の法令に基づいて行われる。EU では許容範囲を逸脱した場合、

次のようなガイドラインを示している。[７] 

以下の点を考慮した上で、警告、強制執行、罰則などの制裁を課す。事業者には許容範

囲を逸脱したことを正当化する根拠や特別な理由を示す資料の提示を求める。 

a) 問題の栄養成分 

b) 逸脱の程度 

c) 問題の栄養成分に関する逸脱の性質（過大見積りか過小見積りか） 

d) その栄養成分はばらつきが大きい性質を持つか（季節の要因など） 

e) 変質率が特に高い栄養成分であるか 

f) 特定の食品マトリクスの栄養成分は分析結果の変動が特に大きい栄養成分で

あるか 

g) 製品の均質性が特に低い場合に、栄養成分量のばらつきが特に大きくなる性質

を持つか 

h) 同じロットのほとんどのサンプルは許容範囲内に入っているか（データが存在

する場合） 

i) 事業者の栄養成分表示値の決定プロセスが妥当か 

j) 事業者の自己監視が働いているか 

k) 事業者が過去に問題を起こしたり、違反をしたりしたことがないか 



 

27 

 

4.3.6 オーストラリア・ニュージーランド 

(1) 栄養成分表示 

オーストラリア/NZ では、オーストラリア・ニュージーランド食品基準規約（Australia New 

Zealand Food Standard Code）に基づき 2002 年から栄養成分表示が義務化されている。 

なお、規約の取りまとめはオーストラリア・ニュージーランド食品基準局（FSANZ: Food 

Standards Australia New Zealand）が担当し、規約の執行はオーストラリアの州・準州政府の

食品担当局及びニュージーランドの 第一次産業省（MPI: Ministry for Primary Industries）及

び公衆衛生局が担当している。 

(2) 栄養成分表示に係る規定 

表示が義務化された栄養成分は熱量(kJ)、たんぱく質(g)、脂質(g)、飽和脂肪酸(g)、炭水化

物(g)、糖類(g)、ナトリウム(mg)であり、食品単位はサービングサイズとなっている。ただ

し、他の食品と一緒に消費される場合は 100g 又は 100ml 当たりの表示も併記する。 

 

図 ６ 栄養成分表示の例（オーストラリア/NZ） 

（出典）Nutrition Information User Guide to Standard 1.2.8 – Nutrition Information Requirement (FSANZ, 

2013 年 12 月改訂) [12] 

 

表示に当たっては、栄養成分の含有量の平均値、上限値又は下限値を一定値で表示する。 

FSANZ は食品事業者向けに Nutrition Panel Calculator （NPC）という栄養成分値計算用オ

ンラインフリーソフトを公開している。このソフトは、オーストラリアの食品データベー

ス NUTTAB (NUTrient TABles、約 2200 種類の食品データ)及び AUSNUT (AUStralian food and 

NUTrient database、約 4200 種類の食品データ)と連動しており、 原材料の配合レシピから栄

養成分量を計算できる。[13] 
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(3) 収去試験 

1) 実施主体 

食品基準規約の執行はオーストラリアの州・準州政府及びニュージーランド政府に任さ

れているため、収去試験はそれぞれの行政区が実施する。 

2) 検査方法、判定基準 

本調査で調べた範囲では、検査方法及び判定基準に関する情報は得られなかった。 

3) 違反時の措置 

オーストラリアの州・準州政府及びニュージーランド政府の法令に基づいて行われる。 
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4.3.7 まとめ 

表 17 諸外国の栄養成分表示の収去試験等について（日本、米国、カナダ、香港） 

  日本 米国 カナダ 香港 

栄養表示制度 表示義務 義務（2015 年～） 義務（1994 年～） 義務（2005 年～） 義務（2010 年～） 

法的根拠  食品表示法（平成 25 年法律第 70

号） 

 食品表示基準（平成 27 年内閣府令

第 10 号） 

 連邦食品医薬品化粧品法（FD&CA: 

Federal Food, Drug, & Cosmetic 

Act）：21 USC18 341～350 

 FDA の栄養表示規則：21 CFR19 

101.9（2016 年５月改正） 

‧ 栄養表示教育法（NLEA: Nutrition 

Labeling and Education Act, 1990 年）

の後継 

 連邦食肉検査法（FMIA: Federal 

Meat Inspection Act）：21 USC 

601～695 

 家禽製品検査法（PPIA: Poultry 

Products Inspection Act）：21 

USC 451～472 

 USDA の栄養表示規則：9 CFR 

317.300～317.400 

 食品医薬品法（Food and Drug Act） 

 Food and Drug Regulations (FDR)

（2016 年 12 月改正） 

‧ 栄養表示（B.01.401 Nutrition 

Labelling） 

 食品医薬品成分及び表示規則（Food and 

Drugs (Composition and Labelling) 

Regulations, Cap.132W）（2014 年 10 月

改正） 

 栄養表示（Regulation 4B - Nutrition 

labelling of prepackaged food and nutrition 

claim） 

所管官庁 消費者庁 食品医薬品局（FDA: Food and Drug 

Administration）－食品安全・応用栄養

センター（CFSAN: Center for Food 

Safety and Applied Nutrition） 

※USDA 所管以外の食品を所管 

農務省（USDA: United States 

Department of Agriculture）－食品安全

検査局（FSIS : Food Safety and 

Inspection Service） 

※畜肉、家禽肉（加工品を含む）、卵

製品を所管 

保健省（HC: Health Canada） 

 

食品環境衛生署（FEHD: Food and 

Environmental Hygiene Department）－食品

安全センター（CFS: Centre for Food 

Safety） 

栄養成分表示

に係る規定 

義務表示栄養成分 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） 

熱量、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、

総炭水化物、食物繊維、総糖類、添加糖類、たんぱく質、ビタミン D、カルシ

ウム、鉄、カリウム 

熱量、総脂質、飽和脂肪酸、トランス

脂肪酸、総炭水化物、食物繊維、糖

類、たんぱく質、コレステロール、ナ

トリウム、カリウム、カルシウム、

鉄、 

熱量、たんぱく質、炭水化物（有効炭水化

物又は総炭水化物）、総脂質、飽和脂肪

酸、トランス脂肪酸、糖類、ナトリウム 

食品単位 100g/100ml、又は１食分、１包装その

他の１単位 

サービングサイズ サービングサイズ 100g/100ml、又は１食分、又は１包装 

表示方法 栄養成分の含有量を一定値又は上限

値・下限値で表示する 

※一定値を表示する場合、表示値が許

容差の範囲に収まらない可能性が高

いときは、合理的な推定により得ら

れた値を表示値として用いることが

できる。 

栄養成分の含有量と%DV10（たんぱく質など一部の栄養成分を除く）を一定値

で表示する 

栄養成分の含有量と%DV10（たんぱく

質など一部の栄養成分を除く）を一定

値で表示する 

栄養成分の含有量を一定値で表示する 

※Nutrition Label Calculator（NLC）という

CFS 提供の栄養成分表示ラベル作成用オ

ンラインフリーソフトを使用できる 

収去試験 サンプリング方法 なし １つのロットからランダムに選択した

12 個の出荷ケースから１個ずつ計 12

個の消費単位を抽出し、１つのコンポ

ジットサンプル20を作成して分析する

（21 CFR 101.9 (g)(2)） 

１つのロットから１個ずつ最低６個の

消費単位を抽出し、個別に分析して平

均をとる、又は抽出した６個から１つ

のコンポジットサンプルを作成して分

析する（9 CFR 317.309(h)(2)） 

１つのロットからランダムに最低 12 個

の消費単位を抽出し、最低４個ずつから

成るコンポジットサンプルを３つ作成し

て分析する（ガイドライン） 

１つのロットからランダムに 12 個の消費

単位を抽出し、１つのコンポジットサンプ

ルを作成して分析する（ガイドライン） 

公定法 食品表示基準 別表第９の第３欄 AOAC21分析法 USDA の Chemistry Laboratory 

Guidebook の方法（適切な方法がない

場合は AOAC 分析法） 

AOAC 分析法 AOAC 分析法 

                                                        
18 USC (合衆国法典：United States Code) 

19 CFR (連邦規則集：Code of Federal Regulations) 

20 コンポジットサンプル：複数の消費単位を均質になるように混合して作成したサンプル 
21 AOAC ( Association of Official Analytical Chemists International) 
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  日本 米国 カナダ 香港 

実施主体 消費者庁、都道府県知事、保健所を設

置する市（地域保健法（昭和 22 年法

律第 101 号）第５条第１項 の政令で

定める市）の市長又は特別区の区長 

食品医薬局－規制局（ORA: Office of 

Regulatory Affairs） 

農務省－食品安全検査局（FSIS） 食品検査庁（CFIA: Canadian Food 

Inspection Agency ） 

食品環境衛生署－食品安全センター

（CFS） 

判定基準  熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪

酸、n-3 系脂肪酸、n-6 系脂肪酸、コ

レステロール、炭水化物、糖質、糖

類、食物繊維、ナトリウム：表示値

の 80%～120% 

 ミネラル類：表示値の 80%～150% 

 ビタミン A、D、E、K：表示値の

80%～150% 

 ナイアシン、パントテン酸、ビオチ

ン、ビタミン B1、B2、B6、B12、C、

葉酸：表示値の 80%～180% 

※低含有量の場合は別途基準あり 

（食品表示基準 別表第９ の第４欄） 

※詳細は日本のページを参照 

 食品に添加されたビタミン、ミネラ

ル、たんぱく質、食物繊維：分析値

≧表示値 

 食品に自然に含まれているビタミ

ン、ミネラル、たんぱく質、総炭水

化物、多価不飽和脂肪酸、一価不飽

和脂肪酸、食物繊維：分析値≧表示

値の 80% 

 熱量、糖類、添加糖類、総脂質、飽

和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレス

テロール、ナトリウム：分析値≦表

示値の 120% 

（21 CFR 101.9 (g)(3)～(5)） 

※詳細は米国のページを参照 

同左 

（9 CFR 317.309 (h)(3)～(5)） 

 食品に添加されたビタミン、ミネラ

ル：各サンプルの分析値≧表示値の

50%等 

 食品に自然に含まれているビタミ

ン、ミネラル、たんぱく質、総炭水

化物、多価不飽和脂肪酸、一価不飽

和脂肪酸、食物繊維：各サンプルの

分析値≧表示値の 50%＆平均分析値

≧表示値の 80% 

 熱量、糖類、総脂質、飽和脂肪酸、

トランス脂肪酸、コレステロール、

ナトリウム：各サンプルの分析値≦

表示値の 150%＆平均分析値≦表示

値の 120% 

（ガイドライン） 

※詳細はカナダのページを参照 

 熱量、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂

肪酸、コレステロール、ナトリウム、糖

類：分析値≦表示値の 120% 

 たんぱく質、多価不飽和脂肪酸、一価不

飽和脂肪酸、炭水化物、デンプン、食物

繊維等：分析値≧表示値の 80% 

 ビタミン、ミネラル（ビタミン A、D、

添加されたものを除く）：分析値≧表示

値の 80% 

 ビタミン A、D（添加されたものを含

む）：表示値の 80%～180% 

 添加されたビタミン（A、D を除く）、

ミネラル：≧表示値 

（ガイドライン） 

※詳細は香港のページを参照 

違反時の措置 ①指示（食品表示法第６条１項） 

②命令（食品表示法第６条５項） 

③命令に違反した場合 

１年以下の懲役又は 100 万円以下の

罰金（食品表示法第 20 条）、法人

の場合は１億円以下の罰金（食品表

示法第 22 条） 

①警告書（Warning Letter） 

事業者に自主的な対策を促す 

②改善がなされない場合は、命令

（FD&CA 302⇒21 USC 332）、差押

え(FD&CA 304⇒21 USC 334） 

③罰則（FD&CA 303(a)⇒21 USC 

333(a)） 

１年以下の懲役、又は$1000 以下の

罰金 

食品表示ラベルは事前認可制のため、

違反があると販売できない 

警告、製品の差押え、罰金 ①警告書 

事業者に自主的な対策を促す 

②罰則（Cap.132W Regulation 5） 

５万香港ドル及び６か月の禁固刑 
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表 18 諸外国の栄養成分表示の収去試験等について（EU、豪州・NZ、中国、韓国） 

  EU （英国） 豪州・NZ 中国 韓国 

栄養表示制度 表示義務 義務（2016 年 12 月～） 義務（2002 年～） 義務（2008 年～） 義務（2006 年～） 

法的根拠 消費者への食品情報提供に関する規則（Regulation (EU) No 1169/2011） 

‧ 栄養表示義務化（Article 9 (1) (l)） 

‧ 栄養表示関連（Article 30～35） 

 オーストラリア・ニュージーランド

食品基準規約（Australia New 

Zealand Food Standard Code）（2016

年３月改正） 

 栄養表示要件（Standard 1.2.8 

Nutrition Information Requirement） 

 栄養強調表示（Standard 1.2.7 

Nutrition, health and related claims） 

GB28050-201１食品安全国家基準：包

装済み食品の栄養ラベル通則（201１

年 10 月公布） 

 食品衛生法（201１年１月改正） 

‧ 栄養表示（Article 11） 

 食品衛生法施行規則（2006 年 1

１月改正） 

 食品表示基準（2016 年 6 月改

正） 

所管官庁 保健衛生・食の安全総局（DG SANTE: Directore-General for Health and Food Safety） オーストラリア・ニュージーランド食

品基準局（FSANZ: Food Standards 

Australia New Zealand） 

中国食品薬品監督管理局（CFDA: 

China Food and Drug Administration） 

食品医薬品安全処（MFDS: 

Ministry of Food and Drug Safety） 

栄養成分表示

に係る規定 

義務表示栄養成分 熱量、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、たんぱく質、塩分 熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪

酸、炭水化物、糖類、ナトリウム 

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化

物、ナトリウム 

※生産過程に水素化又は部分水素化

油脂が使われている場合はトラン

ス脂肪の表示も必須 

熱量、ナトリウム、炭水化物：糖

類、脂質：飽和脂肪酸及びトラン

ス脂肪、コレステロール、たんぱ

く質 

食品単位 100g/100ml（１食又は１消費単位当たりの表示を追加可） サービングサイズ（ただし、他の食品

と一緒に消費される場合は 100g/100ml

当たりの表示も併記する） 

100g/100ml、又は１食分 １食分、100g/100ml、又は１包装 

表示方法 栄養成分の含有量を一定値で表示する 

ビタミン・ミネラル類を表示する場合は%RI16 の表示も必須 

栄養成分の含有量の平均値、上限値又

は下限値を一定値で表示する 

※ Nutrition Panel Calculator （NPC）

という FSANZ 提供の栄養成分値計

算用オンラインフリーソフトを使用

できる 

栄養成分の含有量と%NRV22（NRV が

定められていない栄養成分は除く）

を一定値で表示する 

栄養成分の含有量と%NRV（熱

量、糖質、トランス脂肪酸は除

く）を一定値で表示する 

収去試験 サンプリング方法 なし なし なし なし なし 

公定法 なし なし なし なし なし 

実施主体 加盟各国の政府 英国食品基準庁（Food Standard 

Agency） 

 豪州：州・準州政府の食品担当局 

 NZ： 第一次産業省（MPI: Ministry 

for Primary Industries）及び公衆衛生

局 

中国食品薬品監督管理局 食品医薬品安全処及び地方自治体 

判定基準  ビタミン：表示値の 65%～150% 

 ミネラル：表示値の 65%～145% 

 その他の栄養成分：表示値の 80%～120%（低含有量/高含有量の場合は別途基準あ

り） 

（ガイドライン） 

違反時の措置は加盟各国の法令に基づいて行われる 

※詳細は EU のページを参照 

 

なし  たんぱく質、多価及び一価不飽和

脂肪酸、炭水化物、糖（練乳に限

る）、食物繊維、ビタミン（A、D

を除く）、ミネラル（ナトリウム

を除く）：≧表示値の 80% 

 熱量、脂質、飽和脂肪酸、トラン

ス脂肪、コレステロール、ナトリ

ウム、糖（練乳を除く）：≦表示

値の 120% 

 ビタミン A、D：表示値の 80%～

180% 

（GB28050-2011 6.4） 

 熱量、ナトリウム、糖質、脂

質、トランス脂肪酸、飽和脂肪

酸、コレステロール：＜表示値

の 120% 

 炭水化物、食物繊維、たんぱく

質、ビタミン、ミネラル：≧表

示値の 80% 

（食品表示基準 Appendix 1 1.H 

6）） 

                                                        
22 %NRV（Nutrition Reference Value）：栄養素等摂取量目安に対する割合 
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  EU （英国） 豪州・NZ 中国 韓国 

違反時の措置 栄養成分の性質や事業者の状況を考慮したうえで、警告、強制執行、罰則などの制裁を

課す。事業者には許容範囲を逸脱したことを正当化する根拠や特別な理由を示す資料の

提示を求める（ガイドライン）。 

違反時の措置は加盟各国の法令に基づいて行われる 

※詳細は EU のページを参照 

オーストラリアの各州・準州政府及び

NZ の法令による 

罰則規定あり 罰則規定あり 

 

※サンプリング法や公定法が定められている国について、本文中に文章で記載した。中国、韓国は定めが無いため、表での記載のみとした。また、表中の「なし」は、定め又は基準がないことを意味している。
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4.4 考察 

4.4.1 収去試験の実施主体に関する課題 

我が国では、国から委託を受けた登録検査機関及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄

養研究所が収去試験の検査事務を実施している。一方、栄養成分表示値について分析値を採

用する場合、その分析を自社以外の分析機関（登録検査機関含む。）に委託することができ

るため、表示値を決定した分析機関が、自らその値に対する収去試験を実施するという事態

が生じる可能性がある。利益相反（COI）の観点から、公的機関を始め、第三者の立場の機

関が収去試験を行う仕組み作りが求められる。なお、米国では、公的機関が一括して収去試

験を実施している。その他の国については、試験機関に関する情報は得られなかった。 

4.4.2 収去試験の精度（測定誤差）に関する課題 

分析値に関しては、各国が許容範囲を設定しているが、測定誤差に対する考え方は様々で

あった。米国では、使用した分析方法に対して一般に認められている誤差より小さい逸脱に

ついては違反としない旨が法令に示されている。EU では、測定値の誤差を含めた形で許容

範囲が設定されている。また、香港では、測定方法に起因する誤差は別途考慮する旨が事業

者向け FAQ において示されていた。我が国においても、今後測定誤差に起因する逸脱につ

いての考え方を整理していく必要があると考えられる。 

4.4.3 表示値の根拠について 

オーストラリア/NZ では、国の機関（FSANZ）から栄養成分値計算用フリーソフトが提供

されている一方、収去試験に関する情報は公表されておらず、実態が把握できなかった。分

析値についてはばらつきが大きいという課題があることから、オーストラリア/ NZ では計

算値による栄養表示が推奨されている可能性がある。日本においても、ばらつきが生じやす

い食品の栄養成分表示に関しては、分析値よりも計算値を推奨するという考え方もあり得

る。その場合、計算値の標準化の観点から、オーストラリア/NZ のように、国として統一的

な計算ソフトを開発、提供していくことが望まれる。 

4.4.4 推定値に対する検討の必要性について 

我が国では、表示した食品の栄養成分値の変動の割合が大きいと判断される場合は、推定

値として表示することができる。しかし、こうした制度は諸外国では採用されていない。推

定値については、算出に当たっての合理的な根拠があれば、収去試験により許容範囲から逸

脱した場合であっても規制の対象とならない。推定値については、収去試験以外の方法で信

頼性を確保していくための仕組みを検討することが望まれる。 
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付録１ 

消費者教育媒体 
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① 基本媒体 
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②  妊娠中・乳幼児の親を含む若年女性 

 

 

 

 

  



 

41 

 

③  メタボ予防を中心にした中高年者 
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④  低栄養予防を中心にした高齢者 
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⑤  保健機能食品の利用者又は利用したい者 
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付 録 ２ 

指導要領 
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「消費者教育媒体」の活用のポイント 

 

１. 栄養成分表示に関する消費者教育に向けた消費者層の考え方 

 栄養成分表示に関する消費者教育を効果的に行うためには、学習者の特徴を把握しておくことが必

要です。 

 平成 28 年度に作成した「消費者教育媒体」には、栄養成分表示の見方や活用の仕方を記載した

「基本媒体」と「消費者ターゲット層別の媒体」があります。「消費者ターゲット層別の媒体」は、消費者

庁が平成 26 年度に実施した「栄養表示義務化及び食品の新たな機能性表示制度に伴う消費者教

育の実態把握及び中期・短期計画にかかる基礎資料作成業務」において検討した、特に注目すること

が望ましいセグメントを対象とし、年代・性別や身体の状況に応じた栄養成分表示の活用事例を記載し

ています。具体的には、妊娠中・乳幼児の親を含む若年女性、メタボリックシンドローム（以下「メタボ」と

いいます。）予防を中心にした中高年者、低栄養予防を中心にした高齢者及び保健機能食品の４つ

に関するものです。 

栄養成分表示に関する消費者教育の実践に当たって、各層の食習慣や栄養素等の摂取状況、身

体状況や疾病罹患の状況等を把握しておくことで、消費者の課題や教育プログラム上のポイントが明確

になると考えられます。「3．消費者層ごとの栄養成分表示活用のポイント」に記載された、「対象層が含

まれる主な年代・性別、特徴」を参考にしてみてください。 
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２. 栄養成分表示活用のための基本的なポイント -「基本媒体」を活用しよう- 

 ここでは、栄養成分表示の活用に向けた基本的なポイントを記載しています。「基本媒体」を用いて学

習者が栄養成分表示の内容を理解し、普段の食生活で栄養成分表示を活用することを目的としてい

ます。ページごとのポイントを記載していますので、栄養成分表示の活用に向けた指導に活用してください。 

 基本媒体は、学習者のターゲット層に応じ、「若年女性」や「中高年者」、「高齢者」を対象としたパンフ

レットと組み合わせて使うことができます。 

  １ページ：導入 

 「栄養成分表示」とは、食品中に含まれているエネルギーと栄養成

分の量を表示したものであることを理解するページ。 

 普段から栄養成分表示を見ているか、見ている場合は自身の食

事の選択に活用しているかなど、栄養成分表示に対する認識の確

認や関心の向上を促す。 

 

 ２ページ：１日に必要なエネルギー量を把握する 

 身長、体重から BMI を計算する（「①あなたの BMI は？」）。さ

らに、身体活動レベル（「②身体活動レベルは？」）と併せて考

え、１日当たりに必要なエネルギー量を各自で把握するようにする

（「③あなたに必要なエネルギー量は？」）。 

 年代や身体活動量に応じた必要エネルギー量の基本的な値を把

握したうえで、体格（BMI）に応じて必要エネルギー量を調整す

ることがポイントであることを伝える。 

 

 ３ページ：１日に必要な栄養成分の量を把握する 

 エネルギーを産生する栄養素（たんぱく質、脂質、炭水化物）の

バランスを理解することが狙い。 

 ２ページで把握した「必要エネルギー量」を基に、たんぱく質、脂

質、炭水化物の目標量を各自で計算してみる。自らが計算を行う

ことで「自分ごと化」を図り、１日に必要な栄養成分量を確認し、

栄養成分表示を活用できるように促す（「④あなたのたんぱく質、

脂質、炭水化物の目標量は？」）。 

 さらに、１食の目安量を把握しておくと、栄養成分表示を活用しや

すくなることを伝える（「⑥あなたの１食当たりのエネルギー・栄養

成分量の目安は？」）。ただし、１食ごとに厳密になる必要はな

く、１日や１週間といった単位で調整すればよいことがポイント。 

 日本人の食習慣では食塩相当量が多くなりがちなので、男女別の

食塩相当量の目標量への留意を促す（「⑤あなたの１日当たり

の食塩相当量の目標量は？」）。 
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  ４・５ページ：エネルギーや栄養素の働きを理解する 

 エネルギー及びたんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の働き

や、過不足があった場合の身体への影響について解説したページ。 

 栄養成分表示では、パンフレットに記載されている①～⑤の５つが

義務表示となっていることを伝える。 

 また、これらの５つ以外に、推奨表示（飽和脂肪酸、食物繊

維）、任意表示（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、ビタミン類）があることを伝える。 

 特にビタミン類やミネラル類は不足しがちなので、栄養成分表示を

よく見るようにすることを促す。 

  ６・７ページ：栄養成分表示を日常の食生活で活用する 

 朝食、昼食、夕食それぞれで、食品選択の際に栄養成分表示を

活用する例を挙げたページ。 

 このページのポイントは「栄養成分表示の単位」と「食塩相当量を

参考にしながら、食塩の摂り過ぎに注意すること」。 

 「栄養成分表示の単位」では、食品ごとに単位が異なっていること

に注意することを伝える。例えば、表示では「100g 当たり」や「１

食分（●●g）当たり」等で記載されている。６ページの食パンの

例のように、栄養成分表示の値から実際に食べる量に含まれる栄

養成分の量を計算できることを伝える。 

 また、「食塩相当量」を参考にすることによって、食塩の摂り過ぎを

防ぐことができることがポイント。 

 パンフレットの女性は「減塩」のドレッシングを選んでいる。このよう

に、特定の成分が少ないことや多いことを強調した「栄養強調表

示」があることを伝える。栄養強調表示の具体的な内容は次ペー

ジで説明する。 

 

 ８ページ：栄養強調表示を理解する 

 特定の栄養成分が多いことや少ないこと、含まれていないことなどを

表示するための基準は、食品表示基準に基づいて決められている

ことを伝える。具体的には、該当する栄養成分や基準値があり、こ

れに該当しない場合は、栄養強調表示は行えないことがポイント。 

 栄養成分表示や栄養強調表示を確認し活用することで、日常の

食事のバランスを整えることに役立てられるということがポイント。 
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３. 消費者層ごとの栄養成分表示活用のポイント 

 ここでは、特に注目することが望ましい４つのターゲット層について、その特徴や、パンフレット活用に当

たってのポイントを記載しています。 

 

（１）妊娠中・乳幼児の親を含む若年女性 

 対象層が含まれる主な年代・性別とその特徴 

このパンフレットは、主に 20～30 歳代の女性向けに活用していただくことを想定しています。20～30

歳代の女性は痩せの割合が高く、エネルギーやビタミン・ミネラルなどの摂取が少ないことが報告されていま

す。若い女性の栄養不足が、将来的な健康や、妊娠・出産に影響することが懸念されています。このパ

ンフレットでもエネルギー（カロリー）を気にする女性が描かれていますが、カロリーだけでなく、他の栄養素

も参考にし、バランス良く摂取することが大切であることを伝えてください。 

 

 パンフレットの活用方法 

  １ページ：導入 

 ２人の若い女性がランチを選んでいるシーンを見て、自分が食事を

選ぶ際にどのような選択を行っているかを振り返るページ。 

 「みなさんは A 子派ですか？B 子派ですか？」と問いかけ、ふだんコ

ンビニでどのようにメニューを選んでいるかを尋ねる。 

 ふだんどんなものをよく食べるか、栄養バランスにどれくらい気を遣って

いるか、選択の際に栄養成分表示を見ているか、見ている場合にど

の栄養素に着目しているかなど、自分自身の食生活について振り

返りを促す。 

  ２ページ：１日に必要なエネルギー量の把握する 

 A 子と B 子のメニューの比較を通して、同じようなメニュー（おにぎ

り、デザート等）であっても、選択の仕方によって、摂取できる栄養

素の量や種類に違いがあることの理解を促す。 

 １食に必要な栄養素の量を解説し、A 子のメニューが比較的この

数字に近いことを認識させる。ただし、A子も食塩相当量は１食当

たりの目安を超えている。 
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 ３ページ：栄養成分表示の活用 

 A子とB子のメニューを基に、栄養成分表示に表示されている情報

を解説する。表示されている値の単位など、数字を確認する際の留

意点を伝える。普段エネルギーしか見ていないという人に対しては、

エネルギー以外の栄養成分についても見てみるよう促す。この際、い

くつか実物の商品の栄養成分表示を見せると、より身近に感じられ

るようになる。 

 コンビニ等で食品を選ぶ際に、栄養成分表示をどのように活用する

ことができるか、パンフレットの例に基づき解説する（タンパク質の量

を比較する、カルシウム等の不足しがちな栄養素に着目する、

等）。その他、「日常生活のこんなシーンで栄養成分表示が活用

できる」という具体的な事例をいくつか例示する、又は学習者に挙

げてもらう。 

  ４ページ：栄養成分表示を活用して、バランスの良い食事を心

がける 

 若い女性の食生活上の課題を共有し、ふだんの食生活の重要性

を伝えるとともに、栄養成分表示が食生活の改善に役立つことを伝

える。 

 自分自身に必要な栄養成分の量や、ふだんの食事にどのくらいの

栄養成分が含まれるかを確認する方法については、「基本媒体」を

用いる。 

 コラムを活用し、妊娠期・授乳期に必要な栄養素について解説す

る。日頃から食生活を整えておくことが、妊婦や胎児の健康にとって

重要であることを伝える。 

 

 

（２）メタボ予防を中心にした中高年者 

 対象層が含まれる主な年代・性別とその特徴 

「メタボが強く疑われる者」は男女共 50 歳以上の割合が高くなっており、このパンフレットは、主に 50

歳以上の男女に活用していただくことを想定しています。 

一方、メタボを防ぐためには、メタボの該当者となる前の段階から、日頃の食事や運動などの生活習慣

に留意することが重要です。「メタボの予備群と考えられる者」は、特に男性では 30～40 歳以降で増加

するため、このパンフレットでは、50 歳以上の男女に加え、30～40 歳の男女も対象として想定していま

す。したがって、パンフレットで用いている食品は、30～40 歳でよく食べられる食品（ポテトチップス、カッ

プラーメン等）を例として挙げています。実際にこのパンフレットを用いる場合は、対象者がよく利用する食
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品に置き換えて説明すると、理解が深まります。 

なお、このパンフレットで対象としている年代のうち、60 歳代以降の身体状況は個人差が大きく、肥満

者の割合が高い層である一方で、「低栄養」となっている方もいます。例えば BMI の計算を活用するなど

して、どのタイプに当てはまるのかを消費者自身がチェックすることで、自分自身の身体状況の確認を促す

ことがポイントです。なお、「低栄養」に当てはまる場合には、「低栄養」の層を対象としたパンフレットの活

用を促しましょう。 

 

 パンフレットの活用方法 

  １ページ：導入 

 男性の例を通して、自身の食生活を振り返る。 

 

 

 ２ページ：栄養成分表示の見方 

 ポテトチップスの栄養成分表示を例に、ポテトチップスに含まれるエネ

ルギー・栄養成分の量と、１日当たり・１食当たりのエネルギー・栄

養成分の目安とを比較する。 

 比較に当たっては、必要に応じ基本媒体２ページ・３ページを活

用し、自分自身の目安を計算してみる。 

 エネルギーや栄養成分の目標量は年齢・性別、身体活動量により

異なりますが、目標とするエネルギーや栄養成分の摂取量は数日

間、１週間といった単位で調整すればよいため、あまり神経質にな

る必要がないことを留意事項として補足説明する。 

 

 
 ３ページ：脂質・食塩を必要以上に摂り過ぎないための栄養成

分表示の活用方法 

 「食塩相当量」については、食品全体の食塩相当量のほかに、内

訳の量が記載されている場合があり、表示を活用することで食塩の

摂取量を減らす食べ方ができる旨を説明する。 

 エネルギーや脂質、食塩を摂り過ぎないようにするために栄養強調

表示を活用することができることを説明する。パンフレットにある例は

エネルギーに関する事項であるが、脂質、食塩についても併せて説

明する。 

 商品のキャッチフレーズだけでなく、栄養成分表示も確認したうえで

食品の選択を行うことが重要である旨を説明する。 
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 ４ページ：商品のキャッチフレーズと「強調表示」の確認 

 ３ページに続けて、栄養強調表示には基準があるということ、「ノン

カロリー」、「低カロリー」という表示があるジュースでも１日に大量に

飲めば結果としてエネルギー摂取量が増えることになることについて

説明する。 

 コーヒー飲料や野菜ジュースを例に、「糖類無添加」と「糖類ゼロ」、

「食塩無添加」と「食塩ゼロ」の違いについて説明する。 

 商品に記載できる表現はこのような基準に基づき決められており、

食品選択の際の目安にできるとともに、キャッチフレーズだけでなくパ

ッケージの栄養成分表示も確認することが重要である旨を強調す

る。 

 

 

（３）低栄養予防を中心にした高齢者 

 対象層が含まれる主な年代・性別とその特徴 

高齢になるほど、低栄養に陥りやすくなります。低栄養の方は 70 歳以降で増加することから、この年

代を対象とすることを想定していますが、低栄養の予防のためには、その前の段階から対策をとっておく必

要があることから、65歳以上を対象として想定しています。 

「(2)メタボ予防を中心とした中高年者」と同様、60 歳以降の身体状況や疾病罹患状況は個人差

が大きく、肥満者の割合が高い層である一方で、「低栄養」となっている方もいます。自身の栄養状態を

確かめるために、BMI を計算してみるなどして、まず自分の身体状況の確認を行うことがポイントです。 

 

 パンフレットの活用方法 

  １ページ：導入 

 基本媒体２ページのとおり、70 歳以上の消費者の１日当たりの

エネルギー必要量の目安は男性 1,850～2,500kcal、女性

1,500～2,000kcalである旨を説明する。 

 身体活動量やBMIの状況により、個人ごとにエネルギー必要量の

目安が異なることを理解する。女性の場合はパンフレットに記載さ

れた必要量を確認し、男性の場合は、可能であれば基本媒体を

用いてエネルギー量・栄養成分（たんぱく質・脂質・炭水化物）

の目標量を各自が計算する。 

 BMI を各自で計算し、基本媒体２ページの「目標とする BMI」に
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満たない場合は、１日に必要なエネルギー量の目安の中で、なる

べく多くエネルギーを摂取できるように心掛けたい旨を説明する。 

 特に「食欲がない」、「食べるものが偏っている」等の状況がある場

合は、どんなものであれば食べられそうか、可能な範囲で教育者が

把握を行う。 

  ２・３ページ：無理なく栄養成分を摂取するための工夫 

 食欲がなく、１品増やすなどが難しい場合でも、食材を加えること

でたんぱく質の摂取量を増やすことが可能である旨を説明。 

 事例に挙がっているチーズ、ハムを加えること以外にどのような工夫

ができるかを考え、それぞれで発表する。 

 
 ４ページ：間食を利用して無理なく栄養成分をとるための工夫 

 加齢により 1 回当たりの食事量が少ない場合があるため、間食も

うまく活用することを提案する。例えば飲料として牛乳を選択すると

エネルギーやたんぱく質、カルシウムを摂取しやすいことを、パンフレッ

トに記載した栄養成分表示を示しながら説明する。 

 特定保健用食品など保健機能食品を摂取する際は、摂取目安

量や摂取する上での注意事項等の食品表示を活用することの重

要性を説明する。必要に応じて実物を使って説明するとよい。 

 

 

（４）保健機能食品 

 対象層が含まれる主な年代・性別とその特徴 

 保健機能食品や「いわゆる健康食品」の利用頻度が高いのは 50 歳以降の男女で、この年代を主な

対象として想定しています。しかしながら、若年層や、特に妊娠の可能性のある女性にも保健機能食品

や「いわゆる健康食品」が活用されており、「保健機能食品」のパンフレットは、「保健機能食品」を利用

している、又は利用したい方を含めて活用していただくものです。 

 保健機能食品を利用している消費者において、これらが「副作用のない薬」と考えられている場合があ

ります。また、日常の食生活をサポートするものという位置付けではなく、これらを摂っていれば健康の維

持・増進ができると考えられている場合もありますので、あくまで食品であるということを説明する必要があり

ます。 
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 パンフレットの活用方法 

  １ページ：導入 

 「栄養機能食品」、「特定保健用食品」、「機能性表示食品」

は食品であり、さらに、「いわゆる健康食品」とは異なり、「保健

機能食品」として国の制度として位置付けられているものである

ことを説明。なお、それぞれについての具体的な説明は２ペー

ジで行う。 

 正しく使用するためには、キャッチフレーズだけでなく、商品の表

示を確認して購入・使用することが重要であることを伝える。 

 主食・主菜・副菜のバランスの良い食生活を営むことが基本で

あり、保健機能食品はその上で使用するものであることを伝え

る（保健機能食品を摂取すれば健康になれるということではな

い。）。 

  ２ページ：栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示

食品の特徴 

 栄養機能食品は、１日に必要な栄養成分が不足しがちな場

合、その補給・補完のために利用できる食品。 

 機能性表示食品は、事業者の責任で、科学的根拠を基に容

器包装に機能性を表示しているもので、消費者庁に届け出ら

れた食品。 

 一方、特定保健用食品（トクホ）は、科学的根拠に基づく

機能について、個別に審査を受け、消費者庁長官の許可を受

けている食品。 

 上記の制度の違いについて、学習者に明確に説明することが

重要。 

 
 ３ページ：無理なく栄養成分を摂るための工夫  

 ここで再度、商品のキャッチフレーズだけでなく、表示の内容を

確認して使用することが重要であることを説明する。 

 主食・主菜・副菜のバランスの良い食生活を営むことが基本で

あり、保健機能食品はその上で使用するものであることを伝え

る（保健機能食品を摂取すれば健康になれるということではな

い。）。 
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 ４ページ：保健機能食品を上手く使い、食生活の改善を図

っている例 

 健康診断で血圧が高めと指摘された男性が、奥さんに「血圧

が気になる方に」という表示のトクホを紹介され、トクホの表示を

見たことをきっかけに、身の回りの食品の表示や食事の摂り方に

関心を持つようになったという例。 

 保健機能食品の表示をきっかけとして、その他の食品表示や、

日常の食生活に関心を持つことへのきっかけとする。 

 保健機能食品の利用の仕方や心配な点、日常に使う食材

（例えばしょうゆ、みそなど）の選択の状況について発表し合う

とよい。 

 

  



 

55 

 

●コラム「栄養成分表示に関する消費者教育に当たってのポイント」 

 実際に栄養成分表示の消費者教育を行っている場では、どのような課題を抱え、どのように解決して

いるのでしょうか？ここで、いくつかの事例をご紹介しますので、消費者教育プログラムの計画や改善の検

討の際に参考にしてください。 

 

学習者の募集に当たっては、対象層別に適切な方法で実施することが鍵となります。ここで、対象層

別にポイントを見てみましょう。 

 

i. 「栄養成分表示」の見方・活用の仕方や「栄養機能食品」の適切な使い方を幅広い層

に伝えたい」 

      幅広い層に向けて教育を実施する場合には、できるだけ多くの消費者を対象とした募集

を行う必要があります。栄養成分表示の消費者教育を実施している自治体の例では、自

治体が発行する広報誌に情報を掲載した場合の効果が高いという結果があります。また、

自治体で発行しているメールマガジンを活用している例もあります。 

 

ii. 「子育て世代を含む若年女性に栄養成分表示を活用してほしい」 

スーパーマーケットなどの小売店は消費者が集まる場所であるため、自治体によっては、

地域の小売店と連携して、消費者教育の実施をお知らせしたり、実際にスーパーマーケッ

トで消費者教育を実施したりしている例があります。特に子育て世代の女性は小売店に

立ち寄る機会が多く、効果的な場であると考えられます。また、市民団体が運営する子育

てサークルの場を活用している例もあります。 

さらに、ネットスーパーや通信販売など、カタログ販売の事業者と連携して、機関紙に掲

載するという方法もあります。 

 

iii. 「メタボ予備群に栄養成分表示を活用してほしい」 

メタボ及びその予備群は働き盛りの世代に多く、このような消費者にアプローチするために

は、企業との連携が有効であると考えられます。例えば、企業に対する健康教育を定期的

に実施するという方法があります。 

 

iv. 「高齢世代に栄養成分表示を活用してほしい」 

高齢世代の消費者層にアプローチするためには、上記のような広報誌の活用や小売店

舗との連携のほか、保健所や保健センターを活用することも有効であると考えられます。 
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消費者庁　 食品表示企画課　 TEL： 03 (3507) 8800お問合せ先

栄養成分が多いこと を強調する場合の

表示の基準

栄養成分等が少ないこと を強調する場合の

表示の基準

補給ができる旨の表示 適切な摂取ができる旨の表示

栄養強調

表示の

種類

高い旨 含む旨 強化さ れた旨 含まない旨 低い旨 低減さ れた旨

表現例
・  高○○

・  ○○豊富

・  ○○源

・  ○○供給

・  ○○含有

・  ○○30%

　アップ

・  ○○2倍

・  無○○

・  ○○ゼロ

・ ノ ン○○

・  低○○

・  ○○控えめ

・  ○○ライト

・  ○○30%

　カット

・  ○○10gオフ

・  ○○ハーフ

該当する

栄養成分

たんぱく 質、食物繊維、亜鉛、カリ ウム、カ ルシウ

ム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パント テン

酸、ビオチン、ビタ ミ ンA、B 1、B 2、B 6、B 12 、C、D、

E、K及び葉酸

エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、コレステロ ール、

糖類、ナト リウム

あなたに必要な栄養成分をバラ ンスよく 摂取するために、

栄養成分表示や栄養強調表示を活用し まし ょ う 。

栄養強調表示の意味を知って、食生活に役立てましょう

栄養成分表示以外に、「たっぷり」と か「控えめ」
といった表示をよく 見るけど、それぞれどんな意
味があるのかしら？

栄養強調表示の意 味を 知ると 、食

品を 選ぶ時に役に立ち そう ね。

栄養成分表示を上手く 活用すれば、

栄養面で バラ ン スの取れた 食事に

でき そう だわ。

不足や過剰摂 取によっ て健康の保 持・

増進に影響がある栄養成分等について

は、基準に基づいて栄養強調表 示を す

るこ と ができます。

栄養成分表示や栄養強調表 示を 活用

し て 、自分に不足し がち な栄養成分が

多く 入っ た食品を 選んだり 、控えた方

がいい栄養成分が少な い食品を 選ん

だり できると 良いですね。
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栄養成分表示を
活用し てみませんか？

栄養成分表示って何？

1

バラ ンスの取れた

食生活のために

　 容器包装に入れら れた加工食品や添加物には 、エネルギー、  たんぱく 質 、　脂質、

炭水化物及びナト リ ウム（ 食塩相当量に換算し たも の） 等の栄養成分の含有量が表示

さ れています。

　 私たちは、 栄養成分表示を活用するこ と によっ て、 エネルギーや栄養成分をどの

く ら い摂取するこ と ができ るかを知るこ と ができ 、 摂取不足や摂り 過ぎを防ぐ こ と

に役立てるこ と ができ ます。

栄養成分表示

1カップ（ 200g ）当たり

エネルギー 153kcal

たんぱく 質
6.7g

脂質

5.9g

炭水化物
18.2g

食塩相当量
0.5g

こ の食品には、こ れく ら いのエネルギーと

栄養成分が入っているのね。 含まれて いる エ ネルギーと

栄養成分の量 です。



栄養成分表示を活用し てみませんか？

あなたに必要なエネルギーや栄養成分の量はどのくらい？

70歳以上

21.5～24.9 kg/m²

　  目標と するBMI

身体活動

レベル

男性 女性

18～49歳 50～69歳 70歳以上 18～29歳 30～49歳 50～69歳 70歳以上

低い 2,300 2,100 1,850 1,650 1,750 1,650 1,500

ふつう 2,650 2,450 2,200 1,950 2,000 1,900 1,750

高い 3,050 2,800 2,500 2,200 2,300 2,200 2,000

① あなたのBMIは？
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② 身体活動レベルは？

特　 　 徴 身体活動レベル

1 日のう ち座っ ているこ と がほと んど 低い

座っ ているのが中心だが、 歩行・ 軽いスポーツ等を行う ふつう

移動や立っ ているこ と が多い仕事又は活発な運動を行っ ている 高い

身体活動レ ベル

BMIは体格の指数で 、エネルギーの摂取量及び消費量の バランスの維持を 示す指標と し て用い

ら れています。

単位： kcal

あなたのBMIは目標と するBMIの範囲に入っ てい

まし たか？あなたのBM Iが範囲を 上回っている場合

はエネルギー量を 控えめに、範囲を 下回っている場

合はエネルギー量を 多めにするなど 、調整し ましょ う！
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　 バランスの取れた食生活のためには、過不足なく 、あなたにちょ う ど良いエネルギーや栄

養成分の量が分かると 良いですね。

■摂取と 消費のバランス
　 エネルギーの摂取量と 消費量が等し いと き、体重の変化はありません。健康の保持・ 増進、

生活習慣病予防のために、望まし いBM Iを維持するよう 摂取と 消費のバランスを取ること が

大切です。

年齢や身体活動レベルによって、１日に必要な

エネルギー量の目安が異なります。

18～49歳

18.5～24.9 kg/m²

50～69歳

20.0～24.9 kg/m²

③ あなたに必要なエネルギー量は？

栄養成分表示を活用し てみませんか？

※1日3食（ 朝・ 昼・ 夕）で均等に食べるとし た場合

エネルギーを産生する栄養素にはたんぱく 質、脂質、炭水化物があります。

次のよう なバランスで摂取すること が健康の保持・ 増進のために理想的です。

ーギルネエ%：位単

■エネルギー産生栄養素バランス

④ あなたのたんぱく 質、脂質、炭水化物の目標量は？

ｇ001～56＝4÷)%02～31(×000,2：質くぱんた

脂質　 　 　：  2,000×(20～30% ) ÷9＝44～67ｇ

炭水化物 ：  2,000×(50～65% ) ÷4＝250～325ｇ

（ 例）エネルギー量の目安が、2,000kcalの場

合、たんぱく 質、脂質、炭水化物の目標量は

次のよう に計算すること ができます。

炭水化物

50～65

たんぱく 質

13～20

脂質

20～30

⑤ あなたの1日当たり の食塩相当量の目標量は？

成人男性 8.0g未満/日

成人女性 7.0g未満/日

⑥ あなたの1食当たり のエネルギー・ 栄養成分量の目安は？

栄養成分等 1食の目安量※ あなたの1食の目安

エネルギー Ａ ÷３ kcal kcal

たんぱく 質 Ｂ ÷３ g g

脂質 Ｃ ÷３ g g

炭水化物 Ｄ ÷３ g g

食塩相当量 Ｅ ÷３ g未満 g未満

B

C

D

E

A

こ の値は、目安です。

毎食こ の値ど おり で な

く て も 、1 日、１ 週 間と

いっ た 期間で 調 整すれ

ばよ いので、あまり 神経

質になら なく て いい で

すよ。

たんぱく 質

目標量＝

脂質

目標量＝

炭水化物

目標量＝

×（

×（

×（

）÷4＝

）÷9＝

）÷4＝

たんぱく 質目標量

g

たんぱく 質目標量

13 ～ 20
%

脂質目標量

20 ～ 30
%

炭水化物目標量

50 ～ 65
%

エネルギー量

の目安

kcal

脂質目標量

g

炭水化物目標量

食塩相当量目標量

g

g 未満

1g当たり のエネルギー量は、

lack4：質くぱんた

lack9：質脂

lack4：物化水炭

です。
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　 容器包装に入れられた加工食品や添加物には、栄養成分表示とし て、「 エネルギー」　、「 たん

ぱく 質」、「　脂質｣　、 「 炭水化物」　　及　　び　　「 ナト リウム（ 食塩相当量に換算し たも の）」 の５ 項目

が表示さ れることと なっています。

栄養成分表示を活用し てみませんか？

エネルギーや栄養素の働き

●❶エネルギー
　 エネルギーは、生命機能の維持や身体活動に利用さ れま

す。エネルギーの摂取量と 消費量が等し いと き、体重の変化

はありません。健康の保持・ 増進、生活習慣病予防のために、

望まし いBM Iを維持するよう 摂取と 消費のバランスを取る

こと が大切です。

　 エネルギーを産生する栄養素には、たんぱく 質、脂質、炭

水化物の3つがあります。

●❷たんぱく 質
　 たんぱく 質は、人体の骨格や筋肉などの組織を構成する

主要な要素であると共に、酵素やホルモンの材料とし て代

謝を調整するなど様々な機能を果たし ており 、生命機能の

維持や身体活動に不可欠です。

　 肉、魚、卵、大豆・ 大豆製品、乳・ 乳製品等に多く 含まれてい

ます。

●❸脂質
　 脂質は、細胞膜の主要な構成成分です。また、脂溶性ビタ ミ ンの吸収

を助けます。

　 人の生命機能の維持に不可欠なエネルギー源である一方、摂り すぎる

と 肥満や心疾患のリスクを高めます。

　 脂身の多い肉、油、マーガリ ン 、バタ ー、油を多く 使った揚げ物やス

ナック菓子、洋菓子に多く 含まれています。
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栄養成分表示
1カップ（ 200g） 当たり

エネルギー 153kcal

たんぱく 質 6.7g

脂質 5.9g

炭水化物 18.2g

食塩相当量 0.5g

栄養成分表示

（ 100g当たり）

エネルギー

たんぱく 質

脂質

─飽和脂肪酸

炭水化物

─糖質

─食物繊維

食塩相当量

ビタミ ンC

カルシウム

354kcal

6.5g

19.1g

3.4g

49.1g

29.1g

20.0g

1.8g

290m g

110m g

必ず表示さ れるこ と になっている5項目以外に、次のよう な栄養成分の表 示も あり ます。

【 推奨表示】飽和脂肪酸、食物繊維

【 任意表示】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、ビタ ミ ン類

栄養成分表示を活用し てみませんか？

●❹炭水化物
　 炭水化物の最も 重要な役割は、エネルギー源と し ての機能です。炭水化物は糖質と

食物繊維に分けら れ、糖質は体内で分解さ れると ぶどう 糖などになり ます。脳や神経組

織等の組織は、通常ぶどう 糖し かエネルギー源とし て利用できないため、糖質は重要な

栄養素です。

　 し かし 、摂り過ぎると 体内で脂肪に変わり 、肥満の原因と なります。

　 ご飯、パン、麺、芋、砂糖、砂糖を多く 使ったジュースや菓子に多く 含まれています。

●❺食塩相当量
　 食塩は、ナト リウムと 塩素からできています。栄養成分表示では、

「 ナト リウム（ mg）×2.54÷1000= 食塩相当量（ g）」 の計算式で、

食品中のナト リウム量を食塩の量に換算し て表示さ れています。

　 ナト リウムは、体の浸透圧を調節し ており 、生命機能を維持する

ために必須のミ ネラルですが、摂り過ぎると 高血圧や胃がんなどの

病気を引き起こ す可能性があります。

　 1日当たり の食塩相当量の目標量は、成人男性で8.0g 未満／日、

成人女性で7.0g未満／日です。

過剰な摂取は、生活習慣病のリスクを高く すること が示唆さ れてい

ます。

食物繊維の摂取不足は、生活習慣病の発症に関連すると 報告さ れ

ています。

ビタ ミ ン（ ビタ ミ ンA、ビタ ミ ンC、葉酸など）やミ ネラル（ カルシウ

ム、鉄など）は、体の機能を維持するために不可欠です。
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栄養成分表示
1カップ（ 200g） 当たり

エネルギー 153kcal

たんぱく 質 6.7g

脂質 5.9g

炭水化物 18.2g

食塩相当量 0.5g



冷凍チャーハン 中華風インスタ ント スープ

食品をスーパーマーケット などで購入する際も、栄養成分表示を確認し

てみましょう 。

減塩ド レッ シング ド レッ シング

栄養成分表示を活用し てみませんか？

栄養成分表示
1食分（ 5.7g ） 当たり

エネルギー 27kcal

たんぱく 質 1.8g

脂質 1.2g

炭水化物 2.3g

食塩相当量 1.1g

栄養成分表示
1食分（ 15g ）当たり

エネルギー 46kcal

たんぱく 質 0.3g

脂質 4.2g

炭水化物 1.7g

食塩相当量 1.2g

栄養成分表示
1食分（ 225g ） 当たり

エネルギー 434kcal

たんぱく 質 11.2g

脂質 13.0g

炭水化物 68.0g

食塩相当量 2.4g

栄養成分表示
1食分（ 15g ） 当たり

エネルギー 42kcal

たんぱく 質 0.5g

脂質 3.9g

炭水化物 1.2g

食塩相当量 0.9g

夕 食

｢減塩」「食塩●●%
カット 」などと表示し
てある食品は、他の
同種の食品に比べて
ナトリウム量が100g
当たり120mg以上少
なく 、かつ、25% 以上
低減されています。

夕食のサラダのド レッ シン

グ、どれにし よう かしら。

「 減塩」と 表示し てあるわ。

合計すると エネルギーは461kcal。食塩相当量は3.5ｇ なので、成人女

性の１日当たり の食塩の目標量の半分を摂取することになるのね。

今日の昼食は簡単に冷凍食品とインスタント 食品にし ましょう 。

栄養成分表示が表示さ れているわね。

昼 食

76

食パン2枚分のエネルギー及び栄養成分量＝  ÷100(g)×360(g)÷6(枚)×2(枚)



◆栄養成分表示を活用して、バランスの良い食事を心掛けましょう。

● m/gk5.81がIMB（痩せ、はで性女い若 2未満）の人が多いこと、十分なエネルギー
や栄養成分を摂取できていない人が多いこと、また、朝食を欠食する人が多いこ
となどが報告されています。

●  適切な食品選択や、食事の準備のために必要な知識や技術が不足している若い女
性が多いことも報告されています。

妊娠期・授乳期に必要な栄養成分
○  妊娠期・授乳期には、妊娠していないときに比べて、より多く
の栄養成分が必要となります。

○  普段以上に栄養バランスに気を付けた食事を摂取するようにし
ましょう。

○  特に、不足しがちなビタミンや、カルシウムや鉄などのミネラル
を積極的に摂取するようにしましょう。

○  妊娠前や妊娠初期に葉酸が不足すると、おなかの赤ちゃんの神
経管閉鎖障害発症リスクが高まります。葉酸は緑黄色野菜や果
物に多く含まれています。食事での摂取を補うために、葉酸の
栄養機能食品を上手く活用することもおすすめです。

＜参考＞厚生労働省「妊産婦のための食生活指針」（平成18年）

コ ラ ム

習慣は急には変えら
れないし、日頃から
の食生活を整えるよ
うにしよう。

わぁ・・・私のことだ、
これ・・・（涙）

不足しがちな栄養成分、摂り
過ぎになりがちな栄養成分
については、栄養成分表示
を上手く活用するといいで
すね。
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A子とB子、
あなたは

どちらのタイプ？？

栄養成分表示を活用して、
バランスの良い食事を心がけましょう！

栄養成分表示とは？

Ａ子（28歳）

エイヨウ商事で働くＯＬ。
趣味は料理と散歩。
身長160cm、体重55kg。

Ｂ子（28歳）

Ａ子の職場の同僚。
甘いものが好物。趣味はダイエット！

身長158cm、体重52kg。

どんなランチを
食べていますか？

を手にンリプ作新つつしに気をーリロカ ●
伸ばすB子と、バランスを考えて商品を
選ぶA子。

●  A子とB子、それぞれのメニューを比較
してみましょう！

1

2

Ｂ子、
ランチ食べに行こう～。

あっ！新製品のプリン！！
美味しそう・・・。
まあ、小さいしそんなに
カロリー高くないよね！
その分おかず減らせば
いいし！！

うん、でも午後イチ会議だか
ら、手軽にコンビニでいい？

何食べようかな～。
昨日食べ過ぎちゃったから、
お昼はカロリーが低そうな
もので・・・。

3

4 一方、Ａ子は・・・

1

おにぎりおかずセットにしよう
食塩の量はどのくらいかな？
ヨーグルトはこちらのカルシウ
ムが豊富なものにしよう。

消費者庁　食品表示企画課　TEL：03 (3507) 8800お問合せ先



Ａ子とＢ子のメニューを比べてみると・・・
Ａ子の
メニュー

●おにぎりおかずセット
●サラダ
●ヨーグルト（脱脂加糖）
●お茶

B子の
メニュー
●おにぎり2個

●春雨スープ

●プリン

●お茶

《1日当たり・1食当たりの目安（20代女性）※》

栄養成分 1日当たりの目安 1食当たりの目安
エネルギー 1,950kcal 650kcal
たんぱく質 63～98g 21～33g
脂質 43～65g 14～22g
炭水化物 244～317g 81～106g
食塩相当量 7.0g未満 2.3g未満
食物繊維 18g以上 6g以上
カルシウム 650mg 217mg

エネルギーだけでなく

たんぱく質や食物繊維、

カルシウムも少ない !!

●エネルギー ： 654kcal

●たんぱく質 ： 25.0g

●脂質 ： 19.8g

●炭水化物 ： 90.1g

●食塩相当量 ： 3.3g

●食物繊維 ： 5.4g

●カルシウム ： 251mg

●エネルギー ： 545kcal

●たんぱく質 ： 16.1g

●脂質 ： 9.9g

●炭水化物 ： 92.7g

●食塩相当量 ： 1.8g

●食物繊維 ： 1.9g

●カルシウム ： 105.1mg

注目！

注目！

エネルギーや栄養成分の
量を比べてみると？

これが栄養成分表示！

そういう時は栄養成分表示
をみるといいのよ。私も、今
日のメニューだと食塩相当量
が3.3gで、やや多いのよね。

ナント！私、全然足りてない！！
でも私、栄養とかバランスと
かって言われても知識ない
し・・・た、助けてＡ子！

栄養成分表示
1個（120g）当たり

エネルギー 73kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 3.6g
炭水化物 5.9g
食塩相当量 0.0g
カルシウム 144mg

栄養成分表示
１包装当たり

エネルギー 473kcal

たんぱく質 13.9g

脂質 8.4g

炭水化物 85.7g

食塩相当量 1.8g

栄養成分表示
1個（120g）当たり

エネルギー 73kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 3.6g
炭水化物 5.9g
　糖質 4.6g
　食物繊維 1.3g
食塩相当量 0.0g
カルシウム 144mg

栄養成分表示
１包装当たり

エネルギー 170kcal

たんぱく質 2.7g

脂質 0.3g

炭水化物 37.5g

食塩相当量 0.7g

栄養成分表示
1個（90g）当たり

エネルギー 113kcal
たんぱく質 5.3g
脂質 5.0g
炭水化物 11.4g
　糖質 11.4g
　食物繊維 0g
食塩相当量 0.2g
カルシウム 70mg

栄養成分表示の活用例

これまでエネルギーしか気にして
なかった・・・。これからは他の栄養
成分も確認するわ。

たんぱく質は体を作る基となる大事な栄養成分です。
不足しないように、表示を確認しましょう。

不足しがちな食物繊維やビタミン、ミネラルの表示も確認しましょう。
※身体活動レベルが「ふつう」の場合
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Lemon Tea

Lemon Tea

追加①

メタボ修正

追加お茶

追加②

追加⑦ 追加⑩ 追加⑪

追加③ 追加④ 追加⑤ 追加⑥

Lemon Tea

Lemon Tea

追加①

メタボ修正

追加お茶

追加②

追加⑦ 追加⑩ 追加⑪

追加③ 追加④ 追加⑤ 追加⑥

ココに
注目！

栄養成分表示
1個（120g）当たり

エネルギー 73kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 3.6g
炭水化物 5.9g
食塩相当量 0.0g
カルシウム 144mg



栄養成分表示
100ml当たり

エネルギー 13kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 3.2g
食塩相当量 0.1g

ところで、「ノンカロリー」　、「低カロリー」　、「カロリーオフ」
の違いってあるの？

栄養成分表示と栄養強調表示を上手に活用
して、健康的な食生活に役立てよう！
食事に気を付けて、適度な運動もしてメタボ

！ うよて立役に防予

栄養強調表示
の種類 含まない旨 低い旨 低減された旨

表現例 カロリーゼロ、
ノンカロリー等

低カロリー、
カロリー控えめ等

カロリー○％カット、
カロリー○％減、
カロリーオフ等

基準 食品100g（100ml)当たり
5kcal未満

食品100g当たり
40kcal (100ml当たり
20kcal) 未満

他の同種の食品に比
べて食品100ｇ当たり
40kcal (100ml当たり
20kcal) 以上の低減、か
つ、25%以上の相対差

「含まない」　、「低い」　、「低減された」という表示は、100ｇ（飲料の場合
は100ml）当たりで基準が決まっています。「ノンカロリー」　、「低カロ
リー」　、「カロリーオフ」という表示があるジュースでも、１日に大量に飲
めば、結果としてエネルギー摂取量が増えることになります。

「糖類無添加」と「糖類ゼロ」
「食塩無添加」と「食塩ゼロ」
どっちも同じ意味なのかな？

「糖類無添加」　、「砂糖不使用」等は、糖類を添加していないこと、「食塩無添加」等は、ナトリ
ウム塩を添加していないことの表示であり、「含まない」ということではありません。
一方、「糖類ゼロ」　、「食塩ゼロ」は「含まない」ことの表示です。

例えば、「糖類・食塩無添加」と表示された野菜ジュースは、砂糖や食塩を加えていないと
いうことで、原材料の野菜や果物に含まれる糖類やナトリウムが含まれる場合もあります。
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栄養成分表示を活用して、
メタボ予防に役立てましょう！

栄養成分表示とは？

●毎晩のビールがやめられない
●味付けの濃い食べ物や揚げもの、スナック菓子が好き
●昼食はうどんやラーメンを食べることが多く、つゆも残さず飲む
●お腹いっぱいになるまで食べてしまう

最近、お腹回りが気になり始めたA男さん、38 歳。
こんな食生活をしているようです。

「メタボ」とは、「メタボリックシンドローム」のことです。
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満に高血圧、高血糖、
脂質代謝異常が重なり、心臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患を
招きやすい病態です。食生活をはじめとした生活習慣と大きく関
連します。

最近太ったかな。
メタボにならないように

したいなあ。

スープを
全部飲んだときの
満腹感が

たまらないんだ・・・

ポテトチップスを
あっという間に１袋
食べちゃうしな・・・

1

食品の容器包装に表示されている
栄養成分表示を活用して、
メタボ予防に役立てましょう。

低カロリー
ジュース

砂糖不使用
コーヒー

糖類ゼロ
コーヒー

糖類・食塩無添加
野菜ジュース

野菜
ジュース

糖類・食塩無添加

消費者庁　食品表示企画課　TEL：03 (3507) 8800お問合せ先



栄養成分表示
1袋（85g）当たり

エネルギー 470kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 29.8g
炭水化物 46.2g
食塩相当量 0.7g

ビールとポテトチップスは仕事を
頑張った後の毎晩のご褒美。
やめられないんだよなあ。

エネルギーを控えたい場合は、栄養強
調表示を活用する方法があるんだね。

カップラーメン大好きなんだ。スープ
も残さず飲むんだ。

エネルギーや脂質、食塩を摂り過ぎないようにしたいな。
参考になる表示があるといいのだけど。

めん・かやくを全部食べて、
スープも全部飲むと、これ
だけで食塩相当量の1日当
たりの目安とほぼ同じになっ
てしまうなぁ・・・ポテトチップスの栄養成分表示を見てみましょう。

30代の男性で、身体活動レベルが「ふつう」の場合の1日当たりや
1食当たりの目安と比べてみると・・・。

エネルギーや脂質、食塩相当量が少ないことを強調する表
示を活用して、食品を選択するという方法もありますよ。
例えば、エネルギーの場合、「ノンカロリー」「低カロリー」
「カロリーオフ」といった栄養強調表示があります。

ポテトチップスを1袋食べると、
1食当たりのエネルギー量の
約半分に相当するな。

食塩相当量の表示を
見てみましょう。

《1日当たり・1食当たりの目安（30代男性）※》

※身体活動レベルが「ふつう」の場合

栄養成分 1日当たりの目安 1食当たりの目安
エネルギー 2,650kcal 883kcal
たんぱく質 86～133g 29～44g
脂質 59～88g 20～29g
炭水化物 331～431g 110～144g
食塩相当量 8.0g未満 2.6g未満

　過剰なエネルギー摂取は肥満を招きます。また、脂質の摂り過ぎは脂質異常症のリスク
を高めます。栄養成分表示を確認して、ふだんの食事でエネルギーや脂質を摂り過ぎない
ように気を付けましょう。

　食塩を摂り過ぎると、高血圧、そして高血圧によって生じる慢性腎臓病などのリスクが
高まります。18歳以上の場合、食塩相当量を 1日当たり男性で8.0g未満、女性で7.0g未
満に抑えることが目標です。
　特に塩辛いもの、味付けの濃いものが好きな方は、栄養成分表示をよく見て、食塩を
摂り過ぎないように気を付けましょう。
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エネルギーだけでなく、
脂質も見てみましょう。

うわ、ポテトチップス1袋で1食当たりの脂質の目安を超えてる！
ポテトチップスを食べるときは一度に1袋全部食べるのはやめよう。

栄養成分表示
1食分（78g）当たり

エネルギー 454kcal
たんぱく質 13.3g
脂質 16.2g
炭水化物 63.7g
食塩相当量 6.7g

　めん・かやくの食塩相当量 3.0g
　スープの食塩相当量 3.7g



4

いつまでも元気で生き生きと！
栄養成分表示を活用して、
日々の食事をパワーアップ!!

栄養成分表示とは？

私の身体活動レベルは「ふつう」、太り過ぎでも痩せ過ぎでもないから、
１日当たりのエネルギー量が1,750kcal、たんぱく質が57～88g必要な
のね。
バランス良く食事を摂取したいけど、どうすればいいのかしら？

身体活動レベル※ 低い ふつう 高い
エネルギー(kcal) 1,500 1,750 2,000
たんぱく質(g) 49～75 57～88 65～100
脂質(g) 33～50 39～58 44～67

炭水化物(g) 188 ～244 219～284 250～325
食塩相当量(g) 7.0未満 7.0未満 7.0未満

※身体活動レベル 「低い」  ： 1日のうち座っていることがほとんど
 「ふつう」 ： 座っているのが中心だが、歩行・軽いスポーツ等を行う
 「高い」  ： 移動や立っていることが多い仕事又は活発な運動を行っている

70 代女性の 1日に必要なエネルギー・栄養成分の量の目安

1

A子さんに必要なエネルギーや栄養
成分の量はどのくらいでしょうか？

特定保健用食品などの保健機能食品には、1日当たりの摂取目安量や摂取する上で
の注意事項が必ず表示されています。　表示を良く確認して、摂取目安量や摂取す
る上での注意事項を守りましょう。

栄養成分表示
1本（85ml）当たり

エネルギー 66kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0.1g
炭水化物 15.2g
食塩相当量 0.0g

乳酸菌飲料

栄養成分表示
1個（80g）当たり

エネルギー 220kcal

たんぱく質 6.4g

脂質 3.2g

炭水化物 41.3g

食塩相当量 0.4g

栄養成分表示
コップ1杯（200ml）当たり

エネルギー 134kcal

たんぱく質 6.9g

脂質 7.5g

炭水化物 9.7g

食塩相当量 0.8g

カルシウム 220mg

あんぱん 牛　乳

保健機能食品を適切に利用するために
は、商品の表示を良く確認しないとね。

牛乳には、コップ１杯でカルシウムが220mg含まれているわ。
成人女性は、カルシウムを1日650mg摂取することが勧められているので、
栄養成分表示をよく見て、必要量を摂取するように心掛けたいわ。

1日当たりの摂取目安量は1
本ね。「食生活は、主食、主
菜、副菜を基本に、食事のバ
ランスを。」と表示されてい
るわ。食生活を見直すこと
が基本ということね。

栄養成分表示
1本（85ml）当たり
エネルギー   66kcal
たんぱく質       1.1g
脂質               0.1g
炭水化物       15.2g
食塩相当量      0.0g

今朝は、トースト、サラダ、バナナを食べて、コーヒー
を飲みました。食べる量が少ないのかしら？

体重が減って、体力が落ちてきているのよね。
今朝は、何を食べま
したか？

間食を工夫するのも良いですよ。
間食でエネルギーや栄養成分を補うことができます。

消費者庁　食品表示企画課　TEL：03 (3507) 8800お問合せ先



Ａ子さんの朝食を見てみると・・・

朝食のサラダにロースハム2枚とトーストにチーズを加えると・・・

エネルギーも
たんぱく質も
不足している
わね。

手軽にできる工夫の一例です。サラダにハム、トーストにチー
ズを加えてみましょう。魚、肉、卵、豆腐、納豆などたんぱく質
を多く含む食品を積極的に摂取すると良いですよ。

栄養成分表示
6枚（120g）当たり

エネルギー 233kcal

たんぱく質 18.6g
脂質 16.8g
炭水化物 1.8g

食塩相当量 3.2g

栄養成分 １食当たりの目安
エネルギー 583kcal
たんぱく質 19～29g
脂質 13～19g
炭水化物 73～95g
食塩相当量 2.3g未満

栄養成分 摂取量

エネルギー 374kcal

たんぱく質 7.7g

脂質 13.6g

炭水化物 55.1g

食塩相当量 1.2g

栄養成分 摂取量

エネルギー 520kcal

たんぱく質 18.4g

脂質 24.4g

炭水化物 55.9g

食塩相当量 2.9g

栄養成分表示
1枚（18g）当たり

エネルギー 68kcal

たんぱく質 4.5g
脂質 5.2g
炭水化物 0.3g

食塩相当量 0.6g

ロースハム チーズ
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Ａ子さんの朝食は、エネ
ルギーが374kcal 、たん
ぱく質が7.7g
１食当たりの目安と比べ
てみると・・・

簡単にでき
そうね。

１食当たりの目安（70代女性）※

※身体活動レベルが「ふつう」の場合

ロースハムを２枚食べる場合、食塩相当量は1.1ｇになるのね。食塩も摂
り過ぎないようにしたいから、食塩相当量も気をつけて見てみよう。
栄養成分表示を上手く活用して、毎日を元気に過ごしたいわ。

主食、主菜、副菜がそろっていると、バランス良く食事を摂取す
ることにつながります。

理料たしに料材主をどな麺、ンパ、んはご ： 食主
理料たしに料材主をどな豆大、卵、肉、魚 ： 菜主
理料たしに料材主をどな藻海、もい、菜野 ： 菜副

コ ラ ム

エネルギー　78kcal
たんぱく質　6.2g

エネルギー　68kcal
たんぱく質　4.5g

※ロースハムは 1/3 の量の
　2枚とした場合



　食品表示を活用して健康作りに役立てたいですね！

会社の健康診断で、血圧が高
めだと言われちゃったんだ。

国が審査をして個別に許可を
出している食品よね。しばらく
続けて飲んでみたら？

「主食、主菜、副菜を基本に、食
事のバランスを」って書いてあ
るよ。毎日の食事も気を付けな
いとな。

こんなのを見つけたわよ。「血圧
が高めの方に」って書いてあっ
て、特定保健用食品ですって。

食塩の量を減らすようにし
たほうがいいわね。

特定保健用食品は、商品にマー
クがついているんだよね？見た
ことがある気がするよ。

バランスの取れた食事を基本とし、
保健機能食品を適切に利用しましょう

1

3

2

4

食品を買う時に、どのくらいの
食塩が含まれているか、栄養成
分表示を見るといいわね。

食事に気を付けた上で、適度な
運動もして、健康に過ごしたいな。

6

1日1本飲めばいいのか。コンビ
ニやスーパーでも買えるし、これ
なら手軽に続けられそうだな。　

ほら、食塩が少ないしょ
うゆがあるのよ。買っ
てきたから見てみて！

「減塩」と表示してあるよ。食塩の
量がふつうのしょうゆと比べて半
分だって。でも、半分だからといっ
て使い過ぎないようにしないとな。

5

4

表示を確認して、
保健機能食品を適切に利用しましょう

栄養成分表示とは？

どれを選んだら
いいの？

?

保健機能食品とは
保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の 3種類があります。
国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品で
す。医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
主食、主菜、副菜がそろっていると、色々な栄養成分をバランスよく摂取することにつながります。

食生活を見直すことが第一です。その上で、保健機能食品を健康の維持増進のために上手に役立てましょう。

食品
※機能性の表示ができる

※機能性の表示ができない

医薬部外品

医薬品

保健機能食品

一般食品

特定保健用食品(トクホ）

栄養機能食品

機能性表示食品

いわゆる健康食品

「保健機能食品」は、
国の制度として
位置付けられている
ものなのね！

1

おなかの調子
を整える 食後の血糖値が

気になる方に

血圧が
高めの方に

減塩

あら。食生活を見直した方
がいいわね。

○○茶

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/
保健機能食品についてもっと詳しく知りたい方に・・・

消費者庁　食品表示企画課　TEL：03 (3507) 8800お問合せ先



ミネラル類 亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム

ビタミン類
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB 1、ビタミン
B 2、ビタミンB 6、ビタミンB 12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタ
ミンK、葉酸

脂肪酸 n-3系脂肪酸

栄養機能食品

特定保健用食品
（トクホ）

機能性表示食品

　1日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）が不足し
がちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
既に科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品
であれば、特に許可や届出などをしなくても、国が定めた表現
によって機能を表示することができます。

　科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。表示されて
いる効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費
者庁長官が許可しています。

　事業者の責任において　　　　、科学的根拠に基づいた機能を表示し
た食品です。販売前に、安全性及び機能性の根拠に関する情報
などが消費者庁長官に届出されたものです。
届出情報が消費者庁のウェブサイトで確認できます。

　特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役立
つ）という、食品の機能が表示されています。

　　　　　トクホには、必ずマークが表示されています。

　特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役立
つ）という、食品の機能が表示されています。

　トクホとは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたもの
ではありません。

　栄養機能食品としての表示ができるのは次の成分です。
基準が定められていない栄養成分（下記以外の成分）は、栄養機能食品
として機能の表示を行うことはできません。

栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品には、必ず次のことが表示され
ています。
正しく利用するために必要な内容ですので、必ず容器包装の表示を確認しましょう。

●保健機能食品は医薬品ではありません。
●医薬品を服用されている方は医師、薬剤師に相談しましょう。

しにうよいなし断中を用服の品薬医で断判己自、は方るいてれさ方処を品薬医らか師医 ・
ましょう。

てけ受を療治るよに師医、でのるあものもるす要を意注にせわ合み飲のと品薬医、たま ・
いる方や疾病に罹患している方は、必ず医師に相談しましょう。また、医薬品を服用し
ている場合は医師、薬剤師に相談しましょう。

保健機能食品を摂取する場合は、
宣伝文句やキャッチフレーズだけでなく、

商品の表示を確認しましょう。

保健機能食品は疾病に罹患していない人を対象とした食品です。

● の分成養栄  
　 量及び熱量

食品に含まれるエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナ
トリウム（食塩相当量で表示）やその他の栄養成分の量が
表示されています。

●  1日当たりの
　 摂取目安量

「1日当たり1粒」や「1日当たり1本」といった摂取目安量が
表示されています。必ず確認し、1日の摂取目安量を守りま
しょう。

●  摂取の方法 の取摂たっいと」。いさだくりが上し召おてしか溶に水「 ・
方法が表示されています。

●  摂取する上での
　 注意事項

・ 「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進す
るものではありません。1日の摂取目安量を守ってくだ
さい。」
・ 「一度に多量に摂りすぎると、おなかがゆるくなることが
あります。1日の摂取量を守ってください。」
といった注意事項が表示されています。
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○○茶

栄養成分表示
100ml当たり

●エネルギー 0kcal
●たんぱく質 0g
●脂質 0g
●炭水化物 0g
●食塩相当量 0.1g

配ンチセルケ 分成与関 ●
糖体（イソクエルシトリ
ンとして）      110mg

天然緑茶カテキン  230mg
カフェイン             90mg

supplement

栄養成分表示1粒（250mg）当たり

エネルギー 1.0kcal
たんぱく質 0.08g
脂質 0.0g
炭水化物 0.2g
食塩相当量 0.0g
ビタミンC 1,000mg

栄養成分表示
1日当たりの摂取目安量1個（180g）

エネルギー 86.4kcal
たんぱく質 7.38g
脂質 0.18g
炭水化物 20.7g
食塩相当量 0.7g

機能性関与成分
難消化性デキストリン（食物繊維として）5g




