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食品表示をめぐる情勢について
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消費者行政担当課長会議



食品衛生法ＪＡＳ法 健康増進法

【目的】

○飲食に起因する衛生上
の危害発生を防止

【目的】
○農林物資の品質の改善

○品質に関する適正な表
示により消費者の選択に
資する

【目的】

○栄養の改善その他の国
民の健康の増進を図る

食品安全の確保

添加物

アレルギー

原材料名

内容量

原産地

品質

保存方法

遺伝子組換え

製造者名等

賞味・消費期限

名称

健康増進法

（栄養表示）

等
等

等

○ 食品の表示について一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の三法があっ
たが、目的の異なる三法それぞれに表示のルールが定められていたため、制度が複雑で分かりにくいものであった。

○ 食品の表示に関する規定を統合して包括的かつ一元的な食品表示制度とするため、食品表示法（平成25年法律
第70号）を創設し、平成27年４月に施行。

○ 具体的な表示ルールは食品表示法に基づく食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）に規定。

一元化

【目的】

○食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的か
つ合理的な食品選択の機会の確保

＜新たな食品表示基準のポイント＞

①栄養成分表示の義務化
②製造所固有記号の使用に係るルールの改善
③アレルギー表示に係るルールの改善
④新たな機能性表示制度の創設

※「食品表示法」及び食品表示法に基づく「食品表示基準」
は平成27年４月より施行。

食品表示法（平成25年法律第70号）

食品表示の一元化について
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ｓ

食品 医薬品

【特定保健用食品】
許可制

保健の機能の表示ができる
（例）おなかの調子を整えます。

オリゴ糖
キシリトール 等

・医療用医薬品
・一般用医薬品

医薬部外品

健康食品を始めとする加工食品
農林水産物

「その他
健康食品」

許可等件数： 1068件（27年間）

うち販売件数： 366件
平成28年９月27日時点

届出件数：1735件（３年）
（うち、東京、大阪、愛知以外：659件）

（うち、生鮮食品：27件）
（平成31年４月１日時点）

ト ク ホ

（平成３年度～）
【栄養機能食品】

許可・届出不要

ビタミン
ミネラル 等

（栄養成分の補給のために利用される食品）

栄養成分の機能が表示される
（例）カルシウムは、骨や歯の形成に必要な

栄養素です。

（平成13年度～）

【機能性表示食品】
事前届出制

企業等の責任において
保健の機能の表示ができる

（例）睡眠の質の向上に役立ちます。

（平成27年度～）

食品の機能性表示制度
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１）公表件数 １７３５件

２）食品形態別公表件数

サプリメント形状の加工食品 ８４１件

その他加工食品 ８６７件

生鮮食品 ２７件

３）届出者の所在地

東京、大阪、愛知 １０７６件
（東京６９９件、大阪２９４件、愛知８３件）

上記以外 ６５９件

北海道３３件、青森３件、岩手１件、宮城２件、秋田５件、山形１件、福島３件、群馬１６件、埼玉３２件、千葉２８件、
神奈川４３件、新潟８件、富山２１件、石川１件、福井２件、山梨４件、長野１５件、岐阜２０件、静岡６２件、三重５件、
滋賀１件、京都３９件、兵庫５４件、奈良３件、和歌山８件、鳥取８件、島根３件、岡山２０件、広島１７件、山口１件、
徳島３件、香川９件、愛媛１２件、高知３件、福岡１１８件、佐賀２件、熊本１５件、大分９件、宮崎４件、鹿児島１７件、
沖縄８件

公表の状況 平成31年４月１日時点

機能性表示食品の届出状況について

（４１道府県）

（参考） 特定保健用食品許可等件数 １０６８件
うち販売件数 ３６６件

平成28年９月27日現在

※撤回された届出を除く。

機能性表示食品の届出状況について

３

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
平成27年度　総届出数　３１０件　　撤回数　 ７３件　届出件数 ２３７件平成28年度　総届出数　６２０件　　撤回数　 ６４件　届出件数 ５５６件平成29年度　総届出数　４５２件　　撤回数　 ２０件　届出件数 ４３２件平成30年度　総届出数  ５１５件　　撤回数 　　 ５件　届出件数 ５１０件合計　　　 　　 総届出数１８９７件　　撤回数１６２件　届出件数１７３５件※（参考）届出のない自治体（茨城県、栃木県、長崎県）



【栄養機能食品】
栄養成分に限定されている。

【特定保健用食品】
食品ごとに有効性や安全性に係るヒト試験が必

須であるため、許可手続に時間と費用がかかる。
⇒中小事業者にはハードルが高い。

従前の課題

○ 加工食品及び農林水産物について、企業等の責任で科学的根拠
をもとに機能性を表示できる新たな方策を検討 、平成27年３月末まで
に実施

○ 検討に当たっては、米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を
参考

○ 安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭

事前個別許可制度
・一つ一つの食品ごとに

事前許可を受ける

ヒト試験が必須
・費用と時間の負担

生鮮食品の実績はなし
・既許可品は加工食品のみ

「事後チェック制度」を導入
＜導入のためのポイント＞
① 安全性の確保（十分な食経験があること）
② 機能性の科学的根拠の明確化
③ 届出制による事業者把握、事故情報収集、買上げ調

査・収去試験

「文献評価（システマティック・レビュー）」も認める
事業者自らのヒト試験実施は不要

表示ルールを作成（特定保健用食品とほぼ同様）
「国が評価したものでない」旨を明記。
※医薬品と誤認される表示は新制度でも不可

「生鮮食品」でも表示を実現
事後チェック制度の下で、生鮮食品についても機能性表
示が実現（外国にも例がない取組）

【機能性表示食品制度の基本的な考え方】【特定保健用食品（トクホ）
の仕組み】

消費者の誤認を招かない、

自主的かつ合理的な商品選択に
資する表示制度

適正な表示
による

消費者への
情報提供

安全性の
確保

機能性表示を
行うに当たって
必要な科学的
根拠の設定

機能性表示食品制度の基本的な考え方
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① 軽症者データの取扱範囲
の拡大
（規制改革実施計画（H29））

運
用
の
改
善

② 届出しようとする食品の機能性関与成分が
「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）
リスト」に含まれる場合の消費者庁における確認
過程の明確化（Q&Aを追加）

情
報
提
供

③ 事業者による届出後の販売状況の届出に
関する取扱いの具体を周知（Q&Aを追加）

① 科学的根拠に基づく制度の効率的
な運営

③ 消費者への情報開示の充実

課題 改正点 期待される効果

② 食薬区分に係る考え方
の明確化
（規制改革実施計画（H30））

② 事業者の予見可能性の向上

③ 販売の有無を確認
できない
（消費者庁調査）

対
象
成
分

の
取
扱
い

「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の第４次改正等

○ 事業者が届出を行う際の指針として、消費者庁では「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」を策定。
○ 「規制改革実施計画」（平成29年６月閣議決定及び平成30年６月閣議決定）への対応等の課題に対応するため、
平成31年３月に 「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の第４次改正等を実施。

【改修後のデータベースについて】

〇エキス等の届出が可能 〇販売状況の確認が可能 〇届出資料の簡素化（入力項目の30％削減）

〇届出確認の迅速化（公表済みの届出と同一性を失わない程度の変更である再届出品に係る届出手続の迅速化）

平成31年３月29日から運用開始

① 臨床試験（ヒト試験）の参加者及び研究レビュー
の対象となる臨床試験（ヒト試験）に係る対象者
に軽症者を含む場合などの取扱いを追加
（ガイドラインの改正、Q&Aを追加）

・ 鼻目のアレルギー反応関係
・ 血清尿酸値関係
・ 加齢に伴う認知機能関係
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○乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途に
ついて表示を行うもの（特別用途表示）。

○特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない
（健康増進法第26条第１項）。

○表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性を審査し、許可。

【現在の特別用途食品】

許可基準型
低たんぱく質食品
アレルゲン除去食品
無乳糖食品
総合栄養食品

妊産婦、授乳婦用粉乳

えん下困難
者用食品

個別評価型

特別用途食品

特定保健用食品

病

者

用

食

品

特別用途食品とは

えん下困難者用食品

とろみ調整用食品

乳児用調製乳
乳児用調製粉乳

乳児用調製液状乳※

※乳児用調製液状乳（液体ミルク）は、平成30年８月８日より追加された。

特別用途食品

６



消費者基本計画（平成27年3月24日閣議決定）（抜粋）

• 同法に基づく新たな食品表示制度について、消費者、事業者等への普及啓発を行い、

円滑な施行とその定着を図るとともに、インターネット販売等における食品表示、加工食

品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示の在り方などの個別課題

について順次実態を踏まえた検討を行う。

• 新たに施行される機能性表示食品制度については、施行状況の把握を行い、必要に応

じて制度の見直しを行うとともに、残された検討課題※についても施行後速やかに検討

に着手する。その際には、幅広い関係者の意見を十分活用するものとする。

※ 食事摂取基準に摂取基準が策定されている栄養成分（ビタミン・ミネラルなど）や、機能性関与成分が明確でないもの

の取扱いなど

積み残し課題の検討について

７

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



平成28年12月 消費者庁
（懇談会（座長：湯川剛一郎東京海洋大学先端科学技術研究センター教授）は、平成27年12月から10回開催）懇談会開催の背景

○ 食品表示法（平成25年法律第70号）の目的※は、消費者がインターネット等を通じ
て食品を購入する場合にも尊重されるべき理念。
※食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保

○ インターネット等を利用して食品を購入する場合、食品自体は遠隔地にあるため、
消費者は購入時にラベル表示を確認できない。

○ 食品のインターネット販売は、近年、その利用が急増し、今後も成長が見込まれ
る業態であり、消費者の利用も一層増えることが見込まれるため、その情報提供
の在り方について検討を行い、参考となる取組例を周知する必要がある。

事業者は、消費者が購入時に食品の義務表示事項と同等の情報の内容
を確認できるような環境を整備することを目標としつつ、以下のポイントを
参考に、段階的に情報提供の取組を推進・拡大することが望まれる。

＜ポイント＞
○ 対応できる、情報や商品から取組を進める。

・消費者ニーズの高い情報から取組を進める。
・商品画像やサイズ、配送時の冷凍・冷蔵等の別などについても、消費者の

利便性を高める情報として提供されることが望ましい。

○ 消費者に分かりやすい方法で提供することが重要。
・ラベル表示を参考にしたり、インターネットの特性（リンクや画像貼付等）
をいかして提供することが考えられる。

○ 業者間の情報伝達の円滑化を図る。
・供給者と販売者の関係性構築により、効率的に消費者へ情報提供できると

考えられる。

懇談会の提言① 情報提供の在り方

義務表示事項に係る情報提供の取組を進めるため、
事業者には、本報告書を参考として、業態や業界ごとに、
情報提供の方針やガイドライン等を自主的に検討・作成
することが望まれる。

懇談会の提言②
事業者の自主的な取組について

行政、消費者団体、事業者団体等は、消費者に対して、
インターネット販売における義務表示事項に係る情報提供
の取組等に関する普及・啓発を行うことが望まれる。

義務表示事項に係る情報提供に適切に取り組んでいる事業者が
消費者から選択されることにより、事業者の更なる取組の促進に
つながると考えられる。

懇談会の提言③
消費者への普及・啓発

【消費者のニーズ】

食品をインターネットで購入す
る場合でも、選択肢が増える
よう、義務表示事項に係る情
報を確認した上で購入したい。

【事業者の実状】

・消費者のニーズに合わせたウェブ
サイト作りの必要。

・義務表示事項に係る情報提供に
当たっては、様々な課題を克服す
る必要。

・本報告書の内容については、カタログやテレビ等を介する
通信販売においても参考とすることが望まれる。

・事業者の取組に当たっては、参考資料（消費者向け及び
事業者向けアンケートの結果）の活用も望まれる。

その他

【参考】消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定）（抜粋）

（３）食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用
（略）

同法（作成者注：食品表示法）に基づく新たな食品表示制度につい
て、消費者、事業者等への普及啓発を行い、円滑な施行とその定
着を図るとともに、インターネット販売等における食品表示、加
工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示の
在り方などの個別課題について順次実態を踏まえた検討を行う。

(略)

「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会報告書」概要
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表示対象加工食品：

国内で製造した全ての加工食品

（ただし、外食、いわゆるインストア加工等を
除く。）

表示対象原材料：

製品に占める重量割合上位１位の原
材料

その他：

○義務表示は、食品の容器包装に表示する。

○又は表示や大括り表示等をした場合は、イ

ンターネットなどにより、自主的に補足的

な情報開示に努める。

○平成29年９月１日施行。平成34年３月まで

経過措置期間をおく。

表示方法：

※生鮮原材料まで遡って表示できる事業者は、表示しても可
※製造地表示においても、国別重量順表示を原則としつつ、又は表示など上記の考え
方を準用

例：(Ａ国、Ｂ国)
(Ａ国、Ｂ国、その他)

現行同様、国別重量順に表示

例:(Ａ国又はＢ国)
(Ａ国又は国産)
(Ａ国又はＢ国又はその他)
と表示しても可

例：(輸入)
(輸入、国産)

と表示しても可

例：(Ａ国製造) (国内製造)

国別重量順表示を行った場合に、産地切替えなどのたび
に容器包装の変更を生じると見込まれる場合

国別重量順表示を行った場合
に、３以上の外国の産地表示
に関して、産地切替えなどのた
びに容器包装の変更が生じる
と見込まれる場合

実行可能性を踏まえ、認められる条件、誤認防止への対応を定めた上で、以下の
規定を導入

対象原材料が中間加工原材料である場合

又は表示

中間加工原材料の製造地表示

過去実績又は計画に基づく表示
である旨を付記

過去実績又は計画に基づく表示である
旨を付記

例：(輸入又は国産)
と表示しても可

大括り表示＋
又は表示

「大括り表示」を用
いても産地切替え
などのたびに容器
包装の変更が生じ
ると見込まれる場
合

大括り表示

新たな加工食品の原料原産地表示制度の概要

９



○ 食品関連事業者等が食品の自主回収（リコール）を行う場合、食品表示法では、食品リコール情報を行政機関に届け出る仕組み
がない。

（※一部の地方公共団体は、条例等に基づき、食品リコール情報を届出させている。）

○ 食品衛生法では食品リコール情報の届出を制度として位置付け（平成30年６月13日改正法公布、公布後３年以内に施行予定）。
○ アレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反による食品リコール届出について早急に検討することを国会で決議。

［平成30年４月 参・厚労委 附帯決議（食品衛生法等一部改正法案）］

○ 食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表
示がされていない食品の自主回収を行う場合、行政機関への届出を義務
付け。
※届出対象となる食品表示基準違反：アレルゲン、消費期限など欠
落や誤表示

○ 当該届出に係る食品リコール情報については、行政機関において消費
者に情報提供（公表）。

○ 届出をしない又は虚偽の届出をした者は罰金。

※公布の日（平成30年12月14日）から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

都道府県等※

国（消費者庁）

消費者

公表

報告

届出

食品関連事業者等

流通食品の食品表示法違反を
探知し、自主回収に着手

＜届出から公表までのイメージ＞

○ 食品リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食
品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐ。

○ 行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品表示法違反の防止を
図る。
※食品衛生法及び食品表示法一体での食品リコール情報の届出制度
の円滑かつ齟齬のない運用を図る。

改正の概要

自主回収届出情報（例）

名称 ○○○

賞味期限 ○年○月○日

製造者 （株）消費商店

自主回収の理由 「かに」のアレルゲ
ン表示の欠落

健康への影響 「かに」にアレル
ギーを有する人が、
じんましん、呼吸困
難等のアレルギー症
状を発症することが
ある

画像 表示枠内の写真等

・・・・ ・・・・・・・

食品リコール情報を届出
（システムに入力）

改正前の制度の課題

※届出から公表までをシステムで一体的に運用することにより、
事務手続の効率化が期待。

改正の効果

※政令で委任予定

食品表示法の一部を改正する法律の概要 （平成30年法律第97号）
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（注）「遺伝子組換え」表示及び任意表示については、事業者が分別生産流通管理を行っていることが前提。

遺伝子組換え表示制度改正案の概要

【義務表示】

「遺伝子組換え不分別」など

【任意表示】

「遺伝子組換えでないものを分別」

「遺伝子組換えでない」 など

100 ％

5 ％

0 ％

【義務表示】

「遺伝子組換え不分別」など

説明表示例：
「遺伝子組換えのものと分けて管理
していません。 」

【任意表示】

「遺伝子組換えでない」など

＜現行の表示制度＞ ＜改正案＞

意
図
せ
ざ
る
混
入
率

【任意表示】

表示例：
「遺伝子組換え原材料の混入を防ぐた
め分別管理されたとうもろこしを使用し
ています。」

意
図
せ
ざ
る
混
入
率

【義務表示】 「遺伝子組換え」など

「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」（平成30年３月28日遺伝子組換え表示制度に関する
検討会）を踏まえ、食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）に規定されている遺伝子組換えに関する
任意表示の制度を改正し、
① 分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入を５％以下に抑えているものについては、
適切に分別生産流通管理している旨、事実に即した表示を、

② さらに、遺伝子組換え農産物が不検出の場合には「遺伝子組換えでない｣旨の表示を認めることと
する。

100 ％

5 ％

不検出

0 ％

遺伝子組換え表示制度改正の概要



食品添加物表示の在り方の検討に当たり、食品表示一元化検討会資料である中

間論点整理についての意見募集に寄せられた意見も参考に、食品添加物表示に関

する事業者の自主的な取組状況（自社ホームページや二次元コード等による積極的

な情報提供）及び海外の食品添加物の表示制度について把握すること。

目的

平成29年度

※調査結果については、平成30年３月末に取りまとめ。

調査項目

食品添加物表示の検討に向けて

食品添加物表示の検討に先立ち、｢食品添加物表示制度に係る実態調査事業｣を実施。

株式会社インテージリサーチ

調査委託先

①食品添加物の情報提供に関する調査

②海外の食品添加物表示制度に関する調査

調査時期
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