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＠食晶表示制度を活用した
食生活の改善を考える
消費者の安，bと健康づくりに寄与するべく、2015年4月に施行された食品表示法．
施行から3年以上が経った今、実際の食晶表示や消費者の活用状況はどうなっているのでしょうか．

今回の特集では、新しい食晶表示制度のポイントや現状、
健康づくりにどのように役立てていけば良いか、これからの食晶表示のあり方などについて、

食晶表示制度の施行に関わられた3名の方々の見解をご紹介します．
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巻頭インタビュー

食晶表示法施行の意義と活用

食晶表示をよりわかりやすく充実させるため、 2015年に施行された食晶表示法。

その制定に携わり、消費者や食品関連事業者への普及啓発活動に尽力してきた
消費者庁の西川真由さんに、施行の背景、新制度のポイント、消費者に伝えたいこと、
管理栄養士や栄養士、保健師に期待することなどをうかがいました。

食晶表示法施行の背景

2015 年4月に食品表示法が施行される以前は、食

品衛生法、健康増進法、 JAS法（農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律）という三つの法

律によって食晶表示のルールが定められていました。

さらに、食品衛生法と健康増進法は厚生労働省、 JAS

法は農林水産省が別々に所管していたため統一感が

なく、食品関連事業者にとって、そして消費者にとっ

て、食品表示が複雑でわかりにくいという課題があり

ました。そ乙で、三つの法律の表示に係る部分を一

つにまとめ、食品表示をよりわかりやすく活用しても

らえるものにするため、消費者庁が新しい法律をつく

ったので、す。

消費者庁には、厚生労働省と農林水産省などから

の出向者が多く、それぞれの知識や経験を活かして

話し合い、新しい食品表示制度の仕組みをつくって

いきました。また、 2011 年 9 月から 2012 年 8 月に

かけては「食品表示一元化検討会」を開催し、日本

栄養士会、消費者団体、大学教授、食品関連事業者

団体、主婦連合会など多方面の方々と意見交換を行

って協議を重ね、日本人の健康課題や消費生活の現

状に合わせた細かいルールを決めていきました。

そして出来上がった食品表示法は、消費者の食生活

を支える上でとても意義のあるものだと感じてい

ます。

*l 消費者庁機能性表示食品制度届出データベース
http目：／／www目caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_

function claims/ 
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消費者庁食晶表示企画課総括課長補佐
（※取材時。 2018年7月か5農林水産省に異動）

西川真由

「機能性表示食品」や「特定保健用食品」を
自己管理に活かす

今回の新しい食品表示制度にはさまざまな変更点

や新しい試みが取り入れられましたが（主な内容につ

いては、 p.10 のまとめをご確認ください）、大きなポ

イン卜は二つあります。一つは機能性表示食品制度

の創設です。機能性表示食品制度は、消費者庁に届

け出て食品関連事業者の責任で健康の維持および増進

に役立つという食品の機能性を表示するというもの

です。対象となる食品は、サプリメン卜形状の加工食

品、その他の加工食品、生鮮食品と広範囲にわたっ

ています。類似の制度は諸外国にもありますが、生鮮

食品が対象食品に含まれるのは世界中を見渡しても

日本だけです。 2018年 6月現在で、みかん、もやし、

米、カンパチ、りんごが機能性表示食品として届出

されています。

機能性表示食品制度は食品業界に積極的に受け

入れられ、 2015 年の制度開始からとの 3 年間で届出

のあった食品数は 1 300件以上となり、特定保健用食

品（卜クホ）の許可数を超えました。一方で消費者の

方の認知度はまだ低く、「卜クホとの違いがよくわから

ない」という声もよく聞かれます。消費者庁では、トク

ホは消費者庁長官の許可を受けたもの、機能性表示

食品は食品関連事業者の責任のもとに機能性の表示

を行うものとして届け出られたものという違いをしっ

かりとお伝えするため、パンフレッ卜などで普及啓発

活動を行っています。さらに、消費者庁のデータベ

ース＊lにアクセスしていただくととで、すべての機能

*2 現在はカルシウムと葉酸のみ、疾病リスク低減表示を行うこと力T認め5れている。
（カルシウムの表示例）日頃の運動と適切芯量のカルシウムを含む健康的な食
事は、若い女性が健全芯骨の健康を維持し、歳をとってからの骨組怒症に芯るリ
スクを低減するかもしれません。
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⑬ 
「機能性表示食品」って何？
符定保健用食品（トクホ）娘鍵栂能食品とIi.At.I:る
厳しい食品の栂能性表示制度カできました．

• '••a•~＊＂＇• ＂＇ － ••11の置肝間四郎副守山山
·；！~!ti'l~Prf＞制＂て糟軒E’W也られた闘です

•u崎明醐刊嗣区制時制川崎注目倉時•m
ウェプザイトE公開された・惜しっ刊闘しでくだaぃ，

消費者庁

『知っておきたい食晶の表示』 『早わかり食品表示ガイド』 『「機能’性表示食品」って何？』 『全ての加工食品の原材料の
消費者向け 食品関連事業者向け 消費者向け 産地が表示されます！』

消費者向け

図 1 消費者庁が作成している食品表示についてのさまざまなパンフレット
すべて消費者庁のホームページか5ダウンロードするととができる。

(http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/) 

性表示食品の届出の詳細情報を読んでいただけるよ

うにしています。また、機能性表示食品が件数を伸ば

す中でトクホの価値も再構築する必要があると考え

ています。例えば、疾病リスク低減表示を行う乙とが

できる関与成分＊2を増やすなど、機能性表示食品と

の違いを明確にしていければと考えています。

機能性表示食品や卜クホは、食品なので手軽に

日々の生活に取り入れられるのが利点です。表示さ

れた機能性を見れば、その食品が何に良いのかを簡

単に知るととができるのはメリッ卜でしよう。超高齢

社会となった日本では、健康寿命の延伸や医療費の

削減が喫緊の課題となっていますが、自己管理の一

環として機能性表示食品やトクホを毎日の食生活に

うまく取り入れられるよう、サポートに逼進していき

たいと思います。

「栄養成分表示」の義務化と今後の見通し

二つめの大きなポイン卜は「栄養成分表示」の義務

化です。食品表示法に基づく食品表示基準では、一

般用加工食品および添加物において、熱量（エネル

ギーと表示しても良い）、たんぱく質、脂質、炭水化物、

食塩相当量の 5 項目の栄養成分を表示するととが

*3 食品畠官去に基づく栄養成分表示のためのガイドライン
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labelin 
g_act/pdf/food_labeling_act_ l 80518_000 l .pdf 

義務化されました。つまり、消費者が「脂質の多い食

事を控えたい」「たんぱく質をしっかり摂りたい」「塩分

の摂りすぎに注意したい」などと考えた際に、食品表

示を参考にできるようになったのです。

なお、いきなりすべての食品のパッケージ表示を

切り替えるのは現実的ではないため、食品関連事業

者の方は 2020年の 3月末までに表示の切り替えを完

了してもらうようにしています。食品表示法の施行か

ら 3 年以上が経った現在で、も切り替えが済んで、いな

い食品は結構ありますので、消費者庁では各食品団

体や都道府県の食品表示担当者への講習会に力を

入れ、切り替えを加速しようとしているところです。

食品関連事業者の方は、栄養成分を表示するため

に製品の分析を行ったり、日本食品標準成分表を用

いて計算をしたりと、たくさんの苦労を重ねてくださ

っています。消費者庁では、「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」判を作成し、適切

な表示ができるように詳しい方法を紹介しています。

また、栄養成分のばらつきが大きい食品については

「推定値」叫による表示を認める措置を設け、すべて

の加工食品に健康づくりの目安となる栄養成分を表

示できるような工夫をしています。

実はとの栄養成分表示制度は欧米の方が進んでい

*4 原材料の使用部位や個体差、季節変動などによって、表示された数値が許容差
の範囲内に収まら芯いととがある場合には、「推定値」「との表示値は、目安で
す」と表示するとともに、表示値の根拠資料の保管も必要。
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て、 EU諸国は 7項目、アメリカは 15項目もの義務表

示が規定されています。 日本はようやく 5項目が義務

化され、遅ればせながらもまずは一歩を踏み出せた

といったところでしょう。今後も栄養成分表示をより

活用してもらえるよう、表示の量と読みやすさのバラ

ンスも考慮し、義務表示に追加するべき項目の検討

なと、を行っていきたいと考えています。

地婦を包括した普及活動

消費者庁では、 新しい食品表示制度の内容やその

活用方法を消費者の方にお伝えするととに力を入れ

ています。 その一つの例が、徳島県における栄華成

分表示の普及啓発活動です。 2017年に消費者庁が

徳島県に新拠点を設けたととを機に、徳島県栄華士

会、徳島大学などと協働して、一般消費者を集めた構

褒紙

A子i!luCDUWi，τ.・と・．．．．．

母語

習会を行いました。

活動を始めた当初は「栄華成分表示がどういうも

のか全く知らない」という方も多かったのですが、そ

の内容をお伝えすると非常に興味を持っていただけ、

「表示は大切だと思った」「とれからは見るようにす

るJといった声が多く聞かれました。 私自身も徳島大

学で学生のみなさんに講義を行い、 カップ麺一つで

1 日の食塩摂取量の基準を超えてしまうとともあると

とや、ダイ工ツ卜中l乙カロリーばかりを見て食品を選

ぷと栄養バランスが崩れることなどを具体的にお話

させていただきましたが、「新しい気づきがたくさん

あった」『毎日の食事選びに役立てたい」という感想を

いただき、大きな手応えを感じました。

今後は、との徳島県での活動をモデルケースとし

て、地域を包括した消費者への普及啓発活動を全国

展開していく予定です。
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園2 徳島県における栄養成分表示の普及書発活動において使用したパンフレット
『いつまでも元気でいきいきと！栄義成分褒示を活用して、日々の食事をパワーアップ！!J （高齢者向け）

このほかにも、基本版、若年女性向け、中高年者向けのパンフレyトを作成し、消費者の特性に応じて栄養成分褒示の活用が進むようにした。
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作成消費者庁食晶表示企画課
(http://www.caa.go.jp/future/proiect/proiecL008/) 
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商品選択の手助悦増やす

食品表示には、消費者が商品を選択する際に必要

な情報をしっかりと伝える役割があります。加工食品

の原料原産地表示もその一つです。乙れまでは22の

食品群と4品目のみで表示が義務付けられていまし

たが、原料原産地の情報をより詳しく知りたいという

消費者の声の高まりにとたえ、 2017年 9月 1 日から

はすべての加工食品で原材料の産地が表示されると

とになりました（2022年3月末までは経過措置期間）。

すべての加工食品での義務化は国際的にも珍しく、

当初は食品関連事業者側からの反発もありました。

しかし、食の多様化が進み、高品をどういう基準で選

んだら良いかわかりにくい現代において、選択の手

助けとなる情報は必要不可欠です。原料原産地を気

にする方が多いととは確かで、その方たちにとって

は、原産地の表示が安心の材料になるのです。こ

の決議までには苦労も多かったですが、消費生活に

一つ貢献できたと自負しています。

新しい食晶表示制度ではほかにも、アレルギー表

示のルールを改善し、 どの原材料に含まれているか

をわかりやすくしたり、原材料と食品添加物を明確

に区分して表示するようにしたり、 rooたっぷり」

「ムA控えめ」といった栄差強調表示のルールも定め

ています。 いずれも、消費者が自分に合った商品を選

択するととを手助けし、健康的な食生活を送るとと

を支援するための改善です。

専門職の力で食晶表示の活用を促進

食晶表示法の施行から 3年が経ち、食晶表示に目

を向けたり、商品を選ぷときの判断材料に食晶表示

を活用する消費者が増えつつあると実感しています。

特に、 講習会などで食晶表示についての理解を深め

た方は、食生活の改善意欲を持って食晶表示を気に

かけてくださるようになるので、今後も普及啓発活動

に力を入れていく所存です。消費者庁から消費者の

方にお願いしたいのは、食品表示がしっかりしてある

商品を選択していただくととです。 消費者が食品表示

を選択の基準にしているζとがわかれば、食品関連

事業者側も表示のわかりやすさや充実により力を入

れ、 良いサイクルが回っていくことでしょう。

また、食晶表示を各個人の健康づくりに役立てる

場面において重要な役割を果たすのは、管理栄養士、

栄養士や保健師といった専門職の方々で、す。まずは

関心を持って勉強していただき自身の理解を深めた

上で、一人ひとりの年齢や体格、生活習慣などを踏ま

え、日々の買い物で食晶表示のどとを気にかけて欲し

いか、どういう特徴を持った食品を選ぶべきかなど、

具体的なアドバイスをしていただければと思います。

実際、先述した徳島県のケースでも、徳島県栄華士

会の方々は専門的な観点を独自にプラスして、消費

者の方々に大変わかりやすく説得力のある説明をさ

れていました。食品表示法という制度と消費者の日々

の生活をつなぐ架け橋として、ますますの活躍を期待

しています。

快適な消費生活のために

日本は食文化が多様で、スーパーマーケットなど

で売られている食品の種類は実に豊富です。また、

テレビや雑誌、インターネット上にはさまざまな情報

が溢れています。選択肢がたくさんあるのは良い乙と

でもありますが、自分が本当に求めている商品をしっ

かりと選ぶには苦労が多く、何を選べば良いのかわ

からなくなってしまうこともあるでしょう。ぞとで、選

択の際の拠り所としての食晶表示を充実させる必要

性が高まっているのです。食品表示は、毎日の生活を

健康かつ快適にし、安心して食事を摂っていただく上

でなくてはならない大切な情報です。消費者のみな

さんの日々の消費行動を支えるべく、これからも制度

の改良と普及に努めてまいります。

西川真由 NI凶lka明陶u
消費者庁食晶表示企直隈総指標畏糟佐
｛調陣取材置寺. 20 1 8年7月bち農林水産省に異動）

2003年4月鹿林水産省林野庁林政課入省．同省林野庁企画課、大臣官
房秘書課を経て、 2007年4月水産庁加工流通際企画係長.2008年4月

経営局総務課総務係長、周年7月間局経営政策際総括係長. 2010年4月

厚生労働省医薬食品局総務課課長補佐0 2012年9月i=林水産省消費・
安全局表示・企画課課長補佐0 2013年7月在ドイツ日本国大使館一等
書記官。 2016年7月消費者庁食品表示企薗銀総括限度補佐．さまざま
恕省庁て寸食の安全や流通を見つめてきた経取を生かし、食晶表示法の施行
や普及啓発に取り組む。 2018年7月からは.林水産省大臣官房秘書課．
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研究・健康レポート 1

栄養成分表示の活用について

2015年の食晶表示法制定に向け、内閣府消費者委員会食晶表示部門委員、
消費者庁食晶表示一元化検酎委員、消費者庁栄養成分表示検酎会委員等を歴任し、
その制度づくりに携わった迫和子先生。栄養表示のスペシャリストとして、
さらに消費者の健康に寄り濁う栄養士としてのお立場から、

食晶表示制度のポイントや活用状況についてうかがいました。 公益社団法人日本栄養士会専務理事

栄養成分表示の義務化は時代の要請

食品表示法は、食品衛生法と健康増進法、 JAS法

の三つの法律を一元化する流れから生まれました。

管理栄養士の立場から食晶表示法のポイン卜を考え

ると、まずは栄養成分表示の義務化が挙げられると

思います。食品表示法が制定される以前、栄養成分

表示は、健康増進法における任意の義務として規定

されていました。乙れは表示をしようと考える場合の

み基準に従う義務があるというもので、表示そのもの

は義務ではなかったので、す。私は一元化に向けての

調査や論議の中で、栄養成分表示の義務化を推進し

てきました。

その背景には、超高齢社会となった現在の日本で

は、一人ひとりに合わせた栄養管理が求められてい

るととがあります。 75歳を超えると病気にかかる率が

高くなり、食事管理が必要な世代が増えています。早

急にその予防対策をしなければ、日本の社会そのも

のの崩壊につながりかねないのです。また、日本は

今、低栄養と過剰栄養という栄養障害の二重負荷の

問題に直面しています。低栄養については、若い女

性のいきすぎたダイエツ卜志向によるものと、高齢者

の加齢によるものがあります。高齢者の低栄養はサ

ルコペ二ア＊1や、サルコぺ二アが原因のフレイル＊2

を引き起乙します。一方で過剰栄養は、肥満から糖尿

病や高血圧といった生活習慣病の原因となります。と

うした状況の改善策として、まず取り組むべきととが

栄養管理です。やせている人だったらエネルギーと

たんぱく質をしっかり摂取する必要がありますし、

糖尿病ならエネルギー、高血圧なら塩分をコント口

*l サルコペニア
加齢や疾患により筋肉量が減少し、筋力の低下が起とること。
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迫和子

ールしなければなりません。そのために必要不可欠

なのが、栄養成分の情報なのです。

生鮮食品から調理をする場合は、使用する食材や

調味料から概ねその栄養成分を把握できます。また、

日本では学校教育で五大栄養素を学びますから、肉

を見れば「たんぱく質だな、でも脂身が多いから脂質

多めだな」と見当もつけられるでしょう。ととろが、加

工食品の場合は、表示がなければ何が入っているの

か、消費者には全くわかりません。一方で生活の中に

はどんどん加工食品が増えているわけで、時代や社

会が加工食品の栄養成分表示を求めるようになって

いたのです。

消費者にわかりやすい表示を実現

栄養成分の表示については、図 1 のように熱量、

たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量が義務、飽

和脂肪酸、食物繊維が推奨、糖類、糖質、コレステロ

ール、ビタミン・ミネラル類が任意となっています。

まずは義務とされている成分についてしっかり確認し

ていただければと思いますが、スーパーなどでの買

い物の際にすべてをチェックするのが難しい場合も

あるでしょう。その場合でも、最低隈、熱量と食塩相

当量はチェックしていただければと思います。

との「食塩相当量」については、従来は「ナトリウム」

と表記されており、食品表示の一元化を検討する中

で、どちらの表記にするか意見が分かれました。科学

的に正確に表記すると「ナトリウム」が正しいのです

が、消費者がイメージしやすいのは「食塩相当量」で

す。「ナトリウム」表記の場合、食塩相当量を知ろうと

場2 フレイル
高齢者の身体機能や認知機能が低下し、虚弱と怒った状態。



内容
加工食晶 生鮮食品

添加物
一般用 業務用 一般用業務用

熱県量、野たん鱗ぱく賀当、量） （義3条務) (3義2務条）

翻擁酸、 撲） (1任2意条） (2任1意条） (2任6意条）
卜一一一一一一

(3任4意条）糖コビタ類レミス、槙ンテ・質ミロネ、ーラルル、類 （任7条意) 
栄養強間表示 (7条） (21 条〕

特定保健用食品 (3条） (18条〕

栄養機能食品 (7条） (21 条）

機能』性表示食品 (3条） (18条〕

〈括弧内は参考条文です〉例えぱ、加工食品の表示方法は8条に規定され、日IJ記
様式として、表示例も示されています。食品表示基準、関係法規は、広くと確認
ください。

図 1 食晶表示基準での位置づけ

すると、ナトリウムの数値に 2.54を掛けて、さらに単位

が異なる＊3乙とから 1000で割るという計算をする必要

がありました。買い物の度にいちいち計算するのは現

実的ではないというととで、食品表示法ではよりわか

りやすい「食塩相当量」で表示するととになったのです。

栄養指導における活用の現状と今後

食品表示法の施行から 3 年が経ちますが、管理栄

養士や栄養士の方には、表示そのものをしっかりと

理解し、消費者の相談に応じていただきたいと思い

ます。食品表示法によって、栄養成分表示だけではな

く、原材料やアレルギーに関してもチ工ツクで、きるよ

うになりました。情報が開示されたととによって、消

費者に対してどの食品をお薦めしたいか、さらに相手

の方の状況を踏まえてとちらの方がいいのではないか

といった具体的な助言がしやすくなったと思います。

中には、栄養強調表示など、一般の方には見方が

難しいものもあります。例えば、「ナトリウムが少ない」と

いう強調表示（図 2 ）。塩分を控えたい人は、「塩味控

えめ」といった味覚に閣する表示ではなく、栄養成分

表示をしっかり確認していただく必要があります。と

うしたポイン卜を伝える乙とも専門職の務めでしょう。

また、人生百年時代といわれる今、中長期的な健

康リスクに対する情報として、栄養成分表示を活用し

ていただければと思います。食中毒のような短期的

なリスクを回避するための賞味期限や消費期限とは

異なり、栄養成分表示は中長期的なリスク回避のた

めの一つの情報です。そうした視点から表示を見て

いただきたいし、活用法を消費者の方にお伝えいた

*3 ナトリウムl<tmg、食塩相当量はgで表記する。

ナトリウムが少芯いという強調表示

｜塩分控えめ｜ じ豆E 仁轟コ

3亘亙斗

「塩分控えめ」「うす劃「減塩l「あま劃「あさ塩lなどがありますが、「塩味控えめ」
「うす塩味」といった昧覚に関する表示は食品表示基準の対象外のため、必すしも
ナトリウムが少芯いとは限Sta:いため注意が必要。

図2 ナトリウムが少ないという強調表示

だきたいと思います。

そのためには健康状態を知るととが必要になりま

すから、健診データなどの情報を踏まえてアドバイス

していただければと思います。その際は「脂質」「食塩

相当量」といった単独の栄養素だけに焦点を当てる

のではなく、食事の総量を減らさず、栄養バランスが

とれた状態でいかに脂質や塩分を減らしていくかを

考える必要があります。また、食事には、栄養を摂取

するだけではなく、口を動かして食べるととで筋肉が

鍛えられるといった効果や、満足感をもたらしたり、

共に食事する人と交流を深めるといった文化的な価

値もあります。栄養面だけを考えたら、点滴や錠剤で

ある程度は補えるかもしれませんが、適正な食事が

もたらす多岐にわたる効果には及びません。栄養指

導の際には、とうした食事の幅広い効果についても

忘れないでいただければと思います。

日本人は小学校で、栄養の基本的な教育を受けるた

め、食や栄養に関する意識がとても高い国民だと思

います。今後は、その情報を生活の中でどう生かして

いくかという実践教育が求められるでしょう。食品表

示をどう見れば良いか、個人の健康管理にどのよう

に生かしていくかについても、今後より一層深まって

いってほしいと願っています。

迫和子 Sako K•置uko
公益社団法人日本栄養士会専務理事

1972年より2008年まで神奈川県各保健所、県食品衛生課、地域保

健課に勤務。 2006年より日本栄養士会の全国行政栄養士協議会協議

会長、行政担当理事、 2008年より常務理事を務め、 2010年6月より

現職。東日本大震災発生時には、日本栄養士会専務理事として災害支援

活動の指揮を執る。災害支援管理栄養士の養成にも力を入れ、支援体制

を整えている。
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研究・健康レポート 2

消費者目線から考える食晶表示法

2015年に制定された食晶表示法を、消費者はどう捉えて活用したら良いのでしょう。
食品安全や食品表示について精力的に講演や執筆活動を行い、
食品表示法の制定に向けて消費者庁の検酎会にも参加してきた森田満樹さんに、
新しい食晶表示の具体的な活用方法や注意点、これからの期待などをうかがいました。

まずは「食塩相当量」の確認を

食品表示は食品事業者から消費者への大切なメッ

セージです。消費者のみなさんにまずお願いしたい

のは、パッケージ、表面のキャッチコピーや写真ばかり

を見るのではなく、裏面の一括表示と栄養成分表示

を必ず確認するとと。一括表示には、原材料名、アレ

ルギ一表示、消費・賞味期限、保存方法などの大切

な情報が書いてあり、栄養成分表示には、「熱量（エ

ネルギーと表示しでも良い）、たんぱく質、脂質、炭

水化物、食塩相当量＊1」という、健康的な食事摂取の

ために役立つ 5項目が明記されています。

健康づくりのためにまず活用していただきたいの

は「食塩相当量」です。日本人は塩分摂取量が多く、

それが高血圧を誘引するととが問題視されています

ので、食塩相当量を意識して塩分摂取を控えるととを

心がけて欲しいと思います。食塩相当量の表示を確認

するようになると、男性8.0g未満、女性7.0g 未満＊2

という 1 日の食塩摂取の目標量を守るのがいかに難

しいかを実感するととでしょう。 1 食あたりなるべく 3

9以下に抑えたり、麺類の汁は残す、昼に食塩を摂り

すぎたら夜は控える、といった心がけをしていただけ

ればと思います。それから、「熱量」を見るととも習慣

にして、カロリーの摂りすぎに注意しましょう。毎日の

買い物で「食塩相当量」と「熱量」を確認する習慣をつ

けると「食パンは意外と食塩相当量が多い」「カップ麺

はスープの味によってカロリーが全く違う」など、いろ

いろな気付きがあり、興味が湧いて面白くなってくる

でしよう。

キ1 食塩相当量

一般社団法人Food Communication Compass 代表
消費生活コンサルタント

森田満樹

食晶表示と保健指導を両輸に

食品表示を健康づくりにつなげるためには、消費

者が正しい知識を持っているととが大切で、す。しかし

実際には、一つの項目の数字にとらわれてしまった

り、間違った認識で、表示を利用している人もいます。

例えば糖質オフダイエツ卜をしている人は「炭水化物

＝糖質」と思い込んで、とにかく炭水化物の少ない商品

を選びがちです。しかし実際には炭水化物は糖質と食

物繊維の合計であり、炭水化物を控えると体に良い

食物繊維が不足してしまうとともあります。また、 1 食

あたりの「熱量」が何キロカロリーかを 1 桁単位でコント

ローjレしようとする人もいますが、摂取カロリーは 1 週

間単位くらいで無理なく管理する方が実用的ですし、

そもそも栄養成分表示には ±20%の誤差が想定さ

れています。さらに、熱量にばかり気を取られて食塩

相当量に無頓着になってしまうととも問題です。

そとで活躍が期待されるのは、地域の人々の健康

づくりに寄り添う立場である保健師や栄養士の方々で

す。食品表示についての知識を深め、保健指導・栄

養指導の対象となる方の年齢、性別、職業や生活ス

タイルなどを踏まえて、食品表示の読み解き方、健康

な食生活づくりにどう活かせば良いのかなどを具体

的にアドバイスしていただければι患います。

機能性表示食品の活用方法

2015年に施行された食品表示法では、「機能性表

示食品」という保健機能食品＊3が新設され、その市場

はこの 3年間で一気に拡大しました。機能性表示食品

2015年の食品表示法施行以前には「ナトリウム」と表記されていて、食塩相当量を知るためにId;換算しなければなら悲かったが、塩分の過剰摂取が問題となっている
日本人の実情に合わせ、わかりやすく「食塩相当量Jで表記するととに芯った。表示切り替えがまだの商晶は「ナトリウムjと表記されている。

*2 厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2015年版）」による。
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とは、科学的根拠に基づいた安全性や機能性を事業

者が消費者庁長官に届け出て、機能性を表示できるも

のです。特定保健用食品（卜クホ）とは異なり、消費者

庁長官の個別審査・許可を受けたものではありませ

ん。ガイド、ラインに沿ってきちんと機能性を表示した

商品の選択肢を増やすべく、制度がスター卜しました。

機能性表示食品のパッケージ、には、とてもたくさん

の情報が表示されています（図 1 ）。とれは、機能性

や使用上の注意点を、事業者の責任でしっかりと消

費者に伝えるためです。「読むのが面倒」という声もよ

く聞きますが、購入するのであれば大前提として表示

を隅々まで読んで欲しいと思います。すると、どんな

科学的根拠に基づいているか、自分に合っているのか

などを理解でき、適切な使い方につながるでしょう。

また、機能性表示食品には必ず「届出番号」が表示さ

れていて、消費者庁のデータベース料にアクセスして

届出番号で検索すれば、機能性の評価方法や臨床試

験の結果、安全性試験の結果などを詳しく読むととが

できますので、ぜひ活用いただければι思います。

機能性表示食品を含めた保健機能食品は、使用者

側がしっかりと特性を理解し、自身に合うものを賢く

選択してとそ、健康効果が得られるものです。健康へ

の意識を高めるきっかけとして活用し、日々の生活習

慣や食事バランスもあわせて見直していただきたい

と考えます。

これからの食晶表示

食品の多様化やグローバル化、食の安全や健康に

対する消費者意識の高まりを受け、食品表示は進化

を続け、記載される情報量は増えてきました。しかし、

／~＇Yケージの面積は物理的に限られています。これ

からは、アレルギーや消費・賞味期限などの安全上

重要な表示はよりわかりやすく／れノケージに表示し、

選択のための表示はデータベースやQRコードを活

用して消費者からアクセスしてもらうといった工夫が

進んでいくでしょう。また、現在の栄養成分表示の単

位は商品によって「100g あたり」「1 包装あたり」「1 食

あたり」などさまざまですが、消費者にわかりやすい

のは「1 食あたり」で、アメリ力では 1 食分（サービン

グサイズ）の栄養成分を記載するととが義務付けられ

CHッケージ表）
－－機能性表示食品である旨

機能性表示食晶－－

届出番号cx::x:刃一一一一一消費者庁長官より
ムム（商品名） 付与された届出番号

［届出表示］本晶lまく〉く〉が含まれます。。く〉に一一『届出衰示」として、どん怠
Id:口口の機能があるととが報告されています。 科学院繭植で輔閉館評価

したか古珂コかるよう表示
本昌l草、事業者の責任において特定の保健の

目的が期待できる旨の表示を行うものとして、

消費者庁長官に届出されたものです。ただし、一一様聞主およ：Q'!l全性につい
特定保健用食品とは異怒り、消費者庁長官によ て、圃の評咽を受廿たもの

で怠い旨の衰示
る個別審査を受けたものではありません。

食生活Id:、主食、主菜、副菜を基本に、食事のパ、
ランスを也 、食生活においてバランスが

大事という文冒

（パッケージ裏）

一括表示

捜取目安置と規取の方法
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栄聾成分衰示

1 日当たりの摂取目安置に
含まれる機能性関与成分量

図 1 機能性表示食晶の表示例（加工食晶の場合）
※森田先生の著書『新しい食品表示がわかる本JC女子栄養大学出版部、 2016)

ロ159を元に作図

ています。日本でも、食品に応じて 1 食あたりの表示

が広がっていく乙とを期待します。

消費者がもっと興味・関心を持ち、食品事業者や

行政に疑問や要望を発信するようになると、食品表

示は加速度的に発展していくと考えられます。消費

者、食品事業者、行政、そして保健師や栄養士の方

が互いに力を合わせ、食品表示、そして安全で健康

的な食生活を促進していくととを願っています。

森田満樹 Morita Maki 

一般社団法人Food Communication Compass 代表
消費生活コンサルタント

九州大学農学部食糧化学工学科卒業。食品会社研究所、民間研究機構

等を経て、科学的根拠に基づく食情報を発信する消費者団体・一般社団

法人Food Communication Compassを運営。食品の安全や表示、

食晶をめぐる報道等について、講演、執筆活動を行っている。東京海洋大

学・大妻女子大学非常勤講師。農林水産省JAS調査会（農林物資規格調

査会）部会委員、消費者庁「食品表示一元化検討会」委員、「食晶の新た芯

機能性表示制度に関する検討会」委員、厚生労働省「食晶衛生法改正懇

談会J委員等を歴任。著書に『食材偽装メニュー表示のグレーゾーン』

（ぎょうせい、 2014）、 『食晶表示法ガイドフック』（ぎょうせい、 2016）、 『新し

い食品表示がわかる本』（女子栄養大学出版部、 2016）など。

*3 保健機能食晶

国が機能性の表示を認めた食品。 1991 年に制度化された「特定保健用食品
（トクホ）」、 2001 年に制度化された「栄養機能食日J、そして2015年に制度
化された「機能性表示食品」の三つがある。

*4 消費者庁機能性褒示食晶制度届出データベース
http://www.ca白go.jp/policies/policy/food I白b自ling/foods with 
function claims/ 
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行政トピックス

新しい食晶表示制度一主な変更点のまとめ
【監修】消費者庁食品表示企画課総括課長補佐（※取材時。2018年7月力慎林水産省に異動）西川 真由

f 、

>

>

>

、』

。アレルギー表示のルール改善

原則として、個別の原材料や添加物にアレルゲン
が表示されます。

（個別表示の例） アレルギー表示は下線部（実際の商品lこはありません。）

原材料名 準チョコレートCHーム油（大Eを含む）、砂糖、全粉乳、
ココアパウダー、乳糖、力力オマス、食塩）、小麦粉、

ショートニング（牛肉を含む）、砂糖、卵、コーンシロップ、
乳又は乳製晶を主要原料とする食品、ぶどう糖、

麦芽糖、加工油脂、カラメルシロップ、食塩

添加物 ソルピトール、酒精、乳化剤、膨張剤、香料

。加工食品の栄養成分表示の義務化

容器包装に入れ5れた加工食品には、熱量、たんぱく質、
脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分が表示されます。

ナトリウムの量は、消費者にとってわかりやすい「食塩
相当量』で表示されます。

5成分の他、表示が推奨されている栄養成分、事業者
の任意で表示している栄養成分もあります。

特定加工食晶（※）が廃止されます。
（アレルゲンを含む旨が表示されます。）

（特定加工食晶の例）

マヨネ一ズ I~圃II 食品についても、アレ｜…圃
固E司砂1］：~布弱Jll圃‘言R冒 l司凹•I Jレギ一表示がされるよ
パン l 可 I うになDます。

※特定加工食品

一般的に特定原材料等により製造されていることが知5れているた
め、それらを表記しなくても、原材料として特定原材料等が含まれて
いることが理解できる表記ω日工食品）

栄養成分表示
1 袋当たり

熱量 ・・kcal
たんぱく質企企g
脂質 ..  g 

炭水化物 ・・g
食塩相当量宮崎，t(g

｜ 推奨表示 ｜ 飽和脂肪酸、食物繊維 | 
ー 任意表示 ｜ ミネラル類、ビタミン類、コレステロール、糖質、糖類芯ど ー

※栄養成分の表示の省略が認められているもの①表示可能面積が小さいもの、＠酒類、③栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの、④極めて短期間で原材料が変更され

るもの、⑤小規模事業者が販売するもの（しかし従業員21 名以上の別事業者〈スーパーマーケット芯ど〉で販売する場合は栄養表示が義務）

。「機能性表示食品」の制度を創設

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）という食晶の
機能性を表示することができる「機能性表示食品」の制度ができました。

機能性表示食品は、消費者庁長官に届け出た安全性や機能性に関する一定
の科学的根拠に基づき、事業者の責任において表示を行うものです。
特定保健用食品（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。

機能性表示食晶の安全性及び
機能性に関する科学的根拠は、
消費者庁のウエブサイトか5検索
できます。

http://www.caa.go.jp/policies 
/policy /food_labeling/foods_ 
with function claims/ 

。全ての加工食品の原料原産地表示を義務化※2017年9月から

これまで一部の加工食晶にのみ義務付け5れていた原
材料の産地表示が、全ての加工食晶に拡大されます。

・産地が表示されるもの

全ての加工食品の 1番多い原材料

・表示方法
「国別重量順表示」、「製造地表示』、「又は表示」、

「大括り表示」

※外食、容器包装に入れ？に販売する場合、作ったその場で販売する場合、

及び輸入品は対象外

「国別重量順表剖
原則の 名 称ウインナーソーセージ
表示方法 原材料名豚肉（アメリカ産、国産）、豚脂肪…

新たな
表示方法

①『製造地表示」
名 称チョコレートケーキ
原材料名 チョコレート（ベJレギー製撞）、小麦粉…

②『又は表示』

名 称ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（アメリカ産茎昼国産）、豚脂肪…
※豚肉の産地は、平成O年の使用実績順

③『大括り表示』
名 称ウインナーソーセージ I 
原材料名豚肉鍾訟、豚脂肪… | 
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「人生の特等席」
映画にみるヘルスケア (12年、ロパート・ロレンツ監督）

「光が肱しい。物が歪んだり欠けたりす~」
一一大リーグの老スカウト、黄斑変性症のお蔭で娘と打ち解け、契約も更新！

I目が霞むj。 70代後半のガスは、自分の目と耳で有望

新人を発掘してきたプレーブスの名スカウ卜。しかし、近頃

は選手の動きも見難く、一人住まいの自宅の家具にぶつか

り車もこする。ドラフ卜も迫る今、旧友で上司のピ－卜は

“データ至上主義”の若手を抑えつつ、彼の目を心配する。

I大丈夫か？ノース力口ライナの超高校級スラッガ一、ボー

が獲れないとクビだがj。

色、〔

「黄斑変性症の症状。

失明の恐れもあり専門医ヘJ

ガスは家庭医に相談するも専門医検査は断り、ノース力

口ライナ出張ヘ。一方、ビートはガスの一人娘で、母の死後、

6歳で寄宿舎に入れられ、父と疎遠に育った33歳の弁護

士、ミッキー！こ「数日パパと旅をj と持ち掛ける。娘は多忙

で－!iは断るも思い直す。「他に助ける人はいない・. J 。

r 何しlこ来たッ！ J。ノースカロライナの球場。葉巻を手に

した父は驚くも、娘はスマホで自分の仕事をしながら「見え

なきゃ困るでしょj と隣に座る。夜はモーテル近くのバーで、

かつてガスがスカウ卜した元大リーガーで今はレッドソック

スのスカウ卜、ジョ二ーと野球談議。ジョ二ーがいると父と

の札機も和らぎ、娘は少々気が軽くなる。

日本でも増えてきた加齢貫斑変性症

【監修】公益財団法人結核予防会理事
総合健診推進センター所長宮崎 滋

加齢黄斑変性症は、欧米では成人の失明原因の第ーですが、

日本では第4位で50歳以上の約 1%に出現し、男性に多い疾患

です。黄斑は、カメラのフィルムに相当する網膜の中央にあり、

障害されると周辺は見えますが、視野の中心がよく見えない、

文字が読めない、物が歪むなどの症状が生じます。原因は、網膜

映画・健康エッセイスト小守 ケイ

父の“耳”と娘の“目”があればパーフェクト

I奴はカーブが打てないぞ。見て来いj。翌日も球場は

ボーの打撃に沸くも、ミッキーがよく見ると、変化球には

バットが全く合わない。Iパパ、何で分かるの？ J。父は耳から

イヤーフォ－ンを外しJ音で分かる。“純粋な音”だj 。

Iボーは指名するな。力一ブが打てないj。ドラフ卜会議の

前日。ガスはピー卜に電話し、ジョ二ーにも助言する。

翌日、全米中継ドラフ卜会議ではレッドソックスは

他選手を指名したが、プレーブスはガスの判断

を無視し、若手のデータ解析通りボーを指名！

TVでその光景を観たジョ二一、父娘に

「よくも編したなj 。
// 

I引退するj。同時にガスは娘に長年

の秘密も告げた。「昔、出張先で幼いお

前が男に襲われかけた事が。その為、

お前を守るには寄宿舎に入れ、連絡を

絶つしかなかった・. J。初めて父の愛を実感した娘、父の

仕事にも敬意が湧き、翌日、モーテルの息子、リゴの投球に

“純粋な音”を聞くとピ－卜に電話。 I逸材よリ。

球団テストでリゴがボーを連続三振させると、「ボ－獲得

は失敗。データだけじゃダメだj。一転

ガスは契約更新、娘もリゴ入団の球団

代理人に＇ r私も野球が大好きよj 。

・ 映画の見所 ・
新旧スカウ卜の世代対立を織り込んで父娘の葛

藤を描く映画。ガスには、俳優引退宣言を撤回し

銀幕復帰した名監督＆名優C· イーストウッド。

監督に愛弟子R ・口レンツを、娘役に若手実力派

E ・アダムスを起用し、はまり役の頑固オヤジを

嬉々として演じている！

「人生の特等席」
Blu-ray 2,381 円＋平見
DVD 1,429 円＋干見

発売元：ワーナー・ブラザース
ホームエンターテイメント

下に加齢と共に老廃物が溜る事により血管内皮増殖因子が増え

て異常血管を作り、その周囲に浮腫や出血が起るためです。

治療には血管内皮増殖因子を抑える薬の眼球内注射や、光に

反応する薬を静脈注射し、異常血管に薬が到達した頃レーザー

光線を当て血管を閉塞させる方法等があります。予防の第ーは

禁煙で、 E鉛を多く含む社掘や抗酸化ビタミンを含む濃緑野菜

の摂食が有効で、肥満なら減量します。症状がなくても、 50歳を

過ぎたら眼科検診をお勧めします。



陥~
自然と調和する

ところ豊かな毎日をめざして

花王健康科学研究会について

花王健康科学研究会は、学術の振興、国民の健康掴進への貫献を目的に、研究者への研究助成、 KAOヘルスケアレポートによる最新の研究情報提供を
行っています. . ホームページ＆既刊のヘルスケアレポートについて
ホームページでlet.研究助成やヘルスケアレポートをご覧いただけます
(https://www.k.ao.com/Jp/healthsclence/].
勉強会芯どで既刊のヘルスケアレポートをと希望の方は、花王健康科学
研究会事書店局まで8問い合わせください．

4惨み砿さまの声をお寄せください
KAOヘルスケアレポートでは、み怠さまの声を生かした紙面づくりを考えて
います．レポートを読まれたご感想や、今後取り上げてほしし、特集テーマ、
み芯さまが取り組んでいる生活習慣病予防や健康づくり拡どを、F似または
E明1ailにてお寄せください．

桜花王のポリフ工ノール研究をはじめとした『栄費代耐の研究開発』情報！<l: https://www.kao.eo.jp/rd/eiyo／で紹介しています．
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