
米粉の用途別基準／米粉製品の普及のための表示に
ａ

関するガイドラインについて

ａ

＜米粉素材による調理実演講習会資料＞



資料： 総務省「平成28年版情報通信白書」 （2015年までは総務省「国勢調査」、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果）

○ 米の１人当たりの年間消費量は、昭和37年度をピークに一貫して減少傾向にある。具体的には、昭和37年度には118㎏
の米を消費していたのが、平成28年度には、その半分程度の54㎏にまで減少。

○ 今後、我が国の人口は減少していくとともに、高齢化も進むことから、米の消費量も更に減少する見込み。

○米の消費量の推移 ○日本の人口推計

○ 米の消費に関する動向
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資料：農林水産省「食料需給表」
注：１人１年当たり供給純食料の値である。

（kg（精米））



年度 17年度 ・・・ 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

米粉パン等導入校数 6,063 ・・・ 12,221 16,166 15,954 18,264 19,628 20,601 20,840

給食実施校数 31,662 ・・・ 31,001 30,762 28,648 30,295 30,203 30,057 29,930

米粉パン等導入校率 19% ・・・ 39% 53% 56% 60% 65% 69% 70%

○ 米粉の需要拡大の取組

［米粉パンの形状比較］

注 ： 農林水産省調べ

パン専用水稲品種の開発

●ミズホチカラ（２０１１年３月品種登録）
製粉時のデンプン損傷が少ないため膨らみやすく、主食用品種に比べ２割以上の増収が
期待できるパンに適した品種。

比容積：4.2 比容積：3.7

「ミズホチカラ」 主食用米「あさきまさり」

学校給食における米粉利用状況

●ゆめふわり（２０１５年３月品種登録）
微細に製粉でき、製粉時のデンプン損傷が少なく、もち米・うるち米の中間性質をもつ低
アミロース米であり、「しっとり」、「もっちり」なパンが製造可能なパン用品種。

●こなだもん（２０１５年５月品種登録）
微細に製粉でき、製粉時のデンプン損傷が少ないため、膨らみやすく、形崩れしにくいパ
ンが製造可能なパン用品種。

［ゆめふわりの特性］ ［ゆめふわりの評価］

米粉を利用した新商品

こなだもん コシヒカリ

●ミックス粉
WE米Ⓡ（九州大学が品種開発した新しい

品種の米。難消化性でんぷん・食物繊維
を多く含む米）とうるち玄米粉、大豆粉など
を使用したミックス粉。

WE米Ⓡ入り玄米粉パンミックス

●パン
秋田県産の米ピューレー、新潟県産米粉
等を使用した、原料の95%が国産素材の
食パン。
（フード・アクション・ニッポンアワード
２０１５ 審査員特別賞を受賞）

日本の食パン

［米粉パンの形状比較］ ［米粉パンの硬化速度］

米粉の
粒度が
小さい
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○ 米粉の需要拡大に向けて、原料用米の生産面では、「ミズホチカラ」、「ゆめふわり」、「こなだもん」等、各地において収量
性・加工適性に優れたパン用品種が開発。

○ 需要面では、米粉の特性・機能性を活かした新しい商品が開発され始めている。

○ また、学校給食における米粉の利用は、平成１７年度の約２割（対給食実施校数）から、平成２７年度には約７割（同）まで
増加している。
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○ 米粉用米の利用量は、平成２４年度以降、概ね２万数千トン程度で推移。生産量は、持越在庫による原料米対応等により、平成２５年産以降、２万ト
ン前後で推移。

○ 米粉の利用拡大に向け、３月２９日、グルテンを含まない「ノングルテン」米粉製品の表示に関するガイドライン及び菓子・料理用、パン用、麺用など
の用途別の加工適性に関する米粉の用途別基準を公表。

○ ５月２５日、米粉の国内普及・輸出拡大に向けて、米粉製造業者や米粉を利用する食品製造業者、外食事業者、原料米の生産者団体、消費者団体

等の関係者から構成される「日本米粉協会」が設立。

ノングルテン表示

米粉の用途別基準

◆ グルテンフリー表示は、グルテンが原因となる疾患対策として、欧米で制度化されている表示制度（グル
テンの含有基準値２０ｐｐｍ）。

◆ 世界のグルテンを摂れない子どもたちなどの需要に対し、日本産米粉をアピールするため、我が国の世
界最高水準のグルテン含有量検査法を活用した高い安心感を提供する表示制度としてノングルテン表示
のガイドラインを平成２９年３月に公表（グルテン含有１ｐｐｍ以下）。

◆ 平成２９年３月に、米粉の「菓子・料理用」、「パン用」、「麺用」などの用途別の加工適性と統一表記

（１番：菓子・料理用、２番：パン用、３番：麺用）に係る「米粉の用途別基準」を公表。

ノングルテン米粉の認証機関の登録・監督、

認証マークの管理等を実施。
今夏以降の認証開始を目指し、現在、制度設

計を進めている。

日本米粉協会の取組

１ ノングルテン米粉の第三者認証制度の運営

２ 国内における米粉製品の普及・拡大

３ 米粉製品の海外輸出に向けたＰＲ活動

米粉製品の輸出拡大に向けた市場調査やマッ

チング活動の実施。
今秋以降、欧州４ヶ国（仏、伊、独、スペイン）で

食品製造業者・消費者などへのＰＲ活動を展開。

米粉の用途別基準の普及による利用者の使

いやすい米粉製品の拡大。ノングルテン表示の
普及などによる米粉製品の差別化。

本年７～８月に、食品製造業者や消費者などに
対して用途別基準やノングルテン表示に関する
説明会を開催（全国８会場）。

米粉用米の生産量・利用量の推移

： 生産量

： 利用量

注） 農林水産省調べ（21・２９年度の生産量は計画数量。利用量は需要者からの聞き取り。数値は利用量）
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２番

パン用
３番

麺用
１番

菓子・料理用

5

米粉用米の状況

3



○ 『米粉の用途別基準』及び『米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン』について
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米粉の用途別基準について 

 

 

 

Ⅰ 趣 旨  

近年、米粉用米の利用量が年間２万トン台前半で推移している中、米粉の利用拡

大に向けて、製粉コスト低減の取組のほか、グルテンを使用しない米粉製品の開発

等、様々な取組が進められている。 

米粉については、小規模な米粉製造業者が多く、米粉用米の品種や製粉方法も様

々であることから、米粉製造業者によって製品の吸水量が異なるなどの製品の品質

の違いがみられ、利用が広がりにくいといった課題を有している。 

このような状況を踏まえ、米粉の普及に向け、製造業者の自主的な取組が推進さ

れるよう、米粉の用途別基準（以下「用途別基準」という。）を策定する。 

 

Ⅱ 用途別基準の位置付け  

用途別基準は、米粉の普及の観点から、米粉製造業者による共通の用途別の米粉

の基準に基づく自主的な製品製造の取組を促すためのものである。 

 

Ⅲ 対象事業者について  

用途別基準の対象事業者については、事業規模の大小に関わりなく全ての米粉製

造業者を対象とする。 

 

Ⅳ 用途別基準の内容及び表示について  

用途別基準の内容及び表示は、次により行うものとする。 

１ 米粉の主な用途について、菓子・料理用、パン用及び麺用に分類する。 

２ １により分類した各用途ごとの米粉の粒度、澱粉損傷度、アミロース含有率及

び水分含有率等の基準は、別紙のとおりとする。 

３ ２の基準を満たしたものについては、別紙のとおり用途を表記することとする。 

４ その他留意すべき事項については、別紙に掲げるとおりとする。 
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○ 『米粉の用途別基準』及び『米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン』について

注）　各用途の具体的な例は【参考】を参照。

水分含有率

（％）

１０％以上１５％未満

１０５℃

乾燥法
又は

電気抵抗

式（電気
水分計）

粒　　　度

（μｍ）

粒径７５μｍ以下の比率が５０％以上
レーザー

回析散乱式

澱粉損傷度

（％）

酵素法
（ＡＡＣＣ法
76－31）

アミロース
含有率

（％）

ヨウ素呈色
比色法
又は

近赤外分光
方式

１０％未満

グルテン
添加率
（％）

－

１８～２０％程度

（※グルテンを添加している旨を
明記する必要）

－

【別紙】

　　　主な用途

項　　目

米粉の用途別基準 ・ 用途表記

用途表記

測定法

３番１番 ２番

菓子・料理用 パン用 麺　用

（※一部、菓子・料理用

を含む。）

20％未満 15％以上
25％未満

20％以上

　適応する用途の詳細は
　【参考】のとおり

　適応する用途の
　詳細は【参考】
　のとおり

＜付帯事項＞

注）上新粉など、既存用途向けの米穀粉は対象としない。

ミドルタイプ

３　番２　番

１．１番の米粉は、アミロース含有率の別によって適応する用途が異なるので、米粉
　製造業者は、上表を参考としながら、表示等により、消費者等に対して、用途の詳
　細情報を伝達するものとする。

２．３番の米粉であってアミロース含有率25％以上のものは強弾力の麺への適性が
　高いので、米粉製造業者は、上表を参考としながら、表示等により、消費者等に対
　して、当該情報の積極的な提供に務めるものとする。

アミロース含有率 アミロース含有率

【参考】

１５％以上

２0％未満

柔らかいスポン
ジケーキ（例え
ばシフォンケー
キなど）、
クッキー

スポンジケー
キ、
クッキー、
天ぷら粉、
お好み焼き粉、
唐揚げ粉、
惣菜類（とろみ
付け等）

各米粉の具体的な用途の例及びアミロース含有率に応じた用途詳細

強弾力の麺、
洋酒に浸すなど
の固めのケーキ

麺全般パン全般

ハードタイプ

２５％以上１５％未満

１　番

ソフトタイプ
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○ 『米粉の用途別基準』及び『米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン』について

米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン 

 

 

Ⅰ 趣旨 

近年、米粉用米の利用量が年間２万トン台前半で推移している中、米粉の利用拡

大に向けて、製粉コスト低減の取組のほか、麦類に含まれるグルテンを使用しない

米粉製品の開発等、様々な取組が進められている。 

このような中、グルテンフリー食品の需要が増加傾向にあり、これらの需要を取

り込むことによる米粉の利用の拡大が見込まれることから、米粉製品の普及に向け、

製造業者の自主的な取組を推進するため、米粉製品の普及に向けた表示に関するガ

イドライン（以下「ガイドライン」という。）を策定する。 

 

Ⅱ ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、米粉製品の普及の観点から、米粉製造業者及び米粉加工製品

の製造業者によるグルテンを含まない製品の表示の自主的な取組を促すためのもの

である。 

 

Ⅲ 対象事業者について 

本ガイドラインは、事業規模の大小に関わりなく全ての米粉製造業者及び米粉加

工製品の製造業者を対象とする。 

 

Ⅳ 表示 

１ 適用対象 

本ガイドラインは次の製品に適用する。 

ア Ⅴのグルテンの検査方法によりグルテン含有量のサンプル検査を行った結

果、当該グルテン含有量が１ppm 以下の米粉 

イ アの米粉を主たる原料として使用した製品であって、当該米粉以外の米粉、

グルテン及び食品表示法（平成 25年法律第 70 号）により表示が義務付けられ

ている範囲の「小麦」を含まない加工製品 

２ 表示事項 

前項の製品（以下「ノングルテン米粉製品」という。）に表示すべき事項は、

次のとおりとする。なお、アの表示に当たっては、表示を行う米粉製造業者及び

米粉加工製品の製造業者以外の第三者機関の検査を受けることとする。 

ア 前項のアの製品は、「ノングルテン（Non-Gluten）」の用語を表示するもの

とする。なお、表示に当たっては、グルテン含有量が１ppm 以下の製品である

旨を付記することとする。 

イ 前項のイの製品は、原材料としてグルテン及び小麦を含んでおらずノングル

テン（Non-Gluten）の米粉を使用している旨の表示をするものとする。 

 

Ⅴ グルテンの検査方法 

グルテンの検査方法は、「食品表示基準について」（平成 27 年 3 月 30 日消食表

第 139 号消費者庁次長通知）の別添「アレルゲンを含む食品の検査方法」の別添１

の２に定める特定原材料等の定量検査法を準用するものとする。また、定量検査法 

の試験室間バリデーションに係る試料が含むグルテンタンパク質の濃度レベルに

ついては、1μｇ/ｇ（小麦タンパク質の濃度として 1.2μｇ/ｇ）となるよう設定す

るものとする。なお、この検査方法に基づく定量検査法の評価は、別紙のとおりと

する。 

 

Ⅵ 留意事項について 

１ Ⅳの１のアの製品の製造業者は、本ガイドラインに基づくノングルテン

（Non-Gluten）表示に当たって必要な検査を受け、当該検査を受検した記録その

他関係書類の整理を行うものとする。また、優良誤認防止の観点から、必要な注

意喚起表示に努めるものとする。 

２ ノングルテン米粉製品の製造業者は、ノングルテン米粉製品の製造工程におけ

るグルテン及び小麦の混入を防止するため必要な検査を実施し、当該検査を実施

した記録その他関係書類を整理すること等、必要な対応を行うこととする。 

３ ノングルテン米粉製品の製造業者は、適切な食品安全管理体制を構築するため、

ISO や HACCP などの取得に努めるものとする。 

 

◆本ガイドラインの策定における米粉のグルテン含有量検査法の検証（定量検査法に係る試

験室間バリデーション）に御協力いただいた企業・団体 
 
【分析キットメーカー】 

日本ハム株式会社中央研究所、プリマハム株式会社基礎研究所、株式会社森永生科学研究所 
 

【分析機関】 

一般社団法人日本海事検定協会、一般財団法人日本穀物検定協会(東京分析センター)、一般財団法

人日本食品分析センター、オリエンタル酵母工業株式会社、株式会社つくば食品評価センター、株

式会社ファスマック、公益社団法人日本食品衛生協会食品衛生研究所 
 

【試料の作製、データ集計等】 

江崎グリコ株式会社、グリコ食品安全センター、グリコ栄養食品株式会社、公益社団法人米穀安定

供給確保支援機構、国立医薬品食品衛生研究所 

 

＜別紙＞ 

 

「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」のⅤの検査方法に基づくグ

ルテンの定量検査法として確認された小麦タンパク質定量検査キットは以下のとおり

である。 

 

・日本ハム社製 ＦＡＳＴＫＩＴ エライザ Ｖｅｒ．Ⅲ 小麦 

・プリマハム社製 アレルゲンアイ ＥＬＩＳＡⅡ 小麦 

・森永生科学研究所社製 ＦＡＳＰＥＫ エライザⅡ 小麦（グリアジン） 

（五十音順） 

 

 

注）上掲の ELISA キット以外のキットであって、今後、本ガイドラインのⅤの検査方法によ

るグルテン定量検査法の試験室間バリデーションに基づきグルテンの定量検査法として確

認された ELISA キットについては、順次、本ガイドラインに定めるグルテンの定量検査法

とする。 



20 ppm

10 ppm

1～2ppm

「数㎍/ ml濃度レベル（＝数㎍/ g（ppm）含有レベル）
に満たない場合は原材料表示の必要はない」
※我が国は、10 ppmを小麦アレルギー表示をする
境目としている

【グルテン含有】

グルテンフリー表示が可能

FDA（米国食品医薬品庁）
EC（欧州委員会）

○アレルギー物質を含む食品に関する表示

定量限界値以下の米粉製品への新しい
表示により国内・海外市場へアピール

米粉製品のグルテン含有と欧米 ・ 国内の表示制度

セリアック病 ○
小麦アレルギー ×

セリアック病 ×
小麦アレルギー ×

グルテンフリー表示不可

注） この図の「小麦アレルギー」には、小麦に含
まれる水溶性タンパク質（グルテン以外のタン
パク質）が誘発するアレルギーは含まない。

実用可能な
定量限界値

欧米のグルテンフリー表示制度

国内の表示制度（食品表示法）

【欧米のグルテンフリー表示制度】
・ セリアック病（＊）管理対策のための表示制度であ

り、表示対象食品のグルテン含有の基準は２０ppm
。
・ 小麦アレルギーの患者の中には、グルテン含有

２０ppm以下の食品でも発症する患者が存在。

（＊）小麦等に含まれるグルテンに対する免疫反応が
引き金になって起こる慢性自己免疫疾患。小腸の
粘膜が炎症を起こし下痢等を発症。 遺伝性の疾

患
で欧米人に多い。

原材料表示必要

原材料表示不要
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欧米のグルテンフリー食品市場規模

（日本貿易振興機構調べ）

米粉によるグルテンフリー食品市場の

取り込みに向けて

◆ 欧米等では、麦類に含まれるグルテンが
誘発する「セリアック病」の対策用に「グル
テンフリー表示」が制度化
※）表示の基準となるグルテン含有量は２０μｇ／ｇ（=２０ppm）

◆ 米は成分としてグルテンを含んでいない
ため、近年、米粉やその米粉を利用した
商品の製造に取り組むメーカーも増加

◆ 平成２９年３月２９日、世界最高水準のタ
ンパク質定量技術を活用し、グルテン含有
「１ｐｐｍ以下」の米粉を 「ノングルテン表示

」でアピールする「米粉製品の普及のため
の表示に関するガイド ライン」を公表

グルテンフリー食品市場：麦類に含まれるグルテンにアレルギーを持つ消費者、セリアック病患
者（グルテン摂取に起因する遺伝性免疫疾患）、グルテン過敏症（グ
ルテン摂取に起因する非遺伝性疾患）、ダイエット等のニーズにより形
成する食品市場

・２０１３年時点は約１１億ドル
（約１．２千億円）

・２０１８年まで年平均10.6％
伸びる予想 （２０１５年調査）

・現在５０億ドル（約５．６千億円）

・毎年２８％以上の増加

（２０１６年調査）

2013年 2018年2016年

年平均
10.6％
の伸び

50億ドル 年28％
以上増加

米 国 欧 州

約11億ドル

米粉によるグルテンフリー食品市場の取り込みに向けて

注）円換算レートは2017年10月6日の確認時点
。
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○ ノングルテン米粉表示と欧米のグルテンフリー表示との比較

9

目　　　　　的 【セリアック病】 ： 小麦等に含まれるグルテンに対する免疫反応が
引き金になって起こる慢性自己免疫疾患。小腸の粘膜が炎症を起
こし下痢等を発症。 遺伝性の疾患で欧米人に多いといわれてい
る。

世界のグルテンを摂れない子供たちなどの需要に対
し、世界最高水準のグルテン含有量検査法を活用し
たノングルテン表示で高い安心感を提供することに
より、日本産米粉をアピール

表示が可能な
グルテン含有量の範囲

１ｐｐｍ以下 ２０ｐｐｍ未満　／　２０ｐｐｍ以下

日本産の米粉

（※米粉加工製品は『ノングルテン米粉使用』表示でアピール）

自国（地域）内で流通する食品
表示の対象

セリアック病対策

ノングルテン米粉表示

＜2017年３月に決定した世界で初めての自主基準＞

欧米のグルテンフリー表示

＜FDA（米国食品医薬品庁）、EC（欧州委員会）等＞



10

○ 日本米粉協会の設立

○ ２９年５月、米粉の国内普及・輸出拡大に向けて、米粉製造業者や米粉を利用する食品製造業者、外食
事業者、原料米の生産者団体、消費者団体等の関係者から構成される「日本米粉協会」が設立された。

○ 同協会では、今後、ノングルテン米粉の表示制度の運営、米粉の用途別基準の普及などを通じて、国内
外で米粉製品の需要拡大を図ることとしている。

【会 長】：服部幸應
（服部学園理事長）

【会長代理】：田波俊明
（全国農業協同組合中央会副会長）

【副 会 長】：武内秀行
（全国穀類工業協同組合新米粉部会長）
井田仲弘
（ホテルメトロポリタン総料理長）
島田圭一郎

（NPO法人
国内産米粉促進ネットワーク理事長）

【会 員】
米粉製造業者、食品製造業者、外食事
業者、生産者団体、消費者団体 等

ノングルテン米粉の認証機関の登録・監督、認証マークの
管理等を実施。

平成29年12月20日に制度を制定し、認証機関の登録受付
けを経て、平成30年の早い段階に認証をスタートする予定。

米粉の用途別基準の普及による利用者の使いやすい米粉
製品の拡大。ノングルテン表示の普及などによる米粉製品の
差別化。

平成29年12月20日に用途別基準適合製品等の協会推奨マ
ーク制度をスタート。

米粉製品の輸出拡大に向けた市場調査やマッチング活動
の実施。

日本米粉協会の取組日本米粉協会について

設立総会の様子

１ ノングルテン米粉の第三者認証制度の運営

２ 国内における米粉製品の普及・拡大

３ 米粉製品の海外輸出に向けたＰＲ活動



○ 日本米粉協会による用途別基準適合米粉製品等の推奨制度

○ 日本米粉協会では、２９年１２月２０日、「米粉の用途別基準」に適合する等の高品質な米粉の普及に向け、
「日本米粉協会推奨米粉制度」をスタート。

○ 同協会に申請し、品質について確認を受けた用途別基準適合米粉製品等について、協会は、専用の「推奨
マーク」を付与する仕組み。

付 与
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○ 日本米粉協会によるノングルテン米粉製品第三者認証制度

○ 日本米粉協会は、２９年１２月２０日、「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」に基づくノング
ルテン米粉製品の第三者認証制度を創設。

○ 認証は、あらかじめ日本米粉協会に申請により認証機関登録を行った民間団体が行い、同協会は、当該認
証制度全体を管理運営する仕組み。
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＜ノングルテン米粉製品認証マーク＞

◆ノングルテン認証米粉を主たる原料として使用
した製品であって、当該米粉以外の米粉、グ
ルテン及び食品表示法により表示が義務付け
られている範囲の小麦を含まない加工製品に
付与

＜ノングルテン米粉認証マーク＞

◆サンプル検査によりグルテン含有が１ｐｐｍ以
下であること、及び同製造工場における当該
製品の安定生産が確認された米粉に付与

○ 日本米粉協会のノングルテン米粉製品認証マーク
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