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本報告書は、 農林水産省の委託を受け、 アルゴリンクス株式会社が調査を行い、取りまとめたものである。 
アルゴリンクス株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の付随的、あるいは
懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた
か否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、アルゴリンクス株式会社がかかる損
害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 
なお、食品、添加物等に関する国際的な基準及び許認可は頻繁に変更されており、信頼できると思われる各種情報に
基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。したがって、実際の利用に当た
っては、対象国の最新の情報をご確認ください。 
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食品表示は、食品医薬品局（FDA） と農務省（USDA） がそれぞれ所管する食品ごとに規制している。食品全般につい

ては FDA が管轄しており、畜肉・家きん肉（及びその加工品）や卵製品は USDA の管轄となる。 
 

1. 米国食品医薬品局（FDA） による表示規制 
 
食品表示の具体的な規制は連邦規則集 21CFR Part101（Food Labeling: 101.1～101.108）に定められている。食品

表示規制の順守は、製造業者や流通業者に任せられており、FDA は表示の承認や許可は行っていない。一方、FDA 
は、一般消費者からの情報や独自の検査によって、不当表示がないかを監視している。 
 
栄養表示（Nutrition Fact Sheets）は、2016 年5 月27 日に規制が改正され、対応期限は2018 年7 月26 日とされ、

米国内で販売される全ての製品は、店舗在庫も含め、改正後の規制に対応する必要がある。 
 
なお、FDA の表示規制については、FDA から詳細なガイダンス文書（英語 2013 年、日本語訳 2009 年版）が発行され

ているが、2018 年 8 月末時点でこのガイダンスの栄養表示に関する一部内容は改訂されていないので注意（確認）が

必要である。 
 

2. 栄養表示（21CFR 101.2及び 101.9） 
 
栄養表示に関しては、2016 年 7 月 26 日に改正法（Federal Register Vol. 81, No. 103）が施行された。改正法への

対応期限は 2018 年 7 月 26 日（年間売上高が 1,000 万ドル未満の企業は 2019 年 7 月 26 日）で、店舗在庫も含

めて米国内で販売される全ての製品は対応が必要となる。 
 
栄養表示については、「Nutrition Facts」という標題のもとに、原材料リストと、製造業者、梱包業者又は流通業者の名

称・住所とともに判読可能なフォントで、Information Panel（IP） に表示する。 
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資料：New and Improved Nutrition Facts Label June 2018 
 

3 任意の強調表示、警告及び取扱注意表示 
 
任意の強調表示として、① 栄養成分強調表示（栄養成分含有レベルの特徴に関する表現）、② 健康強調表示（食品

又は含有栄養成分と疾病や健康との関係についての表現）が定められている。また、③食品に起因する健康や安全へ

の警告と取扱注意等の表示も義務付けられている。 
 
① 栄養成分強調表示（Nutrient Content Claims） 
食品によっては、「無脂肪（fat free）」、「高・抗酸化ビタミン C（high in antioxidant vitamin C）」といった表示について、表

現の使用条件や禁止条件、又は表示できる栄養成分や素材の含有基準等が連邦規則で定められ、その条件は食品の

素材や栄養成分により異なる。一日摂取量（DV 値）に占める割合や具体的なグラム数が基準とされている。 
 
連邦規則集 21CFR Part No. と規定内容 

101.54： good source, high, more, high potency 等の表現 
101.56： light, lite 等の表現 
101.60： エネルギー量に関する表現 
101.61： 塩分に関する表現 
101.62： 脂肪、脂肪酸、コレステロール量に関する表現 
101.65： 暗示的な表現 
101.67： バターに関する表現 

 
② 健康強調表示（Health Claims） 
食品に含まれる物質が疾病・健康状態に関連があることを示す表現を「健康強調表示 health claims）」という。原則とし

て、健康強調表示は、表示する前に、FDA の調査・検査を受けなければならないが、「認可健康強調表示」のリストに

掲載されている表現は調査・検査なしに使用できる。 
 
たとえば、「飽和脂肪酸やコレステロールの低い食生活をしながら、毎日、オートミール由来の水溶性繊維を 3 グラム摂

取することは、心臓疾患のリスクを低減する可能性があります。 
このシリアルには 1 食当たり水溶性繊維 2 グラム含まれています。」のような表現が健康強調表示として認められてい

る。 
 
連邦規則集 21CFR Part101.14 により、健康強調表示としての使用条件、禁止条件、その他の基準が規定されており、

21CFR Part101.71～101.80 に、例示している。 
 
連邦規則集 21CFR Part No. と規定内容 

101.14： 健康強調表示の一般要件 
101.71： 使用が認可されていない健康強調表示：食物繊維と心臓血管関連の疾病、亜鉛と免疫機能（高齢者用） 
101.72： カルシウム、ビタミン D と骨粗しょう症 
101.73： 脂質（脂肪）とガン 
101.74： ナトリウムと高血圧 
101.75： 飽和脂肪とコレステロールと冠状動脈性心疾患リスク 
101.76： 繊維を含む穀物加工品、果実、野菜とガン 
101.77： 繊維、特に可溶性繊維を含む果実、野菜、穀物加工品と冠状動脈性心疾患 
101.78： 果実、野菜とガン 
101.79： 葉酸と神経管障害 
101.80： 食事由来の非う蝕性炭水化物甘味料と虫歯 
101.81： 特定の食品に含まれる可溶性食物繊維と冠状動脈性心疾患リスク 
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101.82： 大豆タンパク質と冠動脈性心疾患リスク 
101.83： 植物性ステロール／スタノールエステルと冠状動脈性心疾 

 
 
 食品表示ガイド－業界向けガイダンス（A Food Labeling Guide - Guidance for Industry） 
 
米国食品医薬品局（FDA）は、米国で販売される食品が安全で、健康で、適切に表示されていることを保証する責任が

あり、これは、国内で生産された食品だけでなく、外国からの食品にも適用される。 
 
FDA は、製造業者、販売業者、輸入業者から食品の適切な表示について多くの質問を受けていることから、このガイダ

ンスは、米国の法律及び規則に基づいて食品に記載する必要がある表示内容及び表示方法の要約である。法的措置

や遅延を最小限に抑えるため製造業者や輸入業者は、米国での販売用の食品を提供する前に、適用される法律や規

制について十分な情報を得ることが推奨される。 
 
FD＆C 法を改正した栄養表示教育法（NLEA）は、ほとんどの食品に栄養表示を付けることを義務付けており、栄養成

分表示及び特定の健康に関するメッセージを表示する場合には、特定の要件を満たすことが必要である。最終的な規

制は確立されており、食品業界が食品表示の法的要件を満たしていることは、食品業界の責任である。 
 
 

4. 米国農務省（USDA） による表示規制 
 
米国農務省（USDA） の食品安全検査局（Food Safety and Inspection Service：FSIS） は、所管する食肉（畜肉、家き

ん肉）と卵製品について、それぞれの小売段階での表示内容の必要条件とその基準を定めている。表示の基本的な規

則は FDA と同様であるが、食肉及び肉加工品については、表示の事前承認義務といった USDA 独自のものがある。 
 
州際取引（輸入品を含む）の畜肉・家きん肉（及びその加工品）と卵製品は、FSIS による認定施設で処理されるものだ

けが販売を認められている。したがって、表示に関する本章での説明は、その食品が認定施設で処理されたものである

ことが前提となるが、2017 年 2月現在、日本にある対米輸出認定施設は、骨なし牛肉の処理のみが認可された 10 施
設のみである。 
 
（1） 畜肉・家きん肉（及びその加工品）の表示 
畜肉およびその加工品の表示については、畜肉検査法、家きん肉及びその加工品の表示については家きん加工品検

査法を根拠として、それぞれ連邦規則集 9CFR Part 317（畜肉及びその加工品）、Part 381（家きん肉及びその加工品）

で具体的な規則が定められている。 
 
（2） 卵製品の表示 
卵製品（egg products）とは、殻を割った卵の中身を処理した乾燥、冷凍、液体の全卵（whole egg）、白身のみ（white）、
黄身のみ（yolk）、及びそれらのブレンドで、調味料や FDA 認可の食品添加物等の有無は問われない（9CFR Part 
590）。 
 
ここでいう卵製品は、主にレストランや加工食品業者（マヨネーズやアイスクリームの工場等）に提供される業務用であ

る。割卵、安定化、ブレンド、低温殺菌、冷却、冷凍、乾燥、包装（このうち低温殺菌は必ず行わなければならない）という

一連の生産工程は、USDA の認定施設で行わなければならないとされている。 
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5. アレルゲン表示及びグルテンフリー表示 
 
(1) アレルゲン表示 
 
食品アレルゲン表示及び消費者保護法（Food Allergen Labeling And Consumer Protection Act of 2004：
FALCPA）は、連邦食品医薬品化粧品法（FD&C 法）の改正であり、「主要な食物アレルゲン」のタンパク質を含む、又は

含有する成分を含む食品において、アレルゲンの存在を表示することを求める法律であり、2006 年 1 月 1 日以降の食

品表示に適用される。 
 
又、FALCPA の表示要求は、主要食品アレルゲンを含有する、着香料、着色料又は偶発的な添加物（例：加工助剤）を

含むすべての成分から作られた食品に適用される。 
 
 「主要な食物アレルゲン」とは： 

FALCPA は、主要な食物アレルゲンとして以下の食品又は食品グループを特定している。 
 
牛乳、卵、魚（バス、ヒラメ、タラなど）、 
甲殻類（カニ、ロブスター、エビなど）、 
木の実（アーモンド、クルミ、ピーカンナッツなど）、 
ピーナッツ、小麦、大豆 

 
敏感な人に食物アレルギーを引き起こす 160以上の食物が特定されていますが、FALCPA は 8つのアレルゲンのみを

特定しており、FALCPA によって特定された 8 つの主要な食物アレルゲンは、米国で記録されているすべての食物アレ

ルギーの 90％以上を占め、重度生命を脅かす反応を引き起こす可能性が最も高い食物を表している。 
 
2004 年食品アレルゲン表示および消費者保護法（FALCPA）米国農務省（USDA）の管理下である、肉製品、家禽製品、

卵製品の生産者は、そのような製品の表示については USDA の指示に従うことになる。 
 
FALCPA の対象ではない食品 
FALCPA に基づき、農産品（一般に生鮮果物及び野菜）、及び主要食品アレルゲン 8 品目の 1 つに由来する高度に精

製された油、またそのような高度に精製された油に由来するすべての成分は免除される。また、FALCPA は、製造業者

が FALCPA の表示要求から食品成分を免除することを依頼できる仕組みを提供しており、アレルゲン表示免除の依頼

の詳細については FALCPA のセクション 203 を参照。 
 
 食品に「ごま Sesame」を香料、香辛料として添加した場合の任意表示について 
 
米国食品医薬品局は 2020年 11月 10日、ゴマが「香料」や「香辛料」として使用されている場合や、一般名や通常名

（タヒニ tahini等）にゴマが明記されていない場合には、成分表にゴマを明記することを製造業者に奨励するための自

主的なゴマ表示に関するガイダンス案を発表した。 
 
2018 年 10月 30日、FDA は、米国におけるゴマアレルギーの有病率と重症度、及び成分としてゴマを開示する必要

のないゴマ含有食品の有害事象に関するデータと情報を求める通知を出した。この通知に対応して入手したデータ

や情報によれば、報告されている米国の人口におけるゴマアレルギーの有病率が増加しているようであること、ゴマ

は重篤なアレルギー性有害事象を比較的高い頻度で引き起こすこと、ゴマの成分を開示していない製品からゴマに

対するアレルギー反応が起こる可能性があることなどが示されている。 
 
FDA は FALCPA で定められた 8 つの主要な食品アレルゲンを改正する権限はないが、連邦食品医薬品化粧品法

（Federal Food, Drug, and Cosmetic Act）に基づき、FALCPA の要件に含まれていない他の食品アレルゲンについ

ても表示を義務付ける権限を持っており、これらのアレルゲンに関する情報を消費者に提供するための科学的根拠



5 
 

に基づいたオプションの可能性を含め、公衆衛生上重要なアレルゲンの評価を継続している。 
 
自主的なゴマの表示ガイダンスの草案に対するコメントは、連邦登録簿（Federal Register）への掲載後 60 日以内

に提出する必要があり、これにより、最終ガイダンスの作業が始まる前にコメントが考慮されるようになる。電子コメン

トは http://www.regulations.gov に提出する。  
 
 
(2) グルテンフリー表示（Gluten-Free Labeling of Foods） 
 
(i)  グルテンとは： 
 
特定の穀物（小麦、大麦、ライ麦）に含まれるタンパク質のグループを示し、特にセリアック病（Celiac disease）の人には

耐性がないため、懸念されている。なお、セリアック病（Celiac sprue としても知られる）は、小腸を損傷し、食物からの栄

養分の吸収を妨げる慢性消化器疾患であり、最近の調査結果によると、米国では 200 万人（133 人に約 1 人）がセリア

ック病に罹っている。 
 
(ii)  「グルテンフリー」という用語の食品表示に関する定義： 
 
食品アレルゲン表示及び消費者保護法（FALCPA、2004 年）では、連邦食品医薬品局（FDA）に対し、2006 年 8 月まで

に食品の表示に「グルテンフリー」という用語を自主的に使用することを定義、及び許可する規則案を提案し、2008 年 8
月までに最終規則を発行することを求めた。 
 
FDA は 2005 年 8 月に、食品製造、分析方法、および食品中のグルテンレベルの低下に関連する消費者問題に焦点を

当て、利害関係者から専門家のコメントと協議を得て、「グルテンフリー」という用語の食品表示に関する定義、及び任意

表示に関する規則を策定するための公開会議を開催し、2013 年 8 月 5 日、食品の表示に自主的に使用する「グルテン

フリー」という用語を定義する最終規則（Gluten-Free Labeling of Foods：Federal Register Vol 78 N0 150）を公開

した。 
 
同規則では、「グルテンフリー（グルテンを含まない）」とは、表示する食品にグルテンを含む穀物（小麦、大麦、ライ麦）

の成分（スペルト小麦など）が含まれないことを意味し、 
 
• この場合の穀物の成分とは、グルテンを含む穀物に由来し、グルテンを除去するために加工されていない成分（小

麦粉など）、又は、グルテンを含む穀物に由来し、グルテンを除去するために加工された成分（小麦澱粉など）であっ

て、同食品中に 20ppm（即ち、食物の 1kg 当たり 20mg）以上のグルテンが存在する場合。  
 
又は、本質的にグルテンを含まない（即ち、食品中のグルテンの不可避な存在は 20 ppm 未満（食品 1 kg 当たりグルテ

ン 20 mg 未満）場合を意味する。 
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