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６次化推進のための食品加工学

学習目標

1. フードチェーンにおける安全・安心の保証（品質保証）を理解する

①農林水産物加工の品質保証

②農林水産物加工食品の品質保証

③加工食品の表示による品質保証

２．ＨＡＣＣＰ的現場衛生管理を理解する
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６次化推進のための食品加工学

１．フードチェーンにおける安全・安心の保証（品質保証）

農畜水産物
栽培・飼育

農畜水産物
加工・包装

農畜水産物
加工食品販売

土壌、栽培方法等に
よる品質保証

品質保証のための
衛生管理（環境管理）
品質管理（製品管理）
製品規格
製造・検査標準

品質保証情報提供
・流通・保存条件
・原材料表示
・アレルゲン表示
・賞味期限表示

・ＪＧＡＰ

・ＩＳＯ９００１

・改正有機ＪＡＳ法

品
質
保
証
手
段

・ＨＡＣＣＰ

・ＩＳＯ２２０００

・ＩＳＯ/ＴＳ２２００２

・食品衛生法

・ＪＡＳ法

・計量法

1次産業 ２次産業 ３次産業
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６次化推進のための食品加工学

①農林水産物加工の品質保証
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６次化推進のための食品加工学

食品工場の危害

分 類 主 な 危 害 原 因 物 質

微生物 病原微生物 食中毒細菌・・・O157他

ウィルス・・・ノロウィルス他

その他・・・赤痢菌他

腐敗微生物・・・腐敗細菌、カビ、酵母

寄生虫・原虫・・・アニサキス、トキソプラズマ他

ペスト（有害生物）・・・ハエ、蛾、ネズミ、昆虫

洗剤・・・アルカリ洗剤、酸性洗剤

化学薬品・・・殺虫剤、機械油・グリス、ペンキ、ワックス等

添加物（保存剤他）・・・亜硝酸塩

ガラス、金属（ビス、ナット）、石・砂、プラスチック

毛髪、紙、事務用品等

生物的危害

化学的危害

物理的危害
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６次化推進のための食品加工学

生物的危害
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６次化推進のための食品加工学

原因食品別食中毒発生割合

魚介類加工品
2%

卵類及びその
加工品
1%

菓子類
1%

穀類及びその
加工品
4%

野菜類及びその
加工品
13%

複合調理食品
20%

肉類及びその加
工品
21%

魚介類
38%

(出典) 厚生労働省 資料 2012年
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６次化推進のための食品加工学

微生物はどこから

１．もともと原料に付着している

魚介類への付着、卵、野菜への土壌菌、牛肉への付着

２．製造・流通過程で汚染する

作業員の手、創傷、衣服、製造器具、製造設備、作業台、

作業室の床・壁、換気扇など
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６次化推進のための食品加工学

食中毒菌と原因食品 （主に原料由来）

食中毒菌 原因食材 症状と潜伏期間等 写真

腸管出血性
大腸菌
O157
O111

生肉
牛レバー

毒性の強いベロ毒素
出血性の下痢、脳症
少量の菌で発症
４～８日

サルモネラ菌 牛・豚・鶏肉
卵など

嘔吐、腹痛、水溶性
下痢、高熱
５～７２時間
７０℃１分で死滅

カンピロバク
ター

牛・豚・鶏の
腸内
特に鶏肉

腹痛、下痢、発熱
２～３日
１００個前後で発症
６０℃２０分で死滅
低温で生存可能

東京都健康局ＨＰ



9

６次化推進のための食品加工学

食中毒菌と原因食品 （主に２次汚染）

食中毒菌 原因食材 症状と潜伏期間等 写真

ブドウ球菌 にぎりめし、人の

手や指の傷口、
化膿部分

熱や乾燥にも強い毒
素を産生
急激な嘔吐、吐き気、
下痢
３時間前後

セレウス菌 河川、土に広く
分布、穀類豆類
などからチャーハ
ン、スパゲティ等

嘔吐型→１～5時間
下痢型→8～16時間
熱に強く、加熱殺菌
は難しいが少量では
発症しない

ノロウィルス カキ、ハマグリな
ど二枚貝人の手､
ツバなどで2次感
染

嘔吐、下痢、腹痛

東京都健康局ＨＰ
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６次化推進のための食品加工学

細菌発育の ３ 条件

① 栄養： ヒトにとって栄養となる食品は、細菌にとっても栄養

源。調理時の食品の残渣や汚れは細菌にとって栄養

源となる。

② 水分： 細菌は食品中の水分を利用して増殖する。多くの

細菌にとって水分が 20％以下では発育不能となる。

③ 温度： 細菌によってそれぞれ発育に適した温度帯が異なる。

大部分は 30℃付近を好む中温性菌が占めるが、中

には 60℃付近の高温を好む高温性菌、冷蔵庫内

(約３℃～７℃)を好む低温性菌と呼ばれる細菌もみら

れる。

洗浄

乾燥

殺菌
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６次化推進のための食品加工学

食品と微生物増殖可能水分活性

出展：（独）教育研修センター資料http://www.nctd.go.jp/senmon/shiryo/suisan/g/g_1/g1_3_e.html
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６次化推進のための食品加工学

水分活性測定装置例

出典：株式会社 テックジャムHP(http://www.tech-jam.com/instrument/moisture-activation/index.phtml)
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６次化推進のための食品加工学

食品衛生の３原則

① 微生物を持ち込まない

② 微生物を増やさない

③ 微生物を殺す
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６次化推進のための食品加工学

微生物を持ち込まない
（洗浄・清掃）

■ 手にはさまざまな雑菌が付着！

食中毒の原因菌が食べ物に付かないように、次のようなときは、
必ず手を洗いましょう。

① 作業を始める前
② 生の肉や魚、卵などを取り扱う前後
③ 調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりした後
④ 残った食品を扱う前 （特に前日から残った原料）
⑤ 生の肉や魚などを調理したまな板などの器具から、野菜などへ

菌が付着しないよう使用の都度、きれいに洗浄。
⑥ 食品の保管の際、他の食品に付いた細菌が食べ物に付着しない

よう、食べ物は密封容器に入れ、ラップをかけたりすることが大事。
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６次化推進のための食品加工学

微生物を持ち込まない
（洗浄・清掃）
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６次化推進のための食品加工学

手洗い方法とその効果

食品工場の環境衛生の向上を目的とした自主的な管理基準
味の素（株） 川崎工場品質管理部 井上富士男資料より



17

６次化推進のための食品加工学

食品工場における微生物の存在状態（その１）

① 空中浮遊菌
空気中に浮遊して存在する微生物の総称
一般的に増殖はしないが、落下菌として食品に付着すれば汚染の
原因となる。空中浮遊菌を測定する方法としては落下細菌試験法
やエアーサンプラー法などがある。
【測定法】

A： 落下細菌試験法
寒天培地のふたを一定時間解放し、落下してき
た菌を計測する方法。解放時間、測定位置など
は目的によって異なるので、予備テストをして本
試験の条件を決める。
B： エアーサンプラー法
毎分１００L～２０００Lの空気を吸引して空中浮
遊菌や微小粉塵をサンプラー内のシャーレで捕捉
する。

出典：アイネクス(株)HP http://www.ai-nex.co.jp/
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６次化推進のための食品加工学

食品工場の空気清浄度

ＢＣＲ 粒子 生物粒子

ｸﾗｽ別 粒径
（μm）

累積粒子
(個/L）

浮遊量
（個/L）

沈降量
（個/m2･週）

ｸﾗｽ100 ≧0.5 ≦3.5 0.0035 12,900

クラス
10,000

≧0.5 ≦350
0.0176 64,000

≧5.0 ≦23

クラス
100,000

≧0.5 ≦3,500
0.0884 323,000

≧5.0 ≦25

ＮＡＳＡ規格

ｸﾗｽ100＝浮遊菌数3.5個/1000L、落下菌数約83個/ﾌﾟﾚｰﾄ･週or１個/ﾌﾟﾚｰﾄ・２時間

実質管理基準（8時間稼働）→1個/ﾌﾟﾚｰﾄ以下と設定する
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６次化推進のための食品加工学

食品工場における微生物の存在状態（その２）

② 表面付着菌
建物内(天井、壁、床など）設備・機器の表面、人体の表面、衣類などあらゆる
ものが、付着の対象となる。付着した場所に適度な水分と栄養素が存在すれ
ば菌はそこで増殖する。

【測定法】
A： 拭き取り試験法
100cm² （10cm×10cm）など一定面積を綿棒でふき取って一定に希釈し、培
地と混釈して細菌数を測定する方法。
検査目的を明確にし、その目的に適合した検査対象物を選定することがポイン
ト。培地調製不要のコンパクトドライTCなどが便利。

コンパクトドライ上に検液１ｃｃを加える綿棒で拭き取り滅菌綿棒と生理食塩水
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６次化推進のための食品加工学

食品工場における微生物の存在状態（その３）
B： スタンプアガー法

検査する物体の表面に培地を接触させて微生物を培地表面に
移行させ、発育した菌のコロニー（集落）数を計測する方法。

スタンプ前 スタンプ後

床、腰壁 調理施設、設備、調理器具

一般生菌数 洗浄後、使用前で
105/cm2以上

洗浄後、使用前で104/cm2

以上

大腸菌群数 洗浄後、使用前に検出 洗浄後、使用前に検出

大腸菌 検出 検出

独立行政法人日本スポーツ振興センターがこれまで実施した調理室の検査データから

拭き取り試験（10cm×10cm）による要注意の目安例
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６次化推進のための食品加工学

微生物を増やさない
ー低 温 保 存ー

■ 低温で保存する！

①細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になるが、10℃
以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では増殖が
停止する。

②原料に付着した菌を増やさないためには、低温で保存すること
が重要。肉や魚などの生鮮食品や総菜など副原料は、仕入後、
できるだけ早く冷蔵庫に入れる。なお、冷蔵庫に入れても、細
菌はゆっくりと増殖するので、冷蔵庫を過信せず、早めに加工
処理することが重要(２時間以内）。
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６次化推進のための食品加工学

微生物増殖速度

時 間 大腸菌

（20分に1回分裂）

腸炎ビブリオ

（10分に1回分裂）

０ 1個 1個

20分 2個 4個

1時間 8個 64個

２時間 64個 4,092個

３時間 512個 262,144個

４時間 4,092個 16,777,276個

5時間 32,768個 ー

6時間 262,144個 ー

食品処理
期限時間
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６次化推進のための食品加工学

微生物を殺す

① 滅菌 --- 存在する微生物すべてを完全に死滅させること。

乾熱滅菌：乾熱滅菌器を使用して、160℃で2～4時間加熱
高圧蒸気滅菌：オートクレイブ（高圧蒸気滅菌器）を使用して、121℃で20分間
(または115℃で30分間)の処理を行う。

特に肉の加工は中心までよく加熱することが大事。

目安は中心部の温度が75℃で1分以上加熱すること。

② 消毒 --- 微生物の中の病原菌を死滅させること。

病原菌だけを選択的に死滅させる事は現実には不可能

一般的消毒方法

・煮沸消毒 --- 沸騰水中で10～15分間煮沸

・低温殺菌 --- 62～65℃で30分間または

71℃で14～16秒間の加熱

・消毒剤 ----- 各種消毒剤
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６次化推進のための食品加工学

化学的危害



25

６次化推進のための食品加工学

殺菌剤、消毒剤、洗剤などは整理整頓
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６次化推進のための食品加工学

物理的危害



27

６次化推進のための食品加工学

食中毒以外の事故統計

2003年度 2004年度 2005年度

件数 構成比(%)

計 4,074 4,366 3,948 100

異物混入 744 792 756 19.1

腐敗・変敗 116 114 114 2.9

カビの発生 117 116 117 3.0

異味・異臭 320 247 239 6.1

変色 66 57 40 1.0

変質 47 73 41 1.0

食品の取扱 27 361 344 8.7

表示 188 218 148 3.7

有症(注) 1,032 1,036 1,012 25.6

施設・設備 346 408 384 9.7

その他 1,071 944 753 19.1

(注)有症：食品事故だが原因不明のもの 東京都「食品苦情」2008.12
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６次化推進のための食品加工学

異物混入対策

異 物 原 因 対 策

ガラス 蛍光灯、温度計、
試験管等

蛍光灯は破片飛散防止

温度計等はガラス製を使用しない

金属 ピアス、指輪、ビス、
ナット、ホッチキス
の針、カッターの刃

装飾品は身につけない

事務用品は金属製は使用しない

始業前、終了時の設備点検の徹底

石・砂 段ボール等包材

野菜など原材料

前室で段ボールから出して中身だけ搬入

野菜は前処理で洗浄

ゴム・プラス
チック

輪ゴム、コンテナ 輪ゴムは作業前後で数を確認

コンテナの定期洗浄・点検

紙 指示書、説明書等 作業前後で枚数を確認

毛髪 作業着、帽子の不
適切な使用

作業場入室前＆定時の粘着ローラーの徹
底
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６次化推進のための食品加工学

むき出し部分をアクリルカバー

フーズデザインＨＰ
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６次化推進のための食品加工学

ステンレスカバーで異物落下防止

フーズデザインＨＰ
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６次化推進のための食品加工学

透き通った食材の異物検査

フーズデザインＨＰ
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６次化推進のための食品加工学

２台連続金属探知機

90度変えて探知できるように設置する

フーズデザインＨＰ
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６次化推進のための食品加工学

エックス線異物検査機

金属以外も検知する（全てを検知は出来るわけではない）

フーズデザインＨＰ
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６次化推進のための食品加工学

② 農林水産物加工食品の品質保証
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６次化推進のための食品加工学

規格書・標準書の整備による品質保証

工程別管理 規格書・標準書 記載項目・確認ポイント

原料の品質管理 原料規格書 起源、加工方法、使用期限、保存方法、
品質検査項目、検査方法

製造の工程管理 製造標準書

品質検査標準書

工程管理基準、作業標準（作業手順、作
業時間、出来高）

検査方法、検査基準、頻度、検査機器更
正基準

製品の品質管理 製品規格書

内容量

表示方法

賞味期限または

消費期限

組成、香味・外観、重要管理項目設定と
基準値、検査方法

原材料表示方法、順序

（原産地、食品添加物、アレルギー物質、
遺伝子組み換え食品）

合理的賞味期限設定

国産品（都道府県名）

輸入品（原産国名）
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６次化推進のための食品加工学

原料規格書のポイント

内 容 自社製品の品質を維持、確保するために必要な原料の製法、
品質基準を記載した標準書

作成・維持管
理方法

①納入業者と内容について合意し、書面を取り交わす。

②保証項目について、納入業者による検査結果を定期的に

提出してもらう。

③重要な品質保証項目は、納品時に自社でも検査し、基準

内であれば受入れ、基準外であれば返品、再納入してもらう。

④保証項目の検査方法が官能検査によるものであれば、

標準見本を作成し、それとの違いが認められないことを確

認する。
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６次化推進のための食品加工学

機器分析による管理

保証項目（例） 測定方法 測定項目

甘さ 糖度計 光の屈折率を可用性固形分（Ｂｒｉｋ）
＝糖分として算出

塩辛さ 塩分計 塩化物イオンをＮａＣｌに換算

ＮａイオンをＮａＣｌに換算

色 ハンター色差計 Ｌ値（白さ）

ａ値（赤－緑）

ｂ値（黄－青）
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６次化推進のための食品加工学

マンセルの色相環

ａ
値ｂ

値

L
値

R (赤) YR (黄赤)Y (黄)GY (黄緑)G (緑)BG (青緑)B (青)PB (紫青)P (紫)RP (赤紫) 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:MunsellColorCircle.png
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６次化推進のための食品加工学

醤油の色の基準

日本色彩研究所ＨＰ
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６次化推進のための食品加工学

製造標準書、品質検査標準書のポイント

内 容 各製造工程における作業手順を記載した標準書

品質検査における作業手順を記載した標準書

作成・維持
管理方法

①配合・混合・加熱・充填など各作業工程での作業手順、

管理項目を時系列でわかりやすく明記する。

②個々の管理項目について検査方法・頻度を明記する。

③管理項目については、管理表を作成し、抜け漏れのな

いように記録する。

④中間品などの管理項目（保存温度・方法、時間など）

を設定し、記録する。
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各標準書と製造プロセス

原
料
の
入
荷

各
種
加
工
・混
合

中

間

製

品

加
工
・混
合
・充
填

最

終

製

品

製
品
の
出
荷

製造管理【製造管理責任者】 統括管理【統括管理責任者】

品質規格書

製造管理基準書 製造衛生管理基準書

製
品
規
格
書

文 書

報告

文 書

報告

指 示

試 験

指 示

試 験 試 験

品質管理【品質管理責任者】

出荷可否判断
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６次化推進のための食品加工学

製品規格書のポイント

内 容 最終製品の品質をユーザー（消費者）に対して保証する標準書

作成・維持
管理方法

①内容物の保証

組成、香味・外観、重要管理項目設定と基準値（検査

方法、検査頻度、許容基準値）

②保存方法の保証

温度帯（常温、チルド、冷凍）

③保存期間の保証

賞味期限、消費期限

④表示の保証

原材料表示・・・食品原料、食品添加物、アレルゲン等

内容量表示・・・量目公差内
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６次化推進のための食品加工学

賞味期限・消費期限

■賞味期限

所定の方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が

十分に可能であると認められる期限を示す年月日。

●おいしく食べられる期限（ハム・ソーセージやスナック菓子、缶詰など）

ただし、当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されている。

■消費期限

所定の方法により保存した場合において、腐敗、変敗、その他の品質の劣

化により安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる期限を示す年月日。

●食べても安全な期限（弁当、洋菓子、豆腐など）

年月日で表示 年月日又は
年月で表示

製造日 ３ヶ月

年月日で表示

消費期限 賞 味 期 限
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６次化推進のための食品加工学

合理的賞味（消費）期限設定

Ｈ１７．２ 厚労省、農水省共同制定「食品期限表示の設定のためのガイドライン」

食品の特性に配慮した客観的な項目（指標）の設定

①理化学試験（粘度、濁度、比重、過酸化物価、酸価、ｐＨ、酸度、栄養成分、糖度等）

②微生物試験（一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数、低温細菌残存の有無、芽胞菌）

③官能試験（訓練された被検者の視覚・味覚・嗅覚などの感覚を通して、一定の条件下
で評価→統計学的解析）

客観的な項目（指標）にもとづき、総合的判断で期限設定

食品の特性に応じた「安全係数」の設定

設定された期限に対して１未満の安全係数（0.8～0.9）をかけて、客観的な項目（指標）

において得られた期限よりも短い期間を賞味期限や消費期限として設定

実際の製造設備、プロセスで製造した食品を、計画している包材に充填し、
想定している保存条件で保存し、仮設定期間後の製品を官能試験など客観的
な指標により、製造直後の製品と比較して、許容範囲内かどうかで判断。
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６次化推進のための食品加工学

冷凍食品の賞味期限例

品 目 賞味期限

魚フライ
コロッケ
油調済コロッケ
ハンバーグ
しゅうまい、春巻
米飯類
うどん
グラタン
中華丼の具

１２～１８か月
８～１２か月

１２～１８か月
１０～１２か月
１０～１２か月
１２～１５か月
１０～１２か月
１５～１８か月
１５～１８か月

保存温度-18℃での代表的な品目の賞味期限

（社）日本冷凍食品協会「冷凍食品の期限表示の実施要領」より抜粋
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６次化推進のための食品加工学

③ 加工食品の表示による品質保証
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６次化推進のための食品加工学

現行の主要な食品表示関連法規

１．消費者庁（食品表示課）

食品表示法（平成２７年４月１日施行）
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
の機会を確保するため、食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の食品の表示に
関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設。

２．農林水産省

– 米トレーサビリティー法

– 牛肉トレーサビリティー法

– 有機食品の表示（ＪＡＳ規格）等

３．厚生労働省

– 薬事法

４．消費者庁（表示対策課）

– 景表法（不当景品類及び不当表示防止法）

– 公正競争規約

５．その他

– 計量法、ＪＩＳ法、資源有効利用促進法（容器包装リサイクル法）、都道府県別条例

各種ガイドライン、製造物責任法（ＰＬ法）、食品リサイクル法、酒税法等
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６次化推進のための食品加工学

食品表示法

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

○販売の用に供する食品等
に関 する表示についての基

準の策定及び当該基準の遵
守（第19条） 等

○食品、添加物、容器包装
等の規格基準の策定

○規格基準に適合しない食
品等の販売禁止

○都道府県知事による営業
の許可 等

○製造業者が守るべき表示
基準の策定（第19条の13）

○品質に関する表示の基準
の遵守（第19条の13の２）
等

○日本農林規格の制定

○日本農林規格による格付
等

○栄養表示基準の策定及び
当該基準の遵守

（第31条、第31条の２）
等

○基本方針の策定

○国民健康・栄養調査の実施

○受動喫煙の防止

○特別用途食品に係る許可
等

食品表示法

〇目的
〇定義

〇表示基準手
続等

〇是正措置
〇調査権限
〇申出
〇権限の委任
〇罰則
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６次化推進のための食品加工学

食品表示の目的

価値の提示・・・おいしさ、品質、簡便性、本格さ、カロリー、栄養分 等

品質の表示・・・原材料名、添加物、原産地（原産国）、賞味（消費）期限、

製造者名・販売者名 等

適切な利用方法の告知・・・保存方法、使用方法、開栓後の保存方法、

調理方法 等
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６次化推進のための食品加工学

食品表示法の主な変更点 ①

1. 加工食品と生鮮食品の区分の統一

JAS法と食品衛生法において異なる食品の区分について、JAS法の考え方

に基づく区分に統一・整理。
① 新たに加工食品に区分されるもの

現行の食品衛生法では表示対象とされていない、軽度の撒塩、生干し、湯通し、調味料
等により簡単な加工等を施したもの（例：ドライマンゴ）についても「加工食品」として整理
される。その結果、新たにアレルゲン、製造所等の所在地の表示義務が課される。

② 「異種混合」の扱いの見直し
•焼き肉セットや刺身の盛り合わせのように各々の生鮮食品を単に組み合わせたり盛り
合わせただけで個々に飲食、調理等されることが想定されるものは生鮮食品と分類さ
れる。

•合挽肉やミックスサラダのように各々の生鮮食品が混合され１つの商品としてそのま
ま飲食、調理されることが想定されるものは加工食品として分類される。

2. 製造固有記号の使用に係るルールの改善
• 原則として、同一製品を２以上の工場で製造する場合に限り利用可能となります。

• 製造固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を表示します。

①製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先

②製造所所在地等を表示したＷｅｂサイトのアドレス等

③当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等

・ただし、ルールの改善の対象については、業務用食品を除くこととする。
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６次化推進のための食品加工学

食品表示法の主な変更点 ②

3. アレルギー表示に係るルールの改善
① 特定加工食品＊１及びその拡大標記を廃止することにより、より広範囲の原材料につい

てアレルゲンを含む旨の表示を義務づけ

② アレルギー患者の商品選択の幅を広げるため、個別表示を原則とし、例外的に一括表
示を可能とする。

■特定加工食品＊１

表記に特定原材料名又は代替表記を含まないが、一般的に特定原材料等を含むこと
が予測できると考えられてきた表記（例：マヨネーズ→「卵を含む」を省略可、パン→「小
麦を含む」を省略可）

■代替表記＊２

表示方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一であるということが理解できる
表記

（例：たまご→「卵を含む」を省略可、コムギ→「小麦を含む」を省略可）

一括表示する場合、一括表示欄を見ることでその食品に含まれる全てのアレルゲンを把
握できるよう、一括表示欄に全て表示（現行は、例えば「卵」や「小麦」が原材料として表
示されている場合や「たまご」や「コムギ」が代替表記で表示されている場合は、改めて一
括表示欄に表示しなくともよいが、今後は、「卵」、「小麦」も一括表示欄に改めて表示
が必要）
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食品表示法の主な変更点 ③

4. 栄養成分表示の義務化
食品関連事業者に対し、原則として全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分

表示を義務づけ

【義務】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）

【任意（推奨）】飽和脂肪酸、食物繊維

【任意（その他）】糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類

5. 栄養強調表示に係るルールの改善
① 相対表示（コーデックスの考え方を導入）

• 低減された旨の表示する場合（熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類及びナト
リウム）及び強化された旨の表示をする場合（たんぱく質、及び食物繊維）には基準値以
上の絶対差に加え、新たに25%以上の相対差が必要（栄養強調表示をするための要件
の変更）

• 強化された旨の表示をする場合（ミネラル類（ナトリウムを除く）、ビタミン類には、「含む
旨」の基準値以上の絶対差に代えて、栄養素等表示基準値の10%以上の絶対差（固体
と液体の区別なし）が必要（絶対差の計算方法の変更）

② 無添加強調表示（コーデックスの考え方を導入、新規）

· 食品への糖類無添加に関する強調表示及び食品へのナトリウム塩無添加に関する強
調表示（食塩無添加表示を含む）は、それぞれ一定の条件が満たされた場合にのみ行
うことが出来る。
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食品表示法の主な変更点 ④

6. 栄養機能食品に係るルールの変更
① 対象成分の追加

栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「ｎ－３系脂肪酸」、「ビタミンＫ」及び「
カリウム」を追加

② 対象食品の範囲の変更

鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の基準の適用対象とする。

③ 表示事項の追加・変更

• 栄養素等表示基準値の対象年齢（18歳以上）及び基準熱量（2200kcal）に関する
文言を表示

• 特定の対象者（疾病に罹患している者、妊産婦等）に対し、定型文以外の注意を必
要とする者にあっては、当該注意事項を表示

• 栄養成分の量及び熱量を表示する際の食品単位は、1日当たりの摂取目安量とする

• 生鮮食品に栄養成分の機能を表示する場合、保存の方法を表示。

7. 原材料名表示等に係るルールの改善
① パン類、食用植物油脂、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、風味調味料につい

て、他の加工食品同様、原材料又は添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合の
高いものから順に表示

② 複合原材料表示について、それを構成する原材料を分割して表示した方がわかりやすい
場合には構成する原材料を分割して表示可能とする。
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食品表示法の主な変更点 ⑤

③ プレスハム、混合プレスハムに関し、原材料名中のでん粉の表示に「でん粉含有率
」を併記していた点について「ソーセージ」、「混合ソーセージ」同様、「でん粉含有率
」の表示事項の項目を立てて表示

8. 販売のように供する添加物の表示に係るルールの改善
① 一般消費者向けの添加物には、新たに「内容量」、「表示責任者の氏名又は名称

及び住所」を表示

② 業務用の添加物には、新たに「表示責任者の氏名又は名称及ぶ住所」を表示

9. 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
① 安全性の確保の観点から、指導ではなく、表示義務を課すべき表示ルール（フグ食

中毒対策の及びボツリヌス食中毒対策の表示）

② わかりやすい食品表示基準を策定するという観点から、食品表示基準と通知等に
またがって表示ルールが規定されるのではなく、基準にまとめて規定すべき表示ル
ール（例えば、栄養素等表示基準値、栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の
名称の表示の方法等）

10.表示レイアウトの改善
① 表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合、安全性に関する表示事項（「名称」、

「保存方法」「消費期限又は賞味期限」「表示責任者」「アレルゲン」及び「L-フェニ
ルアラニン化合物を含む旨」については省略不可



55

６次化推進のための食品加工学

食品表示法の主な変更点 ⑥

② 表示責任者を表示しなくても良い場合（食品を製造し､若しくは加工した場所で販
売する場合、不特定若しくは多数の者に対して譲渡（販売を除く）する場合、又は
食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売する場合）には
、製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入業者の営業所所在地）及び
製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入者にあっては輸入業者の氏名又は名称
）も省略不可

③ 原材料と添加物は区分を明確に表示
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Ⅰ．原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品としての

品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち

Ⅱ．製品の原材料の内、単一の農畜産水産物の重量の割合が

５０％以上である商品

加工食品の原料原産地表示

原料原産地表示対象品目選定要件
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表示禁止事例

表示の相互矛盾

– 例 （商品名） 無着色辛子明太子

– （原材料名） 着色料（赤１０２）

産地名の誤認

– 例 （商品名） 福岡県産アジの開き → アジの開き（福岡県加工）

– （原材料名） まあじ（オランダ産） まあじ（オランダ）

あいまいな表現

– 「国産 しいたけ 佃煮」 ２つの意味

ア 国産のしいたけを使用した佃煮（製造地特定なし）→「国産しいたけ 佃煮」

イ しいたけの佃煮を国内で製造（しいたけの産地は特定なし）

等級用語による表示

「特級」「特上」「特選」「優」「金」

○ ＪＡＳ規格に等級があり、ＪＡＳ格付けを受けている場合

（例：しょうゆ、ハム・ソーセージ等）

○ 自社に明確な基準が成文化されており、その基準に基づき製造されている場合

× 基準等がないのに表示している場合

他社の同一商品より「優れているという印象」を消費者に与えてしまう
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原材料表示のポイント

ポイント 記 載 例

①使用原材料を配合

量の多い順に記載

②アレルギー表示
それぞれの原料に記
載（個別表示）か、最
後にまとめて記載
（一括表示）

③遺伝子組み換え
原料表示

・原材料又は添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合

の高いものから順に表示する。

・食品添加物（ポジティブリスト制）の表示方法

物質名表示、用途名併記、一括名表示

(例）調味料（アミノ酸等）

→アミノ酸以外の添加物（核酸など）が含まれていることを

示す。

・特定原材料７品目（表示義務）

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

・準特定原材料２０品目（表示推奨）
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつた
け、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、カシューナッツ、ゴマ
・大豆、とうもろこし、馬鈴薯。なたね、綿実、てんさい
アルファルファは表示義務
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食品添加物の表示方法

物質名表示するもの クエン酸カリウム、グルタミン酸ナトリウム、水酸化カ
リウムなど多数

用途名併記するもの 甘味料、着色料、保存料、増年剤・安定剤・ゲル化剤
又は糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤
又は防ばい剤

一括名表示するもの イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、
光沢剤、香料又は合成香料、酸味料、軟化剤、調味
料（アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩）、豆腐用凝固
剤又は凝固剤、乳化剤、ｐＨ調整剤、膨張剤・ベーキ
ングパウダー・ふくらし粉
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アレルギー表示方法

特定原材料（７品目）

小麦、そば、卵、乳、

落花生、えび、かに

準特定原材料（２０品目）

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウ
イフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、
大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラチン、

*カシューナッツ、*ゴマ

*2014年8月

表示方法

【ポテトサラダ】

じゃがいも、にんじん、ハム（豚肉
を含む）、マヨネーズ（大豆油を含
む）、蛋白加水分解物、調味料
（アミノ酸）、発色剤（亜硫酸Ｎａ），
リン酸Ｎａ

【コーンスープ】

スイートコーン、砂糖、植物性油
脂、でんぷん、食塩、クリーム（乳
製品）、チキンエキス、酵母エキ
ス、カゼインＮａ、香料、乳化剤、
調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キ
サンタン）、(原材料の一部に小
麦、大豆を含む）

個
別
表
示

一
括
表
示
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アレルギー表示で注意すべきポイント

ポイント 記載例

特定原材料配合品と非
配合品を同一ラインで製
造している場合

特定原材料を複数含む食
品

しょうゆ

ハンバーグ

ミックスジュース

高価な準特定原材料が
含まれる加工食品

「本品製造工場では○○（特定原材料名）を含む
製品を生産しています」（例）

「○○（特定原材料名）を使用した設備で製造して
います」（例）

「穀類（小麦、大豆）」ｏｒ「小麦、大豆」

「牛肉、豚肉、鶏肉」

「りんご、キウイフルーツ、もも」

粉末状あわびを少量使用する場合

→「あわび粉末」

松茸から抽出したエキスを使用する場合

→「松茸エキス」
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遺伝子組み換え原料の表示

対象農産物 加工食品

大豆（枝豆及び大豆
もやしを含む）

豆腐・油揚げ、おから、湯葉、納豆、豆乳類、味噌、大
豆煮豆、大豆缶詰、大豆炒り豆

枝豆を主原料とするもの、大豆もやし等

とうもろこし コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、トウ
モロコシ缶詰、コーンフラワー等

ばれいしょ 冷凍・乾燥馬鈴薯、馬鈴薯デンプン、ポテトスナック菓
子等

なたね 菜種油以外

綿実 綿実油以外

アルファルファ アルファルファを主原料とするもの

てん菜 てん菜（調理用）を主原料とするもの

パパイヤ* パパイヤを主原料とするもの (＊H23年追加）
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遺伝子組み換え表示不要の加工食品

加工工程後、組み替えられたＤＮＡおよびこれにより生じたタン
パク質が存在しない品目

対象農産物 加工食品

大豆 しょうゆ、大豆油

とうもろこし コーンフレーク、水飴、液糖、デキストリン、コーン油等

なたね 菜種油

綿実 綿実油

てん菜 砂糖（てん菜）を原料とするもの
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２． ＨＡＣＣＰ的現場衛生管理
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ＨＡＣＣＰとは

ＨＡ + ＣＣＰ

HAZARD 
ANALYSIS
（危害分析）

CRITICAL 
CONTROL
POINT
（重要管理点）
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ＨＡＣＣＰ導入更点７原則１２手順

手順１ ＨＡＣＣＰチームの編成 ＨＡＣＣＰを立案し実施するためのチームを編成します。
製品を作るために必要な情報を集められるよう、各部
門から担当者を集めます。

手順２ 製品説明書作成 製品の安全について特徴を示すものです。
原材料や特性等をまとめておくと、危害要因分析の基
礎資料となります。レシピや仕様書等、内容が十分あ
れば様式は問いません。

手順３ 意図する用途及び対象となる
消費者の確認

用途は製品の使用方法（加熱の有無等）を、対象は製
品を提供する消費者を確認します（製品説明書の中に
盛り込んでおくとわかりやすい）。

手順４ 製造工程一覧図の作成 製造工程、製造現場について衛生上の問題がないか
どうかを確認し、必要に応じて改善措置をとります。

手順５ 製造工程一覧図の現場検証 しっかりした製造工程、衛生的な製造現場の確立はＨ
ＡＣＣＰ導入のキーとなります。
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ＨＡＣＣＰ導入更点７原則１２手順

手順６
【原則１】

危害要因分析の実
施（ハザード）

工程ごとに原材料由来や工程中に発生しうる危害要因
を列挙し、管理手段を挙げていきます。

手順７
【原則２】

重要管理点（CCP）
の決定

危害要因を除去・低減すべき特に重要な工程を決定し
ます（加熱殺菌、金属探知等）。

手順８
【原則３】

管理基準（CL）の
設定

危害要因分析で特定したCCPを適切に管理するための
基準を設定します。
（温度、時間、速度等々）

手順９
【原則４】

モニタリング方法の
設定

CCPが正しく管理されているかを適切な頻度で確認し、
記録します。

手順１０
【原則５】

改善措置の設定
モニタリングの結果、CLが逸脱していた時に講ずべき措
置を設定します。

手順１１
【原則６】

検証方法の設定 HACCPプランに従って管理が行われているか、修正が
必要かどうか検討します。

手順１２
【原則７】

記録と保存方法の
設定

記録はHACCPを実施した証拠であると同時に、問題が
生じた際には工程ごとに管理状況を遡り、原因追及の
助けとなります。

出典：公益社団法人日本食品衛生協会ＨＰ：http://n-shokuei.jp/eisei/haccp_sec05.html 筆者一部修正
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ＣＣＰ
（重要管理点）

ＨＡ
（危害分析）

ＰＰ（ＧＭＰ）
→作業環境、衛生的原材料

（一般的衛生管理）
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３つの異なる衛生管理領域

Dirty zone
（汚染領域）

Sanitary zone
（清浄領域）

Semi-Sanitary
zone
（準清浄領域）

（準清浄領域） （汚染
領域）


