2021年12月22日︑消費者庁は﹁食品
添加物の不使用表示に関するガイドライン案﹂
に関する意見募集
︵パブリックコメント︶
を開始
しました︒2021年11月18日に公表され
た﹁誤認を生じさせるおそれのある食品添加物
の不使用表示の類型項目
︵案︶
﹂︵食品添加物の不
使用表示に関するガイドライン検討会︶からい
くつか変更されている点もありますので︑こち
らに整理してみたいと思います︒
意見募集の背景
まずはガイドラインの策定に至った経緯の再
確認として︑﹁意見募集の趣旨﹂
より引用します︒
・食品表示基準第９条では表示すべき事項の
内容と矛盾する用語や内容物を誤認させる
ような文字等を禁止してはいるものの︑そ
の解釈を示す食品表示基準Ｑ＆Ａが網羅的
ではない
・﹁無添加﹂等の表示方法を示す食品表示基
準Ｑ＆Ａが曖昧である
・﹁無添加﹂等の表示は商品の主要面に義務
表示事項よりも目立つように表示されるケ
ースがあり︑本来見るべき一括表示欄が活
用されていない
といった現状等を踏まえ︑食品表示基準第
９条に規定された表示禁止事項に当たるか
否かのメルクマールとなるガイドラインを
新たに策定することが提案された︒
前回︵11月18日︶検討会案からの変更点
類型項目
︵案︶
からの主な変更点は以下のとお
りです︒
・
﹁食品表示基準第９条に規定された表示禁止
事項に該当するおそれが高いと考えられる
表示﹂に一本化
︵﹁第9条に直ちに該当しないものの︑消費
者への誤認を生じさせるおそれのある表示﹂
の削除︶
・11の類型項目のうち旧④と旧⑩を統合し︑
10の類型項目に再編
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単なる﹁無添加﹂の表示

清涼飲料水に﹁ソルビン酸不使用﹂※と

例１ 日持ち向上目的で保存料以外の食品添
﹁保存料不使用﹂
と表示
加物を使用した食品に︑
例２ 既存添加物の着色料を使用した食品に︑
﹁合成着色料不使用﹂と表示

類 型 4 同 一 機 能・類 似 機 能 を 持 つ 食 品 添
加物を使用した食品への表示

例２ 食品表示基準別表第５において名称の
規定をもつ食品であり︑特定の食品添加物を
使用した場合に︑同別表第３の定義から外れ
る当該食品添加物を無添加あるいは不使用と
表示

※清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反

例１
表示

類型3 食品添加物の使用が法令で認めら
れていない食品への表示

例 ﹁人工甘味料不使用﹂等︑人工︑合成︑化学
調味料︑天然等の用語を使用

類型２ 食品表示基準に規定されていない
用語を使用した表示

例 単に﹁無添加﹂とだけ記載した表示
︵対象を明示せず単に無添加と表示をすると︑
何を添加していないのかが不明確である︶

類型1

その他は表現の修正や︑
例文の具体化など︑
変
更は軽微なものであるといえます︒
表示禁止事項に該当するおそれが高いと考え
られる表示
食品添加物の
﹁無添加﹂﹁不使用﹂
などの表示に
ついて︑﹁表示禁止事項に該当するおそれが高い
と考えられる表示﹂
として︑次の10類型が示さ
れています︒︵赤文字は︑類型項目案より表現の
修正があった箇所︶
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類 型 5 同 一 機 能・類 似 機 能 を 持 つ 原 材 料
を使用した食品への表示

健康︑安全と関連付ける表示

例１ 原材料として︑アミノ酸を含有する抽出
物を使用した食品に︑化学調味料を使用してい
ない旨を表示
例２ 乳化作用を持つ原材料を高度に加工し
て使用した食品に︑乳化剤を使用していない旨
を表示
︵不使用表示と共に同一機能︑類似機能を有す
る原材料について明示しない場合︑消費者が当
該原材料の機能であると分からず︑他の原材料
による機能が作用していると読み取るおそれ
があり︑
内容物を誤認させるおそれがある︶
類型6

健康︑安全以外と関連付ける表示

例１ 体に良いことの理由として無添加ある
いは不使用を表示
例２ 安全であることの理由として無添加あ
るいは不使用を表示
類型7

例１ おいしい理由として無添加あるいは不
使用を表示
例２ ﹁保存料不使用なのでお早めにお召し上
がりください﹂
と表示
︵
﹁開封後﹂に言及せずに表示することで︑期限
表示よりも早く喫食しなければならないとい
う印象を与えた場合︶
例３ 製品が変色する可能性の理由として着
色料不使用を表示
類型8 食品添加物の使用が予期されてい
ない食品への表示
例１ 食品元来の色を呈している食品に﹁着色
料不使用﹂
と表示
例２ 同種の商品が一般的に当該食品添加物
を使用していないことから︑消費者が当該食品
添加物の使用を予期していない商品に対して︑
当該食品添加物の不使用を表示︵消費者が当該
食品添加物の使用を予期していない例として
は︑ミネラルウォーターに保存料の使用︑ミネ
ラルウォーターに着色料の使用等︶
類型9 加工助剤︑キャリーオーバーとして
使用されている︵又は使用されていないこと
が確認できない︶食品への表示

過度に強調された表示

例１ 原材料の一部に保存料を使用しながら︑
最終製品に
﹁保存料不使用﹂
と表示
例２ 原材料の製造工程において食品添加物
が使用されていないことが確認できないため︑
自社の製造工程に限定する旨の記載と共に無
添加あるいは不使用を表示
︵食品添加物の表示については︑当該食品の原
材料の製造又は加工の過程まで確認を行うこ
とが必要であり︑一括表示外であっても︑確認
結果に基づいた表示を行わない場合︑内容物を
誤認させるおそれがある︶
類型

︵川合︶

意見募集の受付締切日は2022年1月
21日となっております︒
意見募集の結果によ
る修正を経て︑2022年3月までには正式な
ガイドラインとして公表される見通しです︒
今
後︑関連する食品表示基準Q&Aや公正競争規
約についても何らかの修正がなされると思わ
れますが︑
今回のガイドライン案のみをもって︑
ひとまず現状の表示の見直しの要不要につい
ての判断はしやすくなると思います︒関連する
不使用表示は現在行っていない場合でも︑食品
添加物の表示に対する考え方の参考になると
思いますので︑一度目を通しておかれるとよい
でしょう︒

・第９条に新たな規定を設けるものではない
ことから︑本来であれば特段の経過措置期
間を要するものではない
・しかし第９条の解釈を示す食品表示基準
Q&Aが曖昧等の理由により︑表示禁止事
項に該当するおそれが高いと考えられる表
示が行われている可能性がある
・２年程度︵令和６年３月末︶の間に︑必要
に応じて表示の見直しを行うこと

表示の見直しについて
今回のガイドライン案には︑表示の見直しに
かかる期間にも言及がされています︒

例１ 商品の多くの箇所に︑目立つ色で︑〇〇
を使用していない旨を記載する
例２ 保存料︑着色料以外の食品添加物を使
用している食品に︑大きく﹁無添加﹂と表示し︑
その側に小さく﹁保存料︑着色料﹂と表示
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食品添加物の不使用表示に関するガイドライン案について
意見募集が開始されました

おかげさまで︑設立より19回目のお正月を迎える
ことができました︒コロナによる不安定な状況にも
かかわらず︑これまでと変わらない関係をもってく
ださったすべての皆様に︑この場をお借りしてお礼
をお伝えしたいと思います︒
さて私事ですが︑寅年の年男にあたります︒いつの間
に⁝という感じですが︑病気やケガに気を付けつつ︑
仕事もスポーツも攻めを心がけるようにしたいと思
います︒
本年もどうぞ︑よろしくお願いいたします︒
︵川合︶

●大阪本社
昨年は勤続10年の節目を迎えましたが︑現状に留
まらず︑一日千里を走る虎のように︑精力的に活動す
る1年であるようにありたいと思います︒ ︵井上︶
今年は育休から復帰を予定しております︒変化に負
けず︑仕事と家庭を両立できるよう︑精進して一層仕
事に励みたいです︒
︵黄︶
昨年はお客様と関わる機会が増え︑刺激を受けた年
となりました︒今年も様々なことを吸収し︑成長し続
けられればと思います︒
︵清水︶

Although this year was quite challenging, but we
managed to ﬁnish it successfully. I wish for health
and more success for us and all people in the world.
︵イクラム︶
先輩方のご指導により︑微力ながらお客様をサポー
トできるようになりましたが︑今年も引きつづき努
力をし︑より頼られる存在に成長したいと思います︒
︵オフィーリア︶
パンデミックにより︑より加速された変化に対応で
きるよう常にアンテナを張って好奇心を持ち︑チャ
レンジしていきたいと思います︒
︵廣畠︶

●東京オフィス
年々一年の短さを感じますがその分充実していたと
いうことでしょう︒
今年は年男ですので︑虎のように
強い意志で目標を達成する年にしたいですね！
︵山口︶
外に出る機会が減り季節の変化を感じないせいで
しょうか︑1年があっという間です︒周りの変化によ
り気を配り︑気付きの多い1年にしたいと思います︒
︵渡邉︶
昨年は自身にとって多くを学ばせていただいた1年
でした︒学んだことを皆さまへの貢献へと繋げられ
ますよう︑日々取り組んで参ります︒
︵齊藤︶
昨年は大変お世話になり︑誠にありがとうございま
した︒今年は一層の精進をし︑お役に立てるよう成長
すべく努めて参ります︒
︵早川︶
毎日試行錯誤しながらも︑
学びのある日々とはなんと
ありがたい事かと感じます︒
今年も学び︑
成長し︑
そし
て 健 や か に 笑 顔 で 過 ご せ る 一 年 と な り ま す 様 に︒
︵岡本︶
昨年は学びの多い一年間でした︒今年も引き続き学
び続け︑お客様により良いサービスを提供すること
を目標にしています︒よろしくお願いいたします︒
︵付︶
私は今年の3月までの勤務となりますが︑最後まで
翻訳やパソコンのスキルを磨く努力を怠らず︑精一
杯業務に取り組んでいきたいと思います︒ ︵松為︶

株式会社ラベルバンク 執筆書籍ページ
https://www.label-bank.co.jp/column/book.html

（四字熟語）

昨年はご愛顧いただき︑
誠にありがとうございました！
本年度は寅年ということで︑体力作りに励み︑気持ちを
大きく力強く進んで参りたいと思います︒
︵亀井︶
食品はその分類により表示が必要な情報は様々です
が︑国によっても違いがあります︒これらの必要情報
をより的確に幅広くお届け出来る様に努めます︒
︵亀山︶
昨年は刻々と変化する環境の中で︑柔軟のある対策
かつ適応能力を持つ重要さを感じれた一年でした！
今年も有意義な貢献が出来るよう︑頑張りたいと思
います︒
︵ヤン︶
毎日トラ︵虎︶イ・アンド・エラーしながらも︑今年
は引き続き貢献できるよう努力いたします︒ ︵王︶
社会の変化に柔軟に対応することの重要性を改めて
感じた1年でした︒日々の積み重ねを大切にし︑本年
も少しでも貢献できるよう努めたいと思います︒
︵小越︶

（たいけんこへん）

好評販売中の「新訂版 基礎からわかる食品表
示の法律・実務ガイドブック」の電子書籍版が
各電子書籍ストア（Amazon Kindle、楽天Kobo
等）にて好評販売中です！紙書籍よりもお得な
価格となっております。ご購入は右記QRコー
ドもしくは下記URLよりアクセスください。

大賢虎変

好評販売中

電子書籍
今月の「お気に入り」言葉
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あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします
昨年は、ラベルバンクをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
本年も一層のサービス向上を目指し、誠心誠意取り組んでまいります。
何卒、本年も昨年同様のご支援をよろしくお願い致します。

