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本日の講座内容

食品添加物とは？

食品添加物の表示とは？



１ 食品添加物とは？

食品添加物ってどんなもの？



食品添加物とは？
食品の保存性を向上させたり、栄養を保
持したり、おいしさや彩りを添えたりする
ために食品に添加されているもの。

保存料、甘味料、着色料、香料など



食品添加物とは？
食品添加物の定義

食品衛生法第４条第２項

この法律で添加物とは、食品の製造の
過程において又は食品の加工若しくは
保存の目的で、食品に添加、混和、浸
潤その他の方法によって使用する物を
いう。



食品添加物の役割
食品添加物はどのように使われている？

1. 食品を製造・加工するときに必要なもの

2. 食品の品質を保つ

3. 食品の風味や外観をよくする

4. 栄養価を高める



食品添加物の役割
1. 食品を製造・加工するときに必要なもの

食品の形を作る

豆腐用凝固剤

豆乳を凝固させて豆腐を作る

膨張剤

ケーキのスポンジなどを膨らませる



食品添加物の役割
1. 食品の製造又は加工するとき

かんすい

麺に独特の食感・風味を与える

ゲル化剤

プリンなどに独特の食感を持たせる



食品添加物の役割
2. 食品の品質を保つ

食品の保存性を高めたり、食中毒を予防する

保存料

かまぼこの日持ちをよくする

酸化防止剤

カップ麺の油脂の酸化を防止する

防かび剤

輸入柑橘類のカビの発生を防止する



食品添加物の役割
3. 食品の嗜好性の向上

甘味料、調味料、着色料、香料など

食品の風味をよくしたり、外観をよくする

4. 栄養価の補填・強化

強化剤（ビタミン類）、ミネラルなど

食品の栄養成分を補う



食品添加物のルール
食品添加物には、食品衛生法と食品表
示法により、次のようなルールが定めら
れている。

1. 使用できる添加物

2. 品質や使用量

3. 食品への表示



食品添加物のルール
使用できる添加物

使用できる食品添加物は、原則として厚生
労働大臣が指定したものに限る。

（ただし、既存添加物、天然香料、一般飲食物添
加物は例外）

未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売
等することはできません。



食品添加物のルール
品質や使用量

食品添加物には、純度や成分についての規格
や、使用できる量などの基準が定められてい
ます。

食品への表示

原則として、食品に使用した添加物は、すべて
表示しなくてはなりません。

表示の基準に合致しないものの販売等は禁止
されています。



食品添加物の分類（平成２８年１０月６日現在）

食品添加物

指定添加物
４５４品目
（リスト化）

既存添加物
３６５品目
（リスト化）

天然香料
基原物質

（約６００品
目を例示）

一般飲食物
添加物

（約１００品
目を例示）

安全性と有効
性を確認して国
が使用してよい
と指定した添加
物
（ポジティブリスト）

長年使用され
てきた添加物
で、国が使用を
認めている添
加物
（ポジティブリスト）

植物、動物を起
源とする香料

（例示）

食品として用い
られるが、添加
物的な使い方
をする添加物
（例示）



２ 食品添加物の表示とは？

食品の表示のルールとは？

食品添加物はどのように表示する
のか？



食品の表示のルールとは？
食品の表示は食品表示法により定めら
れた食品表示基準によって表示する事
項が決められている。

表示する事項の例

名称

原材料

添加物

アレルゲン

内容量

賞味期限又は消費期
限

表示責任者



食品表示に関する法令



食品表示に関する法令

平成27年４月１日
食品表示法施行

平成32年４月１日
加工食品が施行

新ルール（食品表示法）に基づく表示と
旧ルール（食品衛生法など）に基づく表示が混在

平成28年１０月１日
生鮮食品が施行



チョコレート菓子の表示例１

名称 チョコレート菓子

原材料名

砂糖、小麦粉、全粉乳、カカオマス、ショー
トニング、小麦全粒粉、小麦ふすま、食塩、
小麦胚芽、加工デンプン、乳化剤（大豆由
来）、膨脹剤、香料

内容量 12個

賞味期限 この面の右側に表示してあります。

保存方法
直射日光を避けて、28℃以下で保存してく
ださい。

販売者
株式会社 ○○
○○県△△市□□町×－×－×
製造所固有記号は賞味期限の右に記載

栄養成分表示
（12個あたり）

エネルギー 318kcal

たんぱく質 4.7g

脂質 17.7g

炭水化物 35.0g

ナトリウム 109mg

食塩相当量 0.3g

賞味期限／製造所固有
記号

2018.06.24/Mu
12A34 C567 D



チョコレート菓子の表示例２

名称 チョコレート菓子

原材料名

カカオマス、砂糖、小麦粉、ショートニング、
小麦全粒粉、全粉乳、小麦ふすま、食塩、
小麦胚芽／加工デンプン、乳化剤（大豆由
来）、膨脹剤、香料

内容量 12個

賞味期限 この面の右側に表示してあります。

保存方法
直射日光を避けて、28℃以下で保存してく
ださい。

製造者
株式会社 ○○
○○県△△市□□町×－×－×

製造所
株式会社 ○○ ▲▲工場
●●県▲▲市■■町×－×－×

栄養成分表示
（12個あたり）

エネルギー 298kcal

たんぱく質 4.7g

脂質 18.5g

炭水化物 30.1g

食塩相当量 0.3g

賞味期限-

2018.06.24
12A34 C567 D



食品の表示のルール
添加物に占める重量の割合の高いもの
から順に、原則として物質名を表示する

例外ルール

物質名（名称又は別名）、簡略名又は類
別名表示

用途名表示

一括名表示

表示免除

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisx5uNjtnNAhVEFJQKHRClDDUQjRwIBw&url=https://7net.omni7.jp/detail/1102508128&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNEjYmAX4qil2Bycn1Y2Gb_l-RwD4A&ust=1467697683545458
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物質名 別名 簡略名又は類別名称

ベニバナ赤色素 カーサマス赤色素
フラボノイド、フラボノイド色素、

紅花赤、紅花色素

Lーアスコルビン酸
ナトリウム

アスコルビン酸Na、ビタミンC、V.C.

リボフラビン5′―リン酸
エステルナトリウム

リボフラビン、ビタミンＢ2、V.B2

L-フェニルアラニン フェニルアラニン

ニンジンカロテン

キャロットカロチン
キャロットカロテン
ニンジンカロチン
抽出カロチン
抽出カロテン

カロチノイド、カロチノイド色素、カロチン
カロチン色素、カロテノイド、

カロテノイド色素、
カロテン、カロテン色素

物質名（名称又は別名）、簡略名又は類別名表示
物質名以外の別名、簡略名又は類別名称での表示が認められている。



次の８種類の用途に使われるものは、その用途名も併せて表示する。

用途名 目的 表示例

甘味料 食品に甘みを与える 甘味料（サッカリンＮａ）

着色料 食品を着色し、色調を調整する 着色料（赤３）、赤色３号

保存料
かびや細菌の発育を抑制、

食品の保存性をよくする
保存料（ソルビン酸Ｋ）

増粘剤・安定剤・ゲ
ル化剤又は糊料

食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、
安定性を向上

ゲル化剤（ＣＭＣ） 、増粘
剤（グァー）、増粘多糖類

酸化防止剤
油脂などの酸化を防ぎ、保存性をよくす
る

酸化防止剤（ビタミンＣ）

発色剤
ハム・ソーセージ等の色調・風味を改善
する

発色剤（亜硝酸Ｎａ）

漂白剤 食品を漂白し、白く、きれいにする 漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）

防かび剤又は

防ばい剤
輸入柑橘類等のかびの発生を防止する 防かび剤（ＴＢＺ）

用途名表示



一括名 目的 添加物の一例

イーストフード パンなどのイーストの発酵をよくする 塩化アンモニウム、塩化マグネシウム

ガムベース チューインガムの基材に用いる エステルガム、グリセリン脂肪酸エステル、酢酸ビニル樹脂

香料 食品に香りをつけ、おいしさを増す アセト酢酸エチル、アセトフェノン（及び天然香料）

酸味料 食品に酸味を与える アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウム

調味料 食品にうま味などを与え、味を調える アミノ酸：DL-アラニン、有機酸：クエン酸カルシウム

豆腐用凝固剤 豆腐を作る時に豆乳を固める
塩化カルシウム、塩化マグネシウム、グルコノデルタラクト
ン

乳化剤 水と油を均一に混ぜ合わせる グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル

pH調整剤 食品のpHを調節し、品質をよくする アジピン酸、リン酸水素二カリウム、クエン酸三ナトリウム

かんすい 中華めんの食感、風味を出す 炭酸カリウム（無水）、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム

膨脹剤 ケーキなどをふっくらさせ、ソフトにする アジピン酸、L-アスコルビン酸、塩化アンモニウム

苦味料 苦味を付与することで味をよくする イソアルファー苦味酸、カフェイン（抽出物）、ホップ抽出物

光沢剤 食品の保護及び表面に光沢を与える カルナウバロウ、カンデリラロウ

軟化剤 チューインガムを柔軟に保つ グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール

酵素 触媒作用で食品の品質を改善する アガラーゼ、アクチニジン、アクロモペプチダーゼ

次の14種類の用途に使われるものは、その用途名のみで表示できる。

一括名表示



表示免除

免除規定 内容

栄養強化目的
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類な
ど

加工助剤

食品の加工の際に添加されるもので①食品の完成前に除去される
もの②最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その
成分量を増加させるものではないもの③最終的に食品中にごくわず
かな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないものに該当する
場合

キャリーオーバー
食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造
過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することがで
きる量より明らかに少ない場合

次の３つに該当する添加物は、表示が免除される。



添加物の表示方法

 別欄に記載

原材料名

豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料

リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、発
色剤（亜硝酸Na）、コチニール色素

 記号で区分（／（スラッシュ）で区分）

原材料名
豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料／リ
ン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、発
色剤（亜硝酸Na）、コチニール色素

 改行で区分

原材料名
豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料
リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、発
色剤（亜硝酸Na）、コチニール色素

原材料名
豚ばら肉、砂糖、食塩、卵たん白、植物性たん白、香辛料、リ
ン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、発
色剤（亜硝酸Na）、コチニール色素

 原材料に続けて表示する

新
基
準

旧
基
準



食品表示の取り締まり

神奈川県では食品表示の内容が正しいか
保健福祉事務所等の食品衛生監視員が確認し
ています
収去検査（抜き取り検査）

 大豆の遺伝子組換え表示
 卵、乳などのアレルゲン表示
 加工食品の添加物表示

食品表示の点検
 スーパーマーケットなどの食品販売事業者

 菓子製造業、清涼飲料水製造業などの食品製造事
業者



食品表示の相談窓口

かながわ食の安全・安心相談ダイヤル

電話 ０４５－２１０－４６８５

受付時間

 ８時30分から11時30分まで

 13時から16時30分まで

（土曜日・日曜日・祝日・年末年始の閉庁日を除く）


