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北海道大学大学院教育学研究科

紀望書第 88号 2003年 2月

生鮮食品の表示に関する私見

羽賀健一*

A Personal View of Fresh Food Labeling 

Ken-ichi HAGA 

[婆旨}近年，雪印食品の牛肉産地偽装事件を皮切りに生鮮食品の様々な虚偽表示が発覚

し，消費者の表示に対する信頼が著しく失墜している。 消費者は表示を手掛かりに溜品を

“選択し“使用し“廃棄する"のであり，表示にはそうした行動に必要な情報が分か

りやすく表瑛されていなければならない。しかし，特に生鮮食品において，法律遵守の徹

底，分かりやすく誤解を招かない表現，表示内容の検証(虚偽表示)，見やすい表示，など

の点で改善すべき課題が多い。そこで，現行の表示に関連する法律，表示に対する浪費者

意識，各種団体等の考え方を概観し，表示の基本的な考え方を整理した。また，購費生協

として消費者(組合員)に正しい務品情報を率先して提供するためには，自主的な表示暴

挙の策定と実践が求められる。

【キーワード}生鮮食品，表示基準，虚偽表示，優良誤認
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商品流通の急速な国際化を背景に， 1995年に世界貿易機関 (WTO)が発足し，我が閣の食品

衛生法が23年ぶりに改正された。これらの動きに連動して，天然添加物への指定制度導入，農

薬や動物用底薬品の残寝基準値の設定促進，保健機能食品制度の創設など，食品衛生行政の分

野では食品規格や安全基準の国際的整合化が進行している。一方， 2000年に雪印乳業による大

規模な食中毒事件が発生し， 2001年には鹿内初の牛海綿状脳症 (BSE)擢患牛が発見されるな

ど，食の安全を脅かす重大事件が相次いだ。

食品の表示についても，遺伝子組換え食品の表示義務化，アレルギ一物質表示制度の新設，

]AS法の大幡改正などがあった。 2000年7月の ]AS法改正では，生鮮食品に名称および原産地

表示を義務付けた。しかしその後，国の BSE対策としての「国産牛肉買取り事業」を悪用した

雪印食品や日本ハムなどによる牛肉偽装表示事件をはじめ，輸入牛肉を国産牛肉として，自践

肉を鹿児島県藤黒豚肉として販売していた事件，あるいは輸入鶏肉を鹿児島県産若鶏と称して，

韓国産カキを宮城県産カヨ?と偽って販売していた事件など，産地偽装表示が次々と発覚した。

このような不正表示事件の続発によって食品表示に対する消費者の信頼は大きく失空襲した。

表示は，消費者が商品を選択する上で最も基本的な情報源である。また，消費者の「知らさ

本生活協同組合コープさっぽろ組織本部総織部長
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れる権利J を保証する主要な方法であり，商品を供給する者は正しい商品情報を提供する社会

的責任がある。ウソや関連いのない表示や関違法裁の遵守は大前提であり，公的なか、イドライ

ンの尊重は当然のことである。しかし，法律で義務付けられている表示内容だけでは当該食品

の内容を的確に怯えられない場合もあり，例えば，特定できる場合は牛肉の品種名やマグロの

漁獲水域名，生鮮品に近い加工食品についても可能な眠り原産地名を表示するなど，法で定め

られた範囲を越えて付加すべき情報提供の検討が必要で、ある。

また，立証できない，あるいは定義が不明確な「高級，極上，特選j，r句，朝どり，新物j，

f特製，熟成，脂がのった」などの文言は，科学的な根拠に基づきその定義を明確にした上で，

いわゆる優良誤認を招かない表示基準が必要と考える。加えて r分かりやすい表示j，r見やす

い表示j，r消費者が必要とする表示」についても重要な課題である。しかし，商品ノ守ッケージ

に記載できる項目には限りがあるため，消費者が求める情報のすべてを表示できない場合も想

定され，鹿舗での POPなどの活用も検討しなければならない。

購買生協に働くものとして，法改正の要求運動とともに，自らも可能な限りの取り組みが必

要であるとの観点から，現行の法制度や各種団体の考え方等を概観し，私見を述べたい。

(1) 表示規制に関連する法律

1…l 関違法概観

表示規制に関連する法律は多岐に渡り解り難く，一元的に見直し「食品表示法」などとして

一本に統合すべきとの意見がある。しかし，消費者の立場から考えると，必要な構報が解りや

すく表示されていれば問題はなく，一元的な見誼しは必要だが必ずしも居的が奨なる法律を無

理に統合ぺきとは思わない。ただし r賞味・消費期限j (農林水産省/JAS法)と「品質保持

期限j (食品衛生法/厚生労働省)のような同義で異なる用語規定は無意味なばかりか，消費者

に混乱を与えるので関連省庁間での調整が必要である。また，消費者等が問合せする擦の窓口

の一本化も検討すべきと考える。ここで，現行の法体系について概観してみる。

〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (JAS法)}l)

農林水産省所管で，昭和25年に「農林物資規格法」としてスタートし，昭和45年に品質表示

基準制度を加えて現在の形態となった。制度としては①rJAS規格制度j .農林物資の品質の改

善，生産の合理化を図るため農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査に

合格した製品に JASマークを付けることを認める制度，②「品費表示基準制度j .取引きの単純

公正化及び使用または消費の合理化を図り，消費者の選択に資するために農林水産大臣が制定

した品質表示基準に従った表示をすべての製造業者または販売業者に義務づける制度，の 2つ

から成り立っている。

JASマ…クを付ける付けないは製造業者等の意志に委ねられているが，品質表示蒸準はマー

クの有無に関わらず，消費者の商品選択に資するため製造業者や販売業者に義務付けている。

平成12年の法改正以前は， 64品目について表示を義務づけていたが，改正後すべての飲食料品

について横断的な表示基準を定めた。表示項目は，生鮮食品については名称と原産地，加工食

日日本農林規格品質表示基準食品編，幾林水産省総合食料局品質諜室主修，中央法規出版総
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品については品名，原材料名，内容最，賞味期限，保存方法，製造業者等を基本に，品目特性

に応じて必要な表示項目を定めているo

第 1条

この法律は，適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し，これを普及させることによっ

て，農林物資の品質の改藩，生産の合理化，取引の単純公正化及ぴ使用又は消費の合潔化

を図るとともに，農林物資の品質に関する適まな表示を行わせることによって一般消費者

の選択に資し，もって公共の福祉の増進に寄与することを白的とする。

第 7条

農林水産大臣は，第 1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは，農

林物資の種類を指定して，これについての規格を制定する。

第四条の8

農林水産量大箆は B本農林規格が制定されている幾林物資で，一般消費者がその購入に

襟してその品質を識別することが特に必要てwあると認められるもののうち，一般消費者の

経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政

令で指定するものについては，その指まさがあった後すみやかに，その品質に関する表示に

ついて，その製造業者又は販売業者が守るべき基準を定めなければならない。

〈食品衛生法}2)

厚生労働省所管で r飲食物その他の物品取締に関する法律Jを廃止し，飲食に起題する衛生

上の危害の発生を防止するために昭和23年に施行された。第I章の総則をはじめ全体が11章56ヶ

条で構成され，販売用食品等の製造，加工，調理，貯蔵，運搬等の清潔衛生の原JW，営業上使

用する器具及び容器包装の清潔講生の原則，有害器具の販売や使用の禁止，厚生大臣による販

売用食品の製造，加工等の規格・蒸準の設定，販売用器具等規格基準の設定，販売潟食品や販

売舟器具等に関する表示基準の設定，食品添加物公定書の作成，規格が定められた食品や器具

等の検査及び合格表示の義務，指定検査機関の指定要件，特定食品等の製造や加工にあたって

の食品衛生管理者の設霊，営業の基準等，食品衛生に関する重要事項について調査審議を行う

食品衛生調査会の設置等を定めている o

表示については，公衆欝生の見地から必要な基準を定めることができるとし，主審準が定めら

れた食品は基準に基づく表示がなければ販売，販売のための陳列等をしてはならないとしてい

る。

第4条表示及び広告

第11条

淳生労働大使は，公衆衛生の見地から，販売のF誌に供する食品若しくは添加物又は前条

第 1項の規定により規格恋しくは基準が定められた器呉悲しくは容器包装に関する表示に

つき，必要な基準を定めることができる。

2.前項の規定により表示につき基準が定められた食品，添加物，器呉又は容器包装は，

その基準に合う表示がなければ，これを奴売し，奴予告のF誌に供するために陳列し， Xは営

業j二使用しではならない。

2) 食品衛生関係法規築，食品衛生研究会編集，中央法規出版側
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0アレルギ一物質を含む食品に係る表示制度 (2002年施行)

アレルギ一物質を含む食品について，疲例数が多い5品目(小麦，そば，卵，乳，落花生)の

表示を義務づけ，症例数が少ない19品目(あわぴ，いか，いくら，えぴ，オレンジ，かに，キ

ウイフルーツ，牛肉， くるみ，さけ，さば，大豆，鶏肉，豚肉，まったけ，もも，やまいも，

りんご，ゼラチン)を通知で表示を奨励している。

〈不当景品類及び不当表示防止法(景表法)}3)

公正取引委員会所管で，公正な競争を確保し一般消費者の利益を保護するため，昭和37王子に

路行された。不当に顧客を誘引し，公正な競争を盟害するおそれがあると認められる表示等を

禁止するために，①景品提供についての規制IJ-くじゃ抽選などによる景品類の最高額や総限度

額などを規定，②不当な表示についての規制IJ-商品，サーピス，取引き条件の内容が実際以上

に優良・有利であると誤認される表示を禁止，③公正競争規約~事業者又は事業者団体におい

て，違反行為を未然に妨止するために公正取引委員会の認定を受けて自主規制ルールを設定し

ている，から成り立っている。

第 4条

卒業者は，自己の供給する商品又は役務の取引きについて，次の各号に掲げる表示をし

てはならない。

一 商品又は役務の品質，規格その他の内容について，笑警告のもの又は当該事業者と競争

関係にある他の卒業者に係るものよりも著しく優良で』あると一般消費者に誤認されるた

め，不当に顧客を誘引し，公正な競争を際書するおそれがあると認められる表示

一 言語品又は役務の側格その他の取引き条件について，笑際のもの又は当該卒業者と競争

関係にある他の事業者に係るものよりも取引きの相手方に著しく優良であると一般消費者

に誤認されるため，不当に顧客を誘引し，公正な競争を阻号与するおそれがあると認められ

る表示

第10条

毒事業者又は事業者団体は，公正敬引委員会規則で定めるところにより，景品類又は表示

に関する毒事項について，公正取引委員会の認定を受けて，不当な顧客の誘因を防止し，公

正な競争を確保するための協定又は規約を締結し，又は設定することができる。これを変

更するときも向様とする。

〈計量法〉

経済産業省所管で，近代的な法形式は明治24年端行の度量衡法に始まった。計量の基準を定

め，適正な計量の実施を確保し，経済の発展及び文化の向上に寄与するために昭和26年に現行

法の基盤となる計量法が制定された。食肉，野菜，魚介類など特定の消費生活関連物資(特定

商品)について，許容される誤差(量自公差)範関内での計量を義務づけているほか，これら

のうち容器又は包装に密封して販売する特定商品には正味最の表示を義務づけている。

3) 食品関係公正取引法規築，公正取引委員会事務総局官房総務課編集，中央法規出版総
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〈栄養改善法〉

車生労鋤省所管で，栄養の改善を講じることにより国民の健康及ぴ体力の維持向上を鴎るた

めに昭和27年に施行された。留民栄養調斎の実施，市町村による栄養相談等の実施，集団給食

施設における栄養管理，特別用途表示の許可，栄養表示基準などを定めている。

栄養表示基準は，一般消費者への販売に供する食品に栄養成分又は熱量を表示する場合は必

ず，熱量，たんぱく費，脂質，糖質，ナトリウムの 5項目についてこの順に表示し，これら以

外の項自を表示する場合は，前記5項目の後に表示することとしている o 特定の栄養成分を含

むことを強調する表示については，たんぱく質，食物繊維，カルシウム，鉄，ナイアシン又は

ビタミンが対象であり，最低含有量基準を定めている。また，特定の栄養成分等が少ないこと

を強調する表示については，熱量，脂質，糖質，ナトリウムが対象であり最大含有量基準を定

めている。

〈薬事法〉

厚生労働省所管で，底薬品，底薬部外品，化粧品を定義し，品質を保証するために昭和35年

に制定され，商品の原料，製造方法，品質，広告に到るまで幅広く規定している。食品の表示

に関連する規定では，疾病の治療や予防，身体機能の増強を暗示するなど，医薬品的な効能効

果を穣楊したものは無承認無許可産薬品とみなし，薬事法違反としている。

〈容器忽装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法))

主務5省(環境省，財務省，厚生労働省，農林水産省，経済産業省)の所管で，身近な環境

問題である蕗棄物，特に容器包装廃棄物について，措費者の分別排出，自治体の分別収集，

業者のリサイクル責任を明確にするために王子成 7年に制定された。このシステムを容易に運営

する話的から，スチーノレ耀，アルミ耀，ベットボトル，紙製容器包装，プラスチック製容器包

装に「識別表示・材質表示」を義務づけている。

1-2 生鮮食品の表示に関する主な3つの法律比較

生鮮食品の表示に関連する主な法律として「食品構生法J，r農林物資の規格化及び品質表示

の適正fちに関する法律(JAS法h r不当景品類及び、不当表示防止法J (景表法)Jがある。食品

の多様イじゃ消費者の品質への関心、の高まりなどに対応して，平成11if.に生鮮食品の表示に最も

多くの基準を定めている JAS法が改正された。その具体的な表示事項や表示方法などを規定し

た「生鮮食品品費表示基準」と「水産物品質表示基準」が平成12年 7月1Bから r玄米及び、精

米品質表示基準」が平成13年 4月1Bから適用されている o

〈食品衛生法・ JAS法・景表法の概要比較>(加工食品関連部分を省略)

「食品衛生法」 「幾林物資の規格化及び品質 「不当景品類及ぴ不当表示防

法律の名称 表示の適正化に関する法4家」 止法J

(JAS法) (:f語表法)

目 的
飲食による衛生上の危答発生 品質に関する適正な表示で消 公正な競争を緩保し消費者の

を防止する 費者の腐品選択に役立てる 利益を保護する
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対象商品 鶏卵，柑橘類，バナナなど すべての食品 すべての商品とサービス

浮生労働大臣は，表示につ 農林水産量大陸は，品質に関 次に掲げる表示をしてはな

き必要書な基準を定めることが する表示基準をまEめなければ らない

関連条文
できる ならない ~実際よりも優良と誤認され

~抜粋~
~基準に合う表示がなければ ~表示について，製造業者又 る表示

販売してはならない は販売者が守るべき基準を主主 ~実際よりも有利と誤認され

~虚偽又は誇大な表示を行 めることができる る表示

なってはならない

表示の基準 省令等で規定 告示等で規定 告示，公正競争規約で規定

添加物 く差益最長物><畜産物〉 優良，有利などの誤認を与え

名称，})j(産地， 1f!!，(削 る表示の禁止
- _.圃由ー--- - -由-_.ーー品品胤時肝時

〈水産物〉 *公正競争規約*

表 示事 項 名称，原産地，解凍，養殖 く食肉/容器包装商品〉

く玄米・精米〉 名私"製造者，消費期限，保

名称，原料玄米，内容量ま，務 存方法，内容量，原産地(溺)，

米年月日，販売業者名など {凶格など

国及び地方自治体の食品衛生 幾水省関係者 (3，313名/平 公正取引委員会事務総局 (51

監視良 (7，556名/平14)が収 12)及び都道府県係官などが 名/平12)及ぴ都遂府県係官

監視体制 去検査・立入検疫など 立入検査 が立入検査

~モニタリング調査 ~消費者モニターなど

~表示ウオッチャーなど

営業停止，違反品の廃棄命令， 是正指示・命令，公表 1年 排除命令，公表 2年以下の

是工E措置 6ヵ月以下の懲役又は 3万円 以下の懲役又は100万円(法人 懲役又は300万円以下の罰金

以下の罰金など は1億円)以下の罰金など など

(主主内容量特定商品(食肉，野菜及び果実等)で容器に入れ，又は包装されたもの

「製造者(総入業者)及ぴ所主政治J・特定商品(食肉，野菜及び果実等)で容器に入れ，又は包装されたもの

l … 3 近年の食品表示に関連する法律改正の事例

生協は，食品の安全確保にリスクアナリシスの考え方に基づく社会システムづくりを提案し

ており，行政施策への市民参画は欠かせない要件であるo 近年の関連法改正の事例として，食

品添加物表示制度改正と遺伝子組み換え食品の表示制度改正の経緯をみてみるo

〈食品添加物の表示制度改正〉

昭和田年に障会で厚生政務次官が食品添加物の表示について検討する方向を明らかにし，昭

和田年に新たに指定した11品目のうち10品目に表示義務を諜した。厚生省は，さらに食品添加

物の表示充実を検討するため，昭和59年に各界の有識者10名からなる「食品添加物表示検討会」

を発足させた。昭和61年に公表された中間報告に日本生協連をはじめ消費者団体，食品関連盟

体，弁護士などから意見や要望が出された。厚生省は，取りまとめた新表示制度を諸外国に通

報し，米国，韓国， EC(ヨーロッパ共同体)，オーストラリアから要望が寄せられた。平成元年

に食品衛生説査会が取りまとめた答申を受けて，化学的合成品以外の添加物(いわゆる天然添

加物)の表示義務を盛り込んだ食品添加物表示基準の全面的な改正を告示し，現在の物質名表
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示を原則とする添加物表示制度に到っている。

いわゆる天然添加物の種類と量が急速にも増加した背景に生協の運動も無縁ではない。食の

安全・安全の具体テーマとして食品添加物の使用削減に取り組んだ生協が多く，取り分け合成

添加物の危検性を流布する取り組みが展開された。天然添加物は品質が不安定でド使用する製造

者には技衛的に不都合なものが多い。しかしさ当時，天然添加物には使用規制jがなく表示も不要

であり，また合成より安心と理解する措費者も多く受け入れられやすい等のメ 1)ットから，合

成添加物から天然添加物にシフトしていったと考えられる。

生協をはじめ消費者密体等が長年要望していた“天然添加物も合成添加物同様に表示義務化

を"が結果的に達成された。残念ながらこの改正において最も大きく作用したのは米器等の“天

然添加物を表示しないのはアンフェア"とする外圧だった感が色濃いが，行政が法改正の過程

においてパブリックコメントを求め，多くの泊費者(団体)が発言する機会を得るという大き

な変化があった。

〈遺缶子組み換え食品の表示制度〉

1996年から輪入され始めた遺伝子組み換え食品は，社会的な合意もなく多くの消費者が知ら

されないまま流通するという特異なスタートを切った。農水省および厚労省は“遺怯子組み換

え食品は通常の食品と実質的に同等で、あり表示不要"としていた。これに対して，生協をはじ

め多くの消費者団体等が“表示すべき"の要請運動を展開し，多くの自治体議会が表示を求め

る議願を採択し，超党派の若手国会議員を中心とする勉強会が発足するなどかつてない規模で

表示義務化を求める声が拡大した。こうした世論に抗しきれず，農水省が“安全性に開題はな

いが，消費者の選択に資するために"と1999年に ]AS法を改正し， 2000年に「遺伝子組み換え

に関する表示の基準」が告示され， 2001年から義務イちされた。

…方淳労省も，ガイドラインで国の安全性審査を任意としていたが，澄論に押され法的拘束

力のある義務に改正し2001年から施行された。

これらの法改正において，まだ法的に位罷付けられた制度にはなっていないが，行政が市民

に意見を求めるようになったこと，多くの消費者が発言したこと，そして遺伝子紐み換え食品

については表示不要を強弁していた行政が世論を受け入れ，また米患の庄力に屈せず世界に先

がけて表示を義務先したことなど，行政施策における市民参加の一つの画期になったといえる。

(2) 生鮮食品に関する表示の考え方

生鮮食品の表示に関する考え方を整理するために，一般に公開されている幾つかの間体等の

考え方を概観する。

2 -1 JAS 法

農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択に資すること

を目的に，一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認めら

れるものについて，一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を

図る必要があるものとして表示基準を定めている。

食品の多様化，消費者の食品の品質及び、安全性や健農に対する関心の高まり等に対応する必
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要があるとの考えを背景に，食品の表示制度を充実強化する観点から，生鮮食品について「名

称」と「原産地」の表示を課している。

2-2 食品の表示制度に関する懇談会(厚労・農水省の諮問機関)

雪印食品の食肉の原産地表示偽装事件に端を発し，食品の表示偽装事件が次々と発覚し，消

費者の食品の安全や品質に対する信頼の巌壌を招いている。また，食品表訴制度は多岐に渡り

各府省聞に充分な連携がないまま運用されているため r安全」に関する表示と「品質」に関す

る表示がオーバーラップしてきていること，複数の法制度に分散して規定され一覧できず分か

りにくい，数字見体制や是正措置の連携が不十分で、あることなどがあり，一元的に検討する必要

がある o

より安全・安心・良質な食品を求める消費者の要望は強いが，消費者が自らのニーズに合っ

た食品をその外観からのみ選択することは不可能で、あり，次の 3点を目的とする表示制度の充

実が必要で、ある。

0消費者の商品選択に役立つこと

O事故・危害の防止に役立つこと

O正確で、誤認を生じさせないこと

当然，消費者にとって分かりやすいことが大前提となる。

表示項目では，義務表示と任意表示に分けて考えることが適当であり，義務表示は安全性に

関するものと商品選択に特に重要なもの，任意表示は表示方法を義務づけるものと表示方法も

任意のものとに分けて考えるのが適当である。また，賞味期混と品質保持期限のような用語や

定義の統一，消費者への情報提供や事業者への周知徹底のためにパンフレットやQ&Aの配浦

と普及，監視体制jの充実，消費者にとって分かりやすい表示づくりに事業者が積様的に取り組

む気運の醸成，などに取り組む必要がある。

2-3 皆本生活境問組合連合会

商品の表示は，消費者が商品を選択する上で重要な情報であり，また製造者が消費者に商品

の特性を伝える情報手段の一つで、ある。現在商品をめぐる状況は，新しい製造加工流通技術の

発展，新しい原材料の開発，国際的な原材料調達の増加などにより商品の内容がますます分か

り難くなってきている。また，消費者自身においても高齢化の進行やノーマライゼーションの

進展によるユニバーサルデザ、イン{注への要望， PL法の常u定や情報公開の流れによる関心の高

まりなどから関連する商品への要望も増加してきている。

生協はさまざまな表示充実の取り組みを重ねてきたが，表示項目の増加に伴い余白の減少，

配賓のa由度の低下等から見やすさ・分かりやすきの点で向上したとは雷えない状況がある。

また，法律優先の結果，消費者にとって重要な注意・警告表示，使用・調理方法表示等の検討

を 1~回しにしてきた。

基本的な考え方は，消費者の立場に立って正しく分かりやすいものとして次の 3つの観点を

大事にし，また表示会体として内容の科学的根拠の確認やトレーサビリティーの確保も重要で、

ある。

①商品の内容物と特性を正しく伝える表示

~事実に正確に誤認を誘発しない
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②消費者が商品を選ぶ時に役立つ表示

~供給側の視点のみならず消費者の選択時や利用時の視点に立つ

③消費者が利用しやすい表示

~ユニバーサルデザ、インの発想を盛り込む
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生鮮食品には，品種・品名，産地，収穫(漁獲)時期，使用資材等それ自体が差別化要素とし

て表示される場合があるが，優良誤認，虚偽表示に注意し，正直，親切を暴本にしなければな

らない。コープ高品を対象に法規制への上乗せ基準を設け，広〈普及することを望む。

(設:ユニバーサルデザイン

提唱者はノースカロライナ州立大学(米)のロナルド・メイスである。身体に俸餐を

持つ彼は，バリアブザーの概念に代わって「できるだけ多くの人が利用可能で、あるよう

に製品，建物， ZE関をデザ、インすること」と定義した。これを食品表示に適用すると，

障害の有無，年齢，性別，国籍，入穣などにかかわらず多様な人々が理解できる表示，

を意味することになる。

2-4 チェーンストア協会

食肉取扱い企業の牛肉偽装事件に端を発した食品の虚偽表示は，生活者の食品の品質表示に

対する信頼を著しく損ねている。当協会会員企業は，従来より， ]AS法，景品表示法，食品衛

生法等関係法令の遵守に努めてきたが，生活者の食品の表示に対する信頼を早急に部復する必

要がある。その方策は，まず食品を扱う行政，業界各々がこれまでの慣潔・慣行を改めて見直

しを行い，その際に法律に則りつつ生活者に視点を置き，必要とされる情報を業界関において

認識し，正確かつ確実に伝達が可能となるシステムを早急に，また確実に構築することにある。

当協会では，食品の表示に対する信頼確保の観点から次の取り組みを行う

①仕入時の表示点検・確認を徹鼠する

②適正な表示を徹底する

③生活者に誤認を与える恐れのある表示は行わない

事例抜粋/食 肉~銘柄名と類似した紛らわしい表示をしない

牛肉において「特選j，'極上」など品質誤認を招く表示をしない

交雑種牛の表示は「属産牛肉j，'国産牛肉(交雑種)j または '00

牛は黒毛和稜ホルスタインをかけあわせたものです」等と底頭表示

する

青果物特別栽培農作物に係る表示ヵγ ドライン」に沿って行う

きのこ類の名称は植物分類上の稜名を表示する

水産物-'7グロについて輸入品の場合は水域名を併記する

総入品で馴染みのある適当な名称がない場合は，外国での名称(現

地名，英語名，学名)又は②総称的名称と原産閣の併記のいずれか

の表示をする

r食品表示に係る自主的取り組みについてJ 2002.5.17公表より抜粋ニ

(3) 表示に関する消費者意識

食品の表示に関する消費者の意識や認識状況を知るために 2つの調査結果を概観する。
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3 -1 r食品表示に関する諸費者の意識調査J (内開府国民生活局)4)より

食品表示のあり方について，消費者の意識を明らかにすることを通じ，今後の消費者保護施

策に寄与する目的で内閣府国民生活局が2002年 5月に実施した調査結果をおおまかに見てみる

と

ヱ調重量の概要1

。書毒盗笑施主体

全国地域婦入団体の会見日本生活協河組合連合会

。認変項自

食品表示の信頼性，食品表示の分かりやすさ，食品表示に関する苦情相談先，今後の

食品表示のあり方，など

。務査方法

全国地域婦人間体連絡協議会:所定の裁査禁を加盟50都道府県市地域婦人間体を通じ

て会員に配布・間収した。 (898件)

日本生活協同組合:ウェブサイト上に調査項目を掲載し，インターネットを通じて組

合員に案内し，童書き込まれたデータを回収した。 (4，326件)

。買い物の擦に表示を見ている人は 9割以上と多く i全般的によく見るほう j45%と「必要な

表示のみを見るほう j47%がほぼ半々で，見る頻度の高い表示項目は「鮮度j，i賞味期限j，

「価格j，i原産地」であった。あまり見ない人の理由では「めんどうだからj41%が最も多

く i自分の自で、選ぶj26%， if言用できないj24%， i学が小さくて読めないj23%， i見て

も理解できないj21%が続いた。

。生鮮食品であまり信用できないとした表示項目は「原産地j64%が最多で i有機・無農薬等J

47%， i賞味期限j41%， i鮮度j39%と続いた。(注:地婦連のみの集計)

。正しい表示をさせるためには「違反があったらすぐ公表すべきj54%が最多で i違反業者へ

の罰則強化j46%， i行政指導や立ち入り検査の強化j46%， i泊費者団体.NPOの監視活動

促進j40%が続いた。

。表示を分かりやすくするためには「説明に用いる替業の統ーと整還をしてほしいj82%が最

多で i誇大なキャッチフレーズ等はやめてほしいj62%，i文字をもっと大きくしてほしいJ

38%， i商品選択に必要な内容を擾先し，地は加の方法で提供してほしいj36%が続いた。「商

品選択に必要な内容を擾先し，他は別の方法で提供してほしい」を選択した人が有効とした

方法は「各商品の売り場に説明を掲示するj80%が最多であった。また i小さな文字でも多

くの情報を表示して欲しい」を選択した人は24%と相対的に少ないが， 20-30歳代でみると

3割を超えていた。

嬰約すると，多くの消費者が生鮮食品の「鮮度j，i賞味期限j，i価格j，i原産地」に関する

表示を見ているが i原産地j，i有機・無農薬等j，i賞味期限j，i鮮度」に関する表示はあまり

信用していない。正しい表示がされるために，違反者への罰則強イちゃ行政指導の強化を望む人

が多い。表示をより分かりやすくするために「用語を統一し分かりやすく整理してほしいj，i誇

大なキャッチフレーズを止めてほしいj，i文字を大きくしてほしい」と感じている。また，よ

り多くの商品'情報を求めている人も多い， という結果であった。

叫平成14年度「消費者の意識調査」食品表示に関する消費者の意識調査，内関府国民生活局
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3-2 コープさっぽろ生活文化研究所のアンケート欝査より

1995年の調査で若干古いデータだが，参考となる部分もあるので概観してみてみると

=調査の概要=

。認資実施主体と調査方法

コープさっぽろの組合員で活動交流集会参加者に調盗塁芸を配布しその場で図i反した。

(8931'牛)

。詰寄査項目

主主鮮食品表示で改善幸が必要と感じる分類，表示が必要と感じる表示項目など
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表示の改善が必要と感じる分類は「農産商品j 53%が最多で，次いで「水産商品j 32%， r商

産商品j15%と続いた。要望の多い表示の上位2項目は分類別の鷲がなく r原産地」と「品名・

品種名(肉は種類や部位名)jであった。次いで、要望の多い)1績に表示項目を分類別にみると，農

産商品では「価格j，r内容量j，r出荷Bj， r栽培情報j，水産商品では「価格j，r加工Bj， r解

凍・生の区分j，r内容量j，高産商品では「加工日 j，r価格j，r内容量j，r鰐育情報Jであった。

表示してほしいこととして，その商品に最適な保存方法，目新しい商品には栄養表示やおす

すめ諦理例，ハウスものか路地ものか，果物は食べ頃，生食用の半額販売品は生食できるのか

不安，などが自についた。

(4) 表示の考え方と対策に関する私見~生鮮食品を中心に

ライフスタイルが多様化し，食をめぐる状況も大きく変化する中で消費者ニーズも多様化し

てきている。多様な食品を少最ずつ購入する消費形態が増え，高齢者や単身世帯の増加などか

ら簡便・利便性の要望が強まり外食や調理済食品の消費が増える一方で、安全・安心・健康志向

が高まっている。また，輸入食品が増大し，新製品開発や遺佳子組み換え食品などの登場で商

品や原料も多様化してきている。他方，デフレ経済の中にあって，生産者，製造者，流通業者

にとって輸入品や他産地商品などにおける差別化が重要な生き残り策の課題となっており，必

然的に，鮮度，安全性，おいしさ，地域の優位性などのアピールに熱が入る状況にあるといえ

るo

これまで，我が障は経済社会の広範な分野にわたり行政がコントロールする，いわば行政任

せの社会を築き国民も特段の不都合を感じないできた。近年，商品流通の分野において国際化

の進展にともなう国際基準への整合化が求められていることなどもあり，公的規制を最小限に

駿定し市場原理および自己責任原則に重点を移行しつつある。しかし，食品の安全に関連する

規制緩和は歓迎できないし，消費者の自己資経といってもそれが可能な領域には限界がある。

いずれにしても，消費者が自分の求める酪品を自己の責任で的確に選択できる条件を繋備する

ために表示の充実は重要なテーマである。

食品の安全確保の蕗においても表示の果たす役割は大きい。食品衛生法では，飲食に起因す

る衛生上の危害の発生を妨止するために，また万ーの被害の発生に対して原因究明および被害

の拡大防止といった行政対応を迅速に実施する観点から一定の表示基準を定めている。食品を

介して消費者が被る健康被害は広範間に拡大する可能性が大きし事前防止の視点から買に充

実する必要がある。こうした目的で施行された実例として，食品衛生法に基づき2002年に強行
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された「アレルギ一物質を含む食品に関する表示制度」がある。

食品の安全・安心とリスクコミュニケーションは不可分で、あり，表示はその取り組みに有用

な手段のーっとなる。リスクコミュニケーションは， リスクに対応する意思決定支援手法で，

単にリスクに関する情報を怯えたりリスクが小さいことを説得したりすることではなしまた

科学技術や政策のみならず消費者が漠然と感じている食品の安全性への不安なども重要なテー

マとなる。例えば，コープさっぽろの食品の安全政策づくりやリスクマネジメントの一つであ

る各種自主慕準の策定などにおいて，表示はリスクコミュニケーションの視点からも実践的に

研究すべきテーマである。

購買生協は，食の安全・安心に関連する商品構報を中心に，他との違いを示す目的からさま

さfまな“強調表示"(無添加，無漂白，無農薬など)を行なってきた。それが，生協ファンを増

やし「食の安会・安心は生協J という組合員の認識形成に一役買ってきたともいえる。しかし，

ややもすると科学的に意味のない違いや誇張，根拠希薄，検証不充分な表示が，組合員に誤っ

た(偏った)考え方や，生協に対する過大評怖を誘導してきた鱒面も否定できない。

しかし，ここで、陥ってならないのは，商品やニーズの多様化の中にあって消費者はより多く

の商品情報を必要としているのであり，誤解を恐れ鵠報提供に消撞的になることである o

の目的は，消費者が適正に商品を選択し事故・危害の防止に役立つことであり，正確で、誤認

(優長誤認)を招かないということはそのための必要条件で‘ある。したがって努力すべき方向

は，表示に使用する用語等の意味において情報提供者と受け手の消費者との関に魁離を生じな

い取り組みによる条件整備のもとに，提供する情報を限定するのではなく，縫合員が求めてい

る情報をより多く提供することにある。

そこで，購買生協として改めて次に示す視点から，主主鮮食品の「名称j，r原産地j，r強調・

説明文章」などの表示について社会的に“一歩の先進性"をもった自主的な碁懇を策定すべき

と考える。その様，商品分野毎に特性が異なることから，農産分類，畜産分類，水産分類別に

例外なく表示する「義務表示項白Jと，条件が整い表示可能な場合に表示する「任意表示項目」

に区分した基準を定めるのが適当と考える。

ただし，こうした基準は社会環境や消費者の要望の変化などに対応して常に見直し改善し続

ける必要がある。

0表示基準策定の視点

うまでもなく r法制度の遵守j，r公的方、イドラインの尊重j，rウソや間違いのない表示J

が前提となる。表示する者は「何を表示し，イ可を表示せず，意味のある表示とはこうしたこと

で、すJ 等を消費者に提示し共有化しておくことが重要です。基準は，関連法規を遵守し，公的

方、イドラインを尊重する立場で，大きく 3つの視点で検討すべきと考える。一つは，法律に準

拠するだけでは消費者に当該食品の内容を的確に伝えられない場合があり，法で定められた範

留を超えて独自に付カgすべき情報の検討を行うこと。二つは，今まで，原産地の事例に絞らず

「強調表示」を行ってきているが誤認を誘ってきた表現もあり，“科学的に説明できないもの

“検証できないもの“誤解されやすい表現で納得いただける説明ができないもの"は使用を

止めるという視点で「商品名j，rキャッチコピーJ 等を総点検すること。三つは，生鮮表示基

を策定するにとどまらず，その実践の前提となる原産地の確認や栽培・脊成・製造方法等を

検証するためのトレーサビリティーシステムの再構築，表示実務マニュアルや日常執行にかか
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わる監視・指導体制を再確立すること。これらの視点に立ち次のことに取り組む必要がある。

O消費者の要望に応える表示

JAS法改正などで法制度が整備されてきている。しかし法制度では，刺身の複数種類盛合せ，

鍋物セット，合挽肉，スパイスやタレを混合した生肉など，消費者感覚では生鮮食品と認識さ

れる商品を加工食品に区分し，原産地表示を不要としている蕗品群がある。確かに，表示を実

施する立場から考えると， OUえば刺身の躍り合わせなどは組み合わせが多く，また限られた表

示スペースの問題等もあり，現状では実施困難と雷わざるを得ない。しかし，消費者は加工食

品か生鮮食品かの法的区分に関心はなく，知りたい商品構報を求めているのであり，一夜干し

魚類，塩ふり魚，タレ付肉など，一般に生鮮食品と認識される蕗品や生鮮物の形状が残ってい

る商品には可能な限り原産地表示をすべきである。また，法慕準に従うと和名のない輸入水産

物における名称に，ロコ貝，メロ， トップシェル，ナイルパーチ，メルルーサ，シルバーなど

が登場することになるが，これらの名称が一般に知られるまでの関 POP等による“000に似

た食感です"等の説明表示が求められる。

また， f護費者の関心が高いと考えられる摺報を可能な限り提供するために，ラベル， POP， 

カタログのみならず，パンフレット，広報紙なども有効に活用したいものである。消費者の意

見等から関心の高い表示項目には，具体的に品質商等で一般市販品より優位性のある栽培・育

成・奴穫・製造方法や加工方法，生産者等のこだわりに関連する情報，最適な保存方法馴染み

のない商品に対するおすすめ調理方法や栄養表示などがある。

。分かりやすい表示

現在使用している，あるいは今後使用したいと考えている用語等を「強調j，r効果j，rサイ

ズj，r食味j，r製法j，rランク」等の区分で列挙し，意味不明確・ごまかし・誤解(鑑良誤認)

を避ける視点で検証し，“定義を明らかにして使用する用語"と“使用を禁止する用語"等に整

理し，使般を認める用語のみを用語基準として定め公表する方法が適当と考える。

。見やすい表示

消費者の意見や要望に r文字が小さくて読めないj，r中の商品と表示が同系色で見にくいj，

「ノfックを裏返さないと見えないのは国るj，rシール・ラベル等でバラバラ表示されると探す

のに手間取る」などがある。文字の大きさ，表示の色，ラベル等を貼る場所を工夫し，ラベル

表示操式の統ーに取り組むべきと考える o

0表示基準の遵守(監調)と故養

自主義準が策定されでも実践されなければ意味がない。表示基準の徹底と更なる見直し改善

を推進するために指示権限を有する監視組織等が必要と考える。例えば，関係職員で構成する

「表示対策委員会」および消費者(組合員)有志で構成する「表示ウオッチャークソレープj な

どの設議である。

0今後の課題

表示開題は多くの消費者(組合員)の関心事であり，また「食の安全・安心」をテーマに掲

げる購買生協にとって重要な課題である。購質生協としての「生活協同組合コープさっぽろ」

のステ…ジで，述べてきた私見の実践を試みたい。


