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１．開会 

２．「必要な情報の内容」及び「必要な情報提供の方法」について 

３．その他 

４．閉会 
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○湯川座長 おはようございます。定刻になりましたので、第７回「食品のインターネッ

ト販売における情報提供の在り方懇談会」を開催させていただきます。 

 昨日８月９日付で消費者庁長官として岡村和美長官が着任されました。本日は、長官に

も御出席いただいておりますので、御挨拶をいただきたいと思います。 

 長官、よろしくお願いします。 

○岡村消費者庁長官 ただいま、湯川座長から御紹介いただきました岡村でございます。

何とぞよろしくお願いいたします。 

 皆様方におかれましては、常日ごろから消費者行政の推進に御理解と御協力を賜り、心

から感謝申し上げる次第でございます。そして、本日は、御多用中、さらには、これだけ

の暑さの中、また電車も混んでいたということでございますが、御参集いただきましたこ

とに改めてお礼申し上げます。 

 「食品のインターネット販売における情報提供の在り方」という大切な課題でございま

す。私も、インターネット販売でいろいろな食品を購入させていただいている一消費者と

しても、先生方の御議論の展開に大変期待しているところですし、また消費者庁としては、

本当に頼りにさせていただいているところでございます。 

ぜひ本日はこれまでのアンケート調査の結果を参考に発展させた御議論をいただける

と伺っておりますので、何とぞ活発な御議論、よろしくお願い申し上げます。そして、次

回につなげるような、そして日本のインターネット販売での食品の取り扱いが世界でもモ

デルとなるような方向を目指して御議論いただけますことを心よりお願い申し上げます。 

 では、引き続きお導きいただけますよう重ねてお願い申し上げまして、本日の御挨拶と

させていただきます。ありがとうございます。 

○湯川座長 長官、どうもありがとうございました。 

 本日の委員の方々の御出席状況ですが、笹川委員と丸山委員から欠席との連絡をいただ

いております。 

それでは、報道関係の方は傍聴席へお移りいただきますようお願いします。 

 事務局から本日お配りしております資料の確認をお願いします。机上配布資料につきま

しては、あわせて簡単な説明もお願いします。 

○蓮見食品表示企画課補佐 では、事務局から本日お配りしている資料の確認をさせてい

ただきます。お手元にお配りしております配布資料の一覧とあわせて御確認をお願いいた

します。 

まず、議事次第と座席表になります。 

そして資料１としまして、今般、消費者庁において実施しました食品のインターネット

販売における情報提供の在り方に関する消費者アンケートの結果を御用意しております。 

 資料２としまして「必要な情報の内容と必要な情報提供の方法」というタイトルのつい

たものが、これまでのヒアリングと消費者アンケートを踏まえて本日の御議論の素材を提

供させていただくものとなっております。 
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 参考資料１としまして、本懇談会のスケジュール（案）をお配りしております。第１回

の懇談会で提示させていただいたところから、事業にかかわっていらっしゃる委員の皆様

から取組状況を発表いただきましたので、その回を追加しております。 

それから、参考資料２としまして「委員名簿」をお配りしております。 

さらに、委員の皆様のお手元には、机上配布資料３種類と委員からの提出資料をお配り

しています。 

 簡単に紹介させていただきますと、机上配布資料１は、海外におけるインターネット販

売における食品表示の状況について、事務局が調べた範囲でまとめたものでございます。

EUでは、Regulationにおいて容器包装に表示が義務づけられている事項について、賞味期

限または消費期限以外の情報を提供することが義務となっております。 

 一方で、コーデックス、アメリカ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、

韓国、香港、中国においては、ウェブサイト上での情報提供のルールは特段ございません

でした。 

 机上配布資料２でございますが、こちらは一般用医薬品をインターネットで販売する場

合のルールについて、厚生労働省が作成している資料から抜粋したものになります。医薬

品をインターネットで販売する際に、ウェブサイトに掲示して情報提供しなければならな

い事項については、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

施行規則に定められております。薬局または店舗の管理及び運営に関する事項であったり、

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項、それから、医薬品の使

用期限等を掲示することが義務となっております。 

 この使用期限につきましては、その店舗で取り扱っているものの一番短い期限を掲示し

たり、使用期限終了までの残日数を「何日以上」という形で掲示することでも構わないと

いうような運用がなされているところです。 

一方で、医薬品の外装や添付文書に記載されています成分、用法・用量、こういったも

のの情報はウェブサイトへの掲示というものを義務づけられてはおりません。ただし、第

一類の医薬品につきましては、購入者が薬剤師の方とメール等で直接やりとりしまして、

購入前に用法・用量、服用上の留意点、服用後注意すべき事項などの情報提供を受けると

いう仕組みになっております。 

 机上配布資料３でございますが、こちらは消費者庁において開催しておりますインター

ネット消費者取引連絡会について紹介させていただくものです。この会合につきましては、

関係行政機関、事業者団体、消費者団体、それから毎回のテーマに応じた有識者の方々を

メンバーとしまして、インターネット取引をめぐる 近の課題等の情報を共有し、関係者

の方々に対応を働きかけていくための連携・協力の場として活用されているものでござい

ます。平成23年７月の立ち上げ以降、四半期に１度の頻度で計21回開催しておりまして、

これまで、インターネット広告、出会い系サイト、ソーシャルゲーム、オンライン決済な

どのテーマを取り扱ってきております。 
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後になりますが、笹川委員から、きょう御欠席なのですけれども、資料が提出されて

おります。御議論の際の参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

以上が本日の資料でございます。お手元の資料に過不足等ございましたら、事務局まで

お申し出ください。 

○湯川座長 ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきます。 

 皆さんのお手元に資料として、「食品のインターネット販売における情報提供の在り方

懇談会」の開催要領が参考のために配布されていますが、その中の第２の検討項目、イン

ターネット販売に係る情報に関する次の事項として１、２、３、４と整理がされておりま

す。１が必要な情報の内容、２が必要な情報提供の方法、３番目が情報提供の促進のため

の方策、４がその他ということですが、本日は、それらの検討項目のうち 初の２つ、「必

要な情報の内容」「必要な情報提供の方法」、この２点について、これまでのヒアリング、

消費者アンケートをもとに議論いただきたいと思っております。 

 この懇談会は、近年、急成長を遂げ、今後も成長が見込まれるインターネット販売の分

野において消費者が食品を購入する際にどのような情報を求めているかを把握し、事業者

が情報提供の取組を進めていくに当たっての参考となる取組事例を示すなどして、消費者

の選択に役立つ情報提供が促進される方策を検討いただくことに主眼があります。これま

で、情報収集、インプットのほうに重きを置いて会議を進めてきたわけですから、本日か

ら本格的な議論が始まるということになります。委員の皆様方にはぜひ活発な御議論をお

願いしたいと思います。 

 本日の会議の進め方ですが、本日扱う検討項目は、今お話ししましたとおり、２つあり

ますが、まず「必要な情報の内容」について議論を行い、その後、「必要な情報提供の方

法」について分けて議論を進めていこうと思います。 

 それではまず、「必要な情報の内容」について事務局から資料の説明をお願いいたしま

す。 

○蓮見食品表示企画課補佐 それでは、資料１と資料２の16ページまでを続けて御説明さ

せていただきます。 

 まず資料１をごらんください。こちらは、先ほども紹介させていただきましたとおり、

今般、消費者庁のほうで実施をしました食品のインターネット販売における情報提供の在

り方に関する消費者調査の結果をまとめたものでございます。 

 表紙をおめくりいただきまして、まず１ページ目、調査の概要についてでございます。

こちらの調査目的としましては、今回の懇談会の取り扱いテーマでございます食品のイン

ターネット販売におきまして、食品の容器包装に表示される義務表示事項に係る情報のう

ち、インターネットで食品を購入する消費者の方たちが必要としている、求めている情報

の内容、それから、どのような提供方法で掲示されているのが消費者にとっては望ましい

かというようなことを把握することを主眼に置いております。 
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 委託会社のほうにお願いしまして、そちらの会社が使用可能なウェブモニターの方々、

一般の消費者ですけれども、この方々に向けて調査を行ったところでございます。調査対

象としましては、インターネット販売を利用して食品を購入したことがある方、それから、

購入したことがない方それぞれ3,000サンプル程度収集して、結果を出しております。 

集計方法につきましてはウェイトバック集計という方法をとらせていただいておりま

す。こちらは回収されたサンプル数を母集団としまして、日本のインターネットを利用し

ている人口比に合わせて集計するという方法になります。こちらのほうが実態により近く

なるということですので、こちらの集計方法をとらせていただいております。 

 次に４ページ目を見ていただけますでしょうか。こちらは基本的な結果になりますけれ

ども、性・年代別での分布を示したものになります。インターネットで食品を購入したこ

とがある方の男女構成比ですけれども、こちらは大体半々という形になっております。年

代別に見てみますと、10代と70代、80代では少し数値が小さくなっておりますけれども、

20代から60代まではそれぞれ15％から20％前後のところで分布しているということがわか

ります。 

 インターネットで食品を購入したことがないという方につきましては、男性のほうが少

し割合としては多くなっておりまして、男性対女性で６対４ぐらいの割合になっていると

いうことでございます。年代別に見ますと、購入経験のある方とさほど分布は変わらない

のかなというところでございます。 

 続きまして５ページになります。こちらの結果は、自宅で食事の提供を同居者の方にし

ているかどうか。あとは、購入している方、あるいはその同居の方に食事に留意が必要な

方がいるかどうかということを調査した結果になります。 

 特に食事に留意が必要な方がいるかどうかについては、48.5％の方たちはこういったも

のに当てはまる方はいないという回答をいただいているのですが、残りの半数近くは、何

かしら食事に留意が必要な方が、御自身、あるいは御家族の中にいるという結果が出てお

ります。食物アレルギーを持った方も、全体の約１割いらっしゃいますが、インターネッ

トで食品を購入しているということがわかります。 

 ６ページ以降では、インターネットで食品を購入した経験のある方の具体的な調査内容

がまとめられております。 

 ７ページをお開きください。こちらでは購入頻度について結果を示しておりますが、週

１回以上利用する方というのは全体では13.1％という結果になっております。利用業態に

つきましては、主に利用されている業態１つだけを選んでチェックをつけていただいてい

るところですけれども、ネットスーパーを利用されている方で、週１回以上そちらを利用

しているという方は25％、続いて宅配が16.1％で、平均よりも高い数値を示しているとこ

ろでございます。 

 続きまして８ページでございます。こちらは利用していますウェブサイトについて尋ね

たものになります。食品をインターネットで購入する際に利用するウェブサイトについて
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は、パソコンのサイトが90％程度を占めているというところでございます。こちら、当て

はまるもの全てにチェックをいただいておりますので、パソコンだけの方もいれば、パソ

コンとスマートフォンなど別のサイトを使っているという方もいらっしゃいますけれども、

パソコンサイトというものを非常に多くの方々が利用されているということがわかります。 

 また、スマートフォン専用サイトの利用率につきましては、年代が下がるにつれて少し

割合が上がってくる印象でございます。また、利用頻度が高い方はスマートフォンなどを

利用している傾向にあることがこちらからうかがえるかと思います。 

 続きまして９ページ目でございます。こちらはどのような品目を購入しているかという

ことを調査した内容でございますが、こちらも、よく購入するもの上位５つまでチェック

していただくという形なので、生鮮と加工両方買っているという方もいらっしゃると思う

のですけれども、大体の分布がわかる資料となっております。 

やはり圧倒的に加工食品を購入していることが多いということがこちらからわかりま

すけれども、利用頻度が多ければ多いほど生鮮食品の購入率が高くなっています。あとは、

業態別で言いますとネットスーパーを利用している方というのは、やはり生鮮食品を購入

している方がほかの業態に比べて多いということがこちらからわかってまいります。 

 続きまして10ページ目でございます。こちらはネットで食品を購入するその利用目的、

利用の理由についてお伺いしているものでございます。左から順に回答率の高かったもの

が並んでおりますけれども、重い荷物を運ぶのが大変である、安いため、インターネット

でしか販売していない食品であるためというのが40％程度を占めているというような結果

になっております。 

 業態別で見ますと、少し顕著な違いがあらわれているところがございます。もちろん、

ネットスーパーで重い荷物を運ぶのが大変だという方も多くいらっしゃるのですけれども、

買い物に費やす時間を節約するためであるとか、お買い物に行けないためということで選

択してこちらを利用している方の割合が平均値より大分ふえているということが見て取れ

ます。 

 あとはお取り寄せですと、やはりネットでしか購入できないというようなものを購入さ

れている方が多くなったり、ネットモールであれば、価格の面を重視して、安いためこち

らを使っているという回答の割合がふえてきているところが見て取れます。 

 続きまして11ページ目でございます。「購入時に重視する情報」はどのようなものかを

上位２つまでお答えいただくという設問にしておりましたが、価格ですとか商品の内容説

明、画像などを見て購入される方が非常に多くいらっしゃるということがこの結果からわ

かると思います。一方で、義務表示事項に係る情報を重視していますという方も8.4％いら

っしゃるところでございます。 

利用頻度別に見てみますと、こちらの義務表示事項に係る情報を重視しているという方

は、頻度が高ければ高いほどふえているということがここから見て取れます。 

 続きまして12ページ目でございます。「『義務表示事項に係る情報』の確認状況」を調
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べたものでございます。こちら、購入時に、先ほどの、義務表示事項に係る情報を重視し

ている方に限らず全員にお聞きしている質問なのですけれども、「義務表示事項に係る情

報」について、どのようなものを見ていますかというものに対しての回答ということにな

ります。皆様、注目している内容としましては、原材料の情報、期限表示に係る情報、産

地情報といったものになります。 

 利用頻度別に見てみますと少し特徴がありまして、ネットスーパーでは、原材料、添加

物などを確認しているという方の割合が多くなって、一方で、期限表示に係る情報を見て

いるという方が少し少なくなってきているところでございます。頻度が高ければすぐ使う

ものを購入していると考えられますし、期限切れのものが届くということは想定していな

いと思いますので、期限表示に係る情報よりも中身を重視して購入していることがここか

らわかるかと思います。 

 また、利用業態別に見てみますと、先ほどの原材料、期限表示、産地情報のほか、内容

量や名称といったものを比較的多くの皆さんが確認されている事項なのですけれども、こ

ちらのトップ５、順位は変わっておりますけれども、事項としては変わらず、この業態に

おいても皆様注目しているということがここから見て取れると思います。 

 続きまして13ページでございます。こちらは、今と同じなのですけれども、食事に留意

が必要と回答された方がどのような項目を見ているかを結果としてまとめたところになり

ます。やはり食物アレルギーをお持ちの方というのは、原材料の項目、あるいはアレルゲ

ンの項目を確認しているという方がふえているということがここからわかるかと思います。 

 続きまして14ページでございますが、こちらは「利用しているサイトを選んだ理由」で

ございます。やはり価格や配送料に注目して購入している方が多いというような結果にな

っておりますけれども、提供されている義務表示事項に係る情報が多いからこのサイトを

利用していると回答した方も20％程度いらっしゃいます。 

 先ほどのどういった情報を重視しているかというものと同じですけれども、利用頻度が

高ければ高いほど、情報量が多いからこのサイトを使っていると回答する方が多くなって

いるということがここからわかります。 

 続きまして15ページ目でございます。「義務表示事項に係る情報」がきちんとウェブ上

で提供されていなかった場合、消費者の方たちはどういった行動をとるのかというものを

まとめた結果になります。御自分が必要としている義務表示事項に係る情報が提供されて

いない場合どうしますかという質問に対し、何かしら別の方法で確認しようとする方は

59％いらっしゃるということがわかります。そもそも情報がなければ、ほかの手段を用い

て確認しようともしないし購入もしませんという方も22％程度いるということがここから

わかります。 

 さらに、ほかの方法で情報を確認しようとしますという方の中でも、ほかの方法で情報

が見つからなかった場合、購入しないという選択に移行する方は76.8％いらっしゃいます。 

 続けて16ページ目ですけれども、購入しないという方で、ネットも含めてですけれども、
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別の何か代替手段を用いてその商品を購入するかどうかを尋ねたところ、ほかのサイトで

情報提供されていたら買いますという方、実店舗に行って買いますという方がそれぞれ４

割程度ずついらっしゃるのですけれども、そもそも情報が見つからなければ買いませんと

いう方も26.2％いらっしゃるということがここからわかります。ですので、何かしらの方

法で自分が欲しいと思っている情報を見つけようと試みて、その情報がないと購入まで至

らないというケースも一定数あるということがここからわかります。 

 続きまして17ページでございます。こちらは「義務表示事項に係る情報」につきまして、

用途によって何か違いが出てくるかというものをまとめたページになりますが、全体とし

ましては、15.1％の方が自宅用と贈答用では見ている項目が違うと答えています。 

具体的にどのような事項に着目しているかというところが下の表にあらわれておりま

すけれども、贈答用のみを購入されている方というのは、期限表示に係る情報を比較的よ

く見ているということがわかります。やはり贈り物なので、残りの期限が短いものは控え

るような傾向にあるのではないかというのがここからもわかると思います。 

 続きまして18ページでございます。「義務表示事項に係る情報」について、価格が上が

ってでも追加してもらいたい情報があるかを問うたものになります。こちらでは、注目度

が高い項目である、産地情報や原材料、期限表示が情報としてあったらいいのではないか

という結果になっています。 

 続きまして19ページですけれども、これも同じように、価格が上がってでも欲しい情報

はあるかについて、食事に留意が必要な方々に関してどのような結果が出ているかを示す

表になっております。やはりアレルギーをお持ちの方については原材料の情報、あるいは

アレルギーの情報というものを欲しているということがここから見て取れます。 

 続きまして20ページでございますが、「義務表示事項に係る情報」を閲覧する際の状況

についてお伺いしたものです。「義務表示事項に係る情報」が見つかりにくい、探しにく

いと感じたことがあると答えた方は６割を超えるという結果になっております。要因はさ

まざまあるのですけれども、文字が小さい、一覧性がないというところで、自分が欲しい

情報にたどり着きにくいと感じている方が多くいらっしゃるようです。 

また、パソコンとスマートフォン専用サイトの違いですが、別ウィンドウを開いたり別

のサイトにリンクが張られていて、そこに飛ばなければ情報が見られないというところに、

スマートフォン専用サイトを使っていらっしゃる方は不便さを感じているということがこ

こからはわかります。 

 続きまして21ページ目でございます。こちらは、今、見にくいというお話があった点に

ついてどのように変えていけば見やすくなるのかを問うたものでございますけれども、ラ

ベル表示と同様に情報提供されればいいのではないかとお考えの方が45.3％いらっしゃる

ということがここからわかります。 

 続きまして22ページ目ですが、これは参考としまして「ネット購入での失敗経験」につ

いてお尋ねした結果をまとめております。全体としましては、失敗した経験はないと答え
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た方が40％程度いらっしゃるのですけれども、内容量の不一致や写真と実物の不一致、そ

ういったところで失敗したと答えている方もある程度の数いらっしゃるということがわか

ります。 

 また、頻度別に見てみますと、購入頻度が高ければ高いほど、失敗した経験がある方が

多いという傾向が見て取れます。 

 続きまして23ページ、ここも失敗経験になりますけれども、購入時に必要な情報と、ど

ういったものを重視しているかということ、どういった点で失敗をしたかをまとめた表に

なっておりますので、こちらは後で参考に見ていただければと思います。 

 続きまして24ページ、25ページは、「必要な情報の内容」及び「必要な情報提供の方法」

に関連して、自由に書いていただいたところから抜粋したものになります。 

「義務表示事項に関連する補足情報」としてこういったものが必要と書いてくださった

のが24ページの上にあるのですけれども、例えば、保存方法の情報に関連したものとしま

して、開封後の保存方法についても書いてほしいとか、内容量については、生鮮食品であ

れば、重量だけでなく、個数の情報も欲しいとか、アレルゲンの情報に関連して、アレル

ゲンを含んだ食品と同じ製造ラインでつくっているという情報もあったらいいという意見

がありました。 

 ただ、義務表示事項以外のところでは、やはり手にとって物を見て購入できないという

特性がありますので、商品パッケージの画像や生鮮食品の現物写真があるといいという声

もありました。 

 続きまして25ページ目のほうですけれども、こちらは情報提供の方法ですが、義務表示

事項に係るものとしましては、食品ラベルと同じような掲載方法で書いてほしいという意

見や、期限表示関係で言いますと、「何日以上です」とか、「配送日からどれだけ日持ち

する」というような期限を書いてもらえると買い物しやすいという意見がありました。あ

と、アレルゲンの情報に関しては、イラストで表示してもらえるとわかりやすいというよ

うな意見もありました。 

 また、様式ですとか順番などについての自由記載からの抜粋ですが、商品のトップ画面

に掲載してほしい、価格や商品の写真、購入ボタン近く、あるいはページの一番上などわ

かりやすい場所に載せてほしい、サイト内で決まった位置に統一した形式で書いてほしい、

カラー文字など、目立つようにしてほしい、画像が添付されている場合はきちんと拡大で

きるようにしてほしいなどの意見がありました。 

 続きまして26ページ以下は、これまでインターネットで食品を購入したことがない方へ

の調査結果になります。 

まず27ページですけれども、インターネットで食品を購入しない理由につきましては、

お店に行けば問題ないと答えた方が70％近くいるところです。あとは、きちんとしたもの

が届くか心配、受け取りが難しいという方も一定数いらっしゃいました。義務表示事項に

係る情報が確認できないから購入しないという方も9.5％いらっしゃるところでございま
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す。 

 28ページ目に行きまして、続きではございますけれども、食事に留意が必要な方で整理

しますと、アレルギーをお持ちの方は、きちんとしたものが届くか心配だという方ですと

か、義務表示事項に係る情報が確認できないからだとお考えになってネットで食品を購入

しないという方が少し、割合としては全体よりも高くなっているところが見て取れると思

います。 

 後、29ページになりますけれども、「『義務表示事項』の購入喚起項目」としまして、

どういう情報があればネットでも食品を買いますかということをお聞きしているのですけ

れども、こちらは、順位は違うのですけれども、購入経験がある方と確認している情報は

トップ３については同じで、期限表示、原材料、それから産地情報、こういったものを、

皆様、あれば買うと答えていることがここからは見て取れます。 

 以上が資料１になりまして、続きまして資料２のほうです。１枚おめくりいただきまし

て「目次」でございますが、本日御議論いただく「必要な情報の内容」と「必要な情報提

供の方法」について、これまでのヒアリング、それから、今紹介させていただきました消

費者アンケートの結果を踏まえて議論の素材となるものを提供させていただくという形式

で作成しています。 

 ２ページ目をお開きください。今回、検討項目ごとに議論のポイントというものをお示

ししておりまして、この各テーマに沿って御議論いただきたいと思っておりますが、今回

議論していただく内容、「必要な情報の内容」としましては、まず基本的な考え方を整理

した上で、業態、用途、利用頻度の違い等によって、必要な情報、求めている情報の内容

が変わるかといったところをさらに御議論いただきたいと思っております。また、義務表

示事項に係る情報に何か補足して提供すべき情報があるのかというところについても御議

論いただければと思います。 

 続けて「必要な情報提供の方法」というところでは、義務表示事項に係る情報をどのよ

うに書いていくべきなのかというお話と、様式や順番などわかりやすい記載方法はどうい

うものかというのを御議論いただければと思います。 

 次回のテーマになりますけれども、情報提供促進のための方策につきましては、事業者

アンケートの結果も踏まえた上で、事業者間による情報の入手の方法、消費者への情報提

供の方法、情報の更新の方法などについて御議論いただきたいと考えております。 

 では、必要な情報の内容のところ、簡単に事務局から御提案させていただく内容を説明

させていただきます。資料の５ページ目をお開きください。 

 まず、【議論の前提】のところになりますけれども、インターネット販売におきまして

は価格や商品の内容の情報のほうが、義務表示事項に係る情報よりも消費者に重視されて

いるということがアンケート結果から見て取れました。 

 しかしながら、義務表示事項に係る情報が提供されていない場合には、さまざまな方法

を用いて必要な情報を確認しているという消費者の方たちが一定数いらっしゃいました。
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また、その確認の可否によっては、購入をしないという選択をされる消費者の数も一定数

いらっしゃいました 

 そうしますと、枠の中でございますが、義務表示事項に係る情報の内容が提供されると

いうことは、消費者のインターネット販売における利便性の向上が図られるということ、

それから、事業者の方たちにとってもインターネット販売による売り上げ増加につながる

可能性があるということになりますので、消費者と事業者の双方にとって有益であるとい

うことを前提に今回御議論いただきたいと思っております。 

 １枚おめくりいただきまして６ページ目ですけれども、インターネット販売において、

まず購入時に義務表示事項に係る情報と同等の情報の提供を求める声というものは一定数

ございました。また、義務表示事項に係る情報を重視する一定数の消費者ニーズもござい

ました。 

ただ、一方で、事業者の方たちにとっては、自社の製品のみを取り扱っているのか、あ

るいは他社の製品も一緒に扱うのかどうかによって情報量に差があるということはヒアリ

ングから明らかになっていることでございます。また、情報の正確さというものをきちん

と担保しなければならないということがございますので、提供することが難しい情報があ

るということもヒアリングからわかってきているところでございます。 

 これらを総合的に考えますと、四角枠の中でございますが、インターネット販売におい

ても、食品表示制度の趣旨を踏まえて、義務表示事項と同等の情報の内容が購入時に確認

できるということを目標として推進していく、これが望ましい形ではないかとお示しさせ

ていただいております。 

２つ目の○ですが、また、義務表示事項に係る情報提供に取り組むに当たっては、段階

的に行うのであれば、消費者ニーズも踏まえつつ対応していただくのが望ましいのではな

いかといった形で提案させていただいております。 

 続きまして、資料の10ページをお開きください。今のように、原則としまして、義務表

示事項と同等の情報の内容を購入時に確認できるようにすることを目標とするという考え

があっても、業態等の違いによって、消費者ニーズがあれば、それを把握して情報提供を

推進していく、これがいいのではないかということで幾つかお示ししているのが以下にな

ります。 

 まず、業態による違いが何かあるかというところなのですけれども、今回のアンケート

結果を踏まえますと、販売業態の違いによって消費者が求めている情報に特に差はないと

いうことがわかりました。ただ、事業者の皆様におかれましては、販売業態の違いによっ

て、持っている情報には差があるというところでございます。 

 四角枠の中ですが、業態の違いによる消費者ニーズは特に見受けられないということで

すので、基本的な考え方と同様に、義務表示事項と同様の情報の内容が購入時に確認でき

るようにすることを目標として取組を進めていくということが消費者ニーズには合致して

いるのではないかと考えております。 
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 ただし、どのようにすれば情報の内容をきちんとした形で提供できるかというのは、各

販売業態の事情を勘案しつつ検討する必要があるかと思いますので、これは改めて事業者

アンケートの結果を踏まえながら御議論いただければと思っております。 

 続きまして11ページ目ですが、用途による違いでございます。自宅用と贈答用では確認

している情報に一定程度違いがございました。贈答用を購入する方というのは、購入時に

期限表示の情報をほかの事項よりも高い割合で確認しているということがアンケート結果

から見て取れました。ですので、四角枠の中ですが、食品の用途（自宅用、贈答用）の違

いによる消費者ニーズも一定程度あるのではないかということで、例えば、贈答用食品に

は期限表示の情報を提供することがより消費者ニーズに合致していると考えられるのでは

ないかというところを示させていただいております。 

 続きまして12ページ目ですが、利用頻度による違いでございます。食品をインターネッ

トで購入する理由として、買い物に費やす時間を節約する、買い物に行けないためという

ような理由を挙げた方というのは、それぞれネットスーパーを利用している方で も多い

数値を示しておりました。また、週１回以上の利用頻度というのは、業態別で見るとネッ

トスーパーが も高いというところもアンケート結果からわかっています。また、利用頻

度が高い方ほど購入時に義務表示事項に係る情報を重視するという割合も高くなっており

ますし、利用頻度が週１回以上の方は、そうでない方と比べて購入時に原材料の情報を確

認する割合は平均よりも高くなり、期限表示については確認する割合は低くなるといった

結果も出ております。 

ですので、四角枠の中ですけれども、利用頻度が高いネットスーパーの利用者の方とい

うのは、ふだんの店舗でのお買い物の代わりとしてネット販売を利用しているということ

が考えられますので、この方たちのニーズを踏まえて情報提供していただくことがいいの

ではないかということです。すなわち、期限情報に関連するものを確認して購入する方は

低くなっている一方で、原材料の情報を確認している方はふえていますので、ここのニー

ズを捉えて対応していただくのがいいのではないかという形で示しております。 

 続きまして13ページ目ですけれども、「食事の留意事由による違い」です。ここは、何

かしらの留意事項、留意事由がある方については、そうでない場合に比べて、義務表示事

項に係る情報を確認していない、また、価格が上がっても欲しい情報はないという回答を

する方の割合は低くなっております。さらに、アレルギーを持っていらっしゃる方はそう

でない方に比べて、やはり原材料ですとかアレルゲンの情報に対して購入時に確認する割

合というものは高くなってきております。 

 ですので、四角枠の中ですが、アレルギーを持っている方においては、原材料、アレル

ゲンの情報からアレルゲンの有無を確認していると考えられますので、そういった方たち

が安心して買い物ができるように、原材料、アレルゲンの情報を出していただくのが消費

者ニーズに合うのではないかというところをお示ししております。 

 後、16ページ目でございますが、義務表示事項に係る情報に補足すべき情報があるか
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どうかでございます。ここでは、インターネット販売では実際に手にとって商品を確認す

ることができないという特性がありますので、実際に届く商品とのギャップを埋める情報

を求める声が一定数あります。また、注文してから手元に届くまで一定の時間を要します

ので、その点も考慮した情報提供を求める声もありました。 

 ですので、四角枠の中ですけれども、店舗では確認できること、あるいは全く問題にな

らないようなことであっても、インターネット販売では確認できない情報、例えば、商品

の外観や商品の具体的なサイズ、規格など、あるいはインターネット販売では注文から手

元に届くまで時間を要するという特徴があるので、配送時間や配送方法の情報、これは注

文から配達日までどれぐらいの期間がかかるか、あとは期限表示そのものは情報提供でき

なくても、一定の期限を保証していますというような形で情報提供する、あるいは配送方

法であれば、冷凍で届くのか冷蔵で届くのかの別、そういったものを補足情報として提供

することが消費者ニーズに合うのではないかということをこちらではお示ししております。 

 少し長くなりましたが、以上でございます。 

○湯川座長 ありがとうございました。 

情報量が非常に多かったので、聞いている委員の方々も大変だったのではないかと思い

ますが、早速議論に入っていきたいと思います。先ほどお話ししましたとおり、必要な情

報の内容と提供の方法、大きく２つに分かれます。前半、情報の内容について話を進めて

いくのですけれども、それをさらに３つに区切ります。先ず情報の内容についての基本的

な考え方、それから、業態等の違いによる情報の内容、３番目は義務表示事項に係る情報

の補足情報、こういった順番で議論していきたいと思います。特に資料２がそういった順

序でとりまとめられているようですので、この順番で議論を進めていきたいと思います。 

 まず、基本的な考え方について５ページ、６ページが該当する部分になります。これに

ついて議論を進めていきたいと思います。どなたからでも、御質問、御意見ありましたら

お願いします。 

 片岡委員、お願いします。 

○片岡委員 このたびはこのようなアンケートをとりまとめていただいて、ありがとうご

ざいます。これは非常に事業者にとっても役に立つものなのではないかと思っています。 

この必要な内容の情報に関する基本的な考え方のところで申し上げたいところが幾つかあ

るのですが、まず前提として、今回アンケートをとりまとめていただいた結果を見ると、

やはり消費者のニーズは非常に多様だなということを一番に感じました。そして、今回は、

例えばこういうニーズがある消費者が一部います。そこをさらに掘り下げるとこんなニー

ズがありますというような感じで、多様なニーズがある中で、その一部にフォーカスする

とさらにこういうことがわかるというものです。あくまでこれはそれぞれの固まりの中を

フォーカスして見ていったものですので、やはり全体としてこうであるというのはなかな

か導き出しにくいものなのかなと思っています。 

 ということは、この多様なニーズに対して事業者がどう応えていくかというのを考えた
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ときに、全てに対して全部対応しますというのは難しいと思うのですね。多様なニーズが

ある中で、どのニーズに対してどういった事業者が応えていくか。逆に言うと、その事業

者側も多様化して、それぞれのお客様、ターゲットに対して適切な情報提供をできるよう

にしていく必要があると思いました。 

そういう印象を持ちましたので、６ページの「必要な情報の内容」の下の段のとりまと

めのところで、「義務表示事項と同等の情報の内容が購入時に確認できるようにすること

を目標とし」とある部分、推進していくことは確かにそうだと思うのですけれども、「目

標とし」と書いてあるのが非常に違和感があって、もう少し多様性というものを前提に考

えたほうがいいのではないかと思いました。 

 多様な消費者ニーズを踏まえつつ対応するべきであって、義務表示事項と同等の内容を

表示することを目標にするというところまで、今は至っていないのではないかなと考えま

したので、もう少しその多様性というものを前提に議論していただきたいなあというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○湯川座長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 

 武石委員。 

○武石委員 この詳細なアンケート調査について、事務局の苦労を多とするところでござ

います。感じとしては今の片岡さんと似ているのですが、結局、アンケート結果を見ても、

義務表示を確認するのが８％ぐらいしかないと。実は価格とか商品説明とか画像を見て買

うということがあって、その内容は、非常に消費者ニーズは多様化している中で、この義

務表示にフォーカス当てて掘り下げたようなアンケート調査になっていますので、それを

もって義務表示に関してこういったニーズがあるということをお話になっていると思うの

ですが、基本的な考え方の例えば５ページのところでは、 初の価格や商品の内容の情報

のほうが義務表示よりも重視されているということを書いてあるのに、「しかしながら」

で書いてありますけれども、「一定数存在」、それから、「また」のこの３つを考えた上

で、その下の前提に行くにはちょっと論理が飛躍しているのではないかなと思います。 

先ほど片岡さんが言ったように、全体的にもう少し多様なニーズというものをきちんと

分析する必要があるのではないか。価格は分析しようがないと思いますが、例えば商品説

明とか画像といったのも非常に大きなニーズであるとするならば、それをちょっと無視し

て、いきなりこの義務表示というのを目標に持ってくるのはどうかなと。 

目標は６ページのほうに書いてございますけれども、確かに、そのような前提で、消費

者ニーズが余りないこの義務表示のところを前提に深掘りしたいろんなアンケートをして、

それをもとに、６ページのほうでそれを目標にしてやっていくというところに結びつける

のは若干無理があるのではないかなと。 

同じような意見が笹川先生からも出されておりまして、笹川先生の１に書いてありますよ

うに、確かに基本的な考え方で義務表示のところからいきなり、インターネットがこれか
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らふえていくので情報提供というのは少し飛躍しているのではないかというお考えを述べ

られていると思いますので、そこら辺は同じような視点で、義務表示にいきなり目標にす

るのではなくて、その前提としてもう少し多様な消費者ニーズなり、あるいは、笹川先生

のおっしゃるように、例えば消費者ニーズの中でも特に幾つかのアレルギーとか何かで見

られた食の安全・安心といったところに少し重点を置きながら目標を考えていくとか、そ

ういった柔軟な考え方が必要ではないのかなと思いました。 

○湯川座長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 斉藤委員が少し早かったので、次に迫委員願いします。 

○斉藤委員 詳細に調査していただき、ありがとうございました。事前にも確認させてい

ただいておりますので、中身を拝見した上で、今、皆様から挙げられた御意見と同意見と

いうスタンスで、違った切り口から意見を述べさせていただきます。笹川委員からの意見

書にもございますとおり、このようなことに関する情報管理コストというのはなかなか消

費者側に表面化しないものでありますし、一方で、事業者の企業努力によって本来吸収さ

れるべきものと認識しています。したがいまして、現実的には、企業体力によって対応範

囲に違いが生じることがあるということが前提となると考えますので、皆さんがおっしゃ

るように、統一的な指標づくりというか、目標感を持つということに少し難しさを感じて

おります。 

 以上です。 

○迫委員 ありがとうございます。 

 ２～３点お話をさせていただこうと思っております。本日おまとめをいただいておりま

す必要な情報の内容の中で、それは資料１の調査の結果、消費者調査の結果から導き出さ

れているというところだと思います。この消費者調査の切り口、週１回、月１～３回、月

１回未満と利用頻度で分けていらっしゃる。これは分けなければ集計ができないのですが、

これを並列にすることによって、月１回未満の人のインターネット販売に対するニーズと、

週１回以上利用している方々、ほぼ毎日利用している方々のニーズの重みが同列のものに

なってしまっている。週１回以上利用している方についてはそれなりの重みを持って、つ

まり、その方々の食材の購入等々についてはほとんどネットスーパー等の利用にかかって

いるということから考えれば、５倍以上の重みを持ってそのニーズは考えるべきではない

かというのが１点目でございます。 

 あわせまして、それとの関連で、資料１の10ページ、アンケート調査のほうです。買い

物に行けない理由というところで、週１回以上利用している方々が買い物に行けない理由

というのが、圧倒的に時間がない、多忙であるということ、それは御本人様が多忙である

こともありますけれども、ほかの方のお世話とかその他で家をあけることができない状況

にある。または、環境的にスーパーが遠い。買い物できる場がない。そういうやむを得な

い状況の中でそういう選択をしていると。そのようなことを考えると、二重の意味で、週

１回以上利用している方々のニーズというものは強く見なければいけないのではないかと
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思うところでございます。 

 それから、別の観点からしますと、多様なニーズとおっしゃる部分は確かにそのとおり

だと思います。さまざまなニーズが出てきている。ただ、そういう中で、購入を促進して

いくとか利用促進をしていくための価格であるとか、それから、画像でいい画像を見てい

ただく、わかりやすく表示する、これは事業者が購入促進していくための、他の事業者と

の差別化を図っていく中で当然していただくべきこと。こういう懇談会を設置した上で、

情報提供がどうあるべきかと考えていくときに、その価格の情報であるとか画像の情報で

あるとか、そのようなもの以上に、本来提供されるべき情報をきちっと提供できる体制に

していくことが重要だろうと思っております。 

そういう意味で、事務局さんのほうでおまとめいただいたような義務表示、これをきち

っと全ての商品について義務表示が確認できる。確認できなければ、それは調査の結果の

中でも利用頻度の高い方々はそこで購入しないという行動をとっているわけですから、や

はり利用頻度の高い方々が常に自分にとって適正な情報、これは疾病を有している方々も

含めてで、そういう方々のほうが重点的なことかもしれませんけれども、そういう方々が

購入時に確実に確認できるという体制にしていくという意味では、「目標とし」という言

葉はきちっと入れるべきだし、推進していくという方向でお示しいただく。結論としてそ

ういう方向に持っていっていただければと思っております。 

 以上です。 

○湯川座長 ありがとうございました。ほかの委員の方々、いかがでしょうか。 

 では、森田委員。 

○森田委員 詳細なアンケート資料を作成していただいてありがとうございました。大変

これは参考になりました。というのは、今まで、例えば事業者のヒアリングをお聞きして

いる限りは、消費者から義務表示事項に係る情報の内容に関する要望がほとんどないとお

聞きしていたので、消費者は実はそんなに義務表示は知りたくないのかなとちらっと思っ

ていたのですね。 

実際にこのアンケートを見ますと、 初のところは義務表示に関する事項が１割という

ことで、先ほどから事業者の方々がおっしゃっておられるように、そんなに、少ない人し

か利用してないのではないかとおっしゃられるのですけれども、それをよく深掘りしてい

きますと、やはり義務表示のある情報の量が多いサイトをより探したり、それから、ない

場合は探しに行くといったような消費行動があります。 

ということは、今は10％しか、義務表示する事項はそのぐらいしか利用してないという

ことなのですが、実態をいろいろとインターネットサイトを見ると、義務表示事項をきち

んとネットの情報で開示しているところが余りないので、利用できない実態があると。利

用できない実態があるので余り今は見ていないけれども、ないと探しにいくと。 

ネットならではと思ったのは、一々問い合わせをするよりも、恐らくほかのところでい

ろんなサイトを探していったほうが早いから探しにいくのだと思います。その上で納得し
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たら、やはり購入する。それから、ない場合はやはりあきらめるというような、ネットな

らではの、購入までとか情報を探すというようなことの状況の道筋のようなものがこのイ

ンターネットの今回の消費者向けの調査ですごくよく出てきたなと思います。 

そのように考えると、事務局の６ページの案ですね。「目標に」としておりますけれど

も、やはり義務表示と同等の情報の内容があるということであれば、今ある１割というよ

うなところがもっと恐らく利用していくだろうし、それから、迫先生がおっしゃったよう

に、頻度の高い人はやはり利用していると。そういうことを考えると、これからどんどん

とネット販売がふえていくことを考えると、やはり情報を義務表示事項と同じところを目

標に、これはあくまでも目標なので、そこにゴールを置いて、そのために何ができるのか

ということをここでは検討していくのがいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○湯川座長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 では、片岡委員。 

○片岡委員 済みません。２度目ですけれども。 

 一部のニーズに対してきちんと答えていく必要があるというところはもちろんそうだと

思うのですけれども、お互いの多様性が存在して、その情報を欲しい人にどうやってうま

く届けるか。どうやって届けるかというところをもう少し掘り下げていくべきだと思って

いまして、例えばアレルギーをお持ちの方に特化したサイトがあっていいと思いますし、

一方で、生活習慣とかを見直して、高カロリーの食品を避けたい方のためのサイトがあっ

てもいいと思うのですね。 

ただ、アレルギーをお持ちの方向けのサイトをつくろうとしたときに、そういった方に求

められている情報を、どうやって正確性を担保して、どうやって情報提供して、そしてそ

れをどうやってそのアレルギーをお持ちの方に知ってもらうかというマッチングみたいな

観点も必要だと思っています。全部を対象にしとにかく広げてしまうというやり方も考え

方としてはあるのかもしれないですけれども、これだけ多様なニーズがあるのであれば、

それぞれの情報にもう少しちゃんと着目して、その情報を提供したい側と提供してほしい

側がどういう状態になれば望ましいのかというところをしっかりと考えていくべきなので

はないかなと思いました。 

○湯川座長 ありがとうございます。ほか。 

○森田委員 今の御意見に対して。 

○湯川座長 では、森田委員。 

○森田委員 確かに片岡委員おっしゃるように、いろいろ多様なニーズがあって、それに

対していろいろなサイトがあるというようなことがあると思います。それのマッチングと

いうことは大事なのですが、ただ、今ある程度それはできているのではないかなと。私た

ちがいろいろなものをネットで購入することを選ぶときに、いろいろ特徴のあるサイトと

かいろいろな情報があって、例えば食物アレルギーを持っている人だったら、やはり信用
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のあるサイトを探していくと思うのですけれども、その一方で、事業者が、それはもうや

っているからということでしたら、恐らく今のまま、義務表示の情報というのは広がって

いかないのではないか。いろいろなサイトを見るときに、 低限にこういった情報を同じ

ような様式できちんと表示してあると、いろいろな商品を比較するときに、やはり消費者

としてはそういう情報があったほうがありがたいし、そこのところをやはり目標にしてい

くということが、懇談会としてそういう目標のために何をしたらいいのかということを考

えていくのがやはり重要でないかなと思っております。 

○湯川座長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 

 竹内委員。 

○竹内委員 今回事前にアンケート調査の結果をお知らせいただいたときに今日の基本的

な考え方の御説明もいただいたのですが、そのとき私も、６ページにあります「目標」と

いう言葉に実はひっかかりました。 初に片岡委員がおっしゃったことに近かったのです。

けれども、やはり業態によっても状況が違うということがヒアリングの中でもわかりまし

たし、一定の方向性を示すということで考えますと、 大公約数というか、基本的に原則

として「これだけはしたほうがいいのではないか」、そういうことを決めていく、この場

で議論していくということで、やはり義務表示事項、これがベースになるのではないかと、

事務局の蓮見さんからご説明を伺ったときに確認ができました。 

それと、インターネットの場合、手にとって見ることができないですので、実際の商品に

は入っている情報がわからない、こういう状態を何とか解決する、ということを考えると、

とっかかりとしてはやはり義務表示が 大公約数として可能になるのではないかと、この

ように感じております。 

 以上です。 

○湯川座長 ありがとうございます。まだ御発言いただいてない委員の方々はいかがでし

ょうか。 

 では、澤木委員、お願いします。 

○澤木委員 今回のアンケートなのですが、実際に利用されている方のアンケート3,000

件近くと、それから未購入の方の3,000件近くということで、実際に使っている人実態と、

未購入の方のこうなっていればこれから使いたいということが今回のアンケートでよくわ

かったと思います。例えば未購入の人は、29ページですけれども、今後、義務表示、消費

期限、賞味期限、原材料、原産地などの表示が提供されていたら購入するという方たちが

７割いたということも、やはり表示が今後必要だと思います。今後ネットスーパーなどど

んどん利用者が増えていくことが考えられますので、ぜひ表示の義務化を取り入れていた

だきたいことをお伝えしたいと思います。 

○湯川座長 ありがとうございます。 

 岸委員、お願いします。 

○岸委員 片岡委員の意見に賛成させていただくのですけれども、基本的には多様なお客
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様像と多様なサイトがあるというのがインターネットの世界ではないかなと。要は、リア

ルの店舗であれば、アプローチできる店舗が限定的で、結果的にアプローチできる商品が

限定的ですよと。よって、そのアプローチできる商品に表示をあまねくしましょうという

のは理解できるのですけれども、インターネットの場合はどちらにも選択肢があるのです

ね。事業者側にも、アプローチしたいお客が商圏以外にアプローチできるという商売の場

ですし、お客様からしても、商圏以外の商品にアプローチできる、サイトにアプローチで

きるというふうに非常に選択肢が広いということが通常の店舗型の商売とは違う話だと思

います。そこをやはりちゃんと考慮するべきではないかなと。 

よって、目標という言葉の持たせ方だと思うのですけれども、一体どれぐらいの強度で

求めていくべきなのか、選択肢のないリアル店舗型の商品の場合はパッケージ上で表示し

ていくことが義務になっていますと。それに対して選択肢がより多様なインターネットの

場合には、そのパッケージ上の表示に対してどれぐらいの表示で事業者側に求めていくこ

とが適切なのかという強度の話ではないかと思います。 

片方で、一番 初のアンケートで義務表示事項に係る情報を重要とする方が8.4％に対

して、価格を重要とされる方というのが70％いらっしゃると。逆な言い方をしますと、価

格をはね上げてまで義務表示事項というのを義務化していくとか、事業者側に過重な負担

をかけて、結果として価格を求めるお客様の声を無視するというのはちょっとやり過ぎで

はないかなとも感じます。 

 以上です。 

○湯川座長 ありがとうございました。 

 松岡委員、お願いします。 

○松岡委員 私は岸委員とちょっと逆の考え方でして、 初のころのこの会議のときにも

発言しておりますが、インターネットのほうが表示というのは割にやりやすいと思います。

それですから、義務表示というのはやはり当然で、消費者に必要な要件でしたので義務表

示になっているわけですから、義務表示はするという前提にしていただきたいと思ってお

ります。 

まだまだ、お取り寄せ商品だとか、いわゆる産直的な商品のサイトの方が、私の見たと

ころでは表示の数が少ないのですね。ですから、もうちょっとその義務表示に対する責任

みたいなのも事業者さんがわかっていただいて、表示をしていく努力をしていただきたい

と思います。 

○湯川座長 ありがとうございました。 

 小柳委員、お願いします。 

○小柳委員 今いろいろ皆様方の御意見を聞いていて、私としても、消費者ニーズ、多様

であるということを前提にまずは考えなければならないのかなと思っております。事業者

側は限られた経営資源をいかに自分たちの顧客、想定する顧客のニーズに合致する形で配

分するのかということをやはり考えざるを得ないところですので、そういった観点からす
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ると、一律の目標の設定というところには若干の、私も同じく、違和感を感じているとこ

ろです。 

 一方で、とはいえ、目標は、今、岸委員からもありましたけれども、どの程度のものと

して置くのかということがあるのかなあと思います。当然、義務表示と、法律上そのよう

になっているということだとすると、今の議論の射程として、その中身そのものに対して

の議論をここでするという話ではきっとないのではないかなと思うところで、松岡委員お

っしゃるように、努力していくということであるとすると、それはそういうことですよね

ということかなと思います。その辺の、何となく、今話しているレベル感みたいなものに

若干差異があるのかなという気がしました。 

○湯川座長 ありがとうございます。 

委員の方々全員のお話をお伺いしましたが、論点はこの目標というところですね。片や

義務表示は当然というお考えがあり、片や多様なニーズに対応するため、場合によっては

多様なサイトということで対応してもいいのではないかというお話もありました。 

ここで、資料を見ますと、目標、それから推進ということで、直接的な要求ではない形

の言い回しで、かなりやわらかい表現でまとめられていると思います。この目標という言

葉は、必ずしも義務づけということと結びつくわけではありませんが、どの程度の強さを

持って求めていくのかということが論点になっているのかと思います。若干弱める、そう

いう配慮は必要という意見かと思います。しかし、目標ということで、そこに近づいてい

こうという方向性を示し、さらにそれを推進するということで、かなり間接的な表現にな

っていると思うのですが、いかがでしょうか。 

 迫委員。 

○迫委員 まさに座長のおっしゃるとおりで、「目標にし」ということで、当面すぐにと

いう話ではないし、その方向に向かって努力していってほしいというところが「目標」と

いう言葉だと思います。そして、推進していくと、方向づけが一方の方向に向かっている

ということからすれば、かなりこれは弱い言葉だと。逆に、もっと推進したいと書いてほ

しいくらいのところではあるわけですが、業界、事業者団体さんたちも含めまして、事業

者の方々は本当に多様な方々がいらっしゃる。そして、今現在、先ほど森田委員おっしゃ

いましたけれども、義務表示の部分が全て表示されているわけではないという状況の中で

のニーズがこれだけ出ているということは、これが今後顕在化してくる可能性は非常に高

いと思いますので、やはりそれを先取りしながらその方向に進めていくのだということを、

懇談会の中で合意していくべきではないかと。 

そういう意味では、本来であれば義務表示は全ての商品を手にとったときに、または購

入しようとしたとき、この購入の手法が実店舗なのかインターネットなのかという違いで

ございますので、その購入するときに、基本的な情報として義務表示事項は消費者が知ら

なければいけない事項でございますし、それは伝えられるという条件のもとで見るか見な

いかということが決まってくるわけですので、本来であれば、この「目標」にしても要ら
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ないところだとは思います。もっと強い言葉でもいいのかとは思いますけれども、懇談会

の中でやはり一定方向を出していくということであれば、こういう言葉で整理していくと

いうことでよいのではないかと思います。 

○湯川座長 ありがとうございます。 

 片岡委員。 

○片岡委員 私は、この「目標とし」というのは、前の文章の「義務表示事項と同等の情

報の内容が」というところがかなり広いですので、ここで「目標とし」とはっきり書いて

しまうことについては反対します。この「推進していくこと」というところをもっと前向

きに書くということであればいいのですけれども、やはり「義務表示と同等の情報の内容

が購入時に確認できるようにすることを目標」というのは飛び過ぎかなと。その背景の一

つとして、今回、インターネット販売ということで話をしておりますけれども、もともと

商品を手にとって確認できないという販売方法は、他にもあります。そういったことも考

えつつ、今回はインターネット販売について調査、議論しておりますけれども、ほかにも

いろいろあるということも考えた上で、事業者の努力をちゃんと推進していくというよう

な、もっと情報提供する事業者がふえていくような環境づくりといった方向で書いていた

だいたほうがいいのではないかなと思います。 

○湯川座長 ありがとうございます。「目標」にかわる具体的な言葉というのはあります

でしょうか。確かに「目標」というのは方向性がありますので、それが義務と目標という

ことで気になるという向きがあるというのも気持ちとしてはわかるのですけれども、目標

が反対というような声も出ていますので、例えばここは「目標」ということではなくて、

「基本的な考え方とし」というような表現にすれば、方向性というのは少し和らげられる

かなと思います。 

 森田委員。 

○森田委員 あくまで基本的な考え方としての目標でいいのではないかと思います。とい

うのは、こういう書き方になるのでわかりにくいと思うのですね。義務表示事項と同等の

内容を義務づけるわけではないわけですが、ここに前に「義務」と入ってしまうので、今

の皆さんの話を聞いていても、もうインターネットの表示は義務表示事項と同じもの、義

務みたいなふうにおっしゃられる方もいるのですが、そうではなくて、今、インターネッ

ト販売でいろんな情報がある。で、表示というのは消費者と事業者を結ぶ情報伝達手段な

のですが、その伝達手段にインターネットがあって、そこでいろいろな情報があって、む

しろ宣伝とか広告とかの情報がどんどんとインターネットでは入ってくるときに、義務表

示のところがみんなばらばらな書き方をして、あったりなかったりという状況が今あるわ

けですね。その状況をその商品を購入するための消費者に届けてほしい情報は、義務表示

と同等の情報がやはり大事だと思うのです。そこの部分を伝えることを目標にしていただ

きたいということをお願いしたいわけです。 

 そのようにしていただけると、目標にしていただけると、少しずつ義務表示事項の部分
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も情報もそろってくるし、私たちはもっとインターネットの食品を購入したいという意欲

もわきますし、今まで購入していなかった方も購入していくだろうし、それから、今まで

ない人たちがいろんなサイトを歩いて買ったり買わなかったりということもなくなってい

くということで、もっと食品を選びたい、情報として、表示をきちんとしてもらって選び

たいときに、義務表示事項と同じだったら、やはりそれは目標としてもらいたいというと

ころでの多分事務局の文章だと思います。なので、今のこの目標というところを同じよう

なゴールを目指して推進していくということでいいのではないかと思っております。 

○湯川座長 ありがとうございます。 

 竹内委員。 

○竹内委員 私も、今の森田委員に全面的に賛成です。現在、既に義務表示については記

載していらっしゃるサイトもありますし、逆にそのレベルがそれぞれのサイトによって違

うという状況がある中で、ある種「目標」という形で立てることによって、先ほど座長の

ほうからは方向づけの感が強過ぎるから違和感があるでしょうという御意見がありました

が、逆に、そういう方向づけをしていくことがこの懇談会のやるべき、検討すべき、話し

合うべきことなのではないかなと考える次第です。 

 以上です。 

○湯川座長 では、片岡委員。 

○片岡委員 修文案があるのですけれども、例えば「食品表示制度の趣旨を踏まえれば」

の後に「事業者による義務表示事項と同等の情報提供が推進されることを目標とすること

が望ましいのではないか」というような書き方はいかがでしょうか。要するに目標が、今、

情報提供を行っている事業者もそうでない事業者もいるわけですから、事業者による情報

提供を推進していくことが目標ということですね。よりこの取組を広げていくという目標

です。 

○湯川座長 松岡委員。 

○松岡委員 先ほど私の発言がはっきりしなかったような気がしてきましたけれども、義

務表示というのは、やはり消費者が知りたい情報、知っておく必要がある情報を義務表示

にしているわけですから、インターネット上でも、直接手にとって見ることができないの

で、できるだけ表示をするということは当然のことだと思うのですね。ですから、私とし

ては、「確認できるようにすることを目標とし」というのでさえちょっと生ぬるく感じる

わけです。何のために義務表示というのがあるかということの原点に戻って考えていただ

きたいと思うわけです。食品を選別するときに、消費者がそれによって判断していくとい

うためのものですから、「前提とし」という感じが私はするのですね。それに向けて、今、

事業者さんもそこまでする必要があると思っていない人たちたくさんいると思うのですよ

ね。できるけれども、それはあえて別にしなくても、物を売るという行動が優先している

と考えている人たちも多いと思うので、やはり必要なのだということをアピールすること

は大事ではないかなと思います。 
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○湯川座長 ありがとうございます。 

この枠内の文章を固めていくというのが本日の議論の趣旨ではありませんので、賛否両

論いろいろあったかと思いますが、義務表示事項を一つの考え方の基礎とするということ

については、皆さん、お考えはそう大きくはずれていないと思います。ただ、それを目標

とし推進していくのか、推進することを目標としていくのかというところ、その強さの点

が論点になったというところだと思います。したがいまして、基本的な考え方としては、

義務表示事項が基本にあるという点については合意ができたのではないかと思います。 

 それをどのように進めていくかについては、今後報告書をまとめていく中で皆さんの意

見に基づいて事務局において調整していただくということにしたいと思います。時間もあ

りますので、基本的な考え方については一旦議論を終えたいと思います。 

 引き続きまして、業態等の違いによる情報の内容、資料でいきますと、10、11、12、13

について議論をお願いします。どなたからでも。 

 では、武石委員。 

○武石委員 さっきのまとめにちょっと戻って恐縮なのですけれども、決して事業者の意

見と消費者が対立しているということではないとは思うのですけれども、一つの視点とし

て、資料で用意していただいた国際的なインターネットの情報の取り扱いの動向とか、あ

るいは委員の一部が述べられた管理コストの話ですね。そういったものも配慮しながら実

行可能な方法でこれから推進するみたいな、どちらかというとそういった要素をもう少し

盛り込んでいただいて、実際に低価格を求める方が買えなくなるようなことになってはい

けないと思いますので、そういった配慮も必要ではないかと思います。 

 あと、「業態等の違いによる情報の内容」のところでは、10ページの 初のほうに、業

態による違いとして、「販売業態の違いによって、消費者が求める情報の内容に差はない」

とあるのですが、ここはちょっと疑問だなと思っておりまして、これは明らかに、例えば

ネットスーパーに行かれる方は生鮮なんかを中心に買われたり、あと、私どもが調査した、

例えば食品メーカーが出している健康食品なんかにつきましては、健康なり保健に関する

情報を消費者は求めているはずなので、ここはいきなり、販売業態の違いによって消費者

の求める情報の内容に差がないというのは、前のアンケート調査なんか見ても、その業態

によってそれぞれ買う項目が違ったり、はっきり差が出てくる。そこをもう少しよく分析

するべきではないかなと思いました。 

○湯川座長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 

 片岡委員。 

○片岡委員 済みません。私ばかり発言して申しわけないのですが、私も、確かに今回の

アンケートで行った業態、分けた業態というものについて、そこまで違いはなかったとい

うアンケート結果があったのは理解しましたけれども、実は業態っていろんな分け方、考

え方があるのと、取扱商材とか、今回の分け方でない業態の違いという分け方もたくさん

ありますので、恐らく、今回の４つの業態に分けて、それだけ差がなかったとしても、実
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はやはりいろいろ差があると思うのですね。生鮮を買われるのか、それともお菓子を買う

のか、あるいは、そういったものに特化したお店で買うのかとか、いろんな違いがあると

思うので、今回のアンケートからは、この業態の違いによってそれほど差がなかったとい

うことはわかりますけれども、それによって、何か業態にかかわらず消費者ニーズが一致

しているかのような考えはちょっと違うのかなあという気がしています。 

○湯川座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 これは基本的な考え方のところでも出た話ですけれども、それぞれのニーズに応じた対

応の仕方、進め方があるだろうということかなと思います。それらについては報告書とし

てまとめる段階で委員の先生方の御意見を配慮して調整して行きたいと思います。 

 森田委員。 

○森田委員 私も、確かにこのアンケートでは、片岡委員がおっしゃるように、そのよう

に見えるようなのですが、実際に業態の違いというよりも、食品の用途とかそういうこと

の違いのほうが多くて、それが業態の違い、ネットスーパーで贈答用を買うこともあるし、

そうでないもので贈答用を買うこともあるし、ネットスーパーで健康食品を買うこともあ

るしということで、そこの部分は業態の違いというよりも、用途に応じて消費者ニーズの

差のほうがやはり大きく出たのではないのかなと思います。 

ですので、この11ページにある用途に応じての消費者ニーズということでやはり傾向が

出ているということと、あともう一つ、私が割と、こういうの見るんだなと思ったのは、

原材料なのですね。原材料のところのニーズが割と高いのだなと。見えないものを買うと

きに、店頭だったらまだ手にとって見えるものを、パソコンの画面で見るときは、どんな

原材料を使っているのか、クッキーだったらちゃんとバター使っているのかなとか、その

ような情報が割とニーズが高いのだなと思うと、義務表示事項ということでもちろん原材

料はあるわけですけれども、義務表示事項は網羅していると思ったわけです。 

 なので、むしろ業態の別というよりも、用途のところを分析していくと、やはり原材料

ですとか、それから期限だとか、ベイシックな義務表示事項がニーズが高いのだなと理解

しました。 

○湯川座長 ありがとうございます。確かに11ページ、あるいは12ページなどを見ますと、

森田委員御指摘の内容もある程度出ていると思います。ほか、いかがでしょうか。 

 これに基づいて今後報告書案をとりまとめていくわけですけれども、今、委員の御指摘

を踏まえて事務局のほうで調整していっていただきたいと思います。 

 では、小柳委員。 

○小柳委員 11ページの食品の用途のところで、自宅用、贈答用の違いによるニーズがあ

るということなのですけれども、この点に関しては、明確に、簡単に言ってしまうと、売

る側からすると、贈答用で使おうとしているのか、買おうとしているのか、自宅用なのか

というのは必ずしも明らかにならないケースが非常に多いと思われるので、これは贈答用

だということが例えば前提になっていると考えてよろしいのかという点と、それぞれの業
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態、用途等々幾つか違いが挙げられておりますけれども、若干そのレイヤーが違うのが並

んでいるのかなあという気もしています。 

今おっしゃられていましたけれども、業態というところと、その用途というのはそれぞ

れ、簡単に言ってしまえばバッティングしてしまう可能性というのもきっとあって、それ

ぞれというのは、こういう違いを総合的に考慮した上で、例えばその指針として、お店が

これを使うというようなときには、総合考慮して自分がどうあるべきかということを考え

るということを前提にしていると考えてよいのか、ちょっと確認させていただきたいと思

います。お願いします。 

○蓮見食品表示企画課補佐 事務局からですけれども、まず、ここの「業態等の違いによ

る情報の内容」のところですけれども、10ページの 初の四角にありますとおり、ここで

は、業態、用途、頻度、食事に留意すべき事由などの観点から、消費者ニーズというもの

を今回のアンケートに基づいて、そこを切り口として提供したものではあるのですけれど

も、もちろん消費者ニーズというのはこれだけに限られないと思いますし、それぞれの事

業者の方たちがターゲットとされる消費者も違いますので、ここをアレンジして事業者の

方には情報提供をやっていただくということを前提に書いているものでございます。 

ですので、例えば先ほどの用途の違いなのですけれども、もちろん、事業者の方からそ

れが自宅用なのか贈答用なのかわからないということもあるかと思いますが、例えば、お

中元、お歳暮用のサイトを立ち上げますといったようなときには、こういったところも参

考にできるのではないかと、そういった形でこちらの内容を使っていただきたいという意

味でお示ししたものでございます。 

○湯川座長 小柳委員、よろしいでしょうか。 

○小柳委員 はい。 

○湯川座長 では、竹内委員、お願いします。 

○竹内委員 義務表示事項ということで、基本的な考え方と同じでよろしいかと思ってい

ます。 

それと、先ほどの御説明の中で、10ページの「ただし」以下のところですね。ここの２

行に関して、たしか次回ですか、事業者アンケートの結果が出てくるということも伺って

いますので、それらを踏まえて、この点についてはもう一度議論ができればよろしいので

はないかと思います。 

○湯川座長 ありがとうございます。ほか、よろしいでしょうか。 

 では、「業態等の違いによる情報の内容」については、いただいた意見を踏まえて今後

事務局のほうで検討を進めていただきたいと思います。 

前半３番目の議題ですね。「義務表示事項に係る情報の補足情報」、これについて議論

を進めていきたいと思います。資料２の、ページでいきますと16ページになります。どな

たからでもお願いします。 

 片岡委員。 
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○片岡委員 これはもう本当に、こういうニーズがあるということを踏まえて事業者が自

主的に努力すべきところかなあと思います。見やすいところでぜひ買っていただきたいと

いう感じです。 

○湯川座長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 迫委員、お願いします。 

○迫委員 まさに片岡委員がおっしゃったとおりだと思います。必ずしも全ての商品に必

要な情報ではない。でも、一部の商品については、こういうものがあったら消費者は非常

に利用しやすいだろうという意味からすれば、事業者の方の努力できちっと必要なものに

ついては記載していただくと。特に配送方法まで、 後まで全部自社でなさっているとこ

ろと、それから、いわゆる配送事業者を使っているところとでは、使い方、その途中での

チェーンが切れてしまう可能性も中にはあったりしますので、そういうあたりというのは

全て同じような形で表示していただくということはなかなか難しいのではないかと思って

おります。 

○湯川座長 そこら辺は事業者のそれぞれの事情でということもあろうかと思いますね。 

森田委員、お願いします。 

○森田委員 ここに書かれていることは、補足情報ではあるのですけれども、とても大事

なことだと思っています。というのは、義務表示事項の中でも食品表示一元化検討会でも

検討した中で、安全性の情報は、アレルギーと期限表示と、それから保存方法なのですけ

れども、まさにこの期限表示の部分と保存方法の部分を強調して、ここで補足情報として

書かれているわけですが、インターネットの場合は、特に冷凍で届くのか冷蔵で届くのか

ということがすごく大事で、その後も、冷蔵にするのか、そのまま解凍する商品なのかと

いう情報がとても大事な情報だと思います。これはまさに食品ならではの大事な情報だと

いうことになりますので、さまざまな工夫をしていただければなと。 

冷凍と冷蔵と常温のマークということもあるかもしれませんし、それから、お手元に届

くまでの時間ということで、まさに冷凍食品なんかもそうですが、実際に一括表示よりも、

いろんなところに使い方とか利用の仕方とかがたくさん表示がある商品なのですが、こう

いった冷凍とか冷蔵とか、そのような商品に関しては、事業者が任意表示の中でいろいろ

な工夫をしていただくようにお願いしたいと思っております。 

○湯川座長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 

 この部分はいろいろそれぞれのニーズに基づいた工夫ということで例示的に書かれてい

るわけですが、お気づきの点があれば、これから報告書をまとめていく中で情報を出して

いただければと思います。 

それでは、後半のテーマ、「必要な情報提供の方法」について議論を進めていきたいと

思います。時間の関係もありますので、「必要な情報提供の方法」については、資料のま

とめを見ていただきますと、17ページからの小課題「義務表示事項に係る情報の提供方法」

についてまとめが19ページから21ページまで続いております。２つ目の小課題としまして
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「様式や順番などの提供方法」ということでまとめが24ページから25ページに続いており

ますが、時間の関係もありますので、小課題に分けずに議論していきたいと思います。し

たがいまして、19ページから21ページ、それから、24ページ、25ページ、これらの内容に

ついて議論をお願いしたいと思います。 

 その前に事務局から資料について説明がありますので、よろしくお願いします。 

○蓮見食品表示企画課補佐 では、資料２の19ページをお開きください。こちらでは、ヒ

アリングとアンケートの結果をまとめての御提示をさせていただいているところですけれ

ども、インターネット販売において、必要な情報の内容、基本的な考え方というところで、

先ほど御議論いただいた内容ですけれども、義務表示事項に係る情報を提供していただく

ことを推進するということでございます。また、食品ラベルと同じ掲載方法による情報提

供を求めている声というものがアンケートでも多く見られました。 

ですので、四角枠の中ですが、基本的には、食品表示基準に規定されている表示方法と

同様の方法で情報提供していただくのがよいのではないか、こうすることが消費者のニー

ズに合うのではないかと考えているところでございます。 

 ただ、その方法が難しい場合ですとか、よりわかりやすく消費者の方に情報を伝える必

要がある場合については20ページ以下のような対応も考えられるのではないかということ

で、幾つか参考にお示ししているところでございます。 

 まず20ページの保存方法に関するところですが、保存方法は既に、例えば、「10℃以下

で保存」などというように容器包装に書かれているような表現で書いていただいている場

合は、もちろんそれでもいいのですけれども、さらに「冷凍」「冷蔵」「常温」の別につ

いても情報提供していただくとよりよいのではないか。あるいは、保存方法を、今、情報

提供していないという場合には、「冷凍」「冷蔵」「常温」の別だけでも、例えばマーク

ですとかアイコンを使って情報提供していただくというのも一つの方法ではないかという

ことでお示しさせていただいております。 

 また、期限表示の情報の関係でいきますと、当然、商品ごとにこの期限を年月日で情報

提供することは難しいということはわかっておりますので、そうではなくて別の方法とい

うものを考える必要があると思っております。 

例えば、購入時点において「必ず賞味期限が30日以上あるものを配送します」というよ

うな形で、保証できる期限などを明記するような方法というのも１つ考えられるのではな

いかというところでございます。 

 21ページですけれども、「内容量の情報」につきましては、商品を手にとって、あるい

は確認して購入できないということになりますので、個数と重量というものを併記したり、

重量の記載の場合には１個当たり大体の目安量を書いていただくということがより消費者

のためになるのではないかということで、お示しさせていただいております。 

また、「アレルゲンの情報」ですけれども、ラベル表示で義務となっているものは７品目

になりまして、推奨まで含めると27品目というところでございますけれども、消費者が正
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確にアレルゲンの情報を読み取れるように、７品目を対象にしているのか、27品目を対象

にしているのかというところはきちんと明示するという形で情報提供していただくことが

望ましいのではないかと考えております。 

あとは、27品目の情報を事業者の側では持っているけれども、あえて７品目だけをウェ

ブ上に掲載しているという場合であれば、残りの20品目についても問い合わせをすればお

答えできますというような形で、消費者からアクセスできる先を書いていただくというの

も消費者の方へのメリットになるのではないかということでここでは書かせていただいて

おります。 

続きまして、「様式や順番などの提供方法」につきまして、24ページをお開きください。

義務表示事項に係る情報提供の様式ですとか順番につきましては、ラベル表示と同様に書

いていただくというのが消費者ニーズに合致するのではないかということをアンケートを

踏まえて書かせていただいております。ラベル表示と同様ということですので、情報を一

括して書く、あるいは何が書いてあるかわかるように事項名を付記するというところはこ

のルールに従うという趣旨がここには含まれております。 

あとは「必要な情報の探しやすさ、分かりやすさ」でございますが、ここも、それぞれ

の事業者の方たちの工夫によるところだとは思いますけれども、例えば、ウェブページ上

の階層の浅い場所に置いていただくとか、冒頭部分といった定まった場所に掲載するとい

う方法も１つかと考えられます。 

25ページに行きまして、「文字の大きさ、背景色、文字の色」、こういったものを駆使

して見やすいウェブページ作成をするということを事業者の方には努力していただきたい

ということを書かせていただいております。 

また、「パソコンサイトとスマートフォンサイトの違いによる工夫」というところです

けれども、情報を探しにくいとか見にくいという理由について、文字の大きさですとか、

一覧性がないというところ、アンケート結果で比較的多くの割合を占めていたかと思いま

すので、このような問題に対応するという形で工夫をいただければと思っております。 

「その他」ですけれども、テキスト文字だけで構成されているページですと必要な情報

が埋もれてしまうということがありますので、アイコンや表を用いることによって視認性

を上げるというような工夫も必要ではないかということでここでは書かせていただいてお

ります。 

以上でございます。 

○湯川座長 では、この部分につきまして、どなたからでも御意見をお願いします。 

斉藤委員、お願いします。 

○斉藤委員 様式、順番について意見を述べさせていただきたいと思います。 

基本的には、販売者が善良な販売者であるということが前提にはなりますが、販売者と

しての一つの価値基準としては、売り上げという指標があります。販売者としては、売り

上げがお客様、消費者からの評価であるということを価値基準の一つとして運営している
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面はあると思います。そうした中で、売り上げや消費者、お客様の声に基づいて、それこ

そいろいろ工夫をしながら、常によりよい表示に更新していくというのは、企業として事

業者として当然やるべきことだと思いますが、様式や表示につきましては、各社のインタ

ーネット上の購買フローによっても変わるものだと認識しておりますので、ここへの規制

は、環境変化や消費者ニーズへの迅速かつ柔軟な対応を阻害することにもなりかねないな

とも危惧しています。したがって、基本的には、各事業者と顧客の関係において必要な対

応に委ねるべきであると考えております。 

また、その適正性については、各業界団体の中で状況を把握することで適正化に努める

べきではないかと考えますので、あくまでこの内容につきましては参考事例として示して

いくべきではないかと考えております。 

さらに、様式、順番について、できる限り今回の結論を適用させるということであれば、

各サイトへの表示内容はあくまでも広告としての規制の中で運用されていることから、現

状の既存の関連法規の整備によって対応すべきではないかと理解しております。現状の規

制の外側に新しい規制をつくるということに派生させるべきではないと考えております。 

○湯川座長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 

片岡委員。 

○片岡委員 よりわかりやすく情報を伝えていくにはどうしたらいいかというのは、やは

り時代の変化であったり、それこそターゲットとする方であったり、そのサイトの特性で

あったり、さまざまに変化し得るものであるし、させるべきだと思うのですね。よりわか

りやすくするには。今回のアンケートをもとにこういうことが役に立つのではないかとい

う参考情報としていただいたという認識でして、何かこれで方向性が決まるほどの詳細な

分析がされているとは私は認識していません。 

 例えばこの19ページで、「基本的には、食品表示基準に規定される表示方法と同様の方

法で情報提供することが消費者ニーズに合致するのではないか」とあるのですが、本当に

そうかなあというのがありまして、アンケートのほうの21ページに、ラベル表示と同様と

いうのが45.3ですけれども、それ以外に、その人なりにこだわりのある、より知りたいも

のがあるという方が33.1ある中で、どういった消費者にどういう情報を優先的に届けたい

のか、求められているのかというのに応じて、どんどん見やすくしていったらいいと思う

のですね。 

 ですので、今回のアンケートから、こういうニーズがある消費者がいることはわかりま

したけれども、何か細かく決めるほどの、細かく方針を出せるほどの詳細な検討はされて

いないのではないかなと思いました。事業者側も、何かサイトの表示を変える時は、A/B

テストといって、２種類の表示方法を試したりして、どういう順番でどういう表示をする

とよりわかりやすいのか、購入につながりやすいのか、場合によっては、その消費者の方

を呼んで、目の動きとかを見ながらそういうのを調整していったりするというようなこと

をネット事業者はやりますし、そうすることでよりきめ細やかな情報提供ができるという
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こともありますので、余りここを細かく方針づけする必要はないのかなと。どちらかとい

うと、より見やすくしていきましょうということなのかなという気がします。 

○湯川座長 ありがとうございました。 

 森田委員。 

○森田委員 今、斉藤委員と片岡委員がお話ししてくださったことでちょっとお聞きした

いのですが、斉藤委員がおっしゃられた、今の様式の中で、既に広告の中でさまざまな様

式が決められているとおっしゃっていました。あとは、片岡委員も、わかりやすさという

ことで今いろいろとやられているとおっしゃっていましたけれども、それは、いずれにし

ても、広告とか宣伝の任意表示のところでの様式ということをおっしゃっているのでしょ

うか。 

○斉藤委員 様式、表示の方法については、いわゆる広告としての取り扱いの中で、決め

られたその規制の枠内でやっているということを申し上げたつもりで、例えば景表法等に

準拠した形で必要な表示をする、もしくは書いてはいけないことは書かないということを

申し上げたかったということです。 

○森田委員 特に景品表示法上で公正競争規約とかそういうことをおっしゃっているわけ

ではないわけですよね。何か公正競争規約とか自主ガイドラインみたいなのがあってとい

うことではなくて、単に景品表示法に抵触しないようにというお話だったでしょうか。 

○斉藤委員 そういうことです。ただ、法的規制のみならず消費者の意向もできる限り考

慮した上で対応しております。 

○森田委員 インターネットの世界というのは基本的に義務表示がない世界なので、今の

やり方だと、よりわかりやすくとかより消費者にアピールするようにということで、広告

とか、より伝わるということをずっと主流でやはりつくってこられていると思います。食

品表示基準が、今、わかりやすいですかというお話がありましたけれども、食品表示基準

は、一括表示と、それから、今、栄養成分表示の様式がありますけれども、消費者がその

食品を選ぶ際に、きちんと事業者に伝わる、情報伝達手段として決められているものなの

で、わかりやすさとかそういうことよりも、そこにその形式があることで消費者はそれを

選択の目安としているわけです。そうやって義務表示項目がつくられてきて、様式があっ

て、名称から始まって原材料名があってというふうに、例えば容器包装でも、任意表示の

広告の部分と義務表示の部分がありますが、一括表示の部分は、もう消費者はそこを一括

表示の部分として、様式として認識して、わかりやすいというよりも、そこをまず見て選

ぶということだと思うのです。 

ですから、この義務表示事項をここのところで整理して目標にするのであれば、その義

務表示の様式というところを合わせてもらえれば、消費者はそれに慣れていますので、そ

この部分はいろいろな広告とか宣伝とは別に選ぶ、インターネットの情報からそこを読み

解くということができるはずだと思います。 

 今できてないのは、インターネットはそういうものがないから、そういうのがないわけ
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ですけれども、そこの部分を出していくということを目標にすると、より消費者が選ぶこ

とができるようになるはずだと私は思っているので、ここの24ページ、義務表示事項に係

る情報は一括でまとめて情報提供してほしいと。まずそれがベースにあると。 

それプラス、でも、やはりわかりやすさということを考えると、インターネットで物が

さわれないとか、冷凍食品が冷たいのか温かいのかわからないような、そういう食品に関

しては、保存方法でマークがあったり、プラスオンしていろいろな工夫はしていただきた

いということはありますけれども、基本的には一括表示の様式でお願いできたらと思って

おります。 

○湯川座長 松岡委員、それから澤木委員お願いします。 

○松岡委員 私も、森田委員と同じ考えです。この食品の義務表示というのは非常に長い

歴史をかけて各省庁が今まで検討して、特に消費者の安全性を重視しているわけですね。

その安全を担保しているものを消費者が理解できるようにしてきているわけですので、私

はこれは無視していただきたくないと思いますし、法律で定められた義務表示というのは

かなり重いものだと思います。ですから、宣伝広告の商品をアピールする部分と同等と考

えられるのはちょっと心外でして、尊重していただきたい。一括表示という形のほうがか

えって事業者さんにはやりやすいはずです。メーカーさんがそのようにつくっているわけ

ですから、それをそのまま移行すればいいわけですし。 

あと、多分、商品がどんどん変わっていったりするから、それを直すのは大変だという

ことをおっしゃりたいのかもしれませんけれども、それは宣伝広告の部分だって同じです

し、大体扱う商品が同じようなものを扱っていらっしゃれば、変化していく部分というの

はそんなに多くないと思いますので、やはりそれは物を販売するというところの事業者さ

んの努力が必要ではないかなと思いますので、ぜひ一括した食品の義務表示は軌道に乗せ

ていただきたいと思います。 

○湯川座長 では、澤木委員。 

○澤木委員 前回の消費者ヒアリングでも、広告とは分けてほしいという意見がありまし

た。それから、今回のアンケートでも、提供されていても場所がばらばらで、たどり着け

ないとか、わかりにくいという意見もあったと思いますので、私も先ほどの意見と同じで、

一括表示にすると全ての情報が一目でわかる、原材料名、アレルギー表示なども内容量も

わかるということですので、ぜひ一括表示、ラベル表示と同様のものでお願いできればと

思います。それから、情報のわかりやすさという意味では、イラストを使ったりマークし

たり色分けをするなどが良いと思います。 

○湯川座長 迫委員。 

○迫委員 同様の意見でございます。義務表示事項については変えることなく、同じ形で

そのまま載せていくという形が望ましい。これはもうみんな慣れてきているということと、

今後も慣れていく。そう簡単に変わるものではないいうことで、基本的には置くべきもの

として置いていただきたい。 
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ただ、その中で、消費者にとって伝えなければいけない情報、または事業者さんが消費

者に対して伝えたい、よりきちんと対応していただきたいという意味で伝えたい情報につ

いてはそれぞれで工夫していただいて、わかりやすく、伝わりやすくしていただくという

ことで、２段階で、任意でそれを追加していただくという形でいいのではないかと思いま

す。 

○湯川座長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 片岡委員。 

○片岡委員 済みません。今の皆さんの意見についてちょっと確認したいのですが、一括

でまとめて情報提供することが消費者ニーズに合致するのではないかとあって、皆さんの

考える、今考えていらっしゃった、「一括でまとめて情報提供されていない」というのは

どういうのを想定していたのでしょうか。 

というのは、結局、どういう情報を提供しましょうかという点と、その情報提供をする

場合にどういう方式で見せましょうかという話のうち、後者の話をしていると思うのです

けれども、私が 初に言った意見は、ラベルと全く同じような表示をぽんとするのが正解

ではなくて、同じ情報を提供するのだったらもっとわかりやすい提供方法に工夫すること

は認められてもいいのではないかというような話をしていましたので、実は話は余りずれ

ていないのかなという気がいたしました。 

その提供できる情報が全くラベルと同じかどうかというのは、それこそメーカーからの

距離とか、いろんな事情によって難しいものもありますので、多分、ラベル表示と全く同

じ表示ができないときにではどうしたらいいのかというようなことも考えていくことにな

ると思うのですけれども、実は言っていることは余り変わりないのかなと。 

初に斉藤委員がおっしゃった広告どうのこうのというのは、アピール文言がどうこう

という話ではなくて、そもそもインターネット上の表示というのは広告です。その広告ス

ペースをどう使うかという話で、実際のパッケージ上に義務表示ラベルのエリアがあると

したら、インターネットのページというのは広告というパッケージよりももっと大きい枠

があるので、その中で考えますというような話をしていたと思います。実は話は余りずれ

ていないのかなという気がしました。 

○湯川座長 片岡委員、解説どうもありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 武石委員。 

○武石委員 やはり義務表示事項は情報として確かに提供すべきだとは思いますが、その

順番とか手法まで包材と一緒というのは少しインターネットという情報伝達を無視したよ

うなやり方ではないかと思います。もう少し、商品によっても伝えたい情報の優先度が違

うでしょうし、そういったものによっては一括表示と違った形で、同じ内容のものを網羅

して情報提供できれば消費者の方に問題はないので、そこは何も一括表示と同じ順番で同

じ内容のものをネット上に表示しなさいということまで方向づけするのは僕はやり過ぎで

はないかなと思います。 
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○湯川座長 ありがとうございます。時間の関係もありますので、あとお一人ぐらいかと

思いますが、いかがでしょうか。 

もしよろしいようでしたら、議論についてはここまでとさせていただきます。 

本日は、消費者側の視点ということで、インターネットで食品を購入する際に消費者が

求めている情報、必要としている情報とは何か、またどのような方法で情報提供されてい

るとわかりやすいかという点について御議論いただきました。特に基本的な考え方につい

てはかなり時間をかけて議論していただいたと思います。ありがとうございました。 

消費者アンケートの結果については、各事業者独自の視点や違う切り口から見ていただ

ければ、消費者ニーズを探ることもできるのではないかと思います。事業者の皆様にも、

ぜひこのアンケート結果を活用していただければと思います。 

次回は、事業者アンケートの結果が出てまいりますので、それを踏まえて情報提供の促

進のための方策について議論いただきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。 

それでは、次回の日程などにつきまして、事務局から連絡をお願いします。 

○蓮見食品表示企画課補佐 次回第８回の日程につきましては、９月13日火曜日の午前10

時から12時を予定しております。場所につきましては、この建物の４階、408会議室を予定

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○湯川座長 それでは、以上で本日の議事を終了いたしましたので、懇談会を閉会させて

いただきます。どうも暑い中ありがとうございました。 
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