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 事業者調査 

 事業者アンケート 

 実施概要 
 EC サイト上における食品基本情報の提供に関し、運用状況や掲載状況などの実態について把握す
ることを目的として、下記の要領で事業者アンケートを実施した。 
 
実施時期 ・令和 2 年 12 月 4 日~令和 3 年 1 月 31 日 
調査方法 ・WEB アンケートによる調査 

調査対象企業 

・選定した食品 EC サイト運営企業：回答 31 社（40 社選定） 
（以下、「選定企業」という。） 

 食品 EC サイトを運営する各種業態において、売上高等の観点から 40 社
を選定し調査を実施。うち 31 社から回答を得た 

 回答を得た 31 社の内訳：ネットモール 6 社、ネットスーパー8 社、宅配 8
社、お取り寄せ 1 社、食品製造者 7 社、百貨店オンラインショップ 1 社 

・ネットモールへの出品者：回答 710 社（以下、「出品者」という。） 
 ネットモールに出品している食品製造者又は生産者、卸、小売等事業者

（過半数は自社販売サイトも運営） 

調査内容 

・アンケート本設問：51 問 
 
【アンケート項目】 
・EC サイト上での情報提供ポリシー 
（期限・アレルギー等の情報提供に関する基本的な考え方） 
・食品表示基準関連の主要な義務表示項目等の情報提供状況について 

 原材料名、アレルゲン情報特記、内容量、消費期限・賞味期限、期限残
保証、保存方法（家庭・配送）、原産地等、表示責任者の氏名又は名
称、栄養成分、保健機能食品、これらそれぞれが記載困難である理由、プ
ライベートブランド（PB）商品とナショナルブランド（NB）商品の違い 

・情報提供に関する分かりやすさ・使いやすさへの取組状況 
 テキストデータの記載状況、ページ構成の工夫、見つけづらさに関する消費

者からの声、商品写真や支払総額の記載、モバイルデバイスサイトの工夫 
・サイト運営の実態・課題・改善の方向性 

 新発売・仕様変更時の情報更新、更新情報を得た際のサイトへの反映の
工夫、サイト上の記載と容器包装における表示を同期させるための工夫、
情報提供に問題があった場合の最終責任者とその対応、仕入先・出品者
からの情報提供の実態・ルール、一括表示記載面の写真掲載とその注
記、欠品リスクに対する対応、情報提供に関する注意点・課題 
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【調査対象企業のプロフィール】 

① 選定企業：31 社 

＜企業規模＞ 

 

＜業態＞ 

 
＜サイト運営＞ 

 

＜商圏＞ 

 

② 選定企業及び出品者：741 社 

＜企業規模＞ 

 

＜業態＞ 

 
＜サイト運営＞ 

 

＜商圏＞ 

 



令和 2 年度 EC サイト食品表示実証モデル構築事業 実施報告書 

 
41 

 

 調査・分析結果 
 個別の設問の調査結果を踏まえ、論点ごとに調査及び分析結果を次の①～③に示す。 
 なお、特段の断りがない限り、下記記載は「選定企業」について述べるものとし、「出品者」について
記載する場合はその旨明示するものとする。 

① 情報提供ポリシー及び食品表示基準関連の主要な義務表示項目等の情報提供状況について 

【調査結果】 
 「EC サイトの表示・情報提供ポリシーや基本的考え方等を明示していますか？（複数回答）」とい
う設問に対し、「アレルゲン情報」が 13 社（41.9％）、「期限情報」が 10 社（32.3％）でポリシー
が明示されているという回答であったが、「あてはまるものはない（明示していない）」という回答も 13 社
（41.9％）あった。 
 

図表 26 ＜事業者アンケート結果＞ 
「EC サイトの表示・情報提供ポリシーや基本的考え方等を明示していますか？（複数回答）」 

 

 
 
  



令和 2 年度 EC サイト食品表示実証モデル構築事業 実施報告書 

 
42 

 

 食品表示基準関連の主要な義務表示項目等に関する情報提供の状況についてみると、各項目で
「全ての商品で記載」又は「ほぼ全ての商品で記載」と答えた選定企業の合計は、上位から順に「内容
量等」が 26 社（83.9％）、「(生鮮)原産地」が 14 社（45.2％）、「保存方法」が 14 社
（45.2％）、「原材料名」が 14 社（45.2％）、「(輸入)原産国名」が 13 社（41.9％）、「アレル
ゲン特記」が 11～13 社（約 35～42％）であった。他方回答割合が低い項目では、「期限残」が 3
社（9.7％）、「栄養成分」が 5 社（16.1％）、「表示責任者」が 6 社（19.4％）、「消費・賞味
期限」が 8 社（25.8％）「(加工)原料原産地名」が 9 社（29.0％）となった。 
 なお、出品者の回答を見ると、「内容量等」が 86.9％、「保存方法」が 75.8％、「表示責任者」が
69.4％、「消費・賞味期限」が 64.8％、「原材料名」が 63.1％、「(加工)原料原産地名」が 53.8％
となっている。また回答割合が低い項目では「期限残」が 24.4％、「アレルゲン特記」が 30％台、「原産
国（輸入食品）」が 32.3％となっている。 
 情報提供しない又は難しい理由として、「タイムリーな商品情報把握が困難」という回答がほぼ全ての
項目で最多となっている。 
 

図表 27 ＜事業者アンケート結果＞「食品表示法関連の主要な項目の情報提供状況」 
（各項目に対する回答結果を集計） 

 
※1 「その他」の回答は上記に反映していない 

記載なし
記載してい

る商品
少ない

半分程度
の商品に

記載

ほぼすべて
の商品に

記載

すべての
商品に
記載

コスト 手元情報
なし 人手不足 ﾀｲﾑﾘｰな

把握不可
表示義務

ない

あてはまる
ものなし

（記載済)

選定企業 10 0 4 6 8 9 6 8 16 5 8

（モール出品者） 12.7% 8.9% 9.7% 27.4% 35.0% 10.3% 21.5% 17.9% 30.1% 9.7% 41.6%

選定企業 10 2 3 1 12 8 7 7 14 7 8

（モール出品者） 34.7% 15.2% 5.1% 15.2% 21.6% 12.0% 25.0% 22.1% 30.2% 17.3% 28.1%

選定企業 12 3 2 1 10

（モール出品者） 42.9% 14.8% 4.2% 12.8% 17.7%

選定企業 1 0 2 7 19 9 6 8 16 5 8

（モール出品者） 2.6% 3.1% 4.7% 22.8% 64.0% 4.7% 13.6% 12.6% 18.1% 4.0% 64.5%

選定企業 11 2 1 1 7 7 6 8 16 4 10

（モール出品者） 16.2% 8.6% 4.9% 13.9% 49.3% 6.7% 12.8% 13.5% 26.7% 11.2% 50.5%

選定企業 18 3 2 1 2 10 9 7 12 7 4

（モール出品者） 61.9% 5.7% 3.0% 5.1% 18.6% 11.6% 18.9% 14.6% 22.9% 30.4% 23.1%

選定企業 9 4 1 5 9 5 7 5 7 8 11

（モール出品者） 9.4% 5.4% 7.7% 19.0% 55.5% 5.0% 14.8% 14.2% 14.8% 10.7% 59.6%

選定企業 5 2 ー 10 7 ー ー ー ー ー ー

（モール出品者） 21.1% 9.7% ー 45.3% 11.6% ー ー ー ー ー ー

選定企業 1 0 5 3 11 2 6 3 6 3 12

（モール出品者） 3.4% 1.9% 5.0% 10.1% 31.2% 3.9% 13.4% 8.0% 13.0% 5.0% 39.7%

選定企業 11 3 2 2 7 6 9 6 11 6 8

（モール出品者） 10.0% 9.7% 9.6% 17.7% 35.1% 6.1% 21.5% 13.4% 20.5% 11.5% 38.5%

選定企業 3 2 2 5 8 5 6 6 10 3 7

（モール出品者） 3.6% 3.1% 3.0% 10.5% 22.1% 3.8% 12.6% 7.8% 12.0% 3.6% 26.2%

選定企業 17 3 0 2 4 4 9 6 6 7 7

（モール出品者） 18.1% 5.7% 3.2% 14.6% 52.8% 5.3% 14.0% 11.2% 13.2% 13.6% 55.3%

選定企業 13 4 3 0 5 8 10 7 10 7 5

（モール出品者） 32.5% 14.4% 10.5% 12.1% 26.3% 9.6% 26.6% 19.6% 21.2% 21.9% 32.0%

（輸入）原差国名
（※取扱いあるサイトのみ）

表示責任者

栄養成分

同上

保存方法

「冷蔵」「冷凍」「置き配」

（生鮮）原産地
（※取扱いあるサイトのみ）

（加工）原料原産地名
（※取扱いあるサイトのみ）

原材料名
（添加物・アレルゲン含）

アレルゲン特記
（特定）

アレルゲン特記
（準特定）

内容量等

消費・賞味期限

期限残

記載をしていない又は難しいと感じる理由

項目 対象

ECサイト上での食品基本情報の記載状況

※2 

※3 
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※2 「冷蔵」、「冷凍」、「置き配」の選択肢のうち、「ほぼ全ての商品に記載」は「冷蔵・冷凍の記載はあるが置き配の記
載はなし」に、「全ての商品に記載」は「冷蔵・冷凍・置き配の記載あり」に読み替える 

※3 「期限残」の選択肢のうち、「タイムリーな把握不可」は、「期限残保証できる在庫管理ではないため」に読み替える 
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 また、「下記の項目のうち、PB 商品と NB（ナショナルブランド）商品において、記載の有無や充実
度に大きな違いがあるものをすべて選択してください（複数回答）」という設問に対し、PB 商品の取
扱があると回答した 22 社のうち 13 社において、「PB 商品と NB 商品の記載充実度に違いはない」と
回答した。 
 

図表 28 ＜事業者アンケート結果＞ 
「下記の項目のうち、PB 商品と NB 商品において、記載の有無や充実度に大きな違いがあるものを 

すべて選択してください（複数回答）」 
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【分析】 
 40％を超える選定企業で食品基本情報の提供に関するポリシーを明示していなかったが、アレルゲン
情報と期限情報についてはそれぞれ 4 割、3 割を超える企業でポリシーを明示していた。後段で触れる
「EC サイト上での情報提供に関する消費者からの問合せ」（図表 47）の設問からも、これら項目につ
いては消費者からの問合せが多いという結果が出ており、自社のアレルゲン情報と期限情報に関する提
供のスタンスを明らかにする必要性が高いものと思われる。 
 食品表示基準関連の主要な義務表示項目等に関する情報提供の状況については、内容量は
86.8％と高い割合で記載されている、一方、消費者の情報提供ニーズが高い「期限情報」や「原材料
名」を情報提供している選定企業はそれぞれ 25.8％、45.2％と限られている。また、ほぼ全ての項目に
おいて、出品者よりも選定企業の方が情報提供が少ない傾向にある。選定企業には大規模ネットモー
ルのプラットフォーマーやネットスーパーが多く含まれており、これらの EC サイトでは出品者や取扱アイテム
数が多数に上るため、情報提供が困難であるためと考えられる。また、「期限残」については、選定企業・
出品者ともに記載が少なかった。 
 情報提供されている割合が低い事項の多くは、「タイムリーな商品情報の把握が困難」であることが、情
報提供が難しい理由として挙げられている。タイムリーに商品情報を把握できなければ誤った情報が EC
サイト上に掲載され、健康危害や EC サイトへの信頼低下につながる可能性がある。 
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② 情報提供に関する分かりやすさ・使いやすさへの取組状況 

【調査結果】 
 「食品表示法関連の主要な項目情報について、テキストデータで記載していますか？ それとも画像
データ（写真等）で掲載していますか？」という設問について、回答として「原則としてテキストデータで
提供するようにしている」が 17 社（54.8％）、「テキストデータで提供した上で、画像データも掲載する
ようにしている」が 2 社（6.5％）であった。一方、「画像データ（商品パッケージの写真等）のみで提
供している商品が多い」は 3 社（9.7％）であった。 
 

図表 29 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報について、テキストデータで記載していますか？ 

それとも画像データ（写真等）で掲載していますか？」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報を、視覚的に目にとまるように工夫していますか？」という設問
について、回答として「テキストでシンプルに特記はしているが、視覚的に目立つ工夫まではしていない」が
16 社（51.6％）と半数を超えた。一方、ピクトグラム等を活用した目にとまる工夫を実施している選定
企業は 4 社（12.9％）であった。 
 

図表 30 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報を、視覚的に目にとまるように工夫していますか？」 
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 また、「食品表示法関連の主要な項目情報を、簡単に見つけられるページ構成にしていますか？」と
いう設問について、回答として「商品アピールとは別に整理して記載があり、かつページの上段部に分かり
やすく掲載している」が 7 社（22.6％（出品者では 44.8％））、「掲載はしているが、見つけづらいと
いうお申し出をいただくことがある」が 6 社（19.4％）となった。なお、「その他（自由記述）」の回答が
15 社あり、「出品者によって様々である」との回答や、「ページの上段ではないが分かりやすく掲載を心掛
けている」という回答があった。 
 

図表 31 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報を、簡単に見つけられるページ構成にしていますか？」 
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 図表 31 の設問において「掲載はしているが、見つけづらいというお申し出をいただくことがある」と回答さ
れた企業に対し、「「見つけづらい」というお問合せの内容（複数回答）」を尋ねた4ところ、「商品ごとに
構成や記載情報の種類がばらばら」が 5 社（45.5％（出品者では 26.6％））、「基本情報がペー
ジの最下段にある」が 3 社（27.3％（出品者では 55.1％））であった。 
 

図表 32 ＜事業者アンケート結果＞「「見つけづらい」というお問合せの内容（複数回答）」 

 
 
  

                                         
4 ただし、アンケート設定上、図表 31 の設問で「掲載はしているが、見つけづらいというお申し出をいただ
くことがある」と回答した企業以外でも本問に回答できるようになっていたため、図表 31 の設問で「その 
他」と答えた 15 社のうちの 5 社も本問に回答している。 
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 「商品実物イメージを消費者に伝達できるよう配慮して商品写真等を掲載していますか？」という設
問について、回答として「掲載しており情報も読み取れるが、表面写真だけであったり、一括表示面が確
認できなかったりする商品もある」が 13 社（41.9％）である一方、「ほぼ全ての包装面の画像を掲載
しており情報が読み取れ、消費者が実物を手に取るのと同等の体験ができるよう配慮をしている」という
回答が 9 社（29.0％）あった。 
 

図表 33 ＜事業者アンケート結果＞ 
「商品実物イメージを消費者に伝達できるよう配慮して商品写真等を掲載していますか？」 
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 「配送費等の諸費や税額含め、支払総額がわかりやすく記載されていますか？」という設問について、
回答として「商品選択ページや、目につくリンク先で簡単に確認できる等、分かりやすく工夫している」が
22 社（71．0％）であった。 
 

図表 34 ＜事業者アンケート結果＞ 
「配送費等の諸費や税額含め、支払総額がわかりやすく記載されていますか？」 
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 「スマートフォンサイトにおける食品表示法関連の主要な項目情報の充実度合や見つけやすさはど
の程度ですか？」という設問について、回答として「PC サイト同等の情報を掲載している」が 22 社
（71.0%）であり、多くの事業者でスマートフォンサイトであっても PC サイトと同等の情報提供に取り組
んでいることが明らかとなった。 
 

図表 35 ＜事業者アンケート結果＞ 
「スマートフォンサイトにおける食品表示法関連の主要な項目情報の充実度合や見つけやすさは 

どの程度ですか？」 
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【分析】 
 食品基本情報の見やすさ、分かりやすさに係る取組状況については、テキストでシンプルに記載し、特
段目にとまる工夫まではしていないという EC サイトが半数（51.6％）となった。 
 また、情報を整理してページ上段へ掲載している選定企業は 4 分の 1 以下、出品者でも半分以下で
あった。「見つけづらい」という問合せがある選定企業はほぼ 2 割となった。 
 なお、商品の「ほぼ全ての包装面の画像を掲載しており情報が読み取れ、消費者が実物を手に取るの
と同等の体験ができるよう配慮をしている」選定企業は 3 割弱であった。 
 以上を踏まえると、テキストでのシンプルな情報提供で完結している事業者が多いが、一部の事業者で
は画像情報の貼付やページ構成の分かりやすさにも配慮している。その方法は様々であり、食品基本情
報の見つけやすさ、分かりやすさには EC サイト間で大きな幅があると推測される。見やすさ、分かりやすさ
に対する事業者の取組が広まることで、消費者ニーズに応えられると考える。これらの取組は、事業者の
実行可能性に十分に配慮して進める必要がある。 
 他方、スマートフォンサイトで PC サイト同様の情報提供がされている EC サイトも 7 割を超えており、消
費者の使用デバイスの変遷に合わせた取組がなされているものと考える。 

なお、7 割以上の EC サイトで支払総額は分かりやすく把握できるようになっていた。 
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③ サイト運営の実態・課題・改善の方向性 

【調査結果】 
 「食品表示法関連の主要な項目情報につき、新発売のタイミングで、その全部又は一部を、更新で
きていますか？」という設問について、回答として「消費者への出荷開始とほぼ同じタイミングで更新できて
いる」が 18 社（58.1％）、「消費者への出荷開始後 1 か月以内には一定程度更新できている（＝
１か月に１度は更新管理を実施している）」が 3 社（9.7％）となった。 
 

図表 36 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報につき、新発売のタイミングで、その全部又は一部を、 

更新できていますか？」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報の一部変更（たとえば含有アレルゲンだけの変更）のタイミ
ングでサイト上の記載を更新できていますか？」という設問について、回答として「消費者への出荷開始
とほぼ同じタイミングで更新できている」が 17 社（54.8％）、「消費者への出荷開始後 1 か月以内に
は一定程度更新できている（＝１か月に１度は更新管理を実施している）」が 3 社（9.7％）であ
り、新発売時でも一部情報変更時でも同様の傾向となった。 
 

図表 37 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報の一部変更（たとえば含有アレルゲンだけの変更）の 

タイミングでサイト上の記載を更新できていますか？」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報の一部変更情報を受領した場合、サイト上の記載を更新す
るためにどのような仕組みを導入していますか？」という設問について、回答として「EC 担当者に情報を
上げ、手動で更新している」が 16 社（51.6％（出品者では 69.6％））、「管理システムにより自動
更新している」が 5 社（16.1％（出品者では 3.1％））となった。選定企業においても最終的に担
当者が手動で情報更新する EC サイトが過半数となっているが、大手宅配事業者の半数で管理システ
ムによる自動更新が取り入れられているという状況も見て取れる。 
 

図表 38 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報の一部変更情報を受領した場合、サイト上の記載を 

更新するためにどのような仕組みを導入していますか？」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報の一部変更情報を自社の誰かが受領した後（自社製造の
場合は変更情報がシステム登録された後）、サイト上の記載を更新するまでにどの程度の時間を要
していますか？」という設問について、回答として「即座（当日中）に更新できる」及び「おおむね 1 週間
以内に更新できている」がいずれも 10 社（32.3％）となり、「おおむね 1 か月以内に更新できている」
の 1 社（3.2％）であった。 
 

図表 39 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報の一部変更情報を自社の誰かが受領した後 

（自社製造の場合は変更情報がシステム登録された後）、サイト上の記載を更新するまでに 
どの程度の時間を要していますか？」 
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 「サイト上の情報変更と、発送商品の容器包装表示変更は同期されていますか？」という設問につい
て、「同期するよう注力しており、タイミングのずれはほぼずれなし」が 12 社（38.7％）、「同期するよう
努力しており、ある程度達成できている」が 10 社（32.3％）となり、これらの合計は 70％を超えてい
る。 
 

図表 40 ＜事業者アンケート結果＞ 
「サイト上の情報変更と、発送商品の容器包装表示変更は同期されていますか？」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報を、仕入れ先や出品者からどのような方法で提供してもらって
いますか？（複数回答）」いう設問について、回答として「指定フォーム(eBASE 等)にデータ入力」が
10 社（43.5％（出品者では 6.7％））、「電子データで提供」が 8 社（34.8％(出品者では
52.4％）となっている。大企業を多く含む選定企業では、商品管理システム（データベース）へのデー
タ入力を依頼することが多くなっていることが分かる。 
 

図表 41 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報を、仕入れ先や出品者からどのような方法で提供して 

もらっていますか？（複数回答）」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報を、EC サイト運営事業者にどのような方法で提供しています
か？」という設問について、回答として「指定フォーム(eBASE 等)にデータ入力」が 8 社（25.8％（出
品者では 9.7％））、「電子データで提供」が 7 社（22.6％(出品者では 34.1％）となっている。 
 

図表 42 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報を、EC サイト運営事業者にどのような方法で提供していますか？

（複数回答）」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報をテキストでサイトに記載するのが難しい場合、一括表示等
が写った容器包装面の写真をサイトにアップすることは可能ですか？」という設問について、回答として
「自社にて写真撮影し、サイトにアップすることも可能」が 7 社（22.6％（出品者では 52.4％））、
「自社で写真撮影することは難しいが、仕入れ先や出品者から写真データを提供してもらうことにより実
現可能」が 7 社（22.6％（出品者では 17.2％））となった。また、「すでに一部実施しており、今後
の実施率を増やす方向」が 4 社（12.9％）、「すでに写真だけでなくテキストでも食品表示法関連の
主要な項目情報をサイト掲載している」が 3 社（9.7％）、「不可能」は 5 社（16.1％）となった。 
 

図表 43 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報をテキストでサイトに記載するのが難しい場合、一括表示等が 

写った容器包装面の写真をサイトにアップすることは可能ですか？」 
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 図表 43 の設問において一括表示面の画像掲載が不可能と回答した企業に対し、「一括表示面の
画像掲載が不可能である理由（複数回答）」を尋ねた5ところ、「システム見直しによりコストがかかる」
が 5 社（83.3％（出品者では 26.2％））、「人手が足りないから」、「業務が煩雑になるから」、「ク
レームや誤解によるトラブル発生の可能性」がいずれも 4 社（66.7％）となった。 
 
図表 44 ＜事業者アンケート結果＞「一括表示面の画像掲載が不可能である理由（複数回答）」 

 

 
  

                                         
5 ただし、アンケート設定上、図表 43 の設問で「不可能」と回答した企業以外でも本問に回答できるよ
うになっていたため、図表 43 の設問で「その他」と答えた 1 社も本問に回答している。 
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 図表 43 の設問において写真アップができる旨を回答された企業に対し、「「●月●日撮影」「最新の
表示でない可能性があります。実際の商品を必ずご確認ください」等の注記をすることは可能です
か？」と尋ねたところ、「不可能」又は「すべての商品に注記することは難しい」が 6 社（40.0％）であっ
た。 
 

図表 45 ＜事業者アンケート結果＞ 
「「●月●日撮影」「最新の表示でない可能性があります。実際の商品を必ずご確認ください」等の 

注記をすることは可能ですか？」 
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 「食品表示法関連の主要な項目情報・写真・アピール文章等を仕入れ先や出品者から提供しても
らうにあたって、なんらかのガイドラインを示していますか？ あるいは出品先から示されていますか？」
という設問について、回答として「特に示していない／示されていない」が 3 社（9.7％（出品者は
46.1％））であったのに対し、ペナルティの有無によらず「景表法、食品表示法関連の主要項目に係る
情報提供は要求（している・されている）」が合計 14 社（45.2％（出品者は 26.0％））となっ
た。 
 

図表 46 ＜事業者アンケート結果＞ 
「食品表示法関連の主要な項目情報・写真・アピール文章等を仕入れ先や出品者から提供してもらう

にあたって、なんらかのガイドラインを示していますか？ あるいは出品先から示されていますか？」 
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 「消費者から、食品表示法関連の主要な項目情報の提供に関する問合せがあるのはどのような項
目ですか（複数回答）」という設問について、回答として「問合せを受けたことはない」が 2 社
（6.5％）であった（出品者は 48.2％）。問合せを受けた項目としては、順に「アレルゲン情報の特
記」が 20 社（64.5％）、「原産地・原料原産地」が 15 社（48.4％）、「期限情報」が 13 社
（41.9％）、「原材料名」が 11 社（35.5％）、「栄養成分」が 9 社（29.0％）となっている。 
 

図表 47 ＜事業者アンケート結果＞ 
「消費者から、食品表示法関連の主要な項目情報の提供に関する問合せがあるのは 

どのような項目ですか（複数回答）」 
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 「EC サイト上での情報提供に瑕疵があった場合、最終的に消費者に責任を負うのは誰ですか？
（複数回答）」という設問について、回答として「EC サイト運営事業者」が 20 社（64.5％）となっ
た。 
 

図表 48 ＜事業者アンケート結果＞ 
「EC サイト上での情報提供に瑕疵があった場合、最終的に消費者に責任を負うのは誰ですか？ 

（複数回答）」 
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 「消費者が購入を決定した商品の欠品リスクに対し、どのような準備・対応をしていますか？」という
設問について、回答としては「あらかじめ欠品がありうる旨を消費者に周知している」が 11 社
（35.5％）、「あらかじめ欠品がありうる旨を消費者に周知するとともに、代替品を提供するよう努めて
いる」が 10 社（32.3％）となった。 
 

図表 49 ＜事業者アンケート結果＞ 
「消費者が購入を決定した商品の欠品リスクに対し、どのような準備・対応をしていますか？」 
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【分析】 
 新製品情報・変更情報の掲載については、過半数の選定企業が消費者への出荷開始とほぼ同じタイ
ミングで実行できている。また、70％の選定企業が EC サイト上での情報と容器包装上の表示との同期
をある程度達成できていると回答している。他方、過半数の選定企業では最終的に担当者が手動で情
報更新を行っており、人的資源には限界があるため、今後 EC サイト上で販売するアイテム数が増えた場
合に、事業者の実行可能性を考慮しながら情報提供の迅速性・正確性を担保する仕組みを検討する
必要がある。 
 なお、テキストによる情報提供方法以外に、一括表示記載面の容器包装画像を掲載する方法が考
えられるが、選定企業 31 社のうち、容器包装画像の掲載が不可能という回答は 5 社（うち 3 社は宅
配企業）であった。アイテム数が多い大規模企業でも実現可能な取組なのか、2-2-2 の事業者ヒアリ
ングにおいて確認を行った。 
 食品基本情報等の提供に関する方針について、選定企業では「特に示していない／示されていない」
との回答が 1 割未満であるのに対し、出品者は５割近いという大きなギャップがあった。その理由として、
ネットモールプラットフォーマーやネットスーパーの多くは出品者や仕入先に対し情報提供方針を示してい
るが、出品者はその仕入先に対して示していない可能性、あるいは出品者は示された方針を十分に認
識していない可能性の双方が考えられる。 
 また、ほぼ全ての選定企業では食品基本情報に関して消費者から問合せを受けており、とりわけネット
スーパーではアレルゲン情報や原産地等について、宅配事業者ではこれに加えて原材料名や栄養成分
についても問合せを受けている。これは、消費者アンケート・座談会の調査結果と一致する結果であっ
た。「食品表示法関連の主要な項目の情報提供状況」（図表 27）の回答結果を見ると、これらの情
報を提供できている選定企業は半数に満たず（45.2％~16.1％）、問合せ頻度の増加につながって
いるものと考えられる。 
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 事業者ヒアリング 

 実施概要 
 事業者側における EC サイト上での食品基本情報の提供に関する取組実態についてさらに深掘りする
ため、次の要領で事業者ヒアリングを実施した。 
 

実施時期  令和３年 1 月１４日~1 月２０日 

実施方式 
 対話形式による個別インタビュー（WEB 会議システム活用） 

（一部、メール・電話での聞き取りを含む） 
 事務局担当者により進行 

実施対象者 

 前節の事業者アンケートに回答した事業者の中から、食品基本情報の提
供に関する取組が活発である、又は特徴的な取組が見られると想定される
サイト運営事業者をもとにヒアリング先（事業者）を６社選定した。 

【選定された事業者】 
ネットモールプラットフォーマー：2 社、ネットスーパー：3 社、宅配事業者：
1 社（計６社） 

ヒアリング内容 

 上記サイト運営主体に対して個別にヒアリングへの対応を依頼し実施 
【ヒアリング項目】 
 ＥＣサイト上での食品基本情報の提供に関する消費者からの問合せ、要

望 
 原材料、原産地、内容量、保存方法（家庭・配送）、アレルギー等

の食品基本情報の提供要望 
 期限情報に関する問い合わせ 
 その他ＥＣサイト上での情報提供に関するクレーム 

 消費者からのご要望を踏まえた対応状況や課題 
 貴社が考える「ＥＣサイト上でのあるべき食品基本情報の提供の形」

とは 
 原材料、原産地、内容量、保存方法（家庭・配送）、アレルギー等

の食品基本情報の提供状況 
 期限情報提供への取組 
 ＥＣサイト上の情報提供が難しい要因 
 情報提供の責任を負う者 

 ＥＣサイトを巡る情勢変化への対応について 
 ここ数年で感じる変化や変化に対応して新たに取り組んだこと、今後

取り組む予定など 
 その他・要望等 
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 調査・分析結果 
 
【調査結果】 
 EC サイトにおける食品基本情報の提供に関し、運用状況や掲載状況などの実態について深掘りする
ためインタビューした結果及び分析結果を次の①～④に示す。 
 
① ＥＣサイト上での食品基本情報提供に関する消費者からの問合せ・要望について 

(ア) 原材料、原産地、内容量、保存・保管方法、アレルギー等の食品基本情報の提供要望 
食品基本情報の内容に関する問合せや要望等は年間数件程度であるという回答が４社から

出たが、詳細な食品基本情報に次のような問合せが時折あるとの回答があった。 
 ＮＢ商品についてはＥＣサイト上で食品基本情報を提供していないため、アレルゲン情報

や、菓子類に含まれるアルコール度数など、消費者の関心の高い一部の情報について問合
せが時々ある。（ネットスーパー） 

 食品基本情報の掲載が商品ごとに異なっていることから、一部の商品に「情報量が不足して
いる」との問合せがある。（宅配） 

 

(イ) 期限情報に関する問合せ 
在庫のうち、最も賞味期限が長い商品を選定して発送するなど期限残への配慮を行っているとい

う回答が３社から出たが、それでも実際には期限残に関する問合せ等があるとする次のような回答
があった。 

 商品着荷時の期限残について、年間数件程度の問合せがある（ネットスーパー、宅配） 

 ＥＣサイト上で期限情報は提供していないこともあり、期限の短い食品の期限残に関する
問合せが多い。（ネットスーパー） 

 ＥＣサイト上のレビューにて「想定していたより期限残が短かった。食べきれない。」のような期
待値との相違による書き込み等が見られる。（ネットモールプラットフォーマー） 

 

(ウ) その他ＥＣ上での情報提供に関する問合せ 
食品基本情報の表示が無いことや閲覧時の見づらさへの問合せは多い。（ネットスーパー） 

 

② 消費者からのご要望を踏まえた対応状況や課題 
(ア) 貴社が考える「ＥＣサイト上でのあるべき食品基本情報の提供の形」とは 

全事業者から、正確な食品基本情報の提供を第一としたい旨の考え方が示された。他方、次
のような個別の回答も示された。 

 消費者の要望（アレルギー、栄養成分等の情報提供）にできる限り応えたいが、適時の情
報更新の難しさや取扱品目数の多さが阻害要因になっている。（ネットスーパー） 

 健康危害を防止するためにも間違った情報提供は絶対に行わない方針であり、正確な情
報を得ることが難しいＮＢ商品については原則として情報提供をしていない。（ネットスーパ
ー） 

 出品者にＥＣサイト上での食品基本情報の提供を推奨している。（ネットモールプラットフォ
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ーマー） 

 

(イ) 原材料、原産地、内容量、保存・保管方法、アレルギー等の食品基本情報の提供状況 
食品基本情報の提供方法や取組状況、提供方針等についてインタビューしたところ、各事業者

から下記のような回答があった。 
＜情報提供状況＞ 

 ＰＢ商品は商品データベースを自社で更新できるためテキストで食品基本情報を提供でき
ているが、ＮＢ商品は情報提供していない。（ネットスーパー） 

 消費者からの食品基本情報に関する問合せ増加への対応や誤記載防止を目的として、最
近、「テキストによる情報提供」から「容器包装の画像の掲載による情報提供」へ、食品基
本情報の提供方法を変更した。（約２か月間で商品数は 2,000 個程対応）（ネットス
ーパー） 

 商品の外観写真、商品名、規格（内容量等）のみ情報提供している。（ネットスーパー） 

 注文カタログ（チラシ）掲載情報をそのまま提供している宅配事業者もある。（宅配） 

 配送時の保存方法が冷蔵か冷凍かについては情報提供している。（ネットスーパー、宅配、
ネットモールプラットフォーマー） 

 食品基本情報の提供は、出品者の多様性を重視する観点から出店の必須要件とはしてい
ないが、出品者に食品基本情報の提供を推奨している。このことが影響して情報提供を行
う出品者が多く見られる。（ネットモールプラットフォーマー） 

 （上記に関連し）情報提供フォーマットの記載例も出品者に提供しているが、必ずしもそれ
に従って出品者が記載している訳ではない。（小規模出品者はフォーマットを活用し見やす
く丁寧に工夫をしているが、取扱品目数の多い大規模出品者ではテキストの羅列が多い傾
向にある。）（ネットモールプラットフォーマー） 

 グループ会社の中には、商品管理システムを導入してＥＣサイト情報と紐付け、自動更新
で食品基本情報を提供している事業者がある。（宅配） 

＜補足的取組・意見＞ 

 全仕入先に商品情報の入力を義務付け、その入力ができない取引先とは取引を終了する
ことで、正確・迅速な食品基本情報の更新を担保している。（宅配） 

 全ＥＣサイト事業者が活用できる、商品情報データベースの整備が望まれる（ネットスーパ
ー） 

 あらゆる商品の一括表示掲載面の画像をＥＣサイト上に掲載することは難しい。（ネットス
ーパー、宅配、ネットモールプラットフォーマー）むしろ、テキストによる情報提供の方が、入力
や更新がしやすいため、妥当なのではないか。（ネットモールプラットフォーマー） 

 

 

(ウ) 期限情報提供への取組 
期限情報の提供方法や取組状況、提供方針等についてインタビューしたところ、各事業者から

次のような回答があった。 
＜情報提供状況＞ 
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 長年の食品製造事業者や卸事業者との協力関係もあり、予約注文により仕入個数が確
保でき余剰在庫を持たず商品が入荷されることで、決められた配達日に同一の賞味期限の
商品を一斉に発送可能なため、「賞味期限（お届け日を含む）」として掲載している。（宅
配） 

 「（製造日より）●日」と掲載している商品や出品者がある。（ネットスーパー、ネットモール
プラットフォーマー） 

 期限が短い商品については「製造日に発送」、「発送日から●日」、期限の長い商品につい
ては「●日以上のものをお届け」と工夫して情報提供している出品者もいる。（ネットモール
プラットフォーマー） 

 期限残情報は、（一部出品者を除き）情報提供するための仕組みがないことや作業の複
雑さ等から原則として情報提供できてはいない。（ネットスーパー、宅配、ネットモールプラット
フォーマー） 

 店頭在庫の消費・賞味期限を確認し、最も期限が長い商品を配送している。（ネットスー
パー） 

 顧客への着荷時点で消費・賞味期限が切れる商品の販売は禁止しており、違反した商品
は出品取り消し、販売者アカウントの停止などの措置を取っている。（ネットモールプラットフォ
ーマー） 

＜補足的取組・意見＞ 

 (特にＮＢ品は)届いた実商品の容器包装を見て、期限情報の記載を確認するようにお願
いしている。（ネットスーパー） 

 店舗で値引き品に該当するもの（「期限が●日を切る」、「期限が●割を切る」等の各社基
準あり）は、発送しないようにしている。（ネットスーパー） 

 惣菜など賞味期限が短い商品を除けば、出品者に対して「開封から●日間」、「製造日から
●日間」等の期限情報の提供を要望することについては検討の余地はある。（ネットモール
プラットフォーマー） 

 

(エ) ＥＣサイト上の情報提供が難しい要因 
食品製造事業者や卸売事業者が提供する情報が、正確かつ適時適切とは限らないという意見

が４社から出た。更新情報の適時掲載について各事業者から次のような回答があった。 
 日々大量の商品の入出荷が発生し、出荷までのリードタイムも様々であり、出荷商品とＥ

Ｃサイト上の情報を同期することは困難である。（ネットモールプラットフォーマー） 

 情報提供するための仕組みの構築は、コストに反映される懸念がある。（ネットスーパー） 

 ネットスーパー事業は現状では利益が出ていない。実店舗の運営費の上に物流経費を上
乗せして運営している実態のため、更に管理上の経費が増加すれば撤退せざるを得ない。
（ネットスーパー） 

 容器包装の画像掲載について、画像を１枚ずつ撮影して適時更新することは、商品数と更
新頻度が多い大企業ほど困難である。（ネットスーパー、ネットモールプラットフォーマー） 

 更新作業を手作業で行っているため、万一実商品とデータ更新の紐付けに失敗すれば、誤
ったアレルゲン情報が掲載されたままとなる可能性があり、健康危害を誘発するリスクがある。
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（ネットスーパー） 

 

(オ) 情報提供の責任を負う者 
商品の情報伝達を誤った者に責任が生じるとの見解が５社から出たが、個別に次のような回答

があった。 
 ＥＣサイトに誤った情報が掲載され、健康危害等の問題が発生した場合は、販売者として

一定の責任を負っていると考える。（ネットスーパー） 

 

③ ＥＣサイトを巡る情勢変化への対応について 
（近年での変化や変化に対応して新たに取り組んだこと、今後取組み予定のことなど） 

全事業者から、ＥＣサイトの利用が大きく伸びているとの回答があった。 
 特にコロナ禍の影響が大きい。（ネットスーパー） 

また、使用デバイスは、ＰＣからモバイルデバイス（会員向けの公式アプリからの利用等）に大き
く変化しているとする見解が４社（ネットスーパー、宅配、ネットモールプラットフォーマー）から出てお
り、各事業者から次のような意見があった。 

 モバイルデバイス上でのインターフェース（サイトの見た目や使いやすさ）にも配慮する必要が
ある。（ネットスーパー） 

 海外におけるＥＣサイトの情報提供の取組みも参考にしていきたい。（ネットスーパー） 

 ＥＣサイト上のみ予約可能とする商品もあり、（店頭予約に慣れている）高齢者への予約
対応が今後の課題である。（ネットスーパー） 

 

 

【分析】 
 事業者ヒアリングの結果を踏まえると、食品基本情報の提供に関し事業者側としては次のような課題
があるものと考える。 

 
食品基本情報の提供における取組の課題 
 WEB サイトの管理や更新に当たって正確かつ適時な情報が入手できるとは限らないことから、誤った情
報を掲載するリスクに鑑み、提供を控えている事業者が見られる。また、更新作業を手作業で行っている
ため迅速な情報更新ができない場合がある。 
 大規模事業者のように取扱品目数が多く、日々情報の更新作業が発生する際には人員確保やコス
ト負担が生じるため価格転嫁を行う必要が生じるなど、システム構築の阻害要因となる可能性がある。 
 

画像掲載など情報提供方法や見やすさに関する課題 

 容器包装の画像情報の掲載は、情報提供の一つの方法ではあるものの、多くの事業者が提供方法と
している「テキスト情報」の代替手段とすることには慎重な意見が多かった。とりわけ取扱品目が多い EC
サイトでは実務上困難でないかとの指摘があった。 
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 また、一部の事業者からは、一律に全ての情報をスクロールなしで確認できる必要性はなく、消費者が
情報にアクセスしやすくなるよう各 EC サイトにおいて工夫がなされればよいのではないか、という意見が示
された。 
 どのような情報提供方法を選択するか、どのように見やすさを追求するかは EC サイト運営戦略に直結
するものであり、実務上の実行可能性も踏まえて慎重に検討する必要がある。 
 

期限情報（特に期限残情報）提供に関する課題 

 「到着日から●日」等の期限残情報の提供について、消費者ニーズを踏まえ必要な情報であると認識
している事業者は多く見られた。また、その実現に注力する EC サイトも見られた。ただし、これを実現する
ためには EC サイト上の情報と配送される実商品が紐づき、かつ正確に配送されることが鍵であり、在庫
管理と配送の連携についての課題が指摘された。規模、業態、取扱商品において多様な EC サイト運
営事業者がある中で、全ての事業者が期限残情報を提供することは現時点では困難であると考えられ
る。 
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 提言 
  



令和 2 年度 EC サイト食品表示実証モデル構築事業 実施報告書 

 
76 

 

 消費者調査及び事業者調査の結果を踏まえると、コロナ禍の影響もあり、H28 調査当時よりも EC
サイトでの食品購買が大幅に増加しており、今後も更なる増加が見込まれることから、EC サイトの重要
性は一層大きくなるものと考える。ここでは、H28 調査における提言も振り返りつつ、消費者・事業者双
方の視点から把握した EC サイトの食品情報提供の実態を踏まえ、その検討課題について以下の通り
提言する。 
 

【提言】 

 EC サイト上での食品購買の増加により、商品選択の際に容器包装上の食品表示を確認することなく
EC サイト上で食品の購入を意思決定する機会が増えている。 
 このような状況も踏まえ、H28 調査では、食品の義務表示事項に係る情報提供を促進していくための
ポイントとして、3 点の提言が示されている。まず、H28 調査における提言の一点目、「対応できる義務
表示事項に係る情報や食品から取組を進める」について見ると、本事業における消費者アンケートの結
果では、EC サイト上での食品購入にあたって、是非とも知りたい情報として、食品の「名称」
（62.5％）、「内容量」（59.5％）のほか、「消費・賞味期限」（68.6％）、「原材料の種類」
（58.9％）、「原産地等」（45.2％）を多くの消費者が選択しており、特に EC サイト上での食品購
買頻度の高い層や高年齢層を中心として、これらの情報に対する消費者ニーズが高いことが分かった。ま
た、消費者座談会でも、「消費・賞味期限」に係る情報提供のニーズが高いことが判明した。 
 一方、本事業における選定企業の事業者アンケート結果によれば、「内容量」については 83.9％の企
業で情報提供できているものの、「消費・賞味期限」、「原材料名」、「原産地等」について、ほぼ全ての
商品で情報提供できている企業は、「消費・賞味期限」については 25.8％、「原材料名」については
45.2％、「原産地等」については 29.0％～45.2％であり、消費者が求めている情報と事業者が実際
に提供できている情報は必ずしも一致せず、ギャップが生じている状況にある。 
 なぜ、このようなギャップが生じているのか、事業者側の実行可能性を踏まえつつ、情報提供すべき具
体的な項目や食品について更に調査・検証することが必要と考える。 
 次に、H28 調査における提言の二点目、「消費者に分かりやすい方法で提供する」について見ると、事
業者アンケートの結果、スマートフォンサイトで PC サイト同様の情報提供がされている EC サイトが 7 割
を超えており、消費者の使用デバイスの変遷に合わせた方法での情報提供の取組がなされていた。使用
デバイスの変遷に合わせた情報提供の取組のほか、事業者ヒアリングでも、 

 食品基本情報を含む製品画像を EC サイトに掲載する  
 期限が短い商品については「製造日に発送」、「発送日から●日」、期限の長い商品については「●

日以上のものをお届け」と工夫して情報提供する 
といった実行可能な取組により、消費者に分かりやすい方法で情報を提供するよう努めている事業者が
存在した。このような取組は他事業者の情報提供等の取組の参考事例となり得る。 
 H28 調査における提言の三点目、「業者間の情報伝達の円滑化を図る」について見ると、今回の事
業者アンケートでも、情報提供が難しい最大の理由として、事業者側において食品基本情報をタイムリ
ーに把握することが難しい点が挙げられた。また、出荷までのリードタイムも様々な中、出荷商品とＥＣサ
イト上の情報同期が困難である、情報更新の作業を行う人手が不足している、情報同期が可能なシス
テムへと変更するためのコスト増が負担である、といったことが理由として挙げられている。事業者ヒアリング
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でも、EC サイト運営事業者や出品者から見て、食品製造事業者や食品卸事業者から食品基本情報
がスムーズに伝達されてこないことが阻害要因である旨の指摘があった。 
 ただし、上述のように様々な制約がある中でも、 

 商品管理システム（データベース）を導入し、タイムリーな情報把握及び EC サイトの即時更新を
実現する 

といった取組が見られた。 
 今回の調査においては、事業者が情報提供する際の様々な課題が明らかとなったが、なぜ情報をタイ
ムリーに把握することが難しいかなど、阻害要因の具体的かつ詳細な内容までは、把握できていない状況
にある。このため、消費者の求める情報提供をより広く実現するためには、今後、これらを明らかにするた
めの調査を更に進める必要がある。 
 他方、消費者においても、網羅的に全ての食品基本情報の提供を求めている訳ではないため、食品
基本情報の項目ごとに一様ではない消費者ニーズを十分に踏まえた上で、情報提供される内容として
必要不可欠な事項は何か、事業者の実行可能性の観点から情報提供を行わないことが許容される範
囲はどの程度かなどについて、更に検討を進め、どのような情報についてどのような形で EC サイト上に提
供することが望ましいのか一定の考え方を整理し、提示していく必要があると考える。 
 なお、この際には、コーデックスにおいても現在 EC サイトにおける食品情報の提供に関する議論が行わ
れていることを踏まえ、係る議論の動向や諸外国における EC サイト上での食品情報の提供の在り方も
併せて調査し、必要に応じて検討の一材料とすることが有用であると考えられる。 
 

以上 
  


