
健康都市杉並ファロ 2003  

講演とディスカッション：食の安全を考える  

     ～ 消費者・食品業界・行政 それぞれの立場から ～  

日時：2003 年９月 27 日 午後２時～４時  

会場：杉並保健所 地下講堂  

主催：杉並保健所 生活衛生課  

共催：杉並区三食品衛生協会  

 

Ⅰ．開会の挨拶  ～杉並保健所長・大倉 慶子氏～  

 みなさん、こんにちは。保健所長の大倉でございます。今日は土曜日の午後の貴重な時間を

割いて、たくさんお集まりいただき、ほんとうにありがとうございます。  

私ども杉並では９月と 10 月を健康都市推進月間と定めまして、健康に関するさまざまな事業に

取り組んでおります。  

この『食の安全を考える討論会』も、その事業の一つとして位置づけしております。健康をつくる

一番の基礎は「食べる」ですが、その前提として食品が安全でなければなりません。私自身主婦

ですから、仕事帰りにいつも食品を買って帰りますが、そのときに、必ず食品の表示を見るように

しています。生鮮食品の場合には色とか形とかにおいとか、いわゆる食品の“顔”を見て買って

おりますが、これにも今後は徹底して表示がなされるということで、今日のお話の中心はこういっ

たところになるのかなと思っています。  

 今年は新しく『食品安全基本法』ができました。この中に、食べ物について、食品をつくる者も事

業者も消費者も、お互い情報を交換しあって、いろんな意見を出し合って、よいものにしてゆこう

という、基本的な方針が示されております。今日の討論会は、その法の精神に則って展開してゆ

きたいと考えておりますので、みなさんに活発な意見を出していたただき、議論いただければあ

りがたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。  

 

Ⅱ．来賓挨拶  ～岩本 隼人氏（関東農政局東京農政事務所長）～  

 東京農政事務所長の岩本です。本日はよろしくお願いします。  

東京農政事務所といいましても、この名称を聞かれたことがない方が多いと思います。実は２年

前の“ＢＳＥ”の問題を契機としまして、国は法律として『食料安全基本法』というものをつくる、あ

るいは従来の組織を大きく変えて、内閣府の中に『食品安全委員会』を設置する、そして、この

食品安全委員会の指導のもと、農林水産省と厚生労働省が食のリスク管理を分担して行うとい

う体制がつくられました。これに合わせまして、農林水産省の末端組織として、都道府県に農政

事務所を設置しました。  

この７月１日から、東京では東京農政事務所を旗揚げしまして、私はその初代の所長ということ

になります。末端で食の安全・安心の確保を行うことが任務です。  

具体的には、二つの大きな車輪があると思います。一つは、食の安全・安心を確保するための

“監視”業務です。食品の表示に関する監視、あるいは農薬がどのように使用されているか、と

いった監視です。と同時に、食の安全・安心を確保する仕組みが、どのようにできているかを消

費者のみなさんに知っていただくこと、この二つがうまく回転してはじめて、みなさんの食の安

全・安心に対する任務が遂行できるというふうに考えています。その第一歩として、今日こちらに

おじゃまして、みなさんとご一緒に食の安全・安心について意見交換をさせていただければあり

がたいと思います。どうぞよろしくお願いします。  

 



Ⅲ．基調講演「食肉の表示のルールについて」  

  ～大野谷 靖氏（東京都食肉公正取引協議会）～  

 みなさまのお手元に『お肉の表示ハンドブック』という小冊子があると思います。これを見ると、

肉の表示に関してはほとんどのことが分かります。  

我田引水になりますが、この冊子の優れたところは、前半で項目別に表示に関することが整理し

て書かれてあり、後半には、その根拠となる法律の条文などが載せてあります。たとえば、輸入

牛肉に関する表示であれば、「輸入食肉の原産国表示」を見ていただいて、ページの下には、そ

の根拠となる法律が示され、その条文の載っているページも表示されています。ハンドブックの

方は、後でゆっくり見ていただくとして、今日は画面（パワーポイント）で説明をします。  

 消費者の食品に対する関心は、大きく分けて二つだろう、と私は思っています。ひとつは安全

性です。口に入れて食べ、それが体の血となり肉となるのですから、安全なものでないと食べる

ことはできません。場合によっては、健康を損なうかもしれないし、もっとひどければ命を落として

しまうかもしれません。そういうわけで、安全性への関心は非常に高いと思います。そして、安全

性の拠り所は“表示”ですから、安全性と表示は対になっています。  

この安全性が何を生むかというと、まずひとつは“安心”ということです。  

ＢＳＥ騒動の際に、さんざん、「安心と安全がずれている」という声をあちらこちらから聞きました。

ＢＳＥ騒動が起こって１か月目に“全頭検査”が始まりました。これは農水省にとって“安全宣言”

だったわけですが、消費者の方にとっては安心ではありませんでした。それで、全頭検査の結果、

２頭目のＢＳＥ感染が発見されると、また牛肉の売り上げがどっと落ち込みました。つまり、全然

安心していなかったわけですね。  

 もうひとつ、表示がもたらすのは“信頼”です。表示を信じていただけなければ、商品の内容に

関して、みなさんに安心していただくことはできません。ところが、この信頼が失われるようなこと

が、昨年起こりました。私は、ＢＳＥは百年に１度の災難だと思っていますが、昨年起こったこと

は、30 年に１度の災難だと思っています。それは『偽装表示』です。新聞の見出しを見てみましょ

う。「輸入牛を和牛として販売した…」とあります。毎日のように、このような報道がありましたでし

ょう。「熊本でも偽国産牛……」とか「店頭に偽装肉ごろごろ…」とか、さらには「偽装表示は底な

し…」、「食への信頼は崩壊している…」などなど。「消費者もうんざり…」などとありますが、私た

ちもうんざりしました。消費者のみなさんは、うんざりして、食べなければいいのですが、私たち

食肉の販売者は、食べていただけないと生きてゆけません。  

 生協の調査によれば、「食品の表示が信じられない」という方が８割もいました。お肉に関して

は７割の人が「信じていない」という、恥ずかしいようなお話です。では、その信頼回復のために

は、どうしたらよいのか。その方策のひとつが、ルールをつくって自主的に管理しましょう、という

ものです。これだけで完全とは思いませんが、これは、家を建てるときの土台と同じです。そこで

ルールをつくろうということになるわけですが、実はお肉の表示には既にルールがあるのです。

『食肉の表示に関する公正競争規約』というのですが、名称が長いので、私たちは、通常、『食肉

競争規約』と呼んでいます。もっと短くいうときには『規約』といいます。  

このルールは33年前に、ある事件をきっかけにできました。それは、昭和 44年に起きた、“豚の

挽肉にウサギを混ぜて売った”という事件です。事件発生により、都内７千軒の店を調べたところ、

牛肉に馬肉が混ざっていたという例が５件、その中には、大手スーパーもありました。大変不名

誉な出来事です。そこで、消費者団体の方々と話し合いをして、私たち団体の者が平謝りをし、

嘘の表示をしないために規約をつくることを約束し、その翌年の昭和 45 年にできたのが、この規

約というわけです。最初は東京でつくられ、全国に広がってゆき、ある段階でひとつにまとめまし

た。さらに昨年、規約の範囲を卸売段階まで拡大しました。というのは、昨年起きた偽装表示事



件の多くは、卸売業者によるものだったからです。小売段階ではないのです。卸売段階で嘘の表

示をしていたら、当然小売段階でも、意図的ではないにしろ、嘘の表示のままになってしまいま

す。そこで規約の範囲を卸売段階まで広げようと、公正取引委員会が重大な判断をしたというわ

けです。  

 こういうことで今までやってきました。規約をつくって33年間もやってきて、今更何ですか…と言

われそうですね。信用というものは、着々とつくっても、失うときは１晩で失うものです。「築城 40

年、落城３日」という言葉があるそうです。40 年かけて城を築いても、３日で落城するという…。  

 

《図表１：食品の表示に関する公正競争規約》  

 

 この『規約』の根本には、独占禁止法があります。独占禁止法と聞きますと、独占を禁止する法

律と思いますが、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』というのが正式の名称

です。独占禁止法という表現は、その前半しか表現していないということになります。そして、この

法律から派生して、『不当景品類及び不当表示防止法』ができました。法律の目的は、景品と表

示に関する不当なものを排除しようというものです。  

この法律の中で“公正競争規約”に触れており、景品や表示のルールを業界ごとに定めなさい、

となっています。それはそうですね、「お肉の価格は 100 グラム単位で表示しなさい」なんて細か

いことを、法律で書くわけにはいきませんから。そして、各業界ごとで規約を定めたら、公正取引

委員会で認定しましよう、というのです。また、公正取引協議会を結成したら、それも承認しましょ

う、という仕組みになっています。日本全国では、全国食肉公正取引協議会という組織があり、

私の所属する東京都食肉公正取引協議会は、その下部組織です。現在、全国47都道府県に設

置されています。食肉小売店は２万１千軒、卸売業者は２百くらいです。組織の構成員は、専門

店が７割、量販店が 25％程度、生協が２％、農協５％といった割合になります。卸売の方も含ま

れます。  

 次に、ルールと法規の関係をご紹介しましょう。  



 表示に関する法律はいろいろあります。食品衛生法には表示に関するさまざまな規制がありま

す。JAS 法や景品表示法もあります。また、計量法によっても定めがありますし、各都道府県に

は条例があります。あるいは各省庁の“通達”や“通知”などがあります。こういったものをすべて

寄せ集めたものが、私たちの『規約』なのです。ですから、こういった法律の集大成と考えていた

だいて結構です。  

 

《図表２：食肉の表示のルールと各法規》  

 

 昨年、偽装問題が発生した際に、表示に関する法律はひとつにしようという話がありました。た

しか“食品表示法”とかいう名称で、現在進行中と聞いていますが、お肉に関しては、このように、

既にできあがっているわけです。  

 さて、私たちの『規約』には４本の柱があります。１つは『必要表示事項』で、「最低限、これだけ

は表示しましょう」ということを決めています。２番目は、『特定表示の基準』です。たとえば、和牛

とか黒豚に関しては、こういうルールで表示しましょう、という基準が決められています。３番目が

『不当表示の禁止』です。「こういう表示をすると法律違反になる」ものを項目として定めています。

４番目として、表示に関する調査と指導の方法に関する約束事が決めてあります。１から順に話

をしましょう。  

 まず『必要表示事項』です。これは以下の四つに分かれています。  

 (1) 対面販売  

 (2) 陳列販売  

 (3) 卸売段階  

 (4) チラシ  

 対面販売というのは、商店街の専門店で見るような、ショーケースの中にお肉が置いてあり、



「この肉を 100 グラムちょうだいな」という買い方をするのが対面販売です。２番面の陳列販売と

いうのは、スーパーなどで、パッケージしてラベルが貼ってあり、それをレジに持っていって精算

するというやり方です。３番目は卸売段階、４番目はチラシにおけるもの、この四つの必要表示

事項があります。  

 みなさんに一番お馴染みのものといえば、１番目の対面販売でしょう。ここでの表示はプライス

カードに書かれています。まず、お肉の“種類”と“部位”と“用途”などが書かれています。後で実

例を示しますが、お肉の種類と部位は必ず書いてあります。次に“原産地”が書かれています。

アメリカ産とか三重県産とか、そういうことですね。さらに 100 グラムあたりの“値段”が書かれて

います。また、“冷凍”の場合にはその表示、一度でも冷凍したら書きます。プライスカードのサイ

ズも決まっています。縦が 5.5 ㎝以上、横が９㎝以で、これはちょうど名刺の大きさに相当します。

でも、お店では、そんな小さなプライスカードをご覧になったことはないでしょう。つまり、大きさに

関してはすべて合格と言えます。文字の大きさも定められています。42 ポイント、といってもイメ

ージが浮かばないかもしれませんが、1.5 ㎝以上です。ショーケースに近づいて、ちょっと体を斜

め前にして見れば判読できるという大きさです。先日大手デパートで、お肉のプライスカードに何

か違和感を覚えまして、よく見たら原産地が書いてないのです。そこで、更に一歩近づいたら、

小さく米国産と書かれてありました。こういうのは違反です。  

 スーパーでの陳列販売の例も見てみましょう。このラベルには量目、つまりパッケージの中に

何グラム入っているかが書かれています。さらに、消費期限、あるいは賞味期限が書かれてい

ます。いわゆる“足の長いもの”、冷凍ものなどは賞味期限になります。一般の生肉の場合には、

消費期限と保存方法が書かれています。さらに加工所の所在地、加工者の氏名または名称も

必ず書かれています。もし、みなさんが、このように表示されていないものをご覧になった場合に

は、お店に「どうして正しく表示されていないの？」とお尋ねになってくださるといいですね。  

卸売段階での表示は、直接みなさんとは関係ありませんので、ざっと示すだけにします。基本的

には小売り段階と同じですが、値段だけは書いてありません。  

チラシに関しては、三つだけに限定しています。細かく書くと、チラシが文字だらけになってしまう

からです。肉の種類と部位は必ず書き、100 グラム単価も必ず書いてもらいます。たとえば、この

例は「ロースカツ、１パック 70 グラムかける４枚、（つまり 280 グラムですね）、380 円」となってい

ます。これでは、よほど暗算が得意な人でないと、100 グラム単価がすぐには分かりませんね。

ですから、価格の下に「100 グラム当たり 136 円」と付け加えているわけです。これが一般的な表

示方法です。  

 街には“食品スーパー”というのがありますね。お肉と野菜と魚、調味料や雑貨などを扱ってい

るお店です。こういうお店のチラシには、100 グラム単価が書かれていないことが多いので、お気

づきになられたら、ご連絡ください。私どもから指導するようにしたいと思います。  

 次に、食肉における商品の表示の話に移ります。お肉は種類と部位によって商品としましょう、

ということになっています。JAS法では、お肉の種類だけでもよいことになっていますが、私は不

満に思っています。たとえば、ただ“牛肉”というだけでは商品名にはなりません。牛のバラ肉と

サーロインでは、商品価値がまったく違いますから…。ですから、必ずお肉の種類だけでなく部

位も書くことにしています。  

 実際に、お肉の種類についての表示を見てみましょう。牛肉に関しては、“牛”とか“牛肉”、あ

るいは“ビーフ”でもよいことになっています。豚肉の場合には、“豚”と“豚肉”、あるは“ポーク”と

表示します。鶏肉の場合には、ちょっと複雑です。“鶏”、“鶏肉”、“チキン”でもよいのですが、生

後３か月未満の鳥に関しては“若どり”という表示もしています。羊に関しては、生後１年以上（マ

トン）か未満（ラム）かによって表示が変わります。また、最近はあまり見かけませんが、馬肉の



場合には“馬”と“馬肉”ですね。ただし、馬の場合には、「漢字に限る」とされています。というの

は、平仮名で“うま肉”と書きますと、“うまい肉”と誤解されるからです。  

最近よく質問を受けるのが「合鴨」です。鴨とアヒルをかけ合わせたものですね。合鴨を鴨と表示

することは禁止しています。先日は「猪豚（いのぶた）はどう表示したらいいか？」という質問がき

ましたので、それはそのまま“猪豚”と表示してくださいと返事しました。あるいは、オーストラリア

にいるダチョウのような大きな鳥に“ミール”というのがいます。これは“ミール”でよいと認めてい

ます。  

 次に、部位に関してですが、牛の部位に関しては、ここに表示した通りです。  

〈牛肉の部位の表示例〉  

牛かた、牛かたロース、牛リブロース、牛サーロイン、牛ばら、牛もも、牛そともも、牛らんぷ、牛

ヒレ  

 ここに挙げたものは、農林水産省の「牛肉小売品質基準」に準拠しています。要するに、部位

がきちんと分かればよいということでやっております。基本は、専門家にしか分からない表示は

いけません、ということです。  

 豚の場合の部位の表示は、以下のようなものがあります。  

〈豚肉の部位の表示例〉  

豚かた、豚かたロース、豚ロース、豚ばら、豚もも、豚そともも、豚ヒレ、豚レバー  

 これらも、同じく農林水産省の「豚肉小売品質基準」というものがあり、それに準拠しています。

鶏肉の場合は大変です。  

〈鶏肉の部位の表示例〉  

丸どり、手羽もと、手羽さき、手羽なか、骨つきむね、骨つきむね肉、骨つきもも、   骨つきうわ

もも、骨つきしたもも、むね肉、特製むね肉、もも肉、特製もも肉、正肉、   特製正肉、ささみ

（すじなし）、こにく、かわ、あぶら、きも、きも（血ぬき）、すなぎも（すじなし）、がら  

 こんなに出てくるのです。特製正肉と正肉、あるいは特製むね肉とむね肉、それぞれの違いは

何かといいますと、切り方の違いからきています。なお、これらも、農林水産省の「食鶏小売規

格」に準拠しています。  

現在のところ、内臓に関しては細かい表示規定がありませんが、内臓関係の組合さんの方で、

今後、表示に関する規定を設けたいとおっしゃっています。  

（注：内臓など副産物の表示は平成 16 年秋に例示が示される予定）  

 ここで、ひとつ問題です。「牛カルビ」という表示がありますが、これのどこがいけないか、お分

かりになりますか？ これには部位が書かれていないのです。正しくは「牛ばらカルビ焼き用」と

書きます。カルビというのは元々韓国語です。あばらの肉、あるいはあばら骨のことですね。最

近「豚とろ」という言葉をお聞きになったことはありませんか？ 実際に見ると、まっ白な脂肪たっ

ぷりの肉なんですよ。でも、なんだかおいしそうに聞こえますね。マグロのトロを連想するからで

す。名前の付け方によって、それまで売れなかった商品が売れるようになったという例ですが、

正しくは「豚かた」または「豚ネック」です。「サイコロステーキ」というのもよく聞きますね。これは

内臓の肉や細かく砕いたものなどを圧縮して固めて四角にしたものなのです。これについては

「成形肉」という表示をするように指導しています。そうでないと精肉と思ってしまうからです。牛

の横隔膜の肉を“ハラミ”とか“サガリ”と呼んでいます。  

 次に、「特定表示の基準」についてお話します。大きく四つほどの基準を設けていますが、今日

は以下の三つについて紹介します。  

(1) 原産地表示  

(2) 「和牛」の表示  



(3) 「黒豚」の表示  

 「原産地表示」に関しては、水産物、農産物、畜産物の三つで違いがあります。  

農産物は地面から生えてくるものですから原産地は明白です。ところが、畜産物になると、生ま

れた所、育った所、と畜された所というように動きますから、特定できません。あるいは、水産物

にしても海を泳いでいるわけですから、原産地をどこにすればよいのか、など、さんざん議論しま

した。国別なのか都道府県別なのか、もっと細かい地域をいうのか…。  

最終的には、このように決まりました。水産物に関しては、とれた水域または水揚げした港があ

る都道府県名を原産地とする。“インド洋”とか“三陸沖”といった表示をご覧になったことがある

でしょう。農産物に関しては、収穫した都道府県名、これが一番分かりやすいですね。ネギとか

キャベツとか、野菜などはすべて原産地の県などが書かれてあります。畜産物に関しては、輸入

品は原産国名、国産品は国産である旨を表示しましょう、となっています。輸入食肉の場合には、

５年ほど前までは“輸入”だけでもよかったのです。それを原産国名を入れようとしたのは、忘れ

もしない 1996 年イギリスで発生した事件です。当時は“狂牛病”と呼んでいましたが、このＢＳＥ

が問題となったとき、原産国を入れることで規約化しました。  

国名は「オースラリア牛」、「米国産豚」、「鶏肉（中国産）」などと表記しますが、“ＵＳＡ”などのア

ルファベット表記は認められません。あるいは“オージービーフ”というのもだめです。ある調査で

は、“オージー”と聞いてオースラリアと分かる人が 10％程度しかいませんでした。この場合には

「オーストラリア産牛肉」と表示します。同じように“カンザス牛”とか“ネブラスカ牛”というのもだ

めで、必ず「アメリカ産牛肉」と表示します。「カンザスといえばアメリカに決まっているではない

か」と思われる方も多いかと思いますが、地理に関する知識は人それぞれ違いがあるので、この

ように規定しています。  

 さて、次に、私としては、ちょっと恥ずかしい話をしなければなりません。  

『表示の２大問題』です。その１は「輸入肉が国産肉に化けている？」というもの。昨年、多くの例

がありました。たとえば、ある大きな卸売業者がアメリカ産の鶏肉をずっと国産と偽っていたとい

います。新聞報道の例を画面で見ましょう。「まずくてばれた」の見出し。これは、ある生協で十勝

牛として販売していたのですが、担当者が卸売の人と組んでズルをしていて、実は輸入牛を入

れて、そのまま十勝牛として売り続けたのです。生協は会員制ですから、ずっと購入していた人

たちから、「味が落ちた」という苦情が出て、ばれてしまったという話です。恥ずかしい話ですが、

事実は事実として受け止めなければなりません。  

 そこで、輸入か国産かの見極めをどうするのか？ ということになります。私は、これには四つ

ほどあると思います。一つ目は「科学的方法」ですが、実はこれはありません。２番目、「経験」か

ら。食肉市場には、「肉を一片見たら、分かるよ」という方もおられます。でも、果たして本当かど

うか、確定できません。九州方面で嘘の表示の摘発をしている方がいますが、この方は、お店に

行ってケースを一目見たら、それが輸入か国産か分かりとおっしゃっています。私は一度ご本人

に「どうして分かるのですか？」と尋ねたことがあります。答は「肉が私に語りかけてくるんだ」と

いうものでした…。経験からくるものなのでしょうが、決定打にはなりません。  

「状況証拠」、たとえば、あるお店で、販売しているのはすべて国産牛となっているのに、伝票を

調べたら輸入牛のものばかりだった、といったものです。私どもでも、この例では、何件か摘発し

たことがあります。最後、「内部告発」。実例を挙げましょう。九州の方で、ある方が公正取引委

員会のモニターになりました。その方は、非常に張り切って、「私が、この前までパートで勤めて

いたお店、ひどいことしているのよ」とおっしゃるのです。詳しく聞いてみると、「アメリカ産と書か

れた箱から取り出した肉をスライスして、それに宮崎牛というラベルを貼って売っている」というも

のでした。早速公正取引委員会の人が調査に行きましたが、“生き証人”がいるので反論できま



せん。すぐに文書で警告が出されました。  

ところで、みなさんは、『スーパーの女』という映画をご覧になられましたか？ 宮本信子演じる女

主人公の経営する“正直堂”というスーパーと、伊東四郞演じる経営者がやっている“安売り大魔

王”という、名前からしてはっきり善悪が分かる映画ですが、その映画の中で、伊東四郞が「でき

のよい輸入牛は和牛として売れ！ そして高い価格をつけ、さらにそれを値引きして売れば消費

者は喜んで買うんだ！」というシーンがあります。また、職人さんが「オーストラリア産の牛に和牛

の脂を重ねてスライスするとよい和牛のすき焼き用の肉ができるんだ」なんてセリフをいう場面も

ありました。私は、この映画を試写会で見たのですが、これは監督の伊丹十三さんに文句を言

わないといけないなあ、と思っていたら、映画の後半では、そういう悪いことをしているスーパー

には、お客さんがだれも来なくなった…という展開になりましたので、「まあ、いいかな」と思った

次第です。  

 国内産食肉の原産地表示ですが、国内産の場合には、「国産」だけでよいのです。オールマイ

ティですね。でも、都道府県名を書きたいという方が多くおられます。その場合には、「宮城県産

牛肉」とか「茨城産ローズポーク」などと表示します。この場合には、国産であることの旨の記載

を省略することができます。JAS法では、「主たる飼育地が属する都道府県名、市町村名、その

他一般に知られている地名を原産地として記載することができる」としています。 “主たる飼育

地”という意味は、２か所以上の飼育地で育てた場合に、飼育期間が最も長い飼育地を指します。

また、“一般によく知られている地名”というのは、以下のようなものです。  

 (1) 郡名  

 (2) 一般に知られている旧国名（丹波、土佐 など）  

 (3) 一般に知られている旧国名の別称（信州、甲州 など）  

 (4) その他の一般に知られている地名（房総、屋久島 など）  

 実際には、食肉の場合には、国産であることが分かればよいのであって、細かい地名に関して

は嘘でなければよいというのが基本です。  

こんな問い合わせが来ました。「桜島豚という表示はよろしいでしょうか？」というものです。桜島

といえば火山灰の土地で、大根は育てていたと思ったけれど、豚を育てていただろうか、と疑問

を感じたので、「それは桜島で育った豚ですか？」と尋ねました。すると「いいえ、対岸で桜島を見

て育った豚なんです」…。「そういうのはだめです」と申し上げました。  

お肉の加工食品の場合、JAS法では原産地名の表示をする必要はないとされています。複数の

肉の組み合わせ、たとえば牛肉と豚肉の盛り合わせなどが相当します。スパイスをふりかけた

食肉、タレをかけた食肉、パン粉を付けた豚カツ用豚肉などは、すべて加工食品扱いです。お刺

身などでもそうですね。マグロの刺身ならば宮城県沖などの表示がありますが、マグロとタコとイ

カの盛り合わせ刺身セットなどになると原産地表示が不要になります。  

（注：その後加工度の低い食肉で、容器・包装に入れて卸売されるものは、原料原産地の表紙が

必要になった。）  

 原産地表示の違反のものを紹介しましょう。よくあるのが「和牛」というもの。これだけでは国産

表示に該当しないのです。“和”は日本のことに決まっているだろうと思われる方も多いかもしれ

ません。しかし、実際には外国産の和牛もありますので、「国産和牛」と表示すべきなのです。同

じように「Ｊビーフ」とか「Ｊチキン」なども国産の表示に該当しません。  

 『表示の２大問題』のその２は「産地や銘柄が偽られている？」です。結構事例があります。昨

年の５月のもので「山形産なのに松阪牛と偽装した」という報道があります。肉が硬いのでオス

の牛ではないかと、顧客が見抜いた、とあります。これを新聞で読んだとき、食べただけでオス

牛かメス牛かが分かるなんてすごい人がいるものだと感心しましたら、さきほど話に出た九州の



方でした。  

違反表示をして、指示命令に従わない場合には、罰則があります。JAS法違反に対しては、「１

年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金（法人は１億円以下）を課す」となっています。  

さて、「和牛」と表示できるのは、以下の４つの品種だけに限られています。  

 (1) 黒毛和種 (2) 褐毛和種 (3) 日本短角種 (4) 無角和種  

一番数が多いのは黒毛和種です。問題なのは交雑種ですね。たとえば最近は、和牛と乳牛の

交雑種というのが非常に多い。肉になっているものを見ると、純粋のホルスタインよりも多いので

すが、これは和牛とは表示できません。難しいのは、和牛同士の交雑種の場合、たとえば黒毛

和種と褐毛和種を交配した場合には、和牛とは呼べないのか？ みなさん、どう思われます

か？ 昨年の５月くらいまでは和牛と表示していましたが、疑問の声が挙がり、現在検討中とい

うのが実状です。  

（注：その後、全国公取協では、和牛同士の交雑種は「和牛」と表示してよいことになった。正式

には公取委での手続きが必要）  

“黒牛”と“黒毛牛”、などいう表示もあります。これを見たら、黒毛和種と思うでしょう。一方では、

「黒い毛の牛を黒牛と書いてどこがいけないの」と言われれば、それもそうかなと思ってしまいま

すね。公正取引委員会の見解は、「黒牛や黒毛牛などと書く時は、品種をきちんと明記すること」

としています。たとえば「黒毛牛（交雑種）」といったように表示することです。  

次に黒豚の表示ですが、「黒豚」と表示できるのはバークシャー純粋種のみです。なぜ、こういう

決まりになったのか。あちらこちらで「黒豚」という表示か目についた時期がありました。当時は

黒豚の定義がなかったため、バークシャーと他の種類の豚を掛け合わせたものも黒豚として売

っていたことがありました。  

 みなさんは、豚にどんな品種があるかご存じでしょうか。ここに用意した写真をご覧ください。ま

ず大ヨークシャー種、白い豚ですね。これはよく漫画でご覧になると思います。デュロック種はち

ょっと茶色です。ハンプシャー種は全体は黒いのですが、中央に白い帯があります。こういった

品種がありますが、平成 11 年の５月に、この中で黒豚と呼べるのはバークシャー純粋種だけに

しようということになりました。みなさんが、街で黒豚と表示されているが違うのではないかと疑い

をお持ちになった場合には、（社）日本食肉加工協会と（財）畜産生物科学安全研究所の２か所

でＤＮＡ鑑定ができます。ただし、鑑定料は３万円から４万円と高くつきますので、そういう場合に

は私どもに持ち込んでくだされば、私どもで費用を負担します。  

 ○○牛とか○○豚、あるいは○○鶏等の「銘柄食肉」（ブランド食肉）といわれるものも多数あ

り、みなさんも、よくお見かけになると思います。あまりに数が多いので、地図にしてみました。銘

柄食肉地図です。細かくてよく見えないかもしれませんが、ここには 169 と書いてあります。しか

し、調べるたびに数が増え、今年３月の調査では 189 になっていました。これらの数字は牛肉だ

けですから、豚や鶏を含めると膨大な数になります。となると、消費者の方は数が多すぎる、そし

てそれぞれの内容（違い）が分からないと思われて当然でしょう。ただ、多すぎるといっても正当

な経済行為なので規制はできません。規制をかけると、規制を守らせるための団体が作られま

すし、そこには天下りの役員が来て、税金が使われると…という、痛し痒しの状況になってしまい

ます。ただし、平成元年から２年度にかけて、中央畜産会でガイドラインをつくりました。「産地等

表示食肉の生産・出荷等の適正化に関する指針」（生産者向け）と「食肉販売店等における食肉

の産地等表示販売に関する指針」（販売店向け）です。このように、私どもではルールづくりをや

っていますが、なかなか消費者のみなさんには伝わりません。今日みなさんに配布しました『お

肉の表示ガイドブック』の最終ページに発行者である（財）日本食肉消費総合センターのホーム

ーページアドレスが書いてあります。ここにアクセスしていただくと、それぞれ銘柄食肉の詳細が



出ておりますので、参照ください。  

         ▼ http://www.jmi.or.jp 

 たしかに、紛らわしいと思うものも多いですね。みなさんにもお馴染みの松阪牛でいいますと、

“松阪和牛”、と“松阪産和牛肉”、これらはどう違うのか？  

 少し前の話になりますが、格付けで最高級に当たるＡ５やＢ５でないと松阪牛とは認定されま

せんでした。いまは少しゆるんで、その地域以外の松阪市で育った和牛という意味で、松阪市の

ある地域でとれたもので、メスの和牛を松阪牛と言っています。“松阪和牛”というのは、嘘は言

っていませんが、消費者の方は、当然松阪牛だと思いますよね。そこで、松阪和牛と表示してな

にが悪いのかという業者の方には、消費者の誤解を招くような表示をすると消費者にそっぽを向

かれますよ、というようにご説明するようにしています。  

チェーンストア協会では、「銘柄牛肉・豚肉・鶏肉については、銘柄名と類似した極めて紛らわし

い表示を行わない」ことを申し合わせました。その発表があってすぐ、この新聞記事にありますよ

うに、ある大手のスーパーで、それまで松阪和牛として売っていたのをやめたそうです。  

 次に不当表示について述べます。“羊頭狗肉”ということがありますが、これは中国の清の時代

の書物に出てきます。羊の肉の看板を掲げながら実は狗（犬）の肉を売っていた、というもので

す。100 年以上前から不当表示があったということになります。不当表示のキーワードのひとつ

は、「優良誤認」、つまり優れて良いものだと誤って認識させること。もうひとつは「有利誤認」で、

買って得（有利）と誤って認識させることです。食肉の場合には、以下のようなものがあります。  

(1) 食肉以外のものの誤認表示  

 食肉以外のものを食肉であるかのように誤認されるおそれのある表示。たとえば、植物性タン

パク食品を「人造肉」、「人工肉」、「ヘルシービーフ」等と表示することや、挽肉に植物性タンパク

を混合しているのに、その旨が明瞭に表示されていなかったりする場合。  

(2) 種類・部位の誤認  

(3) 国産・外国産の誤認  

(4) 「和牛」の表示の虚偽  

(5) 「黒豚」の表示の虚偽  

(6) 陳列の仕方の不正  

 手前に悪い肉、奥の方によい肉を置いておいて、注文があると手前の方の悪い肉をスライスし

て販売するようなやり方ですね。あるいは、上の方は赤いきれいな肉なのに、買って帰ってよくみ

たら、裏側は白い脂身だらけだったとか…。  

(7) 品質・規格・産地・銘柄の虚偽  

(8) 価格の有利  

(9) 中傷・誹謗  

(10)過剰包装  

 最近、公正取引委員会は、不当表示に対して新たな基準を設けました。「合理的な根拠を持た

ない優良表示は不当表示である」というものです。これを私たちの業界に適応するといろいろひ

っかかるのです。画面でお見せしましょう。  

“特選”とか“特上”、“極上”あるいは“自然”、“ナチュラル”、“健康”、“純粋”、“ピュア”、“クリー

ン”、“正常”、“安全”、“安心”、“熟成”、“新鮮”…こういった表示は、きちんと裏付けをとってや

ってくださいといっています。  

たとえば、特選というならば、牛肉の場合の格付けでＡ４・Ｂ４以上に限るとか、極上ならＡ５・Ｂ５

以上にするということを、お店の中できちんと決めてやっているならよいでしょう、ということです。  

またまたチェーンストア協会での取り決めですが、同協会では「牛肉において特選牛肉とか極上



和牛等の表示は品質の誤認を招きやすいので表示しないこととしましょう」となりました。最近、

チェーンストア協会は本当に厳しいんですよ。  

私ども食肉公正取引協議会では、適正表示指導員を任命して、定期的に指導を行っています。

指導員が調査して、正しい表示がなされていることが証明されたお店には、『適正表示ステッカ

ー』というものを差し上げています。みなさんが、街で、このステッカーを貼っているお店を見かけ

たら、指導員の指導を受けているお店であるとご認識願います。罰則もあります。ステッカーを回

収し、50 万円以下の違約金とか除名処分などを行っています。なお、会員でないお店に対して

は、公正取引委員会とか行政が指導を行います。というわけで、会員でない場合のトラブルに関

しては、都の行政の方にお願いします。  

 最後に安全に関する重要なお話をします。「トレーサビリティ」です。これには五つのポイントが

あります。その１が、すべての牛に“自標”という 10 桁の番号をつける。これを真っ先にやらなけ

ればなりません。現在、全国の 450 万頭の牛のほぼ 100％に付けられています。なお、平成 16

年 12 月から、これが義務化されます。２番目は、牛の情報をデータベースに入力すること。こち

らも 450 万頭すでに入力済みです。ポイントの３と４は飛ばして、５番目にゆきます。消費者がデ

ータベースにアクセスできること。インターネットで内容が見られます。牛の生年月日、雌雄の別、

品種、母牛の個体識別番号、と畜年月日または死亡年月日などです。実際にアクセスした画面

がこれです。内容はいいのですが、もう少しデザイン的になんとかならないものかとは思います。  

 そして、１、２と５のポイントをつなぐものが、流通のすべての段階で個体識別番号を伝達・記録

して、店頭で番号を表示する、となります。これをきちんと表示しなかったら、消費者がデータベ

ースにアクセスできません。  

 

《図表３：トレーサビリティのポイント》  

 

 どのような牛が対象になるかというと、こう書かれています。「食用に供される牛の肉であって

個体識別番号が台帳に記載されている牛」。これは、いわゆるお役所用語なので翻訳が必要で



すね。国産牛の、ひとつは「枝肉」（牛をと畜して、皮をはぎ、内臓を取り出し、手足を取って半分

にしたもの）です。これに必ず番号をつけて流通させなければなりません。次は「部分肉」で、枝

肉を分割して真空パックにしたものです。これらにもすべて番号を付けなければなりません。最

後の対象は「精肉」ですね。  

つまり、輸入牛肉は除外されるのです。内臓も除外します。内臓の場合には、何頭かの牛のも

のをひとつにまとめたりしますから、どの牛か判定できないからです。さらに、ハム、ベーコン、ソ

ーセージ、コンビーフなどの製造品も対象になりません。タレにつけたもの、混合したものなどの

加工品も対象とはなりません。調理したもの、たとえばお弁当のおかずになったようなものも対

象外です。挽肉、小間切肉も対象外です。  

義務付けされるのは１年半後ですが、必要表示事項に「個体識別番号」を追加することになりま

す。つまり平成 16 年 12 月以降は、お店でふつうのお肉に番号が付いていないものがあれば、

それは違反しているか、輸入牛肉であるということになります。具体的には、ラベル表示、レシー

ト（送り状に記載）、プライスカードや POP を利用する、見やすい場所にパネルで掲示する、とい

ったものは４通りの表示方法があります。私たちがやろうしているのは、こんなプライスカードで

す。右側の上に四角い枠があり、ここに手書きで番号を書きましょう、というものです。これが一

番分かりやすいですね。また、ラベルやシールの場合の表示はご覧ようになります。これは長野

県でやっている例ですが、個体識別番号を枝肉にシールで添付したものです。松阪牛の場合に

は、こういうシールが付いてきます。ただし有料で、少し高目です。次の画面はパネルでの表示

の例ですが、今日売っているお肉のはこういう番号ですよ、というやり方です。独自に手書きで

やっているお店もあります。お肉の場合には複数のものが混ざる場合があります。その場合に

は二つの識別番号を書いてもよく、たとえば、これがそのラベルの例です。  

ロット番号というのものがありますが、これは、流通の途中で、食肉の製造業者がまとめて番号

をつけるものですが、そういう場合にはロット番号でやってもいいよということになっています。ロ

ット番号の場合には、きちんと連絡先を書いて、消費者に、このロット番号の牛は何番の牛かが

分かるようにしなければなりません。  

これらの目的は、ひとつは安全対策です。つまり、何番の牛肉がどのルートでどこまで流通した

か、追跡することができるのです。文字通り、トレーサビリティ＝追跡可能性ですね。もし病気の

牛が出た場合、その肉がどこにあるかすぐに追跡可能です。もうひとつは安心面での対策です。

店頭で番号を表示し、それをデータベースで消費者の方に見てもらおうということです。実はフラ

ンスとイギリスでは店頭で番号の表示はしていません。ドイツではやっています。国民性の問題

でしょうか。ドイツ人は几帳面な国民といわれます。日本人はさらに几帳面で律儀ですから、ここ

までやるわけですね。  

 こういうことを国がお金をかけてやったわけですから、消費者のみなさんには、ぜひ活用してい

ただきたいですね。ここでみなさんは疑問に思われることでしょう。嘘の番号を書いたらどうする

か？ 嘘を書かせないために、ＤＮＡ鑑定を利用します。そのために、と畜場で枝肉から一片の

肉片を採取し、これを保存しておきます。そして実際の商品となった肉のサンプリングと合うかど

うか、その正確さをモニターしようという試みです。大変なお金がかかります。もちろん、罰則は

あります。ちゃんとした番号を書かなかったり嘘の表示をした場合には、改善命令が出され、罰

金をとられます。ちなみに 30 万円です。  

問題点も挙げておきましょう。まず、飼養者名が完全公開ではない。名前が出せるのは承諾が

あった場合のみです。私は全面開示した方がいいと思います。また、飼料が未公開です。これは

特定 JAS という別の仕組みをもって、飼料を出せるところはやりましょう、ということになっていま

す。輸入牛肉も対象外です。  



あるいは、こんな問題も発生します。「三重県で誕生した牛が千葉県で１年間育てられ、その後

東京の芝浦でと畜された。お店は、この牛を千葉県産と表示した」…これまでは、これで問題は

なかったわけです。ところが、この牛肉を買った人が、その番号でデータベースを見てみると、千

葉県の前に福島県で２年間育てていたことが分かった…としますと、先ほどの復習になりますが、

２か所以上で飼育された場合には、最長の土地を主たる飼養地とするわけですから、主たる飼

養地は福島県で、千葉県産というのは間違いということになります。従ってこれは福島産と表示

されます。変ではありませんか？ 私は最後に育てた所に６か月以上いれば、そこを原産地とし

てよいというルールをつくったらいかがでしょうかと提案したのですが、通らないでしょうね。  

 このトレーサビリティには、三つの側面があると考えています。ひとつは食品の安全のシステム、

キーワードは“安全”です。これは、将来これまでになかった病気などが発生した場合に、このシ

ステムがあれば追跡が可能なので、あぶないお肉を早急に回収することができます。すでにフラ

ンスでは実例があります。もし、平成 12 年秋にＢＳＥ問題が発生したときに、このシステムがあっ

たらどうだったでしょうか。私はまったく違う展開になっていたと思います。もうひとつは、情報提

供システムで、キーワードは“安心”です。みなさんが今日購入されたお肉を見て、この肉がどこ

で育てたものかということが、ご自宅のパソコンで調べることができます。三つめは“偽装防止”

のためのシステムであるということ。キーワードは“正直”です。嘘の表示はインターネットで調べ

たらすぐにばれてしまいます。  

 最後に私が申し上げたいのは、これから日本人は価値の基準を変えなければならいない、と

いうことです。今まで私たちは、“損か得か”を価値の基準にしてきました。それよりも“正しいか

正しくないか”ということを価値の基準にしなければならないのではないかと思います。嘘の表示

をする人は、会社が儲けろ儲けろというからやる…損か得かでやっているわけでしょう。しかし、

正しくないことは私はやりません、という姿勢を持つべきです。日本には素晴らしいことわざがあ

ります。『正直者の頭に神宿る』、あるいは『お天道様が見ている』といった表現もあります。だれ

も見ていなくとも、私自身が見ているわけです。元々日本人の商売は正直が基本です。うっかり

お釣りを少なく渡したことに気が付いたら、息を切らせてお客さんを追いかけてゆく…そういう姿

勢が日本の商売人の信用を作ってきたわけですよね。これが失われしまったわけです。特に食

肉業界において。お肉には色がついていないので、輸入牛を和牛と偽ってもばれないだろう、と

いう悪い習慣を身につけてしまいました。私たちは、この業界の中で、日本人のよき伝統を取り

戻したいと考えています。長くなりましたが、これで私の話を終わります。どうもありがとうござい

ました。  

 

Ⅳ．解説「水産物・農産物の表示」～皆川 武人氏（杉並保健所 生活衛生課長）～  

 杉並保健所の生活衛生課長の皆川と申します。私からは、いま大野谷さんからお話のあった

お肉以外、水産物と農産物の表示の見方のポイントをご紹介させていただきます。併せて、実際

のお店での表示の例もスライド写真でご覧いただこうと思います。  

表示の基準に関しては、大野谷さんからもいろいろお話がありましたが、一番ベースとなるもの

のひつとが「食品衛生法」で、食品の安全に関わる法律です。それとJASの「生鮮食品品質表示

基準」があります。  

 さて、水産物の場合には、三つの表示基準があります。一つめは「名称」、二つめは「原産地」、

三つめは、冷凍品を解凍したものなら「解凍」、あるいは養殖したものであれば「養殖」と表示しま

す。原産地の表示方法ですが、国産品と輸入品があり、まずは国際品の場合です。魚の場合に

は泳ぎ回っていますので、どこを原産地とするかという問題があります。原則は、“生産水域”名

です。どこでとった魚か、養殖ものなら養殖地名ですね。水域名の記載が困難なものに関しては、



水揚げ港名、またはその都道府県名を書くということも例外的にはあります。輸入品の場合には、

原産地を表示します。また、国名だけでなく水域名も併記できます。  

 スライドでは、実際の表示例を紹介します。名称（たとえば「はまち（刺身用）」など）、保存温度

（たとえば「保存温度４度Ｃ以下」）、加工者とその所在地、消費期限などです。これは安全に関

わる部分ですね。また生産水域名や「養殖」といった表示は、消費者が商品を選ぶ際のポイント

になります。  

 スライドでは、荻窪駅前のタウンセブンにあるお店の例を紹介しています。今回実態調査を行

った目的は、食の安全や安心を確認するため、区内の業者の方がきちんと法律に従って表示を

しているかどうか見せていただくことでした。消費者グループの代表の方と我々保健所の者が一

緒に回りました。その方法として、お店での表示の元となったもの、伝票や仕入れたときの箱も

のときちんと合っているか、調査票を使って調査しました。  

 実は昨年、こんなことがありました。みなさんは“ヒラメのえんがわ”というものをご存じでしょう

か。これをあつかっていた業者に対して、消費者からヒラメではなくカレイではないのかという疑

問が出たことがありました。ヒラメとカレイはよく似ていますが、食べたら分かったという方がおら

れたわけです。実際に調べたところ、確かにカレイだったのに、ヒラメとして販売（表示）していた

というわけです。これは JAS 法違反として新聞報道もされた例です。最近でも、米国産の米をブ

レンドしているのに国産のササニシキとして売っていた事件もありました。そんなことがないかど

うか、調べさせていただいたというわけです。  

（いくつかの店頭表示例をスライドで紹介）  

 JAS法は満たしていても、あまり“達筆すぎて”読みにくいものもありますね。やはり、もっと消費

者の方に読みやすく書くべきでしょうね。  

 次に野菜類等の農産物の表示に関してですが、品質表示基準は水産物とほぼ同じです。「名

称」と「原産地」を表示します。その他、玄米および精米は、品種、産年、精米年月日を表示する

ことと決められています。  

基本は名称と産地がきちんと表示されているか、そして、それらが正確なものかどうか、です。み

なさんも、ぜひ、店頭で確認してみてください。  

 

【参考：食品の表示に関わる法律】  

◆食品衛生法  

  ・目的：飲食による危害発生防止  

  ・対象：容器包装された加工食品、鶏卵等  

  ・表示：名称、添加物、製造者氏名所在地、期限表示など  

◆JAS 法  

 ・目的：適正な品質表示により消費者の選択に役立てる  

  ・対象：すべての飲食料品（生鮮、加工米）  

  ・表示：名称、原産地、原材料、製造者氏名所在地、期限表示、原産国など  

◆健康増進法  

  ・目的：健康及び体力維持向上  

  ・対象：加工食品（栄養表示）、特別用途食品など  

  ・表示：栄養成分、熱量など  

◆不当景品類及び不当表示防止法  

   顧客を誘引するための不当な景品類及び不当な表示（優良誤認、誇大表示、虚偽表示等）

の防止  



◆その他  

  ・薬事法（医薬品的効能効果の標榜の禁止）  

  ・計量法（内容量）  

  ・公正競争規約  

  ・東京都消費生活条例  

 

Ⅴ．報告「表示調査の結果について」 ～小池 信子氏～  

 みなさん、こんにちわ。消費者グループ連絡会の小池と申します。表示の問題に関しては、ズ

ブの素人です。いつもお店で表示を見るのですが、どう解釈したらよいのかな、と思いながら買

い物をしております。  

今日は消費者の立場ということで、私と矢島さんの二人がグループの代表として、保健所の方と

一緒に調査に出がけて参りました。行き当たりばったりでございます。  

水産なら水産でも、かなりのアイテムがあり、農産物も肉もいろいろ種類がございます。  

 さて、それではどこから見るか、ということですが、二つの班に分かれまして、端の方からずっと

見ていって、中央あたりで一緒になったところで終わり…というやり方です。ですから、最初から、

「こういう表示は問題ではないか」といったものを探したわけではなく、見ていくうちにカードに記

入していったところ、こんな問題があったという調査の仕方です。  

 いろいろありましたが、いくつかの柱にまとめました。  

一つは、“高級”と“高品質”をイメージさせるブランド表示ということで五つほど事例を挙げており

ます。二つめは、“表示文字の大きさ”と“情報量”です。情報量が多くなると表示文字が小さくな

ります。その場合、それら情報のすべてを消費者が本当に必要としているのか、あるいは、それ

をどう考えればよいのか、そんな意味も含めて柱としました。三つめとして、“表示の意図が消費

者に伝わらない表示”というものがありました。  

「えっ？ ここに書いてあるのはどういう意味？」、そんな表示もあったので例として挙げました。

四つめとして、負担が増加する小売店の表示ということで、箱と伝票で裏付けをしながら調査す

る中で、小売店さんの苦労というものが見えました。大変な作業です。ここに先ほどお話のあっ

たトレーサビリティが入ってきますと、10 桁の番号を表示することがいかに大変かということもお

聞きしまた。  

 まず、食品ブランド表示に関するものです。例に挙げるのは、うなぎの産地表示です。表には

四国産と書かれています。そして、“四国の名代、老舗の味。国産のうなぎを使用し、四国愛媛

の伊予市にて焼き上げました”とあります。下が一括表示で、原材料名、国内産と書かれてあり、

賞味期限と製造者名が書かれてあります。これをさきほど大野谷さんがご説明されたように、決

められた大きさの中に書くわけですから、文字の大きさと情報量が問題となるわけです。さらに

左側には POP と呼ばれる札が立っております。そこには“おいしい四万十川うなぎ、やわらかい

うなぎ”と書かれています。この例では産地表示が四つ出てまいります。四国産、伊予市、国内

産、四万十川。表示のルールから見ますと、一括表示の“国内産”以外、何を表しているのか、

消費者は分からなくなってしまいます。うなぎの蒲焼きは、まず開きまして、白焼きにしてタレをつ

ける。こういった加工工程でつくられると聞いています。加工品としての産地は、これらの加工を

最後にした場所になります。ですから、この例では伊予市が産地になるわけですが、出てくる表

示を見ると、高知県の清流で有名な四万十川のうなぎを白焼きにしてタレづけにしたところが伊

予市というふうに読めるわけですが、実は消費者が知りたいのは、このうなぎがとれた場所です。

四万十川うなぎと書いてあるので、四万十川かな、そうだとすれば養殖ではなく天然ものなのか

…と考えてしまうわけですね。ところが、うなぎ屋さんに聞きましたら、この四万十川うなぎという



のは、そうそう手に入らない高級品だそうです。超一流のお店でしか扱わないそうです。これを聞

いたら、あ、この表示はおかしいのではないかと思います。でも、それを知らないと、これが四万

十川でとれたうなぎで、こんなに安く手に入るのか、と思ってしまうわけです。というように、高級

なうなぎのイメージを連想させるのですが、果たして本当なのか、この表示はどういうふうに考え

たらよいのか、疑問が残る表示でした。  

 次はお野菜の表示例です。“三方原（みかたがはら）・じゃがいも・男爵”と書いてありますね。こ

れを見ましたとき、調査をしたメンバーの中で、この地名は何と読むの？ という方もおられまし

た。もちろん、三方原といえば、４月の末から５月にかけて出るジャガイモで、いわゆるブランド品

ですが、ここに表示されているように安くはありません。これは時期はずれなので安いのかな、と

思ったくらいです。農産物には JAS法により生産地が記載されることになっています。国産品の

場合なら都道府県名、輸入品なら原産国名ですね。さらに市町村名や一般に知られている地名

で記載してもよいとなっていますので、この一般の地名が三方原に相当するだろうと思うわけで

す。間違ってはいないと思いますが、こういった地名を付けるのは、小売店の方が知っている、

あるいは入荷したときに箱に記載されているということなのでしょうが、消費者の中には知らない

人がいることも事実です。ブランド表示の一例でした。  

これも青果物ですが、農林水産省のガイドラインによる表示としまして、「減農薬・減化学肥料・ト

マト」となっています。農薬、化学肥料ともに５割減と書かれています。下には生産者名があり、

右側には、化学合成農薬の使用状況も書かれています。使っている肥料も列記されています。

非常に細かい表示ですね。一昨年来、使ってはいけない農薬が使われたり、輸入野菜に残留農

薬の多いものが出回ったことで、消費者は大きな不信感を抱くようになりました。そんなところか

ら、農産物は生産地や生産者の顔が見えるものが安心であるといわれるようになり、POP に生

産者の顔を表示したりするお店もありました。しかし、私たちが考える、生産地や生産者の顔が

見えるというのは、こういった写真を見たいということではありません。栽培方法や栽培の環境な

ど、農産物に関する詳細な情報を知りたいとうのが消費者の本音です。そういう意味で、このトマ

トの表示は、有機栽培ではないけれど少し安心なトマトかな、と思うわけです。  

平成 15 年５月 26 日に、特別栽培農産物に関わる表示ガイドラインというものが改訂されたそう

です。みなさんにも、その内容を勉強していただきたいと考え、この例を挙げました。  

 次は、消費者が大きな関心を持つ、有機 JAS マークのついた有機農産物の例です。落花生の

例ですが、これは中国産です。有機というと国産だけと思う人も多いかもしれませんが、外国か

らも有機栽培されたものが入ってきています。  

今度は食肉の例です。“大山鶏肉・もも・チキンソテー、チキン唐揚げ”と書いてあります。JAS 法

では、主要地である都道府県や市町村名、あるいは一般に知られている地名を書くことになって

いますので、この表示は間違いではありません。この“大山”をどう読むか、分かりますか？  

私たち関東に住んでいる人間は、“おおやまどり”と読んでしまったのです。というと、神奈川県の、

あの大山の…ということになるわけです。大山はお豆腐で有名だけど、鶏も有名なの？ と。お

店の方に聞きましたら、鳥取県の大山（だいせん）でとれる鶏だということでした。西の方にお住

まいの方なら、大山（だいせん）がイメージされるのでしょうが、関東では神奈川県の大山（おお

やま）しか思い浮かびません。これでは、せっかく表示していただいても分かりませんね。表示の

読み方も難しいね、という例でした。  

 次は、刺身の盛り合わせ表示の例で、“特選刺身盛”と書かれており、かなり高級なイメージで

すね。よく見ますと、小さく、マグロの上にだけ“本マグロ”と書かれています。６種類入っている

のに、マグロの上にだけ、こう書かれているのです。私たちとしては、「本マグロを使っているから

“特選”ということを言いたいのね」という判断をしたのです。  



その後いろいろ見て回りましたが、刺身の盛り合わせの表示に関しては、店によりばらばらでし

た。まったく原材料名の書かれていないもの、この例のように一部のものだけに表示があるもの、

すべてを表示してあるものもありました。水産物と、これら刺身の盛り合わせの表示の違いはど

ういうことか疑問に思いました。加えて、刺身の盛り合わせは、加工食品なのか生鮮食品なのか

が消費者には分かりませんね。  

JAS 法は、消費者の選択のために原材料をきちんと表示するのが望ましい、と規定しています

が、食品衛生法ではどうなっているのでしょうか。JAS 法と食品衛生法の違いが、私たちには分

かりません。その辺りを教えてほしい、そんな事例です。  

 以上が食品ブランドの例で、五つの例を挙げましたが、ブランド名の多くは、地域名プラス品種

名プラス一般食材名を併せたものが特徴的であると思いました。そこで、地域ブランドと呼ぶ場

合もあります。実は、ブランドというのは、単なる商標ではなく、「買い手が売り手や作り手に対し

て信頼が成立している状態」のものをブランド品といいます。しかし、魚沼産コシヒカリとか松阪

牛といったものは知っていますが、今回の例のように三方原ジャガイモ（静岡産）や大山鶏（だい

せんどり）といった地域ブランドは、その地域の人と表示している販売店の人にしか分からないこ

とが分かりました。地域名が分からなければ、地域ブランド品としての成立はあり得ませんね。ま

た、消費者としては、ブランド商品が高品質であることを保証する制度があるのか、なければ欲

しいものだなあ、と考えました。消費者としては、生産者から小売店まで、それぞれの関係者が、

このおいしさを店の信用につなげようとする努力も望むところです。また、そういったお店が多く

なることを望んでいますが、消費者に安全で、安心で、おいしい食材を提供しようという関係者の

モラルが消費者の信頼回復につながるのだと考えております。  

 ２番目として、表示文字の大きさと情報量の話題に移ります。ご覧の通り、これはスーパーの

表示ですが、いろいろ調査しましたところ、スーパーさんの表示か一番きちんとなされていると感

じました。対面販売ではないので、来店したお客さんにひとつでも多く商品情報を知らせようと努

力しておられるのだなあと思いました。  

例では“黒毛和牛・牛ばらカルビ焼き”とあります。大野谷さんの話に照らすと、これは正しい表

示ですね。その横には、カッコをして、“（三角ばら）”とあります。初めて聞く言葉です。さらに「４

等級」と続きます。下には、「ほかのばら部位よりも霜降り（日格協の牛脂肪交雑基準に基づく）

が強い三角ばら部位を限定使用している」とあります。何のことかさっぱり分かりません（笑）。ふ

つうのばら肉よりもおいしいのだろうとは思いますが、いったい何だろうと。また、情報量が多い

ためか文字が小さく、さらに、消費者が商品を買うにあたって、この情報を必要とするかどうかと

いう疑問を抱きました。また、情報として必要であれば、文字の大きさ、読みやすさをどのように

工夫できるのか。さらに、ここに個体識別番号が加えるとしたら、ますます文字が小さくなる懸念

もありますね。商品を買うにあたって、消費者が一番知りたい表示内容は何か、それを考えさせ

るケースだと思いました。  

食品衛生法、JAS 法が改訂され、さらに食品安全基準法など、食品行政そのものの改革が進み、

今後はますます食品の情報公開が進みます。そうなると、消費者も情報の内容を正確に把握し

て、よりよい食品を選ぶことができるように事業者や行政と話し合いの場を持つことが不可欠と

なると思います。そういった意味からも、表示の問題を検討する必要があると考えて、この事例

を紹介しました。  

 次は、表示の意図が消費者に分からないという事例です。これは後から、食品衛生法が求め

ている表示であることが分かったわけですが、“「国内産」牛ももサイコロステーキ用”と書かれて

います。また、“あらかじめ筋切り処理してあります。十分に加熱してお召し上がりください”とあり

ます。このサイコロステーキは、大野谷さんの話に出たような加工したものではなく、肉そのもの



をサイコロ状に切ったものでした。この表示の意味が消費者に伝わるでしょうか？ 十分に加熱

する…というのを読んだとき、みなさんはどう考えますか？ 十分に加熱するとは、どれくらい焼

けばいいのか。私はミディアムが好きだけれど、それはダメなの？ でも、牛肉のもも肉なんだか

ら、通常のステーキのようにミディアムでもいいのじゃないかしら？ 筋切り処理と十分な加熱と

どうかかわるの？ とか、いろいろ疑問が出てきます。  

また、いろいろ調査する中で、業者の方の負担が多いことも分かりました。このお店の例では、

多数のプライスカードを見せてもらいましたが、牛の部分肉から挽肉に至るまで、すべてに格付

け表示がしてありました。Ａの１とか、Ａの５とか、いろいろ書いてございますね。すべて手書きで

す。大変な手間なんだよ、とおっしゃっていました。このお店は夫婦お二人で商売をなさっていま

したが、非常に熱心になさっていました。ここは、枝肉から仕入れておられるので、格付けの印が

付いているわけです。それを元に格付け表示をなさっているそうです。このお店を訪ねてはじめ

て、牛肉の格付けにＡとＢ、さらに１から５まであることを知りました。さらに店内を見回すと、まだ

来年からのことなのに、お客さんに知らしめたいとおっしゃって、トレーサビリティ法の情報提供

までなさっていました。  

「平成 16 年 12 月１日より、トレーサビリティ法により個体識別番号の表示が義務づけられます。

これからは証明書や番号を表示して販売することになります」と書かれています。こういった表示

をするお店は少ないだろうなと感心しましたが、ここのご主人も、POP に 10 桁の番号を手書きで

書くのは悩みのタネだよ、とおっしゃっていました。  

 いずれにしましても、どのお店でも、入荷した商品の箱と伝票を見て、プライスカードや表示を

するわけですが、開店までの限られた時間で、この作業を行うのは、私たちが想像する以上に

大変な作業であると思いました。また、消費者も、こういった現場の苦労を知ることが必要だと思

いました。ことに小さな小売店では、大変さのために表示を回避してしまう…。今後は、さらに表

示ということが大きな問題になるだろうと感じたものです。  

 対面販売のお魚屋さんに行きました。これは楽しく、心暖まる経験でした。お魚の知識も得られ

て、お店のご主人との信頼関係が生まれるのですね。ヒラメとカレイの見分け方、ヒラメの方がお

いしいわけ、そんな話も聞きました。  

 一部の商品に原産地表示がなかったり、その根拠となる箱がなかったり、あるいは伝票により

原産地確認ができないものもありました。その逆に箱には原産地が書かれているのに、表示し

ていない例もありました。とはいえ、調査した大方の商品の表示は信用できるものなんだなあ、こ

こまでよくやってくださっているなあ、と思いました。販売店は、法律に基づいた正しい表示をしな

いと商品は販売できないし、消費者の信頼も確保できない。こういう真剣な姿勢も感じました。  

今後も食品衛生協会のご指導のもとに、多くの小売店の調査協力の幅が広がることにより、消

費者が何を望んでいるのか、小売店の苦労は何か、安全性との兼ね合いをどうすべきか、など

が明らかになることによって、確かな表示をする商店会、そして常に信頼を高め合う住みよい杉

並、食品表示に強い、暮らしやすい杉並の構築につなげることができるのではないでしょうか。と

いうわけで、今後も続けてやってゆきたいと思っています。最後に、ご協力いただいたお店のみ

なさんと、食品衛生協会さんに厚く御礼を申し上げたいと思います。よい経験をさせていただき、

ありがとうございました。  

 

 

 


