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要  約 

 柿ピーは、いわゆる柿の種とピーナッツからなる菓子である。原材料のうち、米につい

ては、米トレーサビリティ法により、産地情報の伝達を行うことが必要となるが、商品の

名称や原料の使用割合によっては、すべての柿ピーがその適用対象品目となるわけではな

い。しかし、米トレーサビリティ法の適用対象品目でなくても、原料に関する情報が記録

され、保管できるしくみの下では、米の原産地に関する情報の提供が可能である。 

 また、原材料の使用割合の多い物から表記するという現在の表示のルールは、消費者が

商品の外観から予測するものと実際の表記とが一致しないことがあることが示唆された。 

 現在では、消費者への情報提供手段が直接容器への表示だけではなく、事業者のお客様

相談対応、インターネットなど複数存在する。情報の利用目的、使用場面に応じた提供手

段を選択することが重要である。トレーサビリティの意義を認識した上で、収集と管理を

し、伝達すべき情報と手段の選択ができるようなしくみを構築することが必要である。 
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１．はじめに 

 「柿ピー」の表示は、食品衛生法、JAS 法（加工食品品質表示基準）、計量法、景品表

示法などの規定が適用される。原材料のうち、米については、米トレーサビリティ法に基

づき産地情報が消費者に提供される。ところが、市販されている柿ピーにおいて、原料で

ある米やもち米の産地表示があるものとないものとが存在する。 

 従来の JAS 法に基づく加工食品品質表示基準との関係、消費者実感とルールの整合性を

検討し、現在のフードチェーンにおけるトレーサビリティの意義と必要性を考察する。 

 

２．柿ピーの表示ルールと実態 

①米トレーサビリティ法 

 米トレーサビリティ法は、2008 年 9 月に、食用に適さない米や米加工品が流通すると

いう事故が発生（いわゆる、「事故米」）したことを契機として、制定された。 

 「米や米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販

売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存する」（2010 年 10 月 1 日から）、



「お米の産地情報を取引先や消費者に伝達する」（2011 年 7 月 1 日から）ことを義務づけ

るというものである1。 

 

②“柿ピー”の名称表記が米トレーサビリティ法による産地情報のあり方を決める？ 

 店頭で販売されている“柿ピー”に使用されている米の産地情報の提供情報を確認した

ところ（表１）原料の米の産地表示がされていない商品が存在することがわかった。 

 

表１ “柿ピー”の原材料表記と名称 

No. 商品名 原材料表記 （米穀に筆者によるゴシック体表記・下線を付す） 名称表記 

Ａ 
○○の 

柿の種 

ピーナッツ（ピーナッツ、植物油脂（大豆を含む）、食塩）、米（国産）、

でん粉、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、カツオ節エキス、たん

ぱく加水分解物（卵・小麦・大豆・鶏・豚を含む）、食塩、こんぶエキ

ス、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、パプリカ色素、

カラメル色素、乳化剤、香辛料抽出物 

米菓 

Ｂ 
□□の 

柿の種 

ピーナッツ、もち米、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、植物油脂、砂糖、

食塩、デキストリン、唐辛子、みりん、かつお節、昆布、煮干、椎茸、

醸造酢、酵母エキス、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、直食料（パ

プリカ色素、カラメル）、乳化剤 

菓子 

Ｃ 

こだわり

の柿ピー 

(PB 商品) 

ピーナッツ[ピーナッツ（中国産）、植物油脂（大豆を含む）、食塩、乳

脂肪]、米（国産）、でん粉、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、カツ

オ節エキス、たんぱく加水分解物（卵・小麦・大豆・鶏・豚を含む）、

食塩、こんぶエキス、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ソルビトー

ル、パプリカ色素、カラメル色素、香辛料抽出物 

豆菓子 

D 

こだわり

の柿ピー 

(PB 商品) 

バタピー[ピーナッツ（中国産）、植物油脂、食塩、乳脂肪、（原料の一

部に大豆を含む）]、柿の種[米（国産）、でん粉、しょう油、砂糖、かつ

お節エキス、たん白加水分解物、食塩、こんぶエキス、加工でん粉、調

味料（アミノ酸等）、ソルビトール、パプリカ色素、カラメル色素、香

辛料抽出物、（原料の一部に、卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）] 

豆菓子 

E 

柿の種ピ

ーナッツ 

(PB 商品) 

 

柿の種／でん粉（コーンスターチ（遺伝子組換えでないものを分別）、

米、しょう油、砂糖、デキストリン、食塩、たん白加水分解物、唐辛子、

かつおエキス、植物油脂、加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、カラ

メル色素、パプリカ色素、紅麹色素、香辛料抽出物、（原材料の一部に

小麦、大豆を含む） 

ピーナッツ／落花生（中国産）、植物油脂、食塩 

豆菓子 

 

                                                   

1 農林水産省 HP「トレーサビリティ法の概要」 

  http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html 



 “柿ピー”のうち、米トレーサビリティ法において、消費者への米の産地情報の提供義

務の対象品目となる基準は、名称を「米菓」とするもの、もしくは米穀の使用割合（重量）

が原材料の中で一番多い食品である2。また、原材料表示のルールは使用割合（重量）の多

い順に記載することになっている3。 

 このルールに従うと、商品 A から E の柿ピーでは、商品 A は「米菓」であることから

米トレーサビリティ法に基づく原料の米の産地情報の提供義務があるが、それ以外の商品

は、使用割合が一番多い原材料がピーナッツ（商品 B,C,D）またはでんぷん（商品 E4）で

あり、いずれも原料の米の産地情報の提供義務はない。 

 食品衛生法に基づく表示指導要領5において、名称は“主要な原材料”と一致することが

規定されていることから、「米菓」は米やもち米を、「豆菓子」は豆を主な原料（使用割合

が多い）とする菓子となろう。“主要な”を原材料の使用割合と捉えると、多くの“柿ピー”

は「豆菓子」ということになる。ちなみに、JAS 法においては、「米菓」も「豆菓子」も

加工食品の菓子類に分類されている。 

 “柿の種”の状態では米トレーサビリティ法の対象品目で、“柿ピー”になるとそうでは

なくなる場合があるということ。これは消費者の感覚や認識と一致するのだろうか。  

 

③柿ピーの原材料のうち、使用割合が最も多いのは？（原材料の表記ルールと消費者実感） 

 前述のように原材料の表記は、使用割合の多いものから記載することになっている。こ

のルールは、“柿ピー”という商品を目の前にした消費者の認識と一致するのだろうか。柿

の種とピーナッツの割合が異なる３種類の“柿ピー”について、商品に記載されている原

材料表記の順序を消費者が商品の外観から予想した結果を示す（表２）。 

 商品 A の名称は「米菓」で、ピーナッツよりも柿の種の重量が多いが、原料の状態では

米よりもピーナッツの方が重くなり、原材料表記では最初にピーナッツが記載される。し

かし、外観上は柿の種の方が多く見えるせいか、回答者は「米」が最初に記載されると予

測する傾向にあることがわかる。商品 C は「豆菓子」の名称で販売されており、重量にお

いてもピーナッツが柿の種よりも多く、使用原材料の表示順序と、消費者の判断の一致が

見られる。名称を「菓子」と表記した商品 B は、柿の種とピーナッツがほぼ同量であるが、

米の使用割合が多いと感じる傾向にあった。 

 この結果から、名称と消費者実感には相関があることがわかる。また、柿の種の量が多

めの商品は、消費者は米が多く使われていると予測し、米トレーサビリティ法によって、

米の産地情報の伝達がされるだろうとの消費者の期待とルールとが整合しない場合があり

得ることが示唆される。 

 加工食品品質表示基準の解説には、“原材料を重量順に記載するよう定めているのは、商

                                                   
2 農林水産省 米トレーサビリティ制度 Q&A～対象品目編～  

  http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/qa-kome_toresa04.html） 
3 消費者庁 加工食品品質表示基準改正（わかりやすい表示方法等）に関する Q＆A 問 45 

  http://www.caa.go.jp/foods/qa/kakou04_qa.html 
4 柿の種とピーナッツの割合は、26g/17g（小袋１袋あたり） 
5 食品衛生法第 19 条第 1 項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令に基づく表示指導要領 



品名やイメージから予想される使用量と大幅に異なることなどによる消費者の誤認や不利

益を防止するためであり・・・”とある。しかし、柿ピーのように、異種のものが独立し

て１つの商品の中で混在している場合には、原材料の状態よりも商品の外観の影響を大き

く受け、消費者の認識と原材料表示の順序とは必ずしも一致しないということである。 

 表 1 に戻って商品の原材料表示を確認してみると、商品 D,E のように、柿の種とピーナ

ッツを分けて、それぞれの原材料の使用割合の多い順序に記載したものもある。外観と整

合している表現の１つと言えるのではないか。原材料の使用割合の表記のあり方も商品の

状態、消費者の実感をふまえて、今一度、見直してみる必要がある。 

 

表２ 柿の種とピーナッツの割合と原材料表記順序に関する消費者の認識 

商品 No.・商品名 A・○○の柿の種 B・□□の柿の種 C・こだわりの柿ピー 

名称 米菓 菓子 豆菓子 

容量・商品形態 230ｇ・6 袋詰め 154g・6 袋詰め 242g・6 袋詰め 

 

 

個包装の状態 

 

 

 

 

   

柿の種：ﾋﾟｰﾅｯﾂ 

（１袋当たり重量） 
２５：１３（g） １３：１３ (g) １４：２７ (g) 

商品に記載された

表示の記載順序 

ピーナッツ（ピーナッ

ツ、植物油脂（大豆を

含む）、食塩）、米（国

産）、でん粉、しょうゆ

大豆を含・・・（後略） 

ピーナッツ、もち米、し

ょうゆ（大豆・小麦を含

む）、植物油脂、砂糖、食

塩、デキストリン、唐辛

子、みりん・・・（後略） 

ピーナッツ[ピーナッツ

（中国産）、植物油脂（大

豆を含む）、食塩、乳脂

肪]、米（国産）、でん粉、

しょうゆ・・・（後略） 

ｱﾝｹｰﾄ

結果6 

（人） 

米又はもち米 ８ ８ ０ 

ピーナッツ １ ２ １０ 

しょう油 １ ０ ０ 

  

④産地情報の提供義務対象外の“柿ピー”もフォローするお客様相談対応 

 使用原料である米穀の原産地が商品の直接容器に表示されていない“柿ピー”について、

Web サイト、お客様相談窓口で米の産地情報の提供状況を確認した結果を示す（表３）。 

                                                   
6 評価者に原材料表記のルール（使用割合が多い物から表記）を説明の後、表 2 の商品３つ（原材料表記

はついていない）のうち１つを提示し、「米またはもち米」、「ピーナッツ」「しょう油」のうち、原材料の

表記の順番が最初になる（使用割合が最も多い）と思われるものとして選んだ人数を原材料毎に表に掲げ

た。 

 

 

 

 



 表３に示すように、直接容器への米の産地が記載されていない商品についても、電話で

問い合わせることにより産地情報を得ることができた。 

 すなわち、米トレーサビリティ法による消費者への産地情報の提供義務がないからとい

って、原料の米の産地情報の提供がされないということではないということがわかる。 

 

表３ 原料の米の産地情報の伝達手段と伝達状況 

 さらに、米トレーサビリティ法では、Web サイトや電話対応によって産地情報を提供す

る場合には、商品の直接容器に「原料米の産地情報については当社 HP をご覧ください」、

「原料米の産地情報については、お客様相談窓口へお尋ねください」と記載する必要があ

るとしているが7、現状は、このような表記はなくても電話によるお客様相談窓口対応によ

り、産地情報の提供はされている。むしろ、Web サイト、お客様相談窓口では産地情報の

提供だけではなく、従来から、様々なお客様からの問い合わせや苦情に対応しているのが

現実であり、とりたてて、米の産地情報の提供窓口であることを記載するよりも、商品に

関する全てのことについて消費者が問い合わせることができることを積極的に伝える方が

消費者にとって利便性は高いと考えられる。 

 

⑤アレルゲン表示に注目！同じように見えるが少し違う“柿ピー” 

 表１の商品 C,および D は、同じ販売者のプライベートブランドであり、商品の名称は

同じであるが、表４に示すように商品形態が異なり、製造者も異なる。 

 レシピ（配合表）が同じであれば、原則、使用原料は同じであるが、製造者や製造場所

が変わることによって、原材料の保管や製造場所、設備を共有する他の製品の影響を受け

て、意図せずに混入するアレルゲンの種類が異なる。しかし、特にプライベート商品は、

デザインの統一感が強調される傾向にあり、類似の商品間の違いを消費者は認識し難いこ

とが推察される。また、プライベートブランドに限らず、ナショナルブランドにおいても

同一商品で意匠等、デザインの変更は伴わずに製造場所が変更になることもあり得る。 

 このようなことからアレルゲンに関する情報が必要な消費者は、同じ商品名のものであ

っても、購入する度にアレルゲン表示を確認する必要性が示唆される。 

 製造場所や共通設備の使用などによる意図しない混入可能性を示す旨の表示については、

原材料表示欄外に記載することが決められているが、字体や色、レイアウト上の規定はな

                                                   
7 農林水産省 HP お米の流通に関する制度 

  http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html 

商品 No.・商品名 名称 

産地情報の伝達手

段の商品への表記 

産地情報の伝達

状況 
米の産地

確認結果 
Web 電話 Web 電話 

B・□□の柿の種 菓子 なし なし なし あり 中国 

E・柿の種ピーナッツ 豆菓子 なし なし なし あり 国産 



い。商品 C、D では、アレルゲンの意図しない混入可能性に関する表記は、アレルゲンが

赤字（表４にはゴシック体で筆者記載）で記載されており、識別しやすくなっている。し

かし、原材料として含まれるアレルゲンの表示とは離れた場所に表記されている（写真１ 

左右に分かれて表記）。 

表４ プライベート商品におけるアレルゲンの混入可能性に関する表記例 

商品 No.・商品名 C・こだわりの柿ピー D・こだわりの柿ピー 

容量・商品形態 242g・６袋入 139g 

製造者 P 社 Q 社 

 

 

 

写真 

 

 

 

  

意図しないアレルゲンの

混入可能性に関する記載 

本商品製造工場では、えびを含む

商品を製造しています。 

本商品製造工場では、えび、かにを

含む商品を製造しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 別の商品では、原材料として含まれる、 

および意図しない混入可能性のあるアレル 

ゲンを近い場所に記載している事例がある。 

（写真２ 意図しない混入については、 

 表の下に記載されている） 

 

 

 原材料に含まれているアレルゲンだけではなく、意図しない混入の可能性が考えられる

アレルゲンの表記方法、レイアウト、また、アレルゲンの種類が変わる場合の注意喚起の

表現に関する検討の必要性が示唆される。 

 

  

 

 
写真１ 

写真２ 



３．“柿ピー”の市場から考える消費者への情報提供のしくみ 

①規制や管理の対象の考え方 

 米トレーサビリティ法の構造を図１に示す。本法は、対象品目となる米・米加工品の販

売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての事業者を対象として、①取引等の記

録の作成・保存と②産地情報の伝達という２段構えの義務を課している。 

 すなわち、産地情報の伝達義務というアウトプットだけではなく、その前提として、取

引の過程における産地情報の記録の作成・保存というプロセスの管理を求めている点に重

要な意義がある。 

 前述のように、ピーナッツを多く含む「菓子」「豆菓子」の様に米トレーサビリティ法の

対象品目ではなくても、原料の購買先の管理、入荷時の記録が適切に運用されていれば、

消費者が得られる情報に違いはないことがわかった(商品Ｂ、Ｅ）。当該事業者は、柿ピー

だけではなく、米トレーサビリティ法の対象品目となる「米菓」も製造しており、原料の

米やもち米の購買先の管理、取引記録の整備ができていると推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このことは、商品の名称や原材料の使用割合が変われば情報提供義務対象からはずれる

ような、商品そのものに関するルールよりも、産地情報がまちがいなく伝達され、適切に

その情報が管理されるといった、商品を製造するまでの“過程”に着目したルールを構築

する方が情報伝達の目的にあった対応ができることを示唆している。 

 このような対応ができる状態であれば、情報提供の手段についても、消費者が当該情報

を使用する目的、情報を必要とする場面や頻度、取引の形態を鑑みて、直接容器への記載

だけでなく、インターネットやお客様相談窓口を含めた情報提供など、複数の手段から選

択することが可能となる。 

 

②消費者にとってのわかりやすさとは 

 今回の調査からは、消費者にとっては、同じように見える“柿ピー”でも米トレーサビ

リティ法の対象になるものとならないものがあることがわかった。対象品目の基準は、名

称の他に米の「使用割合」があり、客観的な基準といえそうであるが、これは、レシピ、

つまり提供する側にある情報であって、消費者は商品の外観あるいは味から予測するより

図-1 米トレーサビリティ法の構造  

 

取引等の記録の作成・保存
（平成22年10月1日～）

◆業者間における産地情報の伝達

産地情報の伝達 （平成23年7月1日～）

◆一般消費者への産地情報の伝達

米トレーサビリティ
法による産地情報
の伝達

事業者の方針等
による自主的な産
地情報の伝達

直接容器の表示

事業者のHP

お客様相談窓口

消費者の情報入手方法

情報提供内容の検証



すべはなく、原料の使用割合と消費者の予測が一致しない場合もあることが示唆された。 

 このことから、原材料の表記のあり方を検討する際には、わかりやすさに影響する要因

として、表示される原材料名や成分名の複雑さや情報量、文字の大きさのみならず、消費

者の実感と表記内容の整合性も考慮する必要があると考えられる。 

 また、原材料や意図しない混入によるアレルゲンの存在を消費者は判断できないため、

直接容器への表示や店頭における積極的な情報提供が必要である。また、アレルゲンの情

報を効率よく伝達するために、直接容器やインターネットなどへの記載する場合の表記方

法（文字の識別、記載場所等）の検討も必要である。実際にアレルゲン表示を必要とする

人の表示の活用の状況、確認方法を調査し、情報を使用する立場の視点にたったルール作

りが求められる。 

 

４．おわりに   －情報提供のための体制づくりの提案－ 

 食品のトレーサビリティとは、生産から加工、出荷まで、原材料や加工した食品（仕上

がる前の中間品も含む）について、いつ、どこから、何をどれだけ入荷し、出荷したのか

について、記録を作成し、保存する（基礎的なトレーサビリティの取組）ことと、それぞ

れのプロセス（段階）における管理の状況（例：保管温度、加工条件、検査結果、作業者

の教育など）を記録し、保管すること（高度なトレーサビリティの取組）により、これら

の情報を把握することができるということである8。 

 トレーサビリティへの取組そのものは食品の安全性を確保するものではないが、高度な

トレーサビリティを確認することにより、当該食品の品質や安全性に関わる取扱い状況を

検証することが可能になる。たとえば、殺菌工程履歴、使用設備の洗浄バリデーションの

結果などを含めることによって、微生物汚染防止のための取組の検証が可能となる。  

 原材料に含まれるアレルゲンの検証についても、トレーサビリティを確保することによ

り、消費者への適切な情報提供が可能となる。また、加工品などは、商品の企画・設計・

開発の過程を含めて、トレース可能な状態であることにより、設計時に想定された消費者

の使用条件と実際に消費者が使用する状況下における条件との整合性を確認することもで

きる。 

 また、前述のように、消費者への情報提供の手段は、かつてのように直接容器への記載

あるいは、店頭でのお客様対応だけではなく、インターネットや電話やメールによるお客

様相談窓口など多岐に亘っている。 

 以上のように、結果としての表示の内容や対象品目を個別に規制するのではなく、基礎

的、高度なトレーサビリティの構築を促す方が情報の利用目的と必要な情報の内容にあわ

せた提供と収集の手段を選択することができ、なおかつ安全性と消費者満足の品質の確保

につながる。 

                                                   
8 農林水産省 HP 食品のトレーサビリティについて 

 http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/pdf/tore2503.pdf） 

 


