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要  約 

 2013 年 10 月に社会の関心を集めたレストランのメニュー表示の記載内容と実態の不整

合に関する問題を取り上げる。 

 行政の対応としては、メニュー・料理等の表示に関する景品表示法上の考え方の整理や、

景品表示法上の課徴金制度の違反行為に関する措置について検討がすすめられている。事

業者においては、表示の適正化に向けた指針の検討や関係法令に関する再教育などの取り

組みや見直しが行われている。 

 消費者は、メニューに表示されている食材の名称や品種から抱くイメージと実態との違

いに驚いたり、憤りを感じたりした。また、名称の複雑さを知るたびに、どこまで正確に

メニュー表示として反映すべきなのかという新たな疑問も生じた。同時に、包装された食

品を購入する場合と、レストランの食事とでは、その目的やニーズ、選択基準の違いがあ

ることも認識したのではないか。私たちは、レストランでの食事に何を期待し、どのよう

な点に信頼を寄せているのか。 

 表示と実態の不整合が起こる場面、原因を考察し、再発防止に向けて、消費者や事業者

はどう対応すべきなのかについて、提案する。 
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１．はじめに 

 消費者が食品に関する情報を知る手段としては、食品の容器・包装への表示、パンフレ

ット、宣伝・広告、ポップや店頭における説明、口コミなどがある。食品の容器・包装へ

の表示については、これまで食品衛生法、JAS法、健康増進法、景品表示法、米トレーサ

ビリティ法、牛肉トレーサビリティ法などの法律、および公正競争規約などにより、規制

や監視が行われてきた。しかし、外食や量り売りの中食など、対面で提供される場合には、

その提供方法や商品の形態の特殊性による表記場所の制限、および対面販売時に口頭での

情報提供ができることなどから、食品衛生法、JAS法、健康増進法等で食品に表記すべき

対象の製品からは除外されている。とはいえ、「外食の原産地表示ガイドライン」の策定や、



事業者の顧客満足の取組みにより、以上のような特殊性を考慮しつつ、必要な情報が提供

されることが増えている。食品衛生法に基づく表示の義務はないが、メニューブックに料

理に含まれているアレルゲンに関する情報提供をするなどの工夫もみられる。 

 このような状況の中で、メニュー表示に関する実態との乖離、不具合が顕著化し、社会

的に注目される事態に至った。 

 

２．メニュー名と実態の不整合はなぜおきたのか 

(1)法律の意図、適用範囲と消費者ニーズとのズレ 

 消費者庁では、2013年 10月に問題とされたメニュー表示と実態との不整合の事例につ

いて、「景品表示法」で規定している“優良誤認表示”（第 4条第 1項第 1号）に抵触する

（可能性を含む）として、是正を求めた。また、抵触するか否かの考え方を Q&A という

かたちで事例を挙げてその回答に倣って適切に表示するよう求めている。景品表示法の目

的は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び

禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」である。そして、優

良誤認表示の判断基準については、“・・・商品・役務の品質等について、科学的、客観的

に見て、表示されたものよりも実際のものが上回っているかどうかではなく・・・”1とあ

り、基準が明確ではない。景品表示法が対象とする商品・役務は食品だけではなく、学習

塾やエステティックサロンなどもあり、個別性が高く、利用者が期待する効果は、人によ

り大きく異なるため、客観性のみで判断することは難しいと推測できる。 

 食品や外食におけるメニューについても、消費者が期待する内容は異なる。東京都が行

った都政モニターアンケート結果2を図-1に示す。外食時に店を選ぶ基準として、おいし 

 

 

                                                   
1 “メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について” 平成 26年 3月 28日 消費

者庁 
2 “平成 25年度第 2回インターネット都政モニターアンケート結果 食品の安全性について”平成 25

年 10月 29日東京都生活文化局。インターネットが使える 20歳以上の都内在住者 500人を選任。回答数

486。 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

外食はしない 

その他 

メニュー数 

飲食店の知名度 

食材の産地やカロリーなどの情報 

自宅や職場からの距離 

接客態度 

店内の清潔感 

料金設定 

おいしさ 

％ 

図-1 あなたは外食する際にどのような視点からお店を選んでいますか。（３つまで選択）2 



さ、店内の清潔感など、景品表示法の規制範囲には収まりきらない事項も消費者の選択基

準となっていることがわかる。このように、外食に おける消費の選択の現場においては、

「誘引」につながる要素も多様であり、食材に関する情報だけで判断するのは難しい。 

 また、本来、食品は安全性の確保が最も重要である。メニュー表示についても、健康へ

の影響、すなわち安全性に関するリスクに見合った管理が必要である。結着肉を“ステー

キ”と表示することは、結着剤に含まれているアレルゲンに関する情報が提供されないこ

とや、充分に加熱されない場合の食中毒の発生リスクを最優先に考慮すべきではないか。 

しかし、景品表示法では、これらは監視や検討対象とはならない。本来であれば、安全性

確保を最優先とし、食品衛生法など関連する法律をどのように適用するかを議論すべきで

あろう3。そのことが、消費者に対して、何を重要視して商品やサービスを選択すべきかを

示すことにもなる。 

 

(2)調理現場における特殊性 

 食材は、農畜水産物であることから、季節や気候変動、環境の変化などにより品質や収

穫量が一定でなく、質、量ともに安定した状態を維持することが難しい。そのことは、仕

入れ価格にも影響するため、価格の調整の結果として、使用する食材の産地や種類、量、

調理方法などの変更が必要な場合も生じる。その変更が生じた場合に、料理だけではなく、

メニューブック、ホームページなど既存の情報との整合性の確認が必要となる範囲は広い。 

また、これらの変更があっても料理のイメージやコンセプトへの影響が出ないように、そ

の時々の食材に合わせて、調理をすることが料理人の技術である。むしろ、そのような現

場における“機転を利かせる”アイデアと技術がなければ、季節感や食材のもつ特徴をメ

ニューや提供する料理に反映させることはできない。そのような認識が当事者および第三

者にもあり、期待も高いため、そもそも変更が“変更”として認識されず、文字情報との

不整合が起こりやすいことも特徴的である。 

 

(3)消費者が表示から想起するイメージと実態のズレ 

 都政モニターアンケートでは、外食時に店を選ぶ基準の 1位は「おいしさ」であったが、

同アンケートにおいて、食品表示を確認するときに重要とする項目の上位は、原産国また

は国内産地（86.7%）、原材料（51.4%）、消費期限や賞味期限（44.4%）であった。他の調

査においても、食材の産地についての消費者の関心が高い。外食ではそのお店が立地する

場所ならではのいわゆる“ご当地もの”への消費者の期待も高いと実感する場面も多い。

このようなことから、産地へのこだわりを示すメニューの提供につながっていると推測さ

れる。銘柄に対する期待も同様である。 

 また、本来であれば、それぞれの食材にあわせた調理をすることにより、食材の品質だ

けではなく、調理によっても料理の品質が確保されているはずであるが、そのことが消費

                                                   
3 2014年 4月より消費者庁において、「外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方検討会」が設置さ

れ、アレルゲン情報の提供促進のための検討がはじまった。 



者には伝わらず、産地や銘柄などの文字情報で“おいしさ”を判断しがちであることも実

態であろう。食材本来の品質を構成する特性要因や調理方法による食品としての品質への

影響に関する情報やそれを消費者に届けるしくみが不十分な状況の下では、産地や銘柄な

どから想起されるイメージのみによって形成された消費者の認識や行動が修正される機会

も少なくなっているのではないか。 

 

３．再発防止にむけた改善策 

(1)事業者内の体制 

①頑健性のあるメニュー管理 

 食材に変更が生じる際には、付随して、加工、調理保存状態が変化する可能性や、メイ

ンの食材だけでなく、付け合わせや調味料などの使用原材料も変更されることがある。メ

ニュー名はもとより、アレルゲン等消費者に提供される情報にも変更の必要性が生じる。

特に、天候による影響は、加工・調理やお客様に提供するまでの時間が短い段階で生じる

ことが多いため、あらかじめ変更を想定した準備が重要である。 

 そのような変更が生じることを前提として、提供する組織内および消費者とのコミュニ

ケーションのしくみを検討する必要がある。 

 図-2は、レストランのメニュー開発から購買、厨房、料理の提供プロセスを担当する部

門（企画・広報、店舗、購買）や関連組織（原材料購買先）で各プロセス（メニュー企画、

企画レビューなど）において検討する内容（購買先検討、メニュー見本など）や部門間で

調整・連絡する業務とその関係をフローで示したものである。 

     

       

 

 

図－2 レストランのメニュー企画から提供まで  



 重要なポイントはメニュー企画とその企画内容に関するレビューが行われる工程である。 

企画レビューでは、メニューに使用する食材に関するプロフィール（品種や等級、産地や

栽培方法、保管・輸送方法、加工品の場合は使用原材料など）、価格、調達量、レシピ、メ

ニュー名、顧客に提供する情報、メニューの提供食数などの妥当性を確認する。メニュー

に関する課題や潜在するリスクを適切に抽出し、この段階で解決し、対応方法を決める。 

 この段階において、食材の変更の必要性が生じる要因や変更が必要な場合の対応方法（手

順や基準）を明確にしておかなければ、実際に食材が店舗に納入された場合に現場で適切

に対応ができなかったり、購買価格が変動する場合に経営への影響が生じたりする。 

 当初決めていた食材に変更が生じる場合（調達量の変動、調達先の変更、調達先におけ

る工程の変更など）には、判明した時点で、メニューの企画レビューの段階にフィードバ

ックする必要がある（図-2中、破線による囲み）。 

 2013年 10月以降に景表法違反として大きく取り上げられたメニュー表示に関する問題

のうち、産地や飼育・栽培方法、メニュー名と加工・調理方法が実態と異なっていた事例

は、この段階のレビュー（レビュー後に生じた変更に対する再度の企画レビュー）が不十

分、または方法に弱点があった（例：特定部門によるレビューのみで関連部門全体でレビ

ューができていない）ことによると推察される。また、レビュー内容として、変更が生じ

ることを前提として、生じうる変更内容の予測とそれにあわせた対応方法（対応可能な変

動の内容と程度、判断基準と解決手段、連絡基準）を検討しておけば、調理現場に納入さ

れる食材が当初予定していたものと異なる場合にも、変更に関する情報を必要な部門に伝

達できる。このようなしくみを事前に構築しておくことが必要である。 

 

②内部コミュニケーション 

 このような事前のレビューを適切に行うためには、組織内部の業務のインターフェース

を明確にしておくことが必要である。 

 食材の変更が生じた場合に、組織内の部門のどの範囲まで、どのような影響が及ぶのか

を明確にしておき、必要な部門に必要な情報が伝達され、適切な対応がとられるようにし

ておく。組織内の情報伝達の不具合は、消費者に提供する情報のまちがいや欠落となって

表れる。また、調理現場の作業工程にも影響する。食材の変動が組織内の関連部門に影響

する様子を表-1 に示す。たとえば、キャッチコピー「１日限定 20 食 ジューシー感がた

まらない！鹿児島県産桜島若鳥の炭火焼」に記載された内容に対して、メインの食材であ

る鶏肉について起こり得る変更内容とメニュー表示や店舗において、お客様に適切な情報

を提供するために確認する必要がある事項や作業を参考事例として示す4。 

 食材の購買、直接の受入れは、購買部門、調理現場（店舗）であるが、その変更内容、

たとえば、産地や飼育月齢、荷姿（保管状態、単位当たりの量など）が変われば、購買 

価格や条件だけではなく、メニューブックやポスターのメニュー名や表示内容、調理場に 

                                                   
4 食材の種類や作業実態により異なるため、状況に応じて作成しなおす必要がある。○：影響が考えられ
る、 △：場合によっては影響がある 

この検討を有効に行う手法として、品質機能展開法（QFD;Quality Function Deployment)がある。 



表-1 食材に関する変更可能性がある項目と変更の影響を受ける情報や作業 

 

 

おける作業、料理の外観、店舗におけるお客様への説明内容など、他部門の業務に影響す 

ることがわかる。すなわち、食材の変更に伴って影響する業務内容やお客様とのコミュニ

ケーションへの影響についても事前に予測することの必要性が示唆される。食材の変更可

能性や変更による影響、つまり、価格とのバランスやお客様の料理の外観やイメージに対

する期待とのギャップ、アレルゲンへの配慮の必要性、加熱条件など食中毒発生リスクな

どを考慮し、優先順位、対応責任部門をあらかじめ検討し、手順と基準を決めておく必要

があることがわかる。 

 

(2)消費者と事業者のコミュニケーション 

 景品表示法においては、表示された内容から一般消費者がどのような商品を想起し、そ

のことが商品選択にどのように影響したかということを抵触性の基準としている。提供す

る事業者が表示した意図と消費者の商品に対する期待との差を問題としている。従って、

図-2におけるメニューの企画レビューの段階では、その差に着目し、消費者視点の判断が

必要ということである。どのようなメニューが消費者のニーズに応え、市場で取り入れら

れるかは、メニュー企画の初期の段階で検討されているが、検討の結果、アウトプットが

お客様の期待に応えられているか、消費者の認識と合っているかという検証も必要である。

提供する側の視点や基準のみで判断すると、提供する側が意図していることを越えて消費

者が過剰な期待を抱いたり、逆に、消費者がメニューに対してさほど期待していないこと

について、提供する側が消費者の期待以上の対応をしようとして、無理が生じてしまう。

たとえば、「フレッシュジュース」というメニュー表記に対して、消費者は、店舗の厨房で

搾りたてのジュースであることをどれほど重要視するのか。厨房での調理方法よりも、ジ

ュースのバリエーションに期待する消費者もいるかもしれない。果実を用いることにより、

味や外観にバラつきが生じるかもしれない。これらのようなことを事前に組織内で議論し、

どのような商品を企画し、提供していくのか。また、提供する予定の商品の規格がお客様

の期待に応えられているのかを企画レビューで実施することが重要である。 

 さらに、店舗での提供について、お客様からの質問や苦情、賞賛などを次のメニュー企

画に反映していくことも重要である。 
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 店舗における対面での対応は、お客様のありのままの声を収集し、店舗を通じて組織の

考え方やメニューに関する説明ができる機会でもある。メニュー表示に関することだけで

はなく、食材や調理に関する情報について、十分なコミュニケーションがとれる場として

活用することを期待する。そして、これらのお客様、消費者の声を経営方針にフィードバ

ックするしくみが必要である5。景品表示法では、そこまでは想定していないが、そのよう

なことこそが消費者視点、顧客満足の商品の提供、事業の発展に寄与すると考えられる。 

 

(3)産地を特定した商品における改善事例の考察 

 メニュー表示ではないが、店頭で販売されている食品を事例に、容器に表示された産地

と実際に使用された原料の産地とが異なっている商品についての改善策を示す。 

 販売者 A 社は、「X 産のいかなご（を使った）佃煮」（仮称）を消費者に販売している。

製造は、P株式会社工場に委託している。平成□年 2月から発売しているが、翌年 9月か

ら、X産ではなく Y産の原料に変更されていたが、A社にはその情報がなく、商品に記載

している産地名と原材料の実際の産地が異なるという問題が発生した。 

 再発防止に向けた取り組みとして、企画段階～製造委託～販売の各段階における作業に

おける検討事項の事例（特定の産地の原材料を用いる点にのみ着目した事項）をまとめた

（表-2）。 

表-2 産地を特定した商品の原産地表示ミスの再発防止のための検討事項 

 

 

 表に記載のように、表示の確認のみの見直しだけではなく、企画段階における産地を特

定する意義の検討、消費者への受入れ性の確認にはじまり、生産現場におけるロス率、原

                                                   
5 図-2において、一番上に経営方針を記し、調理の提供→市場・顧客を経て経営方針にフ

ィードバックをかける矢印を記載したのは、この意図による。 

プロセス 原材料の原産地の特定にかかわる作業 再発防止のための検討事項

いかなごの産地の特定
産地特定の目的と意義
産地による品質への影響
消費者への受入れ性の確認

表示の確認 X産いかなごの調達量に見合った訴求内容の適切性

トレーサビリティの確立
産地の確認手段

量目 １商品あたりの量目と販売価格のバランス

販売地域
販売数量（予定）

原料調達 X産のいかなごの調達 X産が調達可能な量の把握（予測と実態。把握可能な時期と精度）

商品の規格・基準の提示 原材料の歩留まりの設定

品質管理の基準の策定と遵守 ロス率の予測と向上のための検討、連携

生産量と納期
生産能力に見合った生産計画の指示
予定の生産量に達しない場合の対応手順・委託元への連絡基準

不適合・クレーム発生時の対応 製造委託先が把握した情報の伝達基準と方法の明確化

生産時の立ち合い・二者監査
X産いかなごの入荷量と生産量から、ロットの切り替わり時期にお
ける立ち合い・監査（監査時期の検討）

出荷検査 帳票類のレビューの精度の向上

販売数量（実績）

保管倉庫における回転率

原材料の入庫量にみあった販売計画の策定

販売状況とX産いかなごの調達量、調達時期の整合性（予測精度）
の確保

原材料の産地までのトレサビリティの確保

メニュー企画

販売計画

製造委託（契約段階）

生産

販売



料の調達量の妥当性にまでふみこんで検討する余地がある。また、生産計画のレビューも

兼ねて、製造委託先の管理のための立ち合いや監査の時期も重要と考えられる。初回生産

時に問題がないことを確認したのみでは十分ではなく、産地を特定している場合には、当

該産地のものであるかどうかを、原材料の入庫単位が変わるタイミング、あるいは、収穫

時期が過ぎて、当該年度の原材料を使い切った頃に、製造委託先や製造現場でどのような

対応がとられているのかを確認する必要もあろう。 

 また、予定生産数量に対して生産量が得られていない場合に、製造委託先（P 株式会社

の工場）が製造委託元（販売会社 A社）に対して、どの時点でどのような連絡をするのか

を決めておく必要がある。つまり、必然的な変更、意図的な変更、いずれにかかわらず、

通常でない事態が起きることを想定した対応を事前に決めておくことが重要である。メニ

ューや料理の表示についても同様に、特定の産地や特定の製法などの食材を限定する場合、

当初の予定通りに提供し続けられるかどうかを事前に確認し、事後の検証の方法やタイミ

ングをあらかじめ計画しておくことが重要であることが示唆される。 

  

４．まとめ 

 季節や産地、収穫量など、調達できる食材の変動要因に対して、「適切に対応しようとし

たがミスが生じたのか」、あるいは、「その変更を適切にお客様に伝えていないのか」、提供

する側のコスト低減やイメージのみによる「顧客の誘引のために意図的に変更していたの

か」。これらを、客観的に判断することが難しく、結果、“偽装”ととらえざるを得ない事

態が起こる。 

 高齢化社会を迎え、食事に求められるニーズが益々多様化している現在、景品表示法に

よる解釈だけでは充分ではない。たとえば、牛脂その他の添加物を注入した加工食肉製品

を使用したメニューに「やわらかビーフソテー」と表示することは、あたかも生肉の一枚

肉を使用しているかのようであると景品表示法上は解釈されているようだが、生肉の一枚

肉を期待するのか、結着肉によって得られるやわらかさを期待するのかは、食べる人の好

みや状態によって異なるのではないか。すべての消費者が同じ程度に納得できるルールを

期待することにも無理があるようにも思われる。 

 事業者は、メニューの企画から料理の提供に至るまでの管理手順や基準について、消費

者や行政に対して説明できるようにしておかなければならない。また、その基準について

は、組織内、業界内での慣習のみならず、顧客の視点で納得できるものかどうかを確認す

る必要がある。日常において、組織内や組織の中の部門内、職種内で培われてきた経験や

ノウハウ、技術を組織全体や社会、消費者に伝えたり、見せたりすることも、事故や問題

の未然防止、再発防止には重要であるということを再認識する必要がある。 

 メニューの表示に限らず、消費者には、問題発生時の再発防止をどの段階に求めるのか

についても、適切な選択が求められている時代である。 

  


