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オーストラリアの地域間自由貿易協定への 

 取り組み状況と食品安全性対策 
 

 

II. オーストラリアの食品安全政策と貿易戦略 
 

(1) オーストラリアにおける食品安全性への取組みと関連組織 

 豪州、ニュージーランドの食品に関する基準は図２の仕組みで定められている。まず、様々な利

害関係者からの要望や政府機関の提案を基に豪州・ニュージーランド食品規制閣僚協議会

（Australia New Zealand Food Regulation Ministerial Council）が開かれる。そして、豪州・ニ

ュージーランド食品規制閣僚協議会の決定とその常任委員会である食品規制常任委員会（Food 

Regulation Standing Committee）に従って豪州・ニュージーランド食品基準局（Food Standards 

Australia New Zealand）が食品に関する基準である食品基準コード（Food Standard Code）を定め

る。この基準に基づき各州・準州政府、ニュージーランド政府、その他の機関が執行、監督してい

る。豪州では州ごとに異なる政策がとられているため、それぞれが食品基準コードに独自に改良を

加え各自実施している。 

 まず始めに豪州・ニュージーランド食品閣僚協議会と食品規制常任委員会について記述し、どの

ように食品基準を設定するための指針が決定されるかを述べる。そのあとで、食品基準局について

述べ、豪州・ニュージーランド食品閣僚協議会で決定された指針を基にどのように食品基準コード

がまとめられるかを記述する。 

 次に、実施段階において、食品基準を基に豪州農林水産省（ＡＦＦＡ：Australian Government 

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry）や豪州厚生省（DoHA：Department of Health 

and Aging)、また、各州でどのように政策化され、実施されているかについて説明する。豪州厚生

省の遺伝子技術規制局（ＯＧＴＲ：The Office of the Gene Technology Regulator）については少

し話が脱線するが、食品安全性に対して遺伝子技術の導入が非常に大きな影響を与えることを鑑み、

これについても述べることにした。

 

1) 豪州・ニュージーランド食品閣僚協議会と食品規制常任委員会 

  豪州・ニュージーランド食品閣僚協議会は毎年少なくとも一回開かれ、食品規制常任委員会の

助言を基に両国の食品基準を規定するための国内食品規制政策とそのガイドラインを策定する権

限を持つ。また、豪州・ニュージーランド食品基準局によって提出された食品基準コードの草案

を採用、修正、拒否、見直しを求めることができる。 

  当初豪州・ニュージーランド食品閣僚協議会は連邦政府、各州・各準州政府、ニュージーラン

ド政府の保健大臣らによって構成されていた。食品閣僚協議会は2000年に連邦政府協議会により

新たな食品規制の策定を認められ、その後2002年の７月までに豪州・ニュージーランド食品基準
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法を策定している。現在では新たに農業や消費者問題を扱う大臣なども新たに加わり、フードチ

ェイン全体を視野に入れた食品安全規制に取り組んでいる。 

  一方、食品規制常任委員会は毎年少なくとも２回開かれ、食品基準コードの各実行機関からの

報告を受けている。この報告を受け、食品基準コードの実施に関する取り組みを検討、補強し、

さらに食品閣僚会議への助言を行っている。 

  食品規制常任委員会は食品閣僚協議会の大臣の担当する各省の 高級官僚と各州知事によって

構成され、食品閣僚協議会に影響を与える。 

  また、食品閣僚会議と食品規制常任委員会の一般事務は豪州厚生省の一部である食品規制事務

局によって行われている。 

 

図２ 豪州・ニュージーランドの食品規制モデル 
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 出所：豪州厚生省 Food Regulation Secretariatのホームページより作成 

 

2)  豪州・ニュージーランド食品基準局 

  豪州・ニュージーランド食品基準局は他の機関と協力し食品コードを作成し、安全な食品供給

を維持することで、豪州とニュージーランドの国民の健康と安全を守る法定機関である。その基

準は一次産品から加工品までフードチェイン全体をカバーしている。また、豪州・ニュージーラ

ンド食品基準局は以下の点を責務としている。 

 ①食品産業、ラベリング、食品加工、一次産品に関しての基準を作成し、また発展させる。 

 ②消費者が食品に対してより良い選択ができるよう情報を提供する。 
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 ③食品基準の監督、実施、要求に関して調整を行う。 

 ④消費者と産業に関する研究を指揮する。 

 ⑤食品被害のモデリングと科学的なリスクアセスメントを請け負う。 

 ⑥輸入食品に対してリスクアセスメントに関するアドバイスを行う。 

  豪州・ニュージーランド食品基準局は1991年に豪州食品機関として発足している。それまで豪

州の州・準州政府はそれぞれ異なる食品基準政策を実施しており、あまり効率的とはいえなかっ

た。そこでその負担を軽減し効率化するために豪州食品局法1991を策定し豪州食品局が誕生した

のである。 

  一方、豪州とニュージーランドとの間でサービスを含めた包括的な自由貿易協定（ＣＥＲ協定）

が1983年に発効されており、その中で両国それぞれの基準、検査過程や表示などを 大限統一す

ることが規定されていた。その一環として、豪州とニュージーランド間で統一的な食品基準を設

定すべく、1996年に豪州食品局法1991が豪州・ニュージーランド食品局法1991に修正され、豪州・

ニュージーランド食品基準局（豪州食品局が前身）が発足したのである。 

  その後、2002年７のニュージーランド食品局法1991のニュージーランド食品基準法1991への修

正に伴い、現在の豪州・ニュージーランド食品基準局に再編され現在に至る。豪州・ニュージー

ランド食品基準局は豪州・ニュージーランド食品閣僚協議会の決定に基づき食品基準コードを作

成しており、現在も諮問機関の要望や提案によって改良されている。 

  食品コードは以下の４章から構成される。 

  （第１章）：一般食品基準 

    原材料、ラベル表示とその他の表記、添加物、有毒物質や残留化学物質、技術的規制など

全食品に対して適用される基準。 大残留物規制に関してニュージーランドは独自の規制を

行っており、この点に関しては豪州のみに適用される。 

  （第２章）：食品製品基準 

    穀類、肉類、卵、魚、果物、野菜、食用油、乳製品、ノンアルコール飲料、アルコール飲

料、砂糖、蜂蜜、塩、乳児食、医療食等の特定の食品に関する基準。 

  （第３章）：食品安全基準 

    前文と食品安全性に関するプログラム、実施、予防等の項目からなり、豪州にのみ適用さ

れる。 

  （第４章）：一次産品基準 

    ワインの生産に関する一項目のみ記載されており、オーストラリアにのみ適用される。 

  食品コードの成立過程は非常に複雑である。基本的には厳格に食品基準法に則って作成される

が、その他、政府の政策や国際条約の要求も組み込んで作成しなければならない。また、作成さ

れた食品基準が経済や社会に与える影響も分析し無ければならないのはもちろんのこと、さらに

コーデックス委員会からのリスクアナリシスの経験と豪州・ニュージーランドが苦心して取り組

んできたリスクマネジメントの経験を基盤にして食品基準法の作成を行わなければならない。 
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  食品基準コードは豪州・ニュージーランド食品基準局の豪州・ニュージーランド食品基準局委

員会（Food Standards Australia New Zealand Board）によって策定される。同食品基準局委員

会は12人のメンバーで、年に少なくとも５回開かれる。そのうち幹事役の食品基準局の官僚一人

を除いて、他の11名は非常勤である。12人のメンバーは食品安全に関係する様々な分野の専門家

で構成され、その専門分野を列挙すると、環境衛生・食品科学・人間栄養学・消費者問題・食品

アレルギー・医学・微生物学・食品安全性・生物工学・獣医学・一次産品・食品工業・食品加工

や卸売り・中小企業・国際貿易・食品規制・消費者権利・消費者問題政策と非常に多岐にわたる。

また、この食品基準局委員会は科学的専門性を持つ研究員をアドバイザーとして13名を任命し、

食品に関係する危険性を調査させている。 

  豪州・ニュージーランド食品基準局委員会によって策定された食品基準コードの草案は豪州・

ニュージーランド食品規制閣僚協議会の大臣に通知され、大臣は食品基準委員会に60日間の内に

見直しを求めることができる。見直しを求められた場合、食品基準委員会は三ヶ月もしくはそれ

以上なら議会が許した期限の内に修正案を提出しなければならない。こうした見直しは２回まで

行われ、その後、 終的に大臣によって拒否、もしくは採用が決定される。ただ、大臣は見直し

を求めるに当たり幾つかの制約を受ける。見直しを求めることができるのは食品基準コードの草

案が以下の条件のどれかを満たすときのみである。 

 ①食品規格閣僚協議会の決めた政策ガイドラインに矛盾する場合 

 ②豪州・ニュージーランド食品基準局を制定する法律の目的と矛盾する場合 

 ③公衆の健康と安全性の保護に反する場合 

 ④食品の国内基準と国際基準の格差をさらに広げる場合 

 ⑤決定するに適当な情報が無い場合 

 ⑥実質的な期間内に実施が困難だと考えられる場合 

 ⑦産業もしくは消費者に不当に費用の負担をかける場合 

 

3) 豪州厚生省 

  豪州厚生省は人間の健康に関するあらゆる業務に取り組んでいるが、その中でも食品に直接関

わる部署としては前述の豪州・ニュージーランド食品基準局がある。豪州・ニュージーランド食

品基準局については前述したとおりである。 

  その他に食品に関して遺伝子技術の適用についての基準を定める部署が遺伝子技術規制局であ

る。 

 

4) 遺伝子技術規制局 

  もともと、遺伝子技術の規制は豪州厚生省の医療品局が行っていたが、医療品局で発足された

暫定遺伝子技術規制局によって、遺伝子技術法2000（The Gene Technology Act 2000）の法案が

提出され、2001年６月に施行されたことにより、遺伝子技術規制局が法的に発足した。遺伝子技
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術規制局は約50名の科学、法律、政策に関する専門の行政官によって構成される。 

  遺伝子技術法2000は遺伝子技術によってもたらされるリスクを特定し、遺伝子組み替え作物

（GMOs）の取り扱いを規制することで、国民の健康と安全、そして環境を守ることを目的として

いる。また、これまで全ての作物について遺伝子技術の規制が出来ておらず、法的に不完全であ

ったのだが、この法律によって有性生殖、相同組換、その他特定の場合を除いて全ての遺伝子組

替え、遺伝子技術による産物に対しての規制を定めることが出来ている。 

  この法律の主な特長は以下の点である。 

 ①以下の場合を除くＧＭＯの取り扱いの禁止 

  a) 規制者によって使用、環境へのリリースのライセンスを認められた場合、 

  b) 届出済みのリスクの低い取り扱いの場合 

  c) 許可が要らないと認められた非常にリスクの低い取り扱いの場合 

  d) ＧＭＯの記録のあるものの取り扱いの場合 

 ②法律の下で法的権限を持つ規制者（The Gene Technology Regulator）を規定 

 ③遺伝子技術助言委員会（ＧＴＴＡＣ： The Gene Technology Technical Advisory Committee）、

遺伝子技術倫理委員会（ＧＴＥＣ：The Gene Technology Ethics Committee ）、遺伝子技術諮

問委員会（ＧＴＣＣＣ：The Gene Technology Community Consultative Committee）の設置を

規定 

 ④ＧＭＯの様々な取り扱いに関して一般の意見を聞き人間の健康と環境へのリスクの評価プロセ

スの規定 

 ⑤法律を施行、監督する広範囲の法権力を持つこと 

 ⑥一般に利用できるＧＭＯとＧＭ商品に関するデータベース化 

  この法律が施行される以前から既に医療品局や食品基準局によってＧＭ商品は規制されていた

ことにより、この法律はそれ以後の新しい、まだ規制されていないＧＭ商品を対象とする。また、

厚生省や各州、準州からの代表者から構成される遺伝子技術閣僚協議会が設置され、この協議会

は遺伝子技術の実施、規制に関して監督する。 

  現在の規制者はSue Meek博士である。規制者は政府から任命されており、独立の権限を持つ。

遺伝子技術法2000は規制者に下記の役割を与えている。 

 ①ＧＭＯの取り扱い資格の認定 

 ②閣僚協議会の要請に従い政策原理と政策ガイドラインの作成 

 ③実践コードの作成 

 ④ＧＭＯに関する技術面でのガイドラインの発行 

 ⑤ＧＭＯに関して他の機関への助言と情報の提供 

 ⑥ＧＭＯに関して一般への情報の公開 

 ⑦ＧＴＴＡＣと規制者の公務に関して、もしくは法的フレームワークの効率性に関して閣僚協議

会への助言 
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 ⑧ＧＭＯの生物安全性とリスクアセスメントに関しての調査 

 ⑨規制機関どうしのＧＭ食品に関するリスクアセスメントの協力の促進 

 ⑩ＧＭＯの規制に関して国際的な実践の監視 

 ⑪遺伝子技術の規制を扱う国際機関もしくは他国の機関との関係維持 

  遺伝子技術の規制システムは図３のようになっている。遺伝子技術規制局は関係各局と協議を

行い、それを規制者に伝える。また、遺伝子技術閣僚協議会からの要望に従い規制者が遺伝子技

術を用いた商品に関して総括して公務を行う。その際、規制者は遺伝子技術助言委員会、遺伝子

技術倫理委員会、遺伝子技術諮問委員会の３つの助言機関から助言を受け、また遺伝子技術規制

局と協力して特定の人物、団体に遺伝子技術の使用の資格を与えるなどの職務を行っている。資

格を持ちＧＭＯの生産を行っている試験地の分布は図４のようになっている。このように規制者

の規制の下、限られた場所で資格をもつ人物、団体によって遺伝子技術は計画的に運営されてい

る。

 

図３ 遺伝子技術規制システム 
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出所：豪州遺伝子技術規制局ホームページより作成 
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図４ 豪州ＧＭＯ栽培実験地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         出所：豪州遺伝子技術規制局ホームページ 
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5) 豪州農林水産省 

  豪州農林水産省は農林水産物と食品に関して国際貿易市場と国内市場での維持と発展に積極的

に取り組んでいる。そのためには、科学的知見に基づいた検疫政策を行ない、技術的なアドバイ

スと輸出認定サービスを提供していかなければならない。また、貿易パートナーと交渉し、多角

的なフォーラムや国際的な基準設定機関に参加することも必要である。同時に、様々な産業、輸

出業者などと連携していくことも必要である。 

  豪州は過去に海外で病原体や害虫の問題が起こるたびに検疫体制や政策を強化し、輸入品に対

する検疫のプログラムを確立してきた。また、過去に幾つかの輸入食品の基準値違反や病原体の

問題にも直面してきた。Ｏ－157大腸菌やリステリア菌の発生もその例であるし、カキやエビなど

の海産物による病原体の問題もそうである。その他、表９に見られるように様々な問題に直面し

てきた。 

 そうした危険を未然に回避し、より良い貿易と国民の健康と環境のために、豪州農林水産省は豪

州生物安全局（Biosecurity Australia）や豪州検疫検査局（ＡＱＩＳ：Australian Quarantine and 

Inspection Service）等の部署を省内に設けバイオセキュリティーの問題に取り組んでいるので

ある。 

 

表９ 豪州での輸入食品に関する問題（例） 

 

 問 題 事 項 品    目    例 

アフラトキシン 基準値以上 ピーナッツ、ピーナッツ加工品、その他のナッツ

パツリン 基準値以上 リンゴジュース 

残留農薬 基準値以上 ゴマ、干しブドウ、加工果物、野菜加工品 

合成甘味料 
基準値以上もしくは食

品に違法に使用 
ドライフルーツ 

着 色 料 
基準値以上もしくは違

法な色を使用 

ビスケット、菓子、清涼飲料、ドライフルーツ、

スナック 

エチレンオキサイド 基準値以上 パプリカ、唐辛子 

重 金 属 基準濃度以上 

ドライマッシュルーム（鉛、水銀）、エビクラッカ

ー（水銀）、香辛料（砒素）、缶詰の甲殻類（亜鉛、

セレニウム）、干しブドウ（鉛）、ココアパウダー

（鉛）、ピーナッツ・トマト・ヒマワリ油・貝ペー

スト・カレーペースト（カドミウム） 

菌  類 人体に不適当なレベル クルミ、オレンジ 

防 腐 剤 
基準値以上もしくは食

品に違法に使用 

ソース・ジンジャー・日干しトマト・塩漬け食品

（安息香酸、ソルビン酸、安息香酸ナトリウム、

二酸化硫黄、琥珀酸、カリウム） 

大 腸 菌 基準値以上 海産物加工品、胡椒、香辛料 

サルモネラ菌 含  有 パプリカ、胡椒、ココナッツ 

リステリア菌 含  有 魚類の燻製、チーズ（塩分添加） 

出所：豪州農林水産省「Guide to Australia's Food Import Requirements」より作成 
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6) 豪州生物安全局 

  2000年10月に発足された豪州生物安全局は、豪州農水省に属し、消費者と動植物の健康、貿易

の円滑化を目的としている。その目的のため、科学的な知見に基づいた検疫政策を行っている。 

  具体的には、豪州生物安全局は、輸入面では輸入商品や家畜の輸入精細胞などの輸入リスクア

ナリシス（ＩＲＡ：Import Risk Analyses）と検疫におけるリスクアセスメントを、輸出面では

技術的な交渉を行っている。また、その実務機関である豪州検疫検査局に対して技術面でサポー

トし、共同で輸入検疫に取り組んだり、関係機関と連携して、国際基準の設定機関やＷＴＯなど

に参加している。 

  豪州生物安全局はさらに３つの部署に分かれる。動物部門と植物部門、それと開発・評価部門

である。 

  豪州生物安全局は主に輸入リスクアナリシスに重点を置いて取り組んでいるが、輸入リスクア

ナリシスとその見直しは主に以下のような場合に行われる。ひとつ目は、これまで輸入したこと

のない新しい品目を輸入する時のようにまったくその品目に関して検疫政策の前例が無い場合。

二つ目は、新たな需要等の要因によって、これまでの輸入相手国以外からも輸入しなければなら

なくなった場合で、特にその国が重大な検疫上の問題を持つと思われる場合である。 

  輸入リスクアナリシスは下記の図５のような行程で行われる。 

  まず始めに豪州生物安全局自身もしくはその他機関から要請があって輸入リスクアナリシスが

開始される。しかしながら、提案があったもの全てが輸入リスクアナリシスにかけられる訳では

なく、どれを輸入リスクアナリシスにかけるべきかふるいにかけなければならない。 

  そして、州のＣＥＯや環境局と協議した後、ここで初めて輸入リスクアナリシスを行うチーム

が編成される。そのメンバーは案件の特性に合わせて専門家を豪州生物安全局かもしくはその他

機関から選抜される。このとき、その後の輸入リスクアナリシスのアプローチ方法、その活動計

画も同時に立案される。立案された案は利害関係者と協議された後、正式案として確定する。ま

た、このとき利害関係者は正当な理由があり15日以内であれば、チームのメンバー選任方法、活

動計画案に抗議することができる。抗議があると45日以内に豪州農林水産省の事務次官によって

審査され、抗議が認められればもう一度チームから編成しなおされることになる。 

  次にリスクアセスメントである。チームは輸入リスクアナリシスを行うのに十分な情報を収集

する。十分な情報があれば提案者と連携して輸入リスクアナリシスに臨む。もし情報が不十分な

場合は輸入リスクアナリシスが遅れることになる。また、提案者と情報について協議し、必要が

あれば現地調査を行う。その後、チームは輸入リスクアナリシスの報告書の草案を作り利害関係

者にウェブ上で配った後コメントを求めるか、場合によっては協議を行う。利害関係者に草案を

配布したら、ＷＴＯに知らせなければならない。また 終決定の前に専門知識をもつ同僚とも協

議を行う。 

  終報告書を提出する前に 後に利害関係者などと検討を行い、新たな情報や更なる調査の必

要性が浮上した場合は報告書を作り直す。 終的に報告書は豪州生物安全局の監督員に提出され 
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図５ 輸入リスクアナリシスフローチャート 
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出所：農林水産省「輸入リスクアナリシスハンドブック」より作成 
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 検討される。監督員は報告書がハンドブックに記載されている行程にしたがっているかどうかな

ど吟味する。そして、州、準州のＣＥＯと協議を行い、 終的に発表され政策に利用される。利

害関係者は発表された後30日以内に抗議することが出来るが、それは輸入リスクアナリシスの

終報告書がハンドブックから大幅にずれるか、重大な見落とし事項がある場合に限られる。抗議

は輸入リスクアナリシス抗議討議会で審査され抗議が認められなければそのまま政策に利用され、

認められればもう一度提出しなおしとなる。ただし、わずかな修正を加えればすむという場合は、

修正されそのまま政策に利用される。 

  このように豪州生物安全局は輸入リスクアナリシスの行程について見直しを行っている。見直

しされた内容はより一般の人々の意見を取り入れたものでなくてはならず、また、科学的な調査

を加味していかねばならない。こうしたリスクアナリシスの政策の行程は輸入リスクアナリシス

ハンドブックとしてまとめられており、これまでのところ輸入リスクアナリシスハンドブック

2003が発行されている。また、まもなく新たな版が発行される予定である。 

 

7) 豪州検疫検査局 

  豪州検疫検査局は郵便物集配所やコンテナターミナル、空港の全ての場所で豪州に輸入もしく

は入ってくる物品を検査し、豪州の動植物や人々の健康、環境に影響を及ぼすと考えられる害虫、

病原体の侵入を未然に防いでいる。 

  また、一方科学的知見に基づく優れた検疫体制をとることで豪州の農業部門の信頼性を高め、

産業としての農業部門を維持している。これは同時に輸出に関して、豪州の農産物での競争力を

一層高めることに繋がり、貿易業務を円滑にしている。 

  豪州検疫検査局は、主に下記の項目を任務としている。 

 ①輸入品に関する検疫と認証 

 ②検疫を充実し、検疫に関しての情報を提供することで輸出品のサポートをする 

 ③食品基準への貢献 

 ④輸入品の検疫 

 ⑤海外からの病原体や害虫を阻止することで、動植物とそれに関わる食品の輸入を円滑にする 

 ⑥病原体、害虫、雑草の発生にすばやく対応する 

  貿易以外においても、郵便物を例にとって見ると１億7,000万個以上の郵便物が豪州に入ってき

ており、その中で、約50,000個に及ぶリスクの高い郵送禁止物がＡＱＩＳに没収されている。 

  豪州検疫物検査局はＸ線による検査のみならず、検疫物探知機などを導入し、徹底してことに

当たっている。特に昨今ではＢＳＥや鳥インフルエンザの影響で検疫はさらに厳しいものになっ

ている。 

 

8) 州、地方自治体 

  州政府は州内で食品に関する法律を施行する責任を負っている。基本的には食品基準局の定め
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た食品基準コードによる枠組みに従い業務を行う。しかしながら、州政府は従来その施行力は弱

く、どちらかといえば、地方自治体の環境健康課の職員に任せがちであった。そこで、州政府に

も食品基準コードの施行に取り組んでもらうために1999年の８月から食品に関して従事する職員

にフードセーフティープランを立てるように要請されている。 

  一方、地方自治体は食品基準コードや連邦政府からの要請は食品規制に関する指針であり食品

に関しての規制は各自で行う。しかしながら、前述した環境健康課の職員は他の任務も兼任して

いるため、その取り組みには限界がある。 

 

(2) 遺伝子組み替え食品規制制度の概要と問題点 

1) 遺伝子組み替え作物の生産規制 

  つぎに、規制の概要については、次の手順に従う。まず、ＧＭＯ試験を申請する企業あるいは

研究機関が、遺伝子操作諮問委員会（ＧＭＡＣ）に対して、関連する情報を報告して、審査を依

頼する。これを受けて遺伝子操作諮問委員会（ＧＭＡＣ）は、環境、健康、安全性面からのバイ

オセーフティ・リスクに関して審査した後、当該リスクに対する管理方法について勧告する。Ｇ

ＭＯ試験を申請する企業や研究機関は、この勧告に従って自主的に試験を行ない、製品の 終利

用目的に応じて各機関の評価承認を別途取得する。 

  オーストラリアでは、産業側からＧＭＯ作物の商業的放出に対する要望が次第に増加してきて

いる。これと相俟って、ＧＭＯ作物に対する国民的関心が高まってきており、規制体制強化の必

要性が生じてきた。しかし、この規制制度に関しては、次のような問題点が指摘されている。 

  既存の法定機関の管轄にないＧＭＯ作物が次々と出現してきていることである。 

  この点、遺伝子操作諮問委員会（ＧＭＡＣ）には、法的根拠を伴う強制的な独立検査・監視権

限がないこと、違反に対する罰則賦課がないこと、その決定過程が不透明であること等の点であ

る。 

  これらの問題点を改善するため、2001年１月３日に新「ＧＴ規制法」が施行された。 

  新法の特徴は、法的権限を伴う遺伝子技術規制官（ＧＴＲ）を設置し、遺伝子技術諮問委員会、

遺伝子技術社会評議委員会、遺伝子技術倫理委員会のもとに、法律に則らないＧＭＯの各種の取

扱（研究、製造、商業的放出、輸入）を禁止したことである。さらに、ＧＭＯによる健康・環境

リスクの評価計画を導入したこと、ＧＭＯ放出に対してライセンス制を導入したこと、法的根拠

を伴う監視・強制を導入したことである。さらに、これらに加えて、ＧＭＯおよびＧＭ製品に関

する公的データベースを構築した。 

  こうした規制強化の動きに対して、遺伝子技術規制局暫定事務局（ＩＯＧＴＲ）は、次の３つ

の修正を要求してきた。つまり、①「予防原則」（科学的に危険性を実証できなくても、環境影響

を未然に防止する原則）を導入すること、②社会評議会と倫理委員会を個別審査に参加させるこ

と、③ＧＭ作物で汚染された周辺農家（有機栽培農家）に対する補償基金を創設すること、の３

点である。 
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  さらに、ＮＳＷＧＢは、以下のような見解を示している。オーストラリアでは、カノーラに関

しては、非ＧＭＯしか生産しておらず、このことが短期的には新市場開拓に貢献している面もあ

る。但し、将来的には需要は変化しうることを念頭においておかなければならない。その時にな

ってから対応したのでは迅速に対応しきれないので、生産者がＧＭＯ新技術にアクセスできるよ

うにしておく必要がある。 

 

2) 遺伝子組み替え食品の流通・表示規制 

  以上は、遺伝子組み替え作物の生産規制に関する状況であるが、次に、その流通面での規制に

ついて検討しておこう。遺伝子組み替え食品の表示規制に関する実施機関は以下の通りである。 

  まず、豪州・ニュージーランド食品安全局（ＡＮＺＦＡ）は、両国の共通食品基準に基づいて

食品安全性の問題を管轄しているが、この機関がＧＭ食品の安全性評価・表示規制も所管する 

  さらに、豪州ニュージーランド食品規格審議会（ＡＮＺＦＳＣ）は、基準内容を決定する権限

を持っており、連邦政府および州政府の保健担当大臣で構成されている。 

  つぎに、ＧＭ食品表示規制の概要と改正については、「食品基準Ａ18」という規則があり、これ

は、ＧＭ食品の安全性評価基準および表示基準を定めたもので、豪州とニュージーランドに共通

の規則である。この規則は、「当該ＧＭ食品が従来の食品と実質的同等性を有しない場合には、Ｇ

Ｍ表示の義務がある」と規定している。しかし、国内消費者の要望を配慮して、実質的同等性を

有する食品を含めてＧＭ食品の表示を義務化するように改正の動きが出てきた。これを受けて、

「ＧＭ食品表示施行規則」が2000年７月28日に決定され、2001年12月７日より施行された。この

施行規則の下では、表示義務のあるものは、「新しいＤＮＡ・タンパク質が 終製品に存在する全

ての食品・食品原料」および「組み替えにより栄養価などの食品特性が変えられた食品」である。

他方、表示義務のないものは、「 終製品に新しいＤＮＡやタンパク質が残存しない高度精製食品

（食用オイル、砂糖など）および加工補助剤、食品添加物」と「 終製品中に含まれる組み替え

食品原料が0.1％の濃度（１kg当たり１ｇ）未満の場合」である。また、新表示規制は、原材料毎

に当該遺伝子組み替え製品の１％までの意図せざる混入は表示義務対象外として認められる。 

  こうした新規制に対する各界の反応として、渡部靖夫氏は次の点をあげている。豪州消費者連

合は、以前にハワード首相が提唱した「１％以下のＧＭ含有は表示不要」とする案にくらべては

前進していることを評価する一方、依然として、何らかの適用除外があることには失望している。 

  他方、産業界側の評価として、Ｈ．Ｇ．タンブリング上院議員は、より厳しい評価を示してい

る。つまり、新規則は産業側にＤＮＡ残留判定費用等の経費負担と輸出競争力低下を強いると同

時に、消費者にも費用負担を生じるものとなるので、不満が残る。世界貿易機関ＷＴＯの国際ル

ールに抵触する可能性があると懸念している。 

 

3) オーストラリアにおける遺伝子組み替え作物・食品の規制と戦略 

  オーストラリアにおける遺伝子組み替え作物・食品の生産と流通面での規制については、既に
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触れたとおりであるが、渡部靖夫氏はこれらを以下の表に示すようにまとめている。また、これ

らに関するオーストラリアの対外的戦略については、つぎのように指摘されている。 

  環境への放出規制に関する対外的戦略としては、非ＧＭカノーラの生産に限定してきたことで、

これまで享受してきた市場シェア面での短期的メリットを今後どこまで維持できるかが当面の課

題である。ＧＭ作物の積極的導入によってこのメリットを失うことへの懸念とこれを導入しない

場合にＧＭ作物先進国のアメリカやカナダに遅れをとることへの懸念との間で、輸出戦略上のジ

レンマに立たされている。 

  他方、食品表示規制に関する対外的戦略としては、バイオセーフティ議定書の交渉で「ＧＭ作

物の安全性評価への予防原則の導入は貿易障壁になる」と懸念する厳しい立場を取ってきたマイ

アミグループ（ＧＭ作物輸出国グループ）の一員としての交渉スタンスをどうするかが課題とな

っている。つまり、対外的交渉スタンス維持と国内ＧＭ食品表示規制強化との間で、国際交渉戦

略上のジレンマに立たされていると指摘されている。 

  後に、オーストラリアにおける遺伝子組み替え作物・食品問題に対する各界の対応は以下の

ように指摘されている（文献［３］）。 

  まず、生産サイドについては、現在のオーストラリアは、ＧＭ作物について慎重な態度を取っ

ていることで、後発者利益を得ている。新規制制度のもとで、商業的放出、食品安全性承認が実

施された場合に、その生産体制をどうするかがさし当たっての問題となっている。中長期的には、

小麦などの他の穀物のＧＭ作物の生産がどう展開していくかが注目される。 

 

表10 遺伝子組み替え作物・食品問題の規制と戦略 

 

 環 境 放 出 規 制 食 品 表 示 規 制 

根 拠 法 規 遺伝子技術規制法（Gene Technology Bill） 豪ＮＺ共通食品基準Ａ18 
   

規 制 内 容 強い法的権限を持つ遺伝子技術規制局（ＯＧ
ＴＲ）を設置して監督 

実質的同等性を有していても表示を義務付け非
意図的混入は１％まで許容（ＥＵも１％、日本
の大豆は５％） 

   
施 行 時 期 2000年１月 規則改正案を官報掲載。意見徴集・修正の上、

2001年12月 
   

対 立 構 造 産業・消費者間の意見対立は殆ど無し。 
（但し、タスマニア州が適用除外権限の付与
を要求） 

〈民間レベルの対立〉産 業 界⇔消費者 
〈行政レベルの対立〉産業担当官⇔保健担当省
〈政治家レベルの対立〉 
       産業側政治家⇔消費者側政治家

   
当局の意図 厳正な規制の下で遺伝子組み替え作物を積極

導入 
政府は産業側に配慮した仕組みを導入しようと
したが失敗 

   
対外的課題 非ＧＭカノーラで享受している短期的メリッ

トをどこまで維持できるかが当面の課題。 
ＧＭ作物の積極的導入によってこのメリット
を失うことへの懸念とこれを導入しない場合
にＧＭ作物先進国のアメリカ・カナダに遅れ
をとることへの懸念との、輸出戦略上のジレ
ンマ 

バイオセーフティ議定書交渉で「ＧＭ作物の安
全性評価への予防原則の導入は貿易障壁にな
る」と懸念する厳しい立場をとってきたマイア
ミ・グループ（ＧＭ作物輸出国グループ）の一
員としての交渉スタンスをどうするかが課題。
対外的交渉スタンス維持と国内ＧＭ食品表示規
制強化との、国際交渉戦略上のジレンマ。 

出所：渡部靖夫（文献［３］） 
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  次に、消費サイドについては、現在、オーストラリアは多文化主義を推進しているので、国民

は多宗教かつ多価値観の混合市民から構成されている。そのため、オーストラリアの消費者は、

倫理・宗教的な観点から、ＧＭ作物・食品に関しては、その含有比率による規制ではなく、少し

でも含有されているか否かにこだわる傾向がある。 

  さらに、行政サイドの反応としては、ＧＭ作物・食品に関する規制の改正に対する国内の調整

過程は殆ど完了している。しかし、対外交渉戦略でのオーストラリアの従来のスタンスと国内で

の規制強化への調整過程の方向との間で矛盾が深刻化する可能性がある。また、ＯＥＣＤやＣＯ

ＤＥＸ等でのスタンスに軌道修正を加える可能性も出てくる。 
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