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開 会

○田中委員長 ただいまから第８回食肉流通問題調査検討委員会を開催いたします。

本日は、松本委員が所用によりご欠席されるとの連絡をいただいております。

また、本日は大島農林水産大臣にご出席いただいております。

大 臣 挨 拶

○田中委員長 それでは、大島農林水産大臣よりごあいさつをいただきたいと思います。

○大島農林水産大臣 一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。

第８回の食肉流通問題調査検討委員会の開催に当たりまして、本来でしたらもっと早い

時期に先生方にごあいさつを申し上げなければならないところでございましたが、まず改

造が第１回の会合の日でございました。それ以後、コメ改革あるいはまた臨時国会、そう

いう観点で大変失礼をいたしましたことをお許しいただきたいと思います。

昨年の９月の我が国におけるＢＳＥの発生という事態の中で、初期の行政対応にも混乱

がありましたが、その後は関係府省のご協力をいただきながら、消費者の皆様方のご理解

を得るべく、また関係事業者への影響を緩和すべく、生産、流通、消費、各段階の対策を

講じてきたところであります。ＢＳＥ発生後、牛肉の消費、価格は減退しましたが、最近

ではともに回復しているところでございます。

また、ＢＳＥ調査検討委員会のご報告を踏まえて消費者重視の農林水産行政に転換する

こととし、食品安全委員会の設置を踏まえた対応や組織の大胆な見直しに取り組んでいる

ところであり、今後とも消費者を初めとする国民の信頼の回復に向けて気を引き締めて取

り組んでまいる所存でございます。

来年の通常国会は、私は農林水産省として、１つはコメ改革国会、もう１つは食品の安

全安心国会だ、このように常々幹部には申し上げておりますし、またそういう決意でござ
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います。

そのような状況の中で、ＢＳＥ対策に関連して、本年１月以降、牛肉の隔離事業をめぐ

る偽装事件や食肉表示違反が相次いで発覚したところでありましたが、このことは消費者

の信頼を揺るがせ、特に業界や行政に対する不信感を募らせる結果と相なっておりまして、

まことに残念、遺憾でございます。

このような事態に対しまして、ＪＡＳ法の改正、また公表の迅速化、罰則の強化の措置

を講ずるとともに、トレーサビリティシステムの確立に向けての検討を進めておりますが、

一刻も早く関係業界や行政に対する信頼を回復することが急務であると思っております。

このような偽装事件が続発した要因や背景を明らかにし、関係業界や行政の実態や問題

点を解明し、食肉業界と行政の今後の対応方向については、幅広い観点から率直なご提言

をいただくため、本年の９月30日からこれまでもう７回にわたりまして先生方にご論議を

重ねていただいてきたところであります。

本日は８回目の開催ということでございまして、これまでの議論の整理等についてご議

論いただくことになっておりますが、これまで同様、委員の先生方におかれましては、幅

広い視点から忌憚のないご意見、ご論議を賜りますことを心から祈念いたします。

もう暮れではございますけれども、私どもも日々、食品の安全・安心という問題に対し

まして、このＢＳＥの教訓をどのように生かすか、これがまさに21世紀の農林水産省の私

どもの大きな課題である、このようにも認識しておりますので、よろしくお願いを申し上

げて私のあいさつとさせていただきます。

田中委員長初め先生方、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 ありがとうございました。

それでは、これより議事に入ります。

なお、大島農林水産大臣におかれましては、所用によりご退席されます。

それでは、議事に入りますので、報道関係の方は傍聴室にお移りいただくようお願いい

たします。

議 論
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○田中委員長 それでは議論を始めたいと思いますが、その前に再度確認をさせていた

だきたいと思います。前回この委員会の場で私からお諮りしたことですが、当初スケジュ

ールでは年内に中間報告のとりまとめ、もしくはこれまでの議論の整理を行う予定でおり

ました。

しかし、これまでの委員会での議論の状況を踏まえれば、中間報告のとりまとめという

より、むしろこれまでの議論について一定の整理をし、年明け以降、委員会報告に向けて

さらに検討していくこととしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、前回の委員会で私からお話ししましたように、これまでの議論について私な

りにまとめさせていただいたものを資料１として提出しておりますので、これをもとにさ

らにご議論をいただきたいと思いますが、まず私のメモを事務局から読み上げていただく

ようお願いいたします。

○武本企画評価課長 官房の企画評価課長でございます。

お手元の第８回食肉流通問題調査検討委員会資料一覧をごらんいただきたいと思います。

資料１の読み上げの前に全体資料の確認をさせていただきたいと思います。

資料１は、ただいま委員長からお話のございましたこれまでの議論の整理メモでござい

ます。

資料２は同じタイトルでありますけれども、その対照表ということで、委員長のご指示

によりまして、この資料１の中のエッセンス部分を問題点と対応方向という形で整理をし

たものでございます。

資料３は委員要求等資料でございまして、新山委員からのご要求でございました「偽装

事件に関する判決書」ということで、11月22日の判決書の写しでございます。

その下に追加分といたしまして、前回の委員会でもご議論がございましたけれども、

「と畜場におけるＨＡＣＣＰ方式の対応について」ということで、現状、関係法令がどう

いう適用関係になっているかを整理した資料でございます。

参考資料で、「これまでの委員会における委員の意見（概要）」ということで、これは、

これまで２回ほどの会の委員のご意見をまとめたものでございます。前回のものと違うの

は、第７回目を入れたということのほかに、１ページ目のところをみていただきますと、

文章の左側に５の①とか１の③と付してあります。これは資料１に対応する番号を付して

おりまして、委員長の指示によりまして、どこをどういう形でメモをつくったのかという

ことが皆様に比較対照できるように、こういう形でつけたものでございます。
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その下は甲斐委員からご提出のございました資料でございまして、これは「市場隔離政

策による価格回復過程の考察」ということで、本日の意見交換の際にご説明があるのでは

ないかと思います。

最後には、いつもどおりの検討スケジュールの一枚紙でございます。

資料の全体は以上でございまして、続きまして資料１を読み上げます。資料１をごらん

いただきたいと思います。

これまでの議論の整理（メモ）、１ページ目をごらんいただきたいと思います。

１ 食肉の製造・加工・流通・販売の現状と食肉業界・行政の問題点

（１）牛肉在庫保管・処分事業の検証と評価及び食肉の表示違反事件の検証

① 牛肉在庫保管・処分事業の検証と評価

（事業の性格、必要性）

・ この事業は、牛肉は安全であるということから法的な規制措置がとれない中で、

任意制度として、流通業者の協力を得て、可能な限りすべての在庫を緊急的に市

場隔離しようとしたもの（その後焼却に移行した）であり、その点で矛盾（安全

なものであるのに、隔離・焼却しなければならないこと）が生じた面があったの

ではないか。

この事業、特に焼却事業は、本来法律により強制的な措置として仕組むべきだ

ったという意見があるが、一方、立法には時間を要することから緊急的な対応と

してやむを得なかった面もあるのではないか。

・ この事業が、消費者対策か、業者対策かについては、

ⅰ）隔離・焼却により業者にとって保管料の軽減、滞留在庫の解消となったこと

から、業者対策である。

ⅱ）消費者の不安の解消につながったことから、消費者対策である。

ⅲ）両方の効果があった対策である。

という３つの意見があったが、どうか。

・ この事業は、偽装事件の発生というマイナス面はあったが、牛肉に対する消費

者の不安を解消する上で効果があったと考えられるのではないか。

（事業創設の手続、事業の仕組み、実施体制の不十分・不徹底）

・ 事業創設の検討が、政党、行政のみの議論で進められ、消費者団体等関係者の

意見を聞いていないことは問題があるのではないか。
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また、緊急事態であっても外部の有識者の意見を聞くことが必要との意見があ

ったが、緊急的対応が求められる中で、保管事業の検討段階で（つまり創設前

に）消費者団体等関係者の意見を聞く余裕があったのかどうかを考慮すれば、難

しい面もあるのではないか。

・ 結果的に偽装を招いたことからみれば、偽装防止の手だてが不十分だったと考

えられるのではないか。

例えば、と畜証明書にかわる別の担保措置、当初からの全箱検品の実施などの

措置をとるべきではなかったのか。

一方、当時の状況のもとで事業を緊急的に実施する必要性や行政コストを考慮

したとき、そうした措置がとり得たかどうかには疑問があるのではないか。

・ こうした緊急時の対応について、今後の教訓としてどういうやり方、システム

にすれば、同じようなことを避けることができるのかを検討すべきではないか。

（保管事業から処分事業への移行）

・ 保管事業から処分事業へ移行する際に、業者に参加意思を再確認すれば偽装は

防げたとの意見もあるが、確かに将来買い戻すのだからと安易に偽装を行ったと

すれば、処分事業への移行の際には、事の重大性に気づき、事業に参加しなかっ

たかもしれない。

・ 一方、その時点では既に偽装行為が行われており、そもそも保管事業であって

も偽装すれば保管料の詐欺になるという問題があるのではないか。

・ また、業者が参加取り下げを希望した場合、当該保管牛肉が市場に出回るおそ

れがあること等の問題があったのではないか。

（偽装を行った企業の偽装の目的、問題点）

・ 偽装は、ＢＳＥ発生による売り上げ減のもとで、損失の補てん、不良在庫の解

消が目的だったと考えられ、企業としては社会的公正さより目先の利益を優先し

たもので、コンプライアンス意識の欠如、モラルの問題が挙げられるのではない

か。

② 主な食肉の表示違反事件の検証

・ 品質表示違反の背景、要因としては、競争激化のもとで欠品を回避したいとい

う考え、そのことと裏腹の関係にもあるが、無理な受注があったことが挙げられ

るのではないか。



- 6 -

一方、欠品のペナルティーは大きな問題ではなく、食肉企業の体質の問題であ

るという意見があったが、どうか。

・ また、ＪＡＳ法の品質表示基準について十分な認識が不足していること、企業

のモラルの低さ、多少のことは許されるのではないかという甘えがあったのでは

ないか。

・ 過去において虚偽表示がしばしば行われていたにもかかわらず、行政はこれを

厳しく取り締まらず、業界もそれに甘えていたのではないか。

今年２月からＪＡＳ法の品質表示の監視・指導体制を強化（食品表示110 番の

設置、食品表示ウオッチャーの委嘱）したが、こうした消費者の要望を踏まえた

法制度や監視体制の整備が行われた一方で、業者の意識や対応がおくれているこ

とも、ＪＡＳ法違反事件の頻発の一因ではないか。

（２）食肉をめぐる事情の変化と食肉業界・行政の問題点

（量から質への消費者ニーズの変化と業界・行政の対応）

・ Ｏ 157やＢＳＥ発生等を契機に、食の安全と安心を求める消費者ニーズがより

一層強まっているが、こうした変化に、食肉業界・行政が十分対応し切れていな

かったことが、ＢＳＥ対策に係る牛肉偽装事件や食肉の表示違反事件の原因では

ないか。

（食肉業界・行政の問題点）

① 食肉企業

・ 食肉企業・業界の体質として、近代化、透明性確保、コンプライアンス意識の

改革などについてのおくれがあるのではないか。

特に、不況、企業の業績悪化の中では、社会的公正さよりも利益追求を優先す

る弊害が強く出るのではないか。

また、一般に日本の企業では、個人のモラルはあっても、それが集団（企業）

のために発揮できないのもやむを得ないという状況が今もあるのではないか。

・ 偽装企業には、これぐらいのことでは批判は出ないだろうという甘え、一種の

消費者軽視があったのではないか。

② 食肉関係団体

・ 事業者団体が会員企業の利益の代弁の役割しか果たしておらず、消費者利益や

公益という問題意識が希薄なことは問題ではないか。
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・ 相互扶助を理念とする中小企業協同組合において、大企業が中心的役割を担っ

ていたり、補助事業実施主体として行政の一端を担わせることは問題があるので

はないか。

③ 食肉行政

・ 需要の増大、輸入自由化の中で、食肉産業の振興を図っていく必要から、業界

と一体となって行政を進めてきたことが業界の甘えを招き、政策決定過程におけ

る消費者不在、不透明さにつながっているのではないか。

・ ＢＳＥに対する危機管理の失敗、消費者に対するリスク・コミュニケーション

の不備が、消費者の不安と不信を招き、本来なら必要でなかった対策（安全な牛

肉なのに、隔離・焼却しなければならないという対策）まで実施せざるを得なく

なったのではないか。

２ 消費者を初めとする国民の信頼回復のための食肉業界・行政の今後の対応方向

（１）基本的考え方

（消費者重視の行動規範の確立）

・ 食肉企業、食肉関係団体、食肉行政それぞれについて、消費者の視点からあり

方を見直す必要があるのではないか。

（国民に対し透明性のあるシステムの導入）

・ 食肉流通の透明性、政策決定の透明性を確保する観点から、国民に対し説明責

任を果たせるシステムの導入が必要なのではないか。

（２）具体的な対応方向

① 食肉関係企業のあり方

（企業のコンプライアンスの実効性の確保）

・ 法令遵守はもとより、倫理あるいは自主基準を守るというコンプライアンス経

営の実効性を確保することが重要である。

そのためには、行動規範や自主行動基準を策定するだけでなく、これを担保す

るための体制の整備（経営システム、経営トップの意識（企業統治のあり方）、

取引先も含めたコンプライアンスの確立等、ステークホルダーとのコミュニケー

ション（消費者等の利害関係者への情報提供による信頼の確保）等）が必要であ

る。

（消費者の視点に立ったトレーサビリティの確立、品質管理の向上）
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・ 消費者の信頼を得る観点から、生産・流通・消費をつなぐトレーサビリティ・

システムを確立する必要があるのではないか。

・ 食肉の加工・流通段階におけるＨＡＣＣＰ方式のソフト面での取り組みの強化

等により、安全管理、品質管理の向上を図ることが必要ではないか。

② 食肉関係団体

（業界全体のコンプライアンスの構築）

・ 食肉関係団体が、会員の食肉企業のコンプライアンス経営を推進するための指

導、監視等の取り組み（業界憲章、行動規範の手引き等）を行うことが必要では

ないか。

・ 「食肉の表示に関する公正競争規約」の遵守が必要であり、そのための実施体

制の確保が重要ではないか。

（業界団体の機能の強化と協同組合組織のあり方）

・ 業界団体は、会員の利益の代弁・代行のみでなく、公益的な見地から消費者へ

の情報提供や消費者の視点を踏まえた改革の取り組み、そうした視点からの補助

事業の適切な実施など、食肉関係企業と行政や消費者との間の橋渡しの役割を適

切に果たしていくことが必要なのではないか。

・ 協同組合組織を補助事業の実施主体等とする際には、協同組合の理念に照らし、

適切であるかどうかを十分踏まえた上で行うべきではないか。

③ 食肉行政（農畜産業振興事業団を含む。）

（表示の正しさを担保する仕組み、トレーサビリティシステム、ＨＡＣＣＰ）

・ 偽装を防ぐには、表示の正しさを担保するチェックの仕組みが必要である。そ

の１つの方策として、トレーサビリティやＨＡＣＣＰ方式における記帳、記録の

保管の仕組みを利用することができるのではないか。

・ トレーサビリティについては、現在、農場からと畜場までとなっている制度を、

小売店からもさかのぼれるシステムに整備することが必要であるが、

ⅰ）表示の正しさを担保するものであるという意見

ⅱ）リスク管理のための追跡システムと考えるべきという意見

ⅲ）食と農とを近づける役割を果たすものと考えるべきという意見

があり、それによって具体的にどのような仕組みにするかが異なってくるのでは

ないか。
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また、トレーサビリティについても、偽装防止のためのチェックシステムが必

要ではないか。

（表示制度の見直し検討）

・ 食品の表示基準について、ＪＡＳ法、食品衛生法等別々の法制度になっている

が、一元的な検討を行うなどの見直しが必要なのではないか。

（政策決定過程の透明性の確保、消費者重視の政策決定システムの構築）

・ 消費者を重視し、政策決定過程の透明化を図るため、政策評価制度を活用しつ

つ、事業創設前に、消費者等を含めた第三者の意見を聞くような仕組みはできな

いか。

あるいは、事業の創設の際には、あらかじめ委嘱した、消費者や業界について

の専門家（アドバイザー）の意見を聞くこととしてはどうか。

この場合、緊急のため事業創設前に意見を聞くことができないときはどうする

のかを考えておく必要があるのではないか。

さらに、消費者と一概にいっても、意識の高い者から風評に流されるような者

までさまざまであり、ある施策に対する評価について、消費者の意見は賛成もあ

れば反対もあるので、施策立案に当たってこれをどうとらえるべきか。

（危機管理のあり方、リスクコミュニケーション）

・ 緊急事態のもとでの危機管理対策が重要であり、特に消費者等に対するリスクコ

ミュニケーションを科学的知見と消費者の受けとめ方に即して、適切に実施する

ことが必要ではないか。

（農畜産業事業団の業務運営の改善）

・ 農畜産業事業団については、独立行政法人への移行を契機として、業務に消費者

の視点の導入、業務運営の透明性の確保、種々の補助事業の見直しが必要ではない

か。

④ 行政一般

（公益通報者保護制度の必要性）

・ 今回の牛肉偽装事件が内部告発により明らかとなったことを踏まえれば、企業の

コンプライアンス経営を推進するため、現在検討が行われている公益通報者の保護

制度について、その早期導入が望まれるのではないか。

（マスメディアとのかかわり方）
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・ 企業、団体、行政のそれぞれが、積極的な情報提供や意見交換を行うことにより、

消費者の信頼確保を図ることが必要であるが、その際にはメディアとのかかわり方

が問われるのではないか。

以上でございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

今説明していただいた資料につきましては、これまでの委員会の議事録と、事務局が整

理し参考資料として提出しております「これまでの委員会における委員の意見」などを踏

まえて私の方で作成したものですが、意見を取り違えているものや委員の意図するところ

と異なるものがあるかもしれません。

また、アンダーラインを引きましたものは、これまでの議論の中で必ずしも触れられて

いるものではありませんが、整理する中で関連がある、もしくは触れておいた方がよいの

ではないかと思い、私の方で加えさせていただきました。

それでは、このメモに関して、追加、修正なども含め、ご意見があればお願いしたいと

思います。

前回、時間の関係で、いいかけられて、私がもうやめましょうといった方もあるのです

けれども、言い尽くせない方もおありだったと思います。中村委員からどうぞお話しくだ

さい。

○中村委員長代理 私がこの間ちょっといいかけて時間切れで先送りにしたのは、今回

の整理の中では６ページの最後のところにマスメディアとのかかわり方で、必ずしも十分

に議論はされていないけれども大事だと指摘をしていただいていますから、かなりそれは

いいと思うのです。私がそのときいいたかったのは、「メディアとのかかわり方」となっ

ていますけれども、確かにかかわり方ではあるのですが、一連のＢＳＥ発生以来の動きを

みているとメディアに対する対応が必ずしもうまくなかった。

うまくなかったというのは、言葉は非常に難しいのですけれども、結局、ＢＳＥ発生の

ときの不手際が最後まで尾を引いていて、今度の偽装問題についての取り扱いについても、

いろいろなことを決めても結局ずさんな決め方ではないかとか、そのような方面にだけメ

ディアの反応が向いてしまったというようなことについて、この際基本的にどういう対応

をしていくのがいいのだろうかということを問い直して、つまり何となくすべて押されっ

放しの感じの動きであったということを今回検証する必要があるのではないかということ

を申し上げたかったわけでございます。
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ですから、ここに３行書いてありますが、大体その意図するところのかなりの部分はそ

こで盛られておりますので、今後こういった項目について話し合いをしていけばいいので

はないかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。

せっかく中村さんからそういう話が出ましたので、この関連で何かあれば。

甲斐先生からご提出のペーパーを先にご説明していただいた方がいいかもわかりません、

いずれきょうの議論に関係しておるでしょうから。

○甲斐委員 では、マスコミの話から先にやらせていただきたいのですが、今の中村委

員の意見に同感です。私も九州の方でＢＳＥ発生後いろいろなマスコミの人に取材を受け

たのですけれども、社会部の方が多いのです。経済部の方よりか社会部の方が多くて、当

時は狂牛病といっていたということもあって、牛肉食べたらすぐ病気になるというような

印象でマスコミの取材を受けたのです。狂牛病という言葉自身に非常にインパクトがあっ

たといいますか、いいたかったことは社会部的な記事の取り扱い方をされたのではないか。

ですから、それはＢＳＥがうまく伝わっていなかったのではないかなという気がしました。

ですから、いかにマスコミにうまく現実を知っていただくかということが非常に重要では

ないかと思いました。

話は変わって、私、きょうペーパーを用意させていただきましたけれども、これを含め

て３点申し上げたいと思います。前回は海外出張していまして失礼いたしました。議論は

メールで読んだのですけれども、前回からずっと問題になっている市場隔離政策が消費者

対策であったのか業者対策であったのかということについて私見を述べさせていただきた

いと思います。

私、この前も十分説明できなかったのですが、まず図１をごらんいただきたいのです。

ＢＳＥが発生することによって、このＡという需要曲線が左側に移動して牛肉に対する消

費者ニーズがなくなった。ですから価格がＰ１からＰ２に暴落してしまったというのが、

ＢＳＥが発生した大きな価格暴落の要因だったと思います。

それでは、市場隔離政策がとられたわけですけれども、その市場隔離政策はどういうこ

とを起こしたかというと、私の理解では、図の２のようにＱ１からＱ２の方に数量が減り

ます。ですから、需要曲線のＢの上でＰ２からＰ３に値段が上がります。このことは、ま

さに数量を減らすことによって価格が上がったという意味では、業者対策、生産者対策で

あったように思います。



- 12 -

次のページをごらんいただきたいのですけれども、次は図３です。焼却し、なおかつ全

頭検査するということになると消費者も安心するということで、Ｂの需要曲線がＣの方に

移動します。そうしますと価格はＰの３からＰの４に上がります。それが現状ではないか

と思います。そうしますと、このＰの３からＰの４の上昇部分は、消費者が安心すること

によって上がった分と理解できます。すなわちＰの２からＰの４の上昇というのは、Ｐの

２からＰの３の生産者対策、Ｐ３からＰ４の消費者対策と理解できるのではないかと思い

ます。

ですから、この市場隔離政策は、業者のためだけであったとか消費者のためだけであっ

たということではなくて、両者の合成されている部分ではないかと私は理解しているとい

うことをまず第１点申し上げたかった次第です。

次、第２点目ですけれども、きょうの中にもあるのですが、表示の問題です。今までの

表示の議論をお聞きしていると、小売段階における不適切な表示問題と卸段階における不

適切な表示問題があるのではないかと思います。

この委員会の直接的なかかわる部分というのは、卸段階における偽装問題ではないか。

そうしますと、この卸段階の偽装表示をだれがどのようにチェックしていくのかというこ

とになると、業者による公正競争規約ではだめではないか、また消費者に依頼している食

品表示ウオッチャーでもだめではないかと思うのです。そうしますと、卸売段階の品質表

示をだれがチェックするかという組織をつくる必要があるのではないかと思います。今か

らやろうとされているトレーサビリティについても、システムはできたのですけれども、

その情報が本当に正しく伝わっているのかどうかというのは、ここでもやはり情報をチェ

ックする必要があると思うのです。そうしますと、それをだれがやるのかということにな

って、新たな認証の担い手を考えていく必要があるのではないかと思います。それはだれ

がやるかということですけれども、事業団がやるとか、第三者委員会をつくるとか、その

ような新しい組織をつくっていく必要があるのではないかと思います。

第３点は、市場経由率が前回問題になったようでありますが、この市場経由率が低いの

は、野菜なんかと違って食肉の場合は卸売市場と産地食肉センターがある。私の理解では、

一般のと畜場もありますので、３分の１、３分の１、３分の１というようにと畜されてい

るような気がします。正確な数字ではないのですが。要するに卸売市場と産地食肉センタ

ーがあるということは二元論的な流通システムになっている。このことが市場経由率を低

くしているのですけれども、問題は、最近では肉畜頭数が非常に減少している中では乱立
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ぎみになってしまっている。ですから、共倒れが将来起こるような気がします。

そうしますと、この前いったような窮すれば乱すとか貧すれば鈍するという新たな事態

になっていくような気がして、食肉行政の中ではこの卸売市場と産地食肉センターのあり

方、再編統合を考えていく時期になっているのではないかと思います。

以上３点申し上げました。

○田中委員長 どうもありがとうございました。

問題は前後してもようございますけれども、今、中村委員が最初に挙げられたマスメデ

ィアの関係で何かほかに意見ございますか。石川さんどうぞ。

○石川委員 前回時間切れだったのですけれども、消費者とは何かというお話がござい

ましたよね、ピンからキリまでであるとか気まぐれであるとか。きょうの資料も６ページ

に「消費者と一概に言っても、意識の高い者から風評に流されるような者まで」云々とい

うような言い方があるのですけれども、こういう見方は消費者の立場からすれば非常に心

外な言い方といわざるを得なくて、そもそも既に1968年に消費者保護基本法が制定されて

いますよね。最近では消費者契約法であるとか、法律に消費者という言葉がどんどん出て

きているということだと思います。ですから、法的にも社会的にも消費者とは何かという

ことについては既に明らかだと思うのです。もちろん一人一人価値観は違いますし関心の

度合いも違いますから、そういう意味では多様な関心なり価値観をもった中で社会が構成

されているのだと考えるべきではないかと思うのです。

こういう点でいいますと、消費者についての意見がありますけれども、では事業者はど

うか、あるいは学識者と一概にいってもどうかとか、同じような議論だと思うのです。多

様性をもって社会が構成される。その中での合意形成の社会的なシステムはどうするのか

ということが非常に大事な問題なのではないかと思うのです。

ちなみに消費者とは何かなのですけれども、既に1963年に国民生活向上対策審議会、会

長は東畑精一さんがなさっておられたようですけれども、そこの文書で「消費者とは、商

品及びサービスの購入、商品を主体としての国民すべてを含むものであって、消費者保護

の問題は我々すべてに関連するものである」といっておりまして、続けて「消費者保護行

政の強化は、消費者の利益増進のみではなくて、国民経済的にみても真の経済合理性の向

上を促進するものといえる」という位置づけを既にその時点でしているわけです。

したがいまして、消費者の権利である消費者の位置づけそのものというのは既に欧米な

んかでも常識でございますし、お隣の韓国でも消費者保護法というのがございまして、そ
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こでは消費者とは何かという定義もありますし、消費者の権利についてもきちんと位置づ

けているということを、前回時間切れで終わりましたので、この際申し上げておきたいと

思います。

○田中委員長 消費者の話が出ましたが、この問題提起は丸井先生からだったと思いま

す。どうぞ。

○丸井委員 消費者についてはさまざま定義がされていると思いますけれども、私がい

おうと思ったことは、実際、消費者というものを１つのタイプとして考えるのか、それと

も個々の消費者として考えるのか、それは少し違うだろうと。定義づけするときには先ほ

どのような1963年の定義なり何なりでいいのですけれども、現実にはさまざまな消費者が

いる。そこのところがやはり１つのタイプとしての消費者とは違うものがあるのではない

かと考えるからで、実際に消費者というのが１つの予期できる、あるいは期待できる行動

をするとは限らないわけで、それは最も合理的な行動をするという前提に立てばそうです

けれども、それは物理学的、ある場合の経済学的な前提であって、実際の消費者というの

はさまざまいて、期待どおりには動かない、それをどう考えるかということをお話しした

かったのです。

そうすると、例えばきょうの議論の整理のメモの１ページの下の方でも、例えば事業を

始めるときに消費者団体等関係者の意見を聞いていないことに問題があるのではないかと。

とすれば、ではだれの意見を聞けばみんなが納得するのかというところは、それは特定の

消費者団体の代表に話を聞いたから、あるいは相談したからよいことになるのかというこ

とになって、具体的には個別の消費者、消費者団体の代表がその話に乗るのであって、そ

れは実態としての消費者、非常に幅広い分布をもった消費者とは別のものだと考えなけれ

ばいけないと思うので、その辺の政策を決定していくときに一体だれの合意を得るかとい

うのは、先ほどのお話とは少し違うのではないかと思うのです。

○田中委員長 せっかくですから、今の問題をちょっと。厚谷委員どうぞ。

○厚谷委員 先生のお話を聞いていると生産者の側も同じですよね。ですから、そうい

うことになりますと、レギュレーションとかそういうことをやるときにだれの意見を聞く

か。最後は国会じゃないですかなんていう話になって、国会だってさてどうなりますかと

いうことになるので、やはり個々の消費者。１つの規範的な概念といいますか、法律にす

るなら規範的な概念。一般消費者と書いていますから、それは平均的な消費者。平均的な

消費者をどこに求めるかというのは、それは生産者も同じです。というのはありますけれ
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ども、それは皆さん、平均的な消費者なり生産者なりに求めるということになるのではな

いですかというのが私の感じであります。

○丸井委員 一般的にはそれでもちろんいいと思うのですけれども、例えば食べ物のリ

スク、環境汚染のリスクのようなものを考えたときには、例えば食べ物であれば、ある一

定の量以上摂取したら健康に害があるというような場合、消費者といっても、余り具体的

なものは出しにくいのですが、たくさん食べている人、余り食べない人と必ずいるわけで

す。平均的な像を対象にして一定のシギュレーションをやるということは、たくさん食べ

ている人はそこから外れるわけで、その場合にはそこのグループに非常にリスクが高く、

危険が起こるわけです。ですから、リスクを回避しようと思うと、実は平均的な像では処

理できないということになると思うのです。

私はたまたまアレルギーの食品の表示に少しかかわっているのですけれども、これなど

は平均的な消費者の像とは違うものを想定しなければいけないのです。ですから、従来の

行政が一般的に平均的な消費者を想定していたために、その分布の端の方の人たちにさま

ざまな危害が生じたというのが現実だと思うのです。それはもちろん分布の一番端までを

カバーするというのはできないのですけれども、ある線で切れば、それよりも先の分布の

消費者に起こるリスクをあらかじめ想定することが必要になってくるので、そういう意味

で、特にリスクの問題を扱う場合には分布を考えなければいけないのではないかというの

で提起したわけです。

○石川委員 ここでシロクロつけるという意味ではありませんけれども、私の理解では

社会的な合意形成とリスクの問題というのはまた別個の問題だと思うのです。リスクに関

連する基準については、平均的な数値、当然ありますよね。あるいはもっと抵抗力の弱い

者、乳幼児とかを対象にした基準値もあります。しかしながら、国際的には、そこで求め

られる数値のおよそ 100倍、10の二乗を掛けてその係数を設定していると理解しているの

です。

したがって、リスク評価についても、リスクの管理についても、平均的な数値だけを基

盤にしてやっているわけではない。そこから 100倍の安全係数を割り出してやっていると

いう現実があるわけです。ですから、議論がちょっと違うのではないかと思うのです。

もう一点は、前回もいいましたけれども、事ＢＳＥ問題に関連してみますと、ＢＳＥに

関連する正確な知識であるとかメカニズムであるとか、ヨーロッパでは既に長い経験から

あれこれの論文なり情報があったわけで、問題はそのことが広く国内にあらかじめ情報提
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供もなされていないということが問題ですし、だれかれ個人をとって消費者から聞くとい

うことではなくて、広く消費者の意見を反映できるような社会的なシステムが今日必要な

のだということだと思うのです。そういうシステムの中で、今厚谷先生がおっしゃったよ

うな平均的なというか、そのようなことについても全体の意見の趨勢としては求められる、

こういう構造になるのではないかと思うのです。

○犬伏委員 たった１人の消費者代表かと思うものですからいわなければいけないかな

と思っているのですけれども、消費者といわれるものを特定することは、おっしゃるとお

り絶対的に無理だと思います。

私たち自身で考えますときに、この間も甲斐先生にちょっと皮肉っぽくいわれてしまっ

たのですが、消費者団体にいるからといって、決して専門家というか、勉強しているわけ

ではございません。ただ、団体におりますと、点々の人間よりは少し多く情報が集まって

くるところというだけなのです。その情報をみながら、私どもの会では常に基準にしなけ

ればいけないと思っておりますのは、日本には義務教育というのがございますので、義務

教育を修了した人間にわかる、その辺のところかなと思っています。

今ここで消費者というのが問題になるのは何かということなのですが、先ほど一番初め

にマスメディアとのかかわりということがあったと思いますし、私、ヒアリングのときに

も申し上げ方が下手くそで難しかったのですけれども、行政なり業界の方々が、ここでも

最初から問題になっていますが、ＢＳＥにかからなかった、あるいはかかっても危険な部

位をとってしまった肉は安全、そこからスタートしているわけですよね。でも、私たち義

務教育を終えた段階の人間にとって、そこが安全だという意味合いの情報は、マスメディ

アの方からも行政からも流れていなかった。そこだけを申し上げたいと思うのです。

ですから、情報を流すというときに、いつも義務教育修了の関係、そこに立って、ここ

ら辺のところの人たちが理解できるかできないかというところを考えて表示していただけ

たなら、情報を流していただけたなら、こんなにがたがたしなかったのではないか。

一部の人たちが幾らわかって物をいってみても基本的に怖い、あるいは自分の子供に食

べさせたくない、0.0001の部分でも子供がかかってほしくないという部分があるわけでし

て、この前もたしかお話をしたと思うのですけれども、異常プリオンという部分がたんぱ

く質だという話というのはマスメディアで流れていますね。肉ってたんぱく質の塊だと思

っているものですから、口から食べたものが脳に行く間には絶対血液に乗っていくのだろ

う、それならば筋肉のところにも行くではないかと義務教育を出ただけの人間は思うわけ
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です。そこら辺のところがもう少し丁寧な説明とか何かがあったらよかったかなと思って

います。

○田中委員長 どうぞ、中村さん。

○中村委員長代理 関連して、先ほど私が申し上げたのも実はそういうことだったので

す。つまりメディアに対する対応が、さっき甲斐さんが社会部的な反応とおっしゃいまし

たけれども、その社会部的な反応というのももちろん大事なことなのです。ただ一方では、

今おっしゃったような科学的な説明をきちんとしなければいけないセクションというのが

メディアにはきちんとあるわけです。それは科学部であり家庭部であり、そのとき急にど

うこうといってもなかなか難しいので、日常的にそういうパイプをきちんとつないでおく

ことが必要だという観点で、先ほどメディア対応ということを１つ申し上げたのです。

石川さんがおっしゃった情報提供が、例えばイギリスでの発生状況がきちんと伝えられ

ていなかったと。確かに表面的にはなかったのですが、実は農林水産省でもちゃんと関連

のつくばの研究所の人なんかは向こうに調査に行ってちゃんと報告書も書いて出している

わけです。ただ、それが何もないときは別の国の出来事みたいな形できちんと行政の中に

乗ってこない。つまり報告書はしかるべきところに回っていても、日常業務に忙しいとい

うこともあって、とてもそんなところに細かく目を通す暇がないということもあるのだろ

うと思うのですけれども、乗ってこないというところがやはり１つ問題なのではないかな

と思います。

○新山委員 今中村委員のおっしゃったこととちょっとずれるかもわかりませんが、今、

合意の形成とリスクコミュニケーションとリスク管理、この３つの分野のことが議論され

ていたと思います。それぞれにきちんとした対処が必要ではないかと思います。

合意の形成についていいますと、これについては日本と同じような問題を経験してきた

ＥＵでは、消費者の位置を非常に積極的なところに引き上げています。単に意見を引き出

す対象ではなくて、品質なり安全性の管理のあり方なりを決定していく当事者の一人であ

ると位置づけてきているように思うのです。

したがいまして、リスクアセスメントを行う機関、あるいはリスクマネジメントにおい

ても、消費者――これはもちろん代表になりますけれども、代表の意見を聞くその場を常

置するというところまで来ていますので、これは日本でもそういう方向を目指して検討し

ていく必要があるのではないかと思います。

リスクコミュニケーションのことで申しますと、犬伏委員がおっしゃったわかりやすい
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情報の提供ということに加えて、特に重要だと最近非常に明確にいわれるようになってい

ることは、人間には認知構造というのがありまして、認知心理学の分野で認知構造という

ものがどのようになっているかということが解明されております。その認知構造に即した

情報の提供の仕方をしないといけないということです。

認知構造というのは、実は人間が情報を取り入れて判断するときは、あらゆる情報を取

り入れられ、あらゆる可能性を考えて冷静に判断ができると考えてきていた節があります

けれども、実はそうではなくて、人間が認知できる情報は非常に限られているし、それを

判断する判断の時間と能力も非常に限られているということが明らかにされているので、

それに即した情報提供が必要だといわれております。そういう意味の対応が必要で、これ

は消費者が多様だからその多様性に対応するということとはまた違う意味になると思いま

す。

したがって、例えばリスクが同じでも、そのリスクが消費者からみて明らかに認識でき

て、それを避けることができる場合と、同じリスクでもそれを消費者が認識できなくて避

けることができないような場合とでは、消費者が感じるリスクの重さは非常に違うわけで

す。ＢＳＥなどは、その後者のケースに当たると思います。

また、危険についても、安全だという結論をいうよりは、むしろどこにどのような危険

があるかということを正確に伝えた方が消費者が安心できるということも、そういうとこ

ろから出されてきております。

そのような意識が行政でも必要ですし、十分な専門家も養成し、専門家の見解を踏まえ

たリスクコミュニケーションを行政にはしていただく必要があると思いますし、それをマ

スメディアにも伝え、マスメディアもそういう認識で対応していただけるようにする必要

があるのではないかと思います。

さらにリスク管理について、これは石川委員の先ほど申されたことに屋上屋を重ねるこ

とになりますけれども、リスク管理の前提になるのがリスクアセスメントで、このリスク

アセスメントにつきましては、その中で暴露評価というプロセスが非常に重要だといわれ

ています。その暴露評価というのは、危害をこうむる集団、つまり消費者の特性ごとに集

団があるわけで、その集団の特性に応じて暴露被害が異なる、したがって集団の特性に対

応するような暴露の査定を行わないといけないという考え方になっていますので、そうい

うところでこれは担保されてきているのではないかと思います。

以上です。
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○田中委員長 どうもありがとうございました。

大分整理していただいた気がするのですけれども、この問題について尾野村さん。

○尾野村委員 新山委員のように科学的というか、学者の先生のように整然とはしゃべ

れないのですが、マスコミにいる人間として今のお話はとても同感できるので、我々の仕

事をやっている立場から話させてもらいます。まさに人間とおっしゃいましたけれども、

我々がマスメディアとして伝えようとしている相手というのはあらゆる情報を取り入れて

くれるわけでもありませんし、必ずしも科学的な判断で取り入れてくれているということ

ではありません。

我々が報道するときには、何がニュースかということをまず考えて報道するわけです。

今回の事件で我々が何がニュースだったかと最初に考えたのは、政府、日本の農水省が日

本には上陸しない、日本は清浄国であるという説明が覆った、日本に上陸した、これを我

々は報道したわけです。つまりＢＳＥの正しい理解というのをまず報道しようということ

で動いたわけではありません。

次に我々が何がニュースでということで大騒ぎになったかといいますと、ＢＳＥが日本

に上陸して役所がどう対応したかというところで、非常にずさんな、ＢＳＥに発病した牛

の骨は処理しましたよという説明が実は肉骨粉に回っていた、これはニュースだというと

ころでマスメディアはまた大きく取り上げていったというプロセスがあるわけです。

つまり新山先生がおっしゃっているように、ニュース報道では日本の消費者に正しいＢ

ＳＥの科学的な対処の仕方、危険を回避するにはどうしたらいいかという見地からのスタ

ートがなかった。そこのところが、ニュースを提供する、つまりマスメディアとかかわっ

ていく政府においてやはり真摯な反省があってしかるべきではなかったか、そこが非常に

スタートとしてまずかった。

私、従来にも申し上げたのですが、まずＢＳＥがヨーロッパで発生したときに、ＢＳＥ

とは何か、日本に対してはどういったことが考えられるのか、そこの科学的な知識の普及

がまず必要ではなかったのか。そこが欠落して日本には上陸しないという説明をされたと

ころから、今回のマスメディアの報道の仕方というのは非常に不幸な経緯をとってしまっ

たと思います。

○田中委員長 どうもありがとうございました。丸井先生。

○丸井委員 それは今のお話のとおりだと思うのですが、１つだけ。ヨーロッパで既に

情報が出ていたのを国民にきちんとした形で伝わるような形で知らせなかったのではない
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かという石川委員のお話なのですが、ここのところは私ははっきりいえないのですが、そ

の責任は行政にあるのだろうか、そこまで行政に期待するというのは余りにも行政にパタ

ーナリスティックな役割を期待し過ぎるのではないかという気もしたのです。ですから、

そういった情報を国民に提供するのは行政である、例えば農林水産省であるということで

はないので、先ほど尾野村委員は、そこのところの情報を提供するというときに主語をき

ちんとお話しにならなかったと思うので……

○田中委員長 今の点、私も議論しようと思っていたのですが、核心にだんだん迫りつ

つある話なので……

○尾野村委員 一言だけつけ加えさせてもらいますと、誤解を生じたのだったら申しわ

けございません。何も政府にだけいっているということではないのですが、政府が日本に

上陸しないということをいってしまったがために、非常にゆがんだマスメディア報道にな

ってしまったということと、消費者の方の受け取る関心事が、政府がそういってるんだか

ら余り難しいことは関心を示さなくても多分安全なんだろうと。これもマスメディアの責

任かもわからないし、科学者の責任かもわからないし、消費者の責任かもわからないので

すが、そこはすべて政府の責任と私はいっているわけではない。それだけは訂正させてく

ださい。

○田中委員長 中村委員。

○中村委員長代理 この問題は突き詰めていうと、本当はだれも検事にはなり得ないの

ではないかという気がするのです。もし例えば海外の事情もちゃんとわきまえて説明する

とすれば、第一義的には科学者がそういう知識はもっていたと思うのです。

私はあるＢＳＥ関係のセミナーをやったときに何度もおつき合いした先生に伺ったので

すけれども、実はそういう危機感はその方はもっていた。もっていたけれども、だれもマ

スコミの人はそんなことを問題提起してこなかった。「本当はだれか来れば僕はしゃべっ

たと思う。だけど、だれも来なかった」と。

私自身も1996年のときはまだ現役でした。例のＷＨＯが牛に肉骨粉を与えてはいけない

という勧告を出した。恥ずかしながら、私はそのときは現役の解説委員でしたけれども、

そのことがどのくらい重要な意味をもっているかということが正直いってわからなかった

ですね。ですから、行政も難しいし取り扱うマスコミも難しいのだけれども、その辺はだ

れが悪いとかなんとかとはなかなか今の段階で――ただ、おっしゃるようにＢＳＥ第１号

発生の時の初期の対応が極めておかしかったというのがずっと尾を引いてしまったのです。
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それはもう私ははっきりといえることだろうと思います。

○田中委員長 これは委員長がいう話かどうかというのはちょっと――一委員として議

論させていただきたいと思うのですけれども、非常におもしろい議論をさっきから展開し

ていただいているので、私はそのまま自由に任せた方がまずは委員長の仕事かなと思って

おります。

しかし、今責任がどこにあるかわからないという言い方がまさに日本的でして、そこが

問題なのです。どこからが行政の問題になってくるのかということが非常に重要なのです。

外国で既にある問題が起きました。起きたときに日本にはないと仮に農水省がいったとす

れば、それは自分の守備範囲のことだからですよね。つまり牛についての病気だ、日本に

もいる家畜について外国でそういう問題が起きたとした場合に、日本ではどうかというこ

とになるのは当然である。

我が国では幸か不幸か、どんな問題でも必ずどこかの省の担当になるわけですよ。実際

に法律があるかどうか、いつも犬伏先生がおっしゃるように臨時法があるかどうか、そう

いうこととは別に、各省の所掌事務としてどういうことがその省の任務であるかは明らか

です。権限はないかもわかりませんよ。権限はないかもしらんけれども、実体法はないか

もしらんけれども、ということは問題が起きればどこかの省の仕事になるということは明

確に区分されているのです。いよいよどこでもないということになれば、昔は総理府だっ

た。だから、わけのわからん仕事が総理府にいっぱいあったでしょう。今はセービングク

ローズが総務省になっていて、どこの省にも属さないものは総務省に行くことになってい

るのです。

そういうことですから、どこの省の仕事であるかというのは明確にわかるわけです。わ

からない場合にはそこで内閣が結論を下さなければいけませんけれども、この場合は農水

省がそう答えられたということはやはり農水省の仕事であるということで、政府としては

イコール農水省なので、外国でそういう問題が起きれば、外国の政府がどう対応し、問題

を決着させたかということと同じように、日本では農水省がこうこうこうだから大丈夫で

あり、あるいは起きてもこういう対策がとれますという行動をとるのが私は普通だと思う

ので、責任がわからないとかどうとかいう話ではありません。

ただ、もちろん大事なことは、マスコミはマスコミとして、そういう報道をいかに国民

に知らせ、その重要性をそれこそ消費者のいろいろなパターンの方々に認識させる努力を

されることは当然必要ですし、消費者団体は消費者団体として、自分たちも消費者であり
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ますから、一般国民にわかるように問題の重要性なり何なりを認識させる努力、あるいは

そういう責めがある。私はそれぞれの役割というのはあると思います。

行政は行政としての役割があり、マスコミはマスコミとしての役割ということで、それ

ぞれの責任はあるので、責任がはっきりしないということではないと私は理解します。し

ゃべり出すと長くなるのでいつも嫌われるので、できるだけしゃべらないようにしている

のですけれども……。

○石川委員 賛成です。この問題だけやってもちょっと時間が経過するのですけれども

……。

前回も申し上げたのですが、私も消費者団体として、事ＢＳＥの問題に関連して昨年の

２月から３月にかけてのお話を申し上げたと思うのです。そういう意味では、十分だった

とは申しませんけれども、その種の社会的なチェックなり、それらの提言なりという役割

は消費者団体として果たしてきたというつもりはあるのです。

今、委員長がおっしゃったように、行政としてリスクあるいは安全性を確保するという

のは、第一義的に行政の責任としてあるわけですよね。もちろん事業者がどうかという問

題もありますが、そこは何だかわからないけれども、とにかく責任はどこにもないという

話はまずないと思います。安全性を確保するために、産業振興等もありますけれども、政

府機関があるのだということは免れないことだと思います。

○田中委員長 新山さん、どうぞ。

○新山委員 私も委員長がおっしゃったように、責任の所在がわからないということに

はならないと思います。ただ、ちょっとこれまでの議論を聞いていて違和感を感じたのは、

既にこの検討委員会に先行するＢＳＥ問題調査検討委員会があり、報告書を出しておられ

まして、そこで扱っておられることについてまたここで検討するのかということなのです。

と申しますのは、既に検討委員会で非常に克明に国際的にいつどのような情報がどのよ

うな形で日本に伝えられて、そのときに日本の政府はどのように対応したのかを照合して

政府の失政であるということを既に判断を下しておられますので、ここでそれを繰り返す

必要もありませんし、同じデータがないとそういうことはできませんので、基本的にはそ

の上に立って検討をする方が望ましいのではないかと思います。ただ、それに不十分なと

ころがあるということであれば、それはそれで意見を出せばいいのではないかと思うので

す。

ただ、あの検討委員会で検討されなかったことは、その後に起こったこの買い上げ事業
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に伴う虚偽行為であったり偽装表示問題であって、それがなぜそのように至ったかという

ことの背景とか原因の究明とかかわる限りで問題になると思うのです。ですから、その場

合も既に上陸を防げなかったことは失政であるということはいわれていて、それが最も出

発点であることは確かなのですが、問題になるのはさらにその後にもあるのではないかと

思います。

それが既に対策がとられた段階で、全頭検査が始まった後にも消費者に対して十分なリ

スクコミュニケーションがなされていなかった。これは以前犬伏委員もご指摘になったと

思いますけれども、その時点でさらに安全であるという結果だけが強調され過ぎて、実際

に危険な部位はどこであって、どのような危険な状態なのか、それに対してどのような対

策がとられているのかというところまで立ち入った情報提供が必ずしも十分ではなかった

ということであったと思います。

そのことに関しましては、さらにいえば、ＥＵではその後さらに逐次的にＢＳＥ関係の

リスクアセスメントを繰り返していますし、新たなアセスメントの結果が出たら、それに

対応して新たなＢＳＥ対策がとられてきています。したがって、牛の部位に関するリスク

の判断も更新されてきているわけです。そして、対策もレベルアップされてきています。

そのレベルアップされたもののうち、日本がフォローしているものもあれば十分フォロー

されていないものがありますし、そういう逐次的な情報を逐次的に伝えられているかとい

うと、それはほとんどできていないと思います。むしろそういう点で不十分なところがあ

って、それが全頭検査に追い込まれたり、市場から隔離した肉を再び市場に戻せなくなっ

てしまったことの一因になっているのではないかと私は思いますので、そういう点はこの

委員会でも指摘する必要があるのではないかなと思っております。

○田中委員長 そうですね。今、新山さんが非常によく整理してくださったのですが、

私たちのやる土俵というのですか、場の設定をしていただいたと私は思います。私が線を

引っ張ったところは私の責任で線を引っ張ったのですけれども、例えばマスメディアとの

関係でいいましても、今の文脈でいうと、制度を仕組むときから、尾野村流でいうと押さ

れっ放しで、初めは焼却処分なんか考えていないのにああいうことになった。そういう１

つの制度の転換のそれぞれの局面でマスメディアとのかかわり合いというのはどういう問

題があったのか、そういう局面での消費者というのはどのようにとらえるべきであるのか、

そういう問題設定だと思うのです、一般的に消費者は何でしょうかという議論ではなくて。

という私の整理ですけれども、どうぞご意見があれば続けてください。
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○犬伏委員 今の新山先生の話、本当にそうだと思うのです。尾野村さんに希望を申し

上げたいと思うのですが、ニュースって何なのかということなのです。マスメディアさん

がおもしろい、あっ違ったということと私たちが知りたいこととが大きな乖離があった、

すごい違いがあったがゆえに、今回不安をかき立てられてしまったと思っています。

尾野村さんしかいらっしゃらないところで尾野村さんに申し上げて申しわけないのです

けれども、それはいろいろな事柄がそうなのです。マスメディアに対して消費者団体も一

生懸命心していろいろなことを考えながらしていかなければいけないと日ごろ思っており

ますけれども、私たちは全く情報がないのです。ここに与えなければならない情報という

ものへの責任はとっていただきたいなと思うのです。そこだけは申し上げたいと思いまし

て、すみません。

○尾野村委員 せんかくのご注文ですから誠実にこたえたいと思いますけれども――ど

うしても「けれども」となってしまうのですが、我々も残念なことに正しいことと科学的

な知識を広めるということで商売をやっているわけではないわけで、残念ながら売れるか

売れないかということが商売の基準なのです。

そこから先は、まさに新山先生がおっしゃったように、人間の知識の欲望の時間的経緯

というところに依拠して、最初が驚きであり、何がニュースかというのでやるのですが、

そのニュースの本当のところはどうなのかというところになるべく移していくというプロ

セスの中で、マスコミというのはなるべく国民ときちんとしたコミュニケートを事実関係

でとっていくということになるわけで、我々は何も正義の味方でも――正しい報道は看板

であり、そうしなければいけないということは重々わかっているのですが、苦しい商売の

上でやっているということだけはご理解ください。

○石川委員 報道は、それはうそでない限り、いろいろ報道する自由なり、それはある

と思うんですよ。だけれども、先ほど新山先生の話もありますけれども、事この委員会の

議論でＢＳＥの問題の責任ということをいう場合に、この中で欠けていると思いますのは

今議論になっているリスクコミュニケーション、情報提供を政府機関なりがきちっとやっ

てこなかったということが発端だということは、この問題では前提として盛り込むべきと

私は考えます。

○中村委員長代理 さっきちょっといいましたけれども、行政の問題というのはむしろ

中のシステムの問題で、きちんとしかるべきところは調査をしているのです。その資料も

あるのです。あるのだけれども、それが事務レベルの政策判断のところに普通は行かない
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わけです。行っているのだけれども、多忙なものだから……。そこは私は責任といえば責

任だと思うのです。これはまさにＢＳＥの検討委員会でもあるいは出たのかもわかりませ

んけれども、その後のこともあるし、１つこのグループの会として確認をしておいてもい

いことではないかなと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。まだ議論はあると思いますが、今の話で、も

う１つお願いしたいのは、今度の隔離対策あるいは焼却処分対策、そういう具体的な立案

から執行、また政策が変わっていくプロセスにおいて、まず消費者がかむというときに、

どういう局面でどういう消費者――さっき新山先生がヨーロッパの話をされましたけれど

も、日本では一体どうだったのか、何が足らなかったのか、具体的にいろいろ議論を展開

していただければありがたいと思います。

今のリスクコミュニケーションにしても、役所の方は恐らく一生懸命にやったというあ

れしかないと思うのです。しかし、一生懸命やることは必要条件だけれども十分条件では

ないと思うのです。一生懸命やるけれども、見当違いのことを一生懸命やったってしよう

がない。検討はちゃんとしているのだけれども、受けとめる方が――ということは結局、

マスコミなり一般消費者がちゃんとそれを認識してくれなければ困るわけです。立案その

もの、隔離政策から焼却処分へ行くプロセスをじっと今から振り返ったときに何が足りな

かったのか、どこが問題だったか、それを私は知りたい。

○厚谷委員 それをやるのだったら……

○田中委員長 マスコミとか消費者の関係です。

○厚谷委員 最初に保管事業が余りうまくいかなかったということを前提にしなければ、

そういう議論は出てこないでしょう。

○田中委員長 うまくいかなかったから焼却へいったのではないでしょうか。

○厚谷委員 そこを前提にするのですかということを私は聞きたかったのです。

○田中委員長 私がどうのこうのというのではなくて、現実の問題として変わった。私

はそれがいいとか悪いとかをいっているのではなくて、そのプロセスの中で消費者が何を

すべきだったか、あるいはどういう消費者をつかまえて消費者の意見としてとらえていた

のかいなかったのか、マスコミがちゃんと動いてくださらなかったのは一体何がどうだっ

たからなのか。それはマスコミの方のせいなのか、役所の方に何かあったのか、そういう

具体的な話を私は聞きたいということをいっているのです。

○尾野村委員 ちょっと新山先生に僕もついでに質問したいことがあるので。
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○田中委員長 どうぞ。

○尾野村委員 今の田中委員長がおっしゃったことに関連してというか、同時に新山先

生に聞きたいことは、私は２つのことをこれまで問題として申し上げていて、１つは、本

部長が永田町出身の副大臣がトップになったために、ああいった対策が非常に政治的なプ

ロセスになってしまったのではないか、そこに関しては新山先生はどのようにみていらっ

しゃるのかというのが１つ。

初期のところのボタンのかけ違いというか、行政の権威の失墜というところはもう片づ

いているということはそのとおりなのですが、その後の回復するプロセス、どのようにす

れば焼却まで押し切られないで途中で回復することができたのか、そこにどういった問題

があったのかというのを含めてぜひ新山先生に説明していただけるとありがたいなと。

○新山委員 何か非常に大きな役割を背負わされてしまいましたけれども……。

まず委員長が問題提起されたことについてです。余り具体的な意見がいえないのですが、

ただ、これまで余り議論してこなかった点になるかなと思うのですが、私はこの事業が実

施されたときの状態を考えますと、これは通常の行政のシステムのもとで行える状態では

なかったと思うのです。これは基本的には危機管理システムの一環として対応すべき時期

だったのではないかと思います。これについてはもう既にいろいろなところでいわれてい

ることだと思いますが、日本は危機管理システムのノウハウが十分確保できていないし仕

組みができていない、ましてや食品に関してどうするのかということについては、まだ政

府の案としての見解も私は聞いていないように思うのですが、ここについては全く未着手

なのではないかと思います。

そこで消費者の意見をどのように聞けたか、どういう役割を果たせたかということです

が、先ほど私がいいました消費者の意見を聞く常置委員会が必要というのは平常時のこと

でして、危機状態、緊急事態に入ったときは平常時とは全くシステムを変えなければなら

ないとテキストなどではいわれていますので、平常時のシステムは機能しないと思うので

す。

そうしますと、消費者の意見を聞くにしても、通常の聞き方でゆっくり聞くことはでき

ないと思いますし、緊急事態になって消費者はもとより利害関係者の意見を聞く必要があ

るときに、どのように迅速に、また確実に聞くかというシステムをつくっておかないとい

けないのではないかと思います。

そういうシステムができていない限り、消費者の意見を聞くということは事実上難しい
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のではないかと思います。中途半端な聞き方をしますと、それは不十分な意見聴取になり

ますし、またそれで緊急対応にバイアスがかかるということにもなりかねないと思います。

そのようなことを感じています。

尾野村委員のご質問のあった点なのですけれども、この対策の責任者が副大臣であった

ということについて、大変申しわけありませんが、私自身、今危機管理システムの検討が

必要といいながら、私自身がまだこの分野に十分手がつけられていない状態ですので、危

機管理システムの組織をいかにすべきかということについて具体的な意見がいえません。

ですからお答えができません。ちょっと時間をいただいて勉強したいと思います。

もう１つ、権威の失墜ということですが、すみません、これはどういう……

○尾野村委員 権威が失墜した後、危機管理に入っていかなければいけない。そのとき

にはどういったことが考えられるのでしょうか。まさに初期で行政の権威と信用が失墜し

てしまったわけですね。だけれども、信用性と信頼性を回復してでないと消費者は順応し

てくれないわけですから、そこについては今回は最後まで、焼却というところも押されっ

放しだったのですが、途中で科学的な対応策で消費者に納得してもらうということについ

てはどういった手だてが考えられるのでしょうか。

○新山委員 そうでしたね。これも危機管理システムと関連させていえば、本来担当す

べき行政の部局がそれ以前に権威を失墜してしまったときに、その後に構築されるべき危

機管理システムをどう考えればいいかという問題が多分立てられると思います。そのとき

には、その担当部局の扱いをどうするかということを当然ながら考えられないといけない

と思います。もちろん、その担当部局が一番事情に通じていますから、そこの情報を得な

いことでは実際には対応はできないと思いますけれども、その責任者となるべき者がどこ

から出されるかという点では、恐らく考慮が必要になると思います。

それと、今回のケースに関していいましたら、これも直観的な判断ですけれども、既に

調査検討委員会がまとめられました最初の失政ということは非常に大きかったので、後そ

れを回復する措置がとられても、恐らく全頭検査にしても買い上げ事業にしても、違う方

向を選べる可能性は非常に低かったのではないかなと思います。

しかし、その後の回復のチャンスはあったし、それが先ほど申し上げた検査体制をとっ

た後のコミュニケーションのやり方だったと思うのです。そのときには既にリスクアセス

メントが必要であるという意識はもう出てきていたと思いますので、これも非常に短期間

で現実には難しかったかもわかりませんが、そこでコミュニケーションのやり方を習得を
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して対応することができていれば多少はましになったのではないかなと思います。ですか

ら、そういうチャンスはあったように私には思えます。

○犬伏委員 いつどのようにすればと、全く何にもわからない人間がいうことなのです

が、私たちの間では今回のＢＳＥ、マスコミさんをすごくもうけさせたのではないかとい

うのが専らの意見なのです。さんざんたたくだけたたいて、今度はごめんなさい、安全で

す、安全ですと。何億というお金を農水は払っていらっしゃるというお話を私たちは聞か

されておりまして、マスコミのわなにはまったのではないかというのが私たちの周りの人

たちの思いなのです。

私、先日、岩手の方のと畜場で見学させていただいたのですが、脳から腸までスポッと

抜いてしまう、だからよそには散らないよ、異常プリオンが入ってるかもしれないところ

をしっかりと吸引してしまって、ほかの部位には行かないようにしてますよというような

事柄とか、どうして肉の部分には異常プリオンがつかないのだということをビデオでも何

でもきちんとしたものを放映していただけたら、隔離しておいて、後にこうやってやって

ますから安心なんですよといってくだされば、私たちはもっと納得できて、市場に回復さ

れても安くておいしい肉だったら買うわという人がいっぱいいたと思うのです。ですから、

対応の仕方、これは極論でいっているのですが、どなたかが一生懸命食べて安全なんです

とみせてくださったって、ちっとも不安なものは解消できないのです。

さっきもいいましたけれども、中学３年卒業したくらいの人間には、ＢＳあるいは３チ

ャンネルなんかでやってくださるような科学的な番組といったらいいのでしょうか、ああ

いうところで、よろよろする映像ではなくて、こうこうこうだから、ここの部分、危険な

部分を取り外せますよというのをみせていただければもっと鎮静できたと思います。

○田中委員長 中村委員。

○中村委員長代理 確かにおっしゃるとおりだと思いますが、まるっきりやってなかっ

たわけではなくて、小生もＯＢですけれども、及ばずながら、ことしの１、２、３月ぐら

いは相当ＢＳＥセミナーをやって、その中の一部は放送しました。２～３本放送しました。

そのときには、おっしゃるような映像もつくって使いました。ただ、いかんせん機会が少

ないのです。放送というのはそのときにみている人でないと対象にならないものですから、

それはもうちょっと頻度を上げてやるということは確かに必要だったのだろうなと思いま

す。ただ、まるっきりやってなかったというわけではないです。

○田中委員長 新山さん。
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○新山委員 今の点について、私も感じるところは大いにありました。マスメディアの

対応ということです。確かに社会部関係の報道記事は非常にセンセーショナルな扱いが多

かったですが、科学部、学芸部、家庭欄ですか、そうしたところの記事は非常に早い段階、

11月の終わりから12月の初めころの段階から、混乱を報道するのではなくて、どうしたら

いいかを考える素材を提供したいということで、非常に冷静な先を見通した取材がされて

いましたし、非常に正確な報道がされていたところがたくさんありましたので、それは私

は評価したいと思います。ただ、同じ機関の中でも社会部と科学部とか学芸部の姿勢が全

然調整されないまま動いていくということは、マスメディアの組織として検討されないと

いけないことではないかなと思います。

もう１つ、先ほどちょっと言い落としたことに気がつきましたが、日本で事態が起こっ

た後の対応がこれ以外にとれなかったのかということです。これを検証しようとすると１

つだけ方法はあるかなと思います。それは日本と全く似たような状態に陥ったのが、ご承

知のようにドイツです。安全宣言が何回も繰り返されていて、その直後に国内で発生して

大きなパニックになったわけです。しかし、ドイツは全頭検査もやっておりませんし、食

肉の焼却ということは聞いておりません。ドイツのような対応がとれたことの背景、ドイ

ツがどういう対応をしたためにそういうことができたのかということは検討の余地がある

と思います。

ただ、その際に考慮に入れないといけないのは、消費者自身のもっている心理的な要因

は国によって非常に違いますので、政府が同じ対応をとっても消費者の心理的要因が違う

と全然効果を上げませんから、そういうこともみておかないといけないと思いますし、そ

れ以前につくられていた社会システムがどういうレベルであるかということにも影響され

ると思います。そういうことを踏まえて比較をすれば、もうちょっと突っ込んでその検討

はできるのではないかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。

今、大分消費者、マスコミについて、隔離事業から焼却に至るまでのプロセスの中での

役割をざっとご議論いただきました。問題提起もありそれに対する回答もありました。ま

だ引き続きやってもいいのですけれども、今までのところでもし役所の方で若干コメント

したいとか、資料を後で提供したいとか、事実誤認だとか、そういうことがあれば、今話

していただくのもいいですし、またペーパーで後で資料を出していただいてもいいのです

が、畜産部長どうぞ。
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○松原畜産部長 今、新山委員からお話がございました外国の事例研究という点でござ

います。ヨーロッパで発生をしたということがございまして、私どももイギリスでのいろ

いろな対策のとり方、あるいはフランス、ドイツ、こういったことも現地からの情報をい

ろいろ取り寄せまして研究をいたしておりました。

ドイツにつきましては、発生をしないと国内でいっておりましたけれども発生をみたと

いうことで、当時、牛肉を全部買い上げをいたしまして冷蔵庫にしまっておいた。結果的

には焼却ということではなしに、たしか北朝鮮に送ったというようなことがあったと記憶

をいたしております。

そういう点では、発生をしたときの対応ということで、いろいろな消費者への情報の提

供だとか国内体制の組織の対応を変えるとか、そのようなこともございましたし、買い上

げ事業、そういったことも我々としては大変参考にさせていただいたというのは事実でご

ざいます。

○田中委員長 この問題はまだいろいろあると思いますが、この問題を含めてまだほか

に１ページから６ページまでございますので、今の話に関係することもありますし、また

それとは違った問題も提起してあります。何かご意見ございますか。丸井先生。

○丸井委員 最後に新山委員が話されたことに関連するのですけれども、行政の対応、

あるいはマスメディアがどういう役割を果たすかというのは、決して先ほどのを蒸し返す

のではないのですが、消費者とか国民が政府あるいはマスメディアに何を期待しているか

ということを抜きにしては語れないと思うのです。

ドイツの場合と日本の場合が違う道をたどる可能性があるか、例えばというのでお話し

しておきたいのは、一般的に西洋の国はがんのときに患者さんに告知をします。日本では

伝統的にしていないですね。日本でもすべきだということになって、例えばインフォーム

ド・コンセント、これはなかなかなじまないところがあります。患者の側も、時とすると

自分ががんであるということをいってほしくないと思っていることもあります。ですから、

余りにも一般的ですが、アメリカやヨーロッパは患者の側はきちんと全部情報を知りたい、

情報を知った上で自分が決めたい、あいまいないい方ですが、そういう風土と、日本のよ

うにむしろ余り知らせないでおいて全部うまく運んでくれた方がよい、消費者なり国民が

そういう風土をもっているところで、同じ行政の対応あるいはマスコミの流し方で同じ結

果が出るわけではないと思います。ですから、そういう意味で参考にはなるけれども、同

じ結果が得られるわけではない。それを受け取る側のメンタリティーがかなり違うところ
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があって、それは考えておかなければいけないところなのではないかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。

そのほか。犬伏さん、どうぞ。

○犬伏委員 いろいろなものによって違いがあるような気がするのです。大きい政府と

か強い行政を今の私たちはだれも望んでいないと思うのです。ただ、安全といわれるよう

な部分――これまた安全といういい方があいまいもことしていますけれども、そこに関し

ましては、規制緩和というのはおかしいのですが、事前というのがあっていいのではない

か。すべて事後、事後になってきたがゆえの今回の事故ではないかという気がするのです。

危険にさらすような事柄がある。また蒸し返すと怒られるかもしれませんけれども、Ｂ

ＳＥが過去、外国でありました。そうしたら、残念ながら日本では飼料の大半が輸入され

ているわけですから、肉骨粉は一切入れませんというくらいの事前規制があってもよかっ

たかなと。でも、何か事が起こらないと規制できないというのが今の行政の立場なのかな

と勝手なことを思うのです。

私たち、今回のことでもなのですが、例えば科学的な説明ですという意味合いで、牛肉

を食べたとしてもかかる率なんていうのは交通事故に当たるよりもよっぽど小さいですよ

という説明を多く聞かされるのです。これが専門家の科学者の方でもありましたし、行政

の方々からも説明があったのです。対比するべきものではあり得ないのです。先ほど丸井

先生がおっしゃったのと同じで、何と何を比較するかというところが大いにあるのです。

交通事故というのは、ある程度自分でよけることができる。もちろんそうではない部分

があってのことなのですが、できるわけです。子供に栄養をとらせようというときの食と

いう部分とは全く違うような気がするのですが、そういうものを平然と並べて数字だけの

部分でやってくださる。そういう説明の仕方というのはまずいのではないかなと思うので

すけれども、そんなことが多くあったかなと思います。

○新山委員 今の点はおっしゃるとおりで、特に安全ということは、商品をとっても目

にみえないからこそ国家が国家の責任において保証しないといけない部分があると思いま

すので、交通事故と同じ説明の仕方をするのは科学的にも誤りだと思います。

ちょっと違う話をさせていただいてよろしいでしょうか。

○田中委員長 はい、どうぞ。

○新山委員 ２回ほど出席できませんでしたので、文書だけで意見を申し上げて大変失

礼しました。今後の対応のあり方に関連して、委員長の議論の整理のメモに即して幾つか
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意見を申し上げたいと思います。

１つは、５ページにあります食肉関係団体のあり方なのですが、食肉関係団体のあり方

につきましては、この意見書で申し上げた中にも入っているところです。食肉業界団体に

ついて、これが会員の利益の代弁者であると表現されたときに、そもそも利益の代弁者で

あるということがマイナスであるというとらえ方が一般にされることが多いと思うのです

が、利益の代弁者であるということがマイナスの結果をもたらすというときには、その利

益ということを非常に矮小化してとらえているということから起こっていると思います。

もしそれをいうとしたら、その利益というのは非常に短期的で近視眼的な利益の追求しか

していないから、そういう問題が生じることになっていると考えるべきであると思います。

本来の利益というのは、これは企業にとっても事業者を包括する業界団体にとっても同

様だと思いますけれども、業界や市場に対する社会的信頼が確保されるということと一致

していなければならないものではないかと思います。

特に食品安全行政を行うためには、企業と行政の間に立つ業界団体、中間的な組織、こ

の役割は私は極めて重要で不可欠ではないかと思います。特に食肉業界につきましては、

これまでにも議論になっておりましたが、必ずしも大きな企業ばかりでなく、非常に多く

の中小事業者で多様な事業者を抱えておりますので、そういう事業者を挙げて安全に取り

組めるようにするためにはいかなる方向性を求めるべきか、そしてその方向性に向かって

合意が形成されていくような装置が必要だと思うのです。それを個々の事業者だけの判断

で、そこに任せてやっていくということでは非常に困難があると思います。

その場合、中間組織といいますのは、これまでにも申し上げていましたように、業界か

らも社会からも権威ある機関とみなされるような統括的な機関でなければならないと思い

ますし、日本ではまだそのような規範が形成されているとは思えません。

しかし、既に述べていますように、ＥＵ各国では、流通や市場のあり方を改善する場合

には、このような業界団体が方向性を検討して、そこで業界の合意を形成し、実際に産業

や市場のあり方を改善してきているわけです。特に食肉の安全につきましても、例えばト

レーサビリティのシステムですけれども、これを実施するときに業界団体が不可欠な役割

を果たしています。

例えばＥＵの規則がそうです。ＥＵの規則では、権限機関として、例えば表示仕様書を

認可する機関として規定もしておりますし、また義務的なトレーサビリティを実施すると

きにガイドラインや規格が必要ですけれども、そういうものをつくっていくのもこの権限
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ある業界の機関です。また、業界がトレーサビリティに取り組むときの合意を形成してい

くのもこのような機関です。

そのようなことから考えますと、日本では業界団体がそういう機能を果たせていないた

めに、行政つまり政府がすべてを抱え込まないといけない状態になっているのではないか

と思います。また、むしろ国が業界団体をそういう権限ある機関として育成してこなかっ

たことにも問題があるのではないかと私は思います。

したがいまして、例えばトレーサビリティをこれから実施していくということに当たり

ましても、日本では非常に困難が大きいと考えられます。行政には非常に過重な役割が課

されることになるのではないかと思います。

そういう点から、業界団体の体質の古さの指摘をするにとどまらず、どういうあり方を

考えるべきかということについて、やはりこの委員会として方向性を提示することが必要

なのではないかと思います。最初が非常に長くなりましたが、それが１つです。

続けて申し上げさせていただきますが、第２は５ページにありますトレーサビリティに

ついてです。今回生じました偽装を防ぐためには、特にトレーサビリティが不可欠である

ということは論をまたないと思います。ここに挙げられておりますトレーサビリティの機

能に当たる１から３の点なのですけれども、この中で１と２については二者択一的に考え

られるものではなく、この両方がトレーサビリティの機能としてとらえられていいのでは

ないかと思います。さらにいいますと、トレーサビリティの機能としてはおよそ10点ぐら

いのものが挙がっております。

３点目ですが、この「食と農を近づける役割を果たす」という意見に関しましては、私

はこれはトレーサビリティの機能とは区別して考えた方がいいのではないかと思います。

食と農を近づけるための手段は、産地直結とか地産地消という形でほかに手段があります。

むしろそういうことがなされたにしても、現代社会の主流となる食品の流通は非常に多段

階で大量の流通で、したがって食と農の距離は離れた状態であるということが避けられな

いわけです。むしろそのような流通の状態に対して、その間のプロセスを透明化していく

ということがトレーサビリティの役割であると思いますので、それについてご意見を申し

上げておきたいと思います。

また、その下にあります――これは私の意見を取り出していただいたのだと思うのです

が、トレーサビリティについても偽装防止のためのチェックシステムが必要ではないかと

いうことですが、これは偽装防止のチェックシステムだけではなくて、システムそのもの
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の信頼性を確保するためにもチェックシステムが必要で、そういう言葉を補っていただけ

ればありがたいと思います。

３点目はその次にあります表示制度の見直しの検討ですが、これにつきましては、ここ

でまとめてご意見が出されております一元的な検討を行うということに私も賛成です。そ

の検討の方向としては、基本的に認証制度を充実していくという方向になるのではないか

と考えます。

それも、現在、例えば産地銘柄表示について、県ごとに非常にさまざまな認証制度が試

みられております。それは非常に前進的な取り組みだと思うのですが、そういうことがさ

らに広まって、悪くいえば乱立するような状態になったままであるというのは望ましいこ

とではありませんので、できるだけ早くに幾つかに種別化された包括的な表示制度にまと

めていくことが必要なのではないかと思います。それは、例えば産地銘柄あるいは産地呼

称については産地呼称の表示制度としてくくる、有機農産物については既に有機ＪＡＳが

あります。また、品質管理をされた製品の表示については、安全性を含めてそういうもの

としてくくる。あるいは、これから例えば環境負荷を軽減するような生産システムをとっ

た食品が出てくると思いますけれども、そういったものについてはまたそういった表示制

度としてくくるということで、国がきちんとその表示制度を承認するような公的な性格が

付与できるような形で整理していくことが必要なのではないかと思います。

最後の意見は、検討会は食肉流通問題、買い上げ事業をめぐる問題を検討しておりまし

たが、議論の流れとして食品安全の確保をどうしていくかということを含まざるを得ない

議論になっています。そういうことを考えていく上では、現在設立が構想されています食

品安全委員会に限らず、食品安全行政そのものの一本化も不可欠なのではないかと思いま

す。

この点につきましては、現在私たちが入手できる限りでは、農林水産省内部に食品安全

を担当する部署、厚生労働省内部に食品安全を担当する部署がそれぞれ設けられるとしか

聞いておりませんので、それでは非常に不完全だと思います。もしそのままであれば、現

在必要とされている、特にトレーサビリティの役割となるのがそうですが、農場から食卓

まで一貫した管理をしていくということ、これは消費者からも要請されていますけれども、

それは恐らくできないと思います。

農林水産省のサイドだけで食品安全を担保するといいましても、処理や加工のプロセス

での安全が農林水産省の管掌内容でない限り、そこを担保することはできませんので、食
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品安全の部署を名乗ること自体、それは消費者に対して少し不誠実であるし、逆にそれは

農林水産省としては過大な果たせない役割を引き受けられることにもなるのではないかと

思います。そういう点で一本化が望まれると思いますので、この議論の延長上でそういう

ことにも触れていただければありがたいと思います。

長くなりましたが、以上です。

○田中委員長 どうもありがとうございました。今、新山委員から、先ほど来の議論に

加えて、本日提出されたペーパー全体にわたって意見をいただきました。ほかの委員も皆

さんおありと思います。では厚谷さん。

○厚谷委員 まず保管事業と処分事業、保管事業から始めます。つまり何を解決しよう

と思ったのかというところがはっきりしなければ、どういう結果になったからこれが成果

が上がったんだという評価が出てこないと思うのです。その点で消費者の安全という話に

なるのですけれども、先ほどの犬伏委員の話、ちょっと嫌みったらしくいいますと、10月

18日以降の肉を買うようにすればそれは問題がないのだから、そういう運動を消費者運動

でなさったらいかがでしたかということになる。

そうすると、問題は10月17日以降の肉が在庫として残ってしまう。それを解決しようと

思ったのか。そういうところをきちっと整理しなければなかなか評価が定まってこないの

ではないかなという点なのです。10月17日以降売れなくなったから、それを整理しようと

するのにどうするかという問題。それは別のいろいろな問題が出てくるわけです。評価の

仕方がどうであるかという問題が出てきますけれども、そこのところがまだ整理し尽くし

ていないので、私はこれから議論してみたいと思っています。

第２点は、実はこの問題を解決しようと思うと、初めから適切な制度がなかったわけで

す。既存の制度をいろいろもってきた。しかも、目的が、安全を前提にしまして買い上げ

制度によって消費者の不安を解決しようと。私はこれは大変矛盾を含んでいるようなとこ

ろがあるような気がするのですけれども、とにかく適切な制度がなかった。制度というの

はある目的を達成するためにつくったものでありますから、それをほかの目的のために使

うということはそもそも無理が出てくるところがしばしばあるのだろうと思います。そう

いうところがあったのではないのかなという感じがするのです。

それは確かにこの間のご説明にありましたように、法的根拠があったから。それはその

とおりだったのだろうと思うのです。しかし、初めからこういうためにつくったものでな

いものですから、仕組みとして非常に難しいものでなかったか。それは先ほどの新山委員
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の事業者団体の問題につながってくると思うのです。既存の事業者団体というのは何のた

めにできているのかというのと、これからトレーサビリティをやるとか、ほかの制度的な

ものをつくるというときに、その制度に見合った外郭団体、事業者団体が用意されなけれ

ば、そこには消費者の意見が反映するとか、そのようなことが出てこないことになるので、

きちっとそういう制度については……。私は、制度を本来の目的からそれ以外の目的に利

用するというのは、個人的に余り好きではないのです。制度には制度の主要な目的があり、

それには機能として限界があるという頭が非常にあるものですから、あえてこういうこと

を申し上げたわけであります。

もう１つ申し上げます。表示の問題でありますが、積極表示と不当表示をきちっと分け

るべきだと思っております。不当表示はもちろんだめでありますが、積極表示の場合はど

こまで表示させるかということで、これはそれぞれスーパーなりお店の顧客層によって違

うと思います。輸入肉でも何でもいいですよという人もいれば、いや、とにかく自分は地

元の何とかというお肉でなければならない、これは大違いですから、それを全部表示義務

を課して積極義務を課すというようなことはコストが高くなってとてもじゃないと思いま

す。ですから、その点で積極表示のあり方はそれとして、積極表示と不当表示はきちっと

分けた議論がいいのではないのか。

先日ある流通雑誌を読んでおりましたら、スーパーに機械があって、ボタンを押すと、

自分のところの肉はどこどこ産でどこの牧場の肉だということがわかるようにしている。

ご希望の方はそういうところに行って買う。それは１つの運動としてやるべきことで、何

も法規制でやるようなことではないだろうと私は思っているのです。そのようなのが今ち

ょっと感じたところであります。

以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。石川さん、どうぞ。

○石川委員 やっと本題に入ったような気がしていまして、まだまだ時間が必要だと思

うのですけれども、最初の１ページ、２ページ目あたりだけとりあえず申し上げたいと思

います。

１点目は、今厚谷先生からお話がありましたけれども、保管・処分事業に関連して、こ

こに「事業の性格、必要性」ということがタイトルになっているのですが、この点では先

ほど申し上げた内容が１つ、そもそもこの種の事業が必要になったということについての

リスクコミュニケーションの欠如が根本原因であるということについては、１点押さえた
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記述が必要なのではないかと思います。

２のところでⅱがございますね。「消費者の不安の解消につながったことから消費者対

策である」と。こんなお考えも片一方ではあるかと思うのですけれども、この点について

は結果論なわけで、不安を払拭するということでいわれていますけれども、これは内容的

には任意だったわけです。雪印食品の例の20トン云々ということについて事実かどうかと

いうことを確認してほしいと大分前にお話をしてまだ回答がございませんけれども、あの

種の任意の制度だったということがきちんと消費者に情報が提供されれば本当に安心につ

ながったかということをいえば甚だ疑問なわけです。そういう意味ではからくりをもった

制度だったと思うわけです。この点については前々回あたりに私もお話ししたと思うので

すけれども、そんな点も併記をするべきではないかと思うということです。

それから、この事業はマイナス面はあったけれども、牛肉に対する消費者の不安を解消

する上で効果があったということですが、ここも幾つか議論があったところだと思います。

そもそも全頭検査が開始をされたということが直接的に不安解消の要因だったわけです。

議論の経過の中では全頭検査を開始したその後について、保管・処分ではなくて、違うと

いうふうな区別をして流通させるという方法もあったのではないかというご発言もあった

と記憶しているのですけれども、そんなところについても考えるべきだと思います。

それから、一番下の方の「消費者団体等関係者の意見を聴く余裕があったのかどうか」

という記述なのですが、この点は新しい記述ですから私は思うのですけれども、少なくと

も事業者団体あるいは政党等から意見を聞く時間はあったわけです。これは食中毒が発生

して時間単位でリスク対応しなければいけないということではなかったわけですね。した

がって、そこは聞くシステムがきちんと確立されていないという問題はあったとしても、

少なくとも聞く努力なりアクションがとられたかどうかという点ではとられなかったわけ

ですから、その問題についてはきちんと指摘をしなければならないのではないかと思うと

いうことがもう一点です。

２ページ目です。いろいろ問題点が書いてあるのですけれども、この間の議論の中では

政党なり国会の中で保管とあわせて処分、廃棄か焼却かは別にしてほぼ同時期に議論がさ

れていたわけです。したがって、その時点で廃棄なり処分を想定した対策がとれなかった

かどうなのか、なぜ検討されなかったのかということについても問題としては記述が必要

なのではないかと思います。

それから、５の③に関連するのでしょうか、「当時の状況の下で事業を緊急的に実施す
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る」云々、「必要性や行政コスト」ということがあります。これはどこで触れるかという

こともあるのですけれども、畜種であるとか部位であるとかが末端の流通まできちんとつ

いて回るシステムがない。例のと畜証明書の話です。枝肉には判こがついていくんだとい

う説明が前回ありましたけれども、それは枝肉の仕入れ業者までの段階であって、そこか

らあとはつながらないわけです。ですから、あの判こというのは、逆説的にいいますと、

そこから先はどのように化けてもいいという印と同じではないかと僕なんかは考えるので

すけれども、そういう担保がないということが逆に行政コストなり社会的な不安なり混乱

なりにつながったのではないかということがもう一点ここの中では書かれるべきではない

かと思います。

８番目のところに「保管事業であっても偽装すれば保管料」云々、「詐欺」ということ

がありますけれども、もう１つの意見として、買い戻しが前提なのであれば偽装は必要な

かったのではないかというご意見があったと思うのです。したがって、今回偽装が発生し

たということは、あらかじめ何らかの処分について想定した、そのことが前提にあったの

でさまざま偽装がやられたんだという考え方が意見として出たと思うのですけれども、む

しろそのように考えた方が今回の偽装問題等については合理性があるわけです。整合性が

つくと私なんかも考えるわけですけれども、そんな指摘があったということも加えるべき

ではないかと思うということが１つございます。

下の方の②なのですけれども、表示違反事件の検証の件です。例えば11－①、②です。

欠品を回避したいとかペナルティーの問題ということが書かれていますけれども、きょう

の新聞の南日本食品の豚肉の件もそうですけれども、これは何もＢＳＥの問題が発生した

からあった問題だけではなくて、３年、５年、10年という単位でやられているわけです。

全農チキンにしてもしかりですよね。私どもが遭遇したというか、私どもの管理の不十分

さは当然あるわけですけれども、林兼産業のハム問題がございます。これも長期間なわけ

ですね。したがって、これはここにいわれるような欠品問題とか市況が悪くなったという

ことで出てきた問題ではなくて、体質問題としてとらえる必要があるんだというふうなこ

とはこの中に盛り込んでいただく必要があるのではないかと思います。

その他いろいろあるのですけれども、表示の問題だけについて申し上げますと、前回も

申し上げましたが、例えば牛肉については国産しかないわけです。それだけの表示でいい

わけですね。少なくともサケについてだって、マスノスケという表示は余りありませんけ

れども、紅ザケか白ザケか銀ザケかというのは表示しなければいけないわけです。そうで
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すよね。ところが、牛については和牛なのかＦ１なのか、あるいは乳牛だったのか、値段

が非常に違うわけだけれども、国産という表示だけで済むわけです。流通が不透明になる、

あるいはそうした表示の担保をするシステムがない、そこを基本的に制度問題としてはっ

きりさせなければいけないのではないかと思うということを一言だけ申し上げておきます。

３ページ以降まだたくさんあるのですけれども……。

○田中委員長 大分きょうも時間が迫ってきました。実はきょう全部終われば、私は19

日はよそうかな、よしてもらえれば助かるなと個人的には思っておりました。しかし、い

かがですか。今の石川委員のお話だと、恐らく今は時間が押しているので必要最小限のこ

とをおっしゃったのだと思います。あるいは丸井委員はじめ甲斐先生、皆さん、この素材

だけについて、なおこういう表現では困るとか、これにつけ加えなければいけないとか。

皆さんの意見は実は厚いのがありますが、これはあくまでも今まで７回にわたる意見を集

約したものであって、皆さんがおっしゃりたいことが全部入っているわけではございませ

ん。でありますから、それは初めにお断りしておいたのですけれども、なおもし我々が議

論するならば当然これに加えなければいけない問題があると思うのです。議論としては直

接なくても気がついたことは私のアンダーラインを引いたところに書いてあります。いい

悪いは別ですよ。賛成されるされないは別ですけれども、議論していただきたい問題のと

ころにアンダーラインを引いてあります。

きょうはうまくいって議論が余りなければいいなと思っていましたが、どうもそうでは

なさそうであります。したがって、19日もやるという前提でお話し申し上げたいと思いま

す。きょうまだご発言されたいという方がいらっしゃると思いますけれども、時間も時間、

もう既に予定の８時半になってしまいました。きょうの議論はこの辺で終了させていただ

きたいと思います。

これまでの議論の整理につきましては、本日いただいたご意見を踏まえて私の方で再度

整理しまして、案として次回提出させていただき、その場で調整、とりまとめさせていた

だけたらと考えております。ご異論がなければそのようにさせていただきたいと思います

が、どうでしょうか。きょう言い足りなかった分については、メモを出していただいても

いいと思います。

○尾野村委員 質問なのですけれども、意見の整理というのが年明けの我々の意見交換

にどれぐらい制約されるものなのかという委員長のお考えだけちょっと。これは関連する

から許すよとか、どれぐらいこれが拘束されるのかという考え方だけ教えてください。
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○田中委員長 私は全くその点について、事務局と議論しておりません。しておりませ

んが、こういう問題を扱うときの私の考え方は、農水省としてもある面知恵が欲しいわけ

でありますから、行きつ戻りつの議論が当然あってもいいわけですし、ここで今整理をこ

うしたからそれ以外のことはもうだめよというふうなことは私はやりたくないのです。つ

け加えていただいてもいいし、整理ではこうしたけれども、やはりよく考えてみるとおか

しいじゃないかということは十分あるわけですから、１度いったから絶対にこれは載せる

とか、そういうことはやりたくないのですが、いかがですか。

一応整理しただけであって、なお加えたい、なお削除したいというのは当然出てくるこ

とで、それはそれで許していただきたいと思います。そのくらいの弾力性はいただいた方

がよろしいかと思います。

恐らく事務当局の方もきょうもいいたいことがいろいろあるのに多分黙っていらっしゃ

ったと思うので、そこら辺もまた聞きながらやらなければいけないと思うのです。大事な

ことは、役所がいうから聞くとかどうとかではなくて、私たちは事実を知った上で議論し

なければいけないと思うのです。そういうことでありますので、今尾野村さんのおっしゃ

ったことにはそういうことでご理解願たいと思います。

先ほどいいましたように、私の方でこれまでの議論の整理の案としてまとめたものを次

回提出することとさせていただきます。

そ の 他

○田中委員長 それでは、きょうの議論はこれまでといたします。

次に、今後の予定について事務局からご説明願います。

○武本企画評価課長 お手元の資料の中にございます検討スケジュールをごらんいただ

きたいと思います。

予備日としておりました12月19日木曜日18時15分、これを第９回とさせていただきます。

場所は第１特別会議室、本日と同じ場所でございます。

以上でございます。

○田中委員長 どうもありがとうございました。
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それでは、次回は本日に引き続きこれまでの議論の整理を行うこととし、12月19日木曜

日午後18時15分から、場所は農林水産省第１特別会議室において開催することといたしま

す。

閉 会

○田中委員長 本日はこれをもちまして閉会といたします。どうもありがとうございま

した。

――了――


