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第２回食品の表示制度に関する懇談会議事録 

平成１４年６月２８日（金） 

郵政事業庁舎２階農林水産省共用会議室Ｄ 

                               

○本間座長 皆さん、おはようございます。早朝からの会議でございますが、ただいまから第

２回目の食品の表示制度に関する懇談会を開催させていただきます。 

 早速ではございますが、今日は効率的な議論をしてみたいと思っております。恐縮ながら、

そろそろ報道関係の方、席にお着きいただきたいと思います。 

 それでは、お手元の資料につきまして、事務局からご説明いただきたいと思いますが。事務

局の方は毎回担当がかわるようでございまして、前回は農水省、今回は厚労省というような当

番制になっているという話を聞いております。お願いいたします。 

○吉岡企画課長 おはようございます。厚生労働省医薬局食品保健部企画課長の吉岡でござい

ます。 

○本間座長 どうぞ、おかけになって。 

○吉岡企画課長 まず、本日のお手元の資料の確認をお願いいたしたいと思います。お手元に

は第２回の食品の表示制度に関する懇談会ということで、議事次第、配布資料の一覧の表がま

ずございます。その後、資料ナンバー１、２、３、４とございます。それぞれ番号の抜けがな

いかご確認をいただきたいと思います。 

１番が懇談会の開催要領でございます。２番がスケジュールについて。参考資料３が、本日

のメインとなります懇談会の意見、前回の意見を集約したものでございます。それから、資料

４が、これに関しまして各委員からいただきました意見ペーパーを束ねたものでございます。 

それから、その次、参考資料として１から５までございますが、これは前回各先生方から要

求を頂戴いたしましたり、あるいは補足的に提出するものでございます。１番から４番、それ

ぞれ１番が各省の横断、表示制度に横断する関係の資料。２番が厚生労働省関係。資料３が農

水省関係。参考資料４が公正取引委員会関係でございます。それから、最後に参考資料の５が

ございますが、これは前回もお出しいたしました資料をもう一回お手元に配布しております。 

資料ナンバー等、もし抜けがございましたら事務局の方にご指示をいただきたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、資料の説明に入らせていただきます。先ほど申し上げました本日の資料のうち、

資料の３をお開けいただきたいと思います。資料ナンバー３、これは食品の表示制度に関する
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懇談会の意見という標題になっておりますけれども。これは、先般、第１回の懇談会での各委

員の先生方のご意見、さらにその後、当日お願いいたしました事務局に対しまして６月 19 日ま

でにペーパーでご提出いただきました意見をこの資料３の中に事務局の方で整理をしたもので

ございます。 

また、追加的にペーパーでいただきました意見につきましては、何分事務局におきます意見

の分類が必ずしも各先生方のご趣意に沿わないという場合もあろうかと思っておりますので、

この資料３では各意見につきましてどなたの先生のご意見かということは併記をしておりませ

ん。 

また、先生方のご意見を共有するという観点から、先ほど６月 19 日までにお願いいたしまし

たペーパーでいただきました意見をそのままつづったものを資料４として本日お配りをさせて

いただいております。 

なお、この資料４につきましては、意見をいただきました先生の中にもこのペーパーそのま

まの形でこの懇談会に出すことについては差し控えたいというご意向の方もおられましたので、

一部の先生方につきましては意見ペーパーをいただきましたけれども、この資料４にはつづっ

ておりませんのでご了承いただきたいと思います。ただ、そのご意見につきましては、名前を

併記しない形で資料３に反映をさせていただいております。 

合わせまして、先ほど申し上げましたように、第１回の資料で補足するものと考えますもの

につきましては、参考資料としてお付けしておりますので、合わせてご参照いただきたいと思

っております。 

それでは、資料の３につきましてただいまからご説明をさせていただきます。 

資料３、これは第１回の先生方のご意見を分類して整理をしたものでございます。順次申し

上げますと、まずⅠのところは、表示の目的等というくくりで示しております。すべてをご説

明する時間はございませんので、ポイントのみ順次ご説明をさせていただきます。 

まず、この１番、表示の目的のところでございますけれども、ごらんのとおり非常に多岐に

わたるご意見を頂戴しております。例えば⑦、生活者がどのような情報をどの程度求めている

のかというような、表示にかかわる根本的なご意見を頂戴いたします一方で、⑪のように、具

体的に制度目的について整理した形でのご意見も頂戴をしているところでございます。 

それから、この項目で２番、食品安全基本法という項目を設けて整理をさせていただきまし

た。これは、ご案内のとおり、４月から６月にかけまして４回にわたりまして、食品安全行政

に関する関係閣僚会議ということで開かれました。その中に盛り込まれました、仮称「食品安
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全基本法」についても、この表示制度との関係でご意見を頂戴しております。 

具体的にはごらんのとおりでございますけれども。表示に関する一元的な原則事項をこの仮

称「食品安全基本法」で規定するとするのが適当であるというご意見でございます。 

次に、２ページをお開きいただきます。２ページはⅡとしてございますけれども。２ページ、

３ページ、４ページ、５ページにわたりまして、表示項目等につきまして整理をさせていただ

いたものでございます。 

まず、（１）の表示項目につきましては、２ページでございますけれども、まず１番、全般

的な事項といたしまして、例えば①のように、表示事項の拡大と簡略化というご意見もござい

ます。それから、一方で③のように食品表示の仕方、され方によりましてはコストアップ、あ

るいは無理なく実行できるかというご指摘もいただいております。 

それから、２番の義務表示と任意表示という項目で整理しております。この中では、①のよ

うに義務表示事項と任意表示で行う場合のルールづくりをどうするかというご意見もございま

す。その中で、③、あるいは④のように、法律による義務表示事項は必要なものに限定すべき

である制度の複雑化はかえって違反の増加を招くというご意見や、⑦のように、包装されてい

ない加工食品への表示義務の必要を議論すべきというご意見。あるいは、⑤のように、衛生的

であるか、産地、出所がどこであるかのどちらも重要というご意見も頂戴をしております。 

次に、３ページをお開きいただきます。３番、検証方法ということで整理をさせていただい

ております。前回のご議論でもでたものでございますけれども、ここでは①あるいは③のよう

に、いわゆる社会的検証や科学的検証についてのご意見を頂戴している一方で、②のように科

学的な検証方法を表示制度においては早急に確立すべきとのご意見も頂戴をしております。 

それから関連で、４番、誤認を与えない表示という項目では、そこに書いてあるとおりでご

ざいますけれども、①優良誤認が生じないように一定のガイドラインを示すことが重要である

というご意見も頂戴しております。 

また、５番は個別事項でございます。比較的細目の事項につきましてもいろいろな意見を頂

戴しておりますので、説明はいたしませんが、ここで整理をさせていただいたところでござい

ます。 

それから、その次に４ページにわたりますけれども、（２）重複的な表示事項、あるいは用

語、定義等の見直しということで、前回にもいろいろなご意見を頂戴しております。①から③

にございますように、各制度にわたります表示項目の重複についてのいろいろなご指摘を頂戴

しております。中でも、④あるいは⑤のご意見のように、特に食品衛生法とＪＡＳ法との間で



 4 

の重複についてのご指摘も頂戴しているところでございます。 

２番目に、用語・定義等の相違というところで、１番と関連するところでございますけれど

も、制度間にわたります用語・定義等の相違につきましてはいろいろなご意見を頂戴したわけ

でございますが、①に、これは非常に包括的に書いてございますけれども、統一、定義の整合

性を図るという意見が出されております。特に②にございますように、期限表示の問題につき

ましては、多くの委員の方から非常に混乱を招く等の意見もございまして、ここにも整理をさ

せていただいております。 

３番の品質表示基準につきましては、これはＪＡＳ法の関連でございますけれども、ごらん

のとおりの意見を頂戴しております。説明は省略をさせていただきます。 

それから、その次の５ページ、（３）表示の手法でございますが、食品表示の手法の問題に

つきましては、①などのご意見にありますように、表示の媒体の問題に関するご意見というこ

とでございます。こういう意見もいただいております。それから、③のご意見のように、容器

包装への表示の技術的観点からの、またわかりやすさという観点からの具体的なご意見も頂戴

をしております。 

それから、その次、（４）でございますが、その他の表示項目ということで、個別の問題に

ついてもご指摘をいただいております。説明は省略をさせていただきます。 

その次、３つ目の大きなくくり、６ページにわたりますけれども、Ⅲということで、表示違

反についての監視及び是正のための措置ということで、これは６ページから７ページにわたっ

て整理をさせていただいております。 

まず、６ページの（１）でございますけれども、食品表示の監視体制のあり方。あるいは、

食品表示の監視体制の充実についてのご意見でございます。まず、１番、監視体制につきまし

ては、①のご意見のように、現行の検査体制の強化を積極的に行っていく必要があるというご

指摘をしております。それから、いわゆる内部告発、企業等におけます内部告発について言及

される意見もございまして、整理しております。例えば②や③では、いわゆる内部告発に頼ら

ないチェック機能を充実すべきであるというご意見を頂戴する一方で、次の項目にわたって恐

縮でございますけれども、７ページの（２）のように、内部告発をする方の保護が非常に重要

であるというご意見も頂戴をしているところでございます。 

それから、また６ページに戻っていただきまして、表示の監視の問題でございますけれども、

その１番の④あるいは⑤のように、食品表示の監視の人員が不足をしている。あるいは、表示

制度が制度間にまたがることもございまして、相互の制度の食品表示の監視の連携の問題につ
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いては、⑦あるいは⑧で意見を頂戴しております。 

さらに、⑩から⑫にございますように、個別の法律の監視体制についての意見も頂戴してお

りますので、ここで整理をさせていただいております。 

２番、その他のところも具体的な意見を頂戴しておりますので、整理をさせていただいてお

りすので、後ほどご覧いただきたいと思っております。 

それから、もう一度７ページの方に移っていただきます。食品表示の違反に対します（２）

是正措置ということで整理をしております。１番、違反者に対しますいわゆる制裁措置でござ

いますけれども、ここに書いてございますように、多数ご意見を頂戴しておりますが、各表示

制度間、あるいは法律間の罰則の均衡の問題、あるいは、全般的な違反者に対します罰則の強

化について多数ご意見を頂戴しているところでございます。 

２番、内部告発につきましては先ほどご説明したとおりでございます。 

一方で、適正な表示のための（３）企業内努力という項も設けて整理をしております。①の

ように、企業の自助努力が重要であるというご意見がある一方で、性善説、要するに規範を国

等がつくればこれを守ってくれるという前提に立つのはいわゆる性善説でございますけれども、

恐らくこれについてはいかがかという趣旨だと思うんでけれども、こういうご意見もありまし

たので整理をさせていただきました。 

次に、８ページでございますが、Ⅳ情報提供等ということで整理をしております。まず、

（１）は行政による消費者への情報提供及び企業への周知徹底という問題でございます。 

これにつきましては、行政から消費者、企業双方への情報提供が重要である。単に消費者だ

けではなくて、企業サイドへの表示にかかわる情報提供が重要であるというご意見を頂戴して

おります。 

それから、関連で、相談窓口等の一本化ということで（２）で整理をしております。現在ご

案内のとおり、各表示制度につきまして総合的にすべての表示事項についてお答えできる、あ

るいは尋ねられる窓口がないというご意見を頂戴しているところでございます。 

それから、（３）表示制度の検討のあり方につきましては、これは消費者のご意見、あるい

は当然のことでございますけれども、消費者の意見や企業あるいは業界団体、実際に表示する

側でございますが、その意見を反映するようにというご意見を②、③で頂戴しております。 

その次、９ページにわたりますⅤ法律及び組織の問題でございます。これは便宜、（１）表

示制度の一元化という内容と、それから（２）行政組織の一元化・役割分担ということで、便

宜整理をさせていただいております。 
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まず、表示制度の一元化という問題につきましては、まず①、②にございますように、表示

関係の法律、それぞれの制度の根拠法を一本化すべきであるというご意見がある一方で、⑤に

整理していますように、根拠法の一本化は難しいけれども、それぞれの間の整合性は図られる

のではないかというご意見も頂戴しております。また、⑥のように、いわゆる法律の一元化が

妥当な部分と、各所管をしております行政庁ごとに分立しております制度、これは一定の理由

があるということが背景だと思いますけれども。これを分立した制度を維持すべき、そういう

部分もあるというご意見も頂戴しておりますが。 

いずれにしても、これは前回もそうでございましたけれども、表示制度の一元化につきまし

ては大変幅広いご意見を頂戴しているところでございます。 

それから、（２）の行政組織の一元化・役割分担というところで整理をしておりますけれど

も。これは先ほどの法律の制度の一元化と密接にかかわる問題でございますので、当然のこと

ながらここでも多岐にわたるご意見を頂戴しております。例えば、①のように、中央省庁にお

ける表示制度担当組織、表示制度運営あるいは監視する組織の一元化というご意見がある一方

で、③のように、各省庁において行政上可能な表示を検討すべきであるというご意見をいただ

いております。それから、②や⑤のように、現在の区分でございますが、厚生労働省、農林水

産省、公正取引委員会のそれぞれの表示制度の役割分担ということについて言及されたご意見

もございますし。また、⑦のご意見のように、地方行政におきましてこういう一元的な運用を

行うということについてのご意見も頂戴しているところでございます。 

最後に、Ⅵその他でございますけれども、これはさまざまなご意見を頂戴しております。こ

の際貴重なご提言として整理をしておりますが、説明の方は省略をさせていただきます。 

とりあえず、資料の説明につきましては以上で終わらせていただきます。 

○本間座長 ありがとうございました。本日の議論の材料はこの資料、今説明いたしました資

料３に基づいてやっていきたいと思っております。それで、資料３はおおまかにいきますと６

項目に分かれておりますので、仮に平均的に見れば１項目 25 分程度ということになるのでござ

いますが。これ濃淡はそれぞれ成り行き次第ということで結構かと思っております。 

それで、本日は事務局とのやりとりというよりは、我々いろいろな立場で委員の方々、利用

者でございますので、この表示を利用するという立場に立ちまして、それぞれのお立場でご意

見を戦わせて結構かと思っております。ですから、本日は我々委員を主体にした議論で、時折

事実関係を質すという場合には事務局のお答えをいただこうかと思いますが、どうぞお一人と

いうか、発言に当たりましては三、四分程度というのをひとつ留意していただいて、なるべく
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この全項目について議論をひととおりやっていきたいと思っております。この辺が私のささや

かな願いでございますので。後はこの順序に従ってまいりたいと思いますが。 

まず、表示の第１項目でございますが、１ページにあります表示の目的というようなことか

ら始めさせていただこうかと思っております。どうぞ、理念から申されても結構ですし、順序

は問いませんので、どうぞこの辺を参考にしてご発言いただきたいと思っております。 

まず、表示の目的というふうなのはかなり理念的なものはあろうかと思いますが、言いよう

によっては日々行われる百円玉の世界を対象にしたものというふうなのが恐らく出発点ではな

いかと思っておりますが。こういうふうな目的というあたりからまずご意見を頂戴したいと思

っております。いかがでございましょうか。 

大木委員、いかがでいらっしゃいますか。 

○大木委員 はい、では。大木でございます。表示の目的というのを考えますと、まず食品と

いうのは安全が第一というのは言うまでもないことなんですけれども。それで、表示を見て、

私は私の家族はこれを買って大丈夫かなと思うために買っている人、もちろん値段だけを見て

買う人もいますけれども、よく見る人はそんなふうにして買っているんじゃないかなと思うん

ですね。 

 そうすると、その表示というのは、本当に義務教育を終えた人がちゃんと見てわかるような

表示であってほしいなと思うのと、それから、できるだけ表示がいっぱい書いてあった方がわ

かりやすいということでどんどんふえてきたという経過があると思うんですけれども。昨年の

夏ですね、私どもの会で消費者から見てわかりやすい表示というのはどんなものかなというの

をグループ研究したんですね。そして見たところ、余りに親切にたくさん書いてあるんですけ

れども、表示の、これは一体何を意味しているのかというのがわからないのがたくさんありま

した。 

それで、そういうものが、結局お店というか、メーカーさんに問い合わせてやっとわかった。

もちろん、消費者は勉強しなきゃいけないということはあるんですけれども、問い合わせなき

ゃわからないものというのが随分あるなということがわかったと。 

それから、ベビーフードなんかを見ましても、アレルギーに関係するもの、これはもしかし

たらそうなりますよということが書いてあるわけですけれども。そうなりますと、アレルギー

を持っていない人にはその表示は必要ではないわけですね。ですから、そういうものがアレル

ギーの人が見てわかるようにということで、きちんとそういうものは書かないで問い合わせれ

ばきちんとわかりますという表示の方がいいんじゃないか。やたらといっぱい書くんじゃなく
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て、問い合わせればきちんとわかるということがあっていいんじゃないかということで。 

問い合わせ先とか、それから電話番号とかがしっかり書いてあるものにしてほしい。そして、

表示はすっきりさせてほしいというものが一つありました。 

それから、もう一つ、よろしいでしょうか。 

○本間座長 どうぞ。 

○大木委員 もう一つなんですけれども、事故とか被害防止に役立つという点なんですけれど

も、数年前に異物混入事件というのがありましたときに、かなりのものが消費者の過剰反応、

それからメーカーさんの過剰反応ということもありまして、それに応えるためにメーカーさん

が過剰反応しまして、いろいろなものが廃棄されました。 

 ということから考えますと、やはり環境問題とか資源問題というのは国を挙げて今やってい

ることなのでして、そこから考えると、今やっているトレーサビリティというのは大変苦労が

多いと思うんですけれども、今牛にピアスをつけてというところから始まっていますけれども、

それがすべての食品にあって、消費者がちょっとお店で聞けばとか、それからＩＴを大いに活

用して、ここにもずっと書いてありますけれども、そんなふうに活用してもらえれば、そうい

うものですればお店に行ったときにそれを尋ねるということもできて、表示にそこに書いてな

くても必要なものは尋ねる。本当に注意しなきゃならないものだけ書いてある、そんな表示が

私たちの願いであるということですので。 

要は、環境問題とか、資源の無駄、そういうものも含めた表示であってほしいということは

もう少しトレーサビリティというものを充実させて、すっきりした表示にしてほしいというの

が表示の私たちの願いです。 

○本間座長 ありがとうございました。それでは、同じく消費者という立場から、小沢委員か

らお願いします。 

○小沢委員 この目的の分類で申しますと、私の意見を多分おまとめくださったというか、反

映してくださったと思うのですが。この⑪、基本的にはまずわかりやすい表示項目。ただ、こ

のわかりやすいというのが非常に難しくて、どこがわからないんですかというふうに伺うと、

本当にお一人お一人千差万別で、例えば食品添加物の名前などが片仮名でたくさん並んでいる

と、片仮名はすべて怪しいというふうな感じという人がこのごろ非常に増えています。例えば

ジャムに「ペクチン」と書いてあると、「ペクチン」と書いてあるだけで怪しいというふうな

お電話をいただくぐらい非常にピリピリしているという状況がございます。 

それから、字が小さいとか。だから、表示の制度が混乱しているからわかりにくいというよ
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りも、中身そのものがよくわからない。これは、さっき大木委員がおっしゃったように消費者

自身の問題も大きいと思うんですが、中身がわからないということが非常に一つあります。 

そのわかりやすくするというのが非常に難しい問題だと思うんですが、できるだけやはり整

理をしていく必要がある。 

それと、目的ということでは、ここにア、イ、ウというふうに３つを書いたことが主な目的

になるんだと思うんですが、この目的の中で、安全と品質の区分けにどう対応するかというふ

うなことがありますが。これは、私は今はもはや無理に分けられる時代ではないというふうに

思っております。例えば、食品添加物の表示も歴史的な経過で言うと、むしろ厚生省の食衛法

の裏付けですから、危険危害にかかわる表示としてでてきた背景があるわけですけれども実は、

先ほど申しましたように、一人一人が、例えば保存料を使っているものは食べたくないとか、

それから最近は中国産のほうれん草の問題もございまして、どこの産地かというのも実は単な

る選択の問題ではなくて、どこどこのは食べたくないというふうな使われ方がしていまして。

この区分けというのは、むしろ無理に区分けできるような状況ではない状況になっているので

むしろ一緒にまとめて考えた方がいいのかなというふうに考えております。 

以上でございます。 

○本間座長 ありがとうございます。 

もう一方、消費者サイドからご意見をいただきたいと思いますが。松谷委員、いかがでいら

っしゃいますか。 

○松谷委員 お二方のお言葉と大体同じなんですけれども。私どもは健康づくりの中で生活指

導の問題を考えていっていますから、こういう問題については、食品というのは本来安全であ

るというその前提のもとに立って生活している人たちが非常に多いわけなんですね。ですから、

市販されているものは、日本の国のものであれば大体安心できるというような態度で生活して

いる人が普通の生活者の中に圧倒的に多いと。ですから、せめて見るのは製造年月日とか賞味

期限、その辺を見るぐらいで。その人の文化というか、体験というか、五感で選んでいる人た

ちが多いわけなんです。それだけに、信頼していただけにこのたびのようないろいろな問題が

起こりますと異常反応を起こしていく。 

ですから、そういうような状態になっていますから、今のいろいろと先ほどからのお話のよ

うに、消費者のニーズというのは千差万別かもわからないけれども、その中でもぎりぎりどこ

までを皆さん方にいろいろな食品の包装なんかで見ても小さいのあり大きいのある中で、しか

も高齢化社会になったらみんな眼鏡かけなければ見えないと、そういうような状態になってき
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たときに、最低限どこまでのものを入れるか。それで、あとのいろいろな情報はどこかにデー

タベースがあって、そこにお尋ねすればわかるというような、そういう体制が求められるので

はないかなというのを今考えているところです。 

○本間座長 とりあえず、入口といたしまして消費者の方々のご意見をいただいたわけでござ

いますが。いかがでございましょうか。はい、どうぞ。 

○和田座長代理 食品に限りませんけれども、消費者に商品を選択するという権利があるとし

ても、選ぶだけの十分な表示、情報が提供されていなければ、その選択する権利というのを行

使すること自体ができないということで。私どもが商品を選択する場合の一番基本になるもの

と考えております。 

 特に、この 10 年ぐらいでしょうか、政府が規制緩和を進めまして、その中でこれから新しい

基準とかそういうものが余りつくっていけないと。国際平準化の中で、政府はできるだけ手を

引いて自己責任で選びなさいということを言っているわけですから。消費者にそれを求めるか

らには、やはり消費者が必要とするわかりやすい、十分な情報を政府が提供する責任があると

いうのは、これは当然なことと言えると思います。 

それと、一方いいかげんな表示がまかり通りますと、企業ないしは業界は品質をよくしたり、

それから価格を下げるということでの競争をしようという努力をしなくなって、いいかげんな

表示や広告で消費者を引きつけたり、それから景品をつけたりということに走りがちになりま

すので。やはり適正な表示というのは消費者の選択の基本になることと、それから結果として

公正な市場、公正な競争というもののために欠くことができないと考えております。 

ですから、やはり表示というのは、業界あるいは行政が消費者に書いてもらうとか、与えて

もらうというものではなくて、あくまでも消費者が主体となって選ぶための当然の権利という

目的というんでしょうか、そこを一番初めに認識しておかなければいけないのではないかなと

考えております。 

○本間座長 さあ、いかがでいらっしゃいましょうか。はい、中村委員。 

○中村（靖）委員 この間、例の食品添加物の香料の事件があって、ちょっとそれ必要があっ

て取材をしていて気がついたんですけれども。法律でこういうことを表示しなさいということ

がきちんとそれは守られていると思うんですけれども。それはしかし、法的にきちんと守って

いるというだけで、消費者には極めてわかりにくいというところが幾つかあるということに気

がつきました。例えば、食品添加物で言えば、カマボコのリン酸塩というのを表示するという

ことになっているんですけれども、リン酸塩というのは聞いてみましたら、何かすり身を崩れ
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ないようにする、そういう機能がある、効果がある物質なんだそうですけれども。そんなのカ

マボコを見たって、消費者は何のために入っているのかわからないですよね。 

そういうのはほかにも幾つかあって。それは、私は消費者はどちらを向くのか。つまり、リ

ン酸塩って、さっきどなたかがおっしゃったように、何か片仮名があって「酸」なんていう字

があるから、これは何かちょっと心配なんじゃないかと思うのか。あるいは、ただそれは全く

わからないというだけで終わるのか、それはわかりませんけれども。とにかくそういう、両方

実は問題があると私は思うんですね。 

一つはだから、法的にちゃんと書けばいいというふうに考えるのか。それとも、もっとそれ

をわかりやすくするのかという、２つあると思うんですが。ただ、わかりやすくするというこ

とでその方向を進めていくと、とめどなく表示のスペースが広がるという問題があって。 

ですから、私は結論的に言えば、本当にわかりやすい、それで消費者にとって本当に安全性

とか何かについて必要な部分は文字にしてそこで提示するけれども、それをもうちょっとほか

の情報も知りたいという人に対しては、そういう人は私は本当は余りいないと思うんですけれ

ども、そういう人に対してはそれこそバーコードであるとか、あるいは何かメーカーに対する

問い合わせであるとか、あるいは窓口に対する問い合わせであるとか、そういうことで情報を

提供するというようなやり方が現実的なのではないかなというふうに、ちょっとこの間から食

品添加物の問題をいろいろ考えていて感じたのでございます。 

○本間座長 ありがとうございます。先ほど大木委員が発言された部分につながるかと思いま

す。適切な情報量と、それから問われたときにきちんと提供できるというふうな考えかなとい

うふうに思いますが。 

 これに関しましてはいかがでいらっしゃいましょうか。ものをおつくりになっているという

サイドの方のご意見、いかがでいらっしゃいますか。 

 垣添委員、いかがでいらっしゃいますか。 

○垣添委員 食安協の垣添でございます。食安協の立場では企業の経営者ではないのでござい

ますが、自分の企業ということで考えると、今委員の先生方からおっしゃったことというのは

全部矛盾の克服だと思うんです。経営そのものが矛盾の克服であります。例えば、表示をシン

プルにするとお問い合わせが圧倒的にふえる。これは、お問い合わせの情報量というのはびっ

くりするぐらい各メーカーたくさん頂戴をしていて、そのことに対してみんなきっちりお答え

をし、納得いただければお買い上げいただけるということになるわけであります。 

逆に申し上げますと、やはりそれは書いておいてくださいという逆のご意見もたくさんある
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んです。書いておいてくれないのは不親切だと。今委員の先生の中からそういうご指摘もあり

ましたけれども。これを書きますと、今度は小さ過ぎて見えないという話になるんです。 

したがいまして、私はこの矛盾の克服を、そのときどきのどこまでやったらいいかというよ

うな問題である意味では解決せざるを得ない。 

それから、私の協会の輸入食品では、国内の表示と海外の表示に若干違いがあって、例えば

プラスチックのパッケージに紙を張りますと、今度はリサイクルのときに紙とプラスチックに

なっちゃうので、これも不便だとお叱りを受けるわけです。 

そういうさまざまな矛盾を抱えながら仕事をしているので、そういう意味では消費者の皆様

は大変ご心配があり、メーカーの方はそのご心配に対して極力その部分を少なくするという努

力をしても、この問題は永遠に続いていくのではないかなという感じを持ちながら仕事をして

います。 

ですから、矛盾の克服というのは、落としどころはやはりそのときそのときの最適の解を求

める、答えを求めると、こういうことではないかなというふうに思っております。 

○本間座長 いかがでいらっしゃいましょうか。はい、松本委員。 

○松本委員 ちょっと風邪引いていまして声がでにくいのでお聞き苦しいことがあるかもしれ

ません。表示の目的という点で、行政の側からの取締りを容易にするためのというのが多分一

つあると、食品衛生法なんかの場合あるんじゃないかと思うんですが、それは置いておきまし

て。消費者サイドからの目的としては、選択の話と、それから使用方法のものとに分かれるん

じゃないか。家電製品で言えば、お店で買う場合に何を基準にして選ぶかという話で、そこで

きちんと商品の特性が表示されていることと、持って帰って取り扱い説明書とか警告表示とか

いうのが安全に使うためとか性能をきちんと使うための表示ということで、一応分かれると思

うんですが。 

食品の場合、使用方法の問題も恐らく選択のところに最初の段階で非常に重要な選択項目と

して入ってくるだろう。いつまでなら安全に食べられるかとか、保存方法はどうかというのは

購入段階でのファクターになっているでしょうから、選択に資するか、安全な使い方の情報提

供かという点では、どちらかと言えば選択の方に全体としてはシフトしていくんじゃないかな

と思います。 

ただ、選択といっても２段階あるような気がしてきまして。1 つは、お店でお金を出して購

入する段階における、ものを取って、ああ、これは買おうか、買うまいかと決める段階での選

択にとって十分な表示の話と。それから、家庭に持って帰って冷蔵庫に入れておいて食べよう
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かなと思って取り出したときに、ああ、もう期限切れだとか、あるいはアレルギーもそういう

のにかかわってくるのかもしれないですが。個別に自分が摂取しようとする段階における選択

というのが、家電製品の場合はそういうのは多分ないと思うんですが、食品の場合はもう１回

でてくるような気がしまして。 

ともに、大きな意味では消費者の選択に資するための必要な表示ということになるんでしょ

うが。購入段階においてどうかという話と、実際の摂取段階におけるというのを分けると、先

ほど中村委員がおっしゃったように、摂取段階のものは後から問い合わせればわかるという形

で少し商品そのものには簡略化されていてもいいところがあるのかなという気がするんですが。

ただ、アレルギーだと購入段階で食べられないものを買ってしまうとすごい損失ということに

なりますから、なかなか切り分けは難しいかもしれないですが。 

目的という点では最初の購入段階の選択と摂取段階の選択を含めた情報提供で少し分けて考

えていいんじゃないかと思います。 

○本間座長 おもしろい。はい、どうぞ、山中委員。 

○山中委員 消費者の一人として意見を申し上げます。ただいまご発言の委員さんの何人かの

ことにまず関して、ちょっと私反対の意見を申し上げたいと思います。横文字で添加物などわ

からないものがいっぱい書いてある、それは不必要ではないかというご意見もちょっとでてお

ります、もっと簡略化した方がいいというご意見でておりましたが。私は表示という今これを

やっておるわけですから、私は消費者は選ぶ権利があるというのは、そのものだけではなくて

その表示についても選んでもいいと思うんですね。ですから、自分がそれは面倒くさくて見た

くない方は見なくてもよろしいですけれども、やはり書いてないものはわからないんですね。

ですから、やはり私は書いていただきたいと思います。 

いろいろなところでそういうものを目にしながら、次第に消費者が教育されていく、学習し

ていくという逆な効果もあると思います。いろいろなところでこういう横文字を見るけれども、

これは一体何なのかという、そういう学習の仕方もあってしかるべきと思いますので。どこま

で出すかというのは別にして、私はそれは一般の消費者にはいらないのではないか、あるいは

問い合わせればよろしいのではないかと、それは私はちょっと違うと思っております。 

それから、ただいまのアレルギーの件でございますが。これもいろいろ時の流れでまたどん

どんふえてきたり、まだ完全に検証されていないというものもあるかと思いますが。その可能

性が今あるのではないかと疑われているものについては、一々言葉で書きますと表示の部分が

大変窮屈になるかと思いますので、何かマークのようなちょっとしたものを考えられていって、
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それがポチでも△でも何でも、ちょっとそういうマーク方式にして。それで、ちょっとおつけ

になっていく、それは疑わしいだけですよみたいな形でそれをお知らせしていく。そうすると、

そういうことに大変関心を高く生きなければいけない方にはそういうものが、ポチがついてい

るものがあったら問い合わせをして詳しく聞くと、そういうちょっと新しい方法もこれは危険

というか、大変なことかと思うんですが、何か新しいものを考えてアレルギーの方々に対応し

ていっていただくというのも、私はひとつお考えいただいてもいい材料ではないかなと。 

牛乳なんかが視力のご不自由な方とかは切り込みを屋根のところに入れました。あれと同じ

ようなお考えで、まずはちょっと何かやってみるということも、ただ表示がきつくなる、見え

にくいとか、小さくて不必要ではないかと余り早く切らないで、何とかこれをもっと消費者に

提供できないかというプラス思考の方でちょっと私はいろいろとお考えいただいたらありがた

いと思っております。 

あとですね、今まで委員の皆様がおっしゃっていたこと、全くそのとおりでございまして。

とにかくわかりやすい、記号でも何でも使って結構なんですが、わかりやすい表示、統一した

いろいろな一つのことを伝えるのに３つも４つも言い方があるというのは、これは大変誤解を

招くし、わかりにくいです。ですから、一つの内容を表示するには、一つの言葉で統一してい

ただきたいと、そう思っております。 

松谷委員が言っていらっしゃいましたように、私はいつもそう申し上げているんですが、日

本の行政、各省庁の、特に食品の関係、私ども消費者は本当に信頼してまいりましたので、疑

いもなく安いものから高価なものまで安全だと思って口にしていたわけでございますので、今

はいきなり毎日のようにこういう問題が報道されますので、今ちょっと消費者の方もパニック

になっているという状況でございますが。必ずこれは私は落ち着いてくるときが来ると思いま

すので。また新しい発想を思い切って展開をしていただいて、消費者にわかりやすい表示を、

省いていくという方向ではなくて、わかりやすく表示するプラスの思考でお願いしたいと思い

ます。 

以上でございます。 

○本間座長 ありがとうございます。それでは、粟生委員、どうぞ。 

○粟生委員 表示の目的なんですが、使う側からすると、自分がまず避けたいものを選ぶ場合

と、それから欲しいものを選ぶ、表示の見方には２つあると思うんですね。まず、普通健康で

あればそこに書いてあるものはまず自分の嗜好で、例えば青森産のニンニクを食べたいけれど

も、きょうは神奈川産しかなかったら、でもどうしてもニンニクが欲しいときは、じゃあ神奈
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川産で我慢しましょうと妥協できる表示の見方と。 

もう一つは身体、ここで食品衛生法には起因する衛生上の危害の発生というのは、これは病

気を自分の持っている条件、例えばこれを食べたらアレルギーを起こすというものが書いてあ

れば避けるということができる。つまり、問い合わせてある一部の人が、アレルギーの人が問

い合わせなければわからないというのは、万人向きの表示ではないと思うんですね。ですから、

だれかに一部の人に負担を強いるような表示ではやはりいけないと思うんです。最低限のそこ

から避けるべきものが選べて、また自分が嗜好的に選べる。途中では妥協できるぐらいの厳し

さのないものと、絶対に避けねばいけないという厳しいものとの表示をそこから選択しなけれ

ばいけないとなると、やはり一々問い合わせるというのはとても一部の人に負担をかけること

になると思うんですね。 

それで、先ほどおっしゃっていたように、横文字のというのは、あそこの部分でかなりの表

示の部分をスペースを占有されていると思うんです。ですから、ああいう部分、例えば着色料

と書いてあって、普通はクチナシとか黄色何号でしたか、そんなのがあるときには両方併記し

たりとかと書いてあるんですが、そういうときにはやはり着色料だけで、その着色料に関心が

ある人は問い合わせる。添加物と書いてあって、細かいのは除いて、添加物にどうしても避け

たいものがある方、または食べたいものがある方は問い合わせるという程度にして。 

やはり自分が食品を選ぶために一々問い合わせて食べられないものを選ぶというのは、とて

も一部の人に負担をかけると思うので。やはりそういうのではなくて、山中さんがおっしゃっ

たように、ある程度まではその表示だけで選択できるものでなければやはり万人向きの表示と

は言えないのではないかなと思います。 

○本間座長 ありがとうございます。実は議論が第２ページ目の方に移りかけておりますので、

どうぞそれを１枚めくっていただいて、いつの間にか表示項目というふうなことに実質触れて

いると思いますので、どうぞそれを含めたお話で結構かと思います。 

 どうぞ、日向委員。 

○日向委員 とりあえず表示の目的というふうな部分だけで考えておりましたので一つ、二つ

抜けるかもしれないですけれども。一つは皆さんのご意見も共通して、消費者の方がものを買

うときの納得して選択ができるという、その辺が一つあると思うんですね。もう一つは、産地

なりあるいはメーカーさんなり、流通の立場からすると中身、その中身の品質を含めた証明書

といいますかね、その辺の意味もあります。あともう一つ大事なのは、やはり責任の所在です

ね。その商品をお買い求めいただいた上での責任の所在を明確にする。 
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そうなると、１点目の消費者の納得して買ってきてよかったなと後悔しないで判断いただけ

る、それは選択の自由がありますから。ですから、それに適するような最低限の項目が必要で

ある。あるいは、皆さん言っておられるようなわかりやすさが必要である。 

それから、後から２つ申し上げた内容を証明するというような意味合いのこと、それから責

任の所在をはっきりさせる。この辺にあっては、ちょっと話がずれるかもしれませんが、うそ

があってはいけないのだ。その部分じゃないでしょうか。 

表示の目的に凝縮して言えば、その大きくは３つが適切に入っているかどうかだと思います。 

あとは、深さの問題ですね。判断基準としてどこまでが必要な項目なのか、そんな感じがし

ました。ちょっと僕はその３つで集約しています。 

○本間座長 玉木委員、どうぞ。 

○玉木委員 今消費者サイドの方々のご意見がでたわけです。大体この懇談会の趣旨というの

は、やはり消費者団体の方々のご意見を十分に資していこう、行政サイドの皆さんがあれだけ

たくさん来ておるわけですから、今後の行政に資していこうということであろうと思うんです

が。それはそれで立派な懇談会の目的だと思います。 

ここで、私も昔といいますか、10 年前まで行政関係にいたものですから、行政を担当してい

た者の立場で言いますと、よく言われるように食品衛生法というのは食品に起因する危害の発

生防止というのが大きな目的になっているわけです。表示もその目的に沿っています。ＪＡＳ

法では、消費者の適切な消費選択に資するということが法津の目的。それから、景表法では消

費者の利益を保護する。こういう、３つの法律の目的が、表示の問題については中心的話題で

あります。 

行政というのは、行政官はたくさんおられるわけですが、法律の目的に従って行政のシステ

ムがあります。食品衛生法でいけば、今は食品、薬品、新開発の食品とかの部会がありますが

昔の食品衛生調査会は、食品衛生法の目的に従って審議が行われる。もちろん表示の問題もあ

るわけです。添加物の許認可の問題もあるわけです。そういうものが表示としてどういう形で

皆さん方に提示したらよろしいだろうか。ここには、もちろん消費者団体関係者も一、二人入

っておられるわけですけれども、具体的な細かいことは行政がやるわけです。 

本省の行政が方向をきめ、今度は監視の問題がでます。食品衛生監視という形で全国の各保

健所に 10 名前後の技術吏員がおるわけですが。そういう監視員が法律の目的に従って監視する

という形になるわけです。 

それで、今食品の目的として非常に単純化された表現が幾つもでて、私も目からうろこが落
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ちるような感じで聞いておりましたけれども。この行政の表示の目的というものが今言いまし

た３つここで俎上に上がっているわけですが、この行政の目的というものを全くここでは無視

して考えていくべきなのか。行政が今まで 20 年、30 年とやってきたそういうものを勘案しな

がら表示の目的ということを考えていくのも一部は入っていると、全部ではありませんけれど

も、少しは入っておると。こういうことでいくのか。それによって、今後のいろいろな問題が

そこで切断されるのか連続するのか、こういう問題がでてくると思うんです。 

ですから、目的ということで議論する場合に、今までの行政のあり方に問題ありという中傷

合戦になってもそれは困るわけですけれども。しかし、行政は行政としてたんさんの日本のト

ップクラスの学者方に集まっていただいた上で目的を設定し行政のシステムというのをつくっ

てきておりますので。その点も一つ考えていくべきではなかろうかと、提案でございます。 

○本間座長 ありがとうございます。ご提案かと思いますが。今のご発言に関しましては、特

に行政の今での連続性とかそういうことを先回りして、我々が論をトーンダウンする必要はな

いと思っております。それを越えて、私たちがこうしたい、利用者であるという立場に立って

ですね、それぞれのお立場でやっていいと思っております。私、その件に関しましてはコント

ロールを受けておりませんので、どうぞそれぞれのお立場で、こういう状態が望ましいという

ご意見でまず我々は議論を進めて行きたいと思っております。 

 それで、もちろん現実というのはございますので、どこかで落ち着くんでございましょうが、

やはり我々こういう状態になっておりますので、理想なり目的なり、それはどうぞ率直におっ

しゃっていただいて結構かと思いますので。私が困るということはありません。どうぞ。 

いかがでございましょうか。いつの間にか表示項目の見直し、あるいは表示の義務とか任意

というふうな、松本委員のご発言の中で段階によって表示の役割がかわってくる、全部を示さ

なくてもよいかも、省略ということではないけれども分類できるというようなお話があったと

思うんですが。そういうふうなレベルでの……、丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 表示の目的というところでは、今座長がおっしゃったように、その行政の姿勢あ

るいは今までの経緯がどうであってもきちっとした懇談会の目的を出すべきだというふうにお

っしゃっていただいたのは、大変重要なことだと思っております。 

 やはり、その目的ということであれば、ここに書いてございます３番の、私は「選ぶ権利」

の表示制度の目的としてということに集約されるんだろうというふうに思っております。やは

りこのことは一番基本的なことなんだろうというふうに考えております。 

これを逆に言うと、私、食中毒の方を専門にしておりますが、実際に起きている事故という
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のは細菌性の食中毒というのが一番多いんですよね。でも、消費者の感覚からすると、添加物

であるとか、農薬であるとかということに非常に大きな関心を持っている。なぜそうなのかな

といつも考えていたんですが。添加物とか農薬だとかというのは、もう消費者が参加ができな

いんですね。ですから、非常に不安に思う。細菌性の食中毒なんかは自分でもって加熱すれば

何か処置ができるという、消費者が自分参加できるから事故はたくさんあっても比較的不安を

感じないというのがあるような気がするんです。 

そうすると、参加ができないものは何かというと、やはりその表示ということが一番大事に

なってくるので、そこをきちっとするというのが表示制度の一番大事なところだろうというふ

うに思っております。 

ただそれは、先ほどからお話がでております、どこまでそれを表示するかということが一番

論議になってくるんだろう。それで、座長がおっしゃったように、次のところの義務表示とか

そういうところまでいくという問題だと思っております。 

このどこまで表示するかということが、これは必要不可欠なものということになるんだろう

と思うんですが、その必要不可欠なものというのがどこなのかというのがこれからの論議のポ

イントだろうというふうに私は感じております。 

以上です。 

○本間座長 ありがとうございます。１ページから２ページ目の絶妙な委員のご発言をいただ

きましたので。我々表示の必要なもの、あるいは任意でいいものというふうな表示の質の部分

についてお話を移したいと思っておりますが、いかがでございましょうか。 

 小笠原委員、いかがでいらっしゃいますか。 

○小笠原委員 私ども日々消費者の皆様に接しているわけですけれども、本当に多様な消費者

がございまして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの消費者いろいろ言われまして、私はこれは必要だ、私はこ

れは必要だと言われるものですから、表示する項目はふえることはあっても、減ることはない

わけであります。 

それで、先日も、今度は消費者ではなくてある地方行政の課長さんが来られまして、最近成

人病がふえておりまして、カロリー表示をぜひやってくださいという話でございまして、非常

に熱心に言われていきました。 

かように、ニーズだけはたくさんありまして、本当に私ども対応に今苦慮しているところで

す。 

それで、そういう表示がありますと、我々がつくるわけではございませんので、どうしても
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とものすごく多いものについてはメーカーさんの協力を得て表示をお願いする、そういうよう

なことになっております。本懇談会の場では本当に必要なものと、それからできれば表示をし

た方がいいものと、そういうように分けていただくのが我々としても助かるというふうに思っ

ているところです。 

○本間座長 ありがとうございます。ご意見ございましょうか。あるいは、この辺のことに関

しましては、実際につくるというお立場で。岩崎委員、お願いいたします。 

○岩崎委員 最初の目的の方にもちょっと関係するのでございますけれども。今かなり確かに

表示そのものが複雑でわかりにくいということになっているのは事実だというふうに思ってお

ります。その理由というのは、やはり現行の食品表示というのが根拠法令も非常にさまざま、

それから各省庁によってばらばらに行われている。これは、消費者だけがわかりにくいという

ことではなくて、私ども非常に中小企業を多く抱えている食品製造業にとりましても、複雑で

非常にわかりにくいという、また間違いを起こしやすいというものになっているんですね。 

それで、これを書き損じますと、書き損じただけでは済まなくて、義務表示違反で公表され

て、公表されますと死刑の判決みたいなものなんですね。優良企業でもあっと言う間に消滅す

ると、こういうことになっておりまして。 

私ども申し上げたいのは、やはり一つはわかりやすくするための行政庁のシステムづくりと

いうのが必要じゃないのかなというのが一つ思っております。そのシステムができますと、や

はり今問題なのは、各省が自分のところはそれぞれがみんな重要だと思っているものですから、

そこの部分だけでふえていきますけれども。そういう形での各省庁との間での連携というのか、

システムづくりができることによりまして、ああ、表示というのはこんなに複雑なんだなとい

うことが行政をやられる方の実感としてもでてくるんだろうと思うんですね。ですから、まず

そういうためのシステムづくりというのをしっかりやってもらいたいということが一つありま

す。 

それからもう一つは、ただいまいろいろ消費者の方がおっしゃられました。消費者の選択に

資するということが第一の目的であるということはもうこれ当然のことでありまして、私ども

そのために一生懸命やっているのも事実であります。ただ、垣添委員もおっしゃいましたよう

に、いろいろな矛盾をどういう形で克服するかという形の中でやっております。 

それで、もちろん今申し上げましたような消費者の選択に資するということと合わせまして、

やはり事業者にとっても内容が正確に理解できて、また記載しやすい、また実行可能である、

こういうような制度にしていただけないと、これますます義務表示ということになってきます
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と、私ども非常に重要なことと受けとめておりますので。そこのところを十分ご理解いただけ

ればというふうに思っております。 

また、その表示すべき内容でありますけれども、そういうことからいいますと、法令で事業

者に義務づける表示ということにつきましては、食品の安全性に関係のあるというものは極め

て重要だということでありますが、それにつきましても、先ほどちょっと大木委員がおっしゃ

いましたような、例えばアレルギー表示の問題につきましても、アレルギーのものが全部ある

から全部書かなければいかんということではなくて、やはりいろいろな形での義務表示の部分

と、消費者に情報として提供する部分というのがあるんだろうというふうに思っておりますし。 

また、品質表示の義務づけも、食品の品質表示で、やはり品質として意味のある違いがあっ

て、また消費者への情報提供のために特に必要なものというような形のものに限定されるとい

うことが必要なのではないか。 

それで、表示だけが私ども、義務表示というのか、表示だけではなくて、消費者への情報提

供というのが義務表示の問題もありますし、任意表示の問題もございますし、その他いろいろ

な媒体もありますので、それも全体としてひっくるめて消費者への情報提供というものをどう

してやるか。また、消費者の商品選択をどうするか、こういうこととしてやっていくというの

がいいんじゃないのかなと。なかなか商品のラベル表示だけといっても、記載容量が限られて

おりまして、先ほどどなたかおっしゃいました、高齢化社会ということになりますと字も大き

くしなければいかんというようなこともありまして。そういうことを総合的に見てやっていた

だけないのかなと。 

なお、もう１点、これは後でまた申し上げようかと思ったんですが、運用に当たっても関係

省庁間で連携のとれた統一的な運用等、現場の指導ということができるように。その際に、ま

た１カ所ですべての、特にこれは義務表示の問題もあるんですが、わかる行政窓口とか、そう

いうふうなことも合わせてお考えいただければ、私どもとしても非常にありがたい、こういう

ことであります。 

○本間座長 ありがとうございます。技術的な問題、あるいは理念の問題もあろうかと思いま

すが。義務と任意というものの分かれ目というふうなものが、何か……。どうぞ。 

○和田座長代理 義務表示とその任意という分け方が適当かどうかわからないんですけれども、

今でております言葉が義務表示と任意表示になっております。それで、これからいろいろな表

示、その書き方変わるかもしれませんけれども、義務表示として具体的に私たちが認識できる

のは、大体今法律の制度が違っても一つの枠内で一括表示になっていると、あそこが割と今は
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義務表示に当たるところだと思うんです。 

それで、任意表示というのは、消費者にとって任意であるということよりも、むしろ企業な

り業界にとってセールスポイントとして宣伝したいと、コストをかけても宣伝したいと、ほか

とのこれだけの違いがありますよということを訴えたい、それが任意表示に入るところだと思

うんですね。 

ですから、後の方で私は、表示というのは現物の表示からパンフレットから、テレビのコマ

ーシャルまで含めないと、それはある程度の段階はあると思いますけれども、表示というのは

全部を含めないと、やはりテレビのコマーシャルなんかにポンとでてくるものというのは、一

番消費者に訴えたいことだけを言っているわけですね。商品名そのものを含めて。商品名も立

派な表示だと思いますから。 

 ですから、その商品名の開拓のために企業は膨大なお金を使ってらっしゃるというのが、

それは当然だと思うんです。ですから、テレビのコマーシャルでとにかく消費者を引きつけて、

あと店に行ってからもうちょっと細かいところを見るかもしれませんけれども。 

やはり何となく義務表示というのがものすごく大事であって、任意表示というのはその次と

いうふうに考えられなくもないんですけれども、消費者の方にインパクトが強いのは残念です

けれども、どちらかというと一括表示というのが大抵袋に白で裏に書いてあることが多いんで

すね。ところが、任意表示の方はそれ以外のところに、字数の制限なんてありませんから、あ

るものもありますけれども、大きく書いて色刷りでポンと書いてある。という、その違いがあ

るので。 

やはり義務表示は義務表示で決めて、それから任意表示というのは企業なり業界が自分たち

の製品を売り込みたいというところが任意表示の主なところですから。これはコストをかけて

宣伝するわけですから、それなりの書く、任意であっても書くときのある程度のルールという

のは決めておかないと。 

私など、最近は少なくなりましたけれども、行政の人からほかのところはもう絵ぐらいに思

ってくださいと、一括表示だけごらんなさいと、表示にかかわった人はみんなそれを行政から

言われてきたと思うんです。どこの省庁ということではなくて。ですけれども、数多くの消費

者が一番インパクトを受けているのは、むしろ一括表示以外のところの方がインパクトは強い

ということを申し上げておきたいと思います。 

○本間座長 ありがとうございます。この義務と任意というのは議論したら大変おもしろい分

野かもしれませんが、もしや江口委員はご意見ございましょうか。 
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○江口委員 また後ほど述べさせていただきます。 

○本間座長 そうですか。 

それでは、少し時間がたっておますので、次の検証に重きを置いて移らせていただいてよろ

しゅうございましょうか。３番目でございます。これは検証という点では、玉木委員が再三こ

の辺の検証というふうなのは科学的立証というふうなことをお立場として申されておるわけで

すが。もしや長い間分析をやっておられました首藤委員は何かご発言がございますか。 

○首藤委員 分析をやってきたというよりも、どちからというと医薬品に近い方なんですけれ

ども。先ほどからでてきている安全と商品選択に資するという２つのカテゴリーがあって。そ

れで、商品選択、産地とかそういうことですね、連続的だと小沢委員おっしゃったんですけれ

ども。ここ、連続的だと考えると、両方一緒に考えていかなくちゃいけなくなっちゃうんです

ね。 

 だから、ここはむしろほかのご意見もみんなそうだと思うんですけれども、ちょっとここは

安全に資する情報と、それからその他の品質その他に関する情報というのは性格が別なんだと

考えて、ここはある程度割り切って考えないと先までいつもそこを引きずっちゃうんじゃない

かなという気が一つして、これまでの話を聞いていました。 

それで、そこで安全と、それから品質に関するものの違いの一つは、安全の方はきちっと定

義できるもので、それから品質に関するものは人によっても違いますし、ブラジル産、何産、

アメリカ産、どこ産がいいとか悪いとか、北の北海道がいい、どこがいいというのは、それは

安全にもかかわるかもしれませんけれども、直接にはかかわらないんですね。そこは分けて考

えられるんじゃないかと思うんです。 

その安全にかかわる方の非常に多くは、食品衛生法の中にありまして、そこの非常に多くは

検証できるというか、検知できる、あるいは定量できるという、そういう状況になっているん

じゃないかなというふうに感じています。厳密にはそうじゃないかと思いますけれども、大き

くくくるとそういう２つのカテゴリーがあって、その２つのカテゴリーはある程度これからの

先の議論でも区別して考えていかいと、議論はいつも必要と十分にいかなくて、中途半端でそ

れだけをといいますか、あるいは矛盾の克服ではありますけれども、この辺で２つの安全と品

質というカテゴリーがあって、それから検証できるものと、なかなかできないとは言いません

けれども、なかなか難しいものがある。あるいは、それが本当に意味があるかどうかという、

そういう２つのカテゴリーがあるということを考えてこれからの議論を進めていかないと、い

つまでもこのままになってしまう恐れがあるかなという、そういうふうに感じて聞いておりま
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す。 

○本間座長 ありがとうございます。この検証という考え方につきまして、基本線を先生がご

説明いただいたと思っておりますが。このいわゆる品質というふうなのは、人が受け入れる側

の問題でありますので、個人差があるということだと思います。そういうわけで、この検証方

法というのは、実は次の監視とか、そういうふうなものにもかかわっていくわけでございます

が。 

この辺に関しまして、この２つの大きな柱である食衛法とＪＡＳ法というふうなものの扱わ

れ方が違うというご議論があるかもしれませんが、まずこの辺いかがでいらっしゃいましょう

か。 

あるいは、それが誤認というふうなことに拡大する可能性もあるわけでありますけれども。

この辺の検証、誤認というあたりで一つご意見をいただきたいと思いますが。 

玉木委員、どうぞ。 

○玉木委員 検証問題というのは厚生労働省の方では常に重要な課題になっております。また

これは義務表示と、それから任意表示にもつながる問題だろうと私は考えております。 

 したがいまして、検証ができないもの、そして非常にコストがかかるもの、そういうものは

義務表示には向かないんじゃないかなという気がいたします。 

それとともに、検証問題は非常にたくさんの人間が必要な場合がございます。現在公務員の

増員は非常に難しい世の中になっておりますので、これは各省の連携の下に検証問題は具体的

に議論したり体制をつくったりする必要があるんじゃないか。例えば産地表示や品質表示など

の監視は厚生労働省ではできないし、もちろん農水省だけでは十分ではない。こういうような

問題が検証問題にはあるんじゃなかろうか、このように考えております。 

以上であります。 

○本間座長 はい、どうぞ、中村委員。 

○中村（靖）委員 ＪＡＳ法と食衛法ですけれども、最近ずっと起きてきたパニックと言って

もいいぐらいの騒ぎというのは、非常に多くの部分が原産国表示のごまかしと、それから国内

産地でも銘柄産地のごまかしというのがものすごく多いんですよね。つまり、本当は輸入品で

あるのに国産だと偽って表示をしたというようなのがたくさんある。 

それで、生鮮食品、肉なんかも含めて、これはどうなんですかね。ちょっと現場で検証する

たって、検証しようがないですよね、多分。わからないわけですから。つまり、大根にしても

ほうれん草にしても、別に産地によって顔が違うわけではないし、今は特にね、かなり画一化
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されてきましたから。それをどういうふうにして調べるかといえば、出荷する人の良心しかな

い。 

ただし、その中でも有機農産物とか、これについては値段も少し高いということもあって、

消費者の関心も高いから、フォローしようとすればできるということで。しかし、その生鮮食

品に関して言えば、結論的に言えば、私はその検証というのは何かきっかけがあるとか、何か

がなければ非常に難しいと思います。 

それ以外のものについて、例えばですね、これは私は技術がそこにあるものについては折り

に触れて立ち入り的な、あるいはサンプル的な抽出でやる以外にない。例えば、遺伝子組換え

の原料を使っているかいないかということで、大体今は使っていないという表示が多いと思い

ますか。こんなに本当に使っていないのかというようなときには、それを立ち入りで検証する

以外にない。ただし、それは全部技術的にそれが確立されているかどうかはわからないですけ

れども。 

あくまでそういう点で、それは行政が直接やることが必要なのか、それはわかりませんけれ

ども。そういった外からの力でそれをやらざるを得ない。そのためにですから、いろいろな形

の技術の開発というか、それはやる必要があるのではないかというふうに思います。 

現実問題として、例えばスーパーマーケットなんかでは例えばお豆腐とか何かについては、

ご自分でサンプルを取って検査機関に送って、本当にこれは遺伝子組換えの入っていないんで

すかというようなことをやってますよね。ですから、それはそういうまず技術をきちんと確立

をして、それで折りに触れてのサンプル的なあれしかないというふうに思います。そちらの方

はしかし、やりようによってはある程度可能なことだと思うんですけれども。 

先ほど冒頭に申し上げた、お野菜とか、あるいは食肉とか何とかというのは、これはちょっ

とどうにもならない。そこにだからもしトレーサビリティの考え方を、今肉からとりあえず日

本では始まりましたけれども、トレーサビリティの手法をそこに導入できれば、私はいいと思

うんですね。 

牛肉というのは、非常に途中で処理場があるものですから分断されてしまって、むしろトレ

イサビリティーやりにくいというようなことがある。ただ、フランスなんかでは、スーパーマ

ーケットの売り場でも、これはバーコードでトレースできるというふうになっておりますから。

例えばそういうやり方は、肉よりはむしろ野菜とかお米とか、そういうものの方がやりやすい

ので、それはそこで導入することが私は可能だと思いますけれども。 

しかし、それは一つの手段で、それとても出荷する人がごまかす気になればできるというこ



 25 

とは一方ではあると思いますけれども。一つは、確かにトレーサビリティというのは手法とし

てはいいのではないかというふうに思います。 

○本間座長 ありがとうございます。手法の点でお話がでておりますが。いかがでいらっしゃ

いましょうか。検証可能な対象というふうなのと、それからそうでないのとが分かれるのであ

りますけれども。なるべく手法を確実なものにしようという方向で今考えますけれども。いか

がでいらっしゃいますか。 

 今トレーサビリティというようなお話がでておりますが、この辺のことに関しましては、も

しや事務局の方で何かご意見ございますか。今の状況という点で。 

○小林品質課長 トレーサビリティといいますのは、生産の由来とか履歴とかをどうやって明

確に知るかということでございます。それにつきまして、農林水産省では武部大臣の指示のも

とで、いろいろな商品、品物についてトレーサビリティで流通プロセス全部でなくても生産情

報だけでもどういう形で提供できるかを、いろいろなアプローチで今検討しているところでご

ざいます。 

大きく分けまして、手法的には私は３つあると思っております。１つは、義務的にトレーサ

ビリティを、どの商品を見てもとにかく全部トレーサビリティがたどれるという義務的なシス

テム。それから、２つ目は、任意のシステムですけれども、第三者機関の認証とか保証のつく、

先ほどの有機のようなシステム。３つ目は、今個々の企業でやっておられますように、企業の

信用で、第三者機関は見ていないけれども、我が社がトレーサビリティを保証するんだから安

心してくださいという、企業独自のシステム。大きくこういう３つの仕組みがあると思います。 

現時点は、有機などを除きましたら、３つ目の段階の取り組みが各企業で取り組まれておら

れると思います。それにつきまして、農林水産省の方もいろいろ補助とか支援をして、そうい

う実験的あるいは実証的な事業を後押しして将来の道を開いていきたいと考えておりますが。 

次の段階として、２番目の第三者による認証システム、こういったものの検討も始めており

ます。 

それから、３つ目の義務的な表示事項につきましては、これはかなり実行可能性とか、ある

いは負担の問題もありますので、そういったことも品物によっては今後検討の対象になってく

るので、それについても平行して検討を進めていく状況でございます。 

いずれにいたしましても、個々の品目ごとにそういったことの可能性ということは探究して

おりますので、すべての商品に一斉にという状況にはまだ現在はなっておりません。 

○本間座長 ありがとうございます。ただいまのトレーサビリティの状況をご説明いただいた
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わけですが、いかがでございますか。あるいは、次の議論に移る前に、いわゆるものをつくっ

ておられるという側から、こういうふうなトレーサビリティとか、そういうふうなもののコス

トとかそういうふうなことに関しては、お考えございますか。 

 はい、どうぞ。 

○江口委員 よろしいでしょうか。先ほど議長の方から義務表示、任意表示のところで意見を

求められましたが、それに関連して、主に景表法のことで申し上げます。 

 一つは、任意表示の分野においては、景表法の果たす役割が大きいだろうという単純なこと

です。景表法は任意の商品について表示されている事項が不当な顧客誘因であるのか否かとい

う、競争政策上の立場から規制を加えるということであります。 

第２点は、この景表法の表示に関する役割について、一つの今後の検討課題と思われる点を

指摘したいと思います。それは、今の不当表示規制はある意味で一つの大きな限界を持ってい

ると思われます。つまり、今の不当表示というのは、事業者が積極的に表示をしたことについ

て、それが優良誤認であるかどうか。なされている表示についてそれを判断するということに

なっているわけですね。 

従来から法学の分野の研究者の一部から出されている問題提起としては、表示をしていない

ことの不作為を不当な顧客誘因の観点から、つまり景表法の不当表示として規制できないだろ

うか、規制すべきだという意見が少なからずございます。 

少しわかりにくかったかもしれませんが、今の不当表示から積極的な表示をすべきだという

義務を引き出せるかどうかという点ですね。今は作為として行われた表示が誤りだと、駅から

歩いて 30 分かかるマンションなのに５分と書いてあるという、そのなされた表示の不当性を問

うているわけですけれども。表示をしていないことの、つまり不作為、表示をしていないとい

う不作為について、それを不当表示の概念でとらえるという方向で景表法の果たす役割を拡大

することはできないかという点です。 

今回の食品表示についても一つの解決の糸口になるかもしれないという意味で申し上げます。 

以上です。 

○本間座長 貴重な視点かと思いますが。今されていないことに対する不当性というふうなこ

とで、何かご意見ございましょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、少し進めさせていただきたいと思いますが。４ページ目の重複表示、用語、定義

等の見直しということで、これはあと表示手法、その他の表示項目ということで、４ページと

５ページ、一括してどうぞご意見を頂戴したいと思っております。それが終わりましたら休憩
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ということにいたしたいと思っております。特に順序性はございませんので、ご発言をいただ

きたいと思います。 

場合によってはテクニカルな問題というふうなのもありますし、これは事務局の方に任せて

もよろしいという部分もあるかもしれませんが。いかがでしょうか。 

実際の問題とすれば、大変それぞれお困りの場面も多いことかと思いますし。昨日のＪＡＳ

調査会の総会におきましても、その部分は随分お話をさせていただいた部分でございますが。

 いかがでしょうか。では、山中委員、どうぞ。 

○山中委員 ２番の、今消費者が一番どこで混乱しているか、一般的に言いまして、２番です。

２番の消費期限とか、この３つの書き方ありますが、学習している者には読み取れるんですが、

そういうことに余り今まで触れていない方は、これがその品物によっては書き方が違うという

その辺。あとは、牛乳なんかですと、どこかに書いてございましたが、製造年月日が書いてあ

ったりとか、書いてないものがあったりとか。 

その辺は私もう一度ご専門の方のお立場から、こういうものをどうすべきかというご意見を

私は頂戴したいと思っております。 

○本間座長 いかがでございましょうか。はい、小沢委員、どうぞ。 

○小沢委員 これは、求められた意見ペーパーで出された意見から整理してもこれだけいろい

ろソースしたりわかりにくいことがあるということで。もっともっと拾って行けばたくさんで

てくると思います。ときどき中村委員がおっしゃる、和牛と国産牛の定義の問題なども、子牛

というか、成体で日本に輸入されて３カ月どこかで育てられたらもう国産と言っていいとか。

それから、和牛と言えるのは限られた種類しか言えないんですよ、だけれどもその和牛をオー

ストラリアで育てて連れてくれば、和牛という言葉を使う、つまり豪州産和牛というふうに言

っていいとか。そういう技術的な問題で相当混乱する部分は、できることならもう少し整理、

混乱しない方法を考えればいいのかなというふうに思いますが。 

いずれにしても、細かな問題を言えばきりがないぐらい、いろいろそういう、今の細かなと

ころで消費者が戸惑っているということは、ここに限らずあると思います。 

ただ、だれが見てもわかりにくいような、例えばここに書かれているようなことについて、

例えば重複しているとか、用語が２つあるとか、まずその辺はまずはすっきりさせていくとい

うことに立っていくことが必要かと思います。 

○本間座長 いかがでございましょうか。非常に具体的な要望というか、お困りの点が４ペー

ジ、５ページに列記されております。 



 28 

 これにつきましては、現時点でどのような対応がお役所間のお話の中で可能かというふうな

ことは、これを答えを求めるというふうなことはいかがでございましょうか。それは今じゃな

くてですね、次回の来週までに、これだけ意見があるということで、現実的に整理して可能な

もの、あるいはうんと制度を変えないとできないものというふうなことになろうかと思います

が。そういうふうな格好ですきっとさせていただいてよろしゅうございましょうか。よろしい

ですか。 

 では、後半部の方は、いわゆる制度、監視という仕組みの方に移らせていただこうかと思い

ますが。入る前に 10 分間休憩ということでいかがでございましょうか。今から 10 分たったら

再開させていただきます。 

それぞれ時計の針はちょっとずつ違うと思いますので、この時計の 10 分後、ですから 48 分

ですね。どうぞご参集ください。 

（休憩） 

                             

                             

○本間座長 それでは、後半戦に入らせていただきたいと思います。ページは６ページでござ

いますが、表示違反の監視及び是正のための措置ということでございまして。このいわゆるチ

ェックというものの仕組み、あるいは技術的なものももちろんこれは入るかもしれませんので、

どうぞ今まで過ぎ去ったテーマも絡めてご発言されて結構だと思います。どうぞ、特段今日は

制約は受けておりませんので、どうぞご意見を、やはりいいものにするという意味で。 

 中村委員、どうぞ。 

○中村（靖）委員 監視体制というのは、今度いろいろ人員をふやしたり、そういう努力を既

に着手しておられることは大変結構だと思いますが。ただ、それはいくら人間をふやしても、

私はやはり限界があると思いますね。 

それで、一つそういう中でもちろん第一義的に考えなければいけないのは、食品を提供する

人、つまり出荷する人のモラルの問題であって。そのモラルがまず基本にあって、その上でう

まくいかなかった、違反した場合には監視をするということだろうと思いますね。 

ただ、そのモラルというのはなかなか表には見えにくいものでありますから、前回もちょっ

とこんなことを申し上げたような気もするんですけれども。例えば食品企業なり何なりがきち

んとした内部規範みたいなものをつくっていて、それによって製造出荷をしているということ

を第三者機関か何かが認証をすると。つまり、今有機農産物で採用されている方式ですけれど
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も。その認証はですから国がやる必要はなくて、民間のきちんとしたそういうオーソライズさ

れたところがやればいいわけですけれども。そういう形で、何か企業のモラルみたいなものを

少し強化するといいますか、バックアップするといいますか。あるいは、バックアップすると

いうよりは、一般の人にも見えやすいものにするというか、そういうことはどうなんでござい

ましょうかね。 

それで、一方でもちろん通常的な監視体制の上で現在進められているような人員の強化とか、

体制の整備というのは必要だろうと思いますけれども。それは恐らく今よりはいいと思います

けれども、多分限界があるだろうと思いますので。そこのところをちょっと工夫することが必

要なんじゃないかというふうに思います。 

○本間座長 ありがとうございます。はい、どうぞ、和田委員。 

○和田座長代理 今の中村委員のご発言を伺いまして、監視のことから、先ほど終わった項目

のところへ少し戻ってしまうんですが。先ほども中村委員おっしゃいましたように、今の偽装

表示の中で項目として一番多いのが産地表示、野菜、何に限らず、産地表示の、いわゆるＪＡ

Ｓ法違反というところだと思うんです。 

それで、食品の表示の検証をする場合、これは今回初めてでてきた問題ではなくて、食品の

表示というのはもともと分析してもでてくる項目ばかりではないということは以前からありま

して、ただ品質表示基準がずっと昔というか、以前にはＪＡＳ規格があるものというふうに極

めて数が少ないでしたから、そこの検証というか、監視というのができていたんだと思うんで

すね。 

それで、この場というのは決して役所の責任どうのこうのという場でないのは十分承知して

ますけれども、やはりどこがまずかったのかなというところを浮き彫りにしていかないと、後

の議論につながらないんじゃないかなと思うんです。例えば、産地表示にしますと、野菜の初

め５品目、それが９品目になって、それからもうまさに急に全品目ということにかかっていっ

たので。そこの余りにも対象を広げ過ぎたということの無理があったのではないかなという気

が私はどうしてもするんですけれども。これは、行政からお返事をいただけるのかどうかわか

りませんけれども、私はそういう受けとめ方をしています。 

それから、行政に実は伺いたいんですが。もう一つは公正取引委員会ですけれども、これは

今違法の食品添加物が使われているというのでいろいろなことがでていますけれども。例の

「桃の天然水」というのがでてまいりました。それで、私どもはいろいろな商品について、こ

の表示はおかしいんじゃないかというのを次々持っていくものですから、余りにも多過ぎてと
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きどきあきらめちゃったり、くたびれちゃったりして、この「桃の天然水」やっているかなと

調べたら、何も申し入れはしていないんですけれども。「桃の天然水」という、その商品名そ

のものがおかしいじゃないかという話は会員の中でありまして。外部からも電話でああいうも

のに天然水という言葉をつけさせること自体がおかしいじゃないかと言われた覚えがあるんで

す。 

これから先、やはり違法の添加物は添加物ですけれども、「桃の天然水」みたいなことが景

表法で問題にならないのか、ずっとならないでいくとすると、やはり私は景表法の法律そのも

のの問題なのか、運用の問題なのか、申告しなかった方が悪いのかもしれませんけれども。そ

の辺を公正取引委員会には伺いたいんです。 

それと、もう１点。今、食品添加物の違法によってお詫びと社告というのが毎日毎日でてお

ります。それで、今回の場合は香料が多いんですけれども。食品衛生法の目的なり何なりを改

正していくというのがこれから私たちも運動に取り込まなければならないと思うんですが。今

の食品衛生法の目的から、ここにあります、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を予防し、

公衆衛生の向上及び増進に寄与する」。その目的からして、厚生省が取り締まるということで

考えても、今の香料という書き方ですね、あれでは厚生省が自分の責任を果たすためにも足り

ないんじゃないのかな。もっと一般の人が話しているのは、何十年も違反しているのに何でそ

れが見つからないのというのが多くの消費者運動をやっているメンバーじゃなくたってみんな

の言葉なんですね。何でこんなのがずっとまかり通ってきているのという言い方になるんです。 

それで、香料というのは細かい、それこそ書くようにはなっていませんけれども、現物に書

くのは無理としても、それこそ例えば何か記号で何番と何番が使ってあるとか、そういうこと

で調べてみたらわかるというようなことでもいいんですけれども。今の書き方というのは、今

の食品衛生法の目的を厚生省が果たそうとするときにも不備なのではないかなと。 

各省それぞれにもしお返事がいただければと思います。 

○本間座長 それでは、手短に。 

○小林品質課長 今の産地表示の問題でございますが、座長も今言われましたように、最初は

限定的な品目であったのが、次第に拡張して、途中で一気に全品目というふうに拡張したとい

う経過を持っております。そのプロセスで、社会的検証だけで十分できるのかというご意見を

和田委員の方からいただいて、それに対して私どもの方で、それは社会的検証で何とかやりま

すというお話をした結果こういうふうになったという経緯は私どもも聞いております。 

残念ながら、結果的に今回のように、たくさんの偽装表示がでてきたということ、それから
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立ち入り検査に入りましてかなりの部分については解明できましたけれども、先ほど言いまし

た物理的な検証とは異なりますので、伝票等による限界というものがあることも今回の一連の

事件の中である程度はっきりしてきていると思います。 

まず、今後の対応といたしまして、大きく分けて恐らく２つの方向があると思います。もう

そういう社会的検証に頼るような表示はやめてしまえという方法もあるかもしれませんが、も

う一つの方向は、ではどうやって今後社会的検証を充実するなり、検査体制を充実するかとい

う方向もあろうかと思います。 

現在私どもＪＡＳの世界では原産地表示が義務でございますので、義務を履行していただく

ようにどういうふうに体制を整えるかという方向で我々は考えているところでございます。 

○本間座長 ありがとうございます。 

○寺川消費者取引課長 先ほどちょっとお話のあった「桃の天然水」のことですが、景品表示

法ではこういう商品の品質についていろいろ誤認される表示を違反の対象としているわけです

けれども。こういう一般消費者が誤認するかどうかというところで、境界線に入る部分のとこ

ろはもう私ども担当者、または委員会の各委員の判断で決めていくということになります。 

 そういう意味で、今ちょっと例に挙げられたような話になりますと、一つは、例えば天然水

だというふうに書いていながら、中身は実際には天然水ではない、つまりいろいろな消毒なり

何なりした水だということであれば、その中身を偽っているという意味では当然優良誤認にな

るわけですけれども。 

添加物が入っているのか、または実際にモモのエキスが入っているのかというところでまた

議論が分かれるかもしれませんが。新しいネーミングがされている商品になってくると、こう

いう表示がされているだけですべての人が誤認するかどうかというのは非常に判断が難しいと

いうこともあって、私どもでは今まで取り上げられていないという部分があります。 

例えばこういう表示をしていれば、当然モモの果汁が何％入っていると当然みんな思うじゃ

ないかとおっしゃられればまたそういうふうに考えざるを得ないというところはあるかもしれ

ませんが、確かにちょっとここは私どもも長く検証していないのと。我々の考え方からいくと、

誤認するかどうかというところの判断から今まで取り上げていないということは言えます。 

こういう飲物関係でいいますと、あと「生」とか、そういう表現を使っているものの中には、

もともとこういう商品で「生」と言えるようなものはないだろうというようなものも結構あり

まして、こういうものについて基準をつくればいいのかもしれませんけれども、なかなか、誤

認するかしないかというところで、誤認までは至らないのではないかという判断でとりあえず
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取り上げていないというものは確かにございます。 

そこは考え方としておかしいのではないかというご指摘があれば、私どものいろいろモニタ

ーを含めて消費者のご意見を聞く機会もありますので、そういうことを通じて考え直すという

ことは考えたいと思います。 

○宮川監視安全課長補佐 厚生労働側から香料の表示について若干ご説明いたしますと、今回

の香料の違反事件は、もともと使用が禁じられている添加物が使われたものでございまして、

それは、書いてあるからいいということでは当然ございませんで、書いても書かなくても、そ

れ以前に使ってはならないというものでございます。ですから、今回は表示にかかわらず当然

取り締まるべきものというふうに考えております。それは一般の添加物と同じ扱いです。 

香料の表示の成分の表示についてですが、これは香料そのものがごく微量であるということ

があって、その成分を書くかどうかの議論はあったわけでございますが、そのごく微量の香料

のさらに微量の成分を書くということは、スペースの問題等から非常に難しいということから、

今までの議論の中では、そこの部分については省略ということになっております。 

特に香料については成分が大変複雑でございまして、ものによっては 100、200 という成分が

含まれているものですから、それをすべて書き込んでいくということ自身も物理的に問題があ

って、なかなかすべて書くということには今の段階ではなっておりません。 

以上です。 

○本間座長 はい、ありがとうございます。事務局から現況をお答えいただいたところでござ

いますが。はい、松本委員、どうぞ。 

○松本委員 休憩前に議論してまいりました１や２の問題と、この３の問題は質的に全く違う

んじゃないかなという印象を持っておりまして、というのは、１や２はいわばポジティブな方

向を向いた議論をしていたと思うんですね。法律の目的を実現するために一番適切な表示とい

うのはどういうものだろうか、消費者にとって選択するときに一番わかりやすい表示はどうか、

事業者にとっても、結局事業者がその具体的な表示をすることを通して消費者の選択に資する

わけですから、事業者がきちんとうまく表示をできないような難しい制度だとか、間違いやす

いようなシステムというのは、やはり消費者にとってもマイナスになるわけですから、それは

是正していかなければならない。 

しかし、ここの３ででてきたのは、あるいは３の前提となる最近の事件はそんな話じゃなく

て、法律が難しいから間違ったのではなくて、ルールは明確なのに故意に、しかも企業のトッ

プが、あるいはトップに近い部分が法律違反をして消費者や行政を欺いたという話なわけで、
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全く向きが逆の話ですから。 

ここの問題は、すべてを監視をして是正するというのは確かに人数的に、あるいは予算的に

ほとんど不可能だと思うので、違反をした場合の制裁が非常に重いんだという抑止効果をはっ

きりさせることによって、そして監視の部分はいわばピンポイントでやって、万一発覚した場

合は非常に重い制裁が行政、刑事、罰から来るし、当然マーケットからも排除されるんだから、

それぐらいの覚悟でやれよということで、事業者の抑止効果に期待するというのが一つ。 

もう一つは、前回も申し上げましたけれども、結局企業のいわば意識の問題、モラルの問題

ですから、法律をきちんと守っていくための経営システム、コンプライアンスのシステムをつ

くってもらって、そしてきちんとしている企業については、先ほどのご意見で言われましたよ

うに、第三者認証等を、これは義務化する必要はないと思うんですが、積極的に我が社はこう

いうことをきちんとやっているということをこういう機関から認証を受けていますから、消費

者の皆さん安心してお買い求めくださいということで、競争力として使ってもらうということ

で。自主的な取り組みの中でいい事業者が消費者から信頼されて残っていくという仕組みを一

方でつくる。 

一方で、万一見つかった場合は大変だぞという部分と、積極的にやる事業者については非常

にマーケットで高く評価されてプラスになるという仕組み、両側からつくっていくというのが

いいのではないかなと思います。 

○本間座長 国がすべてやるということには限界があるという中での対応かと思いますが。こ

れはあれでしょうか、昨日の調査会で、ＪＡＳの調査会ででたあの資料は説明されなくてよろ

しいですか。 

○小林品質課長 公表の資料ですか。 

○本間座長 ええ。指示とそれから公表との関係のところが入っていたと思いますけれども。 

○小林品質課長 参考資料３の一番最後、８ページのところ、参考資料３が農林水産省の関係

の部分でございますけれども、８ページをご覧いただければありがたいと思います。 

食品の偽装表示問題の一連のことが多々発生いたしましたので、６月初めにＪＡＳ法の改正

法が成立いたしました。６月７日でございます。この法律が施行されますのが、７月４日でご

ざいますが、その内容は２点でございます。 

１つは、指示をいたしましたら、今までは相手方の、企業側の同意がないと公表できなかっ

たんですが、企業側の同意なしにもすぐに公表するということ、それから、罰則の強化、この

２点でございます。 



 34 

最初の、指示をいたしました場合にすぐ公表するという場合に、消費者サイドの方からも企

業サイドの方からも、どういう場合に指示をして、どういう場合に公表するのかということに

ついてガイドラインを示すべきだというお話がございました。国会の審議でもそういう議論が

ございましたので。昨日、ＪＡＳ調査会にお諮りをして決定をしましたが、この資料３の８ペ

ージにあります５．についております指示及び公表の指針でございます。 

内容的に申し上げますと、詳細はお読みいただければありがたいんですけれども、指示につ

いては、極めて軽微な場合については口頭での指導などにとどめますが、それ以外は指示をす

る。公表につきましては、直ちに原則として公表をするというガイドラインを決めまして、昨

日、調査会の審議を経、また農林省としての手続も経たものでございます。 

先ほどもお話ございましたけれども、指示、公表されますと、過去の事例を見ますと、かな

り大きなダメージが企業側に及びます。既に倒産した企業も何社かございますし、倒産しない

までも売上が大幅に減少、あるいはリストラを実施された企業もかなりあるということで、先

ほど言いました市場からのペナルティーというのはこういったことを経てもかなり大きな効果

はでてくるんだろうというふうに考えております。 

○本間座長 ありがとうございます。監視あるいは制裁という一つの流れがでてきたわけでご

ざいますけれども、いかがでございますか。こういう表示の、企業サイドで努力している表示

を認証するというふうな一つのお話があるわけでございますけれども、このようなことに関し

まして、ご意見ございましょうか。 

 小笠原委員、いかがでいらっしゃいますか。 

○小笠原委員 私どもの流通業界では、お客様に信頼してお買い物をしていただくということ

が基本でございまして、各社ともお客様の信頼を得るべく日々努力しているわけでございます。

ただ、今のところ認証をやるまでいくというのは、そこまで考えている企業は少ないと思うん

ですけれども、今後の検討課題かなというふうに考えております。 

○本間座長 ありがとうございました。この監視あるいはチェックの仕組みということで、あ

と上の方に内部告発によらないというのが幾つか提案されておりますが、このあたりはいかが

でございましょうか。ご意見ございませんか。 

 それでは、特にこの辺ご意見ないようでございますので……、それでは丸山委員、どうぞ。 

○丸山委員 内部告発のところはよく私わからないので、別の点なんですが、そのチェックの

機構ですけれども、確かにチェックをしていくということがぜひ必要なんですが、その最終段

階までいってチェックをするというのは、大変労力がかかるし大変なことだと思うんですね。 
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ですから、やはり、直接表示というものにつながらないかもわかりませんけれども、やはり

生産からずっと最終製品にいくところのいろいろな段階でチェックをしていく、そのトータル

が何か表示にあらわれるというようにしていかないと、チェックをしましょう、チェックをし

ましょうといっても、例えばその食品衛生監視員が全部それをやるというのはとてもできない

だろうと思うんですね。ですから、ぜひそうした仕組みを考える必要があるんだろうというふ

うに思うんですね。 

今の食品衛生監視員は食品衛生法に従って安全性という面からこの監視をしていると思うで

すね。それでも、全国 7,000 人ぐらいいる監視員が全部法定監視とするというのが法律で決ま

っているんだけれども、それすら十分できないという現実はあるんですね。ですから、その上

に、その品質のところまでチェックをしていくというようなことはかなり無理があるんじゃな

いか、現実的には無理があるんじゃないか。人をふやせばいいというけれども、現実的にはそ

の各自治体の監視員というのはそんなにふやしてないですね。むしろ、食品衛生監視員の採用

をやめているというところが自治体では結構あるんですよね。 

したがって、今の体制の中では安全性面からも難しい。それに品質というようなところをそ

れにかぶせるとしたら、非現実的なような気がするので。そのあたりは十分どういうふうな仕

組みをつくっていくかというところが大事だろうというふうに私は思っております。 

○本間座長 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

○小林品質課長 すみません、事務方より申しわけございません。ご参考までに申し上げます

けれども、現在ＪＡＳ法の中は大きく分けて２つ仕組みがございまして、１つは品質表示基準、

これは義務的な制度です。もう１つはＪＡＳマークの制度がございまして、ＪＡＳマークの制

度は缶詰とかインスタントラーメンなどについておりますけれども、この制度の場合には、例

えばインスタントラーメンであれば、こういうものでなければいけないよという品物の規格と

合わせて、工場の認定基準というのがございます。そこで一定の管理基準みたいなもの、ある

いは記録をきちっとつけなさいというふうな管理基準をつけて、合格したもののみがＪＡＳマ

ークをつけられるという仕組みにしております。 

その現行のＪＡＳ規格のあり方について、これがいいかどうかについてはいろいろ議論のあ

るところではございますが、システムとすればこれは第三者機関が認証する仕組みとしてある

程度伝統と経験を積んだシステムとして現在でも存在することは存在いたします。一応ご参考

までに。 

○本間座長 はい、ありがとうございます。いかがですか。今のご説明の中で、ＪＡＳの中に
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は任意の部分と強制の部分があるということでございますが。先ほど割と意見が少なかったの

でありますけれども、こういうふうな情報という中で、任意であるべきものと、それから義務

であるべきものというふうに分かれるのではないかというふうに思いますけれども。 

このあたり、振り返りまして、関連がありましたらご意見いただきたいと思いますが。いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 

はい、どうぞ。 

○岩崎委員 一つは、先ほど企業の自助努力というお話がございましたが、私ども企業の行動

規範ということにつきまして、やはりこういうコンプライアンスの仕組みということでしっか

りやっていこうじゃないかということで、私どもの方で手引き書というものをつくりました。

それで、やはりポイントというのは企業のトップがしっかりそのことにつきまして認識してい

ただくということと。 

もう一つは、つくった場合に企業行動規範というのは、やはりコンプライアンスということ

で、企業のトップの上にあるということで、やはり企業行動規範に従って従業員の方々という

のが周知徹底されれば、上の人がおかしいことをしても企業行動規範にのっとって行っていな

いということであれば、必ずしもそういうことに、やはり法令順守とかそういう形の中でしっ

かり従業員の方がやっていくと。それをどういう形でまた下から上に意思疎通を図っていくか

ということがポイントではないかというような形の中で手引きというものをつくりました。 

それで、かなり皆様方というか、私どもが手引き書をつくる前にうちの方の会員でいろいろ

アンケート調査をやりましたら、大体８割ぐらいは企業行動規範というのをつくっております。

あと、中小企業等々もございますので、そういう形の中で今のような企業行動規範というよう

な形の中で企業の自助努力ということはやっていく必要があるんだろうというふうに思ってお

ります。 

ここで何かこれは性善説であるというようなことがありますが、私どもはそういうことでし

っかり対応させていただきたい。 

先ほど松本委員がおっしゃいました、義務表示にするかという表示の問題、それからおかし

なことをしたことに対する是正措置というのはまたこれは違う話であることは事実でありまし

て、私どもそういうことで消費者の皆様方のためにやはり信頼を受けた形の中で商品提供をす

ると、こういうことだろうというふうに思っておりまして。私ども自身、そういうことで対応

させていただいていると。 

また、罰則とか、特に公表問題もこの前のＪＡＳ法の改正の中でかなり強化されたという形
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の中で、そういう形の中での運用ということになっていくんだろうというふうに思っておりま

す。 

それから、ちょっと課長がさっき申しましたが、あと情報の方に入るかもしれませんが、義

務表示、それから任意表示、それからその他のいろいろな形の中で、やはり誤認、優良誤認と

かその他のものについては、これも和田委員がおっしゃいましたけれども、そういう形のガイ

ドライン的なものというのがどうしても必要になってくるのかなということで。どういう場合

が優良誤認に当たるのか、当たらないのかというような基準というものをかなり少し細かく出

していただけると、私どもとしても非常にやりやすいということがあるわけであります。 

そういう形の中でやっていけば、何とかうまくいくのかなと。それで、現実の問題としてな

かなか私こういう今の行革の中で人数をふやしていくということの場合はなかなか難しい問題

がありますので、今のような体制の中でどう人員の有効活用をしていくかと、それから企業と

してもしっかり対応していくかと、こういうことをですね。ＪＡＳにつきましてはＪＡＳなり

の一つの体制、仕組みというのがこれまで伝統的にありますので、そういう体制の中でどうし

っかり監視をしていくか。企業は企業としてもどのような形の中で自助努力ということの中で

しっかりまたどんどん対応していくということだろうと思っております。 

○本間座長 ありがとうございました。 

 それでは、少しステップを進めさせていただいて、８ページのⅣ、情報提供等というところ

も含めてお話をいただきたいと思います。こういう、何と言いましょうか、行政からの消費者

への周知、提供という仕方もございましょうし、あるいは企業への周知という、こういうふう

な実際の対応というふうなことについて、もしや具体的な、よりこうしてほしいというご意見、

ございましょうか。どれだけ消費者が認識しているかというふうなのがこの制度の一つの価値

かと思いますけれども。より周知すべきもの、あるいはもっと整理した方がよろしいとか、こ

の辺いかがでございましょうか。 

いかがですか。特にこの件に関しまして、まず消費者関係の委員からご意見があれば頂戴し

たいと思いますが。粟生委員、いかがでいらっしゃいますか。 

○粟生委員 情報提供ということなんですけれども、ちょっとその前にかかっているんですが、

先ほどメーカー側のモラルというお話がありましたね。それで、雪印の問題がでて、私なんか

はあんな大きなメーカーが随分モラルが低下したものだというふう理解したんですね。それで、

なかなか信用できないなというふうに思って、それできのうのお話、ＪＡＳの方のお話で公表

がかなり厳しくなりましたね。この情報を公開するというのは、公表するということも情報の
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一つだと思っています。 

そしてですね、先ほど松本委員がおっしゃいましように、刑罰というか、違反をしたときの

罰を重くするということで、それを抑止力にしようということなんですが。今までは公表され

ていることが、雪印の後非常にたくさんいろいろな会社で問題があったんですけれども、恐ら

くそういう情報をもらった、本当にそれは情報だと思うんですけれども、情報を知らされた人

は知っているんですが、多くの方はほとんど知らない。やはりそれも公表されなかったから、

情報が流されなかったからだと思うんですね。それがきのうのお話で、これからは公表される

ということを私なんかは期待しているんですが。 

そういうやはり公表されることによって困ってしまう側もでてくるんですが、ほとんど多く

の方がその情報によって正しく理解できるという、公表には裏表、助かる側と困る側と両方が

あるんですけれども、その辺の判断は行政にお任せするとして、やはり私たちは、起きてしま

った情報もきちっと流してほしいということに期待します。 

○本間座長 ありがとうございます。 

 いかがですか、小沢委員、ご意見ございましょうか、情報というものの伝わり方、仕組みに

対して、いかがでしょうか。 

○小沢委員 けさ早いうちに片仮名の問題をちょっと申し上げて、誤解があったようなんです

が。私は片仮名で書くのがいけないと言ったことではなくて、片仮名でも必要なものはきっち

り表示すべきだというふうに思っておりますので、そこはちょっと言葉足らずだったかもしれ

ません。 

それで、情報提供ということなんですが、いずれにしても消費者への啓蒙、啓蒙ということ

は私は余り好きではないんですけれども、やはり消費者教育というか、全般、やはり表示はこ

う見るというふうなことをどう伝えていくかということをもう一度力を入れてきっちりやって

いかないと、いつまでも賽の河原に石を積むみたいなことになってしまいますので。そういう

意味での情報の提供の仕方を考えていくことと。 

それから、前回もテレビの情報の問題のことがでていましたが。私どもの調査でも、どこの

情報を一番よく見るか、これは食生活全般についての情報だったんですが、テレビから得る情

報というのが非常に一番影響力が大きいということがわかっていまして。相当いいかげんな情

報が、これはもう安全性、それから食べ方の問題含めて、何か体にいいと言われればあっちに

うろうろこっちにうろうろするような状態があって。やはりこれは非常によくないなと。 

そういう意味で、一番影響力のあるテレビやマスコミからでる情報の質の問題というのも考
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えていかなくちゃいけない。ちょっと話がそれますが、そんなことも考えております。 

○本間座長 ありがとうございました。 

大木委員、ご意見ございますか。 

○大木委員 まさに今小沢委員が言われたように、私もそれを思います。正しい情報というの

は消費者にとって本当に必要なことなんですけれども、マスコミの情報の影響というのはかな

り大きいものですから、しっかりした情報をマスコミは流してほしいということが一つありま

す。 

それから、ここには消費者というものはありませんけれども、消費者もやはり悪いことをし

たらみんなの目が見ていて怖いんだ、大勢で渡れば怖くないじゃなくて、みんなが見ていて怖

いというようになるような企業であってほしいんですね。そういうものにするためには消費者

も、やはり先ほどちょっとでていましたけれども、学習をする。そして、そういうものに関心

を強めるということは、メーカーさんとか第三者とかばっかりじゃなくて、大勢の消費者がそ

うするということが重要で、そうすることによって、みんなが見ているから怖いんだというふ

うにメーカーさんに思わせるような消費者というものもこれからはつくっていかなければいけ

ないと思います。 

○本間座長 ありがとうございます。ほかに消費者関係のご意見の方、ございましょうか。わ

かりやすい仕組みの情報ということが提供されるということが大事だと思っておりますが。こ

ういうふうな、いわゆる啓蒙活動というんでしょうかね、あえてそれを非常にしなきゃならな

いというふうなのも実は本当は問題があるのかもしれませんですね。 

これに関しましては、ではこういうふうな情報というのが企業にもたらされるということで

ございますが、この辺の点に関しましては、ものづくりの方から何かご意見ございましょうか。

垣添委員、いかがでいらっしゃいますか。 

○垣添委員 皆さんからいろいろなご指摘頂戴しているんですが先ほど岩崎委員がおっしゃっ

たように、企業倫理、規範をしっかりつくっていこうが主流です。これは、やむを得ずという

よりつくらざるを得ない。お互いに一番すぐれているところの情報公開をしあって、それはま

ねしたからいけないとかじゃなくて、一番いいところをとっていったら、いわゆる産業レベル

としていい規範ができるのではないかという考えであります。 

問題は、私はその規範をつくることではないように思うんです。実際はそれからでてくるア

ウトプットは商品であり、サービスです。この部分がどうかということが今問われているわけ

でありますからそのようなことで申し上げれば、それをどうやって、いわゆる本当の仕事に落
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としていくか。これは意外に消費者の皆さんから見て、当たり前だとおっしゃるかもしれない

けれども、大変難しい事であります。 

基本的にはＨＡＣＣＰだとかＩＳＯをとった工場の原料を使って、またＨＡＣＣＰだとかＩ

ＳＯを持っている工場が出した商品が問題を起こしてしまう。ＨＡＣＣＰは、問題を起こさな

い為の仕組みだと思うんですが、それを機能させられないのは、企業が怠けているというふう

に決めつけられると私はちょっとつらいなと思うんです。企業の努力で改善をしていく。この

改善のスピードと皆さんの意識が変わるスピードがミスマッチを起こしているというふうに私

は思っております。 

どうでしょうか。少し長くなって恐縮ですけれども、企業のトップという立場で見ると、全

てが毎月毎月変わるぐらいのスピードで変わっている。ただし、皆さんの方の意識も、またこ

れは１カ月ごとじゃなくて、ひょっとしたら１週間ごとに変わっているかもしれません。それ

のミスマッチの中で今いろいろなことが広がっていくように思っております。 

これは永遠に追いつかないとは、企業の経営者として思っておりません。必ず追いつくとこ

ろがある。それは、どこかというのは非常に言いにくいのでありますけれども、必ずそういう

ところは来るなと。 

ただし、全部の企業がそういう行動規範とか倫理規定をつくって、同じようなレベルでみん

なやれるという保証は全くありません。産業のうちのマジョリティーの部分はそういう方向に

向かって間違いなく努力しているというふうに思います。 

○本間座長 ありがとうございます。山中委員、どうぞ。 

○山中委員 先ほどの消費者の委員の皆様の続きと思うのでございますが、重ならないような

意見をと思ってちょっと申し上げたいのですが。この行政による消費者への情報提供というも

のが、私は２面的に考えたらどうかと思うのでございます。行政が直に消費者に情報提供する

部分と、それからワンクッション置いて行政がいかに消費者団体を支援したり育成していくか

という、各関係省庁がですね、特にそういうふうにしていくかという、そちらの方もちょっと

教育という中に入って具体的なことになるかと思うんですが。その２つからしていきませんと、

やはり落とし穴といいますか、広がりおそいですし、消費者基本法の見直しに今入っていると

ころですが。その中にも触れてしまうと思うんですが。これから消費者、今曲がり角に来てい

ると言われつつ、なかなか消費者団体を支援、育成していくという具体的な歩みが私はおそい

と思っております。 

ですから、その両方から消費者への情報提供というものを考えて、その部分も担わせていく
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ような形でした方が効果が私は大きく広がりといいますか、きっちりといくような気がしてお

ります。 

ほかにありますけれども、ちょっとこれでとめておきます。 

○本間座長 ありがとうございます。どうぞ、玉木委員。 

○玉木委員 今消費者団体の方々から情報が欲しいということをおっしゃられたわけですが、

一つは、事故が起きた場合の発表というのがどういう形でされておるかということにですけれ

ども、例えば食品関係の食中毒、それから食品に異物が入ったとか小学校の子どもが飲む牛乳

に藻が入っておったとか、こういうようなものは地方行政をやっておりますとたびたびでてま

いります。私も地方行政として、３つぐらいの県と関係しましたが、それらは全部公表いたし

ておりました。 

これは、県庁のクラブの性格もございまして、一人食中毒がでても全部発表しろとか、３人

まではよろしいが、３人以上は全部出せとか、各県のクラブによって姿勢が違います。私は食

中毒では３名以上の場合は集団中毒として発表いたしておりました。その結果、企業に対して

ペナルティーはどういうふうに下したかというのが各紙に一斉にでますので、その辺の消費者

への情報提供、事故の場合の情報提供ですね、ペナルティーとして行政が与えたものも全部ひ

っくるめて公表されていました。 

それから、啓発の問題がございますが、この啓発問題は、私何度も申しますように、厚生省

にいたものですから、厚生省サイドでどういうような啓発をするかというのがございます。今

食品衛生協会におりまして厚生省から委託費をいただきまして、それで東京と大阪で消費者関

係、それから企業関係お集まりいただくというようなことをやっておりますが。それには、例

えば添加物の見方がどうだこうだということは、これはございません。これは特別に聞きたけ

れば本協会に来られればいいし、それに関する本が幾つもでておりますから、それをごらんに

なればよろしい。また、保健所に行って相談されればよいと思います。 

行政が厚生省の食品衛生行政がどういう動きをしているかというのが、東京と大阪でやられ

ております。大体 200 名ぐらい参加されております。消費者サイドの方々も 200 名中で大体１

割ぐらい見えております。 

私が現役でおりましたころは、消費者の方々が情報をくれないということで大変な剣幕でた

びたび厚生省の食品三課の方に見えておりました。現在は日本食品衛生協会もそうですが、大

阪の協会にも相当な資料等、パソコンとプリンターを置きまして、皆さん方のご相談に乗ると、

これは国会の要望事項でもあったようでございますけれども、そういうこともやっています。 
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行政サイドの情報を消費者代表の方がどのくらいお持ちであるのか、それを利用した上で、

情報の提供や行政の透明度などがどうあるべきであるかというご意見を聞かせていただければ、

我々のような民間団体も参考になろうかと思います。 

以上です。 

○本間座長 どうぞ、それでは。 

○和田座長代理 確かに最近は行政からのいろいろな情報というのは多くなってきたという意

味から言ったら本当に多くなってきたと思います。行政だけではなくて、業界団体であるとか、

いろいろなところからの情報というのが、私どもの事務所には本当に年中ダンボールでボンと

届くということなんです。過去の知らしむべからずという時代から思ったら本当に情報は出さ

れてはおりますけれども、やはりまだ、そういう時代になったのがまだほんのここ何年かのこ

とですから、情報の出し方というのはもっと工夫があってしかるべきじゃないかなと思います。 

正確な情報というのと、消費者にとってわかりやすい情報というのが、これ非常に難しいん

ですね。私自身が自分のところの機関紙に何か伝えようと思って書いたときに、これで正確か

なと思って専門家の方に伺うと、いや、もし厳密に言うとこの書き方はちょっと間違ってます

よと言われてしまうことがあるんですけれども、そうかといって、専門家の方にお願いして書

いていただくと大変わかりにくいと。そのやはり、正確でなおかつわかりいい情報の流し方で

あるとか。それから、いわゆるただ流しっ放しでなくて、最近よく言われている双方向のコミ

ュニケーションですね、そこというのは日本はまだまだ、本当のやっとそこの入口にいるとい

うところですから。 

これは、情報の出し方というのは決して科学的な専門家の方が、そんなことを言っちゃ申し

分けないですけれども、苦労してお書きになるというのではなくて、よく伺うところによれば、

やはり情報の出し方というのはそれなりの専門家が必要なんだと、日本はそれがないんだとい

うことを言われますので。そういうことも考えて、情報というのは出していただかなくちゃい

けないんじゃないかなと思います。 

何度もいろいろな場で私は言うんですけれども、こういうことがと発言すると、とたんに翌

日ダンボールに２杯か３杯、そこのパンフレットが届くんです。それで、どうぞ、参加団体に

送ってくださいと言われるんですけれども、私たち完全に財政的に大変な運動をしていますか

ら、そんな行政から来た資料をボンボン切手代を自分で持って地方に送るなんていう余裕は全

然ありませんし、そういう気もないんです。 

ここから先は蛇足になりますけれども、今はごみとして捨てるにもお金のかかる時代なんで
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す。事業系のごみでだしますから。ですから、本当に情報が多いのはいいんですけれども、そ

の情報の出し方。 

そして、情報が偏在していると思います。私どもはいただいたパンフレットや何かを全部並

べまして、いらっしゃった方にどうぞお持ちくださいと言うと、地方から来た方なんていうの

は、こんなパンフレットがあったの、知らなかったと言ってみんな持って帰られるんですね。

ですから、やはり情報の届け方というのをもっと工夫する必要があるんじゃないかなと思いま

す。 

うっかりすると、例えば消費者団体とか消費者センターとかそういうルートばっかりに届い

てしまうんですけれども、全然考え方を変えて、省庁の全然違うところですね。よく言うんで

すけれども、例えば市役所とか郵便局であるとか、全然違うところのルートで配る工夫という

のを、大変だと思いますけれども、やっていく必要があるのではないかなと思います。 

それと、先ほど表示について消費者ももっと勉強する必要があると、それは一面わかるんで

すけれども、食べ物だけじゃなくて、電気製品から繊維製品から雑貨からサービスに、それか

ら住宅、住宅部品、それからもう本当にありとあらゆるものの情報を消費者が勉強して理解し

て、それでなければ商品なりサービスの選択ができないような情報の表示の書き方というのは、

やはり私は間違っているんじゃないかな。権利としての表示であれば、およそ日本語が読める、

外国人のことも考えて、小学校の高学年ぐらいの人がスーパーに行って棚に並んでいるものを

見て、あるいはサービスについて書いてあるものを比較して、これとこれとはこう違うんだな、

それじゃあ自分はお金と相談してこっちを買おうという、それに役立つような表示を工夫して

いかないと、学習に学習を重ねて、表示を全部ある程度頭に入れるとか、片手にすごい解説書

を持っていかなければ選べないような表示というのは、どうしても疑問が残るんです。といい

ますと、よく私はちゃんと消費者も勉強しなくちゃだめだと言って議論になるときがあるんで

すけれども。 

私はやはり表示というのは予備知識がなければ使えないような表示というのは問題があるん

じゃないかなと思います。 

○本間座長 どうぞ、首藤委員。 

○首藤委員 ８ページの（１）の②というところに書いてあるからちょっと印象を述べるんで

すけれども。括弧の中に、「例えば、スーパーは製造日について強く記載を要請する」と。こ

れがどなたのご意見かわかりませんけれども、もともとこの表示の先ほどからの話題になって

いる賞味期限とか定義がはっきりしないというか、わかりにくいというか、少なくともきちっ
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とした科学的、時間がセットできるのに基づかなくてされているもので、それが怪しげな状況

にあって、やむなくそう製造日を要請することになったんだと思いますけれども。 

この括弧の中ですね、「製造日について強く記載を要請する」というのは、これはものによ

って必ずしも製造日がきちっと決まらないものもあるかもしれませんけれども、消費者は本来

これを望んでいるし、それから、製造日表示をどうこう書きたくないというんですが、これは

奨励されてもいた事項ではないかなと思うので。このご意見を書かれた方にちょっとリマイン

ドしていただいたらどうかなと思うんですが。 

○小笠原委員 私も今発言しようと思っていたんですけれども。まず、表示制度の改正の都度、

「流通業者に対する教育や啓蒙･指導が極めて消極的でないか」と書いてありますけれども、最

近行政の方も非常に力を入れていただいておりまして、その情報提供がそんなに少ないという

ふうには思っておりません。ただ、制度改正があったときに、そのスピードですけれども、例

えば我々事業者がそれに対応しようとするときも、実際にやるときの参考となるＱ＆Ａだとか、

それが制度の改正とタイムラグがある、迅速にやっていただいて、そういうスピードを重視し

ていただきたいというふうに考えております。 

それから、括弧書きのところなんですけれども、ここは我々スーパー側がそのよくわからな

いから製造日を要求するとかそういうことではなくて、国際ルールへの整合性をとるために、

製造年月日から賞味期限へという、そういう変更がありました。ですから、我々もそうやって

いるんですけれども、やはり消費者の方からどうしてもやはり製造年月日を書いてほしいとい

うそういう要望がありまして、その要望を受けてメーカーさんのほうに製造年月日を入れてい

ただくようにお願いしていると。そういう現象面がこういう括弧書きになっているのかなとい

うふうに私は受けとめました。 

○本間座長 ありがとうございます。 

 それでは、時間の関係もございますので、９ページの表示制度、あるいは行政というところ

に入らせていただきたいと思います。これは本日の、もしかしたら最終的なたどり着く議論の

ところなんだと思いますが。どうぞ、これのみならず、今までのことを絡めてどうぞ自由に発

言していただきたいと思います。これはこのような幾つかの行政が集まって話をするというめ

ったにございませんので、どうぞご遠慮なく、それぞれのお立場からご意見を頂戴したいと思

っております。どうぞ、ご意見をお述べいただきたいと思います。 

 はい、どうぞ、小沢委員。 

○小沢委員 先ほど玉木委員からも行政のこれまでの経過のことを含めてのご発言がありまし
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たけれども、それぞれの法律がそれぞれの時代にそれぞれの時代的な背景を持って、それでつ

くられてきたんだと思うんです。ただ、そういったことが、例えば野菜の原産地表示も５つか

ら９つになって、それで全部になったとか。そのときの背景でやはり消費者の要望があったり

して変わってきたと思うんですね。 

それから、添加物の表示も、最初は用途名表示だったのが、物質名表示もぜひお願いしたい

というふうにそれぞれ経過があってたどり着いて、ある意味では今たどり着いたところで、飽

和ということでもないと思うんですが、あって、そういうことを含めて全部この際整理して、

組み立て直してはどうかというのが私の提案でございます。 

それで、かといって、今ある法律の制度を全部一緒に合わせたからいいというものではなく

て、ここの９ページで言えば、①が私の意見でございますが、ここで食品表示法と設けたのは、

それぞれ、例えばＪＡＳ法なり食衛法なり、特に義務表示との関係で必要な部分を一括するよ

うな考え方を持った食品表示法、ですからＪＡＳ法で言えば、いわゆる規格基準の部分のとこ

ろを切り離して、むしろ品質表示の方を取り入れた形で整理をしたらどうかと。私の出した意

見では、ここが切り離されてしまっているんですが、実は１ページのところで、食品安全基本

法の中に書いてはどうかということとつながってご提案をしております。別々のことを言って

いるのではなくて。 

例えばよその国はどうなるのかなというふうなこと、非常にいい知恵はないかなというふう

なことを考えたときに、イギリスの表示制度が非常にすっきりわかりやすいなというふうに私

も思いまして。大きなところで食品の安全にかかわる法律のところで表示のあり方、考え方を

きっちり規定して、じゃあ具体的にどうするのかということを食品表示法の中に細かく書いて

いくというふうな考え方で、基本的に法律を一本化することを考えてはどうかというふうに思

っております。 

○本間座長 どうぞ。一本化の意見がでましたけれども、続く意見はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。あるいは、まず消費者関係から、大木委員、いかがでございますか。 

○大木委員 今の小沢委員とまた同じというとあれですけれども、やはり法律、これ一本化、

いろいろかかわりがありますけれども、やはりわかりやすい法律というのは一本化に何とかま

とめていただければよろしいかなと思っております。 

○本間座長 次は、山中委員、いかがでいらっしゃいますか。 

○山中委員 私もですね、できることなら重ねていろいろな各省庁で重なっているようなもの、

あるいは元へ戻りますけれども、言葉の使い方が同じものを表現するのにちょっとずつ違った
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表現方法ででているとか、そういう部分はとにかく一本に絞っていただくということも含めて、

何か食品の安全性についての法律というものが一本に絞られていたらありがたいなと思ってお

ります。 

○本間座長 そうしますと、例えば品質であるとか、あるいは安全であるとか、そういうふう

な関連のものが、カテゴリーに関係なく一つに入るということがよろしいと、そういうことで

すね。 

○山中委員 はい、そういうことです。ですから、例えば罰則ですとか、先ほど言いました公

取のようなものとか、チェック機能ですとか、そういう全く安全というか、そうじゃないです

ね、安全では共通になってしまいますから。そういう別のものはそれぞれの今までの部署で、

省庁でそのまま引き続いてやっていただきたいと思っております。うまくちょっと表現できま

せんで、申しわけございません。 

○本間座長 要するに、法律として一緒になればよろしいという。 

○山中委員 はい。窓口に行ったときに、対応の方が、ああ、それはあっちの省庁の関係だか

らわからない、それはこっちではわからないということがないような工夫をこれから考えてい

っていただきたいと思うんです。ちょっと可能かどうか、よく私まだ検討…… 

○本間座長 可能かどうかは、要望ですから。 

○山中委員 ええ、要望で。すみません。 

○本間座長 きょうはいいんです、そんなことお考えにならないで。 

○山中委員 すみません。本当にまだ要望です。 

○本間座長 要望でいいと思います。要するに、じゃあ、窓口も含むということですね。窓口

が一本化されているのも入ると。 

○山中委員 はい。本来的によくわからない、わからない、あっちだから、こっちだからわか

らないという声も私は実はおかしいと思うんですね。これだけＩＴの時代になって、そういう

ものが全部でてこないというのも大体おかしいから、それをマスターできない窓口の人がいけ

ないのか、どちらがどうなのか、私よくわからないんですけれども。ついそういう言葉で消費

者側は言っておりますけれども。もっとできることがあるのかもしれませんですね。私はそう

ふっといつも思っているんですが。専門家ではないので。要望で。 

○本間座長 はい。我々決して専門である必要はないですので、利用者というか、利益を受け

る者の立場としてご発言されて、全然差し支えございません。 

 松谷委員、いかがでいらっしゃいますか。ご意見ございますか。 
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○松谷委員 今までのお話で、私全く同感ですけれども。ちょっとやはり一つの、これはこの

中には盛り込まれないんでしょうけれども、一つの矛盾というのか、何か日本の文化というの

は病んでいるんだなということを感じるところが、ちょっと思いがあるので。それはこの中に

かかわらないかもわかりませんけれども、ちょっと私の思いを言わせていただきますと、日本

の食文化の中で、住民とそれから食の製造者とが一つの思いの中でいろいろと食品というもの

は育ててきたと思うんですね。ですから、おいしく便利で、そして健康に役立つもの、しかも

適当な価格で売っていくという、業者そのものにも一つの使命感があったような感じがいたし

ます。それが今の時代全然変わってきたと。 

それで、一番驚いたのは、例えば鉄鋼業者や造船業者みたいなのが突然食品の方にいって、

会社がちょっと下り坂だったところをそれを出したことによって急に伸びちゃったと。そうす

ると、それにそのほかの業者もその世界に参入してくるという。 

それで、先日あった大きな問題としては、お雑巾だとか足ふきだとか、そういうものをつく

っている会社がドーナツ会社を経営して、中国の方で何十万個というものをつくっていって、

そして日本に入れてきたら、日本でもって許されない何か、あれは保湿剤でしたでしょうか、

皮をやわらかく。あんなものをつくっているというのは、それは薄々は知ってましたけれども、

しかしあの事件が起こったときにそういうようなことを、やはり日本の従来からやってきた食

品業者、食品衛生法だとかそんなことを心得ながらみんなの命を守っているんだという姿勢で

つくっていたところに、今度は例えば商社が入ってきて、中国の方で大量に野菜をつくり、何

をつくっていって持ってきたときに農薬が入っていたと。こういうようなことの、矛盾じゃな

いですけれども、問題がいろいろかかわった中で、このたびの表示の問題だとか、そういうこ

とをやっていくのは、これは大変だなと。 

そして、それだけに消費者がどこまでを求めるかということをぎりぎりまでもよく考えて表

示の内容を決めていかなくちゃいけない。 

だけれども、一面には私は片方、先ほど消費者教育の問題がありました、製造者もモラルの

問題でもって新しく入ってきたようなそういう業者をとことん教育する場がないのだろうか。

会社というは、大きな会社は利益の追求の方に走っていくし、それから配置転換でもって別の

部門をやっていた人が食品の業界に入ってくる。積み重ねたものを持たないで、どんどんと利

益につながる、あるいは社会のニーズがここにあるからということでそれを何か拡大していく

というようなことが非常にあるんじゃないかと思います。 

ですから、今までイタリーがやっていたことから出発したスローフードの考え方をやはり持



 48 

っていって、そしてあの地域の、それこそ小さな農家、小さな生産者がつくるものを自分たち

の目の中で見えるようなものを大事にしていくような姿勢だとか、そういうようなことをやは

り同時に平行してやっていかないと、この問題は解決しないなというのが感想で。 

意見としては皆さん方のことについて全く賛成でございまして、その方向にいくことを望ん

でおります。 

○本間座長 ありがとうございます。松本委員、どうぞ。 

○松本委員 ２点申し上げたいんですが、１つは一元化のお話で、食品衛生法の衛生という言

葉と、それからＪＡＳ法の、特に消費者の単純な好みの問題の話は、相当極端に違う問題だと

思うんですが。 

ところが、衛生の問題が安全の問題になってきて、安全の中には健康の話も入ってくると、

その健康の問題と好みの問題というのは非常につながってくるわけで、結局、トータルでいっ

て、消費者の選択に資する情報を十分に与えるという形で２つの法律はオーバーラップしてき

ているのが現実だと思います。 

それを正直に認識して、選択確保という点で一本化しても、もうおかしくない時期に来てい

るのではないか。 

遺伝子組換えの話なんか、安全の話で多分切り分けきれないから表示させて消費者の選択に

任せるということになったんだと思うのです。あそこで一番はっきりと２つの法律のオーバー

ラップがでているんじゃないかと思います。 

次に、２つ目の点で、先ほどの義務表示と任意表示の話に戻るんですが、任意表示という言

葉には実は２つの意味が入っているのではないか。法律上表示は義務づけられていないけれど

も、この点について表示するときにはこういうふうにしなければならないという形の、任意だ

けれども表示するときは表示事項が義務づけられるというタイプのものが大分ありますよね。

これは任意表示だけれども、やはり義務表示に近いタイプの表示だろう。 

「桃の天然水」の話は、任意表示だけれどもそういうジャンルではなくて、全く自由にキャ

ッチフレーズとして選べるんだけれども、消費者を誤認させる優良誤認な表示になるのではな

いか、誇大表示ではないかという観点からの問題であって、これは、景品表示法の話になって

くると思います。 

そういうタイプのものは、表示という意味では一緒だし、最終的には消費者の選択を紛らわ

せるという点で問題なんですけれども。積極的な表示が義務づけられたり、表示するからには

こういう事項をきちと書きなさいというタイプとは少し違うので。景表法的なものまでを一緒
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に入れるのは少し難しいのではないか。 

食品衛生法、ＪＡＳ法、それから栄養改善法ですか、このあたりは法律を一つにするなり、

あるいは運用面での一元化なりをして、消費者にとってわかりやすく、それからそれを守ろう

とする事業者にとっても守りやすいようなシステムにしていただきたいと思います。 

○本間座長 はい、どうぞ、丸山委員。 

○丸山委員 ずっとその一元化という意見がほとんどの中で、私ちょっと後ろ向きで申しわけ

ないんですが。確かに食品衛生というのは安全性だけでなしに、既にこれはもうＷＨＯが大分

前に言っている、安全性だけでなしに、健全性だとか有益性だとかというものが加味されて、

一緒になって食品衛生だと、こう言っていると。ですから、そういう考え方からすれば、こう

いう一元化ということ、それから時代の流れからしてもそうだというのはわかるんですが。先

ほどの監視体制というところと絡めて考えてみると、単純に一元化ということは、私はその現

実性があるのかなということを非常に危惧するんですね。 

ですから、わかりにくいところを一緒にして消費者にわかりやすくしていくという表示本来

の目的というものは大事なんですが、その法律のところはちょっとわからないんですが、単純

にそう一元化ということでなしに、十分そこのところは整理をしていく必要があるのかなとい

うふうに感じております。 

以上です。 

○本間座長 はい、どうぞ、江口委員。 

○江口委員 簡単に意見を申し上げます。一元化の論点についてです。私の意見は９ページの

上の段の⑥に要約してありますので、それを補足するような形でごく簡単に申し上げますと。 

 恐らくですね、多くの現代的な難しい問題がそうであるように、集中と分散といいますか、

あるいは言いかえれば求心力と遠心力と両方のことが恐らく一度に必要なんだろうというふう

に思います。法律家がよくやる折衷説のように聞こえるかもしれませんが。社会が高度化して

複雑化しておりますから、食品の安全性や表示に関するリスクも高度化して複雑化して個別化

しています。ですから、それに対する対応も完全に一元化、一つの役所で一つの法律でという

のは実現できないだろうというふうに思います。その点では分散、遠心力の方向が避けられな

いというふうに思うんですが。 

他方で、社会が高度化してリスクが複雑化してくればくるほど、逆に安全性や健康保持とい

うような必要な公益の立場から力を集中するといいますか、求心力を高めていくという方向も

不可欠というふうに思うんですね。 
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現在は恐らくその後者の求心の方、集中の方が緊必の課題ではないかというふうに思います。

高度化ないしは複雑化に伴って各省庁がそれぞれ分立して、それぞれの立場から規制を加えて

いくというのはもう今の世の中ごく普通のことになっておりますので、それにもかかわらず国

民の健康保持ないしは安全性の立場から、集中することが必要だと。今松本先生がおっしゃっ

たように、ＪＡＳ法と食品衛生法を思い切って統合するというような、そちらの集中の方向で

考えるべき点がより多いのだろうというふうに思っております。 

以上です。 

○本間座長 ありがとうございます。 

それでは、残り時間が少なくなりましたので、お一人ずつ頂戴したいと思いますが。日向委

員からお願いします。 

○日向委員 今最後の一元化というふうな問題に関しては、前の４ページでお話がでておりま

した、重複表示といいます。その辺と多分似たような問題が大きいんじゃないのかなと思いま

す。だから、この言葉を一本化するなり、あるいは一元化というのは実質的には同じような感

じで私なんかは受けとめているのですが。 

 ただ、一方、何しろ最終目的はわかりやすくという部分ですね。ただ、その場合に、食品衛

生法にかかわる問題と、ＪＡＳ法にかかわる問題と、それら２つがどう１つになるか、表示す

べき中身はやはり一緒に表示されてなければいけないんですが。その言葉の問題、それから一

本化しながらどうわかりやすくするか、整理するか、この辺にかかってきているのではないか

なという感じがしますね。 

表示しなければいけない内容は表示しなければいけないでしょうし、それから衛生の問題も

あれば、やはり中身の質を明確にすべきこの辺の問題もありましょうし。だから、それぞれそ

れを一本に保持するかどうか、最終目標はわかりやすくというところでこういう一元化とか一

本化という問題、この辺が大きくでているんじゃないのかなと、こんな感じがします。 

あと、先ほどでましたトレーサビリティの部分でも、今私の立場からすると、青果物という

のは平成に入ってずっと市況が結構低迷しつづけております。これは輸入の問題だとかそうい

うものもあるのかもしれないですが。やはりトレーサビリティをこれから実施していく上でも、

各生産者の中では非常に系統だったところでは割合できやすいかもしれないですが、やはり本

当に生産に携わっておられる方々というと、かなり手取りも少なくなる。こういうふうな中で

は、できるだけコストのかからない、簡便なシステムの中でこの辺をいろいろ工夫していただ

けると非常にありがたいなと感じます。それだけちょっと補足になりますけれども。 
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○本間座長 ありがとうございます。それでは、首藤委員、どうぞ。 

○首藤委員 例えば組換えの食品を考えた場合、農水の方でもいろいろ考えてやってくれてい

ます。それから、厚生労働省の方もやっているわけですけれども、その立っている場所が違う

んですね。例えば厚生省の方はその生産性がいいとかどうこうというのはちょっと頭から忘れ

て安全性というのにかなり、どちらかというとそれだけに乗っかって組換えがどうであるかと

いうのを審査している。だけれども、恐らく農水は全く違う立場で議論していると思うんです

けれども。これは２つに分かれているからいいということもあって、これがもし両方一緒だと

どっちもあいまいになって、安全性の議論をするときに安全性だけじゃなくて生産性だとか経

済性とかというのが入った議論になってしまうんじゃないかなという、そういう恐れはありま

す。 

少なくともほかの領域でも、遺伝子ばかりじゃなくてほかの領域でも違う立場でものをなが

めていくというところのいい点があるということは、それはやはりぜひ忘れないで議論してい

くべきかなというふうに思っています。 

○本間座長 では、玉木委員。 

○玉木委員 この問題は大変行政上の難しい問題をはらんでおります。これを一本の法律にす

るという場合には、その表示事項の目的は何なんだというものまで一応整理がされた上で、そ

の上で現在の法体系で十分対応できるかどうかということも、これはここの議論よりも行政サ

イドの議論だろうと思いますけれども。それをやってもらわなきゃならない。 

それと、表示の一元化というのは、組織の一元化、または監視体制の一元化というものにつ

ながってくるわけですから、現状を抜本的に変えることができるのかどうなのか。食品に関す

る行政を一元化するということが国民とか消費者にとって利益があるものなのか、そういうも

のもこれはある程度議論を積み重ねなければならないと思っております。 

しかし、今いろいろご議論があったように、食品という一つのものに対して３つも４つも関

連する表示の制度があるわけですから、それの整合性は考えなければならない。例えば厚生労

働省でも食品衛生法と栄養改善法という全然別個の法律がありまして、その部分の整合性を全

くやってきてないわけです。ですから、それにＪＡＳ法というと、栄養改善法は食品衛生法よ

りＪＡＳ法の方がなじみがあるような、そういうような感じすらします。 

それにどう対処するか、そこの調整は、これは行政上の責任ではなかろうかと考えておりま

す。 

現在、表示問題の大部分について、私は何なのかよくわかりませんが、自分自身の感覚で言
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いますと、ほとんど食品添加物じゃないかとこのように考えております。食品添加物の関係と

いうことになれば、保健所に聞きさえすればほとんどわかるわけです。 

それと、前に小沢委員がおっしゃられたと思いますが、県によっては消費生活センターあた

りで一元的に受けておられるようであります。そこで受けるということは窓口があるというこ

とで、受けた人が全部わかるわけじゃないわけです。それはそれなりに担当部署に回している

んじゃないか。 

例えば厚生労働省でも表示の質問が来た場合に、今食品関係で３課あるわけですが、そこで

一人が全部わかるわけじゃありません。各課に回さなきゃわからないわけです。ましてや、栄

養改善法ですと、これは今の６階から７階の部門に行かないとよくわからないと、こういうこ

とがございます。ですから、調整して窓口の一本化ということができても、それは各専門のと

ころに回さなきゃ確実な回答は得られない。 

この表示問題は偽装表示から発展して、今国民の非常に大きな関心事になっておるわけです

が、この一元化の法律、食品安全法ですか、いろいろな議論がされておりますが、食品安全庁

構想。それと同じように、内閣府かどこかに基本法をもって、おのおの担当する部署がそれに

対応する。それには監視とか指導とか罰則とか、こういう問題がつくわけですので。それを一

本化してそこに膨大な人間を集めるということは、土台これは無理な話になるわけです。 

ですから、基本法を作り、基本法に対して各省庁の各部所が対応する。しかし、その基本法

の精神を具現するためには、しょっちゅう担当者がその基本法の下に集まって、まとめる。こ

ういうふうな手法が最終的にはとられるんじゃなかろうかという気がいたしますが。その点を

私見も交えて申し上げました。 

○本間座長 ありがとうございます。それでは、垣添委員、いかがでございますか。 

○垣添委員 この懇談会の冒頭のところからずっと順番にきて、今一番重たいところに差しか

かったのではないかと思います。やさしく表現すればわかりやすくて、そしてだれにでも理解

していただける。その様な表示をすることが目的だということになります。法律論だけでも片

づかないし、あるいは消費者の皆さんのご意見だけでも片づかない。全体のシステムで見たと

きにどうなるかという問題だというふうに私は受けとめます。 

今玉木委員がおっしゃったような角度というのは、産業のサイドから見たらやはり一定の意

味があることだなというふうに私は思います。こういう懇談会ですから、いろいろな方がいろ

いろなご意見が自由に言える場だというふうに座長が再三にわたって言っていただいています。

相対的に言うとものづくり側は少ないという感じがいたしております。 
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そういう意味では、偏らない判断が健全なあるべき目的のところへ一番短い時間でいける方

法ではないかというふうに思っております。 

○本間座長 ありがとうございます。それでは、小笠原委員、ございましょうか。 

○小笠原委員 消費者がわかりやすい表示というのは、逆に言うと事業者も表示しやすい、そ

ういうことではないかなというふうに思います。それで、我々事業者が何が困っているかとい

うと、いろいろな表示項目が、この法律ではこういう表示項目だと、それからこの法律ではこ

ういう表示項目だというふうに、法律を２本も３本も参考にしながら、それに準拠しながら表

示していかなきゃいけない、そういうことで非常に苦労しているわけであります。 

したがいまして、事業者が表示するときに、これを見れば、ここに聞けばわかる、そういう

ようなシステムをつくっていただければいいということでありまして、そのためにはどういう

形の方がいいのかどうかということだろうというふうに思っております。 

○本間座長 ありがとうございます。それでは、岩崎委員、お願いいたします。 

○岩崎委員 表示の問題で一番今私ども大変だなというか、事業者としてはやはり消費者の方

にわかりやすい表示ということを書かなければいけないわけなんでありますけれども、小笠原

委員がちょっとおっしゃいましたように。そのときに各法律がそれぞれあると。しかも、その

法律が法律を読んだだけではわからないんですね。法律の下に省令があって、省令の下に告示

があって、それでもまだわからずに、その下にまた通知というのがあってと。輻輳的に非常に

あると。それがまたばらばらにあると。それじゃあ、私ども何で表示したらいいのかねと。ち

ょっとでも表示で間違ってくれば、これからまた表示義務違反というようなことにあいなるわ

けでありまして。 

その辺のところが、消費者の方々としてどういう形のものが一番わかりやすいか。また、そ

のために消費者の方にそういう表示をやらなければならない事業者にとってわかりやすくて、

しかも実行性のある、そういうような表示制度というふうにならないとなかなかこれ大変なこ

とになるなと。 

私先ほど申し上げましたのは、そういう意味におきまして、何とかそういうシステムづくり

というものをしっかりつくってもらいたいと。システムづくりというのは制度的な意味合いと、

それから運用の面との両方を抑えて、そういうシステムをしっかりつくってもらいたいと、そ

ういうことであります。 

システムづくり、具体的にどういうことかということにつきましては、恐らく有能な行政庁

の方がおられるからそのやり方というのはいろいろご論議いただくということなんでしょうけ
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れども。私どもの立場からすれば、そういうことが一つあります。 

それから前にさかのぼって恐縮なんでございますけれども、表示の問題もこれだけ国際化が

進んできておるものですから、もう少しコーデックスとかそういうものへの整合性なり国際化

への対応をどうするかという観点で少し考えていただけないかと。それから、安全性との問題

とも絡みますけれども、いろいろな形で国際的なものとの整合性ということも念頭に置きなが

ら、どうやっていくかということにしていかないと、なかなかこれから大変だなという気もい

たしております。 

それからもう１点、トレーサビリティの話がさっきございましたけれども、業界によっては

かなり様子が違うんですね。ですから、本当にどこまでやれるかという、個別表示ごとにいろ

いろどこまでやれるか、あるいは品目ごとにどこまでやれるかということもある意味では検討

してやっていかないと、なかなかこれ難しいんじゃないかなと。 

それで、かなり経費等々もかかるのも事実でございますので、そういうことで個別の品目ご

とにどこまでやれるかということも考えていかないとなかなか大変なことかなというふうに思

っております。 

以上であります。 

○本間座長 ありがとうございました。それでは、粟生委員、ございましたら。 

○粟生委員 私は小沢委員がおっしゃっていたのにかなり近いと思うんですけれども。今ある

食品衛生法とかＪＡＳ法を一本にしてまとめるのではなくて、新しく、例えばここに仮称と書

いてありますけれども、食品表示法と、とてもいい言葉だと思ったんですけれども。これがま

ず先に来て、その中に今ある、ここにも書いてありますけれども、法制度で使えるものを入れ

ていく。そして、仕事も、例えば名称のところとか、それから次の原材料のところとか、原材

料のところだとはっきりすると思うんですけれども、その安全性はどうかといったときに、仕

事の分担として、今のあれでいけば厚生省が安全性を図るということをやっていますから多分

そこになると思うんですけれども。それからずっと進みまして、罰則、表示違反などの罰則規

定になったときには、今では農水省もかかわっていますし、それから公取さんの方もかかわっ

ていますけれども、それがどちらでやるということではなくて、仕事としてはそちらにかかっ

てくるんですけれども。最初に、まず先に一本というか、新しいもの、食品表示法という一つ

新しいものができて、その中を今いろいろ項目の検討というのがありますけれども、検討とい

うのではなくて、表示には何が必要な項目かというのを挙げていって、その項目を全員が分担

するわけにはいきませんので、今ある各省庁に仕事としてお任せするという形で。一本化では
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なくて、新しく消費者が使う表示を先に考えてしたらいいかなという気がしています。 

○本間座長 はい、ありがとうございました。それでは、和田委員、最後でございます。 

○和田座長代理 もう既にお話がでていますように、いろいろ制度が幾つかあって、省庁が幾

つかにわたっていてという、その不便さというか、それを随分感じているものですから、一元

化とか一本化という言葉を私も使ってしまうんですけれども。本当に具体的な項目を考えて一

本化、一元化と考えたときに、どうやってやっていくのかなという疑問が残らないではないん

です。ここの４ページにありますような、用語とか定義の相違なんていうのは、今でもちゃん

と整合性を図ればできるんじゃないのかなと思いますので。 

やはり一番表示のおおもとのところを食品安全基本法のところで方向性をきちんと入れてい

きまして、それから後のところはもう少し時間をかけてやっていきませんと、本当にどうやっ

たら一番消費者の表示としていいものができあがっていくのかということで。私自身もいろい

ろな疑問なりわからないところがあるものですから、法律のつくり方という問題もあると思う

ですけれども。もう少し私どもの中で話していてもいろいろな議論、意見があるものですから、

考えてみたいと思います。 

ただ、全体で整合化を図っていくという面では本当に必要だというふうに感じております。 

それから、先ほど小笠原委員からお話のでました、何ページだったでしょうか、期限表示に

ついて製造年月日について記載を要請するというのは、私どもの団体はもう期限表示にかわっ

たときから、いろいろな事情があって日付表示の原則を期限表示にかえるのはそれなりの意味

があるだろうし、国際的な面からもやむを得ないけれども、製造年月日というのはできるだけ

残してほしいということを主張しつづけてきて、このごろもう少々あきらめてきていたところ

なんですけれども。 

業界とか企業に伺うと、いや、自分のところはわかりますから書けますよと、あの当時もお

っしゃっていたんですね。ただ、過去のことですけれども、農水省の方から、期限表示にかえ

るんだから、それをできるだけスムーズに定着させるために製造年月日は書かないようにとい

う、日本お得意の行政指導が出されて、それから後業界の方に会ったら、もう農林省からああ

言ってきたら書けませんよと皆さんおっしゃったんです。そういう経緯がありますから。単純

にただ書いてくださいということを要求していっても難しいのかもしれませんけれども。 

やはり製造年月日というのは残すべきじゃないか。全品目とまでは言いませんけれども、で

きるだけ残す方法で再検討、ぜひしていただきたいと思います。 

それから、国際平準化、国際整合化の問題ですけれども、食品添加物は世界各国全部と言え
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るかどうか知りませんけれども、全部ポジティブになっているわけで。このごろ新聞の書き方

がおかしいんですよね。日本では認めていない、欧米ではみとめている。安全性では恐らく問

題がないという書き方になっているんですけれども。これはもう今さら申し上げるまでもなく、

申請しなければ認めようがないわけで。何十年と違反で使っていたことが、何か日本が認めて

いないのがおかしいみたいな受けとめ方をしている方が私どもの会員の中にもあって、これは

ちゃんと説明してきたつもりだったのがわかってないなと思ったんですけれども。その辺のと

ころもやはり、企業はそれによって利潤をあげているわけですから、費用がかかろうが、年月

かかろうが、ちゃんと申請して許可を取るべきで、今まで何十年使ってらしたら、そのデータ

はお持ちだと思いますから、申請なさるのも速いんじゃないかなと。今の新聞の書き方がちょ

っと問題があるんじゃないかなと思います。 

○首藤委員 製造については、農水はそういう指導をしているんですか。 

○和田座長代理 どうぞ、お尋ねください。 

○首藤委員 製造日は書かんでいいというふうなご指導をしているんですか。 

○和田座長代理 書かんでいいじゃなくて、書かない方がいいと。 

○小林品質課長 そういう通達、通知、過去に記録を見ますとございます。それは、消費期限

という、むしろ期限表示の方をまず定着するということで新しい制度を導入した際に、古い制

度との切りかえの際においてという観点からそういう通知を出しているということはございま

す。今和田委員が言われたように。 

○首藤委員 それをみんな納得しているんですか。 

○和田座長代理 いえ、納得しないで、随分主張しましたけれども、行政指導をひっくりかえ

すまではできませんでした。 

○首藤委員 ちょっとおかしいんじゃないのかな。 

○和田座長代理 裁判でもやれば別だったのかもしれませんけれども。 

○本間座長 さて、30 分超過してしまいました。大変私の不手際でこんなに長引いてしまった

んでございますが。多くの点で、とにかく一巡できたということでございまして。きょうまで

のご意見ですね、２回の会議と、それからペーパーで出されたものに対して、これから事務局

の方でまとめて、それに対してどのように答えられるかというふうなものがこれからでるわけ

でございます。 

 そういうわけで、きょうまでのご意見ということを踏まえまして、次回の７月４日でござい

ましょうか、これにつきましては我々が出した意見、あるいは交わした意見に基づきまして、
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今度現実的な対応というふうなものがでてくるそうでありますので、それに基づきまして３時

間の意見交換ということに臨んでよろしゅうございましょうか、プログラムは。 

○小林品質課長 企画課長がちょっと所用で退席されましたので、私がかわりに言わせていた

だきます。 

次回は、本日の全体的な議論をまず一つ整理することと。それから、きょういただきました

議論の中でそれぞれのパーツはあるけれども、どういうふうに考え方をしているのか、行政的

な問題点の指摘もあるだろうというお話もございましたので。短い期間ですのでどこまで整理

できるかわかりませんが、仮にこういう考え方で整理した場合にはこういう問題が発生します

というふうなことも、時間の範囲でできれば整理をしてお出しをしたいというふうに考えてお

ります。 

そういったことも踏まえて次回検討いただければ、より深まる議論になるかというふうに思

います。 

○本間座長 何かご意見あるんですか。 

○山中委員 すみません。次回欠席なので、どうしても言い忘れたことがあったのでよろしい

でしょうか。 

 最初のページの２ページなんですが、義務表示と任意表示のところで言わなかったんですが。

景表法の関係の任意表示ではなくて、もう一つ義務表示をやっている中でこういう条件をクリ

アをしている場合は、これは書いてもよいし書かなくてもよいという場合がありましたよね。

ＪＡＳ法の方でもそういうものがでました。その場合の任意表示という、そこもまた混乱の一

つに、消費者はなっておりますということを申し上げたいということで。 

それから、もう一つは、私最初の意見で言ったんですが、今日ここで議論しているという消

費者というものは、なぜか聞いておりますと、それは当然だと思うんですが、成人で健康でそ

ういう人がなぜか消費者の対象として議論の中心になっているように思うんです。私が先ほど

最初に申し上げましたアレルギーの問題申し上げましたが、まさにそういう関係で私は申し上

げたので、日本のこの有能な関係の省庁の皆様でしたら、絶対私は先ほど申し上げたことを何

かしら考え続けていただけて、牛乳に切り込みがパックに入ったように、何か考えていただけ

れば先取りできるものがあるような気がします。 

これは、今は余りまだ問題が大きくでていないかと思うんですが、必ずいろいろな大きな問

題がでましたように、今やって徐々にやっておかないと、もっと先にいって何かが起こってか

らでは大変なことだと思うんですね。 
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ですから、ぜひ本当に理想的な夢のようなことを言ったかもしれませんが、これを本当に真

剣にこの有能な３つの省の皆様方にぜひ取り組んでいただきたいなと、また再度お願いいたし

ます。 

どうもすみません、ありがとうございます。 

○本間座長 それでは、大変長くなりましたけれども、これにて閉会させていただきます。ど

うもご議論ありがとうございました。 

                             ― ―了 ― ― 


