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≪１．開会≫
○河上委員長

皆様 、お 忙しいところをお集 まり いただきまして、あ りが とうございます。

ただ今から「消費 者委 員会」第238回本会議 を開 催いたします。
本日は鹿野委員、 増田委員が御欠席となります 。
それでは、配付資 料の 確認につきまして、 事務 局からお願いいたし ます。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を記載 して おります。

本日は資料１から 資料 ３、参考資料１−１ から参 考資料１−３、参考 資料２となっております。
もし不足がござい まし たら、事務局まで お申し出 いただきますようよ ろし くお願いいたします。

≪２．健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運
用見直しについての建議の実施報告≫
○河上委員長

本日 の議 題は「健康食品の表 示・ 広告の適正化に向け た対 応策と、特定保健用 食

品の制度・運用見直 しに ついての建議の実施 報告 」であります。
本日は前回に引き 続き まして、消費者庁に お越し いただきました。消 費者庁 におかれましては、
２回続けて恐縮です けれ ども、よろしくお願 いい たします。
さて、前回のヒア リン グでは、皆さんのお 手元 にある資料１の質問 事項について、事前に消 費
者庁にお示しした上 で説 明を求めたところで あっ たわけですが、残念 なが ら消費者庁から明確 な
説明をいただけなか った という感触を抱いて おり ます。
そこで、本日は、 前回 明確な御説明がいた だけ なかった項目に絞り まし て、冒頭から質疑応 答
形式で進めていきた いと 思います。
質疑の主な項目は 、資 料２のとおりであり ます 。こちらも消費者庁 には 事前にお示しをして お
りますので、消費者 庁に おかれましては、で きる だけ明確な回答をお 願い したいと思います。 ど
うぞよろしくお願い いた します。
それでは、御質問 、御 意見のある方は、発 言を お願いいたします。
いかがでしょうか 。
では、阿久澤委員 、ど うぞ。
○阿久澤委員

それ では 、前回の続きで、再 審査 制の有効性の検証と 見直 しというところの、 科

学的根拠の報告につ いて 、新たな科学的な知 見う んぬんという話が出 て、 私から新たな科学的 知
見をどのようにお考 えか とお尋ねしたのです が、 その際、お答えいた だい ている内容ですと、 新
たな科学的知見は、 申請 者そのものが申請し てい るものに対してのみ 新た な知見として得たも の
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というお考えのよう にも 受け取れたのです。 そこ で、私はそうではな いの ではないか、世の中 、
その関与成分に関連 する 全ての知見を新たな 知見 と考えるのではない かと言いました。改めて 、
この新たな知見とい うこ とをしっかりとお聞 きし ておきたいと思うの です が、いかがでしょ うか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

それでは 、た だ今の阿久澤委員か らの 御質問に対して回答 さ

せていただきます。
新たな科学的知見 につ きましては、今、阿 久澤 委員がおっしゃった よう に、事業者から報告 を
得た情報に限らず、 一般 にしかるべき研究機 関が 研究の成果として得 た事 実、そういったよう な
ものも対象に入りま す。
それで、内閣府令 の改 正案というものを消 費者 庁で考えておりまし て、 パブリックコメント も
やっておりますけれ ども、この中で、今言 ったことを どう規定するのかに つき ましては、改め て、
また関係の方々とも 御相 談をさせていただい た上 で、最終的な形で決 定を したいと考えており ま
す。
○河上委員長

いか がで すか。

○阿久澤委員

そう しま すと、府令の実効性 はい かがでしょうか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

内閣府令 の改 正案につきましては 、前 回、資料として御提 出

をさせていただいて おり ます。
今、内閣府令案と いう 形でお示ししており ます ものは、まだ検討途 中の ものでございます。 最
終的にどういう形で この 案文を決定するのか につ きましては、今、パ ブリ ックコメントという 形
で御意見も伺ってお りま す。あわせて、また 、関 係のところと御相談 をさ せていただいた上で 、
決定したいと思って おり ますが、その際、前 回、 この消費者委員会で 御発 言いただいた御意見 、
今、阿久澤委員から あっ た御発言も踏まえた 上で 、最終的には決定を した いと考えております 。
○河上委員長

新た な科 学的な知見に関して は、ただ今の説明でよろ しゅ うございますか。

この間、特保に関 して、かつて検査した項 目の 中身とは違うものが 実は 効いていたのだとい う
ようなことで議論が あり ましたね。あれは新 たな 知見だったのですか 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

新たな科 学的 知見という形で、今 、内 閣府令の改正案、新 し

い第５条第１号を書 いて おります。その点に つい て現在は、今の許可 の条 件という形で速やか に
行政庁に届出を求め ている事項が新たな知見 とさ れています。そうい う点 も含めまして、この 内
閣府令の改正案につ きま しては、最終的に決 定を していきたいと思っ てお ります。
○河上委員長

です から 、前回の情報ですね 。あ れは新たな知見だっ たの ですか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

日本サプ リメ ントの案件として、 今の 御発言があったと思 っ

ております。正に品 質管 理上の問題というこ とで 、本来入るべき成分 が入 っていなかった、若 し
くは著しく少なかっ た。 そういう点につきま して は、当然特保の許可 を与 えるかどうかを判断 す
る重要な要素と思っ てお ります。それは新た な知 見に該当するものと 考え ております。
○河上委員長

特定 の成 分が、効能が見受け られ るのだと言っていた のだ けれども、その効能 が

別のものによっても たら されているらしいと いう ことがわかった。し かし 、今まで入れていた 成
分で、一応は効能と して は認められた。こう いう 精度が上がったこと によ る結論の違いという こ
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とは、これも新たな 知見 なのですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

新たな科 学的 知見といいますのは 、引 き続き特保の許可を 与

えるべきかという観 点か ら見て、従前、この 許可をするときに審査を いた だいて、いろいろな エ
ビデンスについて 、いろい ろな御議論、整 理がなされ ておりますが、それをまた 新たに見直して、
本当に従前、許可を 与え たものが、引き続き 特保 の許可を与えるのに 相当 するのかどうか。そ う
いったものが、新た な科 学的知見に該当する と思 っております。
今回のケースは、 あら かじめ許可を与えた 際に 関与成分として判断 して いたものが入ってい な
かった。それは、も うそ の時点で特保として の要 件を満たさず、正に、こ の品質管理、製法上 の
問題として、そうい う事 実が判明したという こと に鑑みて、引き続き 日本 サプリの６商品を特 保
として位置付けるべ く別 に関与成分があった ので はないかというアプ ロー チではなくて、正に本
来許可を与えていた 条件 が満たされていないとい う事実に鑑みて取消 しを 行ったものでありま す。
正に、入るべきもの が入 っていなかったとい う点 については、新たな 科学 的知見というよりも 、
まず、品質管理に関 する 新たな知見ではない かと 考えております。
○河上委員長

その 点は わかるのですが、そ れは 特定の要素、成分が 一定 の効能と結び付いて い

るかどうかというこ とに ついての判断が、新 たな 知見によってもたら され たということになる の
ですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今、委員 長が お話しされている点 は、 お手元の資料１の「確

認したい事項」で言 いま すと、正に一番最後 の点 に該当し得ると思っ てお ります。ここでは「 今
回の取り消し事案に 関し 、指標とされた成分 が含 まれていない状態で も本 当に有効性があった の
かという観点での検 証は 行っているのでしょ うか 」以下、書かれてお りま す。正に、こういう 問
題意識での御発言だ と考 えておりますけれど も、 消費者庁としまして は、 このケースの場合は 、
事業者自身が活性を 十分 証明する成分の特定 がで きていない。この点 は、 我々も一度、事業者の
方と許可の取消しを する に先立って、面談も させ ていただいておりま す。 その際にも、なぜこ う
いうことになったの か。 その原因なり、場合 によ っては、これは原料 メー カーにきちんと確認 を
すべきではないかの よう なお話もさせていた だき ました。事業者の方 も、 一定の時間をかけて 、
こちらがいろいろ投 げか け、問題提起をした こと にも回答いただきま した けれども、それでも 十
分原因がわからず、正に 成分の特定ができな かっ た。
その意味で、検証 の対 象成分が不明だとい うも のだと考えておりま すの で、そういったよう な
案件であれば、まず はそ のまま特保の許可を 与え るということは不適 当だ ということで、本来 、
特保の許可を与えた とき に入るべき成分が入 って いない。そういう事 実に 鑑みて、許可の取消 し
をしたものでござい ます 。それは文字通り、 引き 続き特保の許可を与 える に当たって、別の成 分
が効いていたのでは ない か。そういうことで はな くて、許可を与えた もの 自体が、実は入って い
ない、若しくは著し く少 なくて特保の許可の 要件 を満たさないという 形で 判断をしましたので 、
繰り返して恐縮です が、 許可の取消しを行っ たと いうものでございま す。
○河上委員長

その 成分 に関して、一度はエ ビデ ンスに基づいて特定 の効 能があるということ を

許可したわけですね 。そ のエビデンスに反す ると いうか、それが必ず しも 十分ではないのだと い
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うことについての情 報が 入ったということは 、こ れは新たな知見がそ こに 加わったからそうい う
ことになったのでは ない のですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

新たな知 見と 今、委員長はおっし ゃい ましたが、正にこれ は

新たな知見だと思っ てお ります。その意味で は、 同種・類似の事案が 発生 した場合には、これ は
速やかに情報を消費 者庁 に出していただくべ き事 案だと思っておりま して 、正にそういう観点 か
ら、いろいろな検討 を、 今、消費者庁の内部 でも 行っているところで ござ います。
○河上委員長

わか りま した。そう言ってい ただ ければよかったので す。 つまり、新たな知見 と

いうもののハードル が余 り高いと、届出義務 とい いますか、報告義務 が必 ずしも明確でないこ と
がある。それは、自分の ところで検証できた もの 以外にも、一般的知 見も 含めて、新たな知見 が
出てきたら、それは ちゃ んと届出をしていか ない といけないという義 務が あるのだということ を
言わないといけない と思 うのです。ですから 、そ の意味では、ハード ルを もう少し下げていた だ
くということをお願 いし ないといけないなと 思っ ていたのです。私は 、今 の最後の御回答で、 結
構だと思います。
阿久澤委員、よろ しい ですか。
○阿久澤委員

この 件に ついて、もう一度改 めて 私からもお聞きした いの ですが、要するに、 認

められた関与成分を 摂取 することと摂取後の 状況 には相関関係が見つ けら れない、有効ではな い
との見解を新たに示 した 。そういったことが 許可 後に公になった場合 、こ れは新たな科学的知 見
に当たるということ でよ ろしいですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

当初、こ の許 可を与えるに際して 、関 与成分というものが 、

まず認定されておる と思 います。
○阿久澤委員

当た るか 当たらないかです。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

その認定 され ておる関与成分に、 実は 、当初予想されてい た

いわゆる機能がない 、若 しくは別の機能があ った という形であれば、 引き 続き、そういう商品 を
この特保の許可を付 与す るに値するのかどう か。そういったことは、正に 新たな科学的知見に 該
当するものと思って おり ます。
○阿久澤委員

そう いう ことですね。そうい った 報告はよくあるかと 思い ます。ですから、事 業

者が報告を正しくし てい るのか否かの検証事 業を 行えばよいわけです ので 、今回の日本サプリ の
件も、いろいろとそ うい った検証をしていた だけ ればよいのかなと思 いま すし、当時は関与成 分
といったものが見つ けら れなかったというこ とで 、実際は何が関与成 分だ ったのかという検証 が
される必要があると 思う のですけれども、そ の辺 はどうでしょうか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今の阿久 澤委 員の御質問に対する 回答 になりますけれども 、

やや先ほどの説明の 繰り 返しになりますが、 一旦 許可を与えていた商 品に ついて、当初認定し て
いた関与成分の機能 、こ れに新たな機能が付 与さ れているのではない か、若しくは当初予想さ れ
ていた機能がないの では ないか。そういうも のを 引き続き特保として 認め るべきかどうか。そ う
いう観点から、有意 な情 報が出てくれば、新 たな 科学的知見という形 で、 また、消費者委員会 の
御知見もいただきな がら 、検討を進めるべき だと 考えております。
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今回の日本サプリ の件 につきましては、か つお 節オリゴペプチドな り、 豆鼓エキスというも の
が関与成分とされて いま した。また、LKPNMなりト リスをそれぞれの関 与成 分の指標成分としてい
ましたが、その関与 成分 なり指標成分そのも のに 新たな科学的知見で 別の 評価が出てきたとい う
よりも、そういった もの が入っていなかった 。こ ういう事案でござい ます ので、こういったよ う
なケースであれば、正に 科学的知見というよ りも 、製法上あるべきも のが 入っていない。こう い
う形での対応になろ うか と思っております。
今のはケーススタ ディ ーということになり ます が、いずれにせよ 特保とし て許可を与えるのに、
本当にエビデンスと して 大丈夫なのか。そう いう 観点から、我々はい ろい ろな情報の入手に努 め
ます。それは事業者 から 直接報告をいただく 場合 もあるでしょうし、 ほか の外部の研究機関が 研
究の成果として出し てき たものもあると思っ てお ります。そういった よう なものは幅広く取り 込
んだ上で、本当に許 可を 与えるべきかどうか 。そ ういう状況になりま すれ ば、改めて消費者委 員
会のほうにもお諮り をし て、また御知見を賜 りた いと思っております 。
○阿久澤委員

入っ てい なかったということ です が、では、入ってい たと されたものは何だっ た

のかという検証です 。そ ういったことはどう でし ょうか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただ今の 点で ございます。

この点は、事業者 の方から活性を十分証明 する 成分の特定ができな かっ たと聞いております 。
検証の対象成分が不 明と いう形で、この点、 我々 も面談をした際に何 回も お尋ねをさせていた だ
いたところではある ので すが、その上で、も う特 定できず改めて皆様 方の ほうに御判断いただ く
ような、科学的なベ ース となるデータも今は ない という状況で、かつ 、こ れについては、引き 続
き特保としての販売 はし ない、させないという形で、当時、整理をいたしまし た。その意味では、
改めての検証といい ます か、この点について は、 資料１の「確認した い事 項」の最後にも御記 載
されておりますけれ ども 、消費者庁としては 、改 めての検証というの は、 データがないという 意
味では非常に難しい ので はないかと思ってお りま す。
○阿久澤委員

そう しま すと、早い話、取り 下げ ただけですね。不明 のま ま消費者に提供して い

た期間があるわけで すけ れども、その辺につ いて の検証等はいかがな ので しょうか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

まずは、 この 特保制度というのは 、実 際にその製品を作っ て

消費者に販売して消 費者 が買われる。正に 、機能性 に期待をして摂取さ れる というものですので 、
まずは、そのような 要件 を満たさない、許可 を与 えたときに前提とな って いた条件がクリアで き
ないとなった時点で 、ま ずは特保としての販 売は 認めるべきはないと 思っ ております。
その上で、今の阿 久澤 委員の御発言は、更なる 検証といいますか、 そう いう観点からもう少 し
調査をすべきではな いかという問題意識かと 思っ ておりますけれども 、そ の意味では、これも 繰
り返しで恐縮ですが、検 証の対象成分が明ら かで はない。では、本来 効果、機能性のもととなっ
ていた成分の代わり に何 があるのかというと ころ も含めて、科学的な 知見 に頼るだけのデータ が
ないということが現 状で ございますので、ま ずは 、その上では、更な る検 証につきましては、正
に、この「確認したい事項 」に書いておる点だと思っ ておりますけれども、難し いということが、
現時点での判断だと 思い ます。
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○阿久澤委員

実際 にこ の状況が判明してか ら、 具体的に２年という 期間 、売り続けられてき た

ということで、取り 消し たのであれば、２年 間、 その有効性はどう検 証し てきたのかというこ と
です。関与成分が特 定でき ない中、２年売り続 けていたことは問題になる ので はないでしょうか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

正に、今 、２ 年というお話もあり まし た。２年ということ が

仮に短かったとして も、 本来入るべきものが 入っ ていない、そういう 商品 を作って販売してい た
ということは、これ は消 費者の利益という観 点か ら見ても当然でござ いま すが、よくないこと だ
と思っております。 まず は、消費者庁として その ような状況ですべき こと というのは、そうい う
商品に特保としての オー ソライズ、お墨付き を与 えた形で販売をさせ るこ と自体は、本来入る べ
きものが入っておら ず、 その原因もわからない。 当然、改善策もわか らな いということになり ま
すので、まず、その 時点 で許可の取消しをさ せて いただいたというこ とです。その上での更な る
検証、原因究明、こ れも 御指摘としてはよく わか りますし、我々もそ うい う問題意識で、事業 者
様とは取消しに先立 って お話合いはさせてい ただ いております。事業 者自 身が活性を十分証明す
る別の物質という意 味で の特定もはっきりで きず 、その意味では、検 証の 対象成分自体が不明 確
であるということに 鑑み て、それ以上の検証 は難 しいと判断しており ます 。
○阿久澤委員

前回 、私 から、この更新制の 趣旨 を踏まえた更新制の 代替 となる再審査制に運 用

が変わるのであれば 、更 新制まで求めなくて もよ いかなという意見を 述べましたが、このよう な
今のやり取りがある のが 現実ですので、これ は更 新制の導入等を検討 すべ きことではないかと 思
います。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただ今の 御指 摘でございます。

阿久澤委員のおっ しゃ るとおりでして、一 旦許 可を与えた後、状況 をき ちんと把握していな か
った。これは正に反 省す べき点で、改善をす べき と思っております。 その ための取組の一つと い
うことで、正に状況 の適 切な把握ということ にな りますが、内閣府令を今 回、改正をしまして 、
正に新たな知見、こ れは 科学的な知見に加え て、 当然品質管理、製法 上の 知見も含めてのもの で
すが、新たな知見が 生じ た場合には、申請者 、事 業者から消費者庁へ の報 告をより厳格に法令 上
位置付けるとともに 、具 体的に報告いただく 事項 について、これも改 めて更に具体的にどうい う
形で整理をすればき ちん とした形で報告をい ただ けるのか。そういう 問題 意識を持って、今、 具
体的な検討を進めて おり ます。まずは、許可 を与 えた後、状況をきち んと 把握して、必要な対 応
をとるという意味で は、 阿久澤委員のおっし ゃっ た更新制というもの もあ ろうかと思っており ま
す。一定期間、昔で 見る と２年なり４年なり 経過 した時点で、一旦ゼ ロベ ースで見直すという や
り方もあります 。ただ、今 の再審査制というの は、問 題が生じたものをピ ンポ イントで特定して、
必要な対策を講ずる 。こ ういう考え方だと思 って おります。その点、 至ら ぬ点があったという の
は、実は今回の事案 でも 明らかになり、前回 も御 指摘をいただいたと おり ですので、まずはそ こ
のところで実効的な 再審 査を行うという観点 で、 繰り返しになります 。ま ず、事業者サイドで 新
たな知見を得た場合 には、きちんと報告をし ても らうというルートを より 明確に位置付けると と
もに、それを意味の ある ものとするための報 告す べき内容はどういう もの なのか、そういう点 に
ついてもきちんと整 理を させていただいた上 で対 応したいと考えてお りま す。
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○阿久澤委員

事業 者か らの新たな知見を得 たと きの申請というだけ でな く、この前もお願い し

たのですが、消費者 庁自らがチェックすると いう 体制が、あるべきこ とで すので、是非是非や っ
ていただきたいと思 って おります。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
消費者 庁と いうのは、一般消費 者が 一番味方になってく れる 省庁だと思っている わ

けです。特保のマー クは 、数ある商品の中か ら消 費者庁が認めてくれ てい るということで、消 費
者は一番信頼して買 って いると思うのです。 今回 、特保の取消しもシ ョッ クでしたけれども、 私
としましては、もう 既に 販売されていないも のと か、販売する予定が ない ものもいっぱい含ま れ
ていた。その上、連 絡が つかない会社もあっ た。 そのずさんな管理の ほう が私はもっとショッ ク
だったのです。
それで、前回中原 委員 から更新制の御提案 があ って、これは素晴ら しいと思って、再審査制 が
余り機能していない わけ ですから、更新制の 導入 は、無論、消費者庁 とし ては、御提案なので、
すぐさせていただき ます とお返事いただける かと 期待したら、もう 一度再審 査制を反省してとか、
すぐには動いてくだ さら なかったのですけれ ども 、そこは私としては 不思 議で仕方がなくて、 更
新制が導入されれば 自動 的に使われていない 商品 、品目などもクリア にな って、非常に合理的 な
システムだと思うの です けれども、そこをす ぐに 飛びつかずに嫌がら れて いる、ちゅうちょさ れ
ている理由を教えて いた だきたいと思います 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただ今の 御指 摘でございます。

まず、前半の今回 の調 査の結果ということ にな りますけれども、販 売さ れていない商品も多 々
あった。あと 、連絡がつ か ない事業者も２社ご ざい ました。こうい った点が問 題だという御指摘、
これは正にそのとお りで 、その点について、 今後 定期的に販売状況を 把握 するなどして、その 結
果はウェブサイトに 載せ るとともに、長期間 、先 々販売の予定がない もの 、これは失効をきち ん
と届出をして出して いた だく。そのようにし たい と思っております。
２点目の再審査に つき ましては、平成23年 に正 に消費者委員会から 御提 言をいただいており ま
す。そのときの御提 言の 中でも、事業者の負 担軽 減の観点からという こと で「事業者の負担を 不
当に増加させること のな いような工夫が必要 であ る」と。正に、いた だい た提言の中にも書か れ
ております。さりと て、 本来的にきちんと監 督な りチェックする必要 があ り、その意味で、更 新
制が必要であれば、正に そういったことも考 えら れるところではある と思 っておりますが、こ れ
はそういう問題意識 での 御提言だと思ってお りま す。まずは、実効あ らし めるという観点から 、
いろいろなほかの手 法、 手段もある中で、こ れま で再審査制でやると いう 形の御説明を我々は さ
せていただいており まし た。ただ、今回のよ うなケースが見つかった とい うことで、その点を ど
う考えるのかという こと になりますけれども 、そ の点については、ま ず、 もう一回という形に な
ろうかと思っております 。まずは現状をきち んと 反省をし、前回も御 説明 をさせていただいた よ
うないろいろな見直 し策 をパッケージとして 対応 を進めることによっ て、 まずは制度を実効あ ら
しめるという今の個 別の 問題が生じたときに 適切 に対応するというア プロ ーチで、まずは、ま だ
きちんとできるのか どう か、そういう検証の 意味 も込めてしっかりと 取り 組んでまいりたいと 思
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っております。
○大森委員

更新制 導入 のネックというか、 ハー ドルになる問題点と いう のは何なのですか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

平成23年 にい ただいた提言の中に は、 事業者の負担軽減と い

う視点がありました 。こ れは、以前は更新制 だっ たものを再審査制に した という経緯に鑑みて の
こともあると思って おり ます。その平成23年 の御 提言に対して、平成25年 に消費者庁から実施 報
告もさせていただい てお りますけれども、そ れを 見てみますと、まず は新 たな科学的知見が得 ら
れた場合には有効期 間に かかわらず速やかに再審 査手続を行うといっ たよ うな視点、海外にお い
ても食品の機能性表 示に 関する制度で更新制 を導 入している事例はな いと 承知しているといっ た
点、あとは、更新期 間を どの程度と設定する のか 等々合理的に判断す るこ とが困難、こういっ た
ようなことを当時消 費者 庁から回答させてい ただ いております。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、どうぞ。
当時と はい つの話でしょうか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長
○蟹瀬委員

当時とは 、平 成25年８月でござい ます 。

３年た って いるわけですね。当 時の ことが今、当てはま ると は限らないと思うの で

すが、こういう問題 が起 こったときに、速や かに 対処するのが３年か かっ てはだめなわけで、 当
時の文書を読んでも 理解 しがたいのですが、 今後 どうなさっていくの かと いうことをいつかは と
いうことではなくて 、は っきりお答えいただ ける とうれしいのです。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただ今の 御指 摘でございます。

今後どうしていく のか という点につきまし ては 、まずは、新たな知 見を 得た場合の報告、こ れ
をきちんと明定化し 、法 令に位置付けて、正 にき ちんとした形で報告 をい ただけるようなフォ ー
マットといいますか 、そ ういったようなもの をま ず整備するというこ とに 加えて、これは前回 も
御説明をさせていた だき ました。実際、一般 に売 られておりますこの 商品 について、定期的に 必
要な成分が入ってい るの かどうか、そういう 観点 から、現物を我々の ほう でとってチェックを す
る。こういったよう なこ とも考えております 。
加えて、定期的に 毎年 ぐらいを想定してお りま すが、必要な成分が 適量 入っているのかにつ い
ては、外部の第三者 機関 にきちんと確認をし ても らって、その結果も 報告 をいただく。まずは そ
ういったような取組を通 じて、要は、許可を 与え た後、適正に販売な り、 商品が消費者の方々 に
提供されておるか、 そう いう観点から状況を 把握 し、それを見た上で 、ま た適切な措置をとっ て
まいりたいと考えて おり ます。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
行政の 方は 、きっちり議論され て積 み重ねて、世の中、 シス テムを動かしていら っ

しゃるので、一回決 めたこ とを覆すことにはと ても 抵抗があるのかもし れま せんけれども、実際 、
再審査制だけではう まく いかなかったわけで すか ら、決めたことと はいえ３ 年もたっていますし、
是非更新型を御検討 いた だきたいと思います 。
○河上委員長
○中原委員

中原 委員 、どうぞ。
新たな 科学 的知見が生じたとき に、 事業者の側から届け 出る というのが現行制度 で
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すが、事業者のほうから 、許可を得た商品の 有効 性を疑わせるような 情報 を積極的に出してく る
ことは余り期待でき ない と思われますので、 これ については、よほど 行政 の側からしっかりと チ
ェックをしていただ かな いと、届出がないか ら問 題ないのであろうと いう 運用では、今回のよ う
な問題が出てきてし まう と思います。他方で 、更 新制であれば、確か に事 業者の負担という問 題
はあるかと思います けれ ども、そこは更新の 要件 の立て方にもよると 思い ますので、例えば有 効
期間が２年であれば 、少 なくとも２年に１度 は、新たな科学的知見が ない か、また、許可時に 条
件になっていた成分 がち ゃんと含まれている のか といったことがチェ ック される機会が確実に 担
保されると思われま す。そういうことも含め て御 検討いただければと 思い ます。
○河上委員長

同じ 問題 ですね。

では、長田委員、 お願 いします。
○長田委員

ありが とう ございます。

先ほどからお伺い して いると、新たな科学 的知 見を事業者さんがお 出し になる。それは消費 者
庁が正解を知ってい て、 出してきていないと ころ があるとか、不足し てい るとかということが わ
かる場合はそれでチ ェッ ク機能が果たされる と思 うのですが、待っ ていて来 たらということだと、
全て事業者の行動が あり きになっているとい うと ころに、国民として は非 常に不安を感じてい る
ということだと思い ます 。
いろいろな体制を おと りになりますとおっ しゃ いましたけれども、 先ほ ど阿久澤委員もおっ し
ゃっていた、では、取消 しになったものの検 証に ついても、そこはも う科 学的データがないか ら
わかりませんと終わ らせ てしまわれると、そ の間 、それを信じて摂取 して いた人々は、一体私 は
何を摂取していたの だと いう不安に駆られて 、特 保そのものの制度を 根幹 から揺るがすことに な
るのではないかと思 いま す。前回、私が本会 議を 欠席していたので新 たに 怒りを持って聞いて い
るわけですけれども 、時 間的に、だから今回 こう いうことをしますと 、本 来は最初からやって い
なければいけなかっ たよ うなことばかりを、今、 そうやってやります と言 われているような段 階
ではないのではない か。 抜本的に、つまり非 常に 不足していた、やる べき ことができていなか っ
たということがはっ きり したのですから、そこは抜 本的な改革をすべき では ないかと思いますし、
そうしなければ、本 当に 特保という制度にど のよ うな意味があるのか が全 くわからなくなって し
まうと思いましたの で、 再度御検討いただき たい と思います。
○河上委員長

池本 委員 長代理も同じ問題で すか 。

○池本委員長代理
○河上委員長

別の 問題です。

では 、と りあえず一旦これで 消費 者庁、お願いします 。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今の御指 摘、 御意見について、今 、お 答えできる範囲で御 説

明をさせていただき ます 。
まず、新たな科学 的知 見の収集を事業者任 せに していいのかどうか 。こ れは前回も阿久澤委 員
から御発言がありま した 。消費者庁としては 、医 薬基盤・健康・栄養 研究 所という国立の研究 開
発法人がございます 。そ こが作っております 安全 性・有効性情報等を 確認 することに加えて、 個
別の話になりますが 、随 時、食品安全委員会 なり 、関係のところとい ろい ろなやり取りもさせ て
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いただいております 。そ ういう中で、事業者 から の情報だけでなくて 、我 々のほうが主体的に と
いいますか、別ルー トで 得た情報も含めて判 断の 基礎にはしたいと思 って おります。
加えて、先ほどの 説明 にもなりますけれど も、 実際に第三者分析機 関に チェックをいただい た
結果もきちんと出し てい ただくとともに、場 合に よっては、我々が直 接特 定の商品を我々の手 元
に持ってきて、実際 に必 要量、必要な成分が 入っ ているのか確認をす る。 こういったようなこ と
も合わせ技にした上 で、 事業者からも報告を いた だいて、総合的に得 た情 報を踏まえて、まず 、
判断をするという形 で対 応したいと思ってお りま す。
再審査制、それか ら更 新制のお話がござい まし た。いずれにしても 、き ちんと許可を与えた 後
にチェックをするこ とが 大事で、正にそうい う点 では、従前からこの 再審 査制については、い ろ
いろな御提言、御意 見を いただいているのは 承知 しております。まず は、今回のこういう消費 者
の信頼を揺るがす事 件が 起きたことを重く受 け止めまして、速やかに 、必 要な見直しは我々でも
やっていきたいと思 って おります。
これも前回お話を させ ていただきました、 いわ ゆる買上調査と我々 は言 っております、実際 に
マーケットで売られ てい るものの品質のチェ ック を我々自身が行う 。こうい ったことについては、
当初、来年度と思っ てお りましたけれども、 それ も前倒しをし、でき るだ け多くのものを対象に
する。その際は、前 回は 古いものと自社分析 をし たものに力点を置い た御 説明をさせていただ き
ましたけれども、そ れに 限らず、それを中心 とは しますが、全体に網 をか けるような形できち ん
とした形でそのよう な取 組もやっていきたい と思っております。
○河上委員長

前に も問 題になりました収去 調査と買上調査というも のが あって、むしろ、厚 生

労働省の時代には、収去調 査を100単位のレベル でや っていたということ なの ですけれども、消費
者庁において直ちに 収去 調査にいけない理由があ るのですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

前回も御 議論 いただいた収去調査 と買 上調査のことでござ い

ますが、必要なもの を我 々で手に入れて、必 要な 成分分析を含めた調 査を 行うという意味では 、
意味内容としては同 じも のだと思っておりま す。 ただ、違いとしまし て、 収去の場合は無償で 事
業者さんからそれを 我々 は手に入れる。買上 げは 当然売られているも のを 我々が実際に購入す る
形になっています。 そこ が最も大きな点だと 思っ ておりますが、消費 者庁 としては、商品の入 手
につきましては、無 償で 事業者さんから御提 供い ただくよりも、まず はあ る程度こちらが対価 を
払う形で入手をした 上で 、ただ、その上で、 不適 切だと認められる蓋 然性 が高い場合、これは 最
初の検体だけでは不 十分 で、また追加の調査 を行 うといったことも考 えら れます。そういった よ
うな場合には、文字 通り 、収去という形で無 償で 御提供いただいて、 後追 いの試験をすること も
あり得ます。あと、 最初 に買上調査をした結 果で 明々白々に、これは 不適 切な事案だという判 断
をした場合は、直接 法令 に基づくいろいろな 措置 、指示・公表を含め 、食 品表示法なり、健康 増
進法に規定がござい ます が、当然その措置が 発動 されると、このよう に考 えております。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

今の 収去調査、買上調査のこ とですが、前提とし ての 現実の運用でよく知 ら

ないところがあるの で、併せて教えていただ きた いのですが、買上調 査を するのは、費用を払 っ
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て、消費者庁の側で 入手 するということです が、 入手したものを現実 に成 分分析等の検査をす る
のは別の専門機関だ と思 います。それはどう いう ところなのか。
収去調査について は、 前回、厚労省の食品 衛生 監視員に委託して行 うと おっしゃったと思う の
ですが、この場合も 、収 去の作業を委託する 話と 、それをまたどこか の専 門機関に依頼して成 分
分析をすることにな ると 思うのですが、これ は同 じところなのか、違 うと ころなのか。あるい は
入手について、実費 を払 うか払わないかの問 題は ありますが、成分分 析に ついては国の機関内 の
問題かどうか、ある いは 全くの第三者機関か 、そ こがよくわからない ので すが、そこは予算的 な
手当で違いがあるの かど うか、この辺りはど うで しょうか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただ今の 収去 と買上げの違いとい うこ とでございます。

池本委員長代理が おっ しゃったように、収 去は 無償に加えて、食品 衛生 監視員が行うという こ
とになっております 。ち なみに、消費者庁が買上 調査をする場合、あ と収 去の権限も我々は持 っ
ておりますので、将 来的 に収去をする場合は 、物 そのものを無償若し くは有償、で我々が手に 入
れた後で、恐らく外 部の 第三者機関、基本的 には いわゆる独立行政法 人で そういったことを専 門
に行う知見を有する 組織 もありますので、そ うい ったようなところに 現物 を渡して成分調査を し
ていただくことにな ると 思っております。消 費者 庁本庁には、そのよ うな 分析を行う能力は実 は
ございません。
食品衛生監視員に つき ましては、一定の資 格を 有する者を任命する こと になっております。 現
実に今、この瞬間で は、 消費者庁に食品衛生 監視 員はおりませんが、 潜在 的な資格を有する方 は
おりますので、改め て食 品衛生監視員として の発 令をすれば、それは 若干 の事務は要しますけ れ
ども、物理的には可 能と なっております。
厚労省で行う収去 調査 、これも実際に物を 入手 した後に、どういう 形で どこが分析をしてい る
のかという点につい ては 、基本的には厚労省 本省 ではなくて、本省に はそ のような分析のキャ パ
の制約がありますの で、 しかるべきところに 分析 をやっていただいて おる 、こういうことだと 理
解しております。
○池本委員長代理

委託 しているしかるべき とこ ろというのは、正に専門 分析のできる専門機 関

だと思うのですが、 そこ へ委託するのが、収 去調 査の手続を経て委託 する のと、買上調査で手 に
入れて委託するとこ ろと いうのは、ぴったり 同じ ところなのかはわか りま せんが、共通の水準 の
分析能力のあるとこ ろで はないのか。それか ら、 予算的な手当に違い があ るのかどうかという と
ころはいかがですか 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

基本的に は、 外部の組織に分析を して いただくということ に

なりますので、見合 いの 対価という意味では 、何 らかの予算上の措置 が必 要なのだろうと思っ て
おります。
○池本委員長代理

委託 先のレベルの違いと いう ことはいかがなので すか 。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

確定的な こと は間違えてしまうと いけ ませんので言えませ ん

が、基本的には、買 上調 査の場合でも、収去 調査 の場合でも、委託先 は第 三者のしかるべき能 力
を持った機関という こと になりますので、結 果、 今の運用が過去の実 務の 積み重ねかどうかは 定
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かではございません 。基 本的には、買上げだ った ら国の機関ではない と制 度上不可能だとか、 そ
ういったようなこと はな いと理解をしており ます 。
○池本委員長代理

なぜ 、今のような基礎的 な前 提のことを私もよく わか らなくてお伺いした か

と申しますと、前回 、ま ず買上調査を行い、 疑い があるときには収去 調査 を実施するというよ う
な御説明と、当面は買上 調査を行うけれども 、厚 労省が無作為の収去 調査 を行っているという こ
とであれば、そうい う運 用も含めて検討した いと いう御説明があった ので す。予算的な違いで も
どうもなさそうです し、 法制度的に直接収去 調査 からスタートすると いう こともできることだ と
すると、なぜ無作為 の収 去調査、無作為とい って も必要性の高いもの を任 意に選ぶとしても、 一
定の疑いが生じて初 めて収去調査に移る必要 はな いとお伺いしたわけ なの です。
そうだとすると、 例え ば食品衛生監視員の 厚労 省に委託するという のが 、厚労省側が、自らの
ところでやるところ はそ うするけれども消費 者庁 からは受けてくれな いと いうような全然違う問
題でもあるのか、そ れと も、消費者庁にも食 品衛 生監視員を配置する とい うような行政組織上 の
何か別のハードルで もあ るのか、そこの理由 がよ くわからないので、 なぜ スムーズに無作為の 収
去調査、そして、必 要に 応じて処分という手 続に 進んでいかないのか 。特 に、先ほどからお話 を
伺っているように、 信頼 性が揺らいでいると きに 、制度としてそこを 踏み 切れないのか。そこ が
よくわからないので すが 、いかがなのでしょ うか 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今の御指 摘で ございます。

消費者庁としては 、こ れまではということ にな りますけれども、収 去調 査の場合でも、買上 調
査の場合でも、一定のもの を我々の手元に持っ てき て、成分の分析 を行うとい う意味では、結 果、
同じ形になると理解 をし ておりましたので、 これ までのように、まず は買 上調査という御説明 を
させていただいてお りま した。収去の場合、 食品 衛生監視員が行うと いう 点は、制度上、十分 ク
リアができると思っ てお ります。無償のとこ ろに ついては、我々のほ うと して、ただでそのも の
を召し上げることは 、や やいかがかという思 いが ありましたので、最 初に 当たりを付けて、心 証
として不適切な事案 の可 能性が高ければ、そ れの 見合いで無償という よう な形でも思っており ま
したが、まず、そこ はニ ュートラルに、一般 に売 られているもの。厚 労省 のほうは無作為にと い
うお話もございまし た。 我々も最初の時点で は、 必ずしも買上調査を 行う 時点で、白とも黒と も
なかなか心証を得て いる わけでもないですの で、 まずは、そこは一般 の買 上調査で行った上で と
いうのが正直なとこ ろで 、委員のほうからお 話の ありました、制度的 に何 かネックがあって、 あ
えて収去調査をして いな いのではないかとい う点 は、実はそうではご ざい ません。
その点は、実際の 現物 を我々が収受をして チェ ックをするというこ と自 体、これはお叱りを 受
けることと思ってお りま すが、これまでやっ てお りませんでしたので 、ま ずは今回買上調査と い
う形でやってみた上 で、 前回申し上げたのは 、一 定の知見の蓄積が出 てく れば、いろいろな過 去
の知見、やり方も含 めて 参考にさせていただ いた 上で、またいろいろ な取 組というものも考え て
いくということでご ざい ます。そのときは、 制度 上、この健康増進法 、食 品表示法、いずれも 収
去という規定はござ いま すので、選択肢の中 に当 然入ってくるものと 思っ ております。
○池本委員長代理

今の 御説明によりますと 、前 回、まず買上調査を行っ て、疑いがあるとき 、
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あるいは疑いが濃厚 にな ったときに収去調査 をす るとおっしゃったけ れど も、その必要はもう な
い、買上調査か収去 調査 かは、入手の対価を 得る かどうか、あるいは 食品 衛生監視員というよ う
に示した上で、その 者が 無償で入手するのか とい う入手方法の問題だ けで 、委託先の専門機関 、
しかも、それに一定 の対 価を払って委託する とす れば、買上調査で委 託す るところでは本当に 予
備調査しかできなく て、 疑いが出てきて、そ れか ら、収去調査でより 専門 機関にという、そう い
う区別ではない、こ う理 解していいのでしょ うか 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今の池本委員 長代理の御指摘でご ざい ます。

買上調査、収去調 査、 それぞれは繰り返し で恐 縮ですけれども、一 定の 製品、これを我々が 手
に入れた上で、成分 チェ ックをするという点 では 同じでございます。 その 違いについて、例え ば
食品衛生監視員の方 がや るべき、若しくは無 償か 有償かもありますけ れど も、手続のフローと し
ては基本的には同じ で、 ただ、買上調査、収 去調 査、実際に我々が手 に入 れたものを、これは ど
のような形であるに せよ 、第三者機関に分析 なり をお願いしますけれ ども 、そのときに、民間 の
いわゆる登録、分析機関 の方なのか、あと、 国の いわゆる独立行政法 人な のか、片一方に縛っ て
いるという運用をし てい るのかどうかという のは 、改めて精査をした 上で のきちんとしたお答 え
はさせていただきた いと 思います。
いずれにしまして も、 制度上は、狙い、目 的と するところは同じで 、基 本的な手続といいま す
か、フローというの は同 じものだということ で、 その点は片一方のや り方 でないとできない、若
しくはハードルが極 めて 高くなるというもの では 今のところはないと 思っ ております。
○河上委員長

少な くと も、段階的にやって いく 必要はもうないです ね。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

これも先 ほど の説明の繰り返しに なり ますが、買上調査を し

た結果、直ちに不適 切と いう形で我々が判断 をし て、法令に基づくい ろい ろな措置に移行する こ
とも当然ありますし 、再 度、改めて追試、後 追い のチェックを行うよ うな こともあるのかなと 。
後者の場合は、場合 によ っては補充という形 でと 思っております。
○河上委員長

それ はわ かりました。

大森委員、どうぞ 。
○大森委員

一般消 費者 は買上調査であろう が、 収去調査であろうが 、名 前はどうでもいいの で

す。お金を払おうが 、払 うまいが、それもど っち でも構いません。不 意打 ち的にばんばんチェ ッ
クしてほしいのです 。で すから、何かお話を 聞い ていると、まず、ル ール ありきですごくのん び
りされているのです けれ ども、私から考える と、 今、消費者庁は国民 から の信頼を失墜するか 守
るかの瀬戸際だと思 うの で、まずはばんばん チェ ックできるようなル ール を作ることが大事で 、
何も２段階にやる必 要も ないし、お金を払わ ない と心が痛むのであれ ば、 お金を払ってやって い
ただいて、それは全 然構 わないので、ともか くば んばん不定期にやっ てい ただきたい。そうい う
ことが国民に見えて くる と、消費者庁はああ いう 事件があったけれど も、 すごく最近はばんば ん
取り締まって変わっ たな という印象を受ける と思 うので、まず、制度 あり きではなくて、今、 何
を求められているの かと いうことで、不足の 制度 があったら、それを 変え ていただくほうでお 願
いしたいと思います 。
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○河上委員長

阿久 澤委 員、どうぞ。

○阿久澤委員

今、 ２段 階では不合理だとい うよ うなことですが、そ の２ 段階のことの、まず 最

初の段階を機能性表 示食 品のほうで買上調査した わけです。そのとき に問 題があったかと思い ま
すが、その後はどう され ているのでしょうか 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただ今の 阿久 澤委員の御発言は、 この 資料２の「その他」 の

ところに書いておる こと だと思っております。
「機 能性表示食品の買上 調査 の結果、品質管理上の
問題がみつかった製 品に 対する対応状況」、 これに つきましては、平成27年 度に実際に買上調査、
これは17件の機能性 表示 食品を対象に実施い たし ました。その結果、 機能 性関与成分と言って お
りますが、それが適 量入 っていない、それは 過剰 なものもあったし、不足 しているものもあっ た
ということで、この 点に ついては、事業者か ら追 加で資料の提出を求 めて 出していただいてお り
ます。それをもとに 、改 めて妥当性の検証と いう ことを今、やってお りま して、これにつきま し
ては、今、しかるべ き有 識者、第三者組織に その データの共有をさせ てい ただいて、正に検証 、
検討をしているとい う状 況になっております 。そ の結果が出た時点で 、問 題がないとなればそ れ
までということにな りま すし、改めての検証 の結 果、これは不適切と 判断 されれば、法令に基 づ
くいろいろな措置を 講ず るということになり ます 。
○阿久澤委員

よろ しい ですか。

先ほどからの説明 です と、問題があれば、 次は 収去するというお話 です ね。今回は提出させて
いるという御説明ですけ れども、何で収去し なか ったのですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今回の場 合は、まず、収去では なくて、買 上調査という形で、

我々は現品を入手し て、 それを。
○阿久澤委員

問題 があ れば収去するのです ね。 問題があったのです ね。 何で収去しなかった の

ですか。
○河上委員長

収去 をす るというのは、別に 悪い ものだから収去する ので はなくて、無作為に チ

ェックをするためで すね 。ですから、消費者 庁が おっしゃっているよ うな 言い方をすれば、収 去
されれば、うちは悪 いも のを作っていたので はな いかという疑いをか けら れているという話に な
りかねないのです。 です から、そこは２段階 構成 などということは言 わな いで、さっき大森委 員
がおっしゃったよう に、ばんばん無作為に収 去す るという方法でいい ので はないかと思います け
れども、それではだ めな のでしょうか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

まず、大森委員 からお話のありまし たば んばんということで、

できるだけ速やかに とい う点は、おっしゃる とお りだと思っておりま す。 我々も今年度にまず 前
倒しをし、件数も可 能な 限り多くということ はご ざいます。
あと、多くの委員 から 意見をいただいてお りま す収去と買上げの点 につ いては、正にいろい ろ
な御意見をいただき まし たので、今後どうす るの かは、一度消費者庁 でも 考えたいと思ってい ま
す。結果はどうなる のか というのはさておき 、い ろいろ御指摘いただ いた ことはよく認識をい た
しました。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。
14

○池本委員長代理

今、 機能性表示食品の買 上調 査の結果、成分の不 足あ るいは過剰が認めら れ

たという、その後の 対処 のことを御説明いた だい た中で、追加の資料 提出 を要求し、提出を受 け
た資料を第三者組織 で検 証中であるとお伺い しま した。元々機能性表 示食 品の世界では、事業 者
自らがこれで裏付け があ るということで出し てき た。それで済んでい たもの が、買上調査の結果 、
品質上、成分の不足 あるい は過剰が起きた時点 で、そ の出してきた根拠が 不適 切であったという、
ある意味では結論が 出て いるのではないか。それ をまた資料の提出を 要求 して、しかも、それ を
第三者組織でそれか ら検 討するというのは、 一体 どの手続で、その後 どう いう判断につながる の
かがよくわからない ので 、教えていただけれ ばと 思います。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

すみませ ん。 先ほどの説明は舌足 らず でした。

実は、昨年度、買 上調 査の前段階というこ とになりますが、分析調 査と いうものもやってお り
まして、具体的に申 しま すと、昨年の４月１ 日か ら９月30日までの間 に届 出のあった機能性表 示
食品、全部で146件ござい ます。それぞれ について、分析方法に関する検 証を しております。これ
は事業者さんから届 出を いただくときに、分 析方 法についても出して いた だいておりまして、 そ
の出していただいた 分析 方法に従って分析を して みた。正にそれが分 析方 法に関する検証でし た
けれども、そうしま した ところ、いわゆる定 性確 認、定量確認という のが 必要なのですが、必 ず
しも事業者さんから届出 のあったやり方だと 、き ちんとできなかった 。こ れは問題があったと い
うよりも、いただい た情 報が不十分であった ので 、きちんとした形の 分析 ができなかった。し た
がって、そういう点 も含 めて、届出情報が不 十分 と判断したものにつ いて は、追加で資料を求 め
ておったと。
実は、その146件の中に 先ほど言いました買 上調 査というのはいずれ も入 っておりまして、文字
通り、分析方法がど うな のかという次元で情 報を 出していただいてお ると いうことになります 。
したがって、先ほど こち らが説明をしました 事業 者から追加で資料を 出し ていただいたという の
は、分析方法、こう 分析 すれば、きちんとし た後 追いの確認ができる とい う情報を出してもら っ
ていて、それも含め て、 今、有識者に投げて おっ て、そこで今、確認 をし ていただいておる。状
況的にはそうでござ いま す。
その結果が出た後 とい うことで、先ほど御 説明 したように、問題が あっ たと認められる場合 、
なかったと認められ る場 合、対応が違ってく ると いうことでございま す。
○池本委員長代理

それ は、期間的にはいつ頃ま でに結論を出す予定 でお られるのか教えてい た

だけますか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

まだ確定 的な 形でいつということ は言 えないのですが、で き

るだけ早くというよ うに は我々も思っており ます 。
あとは、相手方と の関 係になろうかと思っ てお ります。
○池本委員長代理

相手 方というのは第三者 組織 、検討しておられる その 組織ということでし ょ

うか。年度内ぐらい をイ メージしておけばよ ろし いのでしょうか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

申し訳ご ざい ません。確定的にい つま でというのは、御容 赦

をいただければと思 いま す。
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○河上委員長

阿久 澤委 員、どうぞ。

○阿久澤委員

収去 調査 を今までしてきてい なか ったというのは、できなか ったというようにも、

とれますが、といい ます のは、健増法では「 必要 があると認めるとき は、 当該職員に特別用途 食
品の」うんぬんとあ るの ですが、食品衛生監 視員 という意味合いで、 その 当該職員がいなかっ た
ということですか。 もし いなかったとするな らば 、厚労省から移って20年 間、その職員がそこ に
はいなかったともと れる のですが、この当該 職員 というのは。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

当該職員 とい うのは、前に多分職 員と いう規定があって、 そ

れを引用しているこ とか と思っております。 実際 の問題として、食品 衛生 監視員という職があ り
まして、一定の資格 があ るということで、そ れを クリアした人であれ ば有 資格者ということで 、
潜在的には消費者庁 にも そういう潜在的な資 格を 持った方はいますの で、 発令行為さえあれば 、
正に食品衛生監視員 とし ての業務に従事でき ると 理解しております。
○阿久澤委員

それ をこ れからする、発令す ると いうことが先ほどの 御説 明の中にあったので す

が、今まではそうい った 行為はされてきてい なか ったということです か。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

すみませ ん。食品衛生監視員は既 に当 庁にもおるようです 。

これは事実としてで す。 その上で、実際その 人数 で十分かどうかもあ り、改めて、この食品衛 生
監視員を発令して、 収去 調査を行うかどうか につ いては、先ほど検討 させ ていただきたいと申 し
上げたとおりでござ いま す。
○阿久澤委員

状況 とし ては、いつでもでき ると いうことですね。

○河上委員長

蟹瀬 委員 、どうぞ。

○蟹瀬委員

すみま せん 。私はちょっと違う 視点 でお話を伺いたいの です が、特保の食品をキ ャ

ンセルされたものが あり ますね。その取り消 され た食品に関して、広 報と いうのは、どういう よ
うに一般の方にされ まし たか。取り消された 食品 について、消費者に 対し てどういう広報がな さ
れたのですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

日本サプ リの ９月23日付けの取消 しに つきましては、消費 者

庁でプレスリリース して おります。そういう 形で 対外的に公表いたし てお ります。
○蟹瀬委員

なぜ私 がそ ういうことをお聞き する のかというと、車の 場合 はリコールというも の

があります。この食 品に 成分が入っていなか った ものを２年間買い続 けた 消費者がいます。こ の
人たちは、入ってい なか ったから害はなかっ たの で訴えることはない と思 うのですが、普通ア メ
リカですと、２年間 買い 続けた客は、まず、 訴訟 を起こすのは事業者 に対 して、私は２年間、 あ
なたの商品を買った けれ ども、だまされまし たと 言います。その後何 が起 こるのかというと、 そ
れを認めた消費者庁 にク レームが入ってくる 、訴 訟が起こってくる。 これ がアメリカのやり方 で
す。
実際にアメリカで ある メーカーさんが、自 分が 見せているレストラ ンだ ったと思うのですけ れ
ども、大きなレスト ラン で、メニューと出て きた ものが違ったと。極 端に 量も形も違うという こ
とで訴えた方は、２ 億の 訴訟です。認められ てい ます。そういうこと が起 こっているというこ と
は、アメリカでは消 費者 をかなり守っているので す。
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そういうことで、 私は その広報の仕方、ニ ュー スリリースを出しま した 、ウェブで言いまし た
ということではなく て、 この商品の取消しが 行わ れた時点で、なぜそ うだ ったのか、何の成分 が
足りなかったのかと いう ことを明確に消費者 に伝 える義務が消費者庁 には あるのではないかと 私
は思っています。
今のように、なぜ 検査 をしないのだという こと もさることながら、過剰 や不足に関しても、 そ
の商品が要件を満た して いないわけですね。 です から、要件を満たし てい ないので、だめにな り
ましたということを 言う だけではなくて、消 費者 をだましたことにな るわ けですから、それに 対
してきちんと責任を 持っ た広報をするべきで はな いか。そのためには 、ち ゃんとした調査をい つ
もやっていてくださ いと いうことだと思うの です 。その辺をもう少し 自覚 していただかないと 、
今、たまたま日本の 消費 者はおとなしいです から 、そういう大きな訴 訟が 起こることはないで す
けれども、アメリカ の消 費者はちょっと入っ てい ないだけでも大変な こと を言ってきますので 、
そういうことがいつ か文 化としてやってくる 可能 性がある。そうした とき に、今、一番責任を と
らなければいけない 消費 者庁がなさっている こと が、少し生ぬるいの では ないかと思います。 私
たちここにいる委員 も消 費者庁も一緒に消費 者を 守るために存在して いま すので、是非私たち の
意見を聞いてくださって 、速やかに対応して いた だければと思います 。
○河上委員長
○長田委員

長田 委員 、どうぞ。
速やか にと いうところの続きに なり ますが、先ほどの機 能性 表示食品のところも 、

すごく時間がかかっ てい ますね。調査をなさ って 、報告書が出て、３ 月、 それで消費者委員会 に
も御説明いただいて 、ま だ、それでどうなる のか わからない。でも、 それ らはその間、機能性 表
示食品のマークが付いた もので販売されてい るわ けですね。この状況 が先 ほどと同じですけれ ど
も、またこの制度の 信頼 を失わせることにな るわ けで、先ほどの収去 調査 なのか、買上げなの か
というところにも通 じま すが、網羅的に、ま ず成 分の確認とか、先ほ どの 成分の機能性表示食 品
のほうは再現できな かっ たというようなもの は、 最初からそのくらい は確 認してほしいなと思 う
わけですけれども、 制度 が違うということか もし れませんが、そうい うも のが出回っている現 状
なので、スピードを 上げ て、とにかく全製品 を再 チェックして、結果 を速 やかに発表するぐら い
の勢いで、一度チャ ラにしなければいけない ので はないかと思います ので 、年度内は難しいな ど
とおっしゃらず、ど んど んスピードを上げて やっ ていただきたいと思 いま す。
○河上委員長

これ は希 望ですけれども、「や りま す」と言っていただ けま すか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

いろいろ いた だいた御意見はごも っと もというものばかり で

すので、このいただ いた 御意見、消費者のた めに ということをよく心 得て 、速やかにという点 に
力点を置いて対応さ せて いただきたいと思い ます 。
○河上委員長

細か いこ とで、先ほどの話で やり 過ごしてしまったの です けれども、特保の失 効

届を求めるとされて いま す。あの失効の届出 がな かったらどうするの です か。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

失効の届 出が ない場合は、９月の 調査 の時点で失効予定と い

う形で約200御回答を いた だいています。そこのとこ ろを速やかにという こと で、引き続きのお願
いを重ねていくこと にな ろうかと思っており ます 。
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将来的に失効とい いま すか、特保の許可を 使っ て商品を販売するこ とが ないということが出 て
くれば、それはまた そう いうものが生じた時 点で 、事業者に重ねての 失効 届の提出をお願いす る
ことになると思いま す。 といいますのは、今 から は基本的には毎年１ 回販 売状況調査というも の
を我々はやることとして おりますので、その 結果 、何年もずっと未販 売の 状況が続けば、今、 言
ったようなことも踏 まえ ての対応になるもの と思 っております。
○河上委員長

届出 がな ければ、結局、生き 続け るということですか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

失効する のか どうかということは 、今 は一義的には事業者 の

判断になっておりま す。 例えば現実に季節物 みた いなものがありまし て、12か月のうち、正に販
売する時期が限られ ると か、いろいろなケー スが ありますので、ある 時期 に販売していないと い
うことをもって、直 ちに 失効させるというこ とは 難しいと思っており ます けれども、そういう 失
効届をきちんと出す よう 、我々は11月上旬に 通知 で事業者にお示しも して いますが、それを意 味
のあるものとする観 点か らも、今後は毎年販 売状 況の確認をして、そ の結 果も踏まえた上での 必
要に応じた指導、こ うな るものと思っており ます 。
○河上委員長

です から 、失効届を出しなさ いと言っても幾らたって も出 してこないというこ と

であれば、例えば１ 年間 たったら自動的に失 効し ますという条件を付けて 、失効届を出すのか 出
さないのか明確に態 度を 示しなさいと言って しま えば、簡単な気もし ます けれども。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

その期間 が１ 年がいいのかどうか とか 、いろいろな問題も あ

ろうかと思っており ます ので、一義的には販 売の めどが立たないもの であ れば、失効届を出し て
いただくということ で、 その意味では、もう 売る めども立たないもの が、引き続き特保の許可 が
与えられた状況にな らな いよう、そういう観 点か らもいろいろな指導 とい いますか、取組は進 め
ていきたいと思って おり ます。
○河上委員長

たく さん コストをかけてせっ かく とった特保ですから 、そ れは流してしまうよ り

は、あったほうがい いと 思うのが人情でしょ うけ れどもね。でも、本 当に 実際に売られていな く
て、そのまま塩漬け にな っているような特保 があ って、改めて売る予 定も ないということであ れ
ば、失効届を出して くだ さいと言われて、二 、三か月たっても何も返 事が ないということであ れ
ば、おしまいという よう にしても、別に大き な不 利益ではないような 気が します。そこはまた 御
検討下さい。
大分時間がたって おり ますけれども、あと10分 だけですが、これだ けは というような御質問 、
御指摘、まだありま した らお願いします。い かが でしょうか。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

特保 に関しても、あるい は機 能性表示食品につい ても 両方について言える こ

となのですが、消費 者庁 としては、それぞれ 大量 に届出あるいは許可 を出 して、その後のフォ ロ
ーアップが十分でき ない 大変な状況だという こと は理解できるのです。そ れを、せっかく調査 を
して不十分な点を発 見し た。それについて当 該の 事業者に、また、資 料の 追加なり不備の点を 指
摘して追加を出させ 、そ れをまた消費者庁の 中で 、あるいは専門家に 委託 して検討して、それ も
また何か月もかかっ てい るということなので すが 、そもそも、こうい う健 康食品としての機能 が
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ある、あるいは届出であ れ、許可であれ、そ うや って事業者の側が表 示し ていたものが、それ に
見合う効能がない、 ある いはそれに見合う資 料の 合理的な裏付けがな いと いうことがわかった 時
点で、即日なのか、 合理 的期間内、２週間と か１か月の期間になるの か、 その間に是正なり、 追
加なりができなけれ ば、 まずは事業者名、製 品名 を公表して、消費者 に対 して新たなトラブル が
起きないようにとい う形 で、衆人が監視でき る制 度の中で、それをち ゃん と手当てできるとこ ろ
はしていただければ いい わけです。ずっと水 面下 でやっていこうとす るか ら、消費者庁にばか り
負荷がかかって、い つま でたっても公表もで きな いというようになっ てし まっているのではな い
か。これは法制度的 な手 当てをしなければそ うい う公表ができないの か、 むしろ、新たなトラ ブ
ル防止のため、十分 な疑 義が出ているのであ れば 、その段階で現行制 度の もとで公表という判 断
もあり得るのではな いか 。この辺りについて どう いうようにお考えで しょ うか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

基本的に はと いう形になりますけ れど も、公表する場合に つ

きましては、法令で 定め があることが多くご ざい ます。例えば、食品 表示 法でしたら、指示、 命
令という規定がござ いま すが、指示と併せて 公表 するというように法 律で も書かれております の
で、基本的にはその 事業 者さんの氏名を公表 する に当たっては、確定 的に もう不適切な事態と 認
定されない場合は、特に 風評被害といったよ うな ものも、また一方、 配慮 もする必要があると 思
っております。
他方で、一般の公 益と いいますか、事案の 緊急 性とか消費者の皆さ んに 与える影響度合いと い
うものもこれまたあ ると 思っておりますので 、そ の意味では、そのバ ラン スということになる と
思っております。
抽象的なお答えで申し 訳ないと思います。
○池本委員長代理

バラ ンスでということを おっ しゃったのですが、 例え ば指示を行い公表す る

という場合、正にそ の指 示の中身は法令違反 なり 、これを是正せよと 違反 行為の存在を指摘し 、
それを公表する。逆 に言 うと、それは正に違 法な 状態であるというこ とを 言うことなのだと思 う
のですが、例え ば機能性表 示食品で、合理 的な科学的 な根拠資料を提出し て、沿 えて届出をする。
それがそれに見合う もの でないという疑いが 十分 出てきて、そこにつ いて 、追加の資料を出し て
もらっている、その 状態 である。その事実を 出す だけで、何もまだそ れが 完全に黒だというこ と
を消費者庁が断じて いる わけではない。正に、経 過そのものを公表す るこ とを、現行制度のも と
なのか、あるいはそ うでな ければ今のように追 加で 出させて検証をして 、結論 を得るために１年、
それ以上かかるとい うこ とであれば、法制度 的な手当てをしてでも、 もう 少し早く消費者に見 え
るような状態にする 必要 があるのではないか と思 うのですが、その辺りの 判断がどうかという こ
とです。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

この点に つい ては、正にいろいろ なお 考えがあるとも思い ま

す。池本委員長代理 のお っしゃったことも十 分理 解はできますが、こ れも 繰り返しで恐縮です 。
今の食品表示法は、 指示 と併せて事業者名を 公表 するとなっておりま すの で、その前段階の、 ま
だ指示という判断は でき ない。ただ、池本委 員長代理の言われた事実 確認 の今、プロセスでい ろ
いろな書類の提出を 求め ている時点で、この 事業 者の氏名を公表する とな れば、指示のときに 公
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表をすると法律で書 かれ ている意味が一体ど うい うことなのかという こと も、議論としては出 て
くるだろうと思いま す。 そういったようなこ とも 踏まえ、最終的には 決め ることだと思ってお り
ますので、現時点の 法律 の解釈としては、恐 縮で ございます。今、言 った ようなものになるの か
なと思っております 。
○河上委員長

いか がで しょう。大体時間で すけ れども、よろしいで すか 。

どうもありがとう ござ いました。この問題 につ いての消費者庁の対 応に 対して、委員の間か ら
はかなり厳しい意見 が出 ました。けれども、 これ は消費者庁がたるん でい るといって怒ってい る
わけではなくて、む しろ 、現状からすると、 食品 表示をめぐる消費者 庁の 一挙手一投足が消費 者
の食品表示に対する 信頼 に大きな影響があっ て、 消費者庁自身が、ま た、 本当にやってくれる の
だろうかという気持 ちで 見られてしまう。消 費者 庁に対する信頼にと って も、非常に大事な時 期
であるために、頑張 って くださいとお願いし てい るわけであります。
今日は、健康食品 の表 示・広告についての 議論 は余り出ませんでし たけ れども、少なくとも 、
今、テレビとか、そ の辺 のものを見ても、こ れは どうかと思うような もの が相当あります。そ う
いうことも含めて、 一層 の監視の強化という か、 適正化のために頑張 って いただければ有難いと
思います。建議事項 を広 く出しておりますの で、 全部にきちんと対応 して いただくのは難しい か
もしれませんが、ま だ、 今の段階では対応状 況は 不十分という評価を せざ るを得ません。現状 で
は特保の事後チェッ ク問 題をはじめとして、 当委 員会が問題があると指摘 した点で更に改善を す
る必要があるものもある のではないかと思い ます 。委員会としても、 今後 の対応については、 一
緒に考えいきたいと 思い ますので、また、お 力添 えをいただけばと思 いま す。
消費者庁におかれ まし ては、お忙しい中、 審議 に御協力いただきま して 、まことにありがと う
ございました。
（消費者庁退席）

≪３．その他≫
○河上委員長

それ では 、最後に議題「その 他」 といたしまして、住 宅品 質確保法の告示改正 と

その手続について、 事務 局から説明をお願い した いと思います。
○丸山参事官

事務 局で ございます。

お手元に参考資料 １− １から１−３までの 資料 があろうかと思いま す。 そちらを御覧になっ て
いただければと思い ます 。
まず、参考資料１ −１ でございますけれど も、 こちらにつきまして は、 住宅品質確保法に基 づ
く日本住宅性能表示 基準 、こちらは消費者庁 、国 土交通省の告示なの です が、こちらがこの度 改
正されるということ にな っております。
その改正の元とな る内 容についてなのです けれ ども、そちらにつき まし ては、参考資料１− ３
を御覧になっていた だけ ればと思います。こ ちら は建築物エネルギー 消費 性能基準等を定める 省
令という基準省令が ござ いますけれども、こ ちら の基準省令が改正を され るということを受け ま
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して、その上で、日 本住 宅性能表示基準が改 正さ れる、いわゆる「ハ ネ改 正」という形で実施 さ
れるものでございま す。
そこで、参考資料 １− １に戻って御覧にな って いただければと思い ます けれども、そちらの ほ
うと、一番最後の行 から 戻りまして３行目の とこ ろですけれども、こ ちら に「別表１の５の項 及
び別表２−１の５の 項中 」うんぬんというこ とで 、先ほどの基準省令 の条 項を引用した箇所が ご
ざいます。こちらの 「第10条第１項」を「第12条第 １項」に改めるとい うこ とでありますけれど
も、こちらについて 、そ の改正を反映した改 正と いうことになってお りま す。ちなみに「第10条
第１項」を「第12条 第１ 項」に改める旨の解 説を しております資料に つい ては、参考資料１− ２
のところなのですけ れど も、そちらの１ペー ジの 下線を引いた部分、 それ から、４ページの下 線
を引いた部分のとこ ろで 「第10条第１項」を 「第12条第１項」に改め るとい う旨の記載がござい
ます。
そこで、日本住宅 性能表 示基準の改正におき まし ては、住宅品質確保 法の規 定に基づきまして、
本来、国土交通省におきま しては、社会資本整備審議 会の議決、それから、消費 者庁においては、
消費者委員会の議決 をそ れぞれ経る必要がご ざい ます。ただ、本件に つき ましては、引用先の 法
令の条番号が変わる だけ という形式な改正と なっ ておりまして、実 質的な改 正ではございません。
したがいまして、消 費者 委員会におきまして は、 諮問・答申の手続と いう ことについては、省 略
してもよろしいので はな いかということで、 事務 局としては考えてお りま す。
説明は以上でござ いま す。
○河上委員長

あり がと うございます。

事務局からの御説 明の とおり、今回の住宅 品質 確保法の告示改正と いう のは、引用先の法令 の
条番号が変わるだけ の形 式的な改正になりま す。 そこで、諮問・答申 とい う手続は省略するこ と
としたいと思います けれ ども、よろしいでし ょう か。
（異議なしの声）
では、住宅品質確 保法 に基づく日本住宅性 能表 示基準の改正につき まし ては、諮問・答申の 手
続を省略して承認し たい と思います。
なお、当然のこと です けれども、今後も形 式的 な改正であっても、 諮問・答申の形をとるこ と
が必要かどうかとい うこ とについては、その 都度 当委員会に御確認を いた だくように、取り計 ら
っていただきたいと 思い ます。

≪４．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は、以上になりま す。

最後に、事務局か ら今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

次回 の本 会議の日程や議題に つき ましては、決まり次 第、 委員会ホームページ 等
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を通じてお知らせさ せて いただきます。
なお、この後、委 員間 打合せを行いますの で、 委員の皆様におかれ まし ては、委員室にお集 ま
りいただきますよう よろ しくお願いいたしま す。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。

お忙しいところお 集ま りいただきまして、 あり がとうございました 。
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