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は し が き 

 
本調査報告は、日本学術振興会科学研究費助成研究「科学を基礎とした食品安全行政／

リスクアナリシスと専門職業、職業倫理の確立」（新山陽子研究代表）の課題のために、

2008 年 11 月 26 日～12 月４日まで、欧州委員会、ドイツ、フランスにおいて実施された

ヒアリング調査の記録をとりまとめたものである。 

周知のように、食品安全行政の手法として国際的にリスクアナリシスの枞組みが提示され、

Codex 委員会から各国政府向けの原則とガイドが出されている。本調査ではこの枞組みのう

ち、初期作業に始まるリスクマネジメントの手項の実施状態、それに必要な科学的データ

とその収集方法、それに対応するレギュラトリーサイエンス（食品安全行政支援科学）の

課題を明らかにすることを第１の課題とした。他方、欧州連合は、さまざまな大規模な食

品事故への対応のために、2002 年に一般食品法（規則(EC)No.178/2002）をさだめ、すべ

ての食品事業者に食品安全の確保や製品回収、トレーサビリティの確保を義務づけ、加盟

国にはそれらに対する公的コントロールの仕組みづくりと実施を義務づけた。食品安全の

確保については、食品衛生法（規則(EC)No.852/2004）をはじめとする一連の衛生関連法が

制定され、すべての食品と事業者に一般衛生要求事頄の遵守を、農場以降の事業者にHACCP

の適用を義務づけた。本調査では、そのうちの食品トレーサビリティの確保と衛生要求の

実施の状態を把握すること、あわせてそれらに対する公的コントロールの仕組みと実施状

況を把握することを第２の課題とした。 

調査先は、欧州委員会健康・消費者保護総局、ドイツ、フランス両国の農業省、ドイツ

のノルトライン・ベストファーレン州政府、欧州連合、ドイツ、フランス両国の農業・食

品産業団体、食品企業であった。 

本調査報告は、速報性をもたせるためヒアリング記録とその概要のとりまとめにとどめ

たが、広く関係方面において情報を共有していただければ誠に幸いである。 

調査準備にあたっては、農林水産省消費安全局消費・安全政策課トレーサビリティ企画

調整班、外務省経済局経済統合体課、在欧州委員会日本代表部杉中淳参事官、島村和亨書

記官、在フランス大使館小林保幸書記官、在ドイツ大使館三上卓矢書記官、ジェトロ・パ

リセンター井上計氏他の皆さまに大変お世話になりました。記して厚くお礼申し上げます。 

2009 年 2 月 20 日 

 

調査研究代表者   

 新山 陽子   
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調査の背景と目的、調査結果の概要 

 

本調査は、①リスクマネジメントの手項とレギュラトリーサイエンスのあり方について、

②食品トレーサビリティの確保およびそれに対する公的コントロールの実施について、を

二つの柱として実施した。あわせて、調査に入ってまもなく、現場においては、法により

義務づけられた食品トレーサビリティの確保と衛生管理の仕組み（一般衛生管理やHACCP）

の適用がセットで実施されており、公的コントロールの制度もこれらの義務化された仕組

みを横断的にコントロールできるように構築されていることが分かった。そのため、調査

に、不十分ではあるが、③衛生管理の仕組みの実施状況を新たな柱として追加し、④公的

コントロールを柱として独立させた。 

調査先は、欧州委員会健康・消費者保護総局、ドイツ、フランス両国の農業省、ドイツ

のノルトライン・ベストファーレン州政府、欧州連合、ドイツ、フランス両国の農業・食

品産業団体、食品企業であった。それぞれの訪問部署、ヒアリング対象者、住所などはヒ

アリング記録のそれぞれの冒頭に記載されている。 

 

以下、調査課題設定の背景と趣旨、ヒアリング記録の特徴的な結果の概要をまとめてお

く。 

 

全体の俯瞰 

① 食品安全行政における、リスクマネジメント機関とリスクアセスメント機関、EC レ

ベルと各国レベルの間での役割分担と連携、そのためのコミュニケーションが進ん

でいる。 

② 各国の行政組織における中央組織と地方組織の体系化、コントロール組織の垂直

的・水平的体系化、早期警告システムのコンタクトポイントを通して、EC と各国の

組織のネットワーク化が進められている。 

③ 一般食品法（EC）No.178/2002 をベースにしたトレーサビリティ、衛生パッケージの

各規則、実施ガイドラインについて、中央政府、地方政府、業界団体、事業者とも、

説明に揺れがなく、目的、原則、要件、仕組みなどについて認識が徹底している。 

③ 食品トレーサビリティについては、すでに一般食品法第 18 条で義務づけられたすべ

ての食品・飼料へのトレーサビリティの確保は達成され、関心と課題は内部トレー

サビリティの確保、ロット単位の追跡に移っている。 

④ 一般食品法をベースに衛生規則のパッケージが充実されてきている。食品衛生法

（EC）No.852/2004 で義務づけられた HACCP の導入は達成され、事業者の自己コン

トロールとそれに対する公的コントロールをいかに充実させるかに関心と課題が移

っている。 

⑤ 一般食品法が食品安全の基礎法として明示的に位置づけられ、そのトータルな実現

のために、トレーサビリティと HACCP などの衛生パッケージ、それらのコントロー

ル（監視）、早期警告システムを統合させ有機的に機能させられるようにすること
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がめざされている。その一環として、牛の登録や検疫、その他データベースの拡充、

情報システムの統合が試みられている。それによって、衛生管理、回収、早期警告、

緊急事態対応、コントロール、検疫を効果的かつ効率的に進めようとされている。 

 

１．リスクマネジメントの手項とレギュラトリーサイエンスのあり方について 

（１）調査の背景と目的 

周知の通り、科学的データにもとづく食品安全行政の確立は国際的な課題であり、Codex

委員会の提示したリスクアナリシスの枞組み（注）がその指針となっている。リスクアナ

リシスの要素のうちリスクアセスメントについては社会的に関心が払われてきたが、リス

クの制御措置を講じるリスクマネジメントの仕組みに対してはそれほどでもない。そこで、

本調査においては、①リスクマネジメントの実務的な手項がどのように実施されているか、

とくに、食品安全問題を把握し、リスクプロファイルをまとめ、リスクマネジメント戦略

をたて、リスクアセスメントの必要性を判断し、質問を設定し、依頼する、という一連の

リスクマネジメントの初期作業がどのようになされているか、また、②リスクアセスメン

ト側から質問への回答がなされた後、リスク低減政策の選択肢がどのように立案されてい

るか、選択肢に対する費用効果分析はなされているのかどうか、③さらに是正措置を講じ

る際の考え方と手項はどのように定められているか、④リスクアナリシスの一連の手項が

実施された実例、をヒアリングすること、さらに、そのなかでどのような科学的データが

求められるか、行政と科学領域との連携、レギュラトリーサイエンスの確立がどのように

はかられてきたかを、調査することに課題をおいた。 

さらに、対象領域が広いので、動物由来製品の微生物学的危害因子に対する領域に限定

し、2005 年に決定された規則（EC）No2073/2005「食品衛生の微生物学的基準」の策定の

プロセスを事例にヒアリングを依頼した。 

注）－CAC, Working Principles for Risk Analysis for Food Safety for Application by Governments, Rome, 2007 

－FAO/WHO, Food Safety Risk Analysis; A Ｇuide for National Food Safety Authorities, Rome, 2006  

 

（２）調査内容 

以上の課題に対して、調査先の担当部署の多くが多忙期にあたり、われわれが意図した

リスクマネジメントの作業手項に関する立ち入ったヒアリングはできなかった。したがっ

て、ヒアリング記録に示されているのは、フランス、ドイツの食品安全行政組織、リスク

アセスメントとリスクマネジメントの機能の分担関係の概要が中心となっている。リスク

マネジメントの初期作業については、アセスメントの依頼の仕組みの概略にふれられてい

る程度である。 

しかし、フランスのヒアリングでは、欧州レベルとフランスレベルでアセスメントとマ

ネジメントにどのような連携と役割分担がされているのかについて説明されている。また、

科学的データの提供について、アセスメントについてはアセスメント機関の基準ラボシス

テム、マネジメントについては新たな科学的データを得るための研究機関に対するオリエ

ンテーションや FPR7 プログラムにふれられている。ドイツのヒアリングでは、行政担当者

の人材育成について述べられており、リスクアセッサーとリスクマネージャーは、連邦ア
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カデミーに年間数百回の養成コースが設けられており、食品検査員（州政府所属）は州の

アカデミーで養成される。また、EU では、Better Training System が設けられ、第３国から

も受け入れている。 

さらに、ドイツ、フランス両国ともに、中央レベルと地方レベルの組織（ドイツでは州

政府、フランスでは県）の体系化、情報の収集、緊急事態への対応・早期警告システムの

確立がはかられていることについて述べられている。早期警告システム（RASFF）は、欧

州共同体の規則（EC）No178/2002 の第 50 条に規定され、各国にコンタクトポイントを設

け、ネットワークの形成には欧州委員会が責任をもつことが述べられている。フランスで

は、緊急エキスパートグループの常設、問題発生テーマに関して作業しているチーム、研

究機関の同定とネットワーク化を行う仕組みをつくっている。 

規則（EC）No2073/2005「食品衛生の微生物学的基準」については、リスクアナリシスの

実施の事例としてはヒアリングできず、食品衛生管理の実施において、衛生規則パッケー

ジのひとつとして、この規則の機能（食品事業者の自己コントロールにおいて果たす役割）

についてヒアリングした（後述）。 

リスクアナリシスの一連の手項の適用例として、フランス農漁業省のヒアリングでは、

BSE 対策措置の見直しの例が説明された。2006 年から検討されはじめ、EFSA のアセスメ

ントにより、これまでのコントロールの成果により、サーベイランスの質を維持しながら

実行が可能であると判断され、2009 年１月からサーベイランスの緩和が適用される。緩和

には一定の条件があり、国毎に申請がされ、審査される。Total feed ban（すべての家畜の

飼料への動物由来の肉骨粉の使用禁止）、特定危険部位の除去は堅持される。詳細はⅠ－

４をみられたい。（フランス農漁業省） 

 

２．食品安全行政組織  

 食品安全行政組織については、ドイツ連邦政府（Ⅰ－１）、フランス農漁業省（Ⅰ－２）、

ドイツのノルトライン・ベストファーレン州政府（Ⅱ－２）において説明があった。ドイ

ツ、フランスともリスク評価機関とリスクマネジメント機関の分離についてはすでに述べ

たとおりである（Ⅰ－１、２）。 

リスクマネジメント機関における組織機構については、フランスでは、農漁業省食品総

局（DGAL）、経済・財政・雇用省の競争・消費・不正競争抑止総局、厚生省の保険総局が

関与している。DGAL が全体のパイロット役であり、200 名の獣医からなるスタッフで構成

されている。地方レベル（県）においても、それぞれに対応する機関が食品行政に関与し、

獣医サービス局（DDSV）がリーダー役を果たし、フードチェーン全体をみている。フラン

スでは県は自立しておらず、中央省庁から県に政策に関する指示が与えられる縦型の組織

になっている。県の DDSV は、4000 名の公務員（うち 600 名が獣医、2500 名が技術員、残

りが事務員）から構成されている。行政で働く獣医は、国立獣医部門サービス学校で 1 年

間の教育を受け、食品関連法も学ぶ。さらに、個人獣医とのネットワークも形成され、国

の活動の委託も行なわれる。 

 ドイツでは、連邦制をとるため、州政府がマネジメント機関となっている。ノルトライ

ン・ベストファーレン州の場合は、食品安全行政は「環境・自然保護・農業・消費者保護
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省」（MUNLV）とそのもとにある「自然・環境・消費者保護庁」（LANUV）が担当して

いる。MUNLV は、州法の制定、EC 規則と連邦法の施行、消費者保護戦略の作成（消費者

保護の意味するところはヒトの健康への悪影響の低減すなわち食品安全行政そのものであ

る）を担当し、LANUV は、データマネジメントや市場監視、食品衛生法上の検査を担当し

ている。検査の対象や監視内容、検査員数、検査機関などの詳細は本文を参照されたい。 

  

 

３．食品と飼料のトレーサビリティの確保について 

（１）調査の背景と目的  

 欧州連合においては、食品と飼料のトレーサビリティの確保が２段階で義務化されてい

る。ひとつは、特定法にもとづく特定分野へのトレーサビリティの要求である。これまで

に、牛と牛肉（規則(EC)No1760/2000、2000 年）、遺伝子組換え物資（規則（EC）

No.1830/2003）、卵（規則(EC)2295/2003、2003 年）、水産物（規則（EC）No.104/2000、

2000 年、規則（EC）No.2065/2001）、スモーク・フレーバー（規則(EC)No.2065/2003、

2003 年）、動物起源製品（規則（EC）No.853/2004、2004 年）などが定められてきた。

目的は大きく食品安全・リスク対応と、表示の信頼性を担保し消費者の選択に資すること

とにおかれている。 

牛と牛肉では、BSE 罹患牛群の特定と汚染牛肉回収、識別番号と国名、と畜場、解体場

の認可番号表示を、動物起源製品は公的衛生検査の実施をしめす衛生マークや識別マーク

の添付を義務づけている。遺伝子組換え食品では、製品回収やリスク情報の収集を目的と

するとともに、あわせて識別番号などの表示の義務づけがなされている。スモーク・フレ

ーバーでは、認可された製品コードや使用条件、抽出物の場合原料製品との量的関係など

の伝達が求められている。これらはいずれも食品安全、リスク対応に目的がある。 

また、牛肉、遺伝子組換え食品、卵、水産物は小売表示の信頼性を確保し消費者の選択

に資することを目的としている。卵は、卵殻に生産方法の記号、生産農場、パッキングセ

ンターの認可番号の印字が義務づけられ、水産物は生産方法、漁獲海域の表示が義務づけ

られ、その担保のためにトレーサビリティが義務づけられている。 

トレーサビリティは、ロットの単位、識別のための識別番号の記載、対応づけ（原料ロ

ットとその仕入れ先、原料ロットと製品ロット、製品ロットの販売先）のレベルによって、

追跡能力の精度が異なる。特定分野の規則は、幅はあるがより精度の高いレベルを要求し

ている。まず、いずれも表示義務をともなっており、表示頄目に対応するロットの形成と

識別が求められていることになる。また、識別番号やコードの記載が義務づけられている。

さらに卵は生産農場・生産方法単位にロットをつくり、その後はこのロット単位に管理が

求められ、パッキングセンターなど取扱場所毎の卵の個数のカウントが厳しく義務づけら

れている。また、牛肉はいわゆる内部トレーサビリティといわれる入荷原料と製造製品と

の対応づけを厳格に義務づけている。 

以上に加えてさらに、食品ロット識別のための表示の指令 No.89/396/ECC により、食品

のロットを定め、製品ラベルとインボイス（送り状）にロット番号（品質保証期限、賞味

期限をもって代えることが可能）を記載することが義務づけられている。ただし、農産物
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の流通網の起点、バルク製品、同質のバッチが形成されない製品は適用が除外される。 

以上に対して、もう一つの段階が、より基礎的なもので、規則(EC)178/2002 の一般食品

法第 18 条で義務づけられた、ゆるやかであるが、すべての食品、飼料、それらの原料、食

用に仕向けられる家畜のトレーサビリティの確保である。目的は、製品回収であり、第 19

条（製品回収）の担保措置である。義務づけられているのは、原料の仕入れ先、製品の販

売先、製品種類、売買・配送日の記録であり（カテゴリー１）、強く保存を奨励されてい

るのがロット番号、数量、製品内容の記録である（カテゴリー２）。内部トレーサビリテ

ィはガイドラインによって奨励されている。 

以上のような食品トレーサビリティの確保の義務化に対して、これまでに牛と牛肉、卵

のトレーサビリティについては実施状況を主要国において調査してきたので、本調査では、

下記について調べることを目的とした。 

１．食品一般法（規則 No.178/2002）第 18 条により義務づけられた食品、飼料などのト

レーサビリティ確保の実施状況、課題、効果、および、モニタリング、罰則などの

国内法令 

２．食品ロット識別のための表示の指令 No.89/396/ECC について、国内法令化、実施状

況、効果、課題 

３．2004 年以降の新たなトレーサビリティ確保の取り組みについて（法令、ガイドライ

ン、規格、関係団体） 

 

（２）調査の概要 

 １）第 18 条の実施、職業間組織、欧州委員会による支援について 

第 18 条は、2006 年 1 月の実施までに４年間の準備期間があったため、問題なく実施

されており、どのヒアリング先でも、ごく基本的なことと認識されている。カテゴリー

２の記録もほぼすべて実施されているとの見解とそこまで義務づけても良かったので

はないかとの意見が、フランス ACTIA（農産品加工産業技術コーディネーション協会）

/ACTA(農業技術コーディネーション協会)からあった。 

現在の食品業界にとっての課題は内部トレーサビリティの確保に移っていることが、

ドイツ・ノルトライン・ベストファーレン州政府、フランス ANIA（全国食品加工協会）、

フランス ACTIA（農産品加工産業技術コーディネーション協会）/ACTA(農業技術コー

ディネーション協会)のヒアリングで述べられた。 

ただし、そうはいっても、第 18 条のトレーサビリティの確保に、とくに中小事業者

をサポートするため、職業団体がガイドラインや助言文書を作成するなどしている。手

足をとって指導していくことが必要だったとの説明もあった（CIAA/欧州食品・飲料工

業連盟、ANIA、ACTA/ACTIA）。 

難しさは、記録を残すこと(CIAA)、記録の状態（ANIA）であるとの指摘があった。

文書作業などをできるだけ軽減することが課題であるとされた（ノルトライン・ベスト

ファーレン州政府）。また、ロットの単位をどの程度にするかが難しいことが、食品製

造業者においても農業生産段階においても指摘されている（ノルトライン・ベストファ

ーレン州政府）。バルク製品を原料として扱う中小企業も難しい（CIAA）。 
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困難点に対して、欧州委員会が、規則を履行するための訓練コースを実施しており、

中小企業に参加を奨励している（CIAA）。 

食品事業者は、1989 年にだされた食品ロット識別のための表示の指令（EC）

No.89/396/ECC を、すでに実施ししていたということも、第 18 条の実施を容易にした

大きな要因であると考えられる（ノルトライン・ベストファーレン州政府、

ACTA/ACTIA）。→同指令の実施については後述。 

さらに、実施にあたって、農家などへの直接補助はないが、直接所得保障の受給要件

の一つとなっている（直接支払規則（EC）1782/2003）ことは実施の促進要因であると

考えて良さそうである（ノルトライン・ベストファーレン州政府）。 

コントロールについては、ドイツ連邦省は、すでに必要性がなくなってきているとの

見解であった。産業界が重大な課題として取り組み、法が定められる前に準備され、何

ら異論なく導入されている（ドイツ連邦省）。ドイツでは州政府が食品安全に関する監

視機能を果たしている。コントロール、罰則については、ドイツのノルトライン・ベス

トファーレン州政府においてヒアリングできた。コントロールは 2006 年から広範囲に

行われるようになった。監視においては、最初はアドバイスを行い、最終的に罰則を適

用する。→公的コントロールへ。 

 

２）トレーサビリティの効果と内部トレーサビリティの確保 

 トレーサビリティの確保の効果としてあげられていたのは、どのヒアリング先でも、

ロット単位で追跡できる場合の効果、内部トレーサビリティの効果であった。効果とし

てロット単位で回収できた場合と、それができず全量廃棄した場合との損害額の大きさ

の違いが指摘され、ロット単位の回収が可能であった例（BSE 未検査牛肉の追跡、域

内輸入品のチーズのリステリア菌汚染のロット単位の回収）、原因究明ができ回収が不

要になった例（第３国から輸入された製品から金属片が発見された事件）、他方ロット

が特定できず全量廃棄になった例（第３国から輸入された製品のサルモネラ汚染）があ

げられている。詳細は、Ⅲ－１－２を参照されたい（以上、ノルトライン・ベストファ

ーレン州政府）。 

食品の職業間組織は、トレーサビリティの重要さとして、アクシデントが起こったと

きのトレースをあげ、早期警告システム（規則（EC）No178/2002 第 50 条）との結合

が重要であることを述べている。効果のあった例として、乳幼児の粉ミルクに問題があ

ったとき例があげられていた（CIAA）。 

内部トレーサビリティの確保については、媒体が紙にせよコンピューターにせよ、普

及している。それなしにはラベルに材料の表示もしにくくなっているとの見解が述べら

れた（ANIA）。大きな企業は内部トレーサビリティを確保しているが、中小の食品製

造業で、多くの原料を使用する最終製品を製造する事業者は記録文書の確保が難しいこ

とが問題として述べられている（ノルトライン・ベストファーレン州政府）。 

欧州では専門家グループから内部トレーサビリティの義務化の意見が出されている

が、現在のところ欧州委員会は義務化しない方向である。フランス政府は、事業者内部

のトレーサビリティは義務ではないが、企業のメリットがあるとの教育を行っている
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（フランス農務省）。 

品目特性からみた分野別の技術的・経済的制約を解消できるように仕組みをいかに

工夫していくかに力が入れられていることについて、フランス ACTIA（農産品加工産

業技術コーディネーション協会）/ACTA(農業技術コーディネーション協会)のヒアリン

グで述べられた。トレーサビリティに必要な費用は現実的であるべきで、リスクが大

きくないときにはあまりコストをかけるべきではないと整理されている。食品チェー

ンの長短、情報源の多さなどで分野わけがされ、識別やロットの大きさの考え方、ツ

ールへの留意点、情報の収集などについてまとめられている。小麦他、その具体例に

ついてはⅣ－３－７を参照されたい。重要なことは、①分野にあった経済的で納得の

いくトレーサビリティ、制限頄目、分野の特異性、リスクの大きさを考慮して行うこ

と、②どういうシステムをつくるかは、職業者間の連携によるアプローチが重要であ

ること、③すべてのフードチェーンにおいて効果的であること、とまとめられている。 

 

３）食品ロット識別のための表示の指令（EC）No.89/396/ECC の実施について。 

 ドイツでは、指令を国内法制化したものとして、食品ロット識別法がある。賞味期限

や使用期限をロット番号に換えることができるので、実施は困難ではないとされる。業

者からよせられる疑問は、ロットをどれくらいの大きさにすればよいか分からないとい

うことであった。ロット番号が特定できれば損害が尐なくて済む（以上、ノルトライン・

ベストファーレン州政府）。 

 

４）衛生規則との機能の統合 

動物衛生、動物由来食品については衛生規則との統合もなされている。動物衛生規

則規則（(EC)No.853.2004）第５条で、すべての動物起源の製品に、国名、施設の認可

番号の入った衛生マーク（health mark）を付けることが求められるようになり、マーク

は食品トレーサビリティの一環とされる。衛生マークは、公的コントロールが規則に

したがって実施されたことを示すものであり、公的獣医が管理する。その段階にない

ものは、食品事業者が識別マークを添付する 

また、第７条（文書）には、識別マークの入った証明書を動物由来食品に附帯するこ

と、また、チェーン・インフォメーションの要求により、と畜場は、農家に家畜が罹患

した疾病の情報を要請し、チェックすることが求められている。 

（以上、ノルトライン・ベストファーレン州政府のヒアリングに関連して、Ⅲ－１） 

 

５）牛肉トレーサビリティ、畜産物のトレーサビリティに関する新たな動き 

  牛と牛肉トレーサビリティについては、牛のパスポートが付随書類に名称変更され、

裏側の移動記録が国内移動の場合には省略される。ラベル表示義務について、と畜場と

解体場の記載は記号・番号のみに簡略化される。食肉のトレーサビリティは拡張され、

すでに豚のデータバンク（群番号）があるが、羊にも個体識別番号が導入される可能性

がある。鶏飼育形態の表示コードが加工品に拡大される可能性がある。詳細はⅢ－２。

（ドイツ連邦省） 
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６）食品事業者におけるトレーサビリティの確保 

   フランスの小麦粉と卵を使った伝統焼き菓子の事業者、スーパーマーケットにおい

て、ヒアリングを行った。 

   焼き菓子事業者は、すべての原料をトレースできるよう、入荷記録表を作成してい

る。また、製品は一日一ロットで、製造年月日からなるロット番号を記載している。原

料ロットと製品ロットの対応関係（内部トレーサビリティ）を確保している。製造記録

の書式が、対応関係を記録できるようになっている。また、一単位のペーストの仕込み

に対応し、原料ロットに余りがでないようにロットの大きさを定めて発注する工夫がさ

れている。内部トレーサビリティについては、事業者自身が即座に論理図を書いて説明

してくれるほどであり、自家薬籠中のものとされている。 

事業者にとっては、安全の確保ができ、問題が生じたとき、事業者のミスか、原料の

サプライヤーがミスをしたのかがわかることが不可欠と考えている。 

監査については、トレーサビリティの公的監査として、不正取引防止機関のチェック、

獣医局による記録システムチェックを受け、さらに事業者の依頼により監査機関による

チェックを受けている。監査結果を取引先に提出している。 

以上の詳細は、ヒアリング記録を参照のこと。（フランス・カヌレ） 

    

４．食品衛生法、衛生パッケージと GAP、HACCP の実施 

（１）調査の背景と目的 

一般食品法（EC）No178/2002をすべての食品関係の法の土台とし、その下に食品衛生

関係の法が衛生パッケージとして充実されてきている。 

 規則（EC）No 852/2004（食品衛生規則） 

規則（EC）No 853/2004（動物起源の食品の衛生規則） 

規則（EC）No 854/2004（動物起源の食品のコントロール組織に関する規則） 

以上、2006年1月から施行 

規則（EC）No 183/2005（飼料衛生の要件に関する規則） 

また、公的コントロール規則として、下記が設けられている。 

規則（EC）No 882/2004（飼料・食品法、動物の健康と福祉に関する規則の遵守の

検証のための公的コントロール規則） 

規則（EC）No2073/2005「食品衛生の微生物学的基準」も衛生パッケージのひとつで

あり、食品事業者の自己コントロールのための枞組みを与えている。 

すべての食品分野への食品衛生の水平的規則とされる、規則（EC）No 852/2004（食

品衛生規則）では、農場に対して一般衛生要求が、それ以降の食品事業者に対して一

般衛生要求と HACCP の導入が義務づけられ、2006 年から実施に移されている。 

そこで、食品産業団体、食品事業者のヒアリングにおいて、一般衛生管理と HACCP

の実施状況を調べた。 

 

（２）調査の概要  
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１）食品事業者への HACCP の導入状況、職業間組織、欧州委員会による支援 

政府、食品分野の職業間組織においては、どのヒアリングにおいても、HACCP の導

入は特段の問題なく実施されているとの見解であり、特段の問題の指摘はなかった。  

ドイツ連邦政府の担当者は、HACCP の義務化以前から、各産業界では長年に渡って

自主コントロールが築かれてきており、HACCP はそれを具体化したものにすぎず、新

たに必要とされるものはなかったと述べている。中小食品企業に対しても特別な措置

は考えられていない（ドイツ連邦政府Ⅱ－１）。 

 しかし、中小企業もすでに独自のシステムをもっているのに、HACCP を特別なシス

テムと誤解し、実行できないと考える傾向があることが指摘されていた（CIAA）。 

ガイドライン作りはもとめられており、業界毎にできあがっている。ドイツでは、

ガイドラインは、一般衛生管理、HACCP、自主的コントロールに対するものである（ド

イツ連邦政府Ⅱ－１）。フランスでは、食品の職業間組織（ANIA）の働きかけにより、

食品各分野の連盟が衛生適正規範のガイドを作成し、AFSA が検証する仕組みがつくら

れた。また、事業者が HACCP 文書を作成する際、HA が適切であるかどうかを AFSA

が検証し、不適切であればやり直す。 

 欧州委員会による支援措置として、食品事業者に対する訓練コースが定期的にある。

CIAA など食品の職業間連合組織が、そのプログラムに関与し、食品企業や研究者も講

師として活躍している（CIAA）。 

 

２）農業生産者の一般衛生要求事頄の実施と技術協会からの支援 

農業生産者の一般衛生要求事頄の実施状態については、今回のヒアリングではあまり

情報が得られなかった。 

フランスでは、農業分野の職業組織において、専門家により衛生の適正規範を打ち立

て、ガイドを作成している。ガイドは奨励措置であるが、作成されたものに AFSA（フ

ランス食品安全庁）が見解を出し、修正し、文書を当局が検証し、官報に掲載される。

すでに、加工用野菜・果実、生鮮野菜など 10 程ある（フランス ACTA/ACTIA）。 

フランスの農業・一次加工分野の技術協会（ACTIA：農産品加工産業技術コーディネ

ーション協会/ ACTA：農業技術コーディネーション協会)では、農業生産者が備えてお

くべきファイルを Web サイトにアップしている。トレーサビリティ、適正規範の記録

作業について、何のために、どの段階で、誰が、どのような情報を記録するかについて

解説している（ACTA/ACTIA）。 

農場段階では、耕種部門では農薬や肥料の仕様書、酪農では飼料の仕様書などがない

と取引できない。リンゴ、ジャガイモにも取引に必要な衛生に関する仕様書がある。し

かし、GAP 認証がないと取引できないということはない。EＵREPGAP(Grobal-GAP)は

普及していない（精通者）。 

  

３）HACCP に対応する規格として ISO22000 への考慮 

 欧州レベルや主要国の食品業界は、ISO22000 の優先規格化、公的コントロールへ

の採用を要望している（CIAA、フランス ANIA：全国食品加工協会）。フランスでは、
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行政側において、ISO22000 取得事業者には公的コントロールの事業者リスク査定（後

述）において、リスクを低く評価することが検討されている。ISO22000 の優越点とし

て、この規格は、PP（前提条件プログラム：注）と CCP（重要管理点と監視方法の設

定）とから構成されており、事業者の実情に適合させられることがあげられている。

それに対して、流通業者から課される基準が固定的であること（コンピュータソフト

でもある）が指摘されている（以上 CIAA）。CIAA は ISO22000 のガイドラインを作

成している。 

 

注）PP（prerequisite programme）は、HACCP 計画に先立って実施する前提条件プログラムを

さす。ISO22000 では、PRPs と PRPo が要求されている。PRPs は、食品の生産、取扱い、提供の

衛生環境を維持するために必要な基本条件、活動を実現するものであり、作業環境の衛生、食品の汚

染防止などを内容とする。GAP や GMP に相当する一般衛生要求事頄である。PRPo は、食品のハザ

ード（危害因子）の製品や加工環境への混入、汚染や増殖の可能性を管理するために不可欠な措置と

される。ハザード分析によって管理が必要とされたハザードのうちこのプログラムでコントロールさ

れるハザード、コントロール手段、モニタリング手項、是正措置、責任と権限、モニタリングの記録

を定めることが含まれる 

 

４）食品事業者、農業生産への HACCP の適用に関する欧州委員会の議論 

 欧州レベルの食品分野の職業間組織（CIAA：欧州食品・飲料工業連盟）から、食品

事業者への HACCP の適用について、欧州レベルでの論点を２点紹介された。第１に

は、中小企業における HACCP の実施について、欧州委員会と食品産業団体との間に

議論がある模様である。欧州委員会は中小企業を免除する助言をだし、食品産業団体

はそれに反対している。反対の理由は、食品安全に企業の規模の大小は関係がない（中

小企業であろうと使用する成分は同じであり、食品の健康への影響は同じ）というこ

とのようである。第２には、重要な議論になっているのが、リスクがない食品を例外

扱いするかどうか、原料のリスクをどのように扱うか、だということである。 

フランスの農業・一次加工分野の技術協会（ACTIA：農産品加工産業技術コーディ

ネーション協会/ ACTA：農業技術コーディネーション協会)からは、農業生産段階の

HACCP の適用に関する議論を紹介された。食品衛生法(EC)No.852/2004 の改訂作業が

５月に行われるが、欧州委員会は農業生産に HACCP を適用する可能性を探っている。

これに対して、ACTA/ACTIA では、研究プロジェクトを設け、適否の見解と論拠を用

意しようと検討している。ACTA/ACTIA の見解は、農業生産では CCP（重要管理点）

を特定し、モニタリングすることがほぼ不可能だと考えている。対して、ISO22000 の

要求する PRPo（オペレーション前提条件プログラム）の考え方を新しい概念として評

価している。 

 

５）食品製造事業者の衛生管理 

 フランスで、小麦粉と卵を使った伝統焼き菓子の事業者にヒアリングを行った。製

造品が焼き菓子であるため、行程の衛生管理はそれほど難しくなく、従業員の手によ
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る二次汚染を防ぐため、手洗いが重視されていた。衛生管理は、当該事業者用に監査

機関が作成したHACCPマニュアルにもとづいて行われていた。マニュアルの内容は、

一般衛生管理と CCP 管理からなるものとみられた。床、壁、トイレ、入り口などの「清

掃計画」、冷蔵庫の温度管理、最終製品の外部検査、CCP（卵黄を冷蔵庫からだしペ

ーストに投入して焼き始めるまで）について、説明を受けた。マニュアル表が、それ

ぞれの管理箇所の壁に張り出され、担当従業員が書き込みできるようにされていた。

従業員には、講習会を受講させ、内容を理解した旨サインさせるなど、厳しい対応が

されていた。施設・設備などに、HACCP に対応する特別な改良はないようである。（以

上、フランス・カヌレ） 

 

５．公的コントロール－監視システムの構造と機能－ 

（１）調査の背景と目的 

本調査においては、直接には一般食品法第 18 条（食品トレーサビリティ）の実施に関す

る監視がどのようになされているかを把握することが課題であった。しかし、欧州共同体

では公的な監視についても、あらゆる食品関連分野をカバーする水平的な規則が設けられ、

統一した考え方と組織によって実施されるようになってきているため、その状況がヒアリ

ングにおいて把握された。 

一般食品法（規則(EC)No.178/2002）は、第 17 条において、加盟国に、食品・飼料事業

者が一般食品法の要件を満たしていることを監視、検証する義務を課している。そのもと

に、2004 年に飼料と食品の法、動物の健康と福祉に関するルールにかかわる公的コントロ

ールの規則(EC)No.882/2004 が策定された。現在、公的な監視、検証はこの規則にもとづ

き実施されている。 

規則(EC)No2073/2005「食品に関する微生物学的な基準」は食品事業者の自己コントロー

ルの基準値を与え、この規則の制定により、公的コントロールの役割は食品事業者の自己

コントロールをコントロールすることに移ったとされる（ドイツ連邦政府）。 

 

（２）調査の概要 

１）食品衛生とトレーサビリティのコントロールの要点 

 公的監視は、各事業所が実施する自己コントロールをコントロールすることにおかれ

るようになった。コントロールは、記録の書式が信憑性に富むか、疑惑があるかという

観点から為される。このようなコントロールを実施するために、事業所のリスクを見極

めることが行われる。 

規則(EC)No.882/2004は、第４１条において、多年度国家コントロール計画を立案し、

計画の戦略的課題を明らかにし、いかに、コントロールの優先項位づけと課題に関連し

た資源の配置を行うかについて、明示することを求めている。 

  コントロールの優先項位づけのために、事業者のリスク評価が行われるが、評価の手

法は国毎に定められる。ドイツは州が監視機関であるため、州毎に定められる。ノルト

ライン・ベストファーレン州の場合は、「リスクに関連したコントロールに関する州行

政規則」が定められている。 
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  同州では、事業者のリスク評価のために、以下のような要素を考慮している。 

①食品の種類（ベビーフードかパンかなど、食品の種類による潜在的リスクの評価） 

②コントロール（自己コントロールが HACCP の基準に適合しているかどうか） 

③当該食品業界の状態（行政指導を遵守しているか、業界の慣例にもとづく独自の

コントロール方式をとっているのか） 

 以上のような要素をもとに、９段階からなるメーカーのリスク分類にもとづき、各メ

ーカーのリスクを判定し、立ち入り検査の頻度とサンプリングのレベルを定めている

（低リスクの事業所は３年に一度のコントロール、高リスクの事業所は毎年など）。サ

ンプリング数は 10 万件である。（以上、ノルトライン・ベストファーレン州政府Ⅱ―

２） 

 

２）食品事業者の衛生管理の自己コントロールの基準値 

衛生パッケージの一つとして 2005 年に制定された、(EC)No2073/2005「食品に関する微

生物学的な基準」は、食品事業者が微生物に対する自己コントロールを行う際の基準値

を与えるものとされる。 

  基準値は二つの要素からなる。①食品安全の基準値（食品に関して基準値を上回った

ものは、市場から回収する）、②食品のプロセスにおける基準値（製造工程で基準値を

上回ったとき、製造工程をすべて検査し、工程を改善して基準値内に収まるようにする

措置が求められる）。（ドイツ連邦政府Ⅱ－１） 

 

３）食品安全、動物衛生のコントロールシステムの将来目標 

  欧州連合の食品安全、動物衛生のコントロールシステムについての戦略的ターゲッ

トは、家畜飼育～小売まで、サプライチェーン全体に渡っての安全監視体制の構築であ

ること、また、飼料と食品安全、およびそれらの監視基準が統一されていなかったので、

密接にリンクさせ構築することが課題であるとされる（ノルトライン・ベストファーレ

ン州政府Ⅱ―２）。 

 

４）監視体制 

 食品安全行政の機構に対応し、監視体制においても中央―地方のヒエラルキーが形成さ

れている。ドイツは州政府が監視の機能を担うので、州政府－郡・特別市の体制であり、

フランスは中央政府－県の体制である。調査対象であったフランス、ドイツのノルトライ

ン・ベストファーレン州は、獣医局が食品全体の監視を担っていた。専門性が有効に作用

しているとみなされている。ドイツでは、どこが監視機能を担うかは州によって異なる。 

 監視対象と監視内容、監視・検査員数については、ヒアリング記録を参照されたい（ノ

ルトライン・ベストファーレン州政府Ⅱ－２）。 

 

（参考）飼料および食品の法、動物の健康と福祉に関するルールの遵守の検証を確保するための

公的コントロールの実施に関する、欧州議会と理事会の規則（EC) No 882/2004 

TITLE I 目的、範囲、定義  
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TITLE II 加盟国による公的コントロール 

CHAPTER I 一般的義務         CHAPTER II 権限機関 

CHAPTER III サンプリングと分析    CHAPTER IV 危機管理  

CHAPTER V 第三国からの飼料と食品の導入に関する公的管理 

第一四条 動物起源の飼料・食品に関する公的管理 

第一五条 被動物起源の飼料・食品に関する公的管理 

CHAPTER VI 公的管理の資金       CHAPTER VII その他の条頄  

TITLE III 基準研究所（レファレンス・ラボ）  

TITLE IV 飼料と食品分野における 行政的な助言と共同  

TITLE V コントロール計画 

第四一条 多年度国家コントロール計画 

第四二条 多年後国家コントロール計画の準備のための原則  

第四三条 多年度国家コントロール計画のためのガイドライン 

第四四条 年次計画 

TITLE VI 加盟国の活動 

CHAPTER I 加盟国のコントロール     CHAPTER II 輸入コントロール 

CHAPTER III コントロールスタッフの訓練 CHAPTER IV その他の加盟国の活動 

TITLE VII 実施手段 

CHAPTER I 国家的な実施手段       CHAPTER II 共同体の実施手段 

TITLE VIII 加盟国の規則の改定  TITLE IX 一般条頄  TITLE X 最終条頄 

 

６．食品安全行政におけるコミュニケーションシステムとネットワーク 

（１）調査の背景と目的 

 本調査においては、家畜のトレーサビリティのデータベースを基礎にした、欧州委員会

のネットワークシステムである「TRACES」システムのヒアリングを行った。動物衛生規則

（EC）No.853/2004 の衛生証明書の発行を行うなど衛生管理と結合していること、そのシス

テムが動物、動物製品のデータネットワークから、植物、植物製品への拡大、輸入品への

拡大を視野に入れていることから、その事情を調査することが課題であった。このシステ

ムそのものはまだ試行的なものであると見受けられたが、各国において、既存のトレーサ

ビリティや衛生上のデータベースやネットワークを統合運用し、監視や早期警告システム

など多機能に汎用化することに力が入れられていることがわかった。 

 ヒアリングにおいて言及はされなかったが、これらの取り組みの背景の一つに、規則

178/2002 第 50 条において、食品や飼料に由来する人間の健康へのリスクを通知するための

早期警告システムをネットワークとして確立し、各地にコンタクトポイントをおくことが

規定されたことがあると考えられる。欧州委員会が、ネットワークの管理に対して責任を

もつものとされている 

 

１）食品安全対策のためのコミュニケーションシステム  

ドイツのノルトライン・ベストファーレン州政府では、食品安全行政にはコミュニケ
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ーションが重要であり、早期警告システムや家畜登録システム、飼料監視システムをネッ

トワークでつなぐことが課題とされている。現在は、ＥＵの牛の登録と個体識別システム、

飼料監視システム、ノルトライン・ベストファーレン州の行政のネットワークなど、さま

ざまな独自のシステムが別個に存在しており、これらを繋ぐため、データバンクのネット

ワーク化プロジェクト（IDV:Integriertes DV-System Verbraucherschutz、消費者保護統合デ

ータベースシステム）が実施されている。 

 

２）欧州連合における「TRACES」システム：トレーサビリティと公的コントロール、国境

検疫、早期警告システムの統合  

  欧州連合は、「TRACES」（TRADe Contorol and Expert System）とよばれる、動物衛生、

動物福祉、獣医公衆衛生分野を統合し、コンピュータ化した獣医システムを構築してお

り、欧州連合と第３国との獣医関係機関を結びつけようとしている。目的は、動物およ

び動物製品のコントロール、事故発生時の動物および動物製品の川上、川下への追跡、

加盟国への専門情報提供による意思決定の支援、中央リスクアセスメントと早期警告な

どにおかれている。対象は、生きた動物、動物由来の食品（食肉、卵、牛乳など）、動

物由来の飼料、獣医医薬、動物副生物であるが、将来はすべての食品に広げたいと考え

られている。 

システムは、300 箇所の BIP（動物および動物製品の国境検疫所）、LVU（地方獣疫機

関）、CCA(中央官庁)、EC（欧州委員会）を結び、EC のセンターにより中央統制されて

いる。センターサーバーはルクセンブルクにおかれ、インターネットの Web サイトを仲

人にしたシステムであり、パスワードを得るとアクセスでき、メッセージは email で通知

される。 

具体的には、動物および動物製品に添付される「証明書」（certificate）を電子データ

ベースで管理する。証明書は、動物衛生規則（規則 No.853/2004）第７条の規程により、

動物および動物製品に附帯が義務づけられている証明書をさすものと考えられる。同規

則では、紙、電子データベースなど媒体は特定していないので、電子データベースで管

理するこのシステムは自発的な参加によるものである。 

証明書は、パート１（荷の送付元、送付先）、パート２（健康情報）、パート３（コ

ントロールの状態）からなる。証明書は、民間機関も許可を得て記載でき、当局がそれ

を査定し、証明書を発行し、さらに、発送通知書（送り状）を発行し、コントロールを

行う。証明書が発行されると、許可をもらった民間業者はアクセスできる。経由地や最

終受取地のコンタクトポイントもアクセスできる。事故が起こった場合、発送元や受取

人、輸送者がわかり、サインをした権限機関もわかる仕組みになっている。第３国もア

メリカ、カナダ、ASEAN 諸国などが参加しており、主に BIP 検査官が国境コントロール

に利用している。 

  

 

 

Ⅱ 調査組織など  
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 調査メンバーは、下記の通りである。 

   新山陽子（京都大学大学院農学研究科教授） 

矢坂雅充（東京大学大学院経済学研究科准教授） 

細野ひろみ（京都大学大学院農学研究科准教授） 

清原（井上）昭子（中国学園大学講師） 

工藤（山口）春代（京都大学大学院農学研究科助教） 

 ヒアリング記録のとりまとめには、調査メンバーがあたるとともに、フランス農漁業省

については在フランス大使館小林書記官にご助力いただいた。担当者名は、各ヒアリング

記録の最後に記載している。 

 

調 査 日 程 表 

26 日（水） 10：00～13：00 

ドイツ食料・農業・消費者保護連邦省 Rochstrasse 1, 53123  Bonn 

家畜・食肉・卵・家禽部門 Dr. Schlöder 氏（422 課），Collenberg 氏 

食品衛生・動物由来製品の流通部門（328 課）Schutz 氏 

 食品安全・食品危機管理担当 Dr. Rexroth 氏 

 

15：00～16：00 QS 有限会社 Margaretenstrasse 1, 53175, Bonn 

Dr.Alois Fenneker 氏（Projektmanagement） 

Thomas May 氏（Projektmanagement） 

Jens Schäfer 氏（Projektmanagement） 

27 日（木） 9:30～12:00 

 ノルトライン・べストファーレン州環境・自然保護・農業消費者保護省 

 Rolf Kamphausen 氏（Ministerialrat） 

28 日（金） 資料整理・打ち合わせ等 

29 日（土） 資料整理・打ち合わせ等 

30 日（日） 移動、調査打ち合わせ・資料整理 

12/1（月） 11:30～13:30（昼食はさみ） 

 「フランス小売業界の動向について」岡部氏 

14:30 カヌレ製造工房 

16:30 スーパーマーケット・カジノ 

2 日（火） 

  

10:00 ～12：00 

欧州委員会、健康・消費者保護総局 D1， Mr Didier Carton 

DG・SANCO Belliard 232 （rue Breydel, 4 1040 – Bruxelles） 

15：00～16：30 

 CIAA:Confederation of the food and drink industries of the EU 

   Avenue des Arts, 43 B-1040 Brussels 

  Beate Kettlitz 氏（Director Food Policy, Science and R&D） 

 Mella Frewen 氏（Director General） 

3 日（水） 9：00～12：00 

ACTIA Christophe Cotillon 氏 

ACTA Emilie Donnat 氏 

149 rue de Bercy, 75012 Paris  

Maison Nationale des Eleveurs (MNE)  会議室 E 

4 日（木） 

  

10：00～11：00 ANIA（フランス食品産業協会） 

Pauline RAUST 氏 

14 :30 フランス農漁業省 

Thomas PAVIE 氏（仏農漁業省食品総局第 3 国輸出担当官） 

Pascale PARISOT 氏（仏農漁業省食品総局科学・技術担当課長） 

Patrick CHASSET 氏（仏農漁業省食品総局動物衛生担当官（BSE 専門家） 
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Ⅰ 動物由来製品の生物学的ハザードに対するリスクマネジメント、レギュラ

トリーサイエンスについて 

 

 

ヒアリング頄目：動物由来製品の生物学的ハザードに対するリスクマネジメント、レギュ

ラトリーサイエンスについて 

（１）Codex 委員会からだされた、政府レベルで実施するためのリスクアナリシスの作業

原則とガイド（下記）に沿った、国としてのリスクマネジメントの実施、課題 

－CAC, Working Principles for Risk Analysis for Food Safety for Application by 

Governments, Rome, 2007 

－FAO/WHO, Food Safety Risk Analysis; A Ｇuide for National Food Safety Authorities, 

Rome, 2006  

（２）国独自に策定した、また策定中の、動物由来製品の生物学的ハザードの規制ルール

があれば、それを制定するまでの手項、効果や課題 

（３） (EC)No2073/2005「食品に関する微生物学的な基準」((EC)No2073/2005 of 15 November 

2005 on microbiological criteria for foodstuffs)実施にあたっての課題、効果 

（４）リスクマネジメントの実施にあたって、レギュラトリーサイエンスに求められる課

題。リスクマネジメントの担当者、専門家の教育・育成の方法、課題。 

（５）リスクアナリシスの一連の手項を実施した具体例について 

（６）BSE 発生後の食品安全行政組織改革のその後の経過と課題 

  

 

 

１．食品安全行政の組織と役割、リスクマネジメントの手項、人材育成 

（ドイツ連邦 食品・農業・消費者保護省） 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

2008 年 11 月 26 日、午前 10 時～午後 1 時 

 

面談者：Dr. Annette Rexroth：食品安全・食品危機管理担当 

調査者：新山、矢坂、細野、工藤 

内容：①食品安全行政の組織と役割、②リスクマネジメントの手項について、③行政担当

者の人材育成について、④トレーサビリティのモニタリングについて 

 

説明資料： 

・ Different National Approaches to Risk Analysis in the EU, The German Case: New 

institutions adopting the European model, Dr. Michael Winter, BMELV, 

11/26/2008 
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・ How it works in Germany, A short introduction to Germany’s way of food control, 

cooperation and crisis management, BMELV 

・ Comprehensive Traceability along the Food Chain, Dr. Hartmut Waldner, BMELV 

 

文書： 

・ Guidance Document for Health Assessments, Federal institute for Risk Assessment 

(BfR)、November 2007 

・  Leitfaden zur Rückverfolgbarkeit im Futtermittelsektor, Futtermittelhygiene 

(Band3), 02/04/2008, BMELV, BVL (「飼料部門のトレーサビリティについてのガイド

ライン」飼料衛生第３巻) 

・ -Entwurf- Empfehlugen zur Sicherstellung und Kontrolle der Umsetzung der 

Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln （「食品トレーサビリ

ティの要件のコントロールと実施の確保に関するリコメンデーション（草案）」）（規

則（EC）178/2002 に関して、食品監視機関に対して） 

 

１．食品安全行政の組織改編 

・ リスク管理については、BSE 発生後、報告書に沿って、2002 年に組織替えがされた。 

・ 組織上の弱点は、リスク評価が独立していなかったことであった。これまでは連邦健康

消費者保護・獣疫連邦研究所（BgVV）でリスク評価を行ってきたが，独立すべきであ

るとされ、リスク評価機関として BfR（Bundesinstitut fuer Risikobewertung：連邦リ

スク評価研究所）が設立されることとなった。BfR は、ブリュッセル（欧州食品安全庁）

の科学者委員会にも出席している。リスクアセスメントの観点やどのような報告書を作

成するかについては、ガイドラインがあり、インターネットで公表している。 

・ あわせて、リスクマネジメント機関として連邦消費者保護・食品安全庁（Bundesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit：BVL）が設立された。連邦省のリスク管理

の技術的実行部隊である。早期警報の作成、行政規則の作成を担当する。 

・ 「庁」から「省」への提案もあれば，省から庁への業務依頼もある。 

 

２．リスク評価機関（BfR）の役割 

・ BfR の活動には様々なオプションがある。 

・ 緊急の場合，リスクが発生した場合には，アセスメントが BfR に依頼される。たとえ

ばメラミンの場合には，ドイツの乳児に関係するか，その他の製品が市場に流通して

いるかなどの，アセスメントが依頼された。 

・ また、BfR には、ルーティンの作業・研究計画もある。その一環として，農薬の認可作

業などを行う。 

・ BfR は、ヨーロッパ内の研究所や EFSA と分析技術などに関して協同する。 

・ BfR もメンバーとなっている EFSA の専門委員会では、本来の科学的議論と政策的議論

との境界が問題になる。BfR でも、例えば GMO について、肯定的意見がだされ、その

一方で大臣が懐疑的ということがあり、どうバランスよく議論するかが難しい。原則と
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しては、BfR は政策意図から独立して科学的意見を述べることが許されている。 

・ BfR の役割として、魚類、乳，穀物，動物感染症などの連邦研究所とのリサーチネット

ワークをコーディネートする。また、消費者とのコミュニケーションを担当する。 

・ リスクコミュニケーションは、基準値の設定や措置の決定に関して水平的なコミュニケ

ーションが BfR と連邦省、連邦庁との間で行われ、垂直的なコミュニケーションが BfR

と食品監視や飼料監視を管轄する連邦州との間で行われる。 

・ 消費者、農家、産業界とのリスクコミュニケーションの主眼は、意図を無視して措置を

とるのではなく、意図を考慮した措置をとることにある。 

 

３．BVL（連邦消費者保護・食品安全庁）のリスク管理 

・ 第１に，連邦政府と連邦州とのコーディネーションを行う。食品監視の責任は州が負う

が、州毎に食品監視体制の考え方が異なるので、調整のためにさまざまな委員会が設け

られている。消費者保護の作業委員会（Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz ，

LAV：州間消費者保護共同作業委員会）は州の担当委員と、省の部局の担当により構成

される。LAV では、さまざまな専門家グループを抱え、作業部会を設け、検査やコン

トロールをどうすべきか議論している。 

・ また、FIS（Fachinformationssystem，専門情報システム）により、専門情報を集め、消費

者がインターネットで専門情報を得られるようにしている。 

・ また、一般的な行政規則の作成、農薬、動物薬の認可手続き、GMO の登録を行う 

・ 危機発生時には、中心統括部は連邦省におかれるが，庁にも危機管理部がある。EU の

食品、飼料の早期警報システムの最初のコンタクトポイントは庁である。 

・ EU の FVO（食品獣疫局：DGSANCO に所属している検査機関）は，加盟国の検査を実

施するが，検査がドイツで実施される場合のコーディネーションも BVL が行うう。2000

年以来，ドイツでは FVO により 99 回の検査が行われた。検査ごとに報告書が出され

FVO により欠陥が指摘されると，連邦省は見解を出し，措置を取らなければならない。 

 

４．リスクマネジメントの手項について 

・ リスクマネジメントの手項について、特に初期作業について、ガイドラインを作成して

いないか尋ねたところ、アセスメントに関してはガイドラインがあるが，ただし詳細な

ガイドラインはできていない。詳細な記載は硬直化を招く、との回答があった。 

・ リスク評価の最大のポイントはリスクの特徴づけ。最大のリスクは何か、どの段階で減

尐するか。評価が難しい場合は、BfR と連邦省がコミュニケートしながら判断する。 

・ リスク管理は、水平的、垂直的リスクコミュニケーションにより進める。 

リスクアセッサーとのコミュニケーションに関しては，様々な委員会があることを説

明したとおりである（記録者：委員会については説明されていないが、水平、垂直の

コミュニケーションについては先にも述べられている）。連邦省と州との話し合いは，

LAV：州間消費者保護共同作業委員会で行われる。食品安全に関する連邦と州の委員

会もある。 
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・ リスク管理の初期作業は、BfR が行うのかとたずねたところ、そうである。もちろん私

たち（連邦省）と一緒にだけれども、との回答があった。（これ以前の質疑で、リスク

マネジメントの初期作業は BfR がやっているのではないかと思えるところがありここ

で確認した） 

・ 「もちろん」以下の通訳がなく、初期作業は BfR が行うとの回答と理解したため、つい

で、「では、省は、アセスメント結果が出て、どのような政策が必要かという判断から

（マネジメントの作業を）始めるのか」と尋ねたが、「アセスメントにもとづいて連邦

省は何を決定するのか」と通訳された。 

これに対して、例として、乳児の穀類の粥の摂食によるフモニシンやアフラトキシ

ンの摂取とそれに対する措置の考慮について話された。さらに措置について、国内法

にするか、EU に提案するかを検討する。EU 全体に関係するのであればブリュッセル

に提案する。国内法なら早くできるが、事前に EU 委員会の許可が必要である、との説

明があった。 

・ BfR は、とるべき行動のための準備を行う。EU は加盟国にも EU と同じ仕組みをつく

るよう求めているので、他の国も同じ。EU には欧州委員会と EFSA があり，ドイツに

も BfR があるので対応した構造になっているが、EU には BVL のような機能を持つ機関

はない。（記録者：ドイツではリスクマネジメント機能を連邦省と BVL とで分けてい

るが、BVL の機能の固有性が今ひとつ不鮮明なので、いわんとされるところが十分把握

できなかった）  

 

・ BVL（連邦消費者保護・食品安全庁）の必要性は、BSE 発生後に出された報告書で指摘

された。省からも要望があった。 

・ ＲASFF（早期警告システム）のコンタクトポイントは BVL にある。たとえば中国から

の製品に問題があった場合は，欧州委員会が加盟国に通知する。反対に，加盟国で問題

が発見された場合，たとえばドイツの場合は州が監視を実施するため州の監視機関から

州省へ通知し，州省は BVL へ通知し，BVL は BMVEL と欧州委員会に通知する。 

 

・ 関連して、危機管理のガイドラインはあるかとの質問に対して、危機管理のガイドライ

ンはあるが、リスクマネジメントのガイドラインはないとの回答があった。連邦省から

（EU 委員会に？）作成委託を出したかもしれないが，膨大で実務的ではない。 

・ リスクマネジメントは科学的な結果ではなく、政治的な事柄である。農薬の基準を決定

するとなると政治的な意味をもつ。 

 

・ 重ねて、リスクマネジメントの初期作業、例えばアセスメントの依頼は省からは行わな

いのか、アセスメントに必要なデータの収集はどこが行うのかと尋ねたところ、以下の

ような回答があった。 

省から BfR にアセスメントの依頼をする場合もある。省から BfR へアセスメントを

依頼した例として、加盟国内でメラミン入り乳製品が発見されたときのことがある。

国際的に問題があるという情報や州から危機があると情報があったときに委託する。
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消費者がインターネットで届けでた場合もそうである。この場合、データの収集は BfR

が行う。研究機関から独自にナノテクをもちいた食品のリスク評価の必要性が提示さ

れたこともあり、省から BfR に依頼した。州から BfR へ依頼することはなく、いった

ん省に行く。BfR が独自にリスク評価をすることは尐ない。省からの依頼が多い。 

・ どのような問題を取りあげるか、リスク評価を依頼するかどうかの決定はどのようにさ

れるのか、との質問に対して、以下の回答があった。 

・ 優先項位の決定は、最終的には大臣による。優先項位をどのように決定するかについて、

コンサルタント機関に依頼したこともあるが，優先項位の決定は難しく，最終的に大臣

の決定によらなければならないことが多い。メラミン入り乳製品のケースは大臣の決定

であった。食品安全監視部署が情報を集約し、優先項位を決める。監視部署が BfR の監

督もしている。監視部署がどのポイントを評価にまわすかを決定する。緊急度は影響の

大きさから判断する。専門部署が直接依頼をすることはしない。専門部署からあがる書

類にサインをする。スルーでいくときも、優先項位づけの指示をすることもある。優先

項位づけするための資料は専門部署からあがってくる書類のなかに含まれている。面談

者やその同僚は食品化学者であり、科学的な判断能力をもつ。職員は 60 名おり、医師、

獣医、あらゆる自然科学者からなる。しかし、最終的には大臣の決定が必要であり、そ

のたたき台をつくる。 

 

５．行政担当者の人材育成方法について 

・ BfR のリスク評価、省のリスク管理ともに担当者に決まった条件はない。担当者に空き

ができれば公募する。 

・ 食品検査員は、条例によって資格が厳密に規定されている。 

・ 評価や管理を行う担当者に対して、連邦アカデミーで年間 100～200 回の養成コースが

開かれている。色々なコースが用意されており、どのように EU での交渉力養成の研修

もある。コンサルに依頼する場合もある。 

・ 検査員は州のアカデミーで養成される。 

・ EU のレベルでは、食品安全のための Better Training System があり、加盟国のみなら

ず、第３国からも受け入れて養成する。人員が限られているのでドイツからは５人程度

しか参加できない。州の担当官が参加し、国内で養成セミナーを開催する。（EC）882/2004

には、担当官が養成教育を受けるように規定されている。 

 

６．トレーサビリティのモニタリングについて 

・ 事業者コントロールとしては、トレーサビリティと食品安全のモニタリングをしている

が、トレーサビリティについてはあまり必要がない。重大なポイントとして指摘され、

すでに産業界が自主的に取り組んできたことであり、トレーサビリティの実施は何ら異

論なく導入されている。法が定められる前に、産業界が準備している。(EC)178/2002 の

第 18 条は連邦州がモニターしている。州に対する監視のガイドラインを BVL に要請し

たが準備は進んでいないようである。 

                                （新山陽子） 
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２． リスクアセスメント、リスクマネジメントと科学的データの提供体制 

（フランス農漁業省 Ministère de l’agriculture et de la pèche） 

２００８年 12月４日午後２時半～午後６時半 

 

面談者：Pscale PARISOT（パスカル・パリゾ）：科学技術支援担当課長 

調査者：新山、矢坂、在フランス日本大使館小林書記官 

 

説明資料：Science and risk management in EU and  in France, Direction générale de 

l’alimentation, MAPP/SA/SdQA/BAST, Pascale Parisot, Bureau de l’Appui 

Scientifique et technique, Technology and science supply unit 

資料：EU regulation of pathogens in food 

 

 自分は水平的に展開される部門を超えた科学技術支援課のチーフをやっている。特にリ

スク管理において科学が介入してくるが、DGAL で働く全ての公務員に対して科学的なサ

ポートをしている。第一に、すべてのリスクの測定において科学がベースとなるからであ

る。二つ目として、リスク管理の上で新たなデータを求めることを奨励している。三つ目

として起こりうる可能性のある疾病に対して科学者、研究者のネットワークを設けること

である。 

 

１． リスクアセスメントの組織：AFSSA と EFSA 

 第一の点として、仏では法律により、すべてのリスク評価は AFSSA によって義務的に行

われる必要がある。欧州レベルの食品法は、食品規制の土台となっている。欧州レベルで

は EFSA（欧州食品安全庁：欧州連合のリスク評価機関）がある。国際レベルでは CODEX

や OIE、JECFA（食品添加物に関する FAO/WHO 合同専門家会議）などの動向を見てい

る。 

AFSSA と EFSA の共通点として、組織的には、両方とも科学エキスパートグループを使

って作業をしている。また、科学委員会を設けている。両方ともリスク評価とコミュニケ

ーションを使命として行う。さらに、ルールとして、適格性、独立性、透明性を確保する

ことが求められている。 

適格性においては科学的なエキスパートは科学論文を出している人から成り、技能的に

微生物学や毒性学などのいろいろな専門性をもつ人が入っている。独立性とは、エキスパ

ートは会議毎に、何ら利害を持っていないことを宣誓し、宣誓は毎回公表されるので、誰

でも確認することができる。透明性の面では、エキスパートによって出された見解がすべ

て公表される。 

仏の AFSSA について見ると、３つの担当省庁の下の管轄下に置かれている。 

 

２． フランスのリスクアセスメント機関の基準ラボ 

EFSA と AFSSA の違いとしては、第一に仏の AFSSA の場合、組織の中に基準ラボがあ

ることである。AFSSA が分析方法を検証するとともに、ラボ間のチェックも行う。ただし、
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AFSSA に所属しないところもあり、全ての基準ラボが AFSSA に所属しているわけではな

い。例えば、科学的な汚染物質の基準ラボとして、国立ナント獣医学校（L’Ecole nationale 

vétérinaire à Nante）がある。これは一例として大事だが、強力なリサーチユニットがあ

り、その技能が認められている。そこが仏の汚染物質の分析のリーダーになっている。欧

州全体でのリーダーにもなっており、欧州に対しても汚染物質の教育を施している。我々

としてはリサーチ、教育、分析ラボをもっとうまく組み合わせて展開したいと考えている。

仏の特徴は、このように AFSSA の中に分析の技能をもっているということである。欧州レ

ベルの EFSA ではもっていない。AFSSA にはリサーチラボもあり、科学者とともに国際的

な出版物の刊行も行っている。ラボは国内で展開しているが、日常的な分析をしているわ

けではなく、県レベルでは我々の部局のラボが日常的な分析を行っている。県レベルのラ

ボで問題があれば、AFSSA に持ちかけられ、確認が行われる。（当方より、AFSSSA のラ

ボは現在又は将来の食品問題のリスク管理についてサポートすることはないのか資したと

ころ、）全国基準ラボは E.Coli（大腸菌）を例にすると、県レベルでの仕事のやり方をチ

ェックし、正式な分析方法を伝える。これは AFSSA の役割ではなく、全国基準ラボの役割。

仏のどこの県でも分析ラボがあり、それぞれが基準ラボにリンクしている。他方、欧州の

加盟国の全国基準ラボが欧州基準ラボとコーディネートされている。これらの基準ラボと

県ラボ間のネットワークについては、危害因子毎にどこが欧州基準ラボになるか、仏の全

国基準ラボになるかが決まり、そこから県ラボへのネットワークが作られる（例えば、BSE 

の全国基準ラボは AFSSA 内にあるが、E.coli の全国基準ラボは AFSSA 内にない）。この

ように、AFSSA の中には科学者がおり、それに加えて全国基準ラボがある。 

もう一つ AFSSA と EFSA に違いがあるのは使命についてであり、基準ラボの科学者か

ら技術的助言を出すことである。仏でしか取り上げていないテーマとして、例えばプロセ

ス促進剤について、その化学品が健康に問題ないと評価するための規則が仏独自のものと

して存在する。このように AFSSA は技術の補助的な評価を行っている。 

 

３． 欧州共通のアセスメントの課題 

欧州共通の課題としては、食品衛生・微生物、鳥インフルエンザ、食品化学物質・汚染

物質、栄養・健康、ダイエット食品、動物飼料、動物環境、植物保護が取り上げられ、リ

スクの量的分析や、ＦＳＯ（Food Safety Objectives）の策定などの水平方向の技術的な支

援を行う。そして欧州レベルで専門的な作業を詰めて、コーデックスで討議を行う。 

 

４．欧州とフランスのレベルにおけるリスクマネジメントとリスクアセスメントの手項 

リスクマネジメントとリスクアセスメントの手項については、欧州委から EFSA にリス

クアセスメントの諮問が出され、EFSA のエキスパートパネルで審議され、EFSA が見解を

公表し、それを受けてリスクマネジメントが行われ欧州規則が策定・実施されることにな

るがこれが一番大事となる。欧州規則がなく、科学的な懸念がある場合には、仏３省庁か

ら AFSSA にリスクアセスメントの諮問を出し、AFSSA が見解をまとめ、それを受けて仏

がマネジメント措置を講じて欧州委に知らせる。欧州が先に作業をやれば AFSSA は作業を

しない。例外的に例えばフォアグラは仏の独自の事案なので AFSSA が作業を行う。いずれ
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の場合にも最終的には欧州レベルの規則となり、仏のレギュレーションはなくなる。特定

の場合について仏と欧州との間で対立が起こるが、それはしばしば時間的なずれがあって、

仏が早くにアセスメントを開始し対策をとった場合である。また、AFSSA、EFSA ともに

自問することも可能である。 

 

５． リスクマネジメントに必要な新たなデータを得るための研究 

二つ目に、リスクマネジメントのために新たな科学的なデータが必要な場合には、新た

なリサーチが大事となる。常時、公衆の健康の作業を行うかをここで訴えている。DGAL

で仕事をする人も日常的にウイルスの有病率が知りたいとか、ワクチンを打つ必要性があ

るかなど科学的な質問をもっている。AFSSA・EFSＡが科学的見解を出すのにデータが不

足する場合もある。そうやって新たなリサーチの必要性が出て、新たな結果が３・４年後

に出る、そうすると新たなリスクアセスメントに関する諮問がなされ、新たに AFSSA・

EFSA の見解を聞くことになる。このように新たな科学的見解に基づいて新たなリスクマネ

ジメントが行われることになる。 

リスクマネージャー（DGAL）に必要なリサーチプログラムやそれに基づくチームを作ら

ねばならないとなると、我々はロビー活動を行うことになる。また、研究機関のオリエン

テーションをする。我々はどこの研究チームが最も関連する作業をしているかを探し、あ

る特定の大学の研究テーマに方向付けし、その方向性があるから資金も提供する。研究省

にも圧力をかけてテーマを扱ってもらい予算を確保してもらう。仏レベルでは国立研究所

（L’Agence Nationale de la Recheche）があり、欧州レベルでも財政ラインに働きかけ、

「ＦＰ７」（The Seventh Framework Programme）と呼ばれるプログラム（欧州の支援

プログラム）において実現可能となるようにすることもある。 

この必要性の表明は、仏のステークホルダーのプラットホーム food for life, French 

Animal Health network などに産業界や畜産農家が集まり、合意されれば欧州レベルのプ

ラットホームにあげられ、DG Reserch(研究総局)に伝えられ、それが FP７に現れる。あ

るいはまた、仏のステークホルダー・プラットホームから DG SANCO（保健・消費者総局）

に伝えられる。このような活動は２７カ国の加盟国で同じように行われている。公衆衛生

については２７カ国としばしば同じ意見となる。 

 

 

６． 緊急リスクの評価（risk evaluation）とマネジメントのためのエキスパートグループ

とネットワークの同定 

新たに発覚したリスクの評価（risk evaluation）とマネジメントについては、AFSSA の

緊急エキスパートグループである GECU（Group d’Experts Convoqué en Urgence）が常

設されており、ここが２４時間以内に最初の回答を出す。そして、テーマに対して関与す

る全てのネットワークを識別する。マイコトシキンの例だが、全ての仏や世界的な科学発

行物を確認して、作業をしているいろいろなチームを同定していく。また、インターネッ

ト検索によってでてきた研究所や関心をもつ企業も同定する。科学的エキスパートのネッ

トワークを作る利点は、これにより我々がキャッチしていないテーマやデータを すぐに電
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話で問い合わせ回答を得ることが可能となる。 

とりまとめると、仏における食品安全行政は科学的結果をベースとしており、それは法

律で決められている。プロセスはダイナミックで科学が進むにつれて対策を見直してきて

いる。また、EFSA と AFSSA がコーディネーションを図っており、仏が独自に手を打つこ

とはほとんどない。 

                          （文責：新山陽子、矢坂雅充） 
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３． フランスにおける食品安全行政組織について 

（フランス農漁業省 Ministère de l’agriculture et de la pèche） 

２００８年 12月４日午後２時半～午後６時半 

 

面談者：トマ・パヴィ：第３国輸出担当官 

調査者：新山、矢坂、在フランス日本大使館小林書記官 

 

説明資料： The French organisation for animal health and food safety  

 

 一つの重要な点は、仏は欧州における大農業生産国であり大消費国でもあるということ。

仏は国内市場にも供給するが、農産物の欧州における第一輸出国でもある。食品部門の事

業所の数は４５万農場（飼育部門）で主に畜牛だが、家禽の生産もある。仏特有のものと

してフォアグラの課題もある。その後の段階として食品加工業が３万ある。料理提供業が

約２０万、流通業が１０万ある。 

 

１．食品安全行政の組織 

 我々の組織としては次の４つのアプローチ（①はっきりとした組織、②各タスクフォー

スへの明確に定められた使命、③生産から消費者までの統合的アプローチ、④欧州的な環

境の中での国家行政）をとっている。規律は基本的に欧州レベルで決められる必要がある。 

 食品の安全行政における仏の組織を見ると、複数の組織が関与しており、①農漁業省の

食品総局（DGAL）、②経済・財政・雇用省の競争・消費・不正競争抑止総局、③厚生省の

保健総局が関与している。その中でも①の農漁業省はリーダー役を果たしており、同省食

品総局では、動植物の健康、食品の衛生等をフォローする権限を有する。②は不正行為に

対して対策を採り、製品のラベリングや成分のチェックを行う。禁止されている成分が使

われていないかもチェックし、中国からの輸入品へのメラミン混入の際には、中国からの

輸入品に対してコントロールを実施したが、作業は我々と経済・財政・雇用省で分担した。

本テーマは両方にまたがる課題であったため、パイロット役は農漁業省で行ったが、手項

は両省で共有した。③は飲料水の安全や、動物に関係する人間の健康への影響の調査分析

を担当する。 

 

２．食品安全部門と経済部門の分離 

 BSE 事案後、組織、衛生関係のビジョン、フードチェーンの管理が大幅に見直された。

農漁業省の中で食品安全の担当部門と生産者への経済支援を行う部門とを分離して消費者

の信用を取り戻す必要があった。すなわちコントロールをそれぞれ独立させた。今では状

況は以前とは逆転し、経済部門よりも衛生部門の方が強くなっており、農業者は不満に思

っているという面もある。トレーサビリティについて一例挙げると、牛の識別は衛生的な

役割のほか、経済部門に対する役割として補助金交付の際にも利用される。頭数に応じて

補助金額が多くなるので、毎年、獣医部門と経済部門が一体となってチェックを行う。識

別がなされ、耳標が両耳についている必要があり、5%以上（それよりも小さいかもしれな
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いが）ついていないと補助金が撤回されてしまうこともある。 

 

３．リスク管理とリスク評価の分離、評価の諮問 

 二つ目に大事な衛生原則として、リスク評価とリスク管理を分けたということ。リスク

評価機関として 1999年にＡＦＳＳＡ（フランス食品安全庁）が設立された。リスク管理に

おける決定プロセスを見るとＡＦＳＳＡの下でリスク評価が行われ、ＡＦＳＳＡ自身でリ

スク評価のコミュニケーションを自由に行う。我々はそれを受けて、社会的・経済的な要

素も考慮し、リスク管理を行う。定期的に職業者の代表とミーティングをし、彼らの事情

を聴取する。ＡＦＳＳＡは自立し自由に発言できるので、場合によっては決定が難しくな

ることがある。 

（当方よりリスク管理側からＡＦＳＳＡに質問（Question：アセスメントの問い）する

ことはないのかと資したところ、）ＡＦＳＳＡは質問に回答を与える。質問を出すのは次

の３つの可能性があり、①一つ目はリスク管理部門から行う場合。新たな対策をとる場合

に、仏の規則によってＡＦＳＳＡにアセスメントを求める必要がある。それをやっていな

いとリーガルな正当性をもてなくなる。リスク管理部門から科学的な質問をＡＦＳＳＡに

行うこともある。②二つ目の可能性として、消費者や社会経済代表・職業者代表の団体が

質問を行う場合、③三つ目の可能性として、ＡＦＳＳＡが自問する場合がある。ＡＦＳＳ

Ａは自由に自問することが可能である。リスク管理側は質問できるが、回答はコントロー

ルできない。（当方よりそれがリスク評価部門とリスク管理部門の分離の目的ではないか

と資したところ、）そのとおり。組織分離の目的は消費者からの信用を取り戻すことにあ

り、政治的な圧力から開放されて自由に評価を行うことができる機関を設けるということ

である。 

欧州レベルでも同様にＥＦＳＡ（欧州食品安全庁）という機関があり、多くの欧州規則

の基礎にはＥＦＳＡのアセスメントがある。ただし、新たな規則を作るにあたって、仏が

ＡＦＳＳＡに諮問するように欧州連合加盟国がすべてそうかというと必ずしもそうではな

いかも知れない。仏は中央集権されているのでできるが、連邦制の国は中央集権化されて

いないので、政治的な決定を行うことが難しく、独ではランドと呼ばれる地方自身が食品

安全管理を規制している。 

 

４．中央と県の間の政策に関する指示、情報収集、緊急時の情報 

 仏は 100 の県に分かれているが、県は自立しておらず、パリが政治的・行政的中枢とし

て存在し、県に対して中央省庁から政策に関する指示が与えられており、縦型の組織構造

となっている。同様に直接的で短い命令体系でもあり、ＤＧＡＬが県に対して指示を出し、

その県のディレクターがエージェントに対して指示を出すこととなる。情報収集の場合は

逆でこの命令系統を通じて速やかにパリまで伝えられる。このように全国に均一な形での

指示が出せ、迅速な反応を得ることができる。例えば動物衛生上の危機の場合、もし、全

国的に影響する場合には、すぐに情報を流すことができる。これは全国すべての箇所で整

合的な形で進められ、効果的にトレースすることができる。口蹄疫、鳥インフルエンザに

ついても１つだけホットポイントがあったが、非常に早く手を打ったので広まらなかった。
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他国ではシステムが違うので情報が中央に上がって決定がとられている間に病気が広まっ

てしまった国もある。 

 

５．中央レベル、地方レベルの組織と業務 

＜中央レベルの組織＞ 

 次に業務においては３つの省が関与しており、全国レベルの政策企画を行うＤＧＡＬは

主に獣医からなる２００名のスタッフで構成されている。経済・財政・雇用省の競争・消

費・不正競争抑止総局は１０名、厚生省の保健総局は５名からなる。ＤＧＡＬがパイロッ

ト役を務めているが、厚生省が裁定しなければいけない案件は、尐人数ながら厚生省が裁

定を行わなければならない。３省にまたがる事案の裁定は首相府が行うことになる。 

 

＜地方レベルの組織＞ 

 地方レベルでは、県獣医サービス局（ＤＤＳＶ）があり、通常ディレクターがいて、獣

医がその地位に就く。この下に事務を別として３つの局－動物健康局（ＳＰＡ：動物健康

のサーベイランスを行う部局、飼育動物の識別のコントロールも実施）、食品安全局（Ｓ

ＳＡ：と畜場や、加工場などレストランに行くまでのチェックを行う部局）、環境局（Ｅ

ＡＶ：飼育による汚染や環境に責任をもつ部局）がある。4000 人の公務員（うち 600 人が

獣医、2500 人が技術員、残りは事務員）からなる。 

その他、獣医は国立獣医部門サービス学校で１年間の教育を受ける必要があり、そこで

食品関係の法律を学ぶ。ここでは生涯教育も行っており、我々のエージェントや他の国に

対しても教育を行っているので、（皆さんは）この教育機関と関係を持つこともよいので

はないか。 

パートタイムスタッフは公務員と同じように仕事をしているが、期間従業員であり、と

畜場での検査を行う獣医などがこれに当たる。仏で特徴的なのは全国に多くのと畜場があ

り、山岳部にある小さなと畜場は週に１日しか作業がないが、規則上と畜に立ち会う必要

があるので、このような雇用形態となっている。週１日であっても検査を行う場合には公

務員と同じ義務が託されている。 

 仏の技術的なシステムとして衛生獣医ネットワークがあり、4,600 人の個人獣医にいくつ

かのアクションにおいては国が委託することができ、そうすることによって早期に疾患を

検知するシステムである。問題は現地にいる人の方がよく分かるし、現場で作業を行う場

合にも力になるからである。 

県のレベルにも、経済・財政・雇用省の部局、厚生省の部局があり、動物安全について

は獣医サービスとこれらの部局が一緒に仕事をしており、ＤＤＳＶがリーダー役である。

獣医がと畜場まで、その後は厚生省がみるという国もあるが、フランスでは生産から消費

まですべての食品チェーンをみている。 

 県では知事（préfet）の下で作業を行っている。知事は県レベルでの代表であり県の国で

いう首相に相当する。県知事は県に存在する国や県の組織（警察や軍隊を含む。）に命令

ができる。衛生的危機が起きると、警察を動員したり、援助組織を作ったり、また、事業

所を閉鎖させたりすることもできるという権力・手段を有する。事業所を閉鎖させる場合
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には、地方局の答申を受ける。リスク管理の面では科学的な側面を見なければいけないが、

事業所を閉鎖する場合には、どうしても失業などの経済的影響も考慮しなければならない。

ただ、私の数年間の経験では今では衛生的考慮の方が経済的考慮を上回っている。 

 

６．リスク管理の担当者 

（当方より、国家レベルの食品総局は獣医が役割を担っているが、獣医が食品の安全規

制や政策の決定も行っていると考えてよいか、日本では獣医ではなく法学の専門家が政策

決定を行うが、そのような仕組みにはなっていないのか、と資したところ、）然り。DGAL

はディレクターが１人と副ディレクターが２人。このうち副ディレクターの１人に伝統的

に獣医サービス部の長が就いており、獣医でなければならない。この者が OIE における仏

代表の役割も果たしている。ディレクターは伝統的には獣医ではないが、ここ数年来、獣

医が就いている。このように獣医の自立性が確保されることは必ずしも農業関係の同僚に

はあまり喜ばれていない。日本のように法律の専門家が決めるのではなく、検討前にプロ

ジェクトを作って対応し、法律部門にも見せるが、決定しているのは獣医の方である。法

律部門は支援部門にすぎない。 

 

    （文責：新山陽子、矢坂雅充） 
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４． ＢＳＥのリスク管理政策の見直しについて 

（フランス農漁業省 Ministère de l’agriculture et de la pèche） 

２００８年 12月４日午後２時半～午後６時半 

 

面談者：トマ・パヴィ：第３国輸出担当官 

Patrice CHASSET（パトリック・シャセ）：動物衛生担当官（BSE 担当） 

調査者：新山、矢坂、在フランス日本大使館小林書記官 

 

説明資料：Allègement du programme de surveillance de l’ESB en Europe et en France, 

Patrice CHASSET, DGAL – France （「欧州とフランスにおける BSE のサーベイランス

計画の緩和」） 

 

（リスクアナリシスに基づき、アセスメント、マネジメントの一連の措置がとられた事例

として説明） 

BSE のレギュレーションがどのように変化していったかについて説明する。考慮し始め

たのは 2006 年のことで、本年 11 月 28 日に、2009 年 1 月 1 日から BSE サーベイランス

の緩和策が適用されるとの決定が欧州委でなされた。 

 

１． BSE サーベイランスとコスト 

BSEに関する情報の伝達はDGALが担当。現在のサーベイランスはpassive surveillance

（疾病の疑いのある牛の検査）と active surveillance（能動的な調査）の２通りがある。2001

年から、アクティブサーベーランスが導入され、疾病の疑いのある 24 ヶ月以上のすべての

牛は、通常のと畜ができない家畜の解体・処理施設（équarrissage）でテストされる。2007

年に仏では 26 万件テストが行われた。また、月齢 30 ヶ月以上の健康に見えるすべての牛

はと畜場でテストがなされ、2007 年に仏では 216 万件のテストが行われた。テスト結果が

出るまで枝肉はと畜場に止められる。 

問題として上がってくるのは、リスク管理者にとっては人間の健康に対するリスク評価

があり、一方で採用する対策コストがある。コストは一部は欧州が、一部は仏が負担して

いる。と畜場はと畜場自身が負担している。厳しいのはテスト結果が出るまで枝肉を保管

する必要があるということ。テストのコストは全て込みで３０ユーロ×件数となる。単純

に計算すれば６千万以上のユーロのコストということになるが、用途としてうまく使用さ

れたか、テスト以外の他のリスク管理のために使った方がよいのではないかという疑問が

出てきている。仏と（全頭検査を行っていない）米国のそれとを比較するとこれだけ検査

を行って病率は同じ比率である。 

 

２． BSE コントロール再検討と緩和の条件 

BSE をコントロールするための２つの対策として 2001 年 1 月 1 日から採られている肉

骨粉の禁止、1996 年から採られているＳＲＭ（危険部位）の除去がある。専門家によると

ＳＲＭの除去が最も効果がある対策と言われている。2006 年から欧州レベルでいろいろ検
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討してどういうシステムを採用したらよいかを考えてきた。 

２つのシステムだけが採択された。①一つは、加盟国は緩和を享受するための基準を満

たしていること。その場合には特例システムを採用できる。基準を満たさなければ現行の

システムを続けることになるが、その場合は上述のテストがつらくなる。 

②二つ目にすべての国において疾病状況は同じではない。食品法の導入は欧州にとって

リスク管理の面で革命的であった。食品法以前は欧州指令しかなかったが、食品法は欧州

法であり、これを免れることはできず、加盟国はそのまま受け入れなければならない。BSE

法も欧州全体に適用される。幸いにもメンバー国は対策によって状況の緩和が図られたた

め、より柔軟な対応を享受することができる。国毎に認定するわけにもいかないので、緩

和の種類は一本である。例えば、AFSSA は緩和策よりも軽減できるとした見解を出したが、

リスク管理の面から欧州の対策を採用したことを打ち出さなければならない。 

我々としてはリスク管理者として必要性を見なければいけない。と畜場は海外から入っ

てくるものも扱っており、その場合、管理するのは部局の人間だが、仏の牛だけ緩和した

ら現場が混乱する。したがって一本になっている。 

緩和のやり方として欧州レベルでどのように軽減していくかだが、①一つに緩和を実現

するためにどのように条件を見直していくかということがある。欧州レベルでどういう場

合に緩和できるかには、６年という概念が大事であった。各加盟国で緩和を行いたい国は

ファイル（意見書類）を作成する必要があり、意見書類の中で６年前が識別できデータが

保持されていることが必要となる。①牛の識別と集中データベース、牛肉のトレーサビリ

ティ、②消極的・積極的サーベイランス、③Total feed ban（すべての家畜の飼料への動物

由来の肉骨粉の使用禁止）のそれぞれが６年前から実施されていること、④６年前から BSE

の発生件数が毎年平均２０％低下していることが条件となる。６年というのは多くの国で 

Total feed ban が 2001 年から始められたためである。②二つ目に意見処理の中でリスクア

セスメントを行う。この分析は AFSSA が行い、リスクマネジメントにおける対策の効果が

測られることになる。 

まとめると条件を緩和するためには意見書類を作成して欧州のエキスパートグループに

提出し、一つには欧州規則上その中で自己のレギュレーションとして BSE の対策を採って

きたことを示すということ、もう一つはより科学的な形でリスク評価を語り、対策の効果

を示す必要がある。前者は我々、後者は AFSSA が主体となって行い、欧州エキスパートグ

ループに提出するのは我々である。 

 

３． これまでの BSE コントロールと有病率の低下 

2001 年から 2007 年までの狂牛病の有病率は平均 20％低下した。2001 年は 200 ケース

以上あったが、2007 年は６件になった。BSE 罹患牛の月齢分析では、2000 年に平均 73.4

ヶ月（６歳）であったものが、2008 年には 157 ヶ月（13 歳）となっている。2000 年に発

見された罹患牛は６歳で、1994 年に生まれている。他方、2008 年に発見された罹患牛は

1994～1995 年に生まれている。誕生まで遡るのは最初の２歳までに感染が起こるためだが、

年齢が高くなっているということは感染がカットできていることを示しており、これはよ

い傾向となっている。もし BSE が同様に継続していたら感染年齢はもっとフラットになっ
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ていたはずである。次に誕生年ごとの BSE 発生件数については、1994～1995 年あたりが

ピークとなっており、SRM の除去や肉骨粉の禁止という２つの有効な対策で BSE の普及

がカットされたといえる。 

しかし未だ分からないことも多く、散発的に発生するケースは不可避。リスク管理者に

とって消費者にリスクゼロの達成が目的ではないことを知らせることは難しい。アクセプ

タブルなリスクにすることが課題である。また、消費者の信頼の確保が目的である。仏に

おいては牛肉の購買量が 90 年代は非常に落ち込んだが、今は BSE 発生以前のレベルまで

回復している。特別に輸入が増加したわけではないので、国内産牛肉に対する信頼が回復

したということと理解される。リスク管理者としては、様々な措置が衛生学的な観点から

採られたが、社会的、心理的にも政策がうまく機能したことが実証されたと考えている。 

狂牛病の発生件数は、2001 年が 274 件と多かったが、近年は 2006 年が８件、2007 年が

９件、2008 年は本日起きたものも含めて７件となっている。状態が改善していることが分

かる。リスク管理者としてはここで本当にこれまでと同様のレベルで検査を続けていくべ

きなのかと自問することになる。しかも 10 件に対して３件までがと畜場での検査によるも

ので、と畜場では 2007 年に 200 万件検査を行ってケースは１件だけ。今年も同様の検査を

行って３件が陽性であったにすぎない。 

 

４． EU とフランスの BSE サーベイランスの緩和策と EFSA のリスクアセスメント 

（当方より、BSE 検査の緩和策としては何があるのか資したところ、）我々としては緩

和したくない内容がある。それは、リスク管理の措置としての SRM の除去と肉骨粉の禁止

(Total feed ban)である。これは交渉の余地なく軽減できないであり、我々もこの措置をも

とに組織されているからである。他方、サーベイランスについては、緩和を求めたいと考

えている。最もコストがかかるものでもある。ただし、測定手法の質を維持しながらの緩

和である。本件に関して AFSSA は膨大な意見書類を作成し、科学的に測定範囲を絞りこん

でも、BSE の可能性のある牛をチェックできるよう、測定手法の質を保つことができるこ

とを科学的に証明している。 

（当方より、具体的には検査対象となる牛の月齢を上げるということかと資したとこ

ろ、）意見書類は、仏のほか 14 の従来からの EU 加盟国は基準を満たしているとして認め

られた。採用されなかったのは 2004 年以降の EU 加盟国で今後意見書類が審査されること

になる。2009 年１月１日から緩和が認められるのは 15 カ国である。これは 11 月 28 日に

欧州委に提案された。EU 全体でリスクアセスメントが行われた。 

内容としては、と畜場では月齢 48 ヶ月（旧来 30 ヶ月）以上の牛に対して検査を行うと

いうもの。EFSA のアセスメントによれば、これにより 15 カ国について年間１件以下のケ

ースを見逃す可能性があるに止まると分析している。通常のと畜ができない家畜の解体・

処理施設においても、月齢 48 ヶ月（旧来 24 ヶ月）以上の牛に対して検査を行うとしてい

る。EFSA の分析によれば、15 カ国で年間 1 件以下のケースを見逃す可能性があるが、消

費者にはもともと出回るものではなく、最大限見積もってもこれは 15 カ国全体での数値な

ので、我々のとるリスクは非常に小さいとしている。これにより検査の対象となる牛が 30%

以上減尐する。他方でこれまで国によっては passive surveillance をないがしろにしてき
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たので、措置の緩和を受ける国は強化する必要がある。 

仏レベルではリスク管理の面から最終的には AFSSA の科学的意見も聞いた上で、欧州レ

ベルよりも更に突っ込んだ内容とし、と畜場では EU レベルの基準を受け入れるが、通常

のと畜ができない家畜の解体・処理施設での検査は月齢 24 ヶ月の基準を維持することとし

た。今後は、病気が再発しないことを確認するとともに、BSE には複数の形態があり、新

たな形態が現れてこないかを監視し、AFSSA による継続的な見直しシステムに取り込まれ

る。欧州レベルで政策的に一本化されても、仏には更に突っ込んだ政策をとる権限がある。

そのためには科学的正当性があることが必要で、AFSSA による科学的な見解をベースとす

ることが大事となる。それがないと他の加盟国から不当競争だと言われてしまう。結果的

にと畜場だけで検査が３０％減尐する。 

 将来欧州レベルでの考慮がなされていくが、小さな国が緩和を徐々に適用していくのか、

その後緩和を広げる方向になっていくのか、時間がかかるようであれば加盟国はもっと軽

減できるように欧州委に対して圧力をかけていくことになる。欧州には牛の飼育が行われ

ていないスウェーデンのように全く BSE のケースがない国や、仏のようにそれほど BSE

が発生していない国は、もっとシンプルな手続きを求めている。他方、英国のようにたく

さんケースが発生したにもかかわらず軽減したいという国もあるが、これは科学的な対応

というよりはより政治的なものになる。 

（当方より、AFSSA の見解はどのようなものだったのかと資したところ、）AFSSA は

（EFSA も同じだが、）新たな形態の病気を監視するためには、病気が再発することを勘案

すれば、リスク管理の目的として 24 ヶ月が必要と言っていた。30 ヶ月と 24 ヶ月では 6 ヶ

月しか違わないし、48 ヶ月の他には 60 ヶ月、72 ヶ月のシナリオもあった。（当方より、

OIE などでは月齢 30 ヶ月を重視しているがと資したところ、）米国が輸出しているものは

月齢 30 ヶ月以内のものなので、どちらにせよテストされていないものを入れることなるた

め、30 ヶ月、48 ヶ月とすることで状況は（テストを行うことになり）何も変わらない。仏

では牛については耳標でどの国から来たものなのか識別できるが、米国のものは分からな

いというのも大きな違い。 

（当方より、月齢 48 ヶ月以下で BSE が発生している事例がないか資したところ、）最

近はない。2001 年に生まれた牛は現在７歳になっている。2005 年に発生したが、発見され

たのは 48 ヶ月以上であった。BSE に関して日本の当局に既に提出した意見書の中にその書

類があるはずである。 

（当方より、リスク管理の目標は他国と違っているとの理解でよいかと資したところ、）

場合によって要件が厳しい場合があり、時々生産者等から非難される。欧州レベルでは非

常によいレベルで統制したいという観念は共有している。仏で言えることは常に先を行き、

上のレベルの措置をとっているということだ。実は仏が AFSSA を設けたが、EFSA はその

インスピレーションを受けて創設された。SRM の除去や肉骨粉の禁止も欧州以前からやっ

ており、常に先を走っている。 

（当方より、仏が高い目標を設定しようとしているのはどういう背景があるからかと資

したところ、）欧州以前に決定を行うかはまずは政治的・文化的な背景がある。仏では食

品が文化の一部を成していること、我々の大臣は非常に食品の危機を恐れているというこ
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とがある。食品の危機をうまくマネジメントができないと政治的な危機に陥ってしまう。

他方で措置をとる場合に、生産者などの職業者、科学者、政治家も非常にセンシティブで

ある。というのも、食品関係は経済的な利害があり、畜産関係の事業者が 30 万あるといっ

たが、食品関係が仏第一の雇用の場でもある戦略的な産業だからである。(当館注：本質問

は科学的な論拠について資したものだが、先方からは科学的な観点からの回答が得られな

かったところ。) 

 

５． リスクアナリシスの手項書について 

（当方より、リスクアセスメントとリスクアナリシスの手項書があれば頂きたい旨伝え

たところ、）了解した。欧州規則 852/2004 に基づき、食品事業者をコントロールする際に、

リスク評価の手項を現場でチェックするためのマニュアルがあるので、後日送付する。 

 

６． 一般食品法（規則（ＥＣ）Ｎｏ178/2002）のトレーサビリティと今後の課題 

トレーサビリティについては、欧州規則 178/2002 に基づき食品関連事業者は食品の調達

者と提供先のリストをもっていなければならないが、事業者内部のトレーサビリティまで

は義務化されていない。先日、欧州のエキスパートグループから提出されたが、事業者内

部のトレーサビリティも義務化しようという動きもある。これに対して、欧州委は現在義

務化しない方向で、制度を複雑にする必要はないとの見解を示している。仏においては事

業者内部のトレーサビリティは義務ではないが、企業のメリットがあるとの教育を行って

いる。もし企業に問題が発生した場合に、ロットが区別できていれば、特定のロットだけ

を処理すれば済むが、どこまでトレーサビリティを導入するかは企業の責任となる。国の

リスク責任としては問題があった場合に製品がリコールできるようなシステムを確保する

ということである。企業が必要以上にリコールされることが問題になるとしても、それは

企業の経済的リスクの問題でしかない。  

      （文責：新山陽子、矢坂雅充） 
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Ⅱ 公的コントロール 

 

 

 

１．(EC)No2073/2005「食品に関する微生物学的な基準」実施にあたっての課

題、効果 （ドイツ連邦 食品・農業・消費者保護省） 

 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

2008 年 11 月 26 日、午前 10 時～午後 1 時 

 

面談者：Dr. Schutz：食品衛生・動物由来製品の流通部門（328 課） 

調査者：新山、矢坂、細野、工藤 

 

１．制定の経緯 

・ この基準づくりは、ブリュッセルで 10 年掛けて検討し、ようやく到達した。 

・ 微生物の統一基準づくりの難しさを示すものである。 

 

２．内容 

・ 2006 年実施の衛生パッケージのひとつであり、一般食品法（(EC)No178/2002）に

より定められた。 

 （記録者：衛生パッケージとは、食品衛生規則（EC）No 852/2004 や動物起源の食品

の衛生規則（EC）No 853/2004、飼料衛生規則（EC）No 183/2005、それらのコン

トロール規則（（EC）No 854/2004、（EC）No 882/2004 など、一連の衛生規則を

さす） 

・ この基準値は、事業者が自主的コントロールにより、事業所の微生物をコントロー

ルするためのものである。 

 ・ 基準値には、以下の二つの要素がある。 

    ①食品安全の基準値 

      食品に関して基準値を上回ったものは、市場から回収する 

    ②食品のプロセスにおける基準値 

      製造工程で基準値を上回ったとき、製造工程をすべて検査し、工程を改善し

て基準値内に収まるようにする措置が求められる 

・ コントロールの第１段階は事業者の自主コントロールであり、第２段階は州政府の

検査である。 

 

３．課題 

 ・ この基準は、欧州委員会規則として、国内法への適用なしに実施される。しかし、
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事業者が、製造方法を新しくする必要はない。 

・ HACCP の義務化以前から、各産業界において長年に渡り、自主コントロールが築き

あげられてきていた。HACCP はそれを具体化したものにすぎず、とくに新たに必要

とされるものはなかった。 

・ 中小食品企業に対しては、特別な措置は考えていないが、ガイドライン作りはもとめ

られている。ガイドラインは業界毎にできあがっている（一般衛生管理、自主的コン

トロール、HACCP について）。BLL がそのリストを把握している。 

 

                               （新山陽子） 
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２． 監視システムの構造と機能 

（ドイツ ノルトライン・ベストファーレン州政府）  

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  

des Landes Nordrhein-Westfalen 

2008 年 11 月 27 日午前９時半～午後１時 

 

面談者：Rolf Kamphausen / Ministerialrat (Head of Department, Department for 

products of animal origin, feedingstuffs and zoonotic diseases 

調査者：新山、矢坂、細野、工藤 

 

説明資料：Struktur und Funktion der Überwachungssysteme in Nordrhein-Westfalen, 

MUNLV. 27/11/2008 （「ノルトライン・ベストファーレンにおける監視システムの構造

と機能」） 

 

 

１．ノルトライン・ベストファーレン州の概要 

 ・ ドイツの４分の１の人口を抱えるヨーロッパ内では経済的に強力な地域 

 ・ ５つの行政府、５４の郡とその他の市からなり、人口は１,８００万人、オランダと

ほぼ同一面積。ボルケン郡が農業の比重が高い（ボルケン群の人口が農家２０万戸、

牛４８万頭、豚８０万頭、家禽１６０万羽 

 

２．ＥＵの食品安全、動物衛生のコントロールシステムの将来目標 

 ・ EU の食品安全、動物衛生のコントロールシステムについての、戦略的ターゲットと

して、将来目標は、畜産（家畜飼育）～小売まで、サプライチェーン全体に渡って

の安全監視体制の構築である。 

・ 監視体制の担当官はこれからクオリティマネジメントを重点的に行う。飼料、食品

安全とそれらの監視基準が統一されていなかったので、密接にリンクさせ構築する

ことが課題である。 

 

３．ノルトライン・ベストファーレン州の食品監視体制の階層 

・ 食品監視体制の階層組織は、下記のようになっている。 

「州政府：環境・自然保護・農業・消費者保護省」（MUNLV：Ministerium für Umwelt 

und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen）） 

   ｜ 

「上級官庁：州自然・環境・消費者保護庁」（LANUV：Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbaraucherschuz Landesbehörde im Bereich Veterinärwesen, 

Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung Landesoberbehörde）食品安全のコ

ーディネートを行う 
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 ｜ 

「５４の郡と独立市（獣医局・家畜監視局）」  

・ 法の制定を連邦省が、施行を州省が行う。 

・ 各州間の調整のために、LAV（州間消費者保護共同作業委員会）がある。 

 

４．食品安全対策のためのコミュニケーションシステム 

 ・ 食品安全行政には、コミュニケーションが重要であり、早期警戒システム、飼料監

視システムをネットワークでつなぐことが課題である。 

・ 現在は、ＥＵの牛の登録と個体識別システム、飼料監視システム、ノルトライン・

ベストファーレン州の行政のネットワークなど、さまざまな独自のシステムが別個

に存在している。 

これらを繋ぐため、データバンクのネットワーク化プロジェクト（IDV:Integriertes 

DV-System Verbraucherschutz、消費者保護統合データベースシステム）を実施してい

る。 

・ データバンクのネットワーク化のために、以下の５つの頄目に分けて連携を取るこ

とにしている。（１）①ネットワーク、セントラルサーバー、ポータルによる解決

の構築および、②業務機関の準備・データソースとの連結、（２）①州のライセン

スに基づいた BALVIip の導入、②セントラルデータプール／データの移転、（３）

EU 規則（EC）No178/2002 にしたがったトレーサビリティ、評価および報告処理法

の構築、（４）調査機関：①LIMS 基準の導入、②分析・報告のための中央データ管

理の構築、（５）家畜衛生：機能的で戦略的な報告制度の構築 (以上、６頁上段の

スライド) 現在のところそれぞれのシステムに違いがある。 

 

５．食品安全行政と食品安全監視体制の各ヒエラルキーの役割 

・ 「州環境・自然保護・農業・消費者保護省」（MUNLV）は、①州法を制定し、②EU

規則と連邦法の施行、③消費者保護戦略の作成を行う。食品安全関連については第

Ⅳ局、第Ⅴ局が担当している。 

第Ⅵ局 消費者保護(Verbraucherschutz)担当 

第２課（植物由来食品，化粧品，必需品）、第３課（動物由来食品）、第５

課（動物保護、動物衛生、動物医薬品）、第６課（法律） 

（局の役割は、資料 10 頁上段スライド） 

第Ⅴ局 環境医学・放尃線保護担当 

・ 「州自然・環境・消費者保護庁」（LANUV）では、第８局が食品安全を担当してい

る。 

   第８局 消費者保護・動物保護・農業市場担当（Verbraucherschtz,Tiergesundheit, 

Agrarmarkt） データマネジメント、資料作成、市場監視、検査を実施 

・ 検査体制 

   ５４の郡・特別市に獣医局があり、食品、飼料、動物、動物投薬のコントロール

を行う。 
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・ 検査員数 食品衛生法（EC）No.882/2004 の第６条に対応する 

   ＊ 州の検査員総数（と畜をのぞく） 

      科学的監視（Anzahl wissenschaftliches Personal Überwachung）282 人 

          さらなる監視（Anzahl weiteres Kontrollpersonal） 333.5 人 

       行政官（Anzahl Verwaltungspersonel） 282 人 

    ＊ と畜解体における動物衛生、食品安全に関する検査員 

      科学的監視（Anzahl wissenschaftliches Personal Überwachung）49.5 人 

          さらなる監視（Anzahl weiteres Kontrollpersonal） 403 人 

       行政官（Anzahl Verwaltungspersonel） 547 人 

    ＊ コントロール機関の検査を行う要員 

科学的監視（Anzahl wissenschaftliches Personal Überwachung）173.9 人 

         さらなる監視（Anzahl weiteres Kontrollpersonal） 491.6 人 

      行政官（Anzahl Verwaltungspersonel） 135.4 人 

・ 検査機関 

   州直轄の検査機関が４箇所あり、他に、自治体毎の小さな検査所がある。 

・ サンプル数 

   食品安全 １０万件/ 年   動物衛生 数十万件/ 年 

 

【 質疑 】 

６．「食品に関する微生物学的な基準」（EC）No.2073/2005 の実施による影響 

・ 標記について質問したところ、以下の３つの大きな変化があったとの回答があった。 

 ①．同法は、各官庁の監視に適用されるのか、メーカーに適用されるのかについて、後

者であることと整理され、クリアーになった。 

②．メーカーにおいては、ロット毎にこの基準値をオーバーしているかどうかをチェッ

クするのではなく、基準値に照らして衛生状態が傾向的に低下する製造体制ができ

ているかどうかをみることと整理された 

③．食品衛生に関するコントロールが、事業所のリスクの潜在性を見極めるためのコン

トロール体制に移行した。州政府の監視は、各事業所の自主的コントロールをコン

トロールすることにおかれる。コントロールは、記録の書式が信憑性に富むか、疑

惑があるかという観点から為される。 

（EC）No.852/2004（＊）のなかで、事業所に対するリスク評価の方法を定めるこ

とが規定されている。リスク評価にもとづき、コントロールとサンプリングの頻度

を決める。この評価方法に関して州法（「リスクに関連したコントロールに関する

州行政規則」；複写の送付を依頼）が定められている。 

リスク評価にはいくつかの要素がある。 

     ・ 食品の種類（ex.ベビーフードかパンか） 

・ コントロールについて（自主コントロールが HACCP の基準に適合している

かどうか） 

・ 当該食品業界の状態（行政指導を遵守しているか、業界の慣例にもとづく
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独自のコントロール方式をとっているのか） 

・ 以上のような要素をもとに、９段階からなるメーカーのリスク分類にもと

づき、各メーカーのリスクを判定し、立ち入り検査の頻度とサンプリング

のレベルを定める（低リスクの事業所は３年に一度のコントロール、高リ

スクの事業所は毎年など）。サンプリング数は 10 万件。 

（記録者：（EC）No.852/2004 は食品衛生規則でありこれに該当する規程はない。

（EC）No 882/2004（飼料・食品法、動物の健康と福祉に関する規則の遵守の検証

のための公的コントロール規則）の言い間違いであると思われる。同規則第３条

を参照のこと） 

 

２．感染症の調査・検査について 

・ 標記について質問したところ、以下の回答があった。 

・ 州独自に行うものはない。EU の規則に規定された感染症、サルモネラ対策規則のなか

で行う。このサンプリング数は先ほどの数十万件とは別である（この中には含まれて

いない）。QS が行うような民間のサーベイランスのデータは外にださない。サルモネ

ラについては例外で、QS が７年前から豚の６～７割をチェックしている。２年前に豚

サルモネラ法により中央データバンクを作った際、QS からの申し込みを受けて、QS

が全国データバンクとなった。サルモネラに関しては民間とリンクがあるが、それ以

外のところではない。 

 

（新山陽子） 
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Ⅲ 食品トレーサビリティ 

 

 

 

調査頄目：食品トレーサビリティの確保について 

（１）Regulation No178/2002 第 18 条により義務づけられた、食品と飼料のトレーサビ

リティ確保について、 

①モニタリング、罰則などについての国内法令化とその内容 

②実施状況、課題、効果 

（２）COUNCIL DIRECTIVE of 14 June 1989 on indications or marks identifying the 

lot to which a foodstuff belongs (89/396/EEC)「食品のロットを識別する表示もし

くは記号に関する 1989 年 6 月 14 日の理事会指令 89/396/ECC」について 

－国内法令化、実施状況、効果の評価、課題 

（３）2004 年以降の国独自のトレーサビリティ確保の取り組みについて 

－法令化、ガイドライン、規格、関連団体 

 

 

 

１．一般食品法第 18 条に義務化された食品トレーサビリティの実施、内部トレ

ーサビリティの確保の実情  

（ドイツ ノルトライン・ベストファーレン州政府） 

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

2008 年 11 月 27 日午前９時半～午後１時 

 

面談者：Rolf Kamphausen / Ministerialrat (Head of Department, Department for 

products of animal origin, feedingstuffs and zoonotic diseases 

調査者：新山、矢坂、細野、工藤 

 

説明資料：Rückverfolgbarkeit von Lebensmittelen gemäss Artikel 18 Verordung (EG)Nr. 

178/2002, MUNLV. 27/11/2008（「規則（EC）No178/2002 による食品のトレーサビリテ

ィ」）  

 

１．第 18 条の目的とトレーサビリティの定義、３つの要素と業界の課題 

 ・ 目的は、問題のあった食品を市場から迅速に撤去すること、ととらえている。 

 ・ トレーサビリティの定義は、チェーンのあらゆる段階において、食品を追跡できる

可能性。 
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 ・ ３要素は、① 商品の受け入れ（つぎのステップへのバックワード）、②内部トレ

ーサビリティ，③商品の引き渡し（つぎのステップへのフォーワード）である。 

・ チェーン全体の監視をすることは難しいため、第 18 条で求めているのは、事業者の

前後へのワンステップのみ。 

・ 食品業界にとっての問題は、内部トレーサビリティの確保である。 

 

２．食品事故とロット単位で追跡できるトレーサビリティの効果 

・ ロットを特定できず全量廃棄した場合と、当該ロットのみですむ場合とでは、損害

の大きさが違う。 

・ 食品事業者の問い合わせで多いのは、どのくらいの単位でロットをまとめるかであ

るが、個々の食品会社の責任になっている。 

・ BSE 検査を受けていない牛肉であることを確認せず（記録者：検査が必要な月齢の

牛にもかかわらず未検査だったということと理解）、国家が購入して北朝鮮へ送ろ

うとし、送付時に未検査であることが発覚した。未検査のロット番号がわかり、コ

ンテナの牛肉のラベルのロット番号をみて、当該ロットを取り出し、焼却できた。 

・ 韓国から輸出されているカニすり身かまぼこからサルモネラ菌が検出された事件で

は、ロットを特定できなかったので全量廃棄になった 

・ 韓国から輸出された魚肉ソーセージに金属片が発見された事件。スーパーマーケッ

トで販売されたソーセージから発見されたが、ソーセージパッケージの番号からロ

ット番号がわかり、製造機器まで特定できた。その結果、機械の１箇所から金属破

片が落ちたことがことがわかり、入っていた金属片と機械の欠けた箇所の形が一致

したため、他に金属片は入っていないことが確認でき、市場から当該企業のソーセ

ージ全体を撤去する必要がなかった（そのスーパーマーケットで販売されていた同

社のソーセージはすべて撤去され検査された）。 

・ 例えばよく問題になるものとして、粉ミルクのサカザキ菌の汚染があり、回収や警

告がある（調査者：これについてトレーサビリティの機能への言及はなし）。また、

フランスの原乳から製造されたチーズのリステリア菌汚染が時々あり、回収される

が、トレーサビリティが効果をあげている。メーカーの製造施設で発見し、トレー

サビリティを利用して、どの地域のどの小売にだしているかわかる。政府間の早期

警報システム（(EC)No.178/2002 の規定により構築）を利用して、どの国のどの事業

者に送ったかを連絡し、回収した。 

 

３．ＥＵの特定領域における食品トレーサビリティの要求と記録事頄 

・ 一般食品法による他、牛肉の表示、魚の表示、卵の識別の各法、食品衛生法、GM

の食品と飼料の表示の法において、トレーサビリティが要求されている。 

 （記録者：各規則については、新山「トレーサビリティ確立への国際的な動き」新

山編著『解説 食品トレーサビリティ』昭和堂を、参照されたい） 

・ 各表示、識別の法においては、規定された表示以外にしてはならない。 

 ・ 牛肉の表示、魚の表示、卵の表示などに関する記録の説明がなされた。 
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・ 食肉、家禽肉、その他動物由来の食品の記録 

    食品の入荷・発送、飲食適格記号、搬入文書 

 ・（記録者）このうち飲食適格記号の記録の要求については対応する規則の説明がなか

ったが、動物由来食品の衛生規則（(EC)No.853.2004, (EC)No.854/2004）か、と考

えられる。「この規則（(EC)No.853.2004）で、すべての動物起源の製品に、国名、

施設の認可番号の入った衛生マーク（health mark）を付けることが求められるよ

うになり、マークは食品トレーサビリティの一環とされる。衛生マークは、公的

コントロールが規則にしたがって実施されたことを示すものであり、公的獣医が

管理する。その段階にないものは、食品事業者が識別マークを添付する」（新山

「トレーサビリティ確立への国際的な動き」『解説食品トレーサビリティ』）し

たがって、上記の飲食適格記号は、衛生マークのことかと考えられるが確認はで

きていない。また 「食品衛生の分野には，さらに要件があるが，それは内部トレ

ーサビリティあるいは企業同士のトレーサビリティにのみに関する」との説明が

あったが、何をさすかは確認が不足。 

  

４．システムの弱点（記録者：第一次生産段階における動植物衛生管理を指していると考

えられる） 

・ すべてのシステムに関して、これまでの弱い箇所（＊）は、第一次生産にあった。

多くは EU レベルの衛生規則により規定されている。飼料については、EU に飼料衛

生規則があり，現在，飼料の流通に関するすべての面を考慮する法律がさらに協議さ

れている。動物医薬品に関しては，食品への残留に関する EU の規則はあるが，家畜

への処理（投与）に関しては，EU の統一規則は存在せず，国の法律のみがある 

・ （記録者）「弱い箇所」とは、トレーサビリティについていわれているのかどうか、

何を指すのかについて、質問をしたものの、十分な確認ができなかった。この説明

に対応する最終スライドでは、「第一次生産」について、家畜飼養者では、飼料、

動物用医薬品、病気、分析結果および調査、HIT（家畜の出自保証・情報システム）

データ、植物生産では、農薬、害虫および病気、調査結果、があげられており、説

明の文脈とあわせて解釈しても、弱さはトレーサビリティではなく、衛生管理を指

すものと考えられる。 

   

【 質疑 】５～１１までの質問に対して、それぞれ下記のような回答があった。 

５．一般食品法第 18 条の罰則と監視について 

・ 「食品安全・飼料安全法」の最終条頄に規定されている。 

・ 監視は、ドイツでは以下のような仕組みで行われている。 

・ LAV（州間消費者保護作業委員会）の共同作業委員会のなかで監視プログラムを策

定する。トレーサビリティについても同様。2005 年の導入直後は、コントロール

はあまり頻繁には行われていない。2006 年から広範囲に行われるようになった。 

・ 食品監視は、ＥＵ規則、連邦法、州法が適用される。ノルトライン・ベストファー

レン州食品安全監視法があるが、他の州と同一である。 
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・ 監視は、食品安全監視法にもとづいて、各地区の獣医局が行う。 

・ 監視においては、最初はアドバイスを行い、最終的に罰則を適用する。 

 

６．Directive No.89/396/ECC（食品ロットの識別と表示の指令）について 

 （ドイツ内での法制化、実施状況、効果について） 

 ・ ドイツ食品ロット表示法がある。EU の指令をそのまま法制化したものであり、州法

はない。実施されているはずである。 

・ 賞味期限をロット番号に換えることができるので、難しくはない。 

   缶詰は使用期限、他は使用期限＋業者番号 

・ 業者からは、どのくらいの大きさのロットにすればよいかわからないという疑問は

あった。 

・ 食品業界は、ロット番号が確定できれば損害が尐なくて済む 

 

７．内部トレーサビリティの確保の現状について 

・ 内部トレーサビリティを確保するには、最終製品の場合は、トレーサビリティのた

めに使用原材料の膨大なドキュメントが必要。大きな会社は内部トレーサビリティ

を確保している。例えば、州には 3,000 の中小の肉、ソーセージ屋があり、肉以外に

さまざまな香料を入れるのでドキュメントの確保は難しい。 

 

８．食品のチェーン・インフォメーション（と畜場への家畜の健康・疾病にかかわる情報

の提供と、と畜場におけるチェック） 

 ・ 動物衛生規則（(EC)No.853/2004）の導入により、食品のチェーン・インフォメーシ

ョンが求められるようになった。家畜を飼育する農場は、家畜が罹った病気の情報

を、と畜場に届けなければならない。これについてはすでに構築されている。 

 ・ 植物由来食品の場合は、それほど構築されていない。 

・ 穀物の場合は、中間業者に集められ、ロットに分けられ加工業者に納入されるが、

生産者のロットを特定するのは難しい。 

 

・ （記録者）フードチェーン・インフォメーションは、動物衛生規則（(EC)No.853/2004）

第７条（文書）、補遺Ⅱセクション３に規定されている。 

第７条は、食品事業者に、動物起源製品の荷物に附帯する証明書または他の文書

を確保することを求めている。その際に、二つの条頄の要件（同規則補遺のⅡ、Ⅲ）

を満たすことが必要とされる。補遺Ⅱのセクション３に規定されたフードチェー

ン・インフォメーションは、と畜場を運営する食品事業者への要求事頄であり、「と

畜場に輸送されるあるいは輸送される意図のある，狩猟動物以外のすべての家畜に

関し，本セクションで規定されたフードチェーン・インフォメーションを要請し，

受取り，チェックし，またそれに基づいて行動しなければならない」とされている。  

要請すべき情報は、下記の(a)～（f）である。これらは食品安全情報であり、と畜

場の運営者は，これらの情報がと畜場に家畜が届く２４時間前に農場から提供され
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ない限り、と畜場の敷地に家畜を受け入れてはならないとされている。食品安全情

報を求めるのは、食品衛生規則 No.852/2004 にしたがったものとされている。 

(a) 出身農場の状態あるいは地域の家畜衛生状態 

(b) 家畜の衛生（健康）状態 

(c) 投与された動物医薬品、その他の治療，措置日、投薬中止期間 

(d) 食肉の安全性に影響する可能性のある病気の発生 

(e) 家畜などのサンプルの分析結果（公衆衛生に関連する場合）（人獣共通感染症、

残留物のモニタリングやコントロールの採取サンプルも含む） 

(f) 同一農場の家畜のこれまでの死亡前、死亡後検査の報告（公的獣医の報告を含

む） 

(g) 病気の可能性がある場合には，生産データ 

(h) 出身農場のかかりつけの個人獣医の名前、住所 

 

９．獣医局による食品のモニタリングについて（他の州でも同じか、その利点は何か） 

 ・ ノルトライン・ベストファーレン州では、各地区の獣医局が行っている。食品安全

局が行う州もあるが、獣医局には初めから専門家がおり、充分な食品監視ができる。 

 

１０．畜産農家への要求と補助金について 

 ・ 官僚的な仕事が多くならないように、負担を軽減するようにしている。 

 ・ 法案作成の際に、関係団体にヒアリングし、どうすれば負担が尐なくできるかを考

える。 

・ トレーサビリティは、直接所得補償受給の要件のひとつになっている。 

・ トレーサビリティに関して、農家に直接的な補助はない。充分なインフォメーショ

ンが行えるようにするための補助はある。 

 

１１．ガイドラインによるトレーサビリティの普及 

 ・ 先にガイドラインを作って、普及するのではなく、関係団体へのヒアリングを行い、

ガイドラインを作る。規制措置導入後にはいかに必要かを啓蒙する。 

 ・ 政府サイドのガイドラインと業界サイドのガイドラインがある。後者は、食品監視

局がチェックしてＯＫをだす。 

 ・ 飼料のトレーサビリティでは、連邦と州が共同作業をし、案の段階で、業界団体の

意見をもらう。農家の負担が尐ないよう、納入書と請求書の所持だけで充分であり、

納入書に必要な記載があればいいとした。 

 

（新山陽子） 
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２．牛と牛肉のトレーサビリティおよび畜産分野における新たな動向 

 （ドイツ連邦省 食品・農業・消費者保護省） 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

2008 年 11 月 26 日、午前 10 時～午後 1 時 

 

面談者： 

１．Dr. Hermann Josef Schlöder： Ministerialat, Leiter des Referates “Vieh und Flisch, 

Eier und Geflügel”「家畜と食肉、卵と家禽」評価長 

調査者：新山、矢坂、細野、工藤 

 

１．牛と牛肉のトレーサビリティ規則（「牛の登録と牛肉の表示規則」（EC)No. 1760/2000）

のその後について 

１）同規則は下記のように一部簡略化されることになる 

 ①牛の「パスポート」が「付随書類」に名称変更される 

パスポートの裏側の記載が省略される（国間を移動する場合のみ記載）。 

 ③ラベル表示義務のと畜場番号、解体場番号は記号・番号のみになる（「と畜場」「解

体場」の表記の省略）。番号をみただけでは、と畜場の番号か解体場の番号かわから

ない。登録されているのでコンピュータで調べれば分かる。 

２）2005 年に以下のような再検討がなされた 

 ・ 原則的には今後、発展させることは可能 

・ 「官僚的」作業が多く、すべての食品に適用することは困難 

・ 加工肉に及ぼすのは困難 

   BSE の影響が当初予想されていたほどドラマティックではなかった 

・ 新たな規制措置の追加 

   「若牛肉」表示の追加（2007 年規則により、2008 年 7 月から実施） 

     生後 8 ヶ月まで カルプ（子牛肉） 

       12 ヶ月まで ユング・リント（若牛） 

       それ以降   ノーマル・リントフライシュ 

３）任意表示について 

 ・ 同規則においては、義務的表示以外の特別な表示（牛の種類、飼料、肥育方法など）

には許可が必要である。単に“いい牛”だというような表示はできない。 

     書式による許可、トレースできるような証明書が必要 

・ これについて、産業界からの簡素化の要望により、自由表示が追加された。 

・ 義務表示については、簡素化の意見の議員は尐数派である。 

４）効果について 

 ・ 認定を受けていない BSE 検査ラボで検査した牛肉が市場に出回り、回収されたこと

があった（2001 年）。 

・ 健康被害はないが、ポーランド、オランダ産の肉をドイツ産と偽って販売されたこと

があり、処罰され、肉の回収がなされた。 
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・ ドイツ産でない肉がロシアに輸出されかかり、コンテナをドイツに回収したことがあ

った。 

５）システムの定着について 

・ システムが定着するには時間がかかる。無視や意図的な誤解もある。定着するまで

は、違反金の徴収に留めたが、現在は一般的罰則を提供している（肉のトレーサビ

リティだけでなく、牛の個体識別においても） 

・ 最大の問題は、コード番号の正確な記載である。オンライン化により、登録時に番号

を照合できるようになり、間違いをすぐ生産者にフィードバックできるようになった。 

・ 牛の個体識別を、環境に配慮した生産、動物保護などの要件と共に、EU の直接支払

の資格要件とし、実施の確実性をはかってきた。 

（記録者：直接支払規則（共通農業政策の下での直接支払のための共通ルールを確立

し、農民のための確かな支援計画を確立するための規則）（EC）No1782/2003をさす） 

・ コード番号のドイツでの記載ミスは、３－４％程度である。小規模農家が多いことを

考えるとその比率は低い。 

・ 意図的なミスは、罰則が厳しいので、ほとんどない。 

 

２．畜産分野での新たな議論 

１）鶏卵のトレーサビリティ 

 ・ 鶏の飼育形態の表示コードを、加工品にも拡大することについて議論されている。   

（放し飼いの鶏から作られた加工品） 

  （記録者：鶏卵のトレーサビリティは、卵の販売基準に関する理事会規則（EEC）

No1907/90 の細則を定める規則（EC）No2295/2003 に規程されている） 

２）食肉の産地表示について 

 ・ アメリカでは、cool により、生鮮肉に産地表示を義務づけ 

（記録者：coolは、アメリカ農務省により2008年にだされた、特定品目への原産地表示

を義務づける規則のことである。Mandatory Country of Origin Labeling of Beef, 

Pork, Lamb, Chicken, Goat Meat, Perishable Agricultural Commodities, Peanuts, 

Pecans, Ginseng, and Macadamia, Nuts; Interim Final Rule, Department of 

Agriculture, Agricultural Marketing Service, 7 CFR Part 65, Friday, August 1, 

2008） 

・ ＥＵ委員会でも、官僚的ではないシステム、簡略化した方式で義務化することについ

て議論がある。特に、輸出時の必要性から。 

３）食肉のトレーサビリティの拡張について 

・ 豚肉にはデータバンクが有る。ただし、牛のような個体識別番号ではなく、グループ

番号である。 

・ さらに、羊の個体識別番号が加わるかも知れない。 

・ 牛肉の適用範囲については、ハンバーガーまでは拡張しない。ハンバーガーショップ

はより厳しいコントロールシステムをもっていること、スキャンダルになると大きな

経営のダメージがあり抑制されることがその背景である。（記録者：ミンチ肉には適
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用されている） 

・ 牛のトレーサビリティ規則（EC)No. 1760/2000 によりコントロールしたい中心は、小

規模農家から牛の肉が小売店に販売されるまでの長いチェーンである。 

 

３．違反への措置、消費者への情報提供の状態、農家への補助（質疑から） 

１）違反に対する措置 

  初犯には緩やかな対応をし、再犯になると罰金（15,000 ユーロ）、肉の回収を課して

いる。 

２）消費者はどこまで流通履歴が分かるか 

  ・インターネットで番号を入力すれば、と畜場、解体場まではわかる。それより上流

は、監督官庁のコントロール内にあることである。消費者が農場まで分かるように

することについては、消費者から要望はあるが、データ保護上、行っていない。車

の登録番号を入力して誰の車か分かるようにするようなものである。 

３）牛のデータベースの他の政策とのリンクについて 

  ・考えていない。関連産業団体が追加的表示（(EC)No.1760/2000 の任意表示の規制）を

する場合には、書式をもって登録される。 

４）IC タグの導入、農家への補助について 

 ・ 議論はあり、モデルプロジェクトもある（羊は耳標がつけにくいため）。 

・ 耳標への政府の補助については、農家から要望はある。導入時の耳標価格は、1.5～

２ユーロ。農民票は大きいので、コストの高いシステムを導入する場合には票を考

えることになる。IC タグは便利だが、コストを考えると導入できない。 

・ 獣医グループは、接種コントロール用にモデル事業を行っている。 

 

                               （新山陽子） 
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３．欧州連合における「TRACES」システム：トレーサビリティと公的コント

ロール、国境検疫、早期警告システムの統合 

（欧州委員会 保健･消費者保護総局 動物健康常設委員会） 

DG SANCO（Direction générale Santé et protectiondes consommateurs） 

Ｄ１：Santé animale, et Comités permanents 

10 月 2 日午前 10 時～午後 1 時 

 

面談者 Didier CARTON 氏 （Chef de Secteur TRACES） 

調査者 新山、矢坂、清原、細野、工藤 

    杉中淳（EU 日本代表部参事官）  

 

ヒアリング頄目： 

１．「TRACES」システムの目的と仕組みについて 

２．輸入食品に対するトレーサビリティなどの規制に関する EU の議論について 

＊ 「TRACES」システムは、動物衛生規則 No853/2004、同コントロール組織に関する規

則 No854/2004、飼料・食品法などの項守のための公的コントロールの規則 No882/2004

における事業者の認可、送り荷に添付が要求されている証明書の発行、国境検疫など

と、規則 No178/2002 の一般食品法第 18 条で義務づけられているトレーサビリティ、

同規則第 30 条早期警告システム[rapid alert system]を統合するシステムとして構築され

ているものと考えられる。それを植物および植物製品など食品全体に拡大していくこ

とが論じられているようである。 

（内容は、説明や質疑の項番通りではなく、頄目毎にまとめた） 

 

説明資料：Traceability and EU，TRACES（TRAde Control and Expert System） 

 

１．「TRACES」システムの目的と仕組みについて 

・ 「TRACES」（TRADe Control and Expert System の略）は、統合されコンピュータ

化された獣医システムである。EU と非 EU の獣医関係機関を結びつけることを目的と

している。 

・ 領域は、動物衛生、動物福祉、獣医公衆衛生の分野であるが、将来はすべての食品に

広げたい。対象は、生きた動物、動物由来の食品（食肉、卵、牛乳など）、動物由来

の飼料、獣医医薬、動物副生物である。 

・ 目標は、①動物および動物製品のコントロール、②問題発生時の動物および動物製品

の動きの川上、川下への追跡、③専門的情報の提供により加盟国の意思決定を支える、

④中央リスクアセスメントと警告、⑤民間団体の参加による行政の管理作業量の縮減、

におかれている。 

・ システムのアーキテクチャーとアクセスについては、ルクセンブルクにセンターサー

バーがおかれ、インターネットの Web サイトを中心にしたシステムであり、アクセス

は制限され、パスワードを得ると活用できる。メッセージは email で通知される。利用
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者は、民間の経済的事業者と関連する官庁、荷送り先の事業者と官庁であり、その間

の仕事の流れに関連する。 

・ EU 内のシステムについて 

・Web により結ばれているのは、300 箇所の BIP(Border Inspection Post：動物お

よび動物製品の国境検疫所)、および、LVU（Local Veterinary Unit：地方獣医機

関）、CCA（Central Competent Authority：中央官庁）、EC（European 

Commission：欧州委員会）である。 

・EC のセンターによる中央統制システムになっている。関税番号（記録者：原産国

と商品種類の番号をさしていると考えられる）により相互運用できるように標準

化を進めている。多言語システムである。 

・Web を通じて繋がり、どのユニットも他のユニットと連絡できる。セキュリティ

のために、そのユニットが関係している情報だけ入手できるようになっている。 

・EU はシステムを提供し、運営を管理している。 

・certificates のワークフローについて、資料２頁中断右スライドにもとづき説明。 

・ 例えば、フランスで、「キャトルファーム」システムにより、荷物がどの農家から発

送され、送り先はどこか、当局が「証明書」（certificate→次の第２頄へ）を発行する。

送り先がイタリアであるとすると、イタリアでは荷受けをしたときに、電子的証明書

にアクセスし、受け取ることができる。他の国は、この証明書にはアクセスできない

仕組みになっている。スイスでトランジットするとしたら、スイスも証明書にアクセ

スできる。 

・ ＥＵ諸国以外に、スイス、ノルウエー、アイスランド、サンマリノ、アンドラも加入

している。 

・ 民間業者もアクセス許可書をもらってアクセスできる。また、証明書を発行するため

の情報を提供できる。ローカルコンタクト（＊）とコンタクトすることができる。こ

れによって係官の仕事が単純化できるという利点がある。 

＊（記録者）コンタクトポイント[contact point]は、規則 178/2002 第 50 条において、食品や

飼料に由来する人間の健康へのリスクを通知するための早期警告システムをネットワ

ークとして確立することが規定されており、ネットワークの接点でありメンバーとな

る。加盟国、欧州委員会および欧州食品安全庁によって選定される。欧州委員会が、

ネットワークの管理に対して責任をもつものとされている。 

 

２．証明書の内容、記載者について 

（記録者）「証明書」とは、動物衛生規則（規則 No853/2004）第７条の規定により、動

物由来製品の荷に附帯することが求められている証明書をさすものと考えられる。証

明書の確保の際には、施設の所在する国名、施設認可番号が記載された識別マークを

製品に添付すること、さらに、識別マークの提示には、同法に定める施設や処理の衛

生要求事頄の遵守とそれにもとづく施設の認可、一般食品法（規則 No178/2002）第 18

条のトレーサビリティの確保が要求されている。 
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・ 証明書のパート１（資料有り：和訳を後掲）は、荷が、誰から発信され、どこの、誰

に、いつ送られるかが記載されている。地方獣医機関、また、民間業者もアクセスで

き、記載できる。すべてが書き込まれると関係当局に送られる。証明書のパート２（資

料有り：和訳を後掲）には、業者は、域内に入れることが可能かどうかの決定がされ

るまで、アクセスできない。 

・ 証明書の記入者は、75～70%が BIP、30%が事業者（EU の農民のなかには大きな事業

者がいる）。システムの利用者は、16,000 人程度。うち、5,000 人が事業者。９万人程

度の証明書を出している。証明書の半分が域内用であり、半分が輸入用ドキュメント

（CVED）である。 

・ （発送元、送り先が）域内の場合は、すべての動物、動物由来製品には、証明書が必

要である。官庁は、①査定した証明書の発行、②送り状の通告の発行、③コントロー

ル（文書、ID、フィジカル、動物福祉、検査機関のチェック）を行う。 

・ 証明書は発送元の当局が振り出し、どこかの国を経由して、送り先に届く。域内で移

動するものは、送付時に、当局の発行した印刷した証明書と発送通告書とが必要であ

り、荷はその二つの書類と一緒に動かねばならない。 

・ （輸入の場合）BIP 検査官は、証明書の最初をみると、どこの誰から荷がきているかわ

かり、査定できる。 

・ 証明書があることによって、何か問題が起こった場合、誰が（どの事業者が）責任者

かわかる。誰が最初にサインしたか（発送元）、受取人が誰か、どの会社がどの動物

製品を輸送したかがわかる。さらに、中央と地方の官庁がサインをしているので、ど

この権限機関がサインをしたかわかる。 

 

３．第３国からの輸入の場合 

・ 輸入の場合には、動物、動物由来製品には CVED ドキュメントが必要である。すべて

の製品についてのトレーサビリティを確保することにかかわる。域内の証明書と同じ

形で機能する。原産国と商品種類がカスタムコードで分かるようになっている。セー

フガードとフィジカルチェックに機能する。輸出時に問題が起こると EU 国境レベルで

拒否することができる。 

・ 第３国からの輸入品については、規則（EC）No854/2004 は、公衆衛生上の観点から、

第 11 条において輸出国、第 12 条においてすべての事業者（農家は除く）をリストア

ップすることを求めている。事前の認可は特定の製品についてのみ求められる。 

（記録者：第 11 条は shall で記載されているが、第 12 条は、may が使われているので、

輸出国のリストは義務事頄であるが、事業者のリストは義務事頄ではなさそうである） 

・ ほとんどは、BIP において、フィジカルレベルのコントロール（域内に入れるか、入れ

ないかの決定）にもちいられている。 

・ 第３国を補助するための輸入モジュールを作成している。 

・ 第３国が証明書を発行するにあたって、第３国の官庁に対してアクセス権を付与して

いる。第３国の官庁が、誰に運営権、アクセス権を与えるかはまかされている。 

・ 第３国が参加することによって、荷物の発送のスタートポイントから BIP を通って荷
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物が送られる先までトレースすることができるようになる。 

・ 証明書には、すべての EU 公用語（２２カ国語）でアクセスが可能である。第３国が輸

出する場合には、BIP の国語と送り先の国語で証明書を提出することが必要である。例

えば、日本からエストニアを通過してハンガリーに届けられるとすると、エストニア

語、ハンガリー語の証明書が必要であり、それに日本語の証明書を添付することがで

きる。 

・ 規則（EC）No852/2004、No853/2004、No854/2004 にかかわる第３国の業者リスト

を統合できる。 

・ これまでに、アメリカ、カナダ、メキシコ、ASEAN 諸国、クロアチアが参加しており、

モロッコとニューカレドニアも加わった。EU の制度を強制することはできないが、さ

らに拡大していきたい。 

・ カナダのパイロットプロジェクトでは、記入間違いの回避について検討している。 

 

４．EU から第３国への輸出について 

・ EU から第３国への輸出モジュールをつくっている。ユニット証明書を第３国に出す。 

・ 利点は、 

すべての手続きの標準化 

データ送信の安全性とスピードアップ 

関税と獣医学上の連携 

不正に対する取り組み 

さまざまな輸入に関するデータのクロスチェック 

証明の捏造・偽造の回避 

第３国の参加により BIP のコントロールがスピードアップできる 

EU で決定された情報にアクセスできる 

何か問題が発生したときにすべての情報を統合システムのなかで発信できる 

 

５．システム構築、運用の経費と人員 

・ システムは２００３年に構築された。 

・ 第１パートは、さまざまなモジュールを結合したものである。これまでに５年間経過

したが、毎年さまざまなモジュールを組み入れて作ったので、２年ごとに更新してき

た。IT システムの寿命は５～８年である。 

・ 初期投資に 50 万ユーロを要した。毎年、機械のモニタリング、メンテナンス、管理事

務費に 150 万ユーロを要している。建物はＥＵのものを使っている。システムのヘッ

ドディスクには、１２人がいる。うち、IT の開発に 6 人、モニターに 2 人をおいてい

る。しかしこれだけでは不十分である。 

 

６．システムの拡大 

・ 今後、システムを食品全体に広げていきたい。獣医なのでなかなか他にかめない。現

在ミネラルウオーターについて議論されている。 



 

 52 

・ 食品分野はフランスが議長国なので、これについて覚え書きを出し、すべての食品、

動物・植物製品、生きた動物に調和するシステムを導入したい。 

・ 特に、ヒトの健康に悪影響を及ぼす植物・植物製品に拡大することが課題である。 

    例えば、これまでに、輸入ピスタチオのアフラトキシン問題が起こった。２年前

には、カナダから輸入したほうれん草から検出された大腸菌問題があった。飼料

についても問題がある。どの国が発送元かは記載されるが、まだ、業者のリスト

までは要求していない。EU と US のアプローチは異なる。EU は、監査はするが第

３国を信頼する。US は業者のリストを要求する。 

・ OIE で来年プロジェクトがセットアップされている。動物の証明について、牛のデータ

ベースをつくる。牛のタイプ・品種、ID、生年月日、成育過程、パスポート番号、

移動。ID ナンバーで移動を追跡できる。羊や豚のロットの移動の追跡にも拡大し

たい。トレーサビリティと各国のデータベースの自動的な統合が課題だが、３２

の異なったデータベースがあって統合はかなり困難である。 

・ 植物や森林を守るという観点からも、すべての証明書をデータ化することが必要であ

る。 

 

７．証明書の頄目について 

（記録者）証明書書式資料あり。同資料によれば、証明書は下記の事頄からなる。 

【パート１】：差し出される積み荷の詳細  欧州共同体（EC） 内部貿易証明書 

1.1 発送者 名前、住所、郵便番号/地域 

1.2 証明書索引番号 地方索引番号 

1.3 中央権限機関 

1.4 地方権限機関 

1.5 荷受け者 名前、住所、郵便番号/地域 

1.6 関連する原証明書（original certificates）番号   付属文書番号 

1.7 販売者  名前 認可番号 

1.8 原産国 ISO コード 

1.9 原産地域 コード 

1.10 目的地国 ISO コード 

1.11 目的地域 コード 

1.12 原産地/ 収穫地  

チェック欄：会社（holding）、収集センター、販売者の家屋、認可を受け

た者、（人工授精）精液センター、認可農業者（holding）、エンブ

リオ・チーム、機関、その他 

    名前、認可番号、住所、郵便番号/地域 

1.13 目的地  

     チェック欄：会社（holding）、収集センター、販売者の家屋、認可を受

けた者、（人工授精）精液センター、認可農業者（holding）、エン

ブリオ・チーム、機関、その他 
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   名前、認可番号、住所、郵便番号/地域 

1.14 荷積み地 郵便番号/地域 

1.15 発送の日時 

1.16 輸送手段 

  チェック欄：航空機、船、鉄道貨車、道路を走る乗り物、その他 

    識別証明、番号 

1.17 輸送者  名前、認可番号、住所、郵便番号/地域、加盟国 

1.18 畜種/製品 

1.19 商品コード（CN code） 

1.20 数/量 

1.21 製品の温度 チェック欄：常温、チルド、冷凍 

1.22 パッケージ番号 

1.23 コンテナの識別／検印番号 

1.24 包装のタイプ 

1.25 動物がどのような用途で証明されたか/製品がどのような用途で証明されたか 

       チェック欄：種畜用、肥育用、と畜、家畜の季節的な移牧（Transhumance）、

認可を受けた者、人工繁殖、Registered equidae、ペット、人間の消

費、動物用飼料、医薬品用、技術的使用、その他  

1.26 第３国を経由した輸送 

      第３国、ISO コード  出国地、コード   入国地、BIP ユニット番号 

  1.27 加盟国を経由した輸送 

      加盟国、ISO コード  加盟国、ISO コード  加盟国、ISO コード 

1.28 輸出 

    第３国、ISO コード  出国地、コード 

1.29 輸送見積もり時間 

1.30 経路計画  チェック欄：あり なし 

1.31 動物の登録 パスポート番号 

 

【パート２】：証明書   欧州共同体（EC）   64/432 Ｆ１ 牛 

Ⅱ 健康情報 

BTA7： 規則（EC）No1266/2007 に対する補遺 A(7)にしたがって、ブルータン

グウイルス rerotypes の現存または現存していそうであることに対する抗体

探知のために、OIE の Terrestrial Manual（＊）にしたがって定められた血

清学的試験を受けた動物 

＊Terrestrial Manual は、陸上動物のための診断試験、ワクチンの手項

（Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ）を

さす。 

BTA8：「動物は妊娠していない」または「動物は妊娠しているかもしれず、（5(b)、

5(c)、5(d)、６そして７に説明された受精前のあるいは交配前の、または３に
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説明された；目的として示された）特定の状態にある」 

 

【パート３】コントロール   欧州共同体   内部貿易証明書 

Ⅲ1 検査の日 

Ⅲ2 証明索引番号 

Ⅲ3 文書チェック  no  yes  

EU 標準    充足 非充足 

追加的保証   充足 非充足   

国家の要求事頄 充足 非充足 

Ⅲ4 ID チェック     no  yes   充足 非充足 

Ⅲ5 フィジカルチェック no   総合動物チェック    充足 非充足 

Ⅲ6 実験室検査  no  yes 

    日、検査目的、ランダムかサンプリングか、結果（未決定、充足、非充足） 

Ⅲ7 福祉チェック no  yes    充足 非充足 

Ⅲ8 福祉規則の違反行為  チェック欄 

   1.法的に無効な輸送業者 

   2.輸送手段の非法遵守 

   3.ストック密度の超過 

   4.輸送時間の超過 

   5.給水と給餌の不十分 

   6.動物に対する虐待または怠慢 

   7.持続的な長時間の輸送のための補給手段 

   8.運転手の熟練の証明 

   9.輸送日誌の登録日 

   10.その他 

Ⅲ9 健康規則の違反行為 

    1.証明書の欠落/無効 

    2.文書の不整合 

    3.権限が与えられていない国 

    4.認可されていない地域/区域 

    5.禁止されている種 

    6.追加的な保証の欠如 

    7.認可されていない会社（holding） 

    8.病気のあるいは疑惑のある動物 

    9.不十分なテスト 

    10.証明書の欠如または法的でない証明書 

    11.国家の要求事頄を満たしていない 

    12.有効でない到着地の住所 

    13.その他 
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Ⅲ10 動物への輸送の衝撃  

    死亡した動物の数：               評価： 

    体調の悪い動物の数：              評価： 

                 誕生したまたは妊娠中絶した数： 

Ⅲ11 是正行動 

     1.出発の延期 

     2.輸送手項 

     3.隔離 

     4.人道的と殺/安楽死 

          5.枝肉/製品の解体 

     6.積み荷の返却 

     7.製品の措置 

     8.他の目的に製品を使用 

       証明： 

Ⅲ12 隔離の継続管理 

     1.人道的と殺/安楽死 

     2.放す 

Ⅲ13 検査地 

     機関     会社     収集センター  

     流通業者の店 認可された者 精液センター 

     港      空港     出国地 

     途中で    その他 

Ⅲ14 公的獣医または公的検査員 

     地方獣医機関         LVU No 

     名前（頭文字で） 

     資格とタイトル 

     日              署名 

 

（新山陽子） 
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Ⅳ 義務化された食品衛生管理、食品トレーサビリティ確保に関する食品企業

の実情、食品産業団体の支援 

 

 

 

１．欧州食品・飲料工業連盟 (CIAA) 

Confederation of the Food and Drink Industries in the EU/ ブリュッセル 

2008 年 12 月 2 日、午後 3 時～午後４時半 

 

ヒアリング対応者：Beate Kettlitz 氏（Director Food Policy,Science and R&D） 

         Mella Frewen 氏（Director General） 

調査者：新山、矢坂、清原、細野、工藤 

    杉中淳（EU 日本代表部参事官）  

 

ヒアリング頄目 

１．CIAA の概要、トレーサビリティ、HACCP の実施状況と課題について 

２．CIAA の優先課題や表示に対する考え方について 

 

資料： 

・ CIAA Guidelines on Traceability, FRP/275/04E-Final, 30 November 2004 

・ Implementing the New Traceability Legislation: The View form Industry, Beate 

Kettlitz, 28/06/2005 

・ CIAA Priorities for the French Presidency of the EU, CIAA 

・ CIAA Annual Report 2007, CIAA 

・   

１．CIAA の概要、トレーサビリティ、HACCP の実施状況と課題について 

（Beate Kettlitz 氏へのヒアリング） 

 

１．CIAA について 

・ メンバーは、各国の食品産業連盟（National food federation 国の意見をまとめて持っ

てくる）や、セクターごとの業界（酪農、食肉など 28 のセクター）である。 

・ 各国の食品産業連盟には、それぞれの国の企業が加入している。 

・ さらに、CIAA に直接加盟している大企業も 20 ある（ネスレ、ダノン、ユニリーバな

ど） 

 

２．トレーサビリティの実施状況について 

・ コーデックスの定義もできたが、EU では 2002 年に一般食品法ができ初めてのトレー
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サビリティの定義ができた。それまでは国によって異なっていた。 

・ 牛肉、卵、GMO などには、個別の領域に対する特別のトレーサビリティ規則がある。 

最も重要なのは、一般食品法の 18 条である。（記録を）文書化することを制度として確

立したこと、罰則が設けられていることが特徴である。 

 

３．一般食品法のトレーサビリティに関する CIAA のガイドラインについて 

・ EU 規則（一般食品法第 18 条）のトレーサビリティ条頄は、2006 年 1 月 1 日から発効

したため、4 年間の準備期間があった。各企業が履行できるよう支援していく必要性を

感じ、ガイドラインを作成した。 

・ EU のガイドラインが出るまで待てないということで、企業のために作成された。CIAA

のガイドラインは、EU のガイドラインと矛盾するものはない。たいがいの企業はガイ

ドラインにそってやっている。 

・ 中小企業は EU の法規条文が読めないことがあるので、手足を取って指導していくこと

が必要だった。ガイドラインを翻訳して、適切に履行できるようにする。CIAA のガイ

ドラインで提示しているのは原則であり、こういうことが起こったらこうするというよ

うなことではない。 

・ トレーサビリティは産業にとってとても重要である。特に、アクシデントが起こったと

きのトレースは重要であり、早期警告システム（RASFF：規則 178/2002 に規程）との

結合が重要である。乳児の粉ミルクに問題がったとき、機能した。 

 

４．HACCP に対して（質問への回答） 

・ 中小企業に HACCP の要件を施行しないという EU の suggestion に対して、産業全体

として反対している。規則がどうであれ、使用する成分は同じなので、大企業だろうと

中小企業だろうと原則に従うべきである。 

クリティカルな議論になっているのは、①リスクがない食品については例外とするかど

うか、non－risk のソース、non-risk food、②原料になるもののリスクは入れないと

いけないのではないか、などである。 

・ 日本の状況について：トレーサビリティや HACCP について、高度な情報システムを必

要とする、あるいは新しい施設・設備の整備が必要であるなどの誤解があり、中小企業

はできない、という議論がある、との当方からの話題に対して、以下のように応答があ

った。 こちらでも同じ状況である。中小企業もすでに HACCP のような独自のシステ

ムは持っているのに、HACCP を導入してくださいと言われるとできないというような

ことがある。 

 

５ ISO22000 の要求する前提条件プログラム（PRP）のガイドラインについて 

 

（資料：Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing） 

・ CIAA は ISO22000 を支持している。監査組織を入れられるような小売業の基準をつく

った。CIAA の主要企業が先導して、食品製造業と小売業が共有する認定システムの
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mutual、ガイドラインである。 

・ それは、食品の安全に必要な前提要件であり、10 月に出した。独自にではなく、英国

の BSI と一緒に出した。 

 

６．トレーサビリティ実施において中小企業にとって困難な点、CIAA のサポート（質問へ

の回答） 

・ 難しい点として以下の説明があった。 

①ペーパーワーク（記録を残すこと）が難しい。シェルフライフ（商品寿命）は１

週間しかないのに、記録は 5 年間の保持が求められる。 

②原料として bulk 製品を使う中小食品企業の場合も、難しい。 

・ EU がルールを履行することに対する訓練コースを実施しているので、中小企業に参加

するように奨励している。 

 

７．HACCP 実施にあたってのサポート（質問への回答） 

・ こちらも訓練でサポートしている。EU 委員会のウェブサイトを見ると、training course

が定期的にある。プログラムに関与している。 

・ 理論も重要だが、実践的な面から教えることによってうまく機能する。 

・ ハンガリーの企業の＊社や、Dr. アントレシェベックは、フードチェーンについてのす

ばらしい経験を持っており、教師として活動している。そうした経験を情報を広めてく

れるとうれしい。 

 

８．情報の提供と共有 

・ CIAA には、ナショナルレベルとセクターごとの組織がある。2 つの組織構造を使って

いる。特にトレーサビリティが必要な部門があり、ナショナルレベルの組織に情報が届

くようにしてほしいと思っている。すべてができているわけではない。 

・ European technology platform があり、食品の安全について取り扱う部門がある。新しい

ツールや可能性、トレーサビリティがどのようにしたらもっとシンプルにできるかなど

検討している。大きな企業は独自にできることであるが、英語もできない、日々生きる

ことに追われているような小さい事業者がある、こういう人たちに技術の移転をはかっ

ている。（プラットホームがあれば？）技術の仲介者が出くる。 

 

９．トレーサビリティ・HACCP の効果（質問への回答） 

・ 評価には Benchmark が必要であり、まだそれができていない。 

・ FVO（食品獣疫局）の Indication が参考になるかもしれない。 

 

補．CIAA の優先課題、表示に対する考え方について 

（Frewen 氏へのヒアリング） 

 

１．CIAA のファーストプライオリティ 
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・ 食品産業は、最大の産業だが、グローバルレベルでの競争力を失っている。ホイゲン氏

に働きかけ、①輸出の強化、②研究開発・イノベーションによる付加価値の向上の 2 つ

の方法で、市場競争力を高めることを言っている。（記録者：ホイゲン氏は、欧州委員

会の企業・産業総局フェアホイゲン副委員長のことではないかと思われる） 

・ 持続可能な形での競争が重要である。サスティナビリティには以下の 3 つの柱がある。 

  ①経済性 

  ②社会性（人に関連） 

  ③環境 

  健康、福祉、ライフスタイルが、サスティナブルな競争のキーワードである。 

・ 食品安全はプライオリティに入れていないが、企業にとっては最大の課題である。当然

あるべきものであり、当然でないと考えているものについて話をしたい。 

  

２．表示について 

・ 表示は、重要な問題であり、DGSANCO の Platform for diet、 physical exercise、 

weight に参加している。 

・ 消費者により良い情報を提供することを目指している。スーパーの棚にある商品への

表示で、以下のシステムを検討している。 

・ GDA（guideline dairy amount）：自発的なシステムで、製品に含まれる栄養成分量や

一日の最善摂取量を表示する。23 カ国語でどのような言語でも分かるような表示にする。

また、きちんと説明ができるように学術研究者と一緒に取り組んでいる。このような表

示は他国でも取り組まれており、例えばアメリカのケロッグ社の例がある。2009 年末に、

CIAA のシステムを 100％使った形で表示をする会社が 11 社になる。 

・ 欧州委員会の proposal に、CIAA のシステムをベースにしたものが出てきた。自国のシ

ステムを付加するという形になっていて、それには反対している。混乱を招くし、有益

ではない。関税を妨害するようなものになってほしくない。 

・ 現在問題になっているのは、①文字の大きさである。表示部分が大きすぎたり小さすぎ

たりすると読めない、読めることが重要。②色のコントラスト、③どこに表示するかで

あり、これらに関してガイドラインを作った。 

・ 絶対に反対しているのは、traffic lights の表示である。赤（食べてはだめ）、オレンジ

（△）、グリーン（○）で表示をするもの。しかし、例えば、バターにもいろいろある

がすべて赤になる。オイルも同じであり、飽和脂肪酸の度合いにかかわらずすべて赤に

なる。一日２，00Cal の摂取量からするとこのような信号方式ではダメで、消費者の選

択に役立たない 

・ 環境に関連して、カーボン・フットプリントがある。イギリスの企業から始まった。環

境は重要だが、農場から食卓まで調和のとれた形でやっていこうと提案している。 

例えば、イギリスでは、シャンプーなどについているが、容器や、どこで使うか、使

う水などについては考察されていない。何をどのように測るか、どのような形で測定し

たらいいかを話し合いたいと思っている。 

   単に表示するのではダメで、パンフレットやウェブサイトなどで教育していくことが
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重要と考えている。 

 

３．EU 委員会の proposal と CIAA の関係・位置 

・ EU からのプロポーザルに関してはスタートから関与し、協議対象になる。法律が必要

なのかどうか、現在の法規を改善することで作らなくてもいいのでは、ということも考

える。自発的に産業界で行う方が、ことが早く済む場合もある。 

・ 来年 EU 委員会も議会も変わるため、表示の規則はできても 2013 年ごろになるだろう。 

GMO については、現在の状況を残念に思っている。技術はよいと思っているが、消費

者の意見が聞かれていない。NGO などが過激な反対運動をするので、小売業者はリス

クを取りたがらない。  

・ 現在の議長国はフランスであるが、将来を展望、科学を志向するような施策はできてい

ない。  

 

                           （工藤春代・新山陽子） 
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２．フランス ANIA（全国食品加工協会） 

Association Nationale des Industries Alimentaires 

2008 年 12 月 4 日 午前 10 時～午前 11 時 

 

応対者：Saubine RAUST 

訪問者：新山、矢坂、細野、ジェトロパリセンター井上計他１名 

 

調査頄目： 

（１）一般食品法第 18 条によるトレーサビリティの義務化、同ガイドラインにおいて奨励

されている内部トレーサビリティ、 

（２）食品衛生法による一般衛生要求事頄、HACCP の義務化、に関する実施状況と食品産

業団体のサポートについて 

 

資料：Rapport D’activité 2007, ania （「2007 年活動報告」） 

 

１．協会の成り立ちと主要課題 

（１）協会の成り立ちと食品業界 

・ 食品業界を代表する組織（association：協会）として 40 年前に設立された。傘下の大き

な企業には、ダノン、クラフト、ユニリバー、ネスレなどがあるが、小さな企業も多い。

フランス食品企業の 90%は小企業である。 

・ 協会は連合の連合であり、油脂、ミネラルウオーター、冷凍食品、缶詰等々の分野毎の

24 のフェデレーション（連盟）から構成されている（年報 62 ページ）。また、地域ご

とに協会（ANIA）がある（年報 63 ページ）。 

・ 協会は 22 名の管理職が働くだけの小さな組織である。 

・ 協会の目的は、官庁に対して、また、同じ分野の流通業者や生産者など他の主体に対し

て、食品界の代弁者となることである。 

・ 食品業界は 154 億ユーロを生み出すフランス第一の産業であり、フランスは世界第一の

加工品輸出国である。 

（２）協会の主要課題 

・ ７つの主要課題をもち、各テーマ毎に委員会が設けられている。 

   ①食品加工業と流通業との関係、②食品と健康、③食品の品質と安全、④持続性あ

る開発、⑤研究開発、⑥輸出、⑦経済的成果 

・ 応対者は、品質および栄養部門で仕事をしており、残留農薬、マイコトキシンの汚染度

把握、微生物学的衛生基準の規格化の業務にたずさわっている（マイコトキシン：

mycotoxin はカビ毒の総称）。以前は FNSEA（全国農業者連盟）で仕事をしていた。 

 

２．食品トレーサビリティへの取り組み 

・ 全国的なリコメンドをだした。規則は曖昧な表現になっているところもあり、何が要求

されているか、また、できれば食品加工業においてはどういう手項を踏んで行かねばな



 

 62 

らないか（具体的には内部トレーサビリティ）、どのようにして企業がそれに対応して

いけるかを説明している。 

・ トレーサビリティはリスクツールとして扱われており、媒体が紙であるにせよ、コンピ

ュータであるにせよ、内部トレーサビリティを導入しているところは多い。 

・ ANIA の役割は、フードチェーンにおける情報の移転をうまく進めること。一般食品法

第 19 条により、食品が安全でない可能性がある場合、撤去、回収を行わねばならない。

事業者としても回収数を限定するメリットがある。GENCORD（製品バーコードシステ

ム）を２年前に GS1 フランスに名称変更した。フードチェーンにおける情報移転を改善

することを目的に、バーコードシステムにより規格化された言語で仕事をしている。 

・ 一般食品法に関する作業として、企業の法的責任の遂行に関するガイドを発行し、企業

に説明した。多くの食品加工業者は流通業者の名前で市場にだす製品をつくっている。

ブランドは流通業者が所有しており、製造を加工業者が行っている。食品加工業界から

プライベートブランドに対する流通業者の責任を喚起した。 

 

３．一般食品法（No178/2002）およびそれにもとづく食品衛生法（No852/2004）、食品の

微生物基準法（No2073/2005）への適応のための支援 

（１）HACCP の適用に対するガイドの作成、事業者の危害分析などのチェック 

・ HACCP の適用について ANIA がいくつかの主導性を発揮した。分野毎の連盟に対し

て、衛生面の Good Practice Guide の編集をプッシュした。官庁に対しては、食品安全庁

に、分野ガイダンスが適切かどうかの検証がなされるようプッシュした。（分野横断

的に）水平展開しているが、分野もプッシュした。 

 ・ その結果、つぎのようなことがなされるようになった。業者が HACCP の文書を作成

するときには、ハザードの分析を行う。これはリスクの分析とは違う。リスクはハザー

ドの出現確率である（記録者注：正確にはそれが食品とともに摂取され、健康に悪影響

を与える確率と悪影響の重篤度）。AFSA がハザード分析が正しいかどうかを判断し、

正しくなければやり直しする。さらにコントロール手段で補完し AFSA が検証し、行政

も見解を出す（記録者注：「コントロール手段で補完」が何を指すか不明確、HACCP

原則４のコントロール方法の設定の適否についても検証するということか）。 

 

（２） ISO22000 の衛生に関する優先規格化、公式コントロールへの採用の検討 

 ・ ISO2200 は食品安全に関する規格であり、規則の要件をみたすための衛生パッケージ

としてとらえられる。事業者にコミュニケーション作業を行っており、衛生に関する

優先的規格になるよう望んでいる。行政も賛成している。 

 ・ 規格は PP（前提条件プログラム：衛生環境を維持するための基礎条件と活動をさし、

PRPs とオペレーショナル PRPs が求められている）と CCP（重要管理点と監視方法の

設定）から構成されている。このツールの興味深い点は実際の実情に適合させられる

ことであり、流通業者から課される多くの基準（ソフト的なもの）とは異なる。 

・ 行政側スタディとして、公的コントロールプログラムに ISO22000 を考慮しようという

動きがある。公的コントロールの事業者リスク査定において、取得した事業者はリスク
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を低く評価される。 

・ フランスにおいても、公的コントロールにおいて事業者リスク査定がなされている。業

界種類、製造量、製品種類によってリスクが評定される。規則（EC）882/2004（食品法

などの項守検証のための公的コントロール規則）により、加盟国には事業者のリスクに

応じて事業者をコントロールするシステムを導入し、毎年検査の計画を立案することが

義務づけられている。コントロールシステムは国毎に異なる。リスク査定はなかなかう

まくいかず見直しされてきている。 

 

４．内部トレーサビリティの確保 

・ 非常に普及していると思う。企業にとってはそれがなければラベルに材料の表示もしに

くくなっている。フォーマリゼーションの問題であり、手段はコンピュータでも手書き

でも良いが、ISO22000 などの手項でも内部トレーサビリティが求められるようになっ

ている。 

・ しかし、と畜解体業者には HACCP も浸透していたが、農業者には記録をポストイット

に書いている人もいた。 

・ 食品工業界も流通業とのやり取りの規格化をはかっている。農業生産者と流通業者の間

はより難しい。家禽は生産がインテグレートされていて、特定の顧客に配送されるが。 

・ 牛については、生産国、と畜国の表示が必要になっている。他の肉にも義務化してほし

いとの生産者からの要望がある。他国もそれには興味があり、ＥＵレベルでも要望があ

る。それをするためにはトレーサビリティに対する努力を増すことが、豚や鶏、羊にも

必要である。 

・ ワンステップバック、ワンステップフォーワードはもちろん実施されている。基本であ

る。 

・ ごく最近、冷凍食品で事故があった。そのため、欧州委員会ではトレーサビリティに関

して手段を具体的に明記しようという動きがある。規則(EC)178/2002 には、目的は書い

ているが手段は書いていない。情報をより詳細に規定しようという動きである。現在は、

顧客（販売先）、供給者の ID だけの記録であるが、内部トレーサビリティを確保する

ためには、配送日時など記録頄目の検討が必要である。 

 

５．昨今の問題について 

・ 加工業者は世界市場で作業しているが、欧州の消費者はメディアに敏感である。メラミ

ン問題など中国との関係で多くの不正行為があった。多くの質問がだされている。消費

者、生産者は原料原産地の表示を要求しており、食品業界は反対している。しかし消費

者、農業者からは強い圧力があり、消費者は怒り始めている。持続的な開発も懸案にな

っている。自由貿易のもとでの世界調達に対しても門戸を閉じたくない。予想できない、

考えられないことが起こっており、問題が多い。 

      （新山陽子） 
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３． フランス ACTIA(農産品加工産業技術コーディネーション協会) 

/ ACTA(農業技術コーディネーション協会) 

2008 年 12 月 3 日 9：00～12：00 

 

面談者：ACTIA Christophe Cotillon 氏 

ACTA  Emilie Donnat 氏 

調査者：新山、矢坂、清原、細野、工藤 

    ジェトロ・パリセンター井上計、他１名 

 

ヒアリング頄目 

① Regulation No178/2002 第 18 条により義務づけられた、トレーサビリティの確保につい

て、実施状況、課題、効果、および、モニタリング、ガイドライン作成などについて

の食品産業界独自の取り組みの状況 

② 1989 年の理事会指令 89/396/ECC「食品のロットを識別する表示もしくは記号に関する

指令」Council Directive of 14 June 1989 on indications or marks identifying the lot to which a 

foodstuff belongs (89/396/EEC)に関する州独自の措置、および実施状況 

③ 食品トレーサビリティの普及状況、効果などに関する調査報告の有無 

④ 特定の領域（specific sectors）についての新たなトレーサビリティへの取り組み、ガイ

ドラインなどの策定について 

 

説明資料：Mise en place et limites de la traçabilité dans différentes filiéres agroalimentaires （「多

様な農産食品チェーンにおけるトレーサビリティの実施と限界」） 

資料： 

・ Traçabilité；Guide pratique pour l’agriculture & l’industrie alimentaire, 2007 2’édition, ACTA, 

ACTIA （「トレーサビリティ；農業と食品工業のための実践ガイド 第２版 2007

年」） 

 ・ Les Institutes Techniques Agricoles et outiles interprofessionnels de recherché appliquée, ACTA  

（「応用研究の職業間施設と農業技術研究所」） 

・ Identification et catégorisation des systémes et outils de traçabilité existent dans différentes 

filiéres agricoles, Rapport Final, ACTA, ACTIA （「多様な農業チェーンにおける現在

のトレーサビリティのシステムと手段の同定とカテゴリー化（最終報告）」） 

・ Identification et catégorisation des systémes et outils de traçabilité existent dans différentes 

filiéres agricoles, ANNEXES au Rapport Final, ACTA, ACTIA 

・ Tableau de suivi de l’avancement des guides: GBPH publicés au JORF, 20/02/2008 

 ・ Tableau de suivi de l’avancement des guides: GBPH “en cours”, 08/02/2008 

 

 

１．ACTIA（Association de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire：農産食品工

業技術コーディネーション協会）の概要 
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・ フランスには 25 の農産品技術センター（１つで複数の事業所を持っているところもあ

る）があり、これらを統括している。 

・ 10,000 あるフランス食品業者のうち、80％が ACTIA とつながりを持っている。 

・ 職員の１割が博士(docteurs)、３割が技師(ingénieours)、５割が技術員(technicians)で

ある（スライド資料より）。 

・ ACTIA の予算の 80％はセンターの活動に直接結び付いている（会員企業の支払）。残

りの 20％は国や地域、欧州などからの支援である。 

・ 25 のセンターがあるため、いろいろな技能をまとめ、いろいろな分野に援助できる。 

・ 業務内容は、分析、事業者の事業内容の改善、環境にやさしい対応、品質・規格に対す

る対応、トレーサビリティの実施に対する支援、製品・プロセスの開発支援など。 

・ 研究制度における ACTIA の位置：研究プロジェクトの成果を工業部門に落とし込むこ

と、工業部門のもつ問題を研究につないでいくこと。 

・ ACTIA は、センターに対して研究プロジェクトに参加するよう、財政面でも支援して

いる。 

・ ACTIA は、農務省、研究省、欧州、また、フランスの農業・食品関係の各機関・協会・

団体（ACTA, ADEMA, ADEPTA, AFNOR, AFSSA, ANIA, ANVAR, COOP DE 

FRANCE, COFRAC, CTI, DGCCRF）を繋いでいる。 

 

２．ACTA（Association de Coordination Technigue Agricole：農業技術コーディネーション協

会）の概要 

・ 1956 年に業界組織と公権力が共同して ACTA を設立した。 

・ 16 ある農業技術研究所のヘッドである。16 の農業技術研究所は特定の製品群を担当す

る。その任務は、応用技術、技術的支援、実験、教育、情報の提供である。 

・ 研究所はフランスに 200 拠点ある。技術員の数は 1000 名を超えている。 

・ 応用農業技術研究に対し、2007 年には 1 億 6800 万ユーロの予算がついている。 

・ 16 の農業技術研究所として、ARVALIS - Institut du végétal（ジャガイモ、小麦、と

うもろこし、豆類、飼料穀物）、 INSTITUT DE L’ELEVAGE（牛・羊・山羊の飼

育）、ITAVI(Institut Technique de l'Aviculture：鶏飼育)、ifip（Institut du Porc - IFIP 

(FRANCE)：豚）、itv(Institut Français de la Vigne et du Vin：ブドウ栽培)、Ctifl

（Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Legumes：青果物）などがある。

ifip、itv などは、一次加工の部分があるので、ACTIA のメンバーでもある。 

・ ACTA には 2 つの使命・指針がある： 

①応用技術、情報、教育 

  すべての分野に水平展開しているテーマとして、トレーサビリティ、衛生など 

  ②特定の関連分野を対象にしている部門に対する諮問 

  大きな方針を浮かびあがらせていく。研究所間の委員会をつくっている。 

農業技術研究所のヘッドとして、省庁や国際レベルの機関への接触役・窓口でもある。 

・ トレーサビリティのガイドラインの第 2 版を 2007 年に出している（Tracabilite; Guide 

pratique pour l’agriculture & l’industrie alimentaire） 
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３．EU の食品法の体系について 

・ 一般食品法（EC）No178/2002は、すべての食品関係の法の土台である。その下に衛生

パッケージとして、以下の規則がある。 

・ （EC）No 852/2004（食品衛生規則）、（EC）No 853/2004（動物起源の食品の衛生規

則）、（EC）No 854/2004（動物起源の食品のコントロール組織に関する規則）は、2006

年1月から施行されている。 

・ また、飼料について、（EC）No 183/2005（飼料衛生の要件に関する規則）がある。 

・ さらに、以上に対応する公的コントロール規則として、（EC）No 882/2004（飼料・食

品法、動物の健康と福祉に関する規則の遵守の検証のための公的コントロール規則）が

設けられている。 

 

４．一般食品法（EC）No178/2002 第 18 条（トレーサビリティ）とそのガイドラインにつ

いて 

・ トレーサビリティを規定した一般食品法第 18 条では、結果は義務づけられているが、

は義務づけられていない。 

＊ サプライヤーを識別できなければならない（上流へのトレーサビリティ） 

＊ 販売先を識別できなければならない（下流へのトレーサビリティ） 

＊ マーキング（識別記号づけ）、ラベルの義務も謳われている 

・ トレーサビリティの目的は、回収を容易にする、リスク管理の1つのツールとして使う。 

・ トレーサビリティの対象は、食品、水、添加剤、香料であり、医薬品、殺虫剤など化学

薬品などに対しては、（EC）No852/2004 で規定されている。 

・ ガイドラインに定められた保存しなければならない情報は、下記の通りである。 

・ 義務付けられているもの（カテゴリー1）：サプライヤーの名前と住所、製品の種

類、顧客の名前と住所、出荷された製品の種類、売買・デリバリーの日 

・ 強く保存することが進められているもの（カテゴリー2）：ロット番号、数量、製

品内容の記載 

・ 以上により、実際の物流をフォローできることが求められている。 

・ 実際は、カテゴリー1 と 2 は密接につながっている。 

・ カテゴリー２の記録は、どのくらいの事業者で実施されているかという質問に対して、

ほぼすべてと言っていいとの、回答があった。ただ、カテゴリー2 は、分野によって単

位や概念が違ってくる、農業生産段階では、情報が多様なので、ロットの単位や数量の

概念が難しい、と述べられ、例えば牛は個体に対してパスポートが発行されるが、豚は

ロット単位であることなどが例にあげられた。しかし、カテゴリーを分けることは意味

がない、第 18 条の義務化もカテゴリー2 までしてもよかったと思うとの、意見が述べら

れた。 

・ 危機に際しては、まずサプライヤーと販売先の名前の情報の提供が求められる。 

 

５．食品ロット識別の表示・記号の指令 No89/396EEC について 
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・ 指令は実施されているとみてよいか、という質問に対して、道ばたで売られるなどの例

外を除いて、農業も含めて、ロットの表示はすべての食品で実施されているとの回答が

あった。ただ、ロットナンバーがなくても、インボイス（送り状）があればどこへ行っ

たかは分かるとのことであった。 

・ 実施の際に困難はなかったかとの質問に対しては、工業会では EDI（電子商取引情報受

発信標準化）や EAN（European Article Number：ヨーロッパ標準商品コード）などがあ

り、すでになされていたことに重複する形で導入されたし、技術センターや商工会など

から様々な支援があった。EDI の導入が義務化されているわけはない。唯一困難であっ

たのは、第１次生産者や１次加工事業者など上流側であり、標準コードなどを使用して

いなかったので、困難があったかもしれない。 

・ 89/396/EEC は、製品ラベルとインボイスにロット番号を記載することを義務づけている。

当時の目的は、物流面でのトレーサビリティであり、食品安全面ではなかった。大店舗

で、食品がどこからきて、どこへ行ったかを把握することが必要であった。また、トレ

ーサビリティの概念（尐なくとも食品安全のための）はなかった。 

・ 小企業への浸透、川上への浸透が課題だった。小規模の事業者も流通業者に納入できる

ようにするためには、トレーサビリティの確保が必要であった。食品工業の８～９割は

小企業であり、大型小売店からの圧力があった。 

 

６．小麦のトレーサビリティ…日本でのコメのトレーサビリティに関連して 

・ 穀物の場合に難しいのは、間にストックする機関があり、質のいいのと悪いのがいっし

ょになってしまう。そこで、「良質の検証」チャートを設けた。品質別にストックを分

けた。また、生産段階で良質のものができるようにした。「良質の検証」に加入すれば、

販売面で良い扱いを受ける。ARVARIS が作ったチャートであり、小麦とトウモロコシ

のチャートがある。農業の Good Practice（適正農業規範）を設け、トレーサビリティや

衛生関係の要件を入れている。同じ Practice をしている生産者の生産物を混ぜることが

でき、トレーサビリティを進めやすくなった。その場合も、サイロで加入者の ID、出

荷量などの情報は確保している。 

・ 小さいパンの例では、30 個のパンには、216 戸の農家、100ha 分の小麦が混ざっている。

しかし、リスクはあまりないので、それほど正確なトレースはできなくてよい。しっか

りしようとすると負担がかかり、パンが２倍の値段になってしまう。 

 

７．トレーサビリティにおける技術的、経済的検討－代表的分野の事例から－ 

・ トレーサビリティに必要な費用は現実的であるべき。リスクが大きくないときには、あ

まりコストをかけるべきではない。 

・ 食品チェーンが短い分野の実施例－はちみつ 

・ ミックスの製品を販売する。 

・ どのような生産者の生産物がまざっているかは、識別ツールを使って識別でき

るようにする。販売するハチミツには紙のラベルを使い、記録帳に記載する。

ロット番号をインボイスにも記録する。ハチミツの生産台帳、巣箱の台帳を管

http://d.hatena.ne.jp/keyword/Number
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理する。 

・ これによって、上流方向、下流方向、内部トレーサビリティが確保される。 

・ このように、小規模なところは、コンピュータソフトなどのツールの代わりに

紙や台帳を使っている。高額なツールは必要ない。 

・ 食品チェーンが尐し長い分野の例－豚のトレーサビリティの例 

     ・ ロットで識別する。 

     ・ ソーセージには多くの肉が混入される。１頭の肉にすると事業者は経済的に成

り立たない。 

・ しかし、1 つのパッケージは 2～3 ロットに抑えている（1 ロットは 10 匹） 

・ フランスの豚の３分の２が、加工用に使用される。 

・ 飼育 場所の識別、動物（ロット）の識別、と畜場までの移動経路の識別、飼

育台帳 

・ 飼育の飼料 獣医学的処理の記録 

・ 飼育およびと畜に関する台帳 ロット単位 

・ 加工 いろいろな材料が入るので、あとの問題を尐なくするために、ロットの

数を最小限に抑える。 

・ あまり大きなロットにすると、何かあったときに管理が難しい。同一生産単位

（同じ処理をしたもの、同じ雌豚から生まれたもの）にロットを定める。最小 ロ

ットは必ずしも 10 頭ではない。と畜場への出荷豚ロットは生産者別。加工段階

でもできるだけ同じ生産者のものを扱う。 

・ パテの番号によって豚まで識別できる。解体段階では、ロットが統合されるの

で複雑だが、ロットシステムがあることによって、パテの中に入っている豚の

ロットまで分かる。 

・ 乳のトレーサビリティ 

     ・ 情報源が非常に多い。処理工場では 10 万㍑が入るので、多くの数の牛、飼育者

が関与する。 

     ・ トレーサビリティを確保するのに何が必要か。最後の段階で手を打つのではな

く、重要な情報を、最初の段階からうまく集めることが重要。GAP などを実施

すると良い。パラメータの解析が重要である。 

・ 結論として説明されたこと 

・ 分野にあったリーズナブルで納得のいくトレーサビリティ、制限頄目、分野の

特異性やリスクの大きさを考慮して行うことが大事。 

・ どういうシステムを作るか、職業者間の連携によるアプローチ 

・ すべてのフードチェーンにおいて効果的であること 

 

８．HACCP、GAP の実施について 

・ 農業生産の各分野において専門家が集まり、衛生の Good Practice(適正規範)を打ち立て、

Good Practice ガイドを作成する。ガイドは強制ではないが強く奨励されるものである。

それに対して AFSA（フランス食品安全庁）が見解を出し、必要なら修正を加える。文
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書が当局により検証され、官報に載る。 

・ 2009 年の 5 月に 852/2004 の改定作業が行われる。現在は、HACCP は農業（第一次生産）

には義務化されていないが、EU 委員会では、農業生産に HACCP を適用できる道をさ

ぐっており、適用される可能性をもつ。 

これに対して、複雑になるので、ACTA/ACTIA で研究プロジェクトを設けて、将来の

義務化が適切かどうかを検討している。EU委員会に賛否の論拠をだすことにしている。 

・ ISO22000 と HACCP がうまく補完しあうようにもっていきたい。 

第一次生産ではCCを特定し監視することは難しくほぼ不可能。ISO22000では新たな概

念（PRPo）を導入している。 

・ （記録者）ここで、PRPo について、ヒアリングでは「Risk Operation Point」と説明され

たが、ISO22000 によれば、PRPo は operational prerequisite programme（オペレーショナ

ルな前提条件プログラム）であり、HACCP 計画に先立って実施する前提条件プログラ

ムをさす。ISO22000 では、PRP と PRPo というふたつの前提条件プログラムの実施を要

求している。PRP（prerequisite programme）は、フードチェーン全体の衛生環境を維持

するために必要な基礎的な条件と活動をさす。PRPo は、食品のハザードの製品や加工

環境への混入、汚染や増殖の可能性を管理するために不可欠な措置であり、ハザード分

析の後、このプログラムでコントロールされるハザード、コントロール手段、モニタリ

ング手項、是正措置、責任と権限、モニタリングの記録を定めることが含まれる。HACCP

計画でいうところの CCP（重要管理点）は、制御が適用できて、また、食品のハザード

を予防・除去するか、許容水準まで低減するために不可欠な工程である。許容限界を定

め、許容限界において特定の管理方法によって管理され、結果が測定できなければなら

ない。面談者による説明は、第１次生産では、特定点で許容限界にもとづいてハザード

を定量的に制御する CCP の適用は困難であるが、全般的に混入や汚染、増殖の可能性

を管理する PRPo は第１次生産においても導入可能だとみてのことと考えられる。 

・ 国内のガイドに EU のガイドを取り込めないか。 

・ Good Practice は、加工用野菜・果実、生鮮野菜などすでに１０ほどある（リストはある）。

事業者間のコンセンサスを得ることが問題である。同じ業種でもしばしば事業者によっ

て見解が異なる。 

・ 事業者が備えておくべきファイルについては、www.docagri.fr にアップされている。ト

レーサビリティ、Good Practice、記録の作業について、何のために、どの段階で、誰に

対して、どのような情報をということを、解説している。農業者の記録に対するサポー

トである。  

 （工藤春代・新山陽子） 

http://www.docagri.fr/
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４．ドイツ QS-GmbH（QS 有限会社） 

2008 年 11 月 26 日、午後３時～午後６時 

 

面談者：Dr.Alois Fenneker/ Projektmanagement 

Jens Schäfer/ Projektmanagement 

Thomas May/ Projektmanagement 

調査者：新山、矢坂、細野、工藤 

 

調査頄目 

・ QS システムの概要と今後の展望，トレーサビリティの確保，新しいプログラムである

サルモネラモニタリングについて 

 

説明資料：Rückverfolgbarkeitsuntersuchungen, Jens Schäfer, 26 /11/2008 （「トレーサ

ビリティ検査」） 

 

１．QS システムについて 

・ 消費者は，医薬品，子供のおもちゃに続いて三番目に食品に対して検査システムが必要

と考えていること，中でも食肉や食肉製品に対する信頼が低いことが QS でおこなった

アンケート結果によりわかっている。 

・ QS システムの特徴は，チェーンを超えた畜舎／農場から店頭まで，また産業界が規則

を作って自発的に運営している，また自主規制であるということ，プロセスの品質に重

点を置いている，ロゴ自体が商品の目立つところに付けられていること（ロゴ自体が消

費者へのメッセージになっている）である。 

 

＜QS の構造＞ 

・ QS 品質・安全有限会社，QS 青果物・ジャガイモ有限会社，QS 家禽肉有限会社の 3 つ

がある。 

・ スライド 5 枚目の図，QS は以下の組織から構成される：①検査機関／実験室（中立的

な 企 業 検 査 、 一 部 製 品 検 査 も 行 う 。 QS か ら 認 可 を 受 け る ）， ②

Gesellschafterversammlung（出資者の会合），③Fachbeirat（専門家委員会。基準や

検査規定の確定。EU で法規制が変わった時にどのように対応するかなどについて），

④Kuratorium（専門会議。科学者，政治家，消費者団体），⑤Sanktionsbeirat（罰則

委員会），⑥消費者（出資者であるCMAが消費者とのコミュニケーションを担当する），

⑦システムパートナー（10 万団体，データバンクで結ばれている。小売，食肉産業，

青果物卸売，生産者，飼料製造業者） 

・ プログラムは食肉に対しては，飼料の製造業者，畜産農家，と畜・解体，加工卸業者，

小売店，消費者までで，青果物・ジャガイモでは，卸業者，小売，消費者の 3 ステップ，

また，耕地（Ackerbau），緑地（Grünland）、Feldfutter、乳製品に対してはシステム

を構築中である。 
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＜システムパートナー（QS システムへの加盟企業・農家をパートナーとよんでいる）＞ 

・ 食肉・肉製品の場合，パートナー総数 100,471 のうち，外国のパートナーは 7851。そ

のうち，農家は総数 75381，外国のパートナーは 7,190 で，なかでも豚肉で外国のパー

トナーが多い（オランダ）。詳しい数字はスライドの 8 枚目参照。 

・ 青果物・ジャガイモの場合，パートナー総数は 17,661 で，外国のパートナーは 1,186． 

・ 青果物は導入が 2004 年なので食肉・肉製品に比べるとまだパートナー数は尐ない。 

 

＜各段階の基準について＞ 

・ 食肉・肉製品の場合：飼料産業に対する基準では，倉庫や積み替え，輸送に対する基準

を新しく追加した。また家畜の輸送や，卵のパックセンターに対する基準を 2009 年か

ら導入する。 

 

＜モニタリング＞ 

・ 食肉・肉製品の場合：飼料のモニタリング，鶏肉・豚肉に対するサルモネラモニタリン

グ・削減プログラムがある。 

・ 青果物・ジャガイモの場合：農薬の残留モニタリングがある。 

 

＜システム検査の 3 つのレベル＞ 

①企業による自己検査・文書化 

②QS で認可された中立的な検査およびラボでの分析 

3 段階のカテゴリーに応じて検査頻度が決まる。 

③メタコントロール 

事前の告知なしでの抜き取り検査（1 年に 600 件） 

QS 検査報告書の検査 

検査機関のチェック 

トレーサビリティの調査 

ラボ検査の水準チェック 

 

＜ヨーロッパ隣国とのパートナーシップ＞ 

・ EMA（European Meat Alliance）を作り，定期的に会合を開いている（イギリスのレ

ッドトラクター，オーストリアの AMA など）。たとえば AMA のシステムを取得してい

る場合，QS システムと同等と考えている。 

・ フランスは EMA に加わっていない。品質保証に関してはフランスは別のシステムを取

っている。 

 

＜2008/2009 年の展望、今後の課題＞ 

・ 現在以下のような穴があって，これから埋めていくことになる。今後ともダイナミック

に発展していく。 
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 現在子豚のカストレーションは鎮痛剤なしで行っているが、鎮痛剤を使って行っ

ていく。 

 飼料について、「遺伝子組換えなし」の基準の発展 

 ラボや監査の信頼性確保するためのモニタリングプログラム 

 2009 年から倉庫（保管），飼料の輸送，動物の輸送や動物の取引について QS のシ

ステムに組み込んでいく。 

 

＜導入状況＞ 

・ 豚では 90～95％，牛肉（乳牛除く）は 61％，鶏肉は 95％で，飼料では 100％。 

・ 青果物は導入してからまだ日が浅いのと，ライバルのシステムがあるため，それほど普

及していない。 

 

２．トレーサビリティの検査、トレーサビリティの効果 

・ 先ほどの説明のメタコントロールとしてトレーサビリティ検査がある。 

・ 目標は，QS システムの全ステップにおける確実なトレーサビリティ，システム参加者

のリアクション時間の最適化，事故・危機が発生した場合の手続き・流れの最適化であ

る。 

・ トレーサビリティに関してはガイドラインで規定されている。 

・ QS システムの参加者は問い合わせがあった場合，必要な情報を 24 時間以内に QS に提

出しなければならず、事業所内では（内部トレーサビリティに関しては）4 時間以内に

トレースができるようにとされている。 

・ 手項： 

 コンセプトの作成 

 小売店での商品購入 

 すべての関連情報のヒアリング 

 卸売，と畜・解体，農家，飼料産業への電話，ファックスやメールでのコンタクト 

 コンタクト時間や目立ったところの評価 

 間違いの評価 

 違反が確認された場合の罰則 

 

・ どのような情報がヒアリングされるかについて豚肉の例がスライドの 4 枚目。 

小売店・卸売に対して：ロット番号，納入期日，納入書，納入業者のデータ 

と畜・解体に対して：と畜時間・日，ロット番号，納入業者のナンバー 

農家に対して：出自，サルモネラモニタリングの状況，最近使用した飼料のデータ，納

入業者のデータ 

すべての製造業者に対して，QS の認可を受けているかをチェックする。 

・ 5 枚目の図が説明された。実際に検査をしてみると，小売店の反応時間は 1.45 時間，食

肉卸売では 3 時間 50 分，と畜・解体では 1 時間 10 分，農家では 1 日と 5 時間，飼料

産業では 4 時間 20 分。この時間は平均時間であり，不在のため連絡が取れなかった時
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間も含まれている。 

・ 回答しなかった農家や，コンタクトが取れなかった農家、QS の認可を受けていなかっ

た農家もあった。回答しなかった農家に対しては罰則ではなく，啓蒙活動を行った。QS

システムに参加していない農家から納入した企業には，2000 から 3000 ユーロの罰金が

課された。 

 

＜トレーサビリティの効果＞ 

・ 2007 年初めに飼料にダイオキシンが含まれていたことが発覚し，と畜，解体され，肉

になったものが回収された。隣国とパートナーを持っていることが重要である。飼料会

社は 2 つ，飼料を使っていたのは 8～9 の畜産農家が該当した（どの牛もと畜されてい

なかった）。当時はベルギー，オランダで問題になったが，ドイツに入ってきたのはそ

んなに多くなかった。 

 

３．サルモネラモニタリング 

・ ドイツではサルモネラに 1 年に 7 万人感染するが，これは氷山の一角と言われている。 

・ 鶏肉と豚肉でサルモネラのモニタリングを行う。 

・ 鶏の場合は，細菌学を用いてサルモネラがあるかどうかを検査する。若鶏は納入時とと

畜 3 週間前に検査する。発見されたらと畜業社に連絡して措置を講じる。 

・ 豚の肥育農家では，サルモネラの抗体検査を行う（サルモネラの潜在性を把握する）。

2002 年～2003 年に自発的なシステムとして開始された。2007 年には豚サルモネラ条

例ができ，これまでやってきたことが条例に記載されている。 

・ と畜場から出る肉の液体の検査が 99％，肥育農家での血液採取は 1％。 

＊なぜ抗体検査を用いるのかについて質疑応答を行った（←抗体検査の陽性結果は、サ

ルモネラにこれまで接触したという可能性があるものを示す）。第一義的な目的は食

品衛生で，問題のある農家をみるインディケーション。デンマークやオランダの調査

からも，抗体数が高ければ高いほど，その中に含まれるサルモネラ菌の確率が高いこ

とが示されているとの答えだった。 

・ 各段階とデータバンクとの情報の流れの説明（スライド 1 枚目の図） 

 

＜結果＞ 

・ ラボの検査 

・ 18,932 の豚肥育農家が以下のようにカテゴリー化された（2008 年 11 月 17 日現在）： 

カテゴリー1：80.6％ サルモネラリスクはわずか 

カテゴリー2：14.7％ 中程度のリスク、注意を要する 

カテゴリー3：4.7％ 高いリスク，措置が必要。改善措置は獣医と相談して行う。 

・ 3 か月に一度のサンプル採取。1 年間に 150 万のサンプル，陽性になる率 11％（実際に

サルモネラ菌をもっていて感染しているというのではなく，いつかサルモネラ菌に接触

したという可能性を示す） 

・ カテゴリーに分類されないと，QS のシステムには入れないことになった。 
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＜サンプル数＞ 

・ 開始時に科学者，特に 2 人の統計学者に依頼してサンプル数を決定した。 

・ サンプル数は中小養豚業者では年に10サンプル，大規模では年に60サンプルとなった。 

2007 年のサルモネラ条例では大規模養豚業者に対しては 60 サンプル，小規模は 12 サ

ンプルで，我々も 12 サンプルに。法律が要求している水準と一致している。 

 

＜州・連邦との関係＞ 

・ QS は民間のシステムであって，QS のデータを州と交換することはない。 

・ 州の監査で獣医が来る際，QS を取っていると信頼を得ることもある。 

・ ただし非公式の場面では，連邦政府や EU 委員会と実践面で意見交換を行っている。 

 

                                 （工藤春代） 
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５．フランス 伝統的菓子の企業（カヌレ：Le Canelé） 

12 月１日、午後２時半～午後３時半 

 

面談者 Le Canelé 経営者 ５bis route de St Leu-95360 Montmagny-France 

調査者 新山、矢坂、清原、細野、工藤 /同行者 岡部 

 

ヒアリング課題 

１．一般食品法第 18 条の要求するトレーサビリティの確保の状態、および内部トレーサ

ビリティの確保の状態と課題について 

２．一般衛生法の要求する一般衛生要求事頄と HACCP の導入に関する実施状態と課題 

 

１．工場の概要 

・ カルネは、小麦と卵を使ったボルドー地方の伝統的な菓子。以前はボルドー地方に工

場があったが、パリに進出後、大規模に操業している。一日数千個の生産量で、フラン

ス全国に販売しているほか、イギリス、スペイン、ベルギーにも輸出している。しかし、

あくまでもハンディクラフトとして製造しており、製品にあった組織にしている。現在、

工場周辺は再開発中であり、当社も移転予定。 

 

２．菓子の衛生上の特徴と製造行程、原材料 

・ 焼き菓子なので細菌類は死滅する。唯一従業員の手による汚染の可能性があり、手洗

いが重要である。 

・ 行程は下記の通り。 

①ラム酒、バター(シャロン地方のバター)、小麦粉等を混ぜたペーストを作成。24～

48 時間寝かせた後に使用する(４℃にて)。 

②卵黄をペーストに投入する。(CCP である) 

③銅製の鋳型(大、中、小)に流し入れ、焼く。型の内面には蜂のロウ(油脂)を塗る。型

は洗浄しない。焼く量は、大は 1,500 個/1 時間、中・小は 800～1,000 個/1 時間。 

④離型後、箱詰め（保存日数は５～６日）するか、遠方の顧客用には冷凍保存する（保

存可能期間は６ヶ月）。 

・ 原材料は以下の通り。 

 小麦粉：地元産。小麦粒の芯の部分のみを使用する 

卵黄：地元産。液卵で入荷している。 

砂糖：粗めのものを使用 

牛乳：地元産 

バター：脂肪分の多い発酵バター 

ラム酒：バニラ（インド洋レニュー島産）、その他の合成物をつけ込み香りを移す 

 

３．トレーサビリティ 

  ・ 原料がラボにはいると寿命（消費期限）がある原料についてはすべてトレースで
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きるように、PC に記録する。 

卵：産んだ鶏までわかる。週１回の入荷 

バター：１箇所のサプライヤーから月１～２回の割合で入荷 

小麦粉：ロット(750kg)で把握 

砂糖：750kg のロット、月 1～2 回の入荷 

・ 各原料のサプライヤーは一定である。 

・ 原料の受入時には、「入荷記録表」に下記の頄目を記録する。 

 日付、原料名、サプライヤーの ID、状態、サプライヤーのインボイス番号、ロ

ット番号、DLC（最適利用限度日） 

 ・ 新しい原料を使用し始めるごとにラベル(シート)を作る。卵黄１㍑を 150 個の菓子

に使う。 

・ 製品ロットは、１日１ロットであり、ロット番号は製造年月日からなる。 

例）N
o
LOT：81125 Le Canelé (2008 年 11 月 25 日のロット) 

  ・ 製品ロットとその製品に使った原料ロットとの対応づけができるかと質問したと

ころ、製品ロットと使用原料の入荷日との対応づけは可能であると回答があり、

即座に対応づけの論理図を書いて説明してくれた。 

  

４．トレーサビリティ－原材料ロットと製品ロットとの対応関係の確保について 

 ・ 一単位のペーストの仕込みの時、一つの原料ロットでは足りなくなる、つまり新た

なロットを投入するタイミングがずれた場合、製品ロットとの関係はどうなるのか

と尋ねたところ、以下のような回答があった。 

   ７日に 1 回の割合でペーストを仕込む。その際、液卵、牛乳、バターは、ロットの

あまりが出ないように注文している。卵、バターは 24kgロットを４つ使用する。 

 ・ Fabrication Pate の製造記録には、下記のように製造ロットと原料ロットの対応を記録

をする。 

    Dat（製造日）、Fabrication（製品）の量、CEuf/ロット番号、消費期限、原料:Beurre

（バター）、Lait（乳）、Vanille（バニラ）、Farine（小麦粉）、Sucre（砂糖）、

Rhum（ラム酒） の使用ロット番号 

 ・ このように（原材料ロットと製品ロットが対応するように）しておくと、安全の確

保ができる。もし、食べた人が病気になったとき、自分がミスをしたのか、原料の

サップライヤがミスをしたのか分かる。一つ一つのロットについて、１～２週間に

一回検査をしている。 

 

  

５．衛生管理（HACCP） 

・ 対象毎に HACCP Mannual が表にして作成され、対象近くの壁に貼られており、そ

れにもとづいて作業記録、モニタリングのチェックをしている。 

掃除 HACCP Mannual は、下記の表のように、床、壁、トイレ、流通業者用の洗

面書、部屋の出入り口が対象になり、何を使って、どのように掃除するか、誰が責



 

 77 

任者で、どのように記録するかが、ポイントである。 

２年ごとに検証し、床を変えると内容も変える 

要素 頻度 製品 用量 温度 時間 用具 洗浄 乾燥 誰が

床 ３／週
消毒剤
St Marc

3% 冷水 ５分 ブラシ箒 水 床を擦る
生産従事

者

壁 １／月
消毒剤
St Marc

3% 冷水 ５分
ブラシ・食器洗
いブラシ（スポン

ジ）
水 空気

生産従事
者

トイレ １／日
消毒剤
St Marc

3% 冷水 ５分
専用のブラシ・
スポンジ

水 空気
生産従事

者

流通業者の洗面所 １／日
消毒剤
St Marc

3% 冷水 ５分
食器洗いブラシ
（スポンジ）

水
空気また
は擦る

生産従事
者

部屋の出入り口 ３／週
消毒剤
St Marc

3% 冷水 ５分
食器洗いブラシ
（スポンジ）

水 空気
生産従事

者

料理専門会社－カヌレ－
清掃計画

HACCPマニュアル
2006年6月

領　域　：　衛　生

 

 

・ 冷蔵庫の温度管理 HACCP Mannual では、記録表は一日一枚用意され、毎日の温度

がチェックし記録される。 

・ 製造工程での衛生管理 

CCPの①は、原料卵の汚染の有無である。 

CCPの②は、液卵の入れ物を開封することろから始まり、温かいペーストに混ぜ、

焼くまでの間である。液卵は２～６℃の状態で入荷し、直接、冷蔵庫（２～６）℃

へ入れる。開封は使用時のみであり、すぐ熱いペーストに混ぜる。 

  

＊ （記録者）施設の清浄区や汚染区などの区分は明らかに分かるようにはされておら

ず、製造室と事務所の出入りに、靴や衣類の着用替え、手洗いなどの措置はとられ

ていないようであり、我々も白衣・帽子などは着用せず、入室した。作業者は白衣

を着用していた。 

 このような状態について経営者は「最終的に高温加熱するので大丈夫である」と

し、銅製の鋳型も洗浄していない。焼き上がり後の製品も室内で冷却されていた。

完成品の二次汚染を防ぐため、従業者の手の衛生には気をつけているとのことであ

った。この点の詳細は後述。 

 

６．最終製品の検査 

 下記の頄目を１回／週、外部委託によりサンプリング検査している 

  大腸菌群 

 一般生菌数 

 熱耐性大腸菌群 

 黄色ブドウ球菌 

  サルモネラ 

  Anærobies sulfito-réduct eurs ù 460c/g 

 汚染源の可能性は、人間の手、段ボール、大気 
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７．検査および監査と記録の保管 

・ 冷凍保存があるので、記録保持は６ヶ月間である。冷凍の保存期間は６ヶ月でテ

ストし、大丈夫であるという証明ができた。 

・ 記録システムについては、 

    1997 年頃から同社独自に記録を取る仕組みは作っていた。 

    2004 年から公式な認証をうけるための仕組みを整えた。 

  ・ 同社は、目的の異なるいくつかの検査・監査を外部機関から受けている。 

      ①公的監査 

       ・ 不正取引防止機関のチェック 

       ・ 獣医局の記録システムチェック 

       ・ 衛生に関する検査 

      ②監査機関（シリカに委託）によるチェック 

  ・ シリカによる外部監査の仕組みは下記の通りである。 

    ３ヶ月ごとに監査がある。監査費は、製品１種類につき 350 ユーロだが、監査で

ミスが指摘された場合はその修正のための改善助言に＋αの費用が生じる。この

監査結果は重要な取引先に提出している。 

    ２ヶ月に１回、抜き打ちでアトリエ内、バケツ、作業者の手のひらなどの拭き取

り検査を受ける。手のひらの検査では、基準を超える汚染が確認された場合、ペ

ナルティを貸す。これらの検査結果の書面が残されている。 

 

８．特に HACCP マニュアルと従業員の衛生について 

 ・ HACCP マニュアルの監査結果は、18.5/20 点である。 

・ 同社の HACCP マニュアルは、Clabo(監査機関)が作成している。さまざまなマニュア

ルが工場内の壁に張り出されていた。(写真、資料） 

 ・ 原料と人の衛生がここでの大きなポイントである。手洗いを従業員に指示するのも

難しい。 

経営者は従業員の清潔が重大な課題だと考えている。従業員が新たに入ると講習会

を受講させ、その内容を理解した旨の書類にサインを求めている。受講料はオーナ

が支払っている。解雇が難しい経営環境にあり、（解雇が必要な）何かがあったと

きに、解雇する相手に示せるようにすることが必要。 

 ・ スタッフ用の衛生手引きも作成している（Clabo が作成）。どういうところにバク

テリアがいるか、どうやって汚染を防ぐかなど。 

・ .HACCP 手法の導入にあたり、現場の従業者からペーパーワークの増加などに対する

抵抗はなかったのか、との質問に対して、以下の回答があった。 

当社は幸運にも HACCP 導入について県から補助金を得ている。数週間に渡る大規模

な監査や従業員教育、文書作りがあり、従業者は抵抗できなかった。数週間に渡る

監査・教育の費用はとても自社では負担できなかった。 

（清原昭子・新山陽子） 
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６．フランス 小売業（カジノ、サン・ディディエ店） 

12 月１日、午後４時半～午後５時半 

 

面談者：店長(フレデリック・ラクール氏)よりトレーサビリティについてヒアリング 

     St. Didier、 Frédéric Lacour 

調査者：新山、矢坂、清原、細野、工藤 /同行者 岡部  

     

ヒアリング課題 

一般食品法第 18 条の要求するトレーサビリティの確保の状態、および内部トレ

ーサビリティの確保の状態と課題について 

 

１．トレーサビリティの確保のための記録内容、方法と検査（食肉について） 

  ・ 以下は、牛肉の処理室において、牛肉の例について説明された。 

・ インボイスを保存すること、PL を作成すること以外に書類は作っていない 

・ 入荷ロットと小売ロットとのリンクは次のようにして確保される 

肉が入庫したときに、ロット No が作られる。ナンバーはコード化されている。

肉をカットし、小売パックを製造したとき、パックに貼るラベルにロットナンバ

ーが記入される。それによりすべての小売パック肉と入荷ロット No とのリンク

ができ、識別できる。 

・ 記録用ノートを作成する方法はつぎの通りである 

  入荷肉はインボイスを保存することにより記録とされる。小売パックに貼る

ラベルは、ラベラーで２枚印字され、一枚をパックに貼り、もう一枚をノート

に貼って記録とする。包装のし直し、日付の書き直しが禁じられており、書き

直しを防ぐためにこのような方法をとる。 

通常、４日のシェルフ・ライフがある。店頭の棚からバックヤードに肉が戻っ

てきたときに、新たなシール(日付)を貼ることは法的に禁じられている。テレビ

等でも報じられているように、肉を再利用はできるが、はじめに貼られた日付を

キープしなければならない事になっている。 

（記録者：入荷肉のインボイスが保存され、小売パック製造時に印字したラベ

ルもノートに貼って保存され、小売パックラベルとインボイスには対応するロッ

ト No が記載されている。したがって、再包装し、日付をつけ直すと、入荷ロッ

トの量と小売パック製造量が対応しなくなり、チェックできる仕組みになってい

る） 

・  以上は、牛肉の義務的なトレーサビリティへの対応である。 

・ この記録作業は、獣医局によって検査される。外部コントロールについては、２

箇所の監査機関に委託しており、２ヶ月に一度の衛生関係の監査と、６ヶ月に一

度のトレーサビリティと掃除のチェックが行われる。 

  ・ 他の食肉はどうしているのかとの質問に対して、肉の種類により違うが、考え方

は同じである、との回答があった。 



 

 80 

  ・ 肉は毎日入荷される。当店では４人の食肉カット担当者がおり、一人の鶏肉担当    

者、一人の包装担当者がいる。毎日の作業後、彼ら自身で処理室を清掃する。 

 

２．トレーサビリティの確保のための記録内容、方法と検査（青果物について） 

  ・ ここはグループ 270 店舗の中でも野菜・果物の売り上げは最大である。 

  ・ デリバリーノートを作成し、下記のことを記載する。 

     商品名、原産地、カテゴリー(大きさ、等級、鮮度など)、品種 

  ・ それを店舗の掲示物に書き込む。例えば、スペイン産で、カテゴリーが＊と。 

 

３．回収の手項とトレーサビリティの効果 

・ 問題があったときの回収について尋ねたところ、ロットナンバーで問題製品を識別

できる。本社に担当班（衛生チーム）があり、指示がだされる、との回答があった。 

・ 回収時には在庫や店頭在庫の回収ですむのか、消費者への告知はするのかとの質

問に対して、同時に行うとの回答があった。衛生局からメールで連絡が入る。消費

者への連絡も回収の種類に応じて為される。店舗の入り口に紙を貼るなどして知ら

せる。また、メディアでも報道される。（本社の担当班から方法について、メール

で知らせがある） 

・ 他のスーパーマーケットのチェーンであるが、これまでにミンチで問題があって回

収されたことがある。 

・ トレーサビリティの効果について尋ねたところ、顧客への保証ができるようになっ

たことがあげられた。精肉では BSE や鳥インフルエンザの問題があったが、これ

らに対するチェックポイントを強化することができた。他の品目でも同じである。 

      

４．他の品目のトレーサビリティについて 

  ・ 他の品目について質問したところ、多くの商品があるが、デリバリーノートもあ    

り肉、青果、魚介についてはより厳しい方法がとられている。缶詰などには    

リスクは尐ない。 

 

（清原昭子・新山陽子） 
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７．フランス・食品産業事情精通者へのヒアリング 

2008 年 12 月１日 午前 11:30～ 於：ジェトロ・パリセンター 

 

面談者 岡部純氏(株式会社 CGC ジャパン欧州駐在事務所所長) 

調査者 新山、矢坂、清原、細野、工藤 

    ジェトロ・パリセンター井上計、他２名 

 

ヒアリング頄目 

・ フランス食品産業における食品衛生とトレーサビリティの実施の実情について 

（欧州の食品産業における食品トレーサビリティ、HACCP の実施状況、食品製造、小売

業の実情について幅広く情報を得た） 

 

１．トレーサビリティに関する記録の残し方について 

・ 一段階ごとに担当者が、事故がないように、自分の担当のところに責任を負わなく

ても良いように、きちんとする、ということが基本になっている。 

・ 食品メーカーは仕入れ先に対し、ロット毎に以下の３つのシート（情報）を求める。

これが最初の製品シートになる。取引ごとにシートの提出を求める。 

    ①原料原産地(国内外)、②原材料、③プロセスシートロット 

副原料ロット番号（A-100-1 など）は、副原料シートとなる。 

・ シートには当該ロットの仕様書にロット番号を入れたものをもちいる。 

・ ロット番号にはつぎのようなコードを使うことが多い。仕様書 A-100、そのロットを

001 とすると、ロット番号は A-100-001 とされる。同じ内容の場合は、日付を更新し

て識別できるようにする。  

・ 製品ロットは、小売店に配送されるカートに乗ったものを単位とすることが多い。 

 

２．食品回収の実情について 

 ・ 製品ロット単位に回収するので、それほどコストがかからない。社告もよほど大き

な規模でないとださない。 

・ 当該ロットの前後１０ずつくらいはチェックするが、フランスの企業はそこまでや

らないことも多い。大きな回収事故として、鳥インフルエンザ発生時、ベルギーの

豚・子牛のホルモン使用問題（十分確認とれず）があった。 

・ 実情として次のような例が挙げられた。例えば、常温保存牛乳を６本買って、全部

がヨーグルト状になっていたとしても、店舗に返しに行くと返金されるだけで、開

封したものは返金もされない（原因がどちらにあるか分からないということで）。

スーパーマーケットからメーカーにはクレームが付き、罰金も取られる。開封した

ものにクレームをつける場合には、消費者センターにいくことになる。しかし、消

費者がメーカーにクレームをつけることはほとんどない。 

・ （記録者：重大な回収に備える仕組みはかなり厳密に作られてきているが、細々し

た製品の不適合については消費者に対しても鷹揚な対応であり、消費者もそれを納
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得しているということのように見受けた） 

 

３．プライベートブランドの製造物責任について 

・ EU 指令により、PB 商品の製造物責任はオーダーした企業(多くは小売業)が追うこと

になった。その背景には、PB 商品の製造請負先が小規模化あるいは海外事業者へ移

っていった。これらの請負先では事故時の消費者に対する責任がとれないというこ

とがある。被害者救済を確実にするためである。 

 

４．小売店のトレーサビリティに関する記録について 

・  小売業が実施すべき仕様書保管や回収を代行する代行企業も現れた。例えば、「ト

レース１」などがそうである。（記録者：どこまでを代行しているのかはよくわか

らなかった） 

・ 大手小売では物流と商流が分離しているため、記録の管理も分かれる 

  配送伝票は、店舗、センターともに残す（精肉、青果、日配品とも）。オーダー記

録は、精肉、青果は残すが、日配品は残さない。配送先店舗の管理はセンターが行

い、センターがロットと配送先のリンク情報をもつ。 

・ （記録者：物流、商流の分離とトレーサビリティの記録の関係が今ひとつ不鮮明で

あるが、第 18 条ガイドラインに、トレーサビリティはものの流れを追うことであり、

取引企業の記録・取引伝票の保存では不適切で、配送元と配送先の記録、配送伝票

の保存が必要である記載されていることから、物流に即して、配送元と配送先が配

送伝票の保存を行い、配送拠点がロットの行き先が追えるように、配送先とリンク

させられる情報をもつ仕組みになっているということか） 

 ＊日本の流通業では配送伝票を残したがらない 

 

５． 食品メーカー、(調理工程のある)レストランに対する Standard HACCP、トレーサビリ

ティ導入の義務化への対応について 

・ （食品製造の）大企業は実施しているが、中小規模の事業者や、レストランにはど

の程度理解が浸透しているかわからない。保健所が査察・指導をしている 

・ フランスでは、もともと食品衛生法によって HACCP 手法をすべての食品事業者に

義務づけていた（販売だけの店舗は除外される）。レストランには保健所の定期検

査がある。 

・ HACCP では記録を残したり、（必要な場合には）温度管理をするが、これらが今

回強化された。事故発生時の原因の特定に重要であるからである。 

・ パリよりは地方都市の事業者の方が HACCP は導入しやすい（作業面積が広いため）。 

  一般に欧州の食品事業者は HACCP 手法への信頼は薄い。 

・ 仕入れ先や製品ロットの記録も、レストランではなかなかきちんと残せない。トレ

ーサビリティという概念も現場によっては薄い。むしろ、自分の管理する流通範囲

での責任追及を逃れるために記録を取る意味合いが大きい。 

その背景として、フランス(EU)では調理のライセンスは店に付与される、つまり責
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任が店にあるという考え方がある。（記録者：店やオーナーの衛生管理に対する責

任が問われる仕組みになっているということか） 

 

６．ISO22000、EＵREPGAP(Grobal-GAP)について 

 ・  現在 ISO9001 を持つ事業者については必要ないと考えられている。また、近年 BRC

（イギリス）、IFC（独、仏など大陸対応）などの民間認証制度が飛躍的に向上して

おり、これらの認証があれば大手流通業者と取引できるので、これらを保有する事

業者には不要な場合もある。EU 以外に輸出するときは国際規格が有効であろう。 

・ 農場段階では、耕種部門では農薬や肥料の仕様書、酪農では飼料の仕様書などがな

いと取引できない。例えば、リンゴ、ジャガイモにも取引に必要な衛生に関する仕

様書がある。 GAP 認証がないと取引できないということはない。 E Ｕ

REPGAP(Grobal-GAP)も普及していない。（取引で求めているのは）イギリスのテス

コなどくらいである。 

・ それよりも重視されているのは、むしろ、流通上のコストと環境負荷の削減であり、

その二つを実現するために通い容器の利用が進められている。食品安全はもはや当

然になり、課題のメインは環境負荷問題になっている。もはやホームページでも食

品安全についてはアピールしない。大きな問題がないこともある。 

 ・ 家畜福祉についてはどうかとの質問に対して、輸送時、と畜時の処理については重

視されているとの回答があった。 

 

７．保健所組織について(追加質問) 

 ・ フランスの保健所は県が所管する。パリ市のみ市が所管。 

 ・ 食品事業者の数の多さから、パリ市とその他の都市の保健所では検査数が圧倒的に

違う。 

能力にも差があるかもしれない。 

 ・ フランスの保健所には魚介類の専門家はいない。 

 ・ 魚介類の衛生の基準(温度管理など)も食肉から発想した設定が多い。 

    

（清原昭子） 

 


