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第2編

食品衛生行政と法の歴史（戦後）

第1章

日本国憲法下における食品衛生関連法令

3

食品衛生関連法令の制定

（2）食品衛生法施行規則
食品衛生法（昭和 22 年 12 月 24 日法律第 233 号）の制定に伴い、翌年
食品衛生法施行規則（昭和 23 年 7 月 13 日厚生省令第 23 号）
が制定された。
規則では、食品衛生法の条文において、厚生大臣が定めるとしたものや詳
細な規定を省令に委託したもの等を規定しており、それぞれの条文の規定
に、製品名や事業種目等を具体的に記載し、法の執行を補うものであった。
規則の規定により、同日付けで別途、食品や添加物、器具、容器包装の規
格基準が告示された 1）。
食品衛生法は、制定当初、法文に「政令に規定する」という文言がなく、
本来ならより重要な事項として政令で定めるべき事項についても、省令で
規定していた事項もあった。例えば、法第 20 条における都道府県知事の
営業許可を要する施設については、政令で規定されるまで、規則第 19 条
において飲食店営業、喫茶店営業等 12 業種を指定していたこと等があげ
られる。これらは地方自治法の改正により 1953 年（昭和 28 年）に政令事
項となった。
①科学技術の発展に伴う規制の強化
施行規則及び規格基準は、食品製造技術の高度化や食生活の多様化、科
学技術の高度化に伴い、政令よりも頻繁に改正が行われた。とりわけ、科
学技術の発展に伴い、これまで食品に使用されることが少なかった、「化
学的合成品」である添加物が急激に増加したり、1964 年（昭和 39 年）から、
これ以前に厚生大臣の指定を受けた化学的合成品である食品添加物につい
て、安全性の再点検が行われたりしたため、その都度、規則が改正され、
それに伴い規格基準が改正されたり新たに設けられたりした。いくつか具
体例をあげると、1967 年（昭和 42 年）には、人工甘味料ズルチンが、幼児・
1） 「食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準」
（昭和 23 年 7 月 13 日厚生
省告示第 54 号）は、その後、1959 年（昭和 34 年）に、「食品、添加物等の規格
基準」（昭和 34 年 12 月 28 日厚生省告示第 370 号）の制定により廃止となった。
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小児用の食品については使用禁止となり、併せて使用基準を厳格化した 2）。
また、1969 年（昭和 44 年）、人工甘味料チクロについて、アメリカの実
験データから発癌性の疑いが濃いことがわかり、省令を改正し使用を禁止
した。1970 年（昭和 45 年）には、牛乳に基準を大幅に上回る残留農薬（有
機塩素系農薬 BHC）が含まれていることがわかり、翌年暫定許容基準が
設定された。1973 年（昭和 48 年）には、人工甘味料サッカリンに発癌性
の疑いがあるとして一部の食品を除いて使用禁止になった。しかし、サッ
カリンは間もなく、国立衛生検査所の少量の使用については問題がないと
する試験結果やアメリカ合衆国における使用禁止の解除等から、一定の範
囲内で使用許可となり規格基準が改正となった。1974 年
（昭和 49 年）
には、
食肉製品や魚肉ねり製品、豆腐等に使用されていた合成殺菌料アクリル酸
アミドの癌原性が確認され、規則から指定が削除され、規格基準も削除さ
れた。1981 年（昭和 56 年）には、生めん等に湿り気をもたせるために使
われている食品添加物プロビレングリコール（PG）が染色体異常を誘発
することがわかり、規則により、使用した食品に表示を義務付け、規格基
準により、使用基準が定められたこと等があげられる。
②乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令
食生活の変化を要因とした改正としては、1950 年（昭和 25 年）に「乳、
乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令」
（昭和 25 年 10 月 16 日
厚生省令第 58 号）が、従来の取締りでは不十分であるとして、施行規則
とは別に規定されることとなった 3）。この省令の背景には乳、乳製品等が終
戦後急速に普及したことがあり、成分規格、製造方法の基準等の詳細規定
を設け、栄養価の高い乳、乳製品等による食中毒や食品事故を防止するこ
とを目的としていた 4）。そしてこの省令は、翌 1951 年（昭和 26 年）
、
「乳及
2） ズルチンはすでにアメリカ等先進諸国では毒性があるとして使用禁止となって
いた。
3） 乳、乳製品及び類似乳製品を分けて規定することとした理由として、終戦後の
食品としての利用度の急激な高まりと危害のおそれの増大、一般食品に対する規
定である食品衛生法の乳等特殊食品に対する取締りの不十分さがあげられてい
る。昭和 26 年 1 月 23 日厚生省発衛 4 号厚生事務次官通達。山本俊一編『日本食
品衛生史（昭和後期編）』85 頁（中央法規出版，1982）。
4） 当該省令は、1951 年（昭和 26 年）、
「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」
（昭和 26 年 12 月 27 日厚生省令第 52 号）の制定により廃止となった。新省令で
は乳幼児及び病弱者に必要な乳製品のみが対象である。クリーム、発酵乳、バター、
チーズ等は一般食品と同様に取り扱うよう変更された。改正経緯については、乳
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び乳製品の成分規格等に関する省令」
（昭和 26 年 12 月 27 日厚生省令第 52
号）
（乳等省令）に変更となった。さらに、森永ヒ素ミルク中毒事件の発
生により、乳製品に対する添加物が厳重に規制されることとなり、乳等省
令において、薬事法による公定書に収載されている医薬品であって公定書
に定める基準に適合したもの、又は厚生大臣の承認を得たものでなければ
添加物として使用することができないことと改正されたのであった。この
後も乳や乳製品の普及に加え、製品が多様化し製造技術が進展すると、こ
れらの新しい状況に対応して食中毒の危険を回避するため、乳等省令は頻
繁に改正されることとなった 5）。
③採点等級格付制度の導入による取締強化
こういった規格基準等の拡充以外のものとして、1950 年（昭和 25 年）
には、取締りの徹底と能率化を図るため、規則において営業施設の検査に
採点等級格付制度が設けられた。この制度は施設を決まった内容に沿って
採点し、その結果により等級付けるものであり、戦後は、食品衛生行政を
警察組織から分離するため、指導教育を中心として取り組んできたものの、
GHQ（連合軍総司令部）からの指示により食品衛生取締りを強化し、不
良な業者に対して強制措置を行うための制度であった 6）。これら一連の改
正等は、警察法としての食品衛生法における取締りを強化するものであり、
既存の制度をそのままに強化する点で「第二の形態」といえる 7）。
等省令の内容が画期的なものであったため、
「乳の生産者、製造業者、技術者等
の間に大きな反響を巻き起し、夫々の立場から種々論議され、批判が行われたの
でありますが…。
」（厚生省乳肉衛生課長解説）とあり、営業者団体等業界からの
反響が大きかったことが推測される。山本・前掲注（3）86 頁。
5） 一例として、1958 年（昭和 33 年）には、牛乳類似品が多く出回ったことから、
牛乳と牛乳類似品の区別をつけるため名称が「牛乳」と「加工乳」になったり、
練乳や粉乳の容器が金属缶以外のものも厚生大臣の許可を得て使用できるように
なったりする等の改正があげられる。
6） 山本・前掲注（3）49 〜 55 頁。営業施設の格付けは総理大臣の私的諮問機関
である政令諮問委員会（昭和 26 年設置）においても不評であり、昭和 27 年 2 月
22 日省令第 6 号により等級表示は廃止し、採点制度のみ残す規則改正が行われた。
7） 市橋克哉は、法整備支援の視角から、東アジアにおける 1990 年代の法治主義
における形態変化を、アブナー・グライフの分析を参考に分類を行った。第一は
既存の旧制度を解体しそのなかから純化したものを取り出し新しい制度をつくる
もの、第二は既存の旧制度を土台にして新制度をつくるもの、第三は旧い制度（Ａ）
と接合していた旧い制度（Ｂ）を廃止し、それに代わるものとして旧い制度（Ａ）
ともう一度接合する新しい制度（Ｃ）をつくるもの、第四は古い制度をそのまま
残し、新しい制度を並列してつくるものとしている。市橋克哉「ウズベキスタン
における行政法の法典化と法解釈および法解釈学の可能性」ICD NEWS 第 75
号 24 頁（2018）。ここでは、市橋の法制度の変化の分類を参考に、食品衛生法の
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④食品等の表示義務の拡充と消費者利益の視点の登場
一方、1955 年（昭和 30 年）6 〜 8 月に発生した森永ヒ素ミルク中毒事
件では、発症が確認されてから約 2 か月後の 8 月 30 日にまず乳等省令が
法律に先んじて改正され、れん乳、粉乳に使用する添加物は薬事法の公定
書に収載されている医薬品又は厚生大臣承認の添加物に限定することと規
制強化された。法律は約 2 年近く経過した 1957 年（昭和 32 年）6 月 15
日に改正（第 9 次改正）され、それに伴い同年 7 月 5 日に政令が、7 月 31
日に規則が改正された。規則では、政令で新たに設置された食品衛生管理
者の資格に関して詳細に規定するとともに、食品、添加物、器具又は容器
包装に関する表示について新たな基準を定め、表示しなければならない項
目や表示を必要とする食品等について規定した 8）。
さらに、1968 年（昭和 43 年）10 月にカネミ油症事件が発生すると、翌
1969 年（昭和 44 年）7 月 15 日に政令が、7 月 25 日に規則が改正され、
容器包装に入った加工食品は、すべて名称、製造者等の氏名等及び所在地、
一定の添加物を含むものはその旨、表示が義務付けされた。食品衛生法の
改正は、事件の発生が確認されてからおおよそ 4 年後となる 1972 年（昭
和 47 年）6 月 30 日（第 12 次改正）に行われた。施行令では食用油脂製
造業に食品衛生管理者の配置を義務付け、施行規則では加工食品に対する
表示を義務付ける等、原因となった業界や食品について、直接規制するこ
とにより再発防止を図っているのに対し、法律では、食品全体を対象とし、
安全性に疑念のある食品や、安全性に確証のない新開発食品を販売禁止と
する等事件が発生した業界以外にも通用する内容となっている。
そのなかで、規則で制定された食品表示については、営業者にとって使
用素材や添加物等一定の制約になるとともに、消費者が商品を選択する際
に目安とするものであり、食品の安全確保には欠かすことができないもの
である。表示義務が強化されることは、消費者にとって商品の情報が増え
ることを意味し、食品衛生法における行政と営業者という二極構造の中に、
消費者という新たな視点が加わったことを意味している。食品衛生法が行
変化をみた。本誌 284 号 146 〜 147 頁参照。
8） 規則改正は、昭和 32 年 7 月 31 日厚生省令第 33 号。制定された新しい表示基
準は、時代が進むに連れて、表示対象食品、表示事項、表示方法等がさらに整備
されることとなったが、表示基準の体系は当時から現在までほとんど変化してい
ない。山本・前掲注（3）109 頁。
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政による取締りを中心とする警察法であることは変わらないが、行政と営
業者という二極構造であった法律に新たに消費者という第三者の視点が
入ったことは、既存の制度に新たな制度を導入した点で「第三の形態」で
あり、警察行政からの転換の徴候をそこにみることができよう。
（3）規格基準の制定
食品衛生法施行規則第 4 条では、食品衛生法第 7 条及び第 10 条で定め
る食品や食品添加物、器具、容器包装の規格基準について、別途定める規
定となっており、最初の規格基準は同規則の公布と同日である 1948 年（昭
和 23 年）7 月 13 日に告示された 9）。
規格基準は食品や添加物の製造や保存、加工等に直接関係するものであ
るため、科学技術の発展に伴い、その危険性が確認される都度、新たな規
格基準が設定されたり、厳格化されたりする等の改正が頻繁に行われた。
①食品事件発生後の迅速な対応
森永ヒ素ミルク中毒事件を契機とした 1957 年（昭和 32 年）の法改正で
は添加物の定義の明確化をはじめとする規制強化が行われ、それに関連し
食品添加物の成分規格づくりが専門家により進められた 10）。この結果、
1959 年（昭和 34 年）12 月に「食品、添加物等の規格基準」（昭和 34 年
12 月 28 日厚生省告示第 370 号）が制定され、翌年、食品添加物の基準や
規格を収載する「第一版食品添加物公定書」が作成された 11）。食品衛生法
第 7 条第 2 項、第 10 条第 2 項により、この規格基準に適合しない食品等
は不良品として販売等が禁止された。規格基準はその意味で食品衛生の確
保に極めて重要であり、実質的に、法令の目的である食品衛生の実現を科
9） 告示は、行政組織法第 14 条第 1 項に規定され、行政機関が決定した事項その
他の事項について、国民に公式に表示すること又はその表示の形式をいう。
10） 森永ヒ素ミルク中毒事件で問題となったヒ素は、調製粉乳の製造過程において、
乳質安定剤として使用されていた第二リン酸ソーダ（天然添加物）の中に不純物
として多量のヒ素が混入していたことが原因であった。化学的合成品の添加物は
1948 年（昭和 23 年）には 60 品目であったが、1957 年（昭和 32 年）の改正によ
り 84 品目、1964 年（昭和 39 年）には 346 品目と増加した。
11）「食品、添加物等の規格基準」の制定に伴い、1948 年（昭和 23 年）制定の「食
品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準」（昭和 23 年 7 月 13 日厚生省告
示第 54 号）と「食品衛生試験法」（昭和 23 年 12 月 25 日厚生省告示第 106 号）
は廃止された。また公定書は改定が重ねられ、第 2 版は 1967 年（昭和 42 年）に、
第 3 版は 1974 年（昭和 49 年）に、第 4 版は 1978 年（昭和 53 年）に、第 5 版は
1986 年（昭和 61 年）に作成された。
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学的に補完するものと位置付けられる。
その後、カネミ油症事件（昭和 43 年 10 月事件発生確認）を受けて食品
中の PCB の暫定的規制値（昭和 47 年 8 月 24 日環食第 442 号）が制定さ
れた。また。1956 年（昭和 31 年）5 月に熊本県水俣湾において、1965 年（昭
和 40 年）6 月に新潟県阿賀野川において、水俣病の発生が確認されたこ
とを受けて、魚介類の水銀の暫定規制値（昭和 48 年 7 月 23 日環乳第 99 号）
が制定された 12）。カネミ油症事件については、さらに食用油脂製造業等を
対象に「食品又は添加物の製造又は加工の課程における有毒な又は有害な
熱媒体の混入防止のための措置の基準」
（昭和 49 年 12 月 4 日厚生省告示
第 339 号）が制定された。また、1970 年（昭和 45 年）には米に含まれる
カドミウムについて基準が設定された。
迅速な対応が可能な規格基準であるが、水俣病については、対応が遅れ、
1956 年（昭和 31 年）の最初の熊本県水俣湾における発症から、
1973 年（昭
和 48 年）の規制まで長く時間が経過してしまっており、1965 年（昭和 40
年）には新潟県阿賀野川の事件も発生することとなった。これは、1957
年（昭和 32 年）、熊本県が食品衛生法第 4 条第 2 号を適用し水俣湾の魚介
類の採取、販売、加工等の禁止を行おうとした際、厚生省に照会したとこ
ろ、地域にて漁獲された魚介類のすべてに対し食品衛生法第 4 条第 2 号を
適用することはできないこと、原因不明の中枢性神経疾患を発生するおそ
れがあることから水俣湾特定地域の魚介類は食べないように行政指導する
ことという回答（昭和 32 年 9 月 11 日付け厚生省公衆衛生局長）があった
ことによる 13）。国が水俣病の原因が有機水銀に汚染された魚介類の摂食で
あることを認めるのは、1968 年（昭和 43 年）9 月の「政府見解」まで待
つ必要があったのである。カネミ油症においては、米ぬか油が被害の原因
である疑いが濃厚であった時点で、福岡県が営業停止、販売、授受の禁止
を命じており、危険予防の対応に大きな差があった 14）。
12） 厚生省五十年史編集委員会編『厚生省五十年史』1129 頁（厚生問題研究会，
1988）。
13） 戸田清「水俣病事件における食品衛生法と憲法」長崎大学総合環境研究 8 巻 1
号 25 頁（2006）。
14） 衆議院事務局「第 59 回国会衆議院社会労働委員会議録第 6 号（昭和 43 年 10
月 30 日）」17 頁［金光克己厚生省環境衛生局長発言］（1968）。ただし、カネミ油
症事件では食品衛生法第 4 条第 2 号ではなく、第 4 号を適用している。下山憲治
「行政法とリスク論−最近の話題を題材に−」名古屋ロー・レビュー第 4 号 5 頁
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②食生活の多様性への対応
また食生活の変化として、食品の製造・加工技術の発展に伴い、食生活
の多様化が進み、政令（食品衛生施行令）で規定する製品検査の品目や許
可を要する営業種目が増加した。規格基準についても、フリーザー付きの
冷蔵庫が普及するのに伴い、1967 年（昭和 42 年）頃、冷凍食品が普及し、
冷凍食品の表示上の基準（昭和 48 年 4 月 28 日厚生省令第 21 号）ととも
に冷凍食品の成分規格も制定された 15）。1958 年（昭和 33 年）にはインス
タント食品について、1965 年（昭和 40 年）にはレトルト食品について、
1977 年（昭和 52 年）にはやや遅れたが、即席めん類やレトルト食品（容
器包装詰加圧加熱殺菌食品）について規格基準が制定された。食肉につい
ても国民のし好が肉食を好むように変化してきたことから、1981 年（昭
和 56 年）にはドライソ−セージやビーフジャーキー等の乾燥食肉製品の
規格基準が改正され、1982 年（昭和 57 年）には生ハムの製造・販売が許
可され非加熱食肉製品の規格基準が設定された。1984 年（昭和 59 年）に
（2012 年 10 月）。
食品衛生法（当時）
第 4 条 次に掲げる食品又は添加物はこれを販売し（不特定又は多数の者に授
与する販売以外の場合を含む｡ 以下同じ｡）､ 又は販売の用に供するた
めに､ 採取し､ 製造し､ 輸入し､ 加工し、使用し､ 調理し､ 貯蔵し､
若しくは陳列してはならない｡
1 （略）
2 有毒な､ 又は有害な物質が含まれ､ 又は附着しているもの｡ 但し､ 人の
健康を害う虞がない場合として厚生大臣が定める場合においては､ この
限りでない｡
3 （略）
4 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があ
るもの。
なお、カネミ油症以前にも、1949 年（昭和 24 年）、静岡県においては浜名湖
のアサリが有毒化し摂食により死亡者が出たことから、原因物質不明のまま食品
衛生法第 4 条を適用し、住民に食べることを禁止している事例がある。戸田・前
掲注（13）27 頁。
15） 冷凍食品の普及には、冷蔵庫の普及が大きく影響している。国産第 1 号の冷蔵
庫が発売されたのは 1930 年（昭和 5 年）にさかのぼる。戦後、1952 年（昭和 27 年）
には、一般家庭向け小型冷蔵庫がサラリーマンの給料 10 か月分ほどの値段（約
80,000 円）で発売された。1961 年（昭和 36 年）に冷凍食品が保存できるフリーザー
付きの冷蔵庫（1 ドアタイプ）が約 60,000 円で販売され、1965 年（昭和 40 年）
には冷蔵庫の普及率が 50％を超えた。1964 年（昭和 39 年）の東京オリンピック後、
冷凍食品の開発が盛んとなり、1969 年（昭和 44 年）には冷凍室を独立させた 2
ドアタイプが本格的に普及し始めた。1975 年（昭和 50 年）頃には、冷蔵庫は全
戸に一台あるといわれるくらい普及した。一般社団法人・家庭電器文化会，
「家
電の昭和史 冷蔵庫」，www.kdb.or.jp/syouwasireizouko.html，（2019.1.20）。
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は加工食品として獣畜の血液の血球及び血漿の加工基準が設定された。乳・
乳製品においては、ローファット・ミルクといわれる乳脂肪量の少ない牛
乳が好まれるようになり、1979 年（昭和 54 年）には低脂肪牛乳の規格が
設定された。また、1985 年（昭和 60 年）には常温で流通できるＬＬ牛乳
について規格基準及び表示基準が設定された 16）。
食品用の器具や容器包装についても、食生活の多様化に応じて、新しい
材料の開発や用途が拡大し、それに応じて規格基準が整備された。例えば、
食品用合成樹脂について、フタル酸エステルはポリ塩化ビニルやゴムを柔
らかくする性質があり、プラスチック消しゴム、テーブルクロス、園芸用
ホース等に使用されている。しかし、食器に使用した場合、油脂を含んだ
食品中へ溶け出す可能性があり、食品が直接触れる容器や包装、乳幼児の
おもちゃへの使用が制限されている。食品用合成樹脂の安全性を確保する
ため、
1973 年（昭和 48 年）にはポリ塩化ビニル樹脂製の器具等については、
一般合成樹脂基準から分けられ、別に基準が制定された。また、1977 年（昭
和 52 年）にレトルト食品等の容器包装詰加圧加熱殺菌食品の規格ととも
に、その容器包装の規格が、1979 年（昭和 54 年）には自動販売機の規格が、
1983 年（昭和 57 年）には清涼飲料水の基準とともにその容器包装の試験
法等の改正、金属缶の規格が設定された 17）。
③国際化への対応
戦後、経済が復興するに伴い、食品の輸入が増加した 18）。輸入食品につ
いては 1951 年（昭和 26 年）に全国 7 か所の検疫所へ食品衛生監視員を配
置し、1957 年（昭和 32 年）に届出制度を適用した。食品や食品添加物に
16） LL（Long Life）牛乳は 130 〜 150 度で数秒間殺菌され、無菌で気体透過性の
ない容器に詰められたもので、常温で保存流通することにつき、1985 年（昭和
60 年）に食品衛生調査会から安全性に問題がない旨答申があった。常温で 40 日
以上の保存が可能である。1986 年（昭和 61 年）から製造承認され市場に流通した。
17） 自動販売機の設置が増えてきたことから、食品が部品に直に接する構造を有す
る自動販売機については、昭和 54 年 5 月 28 日厚生省告示第 98 号において規格
が告示されたが、厚生省では、さらに、食品が部品に直に接する構造を有しない
自動販売機を含め、食品の自動販売機の構造機能に関する指導事項を定め、各都
道府県等に指示するとともに、併せて清掃等の管理運営基準準則、施設基準準則
を通知し、徹底した管理を求めた。福岡県等、取扱要領を定めて営業許可の対象
事業種目の中に含めている地方公共団体もある。
18） 日本の総合食料自給率（供給熱量ベース）は、1960 年（昭和 35 年）の 79％を
ピークに減少しており、1998 年（平成 10 年）以降は 40％前後で推移している。
梶川千賀子『食品安全問題と法律・制度』115 頁（農林統計出版，2012）。
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ついては、各国の規格基準があることから、国際的機関による規格基準の
国際的整合性が求められることとなった。日本においても、1980 年（昭
和 55 年）
、「貿易の技術的障害に関する協定」（TBT 協定）の批准以降、
貿易障壁の軽減・撤廃施策の一つとして、基準・認証制度についても国際
基準への整合性への対応が求められることとなり、特に食品添加物につい
ては大きな政策転換を行うこととなった。詳しくは次章で述べることとし
たい。
④残留農薬基準の設定
さらに、農薬の開発・普及に伴い、昭和 30 年代から、食品の残留農薬
について人体への影響が問題となった。農薬取締法は 1948 年
（昭和 23 年）
に制定され、農林省の所管であったが、厚生省は 1964 年（昭和 39 年）か
ら生産地及び流通市場における農産物の残留農薬について調査を行い、
1968 年（昭和 43 年）にキュウリ、リンゴ等 4 食品に対し、初めて食品の
成分規格として、DDT 等 5 農薬について残留基準を告示（昭和 43 年 3 月
30 日厚生省告示第 109 号）した。1969 年（昭和 44 年）には牛乳の残留農
薬として WHO ／ FAO による許容基準を大幅に上回る BHC（有機塩素系
農薬）が問題となり、厚生省の調査の結果、許容基準を定めることとなっ
た 19）。その後も年度毎に農薬と食品の基準が設定されていった。農薬取締
法は 1971 年（昭和 46 年）に改正され、農薬安全使用基準が設定されると
ともに、農作物に残留する農薬が人畜に被害を生じるおそれがある場合は、
農薬登録を保留にすることができることとなった。そのため、1973 年（昭
和 48 年）以降、環境庁は厚生省の協力を得て登録保留基準を策定し、こ
の基準に合わせて農林省は農薬の適正使用基準を定めた。農薬に対して、
当初は農作物のみが対象であり農林省だけが関わっていたが、農作物や畜
産物を摂食する人間への影響の観点から厚生省が、さらには土壌残留や水
産動植物への影響、水質汚濁等の観点から環境庁が加わり、一省庁だけで
なく省庁が相互に連携し、農薬に対する規制を行うこととなったのである。
また、農薬の残留値に係る検査は現在でも 1 〜 2 週間は必要となる。省庁
間を超えた対応と長期間の検査（モニター）結果による積極的な対応は、
19） 1971 年（昭和 46 年）6 月 15 日、牛乳の有機塩素系農薬の暫定許容基準が設定
された。なお、厚生省は、全国 419 人の母乳を調査し、前月 5 月には母乳にも
DDT や BHC 等の残留農薬が検出されたことを発表している。
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これまでの警察行政にはみられなかった変化であり、
「第四の形態」とい
えよう。
⑤告示による規格基準制定の意義と問題点
食品衛生法における規格基準の設定は、国立衛生検査所等による科学的
検証を基に、薬事・食品衛生審議会に諮問され専門家の意見が反映される
ことから、科学的かつ専門的知見に基づくものであった 20）。
また、規格基準は個別の食品や添加物に関して設定されることから、森
永ヒ素ミルク中毒事件やカネミ油症事件等食品事故の発生に対して迅速に
対応でき、食品添加物、冷凍食品等食生活の多様化に対しても比較的短期
間に設定され、対応することができた。これらの規格基準は、食品事故の
発生やその被害を抑止し、再発を防止するとともに、新たな仕組みである
営業者の自主的衛生管理にも通じるものであった 21）。
一方、告示は表示の形式を意味するものであり、その内容は多様である
ことから、法的性質は、告示によって表示された行政立法の内容、その行
政立法の制定を授権する法律の根拠法条の有無、その法条の趣旨目的に照
らして個別の告示毎に検討されることが必要である 22）。例えば、生活保護
基準や不公正な取引方法に関する告示は、告示形式をとる法規命令と解さ
れている 23）。食品衛生法における規格基準については、食品衛生法第 7 条、
20） 規格基準は、1948 年（昭和 23 年）7 月 13 日、食品衛生法施行規則と同時に厚
生省告示第 54 号により告示されている。飲用牛乳の成分規格としては .「食品衛
生試験法による試験で、全乳は摂氏 15 度において比重 1.028 乃至 1.034、脂肪量 3.0
パーセント以上、細菌数 0.01 立法センチメートル中 2 万以下、特別牛乳は、摂氏
15 度において比重 1.028 乃至 1.034、脂肪量 3.3 パーセント以上、細菌数 0.01 立
法センチメートル中 500 以下、脱脂乳は摂氏 15 度において比重 1.032 乃至 1.038、
乾燥物質量 8.5 パーセント以上、細菌数 0.01 立法センチメートル中 2 万以下でな
くてはならない。
」とした。また、牛乳の保存基準として「牛乳は冷却保存を行
わなければならない。冷却保存の場合の温度は、高温殺菌方法により殺菌した牛
乳を除き摂氏 10 度以下でなければならない。」と数値で明確に示した。
21） 規格基準の告示は、時間や状況への即応の他にも、行政立法の意義として、行
政作用の複雑多様化に対する専門的技術による対応、地方や地域の多様な事情の
考慮等があげられる。平田和一「第 2 編第 3 章 行政立法−行政による規範制定」
室井力編『新現代行政法入門（1）−基本原理・行政作用・行政救済』89 頁（法
律文化社，2001）。
22） 本多滝夫「第 6 章 行政準則」市橋克哉ほか編『アクチュアル行政法［第 2 版］』
69 頁（法律文化社，2015）。
23） 生活保護基準（厚生省告示）は、最高裁において、生活保護法は憲法第 25 条
第 1 項の規定を具体的権利としたものであり、厚生大臣の設定する基準は行政処
分たる覊束裁量行為として位置付けられている（最大判昭和 42 年 5 月 24 日民集
21 巻 5 号 1043 頁）。また、不公正な取引方法（公正取引委員会告示）については、
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第 10 条において、食中毒等人の健康を害することがないよう食品や添加
物、容器包装等に係る規格基準を定めることとし、規格基準に合わないも
のを製造・販売等することを禁止している。違反した場合は同法第 31 条
により 6 か月以下の懲役又は 5,000 円以下の罰金を科している。営業者の
自由を制限し、その権利・利益に関連することから、告示として定められ
るが、その法的性質は法規命令といえよう 24）。
また、食品衛生法における規格基準は、薬事・食品衛生審議会の意見を
求める等専門技術的な判断を必要としているが、一方で食品事故の発生や
技術の発展による新たな危険性の発見等社会情勢等の影響を受けることも
多い。このため、食品衛生に関するものではないが、判例では、行政庁は
専門技術的な内容を有する基準の設定について広い裁量権を有すると解し
ている 25）。例えば、その一つである生活保護老齢加算廃止事件（最三小判
平成 24 年 2 月 28 日民集 66 巻 3 号 1240 頁）では、厚生省の専門技術的か
つ政策的な見地からの裁量権に対する統制として、老齢加算の廃止に至る
判断の過程及び手続の過誤、欠落について、また老齢加算廃止による生活
への影響の程度や激変緩和措置等によって緩和される程度について審査さ
最高裁において、
「不公正な取引方法」における一般指定は、「抽象的指定であり
法の委任に反するとした上告人に対し、法 2 条 7 項各号に定められた各行為類型
をより個別的・具体的に特定しているのであり、流動する経済情勢のもとですべ
ての事業分野に一般的に適用することを予定したものとしては、右の程度に特定
されていれば法の委任の趣旨に反するものとはいえない」と判示し、指定の法規
性を認めている（最一小判昭和 50 年 7 月 10 日民集 29 巻 6 号 888 頁）。
24） 告示には、法規命令のほか、環境基準の告示（環境基本法第 16 条第 1 項）の
ように非拘束的な行政計画の性質を有するもの、標準価格の決定の告示（国民生
活安定法第 4 条第 4 項）のように行政指導基準の性質を有するもの等がある。本
多・前掲注（22）69 頁。環境基準については、法的拘束力を持たない行政の努力
目標と理解されてきたが、公害防止計画や排出規制、環境アセスメント等の内容
とも深く関係し、国民の権利・利益への影響が大きいことから、環境行政上、実
際の法的規制の基準として法的性質や処分性を見直されている。平田・前掲注（21）
108 頁。
25） いわゆる朝日訴訟。前掲注（23）の判例。生活保護老齢加算廃止事件（最三小
判平成 24 年 2 月 28 日民集 66 巻 3 号 1240 頁）では、最高裁は、生活保護基準設
定行為は覊束裁量行為とし、憲法が規定する健康で文化的な最低限度の生活の認
定判断は厚生大臣の専門技術的裁量のうちに入ることであるから、法の趣旨・目
的を逸脱しないかぎり、当不当の問題を生じても違法の問題を生ずることはない
と判示した。最高裁の判例解説においても「保護基準の改定につき厚生労働大臣
に広範な裁量権があることを前提に」としている。岡田幸人「生活扶助の老齢加
算の廃止を内容とする生活保護法による保護基準（昭和 38 年厚生省告示第 158 号）
の改定が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例」
『最高裁判所
判例解説民亊篇 平成 24 年度』451 頁以下（法曹会，2015）。
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れるものと判示した 26）。すなわち、裁判所による裁量審査は、行政の判断
過程を統制する手法を近時は採用しており、そこでは審理の観点と審査事
項を示し、広く裁量権を認めた上で逸脱・濫用について審査すべきとした
のであった 27）。いろいろな要素をみるといいながらも行政の広い裁量権に
流され、専門技術的裁量というよりも政府の政策が優先されがちであった。
専門技術的裁量による同種の判断が行われる食品衛生についても、裁判所
は同じ考え方に基づく判断をすることになると推測される。行政の裁量権
をどうコントロールするかがここでも課題として残る。
（4）食品衛生法施行に関する件等通達
政令や省令等の実際の運用にあたっては、上級行政機関である国から下
級行政機関である地方公共団体へあてた「通達」が出され、法令の統一的
な解釈や運用、行政組織における詳細な事務分担等法令の規定を補った。
通達は、法令解釈の指針を示す解釈基準と行政の裁量権行使にあたって準
拠する指針を示す裁量基準、行政指導基準、食中毒処理要領のように現場
での対応マニュアル等に分けられる。1993 年（平成 5 年）に制定された
行政手続法第 2 条第 8 号に規定された結果、この分野の通達は、裁量基準
としてこれまであった通達の内容により、行政庁が定める審査基準又は処
分基準と位置付けられることになった 28）。また 2005 年（平成 17 年）の改
正により、意見公募手続（パブリックコメント）とともに「行政指導指針」
が入り、これは行政指導を行う際の裁量基準に相当するものとして位置付

26） 裁判所は、老齢加算の廃止に至る判断の過程及び手続の過誤、欠落の観点から
統計等客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性について、また被
保護者の期待的利益の喪失を通じて、生活への看過し難い影響の観点から生活へ
の影響の程度や、激変緩和措置等によって緩和される程度について統計等の客観
的な数値等との合理的関連性を含めて審査されるものと判示している。保護基準
の設定に対する専門委員会の設置等の手続等が法定されていないことも影響して
いる。豊島明子「行政立法の裁量統制手法の展開−老齢加算廃止訴訟・福岡事件
最高裁判決を念頭に」法時 85 巻 2 号 29 頁以下（2013）。
27） 豊島は、行政立法の裁量統制手法としての判断過程統制として、考慮事項の重
みづけを行う特定考慮事項の抽出によるのではなく、多様な考慮要素を均衡がと
れた形で考慮されたかどうかを問う「実質的考慮要素審査」の手法の採用が適切
と述べている。豊島・前掲注（26）34 頁。
28） 三重県の場合、飲食店営業等の許可についてみてみると、法第 21 条第 2 項、
食品衛生の措置基準等に関する条例第 3 条、第 4 条、三重県食品衛生規則第 12 条、
第 13 条に判断基準が示されていることから、他に審査基準を定めてはいない。
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けられた 29）。
①食品衛生法施行に関する件
国は、食品衛生法施行規則の公布（昭和 23 年 7 月 13 日）後、1 か月足
らずのうちに各道府県知事あてに「食品衛生法施行に関する件」（昭和 23
年 8 月 5 日厚生省発衛 6 号厚生事務次官通知）を厚生事務次官名で通知し、
食品衛生行政を行っていく上で実務上必要となる法解釈や法の運用に関す
る方向性、法の条文解釈、製品検査や食品衛生監視員、営業許可、行政処
分等法を運用していくにあたり、法令で規定されていない具体的な方法や
注意事項等について、法執行を補う留意事項として周知した。
内容として、法運用の全国的な統一を図るため、例えば、法第 4 条にお
ける「その他の事由」や第 5 条における「吏員」の解釈、第 14 条の製品「検
査」の方法を具体的に示した 30）。また、食品衛生監視員の仕事やその方法、
営業許可の考え方や不許可の場合の注意事項、地方食品衛生委員会の活用
等、都道府県において衛生行政担当職員が法運用に戸惑ったり疑問や空白
が生じたりしないよう詳細に指導していた 31）。食品衛生法や同規則が制定さ
れて初めての通達であったことから、そこには法の解釈や法を運用する行
29） 本多・前掲注（22）76 頁。審査基準も行政指導指針も、公布、告示を必要と
しないが、行政手続法第 5 条により、審査基準は申請先の機関の事務所における
備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならず、また同法第 36
条により、行政指導指針は公表しなければならないと定められている。
30） 法第 4 条において販売、採取、製造、加工等を禁止する食品や添加物について
規定しているが、その条文中第 4 号において「その他の事由により人の健康を害
う虞があるもの」と記されている文言について解釈し、都道府県におけるこの号
の適用については直ちに国に連絡するようにした。また法第 5 条において疾病に
罹ったりへい死したりした獣畜の食用を禁止しているが、例外として、吏員が人
の健康を害するおそれがないものと認めたものは、食用できることとしていた。
その「吏員」については、屠場法と関連して解釈運用し屠畜検査員と特定し、誤
解がないように明記した。検査の方法は、食品、添加物等はすべて検査の対象と
することや、検査に合格したものには合格証を与えること、営業者の所在、製造
量の確認等検査実施にあたってその方法を示した。
31） 現場での検査は日出から日没まで等時間を制限し、収去検査のための収去量等
についても必要最小限とした。また、
「従来の営業権的な指導を一掃し、都道府県
知事が公衆衛生上必要として定めた一定の基準に合うと認められたものはすべて
許可を与えなければならない」とし、さらに「許可の判定はその施設の実地につ
き必ず食品衛生監視員をして個人の主観に左右されず基準に照して調査せしめ」、
「法第 21 条の『許可しなければならない』の項を尊重されたい」と法の運用に念
を押した。法第 36 条においては、旧法に基づいた命令（各規則）により営業許可
を受け営業を営んでいる者は食品衛生法の営業許可を得たものとみなす「みなし
規定」であるが、そういった営業者に対し食品衛生監視員に臨検検査をさせ、基
準に合致しない場合は整備改善や許可の取消し等の措置をするよう求めた。
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政庁の裁量、処分だけでなく、指導に関しても基準や手続等が記載されて
いた。例えば、第 20 条第 2 項の営業許可について、一定の基準に合うもの
はすべて許可を与えることについての解釈や、その判定については、必ず
食品衛生監視員に実地調査をさせ、報告によって判断する等実施に際して
の運用、食品衛生監視員が収去検査を行う際の収去量や、有害のおそれが
ある食品等を発見したときの応急措置等の基準や手続等である。
特に注目したいのは、食品衛生法については、営業者を対象に衛生面か
らの安全確保を目的とするが、経済面や風俗面からの取締法規、例えば飲
食営業緊急措置令や風俗営業取締法による取締りとも十分連絡調整をとる
こととしていたことである 32）。飲食営業緊急措置令、風俗営業取締法は衛
生行政ではないが、食品衛生法と対象とする営業者が重なり、立入調査等
調査権限も同様であることから、実際の運用は縦割り行政であったとして
も、行政分野を超えて情報共有、場合によっては合同調査等の連携を図る
ことを意図したものと推察する。さらに法の運用については、警察機構か
ら衛生機構へ移行したことを好機ととらえ、積極的な業務推進を依頼する
とともに、取締りについては指導・啓蒙を中心とし強権発動は必要最小限
とするように求めた 33）。法の運用の科学性、計画性や経済事情の変動との
連関、機動性をもった処理等、詳細な注意事項と合わせ、食品衛生確保に
対する積極的な姿勢がうかがわれる 34）。都道府県に対してパターナリズム
的な傾向は見受けられるものの、当時としては進歩的な内容であり、厚生
32） 飲食営業緊急措置令は、食品衛生法と同じく飲食営業者を対象としているが、
目的は食糧のやみ取引の防止である。また風俗営業取締法は、カフエや料理店等
客席で客の接待をして飲食させたり、キャバレー等ダンスをさせたりする営業者
を対象とし、目的は善良な風俗の維持であった。
33）「食品衛生法施行に関する件」ではそのなかで「本法の施行は、国民に対し、
その日常生活上最も関係の深い食生活の面を通じて、その健康を保全することを
目的とするものであり、いわゆる国民の健康増進、衛生向上のために、施行すべ
きもので（略）法の解釈、執行、運営を十分な責任と自信を以つて行うよう指導
されたい。
」、「新憲法の施行に伴い、衛生行政警察権が警察機構から衛生機構へ
と移管され、これも転機となって本法が制定されたものであるからこの機を利用
して食品衛生行政が大躍進を遂げるよう努められたい。」と、地方における食品
衛生行政への期待を述べている。
34） イギリスの哲学者ジョン・ラングスロー・オースティンは、言葉を発すること
は何らかの行為を遂行することと考え、このような何らかの行為を遂行させる発
言を「行為遂行的発言」（performative utterance）と呼び、法の条文を積極的に解
釈し、文言に新たな意味を込めた解釈を示した。この通達はオースティンがいう
「行為遂行的発言」であった。J．L．オースティン著（坂本百大訳）
『言語と行為』
8 頁以下（大修館書店，1978）。
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省の意欲的な通達により、地方公共団体は、それらの実現に向けて努力す
ることとなった 35）。
②通達の法的拘束性
通達はあくまで内部規範として位置付けられており、外部に対する強制
力はなかった。通達は省庁の部局長、課長レベルで出すことができ、法令
の解釈基準や行政が裁量権を行使する際の裁量基準等行政執行基準を示す
ものであることから、食品衛生行政が中央集権体制であったことや機関委
任事務であったことと併せ考えると、公務員にとっては法的拘束性を有し
ていたということができる 36）。
また、全国一律に早急に食品衛生を確保していくために、通達が内部規
範として必要であったことは理解できる。例えば 1955 年（昭和 30 年）の
森永ヒ素ミルク中毒事件の際には、同年 8 月 23 日に、岡山大学医学部に
おいて森永ドライミルクからヒ素が検出され、翌 8 月 24 日にその旨につ
いて岡山県から報告を受けた厚生省は、各都道府県知事宛てに当該ミルク
の販売停止を電報で通知している 37）。各都道府県においては、通知を受け
て製品の販売停止と回収処置をとった。さらに厚生省は、8 月 30 日には、
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正を行い、調整粉乳等、
主として乳幼児を対象とする乳製品に対する添加物は、すべて公定書に収
載されている医薬品か、厚生大臣の承認を受けた添加物以外は使用できな
い旨通達した 38）。食品衛生行政は機関委任事務で、厚生省に包括的な指揮
監督権があり、このように差し迫った危険性が発見された場合、緊急対応
が全国統一的に可能となったのであった。
35） この通達の丁寧で詳細な記載は、内容は評価するものの、日本国憲法の制定に
より、地方公共団体は独立した行政機関となったにもかかわらず、機関委任事務
とされたことによって、あたかも、国の下級機関のような扱いを受けている。
36） 食品衛生に関する事例ではないが、地方分権が行われ、機関委任事務が整理さ
れ法定受託事務となった後でも、国が通知した法定受託事務の「処理基準」に法
的拘束性を認めた判例がある。地方分権後の事例であるが、法定受託事務となっ
ても、現場では中央集権時代とほとんど変わりない対応が行われていることがわ
かる。公文書開示決定取消請求事件（一審）鳥取地判平成 18 年 2 月 7 日判時
1983 号 73 頁。（控訴審）広島高松江支判平成 18 年 10 月 11 日判時 1983 号 68 頁。
37） 岡山県においても厚生省への報告と同時に、近畿、中国、四国、九州地方の各
県に連絡し、製品の販売停止と回収を依頼した。
38） 昭和 30 年 8 月 30 日厚生省令第 15 号。また、同日、森永乳業徳島工場は 3 か
月の営業停止となっている。厚生省はこの 6 日前の 8 月 24 日にすでに乳幼児を
対象とする乳製品に対する添加物は、すべて公定書に収載されている医薬品か、
厚生大臣の承認を受けた添加物以外は使用できない旨通知している。
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その他にも、列車や自動車、船舶等は 1 都道府県のみならず、いくつか
の県にまたがって営業しているが、そのなかに設置する食堂等については
どこが所管するかが問題となることが多かった。そのため、厚生省は通達
により、営業許可についてはそれぞれの営業者の食堂を所管する事務所の
所在地を管轄する都道府県知事（保健所を設置する市は市長。以下同じ。
）
が行うこととするとともに、監視や行政処分についても、それぞれ関係す
る地方公共団体の事務分担を明確にし、全国一律に実施することで混乱を
防止した 39）。
しかし、都道府県等食品衛生の実務現場においては、事案の具体的な処
理にあたり、通達に基づきながらも現場に即した処理を行っており、そこに
は、地域の事情に合わせた裁量を行使する余地も存在したのであった。例
えば、自動車による食品の移動販売については、厚生省から取扱要領が出
されており、各都道府県はこれを参考に取扱要領を定めることとなる。その
なかで、品目の制限等営業許可に附する条件や営業車という施設に対する
基準等については、各地方公共団体で検討することができるようになってい
た。いずれも現在のものしか取得できなかったが、自動車による食品販売に
ついて、高松市では高松市食品衛生法施行細則第 1 条の 2 で、許可業種と
して飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業、魚
介類販売業の 6 営業種をあげているが、大阪府では大阪府自動車による食
品営業取扱要綱第 3 条により、これに加えアイスクリーム類製造業、豆腐製
造業を含め 8 営業種としている。また、食品の取扱いに関しても、魚介類販
売業において、高松市は「自動車による食品営業について」の「第 1 営業
車に搭載する施設の構造および食品の取扱設備の基準」において摂氏 10 度
以下（冷凍包装は摂氏− 15 度以下、生食用生鮮魚介類は摂氏 5 度以下）で
保存できる冷蔵設備又は冷凍設備が必要であり、販売に際して車内で魚の
下処理等可能であるが、大阪府では要綱第 6 条に規定する「別表第二

施

設の業種別基準」で、刺身等生食用食品の冷蔵庫及び冷却保存できるケー
39）「二以上の都道府県にわたって営業を営む列車、自動車、船舶等の食堂の取扱
について」（昭和 28 年 8 月 29 日厚生省衛発 674 号公衆衛生局長通知）。営業許可
以外に、監視については、移動区域内の都道府県の食品衛生監視員が、食品の車
内や船内への積み込みまでも含めて監視を行うこと、行政処分については、営業
許可の取消しや禁・停止等は営業許可を与えた都道府県知事が、不良食品の廃棄
等は処分に至った監視を行った食品衛生監視員が所属する都道府県知事が行うこ
とが規定された。
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スを設けることや冷凍庫は摂氏− 18 度以下であることを規定するだけであ
り、車内での調理行為を禁止している。大阪府や高松市の地理的特徴や販
売の習慣等地域の事情が反映されたものとなっている 40）。
③通達の外部に対する影響と適法性の要件
また、営業者においても通達の内容は、行政を通じたり食品衛生協会等
を通じたりして知ることができた。したがって、通達は公布も告示も行わ
れないことが通例であったが、営業者は、これらの情報が容易に入ること
から、行政の対応が事前にわかることとなり、許可権限を有する行政に対
して、許可やその更新、手続等を迅速で円滑に済ますことを望む場合が多
かったため、自ら率先して通達に従った。通達は、法律の根拠を必要とせ
ず、告示することもなく、国民も裁判所も拘束されることがないのが原則
であったが、行政内部は通達に拘束されることから、職員の言動はあたか
も外部の者にも拘束力があるように受けとめられ、法的拘束力があるかの
ような機能を果たした。そのため、まれではあるが、通達そのものの適法
性と、それに基づく行政活動の適法性が問われることがある 41）。
通達の判例をみてみると、食品衛生行政分野ではないが、パチンコ球遊
器事件（最二小判昭和 33 年 3 月 28 日民集 12 巻 4 号 624 頁）は、通達の
内容が法の正しい解釈に合致するものであれば、当該解釈基準に基づく行
政活動は適法であると判示した 42）。また、墓地埋葬法通達事件（最三小判
40）「自動車による食品の移動販売に関する取扱要領について」
（昭和 42 年 3 月 3
日厚生省環乳発 5016 号環境衛生局長通知）
。高松市は、高松市食品衛生法施行細
則（平成 11 年 3 月 29 日規則第 40 号）、自動車による食品営業について（取扱設
備の基準や公衆衛生上講ずべき措置の基準等）
、大阪府は、大阪府自動車による
食品営業取扱要綱（平成 24 年 4 月 1 日実施）による。大阪府は同要綱実施に伴い、
1964 年（昭和 39 年）に制定した自動車による食品営業の指導取締規程等を廃止
した。
41） 本多・前掲注（22）77 頁。同趣旨として平岡久「56 パチンコ球遊器に関す
る通達」『行政判例百選Ⅰ［第 6 版］』114 頁（有斐閣，2012）
。通達には国民の権
利義務に関係する内容をもつものがあり、通達に従って実際に行政処分が行われ
るかぎり、通達は行政処分を通じて間接的に、国民の法的地位に影響を及ぼすこ
とになると述べている。大橋洋一は、法改正が頻繁にあり技術性が高い等の特徴
を持つ租税法の分野では、市民が通達に寄せる信頼や、通達による法律具体化へ
の期待は、他の法分野以上に強いと述べる。大橋洋一「6 租税法の解釈と通達−
パチンコ球遊器事件」
『租税法判例百選［第 6 版］』17 頁（有斐閣，2016）。また
甲斐素直は、課税における通達の意義を考えるには、憲法に立脚する租税法の諸
原理をどの程度で調和させ、いずれを優先するか判断する必要があると述べる。
甲斐素直「202 通達課税と租税法律主義」
『憲法判例百選Ⅱ［第 6 版］』430 頁（有
斐閣，2013）。
42） 平岡・前掲注（41）114 頁。これまで課税品目でなかったパチンコ球遊器につ
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昭和 43 年 12 月 24 日民集 22 巻 13 号 3147 頁）は、裁判所は通達に拘束さ
れることなく、通達の法令解釈とは異なる解釈をし、通達に定める取扱い
が法の趣旨に反するときはその違法を判定することができると判示し
た 43）。開拓適地選定基準事件（最三小判昭和 28 年 10 月 27 日民集 7 巻 10
号 1141 頁）は、通達は、関係行政機関に対し、権限行使の指針を示した
ものであり、法律の規定及びその趣旨との適合について判断すべきである
と判示した 44）。裁量基準の適法性について伊方原発訴訟事件（最一小判平
成 4 年 10 月 29 日民集 46 巻 7 号 1174 頁）では、審査基準の適合性につい
ては、審査基準に不合理な点や、原子炉設置が基準に適合すると判断した
原子力委員会等の調査審議や判断過程に看過し難い過誤、欠落があった場
合は、行政庁の判断に不合理な点があると解すべきであると判示した 45）。
この他にも、行政規則の法的拘束性について在留期間更新不許可処分取
いて、東京国税局長が課税品目であることを管下税務署長に通達し物品税賦課処
分を行ったことに対して、営業者が処分の無効確認及び納付した税金の返還を求
めたものである。裁判所は、通達である法の解釈基準については、通達の内容が
法の正しい解釈に合致するものであれば、当該解釈基準に基づく行政活動は適法
であると判示した。
43） 平岡久「57 墓地・埋葬等に関する通達」
『行政判例百選Ⅰ［第 6 版］』116 頁（有
斐閣，2012）
。墓地埋葬法第 13 条における埋葬を拒む「正当な理由」について、
これまで厚生省環境衛生課長は、異教徒が仏教宗派の宗教的感情を著しく害する
おそれがある場合を、その理由として認めていた。しかし、内閣法制局から、至
当な理由として「認められない」旨の通知を受けたため、解釈変更の通達を出し
たところ、一寺院から、トラブルが発生していることを理由に、通達の取消しを
求められたものである。最高裁は、通達は一般国民がこれに拘束されるものでは
なく、通達の内容が国民の権利義務に大きく関わりを持つような場合でも同じで
あるし、処分の効力が変わることはなく、裁判所も通達に拘束されることなく、
通達の法令解釈と異なる解釈をし、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するとき
は、その違法を判定することができると判示した。
44） 北海道に出した開拓適地選定基準の通達について、通達を法令と主張し、未墾
地の買収計画及び適地選定方法等が通達に違反するため、訴願の裁決の取消しを
求めたものである。裁判所は通達を法令と解することはできないと明確にし、通
達は関係行政機関に対し、権限行使の指針を示したものであり、土地の買収計画
が通達に違反して定められても違法ではなく、法律の規定及びその趣旨との適合
について判断すべきであると判示した。
45） 原子力発電所の設置について、原子炉設置許可の際に原子炉規制法に基づいて
行われた安全審査が不十分であるとし、許可処分の取消しを求めたものである。
裁判では、審査基準の適合性は、原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づ
く意見を尊重して行う、内閣総理大臣の合理的な判断に委ねる趣旨である。審査
基準に不合理な点や、原子炉設置が基準に適合すると判断した原子力委員会等の
調査審議や判断過程に看過し難い過誤、欠落があった場合は、行政庁の判断に不
合理な点があると解すべきであるが、本件判断は適切であったと判示した。ただ
し、この場合の裁量基準（通達）である審査基準については、裁判所は、適法違
法を判断する基準として用いている。

法政論集

285 号（2020）

191

論

説

消事件（いわゆるマクリーン事件）（最大判昭和 53 年 10 月 4 日民集 32 巻
7 号 1223 頁）等があるが、いずれも教科書のとおりの判決で、通達は法
の範囲内にあり、国民や裁判所に対して法的拘束力をもたないという判決
であった。通達の法的意味について、通達の現実に果たす機能と裁判所の
形式的論理的理解とは、大きく乖離していたのである。
食品衛生法における通達についても、その後、輸入食品のうち、違反食
品の行政処分について権限を有する都道府県知事に協力を要請した「輸入
食品の検査について」（昭和 26 年 10 月 26 日厚生省衛発 820 号公衆衛生局
長通知）をはじめ、食品衛生行政の現場での取組に対して重要な方針を示
す通達が数多く出されている。行政は法の解釈や運用について裁量権を有
しており、通達は、各省庁の部局や課レベルで出すことができたことから、
違反行為に対してどのように取り締まるかについても、政策や社会状況に
よってその取締りの厳しさが変化していた。
例えば露店飲食営業については、1949 年（昭和 24 年）には無許可営業
の厳重な取締りによる漸減策を指示した「いわゆる『露店飲食営業者』の
取扱いについて」（昭和 24 年 6 月 15 日厚生省衛発 635 号）が出されたが、
6 年後の 1955 年（昭和 30 年）には、露店飲食営業者がかえって増加し続
けていることから、これまでの方針が実態に即していないと方針転換し、
当該営業者に許可を認めた「いわゆる『露店飲食店営業』に対する措置に
ついて」
（昭和 30 年 8 月 25 日厚生省発衛 292 号厚生事務次官通知）が出
された。1949 年（昭和 24 年）頃は、露店商の許可要件は固定店舗の基準
と同じで、露店商にとって厳しかったことから無許可営業が多かった。そ
のため、最初の通達では、衛生問題を重視した GHQ の指示により飲食店
営業臨時規整法を施行するにあたり、都道府県知事等に対し露店飲食営業
に対する無許可営業の漸減について指令した 46）。各地域では、露店飲食店
について上水道等食品衛生やトイレ等生活衛生、道路や公園等の占用等の
問題が発生しており、各都道府県等は取締りを強化し、露店商はそれに対
して反発した 47）。1955 年（昭和 30 年）の通達では、政策的判断により、
46） 山本・前掲注（3）45 頁。
47） 1951 年（昭和 26 年）10 月、福岡市は屋台営業を禁止することとし、福岡市移
動飲食業組合に通知し、1952 年（昭和 27 年）6 月、組合員に対し営業禁止命令
を行った。組合は、福岡地裁に執行停止の仮処分を提訴したが敗訴した。福岡県
においても、同年、1955 年（昭和 30 年）3 月 31 日をもって屋台を全廃する方針
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露店飲食店が増加傾向にあり全国的に統一した対策が行われないことや、
依然として食中毒が発生していることを理由として、都道府県知事等に無
許可営業の解消を期して許可要件等の再検討を指示し、これまでの運用と
は異なり、許可要件を附して許可することにしたのであった。この通達を
受けて、都道府県では露店の営業許可条件を定め、条例に取り入れたり要
綱を策定したりした。例えば、屋台で有名な福岡県では 1956 年
（昭和 31 年）
に食品衛生法を施行する条例を制定し、屋台営業については営業品目の制
限や生ものの販売禁止、客に提供する直前の加熱処理等の条件を附して営
業を許可している 48）。このような施策・運用の方針転換は、食品衛生行政
分野ではないが、食品衛生法と同じ警察法の分野である風俗営業において
も見受けられるところである。
風俗営業取締法（風営法）は 1948 年（昭和 23 年）に、風俗犯罪の取締
りの観点から制定されたが、1984 年（昭和 59 年）に大改正が行われ、違
反者の取締りだけでなく、風俗産業の健全化に資するために業務の適正化
を促進するといった積極的な目的が加わったのであった。ここに従来の風
俗犯罪の防止から、健全な風俗産業の育成といった政策転換をみるのであ
る。また、制定当初から「風俗営業」は許可制であったが、改正により新
を示した。嶋田暁文「福岡市における屋台と政治・行政（上）−その過去と現在」
自治総研通巻 419 号 2013 年 9 月号。
48） 同上 22 〜 23 頁。当時の条例は見つけることができなかったが、福岡県では福
岡県食品衛生法施行条例（平成 12 年福岡県条例第 17 号）及び福岡県食品取扱条
例施行規則（昭和 33 年福岡県規則第 20 号）に定める施設基準により難い、特殊
な形態による営業について、
「ろ店飲食店等特殊な形態による営業に関する取扱
要領」（昭和 56 年 7 月 1 日施行）を定め、移動営業や仮設営業、露店営業につい
て許可対象業種や取扱食品（営業内容）について規制している。そのなかで、露
店営業、仮設営業、臨時営業については、生ものを扱わないことはもちろんのこと、
提供する食品についても限られており、簡易な調理で提供できるもので提供する
前に十分な加熱をすること等条件が附されている。
その後、1960 年代には屋台は 400 軒を超える等ピークを迎えたが、同時に市
民から営業マナーが問題視されるようになり、1970 年（昭和 45 年）、1995 年（平
成 7 年）の 2 回、福岡県警は屋台の道路占用許可の名義変更禁止方針を打ち出す
こととなった。社会問題化した屋台のあり方を検討するため、福岡市は、1995 年
（平成 8 年）、観光関係者や営業者、市民が参加する「福岡市屋台問題研究会」を
設置し、2000 年（平成 12 年）には安全で快適な歩行者空間と良好な公衆衛生を
確保するため、福岡市屋台指導要綱を、2013 年（平成 25 年）には福岡市屋台基
本条例（平成 25 年福岡市条例第 43 号）を制定し規制している。福岡市屋台基本
条例は、食品衛生の観点からではなく、市道等の占用について規定しており、衛
生については、食品衛生条例において明確に規定し、基準等により規制している。
福岡市，
「屋台施策」，http://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/jigyou-torikumi/yatai/sesaku.
html，（2019.1.20）。
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たに「風俗関連営業」
（個室付浴場等）を設け、届出制にするとともに、
法律の遵守事項を大幅に拡大し、規制強化を図った 49）。この規制強化には、
罰則強化のほかに遵守事項の拡大が注目される。遵守事項に違反すると公
安委員会が広い裁量権を有する「指示」処分があり、それに違反すると営
業の廃止等の行政処分を加えることとなっていた。風営法や、有毒食品の
販売等を除いた食品衛生法は、取締りに際して、直接的な制裁の前に、行
49） 風俗営業は、1948 年（昭和 23 年）風俗営業取締法が制定され、当初は、防犯
的な見地から警察機関が犯罪の予防目的のために必要な最小限度の行政権限によ
る規制を行うものとして、客を接待して飲食や遊興をさせる待合や料理店、カフ
エ、客にダンスをさせるキャバレーやダンスホール、客の射幸心をそそる遊戯を
させる玉突場やまあじゃん屋等 3 営業種について、公安委員会の許可が必要とさ
れた。また、都道府県条例では営業場所や営業時間、営業所の構造設備等につい
て条例で規制することができた。その後、数次の改正により、ぱちんこ店を風俗
産業に位置付けたり、飲食店全般に公安委員会の指示や処分ができるようにした
りする等徐々に規制と取締りが強化された。しかし、少年の非行が依然として増
加したため、1984 年（昭和 59 年）、ゲームセンターを風俗産業に追加するととも
に、風俗営業を許可制、風俗関連営業（個室付浴場、ストリップ劇場、ラブホテル、
アダルトショップ等）を届出制、深夜の酒類提供飲食店営業を深夜飲食店と分け
て届出制とした。また、遵守事項を拡大し、違反した場合は指示処分を行うこと
とし、必要な限度において風俗営業者等に対する報告徴収権及び警察官の立入権
を認める等の改正が行われた。法律の名称も「風俗営業取締法」から「風俗営業
等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改称した。法律の目的は、法制定
当初の「風俗犯罪の防止」に、「住民の生活環境悪化の防止」と「少年の非行・
不良化防止」を加えて法文の中で明確にするとともに、積極的な表現を用い、一
定の違反行為を取り締まるだけでなく、風俗産業の健全化に資するために業務の
適正化を図り、適切な育成を図っていく、より積極的な目的のために規制を行う
よう、施策を方針転換したものであった。風俗営業については、国民の生活に憩
いと娯楽を与えることから、許可制により、健全な営業について事前チェックし、
許可した場合は、営業者の自主規制や食品衛生管理者制度等によりソフトな規制
となる。厳しく規制すべき風俗関連営業について届出制としたことについては、
国会において、実態把握の手段であるとともに、風営法の枠の中に入れるためだ
と説明されている。法の範囲内で適正に営業を行っている場合は問題ないが、
1984 年（昭和 59 年）の改正により、違反した場合は行政処分として「指示」
「営
業の停止」
「営業許可の取消（風俗営業）
」「営業の廃止（風俗関連営業）
」の段階
的処分とともに、刑事罰として、例えば許可を受けずに風俗産業を営んだ場合は
罰金 50 万円、許可を受けずに営業所の構造や設備の変更をした場合は罰金 30 万
円等厳しいものであった。なお、2005 年（平成 17 年）の改正で無許可営業は懲
役 2 年以下又は罰金 200 万円以下、無許可の営業所の構造等変更は懲役 1 年以下
又は罰金 100 万円以下となっている。行政処分の「指示」については、法律が規
定しているその要件・内容が緩やかであり、公安委員会の裁量権の幅が大きく、
弾力的な運用が可能で行政権限が強化された。段階的行政処分という規制方式と
公安委員会の広範な裁量権については、国会においても議論されている。澤登俊
雄「風俗営業法改正の経緯と新風営法の性格」法時 57 巻 7 号 8 頁〜 12 頁（1985
年）。国会においては、第 101 回国会衆議院、参議院の地方行政委員会において
議論された。衆議院事務局「第 101 回衆議院地方行政委員会議録第 17 号（昭和
59 年 6 月 21 日）」4 頁［鈴木良一警察庁刑事局保安部長答弁］ほか（1984）。
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政指導や指示命令等ワンクッション・システムを介在させていることも、
目的を積極化し、処分の名宛人を行政が誘導することができる点で、法の
警察行政からの脱却の兆しであった 50）。
また、通達は公表や制定についても手続が規定されていないが、現在は
行政手続法により、審査基準は公にすることが規定されており、行政機関
は審査基準を事務所に常置しておき、営業者は希望すればそれを見ること
ができる等、行政のプロセスの透明化が確保されるようになった 51）。さら
に、当時は法によって違反者を権力的手段により直接取り締まっていたが、
昨今は法を遵守させるために、違反者の氏名の公表という非権力的手段を
活用する等考え方が変化してきている。食品衛生法においても、2002 年
（平
成 14 年）の法改正により食品衛生上の危害の発生を防止するため、法律
又は法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害
の状況を明らかにできることとした 52）。

50） ワンクッション・システムは阿部泰隆『行政の法システム（上）
』120 頁、166
頁（有斐閣，1997）。ワンクッション・システムは阿部の造語で、改善命令に違
反して初めて制裁を課されるシステムであり、公害の悪臭、騒音、振動規制等が
該当する。
51） 都道府県知事による営業許可を得るには、営業施設基準をクリアすることが必
要である。営業施設等の基準については、三重県では、
「食品衛生の措置基準等
に関する条例」を制定し、公表している。その他にも飲食店等は食品衛生責任者
の配置が必要とされる等の条件がある。こういった条件は各都道府県や保健所政
令市においてホームページ等で公表されており、保健所で相談することはもちろ
ん、説明を受けることもできる。
52） 食品衛生法の一部を改正する法律（平成 14 年 8 月 7 日法律第 104 号）により、
第 29 条の 2（現行法第 63 条）として、食品衛生上の危害の発生を防止するため、
食品衛生法または法に基づく処分に違反した者の名称等の公表と、食品衛生上の
危害状況を明らかにする努力義務が規定された。処分や行政指導を書面で受けた
営業者の氏名・住所、食品、施設や処分の理由・内容等を報道記者に発表し、ホー
ムページに掲載等を行うものである。「食品衛生法の一部を改正する法律（平成
14 年 法 律 第 104 号 ） の 施 行 に つ い て 」
（ 平 成 14 年 9 月 6 日 厚 生 労 働 省 食 発
0906001 号医薬局食品保健部長通知）。公表は、賛否両論があり、誤解や風評被害
を招きかねない公表は国家賠償が認められた判例がある。O157 原因食材公表事
件（大阪高判（控訴審）平成 16 年 2 月 19 日訟務月報 53 巻 2 号 541 頁）。調査報
告を公表するにあたり、公表の目的の正当性、内容の性質、その真実性、公表方法・
態様、必要性と緊急性等を踏まえ、公表の真の必要性を検討すべきであると判示
した。同趣旨として下山憲治「食品安全と行政組織」高橋滋＝一橋大学大学院法
学研究科食品安全プロジェクトチーム編『食品安全法制と市民の安全・安心』73
頁（第一法規，2019）。阿部泰隆は、「不確実な情報であるが、重大な被害を避け
るためのものである」と評価するとともに、営業者に損失補償をすることが、行政、
営業者、消費者という三極関係の合理的な解決としている。阿部泰隆『行政法解
釈学Ⅱ−実効的な行政救済の法システム創造の法理論』579 頁（有斐閣，2009）。
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4

小括

国においては、1947 年（昭和 22 年）に法律（食品衛生法）が、1948 年
（昭和 23 年）に省令（施行規則）と省令に基づく食品や添加物等の規格基
準が、1953 年（昭和 28 年）に政令（施行令）が制定された。食品衛生行
政においても、法律、政令、省令（規則）といった法体系が整備されるこ
ととなった。
日本国憲法下においては、法律の制定は国会のみの権限となり、国民の
自由や権利を制限するものは、法律で規定されることが原則となった。食
品衛生法においても、罰則等営業者の自由や権利に関する内容は、法律に
おいて規定している。
法体系をみると、法律を頂点とし、それを補う法規命令等によりピラミッ
ド型の法体系ができている。すなわち、法律の個別具体的な委任を受け、
政令である食品衛生法施行令では、製品検査の品目、食品衛生検査施設や
食品衛生監視員等食品衛生行政における重要項目を規定し、食中毒の調査
等食品衛生上大きな課題となっている項目についても、実施について規定
していた。同様に法律の個別具体的な委任を受け、省令である食品衛生施
行規則については、法や政令を実施していく上で必要とする詳細な事項に
ついて規定した。
そのなかで、食品や食品添加物、容器包装や器具等の規格基準について
は、専門家により設定され、科学的根拠を有するとともに、厚生省が告示
するだけで有効となることから、国会で制定される法律や、各省庁との調
整が必要となる政令と比較し、迅速な対応が可能となり、取締りによる食
品衛生を確保していく上で、重要な手段の一つとなった。さらに、食品衛
生法の運用にあたり、厚生省から法解釈や現場での対応等に係る通達が発
出され、全国統一的な食品衛生の確保が図られたのであった。
一方、機関委任事務であったことから、地方においても、監視・指導を
実施していく上で必要とする規定を定めた都道府県規則等（〇〇県食品衛
生法施行細則等）を整備するようになった。そのなかで、食品衛生法第
21 条第 3 項により、営業許可に際し、都道府県知事は地域に必要な条件
を付加することができた。地方公共団体は、都道府県知事の営業許可処分
にあたり、地域の必要性に応じて、対象とする営業施設の業種を増やす横
出し条例を制定したり、さらには法律の空白部分について独自に条例を制
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定したりし、規制を行った。大阪や東京のフグ条例は営業を規制する業種
を増やした横出し条例であり、長崎県の条例は、店舗における販売や加工
を取締対象とした食品衛生法の規制対象外となる魚介類の行商を規制する
もので、独自条例の例である。また、一部の販売業に対して知事への届出
制としたこともこの例に該当する。食中毒を防ぎ、食品の衛生を確保する
ため、地方公共団体は食品衛生法の運用を行うとともに、地域に応じた条
例を制定し、取締りを行ったのであった。
法令の運用について、食品衛生法は改廃には国会の承認が必要であるこ
とから、国は、食品添加物の危険性等科学技術の高度化に伴い新たな事実
が確認された場合は、施行規則や規格基準等下位の法規命令や、通達等行
政規則を改正したり新たに制定したりすることで迅速に対応した。
政令は、
製品検査の品目や営業許可の業種指定が主な内容であったため、規則や規
格基準と比較すると改正回数は少なかった。規則や規格基準については、
インスタント食品やレトルト食品の普及等食生活の多様化や、科学技術の
発展による添加物としての化学的合成品の増加等により、頻繁に改正され
た。特に規格基準については、国民の権利・利益に関係することから、告
示のなかでも法規命令と解されている。
また、行政規則である通達についてみるならば、厚生省は、全国一律的
に食品衛生を確保するため、食品衛生法の法解釈や法運用について通達で
詳細に規定した。通達は、行政内部機関に対して法的拘束性を有するが、
外部については国民も裁判所も拘束されないことが原則である。しかし、
営業者にとっては通達を把握し、通達に従うことが、迅速な営業許可処分
につながることから、自主的に通達に従うことが多かった。また、行政職
員は通達であるにもかかわらず、あたかも法令であるかのように説明した。
そのため、法律に根拠を必要とせず、法的には国民にとって拘束性を有し
ない通達であるが、まれに通達に基づく運用の法的判断が求められること
があった。裁判所は教科書のとおりの判断を続けており、判決は、通達が
現実に果たす機能と乖離していた。
法令の運用事例として、食品事故への対応として森永ヒ素ミルク中毒事
件をみると、1955 年（昭和 30 年）6 〜 8 月に事件が明らかになった後、2
か月で乳等省令が改正（同年 8 月 30 日）され規制が強化されたが、法律
は約 2 年後（昭和 32 年 6 月 15 日）まで改正されなかった。厚生省は、8
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月 24 日に岡山県からミルクからヒ素が検出された連絡を受けると、同日、
各都道府県知事に当該商品の全面販売停止を通知し、乳幼児対象の乳製品
に対する添加物の規制を強化し、施行した。機関委任事務という国を中心
とした体制づくりにより、通知によるものでしかなかったが、各都道府県
の対応は国の指示を徹底するものとなった。
人工甘味料であるズルチンは 1967 年（昭和 42 年）5 月、食品衛生調査
会の答申に基づき、幼児、小児用の食品に対する使用が禁止され、同年 6
月 16 日にはまず規格基準の改正により使用基準が新たに設けられた。ズ
ルチンが使用禁止になったのは 1 年以上経過した翌 1968 年（昭和 43 年）
7 月 3 日であった。
さらに、カネミ油症事件でもみられるように、新たな食品衛生事故が発
生した際には、法令より先に法規命令である施行令や施行規則の制定・改
正、さらには規格基準の制定や、通達により、被害が大きく危険性が高い
食品の摂食の禁止等緊急に必要な対応を、全国一律的に行った。これは取
締りと同時に、被害の拡大防止と危険の未然防止でもあった。
食品衛生法制の性格をみると、食品衛生法については、1948 年（昭和
23 年）制定当初、権力的取締りを中心とする警察法として位置付けられ
ていた。同年に発出された通達においては、取締りは強権発動を必要最小
限に抑えるとともに、科学的根拠を基に指導・啓蒙を行政の中心におくよ
うにとするものであったが、1950 年（昭和 25 年）には、GHQ からの指
導を受け、規則で営業施設の検査に採点等級格付制度を設ける等再度取締
りを強化し、警察法としての枠を出ることはなかった。
しかし、1955 年（昭和 30 年）の森永ヒ素ミルク中毒事件を契機とする
食品衛生法の改正（第 9 次）により、施行令では営業者の自主的衛生管理
を行う食品衛生管理者が創設され、施行規則では食品や添加物等の表示に
ついて、表示項目や表示する食品等新たな基準が定められた。また、食品
等の個別の具体的な規格や保存基準等を定める規格基準は、添加物の規制
が強化され、専門家による「食品、添加物等の規格基準」が制定されると
ともに、誰もがわかりやすいように食品添加物の規格基準を収載した公定
書が作成された。
また、1968 年（昭和 43 年）に発生したカネミ油症事件では、食品衛生
法の改正（第 12 次）により、安全性に疑念がある食品等の販売等の禁止、
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安全性に確証のない新開発食品の販売禁止と、危害発生の予防に重点をお
くようになった。規則においては、容器包装に入った加工食品すべてに名
称や製造者の氏名、所在地、添加物等の表示が義務化された。
規則による表示の義務化は、消費者が商品を選定する際に見て判断する
ことができるようにするものであった。これまで行政と営業者といった二
極構造であった食品衛生法は、行政活動によって営業者とは異なる影響を
受ける消費者という第三者が入り、三極構造となることを示す。
また、営業者の自主的衛生管理を促す食品衛生管理者の創設や、人の健
康を害する蓋然性ではなく、安全性に疑念があることによる販売禁止、直
接的な制裁の前に行政指導等指示命令を出すワンクッション・システム等
の登場は、消極目的であり権力的取締りを主に行う警察法とは異なるもの
であり、ここに警察行政からの離脱をみることができる。

第2章
1

食品衛生に関する新たな流れ

国際化への対応

国内的な食品加工技術や国民生活の向上に加え、国際的な市場開放も、
これまでの食品衛生行政に影響を及ぼした。食品衛生規制は、国によって
社会的事情や自然環境も異なり、食文化や衛生に対する国民の認識も異な
ることから、もともと国毎にその取組やその内容に差異があった。戦後、
経済が復興すると、国境を越えた食品の流通が増大するが、各国の衛生検
疫体制は、まずは食品衛生とは異なる非関税障壁という観点から、これへ
の関心が高まるようになった 53）。
1973 年（昭和 48 年）9 月、GATT 第 7 回目の会議（東京ラウンド）が
開催された 54）。その成果の一つである「貿易の技術的障害に関する協定」
53） 城山英明「食品安全規制の差異化と調和化−科学的知識、経済的利益と政策判
断の交錯」城山英明 = 山本隆司編著『融ける境 超える法 5 環境と生命』83 頁
（東京大学出版会，2005）。
54） 関税及び貿易に関する協定（GATT）は 1948 年（昭和 23 年）1 月 1 日から発
効した、貿易の自由化を促進する多国間協定であり、日本は 1955 年（昭和 30 年）
に加盟した。第 7 回目の会議は 1973 年（昭和 48 年）9 月から 1979 年（昭和 54 年）
にかけて開催された。各国が参加し、東京で開催した閣僚会議で採択された「東
京宣言」により開始したため、東京ラウンドといわれている。102 か国が参加し、
非関税措置の軽減について取り組んだ。策定された国際協定の一つに輸入許可手
続があった。東京ラウンドでは「GATT のスタンダードコード」を初めて導入す
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（TBT 協定）について、日本は 1980 年（昭和 55 年）に批准し、貿易障壁
の軽減・撤廃が求められることとなった。
1986 年（昭和 61 年）に GATT ウルグアイラウンドが始まり、1994 年（平
成 6 年）にマラケシュ協定が結ばれた。この協定には検疫植物衛生措置の
適用に関する協定（SPS 協定）が含まれており、検疫衛生措置の国際貿易
に対するマイナスの影響を最小限にするため、最終製品の規格、生産方法、
リスク評価方法等、食品安全や動植物の健康に関するすべての措置を対象
としていた。また、この協定により、GATT 体制に国際機関として法的根
拠を与え、さらなる貿易の自由化を目指すため、1995 年（平成 7 年）
、世
界貿易機構（WTO）が発足した 55）。
一 方、 国 際 連 合 食 糧 農 業 機 関（FAO） と 世 界 保 健 機 構（WHO） は、
1963 年（昭和 38 年）、FAO ／ WHO 合同食品規格計画の執行機関として
Codex 委員会を設立した。Codex 委員会は、食品の安全性と品質に関する
国際的な基準を定めており、日本は 1966 年（昭和 41 年）に加盟した 56）。
（1）TBT 協定と SPS 協定
関税及び貿易に関する一般協定（GATT）の下、1980 年（昭和 55 年）
に貿易の技術的障害に関する協定（TBT 協定）が締結された 57）。TBT 協定
では、技術規則や基準が国際貿易に不必要な障害を作成しないようにする
こと（前文）
、リスク評価を行う際は入手することが可能な科学上及び技
術上の情報等関連事項を考慮すること（第 2 条第 2 項）
、適切な国際基準
が存在する場合は、不適切でない限り、それらの国際基準を使用すること
ることとなり、国際的な規格基準がある場合はそれに従うことが定められた。こ
のスタンダードコードが、ウルグアイラウンドで改訂され、「貿易の技術的障害
に関する協定」（TBT 協定）と呼ばれるようになった。
55） これにより GATT は WTO に移行することとなる。
56） Codex 委員会が策定する国際基準は国際的ミニマムスタンダードであり、これ
より厳しい基準を課すためには科学的正当性の根拠が必要となる。
57） 1995 年（平成 7 年）、マラケシュ協定に基づき設立された世界貿易機構（WTO）
は GATT 体制を受け継ぐものであり、加盟の条件として、TBT 協定と SPS 協定
を含む WTO 協定を受諾する必要があり、加盟国は、協定に基づき、原則として
国際基準等への整合化が義務づけられることとなった。例えば、日本が食品添加
物の許可をしようとすると、国際規格があれば整合するように調整し、事前に
WTO に通知するとともに WTO 加盟国に通知して意見を求める必要がある。他国
は事前に懸念を表明することが可能となり、WTO は、これによって各国の規格
基準の策定過程の透明性を確保し、非関税障壁を排除することを目的とした。
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（第 2 条第 4 項）、国際基準と異なり、他の貿易に重大な影響を与える技術
規則や基準を制定する場合は、事務局を通して各国へ通知すること（第 2
条第 5 項）を規定した。そして、国際適用する国際標準として、国際標準
化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）、国際電気通信連合（ITU）が制
定した基準等を指定した。
また、
1994 年（平成 6 年）に微生植物検疫措置の運用に関する協定（SPS
協定）が締結された。SPS 協定では、各国の衛生検疫制度は、国際的な基
準、指針又は勧告に基づくものとすること（第 3 条第 1 項）
、国際基準以
上の規制を行う場合は、科学的に正当な理由づけを行う必要があること
（第
3 条第 3 項）、衛生検疫制度がない場合は、リスク評価に基づくこと（第 5
条第 1 項）等が規定された。そして、国際基準は、Codex 委員会（CAC）
、
国際獣疫事務局（OIE）、国際植物防疫条約事務局（IPPC）が制定した基
準等を指定した。すなわち、これらの協定を締結したことにより、日本の
規格基準は、原則として協定に指定された国際標準又は国際基準と整合化
する必要が生じたのである 58）。
（2）食品等の規格基準
食品や食品添加物の規格基準においても、国際的な整合化が求められ、
諸外国より厳しい規格基準をもっていた日本は、規制緩和が要請されるこ
ととなった。日米スタンダードコードの会議が開催され、1982 年（昭和
57 年）には米国食品医薬品局（FDA）から日本の食品添加物の指定が少
なく、FAO ／ WHO の A1 リストに掲載されている物質で日本が指定して
いない品目が 128 品目あるため、米国や先進諸国がその使用を認めている
食品添加物を指定するよう求めてきた 59）。1983 年（昭和 58 年）1 月 13 日
58） 斎藤誠は、グローバル化のもとでの行政活動を、日本−他国という水平関係と、
日本−日本が加入している国際組織や多国間条約等による多辺的国際制度という
垂直組織に分けている。ここでは垂直関係の一部を取り上げるものである。また、
非政府機関である国際組織、例えば Codex 委員会のような組織の基準が、多国間
条約において参照すべき基準として格上げされ、国内法に取り込まれる場合は、
議会によるコントロールの可能性、権利保護等の問題が生じる。このような情報、
コミュニケーション、そしてそのネットワークによる制御は、国内行政法の、よ
り強度の攪乱要因となると述べている。斎藤誠「グローバル化と行政法」磯部力
ほ か 編『 行 政 法 の 新 構 想 Ⅰ − 行 政 法 の 基 礎 理 論 』348 頁、368 頁（ 有 斐 閣，
2011）。
59） FAO/WHO 合同食品添加物専門家委員会（JECFA）は、安全性評価及び規格基
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の経済対策閣僚会議の「当面の対外経済対策の推進について」では、基準・
認証制度等の改善について言及し、内閣官房長官を長とする関係省庁によ
る連絡調整会議を設け、法改正を含めた全面的な検討を行っていると述べ
られていた。同年 3 月 26 日、基準・認証制度等連絡調整本部は「基準・
認証制度の改善について」を発表した。そのなかで、国際規格基準が存在
する事例として、食品添加物については、各国衛生当局と十分調整を行い
つつ新たな指定等につき措置することとなり、指定にあたっては FAO ／
WHO 合同食品添加物専門家委員会の評価を参考とすることとなった 60）。
一方、我が国では、1972 年（昭和 47 年）の食品衛生法の改正に際して、
国会において、「食品添加物については常時その安全性を点検し、極力そ
の使用を制限する方向で措置すること。」と附帯決議が行われ、それ以降
は食品添加物の新たな指定は 7 品目しかないという状況であった 61）。
しかし、1983 年（昭和 58 年）4 月 11 日、食品衛生調査会毒性・添加物
部会が食品添加物の指定における当面の対応について答申し、部会の基本
姿勢を「当該食品添加物が人の健康を損なうおそれがないという十分な科
学的根拠をもつということは勿論、更に必要性がないのに添加物を食品に
使うことを廃するという方針で対処してきたところである。
」としながら
も、食生活の著しい多様化、食品産業の技術革新と加工食品の急激な普及、
輸入食品の増大等食環境の変化を踏まえ、国際基準に整合化し新たな指定
を行っていくという方針を示した 62）。ここに、これまでの食品添加物に対
準の設定状況で食品添加物を A1、A2、B、C1、C2 に分類し、リスト化している。
A1 リストは、評価できる情報が十分あり、ADI（一日摂取許容量）の設定が毒性
学上必要ないと評価された食品添加物のリストである。
60） 食品添加物については、
「各国からの要望を聴取し、各国衛生当局と十分協議
を行いつつ新たな指定又は使用基準の改訂につき、措置するものとする。なお、
指定にあたっては、FAO ／ WHO 合同食品添加物専門家委員会の評価を参考にし
つつ、国民の健康確保の観点から、必要なものについて個別に有用性及び安全性
についての科学的検討を行うこととする。
」とする。基準・認証制度等連絡調整
本部「基準・認証制度の改善について」（昭和 58 年 3 月 26 日）。
61） 衆議院事務局「第 68 回国会衆議院会議録第 40 号（一）（昭和 47 年 6 月 16 日）
食品衛生法の一部を改正する法律案に対する付帯決議」9 頁，42 〜 43 頁［森山
欽司社会労働委員長報告］（1972）。
62） 食品添加物の規制の方針として、①合同部会が審議を行うものは、原則として
FAO ／ WHO における安全性評価が終了し、A1 ランクに分類されているものであ
り、かつ国際的に広くその使用が認められているものを対象とする。ただし評価
時点が古く、現時点における科学的検討において資料が不足しているものは対象
としない。②日本で既に指定されている添加物であっても、FAO ／ WHO の評価
を受けていないもの、ほとんど使用実績のないものは検討する。③天然添加物の
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する国の姿勢は、大きく転換したのであった。そしてこの答申を受け、同
年 8 月、11 品目の食品添加物の追加指定が行われたのである 63）。
1985 年（昭和 60 年）に、政府が公表した「市場アクセス改善のための
アクション・プログラムの骨格」では、基準・認証制度に関する改善措置
として、食品衛生法に関するものとして以下のことが挙げられていた。第
一に政府認証から自己認証への移行として「食品に使用されるかんすい及
びタール色素製剤について、製品検査を廃止し、製造業者自らの責任にお
いて規格に合致していることをチェックする。（3 年間）
」、第二に透明性
の確保として「食品等の規格基準等について、米、加及び EC との間で専
門家会合を開催し、情報交換及び意見交換を行う。
（昭和 61 年 4 月以降）
」
、
第三に国際基準への整合化として「（1）食品添加物については、基準認証
制度等連絡調整本部決定（Ｓ 58.3.26）に従い、各国衛生当局と十分協議
を行いつつ、新たな指定又は使用基準の改訂につき措置する。
（2）食品等
の規格基準については、各国からの要望につき各国衛生当局と十分協議し
つつ、必要な改定を行う。（いずれも継続中）」、「食器等の器具及び食品等
に用いる容器包装については、国際標準化機構（ISO）規格との整合化を
図る。
（昭和 61 年 4 月 1 日）」であった 64）。また各省庁に係ることであるが、
認証手続の簡素化、迅速化について「すべての基準・認証制度について、
手続毎に標準事務処理期間を定め、当該期間内に処理できない場合にはそ
の旨及びその理由を申請者に示す。
（昭和 60 年 11 月 1 日）」としており、
行政手続上も諸外国へ配慮していた。
その結果、1986 年（昭和 61 年）、国際規格への整合化を促進するため、
食品添加物の規格基準が全面的に改正され、食品添加物の規格基準を収載

品質の向上、ナトリウム塩摂取の分散化、特定添加物の集中使用の防止が図られ
る品目は公衆衛生上望ましい指定対象である。④使用基準については FAO ／
WHO における一日摂取許容量を踏まえ、国民の食品別摂取量を勘案の上検討す
るとしている。食品添加物の指定について、FAO ／ WHO の評価を基準とした答
申は、その後の添加物行政の基本となった。松永孝雄「食品添加物行政と国際的
調和」生活衛生 31 号 182 頁（1987）
。
63）「食品衛生法施行規則」
、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」
、「食品、
塩化物等の規格基準」の一部が、昭和 58 年 8 月 27 日厚生省令第 36 号、第 37 号、
厚生省告示第 153 号をもって改正され、化学的合成品たる添加物として亜鉛塩類
やアジピン酸、アルパルテーム等 11 品目が新たに指定された。
64）（ ）内は実施日又は実施期限である。
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した公定書が改訂された 65）。これらはいずれも食品を輸入する際の規格基
準に対応できるようにするものであり、国際的な調和（ハーモニゼーショ
ン）を重視し、輸入を促進するためであった。
（3）輸入プロセスの見直し
食品の輸入手続についても、食品添加物と同様に、1981 年（昭和 56 年）
の経済対策閣僚会議で対外経済対策が決定され、そのなかで輸入促進の観
点から、国際基準に準拠し国内検査・審査手続等の見直しを実施すること
となった 66）。翌 1982 年（昭和 57 年）には、輸入検査手続等の改善が決定
され、内容が同一とみられる貨物の継続的輸入についての検査の免除や輸
出国公的検査機関の分析表の受入れ等諸外国から指摘を受けた事例の改善
処理方針を定めた。1984 年（昭和 59 年）には基準・認証制度の改善の一
環として、外国検査機関の積極的活用がうたわれ、厚生省は食品衛生法に
おいて、輸入食品等に係る検査データの受入れを認める外国の公的検査機
関について要件を明確化し公表した 67）。
1985 年（昭和 60 年）には先に述べた「市場アクセス改善のためのアクショ
ン・プログラムの骨格」の輸入プロセスの改善措置として、食品衛生法に
係るものは、以下のことがあげられていた。第一に、手続の適用範囲の縮
小として、
「動物用原料油脂、モルト、ホップ等最終食品の製造加工段階
で安全性が確保される一部の加工食品原料については、輸入届出を不要と
65） 1984 年（昭和 59 年）2 月、厚生省は食品添加物公定書改訂原案検討委員会を
設置し、1978 年（昭和 53 年）に策定した食品添加物公定書（第 4 版）を全体的
に見直した。見直しにあたっては試験法の開発進歩等に合わせた成分規格の整備
とともに、FAO ／ WHO 規格や欧米諸国の規格等への整合化を図り、国際的に容
認される規格へと改正した。
66） 1981 年（昭和 56 年）12 月 16 日に経済対策閣僚会議が開催され、市場開放対
策の一つとして輸入検査手続等の改善を行うため、翌年 1 月末までに具体的な改
善措置をとりまとめることとなった。経済対策閣僚会議
「資料 18．対外経済対策」
328 頁（ 昭 和 56 年 12 月 16 日 ）
。http://www.esri.go.jp/jp/prj/sbubble/data_history/3/
taigai_kei-tai01.pdf，（2019.4.14）。
67） 外国からの改善要望は 99 事例あり、うち食品衛生法に関するものは 16 事例で
あった。経済対策閣僚会議「資料 17．輸入検査手続等の改善」307 頁（昭和 57
年 1 月 30 日 ）http://www.esri.go.jp/jp/prj/sbubble/data_history/3/taigai_kei-tai02_1_1.
pdf，（2019.4.14）。（別紙 1）輸入検査手続等（99 事例）の処理方針
http://www.esri.go.jp/jp/prj/sbubble/data_history/3/taigai_kei-tai02_1_2.pdf，
（2019.4.14）。経済対策閣僚会議「資料 11．対外経済対策」244 頁（昭和 59 年 4
月27日）http://www.esri.go.jp/jp/prj/sbubble/data_history/3/taigai_kei-tai04_2.pdf，
（2019.4.14）。
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する。
」
、
「米、麦、大豆、ウィスキー、金属製食器等品質が安定的で、衛
生上の問題が少ない食品等が継続的に輸入される場合、輸入のつどの届出
を不要とし、1 年又は 3 年毎の届出でよいこととする。
」であり、第二に、
過去一定期間において食品衛生法違反がなく、相当の輸入実績のある紅茶、
チョコレート等が継続的に輸入される場合、
「輸入のつどの届出を不要と
し、1 年毎の届出でよいこととする。
」
（いずれも 1 年以内）であった。第
三に、手続の簡素化・迅速化のための措置として、
「
（1）すべての食品に
ついて事前届出制を導入し、検査の必要なものを除き貨物の到着前又は到
着後速やかに届出済証を交付する。
（61 年 1 月 1 日）
」
「
（2）輸入食品等の
監視について①成田、大阪空港等において土曜午後及び休日にも業務を行
う。②厚木等に監視のための窓口を設置する。
（成田、大阪空港、厚木は
61 年 4 月 1 日）
」
「
（3）輸入食品について検査結果を受け入れる外国検査機
関を増加させる。
（要請あり次第）
」
「
（4）違反食品であるかどうかの判断
及び違反食品等の処分方法の指導を検疫所長に委ねる。
（9 月）
」
「
（5）器具
及び容器包装の分析証明書の有効期間を延長する。
（9 月）
」であった 68）。
（4）規格基準等の国際化に伴う取締体制の変化
こういった規制緩和は輸入食品の検査等を所管する行政組織にも影響し
た。1951 年（昭和 26 年）には横浜、名古屋、神戸等 7 検疫所に 11 名配
置されていた食品衛生監視員は、1981 年（昭和 56 年）には 18 海空港の
食品衛生監視員事務所に 56 名配置されていた。しかし、1982 年（昭和 57
年）には行財政改革の視点から検疫所と食品衛生監視員事務所が統合され、
さらに 1984 年（昭和 59 年）には行政組織の再編成が行われ、検疫事務は
公衆衛生局から生活衛生局と保健医療局に分掌されることとなった。それ
により、輸入食品の監視や衛生状態の調査等は生活衛生局が所掌すること
となったのである。
（5）規格基準等の国際化に対する議論
これらを概観すると、食品等の規格基準や食品添加物の指定、輸入検査
68） 政府・与党対外経済対策推進本部「市場アクセス改善のためのアクション・プ
ログラムの骨格」148頁（1985年7月30日）http://www.esri.go.jp/jp/prj/sbubble/data_
history/3/taigai_kei-tai06_2_3.pdf，（2019.4.14）。
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手続等はいずれも日本の厳格な規定に対して、諸外国から規制緩和を求め
るものであった。特に食品添加物については、日本では 1972 年
（昭和 47 年）
の食品衛生法の改正に際して、国会において、使用を制限するという附帯
決議が行われ、それ以降、食品衛生行政では極力食品添加物の使用許可を
増やさない方向で運用は進められてきた。その方向性を国内の製造営業者
や消費者からの要望ではなく、外国の圧力により転換したことは、参照し
た国際基準の信頼性を論じる以前に、国民にとって容認しがたく受け入れ
がたいものであったと思われる。そのため、1983 年（昭和 58 年）には、
食品添加物の基準緩和に反対する請願が行われ、参議院における行政改革
に関する特別委員会においても議員から質問が行われている 69）。また、少
し先になるが、1992 年（平成 4 年）に、新農薬取締基準が実施された際
には、市民団体による取消訴訟が東京地裁に提起される等、国民の不安は
大きかった 70）。
政府が GATT や Codex 委員会に加盟し、国会において TBT 協定を批准
することにより市場がグローバル化した結果、これまで日本では国が自ら
策定していた食品等の規格基準や食品添加物の指定についても、国家によ
る、いわゆる閉ざされた世界における規制から、外部から入ってきた新た
な基準や、国際機構が定立した基準等国境を越えた規制となったのであ
る 71）。特に、食品添加物の指定は省令で、食品の規格基準は告示で行われ
69）「第 100 回国会参議院社会労働委員会会議録第 2 号（昭和 58 年 11 月 24 日）」7
頁（請願）
。「第 100 回国会参議院行政改革に関する特別委員会会議録第 6 号（昭
和 58 年 11 月 26 日）」3 〜 6 頁［菅野久光議員質問］。
70）（第 1 審）東京地判平成 9 年 4 月 23 日判例タイムズ 983 号 193 頁、（控訴審）
東京高判平成 12 年 9 月 28 日裁判所 WEB，「各行政処分取消等，食品残留農薬基
準の設定告示処分取消等請求控訴事件」，http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_
jp/759/015759_hanrei.pdf，（2019.2.24）。厚生大臣が 3 度にわたり食品衛生法第 7
条第 1 項に基づき「食品，添加物等の規格基準」の一部を改正する告示をし，また，
食品衛生法第 6 条に基づき食品衛生法施行規則の一部を改正したことを違法とし
て提訴した事案。残留農薬基準を緩和する告示及び規則改正の取消しと、それに
より原告らの健康権が害されたとして慰謝料を求めた。裁判では、原告らに食品
の安全性について十分な情報を入手できないことに対する不安，不信といったも
のがあるとしても，それらは，不法行為法上，賠償の対象となる損害ということ
はできないとして，原告らの訴えを却下し，国に対する請求を棄却した。
71） 原田大樹「グローバル化と行政法」高木光＝宇賀克也編『行政法の争点』12
頁（有斐閣，2014）。原田はグローバル化の概念を、
「市場のグローバル化」と「政
策実現過程のグローバル化」に分類する。
「市場のグローバル化」は通信や輸送
手段の発達により人や物、情報が容易に国境を越え、これまで国家単位で成立し
ていた市場も地球規模化してきている。これは技術の発展だけでなく、国家が自
由貿易体制の実現のために政策として国際障壁を下げたことが大きな要因となっ
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ていたことから、専門性の高い審議会（部会）による審議や答申は行われ
るものの、国会において議論されることはなく、当時はまだ、パブリック
コメント等消費者としての国民の声を反映する機会もなかった。グローバ
ルな基準という国外の規制が、国会制定法である法律を回避して、省令や
告示を介して持ち込まれることによって、国民による民主的コントロール
の枠組の外に置かれたのである 72）。

ているとする。アメリカの要望により、日本の食品添加物等の基準が改正された
ことや、Codex の基準に合わせたことがあてはまる。また、「政策実現のグロー
バル化」は、市場のグローバル化に伴い、労働問題や環境問題等解決すべき社会
問題もグローバル化し、その結果、国家単位で行われてきた政策実現過程が、国
境を超えて展開するようになっているとする。その例として、政策基準のグロー
バルレベルでの定立や、国際機構による基準執行をあげている。国際ネットワー
クによる基準定立は、規制執行を担当する行政機関の代表者が集まってイン
フォーマルな政策基準を形成し、これに基づいて国内の法執行基準が定められた
り、相互協力がなされたりするもので、食品衛生では、Codex 委員会の定める食
品の規格基準がこれに該当する。Codex 規格は、加盟国は従う義務はないが、貿
易を通じた食品の国際取引のルールとなり、輸入製品等国内で流通する食品の安
全管理に大きな影響を及ぼすとともに、WTO の SPS（衛生植物検疫）協定で
WTO 加盟国は「自国の食品安全の基準を国際基準（Codex 委員会がつくる添加物、
農薬、衛生実施規範等の基準）と調和させるよう努める必要がある。」と定めら
れており、国内においては、法令や規格基準を国際基準に合わせて改正すること
が求められている。
72） リチャード B. スチュワートはこの変化を、行政機関を立法の命令を実現す
る民主主義伝達ベルトであるとする行政法の「伝統的モデル」から、多様な利益
の代表が行政過程レベルでの参加権の拡大と、裁判における原告適格の拡大によ
る「利益代表モデル」への転換とみている。Richard.B.Stewart，The Reformation
of American Administrative Law,88 Harv.L.Rev.1667（1975）曽和俊文「論文紹介」
米法 113 〜 121 頁（1979）。
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