
 研究結果  
 

日本の食品安全法システムは歴史が長く、発達しています。この研究は、日本の

食品安全に関する立法を中心として、国会の議事録、裁判所の判例及び実際の食品安

全に関する規制について調査し、食品安全法システムの発展プロセス（食品取締法、

食品衛生法、食品安全法）を整理するとともに、食品安全法の基本理念（国民の健康の

保護が最も重要であるという基本的認識、過程化の規制、国民の意見と科学的知見の活用）、基

本原則（法治原則、責任制原則、公開・参与原則、予防原則）、制度の仕組み（リス

クアナリシス=リスク・アセスメント＋リスク・マネジメント＋リスク・コミュニケ

ーション）を把握し、食品の安全性の確保に関する様々な施策（HACCPの承認制、残留農薬等

に関するポジティブリスト制度、食品の表示の制度、営業許可制度、検査制度、食品のトレーサビ

リテｨ・システム、内部告発者保護制度、緊急時対応など）について検討します。日本は、食品

安全法システムをめぐって様々な経験を有しています。例えば、食品安全規制改革に

おける民主性の確保、国民の健康の保護が最も重要であるという基本理念の確立、リスク

アナリシスの導入、リスク・アセスメントとリスク・マネジメントの分離、関係行政

機関相互の密接な連携、管理の過程化、科学的知見と審議会の活用、食育の重視などです。

しかし、消費者の地位、食品安全委員会の権威性・独立性、食品安全事故救済の有効性をどのよう

にして高めていくか、という課題がまだ残されています。 
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 研究結果（英文）（ワープロ作成原稿の切り貼りでも結構です。） 
 

In the field of food safety, Japan has a long history and developed legal system.   This study 

 focuses on Japan’s legal system of food safety, cases of courts and real regulations, divides  the   

history into three stages such as food prohibition  law,  food sanitation  law and food  safety  law,

 introduces its basic ideas(basic recognition in taking measures for ensuring food safety, appropriate 

measures at each stage of the food supply process and prevention of adverse effects on the health of

 citizens), basic principles(rule of law, publication, participation and precautionary principle) and basic

 system of risk analysis ( risk assessment, risk management and risk communication ), and analyzes 

the system such as recognition of HACCP, positive list system, food  traceability  system, whistle  

blowing and emergency actions. Japan has many experiences on the food legal system, for example, 

democracy of regulation reformation, the establishment of recognition that the protection of the health

 of the citizens is a top  priority,  import of  risk analysis, the  organization  separation  of  risk 

 assessment and risk management, cooperation of risk management organizations, procedurization of  

 the regulation, deference to science and technology and effective utilization of diet education. There,

 however, are some problems to be resolved, such as how to enhance the statute of  customs, the  

 authority and independence of food safety committee and the effectiveness of relief to the victim of

 food accidents. 
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