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○小野明君 この問題はしばらくおきまして、時間もないことですから、次の問題に移ります。

牛乳の不当表示の問題ですが、五月十七日に明治乳業の「インチキ牛乳で引責、社長

ら３幹部辞任」と、こういう報道がされております。これは朝日ですが、けさの朝日におきまして

もこの報道がされておりました。それで、この問題の若干の経緯をかいつまんでひとつ御説明

願いたいと思います。

○政府委員（谷村裕君） 簡単に申し上げます。

昭和四十五年九月上旬に、東京都内で市販されております十一社、三十銘柄の牛乳、

加工乳を公正取引委員会としては試みに買いました。試買いたしました。そして、これを公

正取引委員会事務局長名の文書をもって国立衛生試験所の慶田氏に分析を依頼いたし

ました。その結果が昭和四十六年三月末、約半年かかっておりますが、公正取引委員会

事務局のほうにまいりましたが、その報告書によりますと、うち六社、十一銘柄の牛乳、加工

乳に異種脂肪混入、あるいは混入の疑いのある旨の報告書が出たわけでございます。この

ため、私どもといたしましては四十六年六月、去年の六月、東京都内に供給する牛乳工場



九工場に対して立ち入り検査を行ないました。そしてその調査は、牛乳工場が集乳をしてい

る地域からいろいろなまの牛乳を受け入れます、その受け入れの検査の体制がはたしてしっ

かりしておるかどうか。あるいは製造工程の内容は一体どうであるか。また集乳や出荷の数

量的な数字はどうなっているか。あるいはさらには、他の製品等との関係において異種脂肪

を使っておるとすれば、その異種脂肪の使用の状況はどうであるかというふうなことを行なった

わけでございます。それと同時に私どものほうは、もう一ぺんこれは念を入れて調べなければな

らないと思いまして、さらに東京都内で売っております牛乳、加工乳を買いまして、これをやは

り分析検査をしてもらうということにしたわけでございます。いまの二つのことにつきまして、まず

立ち入り検査の結果からは、私どもはどうも工場内部において異種脂肪を混入している、そ

ういう姿というものをつかむことができなかったのでございますが、異種脂肪が誤って入るかもし

れない管理体制、工場の建物のつくり方や何かに問題がありはしないかという懸念を抱くこと

はあったのでございますが、しかし、いずれも私どもとして異種脂肪が混入されるということがそ

の工場において故意に行なわれていたということ、あるいは過失によって行なわれていたという

ことを証拠立てるものの十分なものは得られなかったのでございます。

それから、第二番目の試買検査につきましては、やはり同じように国立衛生試験所にお願

いしたいと思って、極力その旨を厚生省のほうにもお願いしたわけでございますが、厚生省の

ほうとしてはいろいろ何と申しますか、食品検査その他のものが立て込んでおられて、いまはち

ょっと引き受けられないというお話でございましたので、農林省所管の公益法人であります日

本食品分析センター及び日本乳業技術協会というのに分析検査を依頼いたしました。その

結果は九月に出てまいりましたが、私どもの試買いたしました牛乳及び加工乳には異種脂

肪の存在は認められないということでございました。そこで、私どもとしましては、第一回の国

立衛生試験所の慶田氏にお願いした検査結果、これは検査方法が実は違うのでごさいま

すが、その結果と、そのあとで検査をお願いしたほうの検査結果とが違っていること、及び私ど

もが立ち入り検査をいたしました時点において十分な、私どもがそれが黒であるというだけの

確証を得られなかったこと、その二つ及び今後そういうことについてしっかり何と申しますか、管

理体制など確立してもらわなければあぶないというふうに思いましたこと、そういうようなところか

らこのことを直ちに表には出さずに、それぞれの六社の者を呼びまして、そうして厳重な注意を

与えたわけでございます。と同時に、それを直接の所管担当の官庁であります厚生省のほう

には御連絡を申し上げておったわけでございます。そういうわけで、私どもがどういう点を注意

したかということは、もし御必要があれば詳しく申し上げますが、八項目ばかり詳しくやっており



ます。そうしてその間、実は私どもとしましては業界、あるいは消費者に無用の混乱が起こる

ということを懸念いたしまして、そういうことを慎重に調査しておる時点においては表には出すこ

とを控えておったわけでございます。

ところが、八月でございましたか、新聞に四社の名前が出たわけでございます。これがたまた

ま中小の、中小と申しちゃ失礼でございますが、大手ではなかった業者の名前が四つ漏れた

わけでございます。これは私どものほうが正式に発表したわけではございませんし、どうしてそう

いう名前が出たかは私どももわからないのでございますが、新聞に報道されました。一部には、

私どもが小さいところだけを表に出して、大手をかばったんではないかというふうなことを言われ

る向きもございますが、私どものほうといたしましては一切そのことについては公式発表をしな

い。しかし、いずれときを見て、やはりもっと牛乳なり何なりについての体制が混乱を起こさな

いという時点を見きわめましたところでこういう問題についての発表をいたしたいと、かように考

えておったわけでございます。

ところが最近に至りまして、四月の初めに衆議院の物価特別委員会におきまして、さらに

具体的に一社の名前、具体的には明治乳業の名前をあげられまして、それがあったかという

ふうな御質問があり、それに対する私の答弁があり、最近におきまして、もう六礼のうちの五

社の名前が出てしまったような結果になっておりますし、私どものいままでの調べでは、いまの

段階において牛乳の管理体制その他は十分に確立され、また、異種脂肪混入の事実は現

時点においてはないであろうという私どもの考えのもとに、公正取引委員会としては国会の御

質問に答えて、どういう検体に、どういう疑いがあったか、どういう検査結果であったかということ

を先般御答弁申し上げたわけでございます。現実には、私どもはいまのところの段階では、

業者のほうもいろいろ取り調べましたけれども、業者のほうではどうして異種脂肪が入ったか

自分らとしてはわからない、検査結果で疑いがある、あるいは混入していると認められるという

ふうにいわれておっても、自分らのほうとしては、それを故意にやり、または過失によってもそうい

うものが入ったとは考えられないということを言い続けてきておりますが、さような段階におきまし

て公正取引委員会といたしましては、今後ともこの牛乳の問題については十分関係の官庁

とも御連絡しまして、消費者の疑点のないように、しっかりとしたいい牛乳を消費者に供給し

ていただくようにわれわれの行政を進めてまいりたい、こう思っておるところでございます。

○小野明君 そうしますと、まだ現在の時点におきましても、この六社十一銘柄、これは当

時の四十六年三月の分析結果があるにもかかわらず、異種脂肪の混入を認めていないとい



うことですか。

○政府委員（谷村裕君） だれが主語であるかによりますが、私どもとしては非常に疑いがあ

ると見ております。そういう検体については、慶田氏の調査によればそうなっておるという報告

でありまするから、あとの報告では白というのが出てまいりましたけれども、その時点においては

あるいは入っていたのではないかという疑いを持っております。しかし、疑いを持っておるという

形でありまして、断定的に言うことは私どもとしてはまだできない。私どもはやはり証拠に基づ

き、事実に基づいて行政をしなければならないという立場にもございますので、断定はできな

い。しかし、疑いは持っておるわけであります。それから、主語がもし業者のほうでありますなら

ば、私どもに対する業者のいずれもの答えは、業者のほうとしては、さようなことで疑いはかけ

られておるというような試験結果は出ましたけれども、自分らとしてはどうしてそういうことになっ

たかわかりません。そういう答えに終始しております。

○小野明君 非常にあいまいな状態で、私どもどうも納得できないわけですが、四十六年

三月の調査結果で六礼十一銘柄、これはすでに発表をしておりますか。

○政府委員（谷村裕君） その時点においては発表いたしておりません。

○小野明君 現在は。

○政府委員（谷村裕君） 現在は、先々週くらいでございましたか、衆議院の物価特別委

員会における御質疑に答えて、その会社の名前、それからその牛乳が加工乳であるか牛乳

であるか、そしてまた、それに対して混入していると認められる、あるいは混入している疑いが

あるということについて、それぞれ一本一本について申し上げました。そういう意味では発表さ

れていることになります。

○小野明君 その六社十一銘柄、それをひとつ、衆議院ですでに発表しておるわけですから、

発表願いたいと思います。



○政府委員（熊田淳一郎君） 四十六年三月二十七日付の、国立衛生試験所の慶田

雅洋室長、食品添加物第三室長でございます。が、この方の分析結果によりますと、まず

明治牛乳でございますが、三つございまして、一つは普通乳、これに異種脂肪の存在が認

められる。それからあと二つ、これは加工乳でございますが、これは異種脂肪混入の疑いが

認められるというものでございます。その次に興真乳業でございますが、これは一つでございま

して普通乳でございます。これは異種脂肪の存在が認められる。それからその次は三井農林

乳業でございます。これも一つでございますが、これは加工乳でございまして、混入の疑いが

あるというものでございます。それから四番目には協同乳業でございますが、これも一つござい

まして、加工乳でございまして、異種脂肪の存在が認められるというものでございます。その

次にグリコ協同乳業でございますが、三つございます。で、いずれも加工乳でございますが、そ

のうち二つは異種脂肪の存在が認められるというものでございまして、残り一つは疑いがある

というものでございます。六番目に小岩井農牧でございますが、これは二つございまして、いず

れも加工乳でございまして、いずれも異種脂肪の存在が認められるというものでございます。

○小野明君 いま発表がありましたように、衛生試験所の慶田さんですか、この人の試験結

果については、明確に異種脂肪の存在が認められる、あるいは純乳脂肪とは認められない

等の報告がございますね。入ってなかった分については、存在が認められない。きわめて明確

にこの報告がされております。こういう事実があるにもかかわらず、今日なおかつ明治乳業で

すか、異種脂肪の混入を認めない、この言い方がどうもおかしいと、委員長もお考えになりま

せんか。農林省おられますが、この点はいかがですか。

○政府委員（谷村裕君） 私どもとしては、国立衛生試験所の慶田氏を鑑定人として鑑

定依頼をし七、その結果を得たわけでございますが、それによって黒と断定するかどうかという

ことについては、その一つの検査結果だけをもってすることについてはもう少し慎重でなければ

ならないという意味においてやったわけでございますが、私どもとしても、いまだにそこがはっきり

とした確信は持てません。非常に疑わしい問題があると、しかし、どの段階でどのようにしてど

うなって入ったのかということについては、いろいろ私どもも直接立ち入り検査までいたしたんで

ございますが、十分把握できなかったというところでございます。で、おまえはそれを、向こうが

入っとらぬ、入っとらぬ言っているのをどう思うかと、こういう御質問だと思いますが、これはわか

りません、率直に申しまして。確信を持って、そういうことは絶対ないはずだと思ってそう言って



いらっしゃるのかもしれませんし、あるいはそうでないのかもしれません。この点については先般

も、たとえば明治乳業の、やめられますことになったというその社長が私どものほうの事務局に

見えましたときに、いろいろと事務局の者が聞いたそうであります。何のためにやめるんだと、や

っぱり非を認めてやめるのかというふうなことで、かなりきびしく聞いたようでございますが、はっき

りとした心証を私どもとしてはいまだ得ていないところでございます。

○説明員（植木建雄君） 農林省の牛乳乳製品課長でございます。

ただいま御質問いただいております点につきましては、農林省といたしましては、やはり酪農

というものをしょって行政をいたしております立場でありますので、特に昨今の飲用牛乳の需

要が非常に減退と申しますか、不振をきわめておる次第でございます。そういう意味で酪農の

振興という立場上、需要不振ということにかかわるあらゆる問題につきましてきわめてきびしい

と申しますか、深い関心を持っておるわけでございます。その一つに、牛乳の品質に対します

消費者の不信感と申しますか、そういうものがやはり根強く消費者の間に広まっているんでは

ないか。したがって、牛乳については、品質というものを、消費者に対して絶対間違いのない

ものだ、こういうふうにして需要を喚起していくということが消費需要を考える場合の基本では

ないかというふうに考えておりますので、事実の究明そのものは、食品衛生法違反というような

事実があったかどうかということにつきましては、私どもはやはり関係当局の十分な調査とかそ

ういったものを待つべきだとは思いますが、農林省としましては、たとえ疑いにせよ、そういう牛

乳の品質に関する諸問題に疑惑があるということについては、きわめて憂慮を深めているとこ

ろでございます。そういう意味で、特に市乳のトップメーカーでもありますので、いま御質問いた

だいております明治乳業につきましては、国会でそういう事件が初めて明らかにされましてから、

私ども農林省としましては明治乳業に対しまして厳重な警告書を出しますとともに、あわせ

て関係業界に対しましても、そういう不祥事の絶滅を期するように強力に農林省としても一

般的な行政指導の分野におきまして指導を強めていく、こういう態度でございます。

○小野明君 乳製品課長か。あなた、需要喚起ということから私は尋ねておるんじゃないで

すよ。そんなことは、だれもそういう答弁は求めていないんです。食品衛生法違反という事実

があるかないかです。この観点から言っておるんでね。そういう的違いというか、商売根性を出

しちゃいかぬ。また事実があれば、はっきり衛生試験所の事実が報告されておるわけですから、

それが加工段階、処理段階で入ったにせよ、あるいはまた故意ということがあるにせよ、科学



的な結果が出ておる以上は、これはやっぱりどうかわからぬというような態度をとること自体が

不信感を招くことになるんじゃないですか。また、公取委員長もそこのところをはっきりひとつ業

者にさしてもらわなきゃいかぬ、どうかわからぬというようなことではね。それは一回のテストでは

わからない。しかし、一回のテストでははっきりと黒と出ているわけですからね。

それで、さらに委員長のこの報告の中に――公取事務局長の厚生省環境衛生局長並

びに全国飲用牛乳公正取引協議会の委員長永井国男さんに対する要望書につきまして

も、これは四十六年の九月にされておるようですが、「異種脂肪が混入されている事実は認

められなかったが、一部の乳業者工場において、生産乳の受入れから製品の出荷にいたる

までの生産管理体制の不備等が見受けられた。」こういう文書があります。これはきわめて事

実をねじ曲げるものじゃないですか。異種脂肪がはっきり検査の結果は出ておる。こう報告を

されておるにもかかわらず「異種脂肪が混入されている事実は認められなかったが、一部の乳

業者工場において、」過失でこうなったんではないか、これは首尾一貫しない要望書になって

おる。こういうあいまいな態度が、いまだに明治乳業の責任者がその混入を今時点において

も認めていない、ここに私は原因していると思うのですよ。事実は事実としてはっきりさしてもら

いたいと思う。農林省もね、また牛乳をよけい売ろうというようなそういうけちな考え方でこの問

題を私は考えちゃいかぬと思うのです。消費者を中心に、事は異種脂肪という食品衛生法

違反という事実の有無をはっきりして、科学的な根拠に基づいて私は行政やってもらわなきゃ

いかぬと思うのです。委員長、再度御答弁いただきます。

○政府委員（谷村裕君） 私どものほうが全国飲用牛乳公正取引協議会と、それから厚

生省環境衛生局長と両方に対して申し上げたことは、結局いま御指摘になったように、結

果的には、ひとつ生産管理体制その他をしっかりやってくれということになっておりますが、その

前段として、四十五年の九月上旬に市販されておる牛乳を買って分析検査を行なったらば、

異種脂肪が混入されている疑いが生じた、これをまず言っております。その次に、さらにまた買

ってみたら、今度は検査の結果は何もそういう混入という事実が認められなかったと、この二つ

のことを言っております。しかし、工場検査の結果は、あるいはそれが事実であるということにな

るおそれのあるような生産管理体制の不備も見受けられたから、ひとつ所管官庁としてはしっ

かりやってください、また業者としてもそこは十分心得てやりなさい、かようなことを言っておるの

が私どもの厚生省並びに業界に対して言った事実でございます。



○小野明君 たまたま公取が試買検査をやった、こういう結果が出た。それは私は評価しな

ければならぬと思うのです。しかし、その不信感というのがありますからね。一つは、この試買検

査というのはどれぐらい金がかかるかわからぬが、たびたびやってもらいたいと思う。この点はい

かがですか。

○政府委員（谷村裕君） 牛乳に限らずいろいろございますが、特に牛乳についてはそういう

ことがございました。あるいは御指摘のようなことを私どもやるべきだと思っております。

この機会に申し上げておきますが、現に私どものほうはすでにまた試買をいたしまして、現在

厚生省にお願いいたしますと同時に、農林省所管の先ほど申し上げました公益法人である

日本食品分析センターにもその検体を送付いたしまして、今度は一ぺんだけということではな

くて両方の分析検査を、いわゆるクロスチェックという形でやっていただくように、すでに現在さよ

うなことをやっております。そのことをいまここで申し上げておきます。そうして、さらにまた、今後

とも消費者の御疑惑がなくなるように、私はもういまの段階では厚生省、農林省の御指導も

十分に行き届いておりますから、さようなことはないと信じておりますけれども、なお念のため全

国にわたってそういうようなことが起こらないように、私どもとしての行政は行政として関係各省

と連絡をとりながら進めてまいるつもりでおります。

○小野明君 厚生省は、この問題が起こって、この問題に対していかなる処置をとられたの

かね。もともとこれは厚生省がやらなきゃならぬ仕事じゃないですか。厚生省にひとつお尋ねを

いたします。

○政府委員（浦田純一君） 厚生省といたしましてはこの事件の前に、昭和四十四年にお

きまして、牛乳等に乳脂肪以外の脂肪、あるいはカゼイン等の混入することのないように各

都道府県に対して立ち入り検査、あるいは監視等の強化をはかるように通知いたしておりま

す。しかしながら、昭和四十五年に至りまして、ただいま公取委員長のほうから申し上げまし

たような事実が起こったわけでございます。これに関しましては、昭和四十六年の五月十八

日日刊紙に公正取引委員会事務局の試買検査の結果が、たしか記事が掲載されました

ので、六月九日の日にさらに新しい異種脂肪の検査方法を添えまして各都道府県に通知

いたして、その違反の有無、また違反があれば摘発するように指示いたしたところでございま

す。また一方、関係の業界それから会社に対しましてその旨の注意をいたしたのでございます。



昭和四十六年の十一月二十日のことでございますが、公正取引委員会のほうから御連絡

ございましたので、さらにトップメーカーである明治乳業株式会社に対しましては事情の聴取

をいたしまして、私どもの立場としては牛乳といったようなものは非常に食品としても、病人の

栄養、あるいは乳児の栄養を補うという大切なものでございますので、かりにこういったような

事実が過失にしろあるということであるならば、それ自体が問題であるという立場から、この事

実につきまして疑いを持たれたということ自体につきましても、明治乳業に対して、たとえば荷

受けの際のチェック、あるいは製品工程における管理、あるいは製品の管理といったようなこと

に具体的に改善その他を命じまして、その結果につきましてのてんまつ書の提出を求めた次

第でございます。自今、各都道府県を通じまして異種脂肪混入の事実について、今日に至

るまで調査あるいは検査を進めているところでございますけれども、当該の会社につきましても、

その後異種脂肪の混入しておるという事実は、厚生省関係の検査機関におきましても認め

られていないということでございます。

○小野明君 この四十六年の調査でも六社十一銘柄というものがあがっておるんですね。

ですからこれは大体、こういうものは公取にももちろんやらなきゃならぬ権限があるわけですが、

もともと厚生省が試験所を持っておることであるし、この問題になった六礼十一銘柄を中心

に、これから夏の需要期でもありますし、もっと積極的な姿勢を示すべきじゃないですか。また

農林省も、業者に甘い態度でなくて、牛乳を売らなきゃいかぬということではなくて、こういう違

反業者に対しては、きちっとやっぱり措置をとるという厳正な態度で私は臨むべきだと思う。再

度厚生省と農林省に答弁を願います。

○政府委員（浦田純一君） 従来、牛乳に異種脂肪あるいはその他のものが、本来成分

でないものが混ずるということは厳重に、私どもはその事実がないように取り締まりその他指導

の強化にあたってきたつもりでございますけれども、先ほど申しましたように、昭和四十四年に

おきましてすでにその辺のことについて各都道府県に対して通知し、また四十六年に至りまし

ては、新しい検査技術につきまして特に各都道府県の担当技術者を呼びまして、その技術

の指導講習をするといったようなこともやってきておりまして、つとめてきておるつもりではござい

ますが、なお、非常にものがものだけに今後ともさらに一そう厳重な取り締まり体制、監視指

導の体制の強化、実効をあげていくようにつとめてまいりたいと考えております。



○説明員（植木建雄君） 異種脂肪等を混入した牛乳を販売いたしましたような乳業に対

しましては、やはり厳重な、厳粛な措置をとるべきであるということにおきまして、私どもも全く

同感でございます。そういう意味におきまして、農林省といたしましても牛乳につきましては、

公正取引協議会という自主的な、自分らの公正を確保するための団体もございますので、

昨年の八月の時点におきましても畜産局長から厳重な行政指導を行なっておりますし、また、

今回の明治乳業をめぐる問題につきましては、特に影響するところも大きいというところで、四

月の十一日付で明治乳業に対しまして警告書を発しまして、厳重な注意を喚起しておると

いうような次第でございます。なお、この問題につきましては、事態の重大さがきわめて大きい

と思いますので、あらためて農林省といたしましては、その後関係の業界に対しましても、今

後こういう不祥事を絶滅するように特に注意すべく、行政指導を畜産局長から行なったとこ

ろでございます。

○小野明君 それから厚生省、これは牛乳をたびたび買っておる町の声ですが、どうも製造

月日の日付問題、たとえば、日曜日になると配達をする方がおられないのかどうか。あるいは

連休の前になると、翌日の、あるいは数日先の製造月日を打っておるらしいんだね。こういう

事実について調べたことがありますか。

○政府委員（浦田純一君） 日付の問題は、やはりそういうふうな事実があるとすればそれ

は違反事項でございます。いままで私どものほうに報告を受けた範囲内におきましては、私は

そのような事実は承知しておりませんけれども、万一日付につきまして先取りした、まあ誤った

表示をしているということがありましたら、私どもとしては違反事実として厳重に取り締まってま

いりたいと考えております。

○小野明君 製造月日の問題などは特にひとつ気をつけてもらいたい。そして大型のケース

になると、製造と書いて、月日が非常にあいまいになっておる。ナンバーリングで打ってあるけ

れども、日にちが明確でないような打ち方がしてある。けさ私は見てきたばっかりで、ここに現

物を持ってくればよかったけれども、とにかく、いつつくられたもの、製造されたものかどうかがはっ

きりしないものが多い、大型のものになればなるほど。月日の問題はひとつ厚生省でも厳重

に一これは私はどこの銘柄ということは申し上げませんが、ひとつきびしくチェックしてもらいたい

と思います。



それから、再度公取の委員長にお尋ねをいたしますが、明治牛乳がインチキ牛乳で、一本

について一円程度もうけた。これは新聞によると、昨年九月期に記念四分増配をやったとい

うんですね。これは業界の七ふしぎとか何とか書かれているようですが、四十億も五十億もも

うけるなんということはまことにけしからぬ話です。これは独禁法二十五条によると無過失賠

償責任制度、故意または過失の有無にかかわらず罰金があるのだが、これによって消費者

に返済を求めるということができるのかどうか、これをお尋ねします。

○政府委員（谷村裕君） まず前段の、たぶん新聞記事を引用されたと思いますが、一本

について一円、あるいは数十億という話については、私どもそれが事実であるかどうかは、まず

私どもはただいまの段階では存じません。

それから、法律の解釈の問題でございますが、まさに二十五条ではさような「不当な取引

制限」や「不公正な引取方法を用いた事業者は、被害者に対し、損害賠償の責に任ず

る。」しかも、それは故意、過失を問わないと書いてありますが、同じくその次の条文、二十六

条におきまして、そのような損害賠償の請求は、いわゆる確定審決を経た場合に初めて裁

判所はこれを主張することができると、かようになっておりまして、審決をもって私どものほうが、

はっきりこれはもう不公正な取引方法をしたのだというようなこと。これがたとえば、やみカルテ

ルを結んでおったんだというようなことのいろいろな姿の勧告審決とか、同意審決とか、あるい

は正式審決とかございますが、審決として確定した場合にできるということでございます。さよう

な意味におきましては、まず御質問になりました問題につきましては、私ども独禁法上の審

決という措置をとっておりません。そういう段階のことでございますので、御了解いただけると存

じます。

○須藤五郎君 次に私は、牛乳の問題で少し質問をしたいのでありますが、牛乳は国民

の生活に欠かせないもので、国民の健康にかかわり、また幼児の主食でもあり、牛乳メーカ

ーは良質の牛乳を供給するという社会的責任を負っておると思うんです。この社会的責任を

忘れ、もうけ主義に走り、異種脂肪入りのインチキ牛乳を売っていたトップメーカーである明

治乳業の責任はきわめて重大だと思います。つくってはならない牛乳をつくったことは許すこと

のできないことでありますが、砒素入りミルクの事件で多くの被害者を出したままいまだに完全

補償をしない森永乳業の例もあるように、大乳業メーカーの無責任さは目に余るものがある

と思います。政府は明治乳業の社会的責任をどう考えているのか。きのうの新社長の新聞



記者会見で国生社長は、まぜものは一個だけだと。一体、一個だけということはどういうことか。

その試験したびんを一本だけさして一個だけだと、こう言うのか。これは一個だけだというような

ことばは国民をごまかすことばだと私は言わなければなりません。自分ではそういうことをやって

おきながら、はなはだ高姿勢の居直った発言をしておる。何ら反省をしている様子がないとい

うことです。政府は、このメーカーの姿勢を社会的責任を感じたものと思うのかどうかです。政

府は、明治乳業が異種脂肪入り牛乳をつくったという事実を一体認めるのかどうかというこの

点について、私は農林省、厚生省、公取の意見を聞いておきたいと思います。質問は簡単

ですから、簡単に答えてもらいたいと思います。

○説明員（植木建雄君） 農林省の牛乳乳製品課長でございます。

去る四月五日におきまして、衆議院の物価特別委員会で明治乳業をめぐる諸問題が初

めて明らかにされまして、同社の異種脂肪混入にかかる牛乳等について若干の疑い等があ

ったのではなかろうかというような御指摘が明らかにされたわけでございます。農林省といたしま

しては、当然のことでございますけれども、つくりました牛乳は食品衛生法に基づきまして、良

質のものを消費者に供給するということを前提にして酪農乳業が成立をいたしておるわけで

ございますので、事の重要性に非常に思いをいたしまして、農林省といたしましてはこの事実

に基づきまして、四月十一日付で明治乳業株式会社に対しまして、特に畜産局長名で本

件に関し種々の警告を厳重に発しましたのでございます。おそらくは、本件は乳業界全体の

姿勢にかかる問題でございますので、乳業者の集まりでございますところの全国協会に対しま

しても同様の行政指導を強くいたしておるのでございますが、特に明治乳業につきましては、

本件が市乳の大手メーカーであるということからその影響はきわめて大きいと考えまして、本

件の経緯、あるいは同社の所見等を特に畜産局長名で求めたのでございます。これにつきま

しては、農林省のこの警告書に対しまして、明治乳業といたしましては、事態をきわめて深く

反省しておるということで、四月二十日に、昨年秋に厚生省に提出いたしておりましたてんま

つ書を添付いたしまして回答がまいっております。それらによりますと、やはり今後生産、管理

等の体制につき十分自粛自戒しながら仕事を進めていく、こういう内容に相なっております。

農林省といたしましては、異種脂肪というようなことによって消費者の牛乳不信が一そう大

きくなるということから、ひいては牛乳の需要ということに影響することに思いをいたしまして、こ

のような一連の行政指導を強くとった次第でございます。



○政府委員（浦田純一君） 厚生省といたしましては、本来純正な食品であるべき牛乳が

少なくとも昨年、一昨年の公取委員会事務局より調査をされました結果が、大手メーカー

のトップである明治乳業の製品について、異種脂肪を混入しておるということについて疑いが

持たれたという事実につきましては、これはきわめて私どもとしては重大な事態と思い、また、

憂慮いたしておるところでございます。この公正取引委員会事務当局から御連絡のございま

した成績によりまして、私どもは直接に明治乳業株式会社の責任者を呼びまして事情の聴

取を行なったわけでございます。私どもの根本的な立場といたしましては、少なくともどのよう

な経過であれ、あるいは故意と過失とは問わず牛乳にこのような疑いが持たれたという事実

につきましては、これは私どもは、本来あってはならないことという立場から明治乳業に対しま

して、従来までの荷受けの際のチェックのしかた、あるいは工程の管理、あるいは製品の管理

につきまして具体的に私どものほうから指示いたしまして、その結果につきましてはてんまつ書

の提出を求めております。なお、県当局を通じましてそれらの改善についての事実の確認、さ

らにその後引き続き製品が……。

○須藤五郎君 よけいな答弁する必要はない。ぼくの質問にずばりと答えたらいいんです。

○政府委員（浦田純一君） きわめてこのようなことは重大な事実だということで、昨年の十

一月二十日にてんまつ書の提出を求めて、それ、出ております。自今、こういった問題につい

ても私どもとしては……。

○須藤五郎君 明治乳業の社会的責任はどう思うんだということを聞いている。

それから異種脂肪が入っておる牛乳をつくっておったという事実を認めるのかどうか。その二

点ですよ、ぼくの質問に対する答弁は。言いわけみたいな答弁をする必要はない。

○政府委員（浦田純一君） 公正取引委員会事務局より提出された成績によりまして、

私どもはそういった事実が、疑いがあるというふうに承知しております。当方からのその後の検

査では、残念ながらその事実は、その後の製品について検査しましたところでは認められてお

りません。



○政府委員（谷村裕君） 須藤委員の御質問に端的にお答えいたします。

私は、明治乳業はもちろんトップ企業でありますか何でございますか、大手でございますが、

それ以外といえどもやはり社会的責任はたいへん強い問題があると思います。その点では大

手、あるいは中小とを問わないと思います。全国にわたって、いやしくもそういう異種脂肪が入

るようなことがあっては絶対にならない、かように思います。

それから第二の点につきましては、私どもの立場からあの検査結果をもってして直ちにそうい

う異種脂肪を故意に入れてつくっておった、あるいはどこかで間違って入った、あるいはまた生

乳段階でのチェックが足りなかったと、絶対にそういう事実が何かあったと断定するためには、

いささかまだ証拠が十分ではなかったと私どもは思っております。しかし、何かそういうことがあり

そうだという疑いを持っておりますので、その後においても何べんか検査を繰り返し、先ほど小

野委員の御質問に答えて、現に検査をまた実行いたしております。

○須藤五郎君 あんたたちの答弁を聞いていると、何だか私の質問をぼやかしてしまうという

ような、そういう意図を持って答弁しているように思うんですよ。また厚生省などは、メーカーの

ところへくる途中で何かそういう異物が入ったんじゃないかという、そういうことばすらも使って、

何かメーカーの責任を薄めていこうというような、そういう意図がはっきりするんですよ。だからみ

な国民は厚生省も、それから公取も、それから農林省も何かメーカーの側に立って、国民の

健康を守るという純粋な立場に立ってないんじゃないかという、そういう疑惑を国民が持たざる

を得ないようなことになるんですよ。だから私が答弁求めたように、政府は、明治乳業のこうい

うことをやってきた社会的責任をどう思うか、それば社会的責任は重大ですと、こう答えれば

それで済むことなんです。それをそうはっきり答えないで何とかかんとか言い回しをして……。そ

れから明治乳業は異種脂肪が入っておる牛乳をつくっておったという事実はどうなんだと、つく

っておりましたと、こう答えたらそれでいいことなんです。一ことばで済むことです。それを言を左

右にしてごまかそうとするからこういうことになってくるんじゃないですか。その点はっきり答えても

らいたいんです、時間もないことですから。私は、そう時間がないから簡単に私も質問している

んだから、簡単にそこの責任を明らかにしたらいいんです。厚生省、どうです。もう一ぺん答え

てください。

○政府委員（浦田純一君） 厚生省としては、このような疑いを持たれたということですら明

治乳業の社会的な責任は重大であると思っております。それからその事実につきましては、



公正取引委員長のほうからのお答え――私どもはそちらのほうからの御連絡でもって動いた

わけでございますので、そちらのほうからお答えしていただいたとおりでございます。

○須藤五郎君 農林省はどうですか。

○説明員（植木建雄君） 先ほど御答弁申し上げましたように、本件はきわめて重大な社

会的責任のある事案であると考えております。したがって、私どもは警告書を当該会社に出

したわけであります。それからなお、事実の問題につきましては、農林省は食品衛生法に関

する事件でございますので、直接の事件の内容調査をいたしておりません。そういう趣旨であ

りますが、御了承願いたいと思います。

○須藤五郎君 農林省は、ことに四月二十日に明治乳業から、異種脂肪混入を認めると

いう回答を実はとっておるのでしょう。

○説明員（植木建雄君） ことしの四月十一日にただいま申し上げました警告書を出すと

同時に、その間の経緯等についての所見を求めました。その回答によりますと――四月二十

日付で明治乳業株式会社から回答がまいっております。その内容につきましては、過日厚

生省に対しててんまつ書というのを提出いたしております、そのてんまつ書のとおりでございます

ということで、てんまつ書は別添でつけてきております。このてんまつ書を読みますと、私どもは

当然やはりこの事実が一部にあったのではないかと、こういうふうに受け取られる節が多分にご

ざいます。

○須藤五郎君 厚生省も昨年十一月二十日、明治牛乳のてんまつ書をとっておりますね。

同じような内容のてんまつ書をとっているのじゃないですか。とっているならとっている、こう一言

答えて下さい。

○政府委員（浦田純一君） とっております。

○須藤五郎君 みなすなおにそれを認めていますからね。私これ以上追及はやめますが、五

月二十二日の社長交代のときに異種脂肪混入をはっきり認めているのですね、社長自体



が。それから四月二十七日、牛乳乳製品懇話会で国生明治乳業会長は、異種脂肪混

入の事実を認めて陳謝をしておるのですよ。だから、こういう事実があるのだから、ぼくの言った

質問に対してすなおにそうでございますと、重大であります、混入は認めておりますと、こう答え

ればいいものを、君たちは何か奥歯にもののはさまったような答弁をするから時間がかかってし

ょうがないのですね。

けさの各新聞に出た明治乳業の「謹告」御心配をおかけしましたが、製品につきましては

御心配ございません、異種脂肪の混入については一言も認めていないのです。ごまかしの社

告だと私は思うのですが、政府はこの社告の内容を一体そのとおりだというふうに認めるのかど

うか。農林、厚生、公取、認めるなら認める、認めないなら認めないと一ことばで答弁して下

さい。

○説明員（植木建雄君） 農林省といたしまして、昨日の社長交代、それからその際の談

話、それからけさの「謹告」ということばを使っておりますが、それを見まして、自分の製品に対

してきわめて遺憾の意を表しておると、こういうふうに考えております。

○政府委員（浦田純一君） けさの明治乳業の「謹告」、これにつきましては私の心証とい

たしましては、こういった事実を認めておる、その点私どもさらに事実について十分に調査する、

その処置について関係のほうと検討するというふうに考えております。

○政府委員（谷村裕君） いろいろございますが、私どもはいま現にもう検査しておりますから、

検査の結果が出ることを待って、どういう実態であったかということがその検査という形ではわか

ってくるというふうに思っております。今日の問題について直ちにいまどうというふうには言えない

と思います。

○須藤五郎君 これから検査する牛乳がいつの牛乳かわかりませんが、明治牛乳といえども

以前売っておったような異種脂肪のまじった牛乳を今日なお売っておるかどうかということは、

これは疑問があります。だから、今日売っておる牛乳を検査して、かつて売っておった牛乳全

般に及ぼすことができるかどうかということは大きな疑問だと私は思いますよ。だから、かつては

あったんです、これからはなくすかはわかりませんが。それならばそれでもう少し私「謹告」という

こういうことばがもっと謙譲な気持ちで出すべきものだと思う。御心配をかけましてまことに申し



わけなく、おわびをします、しかし、かつて私たちはそういうあやまちをおかしておりましたというこ

とばが一言も書いてありません。それで、製品につきましては御心配ございませんと、こう大み

えを切っておるのです。こういうことを政府当局はどういうふうに受け取っておるのかと、そういう

ふうに私は聞いておるわけですね。わかりましたね。

○政府委員（谷村裕君） 私どもとしては先ほどからお答えいたしておりますように、過去の

問題についても本人がまさにあやまちをおかしたと、あやまちと申しますか、故意と申しますか、

その私どもが指摘した事実を認めたとはまだ私は思っておりません。会社当局その他から聞き

ましても、疑いがかかったことについて申しわけないということは言っておると聞いておりますけれ

ども、そういうことをおかしましたということをみずからあえて是認した、非を認めたというふうには

私ども聞いておりません。その点は私どもの立場としては、いまの段階で過去のあれがどうで

あったかということをはっきり断定するだけのまだ心証、確証を得ていないということをさっき申し

上げましたが、そういう段階でございます。しかし、それを明らかにし、はっきりさせることが私は

必要であると思っております。そういう意味で、もうすでにそれは現在でも大事なことでございま

すから、試買をいたしまして、すでに検査機関に手渡しておりますということを申し上げました。

○須藤五郎君 明治牛乳の異種脂肪混入は私は、過失ではあり得ないと確信しているの

ですね、これは必ず故意に異種脂肪を混入したのだと。政府は一体どう判断するのか、その

点をまず伺っていきたいと思います。過失か故意か、そこです。公取さんどう感じていますか。

○政府委員（谷村裕君） 私どもの立場からは、法律上厳正な証拠に基づいて一つの結

論を出さなければならないわけでございますが、いまの段階ではその点いずれとも言いがたい

ということを申し上げる以上、断定的にものは申し上げられないのでございます。

○須藤五郎君 農林省などはどういうふうに考えているのですか。厚生省、過失だと考えて

いるのですか、故意だと考えているのですか、一ことばで答えてくださいよ。

○政府委員（浦田純一君） いま公取の委員長から申しましたように、私どもはいずれとも

断定しかねております。



○説明員（植木建雄君） 私どもがお伺いをいたしておりますのは、十分な状況証拠を伴っ

た意味での事実の断定についてはなされておりませんが、一試験結果においては、混入した

製品があったということは承知しております。そういう意味で、混入された製品が一つの試験

結果であったというふうに私どもは思っております。

○須藤五郎君 農林省の答えは過失ではないと、そういうものを意識的にまじえたときはあっ

たと、こういう答弁ですね。

○説明員（植木建雄君） たいへん重大な点でございますので、慎重にお答えいたしますけ

れども、それが、できた製品にそういうものが認められたということが、故意にそういうことを入れ

た結果になったのか、過失によってなったのか、その辺の事実究明については私ども明らかに

し得ないのであります。

○須藤五郎君 故意に入れたということを、私はこれから実証していきます。

インチキ牛乳の問題が消費者運動の中で取り上げられましたとき、これまで大手牛乳メー

カーはきまってこう言ってきた。酪農民がしぼった牛乳に異種脂肪を混ぜるのだと、責任を酪

農民にかぶせてきたのです。これは皆さん御存じのとおり追及のほこ先をかわしている。酪農

民はそんなことはしておらないのです。純粋な気持ちで仕事をやっておると主張しておりました

が、今回、異種脂肪混入の犯人が大メーカー自身であることがはっきりしてきたわけです。こ

れは農林省は納得するだろうと思うのです、この意見は。

どのような方法でインチキ牛乳がつくられていたかをはっきりさせることは、インチキ牛乳をなく

すために必要であると考えますが、インチキ牛乳が明治乳業の場合、いつごろからどのような

方法でつくられていたのかはっきりさしてもらいたい。インチキ牛乳の事実を認める以上、政府

はその事実を究明し、国民の前に明らかにすべきであると思いますが、どうでしょうか公取、厚

生、農林、簡単に答えて下さい。

○政府委員（谷村裕君） いずれにいたしましても、なぜそういうことになったかという事実の

究明は、私どもやれる範囲においてやりましたが、ただいまのところはわかっておりません。しな

ければならないことだと思います、済んだことであっても。できればそういう何か証拠なり、あるい

は証人なり、何かそういうものがどの程度証拠力としての意味があるか、これは問題でござい



ますけれども、もしそういう新たなものが出てくるとすれば、やはりそれをもってわれわれは事実

の究明はしなければならないと思います。

○政府委員（浦田純一君） 私どもも事実の究明はいままでつとめてきたところでございます

けれども、現在までのところははっきりしておりませんが、しかし、重大な問題でございますので、

関係省庁とも連絡いたしまして、さらに事実究明について努力を続けていきたいと思っており

ます。

○説明員（植木建雄君） 農林省といたしましては、事柄が食品衛生法違反という事実が

まさにあるかどうかということでございますので、厚生省の意見を十分聞きまして、そういった点

についての調べ等も、さらに農林省でできる部分がありますればやりたいと思っております。

○須藤五郎君 三者とも、追及してその事実を突き詰めると、こういうことを言っていますから、

いま現在わかってなければ、その事実を突き詰めて国民の前に明らかにする義務が、私は厚

生省にも、農林省にも、公取にもあると思いますから、ぜひともそれを積極的にやって、一日

も早くその事実を究明し、国民の前に明らかにしてもらいたい、約束してもらいたいと思います。

いいですね。

それじゃあこれまで使っておった牛乳原料の中で、インチキ牛乳が問題となって以後使わな

くなった原料があれば、それは異種脂肪であると疑うことが私は十分できると思うのですね。

私たちの調査の中で、明治乳業はそのような疑わしい原料を使っていたことが判明いたして

おります。異種脂肪の混入は決して偶然の過失で起こったものではなく、計画的に行なわれ

ておるということははっきりするのですね。その一つは異種脂肪入り粉乳と見られる原料が千

葉県の主基工場や信州の上田工場から戸田橋工場その他へ送られておりました。この原

料を溶かした容器には脂肪がこびりつき、魚の腐ったようなにおいがして異種脂肪だとわかっ

ております。この原料は工場ではマル全と呼ばれて、丸の中に全の字ですが、三十キロが紙

袋に入っておりました。戸田橋工場でもこれを夏場は一日に九十袋、冬場はその半分ぐらい

を使っておりました。牛乳工場ではこの原料を溶かしたタンクと普通の原料を入れたタンクとは

別々に分かれておりまして、ホモジナイザー、いわゆる均質機ですね、ホモジナイザーに入れて

これをまぜておるわけです。この原料は数年前から使われておりましたが、ことしの二月－三

月ごろから使われなくなっておるということを聞いております。



昨年六月、公取は、明治乳業戸田橋工場へ立ち入り検査しましたが、このときこのような

マル全と呼ばれる紙袋に入った原料を確認していたかどうか。厚生省、農林省はどうか。

○政府委員（熊田淳一郎君） 昨年立ち入り検査をいたしました際に、ただいまおっしゃいま

したような異種脂肪、あったかどうかということはわかっておりません。

○須藤五郎君 そんなことじゃ立ち入り検査にならぬよ。

○政府委員（浦田純一君） 私どもがこの事実を知りまして、すぐ全国に乳肉衛生課長名

をもって通知いたしまして、違反事実の調査並びに摘発をするように、厳重に監督指導する

ように通知しておりますが、私どもの関係の指導あるいは検査というものは、都道府県知事

に対する機関委任事務として行なわれております。それで、その結果の報告を求めておるとこ

ろでございますが、現在までそのような事実についての報告は参っておりません。確認いたして

おるという報告は受けておりません。

○須藤五郎君 農林省。

○説明員（植木建雄君） この事件そのものは食品衛生法違反ということでございますので、

農林省といたしましては、一般行政指導ということで指導しておりますので、そういう立ち入り

検査等は農林省ではできないわけでございます。そういう意味で、いまお尋ねのような案件に

ついての事実は、私どもは承知いたしておりません。

○須藤五郎君 この事実、マル全、袋入りのものですよ、これが異種脂肪を入れたかどうか

ということのかなめなんですよ。だから、あんたたちは簡単に会社へ立ち入り検査しても、会社

はこれをおいそれとはあんたの前へ出して見せないんですよ。いかにあなたたちの立ち入り検

査はずさんなものであり、不徹底なものであるかということが、それ一つ見てもはっきりするんで

すよ。私たちはこれをはっきりつかんでおりますよ、マル全という袋に入ったものがあるということ

をね。だから、これから調査するならその点もはっきりしていくことですよ。あるいは、あなたたち

は調査にいまから行けば、もう国会でこれをやったということがすぐ明治乳業のほうにわかるん

でしょう。もうさっそくこれはどこかへ片づけて隠されてしまうかわからぬ。しかし、私たちはこれま



でにはっきりとつかんでおるんですよ、調査の結果。それが今度の問題の起こりだということで

すよ。だから、あなたたちがもっと調査するというなら、立ち入り検査するというなら、もっと徹底

した検査をするということが必要です。今後の検査はそういうことを考えて徹底的にやらなけれ

ばだめですよ。それでなければ意味なさぬですよ、肝心なものを見ないで。それじゃ済まぬで

すよ、国民の前に。いいですね。――うなずいていらっしゃるから、私の言うことを納得したんだ

ろうと思うから、その次の質問にいきましょう。

第二に、愛媛工場では、カゼインとえたいの知れない脂肪に脱脂粉乳をまぜて消石灰、

脱臭剤などの薬品で処理をして粉乳をつくっておりました。カゼインは牛乳には使ってはいけ

ないということになっておるんですよ、食品衛生上。そのカゼインを使って、えたいの知れない脂

肪を入れて、脱脂粉乳をまぜて、消石灰や脱臭剤などの薬品で処理して粉乳をつくっておっ

た、こういう事実がわかってきております。その点認めますか。どうですか。

○政府委員（浦田純一君） 私どものほうにそのような報告がございましたので、昨年十一

月、県当局を通じまして、さっそく事実の調査に当たらしたわけでございます。それで、カゼイ

ンでございますが、これは確かにその工場にあったというのも事実のようでございます。ただ、こ

れは先生御承知だと思いますけれども、特別の調製粉乳の原料としては認められておるとい

うことでございまして、同工場がはたして普通の加工乳、そういったものにこれを使っておったか

どうかという事実関係につきましては、残念ながら確認ができずにおります。

○須藤五郎君 それじゃカゼインを何に使っておったんです、その工場は。

○政府委員（浦田純一君） 特殊調製紛乳の原料として使っておったものと考えております。

○須藤五郎君 カゼインは牛乳に使ってはいけないということになっておるんじゃないですか。

○政府委員（浦田純一君） 牛乳には使ってはならないことになっております。

○須藤五郎君 じゃ特殊というのは何です。



○政府委員（浦田純一君） 乳児用の特別に調製した粉乳でございます。

○須藤五郎君 なおいけないですな。牛乳と粉乳と違うんですか。やはりお乳なんでしょう。

子供に使う粉乳にカゼイン使ってもいいという、そんなばかなこと、おかしいですよ。厚生省。

子供ならよけい使っちゃいけないんじゃないですか。あんたの言う牛乳というのは一体何やね。

粉乳は牛乳と違うんですか。粉乳も牛乳のうちでしょう。そうでしょう。違いますか、牛乳と。粉

乳とはどう違うんですか。牛乳を乾燥して、そうして粉にしたのが粉乳でしょうが。それを子供

が飲むんだったら、よけいいかぬじゃないですか、カゼイン使ったら。そこをどういうふうに説明す

るんですか。ぼくの頭じゃ説明のしようがないね。――答えなさい。

○政府委員（浦田純一君） カゼインを特殊調製粉乳の原料として使っておるということは、

現在、法律で認められておるわけでございますが、カゼインというものは元来が牛乳の成分の

一つでございますので、その辺、純粋なカゼインを使うということで特に特別調製粉乳につい

ては許可しておるわけでございます。人体の健康いかんということは、これは別の観点の話に

なりますけれども、健康あるいは栄養価といったような点から申しますというと、そもそも天然の

牛乳の成分でございますので、その点は変わりはないということでございます。

それから牛乳と申しますのは、やはり省令でもって牛乳とそれから特別調製粉乳というもの

につきましては、それぞれ規格というものが設けられておりまして、取り扱いははっきりと分かれ

ておるわけでございます。

○須藤五郎君 その議論は、もっと時間があるときにやりましょう。

私は、この愛媛工場での粉乳のつくる工程を、あんたたちは知らぬと言うんだから、そういう

ものがあることを知らないと言っているんだから、私が質問しても答えられないかもわからないと

思うから、参考までに製造工程を私がここで説明しましょう。

カゼインをタンクに入れて八十度ぐらいの蒸気加熱で十五分間、そして攪拌して活性炭を

加えて、これは脱臭用でにおいを取るためです。それを十分攪拌間して、それでろ過して冷

却する。それでタンクに保存するのです。それから二番目の植物性油脂、ヤシ油は、四十か

んぐらいを蒸気室で百度Ｃぐらいで加熱して白く凝固したヤシ油を液化して、タンクに入れて

色素、ビタミン剤を加える、そういうことでつくるのですね。それからそのできた１と２を合わせて、

さらに脱脂粉乳五十キログラム入り二袋まぜて、そして攪拌して消石灰その他を混入――



中には、私は名前がはっきりわかりませんが、ＣＬ、ＭＬ、ＭＯなどの記号のついた薬品を混

入して、そして遠心分離機でごみを取りまして、濃縮してホモジナイザー、いわゆる均質機に

かけて、ドライヤーで粉乳にする、こういう経過です。この粉乳は加工乳や牛乳にまぜて市販

牛乳をつくるものと思われます。工場ではこの工程のことを何と称しておるかというと、Ｍを溶

かすと、こういうふうに呼んでおるのです。できた粉乳のことをマル全と、こういうふうに呼んでお

るのです。

現在、愛媛工場ではこの問題について、実は箝口令がしかれております。労働者に質問

しても一切口を閉じて答えないのです。あくまでも追及していくと、労働者はしまいには泣き

出す。こういうふうに箝口令がしかれております。この箝口令をしいておること自体、会社には

知られては困る事実があるということをはっきりと証明しておると思う。マル全という粉乳のある

事実をあなた方は知っておるのかどうか。重ねて私はここで皆さん方に質問するのですが、知

らなければ知らないで、はっきりと答えてもらいたいと思うのです。公取さん、どうですか、ここま

で説明してきても思い当たることはございませんか。

○政府委員（谷村裕君） 存じません。

○政府委員（浦田純一君） 存じません。

○須藤五郎君 農林省はどうですか。

○説明員（植木建雄君） 農林省としては、食品衛生法に違反する物資があるかどうか、

そういう摘発する能力もないわけでございますが、そういうようないまの御説明のありましたこと

については存じておりません。

○須藤五郎君 私がせっかく、私たちのほうで調査したことをここで明らかにしたのですから、

私たちの調査したこの事実を踏まえて、そして徹底的に調査してもらいたいと思います。調査

しますね。はっきり言ってくださいよ。

○政府委員（浦田純一君） 調査いたします。



○政府委員（谷村裕君） 私どもとしても調査いたします。ただし、両方で重なってむだであ

れば、もう所管の厚生省に徹底的にやっていただくことが私のほうとしてはけっこうだと思います。

○須藤五郎君 まあダブってもいいんですから、両方で徹底的に調査してください。

次に、明治油脂の尼崎工場で、還元牛乳用ホモイラーという商品をつくって大量に販売し

ておりましたが、これは事実かどうか、これが一点です。

それから、還元牛乳用ホモイラーは何に使われるものかという点。

それから三番目は、還元牛乳用ホモイラーの生産状況は現在どうなっておるかということ。

それから四番目は、明治乳業の愛媛工場に明治油脂尼崎工場のラベルを張ったかんが

あります。これは現地で調査しておるのですから。還元牛乳用ホモイラーは異種脂肪の疑い

がありますが、政府はこれを調査分析してもらいたいということなんです。これは要求です。

○政府委員（浦田純一君） 尼崎並びに愛媛工場のホモイラーの点につきましては、実は

いま初めてお聞きしたので、存じておりませんでした。しかし、事実であるとするならばこれは重

大問題でございますので、さっそく調査をいたしまして違反の事実があれば、これは徹底的な

処置をとりたいと思います。

○須藤五郎君 私の言うことは、うそを、でたらめを捏造して言っておるのじゃないので、調査

した結果を私はここで言っておるのですから、そのつもりで調査してくださいよ。ホモイラーがあっ

たらたいへんでしょう、あなたがいま言ったように。その事実があるということを指摘しておるわけ

です。

もう時間もありませんから、私は結論を急ぎますが、国民の要求しているほんとうの良質の

牛乳づくりをメーカーに強く望むが、そのためには、もうけのためにはしっぽを押えられなければ

何でもやろうというメーカーの姿勢を改めさせなければならないと思うのです。ヤシ油には燕尾

菌というばい菌が必ずくっつくので、燕尾菌を見つければヤシ油があるということはすぐわかるの

ですね。それで、ヤシ油は比較的検出されやすいと聞いておりますが、魚油などは検出がむ

ずかしいと聞いております。異種脂肪の試験方法は、厚生省が都道府県に通知しても、そ

の試験方法ではわからないような異種脂肪をまぜるおそれがあるといわれておりますが、今後

どのようにしてインチキ牛乳をなくすのか。その対策はどうだということです。それから試験方法

の確立はどうだということ。



それから、牛乳のイメージダウンによりまして牛乳の消費量が伸び悩む結果、酪農民は大

きな打撃を受けるわけです。また明治牛乳の販売店も営業が脅やかされてその被害は少な

くありません。酪農民や販売業者の損害はこの原因をつくり出したメーカー、明治乳業が負う

べきであると思いますが、これらの損害補償について、政府はどう対処するつもりか。この二点

を質問いたしまして、私の質問を終わります。

○政府委員（浦田純一君） 牛乳中の異種脂肪の検出につきましては、実は先生の御指

摘のとおり、従来なかなかむずかしい問題がございました。こちらのほうが検出方法を開発し

ますと、さらにそれをくぐるような方法というものをつくるといったような事実もあったようでございま

す。今回の明治乳業の件、それに関連いたしまする乳業界におきまする異種脂肪を混入し

たかどうかという件につきまして、私どもは国立衛生試験所で新しく三つの検出方法を開発

いたしまして、それにつきまして都道府県の技術者をすでに昨年十一月に呼びまして、その

技術方法の講習会を開いております。

それから、将来のことでございますが、さらにこのような事実もございましたので、国立衛生

試験所を中心といたしまして、より的確な検査方法の開発ということにつとめてまいりたいと考

えております。

○須藤五郎君 業界の補償は。

○政府委員（浦田純一君） 業界に対しましては、これはやはり内部的な自主態勢、ある

いはさらに私どものほうはそれを監視の立場から牛乳業界についての監視は最重点としてや

っておりますので、再びこのような問題が起こらないように今後とも十分の努力をしてまいりた

いと考えております。

○須藤五郎君 農林省は酪農民に対してどういうふうに考えておるのか。酪農民の損失に

対して。

○説明員（植木建雄君） 酪農民につきましては、御承知のように現在の集荷方法は一元

集荷多元販売で、……各酪農団体が農協を通じまして各県ごとにそれぞれの県内の所在

の工場に売り渡しをする。したがって酪農団体、農協団体が県ごとにそういう問題につきまし



て、販売につきまして、当然十分な協議をしながら、売るところには売る、売らないところには

売らない。団体交渉力を持っておりますから、そういうものを通じまして、円滑な需給調整並

びに集乳ができるというふうに考えております。なお、その辺について問題がありますれば、農

林省といたしましても十分指導をいたす責任があると考えております。

―――――――――――――

○委員長（大森久司君） 委員の異動について報告いたします。

本日、阿具根登君が委員を辞任され、その補欠として鶴園哲夫君が選任されました。

―――――――――――――

○委員長（大森久司君） 他に御発言もなければ、両法案に対する質疑は終局したものと

認めて御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（大森久司君） 御異議ないと認めます。よって、両法案に対する質疑は終局い

たしました。


