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ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告要旨（案）

注１：報告要旨(案)は、第Ⅰ部山内委員長代理、第Ⅱ部岩渕委員、

第Ⅲ部日和佐委員の各起草委員が作成したものを高橋委員長

が総括的な立場から調整したもの。

注２：本文中、①第１回～第８回までの調査検討委員会で議論がな

されていない事項、②調査検討委員会としての判断・意見・

提言にかかる箇所については、ゴシック体としている。

第Ⅰ部 これまでの行政対応の検証

１ イギリスにおけるＢＳＥ発生を踏まえた対応（1986～1995年）

(1)1990年６月における農林水産省のイギリスにおけるＢＳＥ発生状況等

の調査、当時の各国の対応、ならびに1990～91年における、イギリス政

府からの書簡、ＯＩＥ報告書、ＷＨＯ報告等を踏まえた、わが国の肉骨

粉等の取扱いを含めた対応の評価

英国でＢＳＥの発生が１９８６年に確認され１９８８年に英国政府からＯＩＥ

総会で新疾病として、その発生が報告された。疫学的調査の結果、餌としての肉

骨粉による経口感染で広がっていることが推測されたことから、英国政府は１９

８８年、反芻動物への肉骨粉の使用を禁止した。

そこで余った肉骨粉はＥＵ諸国に輸出されたが、１９８９年にオランダ、９０

年にフランス、スイス、ノルウェー、デンマーク、フィンランドが肉骨粉の反芻

動物への使用を自主的に禁止したことで、９０年初めからＥＵへの輸出は激減し、

代わってＥＵ 以外の国への輸出が急増し、１９９５年まで続いた。

英国獣医局長は１９９０年２月１４日付けの書簡で、ＥＵ以外の肉骨粉輸入国

の獣医担当者あてに、英国におけるＢＳＥの現状と反芻動物への肉骨粉使用禁止

を行ったという情報提供を行った。この書簡に述べられている内容はすべて衆知

のもので、しかも、私的文書と述べられており、送られた真意は不明である。

この書簡はわが国にも、農林水産省衛生課長あてに届いていたが、どのような

対応が行われたかは不明であるが、ＢＳＥ調査を行った専門家などに、わが国に

おける肉骨粉の使用の問題についての相談が行われるべきであったと考えられる。
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１９９０年９月２８～２９日にはＯＩＥでＢＳＥ専門家会議が開かれ、その報

告が農林水産省衛生課長に送られてきた。本報告書の中にＢＳＥ非発生国におけ

るＢＳＥ 防止の項目がある。そこでは「反芻動物の飼料となる反芻動物由来た

んぱく質の輸入に関する政策及び条件の見直しを行うべき」と勧告されている。

この点について、農林水産省は、それ以前の６月に専門家を英国に派遣して調

査を行い、７月に輸入規制の強化（生きた牛の輸入停止、肉骨粉の加熱処理の義

務づけ等）を行っていたため、すでに見直しを行ったと判断している。

一方、１９８９～１９９２年当時にわが国で発表された専門家の主要論文が提

出され、ＢＳＥについての楽観的見方が述べられていると紹介されたが、これら

英国では１９８９年はニは主に１９８９年までの情報にもとづいた論文である。

ワトリのサルモネラ中毒騒ぎで一時ＢＳＥへの関心が薄れていた。１９９０年に

ＢＳＥ発生数の急増、ネコ海綿状脳症の出現でＢＳＥに対する認識が一転したも

のであり、ＯＩＥ会議はそのような背景のもとに開かれたものである。その点が

正しく認識されていたかどうか疑問である。

１９９１年１１月にはＷＨＯの「動物とヒトの海綿状脳症に関する公衆衛生問

題」に関する専門家会議が開かれ、報告が発表された。その中で牛原料由来の医

薬品と医療用具による、推定されるヒトへの危険の予防策についての勧告がある。

この時点でＢＳＥのヒトへの理論的危険性が国際的に取り上げられたとみなせる。

英国政府は１９９６年までにＢＳＥがヒトに感染する可能性はないとしてＷＨＯ

専門家会議の見解とやや異なる対応をしていた。

この報告に対して、当時の食品衛生調査会乳肉水産食品部会長は、部会で検討

した記憶はなく、乳肉衛生課の記録も見つからなかった。入手の有無も確認でき

なかった。ただし、１９９６年の食品衛生調査会には当該報告が提出されている

ことから、厚生省のどこかの部に保管されていたものと思われる。

この報告に対して具体的対応は取られなかった。

英国では１９８８年に肉骨粉の反芻動物への使用禁止ののち、１９８９年１１

月に脳、脊髄などの特定臓器の食用禁止措置を行った。ついで１９９０年９月に

特定臓器を動物の飼料に使用することも禁止した。

１９９０年前後はヒトの食用から除外された脳、脊髄が動物の飼料に加えられ

ていたわけで、しかもＢＳＥの発生が急増していた時期にもあたる。したがって、

この時期の肉骨粉はとくにＢＳＥ病原体による汚染が高いレベルで存在していた

ものとみなせる。

ＢＳＥ侵入防止にはもっとも重要な時期であった。ＥＵとしての肉骨粉使用禁

止措置は加盟国の合意がすぐには得られず、これが加盟国全体で実施されたのは

１９９４年であった。しかし前述のように、自主的に禁止措置を取った国もいく

つかあった。

ＥＵ以外の先進国を見ると、米国では１９９０年にと畜場段階でのアクティブ

・サーベイランスを開始し、１９９４年には免疫組織化学検査を導入した。また、

１９９１年１月には農務省がＢＳＥリスクの定性的及び定量的評価について詳細

な報告書を発表している。オーストラリアでは１９９０年にと畜場段階での脳の

検査を含むサーベイランスを開始した。
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わが国で実施されたのは現地調査と輸入規制の強化であった。

毎年、開かれるＯＩＥ総会には農林水産省衛生課長がわが国代表として出席し

ており、そこではＢＳＥをめぐるこれらの国際的動きも報告されていたはずであ

る。１９９２年には国際動物衛生規約にＢＳＥの章が設けられた。それにもかか

わらず、このような国際的情勢の変化に対して、農林水産省は①ＢＳＥ発生国か

らの生きた牛の輸入停止、②ＢＳＥ発生国から輸入する肉骨粉に対するＯＩＥ基

準に沿った加熱処理条件の義務づけ、③ＢＳＥ発生国から輸入する牛肉からの危

肉骨粉の輸入状況の把握、加熱処理険部位の除去などの措置を行った。しかし、

条件の実態についての調査はとくに行っていなかったと思われる。ＯＩＥ報告に

形式的に従ったのみで、国際情勢を正しく把握せず積極的対応を怠ったことが、

わが国へのＢＳＥ病原体の侵入、さらに国内でのＢＳＥ病原体の増幅を招いたも

のとみなせる。

２ ＢＳＥの人への伝達の可能性に関するイギリス政府機関の発表、ＥＵ委

員会の決定及びＷＨＯ専門家会議の勧告を踏まえた対応（1996～1997年）

(1)1996年４月における、肉骨粉等の牛への給与に関する行政指導の評価

(2)1996年、肉骨粉等の牛への給与に関する農業資材審議会における取扱

い(ＷＨＯの最終報告を入手したこととの関係において)についての評価

(3)1997年のアメリカ、オーストラリアの法的措置との関係における、わ

が国肉骨粉等の牛への給与に関する取扱いについての評価

(4)以上の時期における、厚生労働省の関与についての評価

（１）１９９６年４月における、肉骨粉等の牛への給与に関する行政指導の評価

変異型ＣＪＤ患者の確認の発表を受けて、１９９６年４月２～３日にＷＨＯ専

門家会議が開かれた。これにはＦＡＯとＯＩＥも参加した。４月３日に会議のプ

レスリリースが発表され、最終報告書は４月２９日付けの公電で送付されている

が、厚生労働省における受取日は不明である。この報告書は５月７日、厚生労働

省から農林水産省へファクスで送付された。なお、最終報告書はＷＨＯからも５

月９日付けの文書で直接送付されているが、この文書の厚生労働省における受取

日も不明である。

最終報告書の農林水産省への送付が遅れた理由は今となっては理解できないが、

両省の担当部局間の連絡体制が不備であったことは否めない。連休の時期に重な

っていたことも関係していたのかもしれない。

１９９６年４月８日に農林水産省で「海綿状脳症に関する検討会」が開催され

た。この委員会での発言要旨には「国内の反芻動物の内臓等については、国内の

反芻動物の飼料として利用されることがないよう指導することが重要である」と

述べられている。しかし、議事メモには、そのような意見はまったく見受けられ

ない。

この検討会の意見を受けて、４月１６日に農林水産省は肉骨粉の使用禁止につ

いて指導を行った。一方、この措置についての法制化の審議は農業資材審議会飼
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料部会で行われた。４月１２日の本部会の議事終了後、流通飼料課長より、肉骨

粉の使用禁止について審議を依頼する発言があり、これにもとづいて具体的審議

が４月２４日に同部会安全性分科会家畜飼料検討委員会で行われた。ここで、２

名の委員からは禁止の意見が出されたが、ＷＨＯ肉骨粉使用禁止勧告は（案）の

段階であって詳細が不明であり、今後プレスリリースの内容の変更も予想される

ため、勧告内容が決定された時点であらためて再審議することとされた。しかし、

５月７日に最終報告書が厚生省から送られた後、何らの対応もとられなかった。

当時、米国やオーストラリアが自主的禁止措置をとったことも参考になったらし

いが、後述するように両国が法的禁止措置を取った後も、この問題は取り上げら

れなかった。結局、最後まで指導のままであった。これは行政対応上に問題があ

ったと認識せざるを得ない。

なお、家畜飼料検討委員会の委員構成を見ると、家畜微生物学の専門家が二名

含まれているが、プリオン病の専門家ではない。ＢＳＥに関する専門知識を持っ

。後に、ＥＵステータス評価案に対する農林水産省回答でた委員は皆無であった

は、指導は「実質的禁止」と説明されているが、指導措置が徹底していなかった

ことは、２００１年の千葉でのＢＳＥ発生後の調査で明らかになったとおりであ

る。

１９９６年５月には厚生省からの専門家調査チームが英国に派遣され、厚生省

と農林水産省の技官が同行した。その報告書で、英国における豚や鶏用の肉骨粉

による牛の餌への交差汚染、また汚染検出のためのエライザ法の開発が述べられ

ている。さらに、１９９６年５月より半年毎に英国農漁食糧省からＢＳＥ

が農林水産省に送られてきているはずである。これには豚や鶏用Progress Report
餌による交差汚染と思われるＢＳＥ例の増加が毎回掲載されている。これらの報

告がどのように認識されていたかも不明である。

一方、諸外国の状況を見ると、ＥＵでは１９９４年にすでに肉骨粉の使用禁止

を実施していた。米国では１９９６年３月に畜産業界などが自主的に肉骨粉の使

用を禁止し、翌１９９７年には法的禁止を実施した。オーストラリアでは１９９

６年５月に畜産業界が自主的に肉骨粉の使用を禁止し、翌１９９７年１０月には

法的禁止を実施した。

米国やオーストラリアの対応には国全体としての畜産の重要性を理解した上で

の危機意識が伺われる。

農林水産省は、国際的動向を把握する機会はあるにもかかわらず、適切な対応

をすることを怠ったといえる。その背景には、１９６０年代における英国での口

蹄疫発生を契機に、英国からの生きた牛の輸入を禁止していたことで、日本国内

にＢＳＥ侵入は起こらないという潜在的認識があったことも推測される。

１９９６年には家畜伝染病予防法にＢＳＥが取りいれられた。その際に伝達性

海綿状脳症という学術名を、家畜伝染病予防法の名称にそぐわないとして、専門

家には相談することなく行政判断で伝染性海綿状脳症に変えた。このことがＢＳ

Ｅ、さらにＣＪＤも伝染病と誤解を招く点は考慮されなかった。さらに、家畜伝

染病予防法の目的は「家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止する
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ことにより、畜産の振興を図ること」とされており、ＢＳＥをとりいれたのは法

的には牛に病気を起こす面が考慮されたものであって、人への健康被害は対象に

含まれていないとみなせる。

（２） 以上の時期における、厚生労働省の関与についての評価

厚生省は１９９６年４月１１日、食品衛生調査会を開催し、ＷＨＯ専門家会議

報告にもとづき、食品衛生上の対策の検討を行った。その際、委員から伝達性海

綿状脳症サーベイランスの実施を要請すべきとの発言があった。そこで、翌１２

日付けで、厚生省生活衛生局長から農林水産省畜産局長に対し、ＷＨＯ専門家会

議の勧告について、適切な対応がなされるよう要請するとともに、関係資料を提

供した。飼料安全法の規定により、厚生大臣は公衆衛生の見地から肉骨粉の給餌

についても要請はできることになっており、ＢＳＥがヒトの健康問題として浮上

してきたことを受けて局長名の要請を行ったものと考えられる。

ＢＳＥ問題がヒトの健康問題として浮上してきた以上、ＢＳＥ拡散防止の観点

から、農林水産省に意見を述べるべきであった。縦割り行政で相手に干渉しない

という悪い側面が反映したといえる。

ＷＨＯ専門家委員会には、農林水産省側のＦＡＯ、ＯＩＥからの参加があった

ように、ＢＳＥ問題では厚生省、農林水産省両方の協力体制の必要性は国際的に

も明らかであった。

３ ＥＵのＢＳＥステータス評価に関する対応（1998～2001年）

(1)ＥＵのＢＳＥステータス評価に関するわが国の対応を決定する政策決

定過程の問題とその評価

(2)ＥＵのステータス評価における指摘に対するわが国の対応についての

評価

(3)ＥＵのステータス評価に関する厚生労働省の関与についての評価

（１）ＥＵのＢＳＥステータス評価に関する農林水産省の対応とその評価

ＥＵ科学運営委員会は１９９８年に加盟国及びＥＵに輸出関心のある第三国に

ついての、ＢＳＥ発生リスクを評価する作業を開始した。わが国も輸出国として

評価を受けることとなった。

わが国から提出された資料にもとづいて評価が行われ、その報告書案が２００

０年１１月に送られてきた。評価は海外からのＢＳＥ病原体侵入の可能性、国内

でのＢＳＥ病原体増幅の可能性の両側面が主体となって行われた。日本について

は、輸入肉骨粉による侵入の可能性のあること、とくに１９９０年の英国からの

輸入肉骨粉については高度の可能性のあること、また、日本におけるＢＳＥ防止

システムがきわめて不安定であることから国内でのＢＳＥ病原体増幅の可能性が

あることが指摘され、「国産牛がＢＳＥに感染している可能性が高いが、確認さ

れていない」カテゴリー と結論されていた。III
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これに対して、農林水産省はカテゴリー または に相当するはずとして、担II I
当者をＥＵに派遣して協議を行った。当該協議には、農林水産省の衛生課担当官

と流通飼料課担当官、農林水産省から出向しているＥＵ代表部アタッシェ、及び

厚生労働省から出向しているＥＵ代表部アタッシェが参加している。

日本側の主張は、ＥＵが牛、肉骨粉等の輸入実績など評価の前提として用いた

統計データの検証が不十分であるとして、２０００年１２月に科学運営委員会に

追加データを提出、その後も協議の中で要請に応じて追加データを提出した。協

議は２０００年１月から４月まで農林水産省担当者が派遣されて行われた。

ここでは、英国からの肉骨粉の輸入量、指導の効果などについてのデータの食

い違い、見解の相違などが議論され、２００１年１月に第２次草案、４月に第３

次草案が送られてきた。しかし、結論はカテゴリー のままであった。III
一方、ＯＩＥでは２０００年に国際動物衛生規約にＢＳＥステータスに関する

章を設けていた。この基準では、ＢＳＥ発生国と未発生国では違うカテゴリーに

位置づけられていること、日本ではＯＩＥ基準に沿った厳格な防疫施策が行われ

ていることから、ＯＩＥ基準では暫定的清浄国になる主張したが、ＥＵ 側に受

け入れられず、評価の中断を要請した。

これらの経緯は、国民にはまったく知らされないままで、本調査委員会で初め

て公表された。

ＥＵの評価手法は、客観的で透明性のあるものにするため、２年間、多くの専

門家がかかわって作成されたものであって、すぐれた内容のものとみなせる。一

方、ＯＩＥは清浄性に関する簡単な基準を設けただけであって、評価手法は定め

ていない。日本がＯＩＥ基準で自らの評価を行うには、まず手法を開発しなけれ

そのような問題があるばならず、また、自ら行う評価に客観性は期待できない。

のに、前述のような理由でＥＵの評価中断を要請した背景は明らかでないが、Ｂ

ＳＥ発生リスクがあるという結論が風評被害を引き起こすことを恐れたためでは

ないかと推測される。

ＥＵの報告書案では日本がステータスを向上させるために、肉骨粉の給餌禁止

（農林水産省管轄）、特定危険部位の排除とアクティブ・サーベイランス（厚生

労働省管轄）の実施などが勧告されている。これらの勧告は率直に受け入れるべ

き内容であり、現実にこれらはすべて千葉でのＢＳＥ発生後実施されたものであ

る。

もしも、ＥＵ報告書案の内容が国民にあらかじめ知らされ、これらの対策があ

らかじめ取られていれば、当面の風評被害は起きても、今回の発生時に起きた大

きな社会混乱は防げた可能性が高いとみなせる。

（２） ＥＵのステータス評価に関する厚生労働省の関与についての評価

ＥＵのステータス評価に際して、厚生労働省は農林水産省からの依頼に応じて、

と畜検査に関する法規制の概要やと畜頭数といった基礎的情報の提供を行った。

その後、農林水産省からの経緯の説明、外務省経由の公電による情報提供を受け

ていた。

ステータス評価の取り下げの際には、農林水産審議官の６月１５日付けの書簡
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（第３回委員会提出資料）をＥＵ 側に６月２０日に提出することについての正

しかし、書簡が農林水産審議官名であったこと、短時間の協式協議が行われた。

議であったこと、肉骨粉に係わる評価が主な論点であったことから、申し入れに

反対する立場にはないと判断し、意見は出していない。

腸管出血性大腸菌症O157への対応などから１９９７年には、食品行政について

農林水産省と厚生労働省の緊密な連携確保が明確化されていた。これが実際に機

能すれば、ステータス評価についても、厚生労働省からの意見提示があってしか

るべきものと考えられるが、実際には何もしていなかった。

４ 変異型ＣＪＤ感染防止のためにとられた一連の対策の評価

（1999～2001年）

(1)医薬品、化粧品に対する安全対策

(2)血液、臓器に対する安全対策

（１） １９９６年の変異型ＣＪＤ確認の際の対応と評価

１９９６年４月２，３日のＷＨＯ専門家会議の報告を受けて厚生省は「クロイ

ツフェルト・ヤコブ病に関する緊急調査研究班」を同年度に設置した。これは変

異型ＣＪＤ患者のサーベイランスを目的としたものである。

この班の設置の背景には１９７６年に設置された「スローウイルス感染と難病

発症機序に関する研究班」（これは１９７９年に「遅発性ウイルス感染調査研究

班」となって現在まで続いている）の蓄積がある。この緊急調査研究班は１９９

７年に「クロイツフェルト・ヤコブ病等専門委員会」となり、この研究体制は、

現在、「遅発性ウイルス感染調査班サーベイランス委員会」に引き継がれて、継

続調査を行っている。

医薬品・医療用具等については４月１７日に英国産原料の禁止が実施された。

食品については４月２６日にと畜場での臨床検査にＢＳＥが追加された。

これらの一連の措置はＷＨＯ専門家会議報告書の勧告に沿ったものとみなせる。

（２） 血液及び臓器に対する安全対策

１９９９年英国の変異型ＣＪＤ患者で発病前８ヶ月の潜伏期中の虫垂に異常プ

リオンタンパク質が検出されたことがきっかけで、血液の理論的危険性が問題に

なった。これを受けて米国ＦＤＡでは、同年８月に１９８０年から９６年の間に

英国に６ヶ月以上滞在していた者の献血を禁止した。厚生省も同様の措置を２０

００年１月に実施した。

その後、ヨーロッパでのＢＳＥ急増を受けて、２００１年３月には献血禁止対

象者を、英国のほかにフランス、アイルランド、ポルトガル、ドイツ、スイスに

拡大した。

さらに、臓器提供にも献血に準じた規制が２００１年２月には英国に対して、

同年３月にはそのほか７カ国に対して実施された。
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これらは科学的には未知の理論的危険性に対する予防措置として評価できる。

（３） 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具に対する安全対策

ヨーロッパでのＢＳＥの広がりに対応して、・米国農務省の連邦規則の発生国、

発生リスクの高い国を原産国とする原料の使用禁止、・上記の国に限らずＢＳＥ

リスクの高い牛等の部位の使用禁止を２０００年１２月に実施した。

実施当時は日本でのＢＳＥ発生前であり、しかもＥＵやＦＤＡよりも厳しい措

置であったため、ＢＳＥの医薬品などを介してヒトへの感染が現実には起きてい

ない段階でコストを度外視した厳しいものとの意見も出された。しかし、理論的

リスクに対する予防原則にしたがった措置として評価できる。

５ イギリス以外のＥＵ諸国でのＢＳＥ発生の急増以降、とくに2001年わが

国におけるＢＳＥ発生時の対応（2000年～）

(1) ＢＳＥサーベイランスによる患畜の発見までの対応の評価

・農林水産省と厚生労働省のサーベイランス体制

・ＢＳＥ発生を予測した危機管理マニュアルを両省とも作成しなかった

こと

（１） ＢＳＥサーベイランスによる患畜の発見までの対応の評価

・農林水産省と厚生労働省のサーベイランス体制

農林水産省は、２０００年１２月にＢＳＥ技術検討委員会を設置し、１９９６

年に通達した反芻動物への肉骨粉給与制限について改めて周知徹底を指導した。

２００１年４月からは、２４ヶ月令以上のＢＳＥが否定できない牛およびその

他神経症状を示す牛を対象としてアクティブ・サーベイランスを開始した。これ

はまず、プリオニクス社から試験品として提供されたキットによる迅速ＢＳＥ検

査と陽性サンプルについての確認検査（動物衛生研究所：動衛研）と家畜保健衛

生所における病理検査により行われることになった。内容的にはＥＵステータス

評価案で勧告されていたものと同じである。

サーベイランスの目的はＯＩＥの基準にしたがって、年間３００頭のただし、

牛について検査を行って、「わが国が清浄であることを国内外に明らかにし、い

たずらに風評被害を生じないよう」にすることであった。ＢＳＥ牛を見つける目

。的ではなく、見つかる可能性を考慮していたとは思えない

４月にサーベイランスを開始したが、集まったサンプル数がきわめて少なかっ

たために、３００頭の目標達成は困難と考えられた。そこで、神経症状を拡大解

釈して起立不能なども含めることとし、さらに厚生労働省にと畜場サンプルの提

供を依頼した。

厚生労働省は、２０００年後半におけるヨーロッパでのＢＳＥ発生国の拡大、

１９９６年以前における英国からの肉骨粉の輸出情報、ＥＵステータス評価案の

きびしい結論から、わが国におけるＢＳＥ発生の可能性は否定できないと考えた。
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そこで、５月、わが国におけるＢＳＥの発生または非発生状況を確実に把握する

ため、と畜場の牛で、２４ヶ月令以上の運動障害、知覚障害、反射又は意識障害

等の神経症状が疑われる牛と羊を対象としたアクティブ・サーベイランスを開始

した。これは帯広畜産大学でウエスタン・ブロット法による異常プリオンタンパ

ク質の検出によるものである。

・１万頭の牛についてのＢＳＥ検査の計画立案

厚生労働省は、上述のサーベイランスを継続的に実施するため、年間に神経症

状を示す牛約１万頭を対象としたサーベイランス実施経費を平成１４年度概算要

求に盛り込んだ。また、ヨーロッパにおけるＢＳＥ発生状況を考慮して、健康牛

についても、ＢＳＥサーベイランス事業実施のため、平成１４年度厚生科学研究

費の要求作業を行っていた。これらが公表されたのは千葉でのＢＳＥ牛発見の直

前であった。

・ＢＳＥ発生を予測した危機管理マニュアル

農林水産省はサーベイランス要領を作成していたが、緊急対応マニュアルは作

厚生労働省は１９９６年４月にＢＳＥ又はその疑いのある牛成していなかった。

を発見した際の連絡体制及び当該牛の処分の方法について、都道府県等に対して

通知していた。また、厚生労働省危機管理指針を定めていて、一頭目のＢＳＥ牛

確認後は、本指針に沿って対応した。

・２００１年６月１１日～１４日のＷＨＯ/ＦＡＯ/ＯＩＥ専門家会議報告への対

応

農林水産省では衛生課課長補佐が出席し、帰国後、畜産関係者を対象とした説

明を行って衆知したが、本会議でのとりまとめの内容は、農林水産省としてはほ

とんど対応済みであると判断した。しかし、肉骨粉の使用禁止についての勧告は

きわめて厳しい表現であったが、それへの対応はとられていない。ＢＳＥのグロ

ーバル・リスクも強調されていて、国際的に危機感の高まりが報告書から伺える

が、その点についての国民への情報提供はなされなかった。

なお、厚生労働省には１０月２２日に報告書が送られてきた。この時期はＢＳ

Ｅ発生後であり、すでに発生国としてのと畜場での体制等が整備されていたので、

この警告書を踏まえた新たな対応は必要とされなかった。

(2)2001年８月６日、後にＢＳＥ第１号となった牛がと場に搬入されて、そ

れの｢確定診断｣がイギリスのレファレンス研究所で出る９月21日まで、46

日もの日時を要したことの評価

・と畜場、家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、千葉県、農林水産省、厚生

労働省、(独)動物衛生研究所、ＢＳＥに関する技術検討会等、各機関・

部署における対応
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（２） ２００１年８月６日、後にＢＳＥ第１号となった牛がと畜場に搬入され

て、その「確定診断」が英国のレファレンス研究所で出される９月２１日まで、

４６日の日時を要したことの評価

８月６日にと畜場から送られてきた脳のサンプルは、８月１５日に動衛研での

プリオニクス試験で陰性と判定された。一方、８月２４日に家畜保健衛生所にお

ける病理検査で空胞が発見された。

動衛研でのプリオニクス試験まで９日間、家畜保健衛生所での試験まで２週間

ＢＳＥが疑われる牛であれば直ちに試験が行われるはずと以上の間隔があった。

の衛生課長の回答から推測すると、このサンプルについてＢＳＥの可能性は想定

していなかったものと考えられる。

空胞発見から動衛研での再度の試験成績が発表されるまでも時間がかかってい

る。千葉県から衛生課へ空胞が見いだされた旨の連絡は２４日ファクスで行われ

たが担当者はすぐにファクスに気が付かず、それに気が付いたのは４日後の２８

日であった。ついで、衛生課より動衛研へ電話連絡がついたのは３０日。動衛研

に検査用サンプルが届いたのは９月６日であった。と畜場で牛が解体されてから

３０日後になる。

一方、厚生労働省にＢＳＥ牛発見のニュースがもたらされたのは９月１０日４

時過ぎに農林水産省国際衛生対策室長が厚生労働省監視安全課を訪れて説明した

際である。それまで情報はまったく提供されていなかった。

緊急事態における連絡体制はまったく作られていなかった。これもＢＳＥ発生

時の緊急マニュアルが欠けていたためである。

(3)2001年９月10日にＢＳＥを疑う牛の確認について公表した際、質疑応答

で、当該牛は焼却処分されたと回答したが、14日になって、レンダリング

に回っていた旨の訂正を公表し、対応に混乱がみられたことについての評

価

（３）８月６日、千葉県のと畜場で乳牛が敗血症として診断されて全廃棄処分に

された。一方、この牛は搬入された際に起立不能であったために、農林水産省に

頭部だけが提供され、残りはレンダリングにまわされた。

両省の間で、異なる基準によるサーベイランスが実施されていたにもかかわら

ず、その相違がもたらす事態についての認識は両省ともに持っていなかった。そ

のため、記者の質問に対して、農林水産省から死体は焼却されたとの回答がなさ

れたが、実際には肉骨粉になっていた。これが当初の社会混乱の原因になった。

(4)2001年９月10日に（独)動物衛生研究所における確定診断の１つである免

疫組織化学的検査により陽性が確認された後、イギリスのレファレンス研
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究所に検体を送付し、｢確定診断｣の再確認ではなく、｢確定診断｣を求めた

ことについての評価

（４）２００１年９月１０日に（独）動物衛生研究所において確定診断がなされ

たにもかかわらず疑似患畜として、英国のレファレンス研究所に検体を送付し、

「確定診断」を求めたことについての評価

９月１１日にＢＳＥ技術検討会が開かれ、ＢＳＥが疑われる牛が感染牛である

か最終的判断をしていただきたい旨の挨拶が畜産部長からなされた。

議事録を見ると疑似患畜という意見は専門家からはまったく出ていない。診断

は確定したものとみなしている。しかも、最終的判断についての文言は見あたら

ない。それにもかかわらず、技術検討委員会の助言を得て疑似患畜として英国に

検査を依頼することになった。

動衛研は１９９７年からプリオン病に関する総合的研究班を結成し、その間に

プリオン病の診断についても国際的なレベルの技術に達している。しかも、英国

で確定診断に用いられた免疫組織化学検査の手法は、もとは厚生省の遅発性ウイ

ルス感染調査研究班の研究で開発されたものである。動衛研からは英国獣医学研

究所に留学した者もおり、ＢＳＥについての経験も備えている。

技術検討会座長の意見としても、確定診断の上での再確認という形にして欲し

かったという。

それを疑似患畜としたのは家畜伝染病予防法に沿ったものと説明されているが、

専門家の判断を受け入れなかった理由はよくわからない。

この対応の結果、２例目からの検査も英国に送るのか、日本の検査技術のレベ

ルは大丈夫かという心配の声が国民の中で聞かれた。

しかも、「第１例目の診断が英国で確認されたので、２頭目以降については

（日本での）確定診断が可能であると考えている」という見解が農林水産省から

出されているが、これは行政が研究者の技術レベルを評価したものであり、きわ

めて失礼な表現といわざるを得ない。

(5)ＢＳＥ患畜発生後に行った農場段階の｢目視調査｣、及びその結果公表に

ついての評価

（５）ＢＳＥ患畜発生後に行った農場段階の「目視調査」、及びその結果の公表

についての評価

・緊急全戸調査

ＢＳＥに関する牛の緊急全戸全頭調査が、約４６０万頭について９月１２日か

ら家畜防疫員約５８００名が参加して、９月３０日まで実施された。その結果、

この調査は行政として、臨床的にＢＳＥの疑いのある牛は見いだされなかった。

まず最初に行うべきものであるが、当時まだ対策マニュアルは作成されていなか
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ったため、急遽、立案されたものとみなせる。

・飼料製造工場への緊急立ち入り検査

９月１２日には牛用配合飼料の製造工場に対する緊急立ち入り検査を開始し、

９月２１日に終えた。これは顕微鏡検査によるものであって、少量の肉骨粉の混

形式的には必要な検査であるが、実質的に効果があったと入は見逃してしまう。

。は考えられない

英国では１９９４年頃から牛の餌に混入した肉骨粉の検出のために高感度のエ

ライザ法を導入していた。このことは、１９９６年の厚生省調査チームの報告で

日本の述べられているが、この情報は伝わってはいなかったとみなせる。また、

。場合、ＢＳＥにおける交差汚染の危険性の認識はまったくなかったとみなせる

・死廃牛の検査

ヨーロッパでは死廃牛からＢＳＥが見つかる事例が多い。これは、ＢＳＥ汚染

の実態を把握し、汚染農場の特定、同居群における感染牛の摘発に重要と考えら

れる。そのために死廃牛についての全頭検査の実施が必要と考えられる。しかし、

。農家への補償を十分に考慮した上で実施するべきである

(6)わが国におけるＢＳＥの発生後に取られた一連の措置に関する評価

・農場段階での監視体制(農林水産省)

・全頭検査体制の確立(厚生労働省)

・へい死牛の検査体制

（６）わが国におけるＢＳＥ発生後に取られた一連の措置に関する評価

・農場段階での監視体制（農林水産省）

９月１９日、厚生労働省のスクリーニング検査体制が整うまで、３０ヶ月令以

上の牛の出荷繰り延べの指導が行われた。

９月２０日に農場におけるサーベイランスの強化について、中枢神経症状の牛

の検査と焼却する内容の通知が出された。これはすでに４月から開始されていた

アクティブ・サーベイランスの延長とみなせる。

翌９月２１日に疑似患畜と関係のある牛の追跡について技術検討委員会で検討

が行われ、サーベイランス対象の場合と患畜が摘発された場合における疑似患畜

の定義が定められた。

これまでは、清浄化証明を目的としたサーベイランスであったために、患畜が

見いだされた場合の対応は、今回初めて検討されたことになる。

・ 全頭検査体制の確立（厚生労働省）

厚生労働省は、２００１年９月２７日、１２ヶ月令以上の牛について、頭蓋
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（舌、頬肉を除く）及び脊髄並びにすべての牛の回腸遠位部の除去と焼却を都道

府県に通知した。ＥＵはと畜場で同様の特定危険部位対策に加えて３０ヶ月令以

上の牛について迅速ＢＳＥ検査を実施している。農林水産省が９月１９日には３

０ヶ月令以上の牛の出荷繰り延べの指導を行っていたため、この危険部位の排除

の措置により、ＥＵと同等の安全対策がこの時点で実施されたことになる。

１０月３日にはＢＳＥスクリーニング開始日を１０月１８日に決定し、検査対

象をすべての年令の牛に拡大した。

１０月２日より１０日間にわたって１１７か所の食肉衛生検査所職員に対して

ＢＳＥスクリーニングの研修を行った。

１０月１８日、すべての年令の牛について特定危険部位の除去とスクリーニン

グ実施による、いわゆる全頭検査が農林水産省との緊密な連携のもとに開始され

た。これにより、国際的にもっともきびしい安全対策が実施されることになり、

と畜場から出る牛由来産物はすべて安全なもののみになったとみなせる。

ＢＳＥ発生のニュースを受けてから１ヶ月あまりという、きわめて短期間で全

。国的な検査体制が作られたことは高く評価できる

・ 研修中に起きた東京都での疑陽性騒ぎについて

前述のＢＳＥスクリーニング検査の技術研修中の１０月１１日、２５検体中の

１検体で疑陽性の結果が得られた。この検体は前日に東京都中央卸売市場から分

与を受けたものであって、検体の延髄が採取された牛の特定ができなかったため

に、東京都は出荷された肉と内臓の回収を行った。

結局、ウエスタン・ブロットによる確認検査の結果、陰性と判断されたが、これ

が大きな社会混乱を引き起こした。

エライザ法では一定の確率で疑陽性が出ること、この時点では前述のように３

０ヶ月令以上の牛の出荷繰り延べと危険部位の除去によりＥＵ並の安全対策にな

っていることの情報提供がなされていなかったことが混乱を招いた理由と考えら

れる。

また、検体が市場に出回る牛から採取されている以上、疑陽性となった際の対

応について、サンプルを採取した牛の特定または検査終了まで保管するなど、あ

らかじめ何らかの措置がとられているべきであった。

・医薬品・医療用具、食品などへの対策

厚生労働省は１０月２日、２０００年１２月に実施されていた医薬品・医療用

具などに対する措置に、さらに日本及び発生リスク不明国を原産国とする原料に

ついて原則禁止という国際的にもっともきびしい措置が追加された。

ついで１０月５日、食品および加工食品について、牛由来原材料の点検、特定

危険部位の使用又は混入が認められた場合の由来原材料の変更、自主的回収など

を要請した。

これらはすべて予防原則にしたがった妥当な措置とみなせる。
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６ 厚生労働省と農林水産省の連携について

(1)ＢＳＥの発生前における厚生労働省と農林水産省の連携に関する評価

(2)ＢＳＥの発生後における厚生労働省と農林水産省の連携に関する評価

（１） ＢＳＥの発生前における厚生労働省と農林水産省の連携に関する評価

１９９７年に食品行政について農林水産省と厚生労働省の緊密な連携確保が明

確化されていたが、現実には縦割りのままで、両者間の連絡会議も形式的なもの

にとどまっていた。

２０００年における欧州でのＢＳＥ急増から厚生労働省側では日本での発生リ

スクを想定した対策を実施しはじめていたが、農林水産省側は清浄性を証明する

という立場での対策であり、両省の危機意識に差が感じられる。しかし、このよ

うな重要な点について両省の間での意見交換はまったく行われなかった。

（２）ＢＳＥの発生後における厚生労働省と農林水産省の連携に関する評価

サーベイラＢＳＥ発生後、初めて両省間に緊密な連携がもたれたとみなせる。

ンスの方式では、農林水産省がプリオニクス試験、厚生労働省がエライザ法と異

なっていたが、農林水産省技術検討委員会と厚生労働省のＢＳＥ研究班の合同会

議で、エライザ法に統一された。

１０月１８日に実施にこぎつけた全頭検査体制も両省の緊密な連携のもとに行

われたものとみなせる。また、この際に両省の協議でＢＳＥ防疫マニュアルが作

成された。

【山内委員長代理による項目追加】

７ わが国におけるプリオン病研究の蓄積と今回のＢＳＥ対策への貢献

わが国におけるプリオン病研究の歴史は、プリオン病の名前が生まれる以

前の１９７６年、厚生省の「スローウイルス感染と難病発症機序に関する研

究班」（１９７９年より「遅発性ウイルス感染調査研究班」に改称）に始ま

る。この班の研究で開発された免疫組織化学検査法は現在、ＢＳＥ、ＣＪＤ

などプリオン病の確定診断法としてもっとも重要な手段となっている。

とくに、今回の全頭検査体制の確立に貢献したのは、本研究班における帯

広畜産大学品川森一教授によるスクレイピーに関する研究の蓄積である。厚

生省の研究班ではヒトと動物の区別はせず、スクレイピーはＣＪＤの重要な

モデルとみなされていた。

しかし、スクレイピー研究が可能になったのは、思いがけない幸運のたま

ものである。品川教授は１９７０年代半ばに農林水産省にスクレイピー病原

体の輸入を申請していたが拒否されていた。しかし、カナダからスクレイピ

ー感染羊が輸入されたことで研究を開始できたのである。

一方、農林水産省でもカナダからのスクレイピー感染羊が発見されたこと
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で、スクレイピーの研究が家畜衛生試験場で開始された。しかし、発病した

羊を殺処分した後、日本にはスクレイピーは存在しないとして、研究の推進

は行われなかった。現実には潜伏期中にほかの農場に移された羊からの散発

例がいまだに続いている。

スクレイピーに関して農林水産省独自の研究予算は、１９９６年に変異型

ＣＪＤが見つかるまでは存在していなかった。

農林水産省技術検討委員会座長の小野寺節教授は家畜衛生試験場時代から

スクレイピーの研究を開始し、その蓄積が現在の農林水産省のＢＳＥ対策に

貢献しているが、研究予算は科学技術振興調整費（科技庁）によるものであ

った。
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第Ⅱ部 ＢＳＥ問題にかかわる行政対応の問題点・改善点

第Ⅰ部の検証を受けて，わが国におけるＢＳＥ発生の原因と責任を総括し，第

Ⅲ部の食品安全行政のあり方へ導く。

１ 危機意識の欠如と危機管理体制の欠落

・危機対応マニュアルの欠如

・予防原則確立の立ち後れ

（１）危機意識の欠如と危機管理体制の欠落

日本はＢＳＥが大量発生した英国から肉骨粉の輸入がきわめて少ない上、遠く

離れているので安全という希望的観測もあり、行政も危機意識が欠如していた。

これまでの農林水産省担当者でＢＳＥの国内発生を懸念していた人は ％にす20
飼料、食料の輸入自由化が進んだにもかかわらず、最悪のケースを想定ぎない。

して防疫体制を強化しておく危機管理の考え方が欠落していたといわざるを得な

。い

農林水産省が、１９９６年にＷＨＯから肉骨粉禁止勧告を受けながら課とくに

長通知による行政指導で済ませたことは、重大な失政であった。１９９０年に英

国へ調査団を派遣しながら感染源の肉骨粉は処理基準の強化にとどめたこと、２

００１年にＥＵのステータス評価に対し日本の酪農は肉骨粉を使う習慣がないこ

となどを理由に途中で断ったことも、経緯はともかく政策判断の間違いだった。

危機意識の欠如は危機管理体制の欠落を招く。農林水産、厚生労働両省ともＢ

ＳＥ発生当時、本格的な危機対応マニュアルを持っていない。それがＢＳＥ発生

時に対応が混乱した原因の一つである。ＢＳＥ清浄国の米国が１９９０年からサ

ーベイランスを開始して発生に備え、昨年危機管理マニュアルを作成したことは、

危機意識の違いを示している。

さらに、危機を予測し、発生を防ぐための措置を講じて危険のレベルを引き下

げておく予防原則の意識がほとんどなかった。風評被害を過剰に警戒してＢＳＥ

対策の遅れを招いたという指摘もある。予防原則を徹底すると巨額のロスを伴う

食の恐れがあることから、行政担当者が萎縮する傾向は避けられない。しかし、

安全は国民の生命健康に関わる問題だけに、国民の理解を求めながら果断に講じ

なければ行政の不作為を問われかねない。

２ 生産者優先・消費者保護軽視の行政

・経済効率最優先の陥穽

・過度な風評被害への警戒が事態の悪化を増幅
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・消費者保護の立法・行政不在

・農場から食卓までのフードチェーン思考の欠如

（２）生産者優先・消費者保護軽視の行政

先進国では食糧不足の時代が終わって需給関係が逆転し、国際的な市場競争を

畜産廃棄物を飼料勝ち抜くために経済効率を最優先する畜産の工業化が進んだ。

にリサイクルする肉骨粉は工業化の申し子だったが、飼料の安全性に対する関係

。者の認識は甘かった

肉骨粉は第二次大戦頃に米国で使い始め戦後各国に普及したが、自然の食物連

鎖を変えたためにＢＳＥを招いたことは経済効率を最優先した近代畜産の陥穽と

いうべきかもしれない。

一方、市場競争の激化に伴い、先進国の法制度や農業政策は生産者優先の産業

振興から次第に消費者優先に軸足を移すとともに、国民の生命と健康の保護を最

大の行政目的に据えている。ドイツが「連邦消費者保護・食料・農業省」に、Ｅ

Ｕが「保健・消費者保護総局」に組織を再編したことは、消費者優先・健康保護

重視の姿勢を明確に示している。

日本の法律、制度、政策、行政組織は、旧態依然たる食糧難時代の生ところが

産者優先・消費者保護軽視の体質を色濃く残し、消費者保護を重視する農場から

食卓までのフードチェーン思考が欠如している。牛肉の消費が回復しないことに

対し、政治家や関係者が、不満に近い発言を繰り返したことも、生産者優先の体

質をうかがわせ、贔屓の引き倒しになりかねない。関係審議会も消費者代表が少

。なく、国民の意思を反映しにくい

また、情報の混乱に伴う風評被害を警戒して、遅滞なく情報を公開し透明性を

ＢＳＥの検査結果のように確認確保する努力が不充分なケースも見うけられる。

後の公表が原則とはいえ、急を要する場合には未確認と断った上で情報提供する

ことが必要だ。

３ 政策決定の不透明性

・緊急事態における行政意志決定機構の機能不全

・内部論議の不足と担当者間の意見調整の不徹底

・行政の継続性重視と意志決定の先送り

・政策のサーベイランス機能弱体

（３）政策決定過程の不透明な行政機構

行政に求められる最も重要な役割の一つは、緊急事態における迅速かつ適切な

対応である。１９９６年にＷＨＯの勧告にもかかわらず法律で肉骨粉を禁止せず

に行政指導で済ませた意思決定は、農林水産省のどの部署で、いかなる人が、ど

んな協議を行って決定したのか。

本調査検討委員会の質問にも役所側からの説明はほとんどなく、局議の記録も
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存在しないとされ、きわめて不透明である。官僚機構の常として、重要な意思決

定は組織の連帯責任であり、枢要な担当者が事前に縦系列で協議して実質的に決

定し、その過程は記録にとどめないケースが多い。局議は周知徹底と意思統一の

場で、広く職員が参加して自由に論議することは少ないようだ。

政策の継続性を重視し、意思決定過程を明確にしないことにより、個人が責任

を問われることはほとんどない。幹部職員のポスト在任期間はおおむね二年で、

１９９７年に米国、オーストラ判断の難しい課題の多くは後任に引き継がれる。

リアが肉骨粉を法律で禁止した後も、農林水産省が２００１年まで何ら対策を取

らなかったのも、意思決定の先送りを繰り返していたと言えよう。

さらに１９９６年の肉骨粉禁止問題では、行政指導の問題点が浮き彫りになっ

た。戦後の高度成長を支えた護送船団方式の時代には行政の幅広い調整が問題を

迅速かつ円滑に解決する有効な手段だったが、低成長時代に入り行政指導の威令

が薄れている中で、生産者、関連業界に不利益な指導が現場まで浸透するはずが

ない。関係者の衝撃を和らげる配慮がうかがえるものの、結果として５０００頭

以上に肉骨粉が給与され、汚染源を拡大し消費者の信頼を損なう結果を招いた。

農林水産省の政策決定に最も大きな影響を与えているのが自民党を中心とする

農水族議員である。全国の農村を地盤に選出された多くの議員が巨大な支援団体

にして強力な圧力団体を形成し、衰退する農業を補助金で支えてきただけに、常

に生産者優先の政策を要求し、農業予算獲得を支援してきた。ＢＳＥ問題のあら

ゆる局面で農林水産省が打ち出した政策に対し、農水族議員が陰に陽に影響を及

ぼしている。

農林水産省は産業振興官庁として抜きがたい生産者偏重の体質を農水族議員と

共有してきた。ただし、ＢＳＥ問題を契機として、大臣をはじめ省内に遅ればせ

ながら改革を目指す動きが出てきたことは評価に値する。政策判断の軸足を生産

者から消費者に移す考え方だ。消費者の信用を失えば生産者は生き残れないこと

が今回はからずも証明されたように、消費者保護優先の政策展開は生産者を保護

するためにも欠かせない必要条件であり、先進国の常識である。

４ 農林水産省と厚生労働省の連携不足

・縄張り争いと内政不干渉

・振興と規制の混在

・法の規定と実態の落差

（４）農林水産省と厚生労働省の連携不足

ＢＳＥ問題は役所間の縦割り行政と責任の所在についての問題点を鋭く提起し

た。これまで生産段階は産業振興も規制も農林水産省、食品衛生は厚生労働省と

農林水産省が役割分担してきた。感染ルートの肉骨粉は生産段階であり農林水産

省の責任だが、厚生労働大臣も公衆衛生の立場から「意見を述べ、又は要請する

ことができる」という規定があり、本来はチェックできる仕組みになっているた

め、両省の連携不足が指摘された。
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中央官庁における縦割り行政と付随する縄張り争いの弊害はつとに知られてい

る。その結果、互いに棲み分けて相手の所管事項に口を差しはさまない”内政不

干渉”が慣例になり、チェック機能はほとんど働いていない。１９９６年のＷＨ

Ｏ肉骨粉禁止勧告や、２００１年のＥＵステータス評価の際、農林水産省は厚生

労働省との十分な協議を行わず、厚生労働省はまったく意見を言わなかった。両

省間に食肉・食鳥処理問題調整協議会は設置されていたものの、重要な政策決定

官に他の官庁が助言することは、争いの原因になるという認識が一般的である。

庁同士の連携を図るには、「意見を述べることができる」などという責任のない

規定ではなく、「協議する」「協議を受けた場合には意見を述べる」と明確に位

。置付けなければ有効に機能するはずがない

問題の根源は生産段階における振興と規制の権限が農林水産省に集中し、内部

にもチェックシステムを構築していなかったことである。その結果、常に生産者

の目先の利害を政策判断の基準にしてきた。ＢＳＥ問題は短絡的な生産者優先政

策の論理的破綻を象徴するもので、チェック機能の不在が最悪の結果を招いた。

５ 専門家の意見の適切な反映の欠如

・審議会運営の欠陥

・科学への信頼不足と科学者の沈黙

・リスク分析の欠落（評価・管理・コミュニケーション）

・ＥＵの科学委員会との連絡の不徹底

（５）専門家の意見を適切に反映しない行政

日本の審議会や検討会は、行政から諮問、提示されたテーマを論議し、官僚が

書く文案に沿って答申、報告，意見具申するケースがほとんどである。一流の科

学者、各界の第一人者を揃えても、卓越した見識が生かされず、行政が政策立案

の客観性を装う隠れ蓑に使っているという批判が強かった。行政改革で審議会を

整理縮小し、行政が自らの責任で政策を決定するプロセスが主流となっている。

国民の生命に関わる食品安全問題は、正確なエビデンスと科学的な知しかし、

見に基づく迅速な判断が求められる。健康に対するリスクの評価など、専門家の

意見が尊重されなければならない。ところが、１９９６年の肉骨粉問題では、農

業資材審議会安全性分科会家畜飼料検討委員会で二人の専門家が法律で禁止する

よう主張したが、農林水産省の方針を受けて先送りされた。関係する学会も政府

に提言する意識と行動力が不足していた。独立性の高いＥＵの科学委員会との交

流を活発にして科学的議論と連携を深めておく必要もあった。

基本的な問題点は、すでにグローバルスタンダード（国際標準）になっている

リスク分析の考え方が欠落していたことである。リスクを科学的に評価するリス

クアセスメント、リスクとベネフィットを比較考量しながら管理するリスクマネ

ジメントが連携しなければ、食品の安全性確保はおぼつかない。行政と科学の間

の情報や意思疎通を円滑に行い相互信頼を確立するリスクコミュニケーションも

。欠落していた
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６ 情報公開と消費者理解の不徹底

・マスコミ報道の偏りと消費者の自覚不足

・正確な情報開示と透明性の欠如

・情報提供技術の遅れと専門性の欠落

（６）情報公開の不徹底と消費者の理解不足

マスコミの報道については、センセーショナルで集中豪雨的という批判がある。

たしかに興味本位で不正確な一部メデイアが存在するのは事実だが、ＢＳＥ問題

正確で科学的な解に関する報道に関する限り大きな混乱はみられない。ただし、

とくに日本のマスコミには食の専門家が説記事の充実が今後の課題といえよう。

ほとんどいない上、掲載の頻度も欧米に比べて少ない。

行政の正確な情報開示と透明性の確保は不充分である。ＢＳＥ発生の際に感染

牛の処理情報を誤って伝えたほか、過去の経緯や政策内容についても説明不足だ。

全頭検査開始の大臣コメントが「安全宣言」と報道情報提供技術の問題もある。

され、第二例発生の際に不信が高まったことは、マスコミの伝え方に課題を残し

。たが、行政も国民にどう伝わるかについて注意を払う必要があった

消費者の受け止め方にもやや過剰な反応がみられ、全頭検査開始後も牛肉離れ

安全と安心の間には大きな落差があり、消費の低迷は行が続いている。しかし、

政不信に表示不信が重なった結果でもある。徹底した情報開示による透明性確保

以外に信頼回復の方法はない。

７ 法律と制度の問題点

・食の安全を確保する法律の不十分性と連携不足

・国民の健康を最優先する行政組織の未整備

・環境の変化に対応する制度改革の必要性

（７）法律と制度の問題点および改革の必要性

食の安全を確保する法律は、厚生労働省所管の食品衛生法、と畜場法、農林水

産省所管の家畜伝染病予防法、飼料安全法などに分かれ、罰則はおおむね軽い。

食品衛生法は不衛生食品や疾病にかかった獣畜を販売した場合の最高刑が、懲役

３年または２０万円の罰金である。また、食品衛生法にも定めのある食品表示と

関連する法制度として、農林水産省所管の日本農林規格（ＪＡＳ）法、公正取引

ＪＡＳ法の罰則はさらに軽く、原委員会が担う不当景品・表示取締法があるが、

産地表示を偽っても指示に従えば無罪放免になる。従わない場合でも段階を踏ん

で企業名公表、最高５０万円の罰金で済む。これでは犯罪を抑止する効果はなく、

違反続発の誘因になった。

いずれも罰則を強化する方向だが、各法の整合性と連携が取れていない。食の
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安全確保を包括的に規定する基本法も欠けている。

国民の健康を最優先する行政組織も整備されていない。リスク分析を導入する

にも、科学的なリスク評価を担う組織が見当たらない。消費者保護に責任を持て

る組織も、情報公開や組織間のリスクコミュニケーションを進める組織も欠落し

。ている。時代の変化に対応できる制度改革が緊急の課題である

第Ⅲ部 今後の食品安全行政のあり方について

・食をめぐる今日的な状況

・食品の安全性の確保に関する基本的原則とそれを執行するための組織体制の

基本的な考え方を示した

・基本原則とそれに基づく組織体制の構築には法制度の整備が必要

１ 食品の安全性の確保に関する基本原則の確立

(1)消費者保護の最優先

・消費者の安全な食品へのアクセスの権利と、安全な食品の提供に関す

る家畜飼料を含めた｢農場から食卓まで｣のフード･チェーンにおける

関係者､ならびに行政の責務

・予防原則に立って国民の健康を守る理念と体制

(2)グローバル･スタンダードであるコーデックス委員会の｢リスク分析｣手

法の導入

・食品の安全には｢絶対安全｣はなく、リスクは｢確率｣であることが前提

・客観的立場からの｢科学者の意見を尊重する｣観点から、科学的評価の

過程として｢リスク評価｣を位置づける

・消費者をはじめすべての関係者と協議しながら、消費者の健康保護を

第一の要素とし、その他の要素を総合的に考慮して、適切な政策･措

置を決定･実施する過程として｢リスク管理｣を位置づける

・リスク評価、リスク管理の過程における「リスク･コミュニケーショ

ン」を位置づける

(3)リスク管理の一環として｢トレーサビリティ･システム｣の確立

１ 食品の安全性の確保に関する基本原則の確立

はじめに

食をめぐる今日的な状況はあらたな局面を迎えている。ＢＳＥ（牛海綿状脳

症）、Ｏ１５７をはじめとする新興・再興感染症、ダイオキシン、内分泌かく乱

物質、遺伝子組換え食品、大規模食中毒など、食品の安全性をめぐる新しい問題

が、近年、次々と発生している。これらの問題は世界同時的に多発している。こ
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うした今日の食品の安全性をめぐる深刻な問題は従来の食品の安全に関する認識

では対応できない困難さを抱えている。農薬や食品添加物のような化学物質は実

験的にハザードを生じさせ、そこからリスクをかなり正確に評価することができ

るが、これら新しい問題はリスクの評価が非常に難しいということである。こう

した今日の食の安全をめぐる深刻な問題から、消費者の健康をいかに保護してい

くかは重要な課題になっている。

沖縄サミット、ジェノバサミット等、近年の先進国首脳会議でも食品の安全性

の問題が国際的に共通した重要なテーマとして取り上げられてきている。

今日、食品の安全性は「農場から食卓まで」のフードチェーンにおける一貫し

たシステムによって確保されなければならないことが明らかになってきている。

また、コーデックス委員会は、今日的な食品の安全性確保のためのシステムとし

て、「リスク分析」の手法の採用が各国で必要であることを明らかにしている。

しかし、日本では、今回のＢＳＥの国内発生の経過の検証でも明らかになったよ

うに、特に行政において今日的な食品の安全性確保の課題への認識が希薄であり、

有効な措置を採れなかった。その背景として法制度等の問題も存在する。同時に、

消費者の健康保護を優先せず、生産の振興や保護に重きを置いた政策は、結果と

して生産者や事業者への甚大な打撃となって返ってくることとなった。

ＢＳＥに関する問題を調査検討してきた結果、単に問題はＢＳＥへの対応にあ

ったのではなく、食品の安全行政全般に共通した問題であることが明白になった

のである。ここに、食品の安全性の確保に関する基本原則を確立し、食品の安全

性を確保するための法の制定、既存の関係法令の抜本的な見直しを行い、「リス

ク分析」手法の採用を始めとした今日的な食品安全のための社会システムを確立

することが不可欠となっている。

（１）消費者の健康保護の最優先

食品の最終消費をするのは消費者である。消費者は安全な食品を十分な情

報を得た上で、選択できることを保証される権利をもっている。そのために

は、消費者が意思決定に参加し、意見を表明し、情報を提供されなければな

らない。食品の安全性の確保に関する基本原則として、消費者の健康保護が

最優先に掲げられ、このような消費者の安全な食品へのアクセスの権利が位

置づけられなければならない。

こうした消費者の権利を保障するために、生産、加工、流通、販売を含む

「農場から食卓まで」のフードチェーンにおいて、携わるすべての事業者は、

食品の安全性の確保および正確な情報の提供に関する責務を有する。

上記のフードチェーンにおいて、行政は一貫性かつ透明性をもつ管理体制

を確立する責務をもつ。

このため、食品の安全性に係わる関係法において、その法目的に消費者の

健康保護を最優先し消費者の安全な食品へのアクセスの権利を定めるととも

に、その目的を達成するための、予防原則に立った措置も含む行政及び事業

者等の責務を定めるなどの抜本的な改正・見直しが必要である。
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（２）「リスク分析」手法の導入

科学技術の進展により様々な科学的知見が明らかになってくるにつれ、食

品の安全性は、「シロ」か「クロ」かで論ずることが不可能となってきてい

る。食品の安全には「絶対」はなく、リスクは、「食品中のハザードが存在

する結果として生ずる健康への悪影響の確率とその程度の関数である」とさ

れる。

コーデックス委員会は、こうした今日の食品の安全性をめぐる考え方に基

づき、「リスク分析」の手法を各国が採用するべきだとしている。

「リスク分析」とは、消費者の健康の保護を目的として、国民やある集団

が危害にさらされる可能性がある場合、事故の後始末ではなく、可能な範囲

で事故を未然に防ぎリスクを最小限にするためのシステムである。すでに、

ＥＵにおいては、消費者の健康の保護を最優先し、食品安全の確保のための

システムとして「リスク分析」を法に位置づけ導入している。

「リスク分析」は「リスク評価」「リスク管理」「リスクコミュニケーシ

ョン」の3つの要素からなっている。

リスク分析の構成要素、リスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーシ

ョンを具体的に制度化する必要がある。リスク評価は利害関係から独立して

客観的に行われる必要がある。リスクコミュニケーションはリスク管理、リ

スク評価の普及、広報としてのみ行われるのではなく、リスク評価・リスク

管理の過程にも求められる。全過程において透明性が確保されると言う視点

が重要である。

「リスク管理」は、消費者をはじめとしたすべての関係者と協議しながら、

消費者の健康保護を第一の要素とし、その他の要素を総合的に考慮して、適

切な政策・措置を決定・実施する過程として位置づけられなければならない。

「リスク管理」は透明性をもつと同時に、採用された政策の結果は常にモニ

タリングされ再評価されなければならない。

ＢＳＥ問題とそれに引き続いて明らかになった虚偽表示問題は、食品の原

材料の追跡・検証が可能になるようなシステムを必要としている。トレーサ

ビリティは「リスク管理」における重要な手法として位置づけられねばなら

ない。遺伝子組換え食品においても「トレーサビリティ」が課題となってい

るが、今日、食品の安全性の確保のために「トレーサビリティ」は、フード

チェーン全体を通じた全ての食品に適用されるべきシステムである。

「リスクコミュニケーション」は、「リスク分析」の重要な要素として位

置づけられなければならい。とりわけ行政は、消費者を「リスク分析」のパ

ートナーとみなし、消費者とのリスクコミュニケーションを重視し、情報の

公開と提供、参加と対話を強めるべきである。また「リスクコミュニケーシ

ョン」は、「リスク評価」、「リスク管理」の過程においても重視して位置

づけられなければならない。

２ 食品の安全性の確保に係る組織体制の基本的考え方
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食をめぐる今日的な状況に適切に対応していくために「リスク分析」手法の導

入が、食品の安全性の確保に関わる組織体制のベースとなる。

【日和佐委員による項目追加】

（１）リスク分析に関する基本指針の確立

○ リスク評価・リスク管理・リスクコミュニケーションを貫く基本方針

を策定する。

○ 基本方針は「リスク分析」の原則から導かれたもので、実施に当たっ

ての指針を掲げるものとする。

○ 基本指針は後述する新しい行政組織において作成することが望ましい

また、利害関係者の意見を聞き合意の下で作成されなければならない。

(1) リスク分析をベースとした組織体制の整備

①「リスク評価」体制の確立

・「リスク評価｣手法の開発に係わる体制の整備

・「リスク評価｣と｢リスク管理｣の間の機能的分離と相互作用の確保

（２）リスク分析をベースとした組織体制の整備

①「リスク評価」体制の確立

○「リスク評価」の実施は、一貫性、独立性の観点から関係省庁から独立した

行政機関で行うべきである。

○コーデックス委員会の定義に基づき「リスク評価」の４段階（危害（ﾊｻﾞ-

ﾄﾞ）確認、危害特性付け、暴露評価、リスク特性付け）において客観的な科

学的評価を行い得る独立した専門家集団の編成が必要となる。

○その編成や人数については、欧米の体制等を参考に、今日の食品安全に係る

広範な分野をカバーし得る十分なものとしなければならない。

○「リスク評価」の専門家（毒性学、暴露評価等）の絶対数が不足している。

今後は、欧米の大学院への派遣研修、行政と研究の連携強化等により、こう

した人材を早急に育成確保し、ノウハウ・技術・経験の蓄積を図るべきであ

る。

○また、国際機関で整備されているデータや欧米諸国の「リスク評価」結果を

積極的に活用するとともに、「リスク評価」に関し、関連国際機関との連携

を強化すべきである。

○「リスク評価」は、緊急性の高いものから計画的に実施する。その優先順位

については、関係各大臣および消費者の意見を反映するものとするべきであ

る。
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○「リスク評価」の対象には、消費者の健康や安全性の視点から、家畜飼料や

動物用医薬品も含められなければならない。加えて、水、ダイオキシン、内

分泌かく乱物質、家畜伝染病、土壌などもその対象とするべきである。

○「リスク評価」の対象については、消費者や市民団体など外部からの発議も

取り入れるべきである。

○「リスクの特性づけ」においては、特定の人口集団（乳児・高齢者・障害を

持つ人など抵抗力の弱い集団）に対するリスクの配慮が重視されなければな

らない。

○専門家集団の人選は、公正・中立な立場から客観的な科学的評価が行い得る

視点から広く行われなければならない。その意味で、海外からの応募も含め

た公募制も採用されるべきである。

○「リスク評価」の過程、対象の選定や優先順位、リスク評価の年次計画の策

定などには、消費者も含めた利害関係者が参加して意見交換・検証すること

が必要であり、特に消費者は然るべき位置をもって参加が保障されるべきで

ある。

また、ＥＵの例のように、「リスク評価」を行う行政機関の年次の事業計画

や予算の決定の場には、消費者代表の参画を保障することが必要である。

○「リスク評価」の結果は、公開されるとともに一般の人にも容易に理解でき、

利用されるようなものでなければならない。そのため、「リスク評価」を行

う行政組織に消費者・国民へのリスクコミュニケーションを行う部署を設置

することが必要である。

○食品のリスクに関する研究は、研究機関においても強められるべきであり、

「リスク評価」を行う行政機関と研究機関との情報交換・連携が緊密になさ

れるべきである。

「リスク評価」と「リスク管理」の間の機能的分離と相互作用の確保

○現在の日本の食品安全行政においては、「リスク評価」と「リスク管理」の

両方の機能が区別されず渾然一体となっており、その問題はＢＳＥの国内発

生の経過の検証からも明らかである。

○こうした日本の現状を抜本的に改革することが必要である。ＥＵ及びＥＵ各

国のこの間の食品安全行政組織の改革の共通点は、独立した「リスク評価」

機関を設置したということである。特に産業振興の役割を担う機能・組織か

らの分離・独立が不可欠である。

○リスク評価を行う行政機関の独立性を保つため、その組織のあり方について

慎重に検討するべきである。

○リスク評価を行う行政機関の独立性を担保するとともに、「リスク管理」を

行う行政機関に対して、その「リスク評価」の結果を通達し、リスク管理を

行うよう勧告できるようにすること。「リスク管理」を行う行政機関（関係

各省）は資料の提供をはじめとして協力体制をとるべきである。

○リスク評価を行う行政機関とリスク管理を行う行政機関とは、相互に必要な

情報交換を行い得るようにし、そのための通常および緊急の際の適切な協議

を制度化すべきである。
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②「リスク管理」体制の確立

・食品行政の機能別分担の再検討と相互調整システムの確立(後述(3))

・リスク管理を分担する各省庁に「危機管理体制」の整備

・縄張りを超えて移動･調査･指揮･命令できる機動的な食品安全対応

② 「リスク管理」体制の確立

Ａ 食品行政の機能別分担の再検討と相互調整システムの確立

○基本指針に基づき、食品行政の機能別分担を再検討し、相互調整システムを

確立する。リスク評価を行う行政機関と関係各省および各省間の政策調整シ

ステムを制度化する。

○各省はリスク管理の実施に当たって、消費者その他の利害関係者の意見を反

映するものとする。

○食品の安全行政に係わっては、食中毒等の管理は医療も含んだ厚生行政、農

薬は農水・環境行政であるが食品中の残留管理は厚生行政、動物用医薬品は

農水行政でその食品中の残留管理は厚生行政、ダイオキシンや内分泌かく乱

物質等は環境行政という形で行われている。

○例えば農林水産省は産業振興の役割を分担しており、その役割分担から農薬

や飼料を所掌することには合理的な根拠があり、「食品安全行政の一元化」

との一律の考え方によってその所掌事務を他の組織に移しかえることには無

理がある。リスク分析の原則に則り、独立した「リスク評価」機関の設置に

よって「リスク管理」を担う行政との機能分担をはかることが合理的である

と考えられる。

○同時に、「リスク評価」機能を分離・独立したとしても、農薬や動物用医薬

品、飼料及び飼料添加物、容器包装などの新規の許認可に際してのルールを

改め、「リスク評価」が行われ、「リスク評価」に基づいた「リスク管理」

による政策決定（食品中への残留規制）がなければ許認可がなされないよう

にする制度が必要である。

○また、食品の安全に係わる個別の法律において、その法目的に「消費者保

護」や「安全性の確保」が規定されておらず、合わせて、そのための行政の

責務が定められずに多分に行政の裁量が認められている法制度のもとでは、

今回のＢＳＥの国内発生を許した教訓にも明らかなように、農林水産省・厚

生労働省相互の連携・牽制が働かないこととなる。従って、食品の安全に係

わる個別法において、「消費者の保護」や「安全性の確保」を明文化し、食

品の安全に関する基本原則に従って制定される包括的な法に整合させて、改

正する必要がある。

Ｂ リスク管理を分担する各省庁に「危機管理体制」の整備

○危機管理に際して、迅速な警戒体制及び予防措置を行うために、「リスク管

理」を分担する各省庁に危機管理体制を整備することが必要である。
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○危機管理には地方公共団体も協力するものとする。

○危機管理の必要性が生じた場合、日常的な管轄を越えて移動・調査・指揮・

命令が機動的にでき、食品の安全の確保に迅速に対応できる、各省庁横断的

な行政組織を構築する。

③｢リスク･コミュニケーション｣の確立

・消費者を始めとするすべての利害関係者の間で、リスクに関する情報

・意見の相互交換を行うことの制度化

・とくに広報担当コミュニケータの育成

③ 「リスク・コミュニケーション」の確立

Ａ 消費者を始めとするすべての利害関係者の間で、リスクに関する情報・意

見の相互交換を行うことの制度化

○リスク分析手法において、リスクコミュニケーションは重要な役割を持って

おり、そのなかにおいて消費者の参加、消費者への情報公開・積極的な情報

の提供を位置づけることが重要である。消費者に対する積極的な情報の提供

は、消費者の参加を積極的に進める前提として必要である。また、消費者に

正しい情報量が少ないほど消費者のリスクの認知は大きくなることは今回の

ＢＳＥ問題での教訓でもある。その観点から、リスクコミュニケーションを

総合的に推進する機能・組織を確立する必要がある。

○危害（ハザード）とリスク、リスクに関する因子およびリスクの認識に関し

て、リスク評価実施者、リスク管理実施者、消費者、産業界、学会およびそ

の他の関係者の間で、「リスク評価」によって明らかにされた結果について

も説明、および「リスク管理」の決定の経過を含め、「リスク分析」のプロ

セス全体を通じて情報および意見の相互交換がなされることを制度化する必

要がある。

○「リスク評価」及び「リスク管理」にかかわる情報は、「行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律」第５条各号に規定された情報を除いて、消費者

が自由にアクセスすることを可能とし積極的に一般に公開されることが必要

である。

○リスク評価者とリスク管理者と消費者との対話を促進することが必要であり、

消費者を対象とした「公聴会」や「意見提出」の制度を設けることも必要で

ある。公聴会については、行政側が積極的に開催するとともに、消費者から

も開催の請求ができるように制度化すべきである。

○リスク評価やリスク管理に関する情報公開・提供に当たっては、欧米の例も

参考に、登録した希望者に対して制度の変更に係わる情報を、その都度、イ

ンターネットを通じて提供する手法等も導入すべきである。

○リスクコミュニケーションを総合的に分担する組織は、ＥＵの例も参考に

「リスク評価」機関に置くことが適切である。また、リスク管理を分担する省

庁においても、リスクコミュニケーションに係わる機能・体制を整備する必
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要がある。

Ｂ 特に広報担当コミュニケーターの育成

○ リスクコミュニケーションが適切に機能するためには、情報が受け手にと

って解りやすいことが必要である。そのため、海外の例も参考に、一般の人

向け、子供たち向けなど、受け手の特性にあわせた情報の提供など工夫が必

要である。

○「リスク評価」、「リスク管理」を担う組織とともに広報担当コミュニケー

ターの育成や消費者のモニター制度なども検討されるべきである。

(2)関係省内の関係部局間連携、政策調整のあり方

(3) 省間の連携、政策調整のあり方

・｢食品の安全｣をめぐる政策調整について省間で｢覚え書｣の交換とその公

表を通じて積極的政策調整の担保

（３）省間の連携、政策調整のあり方

・「食品の安全」をめぐる政策調整について省間で「覚え書」の交換とその公

表を通じて、積極的政策調整の担保

○「食品の安全性」機関と「リスク管理」機関との間において十分な連絡と協

調を行いながら協力し、各々の機関の責任を果たせるようにしていくために、

行政機関の間で「覚え書」を交換し、その内容を公表することによって、実

際の協力が働くようにしていくことが必要である。

○この覚え書には、「リスク管理」を担う省庁相互の間でも、各省庁が所有し

ているデータ・情報について、必要なものは共有化をはかるとともに、一方

からの要請により相手方からデータ・情報を提供する旨を盛り込むなどが検

討されるべきである。

(4)国際的な情報収集能力の向上と国際機関･主要国との連携・調整のあり方

・ＥＵおよび国際機関と日本との科学者の交流の促進

（４）国際的な情報収集能力の向上と国際機関・主要国との連絡・調整のあり方

・ＥＵおよび国際機関と日本との科学者の交流の促進

○近年、食品の安全性に係わる事態は、貿易の活発化により世界同時多発的な

様相を強めている。
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○こうしたことから、食品安全に係わる危害情報や新しい科学的知見や技術な

どの迅速な情報入手をはかるため、国際機関・主要国などからの情報収集体

制の特段の強化が必要である。このため、海外情報収集と国内への情報提供

を一元的に担う機能を、「リスク評価」機関に配置することが必要である。

○国際機関や主要国との連絡・調整の機能を強化することも必要である。現在、

各省庁が有している海外駐在体制や情報収集機能について、情報の一元化や

効率化の視点から有機的に行えるようにそのあり方を見直すことも必要であ

る。

○ＥＵや国際機関など、海外の情報を一層積極的に国内に導入するために、こ

れらの国・機関の科学者との交流を積極的に強めるべきである。

○収集された海外情報については、リスクコミュニケーションの強化の観点か

らも、広く一般にもアクセスできるようにしていくべきであり、この観点か

ら海外情報の翻訳・提供も強化されるべきである。

（５）その他の重要事項

食品安全の確保から、以下の個別の問題を重視して取り組む必要がある。

① ＢＳＥ・変異型ＣＪＤに関する研究体制の整備

○ＢＳＥや変異型ＣＪＤについての発生のメカニズムは解明されておらず、

研究体制を整備・強化し、そのメカニズムの解明を急ぐべきである。

②食品に関する表示制度の抜本的見直し

○食品の表示のあり方は、消費者にとって安全性の確保や品質の確認、選択

の保障という、消費者の権利に関わる問題である。

○この間の一連の偽装や虚偽表示の防止、および消費者の権利を最優先して

保障するために、現在の各種表示制度について一元的に検討し、そのあり

方を見直す必要がある。

○このため、消費者も参加する検討の場を設け、そのあり方を至急に検討す

ることが必要である。

③家畜伝染病予防法への公衆衛生の視点の導入

○近年、家畜伝染病が人にも伝染する事例が増加していることから、必要な

家畜伝染病についても「リスク評価」機関のリスク評価の対象とし、リス

ク管理機関との相互連携のなかで対応していくべきである。

④食に関する教育いわゆる「食育」の必要性

○今日の食品の安全性をめぐる事態に照らし、学校教育における食品の安全

性や公衆衛生及び「リスク分析」などに係わる基礎的知識の習得・教育を

強化する必要がある。

○農業や食品産業など、フードチェーン全般にわたる基礎的な知識および栄

養や健康に関する教育も充実させる必要がある。

⑤アジアにおけるＢＳＥ発生国としての国際貢献

○アジアにおける最初のＢＳＥ発生国として、その発生にいたった経過を明

らかにしアジアにおいて日本のような事態が発生しないように、日本にお

けるＢＳＥの教訓の情報の提供を行うべきである。そのためにも、日本に

おけるＢＳＥ発生の原因究明を早期に行うことが必要である。
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○とりわけ、ＢＳＥに関するリスクコミュニケーションの欠如が、生産・流

通にも甚大な影響を及ぼす結果となっており、リスクコミュニケーション

のあり方に関する教訓の情報提供も重要である。

３ １および２の実現のため、基本法ならびに新組織体制構築等のための検

討機関の設置（→委員長から削除提案）

１の食品の安全性の確保に関する基本原則とそれに基づく２の組織体制

の基本的な考え方を踏まえ、

(1)食品の安全性の確保に関する基本原則を内容とする｢食品安全基本法｣

(仮称)の制定と、食品衛生法を始めとする食品安全性の確保に関連する

法制度の抜本的見直し

(2)欧州各国における組織見直しを参考に、食品の安全性の確保に必要な

条件をビルトインするため、新たな組織体制の構築

を図ることとし、１年以内を目途に改革のプログラムとその実現の工程表

を策定する検討機関を設置（→「政府においては、国民合意の下、早急に

成案を得て、必要な措置を講ずること」（委員長修文案））

３ 新しい食品安全法（基本法）の制定ならびに新しい行政組織の構築

新しく制定される法は「リスク分析」や「トレーサビリティ」の導入等、か

なり具体的でシステマチックな事項も規定されることになる。基本法は理念法

であるのでそぐわないのではないか。「食品安全法」（仮称）とした方が実効

性は高いと考えるがどうか。

１および２に掲げた事項を実現するためには、新しい法律の制定と行政組織の

構築が必要となる。

政府は、以下の２点について、６ヶ月（１年）を目途に成案を得て、必要な措

置を講ずるべきである。

その検討に当たっては、その経過を常に情報公開し透明性を保つとともに消費

者をはじめとして広く国民の意見を聞き、合意の下に成案を得るよう努めなけれ

ばならない。

（１）食品の安全性の確保に関する基本原則、「リスク分析」の導入を重点と位

置付け、リスク分析の分担及び手続き、ならびに消費者の参加の保証を内容

とする「食品安全（基本）法」（仮称）を制定し、食品衛生法その他の食品

関連法を抜本的に見直す。

（２）欧州各国の食品安全機関の再編成を参考にして、リスク評価機能を中心と

し、独立性・一貫性をもち、各省庁との調整機能をもつ新たな食品安全行政

機関を設置する。

欧州各国における食品安全機関の再編成を参考とするに当たって、組織・
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機関をそのまま日本に導入することは危険である。欧州における状況を精査

し、日本における現状とを具体的に比較検討した上で、新しい行政組織を構

築していくべきである。

４ その他の重要事項

・食品行政に関して、

①ＢＳＥ・変異型ＣＪＤに関する研究体制の整備

②食品に関する表示制度の抜本的見直し

③家畜伝染病予防法への公衆衛生の視点の導入

④食に関する教育いわゆる｢食育｣の必要性

⑤ アジアにおけるＢＳＥ発生国としての国際貢献

等といった課題も重要であり、これらについても上記３の検討機関におい

て検討する（→委員長から削除提案）

。→ ２－（５）に記述


