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委員会における主な御意見

Ⅰ 報告書の取りまとめについて

○ 新しい組織の話などがマスコミなどに出て議論になっているが、あくまでも消費者の

健康保護を第一の基本に据えて、今後の食品安全行政がどうあるべきかをまず考えるべ

き。その上で組織、制度がどうあるべきかを議論すべき。（和田委員）

○ 食品の安全を考える場合、ＢＳＥだけの問題でなく、感染症、ダイオキシン、内分泌

かく乱物質などいろいろ問題が出ている。この委員会のメンバーはＢＳＥを入り口とし

て食品の安全を検討しているが、組織の具体的な絵を描くまでは無理である。そういう

メンバー構成にはなっていない。（和田委員）

○ 過去の行政対応を検証することにより問題が明瞭になり、その問題を解消していく場

合の理念が何であるかといった方向性を出すことにより、自ずと次の展望が出てくるの

ではないか。ただ、その展望については、我々は必ずしも詳細なところまで答えを出す

準備がない。我々は方向性を提示した上で、何らかの機関・組織で、消費者を含めた形

で、詰めていくということが必要になると考えている。その過程で、ＥＵ委員会で、理

念・組織の変更の基礎となった食品安全性白書を作っているが、我が国でも、農水省、

厚生省などが参画しながらそのようなものを作るというのがスタートになるかもしれな

い。（高橋委員長）

○ 報告書については、まず、何が問題であったかをまとめる必要がある。第１に、意志

決定、政策決定の不透明さ、第２に、農林水産省と厚生労働省の利益が相反するので分

離して、その上で連携をとる仕組みとなっていたものの、連携が不十分である上に、相

互にチェック機能が働いていなかったこと、大きくはこの２つである。更に言えば、消

費者保護が優先順位の一位という考え方がなかったことが問題である。

その次に、今後食品の安全性を考えるに当たり何が必要なのか記述し、そして、Ｅ

Ｕ、フランス、イギリス、ドイツを参考にして、それを実現するためのどのようなシス

テムが必要かを記述するといった構成ではないか。（日和佐委員）

○ これまで調査してきたことの問題点を報告書に書くべきである。それは大きく分ける

と、３つか４つに分かれる。１つは、９０～９６年までであるが、これについては、今

日資料が出てきたばかりなのでどの程度書きこめるか不安がある。２点目は、ＢＳＥが

人にうつるということが確認された９６年であり、ＷＨＯ勧告を巡る我が国の農林水産

行政、食品行政の問題点があげられる。３点目はＥＵのステータス評価を巡る問題点で

あり、これは消費者としても大きな課題と考えている。もちろんＥＵのステータス評価

によってＢＳＥの発生をくい止められたという状態ではないと思うが、あの評価をキチ

ンと受け止めていれば発生した時にこのような混乱は起きなかったと予想され、そうい

った点を含め大きな出来事であると考えている。４点目はＢＳＥ発生後の混乱した状況



－2－

である。

ここで出てきた行政の問題点としては、１つは政策決定の過程が不透明であり、ＷＨ

Ｏ勧告、ＥＵのステータス評価などへの対応がどうしてそうなったかがわからない。も

う１つは縦割り行政の弊害もあげておく必要がある。

このような形で委員会で検討した結果をまとめた上で、今後の食品行政として何が必

要であるかをまとめていくという整理にすべきである。（日和佐委員）

○ （過去の行政対応の検証については）今の４つの点の他に、１０月１８日までの短い

期間に全頭検査体制ができたことは評価すべきである。（山内委員長代理）

○ 報告書のフローとしては、改善すべき項目、大命題、制度、組織、そしてその後の実

行のモニタリングという形ではないか。改善すべき項目としては生産者、消費者、国民

の信頼回復、国際的対応、両省（行政と研究も含む）の連携、大命題としては消費者保

護、食品安全性・品質確保、表示、制度としては食品の安全監視、リスク管理・コミニ

ケーション等である。組織については４つの考え方があり、①食品安全庁などの独立し

た機関、②既存組織の活用等で内閣府など、③どちらかの省への統合、④何もしないと

いうことであるが、④はないだろう。実行のモニタリングは、事後評価の機関も含め、

透明性の確保も必要なので、第三者機関の設置、その公表といった内容となるのではな

いか。（藤田委員）
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Ⅱ これまでの行政対応の検証について

１．英国におけるＢＳＥ発生を踏まえた対応（１９８６～１９９５年）

○ ＢＳＥが社会的に大きな問題となった時期は、ＢＳＥの発生が１万頭を超し、人にう

つるという話が出てきた９０年、ｖＣＪＤとの関連が公表された９６年、ヨーロッパで

急増した２０００年の３つの時期である。９６年、２０００年については検証はだいた

い終わっているが、９０年については検証が十分でない。９０年からＢＳＥが各国に広

がって行った。９０年は９６年よりも重要な時期である。（山内委員長代理）

○ ９０年６月には、英国への調査を行ったことにより、農水省には詳細な情報があった

のにそれへの対策が必ずしもできていないように思える。この段階で対応をもっと検討

すべきであったのではないか。（高橋委員長）

○ ９０年～９１年頃の国際機関の報告等について、ＯＩＥのミーティングレポートにお

いて、「ＢＳＥの存在していない国でのＢＳＥの発生防止」として、「反すう動物由来

のたん白質を反すう動物に飼料として与えることについての政策、条件を見直すべきで

ある」という勧告の部分があるが、これに対して我が国はどういう対応をしたのか。

（山内委員長代理）

２．英国政府機関の発表、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）

○ ＷＨＯ勧告や国内での専門家による検討会の勧告を踏まえ、９６年４月に行政指導の

通達を出したことについては、いろいろ議論があるが、ＷＴＯへの通報等法的禁止には

時間を要することから、指導で早急に措置を講じるということが当時は重要であったと

思われ、また、衆議院、参議院両院の附帯決議でも指導の重要性が確認されている。

（藤田委員）

○ ＷＨＯ勧告の最終報告書は、（９６年）５月７日に農水省に送付されているが、（資

材審議会飼料部会では）その９月まで議論されておらず、９月の部会でも最終報告書が

提出されていない。政策の決定が個人の判断で行われているのか、議論を行った上で決

めたのか究明すべき。

これについては、厚生省も関与しているが、農水省が取り上げなかったことについ

て、厚生省は何も言わなかったのか。縦割り行政はチェック機能が効くという面もある

が、この件については、厚生省はチェック機能を果たしていなかったのか。（日和佐委

員）

○ （９６年にＷＨＯ勧告の最終報告を入手した後、同報告を農業資材審議会飼料部会に

報告しなかったことについて）ＷＨＯ勧告の最終報告とプレスリリースは差がなかった

としているが、プレスリリースの中の３では「ＢＳＥが発生した国は」と条件が付いて

いたのが、最終報告では「各国は」に変わっており、条件がなくなっている。したがっ

て、審議会に当然、報告すべきであったはずであり、情報提供が不十分だったことは否
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めない。（日和佐委員）

○ ９６年の時点で、（反すう動物由来の肉骨粉等を反すう動物へ給与することについ

て、）ＢＳＥ発生国以外は自主的禁止の状況であったことはわかるが、その後、米国は

９７年８月に、豪州は９７年１０月に法的に禁止を行ったことをきちんと認識すべきで

はないのか。（山内委員長代理）

○ 肉骨粉の使用を行政指導に留めたことについて、９６年はアメリカ、オーストラリア

でも行政指導であったことから、日本が（法的規制を）率先して行うことを躊躇したこ

とは理解できないわけではないが、国民の安全を守るのはその国の行政の役割である。

９７年にアメリカ、オーストラリアが法的に規制した時点で審議会に報告もなく対応も

なかった。行政対応上の問題があったと認識せざるを得ない。（日和佐委員）

３．ＥＵのＢＳＥステータス評価に関する対応（１９９８～２００１年）

○ ＯＩＥの評価基準ができたのはいつか。また、この基準についての国際的評価、特に

ＥＵ以外の国の評価はどうだったのか。日本は、ＥＵステータス評価ではなくＯＩＥ基

準が適用された方が甘くなると考え、ＯＩＥ基準を適用すべきと主張したのではない

か。ＯＩＥの基準に準拠すべきことを主張する政策決定はどのようにしてなされたの

か。（日和佐委員）

○ ＥＵは、ステータス評価報告案において、ＳＲＭの除去、レンダリングラインの分

離、サーベイランスの強化等３つぐらいの勧告を行っているが、これに対して２００１

年９月以前に、我が国においてどうような対応がなされたのか。（小野寺委員）

○ （第３回委員会の委員御指摘に関する資料について）、厚生労働省の資料では、ＥＵ

のステータス評価に係る厚生労働省の関与について、この問題は肉骨粉政策に係る評価

が主な論点だから対応しなかったとあるが、ＥＵステータス評価は、肉骨粉政策だけだ

ったのかどうか。この問題については、行政の縦割りで遠慮しあうということではな

く、相互のチェック機能があってしかるべきことではなかったのか。（高橋委員長）

４．英国以外のＥＵ諸国でのＢＳＥ発生の急増以降の対応（２０００年～）

○ ８月６日に病気の牛が検査にまわってから、その後の対応が混乱していたが、ＢＳＥ

が発生した時に緊急的な対応としてどうすべきかという計画が考えられていたのかどう

か。米国ではそのような計画が公表され、英国でも緊急計画ができていなかったことが

大きなミスとして指摘されているが、我が国ではそのような計画はなかったのか。（山

内委員長代理）

○ 両省で異なる基準でサーベイランスを実施している。両省が異なることをやっている

状況でＢＳＥが発生した。ＢＳＥの発生を想定したマニュアルがなかったことが問題で

ある。（山内委員長代理）

○ サーベイランスの強化を「清浄国」の確認のためとしていたのは、手間が掛かること

を関係者に対し依頼するにはこういう言い方しかないのかなと当初思っていたが、役所
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も本当は「清浄国」を確認するという希望的観測が強かったのだと感じた。（岩渕委

員）

○ ８月６日以降の農水省の対応は、認識の甘さが各所に出ている。例えば、８月２４日

のＦＡＸに気づかなかった点、その後担当者不在により連絡がとれなかった点などは、

個人の問題ではなく、全体に危機意識があればキチンと対応されているはず。

また、９月１２日から１３日にかけて、当該牛がレンダリング処理されていたことが

判明したことについて、畜産部長以上に報告されていないのは、重要性の認識が足りな

かったのではないか。（和田委員）

○ 科学者の立場からすると、科学的に診断されたものが、行政的な判断で「疑似患畜」

となるのはおかしい。ＢＳＥの確認について、１頭目は英国で行い、２頭目以降は日本

でやっても大丈夫であるという対応は、日本の検査技術が信頼されていないことにな

る。「疑似患畜」とするのはＢＳＥに限ったものではなく、口蹄疫の場合も、宮崎県で

発生した時に、ＯＩＥの基準では完全に陽性だったが、「疑似患畜」とされ、北海道で

ウィルスが分離されて初めて陽性と確定した。「疑似患畜」とするプロセス自体が疑問

である。（山内委員長代理）

○ なぜ（８月６日から）何週間もたった段階で英国に確認依頼したのか。国民から見る

と、我が国には検査能力がないから英国に依頼したと受け取るが、これは本当なのか。

また、緊急事態が起こった場合の対策には迅速さが必要であるが、確認のために１ヶ

月もかかるのは全くおかしい。こういうものの積み重ねが国民の不信につながってい

る。（加倉井委員）

○ 国民が牛肉消費をためらっているのは、「安全宣言」が出たものの、また発生し、国

民の期待が裏切られたとの認識があるからである。（農場での）全頭調査は、外観から

起立不能かどうかを調べるだけで、これでは科学的に安全とは言えない。しかし、新聞

の見出しでは「安全宣言」となっており、見出しだけを見る人もいる。国が安全と言っ

たがＢＳＥが出ると、国の言うことは信用できないということになる。（加倉井委員）

○ 安全宣言がどういう意味での安全宣言であったか、マスコミの伝え方にも若干問題が

あったかもしれないという反省はあるが、どういう伝わり方をするのかを見通した上で

役所は対応すべきであったと思われる。（岩渕委員）

○ １０月１８日までの短い期間に全頭検査体制ができたことは評価すべきである。この

体制ができた背景としては、１９８０年代半ばからの１０数年間にわたるスクレイピー

の研究の実績により、１ヶ月間で全頭検査体制を構築することができた。しかし、その

研究を始めるに当たっては、１９７０年代半ばに、研究者がスクレイピーの病原体を研

究材料として使用するため、農林水産省に輸入申請したが許可されず、その後１９７９

年に輸入された羊が病原体を持ち込んだことにより研究が可能となった。そうした背景

も報告に付け加えるべきである。（山内委員長代理）

○ 出荷できないでいる乳廃牛がへい死牛になって闇から闇へと処理されてしまい、我が

国のＢＳＥ汚染レベルが不明になってしまうことが恐ろしい。確かにＢＳＥが発生すれ
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ばパニックになり問題が起こるかもしれないが、それは今の話であり、将来を見通せ

ば、我が国がどのくらいの汚染レベルにあるかという現実をしっかり確認するというこ

とは重要である。（日和佐委員）

５．厚生労働省と農林水産省の連携について

○ 中央省庁等改革では、利益が相反する場合は別々の所管にし、その場合はそれぞれが

責任分担を果たしながら緊密な連携を確保していくべきということで、厚生労働省と農

林水産省の関係が新たに発足したと思うが、この定期懇談会では、緊密な連携とは言い

難い。（日和佐委員）

○ 例えば、飼料安全法では、厚生労働省は農林水産省に対し意見を言えるようになって

おり、この制度を積極的に活用すべきであった。そのような本当の意味での連携が図ら

れていくべきであったが、行政が縦割りになっており、互いに関知しないという態度を

とったために対策が遅れたという事実は大きな問題である。（日和佐委員）

○ 両省は利害が相反するので分かれたのだから、互いにチェックする機能が必要であ

る。しかし両省ともそれがされていなかった。（日和佐委員）

○ （各省間の政策調整について）他の省の施策について、「提言・協議・調整を行い得

る」となっているが、こう書くと裁量の余地がある。他人の仕事に口を出すのは難しい

が、人命・健康に係ることは、遠慮が命取りになる。「提言・協議・調整を行わなけれ

ばならない」とすべき。「～できる」という法律用語が多いので、関係する法律も、場

合によっては見直す余地があるのではないか。（岩渕委員）

○ 厚労省は農水省に遠慮しながら言っていたと思うが、食の安全については国民全部が

応援するので、もっと強く打ち出すべきである。（加倉井委員）
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Ⅲ 「今後の畜産・食品衛生行政のあり方」について

１．食品の安全に関する原則

○ 各国はそれぞれの基盤があるので、理論どおりには行かないということがわかった。

単純にシステムをそのまま導入するということではなく、我が国として、どういう考え

方で行けばいいか、食品の安全に関する哲学をまず整理した上で、そのためにどういう

システム・組織が必要なのか議論をする必要がある。（日和佐委員）

○ 食品の安全には、「絶対安全」というのはなく、リスクは「確率」であることを消費

者にわかってもらわないといけない。（加倉井委員、竹田委員）

○ 諸外国における畜産・食品行政に関する役割分担は国の事情により対応状況が異なる

が、いずれも食品の安全性の確保、消費者保護に重点が置かれている。（藤田委員）

○ ＢＳＥが大問題になったのはｖＣＪＤとの関連があるからであって、この点でもアセ

スメントが抜けている。食品に重点がおかれているが人の健康という観点が重要なので

はないか。「健康被害」をキーワードにできないか。（竹田委員）

○ 食品安全性に関するリスク分析については、「食品の安全の確保」の観点から是非制

度化すべきである。（和田委員）

○ 今後消費者保護が一番優先されるべきであるが、何が必要かに関しては、内分泌かく

乱物質、遺伝子組み換え技術、ダイオキシン、クローン牛等に係る危険性のコントロー

ルなど、これまでの概念では処理できない新しい問題にどう対応するかを考えると、

「リスクアナリシス」は導入せざるを得ない。（日和佐委員）

○ リスクアセスメント、リスクマネージメント、リスクコミニュケーションなどは、予

防、消費者保護、独立性の保持といった３つの原則が重要。（砂田委員）

２．食品の安全に関する組織のあり方

○ 食の安全というのは、科学的基盤に則り、行政は科学者と相談して取り組む必要があ

る。（山内委員長代理）

○ どういう組織・システムを作るかは先の話であり、まずリスク評価とリスク管理をは

っきり分離することが必要。また、情報公開を徹底して、政策決定がどういう経緯でな

されているかをはっきりさせることが必要。（和田委員）

○ 例えば農薬のリスク評価とリスクを管理する基準値の設定は同時に行われている。リ

スクの評価と管理は一緒になって行われており、切り離されていない。（日和佐委員）

○ 現状では、リスク評価とリスク管理を同じ組織がやっているが、リスク評価すると、

規制つまりお金がかかり、それを誰が負担するかで政治的に圧力がかかる。その結果と

して、リスク評価をしたけれども出さないでおいて、リスク管理の体制が整ってから、

リスク評価が出てくるというやり方になっており、分離するのは一つの案である。ヨー
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ロッパでもそういう流れが出てきた。（加倉井委員）

○ リスク評価を行う上でも、産業担当官庁から離れて、リスクマネージメントとは別の

組織で、科学的な立場から実施するべきであろう。少なくともこういった切り離した形

でのリスクアセスメントの組織がなかったことは反省すべきである。（高橋委員長）

○ 英国の「海綿状脳症諮問委員会（ＳＥＡＣ）」やＥＵの「科学運営委員会（ＳＳ

Ｃ）」では純粋な科学的なリスクアセスメントが行われている。これらの機関では、自

発的に問題点のピックアップをし、そのリスクアセスメントを行い、それができた上で

リスクマネージメントを行うという体制となっていることを理解する必要がある。我が

国の厚生労働省の審議会では、科学的に言えば安全かどうかなど、こちらが言いたいこ

とではなく、問題提起された先のことだけ議論し、根本的な問題については議論がなさ

れておらず、リスクアセスメントにはなっていない。（山内委員長代理）

○ 専門家の意見が通用せず、例えば審議会でまとまったものを、行政は、聞いていない

かもしくは部分的にしか聞かなくていいことになってしまっている。報告書の中で、専

門家の意見を聞くシステムを作ることを書くべき。（竹田委員）

○ 日本は、専門家を非常に大事にしない。専門家が科学的にきちんと検討した結果を行

政に持ってくると、消費者、生産者、政治家の利害が錯綜するが、基本的には科学が判

断基準の中で分かっている中では最善。専門家の意見を大事にすべきである。（加倉井

委員）

○ リスクアセスメントについては、科学者が厳格な評価を行い、さらに問題点をピック

アップするような独立した機関が必要。（岩渕委員）

○ リスクアセスメントについては、組織を独立するかは今後詰めていく必要があるが、

機能的に独立することについてはほぼ委員の合意はできていると解釈している。（高橋

委員長）

○ はっきり言えるのは、リスク分析を制度として入れることが大事である。リスク評価

は不十分かもしれないがある程度できているが、リスク管理は消費者も加わって議論す

る形にはなっていない。行政内部で、社会、経済、政治などを配慮して判断することに

なってしまっている。何かあると審議会で答申が出ているということを言うが、審議会

がリスク管理を行う場になっているかどうか疑問である。（和田委員）

○ 一番大事なのは、リスクアナリシスシステムを取り入れていかざるを得ない状況にあ

るということである。リスクアナリシスの考えを入れるに伴い、当然予防原則の考えが

入るし、リスクコミュニケーションとの関係では情報の開示という考えが入る。また、

何よりも優先されるのは、消費者保護のプライオリティをきちんと位置付けることであ

り、その中では当然消費者の参画という考えが入ってくる。そのような基本的な考え方

を話し合い、合意した上で、その考え方を導入するにはどのような組織が必要かという

ことで話を進めていくべきである。（日和佐委員）
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○ 安全性については科学者のリスクアセスメントがあるが、それについてどう考えるか

というリスクコミ二ケーションが必要であるけれども、それが十分に行われる場がな

い、情報が十分提供されていないという意味で、リスクアナリシスというシステムを新

しい技術に対しても導入すべき。（日和佐委員）

○ リスクマネージメントはそれぞれの場でそれぞれの役所がやっているが、消費者保

護、情報開示がどの程度なされているかがわからない。特に消費者保護は業界振興との

関係をどのように考えていくか難しい点もある。消費者保護、情報開示は、言いっぱな

し、聞きっぱなしであればいくらでもできるが、具体的に反映されるようにするにはど

うすればよいか。現時点ではそのような素地すらないことを懸念している。（岩渕委

員）

○ 食の安全確保など消費者保護、情報開示、政策のサーベイランスなどの機能をどこに

持たせるか。どこかにそのようなシステムを持たせることについては委員の意見が一致

していると思う。どういう組織を作るか決め打ちは難しいかもしれないが、こうした機

能をどこかの組織が責任を持って果たせるような形での組織の考え方を報告書に盛り込

む必要があるのではないか。（岩渕委員）

○ １点目の農水省の対応、２点目の両省の連携の問題を解決するものとして、総理大臣

が食品安全庁のような新たな組織について言及しており、各新聞等も賛成的な意見を掲

載しているが、何の解決にもならない。新たな組織で誰が働くのかと言えば、農林水産

省と厚生労働省の出身者が働いて、形式的に統合されるだけで、同じことを繰り返すだ

けである。（竹田委員）

○ 内閣府にある「総合科学技術会議」では、関係省庁はここでの専門家の意見に従うこ

とにより我が国の科学技術政策が１本化する仕組みとなっている。こうした先例を参考

にして、例えば、内閣府に、総理大臣を議長として、国民の健康被害を考える「健康政

策総合会議」のようなものを設置し、リスクアセスメントに関する骨太の方針を策定す

るなど、権限を持った専門家の考えを行政に反映させるシステムを構築して欲しい。

（竹田委員）

○ 英国でＢＳＥが発生した８６年の状態を考えると、当時英国では農漁食料省が食品衛

生からと畜場まで一元化して担当していたが、最初は動物の健康対策を行い、人の安全

対策は１年半遅れた。ＢＳＥの発生の状況や危険性の情報が保健省に伝わるのが遅れた

ためである。その後、９０年にＳＥＡＣが保健省と農漁食料省の合同の委員会として作

られ、そこで研究者が特定危険部位の除去等人への安全対策を考えた。こういう英国の

経験を踏まえた上で我が国でどのようにやっていくかを考えるべきであり、簡単に一元

化という議論ではない。少なくともリスク評価は専門家がやるべきであるが、リスクマ

ネージメントの一元化は、改組を行った諸国の現状はどうであるか、過去はどうであっ

たかの検証をじっくりやるべきである。（山内委員長代理）

○ 安全に対する第三者的な機関が必要だが、まず、今のままでも十分できること、足り

ないことの整理が必要なのではないか。新しいシステムを作って、マニュアルができ
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て、今の組織ではやらなくても済んでしまうことが否応なくやらなければならなくなる

組織にする必要がある。（和田委員）

○ 新しい組織・法律を作るのも必要だが、最後にはそこにいる人の哲学である。（和田

委員）

○ 今後行政システムを考える上では、リスク分析の体制についての現状把握が重要であ

り、また、行政改革の時代であり、「焼け太り」は許されないので、そのようなことも

踏まえて検討しなければいけない。（岩渕委員）

○ 安全性の問題は、予防原則をどう考えるかである。エイズなどを踏まえ、厚生省は、

リスク評価が定まっていなくても、予防原則を前提とする危機管理体制を整えた。予防

原則が発揮できるようなシステムとなるようにすべき。コミュニケーション、国民への

説明責任の部署がいるのか、それともリスクアナリシスの中で、各分野がそれぞれやっ

てどこかでコントロールするのかが議論されていない。（岩渕委員）

○ 日本の官僚機構の問題点として、危機管理意識が足りないのは、稟議制であり、ボト

ムアップであるためであり、そこに触れる必要がある。危機管理に対応するにはトップ

ダウンにしないといけない。公正取引委員会は総務省、金融庁は内閣府にあるが、どこ

が適当か考える必要。（高橋委員長）

３．省間の連携、政策調整のあり方

○ 省庁間の政策調整システムの今後の実効性を確保するためには、協議・検討する共通

の場が必要であり、これは「制度」と「組織」の両面から検討することになると思う

が、その際のポイントとしては、①実施マニュアルの策定、②「①」について高いレベ

ルでの了解、③「①」についての内容に公開性（透明性）を持たせること、といった点

に留意しながら検討していく必要がある。（藤田委員）

○ これまでの経験を踏まえて、両省がさらに連携を強化しなければならないが、そのた

めの場を設置する必要がある。既存の連絡会議で足りるのか、恒常的な組織、場が必要

になるのではないか。その際、過去の報告ではなく、今後の施策を議論できる場が必要

ではないか。（藤田委員）

○ 両省の組織の中に、関連した情報を収集・分析・流布する人材／ユニットが必要であ

る。特に人獣共通伝染病（農薬なども含める必要があるかもしれないが）について、技

術と科学及び行政の施策が連携できる組織、人材が必要。（藤田委員）

○ 農水省、厚生省が、科学的側面からＢＳＥ問題にどう関わってきたかを明らかにし、

それを、今後どのように協力体制を作っていくかのたたき台にしていく必要がある。

（山内委員長代理）

４．その他

○ 情報を常時把握するためには、適宜調査チームの派遣を継続するほか、さらに可能
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であれば、主たる貿易相手国に専門家を駐在させて周辺国も含め情報を的確に把握する

ことを今後検討したらどうか。（藤田委員）

○ 制度上は農林水産省と厚生労働省は役割分担をすることになっているが、家畜伝染病

予防法上では連携ができていない。家畜伝染病予防法は、公衆衛生の視点がないのが欠

陥である。（山内委員長代理）

○ 食の安全の議論が中心であるが、食材となる家畜の健康も考えるべき。これまで家畜

衛生の視点での議論がされていない。家畜伝染病予防法は、公衆衛生の視点が欠けてい

て、例えばO-157が入っていない。ＯＩＥの国際動物衛生規約では、動物もしくは人に

病気を起こす病原体を対象としているが、日本ではそうなっていない。そういう面での

家畜衛生の問題がある。（山内委員長代理）

○ 省庁の連携について、消費者が不便と感じているのが表示の問題である。同じ内容の

ものがＪＡＳ法と食品衛生法で表示が異なっていて非常に困る。（日和佐委員、和田委

員）

○ 我が国では、「体育」があるのに、「食育」がないのは問題。大衆、行政の食に関す

る関心は高いのに、我が国の新聞では、食の安全、健康に関するコラムが確立されてい

ないなど、諸外国と比べ、食に関する情報提供が不十分であり、専門のアナリストも育

っていない。（砂田委員）

○ 我が国では、リスクアセスメント、リスクマネージメント、リスクコミニュケーショ

ンなどが大衆の言葉になっていない。予算等もしっかりついている交通安全教育に比

べ、食の安全に係る教育に関しては、食の安全を説明する学者、専門家等がいない。

（砂田委員）

○ リスクアセスメント、リスクマネージメント、リスクコミニュケーションなどは、予

防、消費者保護、独立性の保持といった３つの原則が重要であり、これを機会にリスク

にかかる運動を進めて欲しい。（砂田委員）
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Ⅳ 「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告」のスケルトンについて

１．構成について

○ 三部構成については賛成（砂田委員）

○ 異論がないようなので、報告書は三部構成とすることとしたい。（高橋委員長）

○ 三部構成について、この会議はＢＳＥ問題に関する調査検討委員会ではあるが、第Ⅰ

部でＢＳＥ問題に関する行政対応の検証、第Ⅱ部で行政対応の問題点を取り上げるもの

の、第Ⅲ部では、ＢＳＥ問題のことだけに限るべきではないと理解。したがって、Ⅲ部

とⅠ部、Ⅱ部とギャップがあるような感じをなくすため、「人への健康被害を考えて、

ＢＳＥ問題を契機として、今後の行政を考える」という前文を入れる必要がある。（竹

田委員）

○ 単に畜産の衛生安全行政に関する問題だけではなくて、「食品衛生行政、食品安全行

政全般の問題である」という記述が第Ⅱ部の最後か、第Ⅲ部の導入部分に記述してはど

うか。（日和佐委員）

○ 同感。（食品安全行政）全般的な問題も重要である一方、食品の安全性に占めるＢＳ

Ｅのウエイトは大きく、食の安全の中にＢＳＥをきちんと取り組んでいく必要。他方、

報告書があまり全般的になりすぎないよう配慮する必要がある。（山内委員長代理）

○ ここまでの意見を再確認すると報告書全般の流れとして第Ⅰ部はこれまでのＢＳＥ問

題に対する行政対応の検証を中心に、第Ⅱ部については行政対応の問題点・改善点をや

や幅広に記述。第Ⅲ部は食品行政全般についてそのあり方を記述する。また、「我々は

BSEから出発して食品安全行政全般に対してこの報告書を書いた。」というような前文

を作ること、第Ⅱ部の最後と第Ⅲ部の始めにつなぎの文をいれる形で進めたい。（高橋

委員長）

○ 関連するが、第Ⅲ部の導入部分（前書き）でいきなり「食品の安全性に関する基本原

則の確立」の記載になっているが、流れとして第Ⅱ部においてＢＳＥを契機として行政

対応の問題点・改善点を整理。

第Ⅲ部において食の安全性をめぐりダイオキシンや外因性内分泌 撹乱物質（環境ホ

ルモン）等の問題、これはＢＳＥも含まれるがこうした新しい問題に行政対応がきちん

となされていない。食品の安全性に関する基本原則が改めて必要ということになるので

はないか。（日和佐委員）

○ 同感。あくまで切り口がＢＳＥ。読みやすい報告書という観点からも（各章）のつな

がりは大切である。（和田委員）

○ 第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部のタイトルについて、第Ⅱ部は、ＢＳＥという頭がついてい

るので、その他の部も、ＢＳＥ問題をこうしたという表現にしてはどうか。（和田委

員）

○ （和田委員の意見に対して）私は反対。（竹田委員）
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２．第Ⅰ部について

○ 「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 （１９９１～２０

００）」については、ＢＳＥ発生後も対策がとられているので「１９９１～２００１」

とすべき。（山内委員長代理）

○ 第Ⅰ部は具体的な事実を再確認した上でまとめていきたい。そのために、事務局に対

し事実関係の問合せをすることもある。その場合、事務局を通じて文書で回答願いた

い。今までの議論で整理されてきているが、新しい事実が出るかもしれず、項目の追加

もある。（山内委員長代理）

○ ８６年から９１年、特に９１年頃のデータがあまりない。９６年も重要であるが、そ

れまでに汚染された飼料が入っている。これらの危険性の方が高いのではないか。（日

和佐委員）

○ 餌としての肉骨粉に注目が集まっているが、肉骨粉は有機肥料にも利用される。この

認識をどこに入れるか分からないが。

ＢＳＥ牛について、飼育者等は肉骨粉を食べさせてはいないと言っているが、５年前

の配合飼料の成分は分からない。ＢＳＥの潜伏期間が５年間であるのに、配合飼料メー

カーは資料の保存義務が２年間しかないことが問題である。仮にトレーサビリティを実

施して、牛に耳標をつけても、これではどのような飼料が給与されたかのわからない。

（加倉井委員）

○ 飼料の交差汚染につながる問題。農家自体が飼料に肉骨粉が入っているか知らないこ

ともある。汚染の可能性について、いろいろあったという事実を示し、行政対応がどう

であったかを評価。飼料会社の実態も整理すべき。（山内委員長代理）

○ 昔、飼料会社に飼料の成分を聞いたが、教えてくれなかった。この当時、配合飼料の

透明性はなかった。ＢＳＥが発生して配合飼料の透明性が上がった。今後とも、配合飼

料の透明性を確保すべき。（加倉井委員）

○ ９０年頃、飼料に成分表示として肉骨粉が含まれているものについて、「肉骨粉」と

明確に表示されていたのか。わかりにくい表示になっていたのではないか。（和田委

員）

○ 法的に担保されていたのか。偽装はなかったのか。違反の場合、どの程度の罰則があ

ったのか。

ＢＳＥの発生原因として肉骨粉以外のもの、人工乳及びサプリメントについて、あま

り検証されていないでのはないか（高橋委員長）

○ 現在、英国もＥＵもＢＳＥの感染源は肉骨粉であるとしており、人工乳及びサプリメ

ントは原因ではない。あくまでも肉骨粉の交差汚染によるものである。（山内委員長代

理）

○ アメリカで作成された（ＢＳＥの）危機管理マニュアルの内容を第Ⅰ部か第Ⅱ部に入
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れるのか検討頂きたい。（高橋委員長）

○ アメリカの危機管理マニュアルについて、米国の対応を対比させることは可能だが、

マニュアルを報告書に盛り込めるかは自信がない。（山内委員長代理）

３．第Ⅱ部について

○ アメリカの危機管理マニュアルが入手できないか。

第Ⅱ部は、第Ⅰ部を受けて縦糸と横糸ということで第Ⅲ部に橋渡しするという役割。

それほど多くの言葉は要しないのではないか。

３の政策決定の不透明性において、「政策のサーベイランス機能弱体」は政治のあり

方として、政治が適切に動いていたのかということ。５の専門家の意見の適切な反映の

欠如において、「科学への信頼不足と科学者の沈黙」は科学者を大切にしなかったこと

のみではなく、科学者の方からももっと働きかけがあってもよかったということ。６の

情報公開と消費者理解の不徹底において、「マスコミ報道の偏りと消費者の自覚不足」

は、消費者の自覚不足については食育が欠落している問題。また、この場でもあったよ

うに、マスコミ報道への様々な批判。７の法律と制度の問題について、「環境の変化に

対応する制度改革の必要性」は、単にＢＳＥ問題だけにせず食品衛生全体の問題として

捉えようと考えている。（岩渕委員）

○ ７の法律と制度の問題には、物流の国際化の時代に日本にない病気が入ってくるとい

う問題についても盛り込むべき。（小野寺委員）

○ 「科学者の沈黙」については、科学者と行政の相互関係の問題。行政は科学的判断を

尊重していなかった。科学者は社会的影響がどのようになるのかつかめていなかったこ

とは事実。科学と行政のあり方の問題が問われている。（山内委員長代理）

○ 「経済効率最優先の陥穽」については、２つの視点が重要であると考える。１つが工

業化した畜産の問題、もう１つが一連の検査制度を効率化しようとして、弊害をもたら

したこと。また、過度の風評被害を警戒したのは、生産者保護の重視のためであったこ

と。

フードシステム学会に成熟度があれば政府に提案もできたと思うが、それができなか

ったことについては、「科学者の沈黙」という反省もある。（山内委員長代理）

○ ５の中の「リスク分析の欠落」、「ＥＵの科学委員会との連絡の不徹底」には、我が

国としてもグローバルスタンダードの認識をもつべきであったことを盛り込むべき。

（小野寺委員）

○ 現場の技術指導を行う専門家が生産者に対し、乳量を増加させる目的で肉骨粉を推奨

していたと聞いている。生産者が肉骨粉を使用するのは、消費者が乳脂肪の高いものな

どを求めた結果であり、消費者にも責任があるとの報道があった。これらの事実関係を

確認したい。（和田委員）

○ 技術指導で肉骨粉の給与を推奨していたのか。国あるいは国以外の研究者、あるいは



－15－

その他団体が推奨していたのか情報があれば教えて欲しい。（高橋委員長）

○ 報告書に記載するかどうかは別であるが、肉骨粉使用の背景としてレンダリングから

は油と肉骨粉がとれるが、第２次世界大戦の頃、アメリカにおいて油の価格が下がりレ

ンダリング業界で対応策を検討したところ、肉骨粉が牛の飼料として有効であることが

わかり、それをきっかけにレンダリング業界の収益が３倍になったという資料がある。

それが根底となって近代畜産の中で肉骨粉の使用が世界の流れとなり、その中に日本も

含まれていた。以上情報。なお、自分も現場では飼料メーカーが肉骨粉の使用を農家に

勧めているという話を良く聞いているので、メーカーサイドからそうした指導があった

のは事実と聞いている。（山内委員長代理）

○ 行政指導の問題点についても記載するべき。いい面、悪い面双方あるが、今回は行政

指導が現場で徹底されていなかった問題。また表示の問題であるが、当初、期限表示、

製造年月日を併記して良いということであったが法律施行後の指導で期限表示に統一す

ることが望ましいという指導があり、その後製造年月日の表示が任意となり結果として

消えた事例もある。これは第Ⅱ部の制度の問題での話になるかと思う。（日和佐委員）

４．第Ⅲ部について

○ もっと、公民、国際交流、専門家、メディア、官僚との人事交流を進める必要がある

ことを入れるべき。交流がないことが、この国におけるこの不幸の原因のひとつ。（砂

田委員）

○ 砂田委員の人事交流についてはどこに追加すればよいか。今後の問題として第Ⅲ部に

いれることとしてよろしいか。異存がなければ、議事録としてこの項目を入れていくこ

ととする。（高橋委員長）

○ 英語で「from farm to table」というような表現は３年前まで使ってはいるが、今で

は「from farm to fork」で、日本語の場合、「農場から食卓まで」ではなく「農場か

らハシまで」ということになる。また、農場から消費まで、消費から農場までと、二つ

同時に繰り返すことでトレ－サビリティも分かってくるのではないか。（砂田委員）

○ 「４ その他の重要事項」に記載されている課題①～⑤等について「上記３の検討機

関において検討する。」とされているが組織の問題は検討機関にまかせてもよいが、前

記課題は第Ⅲ部の３の中での記述が可能なのではないか。（山内委員長代理）

○ 教育の問題は重要。将来の後継者育成が必要。このため、特にＢＳＥ問題も含めた

「教育システムの充実」についても盛り込んだ方がよい。（小野寺委員）

○ ＢＳＥは大変な問題だが、それ以外に大変な問題がある。自分の専門の０－１５７を

ＢＳＥに置き換えても全く同じ。そういう観点から、第Ⅲ部の「４ その他の重要事

項」のうち①ＢＳＥ・変異型ＣＪＤに関する研究体制の整備、これだけが重要という印

象をもたれるおそれ。今後の研究体制等（国の予算配分も含め）が、ＢＳＥに突出する

ことを懸念。（竹田委員）
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○ 一方ＢＳＥ、変異型ＣＪＤは科学的に不確定な要素があまりにも多い。そういう研究

は今後も必要。それを強調しなければⅡ、Ⅲにつながらない。ＢＳＥだけが重要という

意味ではなく配慮も必要だが、ＢＳＥの重要性はここでは強調すべき。（山内委員長代

理）

○ 第Ⅲ部３（１）において食品安全基本法等について記述しているが、ここの部分に０

－１５７等についても触れることが可能なのではないか。（小野寺委員）

○ この件については「報告書」という形をみて意見を出したい。（竹田委員）

○ 第Ⅲ部４Ｐ、３（２）の部分について、「１年以内」という語が、検討機関を設立す

るにかかるののか、工程表を策定するにかかるのかが、はっきりしないので、文言を変

えた方がよいと思っている。この調査検討委員会と同じことをやるような検討機関を作

っても意味がなく、時間的に無駄であるので、「１年以内」の箇所を訂正したい。すな

わち、第Ⅲ部３（２）は「（前略）・・・ビルトインするため、新たな組織体制の構

築」で止めて行を替え、以下の文を、「を図ることとし、政府においては、国民合意の

もと、早急に成案を得て、必要な措置を講ずること。」と修文してはどうか。（高橋委

員長）

○ 今の委員長の提案では、新たな組織をつくるという報告にはならないということにな

る。このことについては時間がかかっても議論すべき。（竹田委員）

○ 委員長の提案に賛成。「検討する」という文言は役所では「やめます」という意味と

も解されるので「すべきである」という表現にするべき。（加倉井委員）

○ 委員長提案に賛成。１年以内という印象がまどろっこしい。（岩渕委員、第８回）

○ 今の意見を踏まえ、以下のように修正したい。

「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・・・考え方を踏ま

え、

（１）略

（２）・・・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、政府においては、国民合意のもと、早急に成案を得て、必要な措置を

講ずること。」

連動して、３のタイトルの「検討機関の設置」並びに４の下から２行目の「検討機関

において検討する」を削除し、修文する。（高橋委員長）

○ 新組織について具体的な提案はしないということか。（竹田委員）

○ スケルトンを基本として少し整理した方がよい。前文について食品安全行政、「安

全」でいいのか確認したい。構成としては食品を巡る情勢について触れ、ＢＳＥ問題を

契機に食品衛生行政全般の改革の必要性が生じているという流れにしたい。

予防原則はリスク分析の中に入れた方がよいのではないか。リスク管理については、

リスクとベネフィットを考える場合社会的評価とか有用性の議論が必要でそれはリスク
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管理のところに付加すべき。リスクコミニュケーションについては情報提供がうまくい

かなかったのが問題であり、情報収集とそれをわかりやすく伝える専門部局（的なも

の）が必要ではないか。

「覚え書」交換については、ここまで具体的に書いてよいか検討する必要。

「４ その他の重要事項」については「２（４）」のところでこのような問題もある

という入れ方もあるのではないか。３のところでそれまで書いた事項も含めて考えてほ

しいという書き方がよいのではないか。

最後に委員長修正の３（２）の部分であるが「国民的合意」等あまり曖昧な文章にし

ないで独立した機関とか、今後具体的に取り組むべき筋道を記述したらどうか。（日和

佐委員）

○ 情報提供の件、ＥＵでは専門の報道官が外部の取材等一元的に対応しているとのこ

と。また、３（２）新たな組織の構築については突っ込んで議論して欲しい。（高橋委

員長）

○ 第Ⅲ部については、ＢＳＥを入り口にして食の安全を考えるということは委員の合意

がなされているが、食の安全は健康被害とリンクしたものであるという合意があるのか

はっきりしていない。健康被害を起こす食の安全ということであれば、これは食品媒介

感染症の対策であり、食品安全よりも感染症を表に出さない限り全体の把握ができな

い。ＢＳＥだけでなく、O－１５７、ボツリヌス菌、腸炎ビブリオ感染症など、全ての

食品媒介感染症対策を位置づけて、第Ⅲ部を書いていただきたい。

「家畜飼料を含めた『農場から食卓』まで」、「トレーサビリティ・システム」など

はあまりにもＢＳＥや牛を意識したものであり、第Ⅲ部を食品安全行政、食品媒介感染

症対策ということで書くとすると、こうしたものは第Ⅰ部、第Ⅱ部で扱って欲しい。

コーデックスアリメンタリウスに模範を持ったときに、方法論だけは学ぶ必要がある

かもしれないが、その結果としては日本独自のものでよいと考える。

総合科学技術会議の特徴は、常任委員がいること、大臣以外に官が入っていないこと

である。リスク分析は官に任せるのではなく、こうした会議で大綱を作ることによって

食の安全、感染症対策ができるのではないか。

第Ⅲ部は、ＢＳＥと離れて、たいへん遅れている食品媒介感染症対策の大綱のできる

組織、まさに独立した組織を作るということを提案したい。（竹田委員）

○ 独立したリスクアセスメントの組織を作ることは賛成である。ただ、食品媒介感染症

も重要であるが、食品による病気を幅広くどこまで広げるのかという問題がある。ＢＳ

Ｅに重点を置くべきであり、またＢＳＥは、特殊であり、科学的にわからないことも多

い病気なので、O－１５７、ボツリヌス菌などと同格に議論できるものではない。（山

内委員長代理）

○ どこに視点を当てるのかという問題であり、人が死ぬということに視点を当てるので

はないかと考えている。O－１５７も、なぜ人が死ぬかは全くわかっておらず、しかも

原因は牛から来ているので、ＢＳＥと同格でないということには異論がある。（竹田委

員）
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○ Ｏ－１５７は家畜伝染予防法で取り上げるなどの行政対応が解決のための手段と考え

られる。ＢＳＥでは、安全対策はできてきたけれども、その前段階の病原体の知識など

は全くわかっていない。一方、Ｏ－１５７は病原体の基礎知識という意味での前段階は

かなりわかっており、出口のところでの行政対応を必要としている点で同格ではないと

いう意味である。（山内委員長代理）

○ ＢＳＥも O－１５７も感染経路がよくわかっておらず、感染経路の同定という点で

は同じに扱ってもいいのではないか。（小野寺委員）

○ 食べるというリスクはフォークを持つ人、お箸を持つ人が負うわけであり、そういっ

た人のリスクをどのように削減するかとの分析が重要であり、そのような人に焦点を当

てるべきである。この第Ⅲ部では、安全情報がなぜ安心情報になっていないかという問

題があることを認識すべきである。

食べ物だけでなく全てに共通するが、リスクがあること、自己責任があることも書き

加えるべきである。（砂田委員）

○ 第Ⅲ部はＢＳＥから発生した一般論への展開ということでないと問題が拡散し焦点が

ぼけるのではないか。竹田委員の御指摘は、この報告の中で補論的に取り上げてはいか

がか。重要な点なので盛り込みたいと考えるが、全体のトーンとしては、ＢＳＥを入り

口に食品安全行政に広げるべきと考える。（高橋委員長）

○ ＢＳＥを切り口として広げるということは各委員合意されているが、中心はＢＳＥと

すべきである。ＢＳＥは世界的に問題があることから、ＢＳＥを中心としてきちんとし

た体制を作らなければいけない。そうした体制は他のものにも対応できるのではないか

と考える。例えばリスク評価がそうであり、組織についても同じである。（山内委員長

代理）

○ ＢＳＥをきっかけとして、食品安全行政に対する不信感が国民全般に広がったため、

行政がどういうことになっていたのかということでこの委員会が設置されたものである

が、調査した結果、全般的な行政の問題が浮上してきた。その問題を解決するためには

どのような食品安全行政にすべきかという考え方を書くのがこの第Ⅲ部である。確かに

感染症の問題も入るが、それだけということになれば、国民の関心から離れた記述にな

る。私たちは社会が何を求めるかにきちんと回答する役目があり、そういった意味では

この委員長メモを柱にすべきである。（日和佐委員）

○ スケルトンはきちっとしているが、この委員会は後始末をしているのではないかとい

った感じがする。ＢＳＥは今までも発生したが、今後も発生すると考えられるのだか

ら、ＢＳＥは今後も発生する可能性があるという専門家の意見を踏まえて、ＢＳＥは現

在進行中であることを盛り込むべきである。（加倉井委員）

○ 今の意見賛成。進行中で、長い戦いになるということを国民に覚悟してもらうという

ことを当然入れて欲しい。また、第Ⅲ部では危機管理体制の整備についても紹介する必

要である。
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なお、日和佐委員が言われた行政指導に関し、正確性を担保するため、表示問題につ

いての資料をいただきたい。（岩渕委員）

○ 当初から、ＢＳＥから入り、食品の安全について議論する場合に、色々な要素がある

ので全部は議論できないだろうが、食品全体について書くときはどうすればよいかと思

っていた。なお、ここで、もう一度、この委員会の目的について確認しておきたい。

「今後の畜産・食品衛生行政のあり方について」において、この報告書では、「今後

の畜産」については、全部落ちてしまっている。畜産行政をこのメンバーでどうしてい

くのか。（和田委員）

○ その点については、（この委員会では）行政全体については対応できないだろうとい

うことも考え、ＢＳＥに関する畜産行政と限定して報告書をまとめるということで、み

なさんのご理解をいただきたい。（高橋委員長）

○ 教育の問題について、砂田委員が言われている食育の必要性について、幼児の時から

だけではなく、大人も対象にするという考えで 肉付けをしたほうが良い。（小野寺委

員）

○ 大学生らの疑問は、日本でＢＳＥは今後も発生するか、アメリカ、オーストラリアの

肉は安全か、ＢＳＥは発生するのですかといったもの。このことについては、専門家が

ディスカッションして結論を出していく必要がある。（竹田委員）

○ 日本は、ＢＳＥ問題に対する質問への対応はバラバラである。これに答えられる厚生

労働省の研究会、農林水産省の委員会とかの専門家が集まって組織をつくることが大切

であり、作ることは今でも可能であると考えている。その例としては、英国の海綿状脳

症諮問委員会がある。（山内委員長代理）

○ それら委員会、研究会の結論は権威があって、「科学技術総合会議」のようなもので

ないといけない。（竹田委員）

○ 組織問題については次回もう少し議論したい。ただ、総合科学技術会議の場合、リス

クアセスメントとリスクマネージメントの連携がどうなるのか考える必要。（高橋委員

長）


