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開 会

○高橋委員長 それでは、ただいまから「第９回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」

を開催します。

数えて９回というのは相当長い回を重ねたと思っておりますが、きょうはかなり大きな

ヤマ場でございますので、ひとつよろしくお願いします。

本日は、加倉井委員が所用でご欠席になっております。竹田委員は出席の予定ですが、

まだおみえでないので、おっつけ来られると思います。

また、本日は遠藤農林水産副大臣にもご出席いただいております。一言……。

遠藤農林水産副大臣挨拶

○遠藤農林水産副大臣 一言御礼申し上げます。

今、高橋委員長さんからお話がありましたように、去年の11月からおおむね５カ月の長

きにわたりまして回を重ねてご検討いただきまして、本当にありがとうございます。

お話によりますと、そろそろまとめに入るとお聞きしております。この間、行政に対す

るさまざまな厳しいご指摘もございまして、それを一つ一つＢＳＥ対策の方に生かさせて

いただいて、何分これまでにない初めての対策ばかりであるものですから、先生方のご意

見などを参考にさせていただいて、本当にありがたかったと思っております。厚く御礼申

し上げる次第でございます。どうか最終のとりまとめに入るに当たりましても、厳しいご

指摘をいただきつつ、それが行政に生かされるようにさせていただきたいとお願い申し上

げ、御礼にさせていただきます。ありがとうございました。

資 料 説 明

○高橋委員長 どうもありがとうございました。
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本日の会議でも円滑な議事の進行に努めていきたいと考えておりますので、ご協力いた

だきたいと思います。予定では午後２時から４時になっておりますが、できましたら相当

の延長をお願いして、皆さんにご出席いただける日程がなかなかとりにくいこともござい

ますので、是非今日は時間をかけてでもやっていきたいと思っておりますので、ご協力い

ただきたいと思います。

なお、本日も会議を公開とします。傍聴者の方には、別室の傍聴室においてテレビモニ

ターにて傍聴していただくことにしております。あわせて会議資料も公表することにして

おります。

ただ、会議資料については、個人の権利利益を害することがないよう、役職名は公開と

するが、個人の氏名については非公開とします。

また、会議については、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあると私

が判断した場合には、委員会の了承を得た上で非公開とし、その間の議事の概要について

は、会議終了後、事務局が記者会見で説明することにしたいと考えております。

それでは、議事に入りますので、報道関係の方は傍聴席の方へお移りいただきたいと思

います。

前回３月14日から昨日までの間に起草委員の皆様に非常にご苦労いただきまして、後で

審議いただきます報告書（案）ができ上がりました。まずは起草委員の皆さんにお礼の言

葉を述べたいと思います。

本日は、その起草委員に作成していただきました報告要旨（案）についてフリーディス

カッションを行っていただくことを考えております。

それでは、まず私からお手元の資料について説明させていただきます。

まず、３枚ぐらいめくっていただきますと資料１、これは今日集中的に審議いただく報

告書要旨（案）でございます。これは各起草委員、すなわち第Ⅰ部は山内委員長代理、第

Ⅱ部は岩渕委員、第Ⅲ部は日和佐委員に作成していただいたものを、私が総括的な立場か

ら若干調整させていただいたものであります。この報告書（案）につきましては、後ほど

時間をかけてご議論いただくことにしたいと思います。

それから、資料２は「ＢＳＥに関するこれまでの行政対応について」という資料であり

ますが、これは前回提出したものと同じであります。

資料３は「委員会における主な御意見」という資料でありますが、これは前回提出して

いたものに第８回の委員会のご意見を追加してございます。
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資料４は、前の委員会で山内委員長代理からご指摘いただいた請求資料でございます。

その次は「報告書参考資料集（案）」でございます。これは報告書の別冊、場合によっ

ては合冊ということもあり得るかもしれませんが、報告書に付随する参考資料の案でござ

います。事務局がこれまで委員会に提出された資料をもとに作成したものでありますが、

これについては後ほどご議論いただくことにしたいと思います。

それから、参考配布の１の「『ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告』のスケルト

ン」、これは前回の議論を踏まえて委員長第２次メモを前回の会議で多少修正した部分を

見え消しで、一番最後の４ページのところを修正したものでございます。

それから、参考配布１－参考というのがあります。これはＢＳＥ問題に関する調査検討

委員会報告のスケルトン（第１次メモ）に対する各委員の意見でございます。

それから、参考配布の２は「『ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会』における委員の主

な御意見の概要」で、前回提出したものに第８回のものを加えたものでございます。

最後の参考配布３につきましては、山内委員長代理から指示があって事務局に用意して

いただいた資料ですが、これについては、第Ⅰ部の議論の際に山内委員長代理から説明い

ただくことにしたいと思います。資料の説明はそれで終わります。

そこで、この報告書案について議論していくことでございますが、今後の進め方につい

て、まず委員の皆さんのご意見をいただきたいと思っております。

本日提出されている報告要旨（案）は、基本的に起草委員の原文をそのまま収録してあ

ります。この報告要旨（案）は、本日の委員会でお諮りして、加除、修正する箇所も少な

くなく出てくると思います。また、前回の３月14日の委員会、あるいはそれ以前の委員会

において発言していただいたものがすべてこれに収録されているとは限りません。そのた

め、本日の委員会の進め方として、あるいは今後のとりまとめの方法について、若干提案

させていただきたいと思います。

まず第１は、今まで当委員会で確定できていない点について逐条的に審議する。特に資

料１の で書いてあるところが逐条的に審議する点でございます。それ以外のとイタリック

ころは今までの論議で既にほぼ確定しているところでございます。その場合、事実認識に

関して、農林水産省、厚生労働省の事務方からの発言をしていただきたいと考えておりま

す。

進め方の２番目は、逐条審議をした際、委員の間で合意が得られなかった場合、その論

点について、あるいは事実認識の解釈で合意が得られなかった場合どのように取り扱うか
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と申しますと、委員の過半数の合意が得られたものを成文とし、他の意見は少数意見とし

て注記の形で報告書に意見者の氏名を付して収録する。ただ１人の少数意見であっても、

それを注記とすることを複数委員が認めた場合、これも収録することにしたらいかがかと

考えます。

それから、内容によって過半数の合意が得られなかった場合、意見が二分したような場

合は両論併記という形で収録してみてはどうかと考えております。

このような進め方について、まず委員の皆さんにお諮りしたいと思います。いかがでし

ょうか。

資料１について、 で書いてあるところを逐条的に確認し、合意が得られたもイタリック

のはそのようにする。修正するところについては修正するわけですが、意見が分かれた場

合には過半数の意見を成文とし、少数意見については注記の形で報告書に収録するという

ことです。ただ、過半数が得られない、意見が二分したような場合には両論併記にすると

いうことで進めてはどうかと考えておりますが、いかがでしょうか。これは進める上でか

なり重要なところだと思いますので、ご意見いただければ……。 よろしゅうございま

すか。では、そのように進めさせていただきたいと思います。

質 疑

○ 高橋委員長

それでは議事に入りたいと思います。報告書要旨について検討してまいりますが、全体

で３部に分かれております。１部ずつ検討をしていきたいと思っております。事務局から

まず第Ⅰ部について読み上げていただいて、その後、起草委員から概要を説明いただき、

その後、逐条的に審議していきたいと思っております。

それでは、第Ⅰ部について事務局から……

○竹田委員 議論に入る前に、この資料１の１ページ目の注１、注意２は事務局がつけ

たのでしょうか、起草委員がつけたものでしょうか。

○高橋委員長 これは事務局がつけたものです。もちろん私は承認しております。

○竹田委員 注２の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

い事項が入っているという理解でよろしいでしょうか。

○高橋委員長 はい、よろしゅうございます。
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○竹田委員 その①と②との区別がつかないのですが、これを区別する必要はないでし

ょうか。

○高橋委員長 それは起草委員の報告のところでご説明いただければと思っております。

○竹田委員 そういたしますと、委員長のご見解としては、①すなわち調査検討委員会

で議論がなされていない事項が報告書に入っていいということですね。

○高橋委員長 はい。

○竹田委員 それで皆さんご了解されているわけでしょうか。

○高橋委員長 いかがでしょうか。それについてここで論議をするわけでございます。

フリーディスカッションです。

○竹田委員 起草委員がそういうことをする権利はだれが与えたのですか。

○山内委員長代理 前回の委員会のときに、私はここで発言しました。時間が限られて

議論が漏れているところもあるし、それは直接私が事務局に問い合わせをする。そして、

その間のやりとりは全部文書でもって行うと。ですから全部記録をとってあります。私が

これとこれとこういった点について確認したい。それから、議論していないことに関して

も、もう既にスケルトンができた段階でここで議論されていない項目が幾つか入っており

ましたから、そういったものについての問い合わせを行って記録をとると。それは前回の

委員会でご了解を得たと思います。発言して、特に反対意見はございませんでした。

○竹田委員 内容によりけりだと思います。先生の第Ⅰ部に関しては事実関係を列記さ

れていますから異存がありませんが、第Ⅲ部については非常に重要なことが議論なしに、

案の段階で出てくることはいかがかと思います。

○高橋委員長 そのことをきょう時間をかけて審議していただきたいと思います。

○竹田委員 案ができ上がってからやるという運営の仕方には私は反対ということを議

事録に残しておいてください。起草委員が委員会に諮らないで非常に重要なことを報告書

の案に入れるということに私は反対します。

○高橋委員長 反対であるということは議事録に出ております。しかし、大多数の方は

反対ではなかったと私は解釈しております。

○竹田委員 議事録に何が出ているのでしょう。私が申し上げているのは、起草委員が

この案の段階で全く新しい重要な事項を入れておることに反対しているのです。

○高橋委員長 では、議事録をちょっと読んでいただきましょうか。最後の方に何かあ

りましたね。
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では、手元にありましたので、前回の第８回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会議事概

要について、その最後のところで私が「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ジメントの連携がどう

なるのか考える必要がある」と。それに続いて和田委員から「第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部の

タイトルについて、第Ⅱ部にはＢＳＥという頭がついているので、その他の部もＢＳＥ問

題というふうな文言を入れたらどうか」という意見が出された。それに対して反対してお

られるわけですね。

○竹田委員 はい。

○高橋委員長 では私が誤解しておりました。今おっしゃっていることは前回発言され

ていましょうか。

○竹田委員 発言しておりません。昨晩９時半ごろこのファクスをいただいて拝見して、

24ページに「日和佐委員による項目追加」というのがありますが、これが起草委員が起草

委員の考え方として追加したのを委員長が承認されておるということでよろしいんですか

という質問をしているのです。

○高橋委員長 起草委員として案として出すことについては承認しております。ただ、

これを採択するかどうかはここでの議論になります。

○竹田委員 関連して質問いたしますが、そうすると「今まで１回から８回までの調査

検討委員会で議論がなされたことはすべて入っているとは限らない」というご発言が委員

長からありましたけれども、この採否に関しては起草委員の考え方でやられたという理解

でいいわけですか。

○高橋委員長 はい。その報告要旨は起草委員のオリジナリティーで書いていただいて

おります。そこで、それをもとにここでオープンな議論をしようということでございます。

○竹田委員 先ほど委員長が提案された場合と同じように、少数意見である場合も書か

れておって、それを議論して削除するなりどうするなりというのが報告書の案であって、

これは報告書（案）であっても、でき上がったもので印刷物になっております。そういう

やり方に関して反対しているということを申し上げて、既にこれは新聞がけさの読売なん

か書いているわけです。

○高橋委員長 新聞に書かれているということは私もけさ教えられて驚いた次第です。

しかも、この内容がかなりストレートに書かれているわけですね。起草の案で漏れるとい

うのは許されるべきことではないと考えます。どこから漏れたのか私は存じませんけれど
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も。しかし、起草の段階はあくまでも起草案であって、ここでフリートーキングするんだ

ということでございます。しかも、これも印刷物にしなければ議論のたたき台がございま

せんから。

○竹田委員 少しこだわりますけれども、委員長は、組織に関しては次回に議論すると

いうことで前回とめているわけですね。議論をしないで案に関して出ているわけですね。

そこの矛盾を私が１つ申し上げたいことと、議論をされたことも記載されていない。私が

提案したことに関しては全く取り上げられていない。そのことに対する異を唱えています。

○高橋委員長 全く取り上げられていないかどうかは、もう少し逐条審議の中でご判断

いただければと思います。

○竹田委員 私が読んだ限りは、私が提案した総合科学技術会議をモデルにした組織を

つくってはどうかということに関しては触れられていないということを申しております。

○高橋委員長 その点は触れていないことは事実です。

○竹田委員 それは日和佐委員の取捨選択を委員長がお認めになったということですね。

○高橋委員長 はい。

○竹田委員 わかりました。

○高橋委員長 進行について。

○藤田委員 関連でよろしいでしょうか。注の１と２はⅠ部からⅢ部まで全部共通した

内容でございますが、先ほどのご説明では、特に注の２のところでは、①、②については

後で説明するがというお話でございました。これからだけ単純にみますと、初めの方は議

論がなされていないのが になっています、２番目は委員会として提言にするものゴシック

を にしていますというように受けとれるのですが、その になっているとゴシック ゴシック

ころが注２の①と②のどっちなのかがわからなくて、非常に判断に苦しむのかなと思いま

す。

それから、今竹田委員からもお話がありましたように、議論されていない新しい事項が

出ていると進行にかなり時間を要したり、あるいは事実関係をチェックしたりするという

ようなことも後でまた出てきて時間的な余裕がなくなってくるのかなと今の段階では感じ

ております。

○高橋委員長 注２の①、②、いずれにしても同じような 体で書いてあるといゴシック

うことでございますので、その区別がはっきりしないということは確かでございますが、

いずれにしましても委員会の意見として出ているわけではなくて、いずれも起草委員とし
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て提起しているものでございます。その起草委員の書いている内容が議論がなかったもの、

それから委員会として全体の合意のもとに判断、意見、提言ということでまとまっていな

い箇所、十分論議されていない箇所、本日時間をかけて論議する点が で書いてあゴシック

るということでございます。

○藤田委員 １番の方はご説明でよくわかりました。ただ、２番の方は調査委員会とし

ての提案になるのではないでしょうか。それが にされているということでしょうゴシック

か。

○高橋委員長 提案にかかるものです。

○藤田委員 ですから、提案にかかるものを にされている。ゴシック

○高橋委員長 提案にかかるものが になっています。ゴシック

○藤田委員 ということは、 をどのように取り扱うのでしょう？ゴシック

○高橋委員長 したがって、それを議論していただく。

○藤田委員 論議されていないものが になっているというのとごちゃまぜになゴシック

ってしまって、どういう論議の仕方をすればよろしいのか。

○高橋委員長 逐一、逐条でやっていきたいと思います。この部分は……

○藤田委員 ちょっとしつこいようでございますけれども、２番の方は、そうすると場

所によってはこの委員会の提言になりますという意味で になっているところがあゴシック

るということでございましょうか。

○高橋委員長 論議の結果、合意得られれば提言になります。

○藤田委員 逆にいえば、 でないところは事実をいっているとか、こういうこゴシック

とで、あとは提言は になるということですか。ゴシック

○高橋委員長 はい。

○藤田委員 そうですか。わかりました。

○高橋委員長 よろしゅうございますか。進行については、また途中で随時ご発言いた

だいて結構でございます。では、議事を進めてよろしゅうございますか。

それでは、第Ⅰ部の審議に入りたいと思っております。事務局から第Ⅰ部を読み上げて

いただきたいと思います。

○農林水産省武本企画評価課長 読み上げます。

ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告要旨（案）

第Ⅰ部 これまでの行政対応の検証
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破線部は委員長２次メモでございますので、省略します。

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1988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。

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、これらは主に1989年までの情報に

もとづいた論文である。英国では1989年はニ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
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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。

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険部位の除去などの措置を行った。しかし、肉骨粉の輸入

状況の把握、加熱処理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。
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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。

（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



- 12 -

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た委員は皆無であ

った。後に、ＥＵステータス評価案に対する農林水産省回答では、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 Progress Report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1996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侵入が起こらないとい

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ＢＳＥ、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
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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。

（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、Ｂ

ＳＥ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2000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Ⅲと結論されていた。

これに対して、農林水産省はカテゴリーⅡまたはⅠに相当するはずとして、担当者をＥ

Ｕ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、
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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Ⅲのままであった。

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ばならず、また、自ら行う評価に客

観性は期待できない。そのような問題があるのに、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、ＢＳＥ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（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式協議が行われた。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
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していない。

腸管出血性大腸菌症Ｏ 157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。

（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1997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研究班サーベイ

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ケ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ケ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2000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。

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
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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の医療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。

（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ケ月令以上の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。

ただし、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。そこで、５月、わが国におけるＢ

ＳＥ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ケ月令以上の運動

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
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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成してい

なかった。厚生労働省は1996年４月にＢＳＥ又はその疑いのある牛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／ＥＡＯ／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ＢＳＥ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週間以上の間

隔があった。ＢＳＥが疑われる牛であれば直ちに試験が行われるはずとの衛生課長の回答

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
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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）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が最終的判

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。
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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 5,800名が参加して、９月30日まで実施された。その結果、臨床的にＢＳＥの疑いのあ

る牛は見いだされなかった。この調査は行政として、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、少量の肉骨粉の混入は見逃してしまう。

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、日本の場合、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。
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（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ケ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ケ月令以上の牛について、頭蓋（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ケ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30ケ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される。

ＢＳＥ発生のニュースを受けてから１ケ月あまりという、きわめて短時間で全国的な検

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
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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30ケ月令以

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。

（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

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。サーベイランスの方

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。
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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。

以下は山内委員長代理による追加項目であります。

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「遅発生ウ

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。

○高橋委員長 どうもご苦労さまでございました。非常に長文でございますが、ここで

この第Ⅰ部全体を通して若干の解説を、草案を執筆された山内委員長代理からお願いした

いと思います。
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○山内委員長代理 まず、私が言ったことは、国際情勢がその時期時期においてどうで

あったか、それに対して日本がどういう対応をして、もしくはどういう認識をしていたか。

ただ、日本での具体的対応に関しては事実確認の意味がありまして、私の方で誤解してい

る点もあるので、こういった点は農林水産省、厚生労働省、両方の事務局に主にメールで

確認をしていただいています。時間的にはかなり限られていましたので、十分な確認がで

きているかどうか自信はございませんが、そういうプロセスです。

それから、幾つか新しく加えておりますのは、1986年からこれまでのこのＢＳＥをめぐ

る動きの中でどういう行政対応が行われたかというのを考えていきますと、どうしてもつ

け加えなければいけないことが幾つか出てきました。そういった点をつけ加えて、私なり

の評価をつけられるところについてはつけているということです。

１カ所訂正をお願いしたいところがございます。５ページです。参考配布資料の３とい

うのが皆様のお手元にあると思います。１枚紙です。これは「1996年４月11日に食品衛生

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の要

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」。これは私の誤解というのではないのですけれ

ども、飼料安全法の規定で厚生大臣が要請できるというふうになっていたものですから、

その事実とこの局長からの連絡を結びつけてしまったのです。これについてちょっと厚生

省の方から説明していただけますか。

○厚生労働省吉岡企画課長 ちょっとご説明させていただきます。

本日、参考配布の３という形で裏表に印刷をした資料、これは山内委員長代理からお求

めがございまして提出をしております。この参考配布の資料の表側は、本日初めて委員会

にご提出するものでございます。

実はこの参考配布の３の後ろ側につきましては、役所の用語でかがみと申しております

が、この送り状についておりました資料の項目だけが載っております。この「添付資料」

と書いてあるうちの下線を引いたところ、これは既に第２回の本委員会に提出をしている

ものでございます。その１つ目は、食品衛生調査会の平成８年４月11日の意見具申でござ
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います。もう一点は、ＷＨＯの当初のプレスリリースに仮訳をつけたそのものを添付をし

ております。そのほか参考資料等は具体的には委員会には出しておりません。

この下線を引きました２つの資料をメインの資料にいたしまして、もう一回裏面をごら

んいただきたいと思いますけれども、平成８年４月12日付で当時の厚生省生活衛生局長名

で、裏面の１番に書いております３つの省庁 農林水産省畜産局長、通産省生活産業局

長、文部省体育局長あて出したものでございます。こういう形で局長名で資料を配付する

ということは、当時の担当課長に聞きましたところ、余り例はない。その後の経験に対し

ても例はないのですけれども……。

恐らくこのＷＨＯ報告に、当時は専門家会議の報告の中に勧告として入っております事

項、特に英国でヒトへの感染が疑われたということから、肉骨粉の規制とサーベイランス

の導入ということが先般もご議論いただきましたＷＨＯの専門家会議の勧告の主な中身だ

ろうと思うのですけれども、参考配布の表紙の下の方に書いていますように、「同調査会

において調査会委員より」、すなわちこの前日の食品衛生調査会の議論の中におきまして

委員から、特に家畜がかかっているかどうかのサーベイランスにつきまして、これは厚生

省だけではなくて、当然農水省サイドにも同じようなことを考えていただくべきであると

いうことから、こういったＷＨＯの専門家の会議の勧告を受けて、担当省庁においても、

これは厚生省を含み、また農水、経産、文部省も関係しますけれども、そういう各省庁に

おいて適切な対応がなされるよう通報していただきたいというご要請がこの前日の調査会

でございました。これを踏まえまして、先ほどいいましたような資料も添えて、局長名で

先ほど申し上げました農水省を初め関係局長にお出しを申し上げたものでございます。

当時の生活衛生局長の考え方として、これはヒトの健康にかかわる大変大きな問題であ

る、また一方では厚生省だけではなくて関係省庁との連携も非常に大事であるということ

から、当時の局長の指示でこういう局長名で関係省庁に資料を送るということが平成８年

４月11日にされたと聞いております。

以上でございます。

○高橋委員長 ありがとうございました。この点につきましては、各項目別の審議のと

きに字句の修正等を提案していただきたいと思います。

それでは、まず１ページ目、朗読していただいたときに点線の枠組みは省略されました

が、実はそこの冒頭に書いてある「１、イギリスにおけるＢＳＥ発生を踏まえた対応」、

括弧何々というのは生きているわけでございます。ですから、この１にかかわる文章につ
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いて、３ページの上段までのところについてご意見をいただきたいと思っております。

ゴシッ○山内委員長代理 私が今回追加をしたこと、評価にかかわることの区別をこの

の中ではできていませんので、ちょっと頭の中が混乱しているところがあるのですが、ク

今の点について申し上げますと、まず、この書簡が我が国の農林水産省衛生課長に届いて

いて、どのような対応をしたのかわからないということで、特別な追加ではございません。

次の２ページの上の方、「英国では1989年はニワトリのサルモネラ中毒」云々、その次

のパラグラフの「1991年11月にはＷＨＯの」というところ、ここまでは私が当時の状況か

ら背景説明として必要だろうと思って追加をしております。

３つ目のパラグラフの「この報告に対して、当時の食品衛生調査会乳肉水産部会長」云

々、これは厚生労働省の事務局に問い合わせて返事をもらった点です。

３ページ目、これは評価です。

○高橋委員長 追加した部分と評価した部分、評価した部分はまだこの委員会として確

認しておりません。したがいまして、例えば１ページ目の最後のところ、「何々について

の相談が行われるべきであったと考えられる」というような評価、それも幾つかございま

す。これについて皆さんのご意見、それから追加した部分についての点、またそれ以外の

点で事実認識で多少誤りがあると事務当局の方で考えられる点がありましたらご発言いた

だきたいと思います。藤田委員。

○藤田委員 起草されました委員には、大変ご尽力されておりまして感謝申し上げたい

と思います。

３ページのところの についてでございますけれども、「肉骨粉の輸入状況の把ゴシック

握、加熱処理」から「みなせる」というところまででございます。これまでの論議では、

肉骨粉の輸入状況の把握というのは、動物検疫所統計とか『貿易月報』で把握されていた

と理解しておりますので、ここは外してもいいのではないかなという感じがします。

それから、最後の「みなせる」なのですけれども、この委員会として言い切れ得るのか

なという感じをもっております。それはどういうことかといいますと、この部分は1986年

から1995年の10年間のことが言及されているわけでございますけれども、２点ございまし

て、１点は、我が国での最初の発生が1996年生まれの牛であったということで、これらの

牛がここに書かれたようなミート・アンド・ボンミールをそれ以前に食する可能性がなか

ったのではないかということと、感染源が確認されていない現在ではこの表現は難しいの

かなと思います。それにも増して現在、国において原因究明が鋭意なされておりまして、
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原因は決定していないと承知しております。原因究明の結果との整合性に欠けるので、委

員会がこれを越えて言及するというのは適切ではないという感じをもっております。

つきましては、肉骨粉の輸入状況の把握のところは外れるとしまして、「しかし、加熱

処理条件の実態についての調査は特に行っていなかったと思われる。ＯＩＥの報告には従

っているが、現地調査等積極的な対応がとられる必要があった」とするようなことでどう

かなという提案でございます。

○山内委員長代理 そうですね。まず、今度発生した牛は96年生まれであるということ

は、もちろん96年以後に食べたえさから感染している。ただ、その前に広がっていたので

はないかというのは、ＥＵの地域別ステータス評価の中での推測でもあって、その可能性

が非常に高いだろうと私は思っていたことからこのような表現をしたわけですが、実際問

題として、今確かに感染ルートの解明をしている段階であり、その結論は出るのか出ない

のか、ともかく出ていないということからいうと、委員会としてここまで踏み込んでいい

かどうか。その点は藤田委員の意見で、私は大体いいのではないかなという感じはいたし

ます。

ただ、増幅の可能性があったことは否定できないので、その辺の文言をどこかに入れる。

といいますのは、結局、肉骨粉の輸入状況の把握をしていたというのは、ちょっと私は事

実に反しているのではないかなと。要するに英国から直接だけではなくて、間接的なもの

や何かいろいろな形で汚染した肉骨粉が入っていた可能性は十分にあり得る。そういうこ

とですと、その肉骨粉がもととなってレンダリングでまたリサイクル、それが２回ぐらい

は起きている可能性は否定できないということで、可能性は否定できないというくらいの

ことはつけ加えた方がいいのではないかと思います。

○高橋委員長 多少技術的な判断が必要なところでございますので、小野寺委員、この

点について何か。

○小野寺委員 この点に関しては、ＥＵ委員会の文章でも「増幅を招いた可能性は否定

できない」というような言い方になっていたと思うのです。ですから、ここまで言い切ら

なくても「可能性は否定できない」くらいの言い方ではないかと思います。

○藤田委員 病原体の侵入の方は可能性はあるのですが、委員会として、「増幅を招い

たものとみなせる」ということを本当に言い切ってしまっていいのかなと。

○山内委員長代理 というのは、90年代にもう病原体が入っていたとすれば96年まで病

原体は存在している。レンダリングを日本は行っていた。肉骨粉の給餌は禁止していなか
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った。特定危険部位の排除もしていなかった。リサイクルの条件はすべてそろっていたわ

けですから、やはり増幅は十分に起こり得た。入っていたか入っていないかということが

今わからないわけですが、オフィシャルな形では入っていないととらえていますが、いろ

いろなマスコミなんかの調査なんかも含め、実際にはかなり入っていた可能性が高いと考

えざるを得ないように私は思っているのです。

○藤田委員 関連しておりますけれども、結局、委員会として国がやっておられるのを

通り越してそうじゃないかと委員会が決定できるのかなという思いがあります。ほかのご

意見もあろうかと思います。

○小野寺委員 ここはそういうデータがあるわけでもないものですから、断定しないで、

ＥＵ委員会みたいに、よその国がいうような感じで「可能性は否定できない」ぐらいで控

え目に書いておいた方がいいかと。

○山内委員長代理 それは結構です。

○高橋委員長 それでは、そのような修文をするということでよろしいでしょうか。そ

れから、多少文章全体について、藤田委員、もう一度、修正文ご発言いただけませんか。

○藤田委員 先ほどちょっと申し上げましたのは、そこに書いてあるとおり、肉骨粉の

輸入状況の把握が行われていなかったというところがそうでないことが明確にされればこ

の表現でよいのですけれども、これまでの委員会では報告があったと思っております。

「しかし、加熱処理条件の実態についての調査は特に行っていなかったと思われる。ＯＩ

Ｅ報告に従ってはいるが、現地調査など積極的な対応がとられる必要があった」というの

が初めの提案の文章でございます。

○高橋委員長 あと最後のところはＢＳＥ病原体の何の可能性があったということの確

認が必要です。

○小野寺委員 「増殖の可能性は否定できない」。

○高橋委員長 増幅ですか。増殖？

○小野寺委員 増幅ですね。

○高橋委員長 増幅ですね。「増幅の可能性は否定できない」という形にするというこ

と。よろしゅうございますか。 では、そのようにここは修文したいと思います。

さて、ほかのところは１についてはよろしゅうございますか。

○岩渕委員 この記述のスタイルのことなのですけれども、破線の中にこの項目のタイ

トルが入ってしまっているので、これは外に出したらどうかなと思うのです。そして、そ
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の破線は（１）という部分だけにしてしまう。そうでないとタイトルがどれなのかよくわ

からない。第Ⅱ部も同じような傾向がみられます。第Ⅱ部はタイトルが２回出てくるとい

うことになりますので、そのあたり統一して整理された方がいい。

○高橋委員長 これは１の１行だけ残して、（１）は削ってもよろしいと思っています。

タイトルだけ「１、イギリスにおける」というところだけは残して。

さて、では１についてはよろしゅうございますか。 では２について。事実認識。

○農林水産省松原審議官 生産局審議官の松原でございます。

今、委員長から役所からの意見はということでお話を伺ったのでございますが、先ほど

の１の最後のところのお話について、藤田委員からのコメントのところについてのご下問

があったものと考えたものですからお答え申し上げなかったのですが、１つ私どもの方か

ら事実関係の認識ということでお話しさせていただいてよろしゅうございましょうか。

○高橋委員長 どうぞ。

○農林水産省松原審議官 まず、１ページの一番下の「この書簡は」以下なのでござい

ますけれども、ここのところで確かに衛生課長あてに書簡が90年２月に届いております。

この２行目の「どのような対応が行われたかは不明であるが」以下のところでございます

が、具体的にこういう記述は……。私どももこの案はお昼ちょっと前にいただいているも

のですから、今ちょっと手持ちにないものですから具体的な修文案ということではちょっ

とお話を申し上げるのは控えさせていただきたいと思いますが、ここの部分でございます。

英国政府からの書簡への対応につきましては、その後、専門家を英国に派遣するほか、調

査結果を踏まえまして、英国からの肉骨粉の輸入についての措置でございますとか規制の

強化等を実施したというようなことがございまして、この辺について不明ということと

「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」と書いてございますけれ

ども、そういう対応をとったということについての付言はいただけないものかと感じた次

第でございます。

もう１つつけ加えさせていただきますと、２ページ目の上から４行目のところ、ＯＩＥ

のＢＳＥ専門家会合からの反芻動物の飼料となるものについての「見直しを行うべきと勧

告されている」とございますが、実はこのときの専門家会議の報告書では、この「反芻動

物」以下「行うべき」というところにつきましては、実は「生きた牛等の輸入に当たり留

意すべき事項」ということで記載をされてございまして、できましたら「勧告されてい

る」ということではなくて「留意すべきとされている」ということが正しいのではないか
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と考えてございます。

○高橋委員長 ２点目は２ページの何行目ですか。

○農林水産省松原審議官 上から４行目の最後の一番右側でございます。

○高橋委員長 「勧告」ではなくて「留意」。では、その点について。

○山内委員長代理 まず最初の件ですが、この書簡については、この委員会で結局ちゃ

んとした回答がいただけなかったのです。書簡は出てきた。だけれども、どのような対応

をしたかということはとうとうはっきりしたお答えはその際なかったと思うのです。調査

に人を派遣したというのはその前の年なのです。1989年か何か。

○農林水産省武本企画評価課長 90年。

○山内委員長代理 90年でしたっけか。それでは派遣はともかくとして、調査したから

云々とかという回答はあの際には何もなくて、最初は手紙もみつからなかった。それは日

曜日だったから。次の会にやっぱりありましたと。どういう対応をしたかということに関

しては、結局何もお答えいただいていないので、このように書いたわけです。ですから、

どのような対応が行われたかはわからなかったと。確かにＢＳＥ専門家などについての相

談が行われるべきであったと考えられるという点では、これは今になって考えれば調査を

している人たちと相談をしたと思っておられるのですか。ちょっとよくわからなかったの

です。

○高橋委員長 それでは、ここは我々の委員会としてみんなが認めていますように、残

念ながら明快な回答がなかったことなので、「不明である」ということはちょっと響きが

あれなので「明確な回答がなかった」という文言でいかがかと思います。

○山内委員長代理 そうですね。

○農林水産省伊地知衛生課長 ８回目のときに、そのお答えを私は発言したと認識して

いるのです。実はこの文章についてどのように評価するかと日和佐委員からもいわれまし

て、それで調査をしたと。それを踏まえて生きた牛の輸入の禁止、肉骨粉等の加熱処理の

条件の強化を行いましたと答えたと私は認識しています。資料も出しておりまして、第８

回の資料ナンバー５、17ページ。

○高橋委員長 この書簡がきっかけでそのような対応が行われた。

○農林水産省伊地知衛生課長 書簡を受けてということではなくて、書簡に書かれてい

る情報等も踏まえ、当時の英国のＢＳＥの発生状況等を踏まえ、調査官を派遣してという

お答えをしていると思います。書簡が来たから調査に行ったというふうにはお答えしてい
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ません。書簡に書かれている内容は、既に当時知られている内容であったと。それで書か

れている情報等も含め、当時の英国のＢＳＥの発生状況等を踏まえ、担当官を英国に派遣

し、その結果を踏まえて生体牛の輸入の禁止、肉骨粉の加熱処理条件の強化等の措置をと

ったところでございますと答えたと認識しております。

○山内委員長代理 わかりました。今いわれたこの書簡に書いてあることはわかり切っ

たことだと。これは前文に書いてある。下から５行目「この書簡に述べられている内容は

すべて衆知のもので」と。ですから、当然衛生課も知っていたことである。それはそのよ

うに理解できます。したがって、この書簡自体への対応については明確な回答は得られな

かったと。その事実までで、その後、ＢＳＥ専門家などについての相談が行われるべきで

あったというのは、あえてここで入れなくても構わないと私は思います。削除してもいい

と思います。

○高橋委員長 いかがでしょう。事務方とすれば不明であったということ、あるいは明

確な回答をしていないということではなくて回答したということのようですが、委員の皆

さんの判断はいかがですか。日和佐委員。

○日和佐委員 明らかにこの書簡によって対応したのかどうか、因果関係ですよね。関

係性が明確にお答えはいただいていない。今のお答えでもそうだと思うのです。この書簡

があったからそうしたという明確な関係性としてはお答えいただいていないと私は理解し

ております。

○高橋委員長 この書簡が出てくるにもかなりの時間もかかったことも事実だったと思

います。そういう意味で「不明である」というのはちょっと意味が深過ぎるので、「明確

な回答がなかった」ということでよろしゅうございますか。それとも「既存の対応に上乗

せすることはなかった」と。違いますか。

○山内委員長代理 そういう事実関係は確認できていないのですから、書簡そのものに

対する対応という問題だったら、対応に関してはっきりわかっていないということだと思

います。

○高橋委員長 わかりました。では「明確な回答が得られなかった」という表現で、や

や厳しいのですが、お受けとめいただければと思います。

２ページの上から４行目の「勧告された」ではなくて……。

○山内委員長代理 これは結構です。事実がそういうことであれば「留意すべきとされ

ている」ということに直したいと思います。
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○高橋委員長 以上でよろしゅうございますか。この調子でいきますと大分時間がかか

りますが、ひとつよろしくお願いします。

それでは、１については何カ所かの訂正がございました。事務方ではひとつ細かいメモ

をとっていただいていると思いますので、それに基づいて修文をしたいと思います。

さて、２についていきたいと思います。２のタイトルは「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」、括弧として何年ということで、枠の中にある（１）から（４）までは消しま

して、５ページの真ん中辺までの部分でございます。この点について何か特に。

○山内委員長代理 まず、新たにつけ加えたものと評価の部分の仕分けですが、「最終

報告書の農林水産省への」、これは新たにつけ加えたものではありません。評価と受けと

めてください。

それから、４ページ目、「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」、ここのところも評価です。

それから、「なお、家畜飼料検討委員会」、これも評価です。この辺、全部この委員会

で議論した点です。

「農林水産省は、国際的動向を把握する」、これも評価です。

５ページ、「厚生省は」、これは新たに追加したところで、先ほど吉岡課長から説明の

あった項目なので、後でまた私の意見を申し上げたいと思います。一応評価と追加の仕分

けだけご説明しました。

○高橋委員長 ５ページの追加したところの６行目に「飼料安全法の規定により」では

なくて、調査会委員の提案によりこの文書が出されたのではないですか。

○山内委員長代理 ５ページは、たしか関与に関して私が今回これを書くのに当たって

文書で事実関係を問い合わせたものです。

○高橋委員長 ただ、飼料安全法の規定によって厚生大臣から文書が出されたのではな

くて……

○山内委員長代理 そうです。局長からです。局長から局長なので、ここのところ、さ

っきの課長の説明も受けまして、このように文言を直したらと思っているのです。よろし

いですか。この の５行目「会議の勧告について、」、それ以降「適切な対応がなゴシック

されるよう」から始まって次の行と３行目の「についても要請はできることになってお

り」、この３行を削除して、その次、「ＢＳＥがヒトの健康問題として浮上してきたこと
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を受けて局長名の要請をするとともに、関係資料を提供したものと考えられる」。ですか

ら「要請を行った」というところを削除する形ではいかがかと思います。

もう一度ここのところだけ読んでみましょうか。４行目の一番終わりの「ＷＨＯ専門家

会議の勧告について、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

要請をするとともに、関係資料を提供したものと考えられる」、こういった形にしたいと

思います。

○高橋委員長 これは正しい事実の認識の問題でございます。それに対する評価はその

後に書いてございます。

さて、このことについて事務方も含めて結構ですので、ご意見いただければと思います。

○山内委員長代理 すみません、１つ訂正があります。これは後で農林水産省の事務方

の方でちょっと確認していただきたいのですが、４ページの２つ目のパラグラフ、「1996

年５月には」というところから始まっているようですが、それの４行目「さらに、1999年

５月より」となっていますが、私の手元のをみましたらば1995年11月にはもうProgress R

eport は出ていますし、多分もっと前から出ていたのだと思います。ですから、これはい

つから出ていたのか、ちょっと年月を確認して訂正していただきたいと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 はい、確認をします。

○高橋委員長 はい、よろしく。その確認に従って訂正するということにしたいと思い

ます。

ほかにそれぞれの評価についてよろしゅうございますか。

○農林水産省伊地知衛生課長 まず、３ページの下から３行目でございまして、「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」というところでございます。これ

はコメントという形になるかもしれませんけれども、議事メモというのは、すべて議事録

を起こしたものでなくて、委員の発言をすべて記載しているわけではございませんという

ことと、あと禁止といわれた方には、後日、発言集をとりまとめる際に「指導ということ

でよいか」というのを文書で確認をしているということを当時の担当者から聞いておりま

す。

○高橋委員長 もう一度いってください。その２人の発言した方について……

○農林水産省伊地知衛生課長 文書で「これは指導ということでよいか」という確認を

とってとりまとめを行っております。

○高橋委員長 今までその文書は出てないですね。
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○農林水産省伊地知衛生課長 メモで。すみません。１人の方からは、そういう形で確

認をとった上で行っているということでございます。

○山内委員長代理 最初いっていた議事メモの話は、海綿状脳症に関する検討会の話で

すよね。禁止というのは後の飼料部会か何かの話ですね。今ごっちゃになっているのです

が。

○農林水産省伊地知衛生課長 いや、同じです。

○山内委員長代理 禁止の意見は２名の……

○農林水産省伊地知衛生課長 両方とも検討会の話でございます。

○山内委員長代理 いや、海綿状脳症に関する検討会では、発言要旨として「指導する

ことが重要である」ということは書いてありますが、この際には禁止だとか指導とかとい

う話は何も議事メモに出てないです。

○農林水産省伊地知衛生課長 わかりました。すみません。指導することが重要である

ということについては議事メモには書かれておりませんけれども、その委員の方々からは

指導ということでよろしいかということで確認をとった上でメモをつくっているというこ

とです。

○山内委員長代理 これもそうなのですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 はい。指導することが重要であると確認をとっておりま

す。

○高橋委員長 その資料は今までに出てましょうかね。

○山内委員長代理 出てないです。

○高橋委員長 その専門家２名云々というのは４ページですね。今のは３ページの下か

ら４行目ぐらいのところです。

○農林水産省伊地知衛生課長 実は個人名が入っておりますので出してなかったという

ことでございまして、必要があれば名前を消した上でお出ししますか。

○高橋委員長 これは注記という形で書かせていただきましょうか。今の段階で出して

いただいて、後で注記でこういうことで事後資料が提供されたということで処理させてい

ただきたいと思います。

４ページの２名の専門家の意見について、これは何かございますか。

○農林水産省松原審議官 ４ページ目の の「なお」以下のところにつきましてゴシック

一言コメントさせてください。
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実は「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。Ｂ

ＳＥに関する専門知識を持った委員は皆無であった」という記載があるわけでございます

が、当時２名の方のうち１名が家畜衛生試験場の場長さんであったと承知をしてございま

して、本人の専攻の内容が専門家であるかどうかということではなしに、衛生試験場とい

うのはプリオン病もすべて扱ってございまして、統括責任者ということでございますので、

あの方のことを考えますと皆無というのは失礼かなという感じがいたしております。

○山内委員長代理 専門家は皆無、どういったらいいでしょうか。もう少しやわらかい

言い方。よくわかるのです。立場上はすべてを管轄されているのであっても、その専門家

ではないということも事実なんですよね。本来はこういう委員会でＢＳＥの専門家が存在

しているべきなのです。どのようにいったらいいでしょう。

○農林水産省松原審議官 この「ＢＳＥに関する専門知識を持った委員は皆無であっ

た」という「ＢＳＥ」から「皆無であった」というところまでを削除するというのはいか

がなものでございましょうか。「プリオン病の専門家ではない」というところはいえるの

かもしれません。

○山内委員長代理 わかりました。結局、前でいっていることの繰り返しで、ただ強調

しているわけです。

○高橋委員長 いかがですか。事務局からの提案ですが、委員会として認めるかどうか、

委員の皆さんの判断をいただきたい。小野寺委員どうでしょう。

○小野寺委員 ＢＳＥの方は検討会の前にやっていたわけですね。ここでえさのことで

急に肉骨粉が出てきたということですね。ですから、そこに参考人ぐらいで呼んでもよか

ったのかなという気はします。

○高橋委員長 いかがですか。

○山内委員長代理 今、小野寺委員のいうように、ＢＳＥ専門家を参考人として呼んだ

方がよかったと思われるぐらいにしましょうか。

○高橋委員長 では、そのような修文をするということで、「ＢＳＥに関する専門知識

を持った委員は皆無であった」ということを「ＢＳＥに関する専門知識を持った委員を参

考人として呼ぶべきであった」というふうに訂正したいと。よろしゅうございますか。

では、そのようにご理解いただければと思います。

さて、２についてはいかがでしょうか。

○農林水産省木村飼料課長 ４ページ目の のところで「農林水産省は、機会はゴシック
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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」というと

ころで1960年代の話が入っているのですけれども、この部分につきましては、過去私ども

資料でも提供しているのですけれども、国会の方でも大臣がなぜ法制化しなかったという

ことで何遍も問われておりまして、その答え方といたしましては、英国から肉骨粉の輸入

を禁止したということ、牛用飼料への肉骨粉の使用はほとんどなかったということ、さら

に国内にＢＳＥがみられなかったこと、そういうことから行政指導で実行されたと考えら

れていたことに加えて、97年に、これは３月、４月になりますけれども、家畜伝染病予防

法改正時の衆参農水委員会におきまして「今後とも引き続き指導すること」という附帯決

議があったこと、こういった判断に基づいて法規制を行わなかったと答えておりますので、

そういったことについても言及していただいたらと思います。

○山内委員長代理 それは私はいいと思いますが、今のような内容をメモ書きで今やっ

ていただけますか。

○農林水産省伊地知衛生課長 関連でよろしいですか。今のところと全く同じところな

のですけれども。

○高橋委員長 はい。

○農林水産省伊地知衛生課長 今のところで「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」ということなのですけれども、

これは正確に申し上げますと1965年（昭和40年）から昭和45年までは禁止していたのです

けれども、1971年（昭和46年）以降は輸入を認めております。1990年に再度、ＢＳＥの関

係で輸入を禁止しております。ということで、事実関係として「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」ということは

ちょっと違うと思います。

○高橋委員長 では、これは事実認識の誤りだと。

○山内委員長代理 これは削除します。

○高橋委員長 削除か訂正すると。

○厚生労働省吉岡企画課長 すみません、事務局から。先ほどの５ページの真ん中の

（２）、先ほど山内先生から削除あるいは一部つけ加えるということでご意見があった部

分ですけれども、もう一回確認をしたいのです。５行目の途中から削除ですね。「ＷＨＯ

専門家会議の勧告について」、その次から削除というふうになっておりますけれども、お

願いができれば「ＷＨＯ専門家会議の勧告について、適切～なっており」まで削除で、そ



- 36 -

の後、「ＢＳＥがヒトの健康問題として浮上してきたことを受けて」、ちょっと案として

申し上げますと「厚生省としても、この勧告への適切な対応について生活衛生局長名で要

請を行うとともに」、以下、先ほど山内先生自身つけ加えられた文章でよろしいかと思い

ます。

もう一度、先ほどの参考配布の３のところで、１枚表紙に出ておりますように、きっか

けとしては調査会で委員から指摘があったわけですが、先ほどの表紙の３段目のくだりに

「通報してもらいたい旨の要請があったところ、ここに関係資料を添え、本職からもお願

い申し上げる」云々と。本職からもお願い申し上げる中身は、このＷＨＯ勧告への適切な

対応ということで当時局長通知が発出されたというふうに理解しておりますので、そうい

うことでよろしくお願いいたします。

○山内委員長代理 それは結構です。

○高橋委員長 それでは、先ほどの「局長名の要請を行った」云々という前に「厚生省

としても」云々という先ほどの文言を入れるということで、委員の皆さん、ご承認いただ

けましょうか。 それでは、そのように修文していきたいと思います。

○農林水産省伊地知衛生課長 すみません、もう一点。４ページの下から４行目から

「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」という点でございます。これは実は当時の担当者に確認をい

たしましたところ、いわれるように「伝達性」といった場合には家畜伝染病の対象にする

のにいろいろ問題があるかもしれないということで、本件については伝染性でやった方が

家畜伝染病予防法上のいろいろな措置がとれるので予防法上の対象にするということで、

数名の専門の方に相談をした上で実施したと聞いております。

それと、行政だけで法律はできませんので、法制局並びに国会での承認が必要というこ

とでございますので、勝手に行政判断だけで伝染性海綿状脳症に変えるということは、な

かなかできないのではないかと思います。

○山内委員長代理 わかりました。このときは私は直接かかわっていたので、私のとこ

ろへ課長補佐からも「こう変えました」と電話があって、私は猛反対したのですが、決ま

りましたと。専門家との相談というのは、結局、農水省の研究所の人たちと相談をしただ

けであって、その中には専門家も入っていたのかもしれませんから、どうしましょう。専

門家に相談したと。そういう意味では形式的にはやったんでしょうね。ただ、内々での相

談だったんだろうと私は理解しています。ですから、我々、当時のプリオン病や何かの専
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門家の間では相談を受けたという話は聞いておりませんでした。

○農林水産省松原審議官 ちょっと補足をさせていただきたいと存じます。当時私も衛

生課で薬事室長をやっておりましたので。実は当時、この海綿状脳症を法定伝染病扱いを

するという政令を制定するのに、法律上の権能をいただきたいということで急いだ経緯が

ございます。このときに名前をどうするかということは、家畜衛生試験場だけではなくて、

山内先生を初め外部の方々にもご意見を伺った経緯はございます。そのときに賛成されな

かった先生もおられたわけでございますけれども、この法令審査の過程でこれをいかに早

く進めるかということで、伝染性ということについて、これは全くいえないということで

もないということがございまして、こういう名称を採用させていただいたということでご

ざいます。

○高橋委員長 小野寺委員、いかがでしょう。

○小野寺委員 伝染性がいいか伝達性がいいかということですけれども、これは家畜伝

染病予防法との整合性があって伝染性がいいんじゃないかという話は聞いていました。伝

染性ということで考えるのはどうなのかということなのですが、僕はこの場合、ＢＳＥと

いう言葉が本来念頭になく、スクレイピーを考えていたので、スクレイピーだったら胎盤

から横の羊へ行くこともあるなと。羊のことを考えれば伝染性もいいのかなと思っていま

した。もちろん牛のＢＳＥは伝染性ということは難しいです。

○高橋委員長 小野寺先生のところには相談があったわけですね。

○小野寺委員 そうです。整合性でどうするということで大分議論はしました。

○高橋委員長 それだと多少修文の必要がございますね。

○山内委員長代理 わかりました。私のところにはありませんでした。それははっきり

覚えていますから。では、ここは「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」は削除して、「そぐわないとして、伝染性海綿状脳症に変えたが、このことがＢ

ＳＥ、さらにＣＪＤも伝染病と誤解を招く点は考慮されなかった」と、これではいかがで

しょうか。

○高橋委員長 以上のような修文について、よろしゅうございますか。事実関係は先ほ

どのような形で修正しまして、あとはこちらの判断でございますので、よろしゅうござい

ますか。

○農林水産省松原審議官 しつこく申し上げて申しわけございませんが、今のパラグラ

フの最後のところなのですが、大変気になっておりますのは家畜伝染病予防法の性格でご
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ざいまして、この目的というのはここに書いてあるとおりでございます。４ページの一番

下から５ページの一番上、このかぎ括弧の中は新しいことでございますけれども、このパ

ラグラフの最後のところ、「人への健康被害は対象に含まれていない」というのは、山内

先生ご承知のとおりに、病気によりましては当然公衆衛生上の問題は病気の性質上あるわ

けでございまして、例えばほかのブルセラ病にしても炭疽病にしても人とのかかわり合い

はあるものでございますから、法定伝染病に入れる場合には、当然ながら病気の性質とし

て公衆衛生上の問題というのも当然参酌をしながら病気としての指定をさせていただいて

おります。そういう意味で家畜伝染病予防法の目的からして全くこの対象に含まれていな

い、考慮されていないというのは、運用上の話だとか目的からしますと、私はちょっとこ

こは強過ぎるのではないかと考えてございます。

○山内委員長代理 1997年か８年に家畜伝染病予防法が改正されたときに、腸管出血性

大腸菌症Ｏ 157を入れなかったのです。そのＯ 157を入れなかったことに対して、学会で

当時の衛生課長が講演したことに対して質問が出ました。そうしたらば「家畜伝染病予防

法は家畜の病気を対象としているものである。Ｏ 157はどう調べてみても牛には病気を起

こさない。したがって、これは入れられなかった」とはっきり学会で答えておられました。

今のお話と全然違うんですね。

○農林水産省松原審議官 重ねてお願い申し上げます。Ｏ 157のときには牛には全く病

的症状を示さないという点から申し上げて、これは家畜伝染病予防法に入れるのに問題あ

りというのは、私が先ほど申し上げたのは、牛の病気であって、かつ人への影響も大きい

というものを家畜伝染病予防法に指定をしておるというところでございまして、運用上い

ろいろな面でのＯ 157対策は当然私どもとして実施をしたわけでございますけれども、法

律事項ということではＯ 157というのは病的症状を示さないというようなことから、その

条件が必要十分条件でなかったということでございまして、この法律の性格をこのように

解釈をするというのは、私はちょっと片手落ちと申しましょうか、強過ぎるのではないか

と考えてございます。

○山内委員長代理 わかりました。ただ、私の理解では、仮にもしもＢＳＥが人には病

気を起こすけれども牛には病気を起こさないものであった、ちょうどＯ 157と同じような

ものであったとすると、法律上ちゃんと家畜伝染病予防法に入れられたかどうかというよ

うなことをちょっと思ったのです。

○農林水産省松原審議官 今の山内先生のお話は仮にＢＳＥが牛に全く病気を起こさな
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ければというお話でございますが、現実にはＢＳＥというのは牛に病的条件を出している

わけでございますので、そういう意味では私どもとしては取り急ぎこれを法にしなければ

いけないという認識でございまして、法律解釈の問題と今回のということではちょっと分

けて考えていただけたらと思います。

○山内委員長代理 「人への健康被害」のところは、「畜産の振興を図ることとされて

いるが、ＢＳＥの場合には人への健康被害を重要視して、これを法律に入れた」というよ

うな文言を加える形にすることでよろしいでしょうか。全然逆の表現になりますけれども。

○高橋委員長 ただ、これは最後のところの提言のところにも関係することでもあるん

ですね。

○山内委員長代理 そうです。

○高橋委員長 今の事務当局の事実認識について多少修文するということ。この修文に

ついては専門家である委員長代理にお願いして、これはお任せいただけましょうか。

ちょっとここで議事進行についてご相談したいと思っております。既に２時間たってお

ります。このままいったら今夜中に終わるかどうかわからないということでございまして、

幾つかの案がございますが、１つは第Ⅰ部については事務方との事実認識の議論がかなり

ありますので、日を改めてやる。したがって、第Ⅱ部、第Ⅲ部をこれからやる。Ⅰ部をや

った結果、第Ⅱ部、第Ⅲ部というふうになるのがよいのですが、どうも時間配分からして

第Ⅰ部をやっていても恐らく８時、９時ぐらいになるのではないということになるととて

も論議ができないので、もし皆さん方の合意が得られればここで小休止をして、第Ⅰ部は

別途日を改めて公開で行うということにして、第Ⅲ部を先にやるということでいかがでし

ょうか。ご意見いただきたいのですが。

○竹田委員 今日の会議は２時～４時という案内がありましたから、あとの予定を入れ

ておりますので、ここで委員長、何時までやるか、８時、９時なんていうことは問題外だ

と思います。会議というのは案内どおりやっていただきたい。したがいまして、最終の時

間をまず決めてください。

○高橋委員長 冒頭、きょうは多少時間は延ばしていただくということはいっておりま

す。常識的に私は１時間半ぐらいは許容範囲だと考えております。したがいまして、５時

半、場合によっては６時というところをひとつご協力いただけませんか。

もう一点ですが、それではとてもこれ全部議論できません。したがって、来週早々か、
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あるいはあしたも含めてこの会を臨時に開催したいと考えているのですが、あした土曜日

ご都合の悪い方、手を挙げていただきたい。 そうですか。もちろん日曜日はちょっと

まずいでしょうね。日程表をいただいておりますが、来週に入ると竹田委員はずっとおら

れないと。海外出張ですか。

○竹田委員 本来、最初に配られた日程表では22日は予備日となっておりましたけれど

も、それが予備日でなくなった時点で21日からの出張を延期しておりまして、25日から４

月２日まで外国へ出張いたします。

○高橋委員長 日和佐委員も海外出張を日曜日から考えているということでございます

ので、それではひとつ皆さん、私提案させていただきたいのですが、残る時間、第Ⅲ部に

ついて議論をさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

○和田委員 考え方はいろいろあると思うのですが、Ⅰ部がある程度まとまった段階で

Ⅱ部へ行くのが筋だということも私もわかるのですけれども、いきなりⅢ部というのも…

…。Ⅲ部というのはⅡ部を受けてⅢ部だものですから、急にご提案だものですから、ちょ

っとⅢ部からというのはどうなのでしょうか。

○高橋委員長 Ⅱ部、Ⅲ部を合わせて２時間でできる自信が私は少々ないのです。

では、Ⅱ部については逐条審議は後日やるということで、本日これからはⅢ部を中心に

逐条審議をやる。Ⅱ部については朗読し、若干起草者のお話を聞いて、第Ⅲ部については

逐条審議をするということでいかがですか。

いかがでしょう。いずれにしましても第Ⅲ部に問題提起をもっておられる方、起草委員

が今日しか出席できないという事態をひとつご了解いただいて、第Ⅲ部を中心にやると。

ただし、第Ⅱ部が関係するから、第Ⅱ部についてはどういう内容であるかということを考

えて、意見の交換は後日に回して第Ⅲ部を中心にやるということでよろしゅうございます

か。

当初は朗読をしていただく予定でございましたが、それもまた時間をとってしまいます

ので、朗読はやめて起草委員から主要なポイントを解説していただくという形で進めてい

きたいと思いますが、藤田委員、何かございますか。よろしいですか。

○藤田委員 ５分ぐらい休憩をとってはいかがでしょうか。

○高橋委員長 そうですね。ここで５分休憩しましょう。この時計で20分まで休憩いた

しましょう。

（休 憩）
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○高橋委員長 それでは、再開したいと思います。

では、朗読をとりやめまして、第Ⅱ部について、起草委員である岩渕委員からポイント

のところをお話しいただければと思います。

○岩渕委員 Ⅱ部につきましては評価が中心でございまして、Ⅱ部単独で議論した経緯

は余りありません。そういうこともありまして、Ⅰ部を踏まえ、これまでの皆様のご意見

を踏まえて作成したつもりでございます。そういうことで議論のたたき台として作成した

ものでございまして、事前に役所も含めて意見を聴取して調整しようと思ったのですが、

時間切れで、役所の方からも注文がございませんでしたので、見切り発車でここに至った

ということでございます。しかるに、けさ一部の新聞にこういうことがストレートに報道

されたことは、流した人も報道したメディアもちょっと常識を疑う部分がございます。と

いうことで、その部分に若干触れたいと思います。内容につきましては、特に役所の方か

らいろいろ注文があると思いますし、異論、意見があると思います。ですから、そのよう

なものを修正含みの上で書いているということをご承知おきいただきたいということです。

第Ⅱ部についていきますと、一番最初の「危機意識の欠如と危機管理体制の欠落」では、

特に皆さんにお考えいただきたいのは、２つ目のパラグラフのところに農林水産省がＷＨ

Ｏの肉骨粉禁止問題で「重大な失政」、重大といえるかどうかというところです。

その後は「予防原則の意識がほとんどなかった」。「希薄だった」にしようかどっちに

しようかと迷ったところでございます。

そこの行の最後のところ、「国民の理解を求めながら果断に講じなければ」、その前に

「対策を」というのが入ります。

その前に「本格的な危機対応マニュアルを持っていない」になっていますが、「持って

いなかった」で、この事実関係はこれでいいのどうか、もう一度、異論があれば伺いたい

と思います。

２の方ですが、２つ目の黒くなっているところの「フードチェーン思考が欠如してい

る」。これは不足という考え方もあるかなとは思いましたが、とりあえず「欠如」にして

います。

一番最後「情報提供することが必要だ」、このあたり「必要だ」ではなくて「求められ

る」という表現ぐらいがやわらかくていいのかなと思っています。

それから、17ページの一番下から２行目、「どんな協議を行って決定したのか」、「決

定」が前に入っていますので「決定」を除いて「どんな協議を行ったのか」に直したいと



- 42 -

思っています。

時間の省略のため、余り細かいことをいわない方がいいですか。

○高橋委員長 はい。

○岩渕委員 ではポイントになりそうなところで、修文については後ほど。

18ページの黒くなったところの上のところで「農林水産省が2001年まで何ら対策を取ら

なかった」。これは2001年でいいのかどうか。あるいは2000年からいろいろ審議会を動か

したり何かしている部分があるのかもしれません。

その後の多分一番問題になるだろうと思うのは「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」、このくだりだろうと思うの

です。そこの最後の「ＢＳＥ問題のあらゆる局面で」、ここのところはやや書き過ぎの感

じがあるのかもしれません。ですから、ここは「ＢＳＥ問題で農林水産省が打ち出した政

策に対し、農水族議員」、「農水族議員」という表現自体についても、あるいは「関係議

員」「特定議員」という表現もあり得ると思っています。「影響を及ぼしたと推定され

る」とか「影響を及ぼしたのではないか」、証拠がある話ではありませんけれども、農水

族議員の発言を聞いていますとほとんど真っ黒けという感じでございます。これについて

はいかようにでも調整はいたしますけれども、これについて全く触れないというのも何か

変だなという感じがいたします。

それから、先ほど副大臣の演説を聞いていて思ったのですが、農水省の産業振興の評価

に値する改革を目指す動き、その後に「ＢＳＥ発生後の対策にもみるべきものがある」と

いうぐらい評価していいのではないかなという感じがいたします。全部が全部いいという

わけではありませんけれども、そういうのを挿入できるのではないかなと思います。

その次のページでは、細かいといえば細かいのですが、この辺はまあいいでしょう。

20ページですが、６番、情報公開。けさの報道をみたからというわけではありませんけ

れども、確かに随分問題は多いなということでございまして、そこのところ、「メディア

が存在するのは事実だが」の後、「事実で、無責任な報道もみられるものの」というぐら

いのところを一言ぐらい入れておく必要があるのではないかなと思っています。

第Ⅱ部に関しては以上でございます。

○高橋委員長 これも議論し出したら１時間では足らない大きな問題がたくさんござい

ます。問題は残して第Ⅲ部に移りたいと思います。

それでは、またこれも朗読はなしにして起草委員から全体についてのコメントをいただ
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いて、今度は逐条項目別に意見交換したいと思います。それでは、日和佐委員。

○日和佐委員 第Ⅲ部、今後の食品安全行政のあり方について、21ページにあります３

つのポツは無視してください。第Ⅲ部の中が３部作になっておりまして、その１部のメモ

書きでございますので、これは無視してください。

３部作になっておりまして、第１が「食品の安全性の確保に関する基本原則の確立」、

第２部が「食品安全性の確保に係る組織体制の基本的考え方」。ですから、理念とそれを

支える組織体制の考え方について述べておりまして、第３部、最後が「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」について、具体的にこのように進めて

ほしいということでまとめをしている。全体的にはそのような３部構成になっております。

１部から申し上げますと、「食品の安全性の確保に関する基本原則の確立」、これは食

品安全性の確保に関する基本的な理念、どういう考え方でいけばいいのかということをま

とめております。お断りしておきますけれども、完成の文章ということではありませんで、

まだ文章的にはちょっとつながりが悪かったり接続詞がおかしかったりしている部分があ

りますので、そこはご了承いただきたいと思います。

ここでは「はじめに」を記載しておりまして、現在、今日的な食をめぐる状況が新しい

局面を迎えているということを記述しております。大まかに申し上げますと、これまでの

農薬や食品添加物のような化学物質に関しては実験的にハザードを生じさせて一定のリス

クをかなり正確に評価することができますけれども、今日的な状況としては、ＢＳＥを初

めとしてＯ 157を初めとする新興・再興感染症、ダイオキシン、内分泌かく乱物質、遺伝

子組み換え食品等、非常にリスクの評価が難しい問題を惹起しているということをいって

おります。そういうことに対応して農場から食卓までのフードチェーンにおいて安全性を

確保するということが世界的な対応策として認知されてきているということと、その手法

としてリスク分析の手法が世界的に各国で導入されているということを書いてあります。

と同時に、ＢＳＥに関する問題を検討してきた結果、これは単にＢＳＥへの対応のみに

ついての問題点ではなくて、食品の安全行政全般に共通した問題が明らかになったという

締めくくりをしております。したがって、食品安全行政全般について見直していくべきで

はないかという筋立てです。食品安全行政全般を見直す視点として、１つが「消費者の健

康保護の最優先」、２つ目が「『リスク分析』手法の導入」という構成になっております。

24ページにまいりますが、２番目が「食品の安全性の確保に係る組織体制の基本的考え

方」です。ここではリスク分析手法が組織体制のベースとなるという観点で記述をしてお
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りまして、項目の追加、先ほど竹田先生からおしかりをいただきましたけれども、これは

リスク分析手法を導入するということであるならば、そのリスク分析に関する基本指針は

必要であろうという私の個人的な判断でこの25ページの枠内を追加したものでございます。

これについて必要ない、ある、両方ご意見をいただき、皆様のご意見で結論を出していき

たいと思っております。

ごめんなさい。私、自宅に来ましたＥメールに自分でメモを入れたりしておりますので、

そのＥメールでいただいた資料を使っていますから、ページ数がちょっとだけずれるので

す。申しわけありません。おわかりいただけておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。

ですから、第１番目にリスク分析に関する基本指針の確立が必要だということと、リス

ク評価、リスク分析を基本にした組織体制ということで具体的にリスク評価体制、リスク

管理の体制、リスクコミュニケーションの体制としてどのようなことが必要なのかという

ことを具体的にずっと述べております。

と同時に危機管理体制の整備をつけ加えておりまして、と同時に広報担当コミュニケー

ターの育成についても非常に重要だということで記述をしております。

ずっと行っていただきまして28ページです。お断りしておきたいのですが、この（２）

の「関係省内の関係部局間連携、政策調整のあり方」、これについては余り意見がなかっ

たということなのです。一部藤田先生からいただいているのですけれども、連携する場を

設定するというようなことも必要なのではないかというご意見でありまして、それ以上の

具体的な連携のあり方、政策調整のあり方については特に議論をしていなかったという経

過もあります。連携する場があったのだけれども連携ができていなかったというのはある

わけですが、今後については議論がされていなかったので書いてありません。

覚書の件に関しては、スケルトンにございましたので、ここに記述をしてあります。

その次が国際的な連携と情報の収集等について述べておりまして、スケルトンでは「そ

の他の重要事項」ということで４になっていた部分を（５）としてここに挙げました。こ

れらのことについても検討するようにという扱いにしてあります。

それで３に行くわけですけれども、３が「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」。食品安全法とするか安全基本法とするかはぜひご議論いただき

たいと思っておりますけれども、リスク分析やトレーサビリティの導入等、かなりシステ

マティックな事項も入ってくるということですので、食品安全法（仮称）という方が適切

ではないかというのが私の判断であります。
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それと、ここでは今後何らかの会議体ないしそのようなものを開いて、６カ月にするか

１年にするかはまたご議論いただきたいと思いますけれども、この報告書を実現するため

の具体的な審議をしていただきたいということを書いておりまして、その書きぶりについ

て、私はもう少し具体的に書いていたのですが、委員長のご提案もあってこのような書き

方になっているわけです。「政府は、以下の２点について、６ケ月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」、以下の文はこれでよろしいわ

けなのですが、「政府は講ずるべきである」ということで、具体的にこのことが実行でき

るかどうか、実現できるかどうかについてはいささか不安に思っておりまして、もう少し

関係省庁の省間による会議体とかという具体的な記述が必要ではないかというのが 書

いてはございませんが、私の意見です。

そこでは、基本原則は、したがって具体化されれば法律ということになります。それと

同時に、その法制度を実現するための組織、機関等がどのようなものが適当であるかとい

うことについては、その審議体、会議体で審議をしていただきたい、そういう構成です。

それから、先ほど竹田先生から総合科学技術会議について何も書いていないというご指

摘をいただきました。小野寺先生からも、食の教育については文部科学省も関係があるか

らそういう記述をというペーパーをいただいておりますけれども、私の考えとしては、現

在ある何らかの具体的なものをここで書くということはしない方がいいのではないかとい

う判断であります。その具体的なことはこの次の具体的な法制度と組織を審議していただ

く場所で議論をしていただければいいのではないかと思っておりまして、今後どうすれば

いいかという具体的な組織的なことについては、ここでそれほど時間をかけて議論をした

わけではありませんので、安易に現在ある組織名を挙げますと、そこは後々問題になるか

もしれないという懸念があったから、そのような扱いにさせていただきました。

○高橋委員長 ありがとうございました。先ほど説明がありましたように、この第Ⅲ部

については若干委員長から修正をお願いし、了承を得た上でこの案が出ております。

修正箇所を申しますと、24ページの下から２つ目の丸と３つ目の丸を追加させていただ

きました。これは特に大きな意見の違いはないと思っております。

重要なのは、27ページの③の前に「これらについて、以下の３の検討機関において検討

する必要がある」という項目がございました。これは前回の私のスケルトンメモの中で修

正する前の意見だったわけでございます。我々が検討して、また別に検討機関をつくると

いうふうなメモだったわけですが、それは前回の会議で修正させていただきました。そう
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いう意味で、それに連動した上で削除していただきました。

もう１つ大きなところは組織形態でございますが、リスク評価の体制の確立に関すると

ころです

○日和佐委員 ２の（１）の①です。

○高橋委員長 わかりました。25ページの下から３つ目の○ですね。「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」

と直していただいたのですが、当初の日和佐起草委員の文章では、「リスク評価組織の独

立性を保つために、その組織の所属を慎重に検討すべきである。例えば国家行政組織法第

３条の②による行政委員会組織とすることは望ましい選択肢である」という文言がござい

ました。これについては、あるべき組織の枠組みの選択幅は余り狭めない方がいいだろう

ということで削除していただきました。

もう一度いいますと、「リスク評価組織の独立性を保つために、その組織の所属を慎重

に検討すべきである。例えば国家行政組織法第３条の②による行政委員会組織とすること

は望ましい選択肢である」。これは公正取引委員会のような組織を想定されていると聞い

ております。この点の修正です。

最後の訂正については、先ほど申しましたように、30ページのところで「６カ月を目途

に成案を得る」というところの段落で別の検討機関をつくってというような項目がござい

ましたが、それは前回の討議に連動して削除していただきました。

では、そういうことで、時間がございませんので、また逐一進めていきたいと思います。

まず、21ページの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」、

（１）が「消費者の健康保護の最優先」、（２）が「『リスク分析』手法の導入」。スケ

ルトンではトレーサビリティというのが（３）になっておりましたが、トレーサビリティ

については（２）のところへ入っていると解釈いたします。

ここの文言について、最初の「はじめに」というのは全体の前文あるいは理念みたいな

ものだと思います。「消費者の健康保護の最優先」、「『リスク分析』手法の導入」とい

う点では、字句の修正等について何かご意見ございませんでしょうか。

リスク分析についての基本的な認識は恐らく誤りがないと思っておりますが、それも含

めてひとつ皆さん判断いただければと思います。多少文章のつながり等については、先ほ

どありましたように、てにをはについてはもう少し練るということもあり得るということ

です。
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ここのところはある意味で前文みたいなところですので、余り問題はございませんか。

また後で問題を戻すということで、それでは23ページの一番下の２の「食品の安全性確

保に係る組織体制の基本的考え方」、ここでは、先ほど竹田委員から指摘がありましたよ

うに追加項目がございます。追加項目については、先ほど説明がありましたように、リス

ク分析に関する基本的なイメージをまず出して、（２）が「リスク分析をベースとした組

織体制の整備」でリスク評価、リスク管理、リスクマネジメント、リスク管理の体制、危

機管理体制。Ａ、Ｂとなっていますね。それから「『リスク・コミュニケーション』の確

立」というところで、結局どこまで続くかというと、30ページの真ん中辺まで続きます。

この第２章は少々長いのですが、少し分けていきましょうか。

（１）「リスク分析に関する基本指針の確立」で○が３つございます。この文言はスケ

ルトンにはなくて、全体の流れから起草委員が挿入することが適当だと判断して挿入され

た部分と理解しておりますが、この部分についてまず意見伺いましょう。特にございませ

んか。 それでは、また後ほど戻っていただいても結構です。

それでは、その次の（２）「リスク分析をベースとした組織体制の整備」。ここではリ

スク評価の体制をどうやって確立するか、どういう要件が必要か。それから「『リスク評

価』と『リスク管理』の間の機能分離と相互作用の確保」、「『リスク管理』体制の確

立」、「リスク管理を分担する各省庁に『危機管理体制』の整備」、③が「『リスク・コ

ミュニケーション』の確立」というところです。

それが（２）になるところですが、ここのところで私の意向も含めまして、あるべき組

織の枠組みについては固有なものを出さないで選択幅を広げて提案したらどうかという意

向が起草委員の方へ伝わっておりまして、起草委員とすれば、さっきいいましたように、

国家行政組織法第３条の②による行政委員会のようなものを例えばというふうな表現が出

ております。恐らく竹田委員のいわれる総合科学技術会議、入れるとすればこういうとこ

ろで入れることになろうかと思うのです。この辺を少し議論していただきたい。小野寺委

員どうぞ。

○小野寺委員 一番最初の追加項目の中に既にある程度理念も○３つで言っているから、

「リスク分析をベースとした組織体制の整備」の中の「『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」というのをもうちょっと具

体的に、例えば竹田先生がいわれたようなことも例えばという格好で入れても別に悪くは

ないのではないかと思ったのです。ただ、例えばではちょっと弱いというのだったら、ま
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た別ですけれども。

○山内委員長代理 私も、リスク評価を独立させてやるということは重要なので全く異

存はありませんし、竹田先生がいわれたような形のものは１つの考え方であって、私は非

常にいいと思っております。ですから、ある程度具体性をもたせてもいいのではないかな

と。「客観的な科学評価を行い得る独立した専門家集団」というのはちょっと漠然とし過

ぎてしまっているような気がするので、もう少し具体的に、最初に竹田先生がいわれたよ

うな健康政策総合会議でしたか、あのようなものを入れた方がかなり具体的なイメージが

わいてくるのではないかなと感じております。

一方でリスク評価の専門家の中で括弧して「毒性学」とか「暴露評価等」となっていま

すが、ここをあえてこれだけいう必要はないのではないか。もしもいうのであれば、例え

ばＢＳＥなんかで今一番欠けているのはむしろ疫学の専門家なのです。獣医疫学が全く存

在していないということが非常に大きな問題なわけでして、もしも例示としてやるのだっ

たらそういう点を考えていただきたいなと思います。

次の項目である「関連国際機関との連携を強化」、これは実は日本はいつも国際機関と

の連携ばかりいっていて、連携は形式的にはやっているのですが、実際のところは何もで

きていない。国際機関の会議なんていうのは、実は会議が開かれるときはみんな情報が集

まってしまっているわけです。専門家はみんな知っているわけです。そこに頼っていたの

ではだめなので、専門家がどんどん情報を収集できる体制をちゃんとつくっていっていた

だきたいなと。それにはこういうリスク評価集団、専門家集団を何らかの形でつくって、

いいかえれば専門家集団の編成についてもうちょっと具体的なイメージをつけ加えられな

いだろうかと。ところどころに似たようなところがあるんですね。例えば「専門家集団の

人選は」というのが次のページにあって「海外からの応募も含めた公募性」、実際にはＥ

Ｕの科学運営委員会はまさにこれでやっているわけでして、あの運営委員会は公募でやっ

て、選考委員長はノーベル賞受賞者がやっている。そのような形ですから、少し整理をし

直して膨らませて具体性をもたせた方がいいんじゃないかなという感じがします。

○高橋委員長 その点について。

○小野寺委員 先ほどの言葉につけ加えて、結局幾つかのこういう委員会の名前みたい

なものがイメージとして出ているのですけれども、別に幾つかあって、そういうのが重層

的に重なって全然構わないと思うのです。むしろヨーロッパのようにある程度マルチプル

レイヤーでやった方が、１カ所でしくじっても次の方でカバーできるということですから、
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この際、ある程度具体的な案みたいなものがあったらどんどん出しても構わないと思いま

す。

○高橋委員長 例えばフランスでいえばＡＦＳＳＡですか。

○小野寺委員 そうです。ＡＦＳＳＡがあるけれども、それとはまた別に評価委員会が

あるとか、いろいろたくさんあるのです。同じことを幾つかダブッてやっています。

○高橋委員長 ドイツではリスク評価研究所というのを考えられていますね。

○小野寺委員 ええ。

○高橋委員長 それから、我々が現地で伺った限りにおいては、その２つあるいはＥＵ

でつくろうとしているところの管理委員会と科学委員会は別なんですね。管理委員会は、

その組織が独立性を保つための組織で、そこには消費者団体も入る。実際にリスク評価す

るのは、幾つかの複数の科学委員会があって、それは科学者だけであって、その卓越性と

いいますか、とにかくＥＵではできるだけ網羅しながらトップクラスを、それからアメリ

カの学者も入っているといっていました。そのような国際的な形で公募してやっている。

しかも、独立性を保つために厳しい審査があって、どこかの利害関係にとらわれていない

かどうか、宣誓もするというようなこともやっているようです。そのようなことはヨーロ

ッパにおけるものを参考にしながらというふうな気持ちで私はスケルトンを書いたわけで

すが、それをもう少し具体的に例えばこういうものということを少し羅列するということ

もあってもいいんじゃないかというご意見ですね。この点についてはいかがでしょう。

○岩渕委員 賛成です。ですから、今まで伺っている中でいえば、３条委員会ですか、

あと総合科学技術会議みたいな大まかに分けて大体２つぐらいの系統の話が出ているので、

ほかにはないのかどうか。それぞれの組織の日本型のリスク評価機関として応用する場合

の問題点があるのかどうか、どういう問題点があるのか、実はそのあたりのところがもう

ちょっとわからないなというのが実感ですね。

ですから、そのようなご提案があれば別に２つでも３つでも４つでもいいと思いますし、

ちょっと時間がありませんけれども、そのあたりのプラスマイナス、それぞれの利害得失、

メリット、デメリットの部分まで含めた格好で、本来ならやや検討すべきだなと。それは

その後、行政の方に投げても構わないといえば構わないのですが、少なくともここで提案

された案についてはきちんと紹介すべきだと私は思います。

○高橋委員長 当然そういう意味では公正取引委員会がサンプルになっている国家行政

組織法第３条の②に係る組織もその例示として出てくるのではないか。ただ、その場合は
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総理府の外局になるのですか。

○農林水産省武本企画評価課長 総理府でなく総務省。

○高橋委員長 総務省。それから、現在の金融庁は内閣府の外局になるわけですね。そ

れから、大臣との懇談会で出た地震予知連絡会はまさにリスクアセスメントをやっている

ところなのですが、あれは国土地理院の院長の私的諮問機関、火山噴火予知連絡会が気象

庁長官の私的諮問機関です。どういう法的基礎でそれができているのかわかりませんけれ

ども、その辺はかなり専門的に検討しないと、私はにわかにここのところでこれがいいと

いうことをいう、あるいはましてや食品安全庁という言葉がひとり歩きしていますので、

少し控えた方がいいのではないかなという気持ちは先ほど述べたようなことでございます。

これは皆さんの意向に従って進めていきたいと思います。ほかの皆さんのご意見いかがで

ょうか。

○厚生労働省吉岡企画課長 事務局からよろしいでしょうか。ちょっと事実関係にわた

る部分、簡単に申し上げます。

26ページの「『リスク管理』体制の確立」という②の中でＡのくくりの中の３つ目の○

ですけれども、「ダイオキシンや内分泌かく乱物質等は環境行政」という形になっており

ます。これは厚生省もいろいろやっていますので、ここは事実関係で、文章についてはま

た後ほどご相談させていただきます。ダイオキシン、内分泌につきましては、環境行政以

外に厚生行政もやっておりますので、１点だけご指摘申し上げます。

同じページの一番下、Ｂのところですけれども、「リスク管理を分担する各省庁に『危

機管理体制』の整備」とございます。ここはこういう体制を「整備することが必要であ

る」となっておりますが、これはこの委員会の前々委員会でお求めがございまして厚生省

の健康危機管理体制につきましてご説明しております。実際には健康危機管理官というス

タッフも官房に置いておりますので、現に導入されている部分につきましては、それを踏

まえたご記述をお願いしたいと考えております。

○高橋委員長 これはひとつその事実認識に基づいて文章を修正していただければと思

います。

さて、先ほどの具体的な組織のイメージを出すか名称を出すか、その件についてもう少

し皆さんの意見を伺いたいと思います。竹田委員、ぜひ。

○竹田委員 私の意見は、欧米のいろいろの機関をモデルにするのも１つの方法だけれ

ども、我が国に今回のＢＳＥに対応できるようなモデルがありますよということを申し上
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げております。総合科学技術会議を模した会議ということであって、総合科学技術会議に

ついては先日資料が出たから先生方もご存じのとおりで、ああいう組織があればリスク評

価、あるいはその中にリスク分析、リスクコミュニケーションの専門委員をつくることが

できるのではないかとまで考えておりますが、それは別として、したがって文言として入

るならば、具体的な組織については入れないという委員長のご意向を受けて、「我が国の

総合科学技術会議を模した組織」というふうな言葉が入れば、私はそれでいいと思ってお

ります。

○高橋委員長 例えばということでそういう形を入れると。その後に日和佐委員の国家

行政組織法第３条の②による行政委員会組織も入れるという形で併記しますか、それとも

単独にしますか。

○竹田委員 それは併記で、いろいろな意見が出ておりますので、先ほど委員長がいわ

れた火山予知云々のようなものも例えばの中に入るのではないかなと思いながら聞いてお

りました。

○高橋委員長 それは注として入れるか、文章の中に入れましょうか。入れましょう。

○日和佐委員 ちょっと確認させてください。火山予知何とかかんとかまで入れるとい

うことになりますと、行政組織における行政法の中で規定されて現在ある委員会とそうで

はない委員会がありますね。公正取引委員会だとか公害等調整委員会、司法試験管理委員

会等がこの行政組織法で規定されて、まだそのほかにもあるわけなのですけれども、それ

を全部入れたりするといささか煩雑、それと海外のフランスやイギリスの事例も入れるの

でしょうか。そこも確認してください。

○山内委員長代理 少なくともＢＳＥに関して私の理解しているのでいえば、ヨーロッ

パでは科学運営委員会が全部ひっくるめてやっていて、フランスだとかドイツだとかへ行

っても、結局は科学運営委員会の方が中心になっていて、あとはそれぞれの国でまたやっ

ているということだろうと思うのです。

日本の場合に、専門家の立場からいえば、竹田委員のいわれたような科学技術総合会議

のようなものがイメージとしては一番ぴったり合うだろうと。地震予知とかほかのものは

ちょっと違ってくるのではないかと思います。そのほか日本でうまく合うような組織があ

るかというと、私が理解している限りは科学技術総合会議あたりしか思い浮かびません。

○日和佐委員 もう１つ確認させていただいていいですか。科学技術総合会議なのです

が、リスク評価は専門家によってやるわけですね。ですけれども、一方ではリスク分析全
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体をコーディネートする機能が必要なわけです。海外でいえば、全体的にコーディネート

する組織がリスク評価もやっていて、ただし専門の科学者にその評価は具体的にはしても

らう。それとリスク管理は切り離すというのが基本的な形ですね。

そういうことを考えますとトータルのリスク分析マネジメント、ですから情報公開やリ

スクコミュニケーションその他、リスク評価の対象をどうするか、どういう品目にするか、

優先順位はどうするか、それを一体どういう合意によって決定していくか等のマネジメン

ト、そこも含めて総合会議ということになるのかしらと私はちょっと思うわけです。科学

者としての専門家としての役割は大いにこの会議で発揮していただけると思うのです。

○高橋委員長 科学委員会としての性格は確かにあるかもしれないけれども、リスク評

価を行うには何をリスク評価として対象にするか、その辺の判断は科学者だけではできな

いことだろうと思うのです。

例えばフランスのＡＦＳＳＡの場合には３つの官庁がＡＦＳＳＡの上にあるわけですが、

その３つの官庁とＡＦＳＳＡ自体と消費者団体、その三者がこういう問題についてリスク

評価をしてほしいという問題提起をする。その問題提起をＡＦＳＳＡの運営委員会で審議

して、それぞれの科学委員会に諮問するわけですね。そこから先は完全に独立した科学者

だけの世界になるわけですが、そういったものをどういう形でセットするかということが

重要な問題だと思います。竹田委員。

○竹田委員 したがいまして、この委員会が何を報告書に入れるかという問題になって

くると思うのです。今かなり各論になりましたですね。この最初に出てきた案でしたら総

論も述べないということだから、総論はぜひ入れていただきたい。総論の後、これをどう

するかということに関しては、これはもうこの委員会から離れると思うのです。こういう

理念を出しておけば、これをどういう形でつくるかということはこの委員会から離れない

と、この委員会で議論するだけの時間的余裕はないと思う。したがって、例えば総合科学

技術会議を模したような機関をつくるということで合意があれば、それをどうつくるかと

いうことは、改めてこれは行政の問題として行政だけでやるか、あるいは専門家、消費者

を一緒に考えるか、これは私どもの手を離れるから、私は報告書の中に具体的にイメージ

ができるようなものを入れていただけばと思っております。

○高橋委員長 いかがですか。

○山内委員長代理 さっき委員長がいわれたような問題点をピックアップするとか提案

をするとか、そういう組織までは必要なわけで、それは恐らく科学技術総合会議では無理
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であって、現在ある科学技術会議なら科学技術会議を模したものであって、それにプラス

こういった機能も必要であるという全体像をつくっておいた方がいいのではないか。完全

に評価をするといっても リスク管理は全然別だと思いますが、評価の部門の中にもあ

る意味での事務的なマネジメント、問題提言という機能をちゃんと含めた形を考えるべき

だろうと思います。

○高橋委員長 岩渕委員。

○岩渕委員 おっしゃることに賛成です。そのような中で、この中にも書いてあると思

うのですけれども、例えばリスクコミュニケーションも全体の運営委員会みたいなところ

で担当できれば、それはそれで１つの考え方ではないかと思います。例えばＡＦＳＳＡな

んかはやや似たようなところがありますので、それは具体的な例示、そのような形がいい

のではないかなと私は思います。

○高橋委員長 和田委員。

○和田委員 今まで出ております意見に賛成です。私は以前から申しておりますように、

ある程度の提言まではやって、具体的なところは、メンバー構成にしろ、もっと時間をか

けることにしろ、次のステップでやるべきことと思っております。

この中に具体的にどこまで書き込むかというのは、今まで出ているのは竹田委員から出

された１件だけですね。ですから、むやみにいろいろなところのを引っ張ってきて書く必

要はなくて、「模した」という表現であれば、具体的な名前が１つ入っても、別にそれに

後々とらわれてというほどのことはないのではないかなと感じております。

○高橋委員長 例示は１つにするということですか。

○和田委員 具体的にほかに適当なところがあればよろしいのですけれども。

○高橋委員長 ですから、この場で提言されてもいいと思うのです。

○和田委員 今までは具体的なものは、たまたまですけれども、１つしか出て 公正

取引委員会のようなというのが出れば出るのかもしれませんけれども……

○高橋委員長 食品安全庁のようなというのは懇談会の席では出ていますね。

○藤田委員 先ほど竹田委員もほかの方もおっしゃったように、内容的なことはこの委

員会で必要だと思うのですけれども、それを具体的にどうするかというのは行政サイドの

ことだったり、それから言葉でいうといろいろな言い方があるのでしょうが、「模して」

でもいいし「総合科学技術会議を参考にしつつ」とか、どうしても何かイメージを出すと

すればそういうことで載っけておくことはいいのではないかと思います。
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○高橋委員長 リスク評価という点を強調すればおっしゃるとおりでいいと思いますね。

だけれども、もう少しリスク評価をシステムとしてやるということになるとどうなのか、

その辺は具体的な対策についてはしかるべき機関に判断を仰ぐか、何かそのような文言で

まいりましょうか。

それでは、そういうことで、事例とすれば今まで出てきたもので「総合科学技術会議の

ような」というような文言を入れましょうか。日和佐さん、よろしゅうございますか。

○日和佐委員 専門家集団、ちょっと嫌な表現で申しわけないです。専門家の集まりと

いう意味合いでの総合科学技術会議という位置づけで例示として書くと。

○高橋委員長 ということで考えるとすれば、今度はもう少しシステムとして、評価全

体をマネジする組織として例えばというのが何かまた必要になるのではないですか。

○竹田委員 専門家が強調されておりますけれども、総合科学技術会議は総理大臣が議

長で関係大臣と専門家ということです。したがいまして、例えば文部省あるいは科学技術

庁の方たちは入っていない。そこの独立性を私は大変高く評価しているということで、専

門家集団のためにつくるというのではなくて骨太の政策をつくる場所。総合科学技術会議

の枠組みを説明しています。

○高橋委員長 砂田委員。

○砂田委員 １番目の「消費者の健康保護の最優先」は、最終的に食べる日本国民、市

民、生活者です。それは顧客である消費者です。アメリカ式の言い方をするとフォークか

らファームへということになります。箸から農場へ、生産者まで、食べる人と生産者との

関係を、私たちが今日こういう立派な文章をつくって、どういう言葉で表現し、どう呼び

かけていこうかと工夫している。しかし、これが消費者の行動に結びつかなければほとん

ど意味がないわけです。私は長年食育運動をやってきて、心と言葉と行動の「３こ」がシ
こ こ ろ こ と ば こ う ど う

ンクロナイズしないとほとんどこの生活者問題は解決しない、うまくいかないと、私は体

験で知っています。そこですごく大事なのは、効果的でわかりやすいリスクコミュニケー

ションです。

私がアメリカでみてきた体験でいいますと、25年ほど前から“フードチョイス”選んで

食べるという大衆向けのスローガンです。「チョコレートがお口に寄ってくるのではない。

ポテトチップがお口に近づいてくるのではない。酒、たばこがお口にやってくるんじゃな

い。あなたの手が運ぶ。あなたにも責任がある」そういう自己管理、自己責任という意味

をもっています。きょう私が全国農業新聞の農声コラムに書かせていただきましたけれど
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も、全体としてそこら辺がちょっと弱いような気がするのです。

なぜ安全情報が安心情報にならないか。言葉で表現し、行動に移していく。そこら辺が

うまくいっていないのが日本の大問題です。例えば、成功は恐怖と勇気への報酬だと思う

のです。恐怖と勇気はコインの裏表。不安と希望もそうです。私たちがこれだけ膨大な時

間を割いて、マスコミの方とか傍聴者もいらして、これが逐次報道されているわけです。

これが一番効果をもつためには、効果的なコミュニケーションが効果的な行動に結びつい

て配当が来る。こういうことが二度と起きない。これからはもっと日本の場合うまく機能

するのもそうです。だから、アメリカのフードチョイス、選んで食べるという考え方を普

及することが大事ではないかと思います。これは全部自己判断と自己責任です。ペイオフ

とかいろいろなことが４月から始まります。すべて行政にお願いする、国に頼みに行くと

か、陳情に行くという時代ではなく、最終的に個人もリスクを分担することを明記してお

くのが大事ではないですか。

アメリカでは14～15年ほど前からフードファイトという運動があります。フードチョイ

スは好ましいものは徹底的に選び抜くというリスクの運動で、フードファイトというのは

好ましくないものは徹底的に戦うという運動です。例えば病気を治療ではなく予防で駆逐

するファイトバック作成もそうです。「撃退」の「バック」にはバクテリアの意味がダブ

らせてある。がんと戦う、糖尿病と戦う、プリオンたんぱくと戦う、広告宣伝と戦う、誘

惑と戦うことも含まれます。最終的に消費者も自己負担、消費者もリスクを負う。だけど

消費者も学習によってそれが避けられる、戦うことが上手になるというようなリスクコミ

ュニケーションが絶対必要です。言葉だけで消費者の健康保護の最優先といって全部お上

の話で終わるよりも、何かそういう具体例があった方がいいのではないでしょうか、希望

的観測として。私の願望です。食育活動をやっている人間として必要だと思います。

○高橋委員長 具体的にはどの辺の文言を加除すべきだという提言がありますでしょう

か。

○砂田委員 自己責任もきちんと入れておくことは大事です。その方がみんなのために

なる。未来への投資だし、医療費の負担とか個人のリスクも減るんだということを、リス

ク分析の中にアメリカやヨーロッパのように書いたらどうですか。

日本も近い将来食の安全白書を出したいとか出すべきであると書いたらどうでしょう。

ただただコミュニケーションではなくて行動に結びつくというところが非常に大事ではな

いですか。
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○高橋委員長 一般論としてはよくわかるのですが、もう少しこの辺を文章にしていた

だけますか。例えば29ページの下から２つ目の④ですね。

○砂田委員 例えば「消費者の健康保護の最優先」のところに２～３行そういうことを

入れてもいいと思います。それから、リスクコミュニケーションのところにでもそういう

具体例を食育の話として入れたらいいと思います。

○高橋委員長 こういう文章をというのがもしかありましたら、ここのところへこうい

うのを入れたらどうかという提案をいただければと思います。今でなくても結構です。

○砂田委員 例えばきょうの私のこの記事なのですけれども、「不測の現代は絶対確実

というゼロリスクはあり得ない。これを説明し伝えるのが情報開示というリスクコミュニ

ケーションである。コミュニケーションはドッジボールでなくてキャッチボールだ。対決

じゃなくて対話だ」、そのような表現が効果的ではないでしょうか。

○高橋委員長 その文言は、ゼロリスクではないという文言がありますから、そこへど

うにか入れたいと思います。ではよろしいですか。

○砂田委員 それは総括の方に任せますけれども、何か優先順位のそういうので、ちょ

っと全体としてそういう表現が少ないような気がしましたので、コメントしました。

○高橋委員長 さて、それではさっきの具体的な組織のイメージですが、正副委員長と

起草委員の日和佐委員にとりあえず預けていただけましょうか。竹田委員、出張中はパソ

コンを持っていかれますか。

○竹田委員 連絡先を事務局に申しておきました。

○高橋委員長 では海外出張中でもメールの交換できますね。

○竹田委員 はい。

○高橋委員長 それでは、それを通じてひとつご意見を聞きながら。

○岩渕委員 確認なのですが、先ほど日和佐委員の草案の中にも入っていたようですけ

れども、例えば３条委員会の公取方式みたいな感じのもの、それは載せないということに

なったのですか。

○高橋委員長 それも含めてお任せいただいたと。

○岩渕委員 ああ、そうですか。先ほどの委員長の整理だと片方だけみたいな話だった

ので、そういう意味でいうと提案としてはもう１つあったのではないかなと思います。

○高橋委員長 要するに専門家の分析についてはそこでぴったりするのだけれども、そ

うでないものをどういう形にするかということも含めて多少検討して 多少といっても、
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もうきょう、あすということで大急ぎですが、お預けいただいて、ひとつメールで連絡を

していきたいと思っております。

さて、それでは１つの懸案はそれでクリアしました。25ページの下から３行目、「リス

ク評価を行う行政機関」となっていますが、リスク評価を行政機関というふうに限定して

いいのかどうか。むしろ行政機関から独立しているところもあるんですね。リスクマネジ

メントの方は行政機関だろうと思うのです。

○日和佐委員 でも、民間がやるわけにはいかないと思います。そういう意味合いです。

独立した行政機関。どこにも属さないで独立した行政機関。

○高橋委員長 それは法学者にひとつ判断を聞いて、行政機関という定義が一体どうい

うものなのか。独立したということがここでの中心だということならば、それに合った文

言をもう少し事務局で検討していただき、あるいは行政機関だということならば独立した

ということを形容詞として入れた方がいいかと思います。どうもこれだとリスク管理とリ

スク評価、何か同じような行政機関がやると読み取れるのですが、そうではないわけです

ね。

○日和佐委員 そういう意味で書いてあるわけではありません。

○高橋委員長 わかりました。

あとまだいろいろあろうと思いますが、食育の問題が出て、文部省云々の件は先ほどの

回答でよろしゅうございますか。

○小野寺委員 はい。

○高橋委員長 先ほど日和佐委員から説明がありました28ページの「関係省内の関係部

局間連携、政策調整のあり方」というところは、その次の省庁間のところに含めて考えて

いいのかというご判断だったと思うのですが、28ページの（２）はカットしてもよろしゅ

うございますか。藤田委員、いかがでしょう。

○藤田委員 この理由は、いろいろなところで新しいものができても、結局は内部での

調整がうまくいかなければ同じことの繰り返しになるということを意味しておりまして、

省庁間の中で触れられても、それはよろしいかと思います。いずれにしましても、省庁間

も大切だけれども、省内の機構としてもそういうことが必要なのではないだろうかと考え

ます。同じ省内でも機能があっちこっちに分散しますので、このことが必要だという趣旨

でございます。

○高橋委員長 では、そういうニュアンスをこの（３）の方へ含めるということでよろ
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しゅうございますか。

それから、一番最後の30ページ、この３は、その前では点線の枠が入っているわけで、

格が高いのです。３本柱の１つでございます。 で書いてあるのは議論の問題提イタリック

起と理解してよろしゅうございますね。

○日和佐委員 はい。

○高橋委員長 ここで重要なのは食品安全法とするか食品安全基本法とするか、これに

ついて皆さん意見を出していただければと思います。あるいはその中間的なもので、ここ

に書いてある食品安全法（基本法）とする考え方もあるかと思います。

○山内委員長代理 私はよくわからないので教えていただきたいのですが、食品安全法

とした場合と食品安全基本法とした場合とどういう問題点が出てくるのでしょうか。

○日和佐委員 どなたか専門の方、お答えになりませんか。いわゆる基本法というのは

理念法でありまして、理念を書くということですので、余り細かい具体的なことについて

は書かないのが建前ではあると思います。今回はリスク分析等の手法の導入等をいってお

りますし、リスク分析というのはどういうことでやるのかというようなことも入ってくる

と思うわけです。そうしますと、理念法ではない方がいいのかなという単なる感じでござ

います。

○高橋委員長 むしろ理念法にならないような文言を文章の中に入れて、私の気持ちと

すれば食品安全基本法という名称でパッションを効かせた方が皆さん理解されるのではな

いのかと思うのです。

あわせて関連法規を抜本的に見直すという文言がございますから、具体的なところはそ

こで、それから食料・農業・農村基本法を読んでみますと、かなり具体的な領域まで入っ

ていますよ。自給率を何％にしろとはいっていないけれども、自給率について５年見直し

をするだとか、食品産業と農業との連携について云々ということで、かなり具体的なとこ

ろが出ています。ですから、リスクアナリシス等細かい点までは規定しないわけですが、

リスクアナリシスをやる必要があるのだということを規定し、そこでは基本的にこれとこ

れとこれはクリアしなければいかんというようなことが、この基本法に当然出るだろうと

思います。

○日和佐委員 よろしいでしょうか。もう一言。

○高橋委員長 ちょっと待ってください。何かわかりますか。基本法と理念法、理念法

ではないことについて、どなたか法学士にお願いできますか。
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○農林水産省武本企画評価課長 基本法そのものは、今、委員長がおっしゃったように、

ある程度幅があるといいましょうか、抽象的な部分から具体的な規定ぶりまであるのです。

ただ、一般的に申し上げれば、国民の権利を制約したり、あるいは義務をかけていくとい

う、本来法律が担っているべき機能の部分というののないものが基本法だともいわれてい

ます。そういう意味で理念法だといわれているのですけれども、おっしゃっている部分と

いうのは、今後、政府の中で検討していかないとよくわからないところがありまして、で

き上がった製品が基本法になるのかもしれませんし、あるいはおっしゃるような食品安全

法という名前の方がふさわしいのかもしれないところがありまして、この段階で基本法と

はここまでのもので、ここから何かが入ると基本法になっていないというのは、ご質問と

しても難しくて答えようがないなと思っています。

○高橋委員長 という意味で、食品安全基本法（仮称）という形でいくことでいかがか

と思うのですが。

○砂田委員 この狂牛病の事件とＯ-157の事件で、世の中は「イート・ウエル」から

「イート・セーフ」に移っています。英語のフード・セーフティーという言葉は物すごい

大衆の関心事になっています。ですから、大衆が近づきやすい「食品安全法」が２１世紀

的です。この委員会もそうですよ。大衆が自分たちのためにこの委員会は頑張ってくれた

といえば、この委員会は成功する。そういう意味で私は基本がない方がいいと思う。

○高橋委員長 これで意見が分かれました。初めてここで両論併記になるか、あるいは

少数意見になるかというような形で論議を進めてみたいと思うのですが、ご意見いただけ

ればと思います。

○小野寺委員 食品安全法か安全基本法かということなのですが、１つは食品安全の対

象をどの辺まで広げるかということが重要なのだろうと思うのです。恐らくすぐには決ま

らないから、あと６カ月とか１年とか、それで相談するのかなと思ったのです。ですから、

化学物質あたりまで含めるということだったらどっちがいいのですか。理念を最初にいう

のだったら基本法がいいのかなと思ったのです。

○高橋委員長 ほかにどうでしょう。

○山内委員長代理 私は法律に関しては本当に素人だし、その意味では、わかりいいと

いうことで砂田委員のご意見に賛成です。基本法がついてしまうとどういう意味なのかな

と思ってしまいますので。

○高橋委員長 その場合に食品衛生法と食品安全法とはどのような関係になるとお考え
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ですか。

○砂田委員 そういうのは弁護士とか国会の問題。ただ、私たちは毎日食べないと生き

ていけないし、食べるということはかわってもらえないということなのです。赤ちゃんか

ら老人まで、病人から健康人まで、私たちは食べるのです。ですから、そういうことも含

めて易しいほどいいと私は自分で考えています。それがまた私の根本的な信念です。

○高橋委員長 ほかに。

○岩渕委員 これは役所の人が一番詳しいのでしょうけれども、例えば基本法だと、そ

れの施行法みたいなのをまたつけるとかということもあるのかなという感じもしています

し、各種法律をいっぱいつけて、今でも法律が多過ぎてどうなんだといわれている中でま

たということもあり、難しいところがあるので、整理の仕方もちょっと考えていくべきこ

とであろうと思います。今この委員会でそこまで考える能力は多分ないと思いますので、

そういう意味でいいますと、最終的には委員長のおっしゃった基本法、丸括弧方式でいく

のが一番現実的ではないかなと思います。

○高橋委員長 藤田委員。

○藤田委員 この委員会のこの場で安全法なのか基本法なのか、それを決めるのが非常

に重要なのかどうかということなのですが、もしこういうことをつくる必要があるという

趣旨を強調されるのであれば、法律の名前が優先するのではなく、消費者の安全の保証を

内容とする食品安全に関する法令を考えないといかんよというぐらいで、法律の名前は必

要だとはちょっと考えられないのです。

○高橋委員長 いろいろ出ましたね。

○和田委員 私も法律の名前、仮称として出す分には構わないなとは思っております

けれども、出さないで済むのであれば、今の藤田委員がいわれたような書き方でも済むの

ではないかなと思います。やはり名前を出しておいた方がよろしいのでしょうか。そこら

辺がわかりません。

○高橋委員長 では、大体意見がそろったようですので、この辺で採決といってはおか

しいのですが、意見を集約してみたいと思います。

○厚生労働省吉岡企画課長 すみません、役所の方から１点だけよろしいですか。

○高橋委員長 はい。

○厚生労働省吉岡企画課長 先ほどお答えすべきだったかもしれませんけれども、食品

衛生法だけがここに例示が挙がっておりますので、食品安全法とすると、では食品衛生法
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との関係はどうかと直ちに疑問が出ます。恐らく農場から食卓までということであれば、

少なくとも明らかに関連する法律だけでも飼料安全法とか家畜衛生法がございますから、

食品衛生法以外にもそういうものを列記して、そういうものに通則的な法律ということを

書いていただければ、おのずと両方の違いがわかるのではないかと思います。

○高橋委員長 それの上位法律ですよね。

○厚生労働省吉岡企画課長 そういうイメージで。ただ、書き方をどこまで議論するか

は委員のご議論ですけれども、食衛法だけではなくて飼料安全法などをもうちょっと列挙

することによって、その位置づけがわかるのではないかと思います。

○高橋委員長 いかがですか。

○日和佐委員 今の件に関しては、具体的にいわないということであるならば、包括的

か統一的な食品の安全を確保する法律の制定が必要であるというような書き方ができるか

なと思います。

それと、今、吉岡さんがおっしゃった関連する法律といいますと、食品関連法といいま

すと実は物すごくたくさんあるのです。内分泌かく乱物質等も含めますと物すごくたくさ

んあるのです。どこまで入れるかということになると思います。

○高橋委員長 それはお任せください。要するに厚生省管轄と農水省管轄の両方にまた

がりながら主要なものを拾っていくというようなことでよろしいかと思います。とても全

部は拾えないと思います。

さて、それでは今のようにそれに関する法律という名称にするか、食品安全基本法（仮

称）とするかということの２つと考えてよろしいですか。まだ選択肢がほかにありますか。

あるいは食品安全法または食品安全基本法のような何々のというふうにするか、仮称のよ

うな文言を入れるのかどうか、これを決める必要があります。

少々こだわっているようなのですが、これはお任せいただくのではなくて、ここのとこ

ろで多数決で決めましょう。では、消費者保護を基本とするような法律ですか。

○日和佐委員 包括的なというか、統一的な食品の安全を確保するための法律だと思い

ます。

○高橋委員長 食品の安全性を確保するための包括的な法案という内容でいくか、そう

いう文言を入れたとしても食品安全基本法（仮称）という文言を入れるかということで、

では入れるか入れないかということで採決しましょうか。

では、まず入れないでもいいと、要するに食品安全基本法（仮称）という名称はこの報
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告書には入れないということで賛成の方、手を挙げてください。

○日和佐委員 基本法を入れないのですか。

○高橋委員長 基本法という文言を入れない。

○山内委員長代理 食品安全法という言葉は入れるわけです。

○高橋委員長 いいえ、食品安全法も入れません。食品安全法も食品安全基本法も入れ

なくて、こうこうこういう内容の包括的な法律をつくるべきだという案、それに賛成の方

は手を挙げてください。

（賛成者挙手）

○高橋委員長 ６。では、そちらが多いようでございますので、あえて少数意見は出さ

ないことにしましょう。では、それはそれで修文をしていきたいと思っております。

さて、まだこれは細かくやればいろいろあると思いますが、もう大分時間もまいりまし

たので、ここのところで今後のスケジュールについてちょっと相談したいのですが、その

前に何かございますか。

○藤田委員 今日論議された要旨の案文を今のままで残しておくとちょっと矛盾が生ず

るかなと思いまして、一言だけちょっと申し上げます。29ページですが、（５）の③に

「家畜伝染病予防法への公衆衛生の視点の導入」と新たに入れるというような言葉が残っ

てしまうので、先ほど第Ⅰ部で論議されましたようにもう既にあるということですから、

「家畜伝染病予防法における公衆衛生の視点の強化」ということにしてもらわないと矛盾

を残すことになろうかと思います。お願いいたします。

○高橋委員長 他にございませんか。どうぞ。

○和田委員 これは全部を通じてなのですけれども、表現の中に片仮名の表現が非常に

多いんですね。全部に適当な訳があるのかどうかの面もありますけれども、そこに入れな

くても別にわかりやすい解説のようなものを入れるのは無理でしょうか。

○高橋委員長 それは、例えば「トレーサビリティ」の上に括弧してこれこれ、あるい

は逆の場合もあろうと思うのですが、そんな形で理解できるようにということですね。

○和田委員 ぜひそのようにしていただきたいと思います。

○山内委員長代理 今の藤田委員のご発言ですけれども、結局、現在の家畜伝染病予防

法、４ページの一番下に書いてありますように、あの法律の目的はというところに「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ことにより、畜産の振興を図るこ

と」だけではなくて、私は「食の安全を図ること」といったような内容の文言が必要だと
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思うのです。それが抜けている点において、基本的に私は法律の枠組みとしては、今、人

への感染を起こす病気が対象になっていないと理解せざるを得なかったのです。

○高橋委員長 それが全体を見直すということの１つの対象になろうかと思います。

○藤田委員 既にそういうことも加味されていますという説明があったと理解していた

ものですから、導入というと、矛盾が生じます。確かにおっしゃっていることが必要なの

で、強化していく必要があるという方向がいいのではないかなと思います。

○高橋委員長 それに関係しますか。

○農林水産省松原審議官 今の件の関連ではないのでございますが、よろしゅうござい

ましょうか。

○高橋委員長 どうぞ。

○農林水産省松原審議官 大きな議論をされているときに細かな事実関係のお話をさせ

ていただくのは恐縮なのですが、26ページの○の下から３つ目でございます。「同時に、

『リスク評価』機能を分離・独立したとしても」というところでございます。実はここに

例示として「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」ということでリスク評価が行われるような制度が必要であるということ

になっておるのでございますが、実はこの中で未確認の容器包装を除きますと、農薬とか

動物用医薬品、飼料添加物につきましては、安全を確認するような、リスク評価をするよ

うな資料を提出してもらいまして、これを評価をし、そしてさらに農薬、動物用医薬品等

につきましては市販後にさらにリスク管理と申しましょうか、副作用とか耐性菌の出現と

か、そのような人の生活あるいは家畜の安全に影響を及ぼすような事柄がないかどうか、

この許認可の前提が崩れていないかどうか、こういうことを確認する制度が既に実は運用

されておるわけでございまして、新たな制度が導入というところにつきましては、若干そ

の辺の事実関係ということで、既にもうあるという点がちょっと気になっておりましたの

で申し上げたわけでございます。

なお、この飼料というものでございますが、実は動物が自分でみずから山を歩いたり何

かということで普通に食べているものが飼料ということになってございまして、例えば山

で牛が食べる草はあくまで飼料でございますので、許認可をしない。あえて人が自然に食

べないものを加えてあげる、これが飼料添加物ということになるものですから、それらに

つきましては、その効果とか安全性についてのチェックを事前に法律に基づいて現在やら

れておるという関係がございまして、この文言の中でなければ許認可されないような制度
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につきましては、既にここは用意をされているという部分がございますので、この取り扱

いについては評価の対象としないとするのか、それとも評価の対象を限定するのかという

ことではないか考えております。

○高橋委員長 事実認識について誤っている点は修正しますが、えさがちゃんとチェッ

クされているならばこういうことが起きなかったのではないでしょうか。

○農林水産省松原審議官 飼料添加物という意味での、これは飼料のうちの特定の飼料。

今回の肉骨粉というのは飼料の中の特定の飼料成分と考えていただきたい。ちょっと専門

家にかわりましょう。

○農林水産省木村飼料課長 毒性ということでいきましたら抗菌性物質、そういったも

のについては添加物ということで事前に資材審議会とか安全性部会でやります。今回の肉

骨粉でございますけれども、これはどういうことかといいますと、規格基準というのがご

ざいまして、要は製造に当たって使用しないというような取り扱いで排除する、ネガティ

ブにするということで規格基準の中に入れているということです。

○高橋委員長 日和佐委員。

○日和佐委員 農薬と動物用医薬品に関しては、「『リスク管理』による政策決定がな

ければ許認可がなされないように」という書き方をしているのは、農薬の許認可と食品中

への残留基準との設定が時間的にアローアンスがありますよね。そのことをいっているの

であって、残留基準の設定というのはリスク管理に当たりますね。そのリスク管理が設定

されない限り、使用してはいけない、許認可してはいけないような仕組みにするべきだと

いうことをいっているわけです。動物用医薬品もそうです。飼料添加物もそうですね。動

物用医薬品として認可されていなくても、飼料添加物として認可されるということはある

わけですから、そのようなことをいっています。

○農林水産省吉田生産資材課長 農薬についても日和佐委員既にご承知だと思いますが、

特に食の安全という観点からみますと、恐らく残留農薬基準の話と農薬登録の関係のこと

をおっしゃっていると思うのです。残留農薬基準というのは、農薬のいろいろな成分につ

いて残留の基準が決められます。これに従いまして登録保留基準が設定されまして、その

基準が設定されていない農薬については登録にかからないということでございまして、そ

れは明確に、ある意味ではそこのリスク管理とリスク評価は分離されておる、むしろ分離

されておる事例ではないかと思うのです。

○日和佐委員 それは生産現場で分離が行われていないということであって、消費者に
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とっては生産現場の規制と食品としての規制に時間的な差があるわけですね、徐々に詰め

られていますけれども。そのことをいっていて、それは今後のリスク分析というシステム

の中では一貫性をもった方がいいということは前々からいっていることなわけです。その

ことをいっています。

○高橋委員長 この点については、今、日和佐委員がいわれたような内容が十分伝わる

ように文言を多少変えるということで理解いただければと思います。

次回の日程

○高橋委員長 さて、大分時間も予定をオーバーしました。下手をすれば８時までにな

ってしまって、またおしかりを受けることになります。

さて、大きなものがまだ２つ残っております。それは第Ⅰ部と第Ⅱ部でございます。き

ょうはもうこれ以上はできないと思いますが、いかがでしょうか。なお続けるべきだとお

っしゃる方がいればご発言いただきたいと思います。

それでは、一応４月２日を最終日として進んでいきたいと思っております。両論併記だ

とか注記等が必要になれば、それぞれの担当者に文章を書いていただこうかと思いました

が、その必要もないということで、今までの起草委員を中心に本日の意見をもとに修文し

てまとめてまいりたいと思います。ところが、さっきいいましたように、第Ⅰ部と第Ⅱ部

の議論が残っておりますので、これから次回の日程について相談したいと思います。

まず、あす23日、午前、午後で７名の方が参加できます。日曜日は６名しか参加できま

せん。25日の午前中は７名参加できます。25日の夜も７名が参加できます。この辺でやり

たいと思いますが、やはり土曜日は避けた方がよろしゅうございましょうね。では25日の

午前中ということではいかがですか。

○岩渕委員 午前中で話が済むとはちょっと思えないのですが。

○高橋委員長 そうですね。１回では終わらんですね。

○岩渕委員 当然時間の延長も考えなくてはいけないという意味でいいますと、その設

定でいいのかどうか。

○日和佐委員 ちょっと申し上げたいのですが、Ⅰ部については事務方からのクレーム

が物すごくついたわけですね。ですから、きょうこれからでも結構ですから、文書が出て
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いるわけですから、これで事実認識の面で異議のあるところはもう少し精査をしておいて

いただきたいと思います。

○高橋委員長 文書で提出してもらう？

○日和佐委員 ええ。もう少し効率的にやってほしいと思います。

○砂田委員 それから、もう読むのはやめましょう。読まなくていいです。

○高橋委員長 はい。

○岩渕委員 あしたはどうですか。

○高橋委員長 事務方も含めなければいけませんので、できれば明日の土曜は避けた方

がいいと思うのです。

○山内委員長代理 Ⅰ部に関しては、まずは行政の方から問題点を指摘していただいて

今までもやってはいたのですが、非常に時間的に限られていたので、きょう初めてみ

たという担当の方もいるものですから、その分としては、きょう、あす、あさってぐらい

あれば、メールでのやりとりで多分整理はつくと思うのです。ですから、その後にしてい

ただければ……。あしたということになりますと、結局ここでまたやりとりをしなければ

いけなくなってしまって準備ができない。

○高橋委員長 それでは、第Ⅰ部については、事務方はメモをそれぞれ企画評価課にフ

ロッピーで出していただいて、それをＥメールで先生のところへ送っていただく。そうい

うことから２５日は評価の部分だけの議論になると思います。その25日の夜６時ぐらいか

ら開催して、少し時間が遅くなることを覚悟して両方やりましょう。

○山内委員長代理 25日夜は私は都合が悪い。午前中はあいているのです。午後もあけ

られます。

○高橋委員長 午後は６人欠席なんです。

さて、それでは第Ⅰ部は、きょうが金曜日で、あす中にメモはできましょうか。あした

までメモをつくっていただける？

○農林水産省松原審議官 努力させていただきます。

○高橋委員長 では、それをもとにして月曜日の午前中までに直していただいてそれを

議論するということで、ともかく第Ⅰ部については山内起草委員がいなければだめですの

で、午前10時から、場所はまたちょっと考えることになります。一応公開ということが原

則ですので、ひょっとすれば講堂でやることになるかもしれません。

第Ⅱ部については25日の夜ということで、昼間は出席者が４名しかいませんので、25日
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の午前10時から12時半ぐらいまでで第Ⅰ部を終わらせ、25日の夜に第Ⅱ部の審議を行って

はどうでしょうか。ちょっとお待ちください。

事務方の国会対応もありまして、26日の午前中あるいはその準備のために25日の夜、事

務方がちょっと出席できかねるという問題がありますが、午前中に技術的なものをやる。

25日の午前中、第Ⅰ部についてやる。そのときには事務方も出席していただけると思いま

す。第Ⅱ部は25日の夜、時間は何時になるか少し後で検討しますが、それは第Ⅱ部でござ

いますので、多少意見メモ等がありましたらあわせてメモを出しておいていただいて、問

題点の整理でございますので、技術的な問題の事実認識は関係が薄いと思いますので、事

務方の方が国会対応をされていてもやっていきたいと思っております。いかがでしょうか。

○岩渕委員 そのように話が決まったのならあえていうこともないのですが、例えば25

日午前中からそのままずっと延長してどれぐらいの時間をとれるかということも考えれば、

皆さん一たん戻ってまた来るのは大変かなとは若干思ったのです。今、話がつけばそれ以

上いうことはありません。

それと、Ⅱ部につきましては、どういう方法があるかはともかくといたしまして、事前

にこの間素案づくりのときに私のところへメールなどで結構ご意見をいただいたのですが、

このたたき台をお読みになってのご意見を、例えば私がいただくか、あるいは委員長のと

ころに集めて、事務方の方の要望、意見もある程度そこでこなしておくとかなり時間の節

約になるのではないかなと思います。

○高橋委員長 そういった意見は私のところへ直接ではなくて、企画評価課を通じて配

っていただこうかと思います。

なお、今の25日の午後ということなのですが、出席者が４名しかおりません。まことに

申しわけございません。

では、そういうことで対処したいと思います。大変ですが、ご協力いただければと思い

ます。なお、海外に出張される方については、いろいろな機器を使って連携をとりながら

やっていきたいと思います。ぜひ忌憚のないご意見を、出席するのと同じような気持ちで

返していただければと思います。

○山内委員長代理 25日の夜は何時の予定になりますか。

○高橋委員長 25日の夜５時からということではどうでしょう。５時ぐらいから始めた

らどうでしょう。ご都合の悪い方はおりますが。

○和田委員 ちょっと伺います。25日の夜というのは事務方の方は全然いないというわ
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けではないわけですね。

○農林水産省武本企画評価課長 出席する可能性があります。

○藤田委員 約束しているので、午前中の方は10時から何時ぐらいまでを考えているか

教えていただきたい。

○高橋委員長 12時半。

それでは、事務方から場所、時間等の細かい点はまたメールその他で連絡が行くと思い

ますが、どうかご協力のほどお願いしたいと思います。

それでは、司会の不手際で議論が混乱しましたが、第Ⅲ部はまだまだ修文等残っており

ますが、一応論議はできたと思っております。

閉 会

○高橋委員長 これをもちまして第９回のＢＳＥに関する調査検討委員会を閉じたいと

思います。どうもありがとうございました。

了


