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開 会

○高橋委員長 それでは時間がまいりましたので、ただいまから「第８回ＢＳＥ問題に

関する調査検討委員委員会」を開催したいと思います。

本日は藤田委員が欠席されます。それから竹田委員は多少遅れて参加されるということ

でございます。

本日も遠藤農林水産副大臣のご出席をいただいておりますので、ごあいさつをいただけ

ればと思います。

遠藤農林水産副大臣挨拶

○遠藤農林水産副大臣 皆様、今日はどうもありがとうございます。

さきに高橋委員長と岩渕委員にはヨーロッパへご視察いただいて、大変ご苦労さまでご

ざいました。私も概要について拝読させていただきましたが、さすが専門家、おっしゃっ

てくることが違うなと思ってまいりましたところであります。本当にご苦労さまでござい

ました。

この委員会につきましては大分回を重ねたところでありますが、委員の方々には、正直

なところ、私どもが関知し得なかったことも随分検証していただきましたので、それぞれ

の対策に即、役立てさせていただいているところでございます。また、この委員会の話の

中でも再三出ていたことでございますが、総理に予算委員会で食品安全について統一する

ような組織を考えてはどうかということを言っていただいたものですから、一挙にその方

向が今、各党、もちろん与党も含めてですが、それから各省において考えられております。

特に先ごろは、食の安全に関する総理特命委員会というのを発足したばかりでございま

して、その最初の席でしたが、私も出ましたが、どうしてもトレーサビリティと、その裏

腹の関係のサーベイランス、とにかくリスクの評価というのと、それを行政がやっていく

のと、あるいは監察していくのというのを少し考えてはどうかというような意見が大宗を

占めたようでございます。いろいろとこの委員会での論議も煮詰まってきていることにつ

いて、大変感謝を申し上げているところでございます。どうぞひとつ、今後とも行政のあ
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りようについて、本当に安全な、安心できる、人のお腹の中まで入る食品に関わることで

すから、厳しいご指摘をいただければ大変ありがたいと思います。

なお、ご存じのとおり、食品の表示について偽装等の不祥事が相次いでおりまして、今、

私は、ＢＳＥの本部長として急遽戻ってまいりましたが、大臣に呼ばれていますので、こ

の場から、すぐ大臣室へ入りますので、あしからずご了承のほどを賜りたいと思います。

今日は本当に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。

本日の会議も円滑に議事の進行を務めていきたいと思いますので、皆様、よろしくお願

いいたします。

なお、本日も会議を公開とし、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

よっ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。ただし、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

名は公開とするのですが、個人の氏名については非公開とさせていただいております。

また、会議において公にすることにより、個人の権利、利益を害する恐れがあるという

ように私が判断した場合には、委員会の了解を得まして非公開とし、その非公開の間の議

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思います

ので、よろしくお願いします。

それでは議事に入りますので、恐縮ですが、報道関係の方は傍聴室へお移りいただきた

いと思います。

まず座席の変更を事務局にお願いして、このように変えていただきました。これから委

員同士の議論が中心になりますので、こういうスタイルにさせていただきます。なお、随

時事務局からも回答をいただきますが、それはそれぞれの席からお願いしたいと思います。

さて、本日はまず今後の委員会の進め方についてご議論いただいた後に、前回に続いて

今後の畜産・食品衛生行政のあり方についてのフリーディスカッションを行いたいと考え

ております。その上で、報告のとりまとめ方についてもご論議いただきたいと考えており

ます。
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それでは私から、本日配付の資料の説明をさせていただきます。資料１は、「ＢＳＥに

関する調査検討委員会報告」のスケルトンについて、第２次委員長メモという資料を準備

しております。これは私が報告書の構成について委員長メモとして以前に作成したものを、

委員の方々から送付していただいたご意見をもとに集約して、とりまとめたものでござい

ます。なお、第１次委員長メモ及び各委員からいただいたご意見につきましては、次の資

料１の参考資料の中に入っております。この資料１の委員長第２次メモが本日の主要な検

討議事でございます。

資料２は、ＢＳＥに関するこれまでの行政対応について、これまでご論議いただいたも

のを踏まえ、1986年以降の各時期における行政対応の問題点について事務局が整理したも

のでございます。３つの欄がありますが、特に一番右の欄、行政対応上の問題、これを我

々がどう評価するかという形で整理していただいております。

それから資料３は、これまでの委員会における委員の主要なご意見を報告書のとりまと

めに関連すると考えられたもので、これまでの行政対応の検証、ならびに今後の食品行政

のあり方に分けて、それぞれ整理したものでございます。

資料４は、私と岩渕委員がヨーロッパに、現地調査にまいりました。その概要が２種類

になっております。７ページまでが概要の概要です。９ページ以降が、やや、その議事録

的なものになっております。後で、若干時間をいただきながら説明をしたいと思います。

それから資料５は前回の委員会で山内委員長代理からご指摘をいただいた点について、

事務局が準備した資料でございます。この点についても後ほど説明をいただきたいと考え

ております。

なお、参考配布はこれまでの委員会で提出された主な資料を、必要なものは更新をいた

しまして、提出していただいております。なお、参考配布10の「総合科学技術会議につい

て」は、竹田委員がご説明いただいていることについての資料でございます。後ほど、竹

田委員からご発言があったときに、その内容について事務局から説明いただきたいと思っ

ております。

質 疑

○高橋委員長 さて、以上が資料でございますが、本題に入る前に、資料５と資料４に
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ついて、若干経過報告と関連した質問をしていきたいと思っております。それでは先に資

料５の「第７回ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会における委員ご指摘に関する資料」、

これについて農林水産省の畜産部の方からご説明いただけますか。

○農林水産省伊地知衛生課長 衛生課長でございます。前回、山内委員からご指摘のあ

りました件でございますけれども、1990年のＯＩＥの牛海綿状脳症に関する会合の報告に

対して、農林水産省はどのような対応をしたのかということでございます。農林水産省と

いたしましては、1990年の６月に英国におけるＢＳＥの発生の状況等を踏まえまして、Ｂ

ＳＥ対策を検討するために、担当官を当時の英国農漁食糧省獣医局等に派遣をいたしまし

た。その調査結果を踏まえまして、同年の９月に開催されましたＯＩＥの牛海綿状脳症に

関する会合の前の７月に、ＢＳＥの侵入を防止するために「1990年以降英国及びアイルラ

ンドからの肉骨粉の輸入については、湿熱 136℃、30分以上を条件とする」ということ。

それから、「英国からの生きた牛の輸入を停止する」という、輸入検疫についての強化を

行ったところでございます。

一方、ＯＩＥの会合は、当時、ＢＳＥに関する知識が集積されていなかったために、専

門家を集めて、その結果を広く公開するとともに、この後のＯＩＥの基準の策定等に資す

ることを目的としたものと承知をしております。この会合の報告書には、参集した専門家

の意見といたしまして、ＢＳＥ高発生国からの生きた牛、牛肉等の輸入に当たり、留意す

べき事項が記載されておりまして、非発生国での発生防止として、生きた牛及び牛製品並

びに反すう動物の飼料となる反すう動物由来たんぱく質の輸入に関する条件や政策の見直

しを行うことが適当であるということ等が記載されております。

これにつきましては、我が国は、既に先ほど申し上げましたように、輸入条件の強化を

実施しておりましたので、さらに当時の状況といたしまして、「我が国がＢＳＥの発生が

なかったこと」、それと「1980年代におきましては、英国からの肉骨粉の輸入はなかった

ということ」、それと「我が国において、牛用の飼料に肉骨粉がほとんど使われていなか

ったこと」などから、先ほど申し上げました輸入検疫の強化に加えたさらなる追加的な措

置については、検討は行わなかったものでございます。

以上が1990年の時の対応ということでございます。

○高橋委員長 では、関連して、確認のご質問をお願いします。

○山内委員長代理 そうすると、この報告書を見て、既に日本はこういう対策をしてい

るから、もうやらなくてもいいというような議論を行ったと考えていいのですか。それと
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もこの間、実際にどんな議論をされたのか。

○農林水産省伊地知衛生課長 具体的に、いつ、どういう会合をもったとか、そういう

ことははっきりはしていませんけれども、基本的には、当時の担当者等から聞きましたと

ころ、輸入条件の強化という形で対応したということであります。あと、書かれています

情報については、こちらにも書いておりますけれども、いろいろな情報は、ＯＩＥのルー

ト以外からも入っていたと聞いてございます。

○山内委員長代理 そうですか。こういう報告が出て、その報告に対してどういう対応

を、その際にやっているかというのは大変重要なことだと思ったものですから質問したの

ですが、この場合は幸いにしてというか、もうこの報告に書いてある内容のことは行って

いたということで、問題は少なかったということですね。

ただ、ちょっと気になったのは４ページに日本語の翻訳があるのですが、これは“A re

view should be”となっているのを「適当である」と訳しているのです。これは甘いとら

え方ではないかと思います。やはり“ should be”というのは「何々すべきである」とい

うように私は理解するのですが、これはついでです。

それともう１つ、ＯＩＥの報告書に関連して、実はこれはＷＨＯとＦＡＯとＯＩＥと合

同で、昨年７月11日から14日までＢＳＥに関しての専門家会議を開いています。この報告

書が、この会議には提出されていないのです。この報告書は、まずＢＳＥリスクはグロー

バルなものであると、そういうことを非常に強調しています。そういう認識がどれだけと

られていたのか。これは日本で、千葉でＢＳＥが発生する直前の報告書ですが、この報告

書についてどんな対応をしていたか、今日、すぐ、お答えいただけるかどうか。ただ、こ

れは去年の７月の時点の話ですから、そんな前ではないのです。それでＷＨＯとＯＩＥで

すから、これは厚生労働省と農林水産省、両方にかかわってくる問題だと思うのです。こ

の中で特に注目されたのは、肉骨粉に関して、反すう動物の肉骨粉を反すう動物に与えて

はいけないということです。“must not be fed”と。“should”とかなんとかというので

はなくて、“must not”、これはかなり強い表現なのです。こういう報告に対して、どの

ように対応されたのか、お聞きしたいのです。

○農林水産省木村飼料課長 飼料課長でございます。７月ということでＷＨＯ、ＯＩＥ

の報告書を承知しておりませんけれども、当時の状況といたしましては、2001年というこ

とで、４月の段階で農業資材審議会の方に、要は法的措置を諮問するということでかけて

おりまして、あとはいろいろな手続、ＳＰＳ協定に基づく通報とかパブコメとかやってお
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りまして、８月21日には答申を受けて、省令改正に向けて準備をしていったということで

あります。９月18日に反すう動物由来のたんぱく質について反すう動物に給与すべきでな

いということで省令改正を行っているのですけれども、結果的には、それ以前にＢＳＥの

発生が生じたということで前後はしているのですが、４月段階からは法律の改正に向けて

農業資材審議会において検討を進めていたと、こういった状況でございます。

○山内委員長代理 具体的にそういうことをやられたというのはわかりましたが、結局、

こういう専門家会議の報告が出ている以上、恐らくこの報告は、農林水産省ですと衛生課

の方へ行くのだと思いますし、ＷＨＯなら厚生労働省のどこかに行くのだと思うのですが、

そういう報告書をどのように処理されているのか。実際、報告書に書かれていることがち

ゃんと検討されたのかどうか、そういった事実関係の方も知りたいところなのです。

○農林水産省木村飼料課長 衛生課とあわせて確認して報告させていただきたいと思い

ます。

先ほど４月と申しましたけれども、３月21日の農業資材審議会の飼料分科会で諮問をか

けて、４月18日の農業資材審議会の飼料分科会の第１回安全性部会において、そういった

基準、規格の設定について適当ということで手続に入って、８月21日に答申を得たという

ことであります。それから省令改正に向けて諸手続を行ったと、こういった状況です。

○高橋委員長 厚生労働省から何かありましたらお願いします。

○厚生労働省吉岡企画課長 今、手持ちがございませんので、内容等を、至急調べてご

報告をさせていただきます。

○高橋委員長 今まで、かなり時間をかけて過去十数年の経緯を検証してまいりました

が、これから報告書をまとめていく段階で、まだまだいろいろな形で資料の提出、あるい

は事実確認等が出てくるかと思います。それについては事務局を通じて、それぞれの課に

質問があろうかと思いますが、今後とも協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。

○日和佐委員 関連するのですが、今日、提出していただいた資料の中で伺いたいこと

があるのです。資料５の１ページの１の (1)で、英国及びアイルランドからの肉骨粉の輸

入について、こういう条件を設けたとあるのですけれども、これ以外の国からの輸入とい

うのは、現実的に本当になかったのかということが１つ。

それから輸入規制として、このような条件とするとしたわけですけれども、条件が担保

されているということは一体どのように検証がされていたのかということがもう1つです。

単なる書類だけでやりましたということであったのか、輸出側が本当にこのことを守って
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いるかどうかということについてどの程度検証がされていたのかどうか、伺いたいのです。

○農林水産省伊地知衛生課長 1990年の７月の時点では英国とアイルランドにこういう

加熱処理を課していまして、ほかの国には課しておりません。ほかの国からも輸入という

のがございます。この事例はＢＳＥの発生国ということで、イギリス、アイルランドを対

象にやったわけであります。それ以降は、例えば1991年にはスイス、フランス、1992年に

はデンマーク、1994年はドイツ、1995年はイタリアというように、順次、その国の状況を

みながら加熱処理条件を課してきたということが第１点でございます。

それと、どうやって確認していったかということでございますが、これについては相手

国政府がそういうことの証明をするということで、相手国政府の証明書を現物とあわせて

輸入を認めていったということでございます。

○日和佐委員 追加ですけれども、イギリス、アイルランド以外からもちろん輸入があ

ったわけですが、イギリス、アイルランドからＥＵのその他の国に流れていったものが輸

入される可能性ということについては何も考えなかったということでしょうか。例えば、

イタリア、スイス等から輸入があったと思いますが、当時、その国は発生国ではなかった

わけです。

○農林水産省伊地知衛生課長 当時発生国ではなかったので、先ほど申し上げましたよ

うに、イタリアの場合は1995年に衛生条件を結びまして、そういう条件を課しています。

○日和佐委員 発生国になったときに、そういう条件を課したということですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 必ずしも発生国ということではなく、輸入牛とかで発生

した場合とか、そういうことで危ないなというときに衛生条件を順次結んできたというこ

とでございます。イタリア自体は2000年になって、その国の発生があるわけでございまし

て、95年当時には、イタリアでの国産牛での発生というのはなかったわけでございます。

○日和佐委員 それはわかるんですが……

○高橋委員長 もう１点の質問があったと思います。輸入条件が担保されているのかの

確認についてですか。

○農林水産省伊地知衛生課長 確認は先ほど申し上げましたように、相手国政府が発行

する証明書をもとにして確認をしているということでございます。

○高橋委員長 それから、イギリスなどの発生国から第三国へ輸出されたものが日本に

入ってくるかどうか。入ってくるような可能性はなかったのかについてお答え願います。

○農林水産省伊地知衛生課長 これは、香港あたりが再輸出ということでやっているら
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しいのですけれども、一般的には、今日もちょっとお話があったのですけれども、その国

から輸入して、その国で処理して、あえてまた日本に輸出するというのは余りないのでは

ないかと考えられております。結局、もの自体の値段が安いので、それを一たん輸入して、

さらにまたその国から日本に輸出するということは普通は考えられなかったのではないか

と思っております。ただ、一部、先ほど申し上げました香港で再輸出という制度があると

いうように聞いておりますが、その場合も私どもが聞いている話では、再輸出の場合でも、

もとの国の証明書がついてくるというように聞いておりますので、例えばイギリスから香

港に来て、香港から日本に来る場合には、やはりイギリスの証明書がついてくるだろうと

いうように聞いております。

○日和佐委員 確実なんでしょうね。

○高橋委員長 あとはまた報告書をまとめる段階で個別にひとつ対応していただきたい

と思います。

それでは、資料４の欧州調査の概要について、これは私と岩渕委員から10分ぐらい時間

をいただきまして、簡単なご報告をさせていただきたいと思います。

３月３日に成田をたちまして、４日にフランス、５日にベルギー、ベルギーは午前２時

間、午後２時間、２回に分けてお話を伺いました。それから６日がドイツで７日に帰って

まいりました。大急ぎの旅でございました。しかし、非常にいい勉強になったわけですが、

こういう機会を与えていただいた農林水産省にまずは感謝したいと思います。それから、

現地では大使館の方々、あるいは受け入れ側の、それぞれの担当者が非常によく対応して

いただきまして、所期の目的を達成できたこと。それから、同行したスタッフの方々が夜

を徹してワープロで打っていただいて、このような報告書ができましたことに対しても感

謝したいと思います。

さて、細かい点は読んでいただくことにして、私の感想でございますが、１つは、その

国でＢＳＥが最初に発生したときにどのような対応があったのか。要するに危機管理マニ

ュアルみたいなものをつくっていたのかどうかというようなことを、それぞれの国で伺い

ました。フランスでは、それなりの対応があったというようなお話がありましたが、ドイ

ツでは、発生しないだろうという確信をもっていたのだけれども、発生してしまったわけ

であります。ただ、発生してから確定診断まで、わずか２日でそれが確定できたというこ

とは、日本の46日に比べれば、はるかに対応の違いがあったのではないかと思いました。

それから２番目の大きな質問は、発生してからどのような手順を踏みながら新しいシス
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テムを構築しようとしているのか。フランスでは既にＡＦＳＳＡというリスク評価機関が

設立されております。ＥＵについても、ドイツについても、それぞれ現在、進行中である

というようなことでございますが、そこへ至るプロセスについて、いろいろ聞いてまいり

ました。例えばフランスでは、1991年に発生して96年にドルモン委員会という委員会の報

告書が出ているようです。ドイツについては、2000年11月に第１号が発生しているわけで

すが、その前に、2000年の７月にヴェーデル委員会の報告が出ている。ちょうど今、我々

がやっているのが、そのような委員会だったと思うのですけれども、それがきっかけにな

って、いずれの国もリスク分析を中心にした組織体制ができているということでございま

した。

それから一番問題なのは、リスク評価のシステムをどのようにしているのかというよう

なことについて、いろいろ話を伺ってまいりました。細かくはまた資料をみていただきた

いのですが、運営委員会というのと科学委員会というのがあること。運営委員会には消費

者代表も入っている。そしてリスク評価委員会を、どのように独立性を保ちながら運営し

ていくかということに努力をしているということであります。それから科学委員会はいろ

いろなテーマ別に、科学者だけで科学的な判断をする。これは極めて独立性が高い。例え

ばメンバーは大部分が公募でまとめているようですが、そのときの審査が非常に厳しくて、

利害関係がない人、選ばれた人は宣誓をして、中立性、独立性を保つということに努力を

しているというようなことを伺ってまいりました。

フランスでは、既に 800件ぐらいのリスク評価を実施しているようでございます。その

リスク評価をリクエストする主体は、フランスの場合には管轄している３つの省と消費者

団体、それからＡＦＳＳＡ自体、この３者にリクエストする権利がある。したがって、農

業者団体だとか、あるいは業界団体がリスク評価をしてもらうようにリクエストするとい

うのをストレートにはできないというようなことで、消費者重視ということを強く感じま

した。ただ、どういうシステム、ルールで消費者団体がリクエストするかというようなこ

とについては、現在、政令か省令か何か、それを作成中であるというような話でした。

いずれにしましても、リスク評価は独立性、公開性、ならびに卓越性という３つの大き

なテーマでやっているわけですが、それぞれの国の国情によりまして、なるほど、これは

独立性が保てるなというような印象は非常に強く感じてきましたが、さて、日本で、例え

ば食品安全庁みたいなものを形の上だけつくっても、果たして独立性が保てるかどうか、

これは十分論議しなければいけない問題であるなというような印象を受けて帰ってまいり
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ました。簡単ですが、私からの印象、報告は以上です。

それでは岩渕委員。

○岩渕委員 若干補足いたします。一番感じましたのは、消費者保護というのが、もの

の考え方として徹底しているということです。消費者優先であり、それは、それぞれの農

業関係の役所の名前についても、頭に環境を冠したり、消費者保護を冠したり、それから

ＥＵの場合は保健・消費者保護総局というような形で、看板からして、もう既に変えてい

るということです。この点、日本においてはどういうことになるのかなというところでい

いますと、名前の問題はともかくとして、消費者優先の考え方というのがきちんと基本的

な考え方として定着するまでには、まだまだ随分道が遠いなという感じを受けました。

それから、トレーサビリティなどは当たり前、情報の公開も当たり前です。リスク分析

も今、委員長がおっしゃったとおり、当たり前です。それから評価機関の独立性、これも

当然ですが、そこで１つ申し上げたいのは、科学者の関与の仕方といいますか、身分的に

いいますと、非常勤という格好で、ボランティア的な形で、結構コストの削減に役立てて

いるなという感じは受けました。つまり、それだけ科学者が信頼されているということに

よる裏打ちがあってのことではないかと思います。

それから予防原則、これも当たり前。ゼロリスクはないということも、こちらが聞くの

が恥ずかしいぐらいの状況でした。それからコスト負担も、最終的に消費者が負担すると

いう、これも当たり前のことでございますので、したがって、当然ながら効率的なシステ

ムをつくるというのが大前提になっています。

ということで、透明性と、先ほど委員長がおっしゃいました独立性、それから効率性、

このあたりを物差しにして、さまざまな組織をつくっているなということが伺えました。

ただ、それこそ委員長がおっしゃいましたように、それぞれの国情に合った形でどのよう

な形になるか、今現在のシステムとの連続性も考えると、どのように改革していくかとい

うのはなかなか難しいところがあるなというのが実感です。

○高橋委員長 ありがとうございました。

この問題については、またゆっくりした時間に報告できればと思っております。

次に、今後のこの委員会の進め方について論議していただきたいと思います。この委員

会は３月中を目途に報告のとりまとめを行うよう、進めているわけでございますが、２月

26日の第７回委員会においてはフリーディスカッションを予定していたのですが、1990～

91年の国際機関の報告に対する対応についての検討を行うことになったわけでございます。
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そういうことから、当初の予定より若干スケジュールがおくれてきております。そういう

意味で、本日は当初、報告書案について論議をする予定でありましたが、「今後の畜産・

食品衛生行政に関するフリーディスカッション」ということで、前回予定していたフリー

ディスカッションを１回ずらして行うということにしたいと思っております。

したがいまして、今後の進め方について私としては、報告書案のとりまとめに当たって、

本日を含め、あと２回ぐらい、フリーディスカッションを行う必要があるのではないかと

いうように考えております。そのため、次回第９回の３月22日金曜日もフリーディスカッ

ションをしていただくことにしてはどうかと考えております。そして、その２回の議論を

踏まえて報告書案を作成し、これを論議することが必要であると考えておりますが、報告

書案を詰めていくためにはある程度の時間が必要でありますので、また委員の皆さんの出

張等いろいろご都合もあることから、事前に確認したところ、４月２日火曜日が、委員の

中で最も多くの方が出席できるということがわかりました。このため、その日に第10回の

委員会を開催し、報告書案についてご論議いただくことにし、そこで報告書をとりまとめ

たいと考えております。なお、報告書のとりまとめに当たっては資料１の私のメモでは３

部構成となっておりますが、各部ごとに起草委員を決めて作成していただくことにしては

どうかと考えております。

以上のことを念頭に置いて、今後の進め方については、私の案を申し上げれば、本日の

委員会でフリーディスカッションを行う。これを含めた、これまでの論議を踏まえて、起

草委員が報告書の要旨を作成して、３月22日金曜日の第９回委員会で、それをもとにフリ

ーディスカッションを行う。そして、その論議を踏まえて、起草委員に報告書案を作成し

ていただいて、４月２日の第10回委員会でそれを論議し、報告書をとりまとめていきたい

と考えております。

以上のようなスケジュールについて、皆さんのご意見を伺いたいと思っております。い

かがでございましょうか。日程も詰まっておりますし、後でご指名させていただく起草委

員の皆さんには大分大変なことになろうと思いますが、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。

これから報告のとりまとめに向けたフリーディスカッションを行っていきたいと思いま

す。まず資料１の委員長メモ、私のメモについて、事務局から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 それでは、資料１をごらんいただきたいと思います。
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読み上げます。

「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告」のスケルトン（第２次委員長メモ）

第Ⅰ部 これまでの行政対応の検証

１ イギリスにおけるＢＳＥ発生を踏まえた対応（1986～1995年）

(1) 1990年６月における農林水産省のイギリスにおけるＢＳＥ発生状況等の調査、

当時の各国の対応、並びに1990～91年における、イギリス政府からの書簡、ＯＩ

Ｅ報告書、ＷＨＯ報告等を踏まえた、我が国の肉骨粉等の取り扱いを含めた対応

の評価

２ ＢＳＥの人への伝達の可能性に関するイギリス政府機関の発表、ＥＵ委員会の決

定及びＷＨＯ専門家会議の勧告を踏まえた対応（1996～1997年）

(1) 1996年４月における、肉骨粉等の牛への給与に関する行政指導の評価

(2) 1996年、肉骨粉等の牛への給与に関する農業資材審議会における取り扱い

（ＷＨＯの最終報告を入手したこととの関係において）についての評価

(3) 1997年のアメリカ、オーストラリアの法的措置との関係における、我が国の肉

骨粉等の牛への給与に関する取り扱いについての評価

(4) 以上の時期における、厚生労働省の関与についての評価

３ ＥＵのＢＳＥステータス評価に関する対応（1998～2001年）

(1) ＥＵのＢＳＥステータス評価に関する我が国の対応を決定する政策決定過程の

問題とその評価

(2) ＥＵのステータス評価における指摘に対する我が国の対応についての評価

(3) ＥＵのステータス評価に関する厚生労働省の関与についての評価

４ 変異型ＣＪＤ感染防止のためにとられた一連の対策の評価（1999～2000年）

(1) 医薬品、化粧品に対する安全対策

(2) 血液、臓器に対する安全対策

５ イギリス以外のＥＵ諸国でのＢＳＥ発生の急増以降、特に2001年我が国における
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ＢＳＥ発生時の対応（2000年～）

(1) ＢＳＥサーベイランスによる患畜の発見までの対応の評価

・農林水産省と厚生労働省のサーベイランス体制

・ＢＳＥ発生を予測した危機管理マニュアルを両省とも作成しなかったこと

(2) 2001年８月６日、後にＢＳＥ第１号となった牛がと場に搬入されて、それの「

確定診断」がイギリスのレファレンス研究所で出る９月21日まで、46日もの日時

を要したことの評価

・と畜場、家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、千葉県、農林水産省、厚生労働

省、（独）動物衛生研究所、ＢＳＥに関する技術検討会等、各機関・部署にお

ける対応

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

該牛は焼却処分されたと回答したが、14日になって、レンダリングに回っていた

旨の訂正を公表し、対応に混乱がみられたことについての評価

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

織化学的検査により陽性が確認された後、イギリスのレファレンス研究所に検体

を送付し、「確定診断」の再確認ではなく、「確定診断」を求めたことについて

の評価

(5) ＢＳＥ患畜発生後に行った農場段階の「目視調査」、及びその結果公表につい

ての評価

(6) 我が国におけるＢＳＥの発生後にとられた一連の措置に関する評価

・農場段階での監視体制（農林水産省）

・全頭検査体制の確立（厚生労働省）

・へい死牛の検査体制

６ 厚生労働省と農林水産省の連携について

(1) ＢＳＥの発生前における厚生労働省と農林水産省の連携に関する評価

(2) ＢＳＥの発生後における厚生労働省と農林水産省の連携に関する評価

第Ⅱ部 ＢＳＥ問題にかかわる行政対応の問題点・改善点

１ 危機意識の欠如と危機管理体制の欠落
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・危機対応マニュアルの欠如

・予防原則確立の立ちおくれ

２ 生産者優先・消費者保護軽視の行政

・経済効率最優先の陥穽

・過度な風評被害への警戒が事態の悪化を増幅

・消費者保護の立法・行政不在

・農場から食卓までのフード・チェーン思考の欠如

３ 政策決定の不透明性

・緊急事態における行政意志決定機構の機能不全

・内部論議の不足と担当者間の意見調整の不徹底

・行政の継続性重視と意志決定の先送り

・政策のサーベイランス機能弱体

４ 農林水産省と厚生労働省の連携不足

・縄張り争いと内政不干渉

・振興と規制の混在

・法の規定と実態の落差

５ 専門家の意見の適切な反映の欠如

・審議会運営の欠陥

・科学への信頼不足と科学者の沈黙

・リスク分析の欠落（評価・管理・コミュニケーション）

・ＥＵの科学委員会との連絡の不徹底

６ 情報公開と消費者理解の不徹底

・マスコミ報道の偏りと消費者の自覚不足

・正確な情報開示と透明性の欠如

・情報提供技術のおくれと専門性の欠落
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７ 法律と制度の問題点

・食の安全を確保する法律の不十分性と連携不足

・国民の健康を最優先する行政組織の未整備

・環境の変化に対応する制度改革の必要性

第Ⅲ部 今後の食品安全行政のあり方について

１ 食品の安全性の確保に関する基本原則の確立

(1) 消費者保護の最優先

・消費者の安全な食品へのアクセスの権利と、安全な食品の提供に関する家畜飼

料を含めた「農場から食卓まで」のフード・チェーンにおける関係者、並びに行

政の責務

・予防原則に立って国民の健康を守る理念と体制

(2) グローバル・スタンダードであるコーデックス委員会の「リスク分析」手法の

導入

・食品の安全には「絶対安全」はなく、リスクは「確率」であることが前提

・客観的立場からの「科学者の意見を尊重する」観点から、科学的評価の過程と

して「リスク評価」を位置づける

・消費者を初めすべての関係者と協議しながら、消費者の健康保護を第一の要素

とし、その他の要素を総合的に考慮して、適切な政策・措置を決定・実施する過

程として「リスク管理」を位置づける

・リスク評価、リスク管理の過程における「リスク・コミュニケーション」を位

置づける

(3) リスク管理の一環として「トレーサビリティ・システム」の確立

２ 食品の安全性の確保に係る組織体制の基本的考え方

(1) リスク分析をベースとした組織体制の整備

①「リスク評価」体制の確立

・「リスク評価」手法の開発にかかわる体制の整備

・「リスク評価」と「リスク管理」の間の機能的分離と相互作用の確保
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②「リスク管理」体制の確立

・食品行政の機能別分担の再検討と相互調整システムの確立（後述(3) ）

・リスク管理を分担する各省庁に「危機管理体制」の整備

・縄張りを超えて移動・調査・指揮・命令できる機動的な食品安全対応

③「リスク・コミュニケーション」の確立

・消費者を初めとするすべての利害関係者の間で、リスクに関する情報・意見

の相互交換を行うことの制度化

・特に広報担当コミュニケータの育成

(2) 関係省内の関係部局間連携、政策調整のあり方

(3) 省間の連携、政策調整のあり方

・「食品の安全」をめぐる政策調整について省間で「覚え書」の交換とその公

表を通じて積極的政策調整の担保

(4) 国際的な情報収集能力の向上と国際機関・主要国との連携・調整のあり方

・ＥＵ及び国際機関と日本との科学者の交流の促進

３ １及び２の実現のため、基本法並びに新組織体制構築等のための検討機関の設置

１の食品の安全性の確保に関する基本原則とそれに基づく２の組織体制の基本的

な考え方を踏まえ、

(1) 食品の安全性の確保に関する基本原則を内容とする「食品安全基本法」（仮称）

の制定と、食品衛生法を初めとする食品安全性の確保に関連する法制度の抜本的

見直し

(2) 欧州各国における組織見直しを参考に、食品の安全性の確保に必要な条件をビ

ルトインするため、新たな組織体制の構築を図ることとし、１年以内を目途に改

革のプログラムとその実現の工程表を策定する検討機関を設置

４ その他の重要事項

・食品行政に関して、

①ＢＳＥ・変異型ＣＪＤに関する研究体制の整備

②食品に関する表示制度の抜本的見直し

③家畜伝染病予防法への公衆衛生の視点の導入
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④食に関する教育いわゆる「食育」の必要性

⑤アジアにおけるＢＳＥ発生国としての国際貢献

等といった課題も重要であり、これらについても上記３の検討機関において検討

する

以上でございます。

○高橋委員長 どうもありがとうございました。

このメモについて皆さんのご意見を伺いたいと思いますが、大きく３つ、論点を挙げま

して議論を進めていきたいと思います。

まず第１の論点は、３部構成になっているのですが、この３部構成でよろしいかどうか

ということが第１でございます。それから２番目は、この委員長メモについて、これはあ

くまでもたたき台でございますので、実際の最終報告はこれをかなりアレンジしていくわ

けでございますが、少なくとも、スケルトンとして提示する上において、この点は問題が

残るのではないのか、あるいは、こういう項目をスケルトンとして追加すべきではないの

かといった論議をお願いしたい。これはもう既に公表されておりますので、議事録に残す

形で、このスケルトン自体の修正があれば、ご議論いただく、これが２番目でございます。

３番目は、報告書に盛り込むべき内容、すなわちこのスケルトンの肉付けをする具体的な

内容について意見を交換していきたいと思います。１番と２番をやりまして、それからち

ょっと休憩をとって、３番目の内容の肉付け等については、第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部とい

うことが承認されれば、第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部を分けて逐一議論をしていきたいと思っ

ておりますが、そのような進め方でよろしゅうございましょうか。

――それでは、まず最初にこの３部構成についてのご意見をいただきたいと思います。

第Ⅰ部が、これまでの行政対応の検証、第Ⅱ部がＢＳＥ問題にかかわる行政対応の問題点

・改善点、それから第Ⅲ部が今後の食品安全行政のあり方について。この文言の修正は今

後、あろうかと思いますが、大筋としてこの３部構成。現在までずっと検討してきました

行政対応の検証。それを総括して、一体どこにどういう問題があって、こんな事態が発生

したのか、この問題点を総括的に整理する。さらに今後、どのような食品安全行政を進め

ていくべきかというような３部構成でございます。いかがでございましょうか。

よろしゅうございますか、どうぞ。

○砂田委員 ３部構成に賛成します。私は２つほど、説明を聞いて気づきました。１つ
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はもっと人事交流を増やすことです。公と民、国際交流、学者と専門家、官僚とメディア

そして生活者との交流を入れたらどうか。今回の問題はやはり人事交流がなかった不幸が

原因はないかと、私は思っています。

それともう１つは大したことではないけれど、ここに英語で“ from farm to table”と

書いてありますね。私は英語でものを書いたりしゃべったりしています。こういう表現は

３年ほど前までよく聞きました。最近は“ from farm to fork”というのは当たり前にな

っています。もうテーブルという表現は少ないから、日本の場合は農場から箸まで、農場

から消費までとか、何かそういう表現がいいのではないかと私は思います。どうでしょう

か。テーブルという食卓でいきますか。

それから、優先順位がわかるような２つの表現があってもいいと思います。農場から消

費まで、消費から農場まで、同時に繰り返す表現をしたら、トレーサビリティの意味もわ

かるのではないでしょうか。

○高橋委員長 今のご発言は２番目の議題になりますので、またそこで取り上げたいと

思いますが、第１の３部構成についてよろしゅうございますか。

――それでは３部構成でいくとして、このスケルトンについて今のような人事交流の問

題、例えばそれはどこの項目に追加すればよろしゅうございましょうか。それから、フー

ドチェーンについての用語ですが、どのようにいたしましょうか。

○砂田委員 Ⅱの情報公開でしょうか。初めの方にもはっきり、Ⅰの方にいった方がい

いのかしらね。

○高橋委員長 Ⅲ部ではないでしょうか。

○砂田委員 この情報公開と消費者理解の不徹底のところか、Ⅲでしょうか。

○高橋委員長 第Ⅱ部は今までの原因で、人事交流がなかったから、こういう問題が出

たということを今、日本の状況でいえましょうかね。今後の問題とすれば重要だろうと思

います。

○砂田委員 では、Ⅲに入れてください。私としては、どちらでもいいから入れるべき

だと思っています。

○高橋委員長 では第Ⅲ部に入れることとします。このことについて特にご異論、ござ

いませんか。人事交流を官だけではなくて官と民を含めてすべきだというご意見でしたが、

よろしゅうございますか。特に異存がないようですので、これは文言として特に議事録に
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入れるということではなくて、その項目を第Ⅲ部の中に入れるというような形でよろしい

かと思います。

ほかに、そのようなご意見ございますか。

○竹田委員 議事が進んでいますが、もう一度３部構成のことについて、考えておりま

したことを申し上げます。この会議そのものはＢＳＥ問題に関する調査検討委員会で、Ⅰ

部、Ⅱ部、ＢＳＥ問題にかかわる行政対応の検証、行政対応の問題点・改善点ということ

ですが、この委員会のターム・オブ・レファレンスとしてＢＳＥ問題に関して検証して、

そして第Ⅲ部ではＢＳＥ問題に限るのではないと、私は理解しております。そこのフィロ

ソフィーをやはり前文か何かで明快にしておかれた方が、Ⅰ部からⅡ部、Ⅲ部へぽっと何

かギャップがあるような感じがしておりますので、ＢＳＥ問題を契機に委員会でいろいろ

議論をした結果、今後、私はやはり人の健康被害が起こる食の問題であって、食品の安全

ということになれば、例えば食品が腐る。しかも病原菌でないものでも腐るわけですけれ

ども、それまで取り扱うという印象を与えはしないかと思います。腐った食品が安全でな

いのは、これは明快ですけれども、そういう食品が人に健康被害を与えるかというと、必

ずしもそうでないものがかなりあるわけです。したがって、私は人への健康被害というこ

とを考えて、ＢＳＥの問題を契機として今後の行政を考えるというような前文が欲しいと

思います。

○高橋委員長 今の点について、ほかの方々、何かございますか。

○日和佐委員 私も今、ちょうどそのようなことを思っていたところでした。ですから、

第Ⅱ部の最後でもいいかとは思うのですが、単にこれはＢＳＥを中心とする畜産の衛生安

全行政の問題だけではなくて食品安全行政、食品衛生行政全般の問題であると、そういう、

第Ⅲ部に入る導入部が第Ⅱ部の一番最後のところで書かれるといいと思っています。

○山内委員長代理 今のお二人のご意見、私も賛成なのですが、全般的な問題と同時に、

ＢＳＥの問題の占めるウエイトが非常に大きいだろうと。これから食の安全に関してのＢ

ＳＥの問題、かなり真剣に取り組んでいかなければいけないという点も、この中にちゃん

と盛り込むべきではないかと。余りにも総合的なものになり過ぎても困るのではないかと

いうか、要するに両方必要だろうと思います。

それで、この中で私がちょっと気になっていますのは、４ページの一番最後のところで、

「その他の重要事項」で食品行政に関して幾つかあります。こういった課題は重要だから、

「上記３の検討機関において検討する」というようにしてしまっているのですが、やはり
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私は、大部分のものはⅢの中で織り込めるのではないかということです。具体的な組織改

革や何かのいろいろな問題は検討機関に任せてもいいのですが、ここに挙げられているよ

うな問題について、考え方なり、提言というものは第Ⅲ部の中でやっておくべきではない

かと思います。

それともう１つ、極めて簡単なことで、１ページの４の「変異型ＣＪＤ感染防止のため

にとられた一連の対策の評価（1999～2000年）」になっていますが、これは実際2001年も、

ＢＳＥ発生後も対策がとられているので、これは2001年に直していただきたいと思います。

○高橋委員長 先程の発言に関連し、いかがですか。

○小野寺委員 まず先ほどの発言というのは、１つは砂田さんの発言に関連しているの

ですが、食育の問題をおっしゃられたので、私個人もここの中で唯一文部科学省に属して

いる人間なものですから、そういう教育の問題というのはかなり重要だろうと思うわけで

す。特にＢＳＥ問題は、将来、どうなるかわかりませんけれども、かなり長期化するだろ

うと思うのです。これから20年ぐらいか、あるいはもっと。そうすると、次の後継者の育

成ということがかなり必要であろうと僕は思うわけです。そういうことを考えれば、教育

及びそのシステムの充実が必要です。そういうのをもう少し盛り込んだ方がいいのではな

いかと思っております。

○高橋委員長 先ほどの竹田委員のご発言、それから日和佐委員の追加発言について、

ここで確認したいのですが、ＢＳＥ問題については、ⅠがＢＳＥ問題中心で、ⅡはＢＳＥ

を主体にするけれども、もう少し広がったものであると。Ⅲは、さらに食品行政全般にか

かわることであるというようなことで、はしがきか前文にそれを、要するにＢＳＥから出

発して、食品安全全体について我々は検討して、こういう報告書を書いたのだという前文

を入れるということ。それから日和佐委員がいわれましたように、第Ⅱ部の最後と第Ⅲ部

の最初の辺に、つなぎの文章を入れるということについて確認したいと思うのですが、よ

ろしゅうございますか。――では、それはそういう形で詰めていきたいと思います。

○竹田委員 今の山内先生と小野寺先生のご意見にいささか反対と申しますか、異論を

申し上げます。ＢＳＥが大変な問題であるということは全く承知しておりますが、この報

告書がＢＳＥに限るのであるならば、そのとおりですけれども、それ以外に大変な問題が

たくさんあると思います。例えば私の専門のＯ‐ 157は現在、年間 4,000人の患者が出て

おりまして、10人近い人が毎年死んでいるわけです。したがって、今、山内先生がいわれ

た、小野寺先生がいわれた言葉のＢＳＥをＯ‐ 157に置き換えても全くそのとおりなわけ
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です。したがって、このスケルトンの中の「その他の重要事項」で「ＢＳＥ・変異型ＣＪ

Ｄに対する研究体制の整備」、これを入れますと、それだけが必要な印象を与えることを

私は恐れます。

○高橋委員長 では具体的に、ここのところで何か、こういう項目をというご提案はご

ざいましょうか。

○竹田委員 したがって、健康被害を与える食品に関するすべての問題があるのだとい

う印象を与えるような、それが漠然とするというご意見もよくわかるのですけれども、こ

ういう報告書でＢＳＥを突出させますと、恐らく将来的にＢＳＥのところは手厚く、行政

も、あるいは予算もつくだろうけれども、それ以外は報告書にないではないかというのが

従来の行政のやり方なのです。

○高橋委員長 若干、その点について意見交換をしたいと思います。

○山内委員長代理 竹田先生のいわれるのも確かにもっともだと思います。ただ、もう

一方で、ＢＳＥ・バリアントＣＪＤの問題というのは、科学的に不確実なものが余りにも

多過ぎる。そういう点での対応、研究というのは、これからやっていかなければいけない。

そこをどこかで強調しなければ、第Ⅰ部、第Ⅱ部のつながりにもなってこないと思うので

す。ですから、突出させないような何か技術的な配慮というか、いい方法を考えていくと

いうことにでもしなければいけないのかなという気がします。別にこれだけをという意味

で私、申し上げているわけではないのですが、重要性はある程度、ここでは強調しておい

た方がいいのではないかと思います。そうかといって、ほかのものにしわ寄せが行くよう

であっては困ると思います。

○小野寺委員 第Ⅲ部の３の (1)です。ここに食品安全基本法（仮称）ということが文

章として書いてある。「食品衛生法を初めとする食品安全性の確保に関連する法制度の抜

本的見直し」ということが書いてあるのです。その前にも「食品の安全性の確保に関する

基本原則」と書いてありますが、ここでＢＳＥ以外にもＯ‐ 157とか、ほかのことも随分

謳われるのではないかと思います。将来の改革のいうことでは、かなりそう言っていいと

思うのです。もしそれ以上に必要であるというのでしたら、むしろ第Ⅲ部の方に前文をつ

けるとか、そういう手もあるかと思うのです。

○高橋委員長 竹田委員、よろしゅうございますか。

○竹田委員 今後、この報告書の中でまた意見を申したいと思います。

○日和佐委員 関連してよろしいですか。今の件なのですが、第Ⅲ部の導入部に前書き
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のような形で――ここにいきなり「食品の安全性の確保に関する基本原則の確立」という

ようになっているのですが、先ほど申し上げましたＢＳＥ問題を契機にして食の安全全体

について改革していかなければならないというようなことを第Ⅱ部でいっていただいて、

第Ⅲ部の前に、今、食をめぐる問題というのは、新しい問題がたくさん起きています。ダ

イオキシンの問題だとか内分泌攪乱物質の問題だとか、それから竹田先生もおっしゃいま

した新興感染症の問題だとか、非常に新しい問題が起きているわけです。そういう新しい

問題に対して、私は現在、対応し切れていないと感じています。その新しい問題の１つが

ＢＳＥだったと思っています。ですから、そういう新しい食をめぐる状況、問題に対して

対応できていないのが今の食の安全行政であるがゆえに、食品の安全性の確保に関する基

本原則が改めて必要だという言い方にしていけばいいのではないかと思っております。

○和田委員 日和佐委員の発言と大体重なりますので、あえてもう一度繰り返すのはや

めますけれども、本当に何回か私も、入り口がＢＳＥなのだということを、考えるときに

も、まとめるときにも、それを頭に置かないで、いきなり食の安全とばっと広げてしまう

と、つながりがわからないし、そうかといって、ダイオキシンから感染症から何もかも全

部書き込むだけの議論はしておりませんので、そこのところが、読む方がよくわかるよう

な書き方、今、日和佐委員がいわれたようなつながりの部分を割と丁寧に書いていくとい

うことが大事だろうと思います。あくまでも切り口がＢＳＥなのだということを、読む方

が常にわかった上で、あと、生かしていくということが大事なのではないでしょうか。

○高橋委員長 皆さんのご発言、ほぼ一致しているようでございますが、さて、もう１

つ、小野寺委員からありました食育の問題はもう少し内容に入ることですので、３番目の

論議に移したいと思います。

それでもう１点、残っておりますのは、４ページの山内委員から提起されました一番最

後の行の「上記３の検討委員会において検討する」ということですが、実は私がこれを書

いて、きのう、またずっと読んでいましたら、重要なミスがあったことを発見しました。

それは、この４ページの３の (2)です。「ビルトインするため、新たな組織体制の構築」、

これで切らなければいけなかったのです。これで切らないと、後半のことだけが (2)にな

ってしまうので、ここで切って行を変えるということが１点でございます。これは私のミ

スでございます。

それからもう１つ重要なことなのですが、この文言を読んでみますと、「１年以内を目

途に改革プログラムとその実現の工程表を策定する検討機関を設置する」と。１年以内に



- 23 -

検討機関を設置するのか、１年以内に工程表をつくるのか、これがはっきりしないのです。

そういう意味で、私はここのところでもう少し文言を変えた方がいいのではないかと考え

ております。それから、検討機関ということを考えてみますと、今までの我々の検討委員

会と、また同じことをやったのでは意味がないわけです。それからまた、私は農林水産省

に深い関係があるので、その例を挙げますと、数年前立法化されました食料・農業・農村

基本法ですが、それの調査会ができました。まさに検討委員会ができたのですが、それは

２年半かかっているのです。ですから、そんなにかけていたのでは、せっかく今、盛り上

がっているときに、みんなの関心が高まっているときに制度をしっかり進めなければいけ

ないという意味で、検討機関を設置するということよりも、国民合意のもとに、このよう

な２つのものをつくっていくというような形へ修正できればと考えます。後から気がつい

て、まことに、自分がつくっていながら申し上げるのは申しわけないのですが、そんなよ

うに考えるわけです。そういうことになりますと、最後の上記３を新たな検討委員会でだ

らだら検討するということではなくて、できることからどんどんやっていくのだというよ

うなことにつなげていけるのではないかと思うのですが、その点について、何かご意見は

……。

○竹田委員 委員長、おつくりになったメモを修正されましたので、私の意見は重なり

ますが、何度も申しましたけれども、この委員会が何をするところかというのはいまだに

十分わかっていないのは、今、この委員長の提案でしたら、例えば新しい組織をつくりま

すという報告ではないということになるわけですね。

○高橋委員長 そうですね、それを検討する機関をつくるということです。

○竹田委員 したがって、これはここまで議論したら、時間をかけてでも、新しい組織

をつくるというのを委員会の報告にしてほしいと私は思いますし、そのために仮に時間が

かかっても、私は時間をかけてでも、どういうものをつくるかという議論をしていただき

たいと思います。しかも、１年以内などという数字がどこから出てきたのかということに

なりますし、こういう組織をつくりなさいという報告をしたら、あとは行政がどうつくる

かということを私たちはみていればいいというように思います。

○高橋委員長 お恥ずかしい次第です。

○加倉井委員 今の関連で。そこは第１次メモもちょっとおかしいなという気がしまし

て、それは多分、委員長の人柄が優しいものだから、どうしても柔らかい言い方を選んだ

のだと思いますが、この点については竹田委員に全く賛成です。「検討する」という言葉
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は、前にもいったことがありますが、官庁用語では「やめます」という意味も半分入って

いるのです。それでは我々、何のためにやっているのですか、今。ですから、これはもう

ちょっときつい言い方で「つくるべきである」とか、「つくるべしと考える」とか。それ

を検討する、その機関をつくるというのは検討委員会をつくるということですよね。それ

では困ると、私は同意いたします。

○高橋委員長 今の点について。

○岩渕委員 賛成いたします。それで、１年以内というのが非常にまどろっこしい印象

を与えるというのも全くそのとおりであろうと思います。ですから、そういう意味で、ほ

かの方も大体そういう意見ではないかと思います。

○高橋委員長 それでは皆さん、私のミスをお許しいただいたということで、この点を

少なくとも以下のように修正したいと思います。４ページの３の (2)で、「構築」で行を

変えると。その後を、例えばこういう形に変えてはいかがかなと。「構築」、行を変えて

「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」というような、文言は多少変えるにしても、我々は農林水産、厚生労働、両大臣

の私的諮問委員会ですが、やはり政府の責任においてやってほしいと。それから、やはり

消費者参加のいろいろな議論を含めてほしいということで「国民合意のもと、早急に成案

を得て必要な措置を講ずる」という形で、「検討機関を設置する」ということを、その３

の表題からも消すということでいかがかと思うのですが、よろしゅうございますか。――

それでは、そういう形で訂正したいと思います。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４の「検討機関において検討する」を削除し修文すること

といたします。

さて、それでは第２の大筋としては、こんなところでよろしゅうございますか。

○竹田委員 今の、もう一度、その新組織体制の構築というところでは、私どもは具体

的な提案はしないということなのですか。

○高橋委員長 そのことについては３番目の各論のときに議論をしていきたいと思って

おります。

さて、それでは一応、２番目のスケルトンそのものについての意見交換、若干の修正に

ついてはご承認をいただいたものとして前に進めてよろしゅうございますか。

それではそのような３部構成をもとにしまして、ここで報告書要旨の作成を進めていく

ことになるわけですが、それを作成する起草委員を決めたいと思っております。私の方か
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らご指名させていただいてもよろしゅうございますか。

――それでは、第Ⅰ部を山内委員長代理にお願いできればと思っております。第Ⅱ部は

岩渕委員、お願いできればと思っています。第Ⅲ部については日和佐委員にお願いして、

それぞれ起草委員として起草案をとりまとめていただければと。私は総括的な立場から起

草委員の一員を務めさせていただき、その４人で起草して、次回のフリーディスカッショ

ンに草案の草案みたいなものを提出していただくというように進めていきたいと思ってお

りますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。

それでは山内委員、岩渕委員、日和佐委員におかれましては、これから忙しくなると思

いますが、どうぞよろしくお願いいたしたいと思っております。

さて、第３の論点に入る前に、ここでちょっと休憩をとりたいと思いますが、いかがで

しょうか。今、３時20分ちょっと前ですが、３時半まで休憩しまして、第Ⅰ部、第Ⅱ部、

第Ⅲ部と分けて、スケルトンに対する肉付け、あるいは内容を少し前に進めるとすれば、

どういう論点があるのか、フリーディスカッションを深めていきたいと思います。

それでは30分まで休憩いたしたいと思います。

（暫時休憩）

○高橋委員長 お疲れのところ恐縮ですが、時間がまいりましたので再開したいと思い

ます。

それでは、若干の修正もございましたが、スケルトンに基づきまして、報告書要旨の作

成に向けて盛り込むべき内容を第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部、それぞれ分けて意見の交換をし

ていきたいと思っております。フリーディスカッションでございますので、思い切った発

言も大いに期待したいところでございます。

起草委員をお願いしてすぐでまことに恐縮ですが、まずは起草委員になった方にご発言

いただいて、それからフリートーキングを進めたいと思います。それでは第Ⅰ部について。

○山内委員長代理 なかなか大役で、皆様にご協力を仰がなければいけないと思います

ので、よろしくお願いいたします。

私のところは、これはまず具体的な事実をもう一度再確認しながらまとめていかなけれ

ばいけないだろうと思います。その際には、事務局に対しても、やはり事実関係の問い合

わせなどの作業が恐らく出てくるだろうと思います。そういった場合には、単に電話とか
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何かではなくて、やはり文書として残る形で事務局経由で行いたいと考えております。ま

たは事務局でも、農林水産省関係の話題であれば農林水産省の事務局で、厚生労働省関係

であれば厚生労働省の事務局の方にＦＡＸなりメールで、やはり文書として残る形でのや

りとりをしていきたいと考えております。これがまず基本的な考え方です。

それから各項目については大体今までの議論がちゃんと整理されてきていると思います

が、例えばきょうでも、2001年のＷＨＯ、ＯＩＥの書類が出てきたように、何が出てこな

いとも限らないし、また新しい事実が出てくるかもしれませんので、そういったものでの

報告の追加といったような可能性があるということもあらかじめご理解いただきたいと思

います。

当面は、総合的なことについてはそんなところです。

○高橋委員長 それでは第Ⅰ部について、ぜひ、こういう項目を論点として書き込んで

いくべきであるというご意見をいただきたいと思います。日和佐委員、先ほどの肉骨粉の

検証の問題などは、かなり重要な論点ではないかと思います。

○日和佐委員 この１の1986～1995年、特に1991年のあたりのデータが余りないのです。

どう書くかという問題も、かなり昔に遡る必要がありますので、ちょっと難しい部分はあ

るのです。それで、1996年も重要なのですが、その前にもう既に汚染された飼料が入って

いたということが今の発生につながっている。1996年というのはぎりぎりですから、その

前の方の危険性というのがもっと高いと思っておりますので、先ほど申し上げた観点も、

ここに入れていただきたいと思っています。

○加倉井委員 前にもいったことがあるのですが、えさとしての肉骨粉に注目が集まっ

ているのですが、農家に行って聞いてごらんになればわかりますけれども、肉骨粉という

のは有機肥料としても使われているのです。ですから、値段によって、それがえさになっ

たり、有機肥料になったりすると思ったらいいです。少なくとも農家はそう思っています。

あれは有機肥料だと思っている人はたくさんいます。ですからそのような認識についてど

こで検討するのか、それが１つです。

もう１つはＢＳＥの牛について、飼っている人間も、それから周りの人も肉骨粉を食べ

させていないと言っているのです。食べさせていないというのは一体どの時点からのこと

を言っているのかということになるのですが、５年前の配合飼料の成分が何だといっても、

証拠は何もないのです。この前、聞いたところによると、成分を記した書類については２

年間しか保存する必要がないということでした。ＢＳＥが発症するまで平均５年かかるわ
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けですが、そのＢＳＥ牛が５年前に何を食べたかということが分かる書類が配合飼料メー

カーになくてもいいのです。今のルールではそうなっているわけです。幾ら発生後にきち

んと調べようとしても、５年前に何を食べていたかわからないのに、どうやってチェック

するのですか。あるいはトレーサビリティという方法がありますが、それは牛に耳票をつ

けるのです。牛の一生とつながっているわけです。それはいいけれども、そのエサがどこ

からきているのかということがわからなければ、トレーサビリティから辿る病気の原因が

わからないではないですか。その部分をどうするか。２年保管で５年後に発症する病気の

話をするのはおかしいのです。そういうことをちょっと考えていただきたい。

○山内委員長代理 おっしゃるとおりだと思うのです。最初の方の問題というのは、結

局えさの交差汚染ということにつながってくるのだと思います。それから、農家自体が自

分たちが使っているものに肉骨粉が入っているなどとはもちろん知らないけれども、飼料

会社ではいろいろな形で入れていた場合もあるだろうと思います。ですから、そういった

ような実態を整理してみる。そういう経路での感染が起こり得たという可能性は指摘しな

ければいけないだろうと思います。もちろん、そのエサがどういうルートで輸入されてき

たか、それも、これまで認可されている飼料、かなりありますけれども、そういったもの

からみていって、結果的には汚染の可能性はいろいろあったという結論ならば、それはそ

れで事実として示した上で、それに対する行政対応がどうであったかという判断になって

いくのだろうと、私は考えております。

○加倉井委員 ちょっと追加します。前にもちょっと言ったことがありますが、随分前

に、私が配合飼料メーカーに、エサの成分を聞いたことがあるのですが、ＢＳＥの発生の

前ですが教えてくれませんでした。それはいろいろな事情があるのでしょう。企業秘密と

いっておりましたが、成分が分かるとコスト計算できますから、そういうこともあるので

しょう。しかし、いずれにしろ教えてくれませんでした。それが、このＢＳＥが出てから、

こんなものでしたという成分が出たので、それだけ透明性は上がったなと思ったのだけれ

ども、逆にいえば、昔は配合飼料の透明性はなかったのです。それは、将来のためにおか

しいのではないかと思いますが、やはり透明性は確保されるべきだと思います。

○農林水産省木村飼料課長 飼料課長でございます。確かにメーカー等の保存期間とい

うのは２年間ということになっておりまして、工場段階で当時の記録が残っていないとい

うことはございます。今後の飼料安全法等の見直しにおいては、その保存期間も見直して、

８年ぐらいにしようということ、トレーサビリティについては飼料の給与履歴まで農家段
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階でやっていただくということ、あとはデータベース化しながら、どういう配合になって

いるのかということでやっていこうと思っております。ただ、これまで農家段階で成分が

全然わからなかったということではなしに、成分の表示については、例えば肉骨粉が入っ

ているということは表示するようになっておりまして、ただ、成分比率については企業秘

密みたいな話があって、どういう配合をしているかというのは出していないというのは事

実だと思うのです。肉骨粉が入っていたかどうか、トウモロコシが幾ら入っていたとかは、

使用される農家側、特に酪農家等の業者に対する見方があって、どういうものが入ってい

るかということにはかなり気をつけておられますので、そこは成分がわからなかったとい

うことではないというように思っております。

○高橋委員長 むしろ委員同士の議論を中心にしますので、事務方は、委員から質問が

あり、委員長が指示したときにお答えください。

どうぞ。

○和田委員 今の、もう１度確認したいのですけれども、90年ぐらいのころのえさの表

示が、肉骨粉は肉骨粉という言葉で、ほかのものと一緒にわからないような書き方になっ

ていた可能性がないのかなということで、肉骨粉という言葉ではっきりと書かれていたの

かどうか、その辺、ちょっと確認したいのです。

○高橋委員長 この点については回答ください。

○農林水産省木村飼料課長 配合飼料の中に肉骨粉ということで成分が入っていたら記

入するようになっています。

○高橋委員長 それはどういう法的根拠ですか。

○農林水産省木村飼料課長 規格基準ということで、飼料安全法の中で、そういう成分

について表示するということが義務づけられております。

○高橋委員長 その点について、偽装問題は全くございませんか。

○農林水産省木村飼料課長 これについては、もし表示が違反していたら、法的に違反

ということになって、罰則とか、そのようなことがあるというふうに承知しております。

○高橋委員長 どの程度の罰則ですか。

○農林水産省木村飼料課長 ３年間、30万だったと思います。

○和田委員 その肉骨粉という表示の義務づけは90年当時も同じと考えてよろしいんで

すね。

○農林水産省木村飼料課長 間違いございません。
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○高橋委員長 いつごろから、その表示が義務づけられましたか。

○農林水産省木村飼料課長 相当以前からだということですが、そこは間違えてはいけ

ませんので、この会議中に調べて報告いたします。

○高橋委員長 いろいろあろうと思いますが、私からも２点。１つは肉骨粉以外に人工

乳ですか、その問題もありました。それからサプリメントの問題などは一体どうだったの

かいうことについては、今まで余り検証をしていない。それから、もう１点、ぜひ山内先

生にはどこで表現するか、これは判断いただきたいのですが、アメリカで大分前に危機管

理マニュアルをつくりましたね。その危機管理マニュアルの内容だとかいうものを第Ⅱ部

のところへ入れるのか、第Ⅰ部で入れるのか、それを含めてひとつ、ご検討いただければ

と思います。

○山内委員長代理 まず人工乳とかサプリメントという話ですが、これは現在、英国も

ＥＵも、すべて感染源は肉骨粉であると考えられております。人工乳、サプリメントの中

にすべて肉骨粉が含まれていたとしたら、それは交差汚染によって肉骨粉が入ってきてい

る。ですから、あくまでも交差汚染の問題として私はとらえていっていいのではないかと

考えております。

もう一方のアメリカの方の危機管理マニュアルは、私がアメリカの方の新聞では読んだ

のですが、現物は残念ながら読んでおりません。

○高橋委員長 この間みせていただいたのは、あれは違うのですか。

○山内委員長代理 あれは危機管理マニュアルではなくてリスクアナリシス、定量的な

のと定性的なリスクアナリシスをアメリカで1990年に行っております。その後、危機管理

マニュアルの方は、2000年にヨーロッパでＢＳＥが急増してからアメリカでつくったとい

うもので、各省庁間の連絡の仕方とか、いろいろなものが出ているのですが、それは新聞

で、ウォール・ストリート・ジャーナルだったと思います。それしかちょっと知りません

が、それがうまく盛り込めるかどうか。アメリカの対応は必要なときには対比させること

は可能だと思います。ただ、危機管理マニュアルまでうまく入れられるかどうか、今の段

階では自信がございません。

○高橋委員長 第Ⅰ部に関連して、他にございますか。

○岩渕委員 そのアメリカの危機管理マニュアルというのは、これはどこか、アタッシ

ェか何かで手に入らないのでしょうか。第Ⅱ部の書き出しで、私もそのあたりから入りた

いと思って、一生懸命資料を当たってみたけれども、ないんですね。だから、ぜひ入手を
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お願いします。

○山内委員長代理 それでは新聞のコピーの方だけお送りしますから、それで日にちが

わかりますから、ぜひ当たってみてください。

○農林水産省木村飼料課長 先程の肉骨粉表示の義務づけに関して、法律で制定された

のが1976年、昭和51年ということです。それと、先ほど罰則規定を申しましたけれども、

いわゆる公表等の行政処分を、表示違反の場合はやるということになっています。

○高橋委員長 企業名の公表も行うのですか。

○農林水産省木村飼料課長 はい。

○高橋委員長 よろしいですか。

さて、それではまた後で第Ⅰ部に戻るということもあることを念頭に置きまして、第Ⅱ

部の方へ移ります。ここはある意味で、この事態に対する責任の所在を明確にするという

面もございます。さっき指名させていただいたばかりでございますが、岩渕委員からまず

ご発言いただければと思います。

○岩渕委員 第Ⅱ部の方は第Ⅰ部を受けて、縦糸と横糸みたいな形で若干のまとめをし

て第Ⅲ部に橋渡しをするという役回りというように承っております。ですから量的にはと

いいますか、それほど多くの言葉を要しないのではないかと思います。そこに１から７ま

でありますが、そのほかの小さなコンマみたいな形で出ているのを見出しにとるというこ

とも結構難しいかなという感じがいたします。ですから、そこにはこういうことが入るの

かなというような印象を受けています。つまり、内容はこれをみていただければ大体わか

ると考えております。

ちょっとだけ説明しておきますと、わかりにくそうなところでいきますと、３の「政策

決定の不透明性」の中で一番最後、「政策のサーベイランス機能弱体」ということ、これ

は私の受けとめ方でいきますと政治の問題です。行政に対する監視、それから指導も含め

た形での立法府のあり方として、その機能が適切に図られていたかどうかといったような

ところでございます。それから５番目の２つ目の・で「科学への信頼不足と科学者の沈

黙」。沈黙という言葉に抵抗を感ずる方も随分いらっしゃるかなと思って、孤高とか孤立

とか、さまざまな状況があったかもしれません。ですから、一方的に科学者を大事にしな

かったことがいけないのだというような形だけでとらえるのもいかがなものかというよう

な思いが若干ありまして、つまり、発言の場もさほど与えられず、あるいはその言葉も重

く受けとめられなかったという、そういう客観的な事情ももちろんございますけれども、
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逆に、科学者の側から下界にもう少し働きかけがあってもよかったのではないかと、その

ような意味合いも若干入ってきます。

それから６番目、消費者の自覚不足の中でいきますと、そこに入るか、その後の情報提

供技術に入るかわかりませんけれども、砂田委員がよくおっしゃっていただいている食育

の問題なども、日本においてはやはりかなり欠落していたのではないかというような印象

を受けておりますので、そこに入れたいなと思っています。

それから難しいのはマスコミ報道の偏りという、この受けとめ方なのですけれども、ど

ういうものか。この場でもさまざまな方面からマスコミの報道に関してはある種の批判も

ございますので、そこを受けとめて、皆様のご意見をぜひいただきたいと思っています。

それから最後の７番目で、一番最後に書いてありますが、「環境の変化に対応する制度

改革の必要性」ということで、それができていなかったという意味で、これからの食品安

全基本法も含めた形での改革の必要性というのをここで若干触れて、単にＢＳＥだけでは

なくて食品衛生全体の問題としてとらえようというような形で第Ⅲ部につないでいきたい

と思っています。

以上です。

○高橋委員長 第Ⅱ部については、今までは余り議論してこなかった、これだけをとり

あげて議論してこなかったところでございますので、いろいろご意見もあろうかと思いま

す。どなたからでも結構です。

○小野寺委員 一番最後の７番で「法律と制度の問題点」の環境の変化ということがあ

るのですけれども、これはやはり国際化の時代において、今まで日本には入ってこなかっ

たような病気が簡単に飛行機に乗って日本に来てしまう。そういう問題に対して、これか

らますます地球は小さくなるというか、狭くなる。便利になるというか、そういうことに

対してどう対応するかという問題点を挙げるのも１つかと思います。

○山内委員長代理 「科学への信頼不足と科学者の沈黙」という点、必要だと思うので

すが、これは私は科学と行政の相互関係の問題ではないかと思います。そういうとらえ方

をしたいと思います。実際には、上の審議会にもつながってくるわけですが、科学の方で

いろいろ議論をして、例えば今回のＢＳＥの技術検討委員会でも、ちゃんと陽性と診断を

していながら、行政は疑似患畜としていると、こういう事例が幾つもあります。そういう

意味で科学的判断を行政は尊重していなかった。また、今度は科学者の方が社会的な影響

といいますか、社会的にどういう事態になるかということまではなかなかつかめていなか
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ったことも事実です。ＢＳＥの問題にせよ、私個人では可能性はあると思っていても、こ

ういう社会混乱が起こるといったような事態は全く想定ができていない。これは科学者自

身として、それでいいかどうか、問題はあると思いますが、また科学者としてそれを行政

にどうやって反映させるかというと、個人が勝手にできるシステムは日本にはない。勝手

に風評被害だけ起こすわけにもいきません。ですから、そういう意味で現在の科学と行政

のあり方の問題というものが新たに問われているのではないかと考えます。

○高橋委員長 私からも若干コメントさせていただきたいのですが、２の「経済効率最

優先の陥穽」、これは非常に重要なことだと思います。これは、少なくとも２つの内容が

あるかなと感じます。１つは、いわゆる工業化した畜産の問題。もう１つは、一連の検査

制度をできるだけ効率化しようということで、検査制度の効率化がいろいろな弊害をもた

らしている、この２つがあるのではないかと思います。

それから次の過度の風評被害、これを１に入れるか、２に入れるか、少し迷ったのです

が、風評被害を警戒したのは、結局は生産者保護ではなかったかなというように私は解釈

しましたものでスケルトンでは２の方へ入れました。

それから科学者の沈黙。これは自然科学者と社会科学者含めて考えますと、社会科学の

方でも、私どもがやっているフードシステム学会というのはまさに川上から川下まで、ず

っと通した学会でございます。何人か、この問題について学会で問題提起がありまして、

もう少し私どもの学会に成熟度があれば――まだ生まれて８年ぐらいしかたっていません

ので、意見をまとめて政府に提言するというようなことができなかったということについ

ても、反省をしている面はなくはございません。それはまた、畜産業界などでも肉骨粉を

勧めたというような話も、これは確証はございませんが、聞いておりますので、科学者の

反省も、やはりそれなりに自覚しなければいけないものがあると私は感じております。

では、ほかに何か。

○小野寺委員 ５番の３か４、「リスク分析の欠落」か「ＥＵの科学委員会との連絡の

不徹底」か、どちらかに属すると思うのですけれども、ＥＵ委員会でいっていることは、

恐らく我々が聞こえる前に皆さんの、行政担当者の耳に入っていたのだろうと思うのです。

日本とヨーロッパは違うのだという気持ちがどこかにあったものですから、結局それがう

まく頭の中に入ってこなかったということを認識し、この際、これだけ世界が小さくなっ

て簡単にえさも日本に入ってきていますので、グローバルスタンダードということに関す

る、要するに「認識」ということをもう少し強くいった方がよかったかなと思います。
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○和田委員 今、委員長がおっしゃったことなのですけれども、私も確実に自分の目で

みたわけではありませんが、生産者の方たちが、肉骨粉は乳量をふやすとか、いろいろそ

ういう面で役に立つので勧められたという話は随分、実際に耳にしているのです。ですか

ら畜産なり、酪農の牛をどう育てるか、乳量をふやしたり、肉質を上げたりということの

専門家の方であれば、あるいは当然だったのかもしれないのですけれども、そこのところ

は確実な何かがあれば、そのように進んできたのだということはきちんと書くべきではな

いでしょうか。そうでないと、肉骨粉という言葉を消費者は今回、初めて知ったような状

況なのですけれども、そのときによくマスコミに書かれていたのは、牛乳の乳脂肪を濃く

するとか、乳量を多くするとか、そのために使っているのは常識であって、そういうこと

はむしろ消費者がそのように仕向けたのだという書き方を大分されたのです。私などは肉

骨粉という言葉を全然知らなかったものですから、乳脂肪が多いというのは、例えばジャ

ージー牛とか、そういう種類によって乳脂肪、乳固形分の多いものがあるというように、

ですから特濃というような書き方をしてあるのはそういうことだと思っていたのですけれ

ども、消費者がそういうものを求めるから、肉骨粉みたいなものを使わなければ、そんな

ものはできないのですよというような言い方をされました。本当のところはわからないの

ですけれども、きっと生産者も現場の方たちもさんざん勧められて使っていてという気が

おありになるのではないのかなと思ったものですから、その辺は、私は想像で感じている

だけですが、もう少し事実関係がわかれば、やはりきちんと書くべきだと思います。

○高橋委員長 畜産部の方で、いわゆる技術指導で肉骨粉の使用を勧めていたかどうか、

国として勧めていたのか、あるいは国以外の研究者や、あるいは別の団体が勧めていたの

か、その辺、情報がもしございましたらお願いします。

○農林水産省木村飼料課長 肉骨粉自体、ミート・ボーン・ミール自体、貴重なたんぱ

く源ということで飼料としては位置づけられていたということで、日本飼養標準などにも

入っております。ただ、96年の行政指導以前も牛用については0.05％ということで、豚が

３割ぐらい、牛以外は 99.95％ですから牛用飼料への使用は微々たるものであったけれど

も与えられていた。その背景の１つには、先ほど乳脂率を高めるためではないかと言われ

ましたが、肉骨粉だけではなくて、例えば綿実とか、他にも乳脂率を高めるような飼料原

料はあります。肉骨粉は、乳脂率を高めるための飼料の１つとして使われていた可能性が

あるという感じはいたしております。ただ、96年の行政指導以降は、メーカー段階ではえ

さに肉骨粉は添加しておりません。ただ昨年度の９月の調査において 5,000頭、農家段階
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で給与されていたという事実がありますので、そういった面では農家段階まできちっとし

た徹底がされていなかったのではないかということで、そこは我々も残念に思っておりま

すし、反省すべき点ではないかと考えております。

○山内委員長代理 肉骨粉に関して、これは果たして、この報告書に入れられるかどう

かはわかりませんが、背景としては一応、近代社会の問題があって、肉骨粉はレンダリン

グでつくられるわけです。「ザ・インビジブル・レンダリング」という本がアメリカで随

分昔に出されていたのを見つけて、さんざん探して、結局ゼロックスコピーで全部手に入

れまして読んでみると、アメリカで、レンダリングでできてくるものは油と肉骨粉なわけ

ですが、第二次世界大戦後に、油の方の値段が下がっていってしまった。レンダリング業

界がいろいろ研究費を出して利用の仕方を考えて、その結果として、肉骨粉をエサとして

使うような方式を考えていった。そのために、レンダリング業界の収益が３倍ぐらいまで

上がったといったようなことが起きています。それが恐らく一番の根底にまずあって、そ

れにレンダリング業界での研究結果から、例えば乳牛の乳量を上げるとかの目的で、近代

畜産において肉骨粉利用がどんどん進んでいったのだろうと思います。それは世界の流れ

として日本にも入ってきた。そういったことが、肉骨粉利用の背景にあるということだけ、

別に報告書に入れられるかどうかは別として、情報として付け加えたいと思います。

それから、実際に日本の農家で肉骨粉が与えられているというのは、実際にかなり大き

な飼料メーカーまで含めて、各農家にこうやったらいいといったような指導をしていると

いうのは、私も現場で、随分いろいろなところで聞いています。ですから、確かにやられ

たことは事実だろうと思います。

○高橋委員長 第Ⅱ部については、全体として、今までの危機状況ではない、平常状況

の中でずっとやってきた、それがこういう危機状況について何も独自な対応ができなかっ

た、これが何といっても一番大きな問題ではないのかということです。それは、ある意味

での組織疲労なのか、制度疲労なのか、これはかなり克服しなければいけない大きな課題

であり、抜本的に変えなければいけない課題だろうと思います。一人一人の人間の生き方

も含めたものを変えていかなければいけない大きなテーマだろうと思いますが、第Ⅱ部に

ついて、よろしゅうございますか。

○日和佐委員 今も出てきましたけれども、行政指導の問題というのは１つ入るのでは

ないでしょうか。行政指導というのは非常にいい面と悪い面があるわけです。行政指導が

徹底的に行われるかどうかという側面も、指導ですから、今回のＢＳＥの関係では徹底し
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ていなかったという問題があります。もう１ついえば、これは製造年月日の時のことなん

ですけれども、賞味期限と品質保持期限でどちらを使ってもよろしいということでした。

ですけれども、そのあと行政指導で一本化せよということでした。同時に製造年月日を併

記してもいいと、最終的にそういう結論になっていたのですけれども、その後、法律が施

行されたときに期限表示に一本化することが望ましいという行政指導文書が出されて、そ

れが徹底されて、製造年月日が任意でつけてもいいということになっていたにもかかわら

ず世の中から消えてしまった。行政指導というのはそういう効果も発揮するのですから、

そういう問題点というのは挙げておいた方がいいのではないでしょうか。７のところ、制

度の問題点になるかと思うのですが。それは岩渕さんの方でお考えいただいて、どこかに

入れていただければと思います。

○高橋委員長 ありがとうございました。

まだいろいろあろうと思いますが、また後で戻るとして、第Ⅲ部の方へ移りましょう。

第Ⅲ部は、これからのあり方ということで、かなりいろいろな提案も出てくるかと思いま

す。まず起草委員をお願いした日和佐委員からご発言いただければと思います。

○日和佐委員 これからどういうことを考えて、これからの食品安全行政について、ど

ういう理念が必要かということを書くのが第Ⅲ部でして、非常に責任も重く、緊張してい

るところでございます。

委員長のお書きいただきましたスケルトンを基本にしながら、少し整理をした方がいい

かなというところもあるかと思いながら今、目を通しているのですが、前文に、先ほどい

いましたように、これはＢＳＥをきっかけにして、やはり食品安全行政――これは安全行

政という言い方でいいのかどうかというのも合意をいただきたいと思うのですけれども、

衛生安全行政といったり、衛生行政といったり、いろいろありますね。食品安全行政とい

うことでよろしいのかどうかということもご確認をいただきたい問題であると思います。

その導入部に、今、食の安全をめぐって起きている情勢というものを書いて、そして、Ｂ

ＳＥがきっかけではありますけれども、食品安全全般について改革する必要が生じている

ということを書くということで入っていきたいと思っています。

今、気がついたところなのですけれども、予防原則のところはリスク分析の方に組み入

れた方がいいのではないかという感じがしております。それからリスク管理のところは、

リスクとベネフィットを考える場合に、やはり社会的な評価だとか有用性だとかの議論が

当然必要になってくるわけで、それはリスク管理のところに付加すべきではないかと思っ
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ています。

それと、リスクコミュニケーションの確立のところなのですが、やはりこれはコミュニ

ケーション、情報の提供というところがもう１つあってもいいのではないかと。もちろん

リスクコミュニケーションも含めてなのですけれども、いわゆる情報提供がうまくいかな

かったというのがありますね。だから情報収集と、それから情報を非常に丁寧にわかりや

すく提供する専門部局、部局になりますか、専門的なところが必要であると思っています

ので、そのあたりは書き込む必要があるのではないかと思います。

それから覚え書きの交換のところなのですが、ここまで具体的に書いてしまっていいの

かどうか、これはまたご議論いただきたいと思っています。

それから、先ほど問題になりました４「その他の重要事項」の件なのですが、ここに出

してしまわないで、２の (4)の後に、このような問題もあるという入れ方もあるのではな

いかと思っておりまして、３のところで、今まで２でいってきた問題、それと新たに付け

加えた４のその他の重要事項、そういうことも含めて考えてほしいという構成にした方が

いいのではないかと思います。

それから、済みません、国民合意のもとという、いい文章を先ほど委員長にお考えいた

だいたのですけれども、余りあいまいにしないで、機関とするか、組織とするか、しかる

べき独立した機関をつくって検討するという言葉がいけないとおっしゃいましたね。構築

するとか、とにかくちゃんとやりなさいと、具体的にきちんとできるような筋道をつけて

おいた方がいいのではないかと思っております。いずれにしても、皆様からのご意見をた

くさんいただいて、それをまとめていくのが私の役割だと思っております。

○高橋委員長 ただいまの広報担当者の話ですが、実は岩渕さんとＥＵで話を聞く前に、

ＥＵ代表部の人が、岩渕さんは実は新聞記者であるということで拒否されたということが

ありました。新聞記者の場合には報道担当者が対応するから、そっちへ行ってほしいとい

うように拒否されたということで、それで代表部のアタッシェの方は、岩渕さんは農水省

顧問として来ているのだということでご了解を得たのです。あそこでは取材は各部局では

やらなくて１カ所でやるというようなことが徹底してるようです。その点について何か。

○岩渕委員 いえ。

○高橋委員長 今の点につきましてはまたいろいろ意見もあろうかと思いますが、ぜひ

議論して、意見を交換しておきたいのは、４ページの３の (2)の新しい組織体制の構築と

いうことでございます。このことをもう少し突っ込んで、例えばこのようなものというよ
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うなことで提示するかどうかということで、竹田委員からは今までのご発言の中で健康政

策総合会議のご提案がございました。それは総合科学技術会議というものをモデルに考え

ておられるわけですが、配布資料の10に総合科学技術会議についての概要がございます。

これについて何か説明していただくことはございますか。

○農林水産省武本企画評価課長 参考配布の10でございますけれども、１ページ目に概

要ということで、総合科学技術会議についてということで１番が設立、２番に任務と書い

てございます。任務は「内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議する」

ということで、「科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策」、それ

から「科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科学技術の振興に関

する重要事項」。②としまして「科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重

要な研究開発の評価を行う」こと等でございます。

特徴として「戦略性・適時性」ということで「国家的・社会的課題に適時適切に対応す

るため科学技術に関する総合戦略を立案」すると。２番目に「総合性」ということで「人

文・社会科学も含み、倫理問題等の社会や人間との関係を重視」すると。３番目が「自発

性」ということで「内閣総理大臣等の諮問に応じ、答申するのみならず、みずから意見具

申ができる」ということであります。

メンバーですが、２ページ目にございます。議長と議員という形になっておりまして、

議長は内閣総理大臣でございます。そのほかには、閣僚からは官房長官、科学技術政策担

当大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣が議員となっております。そ

のほかに民間の有識者という形で日本学術会議会長から本田技研の社長さんまで入ってお

られます。

なお書きにございますけれども、必要に応じまして、上記の国務大臣以外の大臣が議員

として参加できることになっておりまして、過去には厚生労働大臣、農林水産大臣、国土

交通大臣、環境大臣、防災担当大臣、経済財政政策担当大臣が参加をいたしております。

なお、この会議の特徴といたしまして、似たような会議として経済財政諮問会議というの

がございますけれども、そちらは民間議員が全員、非常勤という形になっているのですが、

こちらの会議は民間有識者のうち４人を限度として常勤とすることができるということが

法律上明記されております。それを受けまして、そのメンバーでいいますと、石井さん、

井村さん、それから桑原さん、白川さんと、この４人の方々が常勤議員ということで、ま

さに専らこの会議で仕事をされているという特徴がございます。その要旨につきましては
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省略をさせていただきます。

○高橋委員長 竹田委員、何か。

○竹田委員 総合科学技術会議のことにつきましてお話しする前に、このⅢについての

意見を述べさせていただいてよろしゅうございますか。

先ほど来、ＢＳＥを入り口にして食の安全ということを考えるということについては委

員の先生方の合意があろうかと思います。先ほど申しましたように、食の安全といいまし

ても、健康被害とリンクしたものであろうということに関して合意があるのかなと思いま

すが、まだ私は十分把握しておりません。健康被害を起こす食の安全ということであれば、

言葉を変えると、先ほど日和佐委員から食品安全行政でいいのかというご提案がありまし

たけれども、これはもうダイレクトに、食品媒介感染症の対策であって、食品安全という

ことよりも感染症ということを表に出さない限り全体の把握はできないと私は考えます。

ＢＳＥが感染症かといわれると、これは専門の先生のご意見を聞きたいですけれども、私

は感染症と位置づけています。

死に至る食品媒介感染症に何があるかというと、Ｏ‐ 157、ボツリヌス菌、それともう

１つ、余りよく知られていない腸炎ビブリオ感染症、これは現在３万から４万の患者が出

ておりまして、これが腸管の中で出す毒素は心臓を止める毒素ということは、もう20年ほ

ど前に明快になっております。これは実験ができないものですから、突然死という形です

べて片づけられて、腸炎ビブリオによって死ぬということにはなっておりません。しかし、

私どもの実験でこれは明らかで、国際的にも認められているところです。そうすると、死

に至るがゆえに、健康被害の中でも極めて重要であるのであって、ＢＳＥに関しましても、

死に至るがゆえにと私は理解しております。

次に大切な健康被害は後遺症が残るかということになります。例えばキャンピロバクタ

ー食中毒ないしは感染症は、今、日本では年間数万といわれておりますが、これは昨日ま

でシンガポールで行われておりました国際感染症学会でもｷﾘｱﾝﾊﾞﾚｰの原因であるというこ

とは明快になっております。これは神経症状が後遺症として残るのです。大体２、３人に

10万という数字が多いか少ないかというのは別問題として、こうしたすべての食品媒介感

染症対策というところに位置づけて第Ⅲ部を書いていただきたいというのが私の意見です。

このスケルトンでは、例えば１の (1)で家畜飼料を含めた農場から食卓までとあります

が、これは明らかにＢＳＥを意識した表現であって、先ほど申しましたような感染症には

当てはまりません。あるいは１の (3)のトレーサビリティシステムというのは、今、牛の
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問題であって、例えば魚のトレーサビリティができるかというと、腸炎ビブリオの原因の

魚のトレーサビリティなどは不可能です。そういうことを含めますと、Ⅲは食品安全行政

ないしは、私は食品媒介感染症対策という立場でいうとすると、農場から食卓までとかト

レーサビリティシステムというのは、これはＢＳＥの問題であって、Ⅰ、Ⅱで扱っていた

だきたいと思います。

そこで、もう１つはリスクの問題で、コーデックスアリメンタリウスの問題が出ており

ます。コーデックスアリメンタリウスの議長をした私の友人でアメリカのＦＤＡのナンバ

ー２がかねてから申しますが、コーデックスアリメンタリウスというのは全世界、すなわ

ちアメリカを含めて開発途上国すべてを含めた共通最大公約数を引っぱり出していく以上

は、結論が出て、アメリカにそのまま当てはまるとは思わないと彼女はいっております。

これは専門の先生方の意見を聞きたいのですけれども、このコーデックスアリメンタリウ

スに模範をもったときに、これでいったときに、開発途上国並のことしかしないのかと思

います。日本独特のことをやればいいと思います。したがって、方法論だけであるならば、

当然学ばないといけないと思いますけれども、その結果としては、日本独自なものでいい

と私は思います。

そうしたことをいろいろ勘案して私が提案しましたのが、この総合科学技術会議であり

ますけれども、ただいま事務局の方から説明がありました。その中で私が考えていたこと

を多少、補足いたしますと、まず常勤議員がおられるということ。井村先生は京都大学の

前学長、白川先生はノーベル賞学者と、こうした方たちが内閣府の中にオフィスをもって、

秘書をもって、しかも産官学から 100名に及ぶ事務局員をもって、絶えず我が国の総合科

学技術のことを考えておられる。私は思いつきに健康政策会議と、こんな名前はどうでも

いいと思うのですけれども、この食品媒介感染症対策を考える会議があったとしたならば、

今回の問題もなかったであろうし、Ｏ‐ 157の問題もなかったであろうと思うわけです。

３ページ以降、何をやったかということが列記されております。詳しくはホームページ

に出ておりまして、私は全部印刷して、丹念に読んでみましたけれども、大変高等な議論

がされております。第１回のところにあります「科学技術に関する総合戦略について」、

第４回のところの「科学技術基本計画」、第５回の「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関す

る指針について」、次のページで第９回の生命倫理、クローン人間計画、特定胚、ヒトＥ

Ｓ細胞等々。それから第10回のところでは、「国の研究開発評価に関する大綱的指針につ

いて」、第11回で「産学官連携の推進について」、第12回はＩＴＥＲというような感じで
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我が国の科学技術のまさに骨太の指針をつくり上げているわけですので、こうしたことが

できる会議を創設するならば、我が国の食品媒介感染症に関する対策の大綱ができるので

はないかと考えました。

もう少し踏み込んで、極めて大きい特徴は、この構成に大臣以外は官が入っていない。

議員もそうですし、それから専門家会議というものは、それぞれの項目に関して構成され

ております。13ページから説明がございますが、それぞれの委員の構成が14ページ、16ペ

ージ、18ページ、21ページ、24ページ、26ページとありますけれども、官は全く入ってお

りません。そういう意味合いからいって、少なくともリスク分析を官に任せるのではなく

て、こうした会議で大綱をつくることによって、我が国のまさに食の安全、ないしは感染

症対策ができるのではないかと思います。

私の意見としてぜひともお願いしたいのは、第Ⅲ部がＢＳＥということから離れて、我

が国の感染症対策、大変おくれている食品媒介感染症対策全体の大筋、大綱のできる組織、

まさに独立した新組織をつくっていただきたいということで提案いたしました。

○高橋委員長 ただいまのご提案に対して、何かございますか。

○山内委員長 竹田先生のおっしゃるのはリスクアセスメントの組織としての政策会議

というように理解しております。そして、その意味で私も賛成です。ただ、これを食品媒

介感染症とすることもいいかもしれませんが、実は食品による病気というのはもっともっ

と幅広いものがある。ですから、それをどこまで広げていけるのかという問題が１つある

のではないかと思います。

それから、提示されたＯ‐ 157とかボツリヌスとかビブリオとか、みんなそれぞれ重要

ですが、ＢＳＥというのは、非常に特殊です。ですから、ＢＳＥが切り口でどんどん広げ

る必要はありますが、ＢＳＥそのものにかなりの重点は置かざるを得ないと思います。こ

れは近代畜産そのものが抱えている多くの問題から出てきたものであって、しかも科学的

にほとんどわからなことばかりがあって、ただ、最後の出口である食卓の安全だけは確実

に守られている。だけれども、ＢＳＥはその前段階は科学的にもほとんどわかっていない

病気であると思っています。そういう意味では、Ｏ‐ 157やボツリヌスと同格に議論でき

るものではないだろうと私は思っています。

ですから、そういう独立した評価組織、行政が入らない、科学者が中心であるというこ

とには大賛成です。名前はどういう形であっても。ただ、幅をどこまで広げるかという問

題、それからＢＳＥの位置付けをどうするかの問題、その２つについて、ちょっと意見が
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違っているなという気がします。

○竹田委員 先輩の専門の先生に異を唱えるのはいささか気が引けますけれども、同格

に扱えないというお言葉がありましたから、これは申し上げます。どこに視点を当てるか

ということです。人が死ぬということに私は視点を当てました。人が感染を起こすという

こと。そうしますと、Ｏ‐ 157でなぜ死ぬかということについては全くわかっておりませ

ん。これがわかれば、今、年間に10人ぐらいの人が助かります。アメリカでは３万の患者

が出て 300人、毎年死んでいる。しかもそれは牛から来ているということも明快なのです。

牛が原因なのです。牛が原因で、アメリカでは 300人の人が死んでいる。したがって、私

はＢＳＥの問題が大切であるということは認めますけれども、これが同格でないという先

生のお言葉には異を唱えます。

○山内委員長代理 済みません、同格でないというのは言葉のあやであって、私がいい

たかったことは、ボツリヌスであれ、Ｏ‐ 157であれ、Ｏ‐ 157は牛の問題であって、当

然、家畜伝染病予防法の中でＯ‐ 157を取り上げていくことなどで解決ができていくはず

なのです。ところがＢＳＥの問題は、これは世界的な汚染があるという現状があります。

要するに日本だけの問題ではないわけです。これからずっと続いていくと思うのです。少

なくとも世界42カ国にＢＳＥに汚染した肉骨粉がもう輸出されています。したがって、こ

れはずっと続いていく、食に直接かかわってくる問題であって、しかもＯ‐ 157のように

病原体そのものについての知識というのはほとんどない。どれぐらいのＢＳＥ病原体を食

べたら、人がかかるのか、何もわかっていない。少しずつ食べたら、何回食べたらかかる

のか、これもわかっていない。潜伏期はどうか、何もわかっていない。ただわかっている

ことは、危険部位をとって、そしてＢＳＥ検査をすれば、食卓は大丈夫ですということで

す。ですから、安全対策はできましたと言いますが、その前段階は何もわかっていないの

です。Ｏ‐ 157は逆なのです。前段階はほとんど私はわかっていると思います。出口のと

ころをしっかりやっていないのです。ですから、そういう意味で同格ではないと申し上げ

たのです。

○小野寺委員 話が専門的になってしまうと恐縮なのですけれども、僕らはＯ‐ 157の

とき、竹田先生の前任者の予研の所長さんなどが、若干ＢＳＥと同じような問題もあった

とおっしゃってました。あのときはハエからＯ‐ 157は来るのではないかと言われていた。

厚生省はハエでは一応チェックしたけれども、ハエがどこから飛んできたかというと、ど

うも近くの牧場らしいと言われたが、そこはチェックできなかった。したがって、結局感
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染経路がよくわからないというところに至った。そういう意味では、結構ＢＳＥもＯ‐ 1

57もよく似ているという意味で、両方が、どっちが重要でどっちが重要でないかという感

染経路の同定ということでは同じに扱ってもいいのではないかと思います。

○高橋委員長 ほかに。

○砂田委員 このⅢの食品安全行政のあり方について発言したいと思います。私たちは

毎日食べないと生きていけない。食べるというリスクは最後に食べる人が負う。フォーク

をもつ人、おはしをもつ人が負うわけです。その人が死ぬのです。その意味で、フォーク

をもつ人、おはしをもつ人のための文でありたいと思います。そういう人たちがわかる、

どうしたら犠牲者にならなくて済む、そのリスク削減コミュニケーション、そのための分

析、そのための評価、そのための管理だと思います。焦点をフォークをもつ人、おはしを

もつ人にして、余り難しくない方がいいのです。なぜ安全情報が安心情報にならないのか

の大問題が、このⅢの中にあることに、私たちはこれを機会に認知すべきです。日本には

専門家がいなかったとか、専門家の影響力と発言力が弱かったこととも関係あります。例

えば、この４月解禁の銀行のペイオフも全く同じです。改めて21世紀の日本国民、日本人、

日本の消費者保護、生活者の保護、行政、メディア、コミュニケーション、いろいろなリ

スク問題を考えると、最終的に自己責任だと明記すべきです。食べるか食べないかは自己

責任です。100％のゼロリスクはあり得ない。日本史の中でモデルのない新しい時代が来た。

例えばペイオフなど、この４月から、皆さんがいろいろ言うけれど、 100％は保護されな

い。すべてにリスクがある。何も食べ物だけではない。交通も、金融もそうです。生活、

学習、ビジネスも、皆そうです。だから、それをきちんと入れたらどうでしょうか。

○高橋委員長 先ほどの竹田委員について、私なりの解釈をさせていただきたいと思い

ます。もちろん、これは委員の一人としての発言です。

Ⅲも、やはりＢＳＥ問題から派生した一般論への展開ということでないと、どうも問題

がずっと拡散してしまって焦点がぼけるのではないかと思います。そういう意味で、ぜひ、

この報告の後でも補論として記述するのかなと思います。少数意見とは違うのです。意見

が違うわけではなく、皆さん、認めているのです。竹田委員の発言には、恐らく反対する

方はいないと思うのですが、しかしこの全体のトーンからすれば、補論的なところになる

のかなと思うのです。それも含めて皆さんの意見を聞かせていただければと思います。重

要な発言でございますので、この報告書の一部には入れたいと思うのですが、全体のトー

ンとすれば、やはりＢＳＥを中心に、ＢＳＥを窓口にしながら食品安全行政に広がってい
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く、そこには竹田さんのいわれるものも当然含まれてくるというように考えていかれない

かなと思うのですが、いかがですか。

○山内委員長代理 私も今の委員長の意見には賛成なのですが、ＢＳＥを切り口として

広げるというのは、これは大体今まで皆さん合意されていることであって、だけれども、

やはり中心はＢＳＥだと思います。それは、ＢＳＥの問題が余りにも大きい。これは今ま

でに経験したことのない、非常に大きな、重要な問題であると認識しているからです。さ

っきもちょっといいましたように、全世界的なＢＳＥ汚染が実際にあるわけです。監視体

制が実施されている国、そこでＢＳＥがみつかっていないのはスウェーデンだけです。あ

とは全部出たのです。そのほかは監視体制がないからみつかっていない、そういう国が四

十幾つか、少なくともあるはずなのです。これはいつまで続くかわかりません。そのよう

な問題があるのです。

それで、例えば英国などは完全に何もかも、肉骨粉は一切使っていない。ところが最近、

ＢＳＥの牛が新たに出始めてきている。10頭ぐらいですけれども。これは、外国から輸入

した植物のえさの中に、事によったら汚染されたものが入っていたのではないかという議

論まで、英国では起きてきているのです。そうなりますと、そう簡単な問題ではなくなっ

てくる。ですから、私はやはりＢＳＥを中心として、ここでちゃんとした体制をつくって

いかなければいけないと思うのです。でも、その体制は実際にはＢＳＥ以外のものにも全

部利用できると。例えばリスク評価、竹田先生のいわれるような、そういうリスク評価組

織であってもいいと思います。ＢＳＥだけではない、ほかにも対応できる。そういうとら

え方をしていったらいいのではないかというように思います。組織に関しても同じです。

○高橋委員長 いかがでしょうか。日和佐委員。

○日和佐委員 ドキンとしてしまいました。今回の問題は、ＢＳＥをきっかけにして食

品安全行政に対する不信感が、本当に国民全般に広がってしまったわけですね。ＢＳＥが

発生した、あの当初の行政の対応が一番、明らかに不安感を醸成するということにつなが

ったわけです。したがって、行政は一体どういうことになっていたのかということで、こ

の調査委員会が設置されたわけです。設置されて、次々と提出されてくる資料等を調査し

た結果、やはり全般的な行政の問題点というのが幾つか重大な問題点として浮上してきた

というのが、この調査委員会の結果だと思うのです。ですから、当然、その問題点を解消

するためには、どのような安全行政にしたらいいのかというところに進まなければいけな

い。問題点はありました、こうですよでおしまいでは、これは役割を果たしていないこと



- 44 -

になりますし、これだけ広がった不安を、不信を解消することにはならない。不信を解消

するためには、どのような行政のあり方が必要なのかというところで考え方を書こうとい

うのが第Ⅲ部だと思っています。

ですから、当然、ここでは竹田先生がおっしゃっている感染症の問題も入ってくる。で

すけれども、感染症だけ死者が出ている、したがって、非常に重要な問題であるから、そ

れを重点にというのでは、今の国民の関心から物すごく離れた記述になってしまうと思い

ます。やはり今、何が求められているか、社会は何を求めているのかということに対して

きちんと私たちは回答しなければならない役割があると思うのです。そういう意味では、

委員長の書かれたスケルトンの中身が柱になっていくということで、私はいいと思ってい

ます。

○高橋委員長 竹田委員、何か。

○竹田委員 しゃべれば同じことしかしゃべりませんから。

○高橋委員長 それでは加倉井委員。

○加倉井委員 違うことをいっていいですか。私、これは非常にきちんとできたスケル

トンだというように思っているのですが、何となく後始末だという感じがして仕方がない

のです。つまり、この問題は今、進行中で、あと８年ぐらい、多分、出てくるだろうとい

う話がありますし、それから今にも出るかもしれないわけです。そうすると、例えばこの

報告を発表する日の朝に出ているかもしれないわけです。それに対してこれは何をいった

のかといったときに、後始末を言ったのだということでは、もうちょっと何とかならない

のかというのがあって、それは第Ⅲ部でやるのではないかもしれません。後書きとか前書

きとかでやるのかもしれませんが、今、進行中だということをどこかに入れるということ

が、要するに歴史感覚というか、時間感覚というか、後始末ではない、終わったのではな

いというところを何か出したいなという気がするのです。

例えば専門家の方のご意見を聞いたら、これからもＢＳＥの牛が日本で発生する可能性

もあるのだということをいっておられるわけです。そういうものを踏まえてこれを出すと

いう感じ、歴史感覚というのか、そういうものを入れたら非常にダイナミックなものにな

るのではないかと思います。

○岩渕委員 今の意見に賛成です。進行中で、しかも先ほどからご指摘がありますよう

に、20年とか、そういう長い戦いになるという、それを国民に覚悟してもらうというよう

な部分も当然入れていただきたいと思いますし、それが後書きか前書きはともかく、最初
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にご提案のありましたような形では前書き論、これもぜひ委員長に書いていただきたいな

と思います。

それから、Ⅲの方でいきますと、その他を少し前のところに入れるという日和佐委員の

考え方に賛成いたします。それと、Ⅱの方で書いて受け手がないと困るなと思うのは、例

えば危機管理というのを、Ⅲのところではどのように消化するのかなというところです。

体制の整備というのは、どこかに入る必要があるのではないかと思います。

それから、済みません、ちょっと前になりますが、Ⅱの方で、先ほど行政指導というの

が日和佐委員から指摘がありまして、具体的な事例もありましたけれども、私、そこのあ

たりつまびらかでありません。正確性を担保する意味で、役所の方でその間の表示問題の

経緯を、きちんとした資料をいただければありがたいなと思います。

以上です。

○和田委員 済みません、また戻るのですけれども、私も一番初め、この委員会に参加

してから、ＢＳＥで入って、食品の安全というところに最後、広げていくときに、どう考

えるのかなと。食品の安全ということを考えたときには、もっといろいろな要素があるの

だろうけれども、そこまでは議論はできないだろうと。だけれども全体についてのような

書き方になったときにどうするのだろうという、絶えずそういうもやもやとしたものを抱

えたままきょうに至ってしまったというところなのです。

それと、この委員会を立ち上げるときの目的だか何かというのがありましたね。あれ、

ちょっと手元にないのですけれども、読んでいただけますでしょうか。

○農林水産省武本企画評価課長 まず第１が趣旨で、ＢＳＥに関するこれまでの行政対

応上の問題を検討し、今後の畜産・食品衛生行政のあり方について調査検討を行うため、

厚生労働大臣及び農林水産大臣の私的諮問機関として、ＢＳＥ問題に関する調査検討委員

会を開催する。第２に検討事項ということで、検討事項は２つあります。１つが、ＢＳＥ

に関するこれまでの行政対応上の問題の検証について。２つ目が、今後の畜産・食品衛生

行政のあり方についてというのが、この委員会の開催要領だったわけです。

○和田委員 ありがとうございました。わかりました。

それで、話がちょっとまた横になってしまいますけれども、そこに今後の畜産という言

葉が入ってくるのです。今後の畜産という言葉が入りながら、今後の畜産は全部落ちてし

まっているわけです。それがどうなのかなと思います。最初から、今後の畜産のあり方を

このメンバーで議論していくのかなと思ったものですから、今後の畜産はどこに行くのか
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なと思います。

○高橋委員長 ここで皆さんの了解を得られれば、はし書きのところで、そういう諮問

事項なのだけれども、畜産行政全体になりますと、これはまた大変なことになりますから、

ＢＳＥに関連する畜産行政ということに限定して、ここでは報告書をまとめるというよう

にしたいと提案いたします。

○農林水産省武本企画評価課長 ご議論していただければいいのですが、あそこの書き

方は、「畜産・食品衛生行政」という書き方でありまして、畜産行政というつもりではな

くて、畜産衛生行政と食品衛生行政の、その衛生というオーバーラップする部分が、まさ

に今回のＢＳＥではないかという問題意識で、要するに衛生を２回繰り返すのは非常に煩

雑かなというので「畜産・食品衛生行政」という形でありまして、一般的な畜産行政をや

ってもらうという意図はもともとないです。

○山内委員長代理 よくわかったようにも思うのですが、それでもまた疑問が出てきま

すのは、畜産衛生行政となりますと、人には病気を起こさない口蹄疫だとか、いろいろな

もの、家畜衛生全般としてもちろん重要なのですが、そこまで広げての議論は、ここの問

題ではない。ですから、やはりタイトルがちょっとよくはなかったと思います。

○高橋委員長 そういう意味で、先ほど私が申しましたようなはし書きでやや限定させ

ていただくということで、このスケルトンの内容でいきたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。

それでは、まだもう１回時間をかけた議論ができますので、きょうのフリーディスカッ

ション、そろそろ締めたいと思いますが、ぜひ、この機会に発言をという方がいらっしゃ

いましたらどうぞ。

○小野寺委員 先ほど、一番最初に肉付けの話を話してしまったのですが、例の教育の

問題です。それでもう１回同じことを、若干言葉を多くして繰り返しますけれども、例の

その他の重要事項で食に関する教育、いわゆる食育の必要性ということで、砂田先生の書

かれた文章を読みますと、たしか幼稚園のころから始めた方がいいということが書かれて

いるのです。ですけれども、これは幼稚園から始めたのでは先の長い話になりまして、今

いる人の教育ということもあると思うのです。ですから、幼稚園の方も必要ですけれども、

それと同時に肉付けの話でアダルトエデュケーションというのですか、もう少し、思春期

というか大学生とか、そういうところの教育も全部ひっくるめて肉付けをした方がいいの

ではないかと思いました。
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○高橋委員長 どうぞ。

○竹田委員 私、今、女子大で栄養士になる人たちを教えておりまして、学生が 300人

ぐらいおります。そこでＢＳＥの問題を繰り返し話をして、その中でちょっとご参考にな

るか、それを報告書に書けるかどうかわかりませんけれども、彼女らの疑問、第１は、今

後、日本では出ますかということです。これはある程度わかることですが、アメリカの肉、

オーストラリアの肉は安全だといっているけれども、アメリカ、オーストラリアでＢＳＥ

は出ないのですかという質問なのです。これこそ、私は専門家がよほどディスカッション

して答えをださないといけない。それから少し次元が違いますけれども、彼女らの反応と

して、農水大臣が牛肉を食べたり、厚生大臣がカイワレを食べるのは、あれは全く評判が

悪いということです。

○山内委員長代理 今の竹田委員のおっしゃるとおりだと思うのですが、このＢＳＥの

問題はいろいろな難しい、科学的な質問が出てくると思うのです。それに対しての対応と

いうのが、今までばらばらだったのです。例えば厚生労働省の何とか研究会とか農林水産

省の何とか委員会とかいうところ、もしくは個人的とか、やはり日本の中の、この分野の

専門家の人たちが集まった組織を、これはすぐにでもできると思うのです。そういったと

ころが、現在の日本の人たちが、国民が抱えている疑問に対して答えるような体制が求め

られていると思うのです。本当は、もうとっくにできていなければいけなかったのだろう

と思います。例えば英国などの場合ですと、海綿状脳症諮問委員会というのは1990年にで

きたわけですが、90年に実際に人に感染する恐れがあるというようなことからできてきた。

それはもう本当に専門家だけ集めて、そこが全部答えているわけです。これは向こうの保

健省と農漁業食糧省合同でつくったわけです。ですから日本もそういう形で、ＢＳＥに対

して国としてちゃんと答えられる科学者の組織をつくって対応しなければいけない。これ

は、先ほどのもっと先とか何かではなくて、今すぐだってできる話なのです。

○竹田委員 その委員会なり何なりの発言、ないしは結論が、権威があって、しかも信

頼性がないといけない。我田引水になりますけれども、そういうときに、この総合科学技

術会議のようなものでないといけないと私は思います。

○山内委員長代理 ＢＳＥだけに関していえば、これは特別部会というか、専門部会み

たいなものですから、総合科学技術会議があろうがなかろうが必要だと思います。

○竹田委員 専門会議が総合科学技術会議の中にたくさんありますから。

○山内委員長代理 そうです。その１つとして、それはすぐにでもできるだろうという
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ことです。

○高橋委員長 その組織問題については、恐らく次回、もう少し論議が出てくるのでは

ないかと思います。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と

いうようなことなどが、この総合科学技術会議について、もう少し検討しなければいけな

い面もあるかと私は考えておりますが、いずれにしましてもそれは次回、検討したいと思

います。

○和田委員 この第Ⅰ部と第Ⅱ部と第Ⅲ部のそれぞれのタイトルが、Ⅱ部のところだけ

が「ＢＳＥ問題にかかわる」という頭がついているのです。ちょっと具体的なあれは出せ

ませんけれども、やはりⅠ部も、特に第Ⅲ部も、ＢＳＥ問題を何とかとしたというような

頭がついた方が正確で、少しでも理解が得られやすいのではないかという気がします。

○竹田委員 私は反対です。

○高橋委員長 それぞれの意見を踏まえまして、起草委員の方に次回、提起していただ

いて、再度議論したいと思います。

次回の日程

○高橋委員長 さて、今後のスケジュールについてご相談したいと思います。次回は22

日金曜日になりますか。第９回の委員会でございます。本日の論議を踏まえて、起草委員

におかれましては報告書要旨を作成していただきたいと思っております。本日の議事内容

は、これは事務局が頑張りまして、あす、15日中に送付するということでございますので、

それは参考にしていただければと思います。また、ほかの委員におかれましても、あるい

は自分の担当する部以外の項目についても、追加的に報告書に盛り込むべき内容がありま

したら、各起草委員に対して18日の月曜日までに直接提出していただきたいと思います。

土曜、日曜が入りますので、事務局を経由するとおくれますので、直接18日までに起草委

員に提出いただければと思います。各起草委員は本日までの議論の内容、それから各委員

から提出された意見をもとに、スケルトンに肉付けをする作業をしていただいて、報告書

の要旨になるようなものを19日火曜日までに私のところへメールでも結構でございますの

で、送っていただければありがたいと思います。そこで調整させていただいた上で次の委

員会に提出する資料をつくりたいと思っております。22日ですから、20日の段階にまとめ
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ないと準備ができないということでございますので、ちょっと忙しいのですが、報告書の

要旨をご準備いただけないかと思います。いかがでしょうか。

○日和佐委員 月曜日までに皆さんからご意見が入ってくるわけですね。月曜日ぎりぎ

りにいただくケースもあると思いますので、19日は何時までですか。

○高橋委員長 ぎりぎりで結構です。

○日和佐委員 夜、19日中ならよろしいですか。

○高橋委員長 結構です。

○日和佐委員 それから文体なのですが、ですます調にするのか、である調でいくのか、

それを決めていただきたいと思います。

○高橋委員長 それはである調ですね。

○農林水産省武本企画評価課長 はい。

○高橋委員長 最終的な文章までいかなくても、場合によってはレジュメみたいでいい

かもしれませんが、できましたら、文章になっていれば、いろいろ議論が進むと思います。

よろしゅうございますか。

それでは、そのような作業スケジュールで進めていきたいと思っておりますが、起草委

員の方、大変でございますがよろしくお願いします。それから委員の方も、できるだけ早

目に出していただきますと作業が進められますので。それからメールやファクスの番号に

ついては配ってありますか。それぞれの手元にあると思いますので、それをお使いいただ

ければいいと思います。

では、もう一度確認しますが、まず各委員は報告要旨に盛り込むべき内容を18日月曜日

までに各起草委員に対して提出する。そして各起草委員は報告書要旨を19日火曜日――夜

中でも結構です――に、私のところに提出していただき、私が調整した上で次回、22日の

第９回の委員会で議論したいと思っております。

さて、長時間にわたりました、延々３時間ですね。最後に今後の日程について再度確認

させていただきたいと思います。次回は３月22日金曜日午後２時から農林水産省において

開催します。さらにその後、４月２日火曜日、農林水産省において第10回、これが最終回

になろうかと思っておりますが、そういう形で進めていきたいと思います。

○砂田委員 それは何時ですか。

○高橋委員長 時間はまだちょっと決めておりません。もしかしたら、大臣に手交する

とすれば、大臣の日程等もありますので、それはまた後日、ご連絡させていただきます。
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閉 会

○高橋委員長 それでは本当に長時間、ありがとうございました。委員の皆様、あるい

はスタッフの皆さんもご苦労さまでございました。ありがとうございました。以上でこの

会を閉会いたしたいと思います。

――了――


