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牛海綿状脳症( )の感染源及び感染経路の調査についてBSE
－第２次中間報告－

平成１４年３月
農林水産省生産局

はじめに

平成１３年９月１０日に我が国で初めて牛海綿状脳症( )を疑う牛が確認され、BSE
、 、 。その後 同年１１月２１日に第２例目 １２月２日に第３例目の感染牛が確認された

この間、昨年１１月３０日に、第１例を中心に、感染源及び感染経路についてのそれ
までの調査状況を取りまとめ報告したところである。
これまで、発生した３例について、発生農家を起点とする川下からの調査と輸入肉
骨粉を起点とする川上からの調査を双方から実施してきたところであるが、今までの
ところ感染源及び感染経路を究明するに至っていない。
現在、調査を継続して実施しているところであるが、これまでの調査状況を取りま
とめ、第２次中間報告として報告することとする。
なお、調査は継続中であり、調査の進展状況等によっては、本報告書の内容は変わ
り得るものである。

Ⅰ 調査の目的及び内容
１ 調査の目的

この調査の目的は、我が国で初めて発生が確認された に係る病原体がどのBSE
ような経路で我が国に進入し感染牛に到達したのか、その感染源及び感染経路を究
明することである。

２ 調査に当たって留意した事項
(１） の疫学的特徴BSE
ア は、 年に英国において初めて確認され、その後、英国での発生が急BSE 1986
増し、ピーク時の 年の発生は 頭におよんだ。また、 年代末から1992 37,280 1980

年代にはヨーロッパ大陸に広がり、 年３月までにヨーロッパを中心に1990 2002
か国で発生が報告されている。20

イ 本病については、不明な部分も多いが、初発生国である英国で現在までに報告
された 万頭におよぶ発生、その後の欧州各国での発生の疫学調査 の結18 （注１）

果及びその他の試験結果から、本病の感染に関する重要な特徴として、
① は異常プリオンに汚染された肉骨粉を含む飼料を摂取することにより感BSE
染するとされていること

②汚染された肉骨粉を含む飼料を摂取してから発症するまでのいわゆる潜伏期間
が２～８年（平均５年）であること
③わずかな汚染肉骨粉が飼料に混入しても感染源になり得るとの見解があること
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④ は口蹄疫や他の伝染病のようにウイルスや細菌で感染するものではないBSE
ため、牛同士の接触や空気を介しての感染で拡大することはないこと
⑤ 発生農場の同居牛（同じ環境下で同じ飼料を食べていた牛）の年間発生BSE
率は、英国での発症のピーク時でも約３％であり、２頭以下の発症が半数以上
を占めること

等の知見が得られている。
（注１）疫学調査とは、ある疾病について、発生状況の把握、感染源・感染経路の特定、防疫

対策の確立等に活用するために、家畜の感染状況や飼養状況、発病した家畜の特徴、

発生した地域・時期、疑われる感染源などを調査すること。

(２)欧州各国における の感染経路の調査BSE
欧州の発生国においても、上記の知見等を踏まえ、

①感染牛の飼養歴や同居牛の感染の有無などを調査することによる感染の時期・
場所や感染源となり得た飼料の絞り込み
②発生農家で給与された飼料の種類・原料
③飼料の製造段階や配送段階での肉骨粉の混入の可能性
④他の動物の飼料の誤摂取・給与の可能性
等に着目した感染経路の調査が行われている。

我が国で確認された の感染源及び感染経路の調査に当たっては、以上のよBSE
うな の疫学調査に基づく特徴等に留意して行っているところである。BSE

３ 調査の内容
我が国で初めて発生した の感染源及び感染経路の調査に当たっては、上記BSE

の留意事項を踏まえ、 発生国からの汚染された可能性のある肉骨粉がどのよBSE
うな経路で我が国に入り、これが我が国で確認された感染牛にどのように到達した
のかを究明するという観点から、
①発生農家を起点とし、感染牛が摂取した可能性のある飼料等についての肉骨粉の
混入とその供給源を追跡するための川下からの調査
②輸入肉骨粉を起点とし、 発生国等からの肉骨粉等の輸出の実態、輸入からBSE
生産農家に至る流通経路等を究明するための川上からの調査

を双方から進めているところである。

また、調査に当たっては、３例の感染牛の生年月日が極めて近く、疫学的にはこ
の前後に輸入された肉骨粉等に混入した病原体が感染源となった可能性が高いと考
えられることから、感染牛の生まれた１年前の平成７（ ）年以降に重点をおい1995
て調査を進めるとともに、それ以前についても調査を進めているところである。

Ⅱ 調査状況
１ 発生農家を起点とする調査
(１)感染牛
ア 感染牛の生年月日、移動歴等
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①第１例の感染牛は、平成８年３月２６日に北海道の農家で生産され、平成１０
年４月９・１０日に千葉県の農家に移動し、平成１３年８月６日にと畜(５歳
４か月)された。
この牛は起立不能のため出荷されたものであり、このことから当該牛はこの

時点で発症していたと推定される。
②第２例の感染牛は、平成８年４月４日に北海道の農家で生産され、平成１３年
１１月１８日に出荷されるまで同農家で飼養され、１１月１９日にと畜(５歳
７か月)された。なお、平成９年５月２０日から７月２３日まで、同年７月３
１日から１０月２５日まで及び平成１０年５月１１日から８月４日までの間、
村営の預託牧場に預託されている。
この牛は出荷時の生体検査においては特に異常は認められておらず、と畜場

の全頭検査により感染が確認された。このことから、当該牛は、潜伏期間内で
あったものの、中枢神経系内での異常プリオンの蓄積が進み発症に近かったも
のと推定される。
③第３例の感染牛は、平成８年３月２６日に群馬県の農家で生産され、平成１３
年１１月２５日に出荷されるまで同農家で飼養され、１１月２９日にと畜(５
歳８か月)された。
この牛も、第２例同様、出荷時の生体検査においては特に異常は認められて

おらず、と畜場での全頭検査により感染が確認された。このことから、当該牛
は、潜伏期間内であったものの、中枢神経系内での異常プリオンの蓄積が進み
発症に近かったものと推定される。

イ 感染の可能性の高い時期
①３例の感染牛の出生時期は平成８年３月又は４月である。
② の潜伏期間は２～８年であるとされていること、第１例の牛は平成１３BSE
年８月には発症していたと推定されること、第２例及び第３例の感染牛は発症
していなかったものの異常プリオンの蓄積は進んでいたと推定されることか
、 、ら 潜伏期間から考えられる３例の牛が病原体を摂取した可能性のある期間は

平成８( )年３・４月から平成１１( )年１１月頃までの間と推定され1996 1999
る。
③英国の研究者（ﾌｧｰｶﾞｿﾝら）によれば、 についての感受性の高い時期は２BSE
歳までとされていること、また、 規約では、これまでの科学的知見を踏まOIE
え、感染のリスクが高く処分すべき牛等として１歳になるまでに患畜と同居し
患畜と同じ飼料を給与されたもの等と定めている。これらを踏まえれば、３例
の牛が感染した可能性が最も高い期間は、平成８( )年３・４月から平成９1996
( )年３・４月頃まで、次いで可能性が高い期間は平成１０( )年３・４1997 1998
月頃までと推定される。

(２)同居牛等の調査
ア 既に廃用・死亡が確認された同居牛

発生農家で感染牛と同居していた牛のうち既に廃用・死亡が確認された牛につ
BSEいて 家畜共済組合の診療簿 と畜場の台帳 と畜検査記録等を調査した結果、 、 、 、
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を疑う異常を認める牛はいなかったことが確認された。
第１例関係
北海道の農家： ５４頭(母牛を含む)
千葉県の農家： ４８頭

第２例関係 ：１９４頭(母牛を含む)
第３例関係 ： ８１頭

イ 同居牛のうち生存が確認された疑似患畜等
BSE同居牛のうちこれまでに生存が確認された疑似患畜等について、と畜し、

について検査した結果、全頭陰性であることが確認された。
第１例関係
北海道の農家： ２４頭
千葉県の農家： ４６頭

第２例関係 ： ７０頭
第３例関係 ：１０８頭(母牛を含む)

ウ 生存又は廃用・死亡が確認されていない同居牛
同居牛のうち生存又は廃用・死亡が最終確認されていない牛は、第２例関係で
６５頭、第３例関係では９１頭となっており、引き続き調査しているところであ
る。

エ 感染牛の母牛
①第１例の感染牛の母牛は 平成元年６月に生まれ 平成１０年１２月に廃用 ９、 、 （
歳６か月）されるまで を疑う異常はなかったことが家畜共済組合の診療BSE
簿、と畜検査記録等により確認された。
②第２例の感染牛の母牛は、平成元年５月に生まれ、平成１０年３月に廃用（８
歳１０か月）されるまで を疑う異常はなかったことが第１例同様に確認BSE
された。
③第３例の感染牛の母牛は、平成５年１月に生まれ、患畜との同居牛として平成
１４年１月に自主的に淘汰（９歳）され、 検査の結果、陰性であった。BSE

(３)発生農家での家畜飼養状況・衛生状況
第１例、第２例、第３例の発生農家を管轄する家畜保健衛生所が、感染牛を飼

養していた期間の当該農家の家畜飼養状況・衛生状況について、家畜共済組合の
診療簿等を調査した結果、いずれも を疑う症状を呈する牛や特に注目すべBSE
き死亡・廃用があった実態は認められなかった。

(４)給与飼料の調査
ア 給与飼料の特定

家畜防疫員による立入検査により、発生農家からの聞き取りを行うとともに、
これとは別に飼料販売業者の販売伝票等を調査し、これらの調査結果を突き合わ
せ、各々の農家が感染牛を飼養していた期間に使用していた飼料を特定した。
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第１例関係
北海道関係：配合飼料８品目、補助飼料５品目、単味飼料５品目、

購入粗飼料１品目
千葉県関係：配合飼料２品目、補助飼料２品目、単味飼料３品目、

購入粗飼料２品目
第２例関係 ：配合飼料９品目、補助飼料１８品目、単味飼料１品目
第３例関係 ：配合飼料９品目、補助飼料１品目、単味飼料５品目、

購入粗飼料１品目

イ 配合飼料
(ｱ) 配合飼料工場
①各発生農家が使用していたと特定された配合飼料の製造工場は次のとおりであ
る。
第１例
北海道関係：(株)科学飼料研究所高崎工場、ホクレンくみあい飼料(株)釧路

西港工場、同北見工場、日本農産工業(株)小樽工場の３社４工
場

千葉県関係：全国酪農業協同組合連合会鹿島飼料工場の１社１工場
第２例：(株)科学飼料研究所高崎工場、ホクレンくみあい飼料(株)釧路西港工

場、メルシャン(株)苫小牧工場、全国酪農業協同組合連合会釧路飼料
工場の４社４工場

第３例：(株)科学飼料研究所高崎工場、関東くみあい化成工業(株)赤城工場、
明治飼糧(株)鹿島工場の３社３工場。

、 、ただし 明治飼糧(株)鹿島工場から当該農家が飼料を購入したのは
代用乳と人工乳は平成１１年８月以降、その他の飼料は平成１３年３
月以降であり、感受性の高い時期や潜伏期間等から考えて、感染との
関連性は低い。

②以上のことから、３例に関係する配合飼料工場は９工場であり、このうち感染
との関連性が低い工場を除くと８工場である。

(ｲ) 配合飼料の原料
①上記の配合飼料工場に対し、(独)肥飼料検査所の飼料検査員による立入検査等
を実施し、配合飼料の製造記録、配合設計書、原料購入簿、聞き取りによる調
査を実施した。
②調査の結果、いずれの配合飼料にも、原料として肉骨粉は使用されていないこ
とが確認された。

(ｳ) 製造段階・配送段階における肉骨粉の混入の可能性
①上記の配合飼料工場においては、牛用配合飼料原料としての肉骨粉の使用はな
かったものの、肉骨粉を含む鶏用、豚用の飼料も製造されていたことから、牛
用配合飼料の製造段階及び配送段階における肉骨粉の混入の可能性を調査する
ため、飼料検査員の製造工場への立入検査等により、製造飼料の種類、原料購
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入簿、原料受け入れ口、製造ライン、各製品の製造順位、各製品の製造切り替
え時のライン等の洗浄状況、当該飼料の配送状況を調査した。
②調査の結果(感染経路としての可能性の低い明治飼糧(株)鹿島工場を除く)、ホ
クレンくみあい飼料(株)釧路西港工場、同北見工場、日本農産工業(株)小樽工
場、関東くみあい化成工業(株)赤城工場の４工場は、豚用及び鶏用飼料を製造
しており、その原料として肉骨粉を使用していたこと、製造ラインが共用され
ていたこと、各製品の製造の切り替え時に十分な洗浄が行われていたことを確
認するには至らなかったことから、牛用飼料への肉骨粉の混入の可能性は完全
には否定できなかった。
③残りの４工場については、牛以外の家畜飼料も製造しているが、これらの原料
としても肉骨粉を購入・使用したことはないこと、配送は袋詰、専用のバルク

（ ） 。車や大型容器 トランスファー・バッグ での出荷であったことが確認された

(ｴ) 混入の可能性のある肉骨粉の調査
①牛用飼料への肉骨粉混入の可能性が完全には否定できない(ｳ)の②の４工場が
購入していた肉骨粉について、汚染された輸入肉骨粉が混入していた可能性が
あるか否かを調査するため、その仕入先(９社１０工場)への立入検査等を実施
し、製造記録、原料購入簿、聞き取り等による調査を実施した。
②調査の結果、いずれの工場も、肉骨粉の原料は、一部が豪州とニュージーラン
ド(いずれも 非発生国)からの輸入マトン・ラムの食肉加工残さであるこBSE

、 、 。とを除くと 国内のと畜場 食肉処理場等から仕入れていることが確認された
なお、関係書類が保存されていない場合は、関係者からの聞き取り調査で確

認を行った。

ウ 補助飼料
(ｱ) 発生農家が使用していた補助飼料の工場等
ａ 各発生農家が使用していたと特定された補助飼料の製造工場等は次のとおり
である。
第１例関係

、 、北海道関係：日産合成工業(株)御殿場工場 アサヒビール食品(株)栃木工場
メルシャン(株)苫小牧工場、東洋電化工業(株)の４社４工場

千葉県関係：アース技研(株)音更工場、(株)日酪の２社２工場
第２例関係 ：日本甜菜製糖(株)帯広配合飼料工場、ファーマレット、(株)ニ

ッシ、東洋電化工業(株)、パイオニアハイブレッドインターナ
ショナル、(株)丸勝、(有)ベスト食産工業、日本全薬工業(株)
本社工場、丸紅飼料(株)技術研究所、メルシャン(株)苫小牧工
場、ホクレンくみあい飼料(株)釧路西港工場、旭硝子(株)鹿島
工場の１２社１２工場

第３例関係 ：小野田化学工業(株)小野田工場の１社１工場

ｂ 補助飼料の原料
、 、①上記の補助飼料の製造工場等に対し 飼料検査員による立入検査等を実施し
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製造記録、原料購入簿、聞き取り等による調査を実施した。
②調査の結果、いずれの補助飼料にも原料として肉骨粉は使用されていないこ
とが確認された。

ｃ 製造段階・配送段階における肉骨粉の混入の可能性
上記調査において、製造段階・配送段階における肉骨粉の混入の可能性につ

いても調査した結果、第２例関係の２工場を除き、いずれの工場においても原
料として肉骨粉を購入・使用したことはないこと、農家への販売は袋詰、瓶詰
等であったことが確認された。
第２例関係の２工場は他の飼料原料に肉骨粉を使用していた。このうち１工

場では、肉骨粉を使用した飼料の製造は当該補助飼料とは別工程であることが
確認された。また、他の１工場（混入の否定できない配合飼料工場と重複）で
使用していた肉骨粉は、国内のと畜場、食肉処理場等から材料を仕入れていた
ことが確認された。
なお、関係書類が保存されていない場合は、関係者からの聞き取り調査で確

認を行った。

(ｲ) 発生農家の所在道県で使用されていた補助飼料
①平成１３年９月１２日から９月３０日にかけて、全国の牛飼養農家に対し肉骨
粉等の飼料が牛に給与されているか否かの調査を実施し、北海道、千葉県、群
馬県でも肉骨粉等を含む補助飼料(北海道３品目、千葉県６品目、群馬県１品
目)が使用されていたことが判明した。
②上記の補助飼料の原料肉骨粉等について、汚染された輸入肉骨粉であった可能
性があるか否かを調査するため、その仕入先への立入検査等を実施し、製造記
録、原料購入簿、聞き取り等による調査を実施しているところである。
③使用された肉骨粉等の原料は、これまでに調査した範囲（１０品目中９品目）
では、１品目が米国（ 非発生国）産の牛及び豚由来の血粉であることをBSE
除き、国内のと畜場、食肉処理場等から仕入れられていることが確認された。

(ｳ) 発生農家の周辺の農家で使用されていた補助飼料
①各発生農家の周辺農家、畜産関係者等を対象に聞き取り調査を実施し、感染牛
が飼養されていた期間において当該農家の周辺農家で使用されていた補助飼料
を把握した(北海道関係（１例目７品目、２例目１１品目 、千葉関係２品目、）
群馬県関係１品目)。
②これらの補助飼料を製造した工場、販売店について立入検査等を実施している
ところであるが、これまで調査した範囲（２１品目中１６品目）では、原料と
して肉骨粉を使用していないことが確認された。

エ その他の飼料原料
肉骨粉以外の飼料原料（動物性油脂、魚粉、燐酸カルシウム）についても、病
原体に汚染された原料が混入した可能性を調査した。

(ｱ) 動物性油脂
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ａ 動物性油脂の供給元
①各発生農家で使用されていた配合飼料、補助飼料の製造工場が原料として仕
入れていた動物性油脂の工場等に対し、立入検査等を行い、製造記録、原料
購入簿、聞き取り等による調査を実施した。
配合飼料
第１例関係
北海道関係：１３社（うち国内１０社１１工場）
千葉県関係：なし
第２例関係 ：１１社（うち国内８社９工場）
第３例関係 ： ６社（うち国内３社３工場）

補助飼料
第１例関係 ： １社１工場
第２例関係 ： ９社１０工場
第３例関係 ：なし

②調査の結果、３例に共通して使用された代用乳の原料の一部として米国産、
オランダ産及び国産の動物性油脂（米国産及びオランダ産は粉末油脂）が使
用されていた 。代用乳以外の飼料に含まれる動物性油脂は国内のレン(注２)

ダリング工場から供給されていた。
(注２)粉末油脂とは、動物性油脂をカゼイン等に吸着させて粉末状にしたもの。

ｂ 米国産動物性油脂
（ ） 。米国 非発生国 産の動物性油脂は豚脂であったことが確認されたBSE

ｃ オランダ産動物性油脂
オランダ産の動物性油脂（粉末油脂）については、オランダが 発生BSE

国であることから、昨年１２月１５日から２２日にかけて現地に職員を派遣
し、当該動物性油脂の由来等について調査を行った。
調査の結果、

①感染牛に関連（３例の感染牛は 年３・４月生まれであり、代用乳は生1996
後１か月程度まで給与される）があると考えられる 年５月以前に輸入1996
された粉末油脂の原料である動物性油脂はオランダ国内の１社２工場で製造
されたものであること
②その原料は の感染性はないとされている牛の脂身や腹腔内脂肪であっBSE
た可能性が高いこと

③当該工場で製造された動物性油脂は、食品としての利用も可能な不溶性不純
物の混入割合が ％以下の水準をほぼ満たしており、極めて純度の高い0.02
ものである可能性が高いこと

等が明らかとなった。

ｄ 国産動物性油脂
①代用乳の原料に使用された動物性油脂は牛の脂身等から生産されたもの（フ
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ァンシータロー）であったことが確認された。
②代用乳以外の飼料に使用されていた動物性油脂の原料は、一部が豪州とニュ
ージーランド（いずれも 非発生国）からの輸入マトン・ラムの食肉加BSE
工残さであることを除くと、全て国内のと畜場、食肉処理場、食鳥処理場等
から供給されたものであったことが確認された。

(ｲ) 魚粉
①各発生農家で使用されていた配合飼料、補助飼料の製造工場が原料として仕入
れていた魚粉の工場等（１０社１０工場、魚粉輸入業者２社）に対し、立入検
査等を行い、製造記録、原料購入簿、聞き取り等による調査を実施した。
配合飼料
第１例関係
北海道関係：７社７工場
千葉県関係：１社１工場

第２例関係 ：４社３工場（１社は輸入のみ）
第３例関係 ：３社３工場
補助飼料
第１例関係
北海道関係：２社２工場
千葉県関係：なし

第２例関係 ：５社４工場（１社は輸入のみ）
第３例関係 ：なし

②調査の結果、５工場（廃業等により調査できなかった３工場を除く）では、肉
骨粉を使用していないことが確認された。１工場（その購入先工場を含めれば
２工場）では、肥料原料として肉骨粉を使用していたが、魚粉とは別棟で使用
していたことが確認された。また、１工場では養魚用飼料の製造時に肉骨粉を
使用していたが、魚粉製造時には空運転及び魚粉 によるクリーニングを100kg

。 、 、 、実施していた 魚粉輸入業者２社が輸入していた魚粉は アラスカ産 チリ産
ペルー産又はエクアドル産であった。
③さらに、関係工場の魚粉について、 法、エライザ法等の科学的検査によPCR
り、ほ乳動物のたん白質の混入の有無を調査した。
その結果、３工場からほ乳動物のたん白質が検出された。このうち１工場は

さらに１６の魚粉工場から魚粉を調達しており、このうち５工場（１工場は重
複）でほ乳動物のたん白質が検出された。
この原因として、ほ乳動物のたん白質が検出された工場（実工場数７工場）

では飲食店や量販店等から回収した食品残さ（いわゆる都市あら）や水産加工
残さを使用していたことから、検出されたたん白質はこれらの残さに由来する
ものであると考えられるが、念のため、７工場が仕入れていた食品残さ等の確
認を行っているところである。

(ｳ) 燐酸カルシウム
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①各発生農家で使用されていた配合飼料、補助飼料の製造工場が原料として仕入
れていた燐酸カルシウムの工場を特定し、各々の原料、仕入先等の調査を実施
した。
配合飼料
第１例関係
北海道関係：２社３工場
千葉県関係：１社１工場

第２例関係 ：４社５工場
第３例関係 ：１社１工場
補助飼料
第１例関係
北海道関係：４社４工場
千葉県関係：１社１工場

第２例関係 ：４社５工場、他に輸入（米国）１社
第３例関係 ：１社１工場

②調査の結果、全て鉱物由来又は植物由来の原料であり、また、関係する製造工
場においては肉骨粉の使用実績がなかったことが確認され、肉骨粉が混入した
可能性は認められない。

オ 単味飼料及び購入粗飼料
①各発生農家での使用が特定された単味飼料 及び購入粗飼料の製造工場等(注３)

に対し、道県による聞き取り調査、飼料検査員による立入検査等を実施し、製
造工場等における肉骨粉の取り扱いの有無、製造・配送段階での混入の可能性
を調査した。
(注３)複数の原料から製造される配合飼料に対して、１種類の原料からなる飼料をいう。

第１例関係
北海道関係：３社３工場・事業所
千葉県関係：４社４工場・事業所

第２例関係 ：１社１工場
第３例関係 ：３社３工場・事業所

②調査の結果、単味飼料は１品目が中国産、１品目がチリ産のビートパルプであ
る他は全て国産であることが確認された。購入粗飼料については、カナダ産の
アルファルファ、米国産のアルファルファとスーダングラスであることが確認
された。また、単味飼料の製造工場では肉骨粉等動物性の原材料を購入・使用
していないこと、配送は紙袋又は専用車による配送であること、販売業者は配
送段階で肉骨粉を取り扱っていないことが確認され、肉骨粉が混入した可能性
は認められない。

(５)その他の調査
牛用飼料以外の肥料やペットフードを誤って採食・給与した可能性、動物用医
薬品からの感染の可能性を検証するため、当該農家で購入・使用していた肥料及
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びペットフード、感染牛に投与された動物用医薬品について調査した。
ア 肥料
(ｱ) 第１例
①北海道の農家は、販売業者の販売伝票から、肥料としての肉骨粉の利用はなか
ったことが確認された。
②千葉県の農家は、農家聞き取り、農協の取引明細の調査から、平成１０年６月
に肉骨粉を含む複合肥料 を購入していた。この複合肥料は、菜園用とし100kg

、 、 、て牛舎から約１ 離れた自宅に保管されており また その成分からみてもkm
牛が食べたとはまず考えられない。

(ｲ) 第２例
販売業者の販売記録及び原料設計書等から、当該農家では肥料としての肉骨

粉の利用はなかったことが確認された。
(ｳ) 第３例

販売業者の販売記録及び肥料取扱い銘柄一覧表等から、当該農家では使用し
た肥料のうち１銘柄に蒸製骨粉 を含むものがあったが、当該肥料は硫（注４）

安、燐安と混合された複合肥料であり、また、牛舎から約 ｍ離れた野菜畑500
、 、 。に直接配送され 利用されていたことから 牛が食べたとはまず考えられない

（注４）蒸製骨粉とは、家畜の骨を加圧蒸煮し、付着しているたん白質や脂肪を取り除い

た後、圧搾して油を除したものを乾燥し粉砕したもの。

イ ペット等の飼料
(ｱ) 第１例
①北海道の農家は犬を飼育していたが、ドッグフードは購入していないことが確
認された。
②千葉県の農家は、チャボ(愛玩鶏)、インコ及び猫を飼育していたが、くず米や
トウモロコシ圧ペンを与えていた。また、猫にはキャットフードを与えていた
が、牛とは離れたところで飼われており、牛が食べたとは考えられない。
また、平成１１年７月及び８月に肉骨粉を含む鶏用飼料を合計 購入し40kg

ていたが、この飼料は親戚に贈与されていたことが確認された。
(ｲ) 第２例

当該農家では鶏(２羽)と犬を飼育していたが、鶏には牛用飼料を給与し、犬
用に市販のドッグフード等は購入していないことが確認された。

(ｳ) 第３例
当該農家では犬及び猫を飼育しており、市販のドッグフード及びキャットフ

ードを購入していたが、犬の給餌場所は牛舎から離れており、猫の給餌場所は
牛舎に隣接する事務所等であったが、これらを牛が食べたとはまず考えられな
い。

ウ 動物用医薬品
①家畜防疫員の当該農家からの聞き取り、家畜共済組合の診療簿、自衛防疫団体
のワクチン接種簿の調査を行い、感染牛に投与された可能性のある動物用医薬
品を特定し、原料及びその処理状況を調査した結果、感染性のある原料は使用
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されていないことが確認された。
第１例： ４品目（うちワクチンなし）
第２例：１５品目（うちワクチン３品目）
第３例：１３品目（うちワクチン１品目）

②上記以外に動物用医薬品が使用されなかったかを確認するため、各発生農家周
辺の産業動物診療施設等を調査した結果、いずれも、それぞれの感染牛飼養期
間に、当該農家に対する診療の提供や動物用医薬品の販売が行われた事実は確
認されなかった。

２ 輸入肉骨粉を起点とする調査
（１）英国
ア 英国から輸入されたとされる肉骨粉 トンについて333

、 、 。日本貿易統計においては 年以降 英国からの肉骨粉の輸入実績はない1980
しかしながら、 の統計では 年から 年にかけて トンの肉骨粉がEU 1990 1996 333
日本に輸出されていたとされていたことから、昨年９月２６日から３０日にかけ
て担当官を派遣し、調査を行った。
この結果、英国政府から、
①英国の通関統計の精査により、日本に対して輸出が許可された量は トンで333
はなく合計 トンであること166

(注５)②このうち トンはフェザーミール(羽毛粉)であると信じられること132
③残り トンは、入力ミスあるいはほ乳類以外のもの、例えば家きんのミール34
の可能性が高いこと

との回答を得た。
さらに、その後の調査により、 トンと担当官派遣による調査により確認さ333

れた トンとの差 トンについては、166 167
④ 年（ トン）及び 年（ トン）に日本向けに輸出されたとされてい91 62.4 94 43
た肉骨粉は、インドネシア向けの家きんのミール類であったこと

⑤日本向けに輸出した可能性のある 年 トン、 年 トン、 年 ト92 29.5 93 11.1 94 21
ンの肉骨粉（合計 トン）は、家きんのミール類であった可能性が高いこ61.6
と

⑥日本向けに輸出した可能性のある 年（１トン未満）のものは、飲用のビー96
ルを肉骨粉として入力したミスであったこと
との回答が英国政府からあった。
したがって、日本には トンと トンの計 トンが輸出され、それら166 61.6 227.6
は反すう動物以外のミール類である可能性が高く、その他の トンはインド105.4
ネシアに仕向けられていたことが明らかになった。
(注５)英国から日本に輸出された トンは、業者からの聞き取りによると、フェザーミー132

ル、鶏臓器、鶏血液を成分とする加水分解豚用加工飼料であり、貿易統計では、肉骨

粉としてではなく、関税分類番号 「飼料用に供する種類の調製品」の「その他230990
のもの」として計上されていると推定される。

イ 骨粉等の輸入について
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1995 2000 134日本貿易統計によれば、 年以降 年にかけて、英国から「骨粉」
トン 「骨粉－その他のもの」 トンが輸入されている。、 9,063
これらの内容について調査した結果、
「 」 、 、 、① 骨粉 トンは 輸入業者からの聞き取り調査の結果 高温・高圧( ℃134 136

(約３気圧)、 分間以上の湿熱)で処理された食用の骨粉であること40psi 70
②「骨粉－その他のもの」については、同時期の貿易統計と動物検疫所の輸入検
査実績（グレート・ブリテン及び北アイルランドの合計値）を突合し、調査
したところ、全て食用の骨であり、そのほとんどが豚の骨であること

が確認された。

（２）デンマーク
ア 肉骨粉の輸入状況

、 、日本貿易統計によれば 年以降のデンマークからの肉骨粉の輸入実績は1995
1999 211 2000 25,768 1999年に トン、 年に トンが輸入されている なお、(注６)。

年の輸入は 月が最初である。12
(注６) 年から肉骨粉が輸入されたのは、輸入業者からの聞き取り調査によると、1999

・サルモネラ汚染防止対策として 年６月に「飼料製造に係るサルモネラ対策のガ1998
イドライン」(農林水産省流通飼料課長通知)が出されたことに伴い、サルモネラ陽

性率の高い豪州から、サルモネラ陽性率の低いデンマーク、イタリアに輸入先の変

更が行われたこと

・ 年３月の口蹄疫発生により台湾からの肉骨粉の輸入が停止されたこと1997
によると推定される。

イ 日本向け肉骨粉の輸出実態調査
昨年１０月１１日から１８日にかけて担当官を派遣し、デンマークからの肉骨
粉の日本向け輸出の実態を調査した結果、
①デンマークにおけるレンダリング業者は、 社の３工場、 社の１工場に限定A B
されていること
② 年、 年に日本向けに肉骨粉の輸出を行った工場（２社２工場）は、1999 2000
いずれも国産原料を用いていること
③対日輸出を行った工場はいずれも、 年４月以降、 決定（ ）1997 EC 96/449/EC
に基づく加熱処理基準である「 ℃、 分、３気圧」を満たしていること133 20

等が明らかになった。
デンマークから肉骨粉が輸入されたのは 年１２月以降であり、輸入され1999

た肉骨粉は「 ℃、 分、３気圧」の加熱処理が行われていたこと、３例の牛133 20
が感染した可能性の高い時期は 年３・４月までであることから、デンマー1998
クから輸入された肉骨粉が感染源になった可能性は低いと考えられる。

（３）イタリア
ア 肉骨粉の輸入状況

日本貿易統計によれば、 年以降のイタリアからの肉骨粉の輸入実績は、1995
年から 年にかけては年間 ～ トン、 年以降は年間 ～1995 1997 21 105 1998 5,222
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(注７)28,857トンが輸入されている。
1994 1987 157 1988 105 1990 394年以前については 年に トン 年に トン 年に、 、 、
トン、 年に トンの肉骨粉が輸入されている。1993 20
（注７) 年から輸入が増加している理由は、(注６)と同じ。1998

イ 日本向け肉骨粉の輸出実態調査
昨年１０月１２日から１９日にかけて担当官を派遣し、イタリアからの肉骨粉
の日本向け輸出の実態を調査した結果、
①肉骨粉の対日輸出は、全て 社を通じて行われていることA
②対日輸出を行った工場での聞き取りによれば、
ⅰ 社は、一部イタリア国内の 社の半製品(牛・豚由来)を原料にして製造A B
した肉骨粉を日本向けに輸出していたこと

ⅱ 年６月１日に加圧器を新設していること1998
1998 EC 96/449/EC 133ⅲ 年６月以降は 決定 に基づく加熱処理基準である、 （ ） 「
℃、 分、３気圧」を満たしていること20

等が明らかになった。
このため、イタリア政府に対し、 年６月１日以前にイタリアから輸出さ1998

、 「 、 」れた肉骨粉について 我が国が要求していた加熱処理条件 湿熱 ℃ 分136 30
を満たしていたかどうか等の確認及び資料提供を要請するとともに、提供(注８)

された資料の技術的検討を行ってきたところである。
これらの結果、 年６月以前に日本に輸出されたイタリア産肉骨粉につい1998

ては、イタリア政府は我が国が要求していた加熱処理条件を満たしていたと主張
しているが、実際には、
① 年２月のイタリア政府からの回答によれば、 の病原体を効果的に不2002 BSE
活化させる３気圧の加熱処理がなされていなかったこと

②我が国の専門家による調査の結果、当時使用されていた加熱器は肉骨粉に蒸気
が触れない構造であったこと
が判明した。
現在、今までのイタリア政府からの回答、検査証明書の記載内容と今回の回答
との齟齬等について、イタリア政府に照会しているところであるが、 年６1998
月１日以前にイタリアから日本に輸出された肉骨粉は 「湿熱 ℃、 分」の、 136 30
加熱処理基準を満たしていなかった可能性が極めて高い。
(注８)湿熱 ℃とするためには３気圧以上の加圧が必要。136

ウ 輸入肉骨粉の国内流通経路
(ｱ)輸入業者等

年以降、イタリアから肉骨粉を輸入した業者は９社であり、これらの1995
肉骨粉は９社から仲卸会社や飼料会社、レンダリング会社等３２社に販売され
ている。

、 、 、このうち の感受性の高い時期 輸出工場の加熱処理状況等を考慮しBSE
年６月以前に輸入されたものを重点的に調査したところである。1998

(ｲ)輸入業者からの販売先、用途の調査
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輸入業者への立入検査等により、イタリアからの輸出ロット毎の量と各輸入
業者の輸入量の一致を検証した上で、輸入ロット毎に輸入業者からの販売先、
さらにその先の販売先をたどり、輸入肉骨粉の最終的な用途を調査した。
その結果、

① 年８月に日本飼料が輸入した トンは、ペットフード原料として販売1995 21
されている。

② 年１１月に三菱商事が輸入した トンについては、輸入ロット毎に1996 105
販売先を整理した当時の記録がなく、当該肉骨粉の販売先を明確に特定する
には至っていない。しかし、再度の立入検査の結果、残されていた販売時期
等の記録や関係者からの聞き取り等に基づく当時の取引関係から推測する
と、大部分は養鶏用飼料の原料として使用された可能性が高いと考えられる
が、一部は他に販売された可能性もある。

③ 年１２月に丸紅が輸入した トンは、ペットフードと養魚用飼料の原1997 60
料として販売されている。

④ 年１月に叶産業が輸入した トンは、養魚用飼料の原料として販売1998 100
されている。

⑤ 年３月に丸紅が輸入した トンは、養魚用飼料の原料として販売さ1998 200
れている。

⑥ 年４月に伊藤忠商事が輸入した トンは、養魚用飼料の原料として販1998 40
売されている。

⑦ 年６月に伊藤忠商事が輸入した トンは、養魚用飼料の原料として販1998 40
売されている。

⑧ 年６月に丸紅が輸入した トンは、養魚用飼料の原料として販売され1998 40
ている。

「 ℃、 分、３⑨ 年 月以降に輸入された肉骨粉（ 年 月以降は1998 9 1998 6 133 20
） 、 、気圧」の加熱処理条件を満たしていた については 一部調査中のものを除き

養魚用、豚・鶏用の飼料原料又は肥料原料として販売されたことが判明してい
る。

なお、ペットフード又は養魚用飼料原料として販売されたとされるものについ
て、再度確認することとしている。
また、 年４月及び６月に輸入された肉骨粉を原料として養魚用飼料を製造1998

、 （ 、 ） （ ） 。していた１工場では 他に家畜 牛 豚 ・家きん 鶏 用飼料も製造していた
このため、家畜・家きん用飼料への当該肉骨粉の混入の可能性の有無を確認する
ため、 年当時の帳簿、製造工程図、伝票等を調査した結果、1998
①当該イタリア産肉骨粉は、 詰め袋で輸入され、そのまま当該工場に搬入さ50kg
れていたこと

②家畜・家きん用飼料製造工程と分離された養魚用飼料製造工程においてのみ当
該肉骨粉が使用されていたこと

③製品の出荷口は家畜・家きん用飼料の製造工程と分離されていたこと
等が確認され、当該イタリア産肉骨粉が配合飼料の製造工程及び輸送工程におい
て家畜・家きん用飼料に混入した可能性はないと判断された。



- 16 -

その他のペットフード及び養魚用飼料を製造していた工場は専用工場であるこ
とが確認された。

エ 年以前の輸入肉骨粉1994
、 、① 年にイタリアから輸入された肉骨粉 トンは 動物検疫所の記録により1993 20

家きんのミールであったことが確認された。
② 年の トン、 年の トン、 年の トンについては、輸入1987 157 1988 105 1990 394
業者を特定し、その由来・用途等について調査を進める予定である。

（４）ドイツ
① 年以降、ドイツから日本に肉骨粉が輸入されたのは 年の トンの1985 1992 47
みである。
② 年にドイツから輸入された肉骨粉について調査した結果、輸入業者は１1992
社であり、肥料原料として使用されたことが確認された。

（５）オーストリア
1996 105 1997 99①日本貿易統計によると、オーストリアから 年に トン、 年に

、 「 」 。トン 年に トンの 肉又はくず肉の粉等 の輸入が記録されている1999 204
②動物検疫所の記録によると、オーストリアからの肉骨粉の輸入実績はなかった
ことから財務省の日本貿易統計と突合・調査したところ、オーストリアからの
肉骨粉の輸入実績はなかったことが確認された。

（６）香港
香港における肉骨粉の輸出入の実態について、担当者の派遣（平成１３年１０
月１１日～１０月１５日）による調査及びその後の補足調査を行った。
その結果、香港政府関係者によれば、
① 発生国からの肉骨粉 の輸入は、 年以降デンマーク、ドイツ、BSE 1996（注９）

オランダ、イタリアからのものがあるが、英国から輸入されたとの記録はない
こと。英国から輸入があった 年の トン及び 年の５トンについて1994 237 1995
は、香港政府によれば、鶏用及び豚用の飼料原料として使用されたとされてい
ること
②香港にはかつて複数の肉粉・肉骨粉工場があったが、現在は肉粉工場１カ所の
みが稼働していること
③現在、肉骨粉の輸出は行っておらず、肉粉を輸出していること（国内の調査に
より ～ 年の輸入については、 件のうち確認された 件は豚の1995 2000 538 344
肉粉であった）
④香港政府の税関統計に、 年から 年にかけて、日本向けに トンの1995 1997 734
肉粉及び トンの骨粉・角粉の再輸出の記録があること0.5
⑤香港政府は、再輸出される肉骨粉には輸出検疫証明書を発行しないことから、
香港から日本に再輸出される肉骨粉には、原産国発行の輸出検疫証明書のみが
添付されており、日本の貿易統計では香港からの輸入ではなく、原産国からの
輸入として分類されること
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等が明らかになった。
「 」 、 「 」 「 」(注９)香港税関統計には 肉骨粉 の分類はなく 肉骨粉は 肉粉 あるいは 骨粉・角粉

に分類されている。したがって、この項において「肉骨粉」と言う場合は香港におけ

る「肉粉」あるいは「骨粉・角粉」と同義である。

（７）タイ
タイにおける肉骨粉の輸出入の実態について、担当者の派遣（平成１３年１０
月１５日～１０月１８日）による調査及びその後の補足調査を行った。
その結果、タイ政府関係者によれば、
① 年以降、英国はじめ 発生国からの牛由来肉骨粉等の輸入を法令によ1993 BSE
り禁止し、さらに 年には禁止対象を反すう動物由来の肉骨粉等に拡大し1996
ていること

②輸入された肉骨粉は、鶏・豚用飼料及びペットフードの原料として使用されて
いること
③内臓、皮も食用として販売され、また、豚は骨付きのまま、鶏は生体のまま又
は骨付きで店頭で販売されることが多く、国内にはレンダリング工場はなく、
肉骨粉の日本への輸出はないこと
④日本への輸出は、オセイン 、蒸製骨粉であること（ 年の日本貿易統(注 )10 1996
計に肉骨粉 トンの記録があるが、その後の調査で骨粉であることが判明し40
た）
等が明らかになった。
また、タイに一度輸入された肉骨粉を再輸出することについては 「価格面、、

関税、手数料等を考えると再輸出は経済的に成り立たない」との回答であった。
(注 )オセインとは、酸処理した骨で、ゼラチンの原料として利用される。10

（８）インドネシア
インドネシアにおける肉骨粉の輸出入の実態について、担当者の派遣（平成１
３年１０月３１日～１１月４日）による調査及びその後の補足調査を行った。
その結果、インドネシア政府関係者によれば、
① 年４月以降、順次、 発生国からの肉骨粉の輸入を禁止していること1996 BSE
② 年にイタリアからの肉骨粉の輸入があるが、 決定（ ）に基2000 EC 96/449/EC
づく加熱処理基準である ℃、 気圧、 分の加熱条件を満たしていたもの133 3 20
であること
③イタリアを除く 諸国等からは、少なくとも 年以降肉骨粉等の輸入実EU 1993
績はないとの回答があったこと
④輸入された肉骨粉は、主に鶏用の飼料原料に使用されていること

、 （ ） 、⑤家畜は貴重なたん白源であり 牛は骨・血液以外は市場 小売店 に出荷され
骨・血液は骨粉・血粉に加工され鶏用飼料として利用されることが多く、国内
にはレンダリング工場がなく、肉骨粉の日本への輸出はないこと

140 60⑥蒸製骨粉工場は４工場あり、日本へは蒸製骨粉の輸出実績があり、 ℃、
分、３気圧以上の加熱処理が行われていること
等が明らかになった。
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（９）フィリピン
フィリピンにおける肉骨粉の輸出入の実態について、担当者の派遣（平成１３

年１１月４日～１１月７日）による調査及びその後の補足調査を行った。
その結果、フィリピン政府関係者によれば、
① 年３月より英国からの生体牛それらの畜産物等の輸入を禁止し、 年1996 2000
１１月より 諸国からの生体牛、緬山羊及びそれらの副産物等の輸入を禁止EU
し、 年７月より全ての国からの肉骨粉の輸入を禁止していること2001

② によれば英国からフィリピンに肉骨粉が輸出されたとあるが、少EUROSTAT
なくとも 年以降は英国からの肉粉、骨粉、獣脂かすの輸入実績はないと1993
の回答であったこと
③輸入された肉骨粉は、鶏・豚用の飼料原料として使用されていること
④家畜は貴重なたん白源であり、肉・臓器はもちろんのこと、血液まで市場（小
売店）に出荷され、また、通常骨付肉として販売されること
⑤フィリピンには肉骨粉を製造するレンダリング工場はなく、肉骨粉の日本への
輸出はないこと
等が明らかになった。

（ ）韓国10
韓国における肉骨粉の輸出入の実態について、担当者の派遣（平成１３年１０
月３１日～１１月４日）による調査及びその後の補足調査を行った。
その結果、韓国政府関係者によれば、

、 、 （ 、 、 ）①肉骨粉の輸入条件は 年 月以降は 基準 ℃ 分 ３気圧1998 12 OIE 133 20
121 15 20 160 170としており、それ以前は 「湿熱 ℃、 ～ 分」又は「乾熱 ～、

℃、１～２時間」の加熱条件を課していたこと
② 年代から英国等 発生国から肉骨粉は輸入しておらず、肉骨粉の輸入1980 BSE
先は、米国、アルゼンチン、豪州、カナダで、いずれも 非発生国であるBSE
こと
③韓国国内において 「英国から韓国向けに 年に肉骨粉約 トンが輸出さ、 1995 20
れた」との報道があり、政府による調査の結果、ボーンチャイナ用の骨灰で高
温( ℃)で処理されており、動物検疫の対象外で動物検疫統計には載って1,100
いないことが判明したこと
④輸入された肉骨粉は、豚・鶏・犬用の飼料原料（ものによっては肥料原料）と
して使用されていること
⑤日本に肉骨粉・肉粉を輸出している工場では、湿熱 ℃以上、 分以上の140 80
加熱処理を行っていること
等が明らかになった。
また、輸入された肉骨粉を再輸出することについては 「価格面、関税、手数、

料等から考えて、再輸出はあり得ない。日本に直接輸出した方が良いのではない
か」との回答であった。

（ ）台湾11
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台湾における肉骨粉の輸出入の実態について、担当者の派遣（平成１３年１１
月４日～１１月７日）による調査及びその後の補足調査を行った。
その結果、台湾政府関係者によれば、
① 年以降、順次、 発生国からの肉骨粉の輸入を禁止していること1990 BSE
②台湾において 「英国から台湾向けに 年及び 年に肉骨粉が輸出され、 1995 1996
た」との報道があり、動植物防疫検疫局による調査の結果、輸入されたとされ
る トンは家きんの肉粉であり、全て鶏・魚・豚用飼料の原料として使用さ452
れたことが判明していること
③ 年から 年にデンマークから肉骨粉の輸入があるが、 年のデン1997 1999 1997
マークからの輸入肉骨粉の輸入単価は 元／トンで、同年に台湾から日11,961
本向けに輸出された肉骨粉の単価は 元／トンと推定され、再輸出のメ10,625
リットはないこと
④肉骨粉の輸入は、飼料管理法に基づき登録された配合飼料会社・商社にのみ許
可されており、豚・鶏用飼料の原料として使用されていること
⑤ 年から 年の間に台湾から日本に トン（台湾税関統計）の肉骨1995 1997 2,636
粉の輸出があるが、原料はほとんど豚由来であり（ 年の台湾のと畜頭数1996
は豚 万頭、牛３万頭 、 年 月の口蹄疫の発生による豚の飼養頭数1,431 1997 3）
の減少により肉骨粉の需給がひっ迫し、それ以降、肉骨粉の対日輸出はないこ
と
等が明らかとなった。

（ ）中国12
中国における肉骨粉の輸出入の実態について、担当者の派遣（平成１３年１１
月１１日～１１月１６日）による調査及びその後の補足調査を行った。
その結果、中国政府関係者によれば、
① 年６月より英国からの牛、牛肉、肉骨粉等の輸入を禁止し、 年３月1990 1996
以降、 発生国からの牛、牛肉、肉骨粉等の輸入を禁止したことBSE
②中国税関統計年鑑に示された英国から輸入した肉骨粉については、豚及び鶏由
来の肉骨粉であること
③輸入された肉骨粉は、豚・鶏・魚用の配混合飼料の原料として使用されている
こと
④肉骨粉等の製造工場の製造工程、加工処理条件等については、動物検疫当局の
指導監督により適正に管理されており、各工場とも４～６気圧、蒸煮３時間以
上、温度 ～ ℃で処理するとの回答であったこと140 150
⑤日本に肥料用としての骨粉の輸出実績のある 工場の現地調査によると、牛A

150 4.5 140骨は ６気圧 蒸煮３時間 ℃ 豚骨は ～６気圧 蒸煮３時間「 、 、 」、 「 、 、
～ ℃」で処理されていたこと150
等が明らかとなった。
また、輸入された肉骨粉を再輸出することについては 「輸入禁止物品である、

肉骨粉を中国経由で日本に再輸出することは、制度上の理由から不可能である」
との回答であった。
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Ⅲ 考察及び今後の対応
１ 考察
(１)肉骨粉について
ア 発生農家を起点とする川下からの調査において、３頭の感染牛を飼養していた
農家が使用していた配合飼料、補助飼料等には原料として肉骨粉は使用されてい
なかったことが確認されたが、発生農家に飼料を供給していた工場の中に、牛用
飼料に肉骨粉が混入する可能性を完全には否定できない４工場があった。

イ 輸入肉骨粉を起点とする川上からの調査においては、イタリアから日本に輸出
した肉骨粉を製造していた工場では、 年６月１日以前は、病原体を効果的1998
に不活化させる「湿熱 ℃、 分」の加熱処理基準を満たしていなかった可136 30
能性が極めて高いことが判明した。
一方、 年６月以前に輸入されたイタリア産肉骨粉のうち、 年 月に1998 1996 11
輸入された トンについては、大部分は養鶏用飼料の原料として使用された可105
能性が高いと考えられるものの、一部は他に販売された可能性もある。
ウ 年６月以前に輸入されたイタリア産肉骨粉に異常プリオンが含まれてい1998
たと断定することはできない。また、これまでのところ３例の感染例と輸入肉骨
粉との関連は確認されていない。
しかし、英国の疫学調査において の感染源として異常プリオンを含む肉BSE

骨粉が最も有力とされており、異常プリオンを含む輸入肉骨粉が何らかの経路を
経て発生農家で使用されていた飼料等に混入した可能性は排除できない。

(２)輸入動物性油脂について
ア ３頭の感染牛を飼養していた農家において、同一の飼料工場で製造された代用
乳が給与されており、その原料として 発生国であるオランダ産の動物性油BSE
脂が使用されていた。

イ ３例の感染牛に関連があると考えられる 年から 年５月までに輸入さ1995 1996
れた動物性油脂については、その原料は牛の脂身等であり、また、食品としての

、利用も可能な不溶性不純物の混入割合が ％以下の水準をほぼ満たしており0.02
極めて純度の高いものである可能性が高いことが判明し、 の感染源となっBSE
た可能性は低いとも考えられる。

ウ しかし、当該代用乳は３例の感染牛に共通して給与された飼料であり、原料と
して使用された動物性油脂は 発生国で生産されたものであり、牛のたん白BSE
質の混入の可能性の有無を確認する必要があること等から、現段階において感染
源となった可能性を完全には排除できない。

(３)アジア諸国を経由した輸入の可能性
ア アジア諸国（香港、タイ、インドネシア、フィリピン、韓国、台湾、中国）に
おける肉骨粉の輸出入の実態について調査した結果、輸入された肉骨粉は当該国

、 、内で主に鶏・豚用の飼料原料として使用されていることや 肉骨粉は価格が安く
輸送コストや関税、手数料等を考えると、一度荷揚げされた肉骨粉を再度日本へ
輸出するメリットは小さいと考えられ、アジア諸国を経由しての日本への輸出の
蓋然性は小さいと考えられる。
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イ しかし、香港については、関税がなく、アジアの中継基地としての機能を有し
ている。香港から輸入された肉骨粉の多くは、動物検疫所の調査により豚の肉粉
であることが確認されたが、未確認のものもあり、調査を継続する必要がある。

(４)魚粉について
３例に関係する飼料の原料として魚粉を供給していた工場及びこれらの工場に魚

粉を供給していた工場の合計７工場において 法等により、ほ乳動物のたん白PCR
質が検出された。これらの工場では飲食店や量販店から回収した食品残さも使用し
ていたことから、検出されたたん白質はこれらの残さに由来するものと考えられる
、 、 。が 念のため ７工場が仕入れていた食品残さ等の確認を行っているところである

２ 今後の対応
以上のように、昨年１１月３０日の中間報告以降も、 の感染源について多岐にBSE
わたる調査事項・対象のそれぞれを詳細に調査しているところであるが、これまでの
ところ感染源及び感染経路を究明するには至っていない。

の潜伏期間が長く調査対象期間が数年前に遡ること、欧州の 発生国においBSE BSE
ても各国内でかなりの発生例があるにもかかわらず感染経路が特定された事例は報告
されていないこと等を踏まえれば、今後の調査に当たってもかなりの困難が予想され
るが、引き続き、
①これまでの調査で感染源であった可能性が排除できない肉骨粉の再調査や輸入動物
性油脂等に重点をおいた調査

② 年以前の輸入肉骨粉、補助飼料の原料の由来など調査の終了していない事項1994
の調査

感染源及び感染経路の究明に全力を挙げて取り組んでいくこととする。を中心に、

なお、 は異常プリオンに汚染された肉骨粉の摂取により感染するとされてBSE
おり、ウイルスや細菌による伝染病とは異なり、接触感染や空気感染はしない。し

、 、 、たがって のまん延を防止するための防疫措置としては 感染した牛のと体BSE
特に を肉骨粉等として牛の飼料に再利用することを遮断することである。SRM
これまでに我が国で３例の感染牛が確認されたが、既に、我が国では 発生BSE

を踏まえて、
①と畜場における の全頭検査及び農場段階でのサーベイランスの強化によるBSE
感染牛の確実な発見

②と畜場におけるすべての牛の の除去・焼却SRM
③反すう動物の肉骨粉等を原料とした飼料の製造及び牛への給与の禁止
④肉骨粉等の輸入の停止措置による汚染肉骨粉の侵入防止
等の新たな感染を遮断するための措置が講じられているところである。


