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午後２時００分 開会 
○姫田（農林水産省） 定刻になりましたので、ただいまから食品の安全に関するリス
クコミュニケーション、ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会を開催
いたします。 
 本日はお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。 
 去る24日には、皆さん新聞、テレビ等でご存じのように、アメリカのＢＳＥの発生に
伴う輸入禁止措置に関しての日米協議を行ったところでございます。 
 一方、我が国におきましては、厚生労働省の方で、平成13年のＢＳＥ発生以来、と畜
場における全頭検査を行っているということ、そして、昨年１月には私ども農林水産省
も生産段階の牛のトレーサビリティを実行に移してきているということ、そして４月か
らは死亡牛の検査体制の拡充、あるいは今年12月には流通段階も含めた牛肉のトレーサ
ビリティのシステムの確立を図ろうというように、ＢＳＥに関するさまざまな施策を行
ってきたところでございます。 
 また、国際的には、家畜疾病に関する国際機関であるＯＩＥの国際獣疫事務局の基準
の見直しが進められようとしております。本日は、このＯＩＥにおけるＢＳＥルールの
改正に関する意見交換会でございます。ＯＩＥでは、５月下旬にＢＳＥについての国際
衛生上のルールの一部改正が予定されておりますので、それに対して我が国としてどの
ようなコメントを提出するかという点を中心に、ご議論いただきたいと思っておりま
す。 
 リスクコミュニケーションでは、行政から詳しく透明性の高い情報をわかりやすく伝
達するだけではなくて、関係者の皆さん方の十分な意見交換、そしてその施策への反映
が重要でございますので、皆さん方の積極的なご発言と、ご熱心な意見交換を期待して
おります。よろしくお願いいたします。 
 では、議事に先立ちまして、出席者のご紹介をいたします。 
 私の左手奥から、生産者として、全国農業協同組合中央会常務理事の中村祐三さんで
す。 



 続きまして、食肉関連事業者として、日本ハム・ソーセージ工業協同組合理事の瀬川
正治さんです。 
 日本畜産副産物協会副生物需給検討部会委員の旦有孝さんです。 
 全国食肉事業協同組合連合会会長の福岡伊三夫さんです。 
 続きまして、流通事業者として、日本スーパーマーケット協会流通推進部次長の江口
法生さんです。 
 日本チェーン・ストア協会総括マネージャーの増田充男さんです。 
 続きまして、外食産業事業者として、日本フードサービス協会専務理事の加藤一隆さ
んです。 
 全国焼肉協会専務理事の山田武司さんです。 
 続きまして、消費者代表として、消費科学連合会副会長の犬伏由利子さんです。 
 全国消費者団体連絡会事務局長の神田敏子さんです。 
 食品と暮らしの安全基金代表理事の小若順一さんです。 
 日本生活協同組合連合会安全政策推進室の原英二さんです。 
 東京都地域婦人団体連盟生活環境部副部長の飛田恵理子さんです。 
 日本消費者連盟副代表運営委員の山浦康明さんです。 
 主婦連合会参与の和田正江さんです。 
 日本生態系農業協会消費者部会委員長の亘昌子さんです。 
 小若さん、飛田さん、山浦さん、亘さんは、私どもが出席者を募集いたしましたとこ
ろ応募いただいた方々の中から、アドバイザーの方々に選考していただいて、選ばれた
方々でございます。今回の応募は８団体からございまして、その中から本日は４団体の
方々にご出席いただいております。 
 続きまして、アドバイザーとして、国立精神・神経センター神経研究所疾病研究第七
部長の金子清俊さんです。 
 国立感染症研究所感染病理部長の佐多徹太郎さんです。 
 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所プリオン病研究セン
ター長の品川森一さんです。 
 東京大学大学院農学生命科学研究科教授の吉川泰弘さんです。 
 財団法人日本生物科学研究所主任研究員の山内一也さんです。 
 行政からは、食品安全委員会事務局の西郷リスクコミュニケーション官です。 
 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課の道野課長補佐です。お手元の名簿には
南課長となっておりますが、本日は道野課長補佐にご出席いただいております。 
 それから、本日、資料の説明をいたします農林水産省消費・安全局衛生管理課国際衛
生対策室長の釘田でございます。 
 私、本日の進行役を務めさせていただきます消費者情報官の姫田でございます。どう
ぞよろしくお願いいたします。 
 議事に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。 
 お手元には、議事次第、１枚めくっていただいて本日のご出席者の方々、そして座席
表、それから、資料１と書いてございますのは、今日、釘田がご説明いたしますパワー
ポイントを印刷したものでございます。できるだけスクリーンを見ながらお願いしたい
と思いますが、後ろの方で見にくい方々については、これをお使いいただくこともでき
るかと思います。 
 それから、資料２として「ＯＩＥ：ＢＳＥコード改正に関する主要論点」というもの
がございます。これは、今回のＯＩＥのＢＳＥコード改正に関しての問題点を私どもで
取りまとめたものでございます。これを中心に、この後の意見交換を行ってまいりたい
と思います。安全物品規定の変更、ＳＲＭの定義の変更、サーベイランス基準の明確
化、カテゴリーの見直しという４つの点がございますので、釘田の説明の後、ご質問い
ただいて、それからこの４点について一つ一つ行ってまいりたいと思います。 
 それでは、本日は「ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する意見交換会」という
ことで、先ほどもお話しいたしましたように、国際獣疫事務局──ＯＩＥと略しており
ますが、家畜の疾病等に関して活動している国際機関です。そのＯＩＥが５月下旬にＢ
ＳＥについての国際衛生上のルールの改正を予定しており、それに対して、日本として
どのようなコメントを提出するかという点を中心にご意見をいただきたいと思っており
ます。 
 当然、本日の意見交換会の内容も踏まえ、私どもで最終的な意見をつくってまいりた
いと思っております。 
 なお、皆様方の関心の高い事項でございますが、このＯＩＥコード以外のものにつき



ましては、また後日、日を改めてＢＳＥに関する意見交換会を開催したいと思っており
ますので、本日は、このＯＩＥのルールについての意見交換をお願いしたいと思いま
す。 
 また、議事進行をスムーズに行うためにも、今日はいつものようにチンと鐘を鳴らし
たりはしませんが、できるだけ意見は簡潔にお願いしたいと思います。もちろん、何回
も発言していただくことは構わないと思っておりますが、一回一回の意見はできるだけ
簡潔にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、意見交換に先立ちまして、ＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正提案の概
要、そして我が国の対処方針について、釘田から40分程度説明いたしますので、よろし
くお願いいたします。 
○釘田（農林水産省） 農林水産省消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室長の釘田で
ございます。よろしくお願いいたします。 
 パワーポイントとお手元の資料に沿ってご説明させていただきます。 
 まず、この資料に入ります前に、ＯＩＥとはどんなところなのかという点について資
料をつけておりませんので、口頭で補足したいと思います。 
 もう既にお話にも出ていますけれども、ＯＩＥというのは国際獣疫事務局、「獣疫」
というのは家畜の病気という意味だと思いますが、そういう国際機関でございまして、
本部はパリにございます。40人ほどの小さな事務局ですけれども、非常に古い国際機関
でございまして、1924年に設立されており、日本は1930年に加盟しております。加盟国
は現在百六十数カ国になっております。 
 ここの事務局長は代々フランス人が務めておりまして、伝統的にヨーロッパ色、とり
わけフランスの影響の強い国際機関であると言えると思います。 
 この国際機関の運営に当たりましては、各国政府の代表者が年に１回総会を開いて、
その中で意志決定をしているわけですが、この各国政府の代表といいますのは各国の家
畜衛生行政の責任者でありまして、「首席獣医官」という呼び方をしておりますけれど
も、日本では消費・安全局の衛生管理課長がこれに当たります。毎年５月の総会には、
日本からは原則として衛生管理課長が出席して、日本の考え方を述べております。 
 ＯＩＥの活動の主な目的といいますのは、家畜の伝染性疾病に関する衛生基準をつく
ること、家畜の伝染性の疾病の発生情報の収集なり提供を行うこと、あるいはそれらに
関する研究の調整を行うこととなっております。 
 ＯＩＥは、先ほど言いましたように非常に古い、伝統のある国際機関でございます
が、恐らく今日ほど名前がよく新聞等に出るようになったのは、ごく最近のことだと思
います。それには理由がございまして、実は、1995年にＷＴＯが設立されました。その
前段としてウルグアイ・ラウンドという交渉が行われたわけですけれども、その交渉の
結果として、ＳＰＳ協定と呼ばれる「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」がＷＴＯ
設立に合わせてつくられております。その中で、この衛生植物検疫措置に関する国際基
準を定める専門的な国際機関が３つ定められておりまして、食品分野についてはコーデ
ックスという国際機関、植物検疫についてはＦＡＯの中にあるＩＰＰＣという国際機
関、そして動物検疫についてはＯＩＥが指名されたということでございます。 
 それ以前は非常に専門色の濃い、アカデミックな国際機関だったと思われますが、こ
のＷＴＯの枠組みに取り込まれたときから、国際貿易と非常に密接な関係となり、非常
に重要な役割を果たすことになったがために、今日のようにいろいろと話題に上ること
も多くなったということでございます。 
 そのような背景があることを申し上げた上で、この資料に基づいたご説明に入りたい
と思います。 
（スクリーン） 
 まず、「ＯＩＥコードとは？」という資料でございます。 
 今、申し上げましたように、ＷＴＯ協定の中でこの位置づけが与えられたということ
でございます。 
 ＯＩＥコードというのは、まさにその協定上、重要な意味を持っておりまして、動物
の健康及び人獣共通感染症に関する国際基準でございます。本日ご議論いただきますの
は、この中のＢＳＥに関するコードですが、もちろん、他の数多くの家畜の伝染性疾病
について、同じようなコードが定められております。 
 括弧の中には、先ほど申し上げましたが、コーデックスの機関も同じような位置づけ
を与えられているということが書いてございます。 
 「国際基準としてのＯＩＥコード」という資料が出ています。 
 ＷＴＯ協定との関係からして、貿易上のルール、国際基準に当たるわけですけれど



も、それでは、具体的にこれがどういう意味合いを持つのかを説明したものです。 
 この国際基準に適合する措置は、ＷＴＯ協定に適合しているものと見なされる。それ
から、国際基準より高いレベルの措置をとることは可能であるが、科学的に正当な理由
があること等を立証することが必要であると書いてございます。 
 農産物、畜産物の国際貿易に当たりまして、動物検疫をめぐって２国間の紛争がこれ
までもありましたし、今後も発生し得るわけです。そういった際に、この国際基準をも
ってＷＴＯで判断がなされることになります。その際の判断の拠り所になる基準とし
て、基本的にはこの国際基準、すなわち動物の疾病であれば、ＯＩＥコードに適合して
いるものであれば国際基準に適合すると見なされるわけです。ただ、２つ目で言ってお
りますのは、それより高いレベルのものであっても、科学的に正当な理由があることを
立証できる場合には、そういった措置をとることは可能であるということでございま
す。 
 つまり、ＯＩＥコードというのは加盟している百六十数カ国の話し合いによって決め
られるものでございますので、どうしても多くの国の平均的なものにならざるを得ない
という性格を持っております。したがいまして、主に先進国の問題になると思います
が、そういった国でより高い措置をとるときには、それに科学的に正当な理由があるか
どうかが非常に重要なポイントになるということでございます。 
 次は、ＯＩＥコードの策定手続を説明したものでございます。 
 一番下から言いますと、最終的には、加盟国の首席獣医官が参加した総会において意
志決定がなされるわけですが、そこまでの過程として、まず、一番上にアドホック委員
会というのがございます。これは特定の分野の専門家をＯＩＥの事務局長が任命する形
で、技術的な議論を行います。議論は非公開──クローズで行われ、会議の要旨が加盟
国に配付されます。 
 その次に、コード委員会。これもメンバーが限られておりまして、総会で選出される
６名の専門家で構成されております。総会に提案されるコードの案がここで作成されま
すが、これも議論はクローズで行われ、会議の要旨が加盟国に配付されます。 
 その上で加盟国の意見を受け付けて、総会に諮られるといった手続になります。 
 そこで、現時点で加盟国に提示されている改正案の概要に入ります。 
 現在、加盟国に対して、先ほどのような手続の中で示されている案には大きく３つの
柱がございます。ここに書いてありますように、安全物品規定の創設、ＳＲＭの変更、
サーベイランスの基準明確化による強化でございますが、これらについては、既に加盟
国には提示されておりますけれども、これから加盟国の意見が出されることにもなって
おりますので、そういった意見なりＯＩＥ専門家の議論を踏まえて、さらに修正される
可能性もあるものでございます。 
 次に、来年のＯＩＥ総会に向けたＢＳＥカテゴリーの簡素化の検討でございますけれ
ども、これは昨年の総会で決議が行われておりまして、現在、左にありますように５段
階のＢＳＥカテゴリーが定められております。これが非常に複雑でわかりにくくなって
おりますので、これをより実態に合わせたわかりやすいものにしていこうということ
で、これを簡素化していくという方向だけ、昨年、既に決定されております。 
 その簡素化の方向なり具体的な中身は、これから議論されていくわけですが、これま
でに議論された中では、現在、この３段階にする案が議論の俎上に乗っております。そ
の３段階というのは、無視できるリスクを持っている国、管理されたリスクを持ってい
る国、リスクが不明な国という３つですが、これについては後ほど具体的にご説明申し
上げます。 
 以上、今総会で議論される３つの論点、加えて来年にかけて議論されるカテゴリーの
議論、合わせて４つの論点があるわけですけれども、それぞれについて、もう少し詳し
くご説明していきたいと思います。 
 まず、安全物品規定の創設でございます。 
 現在のＢＳＥコードの中でも、この「現行」の中にございますけれども、ＢＳＥのス
テータスに関わらず「条件を課さずに輸入を承認すべきである」と規定されている物品
がございます。それがこの①から⑥の物品ですけれども、牛乳・乳製品のようなもの
は、極論すれば、ＢＳＥ感染牛からの牛乳であってもリスクはないと言われておりま
す。同じように、精液及び一定の処理をした受精卵、以下ここにあるような産品につい
ては、ＢＳＥにかかわらず安全であると言われておりまして、現行のＯＩＥコード上で
は、条件を課さずに輸入を承認すべきであると規定されております。今回の改正提案に
おきましては、これをＢＳＥステータスにかかわらず無条件に「安全に貿易することが
できる」という規定にしたいという提案がなされております。 



 なお、一部の産品、③（タンパク質を含有しない獣脂及び獣脂由来製品）と④（第２
リン酸カルシウム(タンパク質及び脂肪を含まないもの)）につきましては条件付安全物
品に移動することになっておりますが、いずれにしても規定ぶりが、「条件を課さずに
輸入を承認すべき」という規定から「安全に貿易することができる」という規定に変更
されるというのが大きなところでございます。 
 次の条件付安全物品につきましても、同じような問題があります。 
 現行の規定におきましては、その国のリスクごとに満たすべき条件というのがござい
まして、輸入国の当局はその条件を要求すべきである、「輸入国の当局がある産品の輸
入を認めるに当たって、輸出国の当局に対して、これこれの条件を要求すべきである」
というような規定がなされております。今回の改正案におきましては、同じように「条
件を要求すべきである」という考え方は維持されていますけれども、それに加えて、下
の方にありますが、「ステータスごとに規定された条件さえ充たされていれば、安全に
貿易することができる」と規定されております。その対象産品として、生体牛、牛肉、
ゼラチン、コラーゲン、獣脂、そういったものが含まれております。 
 先ほどの画面とこの画面、絶対的安全物品と条件付安全物品については、ちょっとわ
かりにくかったかと思いますが、「条件を課さずに輸入を承認すべきである」あるいは
「一定の条件を要求すべきである」という規定から「安全に貿易することができる」と
変わることが一体何を意味するかというと、「安全に貿易することができる」と規定さ
れますと、先ほどのＷＴＯ協定との関係で、輸入国がＯＩＥコード上で規定されていな
い措置をとる場合、条件付安全物品の場合は一定の条件が許されておりますけれども、
その条件以上に追加的な措置を要求することが難しくなるのではないかと私どもは懸念
しているところでございます。 
 わかりにくかったかもしれませんが、先へ進ませていただきます。 
 今のような条件が何を意味しているか、具体的に、生きた牛を輸入する際に要求すべ
き事項で見てみたいと思います。 
 要求すべき事項というのは、その国のリスクの程度に応じて変わってくるわけです
が、ここでは高リスク国、ＢＳＥの対策をほとんどとっていない発生国から生きた牛を
輸入する場合に、輸入国の当局は輸出国に何を要求すべきであるかを書いてございま
す。 
 まず、輸出国のＢＳＥの拡大防止措置として、フィードバンが効果的に実施されてい
ること。フィードバンといいますのは、反芻動物由来のタンパク質を餌として使わない
措置、給与を禁止する措置のことを言っています。ご存じのとおり、ＢＳＥというのは
反芻動物由来のタンパク質、感染した牛由来の動物性タンパク質の中にプリオンが入り
込んでいて、それを経口的に摂取することによって感染すると言われておりますので、
この感染を防ぐために、まずこのフィードバンが非常に重要になってきます。これが効
果的に実施されていることを、まず相手国へ条件として要求しなければいけないとなっ
ているわけです。 
 それから、輸出される牛については、感染牛ではないこと、感染牛を排除することが
求められておりまして、そのために３つのことが要求すべき事項として掲げられており
ます。 
由来する牛が飼養されていた農場まで追跡できる個体識別制度が機能していること。感
染牛、その産子及び同居牛の完全な処分。輸入する個体はフィードバンの効果的な実施
２年後以降に生まれた個体であること。このような幾つかのことを輸出国に証明させる
ことを前提として、貿易がなされることになっているわけです。 
 次に、ＳＲＭの変更についてのご説明に入りたいと思います。 
 ＳＲＭというのはスペシファイド・リスク・マテリアル──特定危険部位と訳されて
おりますが、これに関しまして、今回も見直しの提案が出されています。 
 この「特定危険部位」の定義につきましては、これまでも何回かの改正が行われてき
ておりまして、部位の拡大とか月齢の変更等もありましたが、今回の提案におきまして
も、この表の中で四角で囲まれている部分の改正案が提案されております。 
 具体的には、下の方の中リスク国、高リスク国についての改正になっておりまして、
まず、中枢神経に関連する部位として、すべての中枢神経系の部位、すなわち脳、眼
球、脊髄、頭蓋骨、脊柱、これらについて従来「６カ月齢以上を除去すべき」となって
いましたのを「12カ月齢以上のみ」に限定する内容になっております。一方、現在「回
腸遠位部のみ」をＳＲＭとしていますが、これを「腸全体すべて」とし、また、すべて
の月齢のものから除去すべきという内容になっております。 
 次に、サーベイランス基準の明確化による強化に入ります。 



 生きた牛がＢＳＥにかかっているかどうか、現在の技術では判定することができませ
ん。したがいまして、死んだ牛からサンプルを採取して、それがプリオンを持っている
かどうかによってＢＳＥの判定をするという手法をとらざるを得ないわけでございま
す。そういったＢＳＥ検査によりまして、その国の中にＢＳＥがあるのかどうか、ある
とすれば、どの程度の割合でＢＳＥに感染している牛が存在するのかどうか、そういっ
たことを把握するために行われるのがサーベイランスでございます。 
 現在のＯＩＥのコード上は、原則としてＢＳＥ様症状牛──ＢＳＥにかかった牛が示
す典型的な症状、一般的には中枢神経症状と言いまして、フラフラしたり、クルクル回
ったり、そういった症状が出る場合がありますが、そういったＢＳＥ様症状牛を対象と
して検査を行う。 
 なおかつ、必要なサンプル数につきましては、その国の牛の飼養頭数ごとに、この表
のように規定されています。30カ月齢以上の牛ですが、50万頭規模の国においてはサン
プル数は50頭、一番大きい4,000万頭規模、これは米国を想定していると思われますが、
433頭ぐらいのサンプル数、現在のＢＳＥコードではこのように規定されておりまして、
ＢＳＥコード上は、このサンプル数の検査を行えば必要なサーベイランスを行ったこと
になります。 
 ただし、このサンプル数をとることができなかった場合には、次の表を見ていただい
た方がいいかもしれませんが、カテゴリーとしましては、このＢＳＥ様症状牛のほかに
リスク牛、通常と畜牛というものがございます。現行の規定におきましては、ＢＳＥ様
症状牛で必要なサンプル数がとれなかった場合には、リスク牛なり通常と畜牛の検査に
よって補充してくださいという考え方になっております。しかしながら、現在では、そ
ういった場合に何頭のリスク牛なり通常と畜牛を検査すればいいのか明確ではないとい
う問題がありますので、今、ごらんいただいています表の中で、その換算に当たっての
基準が明確化されています。 
 ここでリスク牛といいますのは、農場で死亡してしまうような牛ですとか、いわゆる
ダウナーと呼ばれますような病牛、そういったものが含まれますが、このリスク牛の場
合、リスク牛100頭のサンプルをとった場合にＢＳＥ様症状牛１頭と見なしましょうとい
う、100倍という換算係数が提案されております。通常と畜牛、いわゆると畜場でと畜処
理され、一般的には食用に回る牛ですが、これについては5,000倍なり１万倍、5,000頭
から１万頭やった場合にＢＳＥ様症状牛１頭分と見なすという考え方が示されておりま
す。 
 この100倍なり、5,000倍から１万倍という数字につきましては、先日の専門家会合で
もご議論いただいたんですが、これまでの、特にヨーロッパ──ＥＵにおけるＢＳＥ検
査の実績からデータをとりまして、このような倍率が設定されたと説明されておりま
す。 
 このような現行のサーベイランス基準の問題点について、ここに２点書いてございま
すが、「ＢＳＥに感染した牛はＢＳＥ様症状を示している牛の中にいる」という現在で
は非現実的な仮定を導入することによって、必要サンプル数を劇的に低く見積もってい
ることが１点。それから、サーベイランスを真面目に行えば行うほどＢＳＥのステータ
スが悪化するとともに、サーベイランスを真面目に行っておらず感染状況の正確な情報
のない国については、ステータスが高く維持されてしまう。この２つの問題点が考えら
れています。 
 １つ目について申し上げますと、従来、特にこの病気はイギリスで1986年ぐらいから
発生が見られておりまして、発生当初は、まさにここで言われていますように、ＢＳＥ
の感染牛は、ほとんどがＢＳＥ様症状を示したものから見つかったわけです。しかしな
がら、皆さんもご存じのとおり、これまで我が国で11頭のＢＳＥ陽性牛が見つかってお
りますけれども、それらについては、典型的なＢＳＥ様症状を示したものは実はござい
ませんで、一部、先ほどのリスク牛に該当するような牛はおりますけれども、大半は通
常のと畜牛から発見されています。したがいまして「ＢＳＥというのはＢＳＥ様症状牛
から見つかるんだ」という前提が、そもそも日本の場合には当てはまりませんし、ヨー
ロッパのイギリス以外の国でも、ＢＳＥがどういったグループから見つかっているかと
いうのは、国ごとに大分事情が異なっております。したがいまして、このサンプル数を
見積もるに当たって置かれている前提が、そもそも実態に合わないのではないかという
問題点がございます。 
 ２点目の問題点は、もう書いてあるとおりですが、わずか数百頭のサンプルをとっ
て、その中で幸いＢＳＥの感染牛が見つからなければ、ＯＩＥコード上は、その国には
ＢＳＥが存在しないことを証明したことになりますが、もしその国にＢＳＥが存在する



とすれば、真面目に頭数を増やせば増やすほど見つかる可能性が高まるわけです。です
から、努力をして１頭見つかった途端にステータスが悪くなる、そういう問題がござい
まして、それぞれの国にとってみれば、ＢＳＥ検査頭数を増やすというインセンティブ
が全く働かない仕組みになっているという問題がございます。 
 また、先ほどＢＳＥ様症状牛、リスク牛といった分け方をしましたが、現場におきま
しては、実はこれは必ずしも明確に分けられない場合もあろうかと思われます。例え
ば、アメリカは昨年２万頭の検査をしておりまして、ＯＩＥ基準の47倍検査をしている
という説明を繰り返ししています。これは２万頭を433頭で割った数字ですけれども、そ
の中身が本当にＢＳＥ様症状牛であったかどうかは非常に疑問があるわけです。ですか
ら、47倍という数字にも私どもは疑問を持っておりまして、そのことについては従来か
ら米国側と議論しているところでございます。 
 次に、来年以降の課題ですが、カテゴリーの簡素化でございます。 
 左側は現行のカテゴリーでございまして、まずは大きく、ＢＳＥが発生しているか否
かで、上にあります未発生グループと、下の発生グループに分かれております。 
 未発生グループは、フィードバン、サーベイランス等の実施年数が７年とか８年とい
う一定の年数以上である場合には清浄国となり、それに満たない間は暫定清浄国という
ステータスに該当します。 
 ＢＳＥが発生しているグループにつきましては、発生率がその国で飼われている牛100
万頭のうち１頭を超えるか否かという基準がございまして、これによりまして最小リス
ク国、中リスク国に分けられることになっています。これらのいずれにも該当しない国
は、一番下の高リスク国となります。 
 来年の総会に向けて、このカテゴリーを簡素化することを議論していこうということ
になっておりまして、その簡素化の方向として、リスク評価とサーベイランスの結果の
みに基づいて、大きく３つのカテゴリーに分けてはどうかという提案がなされていま
す。 
 その３つのカテゴリーというのは、先ほども言いましたが、無視できるリスク、管理
されたリスク、不明なリスクとなります。 
 なお、この考え方自体も、まだこれから議論されるわけですけれども、こういうカテ
ゴリーになった場合でありましても、それぞれのカテゴリーに属する国がどのようなリ
スク管理措置を講ずべきかについては、現時点ではまだ十分議論されておりませんで、
今後、このカテゴリーの見直しと合わせて議論が必要な内容になっております。 
 そういった意味では、先ほどご紹介いたしました、特にＳＲＭの変更のような議論は
カテゴリーの分け方と密接に関連するテーマでございまして、私どもとしては、本来で
あれば、カテゴリーの簡素化に向けた来年までかけて十分議論すべきではないかと考え
ているところですけれども、事務局からは、ＳＲＭのような新たな科学的な知見が得ら
れたものについては順次見直していきたいということで、このような提案がなされてい
るところです。 
 以上で資料１のご説明を終わりますが、資料２につきましても簡単にご説明したいと
思います。 
 資料２は、「ＯＩＥ：ＢＳＥコード改正に関する主要論点」でございます。 
 既に今のご説明の中で触れたところも多いので、簡単に読み上げてご説明にかえさせ
ていただきます。 
 まず１、安全物品規定の変更でございます。 
 「安全に貿易できる」との記述につきましては、①として、ＢＳＥは科学的に未解明
な点が多く、カテゴリー区分やそれに関する管理措置（ＳＲＭの範囲も含む）もたびた
び見直されている中で、「安全」とする科学的根拠は十分かどうか、②としてＢＳＥの
発生等により管理措置が突然変わり得るにもかかわらず、「安全に貿易できる」とする
ことは妥当かどうかという２つの問題点がございます。 
 次に、２、ＳＲＭの定義の変更について。 
 まず、腸の範囲を「回腸遠位部」から「腸全体」に拡大することについて、①とし
て、腸のリスクに関する科学的根拠はどうなっているか、②として、改正案の背景は、
西欧諸国では腸の価値が低く、と畜場で回腸のみを除去することは主に処理効率の面で
困難なことにあり、的確な除去を行えば問題ないのではないか、このような問題があろ
うかと思います。 
 月齢の見直しに関しましては、科学的根拠が十分とは言い難く、我が国における若弱
牛のプリオン感染試験の結果等も踏まえた議論が必要ではないかと考えております。 
 ３、サーベイランス基準の明確化でございます。 



 まず、現行サーベイランス基準には、以下のような問題があると考えています。①と
して、ＢＳＥはすべてＢＳＥ様症状牛から見つかることが前提となっていること、②と
して、検査頭数を拡大すればするほどステータスが悪化する一方で、逆にサーベイラン
スを十分に行わず現状の正確な把握が行われていない国のステータスが維持されてしま
うこと。 
 したがいまして、このサーベイランス基準の明確化案につきましては、まず、ＢＳＥ
症状牛で不足する場合の検査頭数の考え方を明確化し、検査頭数を増やす効果があるこ
とから一定の評価はできると考えております。しかし、②として、換算方法について十
分な根拠があるのか、③として、我が国の経験に照らして実態に合わないのではない
か、④として、さらなる抜本的な改善が必要ではないかといった問題点があろうかと思
います。 
 最後に、４、カテゴリーの見直しでございます。 
 これは次期総会の議題になる見込みでございますが、まず、科学的根拠に基づき、各
国のリスクをできる限り客観的かつ正確に把握できるカテゴリー区分とすべきでありま
して、これに関連して、サーベイランス基準の抜本的な改善を行うべきではないかと考
えております。このための議論は、可能な限り透明で開かれた議論により行われるべき
でありまして、我が国からは、専門家の派遣等を含め、積極的に貢献したいと考えてい
るところでございます。 
 以上、本日の資料について概略をご説明させていただきました。 
 
○姫田（農林水産省） お疲れさまでした。 
 確認ですが、今の資料２は、我が国のリスク管理機関として、今回のＯＩＥの基準改
正に関する問題点を挙げたものと考えてよろしいでしょうか。 
○釘田（農林水産省） はい。 
○姫田（農林水産省） ……ということでございますので、今日はこの資料２について
順次意見交換していきたいと思います。 
 その前に、今、釘田からご説明いたしました内容、あるいは資料２の主要論点につい
てご質問がございましたら、まずお受けしたいと思います。 
○原（消費者） 説明ありがとうございました。 
 一つは、現時点において各国でＢＳＥ対策は大分違うようですが、ＯＩＥのＢＳＥコ
ードというものは、共通のものとして完全に受け入れられるものとして位置づけられて
いるのか、それともどこの国でも大体受け入れられるような最低限のものとして設定さ
れているのかを伺いたい。 
 もう一つは、検査方法についてですけれども、輸入の際に要求すべきとされる事項な
どに書かれている生前検査というのは、臨床検査の範囲なのかなという気もするんです
が、どういうものなのかということと、サーベイランスの検査方法、これは陸生動物マ
ニュアルに書かれているようなことが出てきますけれども、具体的にはどういった形で
決められているのか、おわかりになったら教えてください。 
○旦（食肉関連事業者） １点目は、この改正案がＯＩＥ総会において決議される際
は、例えば多数決だとかそういったことで決議されるのか。 
 ２点目は、改正の１項目目の物品についてでありますが、その中に条件付安全物品と
いうのがありまして、生体牛、それから牛肉及び牛肉加工品等４アイテムありますけれ
ども、この中で、タン及び臓器ですね、内臓肉。これについてはどのような扱いになっ
ているのか確認したいと思います。 
○飛田（消費者） このＯＩＥの素案をつくられる過程で、費用対効果というような概
念は導入されているんでしょうか。それが１点です。 
 それから、文言についてなんですが、例えば「安全に貿易することができる」という
言葉がここにございますけれども、この文言については具体的な作成委員会の手続があ
るんでしょうか。 
 もう一つは内臓に関してですけれども、たしかイギリスで1989年でしたか、そのころ
から腸については使用しないという方針が出されていたように資料で見かけたことがご
ざいますけれども、今回のこの措置はどのような背景があって提案されたものなのか、
その点についてお聞きしたいと思います。 
○山浦（消費者） ＯＩＥの作業グループの中で、家畜生産食品安全グループあるいは
動物福祉グループというのがございますけれども、こういった作業グループでいろいろ
検討なされたことが、今回のＢＳＥの対策、特に管理の中で私は非常に重要な影響を及
ぼすべきだと思っています。その検討作業は十分に今後もなされる可能性があるかどう



か、今回のＢＳＥルールへの影響はどうか、その点をお伺いしたいと思います。 
○和田（消費者） 飛田さんの質問にも重なってくるんですけれども、ＳＲＭの定義の
変更のところで「西欧諸国では腸の価値が低い」と述べられておりますが、そのほかの
国での腸の価値というのはどうなっているか伺いたいと思います。 
 それから、ＯＩＥコードの策定の手続のところで、アドホック委員会の議論はクロー
ズと述べられておりますけれども、このクローズに関しては参加各国が納得いくような
理由が示されているのかどうか、それを伺いたいと思います。 
○姫田（農林水産省） まず、釘田の方から答えられるところにお答えしていきます。 
○釘田（農林水産省） 質問のご趣旨がわからなかったものや、私では答えられない部
分もありますので、そこは補足していただきたいと思います。 
 まず最初は、ＢＳＥコードが各国共通のもの、あるいは最低限のものなのかというご
質問だったと思います。 
 これはご説明の中でも触れたつもりですけれども、ＢＳＥという病気は、1986年にイ
ギリスで見つかって以降、まだ非常に歴史も浅い病気ですし、病気に関する知見はほと
んどヨーロッパにしかなかったわけです。ですからヨーロッパ、特にイギリスで得られ
た知見に基づいて議論がなされてきて、それがまずヨーロッパに広がり、それから日本
でも出て、北米にも出たという経過をたどっているんですけれども、いずれにしても、
ＢＳＥに関する対策をＯＩＥの中で議論するに当たっては、ほとんどイギリスで得られ
た知見に基づいてなされているということは言えると思います。 
 ただ、この病気がそのほかの国に広がるのを防ぐためのルールづくりなわけですか
ら、実際には開発途上国がほとんどを占める加盟国の中でどういったルールをつくるの
かというのは、非常に難しい議論になります。 
 そういった実態の中で、先ほど来ご説明しているようなコードができていて、５つの
カテゴリーごとに「牛の産品を貿易するときはこういう条件を用いなさい」と規定され
ているんですが、それをきちんと守って貿易がなされているかというと、実態はほとん
どそうなっていないわけですね。ですから、今のところは、極端に言えば、現在のＯＩ
Ｅコードというのは机上の理屈にとどまっている。ちょっと言い過ぎかもしれません
が、現状ではそういった部分があろうかと思います。 
 ただ、ＢＳＥが今、世界でどれぐらい広がりを持っているのか、実は先ほどサーベイ
ランスのところでも申し上げましたが、これは検査しなければ見つからないわけですの
で、まだ見つかっていないだけの国も、実はかなりあるのかもしれません。その辺は何
とも言えないわけです。そういった世界各国にも影響を及ぼし得るコードなわけですか
ら、これをできるだけ実態に合ったものにしようという努力は、今、行われている最中
だと言えると思います。 
 そこで、このコードがどういった性格のものかということですが、私の理解では、結
局これが各国に対して拘束力を持つというのは、ＷＴＯを通じて拘束力を持つわけで
す。各国が、貿易の際の検疫措置として輸出国に過大な要求を突きつけている場合に
は、これがＷＴＯに違反すると見なされる可能性が出てくるわけです。しかし、その措
置が科学的に正当なものであるという証明ができれば、それは認められる余地があるわ
けです。そこは実際に紛争処理の手続を踏まえてみないと、どちらが正しいか、どちら
に軍配が上がるかわかりませんが、そういった意味では、ＯＩＥコードというのはその
ベースになるものですから、最低限──と言っていいのかどうか、はっきりとはわから
ないんですが、一つのガイドラインを示しているものだとは言えると思います。ですか
ら、それに上乗せした措置をとることが概念としては認められているということは言え
ると思います。 
 ただし、これも先日の専門家会合で議論があったかと思いますが、実際の従来のＧＡ
ＴＴなりＷＴＯの世界で紛争処理の手続に入った場合、ここで言われている国際基準に
対する上乗せ措置が認められた例はほとんどないそうでして、それが科学的に正当な措
置であることを証明するのは非常に難しいと言えようかと思います。 
 お答えになったかわかりませんが、以上が１番目です。 
 ２つ目は、検査方法。生前検査というのは、まさにと畜場においてと畜検査員が行う
臨床検査のことでいいかと思います。 
 サーベイランスにつきましては、ＯＩＥコードの中で、附属書の中でサーベイランス
の規定も定められております。これは必要であればおっしゃっていただければ提供でき
ると思いますが、サーベイランスの考え方、サンプル数をどうするかとか、サンプルの
とり方をどうするというようなことが規定されております。 
○原（消費者） ＢＳＥ検査の方法です。 



○釘田（農林水産省） ＢＳＥ検査の方法ですか。失礼しました。 
 これは……、では、後で補足していただきます。 
 わかるところだけ先にご説明してしまいますが、ＯＩＥにおける総会の決議が多数決
かどうかというご質問だったかと思います。 
 ルール上は、もちろん多数決によることができるのですが、一般的にはコンセンサス
を目指すというやり方がとられているようでございまして、これは国連機関も含めて、
国際機関というのは大体そのようです。議論が対立した場合でも、できるだけ議論を尽
くしてコンセンサスに最大限努力するのが通常の国際機関での慣行でございますので、
ＯＩＥにおいてもそのようなことが行われておりまして、こういうコードの採択では、
実際に多数決、選挙で採択するかどうか決めた例は恐らく余りないと思います。例えば
事務局長を選ぶとか、委員を選挙で選ぶというときはもちろん選挙になろうかと思いま
すが、こういったルールの改正などに当たっては、慣例として、原則コンセンサスによ
ることになっていると思います。 
 それから、タンなり臓器の取り扱いでございます。 
 これは、いわゆるＳＲＭとしてＯＩＥコードの中で定義されたものについては、貿易
に当たって、ああいういろいろな条件がつくわけですけれども、それ以外の可食部位に
ついては、肉と同じ取り扱いだと理解されています。 
 それから、費用対効果という概念が用いられているかどうかということについてです
が、私自身はこのことについて、きちんとしたお答えができません。これは動物なり人
間の健康にかかわる問題でございますので、基本的には、費用対効果というよりも、そ
のものが動物なり人間にリスクがあるかどうかという観点で行われていると思います
し、そういった議論がベースにあります。最後の判断のところで、どこで線を引くかと
いうときに、費用対効果という考えが全くないかと言われますと、ちょっと自信がござ
いませんが、基本的には、そういうリスクに関する科学的な根拠に基づいたルールづく
りが行われていると思います。 
 それから、「安全に貿易できる」といったような文言の作成の手続というお話だった
かと思います。 
 先ほどご説明したように、基本的にはコード委員会でこの規定を作成いたしますの
で、選挙で選ばれたコード委員会の委員に原案が提示される。その前段としてアドホッ
ク委員会のような、特定の分野の専門家の間でいろいろ議論をして、それをインプット
した上でコード委員会が作成することになっています。 
 それから内臓のお話、これはご質問の趣旨がよくわからなかったので、どなたかにお
答えいただきたいと思います。 
 次の山浦さんのご質問も把握できませんでした。すみません。 
 それから、腸の価値の問題です。 
 これもどなたか詳しい方に補足していただきたいんですけれども、これは恐らく国ご
とに大分事情が違いまして、ヨーロッパでも、ほとんど食べない国と結構食べている国
があるようでございますから、国によって大分違うんだろうということしか、今、私に
は申し上げられません。 
 アドホックがクローズドだということについてのご質問がございました。 
 このＯＩＥというのは非常に伝統のある機関ですが、従来から、非常に専門性の高い
分野であるということで、必ずしも──例えば、ＢＳＥの専門家と言っても世界的に本
当に数えられるぐらいしかいないのです。各病気について本当の意味での専門家、世界
でトップクラスの専門家というのは非常に限られてしまいますので、そういった専門家
を事務局長が指名して、その専門家は国を代表するのではなくて、個人の資格なり個人
の知見をもってこういった基準づくりに貢献するという観点でやられてきたんだと思い
ます。ですから、それにはそれなりの合理性があったと思いますが、私どもから見れ
ば、やはりこれは少し透明性に欠けるのではないかと感じているところでございまし
て、このようなことについては従来から機会をとらえて、事務局にも、もう少し透明性
を高める努力をすべきであるということを働きかけているところでございます。 
 私からは以上です。 
○姫田（農林水産省） もう少し補足していただきます。 
 まず、サーベイランス等をやるときの検査方法を具体的にということでございますの
で、品川先生、お願いできますでしょうか。 
○品川（アドバイザー） サーベイランスの検査というのは国だとかによっても違いま
すし、サーベイランスと言いましても大分いろいろありまして、私の理解している範囲
では、アメリカなどはサーベイランスといいますと、病気になった、怪しい、ＢＳＥが



疑われる動物を病理組織学的に調べ、さらに免疫組織学的に調べるという形のサーベイ
ランスですね。日本でも、2001年の発生までの主たるサーベイランスというのは、やは
り病理学的なものが先に立っていた。これはイギリスでそういう形で進んでいたから、
仕方がないだろうと思います。 
 ただ、そこのところで、今後は食肉になる牛が対象になって、いわゆる食の安全とい
う問題が入ってきますとどうしても、通常の組織学的な検査は時間がかかりますので、
もう少し迅速な方法と。その方法としてヨーロッパで取り入れられたのがエライサー法
と、もう一つ、スイスのプリオニクス社で開発されたウエスタンブロット法。ただし、
このウエスタンブロット法は、非常に短時間で調べなければいけないという迅速性に主
眼を置いたために、感度はそれほど高くありませんが、一応この２つの方法が迅速法と
して取り入れられているわけですね。 
 さらに、そこのところで陽性のものであれば、確認検査としてエライサーでスクリー
ニングを行えば、それ以外の方法で検査を行う形で確認検査が行われている。 
 日本のことに関しては、ご存じだと思います。 
○原（消費者） ＯＩＥでは、具体的には決めていないということですか。 
○品川（アドバイザー） そう思います。 
○姫田（農林水産省） ＯＩＥの具体的な採決というか、決め方について、私どもの小
川調査官から補足させていただきます。 
○小川（農林水産省） 消費・安全局総務課調査官の小川でございます。 
 釘田からコンセンサス方式というご説明をしましたが、もしこの「コンセンサス」と
いう言葉の意味を「全員が同意している」あるいは「少なくとも積極的な反対者はいな
い」という意味にとられたのであれば、それはちょっと違いますので、訂正させていた
だきます。 
 すなわち、ＯＩＥではまずジェネラルルールで、単純多数決で決めることが決まって
おります。現実の議事運営の場では、議長なり副議長が会場の雰囲気を見つつ議決を進
めていく。すなわち、百数十人おられるわけでございまして、その中で二、三の国が反
対をしていても、これは採決に持ち込めば通りますので、そういうときには、この案は
通ったと判断していきます。したがいまして、後ろから申し上げますと、反対者が少数
あっても通ります。そういう意味においてのコンセンサス方式であるとご理解いただき
たいと思います。 
○姫田（農林水産省） あと費用対効果の話がありましたが、山内先生、ＯＩＥという
のは純粋に、いわゆる評価機関と位置づけていいかと思うんですが、そうすると、費用
対効果という観点はないと考えてよろしゅうございますでしょうか。 
○山内（アドバイザー） 私は1980年代終わりから10年近くＯＩＥのワーキンググルー
プのメンバーでした。特にこういった問題にはかかわっていなかったんですが、これも
一応、科学的な評価をするという視点で現在も行われているんだろうと思いますから、
その中でコストベネフィットという話は、多分、出ていないと理解しています。 
 ただ、現在のようなフードセーフティにかかわる問題にＯＩＥが取り組むようになっ
たのは、ごく最近の話ですから、そこでどういう議論が行われているのかは知りませ
ん。 
○姫田（農林水産省） 要するに、評価機関と位置づけるのであれば、当然、費用対効
果のお話というのはないだろう、費用対効果を考えるのは管理機関であろうと思いま
す。 
 あと腸のお話について、どなたか。 
○山内（アドバイザー） 先ほどの話で、まずイギリスのことから口火を切られたんで
すが、イギリスが特定臓器という、今で言う特定危険部位を決めた1989年は、まだＢＳ
Ｅの病原体がどこにあるかわかっていない時代で、そのときにはスクレイピーでわかっ
ていることに基づいて対策を決めたわけです。 
 それから後、英国で野外で発病した牛、さらには感染実験を行って、何カ月かごとに
殺処分して臓器を集めて調べた感染性の分布に基づいて特定危険部位が決められていっ
たわけでして、そのときに、最初、野外で発病した牛について見たときは、実は腸は回
腸遠位部も、近位部というもっと上の方も、感染性は見つかっていなかったんです。た
だ、感染実験をやってみたところが、６カ月目に回腸の遠位部にのみ感染性が見つかっ
て、そこで回腸遠位部をあらゆる年齢について危険部位にするという対策がとられた。
ですから、これは1990年代半ばになってからです。 
 ついでですが、今回、すべての腸の部分が特定危険部位になっておりますが、実験事
実としては、新たなものは出ておりません。やはり感染実験で回腸遠位部に感染性が見



つかっただけです。ですから、変わっていないということです。 
○姫田（農林水産省） 山浦さんのご質問ですが、もう少しつけ加えて、もう一度お願
いできますでしょうか。 
○山浦（消費者） 先ほどのお話の中で、ＷＴＯの今の体制の中で、このルールが国際
的なルールとして貿易障壁である、そういった主張に利用されることになるわけですけ
れども、その際に、さまざまなほかの要素も考えて各国で管理することもあり得るわけ
です。その際に、ＯＩＥの中で家畜生産食品安全グループとか動物福祉グループの作業
が行われていると思いますので、そういう要素を管理の話の中に入れる必要があると思
いますので、そういう作業が進んでいるかどうかお伺いしたかったんです。 
○姫田（農林水産省） 担当の中田からお答えさせていただきます。 
○中（農林水産省） 事務方からお答えさせていただきます。 
 そのあたりについては、確かに議論は進んでいるのですが、いまだに一切アウトプッ
トが出てきておりません。かつ今回のＢＳＥコードが出てくるに当たっては、そのあた
りでの議論は一切行われておりません。 
 ＢＳＥコードに関しては、先ほど室長が紹介させていただきましたアドホックグルー
プという少数の科学者から成る部分と、あとコード委員会で議論がなされて、出てきた
ものでございます。 
 あと、二、三補足させていただきたいんですが、先ほど費用対効果が導入されている
かというご質問で、山内先生から、80年代についてはその辺の議論は余りなかったとい
うことでしたが、今回のＢＳＥコードについて申し上げますと、もう費用対効果は思い
切り考慮されていると考えた方がいいと思います。 
 というか、リスク評価機関として客観的に、科学的証拠に基づいて議論しているの
か、むしろ貿易促進のためにいろいろルールを変えようとしているのか、よくわからな
いといったところだと感じております。 
 あと、条件付安全物品について、臓器なりタンなりが今回どのような扱いになってい
るのかという部分についてですが、これは条文を厳密に読みますと、条件付安全物品に
含まれております。ただし、我々が条件付安全物品について、ＯＩＥに「これだけの措
置をとれば本当に安全なんですか、どういう科学的証拠で言っていらっしゃるんです
か」と問い合わせたところ、返ってきた答えでは、感染した牛の筋肉をとってきてマウ
スの脳とかお腹に注射で入れて、何カ月かたってマウスが感染するかどうかという実験
方法があるんですが、それをやったところ筋肉は感染しなかったということを根拠に挙
げておりまして、では、タンとか臓器はどうなんだと聞いたら、それには答えとして何
も返ってきていないということもございまして、条文上の整理がきちっとなされないま
ま、こういうふうな改正を行っている可能性はございます。 
○姫田（農林水産省） では、追加でご質問をいただきます。 
○神田（消費者） 条件付安全物品について、「ステータス毎に規定された条件さえ充
たされていれば」と簡単に書いてあるわけですけれども、安全物品とするからには、か
なり厳しい条件と、それが守られているかどうか確認できなければいけないと思います
ので質問したいんですが、例えば「フィードバンの効果的実施」という言い方をしてお
りますけれども、何をもって効果的な実施とするのか、この条件とか内容は決められて
いるのかが１つです。 
 もう一つは、ＳＲＭの変更のことなんですが、腸については実験的事実として感染性
がないという中で、全年齢というところに位置づけられています。逆に、脳とか目とか
その他のところは12カ月以上に緩められていることとの関係で、感染性が認められてい
ないものがより厳しいことと、脳と言ったら非常に重要な部分だと私は思うわけですけ
れども、それが12カ月以上に位置づけられているという、私から見ると非常にわかりに
くいというか、理由がわからないので、その辺をもう一度教えていただきたいと思いま
す。 
 腸全体が入ったことについては、食品として余り重要視されていない国々の感覚があ
るのではないかといった説明がありましたけれども、そういった理由でＳＲＭの位置づ
けが決まるとなると、何かおかしな感じがいたしますので、その点について。 
○姫田（農林水産省） 山内先生がご都合で退席されるということなので、今のＳＲＭ
の変更について、先にコメントをいただきたいと思います。 
○山内（アドバイザー） まず、脳が６カ月から12カ月になる。この６カ月というのは
英国が1989年に決めたものであって、感染実験とか、いろいろなデータがない時代に決
められたものです。そして、６カ月に対応していたところは中リスクまでですね。これ
を12カ月にした根拠は、確かに特にないんだろうと思います。結局、ＥＵが1990年代半



ばから12カ月でやるということ、実際にＥＵが実施したのは2000年からですが、それに
右へ倣えしただけではないかと思います。 
 腸に関しては、おっしゃるとおりだと思います。 
 もう一つ私が思いますのは、この「30カ月以上」という現行のところは変わっていな
いんですね。むしろこれを12カ月に引き下げるべきだろう。そこが議論になってこない
こと自体がおかしいのではないかと思います。 
○姫田（農林水産省） ありがとうございました。 
 では、続いてご質問をお願いします。 
○山田（外食産業事業者） 全国焼肉協会でございます。 
 ＳＲＭの見直しについて、山内先生もおっしゃってみえたんですが、定義の変更とい
うことで、現行の「回腸遠位部」を「腸全部」に変えると載っていますね。ＯＩＥのコ
ード変更については科学的に正当な理由が立証できなければならないと述べておるわけ
ですが、今、見ている資料によると、ただ「欧州では需要がない」とか「処理が困難だ
から除外」こんな話は科学的でも何でもない、無茶苦茶な話であります。 
 我が日本の焼肉の需要は、通称ミノ、ホルモンというのが非常にニーズが高いんです
ね。もし腸全部だめだということになりますと、焼肉業界あるいは一般消費者に大変な
影響を与えます。焼肉業界は壊滅的な打撃を受けることになりますので、これはお願い
であり、質問でもありますが、事務当局は断固ＯＩＥに対して──本当は先端部の50セ
ンチを除去すれば安全なんですが、一応２メートルになっていますから２メートルは容
認するにしたって、腸全部を除去するなんていうことはとんでもない話でありますの
で、どうしてこういうことになったのか、おわかりであればお答えいただきたい。 
 それから、国際基準のＯＩＥコードを超えることは結構だけれども、先ほど申したよ
うに、科学的根拠がなければならない。そうすると、日本で今、盛んに皆さんが言って
みえる全頭検査というのは一体どういう根拠なんだと。私が知っている範囲では、2001
年９月に国内のＢＳＥが発生して、大騒ぎして、その緊急避難で、応急措置で全頭検査
をやったのであって、本来は牛肉の安全が確保されればそれで十分なんです。その安全
確保が難しいんでしょうが、全頭検査というのはあくまで手段であって、あたかもそれ
が目的のようになってしまっていることもおかしいのではないかということであります
ので、ここで日本も、科学的根拠がないなら全頭検査といった看板をおろして、ＯＩＥ
ならＯＩＥで科学的根拠に基づいた議論をやって、新しい改定策をぜひともまとめてい
ただきたいということでございます。 
 この腸全部除去というのは、さっき山内先生も、その後、検査をやっても全然変更な
い、問題ないとおっしゃってみえたんですが、どうしてこういうことが改定案に出てく
るのか全く理解できませんので、おわかりであればぜひお答えいただきたい。 
○福岡（食肉関連事業者） 私ども、流通、販売をしている組織団体です。 
 2001年９月10日に発生して、それから食肉センターで全頭検査をやっておるわけです
が、結構手間がかかる。それと、４部位を焼却しているわけです。これは生産者団体に
負荷させているわけですね。頭を焼却する、目玉を焼却する。今回は、結局は脊髄、背
根神経節をやる。これに対しては流通業界が背負ってほしいというふうなことで、これ
が回腸まで全部やりますと5,000円ぐらいかかるわけです。食肉センターで豚のと殺料を
100円、200円上げるのは大変、牛にしてみれば1,000円上げるのは大騒ぎという現状にあ
るわけです。それをあえて生産者組織は受けて、今、現に行っているわけです。 
 頭骨と脊髄、背根神経節、回腸を除去すればいいということであれば、それは除去す
ることは結構ですが、結局は、ＵＳビーフを完全にとめてしまうということには当ては
まらないのではないかと思っておるわけです。現実には、そういうふうなものを除去す
れば問題ないと私は思うわけです。 
 それと、東南アジア、アジアは、腸、内臓を主として結構価額がいっておるわけです
ね。みんな主食にしているわけですから。回腸さえ除去すれば、腸全体を除去するとい
うふうなことには当てはまらないのではないか。これを皆さんで理解しないと、やはり
今後、問題ではないかと思いますので、先生方のお話もあろうかと思いますが、ひとつ
皆さんで統一見解を出していただきたいと思っております。よろしくお願いします。 
○姫田（農林水産省） 話が意見交換というような方向に流れてきておると思います。 
 まず、神田さんの、フィードバンの効果的実施というのは何をもって言うかという点
について釘田から、また、回腸あるいは全頭検査の件はリスク管理的な話もあるかと思
いますので、ＳＲＭの焼却とあわせて、厚生労働省の道野さんに答えていただきたいと
思います。 
○釘田（農林水産省） フィードバンの効果的な実施の内容については、今のＢＳＥコ



ードの中ではこれ以上の定めは何もございません。ＢＳＥのＯＩＥコード自体が、先ほ
ど来申し上げていますように、一つのガイドライン的な役割を持っているということで
ございますから、これは具体的に２国間で貿易の取り決めをするときに、相手国が効果
的なフィードバンを行っているかどうかは、当時国同士で相手国を評価する手続が必要
になってくるわけです。ＯＩＥの事務局が「あなたの国はこのカテゴリーですよ」とや
るものではないんです。貿易当事国同士で相手国のリスク評価をするという手続が必要
になってきます。 
 そういう意味では、輸入国の水準が低ければフィードバンの水準が低くてもいいのか
もしれないし、高い国は高いものを要求するかもしれない。それは当事国間の議論で決
まってくるものだと理解しています。 
○道野（厚生労働省） 幾つかあったんですが、まず、腸の話が一番、直接ＯＩＥコー
ドの話ですので、これからいきたいと思います。 
 基本的には農水省の方でＯＩＥの窓口をされているということで、間接的に情報を受
けている中での話としては、背景事情としては、結局、最近何か新たなことがわかった
わけではなくて、山内先生もおっしゃっていたとおり、要するにスクレイピーの関係
で、腸のリンパ組織にリスクがあるのではないかと考えられていて、それで、牛でも腸
全体を含めた方がいいのではないかという意見があると聞いています。 
 前はスクレイピーの知見をもとに規制していたものを、だんだんＢＳＥのことがわか
ってきたので、わかってきたところに関してはどんどん牛の知見に切り換えていくとい
うのが全体の傾向だと思うんですけれども、そういった意味では、背景事情としては何
か腑に落ちないなと感じています。 
 ただ、対処の方針については、まさにこういったリスクコミュニケーションを含め
て、今後、行政機関の方で整理していくことになっていますので、今のところ、どう対
処するかは決まっておりません。ご意見は伺いました。 
 あと、全頭検査の話と特定部位の除去の点ですけれども、今、福岡さんがおっしゃっ
たとおり、平成13年９月に１頭目のＢＳＥが発生したこともありまして、当初、30カ月
齢以上の健康畜についてやるというような議論も私ども、しておったわけですけれど
も、当時、例えば牛の月齢がはっきりしないとか、検査したものとしていないものが混
じって流通するのはいかがなものかとか、いろいろなご指摘がありまして、私どもの方
で全頭検査ということで、もちろん、と畜検査としても、検査の中で疾病を発見した場
合には、そういったものを流通から外していくためのと畜検査でもあるわけですので、
そういった形でやっていく。もちろん、検査の限界というのはあるわけですけれども、
限界がある中でも、わかったものについてはそういった措置をしてきたということ。 
 ＳＲＭにつきましてももちろん、今、申し上げたように検査の限界はあるわけですの
で、検査で発見できないレベルでも感染性のある異常プリオンタンパク質が残っていて
はいけないということで、それにつきましても除去していただく。今年２月からは脊柱
についてもやってきた。 
 追加して言わせていただきますと、脊柱のときは、背根神経節にリスクがあることが
明確になっていたこともあって、基準の見直しがあったわけですけれども、今回はそう
いった事情ではないのではないかと受け取っております。 
○姫田（農林水産省） 佐多先生、品川先生、腸について補足的なことございますでし
ょうか。 
○佐多（アドバイザー） 日本で今までＢＳＥは11例見つかっているんですが、と畜場
の工程のいろいろな問題から、結局、材料がいろいろとれたのは一番新しいものも含め
てまだ３頭ぐらいしかないんですね。その中で、神奈川の例だったと思いますが、その
腸管について食肉衛生検査所の方にサンプルをとっていただきまして、詳しく調べたデ
ータがあります。 
 先ほど道野さんからお話があったように、スクレイピーのデータを参考にしてという
ことで、恐らくリンパ装置のところ、消化管にいっぱいありますよね。そういうところ
に出てくるのではないかと私も期待して、調べたんですけれども、その例では、残念な
がらそこは全く陰性でありまして、あったのは末梢神経の１つ、アウエルバッファの神
経叢というところですけれども、それは回腸側に陽性であって、空腸側にはなかった。
大腸にもなかったということになっています。 
 これ１例しかないので、これがたまたまこういった例を示した例外的なものなのか、
全体を代表しているものなのかはわからない。 
 今、最近の11例目まで含めて動物衛生研究所の先生方が調べられていますので、そう
いったものを総合して判断できると思いますが、今のところ、まだそれだけのデータし



かないということで、よくわからない。だから、腸全体を取らなくてはいけないという
のは、具体的理由ははっきりわかりませんけれども、もしスクレイピーのデータを参考
にしたのだったらば、そういう考え方が出てきてもおかしくはないだろう、ただ、ＢＳ
Ｅについてそれが当てはまるかどうかは、まだよくわからないということだと思いま
す。 
○姫田（農林水産省） 特に腸の界隈で熱くなっておりますが、今から意見交換に入り
たいと思います。 
 私ども、１、２、３、４の順でやっていこうと思いましたが、どうも２、１、３、４
の順でやった方がよさそうでございますので、まずＳＲＭの定義の変更、特に回腸遠位
部から腸全体へ拡大することについて、あるいは月齢の見直しについて、ご意見等ござ
いますでしょうか。 
○山浦（消費者） 特定部位の定義の変更についてですけれども、日本政府の今日のペ
ーパーにもありましたように、どうも今回の新しい提案は、非常に貿易政策的な臭いが
いたします。本来でしたらリスク評価をきちんと行って、リスク管理として「こういう
ふうにやるんだ」という議論があってしかるべきなのに、非常に政治的な意図があると
思われますので問題だと思います。 
 ですから、私の意見としては、こういった回腸遠位部から腸全体に拡大するという議
論については、まだ科学的な根拠に欠けるということで、より詳しい議論をしてから決
定すべきだと思います。 
 月齢の見直しについては、特定危険部位について、私ども、やはり危険なところはす
べて除去してほしいわけですけれども、それにしても30カ月齢の方にいってしまったと
いうふうなことから見ても、こういった規制緩和という形はとても納得できないという
意見です。 
○旦（食肉関連事業者） まず、回腸遠位部を腸全体にする科学的根拠が見当たらない
ということが１つあります。 
 それから、食文化の問題があろうかと思います。欧米では、一般的に消化器系は食さ
ない傾向が強いんですが、アジア地域、あるいはメキシコ等では食する習慣がありま
す。日本が輸入している国について、かつても含めてですが、北米あるいはオセアニア
の人たちは余り食べない。しかしながら、穀物肥育をされたグレードの高い牛の腸につ
いてはアジア地域あるいはメキシコ等が輸入しているという意味で、彼らにとっては、
自分たちは食さないけれども、輸出としての価値がある、こういう位置づけだろうと思
います。 
 もう一点は、いわゆる処理の問題が煩雑だから、ややこしいから全部ＳＲＭにして焼
却してしまえという乱暴な考え方が一方であろうかと思うんですが、日本の場合、２メ
ートルをきちっと除去して焼却しております。 
 ただ、１点披露させていただきたいんですが、４月７日にアメリカのベネマン農務長
官とカナダのスペラ農業相に対して、アメリカのミートパッカー──食肉加工業者の団
体であるＡＭＩ、それからアメリカの牛の生産者ですね、ナショナル・キャトルメン
ズ・ビーフ・アソシエーション、同様に、カナダの畜産者協会と食肉協会ですか、この
４団体が連名でレターを書いています。この一部をご披露させていただきたいと思いま
す。 
 日本語訳の部分を読みます。途中からですが、「回腸遠位部をＳＲＭとすることは合
意いたします。しかし、米国、カナダ両国どちらも、回腸遠位部の除去のために小腸全
体も除去することを求めているのは根拠に乏しく、科学的とは言えません。回腸遠位部
は小腸のごく一部にすぎず、科学的に識別でき、除去することができます。小腸の残り
の部分は利用価値が高く、安全で貴重な食品です。我々は、両国政府に採用していただ
ける食品の安全性を確保した規定を用意しております」ということで、今、アメリカ、
カナダは暫定的に、アメリカの場合は特に暫定的に、小腸全体を処理上の理由でＳＲＭ
として除去するという措置をとっておりますけれども、小腸から回腸遠位部をきちっと
除去できると言っているものであります。 
 なおかつ日本もこの２年ぐらいの間、アメリカから輸入された小腸については回腸遠
位部を除去したものが輸入され、厚生労働省も食品検査でそれをきちっと認めていると
いうことで、作業上の問題もないと言えますので、いわゆるＥＵの「面倒臭いから十二
指腸から直腸まで全部捨ててしまえ」こういう乱暴な発想を世界的な基準にしてしまう
魂胆にしか思えないと感じております。 
○姫田（農林水産省） 回腸遠位部につきましては、どうも流通の方々あるいは消費者
の方々、あるいは先生方からも、科学的な根拠がないと。私どもの問題提起にも、腸の



科学的根拠はどうなっているのか、問題ではないのかというようなことが書いてござい
ますが、この中ではおおむね意見が一致しているのではないかと思いますが、ここで、
そうではないという方、あるいはまた補足的な意見がある方がいらっしゃいましたらお
願いします。 
○飛田（消費者） 私どもは輸入国で、資源の乏しい国ですから、また、昨今の環境問
題から言いましても、資源の有効利用は大変大きな課題だとは思っているんですが、し
かし、今回のこの腸の問題につきましては、私、皆様方のご意見すべてに反対というこ
とではないんですけれども、先ほど道野さんも、ほかの方もスクレイピーとの関係をお
っしゃっておられました。今、ＢＳＥそのものの研究を、品川先生のところなどでいろ
いろとプリオン病についてお進めいただいている過程にあると思いますが、スクレイピ
ーとＢＳＥの関係について、果たしてどこまで研究が進んでいるのか。それは「発生の
原因として」ということも重要ではありますけれども、両者の類似性とか何らかの相関
関係とか、そういったことも消費者としては気になっております。ですので、皆さんが
おっしゃる思いは十分よくわかりますけれども、私自身は、その辺の科学的な判断を待
ちたいということが１つございます。 
 それから、ＯＩＥの姿勢についてですが、専門家の皆様方がやっておられることで、
まことに僣越ではあるんですけれども、どうも動きに納得のいかないところがあるわけ
です。 
 例えば、今年１月30日にＯＩＥから出されている「ＢＳＥに関するＯＩＥ基準～理解
と適切な実施を促す～」というコメントを読みますと、まさに貿易輸出国側の論理が見
え見えの内容になっているんですね。こういう政治的なものが出てくるということは、
時期もいろいろ推測すると何か符合するものがあるような感じもありますし、私として
は、ＯＩＥそのものの運営を第三者が政策評価していく必要があるのではないかと思い
ます。 
 長い歴史があり、いろいろな成果を生んできた機関だろうと思いますが、どうもＢＳ
Ｅ発生以降、最近の動きは、やや迷走状態にあるのかもしれませんし、透明性に欠けて
いるというご指摘がございましたが、私も同感で、そういう観点から、ＯＩＥの今回の
ＳＲＭの提案をそのまま承諾するのはもちろん問題があると思いますし、もう一点、先
ほど申しましたようなこともご検討いただければと思っております。 
○原（消費者） 最初に、腸についてですけれども、どうせヨーロッパの人は食べない
からだろうというのは、ちょっと憶測めいていて、そういう言い方は余りよくないので
はないかと思います。 
 腸全体にすることについては、やはり科学的な根拠をきちんと議論していただかない
といけないと思います。この前の専門家会合で山内先生から説明のあった範囲では、腸
の各部位について調べた結果、自然感染の牛では感染性が認められず、実験感染の牛で
は回腸遠位部にだけ見つかったということなんですが、その実験感染の牛についても、
十二指腸と回腸遠位部と円盤結腸の３カ所しか調べていないということなので、必ずし
もそれをもって「回腸遠位部以外は全部安全ですよ」と言い切れない、回腸遠位部だけ
とすることに関しても根拠が弱いのではないかと思うんです。 
 科学的な根拠を改めて明確にするという意味で、感染牛は、先ほど佐多先生から３頭
しか調べられなかったというお話がありましたが、例えば、沢山陽性牛が見つかってい
るヨーロッパから感染牛を輸入するとか、あるいは日本で脳の試料を投与して感染実験
をするとか、そういう実験をするなどご検討いただきたい。そこのところをきちんとし
ていただけば、消費者も安心できるし、ＯＩＥに対してもきちんと議論ができるという
ことです。ＯＩＥにそういう実験を提案されてもいいかもしれませんけれども。科学的
なところをきちんと明らかにしていただきたいというのが腸について私の意見です。 
 それから、月齢の見直しについては、ＢＳＥの見つかっている牛は確かに30カ月齢以
上が多いわけですが、日本でも若い牛が見つかっているし、イギリスでも、少ないけれ
ども見つかっているということで、牛にもかなり個体差があるのではないかと思いま
す。また、肉骨粉の中のプリオンの量とか、その摂取量によってもかなり幅があるよう
だということで、どこから切って安全だというのはなかなか言えないと思います。 
 特に、回腸遠位部から取り込まれたとして、そこから神経等を通じてだんだん移って
いくということなんですけれども、そのほかの部位には12カ月まで移らないのではなく
て、だんだん移っていくものだと思いますので、そういう意味では、できればＳＲＭに
ついては、全頭取るような日本の方式を世界に広げるように意見を出していただいた方
がいいのではないかと思います。 
 この間、リスクコミュニケーションの講演会にスイスのキム先生がいらして講演され



ていましたけれども、その中でもＳＲＭは全頭とるべきだとおっしゃっていましたの
で、ＯＩＥでも多少そのあたりは、全く議論に乗らないという話でもないのではない
か。少なくとも６カ月を12カ月に緩和するというのは、私どもとしては納得がいかない
話だと思います。 
○小若（消費者） すみません、さっき気がつかなかったので質問させてください。 
 脳とか目とか脊髄、頭蓋骨、脊柱等を６カ月から12カ月に変更する提案ですけれど
も、それは科学的な根拠があるんでしょうか。 
○姫田（食肉関連事業者） スクレイピーとの関係なり、腸全体の科学的な、データ的
なものがあるかということが１つ。それから月齢の見直し、30カ月齢の話と、今、小若
さんからあった６カ月から12カ月の話。それぞれについて先生方、お願いします。 
○品川（アドバイザー） わかる範囲内でお話しします。 
 まず最初、腸の方の羊と牛の違いですが、これは羊について、実際に自分の持ってい
るデータも含めてですが、羊の場合は第２胃以下、直腸まですべて見つかります、調べ
れば。そういう成績があります。羊の場合、それ以外にも、体の各所のリンパ系の組織
にプリオンの蓄積が認められます。このような傾向は、佐多先生、間違っていたら訂正
願いたいんですが、多分人もそうなんです。それからマウスも同じようなんですね。マ
ウスは消化管を細かく調べた成績があるんですが、ところが、牛に関してはどうも違い
があるようだと。どうも末梢のリンパ系の組織からはなかなか検出することができな
い。今まで１例見つかっているのは扁桃であるということですね。これは実験感染させ
た扁桃です。そういうことで、どこが原因かはわかりませんが、どうも羊と牛とは少し
違いがあるようだという部分があります。 
 それから、実験感染を行った研究が必要だというご意見がありましたが、全くそのと
おりでして、先ほど山内先生が言われましたように、現在このＢＳＥのいろいろな基準
のもとになっているのは、それほど多くないイギリスの実験感染を行った成績が主にな
っているわけです。ですから、やっとなんですが、動物衛生研究所にも実験感染を行う
ことができる施設が明日、竣工いたします。これが竣工した後にうまく使えるようにな
れば、もう即座に経口感染を行うということで、牛の手配ももう済ませてあります。 
 しかし、ご存じのように非常に時間がかかる。12カ月までと言っても１年先のことな
んですね。そして、それでお終いではない。先がまだありますので、すぐに成績云々と
言われても困るのですが、少なくとも、できる限りの実験的な証拠を日本でもつくって
いく必要があろうかと思っております。 
○吉川（アドバイザー） ＯＩＥというのは何をする機関で、どこにスタンドポイント
を置いているかは確かに問題だと思います。もしＷＴＯの関連機関として国際貿易をス
ムーズに行うというスタンドポイントであれば、そうかなと思う点も幾つかある。それ
から、本当に科学的なスタンドポイントでリスク評価をし、安全性を議論するところで
ないとすれば、それなりの評価をするしかないという気はするんです。 
 この前、専門家会議でもやったんですけれども、どの項目に対しても、ことごとく貿
易拡大とサイエンティフィックな評価とのずれが問題になっています。そうは言って
も、結局、科学的なベースで議論を押し戻す以外に方法はないだろうと思うんですね。
そうすると、例えば消化管にしても、と場での技術の問題とか、あるいは嗜好性の問題
で安全性を論じることはナンセンスですから、本当に詰めていけば、そういうものを根
拠に改正したということにはならないと思うんですね。 
 そうすると、先ほどちょっと出たように、パイエル盤を含めたリンパ組織は腸根のリ
ンパ節に至るまで一連ではないか、腸全体としての一連のパスウェイを持っているでは
ないかということが根拠かと思います。今さらスクレイピーを持ち出してここに広げて
くるとはとても思えないので、そういう解釈をしたとすれば、１つは、リンパ節あるい
はリンパ組織がＢＳＥの場合にはターゲットになっていないことをどういうふうに証明
するか。もしリンパ系がターゲットだったらどういう感染症として出てきたかというこ
とに関しての情報は十分あるはずだと思うんです。 
 次に、消化管で見たときに、十二指腸から直腸に至るまでの機能はそれぞれ別なわけ
で、なぜ回腸だったんだろうかと、実験的に証明する必要があります。確かに各部二、
三例というデータですが、一時陰性になって、また陽性になるといったような奇妙な振
る舞いに、回腸遠位端といえどもなっている。その辺をどういうふうに解釈するか。 
 それから、自然例で出なかったというケースですけれども、実際にもう一回バックグ
ラウンドのデータに戻ってみて、どのくらいのエイジの幅で、何頭くらいをどのくらい
の範囲で調べてそういうデータになっているのか、そういうものを再評価した上で議論
をかみ合わせないと、恐らく議論になっていかないのではないかという点では、私は、



原さんの指摘は正当だろうという気がします。 
 それから、現行６カ月が12カ月に上がったということと、最小リスク国で30カ月以上
が見直し対象になっていないことをどう考えるかという問題ですけれども、正直言っ
て、日本を除いて、若齢牛のアクティブサーベイランスのデータがほとんどないんです
ね。だから、本当のことを言うと、６カ月も12カ月もデータのないところでみんな議論
をしているんです。そういう意味では日本自身、この300万頭の中でどのエイジの牛がど
のくらいと場に来て、これは耳標をつけたからわかるわけで、そのうち陽性、疑陽性を
含めてどういう年齢でどのくらい出てきたのかといったようなデータをもう一回解析し
た上で議論をする必要があります。 
 あとは、先ほどだれか言われたように、イギリスの高度汚染のときには確かに24カ月
以下でも、例数は少ないにしても臨床症状までいったものもあるわけですから、そうい
うものを議論の中に入れていかないと、科学的な議論という形にはなっていかないので
はないかという気がします。 
○道野（厚生労働省） 中枢神経の方を６カ月から12カ月にするというところなんです
が、これもＯＩＥの改正案についてきた書類を見ると、やはり羊のデータを参考にして
いて、それも「トラディショナリー・コンシダード」と言っているので、データがある
のかどうかよくわからないんですけれども、要するに「感染が認められる大体半分ぐら
いの時期に異常プリオンタンパクが侵入しているのではないかと認識されているので」
ということで、実験感染だと32カ月齢で中枢神経に感染性が認められたということで、
その半分よりちょっと手前の12カ月ということではないかと思うんですけれども、この
辺は品川先生に教えていただいた方がいいと思います。そういうことは本当にあるんで
しょうか。 
○品川（アドバイザー） もう一度言ってください。 
○道野（厚生労働省） 要するに、スクレイピーの知見では、異常プリオンタンパクが
検出されるようになる時期の…… 
○品川（アドバイザー） どこからですか。 
○道野（厚生労働省） 例えば中枢神経であれば、中枢神経で確認される時期の大体半
分ぐらいの時期に見られるようになるというふうに、「トラディショナリー・コンシダ
ード」と書いているんですけれども。 
○品川（アドバイザー） 確かに、ＯＩＥのところだったかな、あそこにもそういうよ
うなことは書いてあります。しかし、これは検出感度の問題でして、どんどん早くなっ
ていくというようなことがありますよね。それから、羊ではかなり個体差があります。 
 ですから、やはりここのところで30カ月ということの一番大きな理由は、やはり30カ
月以下で発症している数が少ないということ、それから、今、言われたように実験感染
で32カ月で捕まって、その前の26カ月のものでは捕まっていないというようなことなん
ですが、これが、うんとたくさんの実験例なら実験例を調べてみて、こういう成績が出
たというところまでいっていないということが片方であるのも事実なんですね。みんな
32カ月でやっと捕まるのであれば、その二十何カ月というのは一体どうなんだというこ
とがあります。それから、この32カ月で発症したものに関しては、たしか100グラムの脳
を投与して発症させているようなものなんです。ところが、75カ月で発症した脳で、最
少では１ミリグラムくらいでもう発症するというような成績も出てきておりまして、ど
うもそこのところがまだはっきり、科学的な意味で、責任を持って「どうなんだ」と言
えないところがあります。 
 ですから、安全域を見るなら早い方がいいですし、そこのところに科学的に意味があ
るかと言われると、非常に難しいところがあると思います。 
○姫田（農林水産省） 議論は白熱しておりますが、時間もありますので、次に、安全
物品規定の変更についてご意見を伺いたいと思います。 
○山浦（消費者） 安全物品規定の創設の件ですけれども、今回の提案には非常に貿易
促進的な側面が見られまして、特に、日本が今、行っています牛肉製品等のこういった
措置に対して水を差すような、そういう効果が出てくるのではないかと思うんですね。 
 ですから、先ほど申しましたように、ＷＴＯの体制の中でＯＩＥ基準が非常に大きな
力を発揮するという事態になっておりますので、こういった各国が慎重に行っている措
置を妨げるような、そういった規定は盛り込むべきではないということで、私は、この
創設に反対です。 
○原（消費者） ＢＳＥに関しての人に対する健康の安全性というのは、ＳＲＭの除去
と汚染防止対策、それから検査ということで担保されていると思うんですけれども、そ
のそれぞれについて、ＯＩＥが定めた事項というのが、先ほどお聞きした範囲でも、検



査といえば生前検査、特定危険部位に関しても日本でとらえられているものとはかなり
隔たりがある。汚染防止対策についても、聞いた限りでは、日本で行われているレベル
とアメリカなどは大分違うというようなことで言いますと、これがＯＩＥで決められ
て、最終的にどういう内容になるかはわかりませんが、これに合ったものであれば輸入
を制限できないことになりますと、消費者としてはかなり不安な状況になるのではない
かと懸念されます。基本的にはこういう条項にならないように、あるいは、こういう条
項にするのであれば十分な安全対策がＯＩＥコードに盛り込まれる必要があるのではな
いかと思います。 
○加藤（外食産業事業者） ＯＩＥの国際基準というのは、すべて食品の安全性にかか
わるルールではないかと理解しております。そういう意味におきましては、外食産業も
含めてそうですが、今の食卓がすぐれてグローバルな中にあるときに、やはりＷＴＯの
基準に合致するといいますか、国際協定に準ずるものとしての安全基準というところで
ＯＩＥというテーブルが開かれ、そこで各国のサイエンスベースの議論がされるという
ことは、私ども食卓を維持している、あるいは賄っている者としては大変すぐれた評価
をしたい、そう理解しております。 
 特に米国のＢＳＥ発生以来、国際貿易は大変大きなダメージを受けたわけです。ただ
１カ国だけではなくて、何十カ国が一挙に国際貿易をストップしたという、この事態を
見たときに、そのときにＯＩＥ基準がそれほど機能を発揮できなかったことを憂いて、
今回のＯＩＥのＢＳＥルールの改正ということになったのではないか、私どもは素直に
そういう背景をとらえております。 
 そういう視点で考えますと、やはりこれを前向きにとらえて、そしてサイエンスベー
スのところは徹底的に議論していく中で、このＢＳＥコードの改正に対して我が国政府
は対応していただきたいと思うわけです。 
 そういう意味においては、この安全物品規定の改正は非常にわかりやすい、前向きな
ルールになっていると思っております。科学的な根拠が十分担保されているかどうかと
いうことは、先ほど来、学者先生にいろいろとお話いただきましたけれども、私は、そ
れは現時点のレベルにおける議論は十分されているのではないか。最後は、やはり「ノ
ーリスク」の意味をどう捉えるかという政府の判断だろうと思います。 
 それ以上は、国内の流通において、消費者が安心できる安全な食品を提供するため
に、その安心確保というところで、食育や、あるいは表示や、あるいは流通のいろいろ
なルール化が消費者と業界内部で積極的に、自主的に見直されるべきではないか。そう
いうことがなければ食品のグローバルな流通は確保できないと考えております。 
 また、先ほど来、ＯＩＥの機能というものが、いわゆるリスクの評価のみならずコス
トと効果ですか、そういうことも議論されるような機関にかなり変じてきたというお話
がありました。その辺のところは、私は、これがそういう形の提案であるならば、例え
ば回腸遠位部の問題について、我々もマーケティングの立場から議論してもよろしいの
ではないかと思うわけです。要は、食品の安全を中心とする国際ルールがこの場所で議
論されるならば、そういう形でやっていく。しかし、何はさて置き、学者先生を中心と
した専門家の評価というものを前に出していただければ結構だと思っております。 
○姫田（農林水産省） 消費者団体の方から大分意見がありましたけれども、スーパー
マーケット協会の江口さん、日本チェーン・ストア協会の増田さん、流通としてご意見
ございませんでしょうか。 
○増田（流通事業者） 私ども、多分スーパーマーケット協会様も同様だと思います
が、私ども会員企業は、お客様に商品を提供させていただく際に、ご理解、ご納得して
いただける商品を提供させていただく、これをまずは前提に置いております。したがい
まして、いろいろとご議論いただいたものをわかりやすくお示しいただいて、私ども会
員企業がお客様に説明ができる方向にお示しいただければと思っております。 
○江口（流通事業者） 私どもも今のお話と一緒で、最終的には、お客様に安心して買
っていただけなければ意味がありませんので、お客様に納得していただけるような安全
対策をとっていただければ結構かと思います。 
○品川（アドバイザー） 質問なのか意見なのかよくわからないんですが、資料２、３
の（１）の②を見ていただきますと「検査頭数を拡大すればするほどステータスが悪化
する一方で」云々とあります。こういう状況があったところで、こちらの方の条件付安
全物品ということで、ステータスごとに規定された条件さえ充たされていれば安全に貿
易することができるとなった場合、一体これ、新しいステータスをどうするかというこ
とがまずないと、私自身としては、ちょっと心配な気もするなということがあるわけで
すね。 



 このステータス云々というのは、来年のＯＩＥで話すということでしたよね。そうす
ると、これは従来のままでいくということである。そうすると、もっとざっくばらんに
言えば、これまでのＯＩＥのステータスというのはいい加減なものであった。そのいい
加減なステータスに基づいた形でこういうことが行われるとした場合、それで許される
かどうかということを考えれば、私の言おうとすることはよく理解していただけると思
います。 
○犬伏（消費者） いろいろなことがあると思いますけれども、まず、今日、出てくる
に当たって、ＯＩＥというのはどれだけ科学的なものがあるのかと思っておりましたけ
れども、今、先生がおっしゃったように、余り何もないんじゃないというのがまず第１
の印象だったことをお伝えしたいと思います。 
 今、全頭検査ですとか何とかいろいろと話がありまして、それは非科学的という話が
いっぱいなされているようなんですけれども、これから日本が今までやってきたこと、
たかだか11頭かもしれませんし、一次感染で110頭かもしれませんけれども、そこのとこ
ろを専門の先生方にしっかりと押さえていただいて、どこがどういうものなのかという
ことをわからせていただきたい。 
 ちょっと先生方にご質問申し上げたいんですけれども、「リスク」と簡単に言ってい
ますけれども、何がリスクなんでしょうか。私たちが聞かされている限り、ひとたびこ
れに感染して発症したら、必ず死に至る。これはたしか吉川先生の著書で読ませていた
だいたんですが、そういうふうに私たちは聞かされています。これは大変強いですね。 
 それに感染するのは何兆分の１かもしれないという話も片側であります。それは確か
なのかもしれませんけれども、これも推測でしかないと思っております。しかも、それ
がきちんとしたデータなしに、日本はたまさか全頭検査していて120頭というところが出
ていますけれども、検査しないで、30カ月以上ですとかいう部分で、そこで出てきた、
今、先生おっしゃられましたけれども、検査頭数を拡大すればというところがあると思
うんですが、検査をしないでおいて「少ないから平気ですよ」これで私たちに安心しな
さいと。そのかわり危険部位は全部とりますよと言うなら、また別ですけれども、その
危険部位ですら、先ほど来、腸の話で、現実どこなのかわからない。もしかしたら、腸
にはないかもしれないけれども、もっとほかのところにはあるかもしれない。血液はだ
めよとか、いろいろなことが出てくるのかもしれない。そのくらいのものなんですね。 
 だったら、一つの安全弁、決してそれでゼロリスクを望んでいるわけではないんです
けれども、全頭検査して「一次、二次というところをやったよ、だから安心してくださ
い」その上でかかってしまったら、これは仕方がないと思いますけれども、そういうこ
となのではないかと思うんです。 
 その手段、一つの方法だったと思うことを、国際基準、しかもその国々によって、国
としてはいろいろな方策、経済力もあるかもしれませんし、そのやり方にはいろいろな
形があるのかもしれませんけれども、ＯＩＥというところで勝手に「ステータス毎」な
んていう言葉で規定するのは、どう考えても私には納得できないものですから、その危
険度、リスク、先ほど「リスク牛」という言葉があったんですが、実験ですとかそうい
ったもので、６カ月では見つからなくても、脳に来るまでには長い時間かかるという話
はよくわかったんですが、もしかしたら生まれてすぐでも、子牛の肉を「おいしいわ」
と食べているわけですが、子牛の脳や何かにも、もしかしたら一つ二つ入っているかも
しれないと思うんですね。そうなったら、やはり全頭でしょうねという気がするんで
す。それで、危険なところをとってください、そうしたら後はいいです、使いましょう
という思いを持っていますので、その辺のところから、非科学的な言葉を使われると大
変心外でございますので、それだけ申し上げます。 
○神田（消費者） 大分重なるところがございますから、簡単にいたしますけれども、
私、20日の講演に行きまして、このＢＳＥについてはわかっていないことだとか不確実
なこと、答えが出ていないことがあるんだということを、今までも思っておりましたけ
れども、改めて感じたところであります。ですから、安全とか安心ということは簡単に
は語れないんだなと思いました。 
 ですから、貿易がダメージを受けるから云々ではなくて、あくまでも安全、安心とい
うことを基本に考えて、日本の意見を出していってほしいと思います。 
 そういう見方をしますと、やはり「フィードバンの効果的実施」というような言い方
を見ただけでも、フィードバンの実施後に感染牛が出ているのが実態でございますの
で、そういった実態の中でこういう項目を挙げてきて、条件付安全物品という言い方に
ついては非常に納得いかない思いでいっぱいですので、やはりこの点については賛成し
がたいなと思っています。 



○小若（消費者） 私どもは2001年にイギリスにＢＳＥの調査に行ったんですけれど
も、多分、ここにいらっしゃる消費者団体の方の中では、私が一番、日本人にとっての
ＢＳＥのリスクは低いと思っていると思うんですね。 
（写真を提示） 
 その理由は、市場に行ってびっくりしたんですけれども、こんな感じで羊の頭が売ら
れているんですよ。これはもう我々びっくり仰天で、しかも結構茶化して、こんな感じ
で頭を見せてくれるんですよね。そういうぐらいで、あれだけ大問題になった国で頭を
まだ食べているんだということで我々は非常に驚きました。ですから、食習慣の違う日
本人では、ＢＳＥのリスクは非常に低いというのが基本的な立場です。 
 だけれども、日本で発生してみて思ったのは、代用乳が話題になったように、非常に
小さい子供がもしＢＳＥに感染した肉か何かを食べた場合に、高齢になったときのリス
クはやはり否定できないだろうということで、若干の不安は、やはり否定できないと
我々は思っています。 
 あと、国際ルールをつくるときの方法ですけれども、我々もコーデックスに行って、
５年前からいろいろ論陣を張ったりしているんですけれども、自分たちの都合を幾ら言
っても、それは議論になりませんよね。各国それぞれ都合はあるわけですから。やはり
国際ルールをつくる以上、科学に立脚した国際ルール以外にはないと思っているんで
す。ただし、アメリカはそうではなくて、アメリカだけは例外的にコーデックスの場で
も堂々と自国の都合を言って、他国もそれを容認しているところがあります。 
 恐らくＯＩＥでも同じようなことが起こっているのではないかと思いますけれども、
やはり日本としては、科学で、サイエンスで議論をしようということを繰り返し主張す
べきだと思います。そして時間を稼ぎながら、新しい、品川先生のところからぜひ新し
いデータをどんどん出していただいて、最終的に科学でやっていくべきだと。 
 したがって、一抹の不安がある以上、安全に貿易できるなんていう──さっきも品川
先生が「心配」という言葉を使われましたけれども、物品規定で「安全に貿易できる」
なんていう言葉については、時期尚早であると言うべきであろうと私は思っています。 
○飛田（消費者） 安全物品規定の話に限定した方がよろしいでしょうか。 
○姫田（農林水産省） お願いします。 
○飛田（消費者） この規定につきましても、とにかく食べるもの、生体牛にしてもそ
うなんですけれども、これは工業製品とは異なるわけですね。一つ一つに個体差がある
ことを、まず前提にしなければならないと言えるのではないかと私は思っています。で
すから、確率論というのは大変危ういものであるように思いますし、文言の使い方にし
ましても、変更しているにもかかわらず「絶対的安全物品」などという名称を使うこと
自体が大変非科学的なことではないかと思います。 
 ＯＩＥが安全物品規定を改正されるのであれば、施行規則のようなものですね、「こ
ういう条件で、このような形で飼育されたものをこの条件下で抽出してきた場合には、
こうである」といったような試験方法が、あるいは実際に多国間で利用されるときに間
違いのないような手法まで明記すべきでありますし、そのような観点からも、この安全
物品規定の改正に関しましては異議を唱えます。 
○和田（消費者） 今まで発言のあったこととほとんどダブりますけれども、ＢＳＥ
は、本当にまだまだ科学的に未解明なところが多い。そして見直されたり、それからい
ろいろなことが変わり得るところでの「安全に貿易できる」というような規定は、やは
り消費者としては納得できない。 
 それから、もうお話が出ていますけれども、ＯＩＥについては今までは、主な活動と
いうところにも「動物と何々」というような説明が出ているわけですね。さっき山内先
生もおっしゃいましたように、食べ物の安全性とかそういうところの本当の議論が始め
られてからは、まだ日が浅いということを考えますと、消費者としては、ＯＩＥそのも
のについての信頼をなかなか持ち得ないと言えると思います。 
 特に、先ほどお話が出ましたコストベネフィットというような視点が入ってくるとな
りますと、一体全体というような気もいたしますので、やはりその点は、相手のあるこ
となのは十分理解できますけれども、同じような認識を持っている国は決して日本だけ
ではないと思いますので、ぜひその点、食べ物の安全、消費者にとっての安全を基本に
置いての判断を下していくのに、納得ができるような議論を示していただきたいと思い
ます。 
○山田（外食産業事業者） 皆さんのご意見は随分参考になりました。 
 要は、国民が本当に安心できる新しい国際基準をなるべく早くつくるということだと
思います。 



 ただ、不明だから即それは危険だということも言えないわけであって、なぜかといい
ますと、科学的根拠はないけれども、戦後ずっと日本国民は大腸、ホルモン、まあ腸で
すね。ずっと食べてきておるわけでありまして、今までプリオンの、病気になった人は
一人もいないという事実も重視しなければいかんと思うわけであります。だから、わか
らない点は、当面はＳＲＭの危険部位は除去することに徹するべきだと。そして新しく
変わるときに判明すれば、それに従うということになるわけですが、いたずらに騒いで
風評被害を増すようなことは、やはり気をつけなければならないということでありま
す。 
 先ほど言いました、今は６カ月以上の回腸の危険部位の除去が、今度は全年齢の腸全
部への改定というのは、どうしてもこれは、科学的にも、実際上も何としても納得でき
ないところでありますので、ここのところは重ねてＯＩＥに強く意見をきちっと言って
いただきたいということでございます。 
○加藤（外食産業事業者） 皆さんのご意見、私自身も本当に参考になりましたが、詰
まるところ、我が国の消費者や皆さんの意見をＯＩＥに反映するというときに、前提と
して、やはりもっと、まさに始まろうとしている食品安全委員会の全頭検査を中心とす
るリスク評価といいますか、自主的な評価といいますか、それをもっと早めて、しっか
りとわかりやすくやっていただきたい。それをベースに主張していくのが一番納得のい
く合意形成ではないかという感じがします。 
 なぜならば、私自身、もちろんＯＩＥのホームページの一覧でのみならず、厚労省も
農林水産省も、ホームページでは完全に筋肉は危険部位ではないと言っていますし、そ
して、牛肉の安全性には問題がないとはっきりとうたっているわけです。ですから私ど
もは、牛肉の安全という問題は、特定危険部位の完全除去で十分たり得るという主張を
しているわけです。 
 そういう観点からしますと、安全物品規定の変更は、やはり円滑な国際貿易の視点か
ら見た追試、またＷＴＯの規定に準拠するということであれば、そこのところに磨きを
かける見直しをしていくという視点にかなったものでありまして、やはりＯＩＥがこの
部分に対しても国際的に安全の評価基準について機能するということからすると、私ど
もは、そういう意味でこの提案を受けとめなくてはいけないのではないかと思っている
わけです。 
 その他の、サーベイランスの基準の明確化とかＳＲＭの定義の変更とか、あるいは月
齢の見直しについては、基本的には、専門家がサイエンスベースに基づくところの判断
を重視して、それをもとに主張していくべきではないかと思っております。 
○中村（生産者） 重複するところは避けます。 
 まず、条件付安全物品の創設ですけれども、冒頭説明がありましたように、このステ
ータス毎で規定された条件さえ満たせば安全に貿易ができるということで決めると、追
加的要求が難しくなるという説明があったわけですが、これは非常に重要なことだと思
いますので、十分な議論が必要だというのが一つです。 
 そういう中で、品川先生もおっしゃっていたんですが、カテゴリーの簡素化だけ来年
以降検討するとのことですが、カテゴリーの変更は、安全物品規定や、ステータス毎の
条件にも影響することですから、分けて考えるのはおかしいではないか、いわばセット
で検討すべきではないか。カテゴリーの簡素化と、そのカテゴリーごとの規定は、セッ
トではないかというのが一つ。 
 ついでに、この後サーベイランスの議論に入ると思うので、サーベイランスの基準の
明確化についても意見を申し上げたいんですけれども、今回の見直し案はサーベイラン
ス基準の明確化なんですが、いわば補充の明確化の提起なわけですね。私は、そうでは
なくて、サーベイランス基準そのものを基本的に考えるべきではないかという意見で
す。 
 というのは、サーベイランスをやる原則が、ＢＳＥ症状牛ということで今、決まって
いるわけですね。ところが、日本は症状がなくても全頭検査をやっているし、その結果
として21カ月齢の感染牛が発見されているという中で、サーベイランスというのは症状
牛を原則とするのは不充分ではないか。つまり、サーベイランスの基本的なところの見
直しが必要ではないかと思います。 
○金子（アドバイザー） 科学的に不明確な点についての議論は、そのとおりだと思い
ます。 
 私は、科学的に確立されていて、しかも我が国に直結した問題を１つだけ指摘させて
いただきます。 
 これはＳＲＭの定義の変更と両方に絡むんですけれども、カテゴリーごとにこういっ



たことになりますと、最小リスク国から30カ月未満の特定危険部位を輸入できることに
なってしまう。そうすると、例えば米国からＳＲＭを輸入してもいいということをＯＩ
Ｅがオーソライズしてしまうことになる。ですから、これはどちらをどうするかは別と
して、具体的に、ここが我が国にとって一番危険だと指摘したいと思います。 
○姫田（農林水産省） かなり時間が過ぎてまいりましたので、このあたりにさせてい
ただいて、次にサーベイランス基準の明確化、それからカテゴリーの見直しについて、
駆け足でお願いしたいと思います。 
○原（消費者） サーベイランスについて、主要論点の中で、ＢＳＥ症状牛から見つか
ることが前提になっているのがおかしいという問題意識が示されているんですが、私
は、そうは思わないんですね。ＢＳＥ症状牛から見つかりやすいことは、経験的に確か
なことであろう。ただ、ヨーロッパのようにかなり集積の広がったところと、日本のよ
うなところでは、ちょっと様子が違っていたということであって、症状牛から見つかり
やすいことは事実であろうと思いますので、こういう問題の指摘の仕方は、ちょっとお
かしいと思います。 
 その上で、これまで日本でもヨーロッパでもずっとやってきた経験が、このサーベイ
ランスの基準にきちんと反映されているのか考えた場合に、去年末に見つかったアメリ
カでも、かなり前から入っていて、増幅されていたのではないかと調査委員会でも推定
されているわけですが、それがかなり後になって見つかったことに関しては、調査して
いるサーベイランスの数自体が多いところではこういう調査をしていても、なかなか見
つからないというようなことがあるのではないかと考えられます。例えば症状牛はすべ
て検査して、リスク牛だとか健康牛はここに示されたような割合で検査をする、リスク
が否定できないところでは、安全のための検査も計画的に取り入れていくというような
ことについても検討した方がいいのではないかと思います。 
 それから、専門家会合で指摘されていた、サーベイランスを真面目にやらないところ
がいつまでも評価が高くされるということに関しては、全くそのとおりで、やはりきち
んとサーベイランスをしてこそステータスが決まっていくものではないかと考える。こ
のあたりについても、ぜひ強く要求していただきたいと思います。 
○山浦（消費者） サーベイランスにつきましては、まず、現行のサーベイランス基準
についての論点ですけれども、ＢＳＥ症状牛を重視するという形は、やはり問題ではな
いかと思います。 
 先ほどからのお話にありますように、潜伏期間における異常プリオンの発見の感度を
今後、高めていく必要があるかと思いますし、検出方法のさらなる開発を行うことも、
今、必要であるわけですから、その点については、日本の全頭検査の実施経験を踏まえ
た検査体制をもっとアピールしていくことが必要かと思います。 
 それから、サーベイランス基準の明確化案についての議論で、ＢＳＥの感染牛とリス
ク牛と、通常と殺牛という分類のもとで、基本的には抽出検査ですよね。そのサンプル
数をどういうふうに決めるかという議論であるわけですが、これは今、原さんもおっし
ゃったように、非常にたくさんの牛を飼っている国においては非常に甘くなってしまう
ことになりますので、こういった考え方は、やはりおかしいと思います。 
 ですから、日本における若齢牛の検出にありますように、日本の経験をもっと訴え
て、こういった検査方法、サーベイランスの基準を、消費者の安心により役立つような
方式にすべきだと思います。 
 カテゴリーの見直しについて、５カテゴリーを３区分にするということですけれど
も、「無視できるリスク」と「管理されたリスク」「不明なリスク」そういった表現で
簡素化するのは、私にはちょっと理解できません。現在、実際に危険部位の除去の仕
方、あるいはと殺の仕方のところで問題がたくさんあると思いますので、やはり実態を
もっと調べるような、より細かなカテゴリーの方がいいかと思います。 
○姫田（農林水産省） 先ほどの、多少の誤解があるかと思いますが、３の（１）の①
の「ＢＳＥは全てＢＳＥ症状牛から見つかることが前提」というのは私どもが言ってい
ることではなくて、新しいサーベイランス基準の考え方として、こういうことが前提に
置かれているだろうということでございますので、そこは誤解のないようにお願いしま
す。 
○飛田（消費者） サーベイランス基準というのは、とても重要なことでして、私は消
費者として、基本的に、我が国で今まで進めてこられた方針を支持いたします。せっか
くここまで進めてきたことを、これから積み重ねていただいて、また研究も進めていた
だくということで、新たな提案もできるのではないかと思います。今まで入ってきた多
様な情報の中で、大変国による格差が、例えば「管理された」と言いましても、その管



理の仕方がいろいろ違うようなお話も聞きますし、「先進的なシステム」と言いまして
も、それについてのいろいろな疑問が提起されていまして、市場に出ないという点では
いいのかもしれないけれども、問題があることが指摘されている国もありますし、そう
いう意味では、私たちが今まで消費者としてこのＢＳＥの問題を受けとめてから、国も
一生懸命やってこられた、その実績をしっかり踏まえていただきたいと思います。 
 そういうことで、こちらから積極的に問題点を提起していただいて、輸出国の言う、
あるいはいろいろな国が言う安全管理、フィードバンにしてもそうですけれども、今ま
で言われてきているありとあらゆることが、お互いに取引する以上、同じような価値基
準でなければ取引は成立しないと思うんですね。 
 貿易そのものは本来、自由でなければならないわけですし、そういう意味では、サー
ベイランス基準を科学的に確立していただくことが必要だとは思いますけれども、今回
のこの提案につきましては、病牛、具体的におかしくなければ対象にならなかったり、
我が国で若い牛がＢＳＥと認定されているにもかかわらず30カ月齢以上でなければ対象
にならなかったり、いろいろ不明朗な点がございますので、これから新しく決めようと
している基準についてもなかなか納得できるものではなく、消費者の安全を第１に考え
て、サンプル数というのも、先ほど申しましたように工業製品ではないんですから、そ
ういうことを考える前提をしっかりと再検討していただかないと、安易な確率論と取り
決めの中に日本が流されていくことを感じております。 
 関係の皆様には、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。 
○小若（消費者） サーベイランス基準もカテゴリーの見直しも、農水省の意見を支持
します。 
 ただ、状況から見ると、アメリカとＥＵはこういう方向でいった方が国益にかなうわ
けですから、多分、皆さんが何を主張しても勝てる可能性は極めて低いと思うんです
ね。 
 せめてサイエンスなのか多数決なのかという１点だけは確保してきてもらいたい。絶
対反対だ、多数決にしてくれということで、議論はすっ飛ばされても多数決の１点だけ
は要求して、サイエンスではなく決まったということを議事に残してもらいたいと思い
ます。 
○和田（消費者） サーベイランス基準の明確化の②については、先ほどからもお話が
出ていますから、その点については、やはりこういうおかしな状況がそのままにならな
いようにお願いしておきたいと思います。 
 それから、消費者が言っております全頭検査というのは、今日のメインの話題ではあ
りませんから深く発言することは避けますけれども、これだけのサーベイランスを重ね
てきたことによって、11頭の発生の地域であるとか、いろいろなことがわかってきた面
が非常に大きいだろうと思うんですね。 
 それを考えた上で、私たちは全頭検査を決して過大に評価しているわけではないし、
「これさえあれば」ということは、絶対に言った覚えはないんです。そこのところ、Ｓ
ＲＭの完全な除去とか、そういういろいろなことと並行して考えて、その１つとして主
張してきたということであって、決して過大評価はしておりませんけれども、全頭検査
については決して過小な評価をする必要はない。やはりそれなりの意味はあったと考え
ております。 
○吉川（アドバイザー） 項目の後ろから順番に少し意見を述べさせてもらいたいと思
います。カテゴリーの簡素化というのは少し先の話であるとなっていますけれども、９
ページの表を見て１つ評価できることは、「不明なリスク国」というのを入れたことで
あろうと思います。それはサーベイランスをすればするほど悪くなるというレベル以前
に、サーベイランスしていない国もかなりあって、それをどう評価したらいいかという
のが最大の問題なので、そういう意味では、発生国と未発生国以外に、リスクの評価を
していない不明なリスク国という概念は、割合リーズナブルかなという感じはします。 
 それから、その基準にもなるサーベイランスですけれども、サーベイランスを何のた
めにやるんだろうということは繰り返しの議論になっていますし、食品安全委員会もこ
れから議論していく形になるだろうと思いますが、基本的に、監視ですから、どの程度
の汚染度があって、それに対して各国それぞれの対処をするわけですけれども、そのリ
スクマネジメントがフィードバンを含めてどのぐらい効果的に働いているのかというこ
とを、まさしくサーベイする、監視するものとしてやっていくわけです。 
 そのときに、ではどのぐらいの母集団から抽出すれば、あるいはどういう母集団から
抽出すれば全体像なりを評価できるんだろうということになるわけですけれども、基本
的に、さっき原さんが言いましたけれども、ＢＳＥ様の症状を出している牛の中に、最



も高い確立でＢＳＥ牛がいる。それから異常牛、死亡牛には、それに次いでいるだろ
う。健康な牛の中では頻度は少ないだろうというのは、常識的に正しい。その率が100対
5,000、１万でいいかどうかというのは、もう少し検討する必要がある。 
 ただ、問題は、高汚染国はこういう少ない抽出頭数でかなりのものを捕まえられるけ
れども、日本の全頭検査が持った意味というのは、大した汚染のないリスク国で評価す
るのにどうしたらいいかという問題なんだろうと思います。今後、多分アメリカがかな
りの拡大頭数で始めて、ヨーロッパもだんだんとリスクが下がって陽性牛が少なくなっ
ていったときに、どういう基準でサーベイランスを続けていくか、どういう母集団をど
うするかというのは、やはりだれかが最初に言ったように、基本的にサーベイランスは
リスクに対応してどうするんだということをＯＩＥで議論してほしいと思うんですね。
従来の基準がどうで、それから漏れた頭数をどう埋めるかという枝葉末節の問題ではな
くて、基本的にどうするんだという議論が必要なのではないかと思います。 
 最初の項目の安全性について、今日の議論は、私はずれていたと思うんですね。第１
に、ＯＩＥがやろうと思ったのは絶対的安全物品で、これは文句を言うなと。ＢＳＥが
発生していようがいまいが文句を言うなと。「シュッド」であったものが「マスト」で
すから、「ねばならん」と言っているのです。それ以外の物品については条件付につい
てどうしようというんですけれども、今日の議論は初めから条件付をどうしようかとい
うことでした。ＯＩＥが言っているのは、それ以前に「たとえ汚染されていた国のもの
であろうと、これは絶対に安全だから文句をつけてはいけません」と最初に言った上
で、一部のものについてはステータスについて、関連して安全性を言うから、これにつ
いても文句をつけてはいけませんという提案だろうと思います。 
 ただ、本当のことを言って、私もアプリオリに絶対的安全物品ないのだろうという意
見には賛成で、一部異論があるところはこの前、言いましたけれども、実際には各論が
あるわけで、結局、飛田さんが言われたように、均一ではない。そうすると、それぞれ
の国から来る物品であっても、それぞれの国のＢＳＥ汚染度と、その交差汚染を回避す
るための手技とシステムが、例えば肉１個とるにしても受精卵１個とるにしても、それ
ぞれのテクノロジーがあって、それが保証されないと「絶対に」というわけにはとても
いかないので、それを無視してアブソリュートな安全性というのは、昔のゼロリスクに
戻る考えだろうという気がするので、その辺は、そのように指導してほしいと私は思い
ます。 
○姫田（農林水産省） ありがとうございました。 
 時間も参りましたので、あと、これを言わないと寝られないという方がいましたらお
願いします。 
 その後、今日は意見交換会ですので最終的な結論は出ませんが、最後に食品安全委員
会の西郷さん、それからリスクの管理官庁であります厚生労働省の道野さんにお話をい
ただいて、そして釘田の方からお話しさせていただいて、終わりたいと思います。 
○山浦（消費者） お時間いただいて、すみません。 
 今、日米の協議が行われていますように、非常に政治的な問題にもなりつつあるとこ
ろで、このＢＳＥコードの改正という問題が非常に大きな力を持ってくると思いますけ
れども、私が思いますには、ＯＩＥの策定するＢＳＥコードの限界性ということをしっ
かりと踏まえて、今後の管理の問題で考えていただきたいということを申し上げたいと
思います。 
 といいますのは、ＯＩＥそのものも、魚や野生動物を含むすべての動物の安全と、そ
の貿易に関する技術的問題を担当する、そういう活動目標があるわけですけれども、そ
の中で、今、ややもすると国際貿易の推進といった側面だけが非常に先走ってしまうと
いう問題があるかと思うんですね。ですから、せっかく専門家グループで、野生動物グ
ループとか食品安全グループとか、動物福祉グループというのがございますから、そう
いうところの幅広い動物福祉、環境問題を含めた議論を入れた形でもって、どういうふ
うに動物を育てて健全な農産物をつくるか、そういう視点を入れながら、こういったコ
ードもそれに合わせて考えていく、それぐらいの視点が必要かなと思います。特にリス
ク管理の方には、日本の生産の問題を今後も十分に考えていただきたいと思います。 
○亘（消費者） 亘です。 
 今回、大変難しいお話でしたので、お勉強になりました。 
 まず、こちらの方で主要論点として資料２にまとめられたご意見、大変立派なご意見
だと思いまして、高く評価させていただきます。頑張っていただきたいと思います。 
 それから、私は小さな消費者グループに関係しておりますことで、多くの小さな団体
に最近、顔を出すようにしております。そこで気がつくことは、「ＢＳＥの発生率は100



万人に１人と低いんだから、ガタガタ言うんじゃないよ」と言わんばかりの表現とか、
先ほどから何度も出ておりますけれども、「全頭検査なんて非科学的でむだな金だ」と
か、「危険な部位だけ取り除いて販売すれば、ＢＳＥ牛だって科学的に安全性は保証さ
れている」とか、そういう発言が目立っておりまして、消費者は非常な不安感を醸成さ
れつつあるような環境も一面見られます。ヤコブ病の症状は人間的にはガンより悲惨で
絶望的です。できることをしないのは、安全行政とはいえません。 
 やはり私といたしましては、サーベイランス基準の中に全頭検査を、科学的に立証さ
れる日が、解明される日が近づくまで全頭検査をしていただければ、消費者にとりまし
て、こんなありがたいことはないと思っております。よろしくお願いいたします。 
○西郷（内閣府食品安全委員会事務局） 食品安全委員会につきましては、ご承知のと
おり、いろいろな外の問題も中の問題もございますけれども、食品安全委員会設立のき
っかけとなっているのがこのＢＳＥ問題でございますので、この問題につきましての評
価をやっていくんだということは、もう最初からやっていたわけでございますが、いろ
いろあって、なかなか……でございました。 
 今、吉川先生いらっしゃいますけれども、仕切り直しというわけではございません
が、またきちんとやっていくということで、これは粛々と、飄々とやっていくというこ
とになってございます。 
 １つだけ、先ほど原さんから、20日のキムさんの講演が、要するに６カ月以下のＳＲ
Ｍ除去について、そうすべきだとおっしゃったんですけれども、正確に申しますと、
「それも非常にいい意見だから、主張されてはどうでしょうか」とおっしゃったのかな
と。彼がそうすべきだと思っているとは、ちょっと考えられないというか、議論したと
ころそうでもなかったので、そこだけ訂正させていただきたいと思います。 
○道野（厚生労働省） 従来から厚生労働省では食品安全対策をやってきているわけで
して、科学的根拠に基づいてというのが基本なんですけれども、ＢＳＥの場合には、本
当によくわからないというか、わかっていないことがまだまだあるんだろうという観点
で対応してきているのが実際でありますし、リスク評価機能につきましては、今、お話
があったように食品安全委員会の方に移管されたわけですけれども、そういった意味
で、リスク管理機関として、特にＢＳＥ対策についてはリスク評価に基づくというこ
と、それプラス、やはりリスク管理機関として、国民の皆様のご理解を得ながらという
ことも重視しながら、このＯＩＥ基準の問題もそうですし、そのほかＢＳＥ問題につい
て対処していきたいと考えております。 
 今日いただいたいろいろなご意見も参考にしながら、今後、農水省と相談しながら政
府としての対処方針を詰めていきたいと考えております。 
 どうもありがとうございました。 
○釘田（農林水産省） 今日は長い時間の中で大変貴重なご意見をたくさんいただきま
して、本当にありがとうございました。その中には、私ども政府の代表団の事務局を務
めるものとしては大変厳しいご意見も幾つかあったと思います。今後、ＯＩＥの場に出
ていくに当たっては、今日いただいたご意見を参考にさせていただきながら、また、こ
ういった場を繰り返す中で議論を深めていただきながら、我々の会議への対応にも役立
てていきたいと思っています。 
 ただ、ちょっと最後に言うのはふさわしくないかもしれませんが、そういう厳しいご
意見があったことに対して、ちょっとだけＯＩＥの立場みたいなものを言いますと、２
点あるんですけれども、やはり今、道野さんがおっしゃいましたように、ＢＳＥという
のは非常に特殊な病気だということがあります。生きた牛では病気が診断できないとい
うのが基本にありまして、ですから、発生後20年ぐらいたってもデータの蓄積が非常に
限られております。そういう制約の中で、ＯＩＥとして精一杯のことをやっていること
は、ある程度ご理解いただきたいと思うんです。 
 もう一つ、ＢＳＥというのは人畜共通の伝染病なんです。ほかの病気については、Ｏ
ＩＥは動物の病気の観点からしか取り組んでいないんです。ですが、このＢＳＥの特殊
性のために、普通であれば食品としての安全性はＷＨＯなりコーデックスで取り扱うん
ですけれども、ＢＳＥに関してだけはＯＩＥに任されている。ですから、ＯＩＥとして
は、人への健康という、そういう意味では伝統的に不得意な分野をやらされているわけ
です。 
 そういう意味でも、たった40人ぐらいの小さな事務所で精一杯やっているんですけれ
ども、なかなか皆様のご期待に沿えない部分もあろうかと思います。 
 我々としてもそういったことを十分認識しながら、繰り返しになりますが、今日いた
だいたご意見をきちんと踏まえながら、これから精一杯対応していきたいと思いますの



   

で、引き続きよろしくお願いいたします。 
 どうもありがとうございました。 
○姫田（農林水産省） それでは、これでＯＩＥにおけるＢＳＥルールの改正に関する
リスクコミュニケーションを終わります。 
 本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。 
 司会の不手際で、半時間も長引いてしまったことをお詫びするとともに、皆様方のお
手元にあるアンケート、必ずお書きになって帰っていただきたいと思います。こちらの
出席者の方も書いて帰ってください。よろしくお願いいたします。 

午後４時５９分 閉会


