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午後１時３０分 開会 

○広瀬（厚生労働省） 

 それでは、定刻となりましたので、意見交換会を開始させていただきたい

と思います。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。 

 ただいまから食品に関するリスクコミュニケーション、牛海綿状脳症（Ｂ

ＳＥ）対策に関する意見交換会を開催いたします。 

 大変申しわけございませんが、これから３時間休憩を設けておりませんの

で、おトイレ、お煙草など回りの方のご迷惑にならないよう、適宜ご休憩い

ただければと考えております。 

 本日は、厚生労働省と農林水産省の共催でございますが、両省を代表し、

厚生労働省医薬食品局食品安全部の外口部長からご挨拶申し上げます。 

○外口（厚生労働省） 

 食品安全部長の外口でございます。今から３年前になりますけれども、平

成13年の９月に我が国で初めてのＢＳＥが確認されました。13年の10月には

スクリーニング検査、ＳＲＭの除去、飼料の管理などからなります安全対策

が講じられましたが、消費者の方々に安心を呼び込むまでには至りませんで

して、牛肉の消費の低迷が続きました。このような状況の中で食の安全・安

心の確立に向けた政策の抜本的な改革が求められました。そしてＢＳＥ対策

の特別措置法や食品安全基本法、関連する多数の法律が制定、改正され、ま

た政府の組織も大きく変わったところであります。 

 ここで新たに目指していくものは、消費者保護を重視し、いわゆるリスク

分析の考え方に基づいた施策の展開であります。本日の意見交換会もリスク

分析の考え方に基づいたリスクコミュニケーションの一環として行うもので

ありますが、一方的な行政からの説明や単なる質疑の応答ではなく、立場の

違う関係者の方々が意見交換をしていく中から、よりよい施策、納得できる

施策につなげ発展させていくものにしたいと考えております。 

 ご存じのように、これまで行ってまいりましたＢＳＥ対策につきまして

は、今までに分かった知見を踏まえて現在、食品安全委員会の方で評価・検

証作業が進められております。一方で、日米間の牛肉の輸出入の協議につき

ましても専門家レベルからなりますワーキンググループにおきまして、事実

関係や問題点の整理が行われたところであります。これについても、もとよ

り我が国と同等の安全性の確保が協議の大前提であります。 

 本日の意見交換会に寄せられた多数のご意見の中にはＢＳＥの対策につき

まして、それぞれのお立場からさまざまなご意見をいただいているところで

ありますが、食の安全と安心が重要であること、すなわち、科学的根拠に基

づいた評価や消費者の納得できる施策が重要であるということについては、

認識が共通しているのではないかと思います。 

 意見交換会の目的は、この場で結論を出すことではありません。考えの違

うご意見とその考えに至った背景について、それぞれの相手の立場に立って

よく考えていただく中から食の安全と安心を念頭において、次のステップに

つながるご提言をいただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 



○広瀬（厚生労働省） 

 では、ここで出席者をご紹介いたします。まず、募集により大変多数の方

にご出席いただいております。本日は広くご意見をいただくため、一般の方

から募集し、1,349名の方からご応募いただいております。その中から当初

予定しておりました250名の定員を、会場の設置の方を工夫させていただき

まして、さらに25名の方を加え、275名の方に出席いただくようご案内を申

し上げたところでございます。このため出席者のご紹介につきましては、お

手元に出席者名簿を配布させていただいておりますので、そちらで代えさせ

ていただきたいと思いますので、ご了承いただきますようお願いいたしま

す。なお、応募にあたりまして、一部組織的に出席申し込みのＦＡＸが来て

おりましたが、できるだけ多くの方との意見交換を行いたいと思いますの

で、今後はこのようなことのないようにお願いしたいと思います。 

 続きまして、アドバイザーでございますが、私のとなり一人とびまして独

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先生です。 

 そのお隣が、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

清俊先生です。 

 続きまして、私のすぐ隣になりますが、内閣府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。 

 続いて主催者側でございますが、中央から皆様の右手に向かって、農林水

産省消費・安全局の中川局長でございます。 

 そのお隣が消費・安全局衛生管理課の栗本課長でございます。 

 同じく衛生管理課国際衛生対策室の釘田室長でございます。 

 そのお隣が同じく薬事・飼料安全室の濱本飼料安全管理官でございます。 

 そのお隣が厚生労働省医薬食品局食品安全部の松本参事官でございます。 

 そのお隣が本日意見交換のコーディネーターを務めさせていただきます姫

田消費者情報官でございます。 

 また、中央から皆様の左手に向かいまして、先ほどご挨拶させていただき

ました厚生労働省医薬食品局食品安全部の外口部長でございます。 

 そのお隣が医薬食品局食品安全部監視安全課の南課長でございます。 

 そのお隣が同じく監視安全課の道野課長補佐でございます。 

 遅くなりましたが、私は本日の進行役を務めてさせていただきます企画情

報課の広瀬と申します。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。お手元に配布資料一

覧という１枚紙をお配りしております。資料１から５と、それから参考資料

１と２、それから参考配布で「食の安全・安心トピックス」を入れておりま

す。もし不足等ございましたら事務局もしくは受付の方までお申し出くださ

い。 

 続きまして、本日の進行について説明いたします。本日は、「牛海綿状脳

症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会」とさせていただきます。まず、意見

交換に先立ちまして、金子先生から「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）と、その食へ

のリスクについて」、30分程度説明いただきます。引続きまして、「牛のＢ

ＳＥ感染予防対策」について農林水産省の栗本課長から、ＢＳＥに関する

「牛肉の安全対策」について厚生労働省の南課長から各15分説明いたしま

す。説明後、生産から消費への流れに沿って前半と後半に分けて各々意見交

換を行いたいと思っております。 

 それでは、これから議事に入らせていただきます。まず、「牛海綿状脳症

（ＢＳＥ）と、その食へのリスクについて」ということで、国立精神・神経

センター神経研究所疾病研究第七部長、金子清俊先生にお願いいたします。

よろしくお願いします。 

   



○金子（アドバイザー） 

 ご紹介のありました金子と申します。私は常日頃は基礎研究をしておりま

す。聞いたところ格好いいですが、研究者であります。ですから、ＢＳＥ感

染のことあるいはプリオン病のことを100パーセント詳細に理解しているわ

けではないということを最初にお伝えしたいと思います。 

 今、色々な時によくセカンドオピニオンという言葉を聞きます。例えば病

院に行かれて診断を受けられたときに、ほかの先生の意見を聞くことをセカ

ンドオピニオンを聞くとよくいわれます。私は自分の意見もありますけれど

も、それよりもむしろ皆さんがどういうふうに思っておられるか、今の日本

のＢＳＥの状況を踏まえてどういうふうに思っておられるか。それから科学

的な事実についても大多数の方がこういうふうに考えておられるということ

を、極論すれば私が今これから申し上げることに対して、それは違うという

意見もないわけではない。そういうこともあり得るわけですけれども、そう

いうことも含めてグローバルなことを極力片寄らないでお話できたらと思い

ます。それを踏まえて皆さんがどういうふうに判断されるか。その判断の材

料にしていただければと思います。 

 ＢＳＥというのは牛の病気ですけれども、この病気は実は牛だけではなく

て、もちろんヒトですね、今ここにおられる方はどなたでもご存じと思いま

すが、変異型のＣＪＤ、クロイツフェルト・ヤコブ病、こういったものの原

因になるわけです。それ以外にも実はヒツジやシカにもさまざまな病気があ

ります。変異型ＣＪＤというからには変異型でない普通のタイプがあるわけ

です。それは一番上にお示しした孤発性という、これは自然に発症してしま

う原因不明の病気です。これは幸いなことに今日本では一人も患者さんおら

れませんが、この孤発性の病気というのは大体毎年100万人に一人ぐらいの

発症率で、日本でも百数十名の患者さんが出ております。 

 それ以外には家族性のものとか、あるいはこれは薬害ヤコブ病という名前

がついておりますが、乾燥硬膜という脳外科の手術に使う脳を覆う硬い膜

に、ＣＪＤ患者さんの硬膜が混じってしまったために、それを通じて150人

ぐらいの方に、世界中でこのプリオン病、ヤコブ病を発症しているという、

そういう医療行為が原因となった病気もあります。あるいは下垂体のホルモ

ンというものを成長が止まってしまった方に注射するという治療法があるん

ですが、今は組換えタンパク体というものを使っていますが、以前は患者さ

んからいただいたものを注射していた時代に、ヤコブ病の方の下垂体を注射

したことで病気が移ったこともあるわけです。 

 それからこのクールーという病気、これは次のスライドのお話しします

が、こういった病気もあって、これら一群の病気をプリオン病、これはプリ

オンタンパク質が原因の病気という意味で、プリオンが原因の病気という意

味でプリオン病という名前がついていますし、ＷＨＯではＴＳＥという伝達

性海綿状脳症を英語で言った頭文字をとった病名を使っているわけです。こ

れは、他人に伝達する、他人というか他の個体ですね、動物もありますか

ら。そして脳が海綿状になる。そういう病気の状態を表しております。もう

一つ言うと、これはヒトと獣に感染する。人獣共通感染症というとらえ方も

できるわけです。 

 人獣共通感染症の中でヒトの部分だけをお示ししたスライドですが、これ

は先ほどお話ししたことの繰り返しになってしまいます。ここでお話する方

がよかったんですけれども、孤発性の病気はそういうことです。それからこ

こに孤発性CJDは、「生物の宿命」と書きましたけれども、これは防ぎよう

がない、どうしようもないといいますか、人間として生まれたからには100

万分の１のリスクは避けられないということです。この病気に罹る危険性は

常にあるわけです。硬膜移植後の話、それからこのクールー、これは1900年

代の前半、パプアニューギニア地方で、亡くなった方を食べる習慣があっ

て、これは後の特定部位の話にも絡むのですけれども、感染力の強い脳を食



べた女性と子どもさんがこの病気を発症した。これはおそらく最初孤発性の

ＣＪＤの方がおられて、その方の脳を食べたことで他の方々に移っていった

ということです。 

 今、会場の方からご指摘をいただいたそうですけれども、私、30年と書き

ましたけれども、50年、この病気は1950年頃ですね、ちょうど今から五十数

年前にこの食人習慣というのが完全に止まったわけです。ですから、潜伏期

間をある程度正確に把握できる病気ということになります。30年にも及ぶと

いうことは、つまり1980年代にも患者さんが出たということになるのですけ

れども、会場の方のご指摘で50年ということですから、2000年代に入ってか

らも出ている可能性があるということです。この場を借りてお礼申し上げま

すが、50年ということでご理解いただきたいと思います。 

 ここで先ほど申し上げた点に絡みますけれども、女性と子どもさんだけが

出ているわけです。当然、この時代の食人習慣は男性も食べたことがあると

いわれていますが、男性は脳は食べなかったわけですね。ですから感染性の

強いところを食べた女性と子どもさんだけが発症しているということです。

それはこの当時、その原因がわからなくて、私の話は大体いつも同じなので

前に私の話を聴かれた方はまたかと思われるかもしれませんけれども、この

病気はもしかしたら男性が呪いの術をかけたせいじゃないかということで、

罪のない男性が血祭りにあげられてしまったこともあるんだそうです。ただ

し、その事実は脳を食べた女性と子供さんだけが発症していたということで

す。それからもう１つ、潜伏期間の問題としては非常に長期であるというこ

とです。数十年に及ぶ潜伏期間を持つ病気というのはほかにはあまりありま

せん。 

 次に、タンパク質の話をちょっとさせていただきますが、先ほど原因はプ

リオンだとお話ししました。プリオンというのはあとからつくられた人造語

です。これは感染性を持つタンパク質という英語の頭文字をとって作った言

葉です。プリオンタンパク質には、正常型のプリオンタンパク質とそれから

感染型と２つの形があります。紐のように描いたこれはアミノ酸のつらなり

ですけれども、それはまったく同じなんですが、この折りたたまれ方が違う

わけです。 

 ここ（資料２、２ページ下段「プリオンタンパク質の形（立体構造）」の

図参照）を見ていただくと、ここのところがかなり違うのですけれども、こ

のβ構造というところですね、これは専門的にいうとβヘリックスという、
昔のモデルではβシートというふうにいわれていて、ちょっとシートとヘリ
ックスと構造が多少違いますけれども、その性質は同じです。β構造という
性質、この部分が増えるかどうかということになるわけです。タンパク質と

書きましたが、これ専門的なことなのであまり詳し過ぎるかもしれません

が、感染性を持つ物質のことをプリオンというわけです。ですから、よく正

常型プリオンと感染型プリオンといいますけれども、あれはあまり実際のと

ころ正しくありません。２つあって、そのうち感染型の方はこういうβ構造
というのが増えているということです。 

 このβ構造というのは熱に対してもあるいは酸、アルカリに対してもプリ
オンタンパク質には非常に安定です。ですから、この構造を破壊するために

は、例えばオートクレーブという人工的に加熱及び加圧をして、非常に強い

処理をする。あるいは焼却してしまうと、そういったことをしないと破壊で

きないわけです。ですから、例えばほかのＯ－１５７などのように調理法を

工夫することで、このプリオンを賦活化してしまって感染性をなくしてしま

って、これで安心して食べられるということにはならないということがあり

まして、それが困るんです。しかも感染してすぐ病気が発症するわけではな

いですから、そういった漠然とした恐れというか不安というのがこの病気の

根底にあるのだろうと思います。 

 検査診断法はこのとおりです。ここに品川先生がおられますが、品川先生



はこのいろいろなことを確立されたお一人ですけれども、脳をとってきて脳

の一部の延髄閂（カンヌキ）部という特別な部分、そこは脳の神経核といっ

てプリオンの非常に溜まりやすい場所、神経の核が集まっているところをと

ってきて、行う検査です。今サーベイランスとスクリーニングという言葉の

使い方でいろいろ議論がありますけれども、一般的にスクリーニングという

と、エライザ法で大体大雑把に状態を見るわけです。その中から陽性を疑わ

れたものがあった場合、確定検査ということでウエスタンプロット法や組織

検査、免疫組織化学検査というのをするわけです。 

 ただし、これは限界があるということも事実です。つまり100％のＢＳＥ

感染牛を同定することはできないわけです。まず、延髄の閂（カンヌキ）

部、ここに溜まらないと検出できないということです。ですから、ここに溜

まらないタイプのＢＳＥがもしあれば、それはこの検査では検出できにくく

なるわけです。ただし、今まで知られているＢＳＥはここで検出できますか

ら、その点は心配ありませんけれども、一つの科学者としての懸念といいま

すか、科学者として私たちは疑い深いものですからいろんなことを考える

と、そういう一つの条件がつくということです。それからある程度の量が溜

まらないと検出できないという問題があります。食の安全との関係は別とし

て、検査の限界があるということです。 

 これは感染型のプリオンタンパク質を検出しているわけですから、プリオ

ンタンパク質が蓄積した場合に検出できるわけです。これは月齢に応じて溜

まるわけですから、日本で21カ月あるいは23カ月齢といった比較的若い牛で

感染型のプリオンタンパク質が蓄積しているのが同定されましたが、あれも

やはり今までのほかのタイプに比べると数百分の１程度、量的には少なかっ

たということです。ただ、それを検出するだけの技術があったから検出でき

た、その量的な問題を一つ認識するべきだろうというふうに思います。 

 さらにいえば、本当の理想は生きた牛の検査です。現状では脳の延髄を取

らないといけないわけですから、ここを取ってしまえば牛を含めて生物は生

きていられないわけですから、生体牛、生きた状態の牛でこの検査ができれ

ば、これは理想なわけです。もし感染した牛を解体すれば、汚染の問題が出

てくるということもありますので、生体牛で検査ができるということを、今

みんなが目指しております。そのためには、非常に高感度な方法が必要にな

ります。 

 ＢＳＥはもともとイギリスから発症した病気です。公式には1986年にこの

ＢＳＥの存在が確認されました。その起源にはいろいろな説があります。大

きく分けて２つの説があって、１つはヒツジのスクレイピーという病気か

ら、牛の餌にヒツジのスクレイピーが混じってきたという説と、もう１つは

牛の中にはもともと孤発性のＢＳＥが発症して、それが餌に混じって脳やせ

き髄といった部分が肉骨粉に混じって、それが完全に感染性を失わないまま

他の牛が食べて、それで牛の中で爆発的にまん延したという２つの説があり

ます。どちらが正しいのか、結論がついていないということになっていま

す。 

 英国では、86年の11月から今まで大体18万頭から19万頭弱ぐらいの牛が同

定されています。ただ、それは日本と違って臨床症状だけで見つけたわけ

で、検査でわかったわけではないですから、実際にはおそらく100万頭ぐら

いいたのではないかという話になるわけです。 

 それから１０年後の96年、牛のＢＳＥが出てから10年後に変異型のＣＪＤ

が出たわけです。この10年間というのは、いろいろな対応がされてきていま

す。例えばＳＲＭ、牛の特定部位のヒトへの食用禁止です。あとでお話しし

ますが、脳やせき髄という非常に感染性の強いものを食べてはいけないと

か、そういった対応が出ております。あるいはＭＲＭというせき髄の回りに

ついた肉を機械的に回収してくる方法、その中にはかなりのせき髄などの特

定部位が混じっているということでそれも禁止されたのは95年頃というふう



に聞いていますけれども、イギリスと日本との食習慣の違いもあるんでしょ

うが、実際にはかなりこういう牛のＢＳＥに暴露された期間があったので

す。その状況下で、当初イギリス政府はＢＳＥというのはヒトには移らない

と言っていたわけですが、96年になって突然、やはり移るかもしれないとい

うことを、前言を翻したわけです。 

 それでもう世界中、イギリスだけでなくて世界中が大変なことになってし

まって、日本でも早速緊急調査がなされたわけです。厚生労働省が主体とな

って、その緊急調査をしたわけです。この変異型のＣＪＤが日本にもいるの

ではないか確認しようと、早速対応がなされたわけですが、その結果、実は

変異型のＣＪＤではなくて先ほどお話しした硬膜移植後プリオン病がかなり

日本にあるということがわかったという経緯もあるわけです。それから今ち

ょうど８年経っています。そのことについてはあとでまた別のスライドでお

話ししたいと思いますが、こういう経緯があります。 

 ここで私もいつもいうことなのですが、科学的データに基づいてそういう

対応を考えていく、いろいろな行政対応を考えていくことは原則としては正

しいです。ただし、科学の限界を示す一例として一つお話ししますと、今年

は幸いなことに変異型ＣＪＤの患者さんは３人しか出ていないのですけれど

も、大体毎年多くて10人から20人ぐらいの患者が出ます。仮にイギリス圏の

人口を6,000万人とすると数百万人に一人ぐらいの頻度でしか出ていないわ

けですけれども、本当にそれを科学的データで実証するのはまず不可能なわ

けです。どういうことが、もう少し詳しくお話しますと、ここに「ＢＳＥ脳

をマウスに伝播することに成功」と書いてありますが、実は同じことをＢＳ

Ｅがヒトに移るかどうかを調べるときに、ヒト型のマウス、ヒトと同じよう

な性質を持つマウスを人工的につくって、そのマウスにＢＳＥの脳を打ちま

して、そのマウスが発症するかどうかを見れば、ＢＳＥがヒトに移るかどう

かわかるのではないかと、そういう実験がイギリスで行われたわけです。た

だ数百万匹のネズミを使って１匹発症するかどうかということは見ることは

できないわけです。ですから、実際に行われたのはせいぜい50匹とか100匹

とかそういった数ですから、当然のことながら１匹も発症しなかったわけで

すね。じゃあ、発症しないから安全かという話になると、そうではないわけ

です。実際には数百万人に一人の頻度で病気が起きてしまった。 

 ですから科学的なデータというのはもちろん大事ですし、それがなければ

議論は始まりませんが、迷ったときにはやはり万が一のことを考えるという

のも大事だということがこのいい例だろうと思います。それは欧州の言葉で

いえばPrecautionary Principle、予防原則といった言葉で表現されている

わけです。 

 きょうは厚生労働省、農林水産省の主催ということですけれども、先ほど

外口部長からリスク対策のお話があったのですが、リスクのその要素を見て

みると、リスクを評価してそれを管理して、そしてそれをコミュニケートす

ると、その３つの要素があるわけです。例えば内閣府の食品安全委員会はこ

れを評価する。そして厚生労働省と農林水産省はそのリスクを管理する。そ

してみんなが一体となってそれをコミュニケートしていくことになるわけで

す。ですから、極力その評価と管理というのは別々に独立してなされるべき

だということが望ましいわけです。それはこのあとの行政の方々がお話する

ことなので私からはお話ししませんが、こういうのが大事だということだけ

お話ししておきます。ＢＳＥの問題に絡むことは牛から牛の感染を防ぐこ

と、それから牛からヒトの感染を防ぐこと、それからヒトからヒトへの感染

を防ぐこと、この３つがあるわけです。私が今お話した、今日中心にお話す

るのは、牛からヒトへの感染です。これがいわゆる食品のリスクにどう絡む

かということになるわけです。 

 ご存じのように今一番キーワードとしてよく聞かれる言葉は、ＢＳＥ検査

という言葉です。それから特定部位（ＳＲＭ）の除去、この２つということ



になるわけです。この２つが議論の的になっているわけです。それからもう

一つ、ヒトからヒトへの感染があります。これはただし、先ほど孤発性のＣ

ＪＤの方のお話をしたので、混同していただきたくないのですが、これはあ

くまでも日本では見つかっていない変異型のＣＪＤの場合のみです。例えば

輸血を介して移る、あるいは臓器移植をした際、あるいは消化管を内視鏡検

査したときに、その内視鏡を介して移るかもしれない。そういった問題が今

議論されているわけです。 

 今日はあまりその点にはふれません。もしあとでご質問があれば受けたい

と思いますけれども、ヒトからヒトへの問題というのも大変大事な問題で

す。ただし、我が国では、献血をするときに欧州での滞在歴、ＢＳＥ発生国

での滞在歴を聞かれると思います。そこに６カ月間以上滞在した方は献血を

してはいけないという対応がとられています。特にこれは今イギリスで問題

になっていて、変異型ＣＪＤの方がそれとわからない時期に献血をしてい

て、その血液の輸血を受けた方が変異型のＣＪＤを発症したという例が最近

もう１例報告されて、今２例報告されています。ですから、ヒトからヒトへ

の感染というのがイギリスでは、牛からヒトへの感染に次いで問題になって

います。 

 ただし何度もくり返しますが、孤発性の自然発症型ＣＪＤの問題ではない

わけです。ＣＪＤのタイプによって体の中で感染性の物質が溜まる場所が変

わるわけですけれども、この変異型というのは困ったことに血液の中の白血

球とかあるいは扁桃ですね、扁桃というのは喉の奥にあるところですけれど

も、内視鏡がそこをこすって中へ入っていきますから、そういったことを介

してほかの人が同じ内視鏡を使われた人が移るんじゃないかとか、あるいは

腸管の中の感染力が疑われたりする、そういった問題があるわけです。あく

までも変異型の問題です。 

 次は牛からヒトのお話にうつりますが、要素に分けてここだけやればいい

というわけではありません。先頃の食品安全委員会のリスクコミュニケーシ

ョンでもいろいろなご指摘をいただいて、私は非常に皆様のおっしゃったこ

とを最もだと思ったのですが、私も苦しまぎれに責任逃れの答弁みたいなこ

とを言ってしまったのですが、要するに、その各要素が重要なことはみんな

わかっているわけですね。ただし、一度に３つ全部手をつけることはできな

いわけです。まず一番大事なところから手をつけて、そこをきちんとかたず

けていって、当然ほかの重要性も認識しつつやっていく。それから当然リス

ク評価というのはリスク管理の評価もしなくてはいけない。それも当然のこ

とですので、それは私だけではなくてここにいらっしゃる各省庁の方もよく

認識しておられることであります。 

 牛からヒトの話、例えば牛のＢＳＥの脳を食べたらどうなるかという話を

いたします。牛のＢＳＥを食べたらヒトの変異型ＣＪＤになる、それは正し

くもあり正しくもない、どういうことかというと、食べた方が全員発症して

いるわけではないわけです。牛から牛というのと、それから牛からヒトとい

うのではかなり効率に差があるわけです。さっきも申し上げましたように、

ヒト型のマウスをつくってそれに牛のＢＳＥを打ってもほとんど発症してく

れないわけです。逆に言えばウシ型のマウスあるいは普通のネズミであれば

牛のＢＳＥを打てばほとんど発症してくれるわけで、かなり違いがあるんで

す。それを種の壁とよんでいます。 

 その根本にあるのは正常型の、ちょっと資料がまちがってますが、これは

（資料２、４ページ下段「ウシＢＳＥからヒト変異型ＣＪＤへ」参照）正常

型のプリオンタンパク質です。正常型のプリオンタンパク質の配列が違うと

いうことで、つまり感染型のプリオンタンパク質が正常型のプリオンタンパ

ク質に働く際に、アミノ酸の並び方、紐の配列の並び方がちょっと違うと、

部位によって非常に大きく正常型のプリオンタンパク質の構造を巻き換えて

感染型にしてしまうのを防げるわけです。ただ、欧州の方でもいろいろ種の



壁の強さについて検討しようという話があるわけですけれども、一言でいえ

ばはっきりしない点が多くて、こうだと決めることができないわけです。 

 率直に科学者としてマウスの発症頻度を見ていれば、種の壁があるのは間

違いない、それはもう厳然とした事実です。ですけれども、それがどのくら

いの強さなのかというのを定量的に見ることがなかなか難しいときには、先

ほどの慎重な立場に立てば、極論すれば種の壁はないと考えるべきではない

かという、それは科学の話とは違うわけですが、そういうことも出てくるわ

けです。でも、それは科学的に種の壁がないと証明されたわけではないわけ

です。むしろ種の壁があることは厳然とした事実です。ただ、その強さにつ

いてはわからないと、それはそのとおりだと思うんです。いわゆるたたき台

でも10倍から１万倍というような非常に幅広い数字が出ていましたけれど

も、わからないけれどもあることは確かです。確かに牛とヒトと限ると、定

量的に種の壁を見るのは非常に困難です。 

 その理由を申し上げます。この種の壁を正確に規定するためには、生きた

牛、それから生きたヒトを使って実験をしなくてはなりませんが、それは不

可能です。ですから、モデルマウス、あるいはいろいろなほかの系に置き換

えてそれで推測をするしかないわけですから、どうしてもそういう奥歯にも

のが挟まったような言い方しかできないという限界があるわけです。たとえ

サルを使ったとしてもそれはヒトとは違うわけです。 

 もう１つは、摂取経路の問題があるわけです。これは経口摂取をすると脳

に直接投与したときに比べると、ＢＳＥ検査の発症効率がかなり悪くなると

いうことです。「はるかなる旅」と文学的な漠然とした表現しかできていな

いのですけれども、腸管から脳へ運ばれる。これについてもいろいろな説が

ありますし、いろいろな論文もありますけれども、もしもあとで質問があれ

ば私か、あるいは品川先生の方からお答えいただけるのではないかと思いま

すが、いずれにしても事実として一つあることは、食べることによってでは

脳に直接打つのに比べると、やはりかなり効果が弱くなるということです。 

 それからもう１つ、これはＳＲＭ、特定部位の問題にも関係しますし、ク

ールーの問題にも関係しますけれども、やはりプリオンをどれだけ食べたか

ということになるわけです。つまり多く入れば、多く食べれば、多く摂取す

れば、多く脳に打てば打つほど早く発症しますし、発症率が100％に近くな

るわけです。量が少なければ少ないほど発症率が下がってきて、発症するま

での期間が延びるわけです。じゃあ、それはいったいヒトでは、牛のＢＳＥ

を使ってヒトではどのくらいですかという話になると、また先ほどの種の壁

でお話ししたのと同じジレンマが出てくるわけです。100％確かな、確実な

ことは言えないわけです。 

 ですから、本当にヒトと同じような挙動を示すようなマウスができて、そ

れを使って、牛のＢＳＥを使った実験がかなり説得力のあるデータが出てく

るまではなかなか正確に答えられなくて、それがある意味混乱あるいは不安

と結びつくところがあるのではないかと思いますが、事実をむしろ明らか

に、ありのまま明らかに率直にお話しした方がいいということもいえると思

いますので、そういった限界があった上で、しかしやはり他のデータから考

えると、他の動物の場合のデータから考えると、やはりこういうことはまず

間違いなくあるだろうということです。 

 ＢＳＥから変異型のＣＪＤの感染についてもこういうことがあるかどうか

というのはイギリスの方でもかなり検討はされているわけです。例えばいろ

いろな食習慣とか牛乳とか肉とか、そういったものを含めて関連を見たわけ

です。ただし潜伏期間が非常に長いですから、非常に困難なデータですけれ

ども、それでも一つ、唯一疑えたかもしれないというか可能性があったのは

ＭＲＭですね。これはさっきも言いましたけれども、せき髄がかなり含まれ

ている、そういったせき髄混じりの肉なわけですけれども、こういったもの

との関係があります。それから「英国の食習慣」と書きましたが、英国はあ



る地方の肉屋さんへ行くと、わざと脳を混ぜたりしているのだそうです。

で、そういった脳が混ざった肉屋さんの回りに数千人の村であっても、数人

の患者さんが集積して出たこともあるとか、どこまでその統計学的に意味が

あるのかは別として、やはりそういったことも疑われてはいるわけで、クー

ルーの場合と同じように感染力の強い部分である特定部位というのが問題に

なるわけです。 

 その特定部位というのはどこかというと、ここに説明しましたが、これは

（資料２、５ページ上段「ＢＳＥ感染症」参照）2001年頃のデータでそのあ

とアップデートして書き換えられていますけれども、赤いところが実際に確

認されているところです。黒く書いたところはこれはヒツジのデータです。

ですからあまり注意していただかなくて結構なのですけれども、今のところ

こういう部分で、これはすべて特定部位でカバーされているところですね。

もちろん、この肉や牛乳といったものは感染性は確認されていません。ただ

し、これは種によって違うわけです。多分ここにいらっしゃる方々は、よく

ＢＳＥのこととかプリオン病のことを学んでおられる方が多いと思いますの

で、最近ヒツジのスクレイピーで骨格筋のＦＤＣという細胞に感染力があっ

たという論文が出ていますし、それから去年、一昨年でしょうかヒトの孤発

性のＣＪＤの患者さんの骨格筋からこういう感染性のプリオンタンパク質が

確認できたという論文があることも事実です。 

 ただし、２つほど指摘しますと、１つにはその量が非常に少ないというこ

と、脳に比べると5000分の１とか１万分の１のぐらいの量であるということ

です。それからもう１つは、それは種によって違うということです。今のと

ころ牛の骨格筋から感染性が確認されたというデータはありません。 

 量的なお話をすると、この脳とせき髄でもうほとんど、このいわゆる特定

部位を含めて99％以上というか、ほとんど100％に近い部分の感染力はここ

に集中しているということになるわけですが、そういった事実をふまえて、

ＢＳＥ検査とＳＲＭ除去の話をいたします。ヨーロッパを含めて２つぐらい

大きな考え方があって、２つとも共通している点は、ＳＲＭの除去、これが

大事であるということです。これは万人が共通して理解していることです

ね。つまり、感染力のある部分を取ること。これは非常に重要なわけです。 

 それに対してＢＳＥ検査に関しては、２つのとらえ方があります。先ほど

スクリーニングとサーベイランスといいましたけれども、サーベイランスと

いうのはＢＳＥの感染源の広がりを確認するものです。日本で、あるいは各

国でどのぐらいこういうＢＳＥ感染牛がいるかというのを能動的に検査して

いく、これはあとでお話が出ると思います。症状が出た牛だけ見ていたらわ

からないわけです。症状だけでみていたら、うちにはＢＳＥはいませんとい

って最小リスク国になってしまうんですけれども、よく検査したら検査すれ

ばするほど汚染度が上がってしまうという非常に大変なジレンマがあって、

一生懸命検査をした国がバカをみるようなことになってはいけないと思うの

ですが、とにかくきちんとした検査ができる体制があって、それから正確な

技術があって、それからそれを実施できる経済力、お金がある国にしかでき

ないんです。だから全頭検査ができる国といったら世界でも少ないと思いま

す。そのぐらい日本というのは非常に重要な特別な国なのかもしれません。 

 それはさておいて、もう１つ、「それでも……」と書いてありますけれど

も、ただし、こういう懸念がないことはないわけです。検査で容易に検出で

きる程度のプリオンが脳に蓄積したら、筋肉にももしかしたらあるかもしれ

ない。プリオンが溜まった脳も切ったり処理したら回りに汚染するのではな

いか、そういう恐れがあるわけです。そういった場合はこういう概念が出て

くるわけです。「ＢＳＥ感染牛の食物連鎖からの排除」、これはスクリーニ

ングというのもちょっと違いますし、言葉の使い方としてはここでスクリー

ニングといっていいかどうかもちょっとわかりませんが、とにかく「すべて

のＢＳＥ感染牛を食物連鎖から排除するのが理想的」だと、こういう考え方



があるわけです。大きく分けると例えばスイスはＳＲＭ除去だけでいいだろ

うと。まさにこの立場に立っていますし、またＥＵの理想としては後に述べ

た考え方ですし、今の日本の基本的な立場としてはこの後者に立脚している

わけです。そうなってくると、このＢＳＥ検査の感度はどうなんだと。全部

スクリーニングで排除できるのかというそういった議論があります。その答

えは今ここで私申し上げるつもりはありません。あくまでもジェネラルなお

話をするだけですから、今の現状をお話ししますけれども、そういったこと

になっているわけです。 

 ＢＳＥ検査とＳＲＭ除去については、これは大きく分けるとやはりこのよ

うになっています。いずれにしても特定部位というのは非常に各国共通して

重要であるということで、ここで見ていただくと月齢制限を設けていて12カ

月齢以上全部取ったり、すべて取ったり、アメリカは30カ月齢以上ですけれ

ども、このようにしているわけです。ただ、小腸と書いておきましたけれど

も、小腸がどうしてかというと虫垂というところはリンパ組織が集まってい

るんです。あるいはパイエル板というのがありますけれども、そういったも

のが集まっているところにはかなり早く早期にプリオンが検出されますか

ら、これはもう全月齢取ってしまうという話になるわけです。 

 では、この小腸全部なのかと。先頃のＯＩＥの総会で問題になったそうで

すが、小腸のどこに感染性があるのか。小腸は遠位部だけじゃないのか全部

小腸なのかとか、そういったことも議論になっている。それを私が今日、今

ここでこれはこうです、正確な科学データに基づいて答えればこうですとい

うことは、それはできないわけです。データが乏しいわけですから、今ある

データをどう解釈するかで各国の対応が変わっているわけです。検査につい

てもこういうことです。日本については両方とも全部やっているけれども、

ＥＵはこう、ただし米国はこんなことになってるということになるわけで

す。 

 ここで一つ言わなくてはいけないことは、グローバルスタンダードという

か世界基準がないのです。つまり日本は日本の基準でやっているし、ＥＵは

ＥＵの基準でやっているし、米国は米国の基準でやっている。ＢＳＥはこの

次のスライド、あとでお示ししますが、ワールドワイドな病気になってしま

いました。最初はイギリスだけだったんですけれども、今世界中に蔓延して

いるわけです。そうすると、その対応が現在各国でばらばらな状態というの

は、これから、いろいろな問題が出てくる可能性があります。 

 月齢制限という話になると、月齢制限と一言でいいますが、そんな簡単な

ことかという問題もあるわけです。これは科学的な話ではないかもしれませ

んが、そういう問題があるということだけ指摘しておきます。 

 月齢制限というのは、牛の月齢が把握できなければわからないわけです。

つまり、これも日本みたいにトレーサビリティがきちんと確立されて耳標

を、耳に黄色い印をつけてよく牛がパタパタやっていますが、ああいうもの

でいつ生まれたかがわからなかったら、じゃあ、12カ月齢以上の牛のＳＲＭ

除去といってもできないわけです。この牛はいつ生まれたのかがわからない

と。だからむしろ月齢制限は日本でなければできない。トレーサビリティー

がちゃんとしていないと、ここに書きましたけれども、歯によって鑑別する

しかないわけです。30カ月齢というのはかなり分かるとか24や18も分かると

かいろいろな話がありますが、そういう問題も一つあるわけです。 

 それから月齢制限といっても、と畜場ですべての月齢牛が均等に出荷され

るわけではないわけです。今日はグラフを持ってこなかったのですが、例え

ば日本でも幾つか集中しているピークがあるわけですし、それはまた国によ

って違うわけです。日本は霜降りの牛肉が多いから肉牛に関してはかなり30

カ月齢に偏ります。ホルスタインに関してはまた別ですが、日本では今のと

ころ見つかったＢＳＥ感染牛はすべてホルスタインです。それはイギリスで

もそうで90％以上がホルスタイン、肉牛から見つかっているというのはほぼ



10％程度ということになるわけです。月齢だけでなくて牛の種類によっても

違うとかいろいろな問題があるわけです。それをすべて網羅して対策を立て

ていかなくてはいけない。ＢＳＥ検査やＳＲＭ除去だけではなく、さらに大

きな枠組みに基づいた対応がなされているわけですね。 

 リスクのことで私がいつもいうことは、ここにお示ししたように日本で変

異型のＣＪＤが起こるリスクがどのぐらいあるかということです。これも食

品安全委員会のたたき台に数字が出たりしています。それについても今議論

の途中ですからここでお示しはいたしませんけれども、0.1とか0.9とかいろ

いろな数字がありますけれども、非常に小さいわけですね。それに比べると

実は私たち、もともとの120というリスクを持っているわけです。どういう

ことかと申しますと、100万人当たり１名、つまり日本全国で毎年１２０人

程度が自然にＣＪＤを発症する、もともとこういうリスクがあるわけです。

これはやはり忘れてはいけないと思います。つまり、何もしなくても何も食

べなくても年間120名ぐらい患者さんが出ていて、私たちもそのリスクはあ

るわけです。正常型プリオンタンパク質を持っている限りは避けられないわ

けです。こういったことがあって、それにどのくらいのリスクが加わるかと

いう、その総体的な認識というのはやはり大事だろうと思います。 

 先ほどワールドワイドの世界中の病気になってきたと言いましたけれど

も、これ私は調べまして、８月２日現在というのは、ＯＩＥのホームページ

からですけれどもちょっと拝借して本当は、ここに「ＯＩＥより」とか書か

なければいけないのですが、口頭で勘弁願いますが、そのデータです。こち

らは変異型ＣＪＤに関するイギリスの保健局のデータです。ここも引用の注

釈を書かなければいけません。やはりもう19万頭近くなっているわけです。

米国はＯＩＥではゼロになっていますが、カナダ生まれだからという意味だ

と思うのですが、一応こういうふうになっておりまして、変異型の患者さん

の数はこうなっているわけです。 

 ＢＳＥは発生していなくても、あるいは非常に少なくても患者さんが出て

いる国があるわけです。私たちは例えば18万頭出て140人の英国ではなく

て、むしろこういう低汚染国の少ない国ではどうかということを、やはり参

考にしていかなくてはいけないと思います。ほとんど今のところゼロ、ゼ

ロ、ゼロの更新ですが、中には１があるんですね。これはどういうことかと

いうと、英国に住んでいた方、そういう方がほかの国へ移って発症している

というわけです。ですから、変異型ＣＪＤ対策ということを考える場合は、

先ほどの輸血の問題もそうですけれども、こういった可能性を念頭においた

対策というのも必要だろうと思います。 

 それからイタリアとアイルランドの100頭もしくは1,000頭でも１となって

いるのは、これは恐らくは脳を食べる習慣がある、それとの関連があるので

はないかとか、どうもやはりＢＳＥに汚染された非常に高度のＳＲＭ部分

に、かなり高度に暴露されたこととの関連が強く疑われているということが

あるわけです。ＳＲＭの除去というのはやはり非常に大事だということはこ

のグラフを見れば確かにそうだろうと思います。 

 これが（資料２の８ページ上段のグラフ参照）そのＢＳＥ感染牛とそれか

ら変異型ＣＪＤの数ですね、患者さんの数ですけれども、これを見ていただ

ければ一目瞭然で、ここにピークがあって、人のピークというのはこうなっ

て2003年でこうなっています。2004年を書くと今のところ３名ですからどう

も減少傾向があるかもしれません。ただ、幾つかの理由でそのもう１つピー

クが出てくる可能性もいわれておりますし、この先患者さんがどうなるかと

いうことについて、まだはっきりした見通しは断言できる状況ではないわけ

です。ただ、どうも全体的な傾向を見ると、今のところは下がりつつあるだ

ろうと思います。 

 変異型ＣＪＤは、全員が、今日はお示ししませんでしたが、プリオンタン

パク質の配列でいう129番目がメチオニンというタンパク質なのですが、こ



のタンパク質を持っている方だけでした。ほかの例でもそうですが、メチオ

ニンではなくて、バリンというタンパク質を持っている方というのはちょっ

と発症が遅れる可能性があるわけです。ですから、このピークがもう一個出

てくる可能性はないわけではありません。否定できないわけです。先ほどの

輸血の患者さんの第２例目は、実はメチオニンとバリンというものを持って

いた方ですから、バリンの方がちょっと遅れて発症してくる可能性はあり得

るわけです。そうすると、今の患者数が２倍ぐらいになる可能性は否定はで

きないということになります。ただし、日本の場合は、ほとんど90％以上の

人がメチオニンで、ほとんどこれしかないといっていいぐらいの均一性を持

っているわけですので、このバリンの問題は日本ではあまり重要ではないか

もしれません。。逆にいえば、今のところＢＳＥに対して感受性の高い方が

多いのではないかというような話にもなるわけです。 

 なるべく時間内にと思いましたので、大雑把に大事だと思うところだけお

話ししました。これは私たちのホームページですけれども、ちょうど２万

2,222アクセスのときのを写して持ってきたんですけれども、何か興味をも

たれたりおわかりにならない点がありましたら、我々のホームページをクリ

ックしていただくと今と同じようなことが書いてありますので、もし興味が

ある場合はそちらをもう一度ごらんいただければと思います。 

 以上です。どうもご静聴ありがとうございました。 

   

○広瀬（厚生労働省） 

 金子先生ありがとうございました。続きまして、牛のＢＳＥ感染予防対策

について、農林水産省の栗本衛生管理課長から説明いたします。 

○栗本（農林水産省） 

 皆様、こんにちは。ご紹介いただきました農林水産省の栗本でございま

す。牛のＢＳＥの予防対策について、ご紹介をさせていただきます。少しス

ライドに細かいところがあるかもしれません。お手元の資料の３をごらんい

ただくか画面をごらんになりながらお聴きいただければと思います。 

 「ＢＳＥのリスク管理対策」ですけれども、牛が飼われている農場から皆

様の食卓に届くまでの間に、ここにお示ししているような多くの措置が組み

合せられております。それぞれの措置はＢＳＥという疾病の牛から牛へのま

ん延を防止する、広がりを防止するためのものです。そして最終的にはＢＳ

Ｅそのものをなくしてしまおうということ、それから食品としての牛肉の安

全を確保するという２つの目的を持っております。これらの措置についてリ

スク管理を担当しております厚生労働省と、私ども農林水産省とが連携をし

て対応しております。 

 海外からの侵入を防止するための検疫、それから肉骨粉の飼料利用を禁止

する飼料の規制、フィードバンとも言っております。それからと畜場へ送ら

れる前に農場で死んでしまう牛もおります。こういった牛につきましても24

カ月齢以上すべてについてＢＳＥ検査を実施しております。それから全頭検

査と特定部位の除去、これにつきましては厚生労働省の南課長からご説明が

ありますので省略いたします。 

 「ＢＳＥの発生と原因究明」でございますが、英国における発生につきま

しては金子先生に詳しくご説明いただきました。重複していることが多いの

でここでごらんいただきたいのは、異常プリオン、これは先ほどのご説明で

すとプリオンと言う方が正しいのかもしれません。プリオンを含む肉骨粉の

牛への給与。これらが、原因となっています。それを食べた牛であっても発

症するまで、この病気の特徴といたしまして、感染をしてすぐに発症するわ

けではなくて２年から８年、平均５年ぐらいの潜伏期間を持っております

が、それだけの期間を要すること。それから原因究明のところをごらんいた

だきたいと思いますが、獣医や疫学の専門の先生方に詳しく検討をしていた



だきまして、昨年の９月に報告書をまとめていただいております。結論は画

面の黄色の字のところ（資料３の２ページ上段「ＢＳＥの発生と原因究明」

参照）でございますが、牛用飼料への製造・輸送段階での肉骨粉、プリオン

が含まれているような肉骨粉の意図しない混入。これを交差汚染と言ってお

りますが、これが原因となった可能性があるとされております。そのために

ＢＳＥのまん延防止のためには飼料の対策というものが、とても大切になり

ます。 

 ここのところ（資料２の２ページ下段の図参照）に飼料があるわけです。

工場から牛の口に届くまでの間、ここのところでプリオンに汚染されていな

いきれいな飼料が届くようにしなければなりません。そのためにすべての国

から肉骨粉の輸入を止めておりますので、海外からは入れないようになって

おります。それから牛はここにおりましてと畜場に行きます。ここで食肉に

なって食べられない部分は肉骨粉になります。これは現在ではすべて焼却を

しておりますので、国内でも肉骨粉が供給されることはありません。飼料工

場の中には肉骨粉が入らないようにしております。 

 さらに、このサイクルの中に原因となる恐れのあるものが入らないように

するために、生きた牛、あるいは食肉になった形の肉、これも発生国からの

輸入を禁止しております。このように牛の間での発生のサイクルを完全に遮

断しております。この遮断をする前の段階で、すでに感染してしまった牛と

いうのが今はまだいるかもしれません。これは世代交代によってだんだんい

なくなっていくわけでございます。 

 次に飼料の規制についてもう少し詳しく見ていただきたいと思います。基

本的な考え方が２つございます。１つ目は、ＢＳＥの感染源となり得る飼料

の利用の規制。フィードバンです。肉骨粉あるいは肉骨粉が混ざっていても

わかりにくいような魚粉、わずかに肉骨粉が混入する可能性がある動物性油

脂等につきましては、牛用飼料への利用を禁止しております。さらに我が国

のＢＳＥ感染が肉骨粉の給与ではなくて、意図せずにどこかで混じってしま

ったという交差汚染によって発生したと考えられていることから、もう一

つ、牛用飼料とその他の飼料の分離というものが必要になります。牛用の飼

料とその他の豚や鶏や魚に使う飼料、その交差汚染の防止のために飼料の製

造・保管、輸送等を分離して専用化することとしています。 

 これはまず、先ほど申し上げた１つ目の飼料原料の規制についてでござい

ます。ＢＳＥの原因とされます肉骨粉、そして油脂、油を精製するときに出

てくる獣脂かす、こういったものにつきましては牛からできたものだけでな

く、豚や馬由来のものでもどの餌であっても使うことを認めていません。そ

して縦にごらんいただきますと、チキンミールは鶏由来ですし、動物性の油

脂は油でございますのでそれ自体は原因とはならないわけですが、万が一、

肉骨粉が混入した場合のことを考えまして、牛用には利用を認めておりませ

ん。さらに製造ラインを分けることによって、交差汚染も防止するというこ

とを徹底しております。それは次の絵でご説明をしたいと思います。 

 これが（資料３の４ページ上段の図参照）分離と専用化についての絵でご

ざいます。お手元に一つパンフレットをお配りしていると思います。これを

開いていただきますと、中にこれと同じような絵が入っております。少しス

ライドは細かいのでパンフレットの絵の方をごらんいただいた方がいいかも

しれません。 

 製造ラインの専用化の方法といたしましては、工場そのものを専用化して

しまう、牛専用工場としてしまうこともあるわけですが、工場内の製造ライ

ンを専用化して牛用のラインというのを別に設けるというやり方もありま

す。この絵はそれを示しているものでございます。出入口を専用にします。

それから製造のライン、製造設備をそれぞれ専用化しています。工場の中

に、この絵ですと赤い線で示してありますように隔壁を設けて製造の専用エ

リアをつくっております。それからここに入口がありますけれども、輸入さ



れた原料がここへ届くまでの間、あるいはここに出口がありますが、ここか

ら製品の飼料が出て農場へ届いて牛に与えられるまでの間、この間も取扱い

は他の飼料と分離することとしております。昨年までに配合飼料工場の半分

以上で、既に分離の措置が終わっておりまして、今年度末までにはすべての

工場で専用化を義務化することとしております。 

 ＢＳＥのまん延防止には飼料、餌についての規制が重要でございます。今

ごらんいただいたわけですが、その規制が輸入、製造、使用の各段階でしっ

かり守られているということがさらに大切でございます。輸入の段階、ここ

で肉骨粉あるいは生きた牛、この部分については動物検疫所が検疫という形

で監視をしております。それから飼料工場、肉骨粉の製造場所、ここにつき

ましては肥飼料検査所が立入検査、毎年１回以上、立入検査を行っておりま

すし、飼料の抜き取り検査も実施しております。そしてさらに販売店あるい

は農場、生産段階につきましては都道府県が立入検査を行っております。飼

料の収去、抜き取り検査もしております。こういう形で監視をしっかりとし

ております。 

 次にＢＳＥ検査について見ていただきたいと思います。ＢＳＥの検査には

二通りの目的があります。と畜場におけるＢＳＥ感染牛の食用からの排除、

ピンク色のところですけれども、いわゆる全頭検査。もう１つは、ＢＳＥの

感染状況、広がり具合の調査、これが緑色の部分ですが、いわゆるサーベイ

ランス。どちらも下のところに書いてあります検査の方法は同じでございま

す。そしてサーベイランスには２つの目的がございます。１つは、ＢＳＥが

どれだけ広がっているかを知ること。原因の究明にも役立ちます。もう１つ

は、継続して推移を見ていくことによって防疫の対策が有効に機能している

かどうかということを検証する、この２つの目的があります。 

 我が国では、1996年から農場段階で死んでしまった牛やよろよろして立て

ないといった牛、そういう症状の牛を対象としてＢＳＥの検査を始めており

ます。と畜場でのＢＳＥ検査につきましても、これは感染牛を食用から排除

する目的もあるわけですが、感染牛がどれだけいるかということもわかりま

すのでサーベイランスとしての意味も持っております。 

 こちらはこうして行われましたこれまでのＢＳＥの検査の結果をまとめた

ものでございます。表の上から３段目のところまで、黄色の一段目のところ

までが農場段階でのＢＳＥ検査です。これはサーベイランスだけを目的とし

て実施しているものです。検査対象は拡大してきておりまして、本年の４月

からは24カ月齢以上のすべての死亡牛とＢＳＥ感染の疑いのある牛を対象と

して実施しております。昨年４万5,000頭弱やっておりますけれども、今年

はさらにこれが倍ぐらいになる見込みでございます。この死亡牛の検査の中

から１頭ＢＳＥの牛が確認されております。 

 それから下の２段、ここの部分はと畜場におけるＢＳＥ検査の結果です。

後ほど厚生労働省の方から説明がありますけれども、特に見ておいていただ

きたいのは、ここの一番下のところです。臨床症状を示さない牛、この赤字

のところがそうですが、この中からもＢＳＥ陽性牛が見つかっているという

ことをご紹介しておきたいと思います。このように我が国ではほとんどすべ

ての牛についてＢＳＥの検査を行って、どのくらいＢＳＥが広がっているの

かを把握するようにしております。 

 ここまでは、日本の対策をごらんいただきましたが、これは米国、ＥＵの

対策と比べた表でございます。お手元の資料ですと７ページになります。Ｂ

ＳＥの検査につきましては、日本とＥＵ、これは対象としている月齢が日本

ではすべてですので０カ月以上、ＥＵが30カ月齢以上というようなところが

違っておりますけれども、一定月齢以上のものについて全部検査することに

なっております。すべて検査するという考え方は同じです。これに対しまし

て真中のアメリカは抽出検査、一部だけ検査すればいいという考え方です。

それから下の方の飼料の規制ですが、日本とＥＵは同じ考え方です。米国は



従来の肉骨粉につきましても現在禁止することを検討中ということではあり

ますが、今はまだ豚や鶏用の飼料には使うことを認めておりまして、ここに

も大きな違いがあります。先般、行われました日米ワーキンググループの会

合ではこうした違いをお互い確認し合った上で、今後ともその措置の有効性

などについて協議を続けていくことにしております。 

 それからもう１つ、牛のトレーサビリティ制度の概要についてごらんいた

だきたいと思います。この制度は牛の両方の耳にこういう黄色い札を付けま

す。これには一つひとつ違う10桁の数字が付いておりまして、この数字が個

体識別番号でございまして、その牛の情報をこの番号によって管理するとい

うシステムです。ＢＳＥの牛が１頭見つかったとき、同じ農場で同じ餌を食

べて育った牛というのはＢＳＥに罹っている可能性が高いということで、こ

ういった牛をできるだけ早く探して検査をしてしまおうということにしてお

ります。早く確実に探せるようにできる。これが目的の１でございます。 

 それからいったいどこで生まれて、だれに育てられた牛なんだろうという

ような生産履歴を知るということ。このことによって信頼をしていただく、

ご安心いただくということ、これが目的の２でございます。これは現在、牛

が生まれてからと畜場へ行くまでの間、生産段階につきましては昨年の12月

からこの制度は既にスタートしております。ここから先のお店屋さんで売っ

ている肉のところ、流通段階につきましては今年の12月から本格的にスター

トすることになっております。 

 それから最後になりますが、もう一度ＢＳＥのリスク管理全体をまとめさ

せていただいております。まずここのところ（資料３の８ページ参照）で

す。水際では検疫によって海外からの原因となるものの侵入を防いでおりま

す。それから国内でもＢＳＥの原因となるようなものが牛の口に入らないよ

うに飼料の規制を徹底しております。全頭検査、特定部位の除去、この辺に

つきましては次に厚生労働省の方からお話があると思いますし、トレーサビ

リティにつきましてもサーベイランスにつきましても先ほどご説明いたしま

した。トレーサビリティもサーベイランスも徹底して実施してまいりますけ

れども、最も大事なことは侵入禁止のマークが付いているところです。ここ

の部分、日本の牛たちをこのいやな病気から守るということ、もう二度と新

たに感染させないこと、ということが大切だと考えております。このことに

よってできるだけ早く日本からＢＳＥ、牛のＢＳＥという病気をなくしてし

まうこと。そうすれば本当にご安心いただけると思っておりますので、その

ことを目指して対応しているところでございます。 

 私のご説明は以上でございます。どうもありがとうございました。 

   

○広瀬（厚生労働省） 

 栗本課長ありがとうございました。続きまして、ＢＳＥに関する牛肉の安

全対策について、厚生労働省南監視安全課長から説明いたします。 

○南（厚生労働省） 

 厚生労働省の監視安全課長の南でございます。それでは、厚生労働省が行

います牛肉の安全対策についてご説明をさせていただきます。 

 これにつきましては先ほど金子先生、また栗本課長から多くのお話がござ

いました。私としてはできるだけ重複を避けてお話をしたいと思いますが、

話の都合上、どうしても重複せざるを得ない部分がございますので、ご了承

いただきたいと思います。 

 これはいきなり重複しているわけでございますが、要するにこの問題の対

策のポイントと申しますのは、左の感染拡大のサークルをいかにきちんと遮

断するかということ。それからもう１つは、真ん中から右になりますけれど

も、安全な食肉のみが流通に乗っていくというシステムを維持するかという

２つの点であると思います。厚生労働省といたしましては、真ん中にありま



すが、と畜場におきます牛の生きた状態での観察、またはと殺されたあとの

牛についての精密検査、またと畜場におきましてと殺・解体される過程にお

きますＳＲＭの除去について、まずこれをしっかりやる。これは黄色で出て

いますけれども、食肉衛生検査所というところにと畜検査員がおりまして、

こういった方がと畜場においてＳＲＭの除去を指導するということになりま

す。 

 それから今度は食肉処理場でございますが、こちらにおきましても背骨を

除去し、枝肉をブロック肉に分けるという作業が行われます。背骨の中にご

ざいます神経節、これもＳＲＭとして除去されているわけでございます。こ

れが食肉を汚染しないようにということでこういった処理の仕方を通知等で

示しておりまして、これにつきましては保健所におります食品衛生監視員が

定期的に査察をするという形でございます。また、外国から入っております

食肉製品につきましても検疫所というところに食品衛生監視員がおりまし

て、ＢＳＥの発生国からの食肉等の輸入がなされないようにチェックをして

いるということでございます。 

 これは国産の牛でＢＳＥが確認されるまでの厚生労働省の対策でございま

す。平成８年にイギリス政府が変異型クロイツフェルト・ヤコブ病とＢＳＥ

の関係の報告をいたしまして、これを受けまして英国産の牛肉加工品の輸入

の中止をしました。また、翌月にと畜場法の検査対象疾病に指定をいたしま

して、と畜場においてＢＳＥの疑いのある牛が発見された場合は、ただちに

報告するようにという体制をとったということでございます。また、平成12

年にヨーロッパ諸国でのＢＳＥの広がりを受けまして、ＥＵ諸国等からの牛

肉加工品の輸入を中止をしてございます。また、13年の５月には国産の牛及

びヒツジに対しましてサーベイランスを開始をしているところでございま

す。 

 これは見つかったあとの対策でございますが、ご案内のとおり10月18日か

らと畜場において、と殺・解体される牛の全頭検査、また特定部位の除去、

焼却につきましてもすべての牛についてこれがなされることを義務づけたと

いうことでございます。ちょっと日付が前後しますが、10月５日からそれま

で出回っておりました牛肉由来原料を含む食品の特定部位含有に関する自主

点検を行ったということでございます。平成16年に入りまして、２月にＢＳ

Ｅ発生国のせき柱の食品の使用を禁止をしたということでございます。また

２月から食品安全委員会において我が国のＢＳＥ対策について中立的立場か

ら科学的な評価・検証が開始をされているということでございます。 

 これはＢＳＥ対策のフローでございます。と畜場においてのＢＳＥ対策は

大きく３つございまして、１つは、すべての牛に対する特定部位の除去、焼

却でございます。回腸遠位部とございますが、これは牛の小腸は50メートル

から60メートルぐらいありまして、そのうちの最後の部分といいますか、大

腸、それから盲腸とつながる部分２メートルぐらいのところを回腸遠位部と

いうわけでございますが、この部分についてはＳＲＭということで除去、焼

却が義務づけられております。 

 また、もう１つは、すべての牛に対するスクリーニング検査でございま

す。スクリーニング検査で陽性になったものは確認検査をする。そして、こ

のウエスタンブロット法または免疫組織化学検査においていずれかの検査で

陽性になったものにつきましては、厚労省に設置をされております専門家会

議において確定診断がなされるという手順でございます。 

 もう１つは、処理の過程においてＳＲＭから食肉の汚染がなされないよう

な措置をとります。この３つでございます。 

 これはと畜場におけるＢＳＥ検査の状況でございます。平成13年度は先ほ

ど申しましたように10月18日から開始いたしまして、14年の３月までという

ことで少なくなっております。13年、14年、15年とそれぞれに２頭、４頭、

３頭のＢＳＥ陽性牛が見つかっております。合計９頭でございますが、この



下の方に書いてございますが、平成13年９月に千葉県で確認された１頭目、

それから死亡牛検査で確認された１頭を足して国内では計11頭がＢＳＥとし

て確認をされております。 

 これは我が国で確認されたＢＳＥの牛について確認された年月日、そして

その牛が生まれた年月日、またそのと畜された当時の月齢です。それから品

種ということでございますが、赤い色で示してございますが、８番目と９番

目に若齢牛のケースがあります。品種はすべてホルスタインでございます。 

 これはＢＳＥ感染牛の出生年度の分布でございます。平成７年と８年のと

ころに７頭と２頭のグラフが立っておりますが、これは平成７年は12月５日

から、平成８年は４月８日までの４カ月の間に９頭が生まれているというこ

とでございます。また13年に２頭とありますが、これは13年10月と14年の１

月の３カ月の間に２頭が生まれたということでございます。 

 これは横軸に確認年度と縦軸に月齢がありますが、この上の方、３つグル

ープは先ほど言いましたように平成７年の終りから８年の初めにかけて生ま

れた牛のグループでございます。 

 これは各国のと畜場におけるＢＳＥ検査体制でございます。日本、アメリ

カ、ＥＵとなっております。その目的をまず見ていきますと、皆様のお手元

にこれは参考資料の２が配布をされていると思いますが、この３ページを見

ていただけますでしょうか。この下の方で（３）の（ⅰ）「ＢＳＥ検査の目

的」というところで、日本は、検査目的というのは食品供給行程から感染牛

を排除し、食肉の安全を確保するために検査を行う。これに対してアメリカ

は、米国の牛群の間にＢＳＥが存在しているかどうかについて、もし存在し

ているというのであればその水準あるいはそのＢＳＥ対策の効果について見

るということで目的が違うということです。この検査の目的はすべての牛か

らＳＲＭを除去することで検査の技術的な制約を補うダブルチェックの意味

もあるということで、このあとに出てきますＳＲＭの除去とそれからこのス

クリーニング検査で２つの施策によって日本では食肉の安全を確保している

んだということでございます。目的が日本とアメリカで違うということで

す。ＥＵは、日本とアメリカの対応の中間で30カ月齢以上のものについて全

頭を検査するという対応です。 

 検査のやり方ですが、健康牛については、日本はすべての牛について検査

を行い、アメリカは先ほど言いましたようにサーベイランスでございますの

で、30カ月齢以上のもの２万頭、ＥＵは30カ月齢以上ということになってお

ります。リスク牛でございますが、日本はと畜場においてはすべての牛に、

アメリカは大体こういったリスク牛は年間50万頭ほどいるといわれておりま

して、1.5年かけてリスクの高い牛を重点に見ていくんだということでござ

います。全体で20～27万頭を検査することを考えているということでござい

ます。 

 次にＳＲＭの除去に関してでございますが、まずＳＲＭの範囲でございま

す。このＳＲＭの範囲につきましては、各国がとっております対策の基にな

ります科学的根拠、これは英国の感染実験あるいは英国またはＥＵでの病理

学的な経験をもとにとっておりますので、危険部位についての各国の違いは

ほとんどないということでございます。ただ、ごらんのとおり日本は、アメ

リカ、ＥＵとＳＲＭを除去すべき牛の月齢が異なっておるわけでございま

す。日本とアメリカとどう違うかというのはこれもお手元の参考資料の６ペ

ージで言っておりますが、６ページの上から２番目のパラグラフで３行目か

らでございますが、「米国の決定は、英国での研究及び英国及び欧州での経

験に基づいている。30カ月齢に達する前にＢＳＥを示した希な例において

は、子牛の時期にＢＳＥ感染因子に対し高度に暴露されたものと考えられ

る。米国はＢＳＥが存在しているとしても非常に低レベルであり」、ここを

言いたいわけですね。したがって30カ月齢以上の牛だけでいいということで

ございました。 



 日本は同じページの（３）の（ⅰ）の（ｂ）を見ていただきます。「日本

は、イギリスの感染性に関する研究データについては、検査された個体数が

比較的少なく、十分なデータではない」ということで、ＳＲＭの除去対象月

齢は全月齢とすべきである。こういうことで考え方が違うということです。

ＥＵの対策は専門家による検討をしていただいておりませんので、12カ月齢

の根拠については承知しておりません。 

 それから下の欄の腸（資料４の６ページ上段参照）でございます。日本は

回腸遠位部ということで、アメリカは小腸、ＥＵは小腸も含めて腸全部、そ

れから腸管膜ということでございます。先ほど金子先生からお話があったわ

けですが、私どもとしては今年開かれたＯＩＥ総会において、牛については

回腸遠位部以外の腸の部分について、プリオンが見つかったという報告がな

かったということ、また日本の検査でも見つかっておりませんし、牛の実験

でそういった報告はまだないということ、それからアメリカにつきまして

も、ＥＵにつきましても小腸はあまり食べる習慣がない、アメリカは特に小

腸についてはＳＲＭには指定しているのは回腸遠位部だということです。し

かしながら実行上除去するにあたっては、小腸全部とした方がいいだろうと

いうことで小腸にしているということでございます。ただ、これについては

今後研究が進んで、さらに新たな知見が得られるということになりました

ら、また食品安全委員会に相談することになると思います。 

 これは輸入食品対策でございまして、先ほど申しましたようにＢＳＥの発

生国からの牛由来製品は乳及び乳製品を除いて中止をしているということで

ございまして、その対象国は現在24カ国であるということでございます。 

 私からは以上でございます。 

○広瀬（厚生労働省） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これから意見交換に入りたいと思います。進行はコーディネー

ターの姫田消費者情報官にお願いいたします。 

○姫田（農林水産省） 

 お疲れのところでございましょうが、これから意見交換に入りたいと思い

ます。先ほどご紹介いただきました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。 

 今、お三方のプレゼンがありましたけれども、その中身の質問についても

併せて意見交換の中でやっていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。それから、このまま普通にやってしまいますと皆さん、全頭検

査とかいう話ばかりになるといけませんので、先ほども農水省あるいは厚生

労働省の方からもお話ございましたように、牛同士で牛に感染にさせないと

いう対策が大事だということ、そしてそれを人間に感染させない対策が大事

だという、この２つの大きなことがあると思います。ですから、今日はまず

前半と後半に分けさせていただきまして、生産から消費に向けての順番とい

うことで、「川上から」と我々よく言いますけれども、まず牛のＢＳＥ感染

予防対策、具体的にフィードバン（飼料規制）あるいはサーベイランスなど

や動物検疫などについてご意見、ご質問等をいただきたいと思います。後半

にＢＳＥに関します牛肉の安全対策ということで、具体的には特定危険部位

の除去や全頭検査の実施、あるいは輸入検疫などについて、意見交換を行い

たいと思います。 

 本日はご出席の275人の方々が主役でございますので、活発な意見交換を

お願いしたいと思います。ただ、その中でやはりお互いに立場の異なる方が

今日は来られておるわけでございまして、十分お互いに相手の意見を聞いて

いただくということ、そしてお互いに歩み寄れるところというのが、どうい

うところにあるのかということも考えていただくというのが重要かと思って

おります。我々も心してやらないといけないと思っておりますが、ご自分の

意見を相手に押しつけるというようなこと、あるいはむしろ話し続けるだけ



ということ、あるいは逆にずっと聞いているだけということではなくて、皆

さん一緒に考えていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん方の全員の積極

的な参加をお願いしたいと思います。 

 それで意見の交換の方法として、まずどなたかから意見をいただいて、そ

れと同趣旨の意見で少し補足していただく方にご発言いただいて、あるいは

それと違う意見の方々にまたご発言いただくというやり方をとってまいりた

いと思います。必要に応じてアドバイザーや行政の担当が発言するというこ

とにしたいと思います。まず、牛のＢＳＥ感染予防対策、主として栗本課長

が話した部分でございますが、これについてのご質問、これは金子先生のと

ころへのご質問も、もちろん結構でございますが、お受けします。 

 それではできるだけ時間を有効に活用したいと思っておりますので、ご意

見やご質問、いずれもお一人様２分で簡潔にお願いしたいと思います。それ

から、ご質問に先立ちましてお名前とそれから差し支えなければご所属を言

っていただくようにお願いしたいと思います。それから今日大分消費者や会

社員という肩書きでご登録されている方に外食関係の方とか食肉関係の方

が、ご本人であったり、また、ご家族でお勤めの方がいらっしゃるようです

が、そういう方でありましたら、ぜひその旨もお話いただけるとありがたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。２分立ちましたら事務局の方

で鐘を鳴らしますので、ほかの方にお譲りいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 まず、それでは飼料規制とかサーベイランスのことについてご質問、ご意

見等ございますでしょうか。では、早かったのでそちらの方、お願いいたし

ます。 

○山浦（消費者） 

 日本消費者連盟の山浦と申します。予防対策ということですが、まず今日

こういったリスクコミュニケーションの会を開いたということにつきまして

少し疑問がございますので、その点を含めて意見を申し上げたいと思いま

す。 

 日米関係でいろいろな協議が行われている最中、また食品安全委員会のプ

リオン専門調査会でたたき台が検討されている途中であるわけですから、本

来でしたらその結論を待って、こういったリスク評価が行われたからリスク

管理としてはどうなんだろうかという、そういう場であるべきだと思うので

す。この場はそれを飛ばす形でもって国内対策あるいは日米関係といったも

のを考えるような、そういう場になってしまうのではないかということにつ

きまして危惧を覚えます。ですから、まずこの予防対策につきましても食品

安全委員会のプリオン専門調査会の報告を受けて行われる、そういう段取り

が必要ではないかと思います。ですから、その位置づけがどうなっているか

ということを、まずお伺いしたいと思います。それからこの時期に、もし見

直しを検討するといった場であるならば、これはやはり時期尚早であって、

まだ設定時期としては非常にまずいと考えます。 

 そして予防対策としましては、この３年に及ぶ日本の対策の方向性につい

ては、私は支持いたします。それについては例えば対米関係の中で日本が行

き過ぎであるといったような、そういう議論に持っていこうとするような意

図があるのであれば、それは非常に問題であると考えます。消費者重視の対

策をとるという話がありましたので、その点非常に私どもは期待しておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございます。今のこと、特に前半の意見についてはあとで私ど

もの方から答えさせていただくということにしまして、今の後半の意見につ

いて、少し追加的な意見や応援する意見とかございますでしょうか。では、

先ほど手を挙げておられた方。お願いします。 

○安田（消費者） 



 日本有機農業研究会の安田と申します。飼料規制のところということです

ので、そのことにつきまして発言します。今のところ飼料規制に関しては肉

骨粉が中心になっていますが、ご説明によりますと牛に感染したあとの潜伏

期間を最大８年として、英国が禁止した1988年に８年を足してもそれ以降、

相変わらず狂牛病が発生しています。その辺のところが必ずしも肉骨粉が直

接的な主原因であると断定して、それだけに絞っていいのかどうか。なぜな

ら今回、発生している牛はほとんどがホルスタインということで、代用乳と

いうところも私たちは非常に強く懸念しています。原因究明が、日本の11頭

についても、どこで感染したかということについては、まだ明らかにされて

いません。その中で、肉骨粉のみのこの規制で果たしていいのかどうか。代

用乳についても十分な対応が必要であろうと思いますので、その辺について

まずお答えいただけたらと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ほかにございませんでしょうか。はい、ではそちらの方。 

○飛田（消費者） 

 東京都地域婦人団体連盟の飛田と申します。ただいまのご説明、ご報告等

をおうかがいいたしまして、二つお聞きします。死亡牛が我が国ではようや

くこの４月に完全な検査体制が整ったということで、これをまた我が国の汚

染状況を把握するために、その資料を活かしていきたいというご趣旨のお話

があったと思いますが、死亡牛の検査体制のこれから先のデータの収集、集

積の見通しということが１点でございます。 

 それから今日、品川先生がお越しになられておりますが、実証的な研究体

制がスタートしてまだ間がない時期だと思います。そういう意味では我が国

としてもですがＢＳＥは、ちょっと言葉を補足させていただきますと、私は

20世紀の人類が直面した、そして21世紀に引き継がれてきた大きな課題では

ないかということを思うわけです。それは効率を重んじるあまりに牛たちに

いろいろなものを食べさせたことに起因するものと思われまして、そういう

意味では大変深刻な事態を私たちは迎えているという、その認識に立って発

言させていただいております。 

 先ほどもご発言ありましたけれども、原因究明や感染の状況、牛たちがど

んなふうに感染していったのかや、さまざまな点についての研究が大変重要

であると思います。そういうことに関してデータの収集を厚労省の方やそれ

から農水省の方はどのようにリスク管理に活かしていくのか。その根本的な

ところからの解決ということをどの程度重視されておられるのか。その辺を

お聞きしたいと思っております。 

○姫田（農林水産省） 

 どうもありがとうございます。ちょっとここあたりで少し答えて、大部分

は行政への質問だったと思います。まず最初の日米で協議しているの今、リ

スコミをやったということについての位置づけということで、それは外口部

長と中川局長からお答えいたします。 

 それから、肉骨粉云々という２番目の安田さんからのご質問については品

川先生、お答えいただけますでしょうか。無理ですか。では、私どもの濱本

からお答えさせていただきます。それから最後につきまして、今の検査体

制、データの収集の見通しというのは栗本課長からお答えします。 

 では、外口部長、中川局長お願いします。 

○外口（厚生労働省） 

 最初のご質問ですが、リスクコミュニケーション、今日のような会議を開

くこのタイミングですが、これが不自然じゃないかと、こういうようなご質

問だと思います。別に今日だけやるわけではなくて、このあとまた説明ある

と思いますけれども、例えば今予定しているものですと札幌とか熊本とか大

阪とか次々やっていきます。私は今非常に関心の高い時期なので検討段階で

も行う、報告書が出たあとでも行う、両方でやった方が多分納得が得られる



のではないかと考えています。 

 もちろん、報告書が出たあとにその意見を言っていただいて、その報告書

の内容についてみんなで考えるというのはとても大事なのですが、恐らく多

くの方は報告書が出る前の途中段階でも意見を言わせてくれと、こういう方

がかなり多いと思います。もちろん、見ればわかるようにテレビカメラが回

っている中で開催しているような状況ですから透明度も大変高いと思います

が、そういった中で皆さんに自由にご発言いただいて、それをやはり関係者

みんなが注目しているわけです。それを皆さんがそれぞれ受けとめて、自分

で考えていけばもっとよい方向にいくのではないかと思っておりますので、

報告を受けてではなくて受けても行うけれども、その前にも行っていくと、

そういう考え方であることをご理解いただきたいと思います。 

 それから、日米協議との関係ですが、日米関係どうするか云々よりも、ま

ず大前提は、食品安全委員会が今行っている評価ということにありますの

で、今我々のリスク管理側としては、その評価の内容を関心を持って、注意

深く見守っているところでありまして、それからどうする予定であるなど、

いろいろ新聞報道等も出ておりますが、全く決まっておりません。大事なこ

とは冒頭の挨拶で申し上げましたように、科学的根拠に基づいた評価と消費

者の納得ということでございますので、その点ご理解いただければと思いま

す。 

○姫田（農林水産省） 

 では、中川局長お願いします。 

○中川（農林水産省） 

 趣旨は私が申し上げることも、外口部長がお答えしたことと同じでありま

すが、ここでやっているのはリスクコミュニケーションです。昨年の７月に

政府で内閣府に食品安全委員会ができ、リスク評価をするということになり

ました。それから厚生労働省と私ども農林水産省ではリスク管理をする、そ

してそれぞれの組織、役所が関係者の方々とリスクコミュニケーションをし

て、それをまた結果なり、いろいろなご意見を施策に反映していくという、

そういう双方向のやりとり、情報提供をし、また、それを透明性を持った形

で行い、それを政策に反映していくという、そういうプロセスが非常に大事

だ思っています。 

 ですから、今回のこの話し合い、意見交換の場というのもそういう一つの

ステップとしてご理解いただければと思います。何よりも食の安全・安心の

確保ということを私ども口癖のように言っておりますが、そのプロセスとし

てこういった節目節目といいますか、そういう機会をとらえて意見交換をし

ていく、そしてできるだけそれを施策に反映していくということを大事にし

ていきたいと思っております。 

○姫田（農林水産省） 

 山浦さん、よろしゅうございますでしょうか、どうぞ。 

○山浦（消費者） 

 そうしますと、私の理解としましては、食品安全委員会のリスク評価と同

時に、こういったコミュニケーションにおける利害関係者の意見ということ

を、検討の素材にしながら政策に反映させるという、そういう手法をこれか

らもとるということですね。 

○姫田（農林水産省） 

 中川局長、外口部長、２人ともうなずいておりますので、それでご理解い

ただけますでしょうか。 

 それでは、次に安田さんの肉骨粉のお話について、代用乳から。では、濱

本管理官。 

○濱本（農林水産省） 

 飼料規制を担当しております濱本です。本日は栗本課長の方からも説明が

あったのですが、時間の都合でいろいろな○×表などをお示しましたが、主



要なところだけしかお示しできなかったのです。現実には飼料規制の基本的

な考え方のところで肉骨粉とか魚粉とか動物性油脂といったものが感染原因

もしくは感染経路となるということをちょっと説明させていただきました

が、そういったことがございますので、肉骨粉、魚粉、動物性油脂、こうい

ったものも対象に規制を加えるということをやってきております。本日は肉

骨粉を中心に説明させていただきましたが、同じように省令に基づく規制を

かけております。 

 代用乳につきましても、今、代用乳が原因ではないかということが一般に

いわれておりますが、それについてはまだはっきりした結論は出ておりませ

ん。動物性油脂というのがその一つの原因ではないかということもありまし

て、動物性油脂についての規制を加えるという形で、感染経路の規制という

ものに万全を尽くしていると、こういう状況でございます。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますでしょうか、安田さん。 

○安田（消費者） 

 これはもうすべて禁止してあるわけですか。 

○濱本（農林水産省） 

 動物性油脂の禁止の状況なのですが、動物性油脂につきましては、いわゆ

るヒトが食べるような油脂がございます。スキヤキについてくるような、あ

あいう脂でございます。ああいったものについては禁止はしておりません。

それからレンダリングと称しまして、肉骨粉製造過程で出てくる油脂がござ

います。こういったものにつきましては牛には使わないという形で規制して

おります。それから死亡牛やそういったものからつくられる油脂について

は、一切使用しないという形で規制を行っております。 

○安田（消費者） 

 そうすると、現在代用乳の油脂というのはどこからきているのですか。 

○濱本（農林水産省） 

 皆さんがスキヤキで食べられるような油脂がございますね。ああいうもの

か、もしくは植物性の油脂がございます。そういったものを使ってつくって

おります。 

○姫田（農林水産省） 

 スキヤキの脂というのは何からつくられるのですか。 

○濱本（農林水産省） 

 スキヤキの脂というのは牛の背脂といって背中の方に皮と肉の間につく脂

があるのですが、それからおなかの中、腎臓の回りによく脂がつくのです

が、そういった脂を精製して、それでつくるのがスキヤキの脂という形にな

っております。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますでしょうか。では、死亡牛のデータの取扱いという

ことで課長お願いします。 

○栗本（農林水産省） 

 それでは飛田さんのご質問にお答えしたいと思います。本年の４月１日か

ら全国47都道府県で死亡牛の検査体制を整えてもらっていまして、24カ月齢

以上の牛が死んだ場合すべて検査をしてもらっています。これは本当に大変

な仕事ですが、全国の家畜保健衛生所で確実に対応していただいていまし

て、毎月報告をいただいておりまして、プレス発表をさせていただいており

ます。 

 それから原因究明に関しましても、先ほどごらんいただきました資料の中

にございますが、１例目から７例目までの牛につきましては専門のチームで

の検討をしていただいて、昨年の９月に資料の２ページのところにあります

が、まとめていただいております。ここで肉骨粉を給与したわけではない。

意図をもって給与しようとしてしたわけではないけれども、何らかの形で混



ざってしまった。その交差汚染というのが原因だということで、そういうこ

とがわかりますと、交差汚染を防止するために、さらに何が必要かというこ

とで先ほどご説明したようなラインの分離といったようなことを、新たに規

則強化という形で取り込んでおります。若齢牛につきましては、現在、品川

先生のところで感染実験などもやっていただいております。いろいろなこと

がわかってくればそれに必要なことをさらに追加していくということは検討

していくこととしております。 

○飛田（消費者） 

 ありがとうございました。先ほど言葉が足りなかったのかもしれないので

すが、品川先生のところでの実験についておたずねしましたのは、先にたた

き台が出されましたが、ここではそのことを詳しく議論する場ではないこと

は承知しておりますが、と畜時の全頭検査を行ったことによって、我が国の

汚染状況が短期間に掌握されたというような「はじめに」の部分の記述があ

りました。 

 しかし、どうもいろいろな方々のお話を聞いておりますと、と畜時の検査

だけでは、全頭検査だけでは不十分であり、死亡牛等のデータが十分に必要

であるし、またそれからこの間のたたき台も不確実性を謳うところの文言が

随所に溢れておりまして、不確実の中で推測に基づいた結論を出しているわ

けですが、早く自前のデータがほしいというのが私の発言の背景にございま

した。 

 そういう意味で、我が国が借り物のデータでいろいろな状況の中で、今大

急ぎで何らかの形をとりまとめるというのは、それはおかしいことで、評価

部門は借り物ではない、いろいろなデータを集めてしっかりと我が国なりの

結論を出すとか、あるいは科学者との協議を行っていただくという思いがあ

ったから発言したのですが、先生のところの、先ほど栗本課長のおっしゃっ

たような新たなデータも期待されるところですが、それはどれくらい時間的

にはかかるのか。とにかくスタートしたばかりですので、私どもはそういう

成果を大変に期待しておりますので、そのことがお伝えしたかったところで

す。よろしくお願いしたいと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 おっしゃるとおり、この場での話ではないのですが、品川先生答えていた

だけますでしょうか。 

○品川（アドバイザー） 

 今いわれたとおりで、すぐ出ないというようによく理解していただいてい

ますので、まったくそのとおりです。牛の方はまだ始まったばかりです。そ

れからマウスの方はうまくいけば来年の春くらいに、マウスといいますのは

若齢牛のものは、これはさらに調べようとしましてもものがないわけです

ね。ですから、まずこのものをウシ型のマウスを使って増幅してそれを調べ

ましょう、この増幅を行うというところでは当然感染が起きなければ増幅し

ないものですから、感染性ということも付随的にわかってくるであろうとい

うようなことで、このものに関してはうまくいけば来年の春くらいには増幅

するのではないかというような期待をしている段階です。牛の方は、まだこ

れは始めたばかりですので、あと５年くらいお待ちください。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございましょうか。ほかはございませんでしょうか。 

 では、そちらの方お願いします。 

○内藤（消費者） 

 東京都の地域消費者団体連絡会の内藤と申します。ＢＳＥの本日のご説明

の中で特に関心を持ったのは、本日の資料の８ページにもありますが、各国

のＢＳＥの検査体制のことが一番問題になっていると思います。私どもも日

本と米国とＥＵとの検査体制の違いというので、非常に日本が頑張っている

なという思いを消費者として持っておりますが、今後、米国とＥＵとの話し



合いの中でこの検査体制の月齢がどのように変わっていくのかというのが非

常にちょっと私としては心配しております。 

 というのは、消費者としてやはり一番安全なのは、今ようやく安心して牛

肉が食べられるようになってきたかなというところにきていると思うんで

す。それはやはり日本の国が検査をきちんとしているからという消費者の信

頼に基づいていると思うのです。それを崩していくと、やはり消費者は不審

を持ってくると思うんです。ですから、やはりこういうように国際的な問題

の中に日本で独自に検査体制をとったのを、やはりきちんと守っていって、

これからの交渉にもぜひ頑張っていただきたいなという思いがありましたの

で、この辺についてのご説明がいただければよいと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 どうもありがとうございました。ちょっと今の、多分後半の議題になると

思いますので、それはまとめて後半にさせていただきたいと思います。では

そちらの方、お願いいたします。 

○中野（消費者） 

 日本生協連の中野と申します。先ほどの山浦さんとのやりとりの内、最初

の「なぜやるのか」という部分のやりとりを聞いて、逆に私は不安に思いま

した。山浦さんの主張・ご意見である「なぜこの時期に」ということに対し

て、「経過の途中でも行いたい」とのお答えでしたが、そもそもリスク分析

をやるということになった場合、本来はリスク評価を始める前に、リスク評

価の方針というものをリスク管理機関や利害関係者が一同に集まって、決定

する。今回の例でいえば、施策のあり方がどうなのかということなので、ど

ういった検証項目が必要なのか、また科学的な検証について何が必要なのか

ということを決めてからリスク評価機関に評価を依頼するということが、コ

ーデックスや欧米でのリスク分析手法では最初のステップとして行われま

す。 

 ですがこの会合は、リスク評価機関の検証途中から急に始まっており、し

かも「リスク評価結果を今待っている」というようなお答えをされますと、

本来のリスク分析手法との関係でどうなのかという点で、ものすごく不安感

を持ってしまいます。そういう意味では、改めて科学的なリスク評価作業に

関し、どういうリスク評価方針を出すのかということについて、リスクコミ

ュニケーションの場で議論を深めるためにも、利害関係者も含めてここに集

まっている人たちで検討することが必要ではないかと思うのですが、その事

についてのお考えをいただければと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは西郷リスクコミュニケーション官お願いできますでしょうか。 

○西郷（食品安全委員会） 

 食品安全委員会の西郷と申します。本日はオブザーバーということで参っ

ておりますが、なぜ、このような評価を始めたのかという話なのかもしれま

せんが、もともと食品安全委員会ができた経緯からしてこのＢＳＥの問題と

いうのは、ご承知のとおりに大きなきっかけとなったわけで、食品安全委員

会設立と同時にプリオンの専門調査会もすぐ活動を始め、ＢＳＥ対策全般に

ついて議論していこうということでやってきてございます。それはこれまで

の活動状況を見ていただければ明らかでございます。ただ、その間いろいろ

とプリオン専門調査会は、先ほどされた飼料の話やその他いろいろなリスク

評価の要請があったものですから、その評価作業もしていただきながらやっ

てきたものですから、それで検証作業が今に至って集約的になってきたの

で、唐突な感じを受けられているかもしれませんが、基本的には食品安全委

員会が発足してからずっとやってきているということでございます。 

 食品安全委員会ができてプリオン専門調査会をつくるときに、どのような

評価方針でやるのかというようなことについて一回リスクコミュニケーショ

ンをすべきだったのではないかというご意見かもしれませんが、食品安全委



員会全体としますと、まずその具体的なリスク評価以前に、リスク分析手法

を導入しましたので今後このようにやっていきますというコミュニケーショ

ンを優先して一生懸命やってきたというのが実情でございまして、個別の評

価方針について最初からすべてこのような場を設けてやっていくというのは

物理的になかなか難しかったということでございます。ただ、すべて公開で

作業をしておりますし、そういった点で今のＢＳＥ対策の検証作業のフレー

ムワークにいろいろご懸念などがあるのであれば、いつでもご意見というも

のは承ってきておりますし、この間も意見交換会をしたところでございます

ので、今後もその姿勢は変らずにやっていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○姫田（農林水産省） 

 リスク管理側からどなたか補足される方いらっしゃいますでしょうか。で

は、中川局長お願いします。 

○中川（農林水産省） 

 あえて申し上げるかどうかちょっと迷いながら今ボタンを押したわけであ

りますが、私ども先ほども言いましたが、昨年の７月から新しい体制、それ

から新しい手法でのリスク分析手法でもって全体の食の安全と安心を確保し

ていこうということでスタートしました。当初から、方法論がきちんとあっ

て、そしてそれに基づいてやるというよりも、一部試行錯誤のところもあっ

たと思います。 

 最初はまずは、消費者の方々との意見交換をテーマを定めないで行って、

それからしばらくしてから、今度は具体的に関心の高い事柄をテーマに選ん

で行うというようなことも昨年の秋頃からやってまいりました。ＢＳＥにつ

いて、もう少し方法論も確立をしてリスク分析の中の評価方法から始めるべ

きだというご意見がございます。それもきちんとした手続きでやるというこ

とであれば、そういう手順を踏むことも必要かとは思いますが、合せてでき

るだけ我々としては関心の高いテーマについて早い段階で皆様方のご意見も

お伺いをし、またこちらからも情報提供し、その相互の働きかけの中でより

よい政策を導入していく、政策に反映していく、そういう努力を続けたいと

思っております。 

 ですから、私としましては方法論そのものというよりも、この機会にむし

ろこれからさらに足らざるところがあればやっていきたいと思いますが、こ

ういった機会に皆様方の声を聞くということが、また次なるステップにより

よい方向につながっていけばというように思っているわけです。 

○姫田（農林水産省） 

 ちょっと付け加えておきますと、このあと先ほど外口部長からも話があり

ましたように、いろいろな段階で施策が動くとき、あるいは動きそうなと

き、動かしたとき、それぞれの段階で、特にこのＢＳＥに関してはリスクコ

ミュニケーションを積極的にやってまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。中野さん、よろしゅうございますでしょうか。 

 ほかございませんでしょうか。では、そちらの方、それと後ろの方という

ことで、このあと全頭検査、ＳＲＭ除去の意見交換がございますので、よろ

しければここらあたりで前半を打ち切って後半にしたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

○多賀谷（外食事業者） 

 吉野家に勤めています多賀谷と申します。１つだけ、サーベイランスでご

質問させてください。死亡牛が24カ月齢以上の検査となっておりますが、そ

れを決めてそれを実行している理由はどこにあるのかちょっと教えていただ

ければと思いますので、お願いいたします。 

○姫田（農林水産省） 

 では、そちらの女性の方。 

○小池（消費者） 



 杉並区消費者の会の小池と申します。私ども全頭検査が始まりましてほっ

といたしました。しかし、完全に安心ではありませんでした。。私どもが次

に考えたのは、先ほどから出ております飼料の問題でございます。私ども

は、肉骨粉を使ってはいけない、油脂を使ってはいけないというのが先程出

たのでございますが、この基本的な問題で日本の畜産のあり方と申しましょ

うか、もう少し具体的に申し上げますと、牛の餌、これを100％は無理だと

は思いますけれども、国内で自給する道をお考えになっておられるのかどう

かを伺いたいと思います。 

 つまり、輸入飼料の依存体質、これからの脱皮をどうお考えか伺いたいと

思います。自給率、カロリーベースで40％のうち、飼料になりますトウモロ

コシが大変多い。そのトウモロコシに遺伝子組換えのものが入っているので

はないかということの懸念もいたしておりますので、その辺の施策をおうか

がいしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは、このあたりでご質問・ご意見を打ち切らせていただきまして、

まず死亡牛の24カ月齢での検査の根拠について栗本課長お願いいたします。 

○栗本（農林水産省） 

 死亡牛検査の月齢についてのご質問ですが、これを始めますときの検討、

やはり一番この病気の発生経験をたくさん持っているヨーロッパにならうと

いうことがございました。ＥＵでやっておりましたのが24カ月齢以上、これ

は最初は確か30カ月齢以上だったのではないかと記憶しておりますが、それ

が24カ月齢以上になったということで、それをもってきて同じように対応す

るということにしたという経緯でございます。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますでしょうか。全頭検査の話はまたあとでまとめてし

たいと思います。濱本飼料管理官、飼料の事ではありますので、牛の飼料の

自給率の話をお願いいたします。 

○濱本（農林水産省） 

 牛の餌は多くの輸入飼料に依存しているというのは現実でございます。農

林水産省としても、国内で自給した飼料を使いたいということで、数々の施

策を行っているところでございます。公共牧野の整備とかそれからホールク

ロップサイレージ、これはお米を利用したものですが、そういったものを振

興するとか、そういったことで自給を少しでも増やしていきたいと思ってお

るところでございます。ただ、全量自給できるかというとなかなかそれは難

しいところもあるのは事実でございます。 

 それからトウモロコシの問題でございますけれども、牛の餌、豚、鶏もそ

うなのですが、大体飼料の半分がトウモロコシから作られているということ

で、国内でこのトウモロコシを自給するというのは、もう耕地面積からいっ

て不可能ということで、現在はほとんどがアメリカから輸入されておりま

す。飼料に用いられるトウモロコシについてはアメリカでの作付けの状況を

反映いたしまして、遺伝子組換えのトウモロコシが３～４割程度混ざって入

ってきているという状況でございます。これを例えば遺伝子組換えでないも

のというようにコントロールしていくというのは、なかなか難しいことでは

ございますが、現在、有機畜産というようなことでそういった組換えのもの

を使わない畜産というものについても、また進めていきたいということで制

度を準備しておるところでございます。 

○姫田（農林水産省） 

 小池さんよろしゅうございますでしょうか。 

○小池（消費者） 

 ありがとうございました。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは、特にございませんでしたら、もし他にありましたら途中でも最



後の方でも、これに関してもご質問、ご意見あればお受けいたしますが、皆

さん方もだいぶお待ちかねだろうと思いますので、いわゆるヒトのＢＳＥに

関する安全対策ということでのご意見を承りたいと思います。 

 では、早かったそちらの方からお願いします。 

○原（消費者） 

 日本生協連の原と申します。一番最初の山浦さんから意見の出された「そ

の時期に」というお話であったのですが、アメリカの輸入に関して、この時

期、話題にこうやってのぼってきているのは当たり前のことだとは思うので

すが、まだ食品安全委員会に対して、アメリカの食品安全に関して、牛のリ

スクに関しての評価というのは依頼されていないわけです。若干、プリオン

専門調査会でも話は出ていますけれども、それについてはここにお集まりの

方やそういった関係の業者の方もたくさん来ていただいて、ご希望の方もい

らっしゃるかと思いますので、早く依頼していただいて食品安全委員会の方

で評価をしていただいたらいかがでしょうか。そういった評価が済まない

と、アメリカからの輸入という話にはならないと思いますので、今進められ

ているのは日本の国内の評価だと思いますので、その評価をきちんとやって

いただきたいという事を最初に申し上げたいと思います。 

 それからもう１つは、その日本の国内の評価を今プリオン専門調査会で進

められているわけですが、調査会に厚生労働省あるいは農林水産省から提出

している現状の取組み状況というのが非常に簡単な報告しか、私プリオン専

門調査会を傍聴させていただいたのですが、傍聴者に配られている資料とい

うのは一部かもしれませんが、非常に簡単な資料しか配られていなくて、も

うちょっと詳細に各と畜場でどういう対策をやっているのかというのを詳細

に報告していただきたいなと思いました。それに基づいて評価を食品安全委

員会でしていただきたいと思います。 

 それを要望として申し上げたいということと、もう１つ、厚生労働省に対

しては第10回のプリオン専門調査会に特定部位の取扱い状況等の調査結果と

いう２枚ほどの報告が出ていましたが、これは厚生労働省が全国のと畜場に

対して、どういった牛の取扱いをしているのかという事を報告された資料で

すが、その中の集計表なのですが調査をされた163のと畜場のうち、ピッシ

ングをまだ行っているというと畜場が119施設、それから背割りをする前に

せき髄を除去しているというところが107施設ありまして、残りはまだ行っ

ていないということになるかと思います。 

 そういった状況にあるということで、私この前、食品安全委員会の意見交

換会でもその点を申し上げて、対策を進めていただきたいと申し上げたので

すが、確かに例えばピッシングの廃止については足が暴れたりとかいうこと

で危険だということはあると思います。ですが、と畜場で廃止されていると

ころもあるわけですから、そういったところの進んだ経験なり技術というも

のをきちんと厚生労働省が調査をして、共有化をしていただきたいと思いま

す。こういうようにすれば廃止できますよということで、進めていただきた

い。それから吸引に関しては、お金がかかるということで進んでいないのだ

ろうとは思うのですが、出すべきお金については国の方で工面していただい

て、対策を進めていただきたいと思います。 

 私どもはこれまでいろいろな対策を努力をしていただいていると感謝はし

ているのですが、やはりこういうところ、どうしても隅々のところまで対策

が進んでいないという現状があると思いますので、ぜひそこのところを要望

したいと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。今のご意見に対しての補足や追加など、関連あ

るご意見がありましたらいかがでしょうか。 

 それでは、そちらの方お願いします。 

○桝野（消費者） 



 長野県の消団連からまいりました桝野と申します。長野県では業者ですと

かあるいは生産者、行政も交えまして３年間にわたりまして、この間、県産

牛肉のトレーサビリティをしております。またこの県産牛肉の中で先ほどあ

りましたように、この資料の３にあるのですが、資料の３の７ページに「ト

レーサビリティ制度の概要」というものがございます。 

 このトレーサビリティの概要でこの下の方にと殺、それから枝肉、部分

肉、精肉というところでこの渡っていく間の中で間違いが発生しているので

はないかということで、ＤＮＡ鑑定をやってまいりました。この間３年間や

ってまいりまして、年間約100検体ずつやってみまして、この通年で１割が

違っております。ですから、Ａというと殺された肉が店頭に渡ったときに

は、Ｂという肉であったかもしれないというのが約１割あるということでご

ざいます。 

 そのことを前提にしまして、一つは牛肉のトレーサビリティ法が制定され

まして、１パックに大体15頭ですとか30頭ですとかいろいろな肉が入るよう

になっております。これはＤＮＡ鑑定していただけるということになってお

りますが、しかも２万検体全国で抽出してやっていただけるということにな

っておりますが、実際にこれは私どもがやってみますと、１検体調べてある

いは合わなかった場合、かなりいろいろな形でやってまいりますので実際に

は全検で2,000パックぐらいにしかならないだろう、で、１県に直しますと

大体50サンプルぐらいしかならなくなってしまうだろうということでござい

ます。それが１つ。 

 それからもう１つは、もしその15検体を検査した場合、例えばＢＳＥ検査

済みですとか、あるいは検査していないというのがどういう形で評価して、

あるいはどういうふうにＤＮＡ鑑定をやって保証できるのかというのが、こ

れは難しいのではないのかなということでございます。 

 それからもう１つは、ひき肉につきましてＤＮＡ鑑定ができないわけでご

ざいまして、これにつきましても検査を、もしやってしまうとＢＳＥ検査済

み、ＢＳＥ検査なし、あるいは先ほどありましたような米国産の牛肉も含め

て一緒にしても全くわからないというような形になってしまうわけでござい

ます。消費者は非常に心配でございます。少なくともトレーサビリティのシ

ステムがきちんと確立してからこの全頭検査について考えてもよろしいので

はないかと、時期尚早ではないかと思うわけでございます。 

 以上です。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。ちょっと少し議論を整理しますと、原さんの方

から、まずアメリカの牛肉あるいは牛のリスク評価の依頼をしていないとい

うことで、早く評価するべきではないかということで厚生労働省、外口部長

お願いします。 

○外口（厚生労働省） 

 アメリカから輸入する場合には、リスク評価が当然、前提となるわけです

が、それを早くした方がいいのではないかと、そういうご意見だと思いま

す。実際輸入再開するかどうかは、それは国内と同等の安全性が確保されて

いるということが大前提であるわけです。で、それがどうかというと、今ワ

ーキンググループで事実関係の整理をしたところですが、そこを見てわかり

ますように例えばＳＲＭ一つとっても全然違うわけです。日本は全部必要

と、米国は30カ月以上。これは米国は自分たちの汚染度は少ないからという

理解なのでそうなっているわけです。そのほか検査にしろ飼料規制にせよ、

大分隔たりがあります。 

 今のこの段階で、そのまま輸入再開というのは、まずあり得ないわけでし

て、まだ我々としてはやるときはちゃんと食品安全委員会にリスク評価を依

頼することになると思いますが、まだとてもその段階ではないと認識してお

ります。 それから、プリオン専門調査会の資料やと畜場の細かい調査結果



については、道野補佐から説明させていただきます。 

○道野（厚生労働省） 

 お答えさせていただきます。まず１つは、食品安全委員会の国内のＢＳＥ

対策の評価について、資料をもっと出すべきではないかということで、ちょ

っとここには持ち合わせてないのですが、私ども、安全委員会からの要求に

したがいまして、これぐらいの資料を出させていただいて、説明もさせてい

ただきました。その上でさらに要求があれば当然対応するという構えではい

るわけですが、今のところ、さらなる要求はないので、それは安全委員会の

方からまた要求をいただいた上できちんと対応したいということで、それは

当たり前の話なのですが、そういう状況にあります。 

 それからピッシングの問題ですが、平成13年の10月の全頭検査が始まる前

の時点から、中止を指導してきました。それで今ご指摘あったとおり中止し

たと畜場は３割で、まだやっているところがある。理由はおっしゃられたと

おり、やはり従事者の方の安全という問題があります。 

 一方、ピッシングについては、科学的に明らかなリスクの上昇というとこ

ろまでは、なかなか証明がされにくいような措置であることも事実です。そ

ういった中で、では、どうするかということなのですが、まさにご指摘あっ

たとおり、その中止できた３割のところ、それから継続している７割のとこ

ろ、それぞれ継続している７割のところに何が懸念されて中止できないのか

ということを、現に調査をし、それからやめたところにはそういった懸念が

本当に当たっているのかということについて、今細かく調査をしています。 

 ただ、まだ調査はまとまっていないのですが、断片的に聞くところによる

と、やはり一回は中止したんですけれどもやはり怪我人が出て、継続という

かまた現在やっているというようなところもありますし、なかなか扱いの難

しい問題だと思っています。ただ、やはり方向性としては中止していただく

という方向で今後も対応していきたいと考えています。 

 それから背割り前のせき髄除去の件ですが、これも平成13年に厚生労働科

学研究でその効果について、背割り前に除去をした場合と、していない場合

とで枝肉の、これはプリオンたんぱくを量るというのは難しいので、中枢神

経系にしかないタンパク質を指標にしてどれぐらい汚染があるのかというこ

とで実験をやっています。誤解を避けるために申し上げておきますが、テレ

ビなどで出てくる飛び散っているというのは、あれはあくまでせき柱の骨の

部分であって、せき髄というのは軟組織ですからそんな飛び散るということ

はないのですが、ただ、やはりノコギリが入って当然中にせき髄があるわけ

ですから、そういった意味での付着というのがあるのかどうかというのは、

その時点で調べました。 

 結果としては、その高圧洗浄でかなり洗浄効果があるということはわかり

ました。ただ、やはり予防的にそういったせき髄の除去を背割り前にやって

もらうということを推進するというスタンスで当時から対応していまして、

おっしゃられたような財政支援ということも農林水産省とも連携しながら進

めてきています。で、結果としては、と畜場ベースでいうと導入状況は７割

です。ただ、処理頭数ベースで考えると、今のところ９割は超えています。

ということで、大規模のと畜場から導入しているということなのだろうと思

いますが、現状はそういうことでして、今年度に入ってまた新たな整備の話

も出ていますので導入されていないところについては、そういった財政支援

なども含めて支援をしていきたいと考えています。 

 以上です。 

○姫田（農林水産省） 

 原さんよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、トレーサビリティについて、１つはひき肉の問題と、それから

実際に実行が上がっているのかというような議論があったと思います。それ

から、今の全頭検査の議論は時期尚早という話については、あとでもう少し



まとめてやりたいと思いますので、トレーサビリティについて一旦答えさせ

ていただくということにしたいと思います。では、栗本課長お願いします。 

○栗本（農林水産省） 

 それでは、トレーサビリティの関係のＤＮＡ鑑定のことですが、現在計画

しておりますのは、全国に約170のと畜場がありますが、ここでと殺される

牛すべてについて照合用のサンプルということで、と殺した個体すべてから

材料をとっておくということにしております。これらは３年間ぐらい保管し

ておくということにしています。 

 それが卸売業者に行って、小売店あるいは特定料理提供業者、すき焼き屋

さんですとかしゃぶしゃぶ屋さんなどに行くわけですが、そういうところか

らサンプリング、年間１万件から２万件のサンプリングを目標にしておりま

す。このように予定しておりますが、制度の開始は今年の12月以降になりま

すので、現在やっておりますのは試行的に少しずつ練習をしているというよ

うなやり方。やはりＤＮＡ鑑定、お店で売られている肉とと畜場でとられた

サンプルとの照合ということになりますので、最初あまりうまく合わないよ

うなこともあるかもしれません。先ほどご紹介がありましたが、だんだん検

査に慣れていけば照合率が上がっていくという、検査技術上の問題もあるの

ではないかと思っております。 

 そういったことで今準備をしておりますが、正式には今年の12月１日以降

対応していくということになります。できるだけ調査のサンプル数、これは

目標を達成できるようにしていきたいと考えております。 

○姫田（農林水産省） 

 桝野さん、ここまでのところよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ちょっと私の死角になっておりましたので、ずっとこちらの方

が手を挙げておられたということなので、こちらの後ろの階段のところの一

番前の方お願いします。 

○木野村（消費者） 

 私、千葉市からまいりましたＮＧＯのエコリーダー連絡協議会の木野村と

申します。ちょっと質問の時間が遅くなったものですから部門がいろいろあ

ると思うのですが、３つばかりお願いしたいと思います。 

 本日は詳細なデータをありがとうございました。実は私、統計関係をやっ

ておりました者で質問なんですが、本日のお話のように非常にその抽出率が

問題で日本として、全頭でいかない限りは統計的な有意性が問題になると思

います。ですから、これはぜひ、アメリカに追従することなく全頭の検査を

お願いしたいと思います。これが１つ。これについて、あと本日のお話の中

で潜伏期間が長いというのがありましたが、それだけにちょっとした統計が

どうのということではなくて。私もＯＲ学会関係にいた者ですから、プレゼ

ンリサーチですね、非常に気になるんです。ぜひその点を一点お願いしま

す。 

 それから２点目、国内の牛肉の銘柄が178種類もあります。何もアメリカ

やカナダの牛肉ばかりちやほやしないでも、国内に登録銘柄だけで178もあ

ります。出荷量が、14年度で22万トンも出荷されています。そういったもの

の育成を、政策担当として政府機関の一環を担っておられる皆様方のお考え

をお聞きしたいと思います。国内産、これ千葉県がたまたま堂本知事が「地

産地消」といっているので問題になるのでしょうけど。 

○姫田（農林水産省） 

 すみません、国内の肉用牛ですか。 

○木野村（消費者） 

 はい。銘柄の肉牛の14年度末資料を持ってきていますけれども、それだけ

あるんです。銘柄牛だけですよ。ですからそれをなぜ育成しないでアメリカ

ばっかりちやほやするのかと、国産の牛肉の育成ということも考えてもらい

たいということを、その方がいろいろな面でもですね、食の安全面でも問題



が少ないんじゃないかと思っております。私、先だってかずさアカデミーの

ＤＮＡ研究所でハワイ大学の教授に質問しました。アメリカでは牛肉に限ら

ず食の安全について遺伝子組換えの食品に対する表示義務があるのですかと

聞きましたらば、そのハワイ大学の教授は、アメリカでは義務はございませ

んと言っておりました。私その一言を聞きまして、これは日本の方が、食品

に対して原材料で５品目ですか、加工品目で30品目やっていますので、まだ

日本の方が若干進んでいるなと思ったのですが、それにしても「表示義務は

ございません」と、これは牛肉に限らずいろいろ問題があるというように思

いました。 

 第３点目、いわゆる牛肉のトレーサビリティですが、栗本課長にお話をお

聞きしたいのですが、15年の12月に実施した結果を100％確認なさっている

のかどうか。それは今年の12月から始る予定のものにどういうふうに反映し

ていくのか。前のものの結果が十分に確認されていないで、次へ進んでもま

たどこかしり抜けになるのではないかなというような気がしたものですか

ら、余計なことでございますけれども、お願いしたいと思います。いずれに

せよ、ヒトの生命に係わる食品の問題ですから、キチンとご検討のほどをお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。トレーサビリティの話や肉用牛の振興の話があ

ったかと思うのですが、かなりいわゆる全頭検査の話になってきたと思いま

す。先ほど内藤さんや松野さん、今は木野村さんから、全頭検査をやるべき

だというお話が強く出たのかと思います。まずそういう方向であとお一人方

もう少しその話をしたいという方がいらっしゃったらご発言お願いします。

そのあと今度は反対側の意見をお聞きしたいと思いますので、手が挙がった

方。すみません、全員当てるわけにはまいりませんので、早い順ということ

でそちらの方、それからまだお話されていないそちらの方とその隣の男性の

方ぐらいまでのお三方ぐらいお願いいたします。 

 では、どうぞ。 

○山浦（消費者） 

 度々すみません。日本消費者連盟の山浦です。ＢＳＥ検査につきまして

は、やはりプリオン専門調査会でのたたき台の内容というのは非常に参考に

なります。本日のお話をうかがいましても日本における検査の意義がＢＳＥ

の感染牛を食物連鎖から排除するという点と、それから我が国におけるＢＳ

Ｅ汚染の程度を把握するとともに、ＢＳＥ対策について検証する、そういう

位置づけをされておりまして、これは非常に支持できる内容ではないかと思

います。 

 ただし、と畜場におけるＳＲＭの除去が完全に行われているとは考えにく

いということもたたき台で述べておりまして、この点についてはやはりリス

ク管理部門において、本日のお話にもありましたように、より一層の徹底し

た対策を今後も詰めていただきたいと思います。ですからそういった日本の

現状については、今の対策をより徹底するよう全頭検査と特定危険部位の除

去ということを今後も継続して行っていただきたいと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 では、そちらの女性の方お願いします。 

○神田（消費者） 

 全国消費者団体連絡会の神田と申します。ただ今の方の意見とも共通いた

しますが、さらに先ほど外口さんの方から、今の段階でアメリカの再開はあ

り得ないという発言がございました。私もそのとおりだと思っておりまし

て、再開を前提にそれに合せる形での検討の進め方というのはやめてほしい

ということを、まず最初に申し上げておきたいと思っております。 



 本日も金子さんの方からいろいろお話がございましたので、いちいちふれ

ませんが、改めましてわからないことがたくさんあるなというのをつくづく

感じました。そういった中で危険部位を除けば完璧であるという話も出てお

りますが、きちんとその危険部位が取り除けるのかとか、あるいはその危険

部位についてこれで特定しきっているのか、今後も増えるのではないかとい

うようなこともまだ残っておりますし、危険部位を取り除けばよいというわ

けではないと、二重三重の対策というのが本日のお話を聞きますと、ますま

す必要だなというように思ったところでありますので、検査につきましても

現状のまま当面は続ける必要があるのではないかと思いました。 

 その検査のレベルの限界ということが最近いわれておりますが、安全委員

会の方の話を聞きましても、そのラインというものが示せないということが

出ております。ですから、そういった中で、だからといって示せないわけで

すから、どこに範囲を引くのかわからない段階で検査をどこの月齢でライン

に引くということを決めることはできないと思います。したがって、全頭検

査ということは当面必要なのではないかという論法になると思っておりま

す。ぜひ、まだしばらくの間はもう少しそのＢＳＥについて、現在品川先生

の方でも研究なさっていると聞きますし、もっとわかるまではもう少し今の

状況のまま、検討の体制のまま続けていってほしいと思っております。 

○姫田（農林水産省） 

 では、その隣の方お願いします。 

○飯田（消費者） 

 大阪消団連の飯田と申します。２つ質問と意見なのですが、質問の１つ目

は、アメリカのＳＲＭの除去の問題で、30カ月齢以上で除去をしているとい

うことなのですが、この処置をどうしているか教えていただきたいと思いま

す。日本の場合は焼却ということなのですが、30カ月齢以上のＳＲＭをどう

しているのかあるいは30カ月齢未満のＳＲＭはどうしているのかというのを

うかがいたい、それが１つです。 

 ２つ目の質問が、牛由来製品の輸入停止の問題の報告がありましたが、発

生国以外を経由して製造、例えば原材料はアメリカから調達したものが中国

で製造されて、日本に輸入されるという、そういう経由されて入るというこ

とはないのかどうか。その辺もうかがいたいと思います。 

 意見ですが、７月２日だったと思いますが、食品安全委員会の１周年記念

シンポの席で寺田委員長はこのように報告をされました。安全と安心という

問題にふれまして、安心というのは信頼がないといけない、醸成をされない

んだという報告をされまして、まだその信頼回復は道半ばであるという認識

に立っているという、そういう報告がございました。であるならば、私は今

の全頭検査体制というのは維持されなければいけないと思います。３年前に

発生して以降、飼料規制やあるいは全頭検査体制、あるいは最近ではトレー

サビリティ、そういう一連の措置に対して国民は支持をしたと私は考えてい

ます。 

 それはその上に立ってその信頼が回復しつつあるんだというのが、今の国

内の状態であろうと思います。これはその半ばですから、さらに強めて、引

き続いて維持していくということが、基本的なスタンスであってしかるべき

だと思います。そのことをアメリカとの協議の中でも基本的な軸にして交渉

されるべきであると思いますし、金子先生の報告にありましたように、知見

がまだまだ未解明の部分があるんだということが前提ですから、そのことは

慎重に議論をされていかなければいけないと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。今の質問については私確実に覚えておきますの

で、あとでまとめてお答えさせていただきたいと思います。事前に申込書の

ところにいただいた意見には、開けろ開けろというのが結構あったので、あ

るいは全頭検査をやめようという話も大分ありましたが、そういう観点から



のご意見ありますでしょうか。 

 じゃあ、こちらの方。それから上の階段のところの真ん中辺の方と、そし

てその隣で手を挙げておられる方という順番でお願いします。 

○申（外食事業者） 

 全国焼肉協会の申（シン）と申します。我々は３年前のＢＳＥ以来、行政

が次々に打つ手に従って、我々もそれに準じて今日牛肉の信頼を回復してき

たと自負しております。特に行政で行っているトレーサビリティ、これには

積極的に取り組んで恐らく我々の業界、飲食業界の中ではトップクラスにな

るくらいにこの問題に取り組んでやっております。そういう中で我々は牛肉

の安全・安心を追求してきております。しかし、現状は国内の牛肉の約30％

を占めるアメリカの牛肉が輸入禁止になっている状況で、今焼肉業界全体、

大変な非常に危機的な状況に陥っております。中には廃業の憂き目に遭って

いる業者も随分現れてきています。こういう中で早期解決を行政の方にお願

いしたいと思っております。 

 我々はあくまでも牛肉の安全・安心が確保されて、これが再開されればい

いと思います。しかし科学的に全頭検査が、それによってすべて安全だとい

うことは保証できないという知見が出ております。それならば全頭検査は、

我々はそれにこだわらない、それよりも危険部位の除去、検査をもっと徹底

するよう検査法を研究する、飼料の管理、それからトレーサビリティの徹底

的な施行、こういうことで何とか安全・安心を確保して、我々もそれによっ

て消費者の信頼を得ていきたいと思っております。 

 そういう考えでおりますので、今日我々業界は、非常に危機的な状況にな

っているということを、行政の方で汲んでいただいて、取り組んでいただき

たいと思っております。特にアメリカの焼肉で使っている内臓類は、焼肉業

界がほとんど使っております。特にその中でもタンなどは日本の焼肉業界で

使わなければ恐らくどこでも使うところはないだろうという状況になってお

ります。そういう状況の中で、今日、焼肉業界が非常に苦しい思いをしてい

るということを汲んでいただいて、早期解決によろしくお願いしたいと思い

お願い申し上げます。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。それでは階段の上の方の方。 

○菊子（会社経営者） 

 私は菊子と申します。会社を経営しております。今日は一納税者、また一

消費者として一言意見を申し上げさせていただきます。 

 結論から申しますと、最近、食品安全委員会がＢＳＥ対策についてのたた

き台というものを出されまして、これについては非常にすばらしいものだと

私個人としては思っております。2001年国内でＢＳＥが発生してから約２年

半以上経ちました。今までいろいろな対策をやられたことについては十分評

価しておりますが、そろそろ全頭検査を含めました対策の検証作業が必要で

はないかと思っております。何年か経ったら今までやってきたことを見直す

ということは非常に重要なものだと考えております。 

 その理由としまして幾つかありますが、まず現在の日本は先進国の中で国

の債務、借金ですね。これが最悪の状況で年々積み上がっていっていると、

全頭検査が、それはやらないよりはやった方がいいと思うのですが、これは

国民の税金から出ているということです。そのことを皆さんよくお考えにな

って発言をしていただいたらと思っております。今日は金子先生の講演にも

ありましたが、ＳＲＭの除去が一番有効だと、もちろん、全頭検査を否定し

ているわけではないのですが、もちろんお金はかかります。たくさんお金を

かければいろいろなことはできるのだと思います。 

 坂口厚生大臣が2001年に国内でＢＳＥが発生してから何度もテレビで言っ

ています。牛肉は安全だと、牛乳も安全だと。ことさら牛肉を何か悪い食べ

物の代表詞のように言っていろいろな議論をされるのはいいのですが、中に



はやはりおいしいステーキ、おいしい焼肉、そういったものを食べながら豊

かな食文化を楽しみたい、そういう国民も私はたくさんいると思います。で

すから、国民の中にはいろいろな意見があるのはわかりますが、そういう選

択権を国民の人たちに与えるというのは非常に重要だと思っております。江

戸時代に戻って自給自足になって生活文化を下げて、日本製のいろいろな商

品を海外に輸出しなくてもいいということであれば、これは鎖国政策をとる

ことはできると思いますが、今、ＷＴＯとかＦＴＡとか世界の経済はどんど

ん進化していっています。その中で日本の国益ということを考えて、国民の

豊かな生活ということを考えていろいろな議論があっていいのではないかと

思います。したがって、全頭検査は今まで非常に効果があったということは

認めますが、あまり全頭検査しても若い牛は検出できないと、そういう食品

安全委員会のレポートもありますから、効果がないものに多額の税金をいつ

までも続けるということについては、非常に反対をしております。 

 以上です。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。すみません、この場で拍手など意地行為はやめ

ていただきたいと思っております。静かにリスクコミュニケーションをする

場でございますので、こういうことを再度されますと退場をお願いしたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、次はそちらの方お願いします。 

○案西（会社員） 

 案西と申します。東京都在住のサラリーマンです。今まで消費者の方々か

らいろいろな意見が出ておりましたが、違う観点を持った消費者として発言

をさせていただきたいと思います。サラリーマンの中には牛肉の大変好きな

方が非常に多いかと思うのですが、私は自他ともに認める大牛肉好きでござ

いまして、大学生の頃から手頃な価格の牛丼ですとか焼肉定食に大変お世話

になっておりまして、その恩恵を非常にこうむってきた人間であります。と

ころが今年の前半にですね、牛丼が突然、町からなくなる、焼肉定食は行き

つけの店で1.7倍から２倍の単価になってしまっているというような状況が

続いておりまして、非常に個人的にはおもしろくないなという状況になって

います。 

 そういった観点、どうしてそういう状況になっているのかというのは、も

う昨年年末に出た米国でのＢＳＥの影響で輸入が止まっているという話は新

聞でも聞いておりますし、店の店主の方からも聞いておりますが、サラリー

マンの中には、そういった中でもやはり今残っている肉を使いながら出され

ているアメリカ産の牛肉を食べる方もいますし、引続きそれを求めている方

も非常に多いかと思います。もし私の感覚がおかしいなというのであれば、

牛丼の発売が明日からなくなりますよというようにアナウンスがされた翌日

に長蛇の列がああいう形でできることはなかったと思いますし、見逃せない

のはそういった中にやはり若い学生の方とかが多数含まれていたという点に

あります。 

 個人的にはこういった状況はやはり打開をしてほしいと思っておるのです

が、それにあたって過去複数にわたって行っていただきましたリスクコミュ

ニケーションでテクニカル的な、技術的なことですとか専門的なお話を先生

方や省庁の方からご説明いただいておりますが、大前提のシンプルな事実に

立ち返った形で見直しを行っていただきたいと思います。それは先ほどの方

も申し上げていましたが、危険部位を除けば牛乳と牛肉は安全であると、こ

の事実は患畜だろうが患畜でなかろうが、危険度があるないにかかわらず覆

しようのない事実でありますので、そういった観点から見直しを非常にして

いただきたいと思います。 

 私は暇人なのでこういう形で参加して意見を表明しておりますが、サラリ

ーマンといいますのは家庭内消費のみならず昼食もそうですし、夜では付き



合いですとか接待等々で牛肉を消費する一大消費者層であります。そういっ

た消費者層の方々はこういった形で意見を表明する機会はないかもしれませ

んが、私と同じような意見を持っている方が多数いるということをご認識し

ていただいた上で政策の見直し等に反映をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは、今のどちらかというといわゆる全頭検査維持派の方と反対派の

方の意見を３人ずつくらいからいただいたのですが、この場にいわゆる食肉

加工業者の方とかそれから流通業者の方がいらっしゃっているはずなのです

が、全然手が挙がっていないという状態でございまして、そういう方がいら

っしゃいましたら。特に加工、いわゆるハム・ソーセージの方とかそれから

流通、特にスーパーなどをやっておられる方いらっしゃいませんでしょう

か。なかなかこう立場があって手が挙げにくいということのようですが。そ

うしましたら、その真ん中の方とそれから前の方、そして後ろの方でちょっ

とだけ手を挙げられた方がいらっしゃいますので、そのあたり３人ぐらいお

話いただきたいと思います。 

○多賀谷（外食事業者） 

 先ほどちょっと質問させてもらいました吉野家の多賀谷でございます。 

○姫田（農林水産省） 

 すみません、ちょっとお願いですが、加工の方と流通の方とお願いしてお

りますので。食肉加工の方あるいは流通の方でお願いいたします。 

○旦（食肉加工業者） 

 加工ということでエスフーズの旦（ダン）と申します。かつては「こてっ

ちゃん」をつくっておりました。今は原料がなくて休止しております。それ

はそれとして、今の日本の検査体制についてやはり３年間の対策の効果とい

いますか、一定の成果を得られたと思うのですが、見直すべき時期にきてい

るんだろうと思います。 

 その考え方の一つが、やはり全頭検査という言葉が、日本独特の言葉です

けれども、今年の流行語大賞になるような感じがするぐらい全頭検査という

言葉がありますが、世界ではない言葉であります。ＳＲＭの除去こそが安全

対策という科学的な知見も出されております状況から考えますと、例えばそ

の上に検査をするということは、フグの毒を取ったあとにもう一回そのフグ

の毒について検査しろというようなもので、いわゆるスクリーニングという

考え方を続けている以上、やはり例え見直しをやってもおかしなことになる

のではないかと思っております。 

 あくまでもサーベイランスという考え方に基づいた検査体制に早く日本も

切り替えないと、やはり店頭に出回った肉が例えば一定の月齢以上を検査し

た場合、検査したものは検査済みで若齢のものが検査されなかった場合は検

査済みではないというおかしなことになってしまいますから、やはりＳＲＭ

の除去ということをまず最優先で考えた中で、いわゆる脳幹部の検査につい

ては一定の比率でもってやっていくというような形に切り替えるべき時期に

きているんだろうと考えます。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。流通の方、どなたかいらっしゃいませんでしょ

うか。 

 では、そちらの前の方。 

○小笠原（流通業者） 

 日本チェーンストア協会の小笠原でございます。我が国の現在までの牛肉

消費の回復には、ＢＳＥ全頭検査と特定危険部位の除去という国内措置が大

きく貢献してきたと認識しております。その意味で政府の講じてきた対策を

支持するものであります。現在、食品安全委員会でＢＳＥについて我が国で

最高の知見を有する専門家で構成するプリオン専門調査会で、国内のＢＳＥ



対策について検討が行われているわけでありますが、私は農林水産省と厚生

労働省におかれましては、ＢＳＥ対策の見直しについては拙速に結論を出す

ことなく、食品安全委員会の議論の結果を踏まえて対策を講じていただきた

いと思っております。それからまた、その対策は消費者に十分に説明し、消

費者の理解を得た上で進めていただきたいと考えます。 

 以上でございます。 

○姫田（農林水産省） 

 どうもありがとうございます。その横の方も流通の方ですか。では、お願

いします。 

○鈴木（流通業者） 

 私、兼松株式会社といいます、「商社」におきまして、食肉の輸入に携わ

っております鈴木耕太と申します。私も、３年前に比べて、ＢＳＥに対する

国民の意識も随分変わってきているということを踏まえ、全頭検査「再評

価」の立場から意見を申し上げたいと思います。３年前の９月に起こったＢ

ＳＥによりかなりパニックになったと記憶しておりますが、このことからＢ

ＳＥ特別措置法が制定され、全頭検査が行われるようになりました。この政

策は、沈静化させるということでは、非常に効果を得たということで、これ

までの農林水産省をはじめとした皆様の行政手腕に対しては、敬意を表した

く思っております。ＢＳＥ発生後の世界各国の対応を見ますと、ＢＳＥ発生

後、フィードバンの実施、つまり先ほどのセミナーでおっしゃられました肉

骨粉を動物に与えるのをやめる、そしてサーベイランスという形での、検査

を確立、最後にＳＲＭの除去という流れとなっています。ＢＳＥ解明の先進

国である、ＥＵが特にこのような流れとなっていると思うのですが、現在専

門家の皆様がご指摘されているように、やはり検査よりもＳＲＭ（危険部

位）の除去を徹底するということがもっとも大切で、検査についても、継続

的に監視し、調査をおこなっていくことが、今後は、ＢＳＥ撲滅のためＢＳ

Ｅ発生の原因を有効に解明できていくのではないかな、と思います。 

 私事で非常に恐縮なのですが、仕事柄、昨年末まで米国に駐在しておりま

した。駐在中、現地時間の12月23日にＢＳＥ発生が全米に報道されました。

12月24日はクリスマスイブでしたが、ステーキハウスに行きましたら、大盛

況でした。私の家族も、家内、13歳の長女ならびに９歳の長男がおります

が、自信を持って食べさせておりますし、家族も満足して食べておりまし

た。 

 最後に、私自身として、商社の立場から消費者の皆さんにも安全に、そし

て米国の情報を懇切丁寧に、提供させていただきながら、今後とも牛肉を供

給していきたいと考えております。また食肉の供給のみならず、よき文化・

伝統・風習が海外にもある、それを伝える、実際に海外も日本のよいところ

をどんどん取り入れていますし、私自身としてその一翼も担いたいと思いま

す。日本だけでこれから生きていくという時代ではありません。国の政策

も、商品も、文化も相互に交流し、全体的な目を養いながら、世界の中の日

本という観点から共存共栄していくという姿がこれからは必要ではないかと

思う次第です。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。大分皆さん方からご意見を伺いましたが、それ

ぞれの今のご意見の中で先ほど出た検査への賛成・反対の今の意見に対して

のご意見というのがありますでしょうか。 

 では、そちらの女性の方。そしてこちらの男性の方、そしてその女性の方

という順番にしたいと思います。 

○戸谷（消費者） 

 主婦で公衆衛生ネットワークという情報収集のメーリングリストに参加し

ております戸谷真理子と申します。 

 まず、ＯＩＥのコード改正会議が４月にあったときに、感度のいい検査方



法によって感染牛のほかの部位からも異常プリオンタンパク質が出る可能性

があるというようなご意見を北本先生だと思いましたが、言われていたので

すが、そのことを聞くと全頭検査を廃止するのはまだ早いのではないかとい

うのが、まず１つです。 

 あと飼料工場も今、栗本さんのご説明のとおり、半分はまだ交差汚染対策

がされていない、豚と鶏と、そういうのもありますし、あと以前スッパ抜き

の報道がありましたが、魚粉に牛の遺伝子が検出されたという内部告発の報

道が日テレかどこかでありました。あと、どんどん危険部位が増えている、

背根神経節もそうですし、腸のこともいろいろありますし、そういった状態

で全頭検査を廃止するのは、もうちょっと様子を見てからにしていただきた

いということが１つです。 

 あともう１つ、全頭検査廃止イコール米国牛輸入再開という報道が沢山さ

れていますが、それは先ほど外口部長が言われたとおり、危険部位除去や飼

料管理などがきちんと管理されているということがわかった上でないと、ま

ず再開できませんし、アメリカ牛はいろいろな報道、ニューヨークタイムズ

等の報道や議員でカントウエルさんという人の議会でのブッシュ大統領への

指摘などを見ていますと、まず飼料管理やトレーサビリティ、危険部位除去

の点ではなはだ怪しい報道がたくさんありますし、政府は政府でインチキを

した危ない牛を肉骨粉にしてしまったりとかそういうインチキをしていると

いう事も指摘されていますし、私は主婦ですが、牛の肉骨粉を鶏に与えるの

を許可して、その鶏の糞を牛に与えることを許可していたということが何を

意味するかぐらいはわかります。アメリカというのはそういうことをずっと

やってきたのですから、全頭検査云々ではなくて危険部位の除去だとか飼料

管理、２歳以下の若牛を輸入するということを言っていますが、その牛が何

を食べているかという事をきちんとトレーサビリティや調査をしてから輸入

再開をするのが当然のことだと思います。 

 あともう１つ、ちょっと院内感染に係わってきたので少し言いたいのです

が、リスクは個人の選択に委ねるべきという消費者の方がいらっしゃいまし

たが、今英国で献血での感染や手術器具の消毒の問題、あとは金子先生も言

われていましたが内視鏡による感染がすごく心配されて、今ＭＶ型が感染す

るということでイギリスでは大騒ぎになっています。 

 内視鏡の消毒に関しても、私はちょっと院内感染関係の調査だとかをやっ

ていましたのでわかるのですが、今でさえその消毒方法が討議されている段

階なんです。きちんと消毒されているかというと、私は内視鏡に関しては不

安なんです。日本の現状ではそういったところがあるので、予防の原則でお

願いします、というところで締め括らせていただきます。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。では、こちらの前の男性の方お願いします。 

○山口（食肉業者） 

 大阪南港臓器の山口葵（マモル）です。ＳＲＭを完全に焼却しているか疑

問の方もおられましたが、大阪南港臓器や大都市の市場関係者はもう皆きっ

ちり焼却していますので、そういうご心配がないようにお伝えします。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。では、そちらの女性の方お願いします。 

○飛田（消費者） 

 東京地婦連の飛田と申します。いろいろな方々のお話をお伺いしながら、

今日本の場合にはＢＳＥ牛が不幸にも発生して、行政、ここにおられる皆様

方は一生懸命それぞれのお立場で、いかにしてこれ以上の汚染を防止するか

など多様な対応策を講じておられるという状況にあるわけです。アメリカに

おいても不幸にしてＢＳＥ牛が出たわけですから、アメリカも国内外、輸出

国であるならば一生懸命にその事態に対処していかなければならないという

時期にあるわけです。 



 私どもの国も発生してしまった。発生した国が発生した国からまだはっき

りした対応策がしっかりととられていないにもかかわらず輸入するというこ

とになりますと、今まで我が国でとってきた対応というのが無駄になる可能

性も出てくるということを懸念しております。確かに私どもの国は、世界の

方々からいろいろな食材を輸入して、消費させていただいているわけです

が、費用対効果の観点でものごとを拙速に判断して、安全性をあとに、置き

去りにするということがあってはならないと思っております。 

 特に今回の日米の協議を見ていますと、何カ月齢かははっきりしないけれ

ども、若齢牛は今の段階では、今の検査では検出限界があるので異常プリオ

ンは検出されそうにないから見切り発車しよう、適当に線引きしようと言っ

ていらっしゃるに過ぎないと思います。こういう非科学的なことであっては

ならないのではないかと、私は思います。検出限界があるなら、検出限界を

もっとクリアできるような更なる研究を行っていただきたいし、事業者の

方、検査体制などに関わっておられる機器のメーカーの方は機器の開発に従

事していただきたいし、そういう意味では現状ではこうだから妥協してこう

しましょうという話にはならないのではないかと思います。 

 外食産業の方にもお世話になっておりますし、皆様方のおかげでいろいろ

私たちは食生活を送らせていただいておりますが、しかし効率ばかり重んじ

て消費者の利益、安全を置き去りにすることのないようにお願いしたいと思

っております。余計なこと申しますが、よろしくお願いいたします。 

○姫田（農林水産省） 

 大分時間が押してきておりますので、最後にちょっとずつ発言したいとい

うお声があるので、今２分間の時間をそれぞれ30秒ずつ一言ずつお願いしま

す。では、今手が挙がっている方、１、２、３、４、５人、６人ということ

でお願いしたいと思います。 

○和田（消費者） 

 主婦連合会の和田です。全頭検査ということだけが非常に問題になってお

りまして、特に消費者が全頭検査を主張していますが、これが科学的な根拠

が云々とか、３年前に全頭検査に踏み切ったのが実は相当な政治的な配慮に

基づいたものだったとか、そういうことが言われておりますが、私どもは決

して全頭検査だけを主張しているわけではなくて、もう時間が短いですから

言えませんが、肉骨粉の問題やフィードバンなどいろいろなことを考えた上

で主張しております。 

 やはり今、全頭検査を見直すというかやめる方向で考えると、特にアメリ

カの牛肉が輸入がストップして、これを再開するのと絡めて議論が出ている

ということが非常に問題だと思います。この３年間、もし全頭検査が科学的

な根拠が云々というのであれば、今までの３年間の間にこれを見直そうでは

ないかという議論は決して積極的には出ていないわけです。それでアメリカ

の牛肉輸入再開ということに絡めて出てきたということは、本当に問題とし

ては大きいと思います。ですから、私たちとしては今、全頭検査というもの

をここで動かすべきではないと考えます。消費者の本当の理解が得られるの

かと考えます。それから納税者としての立場というのも十分に考えた上で、

全頭検査にかかる費用は税金で負担してもよいと主張をしておりますという

ことを申し上げておきます。 

 以上でございます。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。では、その後ろの方。それで向こうの方、２人

ほどいらっしゃったと思います。それからこちらと６人の方お願いします。 

○村上（消費者） 

 はい、短く申し上げます。ＢＳＥ市民ネットワークの村上と申します。滋

賀県から来ました。この前８月４日にありました安全委員会の意見交換会に

も出させていただきまして、今日の意見交換会にも聴かせていただきまし



て、とても勉強になりました。 

 立場の違う人の意見を聴くということがすごく大事なことだということ

と、私は消費者の立場から安全最優先でやっていただきたいと思います。本

当にもっともっと意見交換を突き詰めてとことんやった上で、私たちも納得

できる政策措置をとっていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。そうしましたら後ろの方で２人ほど手が、下の

段の後ろの方でお二方ほど手が挙がっておりますのでそちらの方お願いしま

す。 

○村田（消費者） 

 西東京市に住んでおります消費者の村田と申します。今、全頭検査の問題

が出ておりましたが、あくまでも我々は安全な食品を食べるということが前

提でございます。そういう意味では検査そのものは安全性を必ずしも確保す

るものではない、保証するものではない、というように、少なくともこの

四、五カ月いろいろな報道を通して知ることができました。全頭検査だから

安心ですよといわれたのは、これは我々は妄想であったというように、今反

省をしています。 

 そういう意味では、検査そのものはあくまでもサーベイランスという範囲

を出ないということですから、そうであるならば、いわゆる危険部位の完全

除去、こういうものを前提にして議論をもっと前に進めるべきじゃないか

と、焼肉を大変愛している消費者ですので、ぜひ政府ももっと、こういう会

を設けるのは大変結構でございますし、ただ、少なくとも一消費者として聞

いている限りは、かなり協議会だとか研究所だとかあるいは何とか団体とい

う比較的しゃべることを専門にしている方たちの意見が大変多いのではない

か、本当の意味でのサイレントマジョリティである消費者の声というものを

聞いているのかどうかと思いました。 

 これはいろいろ意見があります。ありますが、一方ではやはり安くておい

しい牛肉を食べたいという人もたくさんおります。ぜひ、そういう意味で単

にサーベイランスの域を出ない検査というものをあまりに過信をして、全頭

検査でなければ何も進まないという状況は、ぜひ政府の皆さん、特に農林水

産省あるいは厚生労働省の皆様、いろいろ日頃ご苦労かけておりますが、も

っとイニシアチブをとってこの問題の解決にあたっていただきたいというふ

うに、私は思います。 

 以上です。 

○姫田（農林水産省） 

 次、もう一人方ほど下で手を挙げておられたと思うのですが、そちらの方

です。 

○滝本（消費者） 

 ＢＳＥ市民ネットワークの滝本です。京都からまいりました。クロイツフ

ェルト・ヤコブ病の関係者の方、ここにいらっしゃらないですか。直接お

話、お聴きになったことはございますでしょうか。もう本当に突然に記憶を

失って自分がだれなのかもわからなくなって亡くなっていくわけです。こん

な恐ろしい病気を、私の知っているヤコブ病の方は硬膜の移植で起こったの

ですが、このＢＳＥの問題はこれと同じ問題なのです。そのことに思いをは

せていただいて、そしてこれはさっきの先生のお話にあったように、潜伏期

間が10年とも30年とも50年ともいわれているわけです。今ここにいる私たち

がそのとき責任をとることができる人がどれだけいるでしょうか。そのこと

を考えて、未来の子どもたちのためにも本当に今、安全・安心のことを考え

ていただきたい。 

 全頭検査のことですが、これは無駄なことではなくてこの精度を高めれば

いいわけです。そうすれば税金の無駄使いでも何でもありません。日本人の



遺伝子は93％この遺伝子で、ＭＭ型というのですが、罹りやすい遺伝子を持

っている国民であることを考えたら、これは全頭検査、私はぜひやっていた

だきたい、しかもそのために税金を使って精度を高めて、その精度を高めれ

ばまったく無駄なことはないということを、皆さんに訴えたいと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。では、そちらの方お願いします。 

○安田（消費者） 

 たびたびですが、日本有機農業研究会の安田と申します。今回のアメリカ

からの輸入牛肉再開は、私は日本の主権に対する大変な侵害、また圧力だと

思います。いずれのＢＳＥ発生国の牛由来の食品というのは、全部輸入禁止

にされています。日本ももちろん発生国ですから輸出できない。そういう状

況の中において、なぜアメリカの牛肉に対して、清浄国であるという証明も

ない中で、この輸入再開の話になるのか。やはりアメリカと日本との、日米

関係を優先する中で安全性の問題よりもそういう政治的圧力が優先している

ということに対して、消費者として強い懸念と不信感を持っております。 

 全頭検査の見直しにあたり、日本の安全基準と同じレベルをアメリカに要

求するとおっしゃっていますが、それが現実可能なのか。全頭検査をしてい

ても、日本の場合危険部位の除去が不徹底である、加えて査察についても抜

き打ち検査による、査察をしていない。必要な措置は全頭検査体制と危険部

位の除去の徹底、そして査察です。そのことが守られなければそれは本当の

安全確保にはならない。日本でも不十分だというのに、日本に比べて格段に

ずさんな対応しかされていない状況のアメリカに譲歩することは、断じて消

費者として許せないことです。 

○姫田（農林水産省） 

 では、そちらの方で最後にしたいと思います。 

○神田（消費者） 

 全国消団連の神田です。先ほどいろいろ意見が出ておりましたが、私もち

ょっと考えが違いますので、少しずつコメントさせていただきたいと思いま

す。 

 １つは、検査法のことですが、これは質問になると思いますが時間があっ

たらお答えいただければと思いますが、検査法の研究についての進み具合と

いうのは血液検査でという話もありますが、どうなっているのかということ

が一つお聞きしたいと思います。 

 もう１つ、そろそろ検証作業が必要ではないかというご意見がありました

が、私も今までとってきた対策についての検証は必要だと思っております。

ただ、輸入再開のための条件を整える、そういった方向での検討というのは

やってほしくないと思っております。 

 それから税金の問題が出ましたが、いろいろな計算がありますが、食品の

安全を守るのは当然でありまして、100グラムに対して１円から２円という

計算もありますので、そういった金額からしますと税金の使い過ぎとは、私

は思いません。 

 それから選択権を与える必要があるというお話し、選ぶ権利というお話が

ありましたが、それは安全性が確保された上での選択性だと思っております

ので、今はそういう話をしている段階ではないかと思います。 

 それからサーベイランスにすべきという意見がありましたが、私は今のス

クリーニングを続けるべきだと、危険なものは市場に出さないという姿勢を

貫いてほしいと思っております。スクリーニング・イコール・サーベイラン

ス、最高のサーベイランスだと思っておりますので、スクリーニングを続け

ていってほしいと思っております。 

 全頭検査については、繰り返しになりますけれども、わからないことが多

い中で二重の対策ということでは、ＳＲＭの除去と同時に全頭検査も続けて

ほしいと思っています。 



 以上です。 

○姫田（農林水産省） 

 時間がきてしまっておりますのと少し質問が残っておりましたので、簡単

に答えながらとりまとめて最後にしたいと思います。 

 最初の木野村さんからお話のあった国内の肉用牛を振興するべきではない

かというお話でございましたが、これは私どもの部局ではございませんでし

て、畜産部というところでかなり積極的に国内のいわゆる先ほどの飼料の

話、自給飼料の話もございましたし、それから国内の肉用牛をどう振興して

いくかということで、かなり産地形成というために、これこそ税金を使わせ

ていただいてやってきているところでございます。なかなか土地条件が厳し

いということ、結果論としては担い手がいないというようなこともございま

して、増えていかないという状況でございますが、まだまだ農林水産省の本

来の仕事としても進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それから、品川先生にお答えいただくということでよろしいのかと思いま

すが、今後もいわゆる特定危険部位は増えるのかというようなお話が、お二

方からご質問としてありましたが、ご見解で結構でございますがお願いしま

す。 

○品川（アドバイザー） 

 これはまだ特別何も調べているわけではありません。といいますのは、日

本ではなかなか感染した牛というのが手に入らない、１頭丸ごと手に入らな

いということがありますので、結果として現在のＳＲＭというのはイギリス

での成績をもとに決めている段階です。これから将来、さらに増えるかどう

かということにつきましては、これは見つかれば増えるかもしれません。 

 それから最近、これＢＳＥのことではないのですが、先ほど金子先生が言

われましたように、今まで見つかっていなかったような部位、例えば筋肉あ

るいは血液というようなところから感染性というようなものが見つかってき

ている。異常型のプリオンタンパクが検出されるというようなことが出てき

ております。ですから、これは牛に将来そういうことが起きるかどうかとい

うこと、これは可能性としてはあると思いますが、現在のところ、わかって

いないとしか言いようがないと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 あと、ＳＲＭの除去とか30カ月齢以上のＳＲＭも除去したものがどうなっ

ているかとか、それから牛由来の製品が途中の第三国を経由したものがどう

なっているかということで、南課長か道野さんお願いできますでしょうか。 

○南（厚生労働省） 

 まず、アメリカでのＳＲＭの除去はどうなっているかということでござい

ますが、アメリカの食肉加工場におきましては、その衛生管理はＨＡＣＣＰ

という衛生管理手法に基づいて行うことが義務づけられております。危害物

質を特定して、それを排除し、それを記録をするということです。さらにそ

れに対して国の査察官がチェックをするという形でございまして、この中に

ＳＲＭの除去分別、廃棄についても手順書作成をすることが求められており

ます。これはワーキンググループによる協議で向こうから聞き取ったもので

ございます。 

 さらに輸入の問題、例えばアメリカの輸入肉は中国を経由してというお話

でございましたが、食肉あるいはその食肉製品につきましては原則として衛

生証明書というものが付いてこないと輸入できないようになっております。

処理した国が発行する証明書に加えて、中国に行けば中国での取扱いについ

ての衛生証明書、２枚ついてくるという形になっておりまして、どこで処理

されたかがすぐわかります。ただ、高度に加工されたものについて、衛生証

明書は求めておりませんが、その辺については指導で、すべての輸入製品に

ついて輸入業者にどこでつくられたのか、原料はどこのものかということを



問いただして確認をしております。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございます。あと、飼料行程の中での交差汚染対策が来年の３

月まではできていないじゃないかということ、あるいは魚粉の中に牛の遺伝

子が混じっていたじゃないかというようなお話について、濱本専門官、お願

いします。 

○濱本（農林水産省） 

 まず魚粉のお話ですが、確かに大分前になりますが、牛のタンパク等が検

出されたというお話がございました。現在、魚粉は国内産のものについて

は、肥飼料検査所で検査しておりますが、ＰＣＲエライザ法によってもそう

いった牛、豚、鶏ぐらいのものの混入が見られない状況が維持できていると

いうことでございます。ただ、輸入品につきましては、やはり少しそういっ

たものが検出されるということは、動検のホームページにもでております。

そういう状況も受けまして、現在、魚粉というのは牛には使用しないという

対策をとっております。 

 それからライン分離のお話で、今年度いっぱいまではライン分離ができま

せんというお話でございました。現実にそうなのですが、実際にはそういっ

た肉骨粉や魚粉やそういった感染源、感染経路となるものを牛のところで使

わないという措置が行われているのと、それからこれはそれまでの措置とい

うことでクリーニングですね、同じラインで牛と豚の餌をつくる場合、その

間にクリーニングを入れるというような形で対応させていただいておりまし

て、現在できるだけの対策はとっているということです。１７年からは、さ

らにより完璧なものになると思っております。 

○姫田（農林水産省） 

 大分時間が過ぎてしまいましたので、まだ後ろの方の方から俺たちはとい

うこともございましたけれども、こちらの意見交換会、今日で終りというこ

とではございませんので、また何度も繰り返し開いてまいりたい、いろんな

タイミングで開いてまいりたいと思います。 

 最後になりましたが、何人かの方から全頭検査と日米の協議の話が十分分

離されていないのではないかというような話もございましたので、そのこと

も含めて、外口部長からお話いただいて、それで最後、中川局長で締め括り

たいと思いますので、お二方順番によろしくお願いいたします。 

○外口（厚生労働省） 

 ２つの国内の見直しのお話と日米協議のお話と、これが一緒に関連してい

るんじゃないかと。それが不安というか不信であるという、そういったご意

見もいただいたと思います。事実関係申し上げれば、国内関係の対策の評価

を現在、食品安全委員会で行っており、日米の協議についてはこれとまった

く別の次元で行っているということで、この両者は別であります。我々とし

ては、まず今の段階では食品安全委員会の今の評価の結果を十分注視して見

守っていきたいと考えております。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは中川局長、最後にお願いいたします。 

○中川（農林水産省） 

 では、最後に私の方からお礼のご挨拶を兼ねて少し申し上げたいと思いま

す。本日は１時半から４時半までの予定でこのリスクコミュニケーションを

催しました。大変ご熱心な意見交換をいただき、まずは参加をいただいた方

にお礼を申し上げたいと思います。 

 私ども今回のリスクコミュニケーションを開催するにあたりまして、ま

ず、一番大事なことは、正確な情報をわかりやすくお伝えをするということ

が基礎的な条件として欠かせないと思ったわけでございます。食品安全委員

会で国内のＢＳＥ対策についてのリスク評価が行われておりますが、私ども

のリスク管理官庁として現に行っている国内対策がどういうものであるかと



いうことを、やはりキチンとお伝えしていくということが、まず大事である

と思いました。それが本日のリスクコミュニケーションの１つ目の狙いでご

ざいます。 

 それから２つ目の狙いとしまして、やはり食の安全・安心を確保してい

く、そのためには科学的な知見に基づいてリスクについてのキチンとした評

価が行われなければなりませんし、その評価に基づいて我々のリスク管理と

いうものが適正に行われるということが大事だと思っております。 

 それから、こういったリスク評価あるいはリスク管理の実際的な対応・議

論が行われるに際して、その基礎になります情報あるいはそれぞれの背景と

いうものについて、キチンと提示をし、情報開示をし、また関係のある方々

からそういった事柄についてご意見をいただく、あるいは管理者間での意見

交換もしていく。そういうプロセスが何よりも大事だと思うわけでありま

す。 

 ですから、本日はそういった２つの狙いを持って開催をしたわけでありま

すが、初期の目的は皆様方からの大変積極的なご参加のもとに一応は狙いが

達成できたのではないかと、私ども主催者は思っております。またこれは第

１回目のこういったリスクコミュニケーションの場であります。このあと、

大阪、それから九州や北海道でも開催を意図しておりますし、さらにまた、

政策の転換をする、そういう場が出てくれば、その際にはキチンとした説明

もしていかなければいけないと思っておりますので、このような機会もまた

設けたいと思います。何よりもやはり消費者の方々の食品についての信頼を

確保していく、納得を得ていくということが大事だと思います。 

 食の安全・安心確保のために一番大事にすべきはそういった消費者の方々

の理解と納得のもとに政策が進められることだと思っております。そういう

第一歩として今日のリスクコミュニケーションの機会をとらえたいと思いま

す。ご参加をいただいた方々に改めてお礼を申し上げたいと思います。あり

がとうございました。 

○姫田（農林水産省） 

 どうもありがとうございました。コーディネーターの不手際で十分発言で

きなかった方にはお詫び申し上げます。 

 では、司会にマイクをお返しします。 

○広瀬（厚生労働省） 

 以上を持ちまして、食品に関するリスクコミュニケーションを閉会いたし

ます。本日、寄せられた意見につきましては厚生労働省、農林水産省の今後

の施策に反映させていきたいと存じております。なお、先ほども何度か話題

に出ておりますが、このような意見交換会につきまして９月１日に熊本、９

月３日に北海道で予定しております。さらに８月24日には大阪において食品

安全委員会も併せまして３省での意見交換会を実施いたしますので、ぜひご

参加いただければと思います。長時間にわたりどうもありがとうございまし

た。 

 本日の意見交換会に関しまして、本日の資料の中にアンケートというもの

を入れておりますので、ご意見等あります方は、ぜひご記入いただければと

思います。それでは以上で終了いたします。どうもありがとうございまし

た。 

午後４時５８分 閉会  

 

 

 

 

 


