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食品に関するリスクコミュニケーション 

（牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会）  

日時：平成１６年９月１日（水）

会場：熊本市民会館 

議 事 次 第 

 

 

１．開  会 

 

２．挨  拶 

 

３．議  事 

 （１）「ＢＳＥ（牛海綿状脳症）と、その食へのリスクについて」 

    佐多徹太郎 国立感染症研究所感染病理部長 

 



 （２）牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の現状について 

    １）牛のＢＳＥ予防対策 

    ２）牛肉の安全対策 

 

４．閉  会 

 

 

  

   

午後１時３０分 開会

○松本（厚生労働省） 

 皆様、こんにちは。本日は、大変お忙しい中、御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（ＢＳＥ）対

策に関する意見交換会）」を開催いたします。 

 本日は、厚生労働省と農林水産省の共催でございますが、両省を代表いたしまして、

農林水産省中川消費・安全局長から御挨拶申し上げます。 

   

○中川（農林水産省） 

 農林水産省の消費・安全局長、中川でございます。本日の意見交換会の御案内を差し

上げましたところ、多数お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。ま

た、当地熊本を初め九州一帯は、先般、台風16号の直撃を受けまして、大変な被害が出

たと伺っております。改めてお見舞いを申し上げたいと思います。 

 さて、食品安全行政に関します行政組織は、昨年の７月に一新をいたしました。本日

お集まりの方々も御案内のこととは思いますが、昨年７月１日をもちまして、内閣府に

食品安全委員会ができました。この食品安全委員会では、食品に関しますさまざまなリ

スクについて、その程度の評価をする独立した組織として、きちんと科学的な知見に基

づいて評価をするという役割を担って発足をしたわけであります。 

 それから、私ども農林水産省あるいは厚生労働省は、こういったリスクに対してその

発生をできるだけ抑える、また発生した場合であっても、その影響をできるだけ小さな

ものにするという意味でのリスク管理を専ら担う組織を新しく発足させまして、農林水

産省には、私が現在おります消費・安全局という新しい局ができました。厚生労働省に

も食品安全部という新しい部ができたわけであります。そして、こういった食品安全委

員会と、それから農林水産省あるいは厚生労働省、それぞれの役割分担のもとに、きち

んと食の安全・安心の確保のために行政を行っていくという体制が整ったわけでありま

す。 

 こういったそれぞれの組織におきましては、消費者を初めとして、生産から流通、消

費に至る、そういったさまざまな過程でかかわっておられる関係者の方々に、必要な情

報を、できるだけ透明性を持って、またわかりやすく提供していく、それから、そうい

った情報に基づいてそれぞれの方がお感じになったことを意見として言っていただく、

意見交換をしていただく。それで、単なる説明で終わるのではなくて、それぞれお感じ

になったことを役所との間でも、またそれから関係の事業者の方々との間でも意見交換

をしながら理解を深めていただき、またそれぞれのお考えをできるならばこれからの政



策に反映をさせていく、それがリスクコミュニケーションと言われるものであります。

ですから、リスク評価、それからリスク管理、そして、そういったものがうまく機能す

るためのリスクコミュニケーション、この３つの柱で、昨年の７月から食の安全・安心

の確保のために取り組んでいると、そういうわけでございます。本日のこのＢＳＥ対策

に関します意見交換会も、まさに今申し上げましたリスクコミュニケーションの一環で

ございます。 

 さて、こういった格好で昨年の７月に発足をいたしましたが、秋にはコイヘルペスウ

イルス病、それから暮れにはアメリカでのＢＳＥの発生、また年が改まってからは鳥イ

ンフルエンザと、さまざまな事件・事故が起こってまいりました。今申し上げましたよ

うな、こういった事件・事故に対しましては、できるだけ情報公開をし、また現場の

方々の御協力もいただきながら適切な対応に努めてきたところでございます。私どもと

いたしましては精いっぱいに対応してきたと、あとは国民の方々から、最近、行政は少

し変わったじゃないかと、そういう評価をいただけることをいわば励みにしてこの１年

間取り組んできたところでございます。 

 本日のこの意見交換会のテーマはＢＳＥでありますが、平成13年９月10日に日本で初

めてＢＳＥが発生をいたしました。その後の当分の間の混乱については、皆様方も御記

憶に新しいところだと思います。もうそれから３年がたつわけであります。食品安全委

員会におきましては、この春から、これまで２年半近く経験をしてまいりましたこのＢ

ＳＥの我が国におきます対策について、この際きちんと分析・検証するということで作

業が進められてまいりました。そろそろ取りまとめの段階に入っているわけでございま

す。これも、マスコミ等で報道されておりますから、よく御存じのことかと思います。

 また他方で、昨年の暮れにアメリカでのＢＳＥの発生があったわけですが、それに伴

いましてアメリカからの牛肉の輸入が止まっております。もちろん、この食品安全委員

会において行われておりますＢＳＥの国内対策の見直しと、それからアメリカからの牛

肉の輸入問題をどうするかということは別個の問題であります。ですが、アメリカの牛

肉問題につきましては、食の安全・安心の確保のために、我々日本でＢＳＥ対策として

とっていることと同等のものをアメリカからの輸入牛肉に対しても要求をするというの

が基本的な考え方でございまして、これをずっと、終始一貫して主張してまいりまし

た。ですから、食品安全委員会で今議論をされております国内のＢＳＥ対策の分析・検

証の結果がどうなるかということは、ある意味でアメリカとのＢＳＥの問題の扱いにつ

いても関連をしてくる問題ではございます。ですが、アメリカの牛肉の輸入問題がある

から国内対策を見直すというものではありません。そこは明確に私どもとして申し上げ

ておきたいと思うわけであります。 

 食品安全委員会の評価がまとまりますと、またこれについても皆様方に御説明をし、

またそれに対する御意見も伺うというプロセス、そういう過程が必要になってまいりま

す。その際に、本日のテーマであります、これまで日本において実施をしてきたＢＳＥ

対策は、それぞれどういう狙いがあり、どういう効果があったのかということについて

きちんと御理解をいただく、それについての御意見もいただくということがこれから先

の議論につながるものと思います。そういう土台がありませんと、どうしても議論がう

まくかみ合わないということもございます。ですから、本日のこのリスクコミュニケー

ションというのは、これまで実施している措置について、我々としてはできるだけわか

りやすく御説明をしたいと思いますし、単にその説明会に終わらせることではなくて、

皆様方がそれについてどのようにお感じになっているかということを、会場の皆様方の

間でも意見交換をしていただきたいし、また御疑問の点があれば、我々行政サイドにも

御質問をいただきたいと思っているところであります。 

 食の安全と安心の確保のために何が重要であるか。もちろん、科学的な根拠に基づい

てきちんと評価をしていくということが第一であります。また、消費者の方々が安心が

でき、また納得ができる政策であるということも大変重要なことだと思っております。

 本日お集まりの方々の中にも、もちろんいろいろなお立場の方がいらっしゃると思い



ます。必ずしも意見が一致するとは限りません。本日この場で何か一つの結論を導き出

すという形でやるものではありません。むしろ、いろいろな意見を持っておられる方が

いらっしゃる、またそういった意見の背景にはどういうことがあるのかということをそ

れぞれの方々にわかっていただくということがその次のステップにつながるのではない

かと私どもは思っております。 

 本日はそういう趣旨で開かせていただきました。ぜひ皆様方から忌憚のない御意見を

いただいて、そのことが最終的なリスクコミュニケーションの目的であります次なる新

たな政策に反映されるように、それにつながるように、そういうものとしてこの会が役

立てば、我々としてはこれにすぐることはないと思っております。 

 本日はそういう趣旨でありますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。本

日はありがとうございます。 

○松本（厚生労働省） 

 前の方がまだ幾つかあいておりますので、後ろの方でお立ちの方とか、窮屈な方は、

ぜひ前の方においでいただきたいと思います。 

 では、ここで出席者を御紹介させていただきます。 

 まず、募集によりまして大変多数の方々に御出席をいただいております。本日は広く

御意見をいただくため、一般の方から募集いたしまして、 401名の方から応募をいただ

きました。その 401名の中から、当初予定しておりました先着 200名と、会場の設置を

工夫いたしましてさらに２割の方を加えまして、 238名の方に出席の御案内を差し上げ

ております。このため、出席者の紹介につきましては、お手元の資料１に出席者名簿が

ございますが、こちらにかえさせていただきたいと存じますので、御了承いただきたい

と思います。 

 なお、一部に、応募の際、組織的に出席のファクス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

お願いいたします。 

 次に、皆様から見まして私の右手一人飛びまして、アドバイザーといたしまして、国

立感染症研究所感染病理部長の佐多徹太郎先生です。 

 続きまして主催者側ですが、皆様から見て私の左手から奥へ向かって、先ほど御挨拶

いたしました農林水産省消費・安全局の中川局長です。 

 その隣が消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室の釘田室長です。 

 本日、意見交換のコーディネーターを務めます姫田消費者情報官です。 

 その隣が、内閣府食品安全委員会事務局評価課の冨澤評価調整官です。 

 続きまして、皆様から見て私の右手、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課の

蟹江ＢＳＥ対策専門官です。 

 私は、本日の進行役を務めさせていただきます、厚生労働省大臣官房参事官で医薬食

品担当をやっております松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 皆様方のお手元には、議事次第が一つ入っているかと思います。その後に食品に関す

るリスクコミュニケーションの配布資料一覧ということで、本日、資料１から資料５、

参考資料として１、２、あと参考配布がございます。 

 まず、資料１としまして、先ほど御案内しましたが、出席者名簿一覧ということでご

ざいます。 

 次に、佐多先生からお話しいただきます「ＢＳＥ（牛海綿状脳症）とその「食」への

リスクについて」というカラー刷りのものがあります。資料番号が入っておりません

が、これを資料２ということで御記入いただきたいと思います。 

 続きまして、資料３として「牛のＢＳＥ予防対策について」 

 資料４といたしまして、「牛肉の安全対策について」というものがございます。 

 資料５として、「事前意見の概要」が入っております。 

 参考資料１といたしまして、「日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について－



専門委員の御意見に基づく修正案－平成16年８月」というのが入っています。 

 参考資料２といたしまして、「ＢＳＥに関する専門家及び実務担当者会合（ＷＧ）報

告書 2004年７月22日」というのを入れております。 

 あと、皆様方の中には、資料をつけておりませんが、本日御参加いただいた皆さま方

にはぜひアンケートに御記入いただきたいと思いまして、そのアンケート用紙を入れて

おります。 

 それと、「食の安全・安心トピックス」ということで、インターネット等をお使いの

方につきましては、こちらに登録していただきますと、こういう資料についてインター

ネット経由でお送りするという御案内のリーフレットが１枚入っております。 

 続きまして、本日の進行について御説明いたします。 

 本日は、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会といたします。 

 まず、意見交換に先立ちまして、佐多先生から、「ＢＳＥ（牛海綿状脳症）とその

「食」へのリスク」について30分程度御説明をいただきます。 

 引き続きまして、「牛のＢＳＥ予防対策」について農林水産省の釘田室長から、また

その後、「ＢＳＥに関する牛肉の安全対策」につきまして厚生労働省の蟹江専門官か

ら、それぞれ15分ほど御説明いたします。 

 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それぞれ意見交換を行

いたいと思います。 

 それでは、これから議事に入らせていただきたいと思います。まず、「ＢＳＥ（牛海

綿状脳症）とその「食」へのリスク」について、国立感染症研究所感染病理部長、佐多

徹太郎先生にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

   

○佐多（アドバイザー） 

 こんにちは。国立感染症研究所の感染病理部の佐多と申します。本日ここに来るとい

うのは１週間ぐらい前に言われたので、準備が十分できているかどうかはわかりません

が、本日はこの意見交換会、難しい言葉で言うとリスクコミュニケーションということ

のようで、その中のたたき台といいますか、そのようなお話を30分ぐらいにわたってさ

せていただきたいと思います。 

 時々スライドが速いかもしれないので、手元に今、資料２として配られました紙に大

体書いてありますので、よく見えないとか、そういう場合はこれを御参考にしていただ

きたいと思います。 

 それでは、このＢＳＥ（牛海綿状脳症）とその「食」へのリスクということですが、

その辺について基本的な話からお話ししたいと思います。 

 昔は「狂牛病」という言葉が使われました。これ自体は牛の病気を正しく示すもので

はないということで、現在は「牛海綿状脳症」という言葉が公式には使われています。

その英語名をとって「ＢＳＥ」となって、最近はこのＢＳＥの方がむしろ有名になって

しまい、こちらの言葉は少しかすんでおります。 

 これ自体は牛の病気でして、人の病気との関係については、この病気が見つかって以

来10年ぐらいわからなかったのですが、1996年に問題になった病気があります。それが

このヒトの変異型クロイツフェルト・ヤコブ病ということで、これは英語で言いますと

ｖａｒｉａｎｔという言葉を使いますので、小さな「ｖ」をつけて「ＣＪＤ」、バリア

ントのクロイツフェルト・ヤコブ病という言い方をします。このヒトのｖＣＪＤとＢＳ

Ｅというものがどうも関係があるらしいということが1996年にわかりまして、それから

逆に問題になってきたということであります。 

 この原因というものは、現在ではプリオンというものであると言われています。この

プリオンというのはどういうものかと申しますと、ここに書いてありますが、プリオン

というのは今や病原体の名前です。いろいろな病気がありますが、ひとつに感染症があ



ります。そのときの病原体として今はプリオンというような言い方をします。それで、

ＢＳＥとか、ほかの動物の伝達性海綿状脳症、これは牛がついておりませんが、そうい

うものを総称した名前が伝達性海綿状脳症と言います。それの原因としてプリオンとい

うものがあるということです。 

 このプリオンというのは、今までの病原体とはちょっと違いまして、タンパクだけで

成っているということです。普通の病原体は増殖するために核酸というものが必要なん

ですが、これはタンパクだけから成っているという特徴があります。もう一つ厄介なの

は、普通のタンパク分解酵素というものはタンパク質を分解するものですが、こういう

ものに対して非常に抵抗性が高い、要するに感受性がないということでありまして、タ

ンパク分解酵素をまぜたとしても、このプリオンというものは分解されないという特徴

を持っています。 

 もう一つの特徴は、正常プリオンタンパク質というものを我々の体あるいは動物も全

部持っているわけですが、そういうものの立体構造が変化をすることによって、異常型

プリオンタンパク質というものになるわけです。この一つの見てきたような絵がここに

ございます。緑色の部分がいわゆるタンパク分解酵素、抵抗性のあると言われているベ

ータシート構造、難しい言葉で言うとそういうものですが、これが正常型から異常型に

変わるに従ってこの量がふえてきてしまって、そして、こういうような性格を持つとい

うものがプリオンというものになります。これが原因となって伝達性海綿状脳症が起き

るということになります。 

 このタンパク分解酵素に対する抵抗性ということについて、プリオン病のマウスから

とってきた脳を使ってこのような実験をしています。例えば、正常型のマウスの脳をと

ってきます。これは要するに正常なマウスですね。それをそのまま、これはウエスタン

ブロットという方法ですが、電気泳動をして、それから抗体をかけて検出するという方

法です。この正常型のマウスの脳をとってきて電気泳動をかけます。そうすると、こう

いうようなバンドが見られます。これは正常型のプリオン、要するに私も持っていると

思われる正常型のプリオンであります。これをタンパク分解酵素で消化してやりますと

全くなくなってしまう、これが正常型プリオンの性状でありまして、これは多分私の脳

からとってもこういう形になると思います。ところが、病気になったマウスの脳をとっ

てきて、このタンパク分解酵素を使ってもバンドが残るんです。すなわち、ここの部分

とこの部分を比べていただければよろしいのですが、このような異常型のプリオンタン

パク質ができ上がってしまう、これがプリオンという病原体に相当するということにな

ります。 

 このプリオンというのは３本のバンドが見えるというのが特徴でありまして、この１

本、真ん中、それから１つ上、これに糖鎖という、お砂糖が１つ、２つついている、そ

ういう特徴があります。この部分をとってやるような処理をしますと、この部分だけ、

要するにタンパクの部分だけになりまして、こういうことが検査に使われている次第で

あります。 

 もう一つ、このプリオンというものは、普通の病原体だと消毒とか滅菌法で不活化し

てやるということができるはずですが、これがちょっと厄介であるということがありま

す。燃やしてしまえば問題はないのですが、こういうギ酸とか、そういう酸で加水分解

してやる、あるいはオートクレープという、これは病原体を不活化する一般的に使われ

ている手技ですが、それも、こういう条件が非常に厳しい状態でないと不活化できない

ということが言われています。ですから、一般の我々の唾液、あるいは消化管の消化酵

素とか、そういうものでは、このプリオンというものは不活化することが絶対にできな

いということになっております。 

 そういうことで、こういったプリオンが動物に伝達されて起こす病気というのは今ま

でこういうものが知られているということになります。一番よく知られているのは、ヒ

ツジあるいはヤギのスクレイピーという病気です。それから、ミンクとか、シカとか、

ネコとか、こういうものがありますが、このウシの海綿状脳症というのが本日の話題に



なるものであります。こういったものはほとんどが自然発生のものでありまして、感染

性のプリオン病というところに考えられています。 

 スクレイピーというのは、ヒツジがかゆがる、掻痒型ということでかゆがるものが多

いのですが、それがさくなどで皮膚をかくために羊毛がどんどん使い物にならないよう

な状態になるということで一番問題になったものです。これは1932年のイギリスから始

まった病気とされています。それから1986年に始まったウシの海綿状脳症というような

病気があって、これが今は問題になっているわけです。ウシも多少かゆいのでしょう

か、さくに体をこすりつけるような、そういったこともします。 

 一方、ヒトのプリオン病というのもいろいろ知られています。その大部分を占めるの

が孤発性のクロイツフェルト・ヤコブ病、略しますと、ｓｐｏｒａｄｉｃのクロイツフ

ェルト・ヤコブ病ということで「ｓＣＪＤ」という言い方をしますが、これが大体９割

ぐらいを占めています。この場合、我々の持っているプリオン遺伝子には遺伝子異常と

いうものはなくて、大体、原因はよくわからない、自然発症型と言われています。これ

は、どこの民族あるいはどこの国をとっても、大体 100万人に１人ぐらいの発生率とい

うことがわかっておりまして、今、日本では１億 2,000万人ぐらいの人口がありますの

で、毎年 120人前後の方が孤発型のクロイツフェルト・ヤコブ病という形で発症してお

ります。ＣＪＤの10％以下に遺伝性のものがあります。遺伝性というのは、プリオン遺

伝子のアミノ酸の変異があって起きる病気です。そのほか、残りの部分の５％以下が感

染性のプリオン病、ヒトにおける感染性プリオン病ということになります。これには、

硬膜移植という形でヒトにクロイツフェルト・ヤコブ病が起きるということが知られて

いて、日本では90人ぐらいですが、これはイギリスの数字として 110人と書いてありま

す。他に、ＢＳＥと絡んで、変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病というのがありま

す。 

 皆さんのスライドには一枚余計なものが入っていますが、それは飛ばしまして、1996

年当時は、新しい変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病であるということで、ｎｅｗ 

ｖａｒｉａｎｔ ＣＪＤというふうに言われていますが、もう10年以上たちましたの

で、変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病といいます。これはイギリスで発病した方の

をいただきまして、標本をつくった次第であります。 

 これは脳の切片でして、ここに白く見える部分は、いわゆる空胞状に穴があくような

状態になっているということで、これを海綿状変性という言葉で言います。これは、英

語で言うとスポンジフォームとなります。こういうような状態が見えるというのが１

つ。 

 それから、右の上のように、こういう斑状のもの、菊の花のようなものが見えます

が、そういうものができて、その周囲に空胞の変性と一緒に斑が見えるということで、

こういうものを一般的にアミロイド斑という言い方をしますが、特にこの変異型のクロ

イツフェルト・ヤコブ病ではこれをフローリルドプラークという言葉で言います。この

部分にプリオンが沈着しているということが、こういう免疫組織化学の検査でわかると

いうことです。 

 ヒトの変異型クロイツフェルト・ヤコブ病というものが1996年に見つかったわけです

が、今まで知られていた、このほとんど大部分を占める孤発型のクロイツフェルト・ヤ

コブ病というものと比較したのがこの表になります。ごらんのように、年齢は、従来型

は63歳、ところが、この変異型クロイツフェルト・ヤコブ病は29歳という、年齢が半分

以下になって、非常に若い方も発症する。それから、孤発型のＣＪＤの場合は痴呆とい

う形で発症しますが、この変異型の場合は精神神経症状が主体になる、特に行動異常と

か性格の変化が起こるという形で発症してくるということで、原因は同じプリオンなの

ですが、症状や年齢に違いがあるということが知られています。 

 ＢＳＥと変異型クロイツフェルト・ヤコブ病がどうして関係するのかということにつ

いては、完全な証明はされていないのですが、こういう表である程度理解できると思い

ます。イギリスはＢＳＥの発祥国でありますが、現在まで正確には18万頭以上が陽性だ



った、あるいは検査をしなかった例を含めると 100万頭、あるいはいろいろな報告があ

りますが、 400万頭いるんじゃないかとか、そんな数字があります。正式に確定された

例が18万頭で、このグラフに年数別にプロットしてあります。1992年がピークですが、

このときは１年間に３万 7,000頭ぐらい見つかりました。その後、いろいろな対策の結

果、だんだん減ってきて、現在ではこのぐらいの数に減っているわけであります。大体 

600頭前後だったと思います。それが1996年に正式にここで見つかりましたが、その前

の年に１～２例ありますので、その後、ｖＣＪＤはこういう形でふえていくということ

で、恐らく潜伏期間がありますので、その差があって、この辺からあらわれてきたので

はないかというふうに考えられています。ですから、このＢＳＥの数とｖＣＪＤの発生

の関係がわかりやすく理解できるのではないかということであります。 

 現在では、今年の８月４日の時点で世界で 157例のｖＣＪＤの方が見つかっておりま

す。ほとんどがイギリスです。それから、アイルランド、アメリカ、カナダとなってい

ますが、この３例はいずれもイギリスに住んでいた方です。他の国、フランスは６例、

それからイタリアは１例とありますが、これがイギリスとは関係のない方が発症してい

るということになります。いずれにしても、ＢＳＥが非常に多かった国で多くの方が発

症しているということがわかります。大体どれぐらい患者さんが出るのかということに

関して、いろいろな予測が今までされてきました。昨年の段階では、そんなにたくさん

の方には発症しないのではないかと言われて、大体 500人以下ではないかと、今 157人

ですから、あと 300人以上発症するかもしれないということだったんです。ところが、

今年の春になりまして、論文にこういうような報告がありました。 

 イギリスでは、病気になって手術で虫垂とか扁桃が摘出されます。それが病院の病理

というところに保存されているわけですが、その検体をもう一回調べ直します。それ

で、１万 6,703検体を調べたということで、その中から、虫垂の検体が１万 2,670、要

するに虫垂炎になった虫垂の組織を見ているわけです。そうすると３例、このようにプ

リオンが陽性になる例があった。この数字を単純に計算しますと、 100万人当たり 237

人ぐらいの、発症前に虫垂にプリオンがたまるという例があるのではないか。これから

いろいろ補正して計算していくと、イギリスには 3,800人ぐらいの感染者がいるのでは

ないかと、今 157人で、昨年の推計は 500人以下ということですが、もっといるのでは

ないかというようなことが考えられるので、この辺についてはまだ今後の調査が必要で

あるということだと思います。 

 今の現状と、これからどういうリスクがあるかというような話を進めていきたいと思

います。 

 今、ウシがと畜をされて我々が食べるような肉になるということになりますと、その

際、と畜場でウシがと畜されます。そのときに、現在ではこの特定部位を除去して廃棄

するということが全頭について行われています。この特定の部位というのは、後でまた

説明しますが、いずれにしましても、プリオンが一番たまりやすいところだと言われて

おりまして、そこをすべてと畜場で捨てるということをしています。そのウシ一頭一頭

についてすべてこの延髄のかんぬき部という組織をスプーンでとります。そこでこのエ

ライザ検査、プリオンがあるかないかというような検査をエライザで行う、これがスク

リーニング検査であります。そして、何らかの形で偽陽性が出る。これは恐らく、いろ

いろな手技上の問題とかを含めて、この偽陽性が出るということはこの検査の性格上仕

方がないことなのです。出た場合はもう一度検査をするということになっております。

それと、もともと陰性の場合は食肉市場に流れていくということになります。この再検

査の結果でも偽陽性という、ある数字以上の数字が出た場合には、確認検査が行われて

います。これはウエスタンブロット法と病理・免疫組織化学検査、この２つによって行

われていて、私は感染研でこの病理・免疫組織化学検査を担当している者であるわけで

す。この検査で陰性であれば問題はない、これは偽陽性である、陽性であれば、このウ

シは廃棄・焼却されるということになるという形で、2001年10月18日からこのシステム

で行っております。 



 そして、現在では、これはホームページに出ておりますが、８月21日時点のデータで

は、2001年10月18日から 352万 737頭についてＢＳＥ検査を行って、偽陽性と出たもの

は今のところ 127であった。その比率を見ると、こういうような非常に少ない数字にな

ります。その中で陽性になったものが、御存じのように、９頭いたということでありま

す。あと、農林水産省サイドのサーベイランスあるいは死亡牛検査ということで２頭見

つかっておりますので、日本では現在11頭がこの約３年の間に見つかったということに

なります。 

 そして、その１例についてどういう結果だったかということをこのスライドでお示し

します。これは和歌山の例で、83カ月のホルスタインの雌であります。この延髄のかん

ぬき部というところをとってきまして標本をつくります。ここに迷走神経背側核という

自律神経系の神経核があるのですが、そこにＢＳＥのプリオンが一番たまりやすいとい

うことが言われていますので、ここを中心に検査をします。これは少し拡大率を上げた

画像ですが、ここに空胞、白く見える部分がありますが、これが空胞変性というもので

あって、これがいわゆる海綿状変性ということになります。これがあればＢＳＥらしい

ということになります。ただ、プリオン免疫染色とをやりますと茶色に染まっていきま

すので、ここにプリオンが沈着しているということがわかります。 

 それと同時に、未固定の組織をウエスタンブロットという検査を行います。これが検

査の結果でありますが、ここに３つのバンドが見えるということになります。この上に

数字が書いてあるのですが、これはそれぞれの脳、検査に使った脳をどれぐらいここに

載せてあるかということでありまして、10mgの脳、 2.5mgの脳、 0.625mgの脳というも

のであります。これだと0.04mg、要するに４μｇだと思いますが、その脳組織がここに
載っていてもプリオンというものが検出できるということであります。この３本のバン

ドが特徴的に出ます。ということで、この例はＢＳＥ陽性であるということで、このウ

シの肉はすべて廃棄・焼却するということになっております。 

 これからもう少しリスクということについてお話ししていきます。先ほどもお話があ

ったように、このＢＳＥから変異型クロイツフェルト・ヤコブ病が起こるリスクという

ものには、牛から牛への感染をどうするのか、それから牛から人への感染をどうするの

か、それから人から人への感染を一体どういうふうにして防いだらいいのか、こういっ

た３種類の観点から対策を立てていかなくてはいけないということは明らかでありま

す。 

 牛から牛への感染は、現在では農水省サイドで行われていて、これから後でまた詳し

くお話しされると思いますが、特にこのＢＳＥがウシの中で蔓延したということは、肉

骨粉というウシをと畜した後からつくられるものがあって、それが飼料に入っていたと

いうことが原因ですから、この飼料をいかに規制するかということが非常に大事なこと

になります。こういった２次利用の制限とか、こういうものもあります。それととも

に、最近ではウシを見れば、こういう黄色いイヤリングをしているウシがほとんどであ

りまして、最近このイヤリングをしていないウシを見つけることは絶対にない、ほとん

どあり得ないという状況になっております。こういうもの、いわゆる耳標が装着されて

いるということであります。この辺については、また後で詳しく説明があると思いま

す。そのほか、死亡牛検査（サーベイランス）ということで、農場で死んだウシの中に

どれぐらいＢＳＥ感染牛がいるのか、こういったものを調べるということで、この牛か

ら牛への感染、ウシの中でＢＳＥが蔓延するのを防止するということが対策として行わ

れています。 

 牛から人への感染を防ぐためには、主にＢＳＥ検査とＳＲＭの除去、この２つが大き

な問題になります。ただ、この牛から人への感染、伝播を規定する主な要因として、こ

こに３つ挙げてあります。こういうＢＳＥのウシを我々が間違って食べてしまった場合

でも、例えばこの「種の壁」ということがあります。すなわち、同じ哺乳動物ですけれ

ども、ウシと人間では種が違います。そのほかにマウスとか、サルとか、いろいろな動

物がいます。そういった「種の壁」というのが存在していまして、それぞれ持っている



正常型プリオンの配列というものが少しでも違うと、病気としてはなかなか感染しにく

いということが知られています。そのほか、摂取経路とか、摂取量とか、そういう問題

が絡んできて、牛から人への感染のリスクというものは必ずしも一様には評価できない

難しいところがあるということです。 

 特にこのＭＲＭ、これはウシの骨から機械的に肉を集めるというものであります。こ

れは現在使われておりませんが、そういったもの。あるいは、イギリスの食習慣と書い

てありますが、日本でも脳を食べたりする方もいらっしゃるということであります。現

在は物がないのでできませんが、そういうような、どういうものを食べたか、どれぐら

い食べたか、そういった点においてもこの伝播を規定する一つの要因になっていると考

えられています。その中で、この種の壁というのが一番大きいと考えられています。 

 そして、特によく言われる特定部位の科学的な根拠は一体何かというのがこの表であ

ります。これは、1999年にＥＵの科学委員会が出した数字であります。この数字自体

は、先ほど申し上げましたスクレイピーというものとＢＳＥのいろいろな実験の結果か

らつくられた数字であります。この中で見ていただきたいのはこの右のコラムだけであ

ります。すなわち、この典型的なＢＳＥを発症したウシの各臓器に存在する感染価を推

定しますと、脳には１頭当たりの感染因子当たり64.1％のプリオンが含まれていると、

そういうふうに考えていただけば良いかと思います。脊髄には25.6％。三叉神経節、こ

れは頭蓋の中にありますが、 2.6％。ここを全部足しますと92.3％に当たります。それ

から、脊髄後根神経節、これは脊柱に含まれます。それから、回腸末端部ですね。それ

から、脾臓、眼となります。これを全部足しますと 99.74％になります。すなわち、こ

ういった部分を先に取って捨ててしまえば、残りは0.26％が残るということになりま

す。こういった部分を赤で色をつけましたが、これが特定部位ということになりまし

て、こういった部分には非常に多くのプリオンが含まれるので、ここを先にと畜時に捨

ててしまえば、人に対するリスクは非常に下がるということであります。要するに、脾

臓はもうほとんど捨てていますので、 99.74％のリスクは取り除かれているということ

になります。 

 現在この特定部位の除去というのが食の安全を確保する上では非常に大事な手段、唯

一の手段と言えるようなものであります。ですが、0.26％残りますので、どうしてもそ

のウシにＢＳＥが感染していないかどうかということを調べ、かつ、我々の口の中に入

らないようにするための検査というのがＢＳＥ検査でありますし、見方を変えれば、Ｂ

ＳＥ感染牛がどれだけウシの中に広がっているのかということを確認する手段として、

いわゆるサーベイランスとしての重要性もありますが、主にこの食物連鎖から排除をす

るための検査がＢＳＥ検査ということになります。ですから、このＳＲＭの除去とＢＳ

Ｅ検査の２つの合わせると、ほとんどの部分が排除できるのではないかと思われます。

これが科学的な安全性ということであります。ただし、こういう話を聞いても、「検査

で容易に検出できない程度のプリオンが脳に蓄積したＢＳＥ感染牛の筋肉には、感染性

がゼロではないかもしれない」と皆さん思うわけで、これが安心につながっていないと

いう問題だろうと思います。 

 そして、繰り返しになりますが、このＳＲＭの除去が一番大事でありますが、それと

ともにＢＳＥの検査があるということであります。そして、現在では、日本はすべての

ウシについて 100％検査している状態ですが、ＥＵや米国では多少違った検査が行われ

ています。この辺については後でまた説明があるかと思います。 

 今、世の中や新聞で騒いでいるのは、このＢＳＥの検査を少し省いたらどうかという

話がありまして、それが、12カ月以上のＳＲＭを除去したものはいいんじゃないか、こ

れはＥＵでやっていることでありますが、これと今やっていることが本当に同じ効力を

持つのかどうか、この辺についてのリスクの評価ということが現在行われているわけで

す。実際上は、このと畜場に出てくるウシというのは年齢がバラバラですから、この月

齢で決める場合はウシの年齢がはっきりわからないと困るということがあります。昔は

歯の数で決めていました。大体間違いないという判定ができるのは30カ月と言われてい



ます。ですが、これだけでもあいまいなことがありますので、最近では耳標というもの

がつけられていて、今年の12月からこのトレーサビリティがある程度確立するというこ

とでありますので、こういった問題でウシの月齢をはっきりさせるということができる

だろうと思います。こいうった状況の中で、この２つの意味がどれぐらい同じなのか、

同じでないのかということのリスクの評価をきちんとしないといけないと思います。 

 これが最後のスライドになりますが、日本人口に当てはめた変異型ＣＪＤの年間相対

リスクというのがあります。自然発症型の孤発型ＣＪＤというのは、先ほど申し上げま

したように、日本では年間 120人ぐらいの方が自然に発症して亡くなっているという状

況であります。それに対して、このＢＳＥ由来の変異型ＣＪＤというのは、農水省の疫

学調査チームの計算あるいは食品安全委員会の計算でも、１人出るか出ないかであろう

ということが推定されております。したがって、現在の結論としては、現在の日本の体

制が続く限り今後のリスクの増加はまずないのではないかと思われます。それから、過

去にさらされたリスクのみが考慮対象となると考えていいわけです。すなわち、2001年

10月18日以前は何もしていなかったわけですから、そのときに、私も食べたかもしれな

いし、皆さんも食べたかもしれない、そういったウシの中にＢＳＥ牛がいて、それで

我々が変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病を発症する可能性があるかもしれない、そ

このリスクを考えていけばいいのであって、今後のリスクは、増加をするということは

まずないのではないかと考えられているわけです。 

 まとめますと、食の安全ということを守るためには、牛から牛への感染にはいろいろ

な対策がされていますが、ここをきちんとやる。そして、これがきちんと行われている

ことを皆さんとともに確認するということがまず第一だと思いますし、最終的に口に入

るものの直前で、このＳＲＭの除去あるいは交差汚染というものを防ぐ方法があります

が、これがきちんとやられて、かつ、最終的な段階でＢＳＥ検査を行うことによって

１％以下のリスクをさらに減らすというようなことで、食の安全というものが保たれる

ようになるのではないかということだと思います。今、ダブルスタンダードの話もあり

ますけれども、そうすると、皆さんのお好きな牛丼も食べられるかもしれないというこ

とだと思います。 

 そういうことで、私の話はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

   

○松本（厚生労働省） 

 続きまして、牛のＢＳＥ予防対策につきまして、農林水産省釘田国際衛生対策室長か

ら御説明をお願いいたします。 

○釘田（農林水産省） 

 農林水産省の釘田でございます。私からは、牛のＢＳＥ予防対策ということで、農林

水産省がとっております対策について簡単に御説明したいと思います。 

 まず、この１枚目、ＢＳＥのリスク管理対策でございますが、ここに、農場から食卓

までということで５つの項目が掲げてございます。ＢＳＥのリスク管理対策というの

は、いろいろな対策を複合的にやっていかなければならないものでございまして、ここ

にあるのは、その中の主な対策ということでございます。 

 まず、この中で特に上の３つまで、検疫、飼料規制、死亡牛検査。これにつきまして

は、今、佐多先生のお話の中にも出てまいりましたが、いわゆる牛から牛への感染を防

ぐための対策だということが言えると思います。蔓延防止対策と呼んでおります。それ

から、下の２つ、全頭検査、特定部位の除去、これについては牛肉の安全を確保するた

めの対策、いわば牛から人への感染を防ぐための対策ということが言えるかと思いま

す。別の言い方をしますと、この蔓延防止対策というのは、いわゆる家畜の病気を防ぐ

家畜衛生対策でございまして、下の方は公衆衛生ということになろうかと思います。し

たがいまして、役所の関係で言いますと、主にこの蔓延防止対策につきまして農林水産



省が担当しておりまして、この下の公衆衛生の関係につきましては厚生労働省で担当さ

れているということでございます。もちろん、それぞれの対策については両省で重なり

合うところもございますので、連携をとりつつやっているということでございます。 

 ＢＳＥの発生と原因究明でございます。これにつきましては、今のお話にもありまし

たが、ＢＳＥという病気は、まず1986年にイギリスで初めて確認された病気でございま

して、それ以降、18万頭以上に発生が確認されております。日本ではこれまで11頭出て

おりますが、この中で、原因究明、農林水産省で疫学検討チームというのがつくられま

して、どこからこの病気が来たのか、なぜ感染が起こったのかという原因究明が行われ

ております。その中で言われておりますことは、「牛用飼料への製造・輸送段階での肉

骨粉の意図しない混入による感染の可能性」が高いと言われております。この肉骨粉、

後ほど出てまいりますが、この中に、先ほど御説明がありましたプリオンという感染の

原因になったものが含まれていたということでございまして、これが、この「意図しな

い混入」というわかりにくい言葉ですが、「交差汚染」という言い方もいたします。わ

ざわざプリオンの入った餌を牛に与えようと思う人はだれもいないわけですが、それが

わからないうちにまざってしまって、牛の口に入って感染が起こったと考えられている

わけでございます。 

 この絵はＢＳＥの発生サイクルを示したものです。ＢＳＥという病気はもともと日本

にはなかったわけでございまして、これは海外から入ってきたということでございま

す。その病気が牛に感染して、その感染した牛がと畜場へ行き、そこから、そのと畜場

の残渣などが、肉骨粉製造工場と書いてありますが、レンダリング施設というふうに呼

ばれておりますが、こういったところで肉骨粉になりまして、それが餌工場を通じてま

た牛の餌として与えられる。このサイクルの中で、特にイギリスでは病気がどんどん拡

大していったと考えられているわけです。 

 日本におきましては、まずこのサイクルを断つことが大事なわけですが、まず外国か

ら来るというルートを断つのが非常に重要でございますので、１つは、輸入に当たって

肉骨粉を輸入しない、肉骨粉の輸入を禁止する。それから、発生国からは生きた牛ある

いは牛肉、そういったものの輸入も現在禁止しております。 

 その上で、今度は国内のこのサイクルを断つために一番肝心なのは、肉骨粉製造工

場、肉骨粉として牛の口にリサイクルされるという経路を断つために、現在ではこのと

畜場におきまして、先ほど特定部位、いわゆる中枢神経系とか腸の一部、そういったも

のについてはプリオンが入っている可能性があるということで、これをすべて焼却して

おります。肉骨粉にした上で焼却、あるいは直接焼却ということで、この肉骨粉が餌を

通じて牛の口に入るということを遮断するという措置をとっております。これが最も重

要な対策でございまして、こういったことを確実にやることによりまして、この病気と

いうのは、将来は国内から根絶することができるのではないかと考えております。ま

た、それを目指して農林水産省では対策をとっているということでございます。 

 この飼料規制の基本的な考え方、飼料規制、フィードバンという言い方もしておりま

す。餌の禁止ということなのですが、この飼料規制の考え方としまして２つ大きな考え

方がございまして、１つは、このＢＳＥの感染源となり得るものの利用規制、いわゆる

プリオンを含み得るものの使用を禁止するということでございまして、原料規制に当た

ります。それからもう一つは、牛用の飼料とそのほかの家畜向けの飼料、そういったも

のを分離するという対策がございます。これはそれぞれ見てまいりますが、この２つの

対策を厳密にやっていくということが重要でございまして、これが飼料規制の考え方に

なっております。 

 まず、原料規制、飼料原料の規制状況を表に示したものでございます。こちらの方に

牛用の餌、豚用の餌、鶏用の餌、魚までございますが、そういった餌に何が使えるかと

いうことを示した表です。飼料原料として動物性の由来のものがたくさんございます

が、一番問題になります肉骨粉の使用については、もちろん牛へはすべて禁止しており

ます。あわせまして、豚、馬などの家畜にも肉骨粉の利用は禁止されているということ



でございます。あと、チキンミール、フェザーミール、鶏由来のもの、あるいは牛由来

でも動物性油脂といったものについては、基本的には牛への利用が禁止されております

けれども、その他の家畜には禁止されていない、利用ができるといったような状況にな

っております。 

 ここで不思議に思われるかもしれませんが、この鶏由来のもの、あるいは動物性油

脂、こういったものには基本的にはプリオンというものは入っておりません。したがい

まして、こういったものについては牛へ与えても本来はこのＢＳＥの原因にはならない

わけですが、先ほど言いましたように、交差汚染、意図しない混入を防ぐという観点か

ら、こういったものについても牛への利用は禁止しております。つまり、こういったチ

キンミールを牛に与えているつもりだったのが、どこかでここに牛由来の肉骨粉がまざ

ってしまうおそれがあるということで、現状ではこういった規制もしているということ

でございます。あと逆に、この肉骨粉は、豚とか鶏、魚、こういった動物に与えてもＢ

ＳＥにかからないと言われておりますので、本来はここは与えてもいいと考えられるの

ですが、これも、農家段階で間違って他の家畜の餌が牛の口に入るといったようなこと

を防ぐために、こちらの縦、横、両方とも禁止されているということになっておりま

す。これが飼料規制の現状でございます。 

 もう一つは、飼料の製造工程での分離を図で示したものでございまして、これはある

飼料工場の図面を簡単に示したものです。これは、見ていただければわかりますよう

に、オレンジの部分が鶏なり豚の餌、緑の部分が牛用の餌でございまして、これが製造

過程でまざることがないように確実に施設を分けている、こういった製造ラインの分離

という対策を現在進めておりまして、今年度末までにすべての工場でこういった対策が

とられることになっております。またあわせて、製造段階だけに限らず、輸送段階、利

用段階においても、こういった混入が起こらないような対策、いわゆる分離、施設の専

用化、あるいは輸送用のトラックの専用化、そういった対策が現在進められているとこ

ろでございます。 

 以上のような飼料規制、対策がとられているわけですが、これとあわせましてチェッ

ク体制がとられております。まず、輸入の規制につきましては、動物検疫所が、先ほど

の肉骨粉の輸入なり、あるいは生きた牛の輸入、そういったものがなされないように輸

入検疫を担当しております。それから、飼料工場なり肉骨粉の製造をしている工場、こ

ういったところへの立入検査を独立行政法人の肥飼料検査所というところが担当してお

ります。さらには、都道府県が、飼料の販売店あるいは農家段階でそういった不適切な

利用がないかどうかということについて検査をするようになっております。こういった

ところが連携をとりながら、この飼料規制の有効性を確実にするためのチェックを行っ

ているというところでございます。 

 次に、ＢＳＥ検査でございます。これにつきましても、先ほどお話に出ていたのです

が、まずＢＳＥ検査には２つの種類あるいは２つの目的がございまして、現在、日本の

国内では、と畜場におけるＢＳＥ検査と農場段階でのＢＳＥ検査、この２つが行われて

おります。 

 と畜場でのＢＳＥ検査といいますのは、安全な牛肉の供給のために行われているとい

うことでございまして、これは食用目的で屠殺されるすべての牛について検査がなされ

ている、いわゆる全頭検査というものが現在はなされております。それに対しまして農

場段階では、牛から牛への感染を防ぐといいますか、その感染があるのかないのか、そ

ういった状況を確認するために、と畜場へ出荷されない牛、農場で死んでしまう牛、あ

るいは農場段階でこういった中枢神経症状、ＢＳＥにかかった場合に見られるような症

状が出た牛、そういったものについては、と畜場へ出荷しないで、農場段階で屠殺して

ＢＳＥ検査を行うということになっております。このと畜場での全頭検査は、我が国で

ＢＳＥが出まして１カ月後、平成13年の10月から実施されております。この農場段階の

蔓延防止のためのＢＳＥ検査、これはサーベーランスという言い方もいたします。これ

につきましては、国内でのＢＳＥ発生以前からなされておりましたが、それを段階的に



強化しておりまして、今年の４月から、基本的には24カ月齢以上のすべてのこういった

牛についてはＢＳＥ検査がなされるということになっております。 

 あと、検査方法については、これも先ほどございましたが、両方の検査とも同じでご

ざいまして、エライザ法でスクリーニングをやりまして、これで偽陽性が出たものにつ

いて、ここにありますような幾つかの検査方法で確定・診断を行うという方法になって

おります。 

 これは、今申し上げましたＢＳＥ検査の実績を、その検査の種類ごとに表としてまと

めたものでございます。この死亡牛、この上の方の３段までは、いわゆるサーベイラン

ス、農場段階の検査ということでございまして、これは平成13年以前からあったわけで

すが、段階的に強化されてきておりまして、こういった頭数になっております。また、

この下の２段は、先ほどの表で言いますと、いわゆると畜場での検査、これをあわせた

ものがいわゆる全頭検査と呼ばれているものでございます。現在までに 300万頭以上の

検査が行われているわけですが、この中で、赤字で括弧に入っておりますのが、これま

でＢＳＥが見つかった11頭の牛がどこで見つかったかということを示しております。こ

の中で特徴的なこととしては、我が国では、と畜場において、なおかつ、その特段の臨

床症状を示さない牛の中からも半分ぐらいの牛が見つかっているということがございま

す。このと畜場の検査につきましては、後ほど厚生労働省からも御説明があろうと思い

ます。 

 この表は、今申し上げましたような飼料規制、それからＢＳＥ対策につきまして、日

本とアメリカ、ＥＵ、この３つの国、地域の対策を比較してみたものです。まず、ＢＳ

Ｅ検査につきましては、これはそれぞれ違うように見えますけれども、日本が一番範囲

が広くて、この検査の対象はほぼすべて、死亡牛は24カ月齢以上なのですが、それ以上

はすべてということで一番広く検査を行っております。ＥＵの検査の考え方は非常に似

通っておりまして、この月齢の引き方、日本はいわばゼロカ月齢以上すべての牛という

ことになるのですが、ＥＵの場合は、健康な牛については30カ月齢以上、症状が出たも

のは24カ月齢以上、死亡牛は日本と同じで24カ月齢以上、このようになっております。

大事なことは、そういった月齢で一定の線は引きますけれども、それを超えた牛につい

てはすべて検査しているということでございまして、そういう意味では、日本とＥＵの

ＢＳＥ検査の考え方というのは非常に近いものがあろうかと思います。 

 それに対しまして、アメリカは、こういった健康牛にしろ、神経症状牛にしろ、一部

の牛をつかまえて検査をしているということでございまして、これは、日本やＥＵがそ

ういった感染牛を食用から排除するという目的で行っているのに対して、アメリカでは

ＢＳＥ検査というのはサーベイランス目的だととらえておりまして、こういうサンプリ

ングで検査すればいいという考え方に基づいているという点で、アメリカと日本、ＥＵ

との間には大きな考え方の違いがあると言われております。 

 それから、飼料規制でございますけれども、これも、ごらんいただければわかります

ように、日本とＥＵにつきましては、反すう動物由来のものは、反すう動物向けに限ら

ず、豚、鶏などの餌としても禁止されているということで、非常に幅の広い飼料規制が

行われております。それに対しましてアメリカは、ここに「○」がございますように、

反すう動物由来のものであっても、豚、鶏用の餌としては使用を認めているという点で

大きな違いがございます。これは、先ほど申し上げましたが、基本的には反すう動物由

来の肉骨粉を豚、鶏に与えても、その限りにおいてはＢＳＥがこういった動物にかかる

ということはないのですが、ただ、心配されますことはいわゆる交差汚染、間違って牛

に与えられたとか、そういったことで感染の原因になるのではないかという心配がござ

いまして、そういった観点で日本やＥＵはそういった他の家畜も含めて禁止しておりま

すが、アメリカの対策は、現状ではここを認めているという点でやや不十分な点がある

のではないかと私どもは考えております。この点については、アメリカも現在、ここに

ついても禁止するという方向で検討中だと聞いております。 

 これがトレーサビリティについてまとめたものでございます。これは大きく、牛の生



産・と畜までの生産段階の対策と、それからこれが屠殺されて牛肉になった後の流通段

階、この２つに分けられます。この生産段階におきましては、こういった耳標を牛の両

耳につけて、10けたの個体識別番号をすべての牛が持っておりまして、これは昨年の12

月１日から既に実施されております。農家で牛が生まれた際に、あるいは輸入された際

に、それに個体識別番号が与えられまして耳標を装着する。その後、その牛の管理者、

使用者は、その牛を市場へ出荷するとか販売する、あるいは死亡した場合、そういった

場合にはその移動について届け出をすることになっております。そして、この番号がず

っと、屠殺されて肉になった後もその個体識別番号がついていくわけですが、この流通

段階につきましては、今、準備段階でございまして、今年の12月１日から完全実施され

ることとなっております。 

 トレーサビリティ制度と言っておりますが、この目的は２つございまして、１つは、

ＢＳＥの蔓延防止対策ということでございます。これは、例えばＢＳＥが屠殺段階で見

つかった場合に、その牛がどこから来たのかということが速やかに追跡できるというこ

とでございまして、これが原因究明なり、その後の蔓延防止対策をとる上で非常に重要

な対策ということになります。もう一つは、牛肉に対する生産情報を提供するというこ

とでございまして、これは、消費者の信頼確保につながるといった意味でこの点も非常

に重要だと考えております。 

 日本では、もう御存じかもしれませんが、インターネット上で個体識別番号を入れま

すと、その牛がどこで生まれた牛か、どういった経歴の牛かというのが一般の方でもご

らんいただけるようになっております。 

 最後でございますが、今まで申し上げましたようなＢＳＥのリスク管理対策、これを

一つの表にまとめてございます。おさらいしますと、まずは、肉骨粉あるいは感染した

牛、そういったものが日本に入ってこないようにする輸入検疫というものがございま

す。ここで一つ侵入を防止しているということ。それから、原因になり得る肉骨粉等が

牛へ与えられないように飼料規制を行う。この２つがＢＳＥをなくすための非常に重要

な対策でございます。それに加えまして、このＢＳＥに関する検査、サーベイランス、

あるいは全頭検査、こういったＢＳＥの検査と、それからトレーサビリティによりまし

て、ＢＳＥが国内にあるのかどうか、あった場合にはその原因を究明して速やかな対策

をとるということで、こういった補助的な手段としてこの２つの対策がとられていると

いうことになります。あと、最後の全頭検査・特定危険部位の除去、これにつきまして

は厚生労働省の方からこの後御説明なさいますが、牛肉の安全性確保のための対策とい

うことになっております。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

   

○松本（厚生労働省） 

 続きまして、ＢＳＥに関する牛肉の安全対策につきまして、厚生労働省蟹江ＢＳＥ対

策専門官から御説明いたします。 

○蟹江（厚生労働省） 

 ただいま御紹介いただきました、厚生労働省食品安全部監視安全課の蟹江でございま

す。 

 私からは牛肉の安全対策につきまして説明をさせていただきますが、先ほどの佐多先

生あるいは釘田室長のお話とかなり重なる部分がございますので、スライドを用いて簡

単に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、ＢＳＥ問題を簡単に図であらわしますと、こういうことになります。先ほど釘

田室長からもお話がありましたが、感染の拡大のサイクルを遮断するということがＢＳ

Ｅ対策で最も重要だということで、厚生労働省といたしましては、食肉処理の段階での

対策、あるいは輸入時の食品の監視ということで、大きくこの国内対策、輸入食品対策

ということが最も重要ということで対応をしているところでございます。と畜場におき



ましては、都道府県の獣医師でございますと畜検査員が検査に携わっております。輸入

時の監視につきましては、厚生労働省の職員ですが、食品衛生監視員がその監視に当た

っております。 

 国内でＢＳＥが確認されるまでどのような対策がとられてきたかということを少し簡

単に御説明いたします。 

 平成８年にイギリスでＢＳＥと変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病の関係が指摘さ

れ、その段階でイギリスからの牛肉等の輸入を中止しております。それとあわせまし

て、と畜場での検査の対象疾病にＢＳＥを追加しております。 

 それから、イギリスだけではなくて、ＥＵ全体にＢＳＥが拡大をしてきたということ

もありまして、平成12年12月からＥＵ諸国等からの牛肉の輸入を中止しております。 

 平成13年には、これは国内でＢＳＥが確認される前のお話でございますが、国産の

牛、これはある一定の症状があるようなハイリスクの牛を対象としたサーベイランスを

開始しております。それにあわせまして、羊についてもそのサーベイランスを開始して

おりまして、これは、現在と畜場での検査で使用されておりますエライザ法がまだござ

いませんでしたので、直接、現在確認検査の手法として用いておりますウエスタンブロ

ット法による検査を用いましてサーベイランスを開始いたしました。ご承知のとおり、

国産の食肉として処理される牛についてはすべて検査をしておりますが、現在も羊につ

きましてはサーベイランスを継続しておりまして、これまで約 570頭ほどの検査を実施

しており、今のところすべて陰性ということを確認しております。 

 それから、ＢＳＥ発生後でございますが、と畜場における検査、あるいは特定部位の

除去・焼却を義務づけ、食肉の安全確保を図っていると、これは御承知のとおりだと思

います。 

 そのほか、当時、国内でＢＳＥが発生した際に、特定部位を含有するおそれがある食

品が流通をしているということもございまして、各メーカーにおける自主点検を行って

いただき、含まれるものは回収・廃棄していただいております。それから、その結果に

つきましてはすべて、固有名詞も含めて厚生労働省のホームページに掲載をして公表を

したという経緯がございます。 

 それから、平成15年７月には食品安全委員会が設置され、平成16年２月には、ＢＳＥ

発生国の牛脊柱の食品への使用が禁止されました。これは、脊柱そのものではなくて、

脊柱に含まれます背根神経節を食品から排除するという目的でこの規制をつくっており

ます。それから、２月からは、食品安全委員会におきましてＢＳＥ対策の科学的な評

価・検証が開始されているという状況でございます。 

 こちらのスライドは、と畜場におけるＢＳＥ対策を簡単にまとめたものでございます

が、これも佐多先生あるいは釘田室長から既にお話がございましたので簡単に説明いた

しますと、まず特定部位の除去で、すべての月齢の牛の特定部位の除去を実施する。そ

れから、検査におきまして感染牛をフードチェーンから排除するという対策を講じてお

ります。 

 これは、これまでのと畜場におけるＢＳＥ検査の状況を示した表でございますが、年

間に大体 125万頭程度の牛が検査されております。御参考までに、平成16年の８月28日

まで、これは直近でございますが、 354万 3,378頭の検査が行われ、これまでと畜場の

検査では９頭のＢＳＥが発見されております。国内では、最初の13年９月に千葉県で発

見されました１頭と農林水産省の死亡牛の検査での１頭を含めますと、合計11頭という

ことになっております。 

 これは、11頭の牛の詳細な情報でございますが、一覧表にいたしました。11頭のうち

９頭は平成７年あるいは平成８年生まれの牛でございます。残り２頭は、いわゆる若齢

牛でのＢＳＥの確認ということで、21カ月あるいは23カ月、平成13年及び平成14年の生

まれとなっております。 

 これをグラフにしてみますと、これは出生年度別の分布でございますが、平成７年度

に生まれた牛につきましては７頭、８年度は２頭、平成７年度、８年度で９頭でござい



ます。それから、13年度に生まれた牛、これは21カ月齢、23カ月齢でございますが、こ

れは２頭、合計で11頭ということになります。 

 この図は、ＢＳＥを確認した年度が横軸になっております。縦軸には、その確認した

際の月齢を示しておりますけれども、平成13年度にＢＳＥという形で確認された牛は３

頭、その段階で64カ月、67カ月、68カ月齢ということになっております。平成14年度で

は、４頭のＢＳＥ牛が確認され、平成15年度も４頭ということになっております。この

上の分布を見ますと、当然その生まれた年のほとんどが平成７年、平成８年でございま

すので、こういった比例上の分布になることがわかります。それとは異なりまして、平

成13年、14年生まれが２頭ございます。いわゆる若齢牛でございますが、これが、こち

らの分布とは違って、一つの固まりとして見ることができます。 

 この図は、各国のと畜場におけるＢＳＥの検査体制を示したものでございまして、先

ほど釘田室長からも説明があったとおりでございますが、日本は、と畜場の段階で、Ｂ

ＳＥに感染した牛をフードチェーンから排除するということで、食肉検査という目的で

検査を実施しております。米国の方は、いわゆるＢＳＥの浸潤状況を確認するためのサ

ーベイランスということで一定の頭数を目標に実施されております。ＥＵを見てみます

と、その中間で、サーベイランスと食肉検査、こういう意味を持った検査ということ

で、対象は先ほど説明があったとおりでございます。 

 こちらは、特定危険部位の範囲を比較した表でございます。部位を見ていただきます

と、各国とも同じ部位ということで、佐多先生の説明にもございますとおり、異常プリ

オンが蓄積する部位は限られておりますので、その部位は排除する。しかしながら、対

象とする牛の月齢が各国で異なっております。これは、そのもととなる科学的なデータ

は基本的には同じと承知しておりますが、そのデータを用いてどのような対策をとるか

という考え方が各国で少し異なっているのではないかと思っております。 

 最後に、輸入食品の対策でございます。一番最初のスライドで、厚生労働省の食品衛

生監視員が輸入食品の監視をしていると申し上げましたが、輸入時には、ＢＳＥ発生国

から牛由来製品が輸入されることがないようにチェックをしております。対象国は24カ

国ということで、こちらに記載されているところでございます。どのようにそのチェッ

クをしているかといいますと、日本に食品を輸入する場合には、その輸入者は厚生労働

省の検疫所に、どういったものをどれだけ輸入するかという手続が必要になってきま

す。その場合に、こういった国の製品が届け出をされた段階でその輸入を認めないとい

うことで、確実に輸入停止を実施しているという状況でございます。 

 私から、牛肉の安全確保対策ということで簡単に御説明をさせていただきました。ど

うもありがとうございました。 

○松本（厚生労働省） 

 これから意見交換に入りたいと思いますが、意見交換の時間をできるだけ長くとりた

いと思いますので、あえて休憩時間をとりません。お手洗いに行きたい方、あるいはた

ばこをお吸いになりたい方、ちょっとのどを潤したい方につきましては、ほかの皆さん

の御迷惑にならないように適宜とっていただきたいと思います。 

 それでは、意見交換の進行は、姫田消費者情報官にお願いいたします。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは、意見交換に入りたいと存じます。先ほども御紹介いただきましたが、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。 

 本日の意見交換会というのは、どちらかというと、初めてに近いような状態でござい

ます。普通のシンポジウムと違って、前に出た人が10分ずつ話して、それで会場からは

少し意見をいただくということではなくて、リスクコミュニケーションでございますの

で、本日お集まりの出席者ということで登録されております 238名の方々から、それぞ

れ積極的な御意見をいただきたいと思います。会場とこちら側の役所ということではな

く、消費者の方々、生産者の方々、そして外食の方々、あるいは流通の方々、あるいは

食肉の関係の方々と、いろいろな方々が来られておりますので、ぜひ相互の意見交換を



図っていきたいと思っておりますので、できるだけそのような進め方をしてまいりたい

と思っております。 

 たっぷり時間をとらせていただいておりまして、この後１時間35分ありますので、そ

の間に意見交換を積極的にお願いしたいと思います。いろいろな皆様方の御意見をいた

だきたいと思っておりますので、１つは、意見交換の方法として、まずどなたかに意見

をいただいた後、その同趣旨の御意見を２～３人にいただく、そして、その後またそれ

とは違う意見の方々２～３人に御発言いただく、そういうことで順次進めてまいりたい

と思っております。必要に応じてアドバイザーや行政の担当者から発言願うということ

にしたいと思っております。 

 まず、どうも皆様方、日米とか、そういうことが頭にあるようなので、一つのとこ

ろ、全頭検査などに議論が集中してしまいますと、全体のお話ということができないと

思っております。ですから、先ほども釘田室長が話した牛のＢＳＥ予防対策、そして後

半に蟹江専門官から話したＢＳＥに関する牛肉の安全対策、こういうことがございまし

た。それを２つに分けて、前半はまず、牛のＢＳＥ予防対策ですから、フィードバン、

いわゆる餌の対策や、それから輸入検疫の問題など、そのようなことを話していきた

い、あるいはトレーサビリティの話、そういうことをしていきたいと思っております。

それから後半、いわゆるＳＲＭの除去や全頭検査の話、そういうようなこともやってい

き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、できるだけいろいろな方々に意見をいただきたいということで、１人２分

で簡潔にお願いしたいと思います。まことに失礼なのですが、発言は２分でお願いいた

します。できるだけいろいろな皆さんのお話をいただきたいと思っております。質問に

先立ちまして、まずお名前をいただくということ、それから、差し支えがなければ所属

をお願いしたいと思っております。それと、消費者や会社員と登録されている方でも、

いわゆる外食関係や食肉関係の方々については、ぜひそういうことをおっしゃってくだ

さい。お互いにどういう背景でしゃべっているかということが議論の助けになると思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、実はこれと同じ方式の意見交換会を東京でやったのですが、そのときに、

拍手なんかというようなことがありました。意見交換というのは、大衆団交の場でも何

でもないものですから、熊本は火の国で熱いところが多いのですけれども、ぜひ静か

に、お互いに冷静に意見交換をやっていきたいと思いますので、拍手とか、そういうよ

うな議論の妨げになるような行為というのは慎んでいただきたいと思っております。 

 それでは今から、まず最初の牛のＢＳＥの予防対策、餌の対策や、検疫の対策や、ト

レーサビリティなど、そういうことについて御意見をいただきたいと思います。まず早

い者順に当てますので、どうぞ手をお挙げください。 

 では、その一番後ろの男性の方、早かったので、どうぞ。 

○菊地（食肉加工業者） 

 宮崎県の南国興産株式会社の菊地と申します。 

 質問というわけではないのですが、先ほどの説明の際の資料３の３ページ、飼料原料

の規制状況のところ、ここの動物性油脂の説明がちょっと不足されているのではないか

なと。いわゆる焼却用の肉骨粉にした際の、死亡牛、脊柱、特定部位、これらから発生

した油脂は、豚にしろ、鶏にしろ、魚にしろ、餌用には使われていないということをき

ちんと伝えるべきだと思います。 

○釘田（農林水産省） 

 今御指摘のとおりでございまして、死亡牛等からの油脂については、豚、ほかの家畜

も含めて使用が禁止になっております。失礼しました。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしいでしょうか。ほかはございませんでしょうか。質問でも構いませんが、どん

どん手を挙げてください。こういうときは先に手を挙げた方が得ですので、これは１時

間半やりますので、どんどん手を挙げてください。ではそちらの方。 



○栗山（食肉事業者） 

 質問の内容に異なるかもしれませんが、私は熊本県の栗山重信と言います。 

 私は、牛を少々肥育しておりまして、肥育された牛をと畜場でと畜をして販売店へお

さめている卸業者の者でございます。ＢＳＥが発生いたしましてから大変困ったのです

が、頭数が制限されたことなどでございますが、まず10けたの耳標を装着する義務が行

われました。そして、段階を経ていろいろと、国、厚生労働省が義務づけてきたわけで

ございますが、全頭検査が行われているにもかかわらず、最後の手段として脊柱を傷つ

けてはならんという義務がされたわけです。脊柱の問題でございます。そして、その骨

を外した脊柱の部分については別にして出荷しなければならないという義務づけがされ

てきたわけですが、私はこれを疑問に思うのであります。それはどういうことかといい

ますと、全頭検査が行われて、検査に合格した牛なんです。それをどうしてそういっ

た、まだその先までも義務づけられるのかという問題が、一つのお尋ねする箇所でござ

います。 

 ２つ目には、まず、ある農場でＢＳＥが出ました。そうしましたら、その農場にいた

全頭を廃棄処分しなければならないということはどうもおかしな点ではないかと思って

おります。全頭検査が全国のと畜場でされていますから、それは、その後に残った牛で

さえも全頭検査されていくのですから、全頭廃棄処分になるのはおかしいのではないか

ということを私は思っておりますが、いかがでございましょうか。 

○姫田（農林水産省） 

 どうもありがとうございます。今の前半の意見は、すみませんが、後半の話になりま

すので、もう一度後半のときにご発言をお願いしたいと思います。後半の今おっしゃっ

たＢＳＥ牛の同居牛の廃棄について、釘田室長からお願いします。 

○釘田（農林水産省） 

 ＢＳＥが発生したときに、同じ農場の牛が処分の対象になる理由がわからないという

お話ですが、これは、１つは、ＢＳＥ検査について限界があるということ、あるいは、

その感染の原因ですね、これも、原因究明をしても、例えば肉骨粉の給与という明らか

な事実がないにもかかわらず、ＢＳＥの発生ということが現に起きているということ

で、なかなかその原因究明もできないという点があるものですから、国際的な基準にお

いても、病気が発生したときに、それと同じ餌を子供の時に、生まれて１年以内に同じ

餌を食べた牛については、同じように感染した可能性が非常に高いということで、これ

を処分するという一定のルールが定められております。日本についても、その国際的な

ルールにのっとった対応をしているというのが現状でございます。 

 なお、これは家畜伝染病予防法に基づいた殺処分ということになりますので、補償の

対象にもなりますし、さらに、これに対しては生産者の互助基金というのも対策がとら

れているところでございます。 

○姫田（農林水産省） 

 栗山さん、よろしゅうございますでしょうか。 

○栗山（食肉事業者） 

 納得いかないのです。全頭検査が行われていますから、私は、口蹄疫とか、他の伝染

病ならそうであると思いますが、その残った牛でもと畜場で必ず検査をやられるわけで

すから、その必要はないと思います。 

○釘田（農林水産省） 

 御指摘されたような考え方があるというのは私も理解できるのですが、これは今、国

際的な基準がございまして、そういう基準にのっとった対応をしていないと、国とし

て、現状におきましてはＢＳＥのリスクが非常に高い国とみなされるわけです。これも

将来また基準が変わる、この同居牛の処分の範囲というのも実は国際基準の中で考え方

が変わってきている経緯がございますので、将来また考え方が変わるという可能性はご

ざいますが、現段階においては、そういった国際的な考え方にのっとった対応をする必

要があると思っております。 



 それに重ねて、検査の限界といったことで、この全頭検査がすべてではないというこ

とがもう一つ言えようかと思います。ですから、予防的な措置として、感染の可能性が

高いそういった牛についてはきちんと処分をしていくというのが現状では必要なことだ

と考えています。 

○姫田（農林水産省） 

 まず１つは、その全頭検査が、今、佐多先生のお話にもありましたように、必ずしも

それだけでカバーできるというわけではないということが１つ。それからもう一つは、

今、釘田室長が申し上げたように、国際的な基準、あるいは同居牛といった可能性があ

るものを排除していこうということが２つ目の理由です。そして、万が一そういうこと

が起こっても、生産者の方々の経営にとってマイナスにならないように十分に、１つは

法律によって補償する。それからあと制度によって、生産者と国が、あと県もですね、

お金を出し合った互助基金で十分に再度その経営が成り立つようにやるということで

す。現実に11例の生産者の方々は、１例を除いて全部経営を再開されているというよう

な状況でございますので、その辺は安心してＢＳＥの牛を出していただく。検査結果と

して出ても大丈夫ということで、隠さないような、その隠すということは非常に問題が

ありますので、そういう対策をとらせていただいているということでございますので、

よろしくお願いします。 

 他はございませんでしょうか。どうぞ。 

○渉（消費者） 

 ちょっと緊急なお願いなのですが、平成13年にＢＳＥが発生して以降、平成13年度以

降の輸入牛と輸入牛肉の頭数、輸入牛肉はトン数ですかね、その資料をつくってこの席

でお渡しいただけませんでしょうか。 

○姫田（農林水産省） 

 今、データがあるかどうかはわかりませんので、差し上げるというよりは、むしろこ

の場で、後で時間があるときに答えたいと思います。 

 それで、失礼ですが、お名前をよろしくお願いします。 

○渉（消費者） 

 鹿児島県の渉と申します。 

○中川（農林水産省） 

 今の鹿児島県の渉さんからの御質問ですが、御質問に年次を追って答えることはちょ

っとできませんが、平成14年度、直近のデータを申し上げます。 

 まず、日本の牛肉の自給率というのは大体４割程度でございます。部分肉ベースで年

間94～95万トンの供給量があるわけですが、そのうち国産が36万 4,000トンで約39％。

それから、輸入が53万 4,000トンですから57％ございます。これを足して 100にならな

いのは、在庫の取り崩しというのが若干あるからですが、およそ国産が４割、輸入が６

割と御承知ください。 

 その輸入の53万 4,000トンのうち、どこから輸入してきたか。これは御存じのよう

に、昨年の12月以降アメリカからは入っておりませんが、そういうことが行われる前の

普通の状態でのデータであります。平成14年度ですが、量的に一番多いのはオーストラ

リアでして、先ほど申し上げましたが、トータル53万 4,000トンのうちの26万トン、割

合にすると49％です。それから、アメリカからの輸入が24万トン、割合で言いますと

45％です。残りがカナダとニュージーランドです。カナダも昨年の５月中旬にＢＳＥが

発生したので、それ以来止まっております。ですから、今申し上げている数字はそうい

うことが起こる前の１年間の数字ですが、カナダから２万トン、割合で４％です。それ

から、１万トン程度がニュージーランドから入っております。今申し上げた、１番がオ

ーストラリア、２番がアメリカ、あとはごくごく少量ですが、かつてカナダから入って

おりました。ニュージーランドからは、１万トン程度ですが、今も入っております。大

体こういう数字になっているということでございます。 

○渉（消費者） 



 くどいようですが、何か紙でいただいきたいのですが。 

○中川（農林水産省） 

 それは後で、コピーがとれれば差し上げます。 

○姫田（農林水産省） 

 他にございませんでしょうか。前半の牛の餌の対策とか、そういうことについて。ど

うぞ、そちらの女性の方。 

○山崎（消費者） 

 佐賀から来ました山崎と申します。消費者グループの者です。 

 資料３の２ページを見ていますと、原因究明の中で、肉骨粉を食べさせたものに発生

すると書いてありますが、どうしても肉骨粉を餌にしないといけないのか、私たち素人

の者は、それを入れないと飼料にならないかなという思いがあります。昔は草とか、そ

ういうものを牛に食べさせていたと思うのですが、肉骨粉を絶対に食べさせないと牛肉

にならないのか、その辺、私は素人でわかりませんので、お願いします。 

○姫田（農林水産省） 

 コーディネーターが答えるのはあまり良くないのですが、私が専門なので、私から答

えさせていただきます。 

 まず１つは、阿蘇を見ていただくとわかるように、阿蘇に、最近黒いのもまじってお

りますけれども、赤牛が放牧されておりますよね。阿蘇の草地、いわゆる肉用牛のお母

さん牛はほとんど草だけを食べて生きております。現実には農家で飼っておられるもの

も、あぜ草や、あるいは稲わらなど、そういうものに少しふすまを与えて飼っていると

いうのが現実です。ですので、そのときに肉用牛のお母さん牛に肉骨粉を与えるという

ことはありません。ですから、そのときに生まれた子供についても、どちらかという

と、子供のために一生懸命餌をやらないものですから、お母さんのおこぼれ、あるいは

お母さんの乳を与えているというのが多うございます。いわゆる和牛を飼っている場合

はそのような形です。その後肥育するときは、今度はトウモロコシなどの穀物を与えま

す。そのときにやはりタンパク質源として、昔は大豆や魚粉を入れていたのですが、魚

粉が高くなったため、かわりに肉骨粉が入るようになったということがございます。そ

れが肉用牛の世界です。ただ、タンパク源としてですので、大豆でも十分代替ができま

すということなので、肉用牛については余り大きなウエートは占めていないと思いま

す。 

 一方、乳牛ですが、乳牛は、子供のときは同じように放牧、あるいは草を刈って与え

ているということが基本です。ただ、乳を出しますと、皆さんよく御存じのように、カ

ルシウムを大量に出してしまいます。カルシウムを大量に出すものですから、牛乳には

カルシウムがたっぷり含まれていて体にいいわけなのですが、カルシウムをどうしても

供給源とします。そこで、鉱物性のカルシウムは非常に値段が高いということがありま

して、肉骨粉でタンパク質とカルシウムを一挙に給与できるではないかということで、

これが非常に乳牛の餌を安く、そしていいものにしてきたという経緯がございます。そ

れで乳牛の餌にはかなりの肉骨粉が使われていたということが過去にあります。 

 それから、鶏とか豚については、やはりタンパク供給源として安いということ、それ

から鶏について、特にブロイラーなどについては、エネルギーの供給源としても肉骨粉

は非常に好都合なものですから、エネルギーの供給源としても与えるということで、あ

る意味では、乳牛を除くとコスト的な面が非常に大きゅうございます。乳牛について

は、カルシウムをどう供給するかということでの考え方ということで、どうしても、乳

牛はもともとはアルファルファや、クローバーや、そういうところからカルシウムをと

っていたのですが、これだけではなかなか今のたくさん乳を出す乳牛には足りなくなり

まして、骨がボロボロになって、乳牛が骨粗鬆症になりかねないということでございま

すので、そういう経緯で使ってきたというところでございます。 

○山口（生産者） 

 熊本で酪農をしております山口と申します。 



 今の姫田さんのお話だと、何か日本の酪農家が誤解されるような感じがいたしますの

で申し上げておきます。ヨーロッパではそのようなことがあってこのＢＳＥに発展した

のかもしれませんが、日本の酪農家で、特に飼養管理を一生懸命行い、高い生産をして

いるところでは、やはり飼料設計に基づいて給与は行いますので、肉骨粉についても、

文献などでは知っておりました。でも、日本では、そのようなものが手に入るルートと

いうのはありませんでした。栄養的にすぐれた、そういうものがあるのかなというよう

なことは知っておりました。情報としてはありましたが、誰も、ほとんど使っていない

と思います。一部の人が使ったとかいうのも私は全くないと信じておりますが、そのう

ちにこのような事件がヨーロッパで起きてきましたので、ああ、日本の酪農家は使えな

くてよかったんだなと思っているぐらいで、見たことも全くありません。皆さんそうだ

と思いますので、酪農家の思いを代表して申し上げさせ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す。本日は、くみあい飼料の方が来られていると思うので、餌の

設計などについてのお話ができる方はいらっしゃいませんでしょうか。出席者名簿に入

っているので多分来られていると思うのですけれども、どうぞお願いします。多分、配

合飼料に入っているのではないかと思います。 

○牛島（生産者） 

 ＪＡ北九州くみあい飼料の牛島と申します。 

 今御指摘のあったとおり、牛以外の配合飼料の方では、やはりエネルギー源として安

く、タンパク源としてもかなり良いということで使用しておりました。ＢＳＥ発生以

来、すべての配合飼料で使用をやめて、ほかの代替原料として大豆かす等を使用してお

ります。大部分の生産者の方からは、大豆かすに代替した影響というのは、聞いていな

いのですが、一部の鶏生産者から、肉骨粉というものはかなり良かったということで聞

いております。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございます。1996年に畜産局長通達で、牛の配合飼料には肉骨粉の使用禁

止の通達は出しております。ただ、そのときに、先ほど釘田から説明いたしましたが、

豚や鶏には使ってはいけないということは言っていないものですから、その豚や鶏には

使っているということがございます。ですから、その結果として、先ほどの原因究明の

方にもございましたように、混ざったのではないかというような考え方が出ているとい

うことでございまして、平成13年の発生以降は、牛と豚の肉骨粉については、豚も、鶏

も、もちろん牛も使ってはいけないという規制をしているところでございます。もちろ

ん、牛は今、鶏の肉骨粉も豚の肉骨粉も使っていないという状況で、牛の餌については

今一切の肉骨粉が使われていないという状況でございます。 

 よろしゅうございますでしょうか。では、他の方、ございませんでしょうか。どう

ぞ、そちらの方。 

○発言者名不明（消費者） 

 熊本の消費者団体でございます。 

 先ほどと言うのでしょうか、以前からとても不思議に思っていることがあります。そ

れは、どうしてＢＳＥになる牛はホルスタインだけなのだろうかということなんです。

熊本にもいろいろな、ジャージー牛や、赤牛、黒牛もいますけれども、環境もいいので

しょうか、そういうような話は聞かないのですが、あるところによると、ホルスタイン

の高齢になったのは廃用牛と言うんですか、それだからこそ、あとは肉になってしまう

んだということですが、肉骨粉を食べることによってそれが蓄積してかかるんだという

ことを聞いたんです。これは、私は本当に不思議でしようがないのですが、どうしてホ

ルスタインだけに出るのでしょうか。 

○釘田（農林水産省） 

 御指摘のとおり、日本では今までの11頭すべてホルスタイン種なのですが、これは、

海外の例を見てもわかりますように、ほかの品種の牛ももちろんかかります。カナダで



見つかったのはアンガスという肉牛でした。かかるのですが、恐らく今まで、ヨーロッ

パでも乳牛が中心を占めているのですが、その背景としては２つあります。１つは、今

お話の中にもありましたが、肉牛は大半が、肥育して若い月齢で肉になってしまいます

ので、検査の限界という議論もありますが、ひっかからないものもあり得るのだろうと

思います。それに比べて乳牛は長く使用されますので、その間に蓄積されて、見つか

る、あるいは症状が出るというケースが多いと、そういう、飼育期間が長いというのが

１つあると思います。もう一つ重大な背景としては、やはり餌が、これも先ほど議論が

ありましたが、ホルスタイン種にはより多くそういう高タンパクな餌を与える機会があ

って、その中に原因となる肉骨粉等がまざり込んでいたケースが多かったのだろうと思

われます。いずれも類推なのですが、背景としてはそういうことがあって、一般的に肉

牛よりも乳牛の方にたくさん見つかっているということが言えようかと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますでしょうか。 

○山口（生産者） 

 すみません、もう一点よろしいでしょうか。先ほどあのように申し上げたのは、私の

ところでは、自家配合飼料というように、全部単体で、それぞれの餌をまぜて自分でつ

くっておりますから、自分では全然気がつかなかったのかもしれませんが、先ほどどち

らかの、くみあい飼料の方だったでしょうか、乳牛のサプリメント飼料、いわゆる高タ

ンパク飼料とかには、そういうものをずっと入れていたのでしょうか。私の方から聞き

たいのですが、自分のところでは使っておりませんでしたけれども、そういう危険性が

あるものを酪農家は知らずに餌として与えていたということなのでしょうか。 

○姫田（農林水産省） 

 もう一度お願いしますが、多分、1996年以降は使っていないということだと思いま

す。1996年以前にはそういうことがあったかということだと思いますが、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

○牛島（生産者） 

 実は、私が入社したころから、既にその肉骨粉というものは牛用飼料には使っていま

せんでした。また当社は乳牛飼料はほとんど取り扱っていません。私の記憶が正しけれ

ば、肉牛用には、魚粉を加えていたという記憶しかありません。 

○姫田（農林水産省） 

 すみません、何年に入社されましたか。 

○牛島（生産者） 

 私は８年前に入社しています。 

○姫田（農林水産省） 

 ８年前ですから、1996年ですね。 

○牛島（生産者） 

 はい。もうその当時以前から牛用飼料には一切使用していなかったと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 それでよろしゅうございますでしょうか。 

 それともう一つは、和牛の雌は、長生きしてもほとんどの場合、配合飼料そのものを

与えていない場合が多いのではないかと思います。ほとんど稲わらや、草など、余りい

いものではない、本当は牛にとってはいいものなのですが、おいしいというか、栄養た

っぷりの餌を余り食べていないということもあるのではないかと思います。 

 他はございませんでしょうか。 

○陶山（消費者） 

 福岡県から参りました陶山と申します。今の飼料のことにつきましてお伺いしたいと

思います。 

 1996年に肉骨粉の使用が禁止されたのですが交差汚染によってＢＳＥを発生させてし

まったと、その後、その蔓延を防止するためにすべて使用しないということなのです



が、今後の問題として、飼料をトレースするという仕組み、完全にその出どころをきち

んと確かめられる、追跡できるというような仕組みについては、現在のところどうなの

でしょうか。また、今後の考え方としても、どのようにしていくのか。ＢＳＥだけでな

く、今後またいろいろなことが発生するという可能性も持っているのかなと思います。

○釘田（農林水産省） 

 飼料原料というのは、御存じのとおり、いろいろな、非常に多種なものが使われてい

ますので、それらをすべてトレースするというのはなかなか難しい面があろうかと思い

ます。要は、そのＢＳＥ対策として考えれば、牛由来の肉骨粉あるいは牛由来のタンパ

クが原因であることがわかっているわけですから、これが餌としてまざらない、餌とし

て牛の口に入ることがない対策をとるというのが基本だと思います。 

 ですから、これは先ほど御説明したとおりなのですが、そういった牛由来のタンパク

が入っているものを餌として使わないという対策、それから、そういったものが万が一

にもまざらないという対策、そういった二重の対策をとることによって、この餌の問題

というのは、基本的には感染を排除できると考えています。 

 特に、私どもが非常に重要視しておりますのは、牛から肉骨粉を作って餌に回すとい

うのはきちんと止まっていますので、現在は焼却して、そういうことは起こらないよう

になっております。それでも、諸外国の例を見ても、どこからか、はっきり原因はわか

らないのですが、ＢＳＥが発生しているという例がございまして、それは先ほども申し

上げましたように、交差汚染、意図しない混入がどこかで起こっているのだろうという

ことでございますので、この交差汚染対策を現在強化しているというところでございま

す。実験によりますと、牛の脳１mgを実験的に与えた場合でも感染が起こったというこ

とが報告されておりまして、この１mgの脳といいますか、組織というのは、ほとんど目

に見えるか見えないかだと思います。そういったものでも感染が起こり得るということ

ですから、この交差汚染対策というのは、幾ら厳密にやってもやり過ぎることがないと

いうぐらい、今後ともしばらくの間は、きちんとやっていく必要があるのだろうと考え

ています。 

○姫田（農林水産省） 

 それと、ＢＳＥが起こってから、飼料安全法を改正いたしまして、従来は、飼料の原

料をどこから買ってだれに売った、あるいは飼料を買ってだれに売ったなど、こういう

記帳義務を、２年間の書類の保存義務をかけていたのですが、実際、ＢＳＥというのは

長い周期で起こるものですから、原因究明で追いかけていくと、資料が法律的にも廃棄

していい時点になっているので廃棄されていたということがあり、わからなくなってし

まったというのがございます。それで、法律を改正しまして、餌の資料の保存義務を８

年間にいたしました。ですから、少なくとも、８年前のことでも、どんな餌を食べた

か、それはどんな原料が使われていたか、それがどこから入ってきたかということがわ

かるようにした次第でございます。ですから、法律が改正されてから保存義務が８年に

なったものですから、それまでの分は８年というわけにはいきませんが、そういうこと

でのトレーサビリティというのは法律ができている次第でございます。 

 ただ、ちょっと誤解があるのですが、トレーサビリティと申し上げますと、10ケタの

コード番号を入れたらパッと出てくるということではなくて、これはあくまでも何か起

こったときに記帳をするというもので、これは、10ケタのコード番号を入れて、餌はど

んなのものが入っているかと検索したら、百何十種類の分がワーッと出てきたら大変な

ことで、見る方も大変ですし、つくる方はとても、お金の面とか能力の面でも不可能な

ので、そこはきちんと記帳するということで、何か起こったときに原因を究明できると

いうような体制をとらせていただいているという次第でございます。陶山さん、よろし

ゅうございますでしょうか。 

○陶山（消費者） 

 書類の保存期間を８年間に延ばしたということなのですが、96年以降も飼料の輸入の

経路が非常にあやふやで、どこから入ってきたかわからないというようなことが伝えら



れましたが、その保存された書類の信憑性というのはどういうふうな形で保証されてい

くのかということをお伺いしたいと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 まず、輸入ということでございましたら、いわゆる動物検疫、検疫所でのチェックが

ございます。ですからそこは、まず当然、配合飼料会社がきちんと記帳されるというこ

とが大前提で、これは企業としてのコンプライアンス、いわゆる法令遵守の考え方を高

めていっていただくということが原則だろうと思っておりますので、私どもも常々そう

いうことを御指導申し上げているところです。 

 あと、先ほどのスライドにも出てきましたように、飼料検査所が立入検査をするとい

うようなことで、実効が上がっているかどうかということを確認しているということを

しております。また、県の方々からも各餌工場に指導をしていただいているということ

で安全性を確保しております。ですから、まず物理的に入ってこないというように水際

で確保しているというのが１つございます。それともう一つは、現実にみんながまじめ

にきちんと取り組んでいく、あるいはそれを国が検査していくということでの取り組み

ということを考えているところでございます。そういうことでよろしゅうございますで

しょうか。 

 他はございませんでしょうか。では、そちらの男性の方。 

○和泉谷（流通業者） 

 熊本の和泉谷と申します。 

 先日、市販のサプリメントの表示を見ましたら、肉骨粉、脊髄ということで表示があ

ったのですが、サプリメント等の医薬品関係にも、この特定部位の除去ということで牛

由来の原料については入れてはいけないという決まりというのはあるのでしょうか。 

○蟹江（厚生労働省） 

 直接、医薬品を担当しているわけではないので、詳細の説明はなかなか難しいところ

でございますが、医薬品につきましても特定部位の考え方が導入されておりまして、基

本的には使用がなされていないと理解をしております。その具体的に表示がなされてい

たというのは医薬品でございますか。 

○和泉谷（流通業者） 

 チラッとしか見ていないのではっきりはわからないのですが、牛とは書かれていない

んです。それで、肉骨粉、脊髄ということで表示がありましたので、イメージ的には牛

をイメージしたんです。今、話を聞きますと、豚など、いろいろとあるかと思いますの

で、その辺はわからないのですが、医薬品にも適用されるものかどうかを教えてもらい

たいんです。 

○蟹江（厚生労働省） 

 医薬品も薬事法で管理監督されておりますので、基本的には特定部位は使用できない

ことになっていると思いますが、その表示に牛というように書いていなかったというこ

とであれば、もしかすると牛以外の動物のものかもしれません。もしその現物とか、そ

ういったものがあって、確認できるような状況であれば、各県にも薬事担当の部署がご

ざいますので、そういったところに確認をしていただければ、より詳細な情報が入手で

きると思います。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 他はございませんでしょうか。では、後ろの方。それでは、時間も大分たってまいり

ましたので、この後の牛肉の安全対策について皆様の御意見をいただきたいと思いま

す。では、どうぞよろしくお願いします。 

○平本（消費者） 

 グリーンコープ生協くまもとの平本です。 

 今の質問に関連してですが、医薬品、医療用具、化粧品は薬事法の管轄になると思い

ますが、少なくとも食品よりは規制が厳しくなっていて、危険部位の範囲も医薬品類の



方が食品よりも広がっています。そのことで本当にいいのかについては矛盾を感じてい

ます。例えば、コラーゲンや、ゼラチンは、医薬品類や食べ物にもありますが、食品で

は、発生国もしくは危険部位を使用した（交差汚染を含む）としても、最終的にプリオ

ン不活化処理が確認できれば使ってもいいとなっていますが、医薬品や化粧品では、プ

リオン不活化処理をしていてもどちらかに該当したら使えないとなっています。ですか

ら、先ほどの質問された商品は医薬品類ではない可能性が高いと思います。 

○蟹江（厚生労働省） 

 今、高発生国で、一定の処理がなされれば、一部使われている国があるというように

御説明がございましたが、先ほど私から御説明したとおり、ＢＳＥ発生国から牛由来の

成分が含まれている食品の輸入は現状ではできません。それから、ＢＳＥ発生国の原料

を使って非発生国で製造したもの、これについても輸入できない状況になっております

ので、その高発生国で一部処理されたものが輸入されることは現状ございません。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、後半に移りたいと思います。その前に、局長の中川から餌のことについて

少しお話ししたいと思います。 

○中川（農林水産省） 

 餌の規制につきまして、幾つか御質問なり御要望があったかと思います。もう一度重

ねて申し上げたいのですが、農林水産省がとっておりますＢＳＥ対策につきまして、一

番大事なことは、やはり餌の規制をきちんとして、現場においてもきちんと守っていた

だくということが何よりもＢＳＥ対策として大事なことではないかと思っております。

 といいますのは、搾乳牛の場合では７年から８年、肉用牛の場合ですと２年から３年

たてば更新をされるということになるわけで、その間に餌で間違ったものが入って新た

な感染が起こらなければ、一定のそういった期間が過ぎれば、新たな感染というのは国

内で起こらないはずです。ですから、このことをきちんとやっていけば、いずれ日本の

国内からＢＳＥ感染牛というのはなくなるわけです。そうしますと、国内のものについ

て、全頭検査もある意味では必要がなくなるということでありまして、全頭検査自体は

大変意味のあることですが、これはいわば対症療法というか、起こっていることがある

かもしれないのでそれをきちんと見つけようという対策です。ところが、日本の国内の

牛からＢＳＥがなくなれば、そこのところは必要ない。もちろん監視のための、サーベ

イランスのためのＢＳＥ検査をやっていく必要はもちろんありますが、何よりも大事な

ことは、牛の世界で言えば、牛がＢＳＥにかからないように餌の規制をきちんとしてい

くということだと思っております。 

 これは、平成13年９月に第１頭目が発生して、対策は、10月には既に法律に基づく強

制的な措置として決まっておりますが、ルールは決まっていても現場で本当に 100％そ

のとおり守られているかどうかというのはまた別の話です。ですから、それは、今度は

きちんとしたルールが守られているかどうかというチェックは念を入れてやっていく必

要があると思っております。この辺はまた後でお話が出てくるかと思いますが、食品安

全委員会で、現在、日本が行っているＢＳＥ対策についていろいろな検証が行われてお

ります。その中には、この餌の規制についてきちんとした点検が行われているかどうか

という点についての問題点を指摘されているわけでありまして、その辺は、我々その点

を担当する部署の者として、これからの課題としてきちんと受けとめたいと思っており

ます。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは、次に移りたいと思います。その前に、先ほど生きた牛の国別輸入状況とい

うのもありましたので、それを少し、今データが入ってきましたので、ちょっと釘田か

ら読み上げます。 

○釘田（農林水産省） 

 先ほどの御質問で、生きた牛の輸入について今、手元に数字が来ましたので御紹介い



たします。従来から、多くは屠場直行牛と言われている、もうかなり肥育が進んで屠場

に直行して肉になるもの、それから子牛で、国内へ来てから肥育に仕向けられるもの、

そういった両方のものがあるのです。この病気が発生する以前はアメリカからも少し入

っていたのですが、もちろん病気の発生以降はアメリカからの輸入はございませんで、

オーストラリアがほとんどを占めています。頭数としては、平成14年で１万 3,860頭と

いう数字になっています。平成15年は若干増えて、２万 2,276頭という数字になってい

ます。 

○姫田（農林水産省） 

 こちらは、先ほどご質問された方に後で差し上げます。 

 それでは、後半に入りたいと思いますが、その前に、先ほど栗山さんからお話のあっ

た脊柱の件につきまして、蟹江さんからお願いします。 

○蟹江（厚生労働省） 

 冒頭御質問をいただきました脊柱の件でございますが、まず佐多先生の資料で11ペー

ジの上のスライドをごらんいただきたいと思います。21というスライドでございます。

脊柱と言っておりますが、その脊柱は骨そのもののことを示しておりまして、その骨そ

のものには当然感染性は認められておりません。なぜ脊柱を食用にしてはならないとい

う規定を設けたかと申しますと、ここの表の、脳、脊髄、三叉神経節、その次に脊髄後

根神経節と書かれておりますが、これが脊柱の内部に存在すると。それで、この神経節

自体には感染性があるということで、この神経節のみを除去できればいいのですが、そ

れは技術的に難しいということで、諸外国でも脊柱そのものを除去しているという状況

にございます。 

 それから、検査でマイナスだからこの部分は問題ないのではないかという御質問がご

ざいましたが、このＢＳＥの検査に限らず、例えば農薬や、添加物、そういう化学物質

の検査もそうなのですが、検出できるレベルというのがやはりどうしても技術的に出て

きてしまいます。ですから、ある一定レベル以下の微量なものについては検出が不可能

と、だんだんその感度はよくなってきてはいるのですが、やはり検出できない部分があ

るということで、特定部位には異常プリオンタンパクが蓄積すると、この表にございま

すとおり、この部分を、たとえ検査がマイナスでも検出できない部分があるということ

でフードチェーンから排除するという対策をとっているわけでございます。 

○姫田（農林水産省） 

 栗山さん、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、意見交換に入りたいと思いますが、どなたからでも結構でございますの

で、手をお挙げください。 

○山口（流通業者） 

 山口悟と申します。鹿児島を中心に焼き肉屋を経営しております。先ほど中川局長か

ら、えらい頼もしい、明るい、前途ある御発言をいただきまして、今のチェック体制で

いけば、本当にＢＳＥの問題は消えるんだというようなうれしい御発言をいただきまし

て、そうだそうだと私自身うれしく思いました。ありがとうございました。 

 実は私、日本でＢＳＥが発生して以来、大変な痛手をこうむっております。そして、

現在、アメリカ産の輸入が停止されてから本当に輸入価格の高騰、そして材料は、オー

ストラリアからも入れておりますが、非常に入手困難でございます。そして、つい先

日、我々の調査によりますと、１年前に比べましたら、国産牛の精肉の仕入れ価格が

23％値上がりしているんです。輸入物はどうかと申しますと約２倍、そして品物によっ

ては３倍値上がりしております。そして、焼き肉屋で一番人気のある牛タンやホルモ

ン、こういうものは４倍も５倍も値上がりしております。実際、私の経営している焼き

肉屋でも毎月肉代で１億円の仕入れがございます。これが 4,000万円も上がって、１億 

4,000万円、売り上げは一緒ぐらいなのですが、材料の仕入れの肉代には 4,000万円多

く支払っているのが現実でございます。焼き肉屋の仲間でも、本当にここ１年で、肉の

高騰でつぶれた店が、私の知っているところで30軒ぐらいございます。早くこの輸入を



再開していくような方向で検討していただきたい。危険なところは取り除いていただき

ながら、これは私も納得しております。そうことをやはりＥＵ並みのやり方で、牛肉を

たくさん食べているヨーロッパ並みのやり方でいいのではないかなという私自身の見解

でございます。どうか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した。 

 それでは、最初にお約束したように、この意見にまず賛同される方はどなたかいらっ

しゃいませんでしょうか。特に焼き肉屋さんは何人かいらっしゃると思うのですがいか

がでしょうか。どうぞ、後ろの方。 

○池田（消費者） 

 いちサラリーマンで、東京から来ました池田と言います。 

 すべての食品には基本的にはリスクがあると思います。そんな中で、ゼロリスクの商

品を求めること自体がおかしいのではないかと私は思います。それを求めるということ

は、魚には全匹検査、米には全粒検査をやるようなものではないかと私は思っていま

す。これをするということは、正直に言ったら、日本国民の恥に値するようなことでは

ないかと、これは世界から見たら異常なことだと、それに賛同する人も多々いるのでは

ないかと私は思います。 

 私の知り合いでも焼き肉店を経営している人がいますけれども、同じように非常に厳

しい状況になって、死活問題になっています。自殺者の比率の方が恐らく高くなるんじ

ゃないかと、ＢＳＥの確率よりも高いのではないかと、そのように感じる人も多々いる

のではないかと思います。その辺をもう少し皆さんに認識していただきたい、それを一

言言いに熊本までやってきました。よろしくお願いします。 

○姫田（農林水産省） 

 他にもう一人ぐらい、どちらかというと、山口さんの御意見に賛同の方はいらっしゃ

いませんでしょうか。では、早かったので、そちらの方。 

○角谷（流通業者） 

 福岡から来た角谷と言います。 

 私は焼き肉店で従業員として働いているのですが、ＢＳＥで、国内で発生し、それか

らアメリカにおいて発生して輸入が停止されている状況の中、今おっしゃられたよう

に、輸入価格の高騰などで経営的にも大変厳しい状況であります。その中で、もともと

ＥＵ、イギリスでＢＳＥが起こったときにすぐに対策をしていれば、もう少し被害が抑

えられたのかなと思うと、やはり政府にも問題があったと思いますし、その中で、先ほ

どからおっしゃられているように、現在の全頭検査ではどうしても限界があると、その

中で、ＥＵ諸国では、先ほど農水からもお話があったのですが、同じ資料をもとに制度

を築いているのに、30カ月以上の牛が対象であったり、日本の今の対策とはちょっと差

があると、もともと政府が言っていたのでは、特定部位の除去が一番大事であると言っ

ていたので、ＥＵとの対策の違いが本当に大事なのか、しっかりと考えてから、もしＥ

Ｕと同じでも問題がないのであれば、いち早く輸入なども再開し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。 

 それでは、そうではないとおっしゃる方、どなたか。では、早かったので、そちらの

方、お願いします。 

○西橋（消費者） 

 消費者懇話会の西橋でございます。 

 私たち、過去には、突然のＢＳＥに消費者は大変パニックに陥りました。購買も控え

ました。これは、子供たちのこと、家族のことを思って、皆さん買うのはやめようとい

うことになったのだと思っております。その後、全頭検査、トレーサビリティの確立に

多少の不安は残りましたものの、まあ、そういうことであればいいのではないかという



ことで、また購買がもとに戻ったと私は思っております。 

 でも、ＢＳＥのこの問題というのは、先ほど一番最初にくぎを刺されてしまったので

言えないかなと思ったのですが、アメリカの外圧とは関係ありませんとおっしゃられた

のですが、やはり私は、外国の圧力、それから商業上の理由、先ほど皆さん大変困って

いらっしゃるということをおっしゃいましたが、日本の肉ですればいいんです。これは

マスコミがあおり立てているのが一つの原因ではないかと私は思っております。全頭検

査が見直されて緩和されようとしていることは、私たち消費者にとっては納得がいきま

せん。国民全体が納得のいく安全性が確保されるまで緩和してはいけないことだと思い

ます。子孫のためにもぜひそうしていただきたい、今までの状態でやっていただきたい

と思っております。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 この意見に賛同とか、似たような意見の方はおられますでしょうか。では、そちらの

男性の方。そして、お二方いらっしゃるのですが、３人、３人でやりたいものですか

ら、では、私の方から顔が見えている方なので、やや左の方にしましょう。 

○江頭（生産者） 

 佐賀県の生産者の江頭と申します。 

 結論から申し上げますと、先ほど消費者の方が言われたように、特定部位の除去はも

ちろんでございますが、現在の状況の中では全頭検査はベストだと思っておりますし、

これを堅持していただきたいと考えます。 

 ＢＳＥ発生当初、大変な苦労、いろいろな思いをしながら、３年たってやっとトレー

サビリティができまして、12月からは流通段階での10ケタに移行をしながら、生産から

消費されるまでの中身が明らかになるということで、いわゆる消費者の方々の視点に立

った考え方に基づいてやっているという中では、やはり時期尚早だと考えております

し、最近の新聞報道の中にもありましたが、アメリカでは若齢牛に対する検査体制もで

きつつあるという報道も聞いておりますし、そちらの中身を十分、政府もそれに関心を

持って対応されるというような報道も書いてございましたので、そういう意味では、そ

ちらも十分検討していただいてから、若齢牛云々という話を進めていただければと思い

ます。 

 もう一度申し上げますけれども、今の段階では時期尚早だと思いますし、全頭検査を

堅持し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、先ほどお願いした方。 

○成富（消費者） 

 コープ九州事業連合の成富と言います。 

 ＢＳＥ対策自体は、特定部位をどれだけ排除できるかということが最大のポイントだ

ろうと思います。ＢＳＥの対策のたたき台にもありましたように、ごく微量でも、0.01

ｇから１ｇで感染するということであれば、先ほどいろいろ述べられた交差汚染等の対

策、それからピッシングの完全な排除とか、それから背割り前の脊髄除去対策、こうい

ったものの完全実施を最初にやるべきだと思うのです。その上で全頭検査をどう考える

かなのですが、検査自体は二重の対策のうちの大きな柱をなすものだと思うので、先ほ

ど全頭検査そのものをやめるのは時期尚早だということがありましたが、私もそのよう

に考えます。 

 現実、日本で見つかったＢＳＥの感染牛の中に、21カ月や23カ月の、３０カ月齢以下

の牛が２頭、感染牛の中に見つかっておりますし、そういう意味からも、この月齢の引

き方はちょっと難しいと思うのですが、そういう引き方が難しい中では、完全な対応を

求める意味でも、やはり全頭検査は現時点では継続すべきではないかと考えておりま

す。 

○姫田（農林水産省） 



 どうもありがとうございました。 

 それでは、それぞれの、全頭検査をやめろという方と続けろという方から３人ずつ御

意見をいただきました。まだ手が大分挙がっているのですが、今の２つの意見とまた違

う意見をお持ちの方というのはいらっしゃいますでしょうか。そちらの男性の方、お願

いします。 

○平井（消費者） 

 福岡のエフコープ生活協同組合の平井と申します。結論を言いますと、全頭検査を続

ける必要があるという立場です。私は食品の検査、主に化学物質ですけれども、それを

職務としていまして、その立場から検査について意見を述べさせてもらいます。食品添

加物などの検査を業務としていますので、検査の意味と同時に、検査では守り切れない

食の安全、検査の限界というのもわかっているつもりです。 

 検査の限界というのは、大きく言うと、全体の一部を抜き取りますので、安全保証の

確率に限界があるのが１つ、全数検査というのは一般的な食品では不可能だと、現実的

に、労力、時間、費用の関係で不可能だというのが１つ。それと、流通業ですので、結

果が出るまで商品を保管しておくことが不可能なものが大部分です。検査結果で、たと

え使ってはいけない添加物が出た場合でも、残念ながら、既に流通に乗って一部食べた

後という問題があります。その２つが今、私が検査を職務にしている中での大きな問

題、弱点と考えていますが、ＢＳＥの全頭検査に関しては、その一番大きいと思う問題

点を両方ともクリアしています。牛の製品を全部検査するのは無理ですが、牛がと畜場

に入ってくるという段階で、大きな一頭という意味では全部検査できますし、結果が出

るまで保管しておけます。すぐに流通経路に乗せないで、悪い物があれば、そこで流通

をストップできるという、私が日々実感している検査の弱点を克服したすばらしい体制

だと、それは牛の特殊な条件があってのことですが、そう思います。そのせっかく達成

しているのをわざわざ下げる必要はない。むしろ今後目指す方向は、より若い牛でも検

出が可能になるような検査方法を開発することであり、また、より迅速・安価な検査方

法、精度の高いものを開発することだと思います。ハードルは下げないように、ダブル

スタンダードはなしということが私の意見です。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 その前の方、手を挙げておられましたよね。どうぞ。 

○吉島（消費者） 

 熊本消費者協会の吉島と申します。 

 私も、我が家のことですけれども、全頭検査というニュースが流れた途端に、ソレッ

とばかりに肉を買いに行きました。それほど私は、今度の場合では、政府の対策といい

ますか、早かった対策を非常に信用しています。ただ、ちょっと気になりましたのが、

最初に日本にＢＳＥが発生したときに、アメリカに輸出していた肉はストップされたと

いうことを聞いていますが、現在はどうなっているのでしょうか。 

○蟹江（厚生労働省） 

 アメリカでＢＳＥが発生をして、そのアメリカから、牛肉を含めて、牛由来製品はす

べて今輸入をとめております。それ以前に輸入されたものでございますが、これは日本

でＢＳＥが発生した場合と同じ対応をとっております。それは何かといいますと、特定

部位が含まれるものについてすべて調査をいたしまして、含まれるものについては回

収・廃棄という対応をとっております。その結果につきましても、かなり詳細な情報を

公表し、厚生労働省のホームページでもごらんになることができます。 

○姫田（農林水産省） 

 よろしゅうございますか。いわゆる特定部位が入っているものかどうかを調査して、

入っているものについては回収したと。逆に言うと、それ以外のものについてはそのま

ま流通をさせたということです。 

 それは、日本でＢＳＥが起こったときというお話がありましたが、多分、日本でＢＳ



Ｅが起こったときの対策について誤解があるのではないかと思うのですけれども、今、

新聞をにぎわせております焼却の話があります。あれは、あのときは、厚生労働省さん

の対応としては今回と同じですが、農林水産省としては、10月18日以前の未検査のもの

を流してしまいますと、これは価格的にも、在庫がかなりあるということで、牛肉の価

格が回復しないだろうということで、最初、調整保管をしようということで別にしたわ

けです。その後、このまま調整保管をしていても、ずっと在庫圧力があって、しかもＢ

ＳＥ未検査のものはとても売れないだろうということで、最終的には焼却したというこ

とです。安全性というよりは、農林水産省で価格対策として、あっても多分売れないだ

ろうという意味での焼却をしたということでございますので、対応は今、蟹江さんから

お話があったように、同じ考え方でございます。 

 ほかはございませんでしょうか。そうですね、今パッと手が挙がったので、今挙がっ

た方を順番に、１人、２人、３人、４人、５人という順番で当てさせていただきたいと

思います。どうぞ。 

○密城（流通業者） 

 密城と申します。久留米市で焼き肉店を経営していますが、子育てを行う親の立場か

ら、食の安心・安全には大きな関心を寄せています。そのようなことで、本日はいろい

ろ勉強させていただきたいと思いまして、出席させていただきました。 

 先ほどから、農林水産省及び厚生労働省から、ＢＳＥに関する現在の見解及び行政が

講じている対策について説明があり、大変勉強になっております。ただ、皆さんのいろ

いろな御意見などを聞きながら、広範囲に及んでいるため、私も多少疑問があったり、

混乱しております。 

 国民の皆さんに理解と納得をしていただく方法として、最もわかりやすく確実なもの

を中心に据えて、それを補う対策をつけ加えていくことが最もよい方法と考えます。３

年前、日本でＢＳＥが発生した際には、政府及び学者の方々は特定部位を除去した牛肉

と牛乳は安全ですとＰＲしています。現在も変わっていないはずです。全頭検査体制が

議論の焦点になっていますが、ＢＳＥ発生時にさまざまな要因から発生したいわれのな

い恐怖心を沈静化するために、全頭検査と国産牛肉の全量買い上げ、廃棄という対策が

とられましたが、これは緊急的な避難措置であると認識します。 

 大量のＢＳＥ牛を発生させたＥＵでも、特定危険部位がその対策の中心であり、その

次に飼料の問題、月齢30カ月以上の牛の検査、トレーサビリティの実施などが行われて

いると聞いております。日本でもこれからそういったものを参考にして、一刻も早い対

応が必要ではないかと考えております。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 それでは、こちらの女性の方。 

○金子（消費者） 

 きょうはいろいろありがとうございました。いろいろと御準備が大変だったと思いま

す。前にお座りの方、本当にお疲れさまです。食料品消費モニターを今回１年間してお

ります金子と申します。職業の方は管理栄養士をしております。 

 今の方のようにきちんとまとめて考えてきたわけではないので、ちょっと支離滅裂な

話になるかもしれません。全頭検査とか、今、いろいろ話が出ているのですが、牛だけ

のことではなくて、先ほど男性の方から意見が出ましたけれども、お米についても、い

ろんなものについても、食品にはリスクがつきものだと。そういう前提のもとで考えれ

ば、その全頭検査もゆくゆくは外れていくのかなと、先ほど外れていくだろうとお話は

いただきましたが、そうなっていくのかなと思っております。 

 資料２の11ページの22のところですね、私、ちょっと短絡的に考えておりまして、特

定部位を外せば結構安全なのではないかと、例えば、フグもそうですが、肝臓など、そ

ういう危険部位を除去すれば食べられるではないかというようにちょっと考えておりま

したら、それでも危険性がゼロではないかもしれないという言葉をちょっといただきま



すと、やはりまだまだ全頭検査はそのまま継続が必要なのかなというようには考えま

す。 

 ただ、日本人の食生活を考えまして、さほど牛肉というものが日本人の食生活の中に

大きなシェアを占めていないということを考えますと、全頭検査等のコストの問題で、

例えば、全頭検査で１頭当たりに今幾らかかっているのか、それが税金でどれぐらい賄

われているのかというようなこと、それから、生産者の方もとても大変な思いをされて

いると思いますし、牛肉で生活をしているということを考えますと、その人たちの心的

負担、または経済的な負担を考えますと、早く何か、国民との温度差、消費者との温度

差、生産者との温度差をもっと縮めていく必要があるのではないかと思います。ありが

とうございました。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 それでは、そちらの方。 

○大木（消費者） 

 少し質問になるのですが述べたいと思います。私、福岡から来ました生協連合会の九

州地方の事務局の大木と申します。決してＢＳＥ問題の専門家ではありませんので、ち

ょっと素朴な質問になりますが、よろしくお願いします。 

 まず意見ですが、ＢＳＥ対策で言いますと、きょうも出ていましたように、現行の２

つの方法ですね、全頭検査という方法と、それからＳＲＭ、特定部位を除去していく、

この２つの方法をきちんと今のところは維持していくべきではないかと思っています。

 この間、全頭検査の問題とか弱点みたいなことが非常に言われているのですが、むし

ろ一方で、特定部位の除去ですね、ＳＲＭ除去方法の到達点に弱点はないだろうかとい

う疑念が若干あります。というのは、牛を肉にするに当たって屠殺という工程がありま

す。屠殺の工程では、私も余り詳しくはないのですが、スタンニング（気絶法）や、ピ

ッシング（脊髄破壊法）や、背割りなど、さまざまあると思うんです。その過程で危険

部位が食肉に混入したりすることはないのだろうか、その辺のリスクはないのだろうか

という素朴な疑問があります。その辺のところは今どのように把握されているのか、ぜ

ひ紹介してほしいと思います。私は、そういった疑念があることも含めて、全頭検査と

一緒に行うことで安全が担保されるのではないかと思っています。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 あと２人の方にはちょっとお待ちいただいて、蟹江さんから、今のＳＲＭの除去の状

況等を話していただければと思います。 

○蟹江（厚生労働省） 

 今お話がありましたとおり、牛を肉にする場合には、と畜場にまず搬入されまして、

そこで当然、殺さないと肉になりませんので、ある一定の処理をして、そこの段階で肉

を保留しながら検査とＳＲＭを除去します。その食肉処理の段階での対策が重要じゃな

いかという御質問あるいは御意見だったと思います。その中で、スタンニングや、ピッ

シングや、背割りというような用語が出てまいりましたが、これは通常、一般の方々は

なかなか、言葉を聞いてもどういうものかわからないのではないかと思いますので、順

番に説明をしたいと思います。 

 まず、スタンニングというのは牛を気絶させる行為です。その後、ピッシングという

のは、牛をスタンニングで気絶させても、確実に行われていませんと暴れるケースもあ

りますので、そういったものを静めるという行為。それから、よくテレビで流れており

ます枝肉の状態がありますが、あれは牛を真っ二つに切って、それがぶら下がっている

状態でございます。その牛を２つに切ることを背割りと言っておりまして、その処理の

段階でのＳＲＭの汚染防止が重要ではないかというお話だと思います。 

 まず、と畜場でのＳＲＭの取り扱いにつきましては、私どもの方も、管理要領を作成

し、都道府県を経由して各と畜場に伝えているということですが、実際に管理監督をい



たしますのは、まさにそのＢＳＥ検査を行っておりますと畜検査員です。これは都道府

県の職員で、かつ獣医師の免許を持っている者が、実際に検査もし、このＳＲＭの除去

も監督をしているという状況でございます。 

 背割り前の脊髄の吸引の記事等もよく出ておりますが、例えばこの数字を簡単に御紹

介いたしますと、まず背割りをする前に脊髄を除去して、それから背割りをするという

行為をしていると畜場が約７割でございます。それから、これはと畜場のベースでござ

いますが、と畜されている頭数ベースで言いますと、約９割が背割りの前に脊髄が除去

をされた後に、処理されているという状況でございます。 

 一つ付け加えさせていただきますと、脊髄を背割り前に除かなければ、ＳＲＭ、特定

危険部位による汚染防止ができないかというと、そういうことではなくて、当時、我々

もＢＳＥ対策として食肉の処理の方法を、専門家の先生方に出席をいただいた会議の

場、公開の場でいろいろ検討してきたわけでございますが、最終的に枝肉となった段階

で高圧による洗浄をいたします。異常プリオンタンパク質というのは普通のタンパク質

と変わりませんので、高圧洗浄をすれば除去ができるということですから、その効果を

比較してみました。脊髄をあらかじめ除去しなくて、背割りをした後除去するものと、

あらかじめ脊髄を除去して背割りしたもの、その比較をいたしました結果、特に差は認

められなかったという結論でございましたが、その予防的な観点から、背割り前の脊髄

の除去についてこれまで推進をしてまいりました結果、と畜頭数ベースで約９割に現在

達しているという状況です。今後も引き続き推進をしてまいりたいと考えておりまし

て、このほか、ＳＲＭの取り扱いにつきましては、やはり私どもも重要と考えておりま

すので、その徹底を図るということに努めてまいりたいと考えております。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 本日御出席の方の中に、熊本県食肉衛生検査所の方がお二方ほどいらっしゃるのでは

ないかと思いますが、県の実情の話を少ししていただければありがたいのですが。お願

いします。 

○石田（行政関係者） 

 熊本県の石田と言います。 

 私どもの管轄しております㈱熊本県畜産流通センターの屠場では、まず脊髄を吸引し

て背割りをしております。その後、枝肉も高圧洗浄しておりますので、先ほどおっしゃ

られたような問題はないかと思っております。 

○姫田（農林水産省） 

 もし消費者の方が見に行きたいとした場合、見られますか。 

○石田（行政関係者） 

 センターの方に申し込めばできると思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ということですので、よろしくお願いいたします。 

 先ほどからお二方を残しておりましたので、最初に当てた５人の方の中の残りのお二

方にお願いします。 

○小田（消費者） 

 新日本婦人の会の小田と申します。 

 消費者の立場から発言いたします。まず、日本のＢＳＥ対策、特に行政と農家が協力

しての全頭検査の取り組みは大変だと思いますが、私たち消費者としては非常に感謝を

申し上げたいと思います。日本人は遺伝的にも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病にか

かりやすいということが最近言われておりまして、とりわけこういう遺伝子を持ってい

るということについては深い関心を持っておく必要があるのではないかと、子供たちに

病気を発生させないということが非常に大事になっているかと思いますので、そういう

立場と、この日本の進んだ取り組みを広げていくことこそ私は大事ではないかというこ

とをとりわけお願いしたいと思います。 



○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 次に発言される方にちょっとお持ちいただいて、多分、メチオニン／バリンのことだ

と思いますので、佐多先生、少し御説明いただけませんでしょうか。 

○佐多（アドバイザー） 

 今まで 157例の変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病が見つかっています。そのうち

イギリスで見つかっているのは 147例です。調べられているのは 142例なのですが、そ

のほとんどが、いわゆるメチオニン／メチオニンというタイプです。プリオン遺伝子の

中のある部分が、メチオニン／メチオニンという型のアミノ酸を持っている人にこの病

気が発生している。そのイギリスの人たちで、そういう遺伝子のパターンを持っている

人は、大体40％だと言われています。それ以外のパターンが13％とか、47％とかありま

す。それをＭ／Ｍ型と言いますが、それが日本人では９割ぐらいだということで、今お

話しされた方が、日本人はそういう変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病にかかりやす

い性質を持っているから全頭検査は継続すべきであるとおっしゃったのは、今言った数

字で説明されるのだろうと思います。要するに、イギリス人に非常に多いのですが、日

本人は、そのかかりやすさという点では、40％に対して90％ということですから、２倍

ぐらい高い可能性があるということです。それは事実だと思います。 

 あと、私の話の中で申し上げたのは、この遺伝子の話は確かに一つあって、あとその

他に、種の壁という話をちょっといたしましたけれども、その問題だけではなくて、ほ

かにも幾つかのバリアがあるはずなので、それが総合的に加算されて初めて牛から人へ

のリスクということになってくるのだろうと思います。ですから、その部分は全然間違

っていないし、正しいと思います。ただ、その壁については、それだけではないという

ことだけは申し上げたいと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、５人目の方、お願いします。 

○陶山（消費者） 

 先ほど質問させていただきました福岡県の陶山と申します。ＢＳＥの全頭検査をさら

に続けていただきたいという立場から発言させていただきます。 

 私も、できるだけ安いお肉は食べたいし、食べ物に対してリスクゼロを求めているわ

けでもありません。先ほど社会的なコストはどうなんでしょうかということがありまし

た。昨年の12月に福岡で行われましたリスクコミュニケーションの場においても、社会

的コストバランスという、このことが非常に挙げられまして、それも一つ重要な視点だ

とは思っております。先ほどすべて安全性を検査で保障できるわけではないというこ

と、だからこそ、今、食品の被害を起こさない、食の安全をきちんとつくっていくとい

う考え方を徹底させること、それから仕組みをしっかりつくっていくことが非常に大切

なのではないかなと思います。 

 今日はＢＳＥの対策に関する意見交換会ですので、他のことに問題を広げるのは避け

なければなりませんが、フードチェーンとして、先ほど質問させていただきました飼料

なども含めまして、途切れてしまった生産の現場と消費の現場をしっかりつないでいく

ということが、不幸にして起こってしまったＢＳＥを一つのモデルにしながら徹底させ

ていく、そのことが今非常に必要なのではないかなと、そこに今は集中していくべきだ

と思います。それで、先ほど私の前に発言された方と同じように、これも一つ、日本の

モデルとして広げていくべきではないかなと思います。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 先ほどからコストの話があったと思うのですが、検査コストの話、私どもの方のコス

トの話ということで、蟹江さん、中川局長、お願いします。 

○蟹江（厚生労働省） 



 今、と畜場で全頭検査を行っているわけでございますが、それはエライザ法という方

法で行っておりまして、市販されている検査キットを使っております。この検査キット

の金額を申し上げますと、これは、人件費とか消耗品は含まず、純粋に実際に年間使わ

れている検査キットのコストがどれぐらいかということですが、約31億円でございまし

て、それで処理されている頭数が約 125万頭でございますので、１頭当たり二千数百円

程度、これはキットだけでございますが、検査キットでそれぐらいのコストがかかって

いるという状況でございます。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございした。 

 それでは、農水省の対策ということで、局長、お願いいたします。 

○中川（農林水産省） 

 農林水産省は、先ほど御説明しましたように、このＢＳＥの検査ということからいき

ますと、死亡牛の検査をやっております。年間大体８万から10万頭というのが我が国で

の死亡牛の数ですが、この検査のために、たしか７～８億円の予算手当をしておりま

す。ただ、これは厚生労働省と農林水産省では、１頭当たりにすると農林水産省の方が

単価が若干高くなっている、割り算をすればそういうふうにお感じになると思います

が、これは助成の対象が少し違うためです。厚生労働省はキット代が中心で 100％の補

助ということだったかと思います。農林水産省は、そういったキット代のほかに、採材

をするところの人の手当だとか、そういったところまで助成をしておりますので単価が

若干高くなっておりますが、数億円ということでお考えいただければよろしいかと思い

ます。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

○古田（生産者） 

 今の値段のことで質問して良いでしょうか。熊本県の古田です。酪農をしています。

 きょうは死亡牛の明細書をちょっと持ってきたのですが、以前は 600kgぐらいの牛だ

と 6,000円ぐらいのお金で処理をしていただけたのですが、この前出した牛では、処理

代が１万 6,000円、ＢＳＥ検査料が 6,000円という金額を払っております。 

○姫田（農林水産省） 

 今おっしゃった１万 6,000円ということですが、昔というのはＢＳＥ発生前でござい

ますよね。発生前は、いわゆる死亡牛もそれなりにレンダリングして、肉骨粉にした

り、油脂にしていたのですが、発生後、死亡牛は全部焼却しようということになりまし

た。現実に、もしそのまま死亡牛を焼いてしまいますと８万円ぐらいかかるのですが、

それよりももっと効率のいいやり方があるということで、その死亡牛だけを肉骨粉にし

て、これは全然別のラインにして、熊本ですとタンパクミールで別のラインを国の補助

でつくりまして、そこでレンダリングしています。そして、そのレンダリングしたもの

を、肉骨粉は全部焼却に、そして油脂の方はシステムを動かす燃料に重油のかわりに使

っているという状況です。国からも、事実上２分の１程度の補助をさせていただいて、

それで１万 6,000円ということなので、１頭で１万 6,000円というと高いような感じが

するのですが、経営の全部の乳牛が死亡牛になるわけではないものですから、その飼っ

ておられる乳牛１頭当たりですと 2,000円ぐらいになるだろうと思うんです。そして、

そこは仕方がないのですが、従来は再生利用可能なものだったのでそれなりの価格だっ

たのですが、今は廃棄物にしかならないということで、やはりコストがかからざるを得

ないというのが現状でございます。そこは、いわゆる一つの生産者としての考え方とし

て、やっぱり産業廃棄物を出すものだということの御理解をいただきたいと、ただ、国

からは半額を補助させていただいているというのが状況でございます。 

 それでは、時間が大分たってまいりましたので、多分、お話しされたい方がいっぱい

いると思います。今まで話をされていない方で、２分というと時間がオーバーしてしま

いますので、手を挙げていただいて、１人30秒ずつ全員当てますので、今、手をパッと



挙げてください。挙げた方で終わりにしたいと思います。それから、今まで発表されて

いない方に限定させていただきます。そちらの黒い方は話をされていなかったですね。

それで、そちらの方、そちらの方ということで、今の４人の方にお願いします。 

○清田（流通業者） 

 私、大分から来ました清田と言います。食肉業者です。 

 食肉業者の方は今日は発言が余りなかったので、代表と言うとちょっと大げさかもし

れませんが、ＢＳＥの全頭検査を食肉業界では多分だれも反対していません。それは継

続されて結構かと思います。特定部位の除去も、それも結構かと思います。 

 我々が言いたいのは、問題は、値段が高過ぎているわけです。先ほど佐賀の方がおっ

しゃっていましたが、高いことは生産者にとってはいいでしょう、しかし、消費者にと

ってみると、高い牛を買うというのはなかなかできないですよね。それから外食も大変

だと。中には、国産だけ食べればいいという発言もありましたが、私にとってみると、

ちょっとひどい発言だなと思いました。要は、外国からも適量を入れながら、当然、ど

の程度の安全を担保するかという問題があると思いますが、早く解禁をした中で、やは

り適正価格に持っていくようにしていただきたいということを一言どうしても言ってお

きたかったので発言いたしました。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 ちょっと私も司会をミスったのですが、食肉業者の方は今初めての発言なので、食肉

関係の方で、もう一回30秒話したいという方があったら、ぜひ手を挙げて言ってくださ

い。今、ほとんど消費者と焼き肉店、外食の方ばかりなので。ないですか。では、なか

ったら、残りの３人の方、お願いします。 

○山口（消費者） 

 福岡から来た山口と申します。 

 端的に申し上げますと、全頭検査という言葉が今しきりに、お聞きしていまして続い

ているわけですが、実際のところ、例えばＥＵとかアメリカは24カ月、30カ月というと

ころで検査をやっています。それで、日本だけが０カ月からというのは多分意味がある

と思っています。恐らく日本の今の全頭検査には、私も素人ですから、20カ月以内の牛

に、果たして今の全頭検査で陽性、陰性が出るのかというのが一つ疑問であるわけで

す。その辺を理解した上で、すべての牛に全頭検査をやる必要性があるかというのが多

分課題と思うんです。ですから、その点で言えば、今の検査機構でいけば、特定部位の

除去が優先的に来まして、その後に全頭検査という仕組みを変えていかないと、いつま

でたっても、政府が全頭検査を前面に出している限りはやはり輸入解禁にはならないか

なというのが私の意見でございます。あくまで特定部位除去を優先にしていただきたい

ということでございます。 

○姫田（農林水産省） 

 ありがとうございました。 

 あとお二方お願いします。 

○小宮（消費者） 

 福岡の小宮と言います。 

 今、国内の体制が全頭検査等いろいろな方法をやられていますので、私たち消費者と

しては、すごく安心して国内産の牛肉を食べられると私たちは思っております。海外の

分、アメリカ牛を輸入されたいというか、アメリカは輸出したいという思いで多分積極

的に言ってきているんだと思うのですが、資料４のところの６ページですが、特定部位

の範囲がそれぞれ違っているんです。これがどう違うのかということを本当は聞きたか

ったのですが、輸入される場合に、その危険部位の除去の方法がアメリカではどうなん

だろうかと。それは国内だったら見にも行ける、私たちは確かめられるのですが、米国

になったらどのように、本当に検査ができるのか、私たちが安心して、本当にそれが除

去されているのかという方法が確認できるのか。それで、輸入が始まったら米国産牛で



加工品がつくられるし、それが世の中に出回り出したらば、原材料のところに米国産と

いう原産国名は出ませんので、それで知らずに食べてしまう。パックで店頭に出される

分は消費者が選べるのですが、そういった加工に回されると選べないという、そういっ

たこともありますので、まだちょっと輸入は早いかなと私は思っております。 

○姫田（農林水産省） 

 蟹江さん、アメリカのＳＲＭの除去の現状などについてお答え願えますでしょうか。

○蟹江（厚生労働省） 

 アメリカのＳＲＭの関係でございますが、資料４の６ページの上のスライドで、11番

でございます。 

 まず、基本的な部位は同じで、現状、アメリカでは30カ月という線引きがなされてお

ります。それで、実際にどのような管理がなされているかといいますと、アメリカのと

畜場ではＨＡＣＣＰ、多分言葉を聞いたことがあろうかと思いますが、あらかじめ作業

の手順を決めて、その手順に従って除去をする。その後、ＨＡＣＣＰのシステムについ

ては、アメリカの農務省の検査官が確認をして対応をするということで、ＳＲＭの除去

はなされているとアメリカからは聞いております。輸入解禁というのは全く決まったわ

けではございませんので、仮にそういう話になれば、当然、我々もＳＲＭの除去という

のは重要と考えておりますので、何らかの方法で確認をしなければならないと思ってお

ります。 

○中川（農林水産省） 

 ちょっと補足します。今、厚生労働省の蟹江さんからありましたように、アメリカの

牛肉の再開条件というのはまだ何も協議をしておりません。ですから、現在、アメリカ

の国内の特定部位の除去は30カ月ということになっていますが、これがそのまま、日本

で仮に将来輸入をするときに同じ条件になるということではありません。日本が牛肉を

アメリカから輸入する条件というのは改めて協議をして決められますので、そこはちょ

っと誤解のないようにお願いします。 

○姫田（農林水産省） 

 それでは、よろしゅうございますでしょうか。 

 では、そちらの方、どうぞ。 

○渡辺（消費者） 

 熊本の消費者団体の一会員で、渡辺禎子と申します。 

 いろいろとこういう意見交換などがされますが、いつも国にはぐらかされます。必ず

ボヤーッとしている間に、アメリカとは譲歩していないとおっしゃいますが、国民、消

費者は必ずはぐらかされますので、本当に皆さん、各団体、私たちの意見は通ったよう

に見えていますけれども、なかなか通りません。先生方、どうぞ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した。 

 それでは、最後にまとめて、局長なり参事官から話があると思いますので、では、ど

うぞ２回目ということで結構です。 

○渉（消費者） 

 先ほどは質問でしたので、意見を言いますが、ＢＳＥのみならず、我が国の食の安

全・安心ということで、最近の動きとして、ＢＳＥの問題は、他の安全問題、安心問題

を引っ張っているような状況だと私は思っております。 

 ＢＳＥの全頭検査の話がさっきから出ておりますが、鹿児島県のあるシンポジウムで

専門家の医者とか大学教授の話を聞いたら、やはりナンセンスだというような話も聞き

ました。経費と時間のむだだとかいうように言われて、そうなのかとも思いました。し

かし、これが食の安全・安心を担保しているのも事実なんです。だからこれは、そうい

う科学的・技術的な根拠をきちっと担保するために、専門家がもうちょっと情報発信を

国民にしていただきたい。その音頭をとるのはやはり国だと思います。それをやって国



民が納得すれば、また違った観点から安全・安心というようなことにつながるのではな

いでしょうか。それで、ＢＳＥの全頭検査や、トレーサビリティシステムなど、こうい

うのがアメリカやオーストラリアとか、今、牛肉や牛を輸入している国、あるいはアメ

リカは止まっていますが、そういう国にもひとつ指導的役割を果たして日本が先手をと

っていただきたいと思います。圧力で負けてつまらないことをしないようにですね。よ

ろしくお願いします。 

○姫田（農林水産省） 

 どうもありがとうございました。 

 たくさんの活発な御意見をありがとうございました。私どもは、きょうの意見交換会

をもとに、また今後、施策の実行を考えてまいりたいと思います。 

 それでは、時間も過ぎてしまいましたので、厚生労働省の松本参事官から、全体をま

とめて、お礼等を兼ねて御挨拶を差し上げたいと思います。 

○松本（厚生労働省） 

 本日は長時間にわたりまして御清聴ありがとうございました。また、活発な意見、討

論をありがとうございました。 

 ＢＳＥ対策につきましては、平成13年９月に発生いたしまして、ほぼ３年たつという

ところで、これまでとってきた農林水産省あるいは厚生労働省のＢＳＥ対策がどうであ

ったかということについて、食品安全委員会の方で今、客観的あるいは科学的知見に基

づいて評価をいただいているところでございます。本日の意見交換でありましたよう

に、ＢＳＥを我が国から排除するためには、飼料対策をきちんとやる、また当然それを

現場でもきちんと守っていただくということが長い目で見て非常に重要であろうという

ことになったかと思います。 

 また、牛肉の安全につきましては、現在とられている全頭検査の限界、あるいは皆様

方が期待しているところ、それには、ＳＲＭの除去につきましては、皆様方がその現場

をごらんになるということはなかなかないと思いますので、蟹江からかなり具体的にど

うやるかということも御説明して、皆様方が日ごろ牛肉を見るときの見方が大分変わっ

たのではないかと思っております。 

 こういうリスクコミュニケーションというのは、皆様方の意見、生産者から消費者ま

でをつなぐということで、我々としては、農場から台所までということで一環したもの

で安全性をお届けしたいということで取り組んでおります。そういう中で、皆様方から

本日いただいたいろいろな意見ということで、それぞれのお立場の方がそれぞれ初めて

の意見ということで、理解がかなり深まったのではないかと思います。また、行政とし

ても非常に貴重な御意見をいただいたと思っておりますし、今後、施策に反映していき

たいと思います。 

 また、最後の方からありましたが、専門家としてもっと情報を発信すべきではないか

ということは痛切に感じます。我々としても、消費者の皆様、あるいは生産者の方々、

流通の方々に正確な情報を持っていただきたいと、同時に、その情報をどのように判断

するかということがさらに大事でございます。ただ単に情報を見るだけで、それを判断

することができなければ何の情報かわかりません。やはり我々としては正しい情報を出

し、かつ、それについてのきちんとした判断をしていただくためにいろいろ努力したい

と思っていますし、いろいろな資料につきましてもわかりやすく出したつもりですが、

まだまだ難しいところがあるかもしれません。これについては今後とも十分意を用いて

いきたいと思っております。 

 ３時間にわたります熱のこもった意見交換であったと思いますし、これが皆様方の食

の安全に一歩でも二歩でも役に立てればと思っております。また、我々も一生懸命取り

組んでいきたいと思います。 

 本日は長時間にわたりまして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。 



 それで、少しお待ち願いたいのですが、私の方に、消費者協会の吉島さんから、質問

の趣旨が違うというメモが届いていまして、日本でＢＳＥが発生したとき、アメリカは

日本の輸入をとめたが、今はどうなのか、なのに、日本はアメリカから輸入を再開する

のかという趣旨の質問だったということですので、局長の中川からお答えして、それで

全体を締めたいと思います。 

○中川（農林水産省） 

 今の御質問ですが、アメリカ向けの日本の牛肉の輸出というのは平成２年から開始を

されておりました。ところが、ＢＳＥは平成13年に日本で発生しましたが、実は平成12

年に口蹄疫が出ました。口蹄疫という病気が出たためにアメリカが輸入をストップしま

した、それが平成12年です。さらに、口蹄疫自体はその後清浄化されたわけですが、平

成13年になって先ほどから申し上げているＢＳＥが発生したということで、引き続き現

時点においてもアメリカ向けの日本の牛肉の輸出というのは止まっております。これは

これで問題だと思っておりまして、アメリカからの輸入の再開とあわせて、日本からの

輸出の再開というのも議論の俎上にはのせております。 

 ただしこれは、誤解のないように申し上げますが、どちらかを認めたらどちらかを認

めるというギブ・アンド・テイクではありません。それぞれ事柄は違いますから、個別

の事柄として協議をしていくことにしております。できることならば、タイミングとし

てそれが同時にセットできれば一番いいとは思っておりますけれども、あくまでも、や

りとりの玉ということではなくて、それぞれの合理性があることをきちんとアメリカ側

にも要求しているということでございます。 

 それから、一言だけお礼を兼ねて、今、松本参事官からお話がありましたが、皆様方

の御意見の中で、国にはこれまでも何度かはぐらかされたという御意見もありました。

昨年の７月から新しい体制で、食の安全・安心確保ということで私どもも取り組んでき

ておりますが、その際に、消費者の方々、国民の方々からの信頼を獲得していく上で一

番大事なことは、途中のプロセスといいますか、過程も含めてきちんと説明をしていく

ことだと思っております。結果がこうなったということを後で幾ら説明をしても、なか

なか信頼が獲得できないということはもう身にしみて実感しております。そういう意味

で、その段階段階ごとに、例えば食品安全委員会での議論の過程、我々の日米の専門家

の協議の過程はすべて、ごらんいただこうと思えば、ホームページで何でも情報公開が

されております。そういうことをこれからも続けていきたいと思っておりますので、よ

ろしく御理解のほどをお願いしたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

○松本（厚生労働省） 

 それでは、以上をもちまして、「食品に関するリスクコミュニケーション（牛海綿状

脳症（ＢＳＥ）対策に関する意見交換会）」を閉会いたします。 

 本日の意見交換会の御意見を、厚生労働省、農林水産省の今後の施策に反映させてい

ただきますので、ぜひお帰りの節はアンケートをよろしくお願いいたします。 

 長時間にわたりましてありがとうございました。これにて閉会いたします。 

   

午後４時４５分 閉会

 

 


