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【松本参事官（厚生労働省 】）

本日は、雨の足元のお悪い中、また大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうご

ざいました。

定刻となりましたので、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。）

まことに申し訳ございませんが、本日休憩の時間を設けておりません。休憩の必要な方は

まわりの方のご迷惑にならないよう、適宜とっていただければと思っております。

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

水産省大臣官房の高橋審議官からごあいさつを申し上げます。

【高橋審議官（農林水産省 】）

本日はお足元の悪い中、このリスクコミュニケーションの会に来ていただきましてありが

とうございます。

ご承知のとおり、我が国初めてのＢＳＥ感染牛の確認から３年たちました。この間、死亡

、した牛１頭も含めまして、これまでに13頭のＢＳＥの感染牛が確認されてまいりましたが

人への感染を起こすリスクは、現在の特定危険部位の除去、あるいはＢＳＥの検査によりま

して効果的に排除がなされているものと考えております。

ＢＳＥに感染した牛から人への感染リスクを防止するための方策は、大きくは３つござい

ます。１つは、飼料、エサの管理でございます。食物の連鎖による感染を断ち切って、新た

な異常プリオンの牛への伝播を防ぐということでございます。このエサの規制がきちんと行

われれば、ＢＳＥの根絶が可能になるわけであります。２つ目は、ＢＳＥ検査によって感染

、した牛を見つけるということであります。現在、スクリーニング検査で用いている方法は

実用化されている検査法の中でも最も感度の高い検査法であるわけであります。対策の３つ

目は、特定危険部位の除去ということでございます。ＢＳＥに感染した牛の異常プリオンを

除去することにより、人への感染リスクをゼロに近づけていくことが可能になるわけであり

ます。これらの方法は、一つ一つは100％完ぺきということではございませんけれども、３

つの方法を組み合わせることによって、人への感染リスクを防いでいるということがありま

す。

ご承知のとおり、日本の現在のＢＳＥ対策につきまして、いままでにわかった知見を踏ま

えまして、リスク評価機関である食品安全委員会に評価また検証をしていただきました。私

ども農林水産省と、それから厚生労働省とで食品安全委員会の検証・評価の結果に基づきま
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して、今後の対策について現在検討を進めております。対策案がまとまりましたら、改めて

食品安全委員会に諮問をいたしまして対策案の評価をしていただこうと、かように考えてい

るところでございます。

今後まだ幾つかのプロセスがあるわけでございます。このプロセスの中で、これまで私ど

も全国各地でこういった意見交換会を重ねてまいりました。本日の意見交換会にも事前に寄

せられているご意見の中には、ＢＳＥ対策につきましてそれぞれのお立場からさまざまなご

意見が寄せられておりますが、食の安心と安全の確保が重要であること、つまり科学的根拠

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ことについては、認識が共通してい

るものと考えております。

一方で、いまよく新聞に出ております米国産牛肉の輸入の再開の問題があるわけでありま

すが、これにつきましては、全国各地でのこういったリスクコミュニケーションの場で申し

上げておりますけれども、国内対策の検証とは別の問題ということでございます。今後のア

メリカとの協議につきましては、まだ未定ではございますが、いずれにしても我が国の消費

者の食の安全・安心の確保を大前提に、国内と同等の措置をアメリカに対しても要求してい

く、こういった立場でやってまいりたいと考えております。いずれアメリカとの問題につき

ましても、食品安全委員会に対してご相談を申し上げるべきと考えております。

、本日、今後のＢＳＥ対策につきましてどうあるべきかについて意見交換をしていく中で

よりよい方法、納得のいく方策を考えてまいりたいと思います。いつもこういった場でお願

いをしておりますけれども、自分と異なる考え方の方がおられても、反論や説得だけをする

のではなくて、どうしてそう思われるのか、あるいは相手の立場になって考えていただくこ

ともお願いをいたしたいと思います。本日、ご発言の機会を設けておりますけれども、発言

されない方も、お手元に用意しておりますアンケート用紙に忌憚のないご意見の記載をお願

いいたします。

皆様の納得できる方向を目指して、食の安全・安心の確保ができるように、ＢＳＥ対策に

ついてのリスクコミュニケーションを本日お願いをいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

【松本参事官（厚生労働省 】）

ではここで、出席者をご紹介いたします。

募集によりまして大変多数の方にご参加をいただいております。本日は、広くご意見をい

ただくために出席者を公募いたしましたところ、90名の方から応募をいただきました。当初
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予定しておりました範囲内でございましたので、応募をいただいた方全員にご参加をいただ

いております。出席者のご紹介につきましては、お手元の資料１に出席者の名簿がございま

すので、そちらにかえさせていただきたいと存じますので、ご了承ください。なお、資料作

成後に応募のありました方については、その名簿に掲載できませんでしたことをおわび申し

上げます。

次に、説明者側をご紹介させていただきます。皆様から見て一番右が内閣府食品安全委員

会事務局の冨澤評価課評価調整官です。続きまして主催者側ですが、先ほどあいさついたし

ました農林省消費・安全局の高橋審議官です。そのお隣が消費・安全局衛生管理課薬事・飼

料安全室の境室長です。そのお隣が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。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の松

本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

議事に先立ちまして、皆様方にお配りしております資料の確認をお願いいたします。お手

。元に議事次第という１枚の紙があるかと思います。さらに、資料１から５までございます

それと参考資料。あと参考配布として「食の安全・安心トピックス」というものが入ってお

ります。不足等がございましたら、事務局また受付までお申し出ください。

続きまして、本日の進行についてご説明申し上げます。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、冨澤評価

調整官から 「日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について－中間とりまとめ－」に、

つきまして、20分程度説明いただきます。続きまして 「ＢＳＥ根絶のための飼料規制につ、

いて 、農林水産省の境室長から15分ほど、その後「国産牛肉のＢＳＥ対策について 、私か」 」

ら30分ほどご説明させていただきます。その後、生産から消費への流れに沿いまして、意見

交換をさせていただきたいと考えております。会場の都合上、４時半には終了させていただ

きたいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。

では、これから議事に入らせていただきます。

まず 「日本における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策について－中間とりまとめ－」につき、

まして、内閣府食品安全委員会事務局 冨澤評価調整官お願いいたします。
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【冨澤調整官（食品安全委員会 】）

それでは、プリオン専門調査会における審議の経緯ということで 「日本における牛海綿、

状脳症（ＢＳＥ）対策について－中間とりまとめ－」ということでございます。本日いただ

いている時間は20分ですので、若干早口になるかもしれません。大変恐縮でございます。

このポイントでございますけれども、ここの「日本」というところがポイントでございま

して、いま新聞でよく言われております米国産の牛肉をどうするのかというような話につい

ては、この「中間とりまとめ」の中では触れられていない。我が国において、これまでとら

れてきたＢＳＥ対策について、その内容を検討させていただいたものでございます。

その経過、このＢＳＥ問題の調査、審議の経緯ですけれども、食品安全委員会というのは、

皆さんご存じのとおり、平成15年の７月１日にできたものでございます。これは内閣府とい

うところにございまして、農林水産省とか厚生労働省と別のところにございます。例えば原

子力安全委員会とかそういうのが入っている内閣府というところに食品安全委員会もござい

ます。そこで、食の安全について調査する委員会が平成15年の７月から立ち上がったのでご

ざいます。その中に、専門調査会というのが16個ございます。プリオン専門調査会もそのう

ちの一つですけれども、専門調査会を立ち上げるに当たりまして、平成15年の８月29日に第

１回の専門調査会が開かれております。これは、専門調査会の中でも一番早く開かれており

まして、日本のＢＳＥ問題全般について議論していこうではないかということで、食品安全

委員会の設立経緯にも沿ったものでございます。それ以降、第１回目から第14回目まで、そ

の間にはいろいろな方、外国の方からお話も伺いましたし、日本のＯＩＥの小澤先生という

方にもお話を伺ったりし、最後に「中間とりまとめ」を本年の９月６日に専門調査会でして

いただきまして、９月９日にはこの食品安全委員会、いわゆる親の委員会で「中間とりまと

め」を承認していただいたものでございます。

その次に 「中間とりまとめ」の取扱いですけれども、これは先ほど申し上げましたよう、

に、９月６日の第14回のプリオン専門調査会の議論を踏まえまして、座長代理の指示のもと

最終的なとりまとめを行っていただきました。このプリオン専門調査会の中には、我が国の

例えば獣医さんでプリオンを専門にされている方、それからｖＣＪＤなど、お医者さんでプ

リオンを専門にされている方、いろいろな方々に入っていただきましてご議論をいただきま

した。それで最終的にとりまとめを行っていただいております。９月９日その専門委員会の

上の食品安全委員会の会合において報告し、その審議の結果「中間とりまとめ」を了承され

たものでございます。これにつきましては、広くこの場でも参考資料として配布させていた
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だいておりますけれども、９月９日付で厚生労働省と農林水産省に対して通知をさせていた

だいております。

それから 「中間とりまとめ」の構成ですけれども、これは５つありまして 「はじめに」、 、

「背景 「リスク評価 「結論 「おわりに」ということで、客観的に、中立的に先生方にと」 」 」

りまとめていただいたものでございます。

まず、なぜいま「中間とりまとめ」なのかということで、端的に申し上げますと米国から

の輸入を再開するに当たって、時期がよすぎるのではないかとお考えの方もいらっしゃると

思いますけれども、先ほど申し上げましたように、平成15年の８月からこういうようなこと

で淡々と議論させていただきまして、第14回目に「中間とりまとめ」としてとりまとめられ

。たということでございます。それは、我が国初のＢＳＥ確認から約３年がたっております

それから、これまでに得られた科学的データ、知見を踏まえ、牛から人へのＢＳＥ感染のリ

スクの低減効果について検討させていただいた。それから我が国のＢＳＥ対策、特に管理措

置、例えばＳＲＭの除去とか飼料規制とか、そういうものを検証させていただいた。それを

今後のＢＳＥ対策に活用していただきたいという趣旨でとりまとめたものでございます。し

たがって、いままでの我が国での対策、それからそれについて食品安全委員会としての意見

。を申し上げさせていただいたということが、この「中間とりまとめ」の趣旨でございます

それで背景でございますけれども、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病、バリアントとい

うのは変異型のことで、ＣＪＤというのはクロイツフェルト・ヤコブ病です。ＢＳＥやｖＣ

ＪＤについて、現在での科学的データや知見をまず整理いたしました。とりまとめの視点で

すけれども、科学的にやりましょう、それから、現在わかっていることと、わかっていない

ことも多々多いわけでございますが、プリオン専門調査会の中では、わかっていることは何

であって、わかっていないことは何であるということを正直に、科学的に、中立的に、公正

に検討していただくものでございます。わかっていることは何なのか、わかっていないこと

は何なのかということでわかっていない部分については端切れが確かに悪いんですけれども、

それは正確な記載をしたということでご理解いただければと思います。それについて明確化

させていただいたということですので、そこら辺のところはご理解いただければと思ってお

ります。

それから、ＢＳＥの発生頭数ですけれども、現在世界で23ヶ国18万8,760頭、これは今年

の７月22日時点の発生ですけれども、これは発生として報告があった数でございます。報告

があった数はイギリスでは18万3,880頭、アイルランドでは1,426頭、フランス、ポルトガル
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と並んでおります。日本ではいま13頭確認されまして、これはちょっとデータが古いんです

、けれども、2001年９月に１例目が発見されまして、それからその後と畜場での検査で９頭

ですから11頭。この「中間とりまとめ」の後に２頭出ておりますので11頭になっております。

死亡牛検査で１頭ということです。ただ、この８例目23ヶ月齢と、それから９例目21ヶ月齢

というのは若齢で見つかった。ふつうはご存じのように５歳齢くらいで見つかるのが多いわ

けですけれども、非常に若齢で見つかっている。ただし、これについては異常プリオンたん

白質の量が、その他の例と比較して500分の１から1,000 分の１と微量であったという事実

があるということをここで書かせていただいております。

それから、ＢＳＥの発症牛の体内の感染力価の分布でございますけれども、もうこれはご

存じのように頭の中が一番多くて66.7％、その次にせき髄に25.6％、それから背根神経節に

3.8％、それから回腸遠位部に3.3％、あとは眼球とか扁桃に含まれている。こういうところ

がいわゆる特定危険部位ということでございます。

ｖＣＪＤの数、これはＢＳＥプリオンが人の体に入ったときにｖＣＪＤという、いわゆる

精神症状から発して神経症状で体がそり返ったりとか、はねたりとか、そういう症状をあら

わすものでありますけれども、現在世界で157人ということで、イギリスが特に多くて147人

フランス６人、イタリア１人、アイルランド１人、カナダ１人、アメリカ１人となっていま

す。この星印は英国に滞在したことがある人です。ですから、フランスのうちの１人はイギ

リスに行ったことがある。それからイタリアはないんですけれども、アイルランドとかカナ

ダとかアメリカでは、イギリスに滞在したことがある人から出ているので、その食物はイギ

リスのものの可能性が低くはないのではないだろうかというご意見が中ではありました。現

在日本では、このｖＣＪＤというのはいままでのところ報告がございません。

ｖＣＪＤのリスクの評価でございますけれども、これはリスクの評価の基本的な考え方で

す。どういうふうに考えていこうかということを委員の中で共通認識として持っていただい

たものです 「我が国のＢＳＥの評価は、イギリスでの試算をもとに人の感染リスクを指標。

とする 。この人への感染リスクというのはどのくらいかというのは、いろいろなパラメー」

タを使ってやったらいいんじゃないかという人も委員の中にはいらっしゃったようですけれ

ども、いろいろなパラメータを使い始めると、そのパラメータの根拠は何だという話になっ

てきて非常に難しいので、イギリスでの試算をもとにして、実際にどのくらいイギリスで牛

が感染していて、どのくらいｖＣＪＤが人に発生したのか、それをもとに算出しております。

それから、ＢＳＥ対策の前後、及びこれから対策を変更した場合に分けて検討しましょうと
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、いう考え方でやっております。それから、これまでのリスク管理措置の実施状況を検証し

リスクの低減効果を評価しましょう。それから、検査データ等これまでに得られた知識を基

本的にきちっと整理しましょう。それから、ＢＳＥに関する科学的な不確実性というのが必

ずあります。特にプリオンはまだわからない未知の領域が多いものですので、その不確実な

部分というのを念頭に置きましょう。それから、最終的にこのＢＳＥ対策については十分な

コミュニケーションを経て、リスク管理機関である厚生労働省なり農林水産省によって最終

決定されるものである。対策というのはいわゆる管理でございますから、そういうことでや

らせていただいております。

それから、過去のリスクによるｖＣＪＤ発生数の推定ですけれども、これは「過去に食物

連鎖に入ったＢＳＥ感染牛、将来発生するＢＳＥ感染牛。イギリスからの単純比例計算によ

るリスク推定。遺伝的要因等の補正」ということであります。

基本的にこのイギリスの推定から、先ほどＢＳＥの感染牛と、それから人間でｖＣＪＤが

147人見つかっていると申し上げましたけれども、それを単純比例計算でやるしかないだろ

うということで、リスク推定を行っております。それから、遺伝的要因というのは、メチオ

ニン／メチオニンと聞いたことがあると思いますが、異常プリオンをコードしている129番

目のたん白質メチオニン／メチオニンという型が日本人では90％、イギリス人では約40％と

言われておりますので、約２倍の補正をかけている数字を掛けております。それから、イギ

リスから日本のリスク推定をするに当たって、メチオニン／メチオニンが約２倍であるとい

うことと、それから人口がイギリスは約5,000万人ですが、日本は１億2,000万人で約2.4倍

ですので、その人間の数値も掛けて、どのくらいｖＣＪＤが発生するだろうかということを

一応計算しております。先ほど18万8,000頭と申し上げましたが、それは報告のあった数で

ございまして、これは感染しているだろうと推計されるのが約100万頭ということでありま

す。ただ、いま一番新しい数字は350万頭くらいじゃないかと言われているのが、世界を見

ると一番新しいようであります。それからｖＣＪＤの発症数は、イギリスでは147人と申し

上げましたが、感染者数がそれよりもかなり多いとはいえ、5,000人というのは非常に過大

に見積もっているというのが学者先生の中の意見であります。ですので、最大に見積もった

場合に、100万頭に対してイギリスでは5,000人の感染者が存在すると考えられているわけで

す。日本では、これから発症する牛を計算した場合に、大体５頭から35頭くらいが感染して

いくだろうということを計算すると、大体0.1～0.9人。この中にはもちろんイギリスよりも

、メチオニン／メチオニンの数が２倍に増えていますし、人口の比率も掛けています。ただ
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それに加えてさらにここが350万頭になりますと、この割合がもう少し減ってくるというこ

とになります。要するにこの数が増えれば増えるほど、これに対する割合はもっと少なくな

りますので、もっと減ってくるのではないかというのが学者先生の意見です。プリオン専門

調査会の意見以外の先生の論文では、0.04人という先生や、あるいはゼロと言い切っている

先生も中にはいらっしゃいますが、専門調査会の中で先生方が議論されたのは、一応最大最

悪のシナリオを見積もってこのくらいだろうということを書いていただいております。この

値は、現在のＢＳＥ対策下ではさらに低くなっているというのは、要するに飼料規制とかき

ちっとやっていただいていて、それでＢＳＥの感染の数がどんどん少なくなっていくだろう

ということを踏まえて、ｖＣＪＤが少なくなっていくだろうということを述べられておりま

す。

現在のリスクですけれども 「現在のＢＳＥ検査とＳＲＭの除去が適切に実施されていれ、

ば、そのほとんどが排除されると推計される 。これは先ほど審議官からあいさつのときに」

お話があったように、検査とＳＲＭの除去が適切に実施されていれば、そのほとんどが除去

されるだろうということが現在のリスクとして掲げられています。

現在行われているＢＳＥ防止対策は、あとで農水省さんの方から具体的にあると思います

。が、肉骨粉の輸入を禁止しています。それから発生国からの食肉の輸入も禁止しています

それから、発生国から生体牛も持ってきてはいけないということです。それからあとここに

書いてあるのは、牛の個体管理とか死亡牛検査、と畜牛の検査、それから特定危険部位の除

去、ＳＲＭの除去、それから交差汚染の防止というのは、と畜場内での交差汚染の防止、そ

れからあと肉骨粉の工場から肉骨粉が飼料工場に行かないように、交差汚染をしないように

ということでございます。こういうようなことをして、先ほどお話のあったように検査とＳ

ＲＭの除去、それから飼料の管理ということで、現在ＢＳＥ対策というのはかなり効率的に

行われているということであります。

このような管理措置によるリスクの低減でございますけれども 「我が国で講じられてい、

るＢＳＥ対策の中で、と畜場におけるＳＲＭ除去、ＢＳＥ検査が牛肉や牛内臓等を摂取する

ことによる人へのＢＳＥの感染リスクを直接低減させることに大きく貢献」と書いてありま

すけれども、要するに先ほど申し上げましたように、ＳＲＭの除去とかＢＳＥの検査という

ことがかなり人への感染リスクを低減しているということは事実です。それからＢＳＥの発

生対策でございますけれども、根絶するためにはやはり飼料規制とか管理規制をしていただ

くことが必要です。これを長期的にやっていただく必要がある。ただ、８例目、９例目につ
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いては飼料規制後に誕生しておりますので、これについては管理側の省庁で感染源を究明し

ていただくのと、それから飼料規制の実効性の確保をしていただくことが重要だろうと報告

いただいております。それからトレーサビリティについて、耳標を耳に付けていますけれど

も、トレーサビリティで何ヶ月齢かということをやっていただき、今後とも制度の担保と検

証が必要ということです。リスク牛の検査、リスク牛というのは大まかに言うと死亡牛です

、けれども、その検査も今後とも実施していただくことが重要なのではないかということで

こういうようなことをして管理措置によってリスクをさらに低減していただくことが必要に

なってくるだろうと述べさせていただいております。

それから、ＢＳＥ検査によるリスク低減と検査の限界ですけれども、検査の意義でござい

ます。２つありまして、一つは「ＢＳＥ感染牛を食物連鎖から排除する 。要するにＢＳＥ」

感染牛を食べないことによってｖＣＪＤが発生しないようにしましょう。それからもう一つ

は 「ＢＳＥ感染の程度を把握するとともにＢＳＥ対策の有効性について検証する」という、

ことで、これはサーベイランス、どのくらいＢＳＥに汚染されているかということも事実と

して把握しましょう。その２つの意義があるのではないかと言われていました。

ＢＳＥ検査によるリスク低減と検査の限界、検出可能な月齢ですが、これは断片的な事実

しかわかっておりません。わかっているのは、イギリスにおいて牛に感染試験をやって経口

投与したら、32ヶ月頃に検出限界以上の異常プリオンが延髄閂部に蓄積してきた。32ヶ月に

ならないと出てこなかった。だから、先ほどありました21ヶ月の一番若い牛、それはこれよ

りもかなり若いということです。日本では、350万頭検査して９頭感染牛が確認された。こ

れは11頭になりましたけれども、そのうち若いのは21、23ヶ月、これは異常プリオンたん白

質は非常に微量だということでありますので、20ヶ月以下の感染牛を現在の検査で発見する

ことは、20ヶ月以下はもう既に飼料規制もかなりやられているということも踏まえ、それか

ら異常プリオンたん白質というのは21ヶ月では非常に微量で極めて検出限界に近いというこ

とも踏まえ、350万頭やったということも踏まえると、発見されることはなかなか難しいの

ではないかと考えられる。ただしここのポイントは、英国では20ヶ月齢で発症した牛があっ

て、要するに潜伏期間が３ヶ月と見積もって17ヶ月くらいでやれば見つかったのではないか。

そうすれば日本でも17ヶ月くらいでやれば見つかるのではないかと言われていた先生がおり

ますが、その先生も認められておりましたけれども、これは飼料の中に肉骨粉が非常に多く

含まれていれば非常に早く発症するというのが、先生方の共通の認識でございますので、直

ちにいまの飼料規制をやられている日本のＢＳＥ対策に当てはまるものではないということ
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のようです。

それで、ＳＲＭ除去によるリスク低減でございますが、ＳＲＭは食品禁止ＳＲＭの中に異

常プリオンたん白質は99％以上が集中していますので、ご存じのようにＳＲＭを排除できれ

ばｖＣＪＤはほとんど低減されるのではないか 「しかし、と畜処理工程におけるせき髄の。

残存の可能性もあり、常にＳＲＭの除去が完全に行われると考えるのは現実的でないと思わ

れる」ということでありますので、ＳＲＭをきちっとと畜場で除去していただくように管理

側にお願いさせていただきたいということであります。それからあとは、ＳＲＭ以外のほか

にも全くないかどうかというのは、これは科学万能ではありませんので判断できないという

ことであります。

それから、これはちょっと後でお話がありますが、背割りとか、ピッシングとかスタンガ

ンがありますけれども、ピッシングについては異常プリオンが他の組織へ移行するという報

告があるので検討する必要があるのではないかということを、これも管理省庁にお話しさせ

ていただいております。

それから、管理措置オプションによるリスクの増減ですけれども、これはＳＲＭの除去は

非常に有効な措置なのでこれを維持すべきであるということであります。それで、後は新聞

に一番最初に出たところですけれども 「と畜場でのＢＳＥ検査について、検出限界以下の、

牛を検査対象から除外してもｖＣＪＤのリスクを高めることにはならない 。当然検出限界」

以下から見つかりませんので、ｖＣＪＤリスクを高めることには当然なってこないというこ

とです。しかし、現在の検査法の検出限界程度の異常プリオンたん白質を蓄積するＢＳＥ感

染牛が何ヶ月かというというのは、いまの知見では明らかではない。ただし、21ヶ月齢はも

う見つかっているので、先ほど実験では32ヶ月と申し上げましたけれども、実際では21ヶ月

の牛は検出される可能性があるということでございます。

以上申し上げましたように、わかっていることとわかっていないことがあって、わかって

いることから計算するとこのくらいになるだろうということを述べ、あるいは管理側にこう

いうような措置を講じてくださいということを述べ、我が国の対策について検証をし、それ

をまとめ、管理側にお願いしたというのが、今回の「中間とりまとめ」の内容でございます。

以上でございます。

【松本参事官（厚生労働省 】）

続きまして 「ＢＳＥ根絶のための飼料規制について 、農林水産省の室長からご説明をお、 」

願いいたします。
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【境室長（農林水産省 】）

私の方からは、牛海綿状脳症を根絶するために農林水産省において講じております飼料規

制につきまして、ご説明をさせていただきます。

。ご承知のように、３年前に我が国で初めてＢＳＥの感染が確認されたわけでございます

このＢＳＥという牛の病気は、牛が異常プリオンを食べることによって感染が成立するわけ

でございます。したがいまして、飼料規制を強化してきたわけでございます。今回、食品安

全委員会でこの３年間のＢＳＥ対策につきまして評価が行われまして、その中で私どもの飼

料規制につきましては、行政当局がさらにチェックを継続していくことが重要だというご指

摘をいただいております。これを踏まえまして、もっと飼料の安全性を確保するためにはど

のようなことをやっていったらいいかということを検討しておりますので、それにつきまし

てご説明をさせていただきます。

まずＢＳＥの発生でございますけれども、先ほどご説明ありましたように、世界的にはま

ず英国で1986年に発生がございまして、それ以降18万頭を超える発生がございます。その英

国におきます疫学調査あるいは給与試験、そういったことが行われまして、その原因として

は「異常プリオンたん白質を含む肉骨粉の牛への給与が原因」ということとされております。

日本におきましては、平成13年の９月10日に第１頭目が確認されたわけでございます。１頭

目から７頭目、それから10、11、13、合わせて10頭が平成７年の12月から８年の４月までの

４ヶ月間に生まれているという特徴がございます。それから８頭目、９頭目、これは23ヶ月、

21ヶ月齢の若い牛でございますが、それはこれから６年後のこの時期に生まれている。それ

から12頭目は、その中間の平成11年７月生まれということでございます。この我が国で確認

された13頭のうち10頭がここに集まっているということでございますので、ちょうどこれは

イギリスにおきましてＢＳＥが人に感染するかもしれないと言われておりまして、私ども日

本におきまして肉骨粉を牛に給与してはならないという飼料規制を行う直前だったのでござ

いまして、ここに何らかの共通の原因があるのではないかということが推定されるわけでご

ざいます。

続きまして原因究明でございますけれども、農林水産省におきましては、疫学とか、ある

いは感染症の専門家からなりますＢＳＥ疫学検討チームをつくりまして、平成15年９月に一

つの報告書がまとめられております。この段階では、７頭の発生が確認されておりましたの

で、その７頭の発生歴を見ながら検証を行ったわけでございます。ＢＳＥが発生しますと私

どもは何をするかといいますと、都道府県とか、あるいは飼料メーカーのご協力をいただき
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まして、感染した牛が生まれてからと畜されるまでどういったエサを食べてきたのか、その

原材料は何だったのか、その由来はどこだったのか、その中に肉骨粉は使われていなかった

のか、あるいは交差汚染の可能性はなかったのか、そういったことを詳細に調べるわけでご

ざいます。その調査の中で、この７頭につきましては肉骨粉を直接給与したという報告はご

ざいませんでした。したがいまして 「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」があったということでございまして、この「意図しない混入 、」

私どもは「交差汚染」と呼んでいるわけですけれども、直接牛に肉骨粉をやったわけではな

いけれども、何らかの形で交差汚染が起こったのではないか、それが原因ではないかとされ

たわけでございます。

これは先ほどの図と同じものですけれども 「ＢＳＥの発生サイクルとその遮断」と書い、

てございますように、まずＢＳＥはもともと日本にあった病気ではありません。外国から入

ってきたわけでございますので、さらに外国から入ってくることを防止しなければならない

ということで、発生国からの生体牛の輸入を一切禁止しております。このＢＳＥは発症しな

い限り生前診断が困難ですので、生きた段階では感染しているかどうかわからないというこ

とで、発生国からはすべて生体牛の輸入を禁止しております。それから、異常プリオンを含

む可能性のある肉骨粉の輸入もすべて禁止しておりまして、これは牛の肉骨粉だけではなく

て、すべての動物の肉骨粉を現在輸入禁止にしております。これは、例えば豚の肉骨粉に混

。じって牛の肉骨粉が入ってくる可能性があるから全部止めているということでございます

国内的には、と畜場で牛がと畜されて食肉と、それから食べられない部位が出てくるわけで

ございますけれども、まずと畜場におきましては、特定危険部位は除去されまして焼却をさ

れる仕組みになっております。それから、食肉にならない内臓とか骨につきましては、この

肉骨粉製造工場、これは化成場と言っておりますけれども、ここで肉骨粉にされるというこ

とでございます。牛由来の肉骨粉はここで焼却をするという対応をとっております。そうす

ることによりまして、この配合飼料工場の中において外国からは肉骨粉は入ってこない。国

内では牛の肉骨粉はここに使うことはならないということで、肉骨粉の混じっていない飼料

が製造されるということでございます。この異常プリオンとか肉骨粉の入っていない飼料を

牛に食べさせることによって、感染をシャットアウトするという形になるわけでございます。

現在まだ感染している牛が隠れているかもしれないんですけれども、これをどんどん繰り返

して牛が世代交代をすることによって、やがて日本からはこのＢＳＥは根絶されるというこ

とになってまいります。そうしますと、現在我が国で講じておりますＢＳＥ対策の多くは不



- 13 -

要になるということでございます。

続きまして、飼料規制の基本的考え方でございますけれども、大きく分けて２点ございま

す。一つは「ＢＳＥの感染源となり得るものの飼料への利用の規制」ということで、原因物

質であります肉骨粉、それから魚粉にはときどき動物性たん白質が混じっていることがあり

まして、そういった魚粉、それから動物性の油脂、こういったものを牛に食べさせないとい

うことで異常プリオンが牛に入ることを禁止するという原料対策でございます。もう一つは

「牛用飼料とその他の飼料の分離 、その他というのは豚とか鶏とか魚の飼料でございます」

が、それの分離をするという交差汚染の防止です。交差汚染を防止するために、飼料の輸入

から製造、保管、輸送、使用、その各段階で施設とか、あるいは車両とか、そういったもの

を専用化することによってライン分離を行うということでございます。

具体的に、飼料原料の規制状況でございます。飼料原料、まず肉骨粉と獣脂かす、それか

ら鶏由来のチキンミール、フェザーミール、それから先ほどの化成場、肉骨粉製造時に発生

する動物性油脂、こういった原料がございます。それから、その原料の由来する動物が書い

てございます。実際に飼料となる種類、牛用飼料、豚用飼料、鶏用飼料、養魚用飼料という

形になっております。この中で牛用の飼料につきましてはすべて使用禁止ということをやっ

ております。また、肉骨粉とか獣脂かすにつきましては、牛由来のものはすべて使用禁止と

いう対応をとっております。ここに丸が並んでおりますけれども、鶏は実験的に感染させて

も感染しないということがわかっておりまして、ＢＳＥには全く感染しないというものでご

ざいますので、鶏由来のものは、きちっと牛のものが混じらないという分離措置を講じた上

で豚、鶏、魚用には認めているということでございます。動物性油脂は、ＯＩＥ（国際獣疫

事務局）で、動物性油脂につきましては不溶性不純物0.15％以下であれば使っていいという

基準になっておりまして、それに適合するもののみ使用を認めております。牛はだめですけ

れども、豚用等に使用が可能という形になっております。

次に、ライン分離の関係でございますが、牛用飼料と豚・鶏用飼料のライン分離というこ

とで、交差汚染を防止するための措置でございます。その方法としては、一つには牛用飼料

の専用工場をつくるという方法もありますけれども、この図の中では、一つの工場の中で隔

壁をつくって、牛用のエリアと豚・鶏用のエリアを分けることによって、製造工程、搬出工

程を通じまして牛用飼料にこちらの飼料が交差汚染することを防止するという対応をとって

安全性を確認しているわけでございます。

次に、これは食品安全委員会から「中間とりまとめ」が９月９日に出されましたけれども
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その中での対策でございます 「ＢＳＥ発生対策として現在行われている飼料規制により、。

ＢＳＥ発生のリスクは極めて小さいものと考えられるが、若齢のＢＳＥ牛が確認されている

ことも踏まえ、飼料規制の実効性が保証されるよう行政当局によるチェックを引き続き行う

ことが重要である」とされております。この特に若齢のＢＳＥ牛、23ヶ月、21ヶ月の牛でご

ざいますけれども、これらは平成13年に法的に飼料規制を強化した後に生まれたということ

でございますので、交差汚染による原因が非常に疑われるということで、現在やっている飼

料規制の実効性が担保されるようにチェックをやりなさいというご指摘を受けているわけで

ございます。

その内容に入ります前に、牛は一体どういうものを食べているかということで、乳用牛を

例に円グラフがかいてあるわけです。これは重量では必ずしも正確ではありませんので、カ

、ロリーベースの栄養換算ということにさせていただいております。まず乾牧草とかわら類

。これは粗飼料と言っておりますけれども、これらが48％、約半分ということでございます

それに対してこちらが濃厚飼料に属する部分ですけれども、39％が配合飼料ということです。

配合飼料の原材料は我が国はほとんど輸入に頼っておりまして、その輸入原料を国内に輸入

して、それを配合飼料工場で混ぜ合わせている。とうもろこしとか大豆とか、あるいはビタ

ミンとかを混ぜて配合飼料をつくっております。そのほかに植物性の油かす、これも実は原

料は輸入物が主体でございまして、日本で油を絞った後のかす類をエサにしている。それか

ら配合飼料にならないばらばらの穀物，そういったものをやっているということであります。

これは、その飼料規制のチェック体制の現状はどうなっているかということでございまし

て、まず輸入のところでございますけれども、先ほど申し上げた肉骨粉につきましては、家

、畜伝染病予防法に基づきましてすべて輸入を禁止しております。また魚粉につきましても

、魚以外の動物性たん白が混ざっている可能性がありますので、動物検疫所で検査を行って

そういったものが混ざっているものは輸入禁止にしております。それから、配合飼料の大半

を占める穀物の輸入でございますけれども、これはとうもろこしとか大豆とかそういった単

味の飼料で入ってくるわけでございまして、それがこの配合飼料工場の中で混ぜられて配合

、飼料になるわけでございます。ここのところでちゃんとライン分離ができているかどうか

あるいは問題のない原料が使われているかどうか、そういったことを独立行政法人肥飼料検

査所が抜き打ちの検査を行ってチェックをしております。また肥飼料検査所は、こちらの肉

骨粉製造工場、化成場におきましても、牛由来の肉骨粉がほかのものに交差しないようにち

ゃんとライン分離されているかどうか、そういったこともチェックをしているわけでござい
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ます。それから都道府県におきましては、飼料の卸売店も把握しておりますので、ここにお

きまして保管がしっかりしていて交差汚染が起こっていないかどうか、あるいは農家におき

まして間違って豚用の飼料を牛にやるとか、そういった誤用・流用が行われていないかどう

かそういったことの指導・監督を行っております。

具体的な今後の飼料規制強化の検討方向でございますが、３段階ございまして、まず輸入

段階ということで 「現状は、飼料輸入業者の届出に際して、輸入しようとする飼料の種類、

を届け出ることとされているが、混合飼料等の原材料の種類までの届出を義務付けていな

い 。これは先ほど言いましたように、輸入飼料の大半は単味の飼料ですので、とうもろこ」

しみたいな原料をわざわざ届け出なくてもとうもろこしと決まっているわけでございますけ

れども、ここに混合飼料とございますけれども、輸入全体の約0.5％程度こういった混ざっ

たものがありまして、これが何が入っているか必ずしもつかみきれないということでござい

ます。そういうことで今後の検討方向といたしましては 「混合飼料等の輸入飼料の原材料、

の種類について把握し、輸入業者に対して禁止原料の有無について検査できる仕組みをつく

る」ということで、配合飼料工場ばかりでなくて、港でも肥飼料検査所が抜き打ちに検査を

行うという仕組みを講じてはどうかと考えております。

次に販売段階でございますけれども、飼料販売業者は、事業の開始前に都道府県に届出を

することになっておりますけれども、ここで袋ものとかそういったものを農家だけに売る小

売り専門の業者につきましては、現在届出の対象から除外をしております。今後の検討方向

としましては、そういった小売業者につきましても届出制を導入して、飼料の交差汚染防止

のための監視・指導ができる仕組みをつくってはどうかと考えております。

それから３つ目が農家段階、使用段階でございますけれども 「牛飼養農家に対する給与、

禁止飼料の誤用・流用を防止するための監視・指導が必ずしも十分ではない 。牛飼養農家」

は全部で13万戸あります。それをすべて都道府県が確認するのはなかなかできないわけでご

ざいます。したがいまして、今後の検討方向といたしましては、地方農政局、地方農政事務

所という国の機関が農家に対して巡回指導を行っておりますが、その機会を活用いたしまし

て周知徹底を強化する。それから都道府県には指導・監視項目の明確化ということで、例え

ば余り多くはないかもしれませんけれども、牛を飼っていて、あわせて鶏とか豚も飼ってい

るという農家に重点的に指導する。そこで、鶏の飼料を牛に与えないとか、あるいは牛舎の

中で犬・猫のペットフードを与えない。そういったことの監視項目のマニュアル化を図って

はどうかと考えております。
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これは先ほど示しました現在の検査体制の図でございます。いま申し上げました３つの強

化方法につきまして、まず肥飼料検査所が現在肉骨粉製造工場と配合飼料工場を検査してい

るわけですけれども、あわせて輸入段階で混合飼料等につきましても抜き打ちに検査をして

監視をするというのが一つでございます。それから、小売店は現在届出の対象外になってお

、りますが、これを新たに都道府県の届出制にすることによって都道府県がこれを把握して

保管状況とか、あるいは交差汚染が起こらないような指導・監督を行う。それから、農家に

つきましては、都道府県と地方農政局、地方農政事務所が連携し、役割分担をしながら、農

家に適正使用を指導・監督していくことを考えているわけでございます。

飼料規制は以上でございますけれども、最後に農場段階におけるリスク牛のサーベイラン

スということでございます。サーベイランスの目的は農場段階では２つありまして、一つは

我が国でこのＢＳＥがどれだけ広がっているかを把握するとともに、感染原因の究明に努め

るということでございます。もう一つは、我が国で講じておりますＢＳＥ対策が有効に機能

しているかどうかを検証するという、この２つが農場段階でのサーベイランスの目的でござ

私どもやっておりますのは、立てないとかふらつくとか中枢神経症状を示しているいます。

牛、それからＢＳＥ感染牛は13頭発生しておりますけれども、１２ヶ月齢になるまでの間に、

生後１２ヶ月以内の患畜（感染牛）と同居し、同じエサを食べていた牛、そういった感染の

、可能性のある牛がこれでございます。それから24ヶ月齢以上の死亡牛、いわゆるリスク牛

こういったものについて検査を行っておりまして、年々上と下は増えているということでご

ざいます。これまで２頭陽性が確認されているということでございます。特に死亡牛につき

ましては、16年度からは７月までの４ヶ月間に３万3,000頭検査を行っておりますが、年間

10万頭体制ということで、すべての24ヶ月齢以上の死亡牛を検査する体制ができているとい

うことでございます。

こういった飼料規制を講じますとともに、チェック体制を強化することによって、一日も

早く我が国からＢＳＥを根絶していきたいと考えております。そうすることによって、安全

な牛肉を安心して食べていただけるという体制になるわけでございますので、ぜひ皆様方の

ご理解とご協力をお願いいたしまして、ご説明とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

【松本参事官（厚生労働省 】）

続きまして「国産牛肉のＢＳＥ対策について 、厚生労働省の松本、私からご説明させて」

いただきます。
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まず、ＢＳＥ問題でございますけれども、その対策としては飼料の安全対策と食肉の安全

対策、大きく言うと２つに分かれます。この飼料の安全対策につきましては、いま境室長の

方からお話がありましたので省略させていただきます。

食肉の安全対策といたしましては、食肉衛生検査所で検査をやっておりまして、と畜場で

のＳＲＭ（特定危険部位）の除去あるいは検査で、食肉から人への感染を防ぐということに

しております。

国産牛のＢＳＥ発生に伴う対策といたしましては、ちょうど３年前、13年の10月18日から

と畜場でと畜解体される牛の全頭検査、それとと畜場での頭部、せき髄、回腸遠位部の除去

いわゆるＳＲＭの除去と焼却の義務化ということ。それと、平成16年、今年の２月からは牛

のせき柱の食品への使用の禁止という対策をとっております。

と畜場におきますＢＳＥ対策の流れです。まずと畜場に運び込まれてきました牛は、ＢＳ

Ｅ検査の前にすべての牛を対象に、頭部、せき髄、回腸遠位部を除去いたしまして、これら

のＳＲＭは焼却へ回されます。その前に頭部から延髄閂部を取り出しましてスクリーニング

検査をやります。そこで陽性ということになりましたら、国立感染症研究所と、あとは北海

道大学、帯広畜産大学で、確認検査をいたします。確認検査はウエスタンブロット法という

検査、それと異常プリオンを直接染め出す免疫組織化学的検査という、この２つをやります。

このどちらかが陽性のものについては確定診断をして焼却ということになります。したがい

まして、検査で陽性のものは食肉として流通しないということになります。

現在の食肉衛生検査の体制です。全国に牛を処理すると畜場が161あります。そこで実際

の食肉の衛生検査を受け持っている食肉衛生検査所が全部で115あります。自治体の数とし

ては76あります。この違いは、一つの検査所で複数のと畜場を管理しているところがありま

すのでずれます。食肉衛生検査所にと畜検査員がいらっしゃいます。この方は獣医師で、か

つ地方公務員で、常駐して検査をやっている。2,152名の方がいらっしゃいます。

食品安全委員会の検討については、先ほど冨澤さん方のからお話がありましたので、省略

させていただきます。

この食品安全委員会での評価の総論です 「今後、我が国において、さらにＢＳＥ感染牛。

が確認される可能性があると推定されるが、これらのＢＳＥ感染牛が食物連鎖に入り込んだ

結果として、人への感染を起こすリスクは、現在のＳＲＭ（特定危険部位）除去及びＢＳＥ

検査によって、効率的に排除されているものと推測される」ということで、全体的な評価を

いただいております。
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ところで、各国ＳＲＭの範囲が違うのではないかという話がある。日本と米国とＥＵ諸国

で比較したものがこれであります。日本の場合は頭蓋、扁桃、これは全月齢期間の頭部。た

だ舌を食べる。タンの塩焼きとか、あるいは頬肉を食べるというのがありますので、ここの

ところは除きますけれども、全月齢からの頭部が入っております。一方米国ですと、頭蓋の

部分につきましては30ヶ月齢以上ということ。扁桃は全月齢です。ＥＵの場合は12ヶ月齢以

上ということで、下顎を除いての眼を含むということです。扁桃につきましては全月齢から

取っている。せき髄につきましても、日本の場合は全月齢から、米国では30ヶ月齢以上、Ｅ

Ｕでは12ヶ月齢以上ということです。せき柱で、これは背根神経節という神経の塊がありま

すが、それを含んでいるのでせき柱につきましては全月齢を対象としている。米国で30ヶ月

齢以上、ＥＵで12ヶ月齢以上。腸につきましては、日本は全月齢の回腸遠位部、米国では全

。月齢の小腸、ＥＵでは全月齢の腸と腸間膜、それを取り除くということになっております

これがＳＲＭの種類です。頭部です。これが歯で、ここの部分が眼球、ここは下顎、ちょ

うど頭をひっくり返した状態です。ここらあたりに延髄の部分がちょっと出ている。これが

せき髄ですが、白く見えるのがせき髄です。せき髄というのは、背骨の中にせき柱管という

管がありまして、トンネルの状態になっております。その中にせき髄が入っております。こ

のせき髄からいろいろな筋肉を動かす神経が横に出ておりますけれども、これが背根神経節、

神経の塊であります。ここの部分がＳＲＭということになります。それと回腸遠位部で、こ

このところが盲腸、こちらが小腸。牛の小腸は50～60メーターで長いそうであります。ここ

からここまでがちょうど２メートルということです。遠位部というのは、口から遠い、要す

るに肛門に近いところですけれども、そこの部分を切ってＳＲＭとするということ。それと、

先ほど背根神経節を出しましたけれども、その背根神経節を含んでいるせき柱、これらがＳ

ＲＭになっているわけです。

このＳＲＭの除去につきましては、食肉処理における管理要領、実際のガイドラインを示

しておりますけれども、そこでいろいろ決めております。一つはＳＲＭは、牛への食物連鎖

に入り込むといけないということ、それと、と畜場内での交差汚染を防ぐために専用容器に

保管すること、取り扱う機器類については洗浄、消毒をすること。それと、と畜場検査員が

そのと畜場に常駐しておりますので、廃棄等については必ず検査員の確認を受けてからやる

こと。それと、ＳＲＭについては800度以上で完全焼却をすることが決められております。

具体的には、頭部は扁桃の部分を含みますが、舌を切り取るときには扁桃に接触しないよう

に除去する。これは大体見ればわかるそうでありますが、これは扁桃の部分にわずかではあ
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りますけれども、イギリスの調査でプリオンの蓄積が見られたとの報告があるので、扁桃は

除去することになっております。せき髄につきましては、背割りのときにせき髄等で枝肉が

汚染されるのではないかという話がありましたので、13年の12月に研究班を設けまして、調

、査研究いたしました。高圧水の洗浄で十分効果があるということでございましたけれども

一応念のために背割り前にせき髄を除去することで進めております。現在、161のと畜場が

ありますけれども、そのうちの75％、実際のと畜頭数でいきますと約９割が背割り前にせき

。髄を除去しております。それと、高圧洗浄により汚染除去、これは背割りをやった後です

。回腸遠位部につきましては、盲腸から安全率を見込んで２メートルを除去するということ

せき柱につきましては、せき柱を除去するときに背根神経節よりの汚染を防止するというこ

とで、せき柱を外すということであります。

これが実際のＳＲＭ除去のところです。と畜の仕方は、眉間のところにスタンガンでボル

トを打ち込んで気絶させます。その際穴があきます。その孔からワイヤーを入れて中枢神経

を破壊いたします。その行為をピッシングと言います。なぜそうするかというと、気絶した

ままですと、その後放血するため切ったりしますと反射で思わず動く、そのときに作業員が

けがをすることがあるものですから、そういうことを防ぐ目的で、作業者の安全確保の観点

でピッシングがやられておりました。このピッシングにつきましては、ヨーロッパではＢＳ

Ｅの出たところでやめておりますし、アメリカでは動物愛護という観点からやっておりませ

んが、日本ではまだやられております。しかし161カ所のと畜場の３割はいまやめておりま

す。いったんやめて、そういう事故があったのでまたやっているというところもありますけ

れども、そういう問題が一つあります。ピッシングのときに、中枢神経組織が血液に入って

汚染が広がるのではないか、あるいはここの孔から漏れ出して周辺を汚染することがあると

いうことで、13年10月から中止するよう指導はしておりますけれども、いま申し上げました

ようないろいろな事情からまだ３割しかやめていないということであります。気絶させて放

血をして首を切り落とします。これは切り落とした後です。掃除機のようなものでせき髄を

吸い出します。その後、のこぎりで背割りいたします。このときには、のこくずが飛ばない

ように洗浄水をかけながらやります。

背割りの後、のこくず等の中にＳＲＭであるせき髄片も入っておりますので、網をつけて

回収します。背割前にせき髄の吸引除去をやりますけれども一部どうしても残る部分があり

ます。それにつきましては、作業員が手作業で入念に除去します。その後で高圧洗浄をやり

ますけれども、その高圧洗浄した後、交差汚染を防ぐために、のこくず片等をきちっと回収
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するということをやっております。

高圧洗浄後、枝肉にせき髄片等が付着していないか、と畜検査員が確認して、付着してい

ないと確認されたものが次の工程に回っていく。ＳＲＭ除去等に使いました刀、器具、長靴

等は専用の容器に保管する。除去しましたＳＲＭにつきましては、専用の容器に保管いたし

まして、勝手に処分することはできず、と畜検査員が確認をして焼却に回す。そういう具合

になっております。

このＳＲＭ除去に関する検証結果ですけれども 「検出限界以下の牛を検査対象から除外、

するとしても、現在の全月齢の牛を対象としたＳＲＭ（特定危険部位）除去措置を変更しな

ければ、それによりｖＣＪＤ（変異型クロイツフェルト・ヤコブ病）のリスクが増加するこ

とはない」ということで、全月齢からＳＲＭ除去を継続することにします。

さらに検証結果ですけれども 「引き続き適正なＳＲＭ除去、交差汚染防止の指導を行う、

とともに、その実施状況を定期的に検証するなど、適正な実施が保証される仕組みを構築す

べき」ということで評価されております。それにつきましては、と畜場におけるＳＲＭ除去

状況の定期的検証、現在不定期に調査をやっておりますけれども、定期的に検証する必要が

あるだろうということです。それと、ＳＲＭによる枝肉等の汚染防止措置の評価方法の研究

開発。先ほど枝肉にせき髄片が付着していないか目視で確認していると説明しましたが、汚

染防止措置の評価方法について、研究開発を行うことで、より適正なＳＲＭの除去を進めて

いくということであります。

次に検査でございます。と畜場におけるＢＳＥの検査体制について、日本、米国、ＥＵを

比較しています。目的については、日本はＢＳＥ感染牛を食物連鎖から排除するための食肉

検査、米国の場合はどれほど汚染があるか把握するための、サーベイランスということ。Ｅ

Ｕはサーベイランスとその食肉検査の両方を兼ね備えた目的でやっております。健康牛につ

いては、日本はすべて、米国は30ヶ月齢以上で２万頭ほど、このサーベイランスのためにや

る。ＥＵの場合、感染牛でかつ症状の出た牛が18万頭も出たイギリスも含んだＥＵですけれ

ども、30ヶ月齢以上。歩行困難になったリスク牛につきましては、日本は当然すべてですけ

れども、米国は今後１年から１年半の間に、農場段階を含めて30ヶ月齢以上の死亡牛などの

リスク牛を20万頭から27万頭検査すると表明しております。ＥＵですと、歩行困難牛などリ

スク牛につきましては24ヶ月齢以上です。日本でも、農場段階において24ヶ月齢以上の死亡

牛についても検査を始めるということで、先ほど農水省の方からご説明のあったとおりです。

ＥＵでも、農場段階において24ヶ月齢以上の死亡牛等のリスクについても検査するというこ
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とであります。

平成13年、いまから３年前ですけれども、全頭検査を開始した背景でございます。ヨーロ

ッパでは検査対象が30ヶ月齢以上なので、30ヶ月齢以上ＢＳＥ検査をすることでいいではな

いかという話がありましたが、当時の日本では牛の月齢を正確に確認することができなかっ

たという状況がございました。いまは、牛の戸籍、耳標、耳にきちっとタグが付いておりま

すので確認できます。もう一つは、国内初のＢＳＥ感染牛が発見された直後だということで、

検査をした肉としていない肉が流通すること自体への強い不安がありました。確かに３年前、

私も覚えておりますけれども、デパートの地下の食肉売り場で、豚肉には行列ができている

のに牛肉は閑散としていた。あるいは焼き肉店ががらがらだったという時期があって、消費

者のそういう不安感があった。そういう不安を解消するということもあって、全頭検査を始

めたという背景です。科学的にはいかがなものかという話はありましたけれども、そういう

背景があったということです。

このＢＳＥ検査法につきましては、スクリーニング検査をやって、陽性の場合には確認検

査をやることで、陰性のものだけが食肉として流通することであります。

と畜場における検査ですけれども、先ほど４枚のうちの左のところに頭部とありましたけ

れども、頭部からこのサジのようなもので延髄閂部を取り出します。そしてそれを安全キャ

ビネットの中で、３～４時間かけて前処理いたします。それを検査キットの中に落として異

常プリオンたん白を検出する検査をやっております。

現在の簡易検査キットですけれども、ＥＵにおいて評価されておりますＢＳＥの簡易検査

キットは、一応プリオニクス（ウエスタンブロット・エライザ 、プラテリアのエライザ、）

エンファーのエライザ、それとこのプリオン病を発見してノーベル賞をもらったプルシナー

先生の考えられたＣＤＩという方法がございますけれども、このようなものが評価されてお

ります。このＣＤＩが感度がいいからやるべきだという話がありますけれども、ＥＵで評価

された中では必ずしも一番いいというわけではなくて、２番目かそれくらいだと聞いており

ます。日本のと畜場における検査では使用可能なＢＳＥ検査キットとしてプラテリア、エン

ファー、フレライザＢＳＥを使っておりますけれども、プラテリアをお使いのと畜場が多う

ございます。したがいまして、ＥＵ諸国と同じものを使っているということであります。

これが陽性の事例です。ここの部分が問題の牛、対象牛のところで、この１本、２本と３

本ありますが、この３本のバンドが検出されるとＢＳＥ陽性と判断されます。この濃さが違

うのは、入れるサンプルの濃度を変えておりますので、濃度の高いところはほかのいろいろ
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なものが混じっておりまして非常に濃くなっておりますけれども、薄くなっていくときれい

にバンドが分かれてきます。こちらは陽性かどうかを確認するための標準、陽性の確認のた

めの比較のためのものです。この部分が検体の部分です。一方、免疫組織化学的検査は茶褐

色のものがありますけれども、この部分が異常プリオンたん白質がたまっているところを示

したものであります。このいずれかが陽性のものは確定診断をして、我が国の場合には陽性

という判断をするということです。

現在までの検査結果ですけれども、360万頭弱、359万頭やりまして、ＢＳＥと確認された

のは10頭ということであります。

、これまでで13頭確認されておりますけれども、この８頭目、９頭目が若齢牛、23ヶ月齢

21ヶ月齢です。

これが出生年度別の分布です。平成７年、８年、飼料規制がこの後始まります。これが1

2頭目、これが８頭目、９頭目の若齢牛です。

ＢＳＥ感染牛の月齢分布です。この群は飼料規制が始まる前。これが若齢の部分。これが

ちょうどこの間熊本で発見された、この群とこの群のちょうど真ん中くらいのときに生まれ

た牛です。

検査に関する検証結果です 「検出限界以下の牛を検査対象から除外するとしても、現在。

の全月齢の牛を対象としたＳＲＭ（特定危険部位）除去措置を変更しなければそれによりｖ

ＣＪＤ（変異型クロイツフェルト・ヤコブ病）のリスクが増加することはないと考えられる。

しかしながら、検出限界程度の異常プリオンたん白質を延髄閂部に蓄積するＢＳＥ感染牛が、

、潜伏期間のどの時期から発見することが可能となり、それが何ヶ月齢の牛に相当するのか

現在のところ断片的な事実しか得られていない。ただし、我が国における約350万頭に及ぶ

検査において発見されたＢＳＥ感染牛９頭のうち、21、23ヶ月齢の２頭のＢＳＥ感染牛が確

認された事実を勘案すると、21ヶ月齢以上の牛については、現在の検査法によりＢＳＥプリ

オンの存在が確認される可能性がある」ということが一つであります。

「次のことは、今後の我が国のＢＳＥ対策を検討する上で十分考慮に入れるべき事実であ

る」ということでありまして、一つは「21、23ヶ月齢で発見された２頭のＢＳＥ感染牛にお

ける延髄閂部に含まれる異常プリオンたん白質の量が、ウエスタンブロット法で調べた結果

では、他の感染牛と比較して500分の１から1,000分の１と微量であったこと 「我が国にお」。

ける約350万頭に及ぶ検査により、20ヶ月齢以下のＢＳＥ感染牛を確認することができなか

ったこと」という、この２つが今後の我が国のＢＳＥ対策を検討する上で十分考慮に入れる
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べき事実であるということであります。厚生労働省といたしましては、こういう食品安全に

つきましては、やはり科学的合理性に基づいた政策が重要であると考えておりまして、そう

いう観点からいたしますと、このような評価をいただいた食品安全委員会の科学的見地から

とりまとめた報告書については、尊重すべきものだと考えているわけでございます。

もっと研究をということであります。現在厚生労働科学研究の研究班で 「プリオンの高、

感度・迅速検査法の開発」ということをやっております。また 「ＢＳＥに関する感染牛由、

来材料及び実験動物を用いた感染及び発症機構の検討 、プリオンはどうやって感染して、」

またどうやって異常プリオンが増えていくか、まだよくわかっていない部分があるというこ

とで、そういうものについての検討をしていく。また、先ほどＳＲＭ除去のところで申し上

げましたけれども 「と畜時の食肉汚染防止法の検討」を進めているというところでありま、

す。

、ＢＳＥに関する調査研究の課題といたしましては、検査法をもっと感度を上げるべきだ

感度の高い検出法を開発すべきだということでありますけれども、その検出限界の改善とか、

現在の検査というのは牛を殺した後で初めて検査できるものでありますけれども、殺す前の

生体から採取した組織とか血液等を用いた生前検査法の開発等も含めて研究が進められるべ

きと指摘されております。先ほど申し上げましたように「高感度・迅速検査の研究開発 、」

あるいは「ＢＳＥ感染メカニズムの解明など」が今後の課題だろうと考えております。

リスク管理機関としての今後の方針ですけれども、まず科学的・客観的に評価をいただい

た食品安全委員会の評価、検証結果を尊重する。それで、もう既に全国でかなり開催してお

りますけれども、リスコミによる各方面の意見を聞きまして、具体案がまとまったところで

食品安全委員会に諮問するということであります。ＳＲＭ除去の徹底、と畜場におけるＢＳ

Ｅの検査、それとＢＳＥに関する調査研究の推進、このようなことを諮問することになろう

かと考えております。

以上であります。

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。

【姫田情報官（農林水産省 】）

どうも皆様お疲れさまでございました。これから、４時半まで意見交換を行いたいと思い

ますので、ご協力よろしくお願いいたします。

リスクコミュニケーションというのは、今日ご出席の皆さん方の相互の意見交換が大事だ
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と思っております。もちろんご質問も受けますが、そちらからこちらへの質問ということだ

けではなくて、皆さん方相互の意見というのが大事だと思っております。そしてそれぞれの

ご出席者の皆さん方の発言をしっかりお聞き願いたいと思っております。

それで、今日は我が国のＢＳＥの国内対策についてどうするかということを意見交換する

わけでございまして、最初に冨澤調整官からお話しありましたが、１週間くらい前、こちら

でもリスクコミュニケーションを内閣府の方でされておりますが、それを受けまして、私ど

も厚生労働省と農林水産省がリスクの管理をどう変えるかということに関しての意見交換で

す。ですから、今日お話しした大きな点ということで言いますと、と畜場における検査体制

の変更、そしてＳＲＭ除去の強化、そしていわゆる飼料規制の強化という、この３つの大き

なポイントがあったかと思います。

それで、まず今日は意見交換を３つに分けたいと思います。１つは、最近の私どもの大臣

、の発言とか、あるいは新聞、マスコミ等にアメリカとのＢＳＥに関する輸入協議の件とか

いろいろと書かれておりますので、そういうご疑念があるかと思います。そういう全体につ

いてのご意見をまずお聞きしたいということが１つ。そして２つ目は、私ども境室長の方か

らお話しさせていただきました我が国におけるＢＳＥの根絶対策について、要するに飼料対

策について意見交換していただく。３つ目は、いわゆる国産牛肉のＢＳＥ対策について意見

交換していただこうと考えております。

意見交換の方法としては、まずどなたかから意見をいただいて、多分最初のところは意見

をいただくというよりはご質問をいただいて我々が答えることになると思いますが、意見が

分かれるようなところがございましたら、その意見を補足していただく方に２～３人意見を

いただいて、そして今度はそうではない意見の方々にもお話しいただくというやり方を相互

にやっていきたいと思っておりますので、そのときに行政の担当者から発言するということ

にしたいと思います。

それで、時間を有効に活用する観点から、申し訳ありませんけれども、ご質問、ご意見と

も、一人２分で簡潔にお願いしたいと思っております。よく会場で、行政側の答えが長いじ

ゃないかということもあるんですけれども、できるだけ簡潔に答えたいと思いますが、簡潔

に答えたせいで説明が不十分だと、これも困りますので、それぞれ意識しながら皆さんの発

言の機会を増やすという観点から、早くかつていねいに答えたいと思いますので、そこはご

了解いただきたいと思います。それで、２分たちましたら事務局の方で鈴を鳴らしますので、

ほかの方にお譲り願いたいと思います。
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まず、全体を通してご意見をいただきたいと思います。

【村上（主婦 】）

愛知県の消費者の村上といいます。今日の食品安全委員会の「中間とりまとめ」について

質問したいと思います。

この間、９月27日に名古屋で開かれた食品安全委員会のご意見を聞く会にも出て、このと

きに山内先生のお話を聞いております。山内先生は、ご承知のように世界的にプリオン病の

権威でいらっしゃるので、科学的な立場から今回の経緯についてお話しされたんですけれど

も、山内先生はこの検査の検出限界を月齢で切るべきではない、検査の検出限界というのは

異常プリオンの蓄積量であって月齢で線引きするのは科学的な立場ではないとおっしゃって

おられました。今回、科学者の発言を全然取り入れていないのはいかがなものか。これが科

学的なものかどうかということが大変大きな問題かと思います。

次に、月齢として20ヶ月という月齢が出てきておりますけれども、これは世界的にヨーロ

ッパでも30ヶ月齢以上しか検査されていないわけですし、イギリスでも24ヶ月齢以上しか検

査はされておりません。日本も、たまたま全頭検査されておりますけれども、ＢＳＥのリス

クの高いのは死亡牛の方であって、死亡牛の検査は24ヶ月以上しかしていないし、また日本

はかなり死亡牛の検査は立ち遅れたということがありますので、この間にかなり疑いのある

牛は処分されてしまったという可能性も大きいわけです。ということは、20ヶ月齢以下の牛

が発見される可能性というのはほとんどないのではないか。これまで発見されていないとい

うことが、これは科学でも何でもなくて、発見されるはずがないという、幼稚園の子でもわ

かるような問題かと思います。この科学的な立場というのを 「中間とりまとめ」が科学的、

なのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

【姫田情報官（農林水産省 】）

いまの点につきましては、最初に申し上げたように３つ目のグループ、検査のところのお

話にしたいと思います。いまのご意見を覚えておきまして、それで後でお答えするというこ

とにしたいと思います。

【西脇（消費者団体 】）

岐阜県の西脇三紀子です。

私はこういうところには今回初めて参加しましたけれども、いま皆さんのいろいろなご説

明を聞きました。率直に申し上げまして、農林水産省の方も私の方も、科学的に非常にあい

、まいな問題を話題にしていると思います。端切れが悪いがというお話、そういうお話とか
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あるいは明確にできないんだけれども、こうだろうという 「だろうだろう」の話のように、

私は受け取りました。これは、先ほどの方が言われた科学的に答えてくださいということと

若干違うかもしれませんが、お肉というのは嗜好品ではありません。食べなくてもいいとい

うものではないわけです。いま本当に危険だということになると、私どもは四つ足を食べて

いけなかった江戸時代に戻るのかと、家庭を預る者はそういう感じを受けるわけです。そう

いうことからいきまして、非常に科学的にあいまいな問題だと、私は今日の説明を認識いた

しました。

それで、この前ちょうど大臣の就任のときに、棚橋科学大臣がＮＨＫのキャスターの質問

にＢＳＥの問題で答えておられて 「安全と信頼でやっていきます。字は違いますが、安心、

です」という言葉を言われました。その前提に科学的云々ということがありましたが、その

科学的云々があいまいだという問題を私は指摘したいと思います。それと棚橋大臣の発言は

さすが食肉の生産地の岐阜県出身の大臣だと思いました 「安全と信頼」という言葉、これ。

を本当に守っていただければ選挙民としてはいい大臣を送り出したなと思いますが、守って

いただかないと今度の選挙はどうなるかなという話を友だちとしておりました。

私はこの前ちょっとイギリスへ行ってまいりました。たまたまイギリスでこのヤコブ病が

出た時代にいっぱい肉を食べた友だちに会ってきたんですが、やはり「これはトラウマだよ

と言うんですね 「子供にどうなるんだろうか、現在は全く科学的にはわからない問題だ」。

という心配をしておりましたし、やはり本当に食に対する安全というのは国民も行政も考え

なきゃならない。それと私は、この全頭検査というのは、日本の行政史の中で非常に画期的

な出来事だと思います。いままでの行政というのは、水俣病にしても、森永砒素ミルク事件

にしても、その他いろいろ事が発生してから対策をしてきたわけですが、今回は、海の向こ

うで発生したということで、それを何とか発生する前に予防しようという、その姿勢は非常

に私は日本の行政は変わってきたなと思いました。それをぜひ続けていただきたい。これが

国民が安心して暮らせる憲法の問題にもつながっていくと思います。

すみません、時間をオーバーしました。

【姫田情報官（農林水産省 】）

できるだけ皆さん方にお話しいただきたいと思いますので、時間を短くお願いいたします。

ちょっと検査の話は後に回しまして、科学的にという話で 「中間とりまとめ」がどうい、

う議論であったかということを、冨澤調整官の方からお願いします。

【冨澤調整官（食品安全委員会 】）
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科学的にあいまいというお話でした。わかっていることというのは何頭見つかったかとい

う話で、ｖＣＪＤの日本の数がどのくらいかというのは、このくらいだろうという「だろ

う」という話、それは科学の先生が科学的にやってわかっていることと、それから科学とい

うのは100％ではないので、科学的に100％わかっていないことを、あたかもわかっているか

のように「こうである」と言い切ることはかなり難しい。そういう点で座長も座長代理も何

度も皆様方に申し上げているかと思いますけれども、100％ではないということを踏まえて、

できる限り科学的に考えた結果、わかっていることについてはわかっているわかっていない

けれども、こういう仮定を置いたらこうだろうということをなるべくわかりやすくお伝えし

たいということでおまとめいただいたものがこれでございます。そこら辺のところはご認識

いただければ非常に幸いでございます。できるだけ皆様方に、本当にいまわかっていること

の中でおわかりいただきたいということが、委員会の特に専門調査会の先生方の強い意志で

あり、専門調査会の先生方もご批判を浴びることを承知でかなり突っ込んで議論されたとい

うことをご了解いただければと思います。

【姫田情報官（農林水産省 】）

いま科学的という考え方についてお話がありましたが、リスクそのものについての考え方、

リスクというのはどういうことかということを、もう一度おさらいしていただけませんでし

ょうか。

【冨澤調整官（食品安全委員会 】）

リスクというのは、ゼロリスクのことですか。

【姫田情報官（農林水産省 】）

、科学的ということの中で、むしろ科学的にお話しされているからここまでわかっている

ここまでわかっていないということが報告書の中であったのではないかと思うんですけれど

も、そういうことをすべてを明確にされたという考え方だと思うんです。

【冨澤調整官（食品安全委員会 】）

。いま情報官が言われたように、ゼロリスクというのはやはり食品に関してはいま難しい

そうすると、ほかのリスコミでも、例えばお米について全粒検査までするのかというような

お話もあり、すべての食品についてリスクというのはやはり念頭に置いて考えなければなら

ない。それについて、科学的に今どれくらいリスクがあるのかというのを、今わかっている

情報と、それからそれに付随した情報を含めた形で、今わかっている限りない正確なところ

まで到達しようとしたのがこのリスク評価でございますので、どうしても全部わかっていな
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い。科学は万能ではありませんので、ゼロリスクに持っていくことは到底できないわけでご

ざいますから、そこら辺のところでわかっている、皆様方にお伝えできるのはここまでです

というところをお示しさせていただいたのが、この「中間とりまとめ」だと考えていただき

たい。

【西村（消費者団体 】）

愛知県消団連の西村といいます。

まず、全体的な問題としてリスクをどう扱うかという問題ですけれども、今、安全委員会

で発表されている問題を見ますと、まだわからない部分もありますし、わかった部分ははっ

きりさせる。それだけにまだ日本では全体的にそういう歴史が浅い。そういう意味では、イ

ギリスの歴史というものは古いと思うわけです。日本でそういう努力をしながら、全頭検査

という非常に大変なことですが、やってもらっている。しかし、いま一番私たちの関心事は、

アメリカとの関係で、若い牛は全頭しないでいい、それに押し切られるんじゃないかという

のが我々消費者の一番の関心事なんです。結局貿易交渉をやっている間に、ＥＵ、アメリカ、

日本との検査体制が違うところが、安全だということで、逆にまだ確立していないのに押し

切られるというところが今の一番の関心事だと思うんです。その辺についてやはり今の日本

の全頭検査を維持し、確立してもらうことが大切じゃないかと思います。

【姫田情報官（農林水産省 】）

お手元の資料の事前意見の概要の中にも、今、西村さんからお話があった、日米交渉の中

でアメリカに押し切られるのではないかというようなこと、それから意見交換会を行ってい

るうちに輸入再開のような状況と思えてしまうのだがというようなことがありますので、参

事官、いわゆる日米交渉も踏まえて全体についてお話しいただけますでしょうか。

【松本参事官（厚生労働省 】）

皆さん方の情報源はマスコミがほとんどであると思います。マスコミ、新聞等の先月の日

米首脳会談の後の記事等を見ていると、すぐにでも押し切られて日本にアメリカの輸入牛肉

が入ってくるんじゃないかというご懸念だと思います。リスクコミュニケーションへ行って

おりますと、そういうご意見がまず一番多うございます。

食品安全委員会ができたのはＢＳＥの問題がきっかけだったわけです。まず日本国内の平

成13年からとってきましたＢＳＥ対策がどうであったかを、科学的・客観的に評価したとい

うことで、その結果がこの平成１６年９月９日に報告書でまとまった。それを受けて、リス

、ク管理機関として厚生労働省、農林水産省がいろいろ検討して、現在の対策をどうするか
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飼料規制あるいは検査の月齢をどうするかあるいはＳＲＭの除去をどうするかということを

。考えながら、またリスクコミュニケーションでいろいろな方の意見を聞いて検討している

そこで、まとまったところで食品安全委員会に諮問するということになります。その諮問を

して、食品安全委員会でいろいろご検討いただいて返ってくる。それで初めて我が国のＢＳ

Ｅ対策をどうするか、まず立場がしっかりする。

その後で、当然アメリカから牛肉を輸入するときは日本と同等の安全性を求めることにな

りますので、そういうことを要求し、交渉に入る。それで、アメリカの方から日本と同等な

安全性があるかどうかについての具体的なものが示されてくると思います。そうなったらこ

ういうことでどうでしょうかということを、食品安全委員会にまたご意見を聞く、諮問する

ことを考えております。その結果、それでよかろうと、確かに日本と同等の安全性だという

評価をいただければ、初めてアメリカからの牛肉輸入ということが現実になるわけでござい

まして、日本のＢＳＥ対策をどうするかということが決まっていない段階では、まだそうい

うことはできないということでございます。手続的には、まず日本の立場をしっかり決める。

その後、日本と同等な安全性を米国には求めていく、そのアメリカから示されたものについ

ては、食品安全委員会でまた再び評価をしていただくことで進めていくと考えているところ

でございます

【姫田情報官（農林水産省 】）

それでは、ずっとここばかりやっててもいけないので、この後飼料規制に入りたいと思い

ますので、お二方でここの部分はとりあえず終わりたいと思います。

【内田（主婦 】）

愛知県の内田と申します。主婦です。

私は先ほどのお話で、厚生労働省の方ではなくて農水省の方にお聞きしたいんですけれど

も、９月27日の時点では、先ほどの松本さんのようなことをおっしゃいました。その２日後

に組閣がありましたら、大臣が言うことには 「国内の安全性は、安全委員会の判断ではな、

く、食品の安全性は政府で判断したい」とおっしゃったと思うんです。私はそれを聞いてび

っくりしたんですけれども、違っておりますでしょうか。

【姫田情報官（農林水産省 】）

どちらの大臣ですか。

【内田（主婦 】）

農水省に決まっていますよ。
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【姫田情報官（農林水産省 】）

では、続けて後ろの方もそのままお願いします。

【佐藤】

21、23月齢の発症のルートがまだ解明できていないんですが、それはエサの部分を禁止は

しているんですが、例えば代用乳のことなどはどうなんでしょうかという質問と、あと遺伝

的要因のところでメチオニン／メチオニンというものが、日本でいえばイギリスに比べてす

ごく高いということをどういうふうにとらえたらいいのかということ。もう一つ、イギリス

に行った人とか、そのほかＢＳＥが発生した国に何ヶ月か行っていた人たちは献血ができな

いと聞いたんですが、そのこともどういうふうに理解をしたらいいのかという質問です。ち

ょっと外部的な問題にはなると思うんですけれども、その辺教えてください。

【姫田情報官（農林水産省 】 いまのイギリスの話に関連があれば、質問をお願いします。）

【フロア１】

先ほどのイギリスの方のＭ／Ｍ型とか、日本には九〇何パーセント遺伝を持っているとい

うお話ですけれども、イギリスでは血液による感染が確認されて、過去に輸血を受けた6,0

、00人の感染の可能性が警告されています。日本では、血液が感染源とはなっていないので

過去に日本で肉骨粉の代わりに血粉が与えられたことがあります。今は牛は禁止になってい

るはずですけれども、今、豚のはよろしいですよね。飼料のところで質問してもいいですか、

すみません。

その輸血の輸出したところが日本にはまだ不明になっていて、それはちょっとわからない

んですけれども、だから新たに感染源が立証されると、世界的にも国内でもリスクが高まる

ということで、専門委員会ももうこの記載には反対していますので、そのところをちょっと

よろしくお願いいたします。

【姫田情報官（農林水産省 】）

大分話が飼料の方に入ってしまっておりますが、まず先ほどの大臣の発言について、高橋

さんからお願いします。

【高橋審議官（農林水産省 】）

先週、私どもの農林水産大臣が交代いたしましたけれども、昨日も私自身は大臣ともお話

ししていますが、大臣は決して食品安全委員会ではなくて農林水産省あるいは厚生労働省だ

けでこういった話を決めるということは一切言ってないと思いますし、考えてもおりません。

これはもちろん今のシステムが、食品安全委員会がそのリスクを評価して厚生労働省と農林
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水産省でどういう対策をとっていくか、そういう制度として今確立されていますので、当然

大臣もその枠の中で、食品安全委員会の評価を受けて、その中でどういう対策をとっていく

かを考えていく、そういう立場にあるわけでございますし、大臣ご自身もそういうおつもり

です。

【内田（主婦 】）

では、失言ということですか。

【高橋審議官（農林水産省 】）

私の記憶では、大臣は安全委員会でなくて、こちらの方で考えていくと言ったことはない

と思いますけれども。

【内田（主婦 】）

私も27日まではそう思っていたんです。安全委員会があってそこでバックして話を持って

いって決まると。国内の基準をもとにして、国内の基準で外国のものをとおっしゃったと思

うんですよ。それが日本の安全委員会の話し合いが長引くので、ちょっと言い方は悪いかも

しれませんけれども、私にはそういうふうにとれたんですね。その委員会のきちんとした中

間報告までは出たんですけれども、その後まだ時間がかかるので政府で判断したい。受けて

。政府でというそこは聞かなかったんですけれども、それを信用してよろしいんでしょうか

【高橋審議官（農林水産省 】）

そういうことはうちの大臣は言っておりません。これははっきり申し上げます。言ってお

りません。

【内田（主婦 】）

。では、完全にまだ報告が出ていないので、アメリカのこともこれからということですね

【高橋審議官（農林水産省 】）

今の国内対策については安全委員会の中間まとめが出ている。それで今、両省では国内対

策の見直しをどうするのかについて検討中です。それで、今こういうお話をしています。ア

メリカの方の話は、国内対策についてどうするかということが一応固まった後、もう一度ア

メリカについてどうするかを考えていくということであります。それは、大臣ご自身もそう

いうお考えです。

【内田（主婦 】）

わかりました。ありがとうございました。

【姫田情報官（農林水産省 】）
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、もしその関連であれば結構ですが、そうでなければ次のところでやりたいと思いますが

ではその関連ということでどうぞ。

【山田（食品関連事業者 】）

全国焼肉協会の山田と申します。

私は今黙って聞いておりましたが、私も焼肉協会の人間というのではなくて、一人の消費

者としてやはり安全を求めてどこまでも安心を得たいという気持ちは、これは皆さんと同じ

ように強く持っております。でありますが、国内ＢＳＥが発生して３年がたちまして、その

間に大分状況が変わったというか、状況がちょっとわかってきたというのが現在の状態だと

思います。当初３年前はパニックを抑えるために、全頭検査をやるわ、全頭を買い上げるわ

ということで、これは確かに一定の効果はあったと思いますが、これは要するに応急的な緊

急処置でありまして、それが絶対に安全を確保する唯一の方法ではないということが昨今わ

かってきた。つまり全頭検査では科学的に安全というものが確認できない。20ヶ月齢以下の

、牛は仮に感染していても発症しないということが科学的にはっきり言われておりますので

いつまでも全頭検査という安全神話に頼ってそれを維持するということは、もう現在の状況

は明らかに変わってきているということがはっきり言えるんじゃないかと思います。決め手

は、資料にもありましたけれども、やはり特定危険部位の除去、ＳＲＭの除去が現在のとこ

ろが一番の安全対策である。つまり危険部位を除去するということが徹底されれば、いまで

もそれをやっているのでありましょうが、我々は本当に安全であるということが確信できる

わけです。

例えばフグの例を考えてもらいたい。フグには毒があって危険だから食べないかと言いま

すと、そうではなくて、やはり危険なところは除去して我々は食べている。牛肉も同じであ

りまして、仮に特定危険部位、ＳＲＭがあるとすれば、それを完全に除去すれば牛肉という

のは全く安全で問題がないと、これを皆さん方はもっと冷静に客観的な判断をしていただき

たいということであります。一番大事なことは、日本は貿易立国であります。多くのものを

輸出して生活が成り立っている。また、食糧自給率も40％で、60％は海外から輸入しなけれ

ばこの国は成り立っていかないというのが現状であります。その日本の貿易立国という状況

をよく考えれば、例えばいつまでも世界標準ではないところの全頭検査ということを振り回

して、それが唯一安全なんだということをいつまでも言っているということは、科学的にも

こういう貿易の関係からいっても全く不合理であって、こんなばかげたことを言っているの

は日本だけであります。自由貿易をもっと信奉し、我々はそれを主張する立場にある日本で



- 33 -

あれば、これは日本独特の物差しでいつまでも測るのではなくて、あくまで世界標準に従っ

てＢＳＥの問題も考えていかなきゃならない。皆さん方はアメリカが押し切ったからどうの

こうの、アメリカの大統領選挙があるからどうのこうのと言いますが、それは関係ないので

あります。

例えば2003年の米国の生産量は全部で１,１８５万２千トン、日本がそのうち何ぼ輸入し

ているかといいますと、わずか２６７，３００トン、実に2.3％であります。全量の2.3％し

か日本は輸入していないということにおいて、アメリカはそんなに神経質になっておらない

というのが実態であります。もちろん韓国も輸入を禁止しておりますので、アメリカの事情

で日本が利用するというのは完全なこれは誤解でありまして、わずか2.3％の輸入というこ

との現実をもっと皆さんはよく考えてもらいたい。

以上であります。

【姫田情報官】

手短にお願いしたいと思います。それから、いまの話は全頭検査の話なので、大分先ほど

から出ておりますけれども、これは後の話にしたいと思います。

、それで、このあたりで飼料規制の方に入りたいと思いますが、まずお手元の意見概要に

、ＢＳＥの感染原因は汚染肉骨粉以外のものは本当に考えられないのかという話、それから

先ほど佐藤さんから代用乳とか感染ルートがどうなっているのかというようなお話がありま

した。これらにはまとめて答えますが、その前に飼料規制についてご意見ある方、どなたで

も結構です。

【堀内（食品安全モニター 】）

愛知県からまいりました、食品安全委員会の食品安全モニターをしております。神戸と2

7日の名古屋を参加させていただきました。神戸のときにいろいろ質問したことが今日のそ

ちら側の回答というか、お話の中にいいふうに盛り込まれていたというのが、今日、一番最

初の印象です。ということは、リスクコミュニケーションが少しはうまくいっているのかな

と思いました。

次に、私の申し上げたいのは、境さんにお聞きしたいんですけれども、お話の中で乳牛の

食べているエサのことが出ていたんですが、それは成牛というか、もう大きくなった牛のこ

とでしょうか。ということは、いまの代用乳のことと関連しているのですが、先ほど血粉に

ついても触れられていましたが、生まれたときに子牛が飲む、要するに子牛の食べ物、お乳

であったり代用乳であったり人工乳であったり、それにたん白を混ぜるという、そのたん白
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。が肉骨粉以外のものでＢＳＥの関連しているものが混ざらないかという心配があるんです

21ヶ月齢と23ヶ月齢で発症例がありますので、その辺のところが消費者として疑問に思って

いる点です。

それと基本的には、先ほど輸入大国だとおっしゃったんですが、日本の中で自給率を高め

るということがまず第一の条件だと私たち消費者は思っております。安全・安心というのは、

やはり国内で生産ができるもので、目で見える、顔の見える関係が結ばれるということが一

番だと思います。アメリカの現状はとっても安心できるものではございませんので今それを

いくら少ない量の輸入だと言われても、輸入解禁は納得できません。長くなりますので基本

的な酪農、畜産のあり方も考えていかなければならない重要な問題だと考えております。

ですから、代用乳と血粉が混ざるかどうかということを心配しておりますので、先ほどの

飼料が成牛だけのものかということも含めてお答え願いたいと思います。

【加藤（消費者 】）

同じく愛知県の消費者です。

専用ラインのことですけれども、今現在、牛と混ざらないようにと先ほどお話しありまし

たけれども、現況を教えてください。どのくらい、100％進んでいるのか、現在の数です

【姫田情報官（農林水産省 】）

では、境室長まとめてお願いします。

【境室長（農林水産省 】）

３人の方からご質問がありましたので、順番にお答えさせていただきます。

最初に２番目の方です。先ほど私が説明しました円グラフがありましたけれども、あれは

子牛が生まれてから一応成牛になるまで全体をエネルギー換算して飼料の種類別に分けたも

のでございます。先ほどご指摘のあった代用乳とか人工乳というのは配合飼料の中に入って

おります。

それから、最初ご質問がありましたけれども、原因究明を一生懸命いまやっているところ

でございますけれども、世界的に見ても個別の発生ごとにこれが原因だったということが確

、認されたものは残念ながらまだないという状況でございます。これはなぜかと言いますと

実際に感染が確認されるのが感染が成立してから２年から８年後ということで、非常に昔の

ことになってしまいますので、一体エサに何を食べさせたのか、何が原因だったのかという

ことを確実に明らかにすることができないということがございます。日本も残念ながら13頭

でございますので例数も少なく、なかなか感染原因を究明することができていないという状
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況であります。

ただ、昨年９月に報告されましたＢＳＥ疫学検討チーム、その中では、日本での発生原因

は大きく３つ指摘されております。一つは、以前英国から生きた牛を輸入しておりましたの

で、それが日本でと畜されて肉骨粉になって、それが国内の牛に食べさせられて循環をした

というのが一つです。それから２番目は、イタリア産の肉骨粉が加熱不十分だったというこ

とで、その中に異常プリオンが残っていて、それが同じく日本に輸入されて日本の牛に食べ

させられて飼料循環の中で回っていったというのが２点目です。それからもう一つは、代用

乳という疑いがありまして、最初の１頭から７頭目に共通していたものが、同じ会社でつく

られた代用乳だったわけです。その中でオランダ産の牛由来の油脂が疑われたわけでござい

ますけれども、調査の結果、そのオランダ産の油脂というのは食用の肉からとられた油、食

用部分の油からつくられたものということで、いわゆるレンダリング処理されてできるイエ

ローグリスというものではないということがわかりましたので、これは基本的にＢＳＥの感

染説が極めて低いということで否定されております。したがいまして、この疫学検討チーム

の究明の15年９月段階での疑わしいものとしては、英国産の生体牛とイタリア産の肉骨粉に

由来した異常プリオンが、肉骨粉として国内に回っていったと指摘されております。

それから、23ヶ月と21ヶ月齢でございますが、これは13年の９月18日に牛には肉骨粉をや

ってならないという省令改正を行いました。この８頭目、９頭目は13年の10月と14年の１月

に生まれた、飼料規制をやった直後に生まれたということでございましたので、飼料規制が

うまく回っていなかったのか、あるいは回っていたんだけれども、つい誤用・流用されたと

か、あるいは交差汚染があった、そういったことが疑われるものですから、そこのチェック

体制をもう一回きちっとやって、そういった誤用・流用、交差汚染が起こらないようにしよ

うというのが今回検討している事項でございます。

専用ラインは、いま137～138ヶ所配合飼料工場がございまして、15年度末にライン分離が

５０数パーセント完全にできておりまして、恐らく現段階では８割程度できるのではないか

と想像しております。いずれにしても、来年４月からは完全ライン分離が義務付けられてお

。りますので、来年３月までにはすべてライン分離が達成されることになろうかと思います

現在どうしているかと言いますと、ライン分離が完全にできないところは、いわゆる基本的

には危険性の薄い、例えば牛から製造して、その後鶏とか豚用の飼料をつくって、さらにそ

の後、洗浄した後でまた牛の飼料をつくる。そういった形で汚染防止をやっているという状

況でございます。
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【姫田情報官（農林水産省 】）

我が国の酪農、畜産のあり方についてということでお答えいたしますと、まず中小家畜に

ついては、やはりいわゆる濃厚飼料、とうもろこしとかこうりゃん、こういうものを与えて

やっていくということしかできませんし、これを我が国の土地でつくっていくのはなかなか

難しいことでございまして、これをつくると今の我が国の農地を今の倍くらいにしないとい

けない、そういうことがございますのでなかなか難しい。

一方で、牛については、どうもこの愛知県周辺はいわゆるｶﾂﾗｸ地帯といって、アメリカか

ら粗飼料、とうもろこしなどを輸入して、それで全部育てていくという地域でございますの

で、なかなか皆さんのお目に触れることがないかと思いますが、私どもの方では、やはり我

が国は大家畜については土地利用型の酪農、畜産をやっていくべきだろうと考えておりまし

て、いろいろなところで草地の造成とか整備とか、あるいは転作田にとうもろこしや、場合

によってはエサ用のお米とか、そういうものをつくるということでの飼料の自給率を高めよ

うというようなことをやっております。もちろんほかの大豆とか麦とかについても、その自

給率をどう高めるかということをやっているわけですが、なかなか現状がついていっていな

いということは私どもの不徳のいたすところと思っております。基本計画ということを今見

直しておりますが、この中でやはり自給率をどう上げていくかということが大きな課題と注

視しているところでございます。

【柴田（消費者団体 】）

三河市民生協の柴田です。

飼料の抜き打ち検査は、年何回くらいやられているんでしょうか。

【安立（消費者団体 】）

新日本婦人の会愛知県本部の安立です。

その飼料ですけれども、外国からの輸入、特にアメリカからの輸入に頼っているようです

が、中国からの輸入はどうなんでしょうか。最近中国へ私どもの会からもたくさん行きまし

て、北京から長い間汽車に乗るととうもろこし畑がずっと続いていたということで、その量

産されているとうもろこしが日本に多分入ってきていると思うんですが、そういう状況を私

たちはわかっているんですが、そこで農薬がどのようになっているかということですね。安

全なお肉をということなんですが、そのエサの内容が外国からですとやはり農薬の問題。そ

、れから大豆については遺伝子組み換えの問題、その辺がとても不安になっておりますので

その辺よろしくお願いしたいと思っております。
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【姫田情報官（農林水産省 】）

ちょっとこの件について、組み換え体などの話になると本会の趣旨から外れますので、組

み換え体などの話はこの後は終わりにしたいと思います。

それでは、抜き打ち検査はどのくらいやっているかということと、それから輸入の件につ

いて、今、中国のことをおっしゃったんですけれども、残念ながら中国は畜産物の消費国

（生産国？）になっておりまして、穀物の輸入国に転じております。ですから、中国もアメ

リカから穀物を買っている国でございますから、輸出余力はないと思います。

【境室長（農林水産省 】）

肥飼料検査所の抜き打ち検査でございますけれども、15年度の実績を申し上げますと、牛

用の配合飼料とか混合飼料工場に対しては217ヶ所行っております。特に先ほどの138ヶ所の

工場につきましては、年一回以上必ず行くという方針を持っております。それからレンダリ

ング工場、肉骨粉などを作っている化成場でございますが、そこにつきましては大体対象数

が100ヶ所くらいあるんですけれども、138ヶ所ということで延べ年間に一回以上行っている

ということでございます。それから、都道府県では販売店に対しましては365ヶ所、農家に

対しては562ヶ所というのが実際の立ち入り検査の数でございます。

それから、中国は以前飼料の輸出国でありましたけれども、現在中国は非常に食事の水準

が上がったというのは失礼な言い方ですけれども、畜産物を食べるようになったということ

で、現時点では飼料の輸入国という形になっているということで、多くの飼料が日本に輸出

されているわけではないと理解しております。主体の国はアメリカとオーストラリア、それ

から南米、そういったところから輸入しているのが現状でございます。

それから、飼料中の農薬につきましては、現在飼料中の有害物質の指導基準というものを

定めておりまして、飼料の種類ごとに何ｐｐｍ以下でなければだめという基準をつくってお

ります。それにつきましても実は肥飼料検査所とか都道府県の検査機関が抜き打ち検査、サ

ンプリング検査をやりまして、それ以上であれば回収指導を行ったり、必要であれば命令を

行うということで、基準以下でなければ使用できない仕組みになっております。

それから、遺伝子組み換えの飼料につきましては、現在５種類の作物、とうもろこしと大

豆となたねとわたと甜菜、５つありますけれども、38種類の品種について日本で飼料として

利用されております。その利用に当たっては、飼料安全法の規定に基づきまして、組み換え

体でないものと、その組み換え体のものが成分的に全く同じである、あるいは体内に入って

も変化がない、そういったものをデータとして確認した上で大臣が確認を出す。それで初め
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て日本で飼料として使えるという仕組みで利用されているということでございます。したが

いまして、安全なもののみに限って飼料に認めているという現状でございます。

【柴田（消費者団体 】）

その217回というのは、0.5％何が入っているかわからないという輸入飼料に対して217回

ということでしょうか。

【境室長（農林水産省 】）

先ほど申し上げました138ヶ所の工場とそれ以外の混合飼料工場、国内で混ぜる工場につ

いてのものでございます。先ほどご説明しました0.5％相当の混合飼料は、混合飼料という

のは把握しておりますけれども、その中身はどういう原料だったかということを届けを義務

づけていなかったわけです。そこが実際に工場段階で抜き打ちをすれば、それが大丈夫かど

うかということができたわけですけれども、やはりあやしいのがそこにあるかもしれないと

いうことで、念のためにそれも原料を届けさせて、そこを港の段階で抜き打ち検査を行って、

変なものが入っていないかどうかを調べるという規制強化を行っていこうということでござ

います。

【柴田（消費者団体 】）

ということは、いま現在調べていないということですか。

【境室長（農林水産省 】）

。配合飼料工場や混合飼料工場で抜き打ち検査の対象にならない限り、調べておりません

【柴田（消費者団体 】）

はいわかりました。ありがとうございました。

【姫田情報官】

それでは、検査の話が大分出ておりますので、先ほどの消費者団体の村上さん、西脇さん。

【堀内（消費者モニター 】）

すみません、血粉のことをきちんと答えてから次に進んでいただきたい。

【境室長】

失礼しました。血粉は飼料規制の前には使われておりまして、主に人工乳に使われており

ました。現在は牛用飼料には一切動物性たん白質は使用してはならないということですので、

血粉は使っておりません。いま血粉が使われておりますのは、豚とか鶏用の飼料に使われて

おります。

【堀内（消費者モニター 】 これには明確に書かれてないじゃないですか、肉骨粉、獣脂）
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かすというだけで。

【境室長（農林水産省 】）

ここには主立ったものしか出しておりませんが、血粉、それからアルカリ処理をしたもの

は使えるようになっております。これは基本的に異常プリオンが不活化されているか入って

ない、それから牛用の飼料には交差汚染しない、そういうリスク管理措置を前提として豚用

飼料等に利用されているということでございます。

【堀内（消費者モニター 】）

。血液による感染が認められたということで、国内のリスク値が高まるということですね

使われていたということですよね。

【姫田情報官】

いま境が答えたのはエサとしての牛の血粉の話です。それで、いまの血液云々というのは

人の輸血の話だと思いますので、ちょっと先ほどのメチオニン／バリンの話と、それから血

液の話について。

【村上（主婦 】）

いま飼料のことで質問しているわけで、血液の感染性というのがわかれば、血粉のリスク

というのは以前より高まるわけですよね。過去に与えられているということがあるわけです

から、国内の先ほどのリスク評価で何頭ぐらいが発生する可能性があるかという頭数につい

て、うんとリスクはもっと上がってしまうのではないかということですけれども。

【境室長（農林水産省 】）

血液は、ＥＵなどの試験でリスクの大きさから４段階に分けると、大きいほうから３番目

になっています。ですから、感染性が高くないという部類に入っているわけです。しかしな

がら、先ほど言いましたように13年の９月18日以降は牛には一切そういう動物性のたん白質、

血粉も含めて禁止しておりますので、その段階では一応きちっと法的には整備されたと考え

ております。ただ、先ほど言いましたように、21ヶ月、23ヶ月齢という、その飼料規制後に

生まれたものも感染が確認されておりますので、そこが必ずしも交差汚染等十分でなかった

ということも懸念されますので、さらにそこへの監視指導に今回力を入れていこうというこ

とをいま検討しているわけでございます。

【フロア２】

すみません、ちょっと私の聞き違いかもしれないですけれども、確認です。１歳になるま

での代用乳として血漿たん白はいま与えられています。それは牛でないからいいということ
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なんですか。ちょっとその辺、牛はもちろん禁止ですけれども、鷄や豚の血漿はいいんです

か。私は確認したかったのはそれです。

【境室長（農林水産省 】）

先ほど申し上げましたように、それは恐らく間違いだろうと思います。

【フロア２】

いえいえ、ちゃんとこれ出ていますよ。12頭目の牛が１歳になるまでに給与された飼料の

ところで、原材料、そこに血漿たん白と書いてありますよ。それで、備考の欄には「血漿た

ん白、動物性油脂は当時規制対象外 。」

【境室長（農林水産省 】）

12頭目は103ヶ月齢の牛ですので、平成８年の２月生まれなんです。ですからその時点は

まだ飼料規制も全くやっておりませんでしたので、その時期はやられたということでござい

ます。現在はもう禁止されているということです。

【フロア２】

では、３頭そうということですね。規制外というのは３頭出ていますので、いま13頭目ま

でには３頭出ていますよね。

【境室長（農林水産省 】）

８頭目、９頭目が23ヶ月齢、21ヶ月齢ですので。

【フロア２】

もう１頭ありますでしょう。それといま言った13頭目。

【境室長（農林水産省 】）

あれは平成11年の７月生まれですので、それは行政指導で飼料規制をやっておりましたけ

れども、法的な規制は13年の９月18日から行いましたので。

【フロア２】

12頭目って99年じゃなかったですか、12頭目が生まれたのは違いますか。

【境室長（農林水産省 】）

平成11年７月生まれです。先ほどの資料の１ページ目の下にあります。

【姫田情報官（農林水産省 】）

それは11年７月生まれなので、いわゆる通達で牛の肉骨粉を牛にやってはだめという通達

は出ておりましたが、そういうきちっとした規制ができていなかったので、報告書に重大な

失政というようなことも書かれたわけで、そのときに子供だった牛の話でございます。です
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から、完全に規制が行われたのは13年の９月18日以降のことでございます。

【フロア２】

でも、これ98年当時に通達で出ていましたよね。結局それが今回の規制がちゃんとしてい

なかったということで出ましたよね。だから、13年というのは法律で規制して、その前には

通達だけでしたね。

【境室長（農林水産省 】）

それは、いま姫田情報官が言いましたように、通知でやっているところが甘かったという、

実際に13年に発生したときに調査しましたら、5,000戸くらいやはり肉骨粉を給与していた

農家があったんですね。それが大きな失政だったという指摘を受けまして、きちっと法令で

規制をしているということです。

【姫田情報官（農林水産省 】）

、あとこの件についてもしご質問があれば、終わりましてから直接お答えいたしますので

議事進行させていただきたいと思います。後ろの方からそういう声も聞こえておりますので。

、検査の話に大分皆さん方ご議論があると思いますので、まず消費者団体の方から何人か

若齢牛の検査を続けるべきというお話がありました。そして、焼肉協会の山田さんから、科

学的に検査をやめるべきだというお話がありました。それでその中で、ＳＲＭの除去に重点

を置けというお話がありました。

まず、消費者団体から２～３人あったので、もう一人くらい今の消費者団体の方の意見を

応援する方をいただいて、その後山田さん一人だったので、その山田さんの意見を応援する

方２人くらい出していただきたいと思います。

まず最初に、検査を続けるべきということで意見を出される方いらっしゃいますか。

【土屋（生産者 】）

農業団体、農民連というところで仕事をしております、豊田から来ました土屋と申します。

全頭検査というのは、大変ショックな出来事から、生産者も消費者も現時点では最良の方

法ということでやっていると思うんです。これが、やはり火のないところに煙は立たずと言

。いますか、これをちょっと見直そうじゃないかということで不安が出ていると思うんです

その状況は、既にもう10県以上、隣の飛弾牛や松阪の議会などでも全頭検査を続けてほしい

という意見が出されているように、やはり私は続けるべきだという立場でご意見を申し上げ

たいと思うんです。20ヶ月齢以下の頭数は非常に少ないということで、それぞれの県でも独

自にもう検査できるということを表明している県が10県以上あるんです。だから、やはり国
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民の不安をきちんと解消する意味でも、私は全頭検査を、もっと検査の方法が簡単になる研

究もされておりますので、ぜひ続けていただきたいというのが生産者としての願いです。

以上です。

【姫田情報官（農林水産省 】）

ではお二方くらい、山田さんのご意見を応援するとか、同趣旨のご意見、あるいはそれに

補足するような意見の方。

【飯田（食品関連事業者 】）

私は焼肉屋と、あと外食のバイヤーをやっております飯田と申します。

。まず初めに全頭検査ですけれども、３年前正直な話、私どもの会社はつぶれかけました

焼肉屋の緊急事態で銀行も貸し渋りましたので本当に資金繰りがまずくなって、嫁さんと子

供を養えないなという感じになったのが、実は助けてもらったのが全頭検査です。これは本

、当です。何とかはい上がってきまして、ここでアメリカＢＳＥが来ました。ただ正直な話

私どもの会社はアメリカＢＳＥでは実は売上利益は下がっていない、めずらしい焼肉屋とい

、うとこなんです。ただ、冷静になって考えたときに、数字で出ているのが0.1人から0.9人

対策が全くなければ、今後の日本総人口という話ですけれども、これにエサの管理と危険部

位の除去をすれば、ある資料では100分の１になるらしいので、リスクという意味からいえ

ば0.01人から0.09人今後日本で発生する。ある資料では0.004人しか発生しない。実は私ど

、もフグ屋もやっていますので、フグ屋といったら正直な話、年に何人か死んでいますので

そうだったらもう全匹やってもらったらよっぽど安心じゃないかと、そんなところがあるん

ですけれども、そう考えれば、ちょっと冷静になって考えれば、もしかして全頭検査という

のが税金のむだ遣いになり始めているのではないのか。

ここでちょっと質問したいんですが、全頭検査というのはこれまでとか１年とかの単位で

一体費用というのはどれくらいかかっているものなんですか。私どもの立場からすれば、ま

ずは一番初めに安全だったらそれでいいんです。その安全な基準ということで問題になって

いますので、この0.01人から0.09人が安全だというのであれば、それで私どもはかまわない

んです。

以上です。

【姫田情報官（農林水産省 】）

ほかにございませんでしょうか。今のご意見を補足するようなご意見、それから強化する

ようなご意見、同質なご意見ございませんでしょうか。
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手が挙がらないようですので、山田さん２分間です。よろしくお願いします。

【山田（食品関連事業者 】）

要するにどうやって安全を確認するかということが一番重大なんですが、いまのｖＣＪＤ、

ヤコブ病というのは目下日本ではゼロであります。その罹病する確率もほとんどゼロに等し

い、そういう現実もお考えいただきたい。

先ほど誤解がありましたけれども、全頭検査をせんでもいいというのではなくて、30ヶ月

以上の牛はやはり検査をする。その他の安全対策はＳＲＭの完全除去によって確保していた

だきたい。それから、アメリカの対日輸出については2.3％と言いましたけれども、これは

別に少ないから安全はどうでもいいという意味ではなくて、政治的にそんなことを勘案する

ほどの量ではないということでありますが、日本の方から言いますと、約３割前後アメリカ

の牛肉を有しませんと日本の適正な動物性たん白質は確保できないんです。先ほど言いまし

たように食糧自給率からいいまして、もっと日本は世界に門戸を開いて輸入もする、輸出も

する、これをやりませんと国が成り立っていかない、そういう事実もやはり皆さんお考えい

ただきたいのであって、ＢＳＥに神経質になることはわかります。でも、過度に神経質にな

って、全頭検査が唯一の安全だということは、今では違っているんだというのが科学的な見

解であります。また、生産者の方が今おっしゃいましたけれども、我々利益代表でものを言

っているのではありません。日本の国のことをおもんぱかって言っているわけでありますの

で、なぜ国内牛がこんな６割も７割も上がっているのか。タンや内臓はもう３倍４倍ですよ。

主婦の皆さんもスーパーで肉をお買いになると必ず値上がりしていると思いますが、こうい

う市民生活を圧迫している現状も無視できませんので、その辺は客観的に冷静に判断をいた

だきたいということであります。

以上です。

【姫田情報官（農林水産省 】）

、この後反論あると思いますが、大分ご意見が出ている中で、検査のいわゆる合理性とか

それからＳＲＭを除去すれば確実に安全とか、あるいはＳＲＭの除去の状況とか、そういう

ことについて少し松本さんの方からお話ししていただいて、それから反論をお願いしたいと

思います。

【松本参事官（厚生労働省 】）

先ほどの方がどれくらい検査に税金を使っているかということですけれども、検査の費用、

キット代、試薬代だけですけれども、年間31億円です。
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、あとＳＲＭの除去です。今回の９月９日の安全委員会の報告書にありましたように、脳

せき髄、背根神経節で99％以上、プリオンの蓄積部分は除去できるということです。それ以

外にまだ見つかるのではないかというお話もありますが、プリオン専門調査会の金子先生の

お話だと、見つかるとしても脳とかせき髄にあれだけプリオンの蓄積があるようなものは見

つからないだろうということをお話しされております。その状況につきましては、先ほど申

し上げましたようにＳＲＭの除去については徹底は図っている。ただ、どれくらい徹底を図

っているか、つかんでないじゃないか、そういう指摘がありましたので現在は不定期に調査

をやっておりますけれども、今後定期的に調査をやって、ＳＲＭの除去の状況等について把

握していきたいと考えております。

【姫田情報官（農林水産省 】）

それでは、いまの意見と違う意見の方、お願いいたします。

【寺岡（新薬学研究者技術者集団 】）

ボランティアで薬害関係のことをやっております寺岡です。

いまの業者の方のご意見に非常に危惧を感じるんですけれども、８月の時点で既に大きな

消費者団体から全頭検査を継続してほしいという声が上がっておりますし、その中であえて

安全性を無視してすると国民の中に牛肉離れが起こって、かえって業者さんにも不利益が生

、ずるんじゃないかと思います。それで、全頭検査については前からもおっしゃいましたし

意見の中にもありましたけれども、日本人の遺伝子型が非常に感染しやすい遺伝子型を93％

の人が持っている。そういう状況の中で、それからＢＳＥの陽性牛がまた次々と出ておりま

す。そういう中でむしろ安全対策は強化すべきであって、それを緩和するというのはなぜ今

の時期に必要なのか、全頭検査のリスク、今コストの面をおっしゃいましたけれども、将来

、の日本の子孫の中にそういう病気が蔓延したら、薬害エイズの問題もありましたけれども

もっともっと大きなコストが国としてかかってくるんじゃないか。そういう点も含めてまず

安全性を重視していただきたい。

それから、ＢＳＥの除去にＳＲＭでとってかわるというご意見もありますけれども、最近

医療事故が非常に起こっておりますけれども、医療事故の安全対策として、大事な業務につ

、いてはダブルチェックをしていくということが医療の中でも言われております。その中で

やはり不十分なＳＲＭ除去に100％頼り切るのではなくて、二本立てで全頭検査も継続しな

がら、それから検査法についてもどんどん新しい検査法の情報もあるわけですから、その中

でもっともっと精度のいい検査を、コストのことも一定考えながらも、やはり安全性を重視
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して続けていっていただきたいと切に切に思います。

よろしくお願いいたします。

【鈴木（食品関係事業者 】）

岐阜から来ました鈴木という者ですが、私も食品関係の仕事をしているんですが当時ＢＳ

Ｅが発生したときに農林水産省が大臣まで出て謝罪会見をしまして、危険なものを日本に輸

入したからこうなったということをおっしゃいましたよね。僕は思うんですけれども、サル

モネラ菌とかＯ－１５７、家禽ペスト、疫病という疫病は日本独自のものは一つもないと思

うんです。それに関して、食品行政をつかさどる人が国内の消費するものに関して安心・安

全というものが何かという、僕はこの議題とか討論の仕方が間違っているんじゃないかと思

う。それは何かというと、こういう方式をとると、輸入牛骨粉が世界基準で危険だとされた

ときに、輸入を指導にとどめて強制的に禁止しなかったという責任の問題等がどこかですり

かえられているような気がして、いままさに僕達食品を扱う者、消費する者があたかも水か

け論で、見てのとおりですが、販売者側と消費者側の水かけ論がこのすりかえによって起こ

っているのではないかという気がしてならないです。

それともう一つ言いたいのは、例えば全頭検査が20ヶ月以下で検査をしても非常に効果が

ないということがよく言われるんですが、例えばＢＳＥ、プリオン病発症のメカニズムが全

くまだわかっていない状態で検査を廃止するというのはいかがなものかと、それによってい

まの日本が国内産牛に関して安心を勝ち取ったということは、これに尽きるんじゃないかと

いう気もしてなりません。それと、食というのは生産から消費までが一つとして欠けてはで

きないということはご存じのとおりだと思うんですが、例えば生産者、販売者、消費者、そ

の中には最終処理業を営む方たちのご苦労等も考えなきゃいけないと思います。だから、特

定危険部位を単に焼却、牛骨粉をつくらない、買い上げて焼却ということだけで、果たして

安全が確保できるか。例えば輸入牛に関して20ヶ月以下を検査をしなくなった場合に、アメ

リカなどは約88％近くが輸入が再開されてくる対象になるのではないでしょうか。そういう

ものに関して、国がどの程度担保できるかということを、もっとこういう場で消費者とか全

体にわかりやすいように説明していただきたいと私は思いましたので、これを意見として上

げていただきながら、また次回開催される意見交換会を期待しておりますので、お願いした

いと思います。

【姫田情報官（農林水産省 】）

まず、幾つかの話が流れたままになっております。一つは、メチオニン／バリンの話を冨
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澤さんの方からお願いします。それから、いまそちらの方から、この時期に規制を緩和する

のかというお話があったので、それは松本さんの方からお願いできますか。それから、メカ

ニズムがわかっていないのでないかということですが、どのくらいわかっているかというこ

とを冨澤さんの方からお願いしたいと思います。

【冨澤調整官（食品安全委員会 】）

それでは、メチオニン／バリンの話ですけれども、異常プリオンのたん白をコードしてい

るところは129です。それで、日本はメチオニン／メチオニンが90％くらい、イギリス人が

40％くらいということで、いまイギリス人でｖＣＪＤになるのがメチオニン／メチオニン型、

最近ちょっとメチオニン／バリンが１例出ましたけれども、そういうことで日本人がかかり

やすいというか、型を持っているという事実は事実として、食品安全委員会の中ではもちろ

ん検討されているということであります。

それから、ＢＳＥ発生のメカニズムはおっしゃるとおり完全にはわかっていないと思いま

す。いまわかっているのは、牛での検査では回腸遠位部にまずあらわれて、それから生体の

中から検出されない時期が一時期あって、それから延髄閂部に出るのは32ヶ月、その間は恐

らく、これは科学者の推測なんですが、神経軸索を伝わって中枢神経系に行くのではないか。

その回腸遠位部から軸索を伝わって中枢神経に行って、閂部に出るのが32ヶ月くらいと考え

られております。それで、その間のことはいま研究者が研究しているので、新しい情報があ

ったらいろいろ提供させていただきますし、こういうような会議でもお話しさせていただき

ます。いまわかっている状況はそのくらいのところです。

【姫田情報官（農林水産省 】）

では、全体を緩和するんじゃないかというご議論があったので、松本さんからお願いしま

す 。。

【松本参事官（厚生労働省 】）

冒頭、高橋審議官から申し上げましたけれども、これから先の食品行政はゼロリスクはな

い、リスクを下げる方向に管理を持っていくということであります。このＢＳＥ対策につき

ましては、管理としては感染牛をつくらないという意味での飼料規制、それとと畜場でのＳ

ＲＭの除去、それとＢＳＥ検査、その３つのセイフティネットがある。どれをとってもどれ

か一本で完全にカバーできるかというとなかなかできない。それを全体として工夫してリス

クを下げる。要するに管理を強化していく方向でこれから進めていくべきだろう。飼料につ

、きましては、先ほどありましたように規制を強化していく。ＳＲＭの除去につきましても
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除去を徹底して、かつ把握をしっかりしていくということで強化をしていく。一方、検査は

どうかということにつきましては、食品安全委員会のところで仮に検査で引っかからない部

分について対象外としたとしても、ｖＣＪＤの感染リスクは高まることはないということが

ありましたので、そういう点ではそこの部分を見直してもいいのではないかということで考

えております。

それと、食品安全行政は科学的合理性に基づいた施策を行うことが一つ大事なところでご

ざいまして、そこに基づいて安全というのがまず一番基本にある。それで信頼を勝ち得てい

く、いろいろな段階で信頼をかもし出すことが今後必要になってくるわけでございます。そ

ういう科学的知見については、安全委員会の評価は非常に尊重すべきだと思います。３年前

全頭検査を始めたときは、はっきり言って何もよくわかっていなかった。全頭検査をやって

少なくとも11頭は検査で見つかった。イギリスなどは確かにおっしゃったように30月齢以下

はやっていなかったけれども、日本の場合は全頭検査で21ヶ月齢、23ヶ月齢がわかった。同

時に、皆さん方が安心されたというのはそれだけの効果があったと思っておりますけれども、

350万頭を検査し、少なくとも20ヶ月齢以下では、頭数にすると大体40万頭くらいですが、

ＢＳＥが出てこなかったのも厳然たる事実です。科学というのは、そういう事実を積み重ね

て共通するものは何か理論づけるのが科学だと考えております。だから、そういう事実をき

ちっと見つめる必要がある。３年前に何もわかっていない状況のときにどうするかというの

とは全然わけが違います。３年間かかって350万頭検査をやったというのは事実です。そこ

で20カ月齢以下のところでは出なかったということも厳然たる事実です。それは食品安全委

員会で評価されているとおりです。

リスク管理機関としては、その検査だけではなく飼料の規制、それとＳＲＭ除去という３

つの安全ネットを組み合わせて今よりリスクを減らしていく。牛から人へのｖＣＪＤの感染

リスクを減らすということがこれから先の役目だと思いますし、検査について言えば、21月

カ齢以上は見つかったけれども、それ以外のところは見つかっていないというところで、そ

れを外したとしてもリスクが上がらないだろう。一方、飼料規制を強化する、ＳＲＭ除去も

強化するということで、全体としてはリスクを下げる。ですから、ある面では非常に管理を

強化することで進めていく、そこのところは誤解のないようにしていただきたいと思います。

【姫田情報官（農林水産省 】）

だいぶ時間がたっているんですが、いま申し上げたことで、ＳＲＭの除去の話がほとんど

出ていないんですけれども、ＳＲＭの除去についてご議論のある方いらっしゃいませんでし



- 48 -

ょうか。

【斎藤（行政関係者 】）

全相協の斎藤と申します。

以前に脳がかなり輸入されていると紙面で見たことがあるんですが、現在輸入されている

脳というのは、この30ヶ月とか12ヶ月を外れた脳なんでしょうか。

【松本参事官（厚生労働省 】）

そういう特定危険部位自体の輸入はありませんし、そういうＢＳＥ発生国からの牛肉すら

止めているということですし、そういう牛由来の製品についても輸入を止めておりますので、

。脳を輸入しているというのはどういう理由か、ちょっとよく理解できないんですけれども

【姫田情報官】

多分以前はあったと思います。現在は、いま松本さんの方からお話があったとおりだと思

います。

【岩永（食品関係事業者 】）

、レンダリング協会の岩永でございますが、姫田さん、いまＳＲＭの問題を言われまして

そのＳＲＭで私ちょっとお伺いしたいんですが、危険部位を焼却していますね。この焼却灰

はいま現状の中で今後どういうふうな検討をされるんでしょうか。

【姫田情報官（農林水産省 】）

ＳＲＭについては、一つはと畜場の焼却場で焼却しているものがあります。それから死亡

牛ラインで肉骨粉にして、一般廃棄物処理施設で800度以上の焼却炉で、これは800度以上か

けますとプリオンが死滅するということですので、800度以上の炉で焼却しているものがあ

ります。それとあとセメント工場で、これは800度でなくて千数百度になりますけれども、

骨材の一部として使っているものがございます。その３つでございます。それで、と畜場の

焼却施設も800度以上かかるものですけれども、プリオンは死滅というか、不活化しており

ますけれどもそれぞれについては最終処分施設・・・。

【岩永（食品関係事業者 】）

いえいえ、それはわかりますが、要するにその焼却灰が、800度から1,000度以上になると

不活化になるということは当然なことなんですが、これはいわゆる肥料化に使用するという

ことは考えていないんですか、どうですか。

【姫田情報官（農林水産省 】）

境の方から答えさせていただきます。
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【境室長（農林水産省 】）

現在、牛由来のもの等を肥料に利用しておりますのは、肉粉骨が入っていないアルカリ処

、理した肉粉と、あと蒸製骨粉、これだけいま認めております。あとは豚、鶏由来の肉骨粉

これは肥料として使えるという形になっております。ですからいまご質問のあった件につき

ましては、現段階ではまだ肥料利用として使えるかどうかという科学的な知見を十分そろえ

ておりませんので、その辺の知見がそろいましたら食品安全委員会に意見を聞いて、使える

かどうかを検討していくということでございます。

【岩永（食品関係事業者 】）

いま現在は100％、そういうのは禁止されているということでございますね。

【姫田情報官（農林水産省 】）

いま言った、使えるもの以外はおっしゃるとおりだめということです。

【髙谷（消費者団体 】）

ＢＳＥ市民ネットワークの髙谷です。

私は２つほどお聞きしたいことがあるんですが、こういうふうにコミュニケーションをず

っとしてきておりますが、その中で圧倒的に皆さんはこの全頭検査を継続せよと、そしてそ

の次にはアメリカの輸入に対しては非常に不安を持っているということを言っておられるん

です。反対という中にも、やはりアメリカの実情が非常にずさんな管理がやられている、そ

れがそのまま輸入の対象として上がってきていることに対する不安。それはいくら行政の方

がそれは抜きにして議論しましょうと言われても抜きにできない状況。昨日から日米の実務

、会議ですか、事務交渉がされておりますが、そういう中で頭隠してしっぽ隠さずというか

そういう状況があるのが一番不安がある。それで、私たちは８月４日の意見陳述からずっと

大きな消費者団体、生協とか食の安全委員会とか消団連とか、すべてこれは継続してくださ

い、緩和には反対という意見表明をされております。そして、私たちの仲間が出ております

意見交換会でも、圧倒的に皆さんは継続をしていくべしという意見を言っておられます。だ

から、これは意見交換会が結論ありきではなくて、少なくとも意見を聞くという目的がある

のであれば、これだけの意見を聞いて、やはり何らかの国策に反映するということであれば

いまは少し待つ。やはりほかの強化は絶対すべきだと思うんです。ＳＲＭの除去の強化も飼

料強化も直ちにやっていただきたいと思いますが、緩和については、先ほどから皆さん言っ

ていますけれども、それはトップが緩和すれば管理部門も士気が落ちていくのが当たり前な
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。んです。それをあえていまやる必要があるのかというのが、たくさんの方たちの意見です

アメリカの20ヶ月齢以下の牛が入ってきますと、やはり病原体が入ってくる可能性はかなり

増えるということで、リスクはぐんと増えてくるわけです。そのことを皆さんわかっている

ものですから非常に不安を覚えています。国民の圧倒的な方たちがこれを反対している。私

、は農業新聞に載っております姫田さんの意見に対して電話させていただきましたけれども

流れが変わってきたとか、消費者が自分たちの理解を深めてくださっているという意見を新

聞に載せる、そういう言葉を言われることは非常に私は残念だと思います。

いまお聞きしたいのは、こういう意見交換会の意見について、松本さんはどういうふうに

報告をして国策に反映されていくのか、いつこの国策を決めて、アメリカとの交渉にいま入

っております、このスケジュールについても答えてください。

【姫田情報官（農林水産省 】）

ほかにございませんか。ぜひいろいろな方に意見をお伺いしたいと思いますけれども。

【山田（食品関連事業者 】）

よく聞いてもらいたいんですが、冷静に考えていただきたい。全頭検査をやっても20ヶ月

齢以下の牛は検査出ないんですよ。感染しておっても発症しない。これは東大の唐木教授も

言っている。だから、意見は山内さんだけじゃないんだ。それを陰性だから、安全だからと

いっていいんだと思う方がむしろその方が危険じゃありませんか。本当は感染しているんだ

けれども、検査をやっても出ない、これは安全なんだと思う方が本当は危険なんじゃないで

、すか。私は安全を緩和しろなんて言っていません。全頭検査には科学的な限界があるから

だから特定危険部位を除去しましょう、その方が安全なんだということをさっきからずっと

言っているのであって、検査せんでもいいなんてことは言っていません。それから、安全を

緩和しようなんてことを言っていません。

それから、アメリカの牛だって全部ＳＲＭ除去をやっていますよ。だから、アメリカ国民

は牛肉をパクパク食べているんじゃないか。それから、皆さんだってアメリカへ行ったら平

気でステーキを食べるじゃないですか。食べぬ人もいるでしょうが、あらかたは食べている

んです。そういう現実を見たときに、アメリカはいかにもずさんで安全性を無視しているよ

うなことをおっしゃるが、そうじゃないんですよ。ただ、ダーティな部分があるかもしれま

せん。おっしゃるように、ＢＳＥもまだ未解明な部分がたくさんあります。それはやはり専

門家なりに一生懸命解明してもらわぬといけませんが、いまの段階では全頭検査に頼るより

も、それもするんですが、やはりＳＲＭを除去する、これを徹底的に除去するということを
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確保していただきたい。その方が安全が間違いなく得られるということを皆さん方よくそれ

はご認識いただきたいということでございます。

【姫田情報官（農林水産省 】）

ちょっと先ほどからアメリカの状況について大分いろいろなお話がありますが、まずはア

メリカの交渉とアメリカの状況について、少しお願いできますか。

【高橋審議官（農林水産省 】）

アメリカとのお話が出ていますけれども、最初に申し上げましたとおり、いま私ども両省

でやっているリスコミというのは国内における対策の、これまで３年間やってきた対策につ

いて委員会の評価が出ましたので、それに沿って、ではいまやっている対策をどうするのか

という見直し、見直すかどうかも含めて、そこの作業をやっている段階です。

ですから、全体の構図を申し上げれば、エサの規制が本当にきちんとなされれば恐らく1

0年たてば日本の国産の牛からはＢＳＥの原因である異常プリオンはなくなってしまうわけ

です、エサの規制を完ぺきにやれば。牛の年齢が10年以上生きるやつもいるかもしれません

けれども、平均的にはと畜期間は大体３年かそこらの年数ですから、エサの規制がきちっと

行われていれば、10年たてば大体この国の国土から異常プリオンはなくなってしまうわけで

す。そのときに検査やＳＲＭ除去をやる必要は一切ないわけです。ですから、そういう意味

で国内対策をどうやるかというのは、まず基本はエサの規制。牛の口に入らなければ人間に

は来ないわけです。ですから、そこをまずきちっとやる。ただ、いま現在、過去のわからな

かった時代からのまだ残りがありますから、直近でも平成13年、14年生まれの牛から出てい

るＢＳＥがありますから、この辺がどこまで残ってくるか、そこを考えていかなきゃいけな

いんですけれども、いずれにしてもエサの規制が基本で、まだ残っているかもしれない異常

プリオンの因子が食肉に混じって人間の口に回ってくるかもしれない。そこを検査とＳＲＭ

の除去でやろうとしているわけです。

今回、食品安全委員会はＳＲＭの除去はきちんとやれ。それから検査の方は、いまの検査

法ではやはり限界があるから、そこはその検査限界以下のところは変えてもリスクには変化

はないと言っているわけです。そこは本文をよく読んでいただきたいんですが、リスクに変

化はないと言っている。

では、アメリカの方はどうかというと、いまお話ししたのは国内の話であって、アメリカ

、における国内対策は日本と違うわけですから、ではアメリカから来る肉をどう評価するか

これは別の問題があります。そこはもう一回、日本でとっている国内措置ともちろん我々は
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同等のものを要求する、あるいはプラスアルファがあるかもしれませんけれども、特にエサ

の規制に関してアメリカは緩いんじゃないかということは、私どももアメリカにずいぶん申

し上げています。その辺は、国内対策とアメリカの話は別だということはひとつご理解賜り

たいと思います。

【松本参事官（厚生労働省 】）

このリスクコミュニケーションをどのように報告しているかというお尋ねであります。私

はほぼ全部出ておりますけれども、消費者団体のどういう方が全頭検査を実施してくれとか、

あるいは生産者の方からもそういう意見があったとか、あるいは検査済みとそうでないもの

があったときどうするんだとか、あるいはたまたま皆さん方がいらっしゃらないところであ

りましたけれども、結局報告をそのまま読むと、やってもしようがないんだったらやめたら

どうかという意見のあったのも事実です。ですから、それはただ単にこういう意見がありま

したというだけでなく、どういう方がどういう発言をされたかということをきちっと報告し

ております。それはそれでもって意見として出ていますし、またいろいろな新聞の社説とか

いろいろな記事もありますし、そういうところを話しながらいま一生懸命検討をやっている

、というところであります。決して私は皆さん方の意見を省略していることはありませんし

きちっとどういう感じであったかということを上司に報告しますし、担当官にもきちっとそ

の都度伝えております。それは、結果として私がもし正しく伝えていないとすれば、これは

全部議事録に載りますので、あとでうそをついたということがはっきりわかるわけです。私

はちゃんと皆さん方が、どういう団体の方がどういう発言をされておりますということはき

ちっと伝えております。それを見ていま一生懸命検討をしているところであります。

【村上（主婦 】）

一番最初にした質問にはちょっとまだ答えられていないかと思います。

【冨澤調整官（食品安全委員会 】）

一番最初の質問は、検査の検出限界について蓄積量と月齢の問題だったと思いますけれど

も、それでいいですか。

【村上（主婦 】）

それとリスク評価ですね。あいまいだということ、科学的じゃないということですね。

【冨澤調整官（食品安全委員会 】）

わかりました。あいまいなというのは先ほど答えましたので、検出限界についてお答えし

ます。
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まず蓄積量の問題ですけれども 「中間とりまとめ」にとりまとめられた中に、結果のと、

ころに書いてありますけれども 「21、23ヶ月齢で発見された２頭のＢＳＥ感染牛における、

延髄閂分に含まれる異常プリオンたん白質の量が、他の感染牛と比較して500分の１から1,

000分の１と微量であったという事実があった」ということが書いてあります。それからも

う一つ、イギリスの例ですけれども 「20ヶ月齢の発症牛がイギリスで見つかったけれども、、

それについては曝露量が多かった」これはすなわち蓄積量の問題につながります。ですから、

蓄積量について全く無視して書いているわけではないと私は考えております。この蓄積量と

月齢というのは相互に関係している問題であると、専門委員会の調査会の中の議論でもそう

いう感じだったと思います。山内先生ももうこの「中間とりまとめ」については特段反論さ

れてはおりませんでしたし、もしも山内先生がそのように蓄積量の問題だけにしてくれとか、

、そこら辺はちょっと聞いていないから余り詳しくはわかりませんが、そういう話になれば

これは「中間とりまとめ」ですので、さらに今後議論の過程の中で議論されていく問題だと

思っております。

以上です。

【髙谷（ＢＳＥ市民ネットワーク 】）

、ちょっとお答えをいただいていないんですけれども、まだ国策としては上がっていない

検討している段階であるとおっしゃったことと、昨日から始まっております日米実務協議で、

これはマスコミがうそをついているといつも言われるのですけれども、牛の月齢を正確に判

別できるかどうかが協議の焦点となっている。そういうことがもう早くも私たちの耳に入っ

ていますが、その日米協議のスケジュールを明らかにしてくださいということと国策が決ま

っていないこととの関係、それを説明してくださいと私質問しました。

【姫田情報官（農林水産省 】）

多分日米協議の話ではなくて、専門家の会合の話だと思います。

【高橋審議官（農林水産省 】）

月曜日、火曜日で専門家の方がアメリカへ行って、コロラド州の方でいま会合をやってお

りますけれども、会合というよりも現地を見ながらということです。５月、６月、７月に専

門家実務担当者が集まってワーキンググループをやっていまして、７月に報告が出ましたけ

れども、このワーキンググループというのは日本とアメリカの牛肉の輸入問題について議論

をしてきたわけですけれども、お互いにどうもベースが合わない。ＢＳＥの検査の話にして

も、ＳＲＭ除去の話にしてもベースが合わない。もう一回きちんと基本的なところから専門
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家、実務担当者を入れて話をしようじゃないかということでワーキンググループを始めたわ

けです。その会ではっきりしてきたのは、もともとかなり意識が違うなというのはわかって

いたんですけれども、例えばＳＲＭの除去にしても日本は全頭、アメリカの場合には基本的

には30ヶ月以上の除去とか、検査も日本はスクリーニングの目的、アメリカの場合にはスク

リーニングじゃなくてサーベイランスが目的だということで、その辺のかみ合わない面がは

っきりしたということです。

これはもう既に終わった話ですけれども、今回行っているのは、そのワーキンググループ

のこの夏までの会合の中で、エサの規制とかサーベイランスなどの問題について、さらに専

門家の協議が要るだろうということで、その引き続きということで延長線上でやっている話

です。それから月齢の話について、アメリカが実際に肉質などで考えられる手だてもあると

いう提案もありますので、それについて一応情報を収集するということで今回は行っており

ます。ただ、その輸入の協議について何か話を詰めるといった目的では、これはもちろん専

門家ですから、そういった話では派遣はしておりません。

それから日米の輸入の協議につきましては、昨年末から４月までに３回局長級での協議を

。やっていますが、局長級の協議を次はいつやるかについてはまだ何も決まっておりません

【村上（主婦 】）

リスク評価について、答えていただいておりません。

【姫田情報官（農林水産省 】）

それは、最初科学的な評価ということで、一番最初に冨澤さんの方からお答えさせていた

だいたと思っておりますが。

【村上（主婦 】）

説明はされましたけれども。

【冨澤調整官（食品安全委員会 】）

そちらの前の赤いジャケットを着たご婦人の方の話で、いま検討することだなということ

、ですが、検討しております。先月９月９日に食品安全委員会から報告書が通知されまして

いろいろ両省で研究し、よく読み、かつ食品安全委員会のリスクコミュニケーションにも同

、席し、それが９月16日の東京、18日の神戸、21日からの週はリスク管理機関、21日が東京

22日が神戸、それで札幌、熊本、先週食品安全委員会がこちらの方の名古屋でやりましたし、

翌日食品安全委員会が岡山、リスク管理機関といたしましては金沢、仙台という格好でやっ

ております。それだけいろいろな意見を聞きましたし、それ以後もいろいろ新聞等でも書か
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れ、社説等も出てまいりましたし、それ以外でいろいろおっしゃっている方もありますけれ

ども、そういうところでかなり検討が進んできたということで大分煮詰まってきたという状

況であると思います。では、いつ完ぺきに上がるんだということについては、まだちょっと

はっきりしたことは申し上げられませんけれども、少なくとも報告書が通知されてから１ヶ

月たち、かついま申し上げましたようにリスクコミュニケーションも重ねてきたということ

で、いろいろな方々のご意見を聞いていま検討をかなり進めてきたという状況だということ

であります。

【姫田情報官（農林水産省 】）

いまのリスク評価については冨澤調整官の方で答えたと思いますが、もしそれ以上のこと

。でありましたら、お時間も過ぎておりますので、後で直接お願いしたいと思っております

それでは、いままで大分ご議論あったんですけれども、もう時間を過ぎておりますのでこ

れで終わりたいと思いますが、まだ一言もお話になっていない方で、一言だけ言っておきた

いという方がいらっしゃったら手をお挙げください。

【村埜（消費者団体 】）

今日で２回目参加させていただきまして、残念ながらやはりもう本当に不信感しか残りま

せんでした。くしくも先ほど高橋さんもおっしゃっていましたけれども、例えば飼料のこと

ですね。あと10年たてばとか、そうだったらば、何とかだったらこうなるだろう、ああなる

だろうというお話しか聞けなかったので本当に不信感がつのりました。これは皆さん同じ気

持ちだと思います。それで、仮にそれが払拭できたとしても、このいまお話を聞くというの

は、早い話がやはりアメリカの輸入解禁があるからでこそで、実際のアメリカの牛の飼い方

とか肉のつくり方とか、そういった情報は一切こちらに流されないで、国内だけの話という

のはやはりこれはどう考えてもおかしいと思います。本当にこういうことはもっともっと積

み重ねていろいろな会場でやってほしいですし、情報の一方的な提供だけで話を進めるのは

おかしいと思いますので、次回からはこういう方法はやめていただきたいと思います。

もう一つ、それから食糧自給の問題とかいろいろありますけれども、やはりいまの日本は

大量に輸入して食べ物を捨てています。そうまでしてアメリカの牛肉を輸入する必要はない

と思いますので、いろいろな事情の方がいらっしゃるのは当然ですけれども、やはり10年後

20年後、100年後のことを考えていまここを対処していかないと、もう日本は本当に食糧に

関して属国になっていくと思いますので、その辺のところをよろしくお願いいたします。

【姫田情報官（農林水産省 】）
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時間もまいりました。どうも司会の不手際で、広くご意見をお伺いしたいということでや

ってまいりましたが、一部の方のご意見が中心になってしまったことをおわび申し上げます。

これからのリスクコミュニケーションの中で、やはり皆さん方に参加していただくというこ

とが非常に大事だと思っておりまして、今日も実はもう少し多くの方をお呼びしたかったの

ですけれども、十分お呼びできなかったこともおわび申し上げる次第でございます。

最後に、司会の方にマイクを返すとともに、全体をとりまとめまして参事官の方からお話

をお願いします。

【松本参事官（厚生労働省 】）

長時間にわたりましてお疲れさまでございました。最後にお礼のごあいさつを一言申し上

げます。

今日１時半から行政側の食品安全委員会、それと農水省、厚生労働省の説明の後、いろい

ろ意見交換会ができました。飼料規制の具体的対策についてのいろいろなご意見も出ました

、し、今後どのように進めていくかということはかなりご理解いただいたと思います。また

、ＳＲＭの除去につきましては特段の、それこそ安全の要であるというご意見は出ましたが

それ以外にはこれという意見は出ませんでした。やはりＳＲＭの除去が牛肉の安全、ＢＳＥ

対策の重要な柱であるということは、理解が共通のものになったのではないかと思っており

ます。検査につきましては、全頭検査を続けてほしいというご意見もありましたし、出てこ

ないのであれば国際標準に合わせるべきだというようなご意見もあったかと思います。

最後に、皆さん方米国牛肉の輸入の問題とどうしても関連づけて、それを大変不安に思っ

ていらっしゃるということはよくわかりました。その米国の状況もわからずにこういうリス

クコミュニケーションは何ごとかというお話がありますけれども、何度も申し上げますけれ

ども、まずは国内のＢＳＥ対策をどうするかということをやって、その後それが決まった後

で我が国と同等の安全性をアメリカには求めていくということでありまして、それでアメリ

カがこういうところでどうですかといったときに、食品安全委員会にまた諮問させていただ

く。当然そのときにはリスクコミュニケーションなり、あるいは食品安全委員会としてパブ

リックコメントを求めることになるかと思います。そういうところでアメリカの状況がどう

かということが皆さん方にわかるところでございまして、やはりまずは国内対策をどうする

かということがこのリスクコミュニケーションだということをご理解いただきたいと思いま

す。

あとは、一方的なということでございますけれども、皆さん方すべてがインターネットを
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お使いだとは思いませんけれども、お近くにでもお使いの方がいらっしゃいましたら 「食、

の安全・安心ネットワークという１枚カラー刷りが入っております。そこに農林水産省、食

品安全委員会と厚生労働省のホームページのアドレスがありますので、皆さん方お一人お一

人とは言いませんけれども、どなたかいらっしゃったらそこで見ていただければ、またそこ

から意見を出すこともできますし、こういう機会だけでなくて意見の交換、あるいはどうい

うことをやっているかというのはわかるように、いろいろな意見交換ができるようなことに

努めておりますので、またリスクコミュニケーションについてもいろいろなご意見をお寄せ

いただきたいと思います。

本日は長時間ありがとうございました。

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（牛海綿場脳症（ＢＳＥ）、

対策に関する意見交換会 」を閉会いたします。）

最後に、お帰りの際にアンケートを回収いたしますので、意見を言えなかった方はぜひそ

こにお書きいただいてお帰りいただきたいと思います。意見を言われた方も、なお言い足り

ない部分については、アンケートにお書きいただきたいと思います。

どうも長時間にわたりましてありがとうございました。


