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午後１時００分 開会

○中山消費者情報官補佐 それでは、定刻になりましたので、開会したいと思います。

本日は、大変お忙しい中、御出席いただきまことに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(米国産牛肉等のリスク管理措置、

に関する意見交換会)」を開催いたします。誠に申しわけありませんが、本日は休憩の時

、 、間を設けておりませんので 御用のある方は適宜御退出いただいて結構かと思いますので

よろしくお願いいたします。

本日は、厚生労働省と農林水産省の共催でございます。

初めに、両省を代表いたしまして、農林水産省大臣官房審議官の高橋からごあいさつを

申し上げます。

○高橋審議官 本日は、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。

今、お話し申し上げましたが、きょうのリスクコミュニケーションは、厚生労働省と農

林水産省で共同で開催をいたすものでございます。

御承知のとおり、我が国のＢＳＥ対策につきましては、厚生労働省と農林水産省で昨年

10月15日に食品安全委員会に対しまして見直しの案を諮問いたしまして、食品安全委員会

において科学的な評価をしていただきまして、先週でございますが、５月６日に正式な答

申をいただきました。これを踏まえまして、現在、両省において我が国の国内対策として

のＢＳＥ対策の改正の手続に入っているところでございます。

また、一昨年のＢＳＥ感染牛の発生以来、輸入停止をしておりますアメリカ、それから

カナダのそれぞれの国の牛肉の輸入再開につきましても、具体的な検討を行うことといた

しました。

両省は、輸入の再開に当たりましては食品安全委員会に諮問いたしまして、その評価に

基づいて、輸入する際の条件を決定・実施いたしたいというふうに考えております。それ

に先立ちまして、全国各地、全部で９か所でございますが、意見交換会を行う予定でござ

いまして、本日はその最初の日ということになりますけれども、消費者、生産者を初めと

いたしました関係者の皆様と意見交換をしたいというふうに考えまして、こういった会を

開催したわけでございます。

本日は、何とぞ御活発な意見交換をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 ここからは座って進めさせていただきます。

では、ここで、出席者を御紹介いたします。
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まず、募集により多数の方に御参加をいただいております。本日は、広く御意見をいた

だくために出席者を募集によりプレスリリースさせていただきましたところ、沖縄の会場

では68名の方に応募をいただきました。当初予定しておりました募集の範囲内でございま

したので、応募いただいた方には全員参加していただいております。

会場の御出席者の御紹介につきましては、お手元の出席者名簿にかえさせていただいて

おりますので御了解ください。

次に、行政からの出席者を御紹介いたします。

皆様から見て一番右のお席からになりますけれども、食品安全委員会事務局勧告広報課

の大津課長補佐です。

同じく、食品安全委員会事務局評価課の梅田課長補佐です。

、 。続きまして 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

先ほどごあいさついたしました農林水産省大臣官房審議官の高橋でございます。

農林水産省消費・安全局衛生管理課薬事資料安全室資料安全管理官の濱本でございま

す。

私は本日の進行役を務めさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者情報官補佐

の中山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

議事に先立ちまして、資料の確認をさせていただきます。

受付の方で封筒に入った資料を受け取っていただいたかと思いますけれども、１枚紙の

議事次第、座席表、出席者名簿、それから本日の説明資料になります資料２となってござ

いますけれども、パワーポイントを印刷したもの。それから、参考といたしまして、参考

１ 「我が国における牛海綿状脳症対策に係る食品健康影響評価について 。それから、ナ、 」

ンバーが打ってなくて申しわけございませんが、参考２といたしまして、先ほどのものの

、「 」。本体でございますけれども 我が国における牛海面状脳症対策に係る食品健康影響評価

それから、参考配布といたしまして、私ども今取り組んでいる意見交換会ですとかそう

いったものについての御説明資料として１枚。

それから、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省などから毎日発出されますプレス

リリース等をお届けするメールマガジンの御紹介の紙が１枚、それから、食生活指針とい

たしまして、こういった小さい形の物を入れてございます。

それから、アンケートをお配りしております。こういった意見交換会の今後の参考にさ

せていただきたいと思いますので、お帰りの際には御記入をお願いいたします。
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何か不足しているものがございましたら、事務局の方までお申しつけください。

続きまして、本日の進行について御説明させていただきます。

本日は、米国産牛肉等のリスク管理措置に関する意見交換会でございます。まず、意見

交換に先立ちまして、厚生労働省、農林水産省から米国・カナダにおけるＢＳＥ対策、我

が国とのＢＳＥ対策の比較といたしまして、現在の米国等の現状でありますとか、輸入再

開に当たっての考え方を50分程度説明させていただきます。その後、意見交換会に移りた

いと思います。

会場の都合上、午後４時には終了を予定しておりますので御協力をお願いいたします。

では、ただいまから議事に入ります。

初めに、農林水産省の濱本管理官、厚生労働省の蟹江専門官から御説明させていただき

ます。

お願いします。

○濱本管理官 農林水産省の濱本でございます。よろしくお願いします。本日はお忙しい

中御参集いただきましてありがとうございます。

去る５月６日、ＢＳＥの国内対策見直しについて、食品安全委員会から厚生労働省と農

林水産省の諮問に対して答申が出されました。この答申で、食肉の汚染度は全頭検査をし

た場合と21か月齢以上検査した場合、いずれにおいても無視できるか非常に低いというふ

うに推定されたところでございます。

この答申を受けまして、今後国内の関連規定を改正するということを予定しておるとこ

ろでございます。スライド、次お願いします。

一方、この答申を受けまして、厚生労働省と農林水産省は米国及びカナダ産牛肉の輸入

再開につきまして、今後食品安全委員会に諮問するということとしておりまして、米国・

カナダ産牛肉の輸入再開については、我が国と同等の安全性が確保されるということが基

本的な考え方ということになってございます。

諮問の内容は、米国及びカナダ産牛肉について、新たな国内措置と同等の措置、具体的

にはＢＳＥ検査を行わないが20か月齢以下の牛由来の牛肉であって、その牛からはＳＲＭ

は除去するという条件で輸入を再開する。こういった場合に、これらの牛肉と国産の牛肉

とのＢＳＥリスクについて伺うということとしております。

、 、 、本日は その諮問に先立ちまして 米国・カナダの肉牛産業やＢＳＥ対策につきまして

日本との違いを含めて情報提供をいたしまして、その後、意見交換を行いたいと考えてお
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りますので、よろしくお願いいたします。スライド、次お願いします。

まず、きょうの説明の流れでございますが、１番目といたしまして、米国・カナダの肉

牛産業について説明させていただきたいと思っております。使用されている牛の頭数はも

ちろん日本と米国・カナダは大いに違っておりまして、そういった点について説明させて

いただきたいと思います。

それから、２番目の項目といたしまして、これまでとられてきたＢＳＥ対策について、

その経緯を説明したいと思っております。①のところにございますが、ＢＳＥプリオンを

国内に持ち込ませないようにするための輸入禁止措置であるとか、②にありますように、

ＢＳＥプリオンの国内での循環、すなわち牛から牛へうつすことを防ぐための、いわゆる

飼料規制というもの。それから③にもございますが、ＢＳＥ牛をいち早く発見しまして、

あるいはＢＳＥ感染牛がどのくらい国内にいるのか、またＢＳＥ対策の効果はどの程度有

効であったのかといったことを把握するための届け出とかサーベイランスといったことに

ついて説明していきたいと。さらに、国内における発生の状況も紹介したいと思っており

ます。

さらに、３番目の事項といたしまして、今説明しましたこういった事項についての対策

の現状というものを説明してまいりたいと思っております。

さらに、４番目でございますが、こういった現状のもとで輸入再開に当たって私どもが

どのように考えているかということを、具体的には20か月齢以下でＳＲＭを除去した牛の

、 、肉の輸入再開に関しまして こういった牛肉と国産牛肉のＢＳＥリスクの同等性について

食品安全委員会に諮問したいと考えておりますので、そのことを説明させていただきたい

というふうに思っております。それでは、スライド、次お願いします。

まず、米国・カナダにおける肉牛産業の概要ということで説明をさせていただきたいと

思います。スライド、次お願いします。

これは、米国、それからカナダの牛の飼養頭数でございます。３つの円グラフ、丸の大

きさが違っておりますけれども、これが牛の飼養頭数の規模を反映しているということで

ございます。日本は約400万頭です。これに対して米国は約20倍の9,400万頭、カナダは３

倍の1,500万頭という数の牛が飼育されているわけでございます。

まず、米国の方をごらんいただきますと、6,400万類が肉用牛ということで、アメリカ

、 。 、ですとこれはヘレフォードという種類の牛になりますけれども こういった牛 それから

ホルスタインの雄がございますがございますが、こういったものが肉用牛として飼われて
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いるという状況でございます。それから、ここにミルクを絞っている図がありますけれど

も、約1,300万頭の乳用牛がいるということでございます。それから、残りの部分につい

ては子牛という形になっております。

カナダの方もほぼアメリカと似たような形になっておりまして、産業構造としてはアメ

リカとカナダが大体同じような形になっていると。ちょっと子牛の部分が多くなっておる

のですけれども、これは統計上のことでございまして、子牛の定義が少しカナダの方が広

くなっている関係で大きく見えるのですが、基本的には同じ構造になっておるというふう

に御理解いただいていいのではないかと思っております。

一方日本の方ですが、日本ではやはり肉用牛は多いのですけれども、約半分程度という

ことになっておりまして、いわゆる酪農、乳用牛の方が非常に比率としては多いという形

になっております。したがって、日本の牛がと畜場に出荷される等の場合は、米国ですと

肉専門に飼育された牛が出てくるということになるのですけれども、日本の場合は乳用牛

が利用されてくるというような構造になっております。スライド、次お願いします。

次に、実際にと畜場でどのようにと畜されているかというところをごらんいただいてお

ります。と畜頭数の総計は米国が3,350万頭ということで、日本の130万頭に比べて約25倍

ということで、カナダは430万頭で、日本の約３倍というふうになっております。内訳を

見ますと、米国では専ら肉牛生産に仕向けられる牛が大変多いということで、去勢牛です

ね。それからこれは若いうちに去勢した雄牛ということになるのですが、これが1,700万

頭ぐらい。それから未経産牛、これは乳用にするために交配を行わない雌牛ということに

なりますけれども、これが1,100万頭。さらに、これを生産するための肉用の繁殖牛とい

うのが若干その役目を終えて出てくるということでございます。これは300万頭ぐらいで

す。これらを含めますと、と畜頭数の約９割ということになっておりまして、と畜される

牛のほとんどは肉用牛というのがアメリカの構造ということになっております。日本に輸

出された牛肉も、この大部分を占めるこういった部分から出てきているといった状態であ

ったわけです。

カナダでは、と畜頭数は米国に比べて、もちろん少なくなっておるのですけれども、そ

の構成は肉用牛が大半であるということで、米国と似たような構造になっています。この

0.5というのはちょっとややこしいのですが、この２つを合わせて0.5ということで、この

統計が分けて書いてないものですからこういう書き方をしておりますが、合わせて0.5と

いうことでございます。
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もう一つ、一番下の欄ですが、連邦政府の認可を受けたと畜場が米国では825施設、カ

ナダには29施設ございます。このほか、州政府が認可したと畜場というのもあるわけなの

ですけれども、と畜頭数のほとんどは連邦政府の認可を受けたと畜場でと畜されていると

いうのが現状でございます。

、 、 、また 米国ではパッカーと呼ばれるいわゆる食肉会社 と畜場でもあるわけなのですが

そのうち上位４社がと畜頭数の約８割をと畜しているという、非常に寡占状態にあると。

29工場あるわけですけれども、上位５社のと畜頭数が全体の９割を占めるということで、

大規模化が進んでいるという状況でございます。スライド、次お願いします。

次に、米国とカナダの肉用牛の飼養状況です。これが日本と大きく違うところなのです

が、日本では基本的にはほとんどの牛が生まれてからと畜されるまで、畜舎の中で、屋根

のあるところで育てられておりますけれども、米国やカナダでは日本とかなり違った育て

られ方をしておるわけです。

ここに米国とカナダの一般的な肉牛の飼養形態を示しておりますが、一般に発育段階に

沿って３段階に飼養形態が変わってくるということでございます。まず、繁殖農家、子供

、 、を生産する農家ということになりますが これは写真を見ていただくとわかりますように

母牛と子牛がくっついておりますけれども、こういった状況で飼われております。広大な

、 。放牧地で自然交配ということで 妊娠した雌牛が自然分娩という形で子供を生んでいくと

生まれた子供は離乳するまで６か月間この放牧地の中で放し飼いにされて育っていくとい

うことになります。

例えば日本の肉用牛をとりますと、例えば黒毛和種などはほとんど畜舎の中で生まれて

畜舎の中で育つということで、全く飼い方が違うと。米国・カナダの場合は放牧、草主体

で飼われているということになります。

ここで親離れをして離乳をした子供が、今度は育成農家というところに運ばれていくと

いうことになります。育成農家で子牛が大体６か月間から８か月間ぐらい育てられるので

すけれども、この段階では、この写真にありますように、やはり同じように放牧地で育て

られることが多いということでございます。ただ、次の段階のフィードロットに至る段階

で、フィードロットからの要望等がございまして、早期に育成していきたいという場合が

生じることがありまして、そういったところでは穀物などを給与するということもあると

いうふうに聞いております。

日本の育成農家では、やはり畜舎の中で飼育するという形態がほとんど全部なのですけ
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れども、ここでは青天井のところで飼っていくということで、かなり違っているというこ

とでございます。

こうして育った牛が、最後に肥育農家というところに入っていくわけです。ここのとこ

ろで３か月間から４か月間、と畜に向けて肉を仕上げるというような形で、いわゆるフィ

ードロットと呼ばれる飼い方、穀物を主体にした飼い方をするということで、肉の質を高

めて付加価値をつけていくという、こういう飼い方をされているわけです。

この３段階を経まして、多くの牛は15か月から17か月ぐらいでと畜されて、牛肉として

生産されていくということになるわけです。スライド、次お願いします。

もっと具体的に、次に米国・カナダの肉用牛がどのような飼料で育てられまして、どの

ような段階でと畜されているのかというのを日本と比較してみた図がこれでございます。

まず、左端を見ていただきますといいかと思いますが、これは米国でと畜される牛のう

ち、乳用牛と肉用牛の割合というものを示しております。乳用牛はいわゆる酪農経営で生

産された牛を去勢したもの。それから 「ビール」と言うのですけれども、いわゆる子牛、

の肉を生産する場合があるのですが、それを合わせたものということになります。

日本の場合は乳用牛に交雑種というものを含めておりましてここには集計しておるので

すけれども、和牛と白黒のホルスタインをかけ合わせた、いわゆる交雑種というものがこ

こには含まれているという形になります。日本はそういった交雑種、それからホルスタイ

ンが大体４割、それ以外の肉用種が５割ということで、構造は大分違っているということ

になっております。

出荷月齢ですけれども、日本では20から24ぐらい。このあたりで出荷され、と畜される

と。肉用牛の場合はほとんどが黒毛和種ということになるのですけれども、30か月前後、

このあたりまで飼われて出荷、と畜されるということになります。一方、米国・カナダは

飼育期間が日本に比べて短くて、そのほとんどが大体20か月未満でと畜されるという状況

でございます。

これにどういった飼料が給与されているかということについて説明したいのですが、ま

ず、米国の大半を占める肉用種、これが結局はお肉になるところでございますけれども、

この肉用種が何を食べているかということですが、先ほどの写真のところで御説明しまし

たけれども、放牧主体ということで若いころは牧草、場合によっては補充飼料を加えると

いうこともあるのですが、草主体で飼われていて、仕上げの時期に濃厚飼料というものを

食べさせるということで仕上げていくということになっているわけです。この補助飼料と
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いうのは、いわゆるビタミンとかミネラルとか、たんぱく質なども一部入っているという

状況でございます。

日本では、ほとんど畜舎で飼われているということで、フスマ等の購入飼料です。それ

が肉用種には牧草と一緒に与えられるということで、かなり早い時期、10か月ぐらいから

もう濃厚飼料に移っていくということで、日本では濃厚飼料が早い時期から長い期間与え

られるということになっておるわけでございます。

乳用種につきましてはこれと、日本ではこっちになりますけれども、出生当初は米国・

カナダ、日本ともに代用乳と呼ばれる、皆さん御存じだと思いますが、粉ミルクが与えら

。 、 、 、 、 、れます この後 米国では一部がミルクだけを与えられ 五 六か月齢でと畜し ビール

いわゆる子牛肉として出荷されます。それから、そのほかは日本の場合と大体似ているの

ですけれども、濃厚飼料を食べさせて出荷されるという形になっています。

全体的に見ますと、日本の牛は比較的早い段階で配合飼料などの濃厚資料が給与されま

して、しかも長期間飼育されるということになりますが、米国・カナダの牛は基本的には

若い時期は牧草主体で飼われていて、出荷時期が近づくと濃厚飼料が与えられて、短期間

の飼育がなされ出荷されるという状況でございます。スライド、次お願いします。

次に、牛に給与される牧草以外の飼料がどのように流通しているかということを御説明

したいと思います。

我が国は、飼料の大半を米国等海外に依存しておりまして、港にある配合飼料工場で配

合飼料を製造し供給するということが一般的というふうになっております。一方、米国・

カナダでは、牛に給与される濃厚飼料は近傍にある農地から集めたトウモロコシ等の単味

飼料、それにビタミン、ミネラル等の補助飼料を添加したものが給与されるという形にな

っております。ここですね。補助飼料と。それからトウモロコシ畑から単味原料として購

入したものが給与されるということでございます。特に、フィードロットという経営形態

では、農家が大規模な飼料工場を持っておりまして、自分の牛専用に飼料を製造して給与

するということが一般化しております。

我が国では、配合飼料は配合飼料製造業者が製造して農家に供給するという形が一般的

なのですが、米国・カナダでは配合飼料は農家がつくる場合、それから配合飼料業者がつ

くる場合、それから共同組合がつくったり、食肉事業者さんがつくったりと、いろいろな

業種で製造が行われて供給されているという現状です。

基本的には、日本では配合飼料で飼育されますが、米国・カナダでは近傍のトウモロコ
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、 。 、シ等の原料を主体に 牧草といったもので飼育されるということでございます スライド

次お願いします。

それから、肉骨粉でございますが、肉骨粉はＢＳＥの感染原因であるということが一般

に知られておりまして、我が国では肉骨粉の牛への給与を禁止するということで、実際に

豚や牛からレンダリングして製造した肉骨粉はすべて焼却ということが原則となっておる

わけでございます。

一方、カナダでは牛の肉骨粉を牛に給与するということはここで禁止しておるわけなの

ですけれども、この肉骨粉を豚や鶏に使うということは認めております。我が国において

はその肉骨粉といえば、普通豚と牛が混合して製造されている。最近では若干分けてきた

のですけれども混合製造されておりまして、配合飼料工場で牛の飼料も豚の飼料も製造し

ているということから、交差汚染を防止することを念頭に、肉骨粉の飼料利用全体をとめ

てしまうということを行ってきたわけです。

一方、アメリカ・カナダにおきましては、レンダリングの畜種別、豚なら豚の屠場があ

、 。 、 、って肉骨粉製造 レンダリングがございます 牛は牛のと畜場 それから肉骨粉の製造と

こういう畜種別の生産形態というのが進行しておりまして、ＢＳＥの感染原となる牛の肉

骨粉が効果的に牛用の飼料から排除できると。つまり、ここで点線で分かれておりますけ

れども、豚は豚の世界があり、牛は牛の世界があるという環境ができておりました。

我が国でも、４月１日から配合飼料工場において牛用飼料と豚用飼料の分離が行われま

して、純粋な豚肉骨粉が豚・鶏の飼料として利用されるということが、ようやくことしの

。 、 。４月からできるような環境になってきたところでございます スライド 次お願いします

次に、米国・カナダでこれまで講じられてきたＢＳＥ対策について、輸入禁止措置、飼

料規制、サーベイランスに分けて説明したいと思います。スライド、次お願いします。

まず、ＢＳＥ対策の経緯でございます。ＢＳＥの病原プリオンの侵入を防止するための

輸入禁止措置について、牛と牛肉と肉骨粉というものを対象といたしまして、これまでの

変遷を説明したいと思います。

ヨーロッパを中心としてＢＳＥは確認され、また広範囲に広がってくるという中で、各

国ともその時々で措置を講じるということが行われてきております。まず、１番目に、19

86年、これ以前の話なのですけれども、英国でＢＳＥが確認されたと。これが事の発端な

のですが、それを受けてＢＳＥの発生国からの輸入禁止措置がそれぞれとられてきたとい

うことでございます。
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まず、肉骨粉について見ますと、赤い字で書いてあることが肉骨粉に関する記載なので

すけれども、まずカナダでは1988年です。米国では1989年。それから日本では1996年とい

うことで、英国等からの輸入を禁止しております。次に、牛なのですが、これも当然ＢＳ

Ｅに感染しているおそれがあるということですが、米国では1989年、青いところをごらん

いただけますでしょうか、89年に肉骨粉の輸入禁止と同時に牛を含む反すう動物の輸入を

禁止するという措置を講じております。カナダと日本は１年おくれで、1990年、牛と書い

てございますが、輸入を禁止しております。

それから、牛肉の輸入禁止ということも続けて行ってきておるわけです。紫色が牛肉の

話でございますが、米国とカナダは1991年という結構早い時期に牛肉を発生国から入れる

のをやめるということで、日本は1996年に輸入禁止措置を講じております。スライド、次

お願いします。

2000年になりますと、ＢＳＥの検査技術の進歩に従いまして、ヨーロッパの多くの国で

ＢＳＥが確認されるという事態になってまいりました。これを受けて、米国・カナダ、日

本は輸入禁止措置を強化しているという動きが出てきたわけでございます。赤のところを

見ていただきますと、2000年、米国、カナダとも全動物の肉骨粉の輸入を禁止すると。日

本も牛の肉骨粉の輸入を禁止したということでございます。

、 、米国のところだけごらんいただきますと 2001年の日本でのＢＳＥの発生を受けまして

日本産牛肉の輸入を禁止しております。2003年には、カナダでのＢＳＥの発生があったわ

けですけれども、それを受けまして、カナダ産牛肉の輸入を禁止しております。牛も同時

に禁止しておるわけです。

2005年、今年になりまして、カナダ産のすべての牛肉や30か月齢以下のと畜用牛の輸入

解禁の規則を公布したのですけれども、これについては一部反対があったりして、その施

行が現在とまっているという状況でございます。

次に、カナダの方を見ていただきますと、米国同様2001年に日本でのＢＳＥの発生を受

けまして、日本からの牛肉の輸入を禁止するということを行っております。2003年には米

国でのＢＳＥの発生を受けまして、牛や牛肉の輸入を禁止するということですが、30か月

齢以下の牛から生産された牛肉の輸入は除外されている、つまり輸入されているという状

況でございます。

なお、本年３月29日付で、30か月齢未満でと畜されている米国からの生体牛の輸入、生

きている牛の輸入を解禁するという規則が施行されております。スライド、次お願いしま
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す。

次に、ＢＳＥの病原体のプリオンの侵入経路というか、牛から牛にうつるということを

、 。防ぐための措置ということで飼料規制があるわけですけれども この飼料規制の経緯です

日本は、1996年に反すう動物用の飼料原料を反すう動物に使用することがないようにと

いうことで指導を行ったと。この指導というのが後々問題になってきたわけなのですけれ

ども、さらに2001年になってやっと、飼安法と書いてありますが、飼料安全法という法律

に基づく牛の肉骨粉の飼料利用の禁止というのを制度化したということでございます。さ

らに、すべての動物の肉骨粉の牛用飼料への利用も禁止したということで、牛を使うのも

やめたし、牛にそういったたんぱく質のものを給与するのもやめたというのを、2001年に

やっと法制化したということになります。

しかしながら、カナダ、それから米国では、もう1997年の段階で法律に基づいてこうい

った反すう動物由来の肉骨粉を反すう動物に給与するのを禁止するという措置をいち早く

講じていたという状況でございます。ただ、反すう動物が対象ですので、一応豚や鶏には

使っているという状況は現在も続いております。スライド、次お願いします。

次に、ＢＳＥの広がりぐあいやＢＳＥ対策の効果を見るためのサーベイランスというも

のがありますので、それについて説明させていただきたいと思います。

まず、ＢＳＥが発生したら、発生の報告をまず受けないとそれからの対策がとれないと

いうことになるわけですけれども、発生の報告の義務づけというのを各国とも行っている

わけです。米国はいち早く、1986年にＢＳＥが発生したらその発生報告を義務づける。カ

ナダも1990年。日本はちょっとおくれまして、1996年に報告が義務づけられております。

次に、サーベイランスです。ＢＳＥを発生している牛がいるかいないかを調べるという

ことなのですが、米国では1990年から開始しております。カナダでは1992年、日本は少し

おくれまして1996年にサーベイランスを始めるということでございます。

米国はそのサーベイランス開始後、年間数百頭程度というものを対象としておりました

けれども、2002年からは約２万頭に対象を拡大いたしました。2003年12月には、このサー

ベイランスで発生が確認されたということでございます。さらに2004年には、このサーベ

イランスをさらに強化するということで、2004年６月から現在まで、約32万頭の検査が行

われました。これまで、陽性牛は確認されておりません。検査の対象となるのは30か月齢

以下の歩行不能の牛と、それから中枢神経症状を示した牛と、そういったＢＳＥに感染し

ているおそれが高いと考えられる牛を中心に検査をしております。
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一方、カナダでは年間数千頭のサーベイランスをずっと行ってきたわけでございますけ

、 、 。れども 2004年には対象を拡大するということで ２万4000頭まで検査を行っております

さらに、2005年には対象を３万頭まで拡大する計画というふうになっております。スライ

ド、次お願いします。

こういったサーベイランスの結果、カナダではこれまで３頭のＢＳＥが見出されており

ます。米国では１頭が見出されておるわけです。ただし、この米国で見出された１頭とい

うのは、生まれはカナダだったということが確認されてございます。スライド、次お願い

します。

それでは、現在とられているＢＳＥ対策についての説明に移りたいと思います。

まず、飼料規制でございます。スライド、次お願いします。

飼料規制の根拠となるものは何かということですが、米国、カナダ、日本とございます

けれども、いずれにしても米国、カナダ、日本ともに法律に基づいた規制というものを行

っておるわけでございます。日本の飼料規制は2001年からと。米国・カナダは1997年から

法的に規制を実施しております。規制の内容なのですけれども、日本は飼料の輸入とか製

造とか販売とか、使用ということを行う者に、飼料の品質とか製造基準とか使用基準とい

、 。うものを定めまして これに違反したものには罰則を適用するという形になっております

米国は、表示方法とか記録方法とか製造方法というものを定めまして、これに適合しな

い飼料を品質不良飼料というふうに位置づけまして、州間取引を禁止すると。連邦法でご

。 。ざいますから州間取引を禁止するという形になっております もちろん罰則もございます

違反飼料は差し押さえられるということもあるわけです。また、米国では各州で飼料に関

する法律がございまして、こういった違反飼料については、製造・販売も禁止されるとい

うことになっております。ただ、米国の制度では、飼養者に対して直接禁止するという条

項はございませんが、現実には差し押さえとか給与禁止命令ということで、飼養者に対し

て規制を行うということが行われております。これは法律に基づいて行われているという

ことです。

カナダはもう少し直接的で、規制の中にもうそういった反すう動物由来のたんぱく質を

含む牛用飼料を使用してはいけないとか、輸入してはいけないということを直に書いてご

ざいまして、そういったことを禁止するとともに、製造の記録を義務づけているというこ

とです。記録を義務づけるというのはカナダとかアメリカ、北米の規制の一つの特徴とい

うことになっておりまして、日本では農家段階では義務づけはしておりませんけれども、



- 14 -

それより前の、例えば配合飼料製造といった段階での記録は義務づけられておるわけでご

ざいます。

いずれにしても、規制の内容や方法というのは異なっておるわけなのですけれども、効

果としては日本とアメリカとカナダに差はないというふうに考えられます。次、お願いし

ます。

米国・カナダの飼料規制のその２というふうに書いてございます。どの飼料が何に使え

るかということで、やはり日本と米国・カナダは違っているということでございます。日

本は、牛に動物性たんぱく質、ここでは牛・鶏・豚の肉骨粉というふうに書いてございま

すけれども、牛に肉骨粉を使うことは禁止しております。それから、牛由来のたんぱく質

を飼料として、もちろん牛もだめなのですが、豚・鶏に使うのも禁止していると。二重の

とめ方をしておるわけなのです。米国・カナダは、基本的には反すう動物由来の肉骨粉等

を反すう動物に給与するのを禁止しているということになっております。正確には 「純、

粋な、豚とか馬を除く哺乳動物のたんぱく質」というような書き方をしているのですが、

現実は反すう動物を反すう動物にを禁止しているという状況になっております。

これを比較していただきますと、やはり日本の規制はより厳しい規制という形になって

おります。米国は、現在、ここの部分、鶏や豚の肉骨粉を牛に給与することを禁止すると

いうことを検討している最中ということでございます。

それから、もう一つの飼料規制のポイントであります交差汚染対策ということでござい

ます。交差汚染につきましては、先ほどちょっと述べたのですが、日本はやっとことしの

４月から製造工程のライン分離というものを法的に義務化して実施することがやっとでき

るようになったということでございます。米国・カナダにつきましては、ライン分離を今

義務化するかどうか検討するという段階でございます。これにつきましては、飼料製造業

者さんの製造ラインを牛用とそれ以外というふうに分けていかなければならないというこ

とで、なかなか時間がかかるということで慎重な検討がなされているものと思われます。

スライド、次お願いします。

それから、こういった飼料規制を設けてきたときに、それがちゃんと守られているかど

うかというのが一つの大きな課題になるわけでございます。

コンプライアンスというふうに言いますが、遵守を比較するということは、なかなか国

々によってやり方が違うので難しいという面がございます。ここに出しておるのは、各国

でそれぞれの基準で調査した結果というふうに見ていただいたらいいかと思います。した
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がって、この数字を国ごとに比較するというのは、実は余り意味がなくて、国の中でどう

いうふうに数字が動いているかということを見ていただくといいかと思います。

我が国の数値による飼料規制、96年「牛肉骨粉等の牛用飼料への禁止」という通達でご

ざいますけれども、全国で約160の農家で守られていなかったということがＢＳＥの発生

時の調査でわかっておりますけれども、現在では比較的良好な規制の遵守が得られている

というふうに考えております。しかしながら、使用とか販売とか、輸入段階の監視を徹底

することが一つの課題となっておりまして、食品安全委員会の答申を踏まえてこれを強化

するということで、現在、パブリック・コメントをやっておるところでございます。

米国・カナダの方も、やはり2002年と2004年を比較していただきますと、飼料規制の尊

守は向上してきているというふうになりますが、一方で米国の会計監査院の報告書では、

。 、飼料規制の監視体制がまだ十分ではないという部分も指摘しております いずれにしても

こういった飼料規制の遵守を得るということは、日本にとっても米国にとってもカナダに

とっても、共通のなかなか難しい課題であるというふうになっておるわけでございます。

スライド、次お願いします。

今までの私の説明を取りまとめてみました。日本の牛肉産業と比較しまして、米国・カ

ナダの牛肉産業には以下のような特徴があるということになります。

まず、米国・カナダの牛は、若齢期に主としてＢＳＥの感染のおそれが少ないと考えら

れる牧草で飼育されていると。さらに、飼料は主として農家で配合され、補助飼料を除け

ば配合飼料製造業者の製造する飼料に余り依存していない。日本ほどは依存していないと

いうことでございます。

また、米国・カナダは法的な飼料規制の導入を1997年から行っておりまして、日本が20

01年に導入したことと比較すると、より早い規制の立ち上げを行ったということになりま

す。一方、飼料規制の内容といたしましては、日本がすべての肉骨粉を牛に給与すること

を禁止しているのに比べると、米国・カナダは豚・鶏の肉骨粉を牛に給与することは認め

ている。しかしながら、肉骨粉は主として畜種別に別工場で製造されているものが多いと

いうことで、牛の肉骨粉は混入しないで、豚・鶏の肉骨粉が供給される。つまり、牛と豚

・鶏の肉骨粉は分離されて取り扱われるという環境が、そもそも整っていたということに

なろうかと思います。

最後の飼料規制の遵守確保については、やはり日本、米国・カナダともに共通の課題と

いうふうに考えられておるところでございます。
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引き続きまして、担当がかわって説明いたします。

○蟹江専門官 引き続きまして、私、蟹江の方からと畜場における措置につきまして御説

明させていただきます。スライド、お願いします。

このスライドは、米国・カナダのと畜を行う処理施設の、簡単な処理フローの例を示し

たものでございます。施設に搬入された牛に対しまして、スタンガンという器具で気絶さ

せて、頚動脈を切って放血をしていくという手順になります。それから、歯列の確認を行

いまして、30か月齢を越える牛についてマークをつけることによりまして、30か月齢を超

えるものと超えないものがわかるような仕組みとなっております。この歯列の確認でござ

いますけれども、前歯の永久歯の生えそろい方で確認するというものでございます。

続きまして、皮をはぎまして、頭部の除去、それから内臓摘出後背割りが行われます。

、 。背割りを行う場合の背割りのこにつきましては １頭ごとの洗浄消毒がなされております

頭部とか内蔵につきましては番号札をつけまして、枝肉と対応確認できるように処理され

ております。

せき髄の除去につきましては、後ほどスライドを用意しておりますけれども、特定の器

具を用いまして除去し、その後高圧洗浄による洗浄がなされ、冷却をする場所で肉の格付

が行われております。これらの施設につきましては、政府の獣医官、あるいは検査員が常

駐して、食肉の検査がなされております。基本的な食肉処理の流れ自体は、日本もあるい

はヨーロッパでも同じような行程となっております。次、お願いします。

こちらがせき髄除去の器具、米国で用いられております器具をスライドで示したもので

ございますが、これが吸引をしながら除去をしているところでございます。こちらは手作

業で、この金属の部分でせき髄をかき取るというような器具でございます。これがいわゆ

るミーディングカッターというものでございまして、この骨の部分を削りながら吸引をし

ていくという装置でございます。次、お願いします。

これは、枝肉の高圧洗浄の装置でございまして、このようにかなりの高圧の水で洗浄が

なされるというものでございます。次、お願いします。

こちらが、蒸気によって洗浄をするというものでございまして、もともとこれは微生物

汚染のコントロールのために用いられている手法でございます。次、お願いします。

こちらのスライドは、米国におきますＢＳＥ対策の概要を示したものでございますが、

、 。 、米国でＢＳＥが発生をした後 ＢＳＥ対策として追加的な措置がとられております まず

歩行困難な牛の食用禁止。それから、特定危険部位の除去。先進的食肉回収システム、い
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わゆるＡＭＲと言っておりますが、この規制強化。それから、空気噴射スタンニングの禁

止。ＢＳＥ検査中の牛肉について、ＢＳＥ陰性が確認されるまで流通禁止という対策。こ

れが平成16年の１月12日から実施されてきております。

上の３つにつきましては、後ほど個別のスライドで御説明をいたしますが、空気噴射ス

タンニングといいますのは、最初に牛がと畜場に搬入されましてスタンガンで気絶させる

わけですが、その際に圧縮された空気も同時に牛の頭の中に噴射させることによって気絶

をさせるという手法でございますが、こういったものが禁止がされておるというところで

ございます。

こちら、一番最後の、検査中のものはその結果が出るまで流通が禁止ということはこの

とおりでございます。次、お願いします。

歩行困難な牛の食用禁止の規定でございますが、基本的な考え方といたしましては、歩

行困難になった理由あるいはその時期にかかわらず、歩行困難な牛は食用としないという

ものでございます。例えば、施設に搬入される際にけがを負って歩行困難になった場合で

も、安楽死させてその牛を適切に廃棄しなければならないと。特定の病気ではなく、例え

ば骨折とかといった外傷でも食用にできないという規定になっております。次、お願いし

ます。

こちらは、特定危険部位の関係の規定の説明をしたスライドでございますが、特定危険

部位の範囲につきましては、英国で行われております感染実験のデータといったものが基

本となりまして範囲を決定しております。これは、範囲自体は後ほど比較表をお示ししま

すけれども、カナダ、日本、アメリカ、基本的には同じでございます。アメリカの場合で

すと月齢の区分けがございまして、30か月齢以上の当該の目、三叉神経節、せき柱、せき

髄、背根神経節、それからすべての月齢の扁桃と回腸遠位部。除去自体は小腸全体として

除去がなされておるというものでございます。

それから、特定危険部位の除去ですとか廃棄につきましては、各施設におきまして、い

わゆるＨＡＣＣＰです。危害分析重要管理点方式と言っておりますが、高度な衛生管理の

手法の一つでございます。あるいは、ＳＳＯＰと言われていまして、衛生標準作業手順書

といったものを定めて、そのＳＲＭの管理を各施設で徹底するという規定になっておりま

す。こういった各施設の管理の方法については、米国農務省の食品検査局の検査官が有効

性を確認しておるという実態でございます。次、お願いします。

こちらのスライドは、先進的食肉回収システム（ＡＭＲ）の規制強化ということでスラ
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イドを示しておりますが、このＡＭＲと言いますのが、高圧で骨を破壊することなく肉を

採取する方法。例えば足の骨とかにナイフで大きな筋肉部分は肉として取った後、細かい

肉が骨の方に残っておりますので、そういったものをＡＭＲというシステムを使って肉を

回収するというシステムでございます。

この規制内容といたしましては、先ほどの特定危険部位、脳、せき髄、三叉神経節、背

根神経節が、このＡＭＲを用いることによって回収する肉の中に混入することがないよう

にという、そういった規制の強化の内容でございます。次、お願いします。

こちらのスライドは、ＳＲＭ除去の各国の比較でございます。日本と米国とカナダの比

較でございます。用語の使い方が少し違う部分がございますが、基本的に範囲は同じでご

ざいますが、月齢で区切るという部分が各国で少し異なる部分がございます。例えば日本

ですと、日本の特定危険部位は月齢を問わずすべての牛から除去して収穫しているという

規定でございます。米国・カナダにつきましては、脳とかせき髄ですとかという中枢神経

系の特定危険部位は30という月齢で区切って規定がなされております。次のスライドをお

願いします。

こちらは、各国のＳＲＭの管理ですとか、あるいはと畜の方法を比較したものでござい

ます。牛を気絶させるために行うスタンニング自体は、各国同様の方法で行われておりま

す。それから、スタンニングを行った後にピッシングと言いまして牛が暴れないようにす

る手法でございますが、日本では実態を調べてみますと約７割のと畜場で実施がなされて

おります。これは、私どもの方もピッシングを中止するようにいろいろ進めておるところ

でございますが、先般実際にピッシングをしていないと畜場の事例集を作成し配布して、

こういうものを参考にピッシングの中止を進めていくという指導を実際にしているところ

でございますが、米国とカナダにつきましては、ピッシング自体は禁止がなされておると

いう実態でございます。

それから、ＳＲＭによる汚染防止の措置でございますが、まず日本の場合ですと、衛生

標準作業手順書（ＳＳＯＰ）を作成し、これに基づいて管理がされると。それと、背割り

をする前にせき髄を除去するという手法もかなり導入されておりまして、と畜頭数ベース

で約９割が行っているという状況でございます。

背割り前のせき髄の除去につきましては、予防的な観点から実施をしているところでご

ざいますが、これまでいろいろな研究事業での調査の結果、背割りをした後にせき髄を除

去したとしても、その後の高圧洗浄を行うことで、背割り前にせき髄を除去する場合と背



- 19 -

割り後に除去する場合を比較した場合とで、せき髄除去の効果に違いはなかったという結

果が出ております。

一方、米国・カナダにおきましては、いわゆるＨＡＣＣＰと言われる衛生管理の手法が

義務づけられておりまして、特定危険部位の取り扱いについてはこのＨＡＣＣＰかあるい

は先ほど御説明しましたＳＳＯＰで管理手続を定め、それに基づいてＳＲＭを各施設で管

理するというような仕組みとなっております。次、お願いします。

次に、ＢＳＥの検査とサーベイランスについて説明をさせていただきたいと思います。

お願いします。

まず、ＢＳＥ検査の目的という観点から米国・カナダと日本を比べて見ました。米国・

カナダにつきましては、ＢＳＥの検査自体はＢＳＥの浸潤状況の把握ですとか、あるいは

ＢＳＥ対策の効果を確認するためのもので、サーベイランスとして検査が行われておりま

す。日本の目的でございますが、米国・カナダと同様のサーベイランスを目的として検査

を行っておるというものもございますけれども、と畜場でのＢＳＥの検査は食肉の安全の

確保という目的もあわせて持っておりまして、その部分が米国・カナダと少し違う考え方

で検査を実施しているという状況でございます。次、お願いします。

ＢＳＥ検査がどういった牛を対象として行われているかをまとめたスライドでございま

す。米国ではと畜場で約２万頭程度を対象としておりまして、そのほか、昨年９月からい

わゆるリスク牛を対象として、評価サーベイランスが行われております。当初の計画等数

としては20万頭から27万頭が予定されておりましたけれども、先ほど御説明いたしました

ように既に32万頭の検査が終了をしております。

それから、カナダにつきましては、リスク牛を対象としたサーベイランスでございまし

て、その頭数はことしから３万頭以上を目標にしているという状況でございます。

日本は、と畜場で年間約130万頭の検査をし、生産段階、死亡牛等の検査で約９万頭程

度の検査を実施しているという状況でございます。次、お願いします。

次に、牛の個体識別制度につきまして、米国、カナダ、日本を比較して御説明をさせて

いただきます。次、お願いします。

このスライドを見ていただきますと、牛の個体識別制度につきましては、カナダと日本

で既に義務化されております。一方、米国におきましては、現在、国を中心としてその普

及に努めておりまして、2009年をめどに義務化をしようということで進められております

が、現在段階では任意の制度になっております。
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この制度で把握できる情報でございますが、いずれの国も個体識別番号をつけまして、

出生農場を把握することができるというシステムです。一方、日本では個体識別番号、出

、 。 、生農場に加えまして 出生年月日の登録が義務化されております カナダにおきましては

出生年月日の登録は義務化されておりませんけれども、本年から出生年月日を入力できる

システムに改善しておりまして、生産者は任意で出生年月日を登録できるようなシステム

になっております。

このように、日本とカナダでは個体識別制度で月齢を確認することができます。次、お

願いします。

以上、御説明いたしました産業構造ですとか規制の内容を踏まえまして、厚生労働省と

農林水産省が米国産及びカナダ産牛肉の輸入再開についてどのように考えているのかを説

明させていただきたいと思います。次、お願いします。

今後、米国及びカナダ産牛肉の輸入再開につきまして、食品安全委員会に諮問をしたい

。 、 、というふうに考えております 諮問の内容でございますけれども 上段にありますように

米国・カナダから輸入される牛肉について、これは内臓も含まれますけれども、これと我

が国で流通する牛肉や内蔵とのＢＳＥリスクの同等性について伺うこととしております。

また、下段にありますとおり、同等性を検討をいただく牛肉は、米国及びカナダでとられ

ている現在のそれぞれの国内規制に加えまして、日本向けの輸出プログラムにより管理さ

れた牛肉を対象とすることとしています。

現在のそれぞれの国の国内規制につきましては、先ほど御説明いたしましたけれども、

日本向けの輸出プログラムは、国内規制だけではなく、それにプラスした措置がとられる

ということでございますが、日本向けの輸出プログラムにつきまして御説明させていただ

きたいと思います。次、お願いします。

日本向け輸出プログラムにつきましては、米国ですとかカナダ国内で流通する牛肉とは

異なりまして、日本向けに輸出される牛肉に適用される、いわば日本向け輸出牛肉の条件

でございます。このプログラムでは、ここに記載しておりますとおり２点を担保するとい

うことになります。

まず、一つ目が、輸出される牛肉は20か月齢以下と証明される牛由来であること。もう

一つが、特定危険部位はすべての月齢から除去すると。先ほどアメリカとカナダの現在の

国内の規制を御説明しましたけれども、基本的な脳とかせき髄の除去の月齢は30というふ

うに御説明しましたけれども、日本に輸出するものについては、日本と同じように、日本
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は月齢を決めることなくすべての牛の特定危険部位を除去しておりますので、それと同じ

ような特定危険部位の除去をしていただくというプログラムとなっております。

こういった条件につきましては、日本側からその施設を査察することによりまして、実

効性を確認していくということを考えております。次、お願いします。

先ほどの日本向けの輸出プログラムで輸出される牛肉は20か月齢以下というふうに証明

される牛由来ということでございまして、その20か月齢以下である確認の方法を比較した

ものでございます。

、 。 、 、米国におきましては 実際に出生の生産記録が一つございます それから もう一つが

後ほど詳しく御説明をいたしますが、生理学的成熟度という、いわゆる枝肉の格付手法を

用いた月齢の確認、この２つの方法があると思います。

カナダにつきましては、先ほど御説明をいたしましたとおり、個体識別制度によって確

認ができると。これは日本も当然同じように、個体識別制度で確認できるということにな

っております。

米国につきまして、さらに詳しく御説明をさせていただきたいと思います。次、お願い

します。

、 。 、米国では 大きく２つに分けまして月齢を判別をするということとしております まず

左側につきまして、これは生産記録による証明でございます。個体ごとに月齢を証明する

記録がある場合はこれを使用すると。それから、放牧で育てられておりますので、群れご

との月齢の証明も可能でございます。米国では、子牛はほぼ同じシーズン、春と秋に大き

く分かれて生まれますが、同じ群れで同じシーズンに生まれました牛は、その群れの中で

初めに生まれた牛の出生年月日をもってその群れの牛すべての出生年月日とすると。した

がいまして、同じ群れの牛はその出生年月日よりも前に生まれたことにはならないと。一

番最初に生まれたものを出生年月日としてその群れ全体の出生年月日とすることで、一番

年寄りのものを基本として確認をするというものでございます。

それから、右の方でございますが、これは枝肉の生理学的成熟度による判別の方法でご

ざいます。米国におきましては、食肉のグレード格付する際に、肉質等級だけではなくて

、 。 、牛の生理学的成熟度についても判定し 総合的に格付を行っております 生理学的成熟度

マジョリティーというふうに呼ばれておりますけれども、これを用いて牛の月齢を把握す

るということは可能です。

さらに詳しく説明をさせていただきます。次、お願いします。
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この生理学的成熟度につきましては、若い牛からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと５段階に区分が

されまして、それぞれの段階でさらに区分がされていくというものでございます。ここに

は、Ａ40とＡ50というふうに示してありますけれども、40、50、60と数字がふえるに従い

まして月齢が進み、逆に30、20、10と減るに従いまして月齢が若くなるというものでござ

います。この表は、米国で用いられております生理学的成熟度の判定基準のうち、輸入再

開に当たってその牛が20か月齢以下であることを証明する場合にしようとしている区分、

Ａ40を使おうとしているわけですが、Ａ40とその一つ上の段階のＡ50について示しており

ます。両者の違いは青色で示してございます。

、 、 、牛の背骨のうち 骨盤の部分にある仙椎と呼ばれる部分と その少し上にある腰の部分

腰椎の部分で両者の違いが最も鮮明になっております。背骨自体は、椎骨と呼ばれる骨が

幾つもつながってできております。加齢によりましてこの椎骨同士がつながり、だんだん

強くなっていくというものでございます。

例えば、仙椎について見てみますと、Ａ40では椎骨自体は一つ一つ明確に分離をしてお

ります。一方でＡ50は分離はしておりますけれども余り明瞭にはわからないということで

ございます。また、皆さんが背骨に触ると、背骨にごつごつしたものを感じると思います

けれども、これが椎骨の棘突起と呼ばれる部分でございます。Ａ40ではこの棘突起の上部

の部分、ここでは上部というふうに書いてありますけれどもそこに相当の軟骨が残ってお

りまして、Ａ50ではその量がＡ40ほどではございません。また、腰椎について見ますと、

やはり棘突起の上部がＡ40では骨化が進んでいないというのに対しまして、Ａ50ではほぼ

骨化しているということでございます。

次に、写真を用いまして説明をさせていただきたいと思います。

これは、腰椎の棘突起の部分の写真でございます。左の写真がＡ40に格付がなされたも

ので、上の白い部分に軟骨が残っておると。わかりやすいのはこの右の写真でございまし

て、３枚ございますけれども、この上の白い部分は軟骨でございます。これが月齢が進む

につれまして、軟骨が通常の骨になっていくということで、この軟骨の部分でＡ40という

のを判定をするということになっておりまして、日本でも専門家の方々に検討をしていた

だいております。次、お願いします。

こちらが、日本の専門家によります「牛の月齢判別に関する検討会」というものがござ

いまして、その報告書でございますが 「Ａ40の評価決定ポイントは高い精度で判別が可、

能」と 「牛枝肉の生理学的成熟度を客観的に判別する基準としては適当」という結果と。
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なっております。Ａ40を基準として採用し得るか否かの判断は、統計学的分析による数値

のみではなくて、米国産牛肉のＢＳＥ感染リスクの程度の評価とあわせて評価すべきとい

う報告の内容となっております。次、お願いします。

。 、月齢検討会の報告書の３番目でございます これは統計的な分析の結果でございますが

Ａ40を基準として用いた場合、統計学的分析からは、21か月齢以上の牛の枝肉がＡ40以下

。 。と評価される可能性は1.92％以下 これはあくまでも統計学的な分析の結果でございます

、 、 。４つ目に 仮にＡ40を基準として採用する場合には 評価の結果の記録と保存が必要と

それから、追加的な検証または事後のフォローアップが必要ということで報告書が取りま

とめられております。次、お願いします。

こちらが、日本向け輸出プログラムのＳＲＭ関係の部分でございますが、先ほど御説明

いたしましたとおり、特定危険部位（ＳＲＭ）は全月齢の牛から除去をすると。日本と同

じ範囲を特定危険部位として除去すると。この範囲自体も日本と全く同じ範囲にしており

ます。

それから、ＳＲＭ除去等につきまして、各食肉処理施設では、ＨＡＣＣＰまたはＳＳＯ

Ｐに基づいて実施するということでございます。

それから、その実施につきましては、日報によりまして記録を保存をするということで

ございます。

こういった各施設の管理規格につきましては、各国政府が検証をし、実施への担保をし

ていただくということになります。次、お願いします。

まとめでございますけれども、米国・カナダ産牛肉の輸入再開につきましては、我が国

と同等な安全性が確保されるということが基本的な考えでございます。今後、食品安全委

員会に米国産、カナダ産牛肉につきまして、国産牛肉とのＢＳＥリスクの同等性について

評価を依頼することとなりますが、現在の米国・カナダで講じられております国内措置の

もとで、20か月齢以下の牛由来の牛肉であり、全月齢からＳＲＭの除去がなされるという

基準に合致するものについて、国産牛肉と同等の安全性が得られているかどうかというよ

うな評価を依頼することになるというふうに考えております。

以上でございます。御清聴ありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 私が申し上げた時間より少し長くなりまして申しわけございま

せんでした。

、 。 、では ここから意見交換に移りたいと思います 意見交換の方法でございますけれども
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まず、先ほどの説明でも大分お時間をいただいて説明させていただきました米国・カナダ

のＢＳＥ対策の現状について、いろいろ御質問があろうかと思いますので、そちらをいた

だきたいと思います。その後、輸入再開に当たっての考え方なども含めまして、意見交換

を行ってまいりたいと思います。

なお、多くの方に御発言をいただきたいと思いますので、申しわけございませんが御質

問御意見は、お一人様２分以内でお願いいたします。２分たちましたら事務局の方でベル

、 。を鳴らしてお知らせいたしますので おまとめいただきましてほかの方にお譲りください

回数の方は、お一人様１回ということはございませんので結構でございます。

また、御発言に先立ちましては、お名前と、差し支えなければ御所属をお願いいたしま

す。あと、意見交換の妨げになりますようなやじですとか、そういったことは御遠慮いた

だくようにお願いいたします。

では、まず、米国・カナダのＢＳＥ対策等の現状につきまして御質問をいただきます。

御発言をされる方は挙手をお願いいたします。係の者がマイクをお持ちいたします。ど

なた様からでも結構でございますが、御質問はございませんでしょうか。

では、そちらのチェックのシャツの男性の方、お願いいたします。

○金城 ゆいまーる牧場の金城利憲と申します。

当牧場では、牛の歯が５歳、10歳でもそろっている牛がおります。歯列で判断するとい

うのが非常にファジーではないかという質問と、日本で禁止されている飼料の中で、米国

・カナダで成長ホルモンとかが使われている等の禁止はどうなっているのかお聞かせいた

だきたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

まとめて、ほかにどなたかいらっしゃいませんでしょうか。

そうしましたら、金城様からいただいた御質問について、まず、歯列で判断をするのは

非常にファジーではないかという御質問と、それから日本では使われていないホルモン剤

といったものが米国で使っていることについてはどうなのかという御質問でございました

けれども、これは濱本管理官。歯列は厚生労働省の蟹江専門官、よろしいでしょうか。

○蟹江専門官 先ほど御説明いたしました米国・カナダにおきましては、特定危険部位、

脳とかせき髄とかの除去につきまして、30か月齢以上の牛から除去するという規定でござ

いまして、除去するかどうかというのを月齢を確認する必要があると。

実際に、米国・カナダの国内の規定でそれを判断する方法といたしまして、先ほど御質
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問がございました歯列。牛の歯の並び方、生え方で判断をしているわけでございますが、

今のアメリカとカナダの基準を見てみますと、第２切歯が見えれば30以上というふうに判

断をしている。これは、獣医学的にも歯列である月齢を判断するというのは、専門家の方

もできるというふうに言っておりまして、例えば細かく30、31、32というような、１か月

ごとの月齢を判断するのではなくて、現在の場合ですとＳＲＭの除去の対象になるかどう

かという判断でございますので、確実に30か月齢以上の牛であるということを線を引くた

めに、第２切歯が生えていれば30と。

これは、かなり安全率を見込んだものというふうに聞いておりまして、ほとんどが30以

下でもう既に第２切歯が生えてきてしまうというようなものでございまして、その方法を

とれば、確実に30か月齢以上というふうに判断でき、特定危険部位の除去ができるという

システムというふうに聞いております。

○高橋審議官 ちょっと補足させていただきますと、恐れ入りますが資料の21ページをご

らんください。今、アメリカとカナダの中で、もちろんアメリカとカナダの国内でＢＳＥ

対策、私ども今えさの規制からいろいろお話ししましたけれども、いろいろなＢＳＥ対策

をやっています。ただ、日本向けの牛肉には、今、アメリカやカナダがやっている措置、

やっていることプラス、上乗せとして21ページの上にありますように、日本向けには30で

はなく20か月以下と証明される牛、牛からとった牛肉、それから特定危険部位は全部除去

してください、あらゆる月齢から除去すると。

つまり、20か月以下の牛だけ日本に持ってきて、その牛に関しては全部特定危険部位は

除かれていると。アメリカの場合には、特定危険部位の除去は30か月以上ですから、普通

は特定危険部位が残っているのですけれども、それはだめだと言っているわけです。

ですから、30か月の歯で判断するとかは、日本向けには一切関係ありません。では、ど

うやって20を判断するのかというのは、22ページの上の図になりますけれども、20か月の

判断というのは、日本のように牛の耳に全部耳表をつけて、番号をつけて、生年月日がわ

かるというようなシステムにアメリカはなっていません。カナダはわかりますけれども。

アメリカの場合には、22ページの上のように、20以下の牛だということを判断するため

に、まず農家段階で生産記録が残っているものについては、それはアメリカ政府がきちん

と確認します。それがないケースについても、アメリカは別に肉の普通の格付で、肉、軟

骨の骨化とかというものを見て格付するシステムがあります。それを月齢を判断する場合

にちょっと転用させてもらう。そうすると、どうもいろんなデータをとると格付のランク
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から20以下の牛しか入ってこないねというラインが出てきたわけです。それが先ほど御説

明したＡ40なのです。

そういったものを使って、20以下とあるいはそういった並びで判断される肉を日本向け

には輸出します。それ以外の肉は日本には輸出しませんということになります。歯列の話

とはちょっと違うということは御理解いただきたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 そうしますと、ホルモン剤等の話について、濱本管理官。

○濱本管理官 日本では、現在、ホルモン剤、治療用のホルモン剤ではなくて増体を目的

としたホルモン剤の使用というのは行われていないわけなのです。これは、そういう製品

が認められていないということです。海外も、アメリカも含めてそういうものが使われて

いる国はございます。今回の米国・カナダ産牛肉の輸入の話にかかわってくるということ

なのですけれども、最終的にそういったホルモン剤が残留するようなお肉が日本に入って

くるということになりますと、それは食品衛生法の方で基準に抵触するということになっ

て、そこで輸入がとまるということになります。

○中山消費者情報官補佐 金城さん、よろしいでしょうか。

そうしましたら、ほかにも御質問があろうかと思うのですが、いかがでしょうか。

赤いシャツの女性の方、お願いいたします。

○伊志嶺 沖縄県生協連の伊志嶺と申します。

報道によりますと農林水産省は、５月４日から５月15日まで、ＢＳＥ対策に係る米国及

びカナダの現地視察を実施されているということですが、これはどのようなことを調べに

行っているのでしょうか。やはり安全性評価に当たって情報が不足していると考えている

部分があるのかどうか。今回の調査で重点事項について調べに行っているのかどうか、そ

の辺のところの説明をお願いしたいということと、21ページの日本向け輸出プログラムの

ところに、日本側による査察ということがありましたけれども、これはどの程度どういう

形でするというふうに考えておられるのかをお聞きしたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

ほかの方はいかがでしょうか。

、 、 、そうしましたら 現地視察に行っているけれども どういったことを調査しているのか

情報が不足していると考えているかという御質問と、日本向けプログラムの査察というの

は、どういった内容を予定しているのかという御質問でございましたが、濱本管理官お願

いします。
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○濱本管理官 現在、厚生労働省、それから農林水産省の方から現地査察という形で、ア

メリカ、カナダの方に行ってございます。

これにつきましては、これからの諮問にかかわる部分のことももちろんございます。一

つは、今回諮問する予定のこういった事項、特に飼料規制とか、こういったいろいろな制

度が米国で確実に実行されているかどうかということを確認するという目的がございま

す。それから、もう一つはこれから食品安全委員会に諮問するわけですけれども、そこで

安全性のリスク評価をしていただくわけですが、それに必要な資料というのが当然予想さ

れるわけです。そういったものを確認して収集してくるということを目的で行ってござい

ます。

○中山消費者情報官補佐 では、査察の方は厚生労働省からお願いいたします。

○蟹江専門官 ２点目の日本側による各施設の査察でございますけれども、先ほど御説明

いたしましたとおり、日本向けの輸出プログラムというものをつくって、そのプログラム

に合致をしているという施設から最終的には輸出されることになると思いますが、ただ、

その対象となる施設の数ですとか規模ですとかといったものにつきまして、現状では全く

決まっておりませんので、そういった施設、あるいは輸出量等に応じて査察の頻度といい

ますか、程度といいますか、そういったものを今後検討していくことになると思います。

○中山消費者情報官補佐 伊志嶺様、よろしいでしょうか。

では、ほかの方いかがでしょうか。

ブルーのシャツの女性の方、お願いいたします。

○大城 生活共同組合コープおきなわの大城と申します。よろしくお願いします。

まず、机が準備されてないものですから、とても資料の扱いに困っています。というこ

とと、今日の開催目的なのですが 「米国やカナダにおけるＢＳＥ対策はどういうものな、

のか、関係者間で情報を共有すること」というふうに書かれてありまして、私は今日ここ

に来て、え、目的はこっちだったのと驚いてしまいました。これに対するコミュニケーシ

ョンであるならば、資料を先にいただけたら大変助かったかなと思います。

質問をということなので、幾つか質問をしたいと思います。

まず、飼料に関してなのですが、牛と豚は分けられているということは資料でよくわか

りますが、ではその後、農家での自家配合が多いということと、もう一つは牛の肉骨粉は

牛には行かないのですが、豚の肉骨粉は一部行くような矢印の細いのがあるということか

ら、牛の肉骨粉が豚や鳥に行って、その豚の肉骨粉を加工飼料として牛が食べるのではな
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いかなという懸念を持ちます。そのことはどうなのでしょうか。

それともう一つ。15ページのところで 「歩行困難になった理由やその時期にかかわら、

ず、歩行困難牛はすべて人の食糧供給からは排除する」とは書かれていますが、人の食糧

供給からは排除されたとして、その後はどうなっているのかということはおわかりなので

しょうかという質問をさせていただきます。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

初めの肉骨粉等の利用については、濱本管理官、お願いします。

○濱本管理官 えさのお話でございます。豚、牛、それぞれ基本的には別々にレンダリン

グ処理されて肉骨粉がつくられる場合が多いということは説明申し上げました。それで、

豚のものにつきましては、それは矢印で書いてあるとおり、牛に使っていいというのが今

のアメリカの制度でございます。したがって、豚の肉骨粉が牛に行くということは、確か

に可能性としてはあるわけです。

なぜ線が細かったかという話をしますと、実態のお話がございまして、実は昔から、日

本でもそうなのですけれども、肉骨粉というのはそもそもそんなに大量に牛に行くもので

はない。つまり、牛が好んで食べるものではないのです。したがって、量的にはトータル

とすれば、豚のものが牛に行っているという量はかなり少ないであろうというふうに見積

もられております。もちろん、牛のものが牛に行くということは法律的に禁止されており

ますのでそれは行っていないというふうに思われます。

それから、歩行困難牛がと畜されてその後どうなるかというお話なのですが、米国の中

でと畜されない家畜とか廃棄されるものについては、それは日本で言えばへい獣処理とい

うような形で処分されてまいります。場合によってはレンダリングされる場合もあるとい

うことになります。この場合、できてきた例えば肉骨粉といったものは、可能性としては

鶏と豚の飼料原料になるということはあり得ます。

○中山消費者情報官補佐 それから、大城さんから最初に御指摘のありました、皆様方の

、 、方にお机がなかった点と こういった資料を事前にお示しできなかった点につきましては

私ども事務局の方の今後の検討課題とさせていただきたいと思います。大変申しわけござ

いませんでした。

ちょっと補足があるようですので。

○濱本管理官 自家配合農家のお話をちょっとしていただいたのですけれども、日本は基

本的に配合飼料工場でつくられた配合飼料が農家に渡され、そこで使われるという率が非
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常に高いと。アメリカの場合は、飼料というのはいろんなところでつくられて、多くの場

合農家が、特にフィードロットなどは農家でつくっているという、これが自家配合農家に

該当するものなのですけれども。

そこで、日本で配合飼料をつくる場合、配合飼料工場が間違いなく製品をつくっていけ

ば、交差汚染も防げるし、汚染原にもならないと。当然肉骨粉といったものは配合飼料工

場でつくられませんから、そういった面での安全性は保たれていくことになります。

アメリカの農家は、そういう規則をちゃんと知っているのか、ちゃんとコンプライアン

スがあるのかというのは一方の重要な課題になるわけです。ここについては、米国はそう

いった牛の肉骨粉については、すべて表示を義務づけておりまして、例えば牛の飼料に使

ってはいけないといったことが全部書かれております。また、そういったものを使うとき

は記録も残さなければいけない。先ほどスライドでお示ししたのですけれども。そういっ

たことで、間違って牛のものが牛の自家配農家で使われて牛に給与されるということを防

止するシステムを法的にとっているという形になっております。

○中山消費者情報官補佐 大城さん、よろしいでしょうか。

ほかの方、いかがでしょうか。

、 、 。今回の資料の中に 説明はございませんでしたけれども 参考資料もつけてございます

何か資料の中で、説明はあったかもしれないけれどももう一度ここのところを詳しく聞き

たいですとか、そういったことでも結構でございます。

。 、御質問につきましては全般について結構でございます 例えば最初の方にございました

米国・カナダでの肉牛生産の概要ですとか、そういったところでももちろん結構でござい

ます。

それでは、ブルーのシャツの男性の方、お願いいたします。

○仲本 沖縄県飼料協業組合の仲本と申します。配合飼料の工場の者です。今回の説明を

聞いてちょっとおかしいなと思った点が何点かあるので。

「豚由来の肉骨粉を牛に使ってもいい」というふうにはっきり書かれているのですが、

この辺が間違いないのかどうかです。先ほどの方からも質問があったのですが、この豚由

来のものを牛が食べるということが間違いないのかどうか。豚は、牛由来の肉骨粉を食べ

ているというのも間違いないのであれば、牛を豚が食べて、その豚を牛が食べて、結局は

ぐるぐる回りで牛が牛を食べているという部分が出てくるのではないでしょうか。今回、

４月からのポークミールの解禁後、日本でまだ徳島工場、１工場だけしか検査をパスして
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いないという現状になっている部分があるのではないでしょうか。この辺をお聞きしたい

と思います。

○中山消費者情報官補佐 それでは、濱本管理官、お願いします。

○濱本管理官 先ほども御説明させていただいたところですけれども、豚の肉骨粉を牛に

給与するというのは、米国では制度上は認められております。量的にはほとんどないとい

うのが実態だと思われます。また、牛の肉骨粉が豚に給与されるということも、これは制

度上認められておるところでございます。

では、牛を食べた豚を、またそれが牛に行って、結局牛から牛の循環がつながってしま

うのではないかという、それでＢＳＥの感染が広がっていくのではないかという御懸念だ

と思います。

ＢＳＥについては、科学的にわからないところも多いのですけれども、現在のところ豚

でＢＳＥが感染したと、自然感染したという事例はございません。直接脳の中に牛のプリ

オンを入れまして感染が成立したというのはありますけれども、それは極端な量のお話で

ございまして、普通豚が牛の肉骨粉なりを食べて、豚が、ＢＳＥにかかるということは今

のところ報告されておりませんし、そのことは基本的には心配しなくていいものというふ

うに考えられています。

したがって、アメリカのやり方、これは実際に物としてつながるかどうかの話もあるの

ですけれども、つながったとしても、感染の可能性、もしくは感染拡大につながる要因に

はならないというふうに考えていいのではないかと思っております。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

日本では豚の肉骨粉を牛に食べさせたり、豚が牛由来の肉骨粉を食べるということは禁

止されているということでよろしいのですね。

仲本様、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

ほかの方、いかがでしょうか。まだ大分お時間の方もございますので、どんなことでも

結構なのでございます。

そうしましたら、白いワイシャツの男性の方。

○仲嶺 沖縄吉野家の仲嶺と申します。

私が牛丼吉野家の沖縄の責任者です。私どもが言うと企業のエゴのように感じるかもし

れませんけれども、一つ質問がございます。それは、月齢の21か月というところです。要
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は日本と同等なリスクというところを21か月で区切っていると言うことですが、米国・Ｅ

Ｕは30か月という部分で、若齢牛に関してはＢＳＥの全頭検査をしても感知できないとい

うことがあるのであれば、本当は危険なものが全部スルーしていってしまうということが

あるのではないかという気がするのです。日本で21か月のＢＳＥの牛が出たからそうして

いるとのことですけれども、ではなぜほかは違うのだということの説明をしていただけな

いかと思います。

○中山消費者情報管理官補佐 ありがとうございました。

では、蟹江専門官、お願いいたします。

○蟹江専門官 確認なのですが、ほかが違うというのは、ほかの国と日本がなぜ違うかと

いうことですか。

○仲嶺 30か月と21か月ですね。

○蟹江専門官 日本の検査自体は、先ほども御説明しましたとおり、と畜場での検査は感

染牛の排除というのを目的としておりまして、そのデータ自体はサーベイランスのデータ

としても活用されておるのですが、検査の目的はＢＳＥに感染をした牛をなるべく排除を

して食用に回さないと。当然検査でございますので、検出限界というものがございます。

ですから、非常に微量な異常プリオンたんぱく質であれば検出できないことも当然ござい

まして、検出できれば日本ではその検出をもってＢＳＥという牛に関して食用には回さな

いというのが基本的な考え方でございます。

、 、アメリカとかカナダ自体は 食肉の安全性を担保するための検査というわけではなくて

サーベイランスという目的で行っておりますので、できる限りＢＳＥのリスクが高い牛に

ターゲットを絞って検査をすると。そうしますと、それは例えばアメリカですと30か月齢

以上、高齢のリスク牛という、ターゲットの絞り方、あるいは検査の目的が考え方が違い

ますので、こういった状況になっているのだろうというふうに思います。

○中山消費者情報官補佐 仲嶺様、今の回答でよろしいでしょうか。

○仲嶺 はい、それはまた、違うところで。

○中山消費者情報官補佐 ほかの方はいかがでしょうか。消費者の方も生産者の方も業界

、 、 、の方も皆様御発言いただいておりますが 日ごろ 報道等もいろいろされておりますので

そういったものをお読みになって疑問を感じていらっしゃるようなことでももちろん結構

でございます。

それでは、御質問だけでなく、今回の輸入再開に当たっての考え方、そういったところ
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についての御意見といったこともあわせて伺いたいと思います。いかがでしょうか。

先ほど御発言いただきました大城さん、お願いいたします。

○大城 今日いただきました、米国・カナダにおけるＢＳＥ対策についての資料を、今日

ここに来て説明いただき見せていただいた限りにおいて、やはり検査法であったり月齢に

関するところでの信頼性というところまではまだ行き着かないというのが現状です。検査

件数とかそういうことから見ても、ちょっと計算の仕方が違えば、米国の方がもっとたく

さんやっていただかないといけないのではないかなという数字しか出ていませんし、これ

に関しては今日ここに来てもいまだ私たち消費者の安心感が増したわけではないというの

が資料に関する実感です。

事前配布の「わが国におけるBSE対策に係る食品健康影響評価」の案を見ての感想とい

うか、意見として少し発言させていただきます。

まず、このＢＳＥの問題というのは、一般で言われる食品リスクの問題とは、私たちか

ら見ると全く違うという認識があります。牛から人へいったんうつってしまうと、人から

人への伝播のリスクがあるということが、消費者から見るととても心配。購入時に選択を

すればいいだろうという意見もあるかもしれませんが、確かに私個人は選択ができたとし

ても、選択をできない子供たちであったりいろんな人たちがいるわけで、やはりそこにも

考えを及ぼさないといけないのではないかと思います。

そのＢＳＥ及びプリオン病に関しては、先ほどからも出ていますし、この冊子の中でも

そうですけれども、余りにも解明されてないところがまだまだ多いと感じています。今現

在ですと、輸血の禁止であったり血液製剤の移動禁止など、一般国民から見たらとても不

安な材料がいまだ残っている状況だと私は感じています。

それから第２に、全頭検査によって食肉の流れからBSEを一応排除しようという目的が

あったと思いますが、でも検査の限界がある、検査が正確ではないという部分もあって、

特定危険部位の除去という二重のフィルターをかけることにより、それぞれが補い合うと

いうことであったろうと思うのですが、今は特定危険部位の除去だけで問題が解決したか

のような報道になっているのは、ちょっと違うのではないかなと感じます。

それから、この文章中にもあるのですが、ピッシングの中止、それからスタンニングの

。 、 、有効的な代替技術が見当たらないとされています ですから その辺のこともまだまだで

例えば屠畜場の７割はいまだやっているという数字も先ほど出ていましたけれども、まだ

まだ安心できますかと言われるとそうではない状況にあるということが、この資料の中で
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も見えます。

先ほどから出ていますように、飼料規制に対して「ドイツ・フランス、完全禁止 「20」、

07年以後にならないと検証できない」とこの資料の中にも書いてあります。それからアメ

リカでは先ほど説明にありましたが、肉骨粉の使用に関して、交差汚染の確率が少ないか

、 、らリスクが少ないという資料と説明がありますが ではその心配は要らないのかというと

決してそうではないのではないか。まだまだ調査・研究・評価をきちんとしていただかな

ければいけないことはたくさん残っていると感じています。

現段階では調査の幅を狭めることなく、対策の強化と対応の確立に向けて、判断を早ま

らないで、少なくとも2007年でなければ出ない結果だってあるわけですから、ぜひ続けて

ほしいと私は思っています。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

今の点につきましては、評価の方のお話ということで、食品安全委員会の方でコメント

をいただけますでしょうか。

○梅田補佐 食品安全委員会の方で評価を担当しています梅田と申します。よろしくお願

いします。

今日のテーマは、米国・カナダ産牛肉の安全性評価について、諮問にかかわることがメ

インではございますけれども、お話に出ましたように、国内の対策の見直しについて先般

厚生労働省・農林水産省に対して答申をお返ししたということでございます。

今、御指摘にございましたように、このＢＳＥの問題、まだまだわかってない部分も多

いということでございまして、その点については私ども食品安全委員会で昨年10月に諮問

をいただいてから、都合８回にわたって議論を行ってきました。また、まとまったものに

つきまして、意見なり情報なりを皆様方からいただくということで、４週間、広く募集し

たということでございます。

その中で、今、御指摘をいただいたような点についてもいろいろと各方面からいただい

たわけでございます。特に人から人への問題というものはかなり重要ではないかという御

指摘もございました。その点については、管理機関側でまた別途人・人対策については適

、 、切に行われているということであろうかと思いますが その点では血液の対策であるとか

皆様方も御承知かと思いますけれども、別途行われているということでございます。

私ども、今回の答申については、現時点におけるＢＳＥ、日本の国内の対策について、

４項目にわたってございました。と畜場での検査の月齢の見直し、全頭を今やっていると
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ころから21か月齢以上にすることについての変更に伴うリスクがどう変化するのかという

ことを要請されたわけでございますが、その点について専門家による議論を尽くしていた

だいたということで、今般取りまとめたところでございます。

今申し上げたように、議論の過程の中では人・人の話なども当然出てきました。それに

ついては、今申し上げたようにその点については別途対応がとられているという議論もご

ざいました。それから、解明されてないことが多いということで、審議については極めて

慎重にやっていこうということもその議論の中で確認されてやってきたところでありま

す。

全頭検査の意義として、先ほど来説明がございましたように、日本においての検査、と

畜場での検査というのは、公衆衛生の面からＢＳＥの感染牛については食品はもちろんの

こと、飼料、肥料といったものに使わないと、そういったものから排除するという目的が

あるということでございまして、そういう点でほかの国とは目的が若干違うということで

あります。その点については、御指摘があったように、報告書の中にも検査の意義という

ことで書かれています。

またその一方でＳＲＭの除去というものもリスクを下げる上においては極めて重要だと

いうことも同時に書いてあります。お互いが補完し合うということは、この報告書、それ

からそのベースになっております昨年の９月に出しました「中間とりまとめ」の中でも書

かれておりまして、そういう点では我々としては、ＳＲＭ除去だけが重要であるというふ

うに認識しているわけではないということは御認識いただければと思います。

そういうことの中で、交差汚染の問題、飼料規制も含めてトータルの現状における日本

の国内対策について、それぞれの項目にわたって検証していって、最終的にトータルでそ

の食肉の汚染度が、全頭検査から21ヶ月齢以上に変えたときにどうなるのかということで

評価した結果、例えリスクが上がるとしても、その増加するリスクというのは極めて小さ

いものであろうという評価結果に至ったということでございます。

それから、その中で、御指摘にもございましたように、調査・研究についても諮問項目

の一つとしてございます。その点については先ほど冒頭に申し上げたように、ＢＳＥ問題

についてはまだ解明されてない部分も多いということで、検査法も含めて今後の調査・研

究を進めるべきだということを、繰り返しこの報告の中でも言っているわけでございまし

て、そういう点においては、今後国内、それから海外でも研究で今やっているところでご

ざいますので、そういうことが今後成果として出てくれば、またそれに応じたリスク評価
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もやっていくということも報告の中で書いてございます。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

大城さん、よろしいでしょうか。

○大城 はい。

○中山消費者情報官補佐 それでは、御発言のある方、ほかにいらっしゃいますか。

それでは金城さん、よろしくお願いします。

○金城 再度質問しますけれども、私もと畜場の方に毎日出入りして仕事をするときもあ

るのですが、神戸市場で１日70頭検査している。以前は、検査がないときは11時ぐらいで

仕事が終わったのですけれども、検査をすることによって５時までかかるわけです。アメ

リカでは、１日何頭と畜しているのか。１日に2,000とか5,000とか聞きますけれども、そ

れだけ頭数が多いから検査できない。検査できない牛だけを輸入しようかと。

、 、 、どうせなら 20か月以下の牛よりは グレードの高いプライムビーフという30か月近い

検査を通ったものを輸入したらいいのではないかと思うのですけれども、そこにそういう

日本の検査の限界を外すために20か月以下にしているのではないかと思っておるのですけ

れども、そこのところも多くの方が認識されているか、また関係者の方たちもわかってい

るのか、質問したいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

検査の件につきましてですので、蟹江専門官、お願いいたします。

○蟹江専門官 まず、最初に神戸での70頭について、従来午前中にと畜し、午後から検査

をしていました。今は、五、六時間で行えます。アメリカの場合、大規模な施設では多く

て1日当たり約5,000頭処理されます。それで、当然シフトを組んでおりまして、８時間ご

との２シフト制を組んでいるところもございます。私が見に行ったところはそういうとこ

ろでございました。と畜場とカット施設と一直線になっているような状況で、規模的には

日本の施設とは全然違うわけでございます。

それで、検査の考え方の違いは先ほど御説明しましたけれども、ＢＳＥの検査の日本の

考え方とアメリカの考え方は違っています。日本は食肉の安全を確保するために感染牛の

排除を目的にしてと畜場での検査を行っております。アメリカではそういう考え方を持っ

ておりませんので、いわゆるＢＳＥの浸潤状況ですとか、ＢＳＥ対策の実効性の確認のた

めのサーベイランスというふうに位置づけていますので、まず検査の部分が違います。

それから、今、全頭検査を行っておりまして、それを今後21か月以上に変えていくとい
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うことになろうかと思いますが、まず、今回食品安全委員会の方に見直しの諮問をして答

申をいただいたわけでございますが、その前段として、食品安全委員会の方で独自に、日

本でＢＳＥが発生をいたしましてその後ある一定期間が過ぎたところで、独自に日本の対

策を科学的に評価が行われまして、その報告書が中間取りまとめと言われておりますが、

中間取りまとめという形で私どもの方に通知がなされてまいりました。

そこに、評価の結果がいろいろ書かれているわけでございますが、その評価結果をもと

に、今回、全頭検査から21か月齢以上という諮問をし答申を得たと。その中間取りまとめ

はいろいろなことが書かれておりますけれども、21か月齢以上の牛について、検査で確認

することができるとか、あるいは現在の特定危険部位の除去の体制を変えなければ、バリ

アントＣＪＤの発生リスクはほとんど排除されているとか、いろんなそういって評価結果

がございまして今回見直しを行ったと。

それで、全頭検査を21か月齢以上に変えるというのは、基本的にこれは規制でございま

す。と畜場に出入りされているのであれば御承知だと思いますが、検査結果が出るまで、

当然枝肉とか内臓とかというのはと畜場から持ち出せないと。これは規制がかかっている

わけです。そういった規制については、やはり科学的に評価をして、それに基づいて一定

の基準を設定すると。これがＢＳＥだけではなくて添加物とか農薬についても、その科学

的なデータをもとに評価をして、基準を設定していると。

そういった科学的な合理性をもとに決めるものでございますので、その安全委員会の評

、 。 、価結果をもとに諮問をして 答申をいただいたと これが国内の方の状況でございまして

アメリカからの輸入の再開のお話は、日本で流通する牛肉とアメリカから輸入されてくる

ものが、安全性がやはり同じレベルでなければなりませんので、それを安全委員会の方に

評価をしていただくのですが、米国の検査の考え方としては、ＢＳＥ検査はサーベイラン

スでございますので、食肉の検査はしないというスタンスです。

ですから、しないものであれば、日本で検査対象月齢が21になればしないものは当然20

か月齢以下になりますので、結果的にそういう牛の由来肉についての同等性を評価するこ

とになるという、これまでの流れと考え方はそういう考え方で対応しているという状況で

す。

○中山消費者情報官補佐 金城さん、よろしいでしょうか。

では、ほかの方で御意見はありませんか。

先ほど御発言いただきましたね。仲嶺様、お願いいたします。
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○仲嶺 先ほどのとちょっと絡むのですけれども、日米との検査の考え方の違いというと

ころがみそだというふうに思います。

ＢＳＥというのが出て、我々もこちら側にいるのは専門家でもないでしょうし、わから

ないところも多いというのは確かでしょうと思います。ただ、若齢牛に対して、検査をし

てもわからないというのがいろんなところで見ます。日米の科学者の間ではわからないと

いうことが一致されたということが私どもも聞いているということですと、これが要は調

べてもわからないものをなぜ調べるのだということが一番の問題だと、多分そう思うので

すね。

それは、今度は経済的なことも出てくるでしょうけれども、そうした場合に、全頭検査

というものが、調べてもわからないのに安全だという、そこに矛盾があるというふうに思

うのです。

今回、21か月ということで、今、諮問のために進めていることは、僕らはすごい前進だ

というふうに思ってはいるのですけれども、もっと言うと、わからないということがあれ

ばこれは国による違いではなくて、牛の病気ということであればこれはヨーロッパでもア

メリカでも日本でも同じということになりますから、日本の和牛とか、牛の流通にしても

すべて同じということになるかと。だから、アメリカがどうのこうのというのは、僕は違

うなという感じがあるのです。それはさっき言ったような検査の考え方の違いというふう

に思います。

これを、我々はＳＲＭの除去ということとそれに対するサーベイランスです。例えば北

海道で耳標の改ざんということがありましたね。そのことも含めて、やはりこういうこと

を監視をしていこうというのが大事なことだということで、もっともっとその辺の20か月

というのは本当にいいのか、30か月という世界標準というか基準に合わせてもいいのでは

ないかという議論をもっともっと進めていってもらいたいというふうに考えるところで

す。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

そうしますと、今のは御意見ということでよろしいですね。

ほかの方、御意見はありませんか。

大城さん、お願いいたします。

○大城 先ほど質問して、回答していただいた中で、ＢＳＥの検査と特定危険部位の除去
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というのは補完し合うものだと言っていただきました。ならば、ＢＳＥが解明され、また

は検査してもわからないというのは検査法に問題があるのか、もっと何かいい検査法があ

るかもしれません、そういうことが解明されるまでというか、解明されるように、確立さ

れるように、国としては努力を続けていただきたいと思います。

同等という言葉がよく出てきていますけれども、このままですと、アメリカの牛は20か

月以下で、検査なしで入ってくることになります。そうすると、同等というと日本の牛も

検査なしになるのでしょうか。

それと、飼料に関してなのですが、これは資料11ページと10ページにあるのですが、飼

料規制に関しての資料その２のところで、豚とか鳥に関するところが「検討中」とありま

す。やはりここも、同等と言うのであれば、飼料も同等となる努力を早めていただく必要

、 、 。があると思いますし それから11ページのところでは 飼料規制の状況が書かれています

日本は680件で0.7％と書かれています。とすると、先ほどからアメリカは30倍の屠畜頭数

だとおっしゃっています。30倍というと検査件数は２万を軽く超える件数になってもよい

のではないかと思うのに、1,949件の中での違反率が0.1。この表では比較のしようもない

資料ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

今の大城様からの御発言で、ＢＳＥ検査とＳＲＭのお話については蟹江専門官、よろし

いでしょうか。それから、飼料に関しましては、濱本管理官、お願いいたします。

○蟹江専門官 ＢＳＥ検査とＳＲＭ除去の役割のお話がまず最初にあったと思いますが、

これは従来の考え方と全く変更はございませんで、御指摘のとおりで、ＳＲＭの除去と、

それから特にＢＳＥ感染牛の食肉からの排除は、この２つの柱で食肉の安全策を図ると。

これは考え方は変わりません。

検査法の開発を進めるべきということで御意見をいただいておりますが、いろんな先生

方に非常に積極的に研究も行っていただいていまして、幾つか例を挙げて紹介させていた

だきますと、まず、１次検査といいますか、都道府県でスクリーニング検査で用いられて

おりますウエライザーという方法の検査キットでございますが、これは開始当初はやはり

ヨーロッパからの輸入の物しかございませんで、それを実際には使っておったという状況

でございましたが、いろんな先生方の御努力によりまして、国産のＢＳＥの検査キットも

現在販売されるようになりまして、基本的な仕組みは同じでございますが、これまでの研

究の成果が反映された検査キットの販売がなされております。
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それから、これは１次検査でございますが、その次に確認検査でウエスタンブロット法

という方法ですとか、あるいは免疫組織科学検査の方法を用いてＢＳＥの確定診断を行っ

ておりますけれども、そういったウエスタンブロット法の検査の検出感度もかなり上がっ

てきているという状況にございます。引き続き研究事業につきましては私どもの方も、厚

生労働科学研究事業の中で、国立感染症研究所の佐多部長を中心として、農林水産省の研

究機関と協力し合って進めているところでございます。

それから、今後米国から20か月齢以下の検査をしない牛肉が輸入されてくると。日本も

当然検査をせずにそういった肉が流通されるのかという御質問だと思いますが、現在、Ｂ

ＳＥ検査の検査対象月齢というのが、牛海綿状脳症対策特別措置法という法律で、根拠法

はこの法律で、対象となる月齢がそれの施行規則、いわゆる省令と言われているものの中

で規定されていまして、現在はその月齢はゼロか月以上、ゼロか月となっておりまして、

ですから全頭をやっていると。

そのゼロか月というのを、今般、食品安全委員会から答申をいただきましたので、それ

を21に変更するという手続を今後していくと。今、その省令の改正で、規制の改正でござ

いますので、パブリック・コメントを募集している最中でございますので、またコメント

等がございましたら送付いただければと思いますが、食肉の検査の基準としてはそれが基

準となって、21に変更するということにしております。

しかしながら、最近、新聞報道でも御承知かとは思いますが、都道府県の方で、例えそ

ういう基準の見直しがなされて21以上に基準が変更になっても、自主的にこれまでどおり

すべての牛の検査をしていくという、そういった表明をなされているところもございまし

て、私どもの方も４月の中旬ぐらいですけれども、そのＢＳＥの検査を実施している自治

体の方に個別に状況を確認をしたところ、その段階で全頭検査を今後見直してこれまでと

変えるというふうに決定をしている自治体はなかったと。我々の調査ではなかったという

ことで、それが一部の新聞報道で、すべての自治体で今後全頭検査を継続するような意向

があるというような報道がなされましたけれども、多分、それは我々の聞き取り調査の結

果が、逆の書かれ方をしてそういう報道になったと思いますが……。

、 。基本的には すべての自治体でそういう意向が現在あるというふうに承知しております

しかしながら、まだ基準が変わったわけではございませんので、都道府県の方でも完全に

表明できないところもございますので、そういう意向があるというふうに私ども理解をし

ていまして、現在、ＢＳＥ検査の検査キットの購入の経費については、国の方で全額補助
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をしておりますけれども、そういった都道府県の方で自主的に20か月齢以下の牛の検査を

引き続き行うという都道府県に対しましては、当分の間、国の方も補助をしていこうと。

これは、いろんな方面の方々から要望が出されていることもございますし、科学的に制

度を見直すということになったとしても、やはりその制度に伴い生じかねない皆様方の不

安心理を払拭して、生産流通の現場における混乱を回避するということで、こういった補

助の継続をしていこうということで今のところ考えております。

○濱本管理官 飼料規制の遵守状況の表のところのお話で、パーセンテージと母数から考

えると、もっとアメリカはたくさんやらなければいけないのではないかというようなお話

だったと思います。

実は、御説明のときもちょっと申し上げたのですけれども、この数字を米国とカナダと

か、米国と日本とか、カナダと日本とかと比較して物事を言うのはかなり危険というか、

誤解を招きやすいということでございます。米国にしてもカナダにしても日本にしても、

それぞれ市場の規制の遵守を指導してはいるのですけれども、その監視のやり方というの

、 。は大幅に違っておりまして 数だけで比較するというのはちょっと難しい面がございます

例えば米国ですと、この1,949というのは、いわゆる肉骨粉の規制の部分だけで運用し

ている数です。しかも、米国政府は州政府に検査を委託しておりまして、そこから報告書

が上がってきた数が母数になっております。したがって、州政府はもっと検査をやってい

るかもわからないということもございまして、報告書の数ということで言えば1,949。そ

りうち違反が0.1％だということです。

片や、日本の方になりますと、これは母数が680となっておりまして、これは肥飼料検

査所の立入り検査件数が母数になってきます。そうすると、肥飼料検査所は肉骨粉の検査

だけをやっているわけではなくて、幅広く立ち入った先で該当するものは全部検査してま

いりますので、肉骨粉が入っているものもあれば入っていないものもあるということにな

ってきて、この違反検査も肉骨粉だけの違反ということではもちろんないと。表示とかそ

ういうものも全部入ってくるということになってきます。

したがって、この数字を国と国との間で比較するのはちょっと誤解を招きやすいという

ふうに思うのですけれども、傾向として、どこの国も規制が遵守されるように取り組んで

きていて、改善がどうも図られている。それぞれの国の基準としてはかると改善が図られ

ているということは言えるのではないかと思って出しております。

○蟹江専門官 私も延々としゃべって申しわけないのですが、先ほど同等性というお話が
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出たので、もう少しつけ加えますと、日本でとっている措置と同等のものを輸入再開した

場合でも、アメリカあるいはカナダに対して求めていくというのは、私、これは全くその

姿勢は変わっていません。同等性の意味が、ちょっと誤解があってはまずいと思うのです

けれども、やっている措置が全部イコールである必要は、私も実際にないと思っていまし

て、要はいろんな牛肉産業の実体とかえさの状況とかといったものからお話しをさせてい

ただきましたけれども、そういった実体があって、それに規制をかけているわけです。そ

こで生産されてくる牛肉のＢＳＥに関する安全性が、日本とアメリカ・カナダ同等ですか

ということを、食品安全委員会の方に聞こうとしているわけです。

やっていることは全部一から十まで同じである必要は私はないと思っています。逆に言

えば、例えばオーストラリアとか南米、ニュージーランドの肉については、全く今日本は

規制していません。オーストラリアは、特定危険部位の除去の義務づけもありません。オ

ーストラリアは特定危険部位の除去もやっていないのですよ。それでも日本は規制なしで

輸入しています。それは、オーストラリアは本当に牧草中心で、肉骨粉の輸入が過去にあ

ったかどうか、今私はデータを見てもわからないのですけれども、まずシロだろうという

前提です。

ただ、ゼロリスクですかと聞かれると、そこはやはり私たちも自信がありませんけれど

も、今までの実態からして大丈夫なのだろうと。ですから、そういった意味で規制は日本

とは全然弱いけれども、その根っこにある実態は、まあ大丈夫なのでしょうねということ

で、そうすると出てくる安全性を比べれば日本と同じかあるいは低いだろうと思っている

わけです。

そういった意味で、今回のアメリカ・カナダにつきましては、きょう御説明したように

幾つか対策を比べますと、例えばえさで言いますと、先ほど牛・豚・牛の話で出ましたけ

れども、10ページで言えば確かに日本は弱いです。10ページの下の表ですね。牛の肉骨粉

を豚・鶏に、あるいは鶏・豚の肉骨粉を牛に与えるという、この辺はえさがまじり合って

牛の口に入るのではないかと。日本は全部そこを禁止していますから、多分まじらないと

思いますけれども、そこはまじりやすいのではないかという御指摘もあります。

ただ、もう一回私どもよく聞いてみると、アメリカの牛の生産地はロッキー山脈の方で

す。真ん中から大体西海岸に近い方ですね。豚とか鳥の生産地というのは東海岸です。こ

の間一千キロもあります。日本のように牛を飼っている隣に豚がいるという、そういう世

界とは大分違うので、全部が全部そうだとは言いませんけれども、そういう物すごい距離
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感があるので、そうすると当然えさの工場とかレンダリング工場もずっと離れているわけ

です。同じ工場の中で豚と牛のものを一緒に処理するというのは、実態としては余りない

ということです。

そういった意味で、工場の中のライン分離をしなければいけなという必要がそもそも余

りなかったという実態があるので、規制が仮に日本よりも多少弱くても、そういった根っ

こにある実態がちょっと日本とは違うということで、そこは出てくるＢＳＥに関するリス

クというものは、そこはちょっと規制が違うとしても、少しやはり向こうの方が得点を稼

いでいるのではないかということで実は見ているわけです。

では、と畜場の中で、牛肉を食べる人への感染を直接に防止する手段としては、例えば

ピッシングは向こうは禁止していますから、これは日本よりははるかにいいわけです。そ

ういった総合的にながめて、最終判断は食品安全委員会にお伺いしますけれども、総合的

に全体をながめて、とっている施策というのはお互いに優劣、劣優はありますけれども、

全体をながめてみて食品安全委員会の方で日本の今度のＢＳＥに関する牛肉のリスクと同

じかどうかを判定をしていただこうという、そういう趣旨で今度聞くわけでございます。

○中山消費者情報官補佐 大城さん、よろしいでしょうか。

ほかの方もたくさんいらっしゃっております。別にそのお三方が何度も発言されてどう

かというわけではないのですけれども、ほかの方はいかがでしょうか。

後ろの黒っぽいシャツをお召しの女性の方、お願いいたします。

。 、 、○山城 こんにちは きょう こういう勉強会に声をかけていただきましたということに

まず事務局にお礼を申し上げます。

そして、それぞれの立場で生産者、それから企業の方、そして私は、末端の消費者の一

人にすぎないです。皆さんの多くの声を聞く中で、そうなのかと。私たちは専門的なこと

はわかりません。専門的なことに関してはそれぞれの専門の皆さんにお任せしていきたい

。 、 、 、と思っております 一消費者 末端で生活する一人として 皆さんにお願いですけれども

、 。やはり安心 安全な食品がお店に並んでほしいということがまず大きな希望でございます

というのは、私たちは小さな子供、高齢者、いろんな家庭を運営しています。そういう

意味では、牛肉一つにしろ、豚肉一つにしろ、お母さんが買ってきて調理をして、台所に

のったときに初めて口にするわけです。ですが、子供たちや物の言えない保育所の子供た

ちもいます。そういう子供たちがこれは何、どうしたの、この牛何ねと聞くことはまずな

いと思います。そういう意味では、私たち大人がいかに責任を持って、本当に賢い消費者
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になって、物を選択する目を持ち、知識を持つということの大切さ。

きょう、ここへお集まりの方たちは、それぞれ自分の立場、仕事を通して企業、生産者

の立場で非常に意見を述べていらっしゃることを聞いていて、私は、特に消費者として、

なるほど、なるほどと聞いておりましたけれども、ただ、単純素朴な質問でございます。

21ページをあけて、日本に向けた輸出プログラムというところで、ずっとあけたまま立ち

どまっているわけです。なぜ20か月以下の証明される牛由来に限るの、なぜ検査ができな

いのと自問自答しております。

私一人ではないと思っております。すべてにおいて、口から体の中に入って、健康、何

十年も生きなければいけない子供たちが成長段階で牛肉をたくさん食べるようになるかと

思います。そういうことも含めて、消費者と生産者、それから企業の皆さん、行政の皆さ

んが膝をまじえて意見交換会が持てたということ、一歩前進なのかなということで、初め

ての参加でございますけれども感じております。どうぞ市場に並ぶ商品は、安心・安全が

まず前提であるということをお願いを申し上げたいと思っております。一消費者の立場で

意見を述べさせていただきました。

以上です。

○中山消費者情報管理官補佐 ありがとうございました。

よろしければお名前をいただいきたいと思いますが。

○山城 浦添市に住んでおります山城と申します。

○中山消費者情報管理官補佐 山城様、ありがとうございました。御意見として承りたい

と思います。

そのほかに。

その前の赤いシャツの女性の方、お願いいたします。

○伊志嶺 今もありましたけれども、このリスクコミュニケーションというのは非常にい

いシステムですけれども、この前のリスクコミュニケーションでは危険部位の除去と全頭

検査をしてほしいという意見で、ほとんど７割とか８割の意見は、緩和することには賛成

ではなかったというふうに思います。パブリック・コメントを私も出しましたけれども、

パブリック・コメントの内容もそういう方向だったと思います。多分、多くの消費者は納

得していないと思います。

このリスクコミュニケーションが、前回までの意見を取り入れ、安全委員会の答申を受

けて、農水省と厚労省がどういう方向で出していくのかということが話されるのかなとい
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うふうに私たちは思っていました。それがなくて、今日は輸出向けのリスクコミュニケー

ションということでしたけれども、日本と同等というのであれば日本の政策を確定したの

ちにすべきです。

聞いてみると全国で９か所ということのようで、やはりこういう大きな問題にはもっと

多くのところで、多くの人の意見を聞きながら、決めていくということをしていただきた

いというふうに思います。

それと、もう１点は、前にリスクコミュニケーションのときに、この狂牛病は非常にリ

スクが少ないということで、0.0何とかという話をしていましたけれども、そのときに食

中毒の方がリスクが高いというような話をされていましたけれども、今回、イギリスに一

日でも滞在したことがある人は輸血をしてはいけないというふうな問題が出てきました。

それで、そのことは人から人への感染という大変な問題が起こっているということを、私

たちは認識すべきだと思いますし、安全委員会がこのことについてどう思っているかとい

うことを、私はみんなに知らせてほしいというふうに思います。ということは、人へは感

染をしてしまうと、後はとても大変なことが起こってくるということなのだと思います。

、 、先ほど対策として それは血液の方の対策でというふうな話をされていましたけれども

この感染というのは大変なことが起こってくる可能性があるということを認識して、アメ

リカ・カナダ、外国から入れる場合については、日本側による査察というふうなことで先

ほどありましたけれども、見えないところから来るということを考えて、ただこれだけの

日本向け輸出プログラムだけでは、私たちはやはり安心できない。そういう意味では、も

うちょっと逆に、日本より厳しくしたっていいのではないかというふうに思ったりしてい

ます。

私たちは直接いろんな形で資料を厚労省とか農水省から受けるというより、結構マスコ

ミの方の情報が多いのですけれども、アメリカ・カナダにおいては食の安全というのをあ

まり考えられていないという情報が非常に多くありますし、これは今日は牛の年齢の見方

ということでありましたけれども、実際牛の年齢もわからないという、牛の年齢もやはり

きちんとしていただきたい。そうでないと大変心配である。

制限時間が過ぎてしまいましたけれども、実際は、日本が全頭検査をしたことによって

非常にいろんなデータが出てきて、そしてイギリスでは20か月が見つかっているようです

、 、 、 、けれども 21か月 23か月ということが出てきていましたし データがどんどん出てきて

そして私は世界じゅうからＢＳＥがなくなるような方向でやらなければいけないと思うの
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で、私はアメリカ、カナダに対しても、いわゆる外国に対しても、日本の安全性というこ

とがきちんとわかるように、国としては頑張っていただきたいなというふうに思っていま

す。

○中山消費者情報官補佐 お名前をいただきたいと思います。

○伊志嶺 伊志嶺と言います。

○中山消費者情報管理官補佐 伊志嶺様、ありがとうございました。

幾つかお話をいただいかと思いますけれども、今回のリスクコミュニケーションにつき

まして、食品安全委員会の方から答申が出た後だったので、国内対策の見直しについての

意見交換会かと思われていたということでございましたけれども、そちらの方は今回は米

国等のリスク管理措置ということでやらせていただいております。

、 、それから もう少し多くの場所でこういうことができないかということでございますが

当面はいろいろ人力の問題ですとか、そういったこともございまして９か所を予定させて

いただいております。その辺は私の方からそのくらいしか申し上げられないのですけれど

も。

それから、そのほかのことは御意見として承らせていただいてよろしいでしょうか。

それでは、審議官の方から。

○高橋審議官 今回は、国内のＢＳＥ対策について、検査の話だけがものすごく取り上げ

られていますけれども、例えば日本の中のえさの規制については、むしろこれは評価をす

、 、 。る方向で 特に日本の場合には外国から非常に多くの混合飼料 配合飼料を入れています

今までは輸入をしますよという届け出はいただいていたのですが、その中にどういうも

のが入っているかというのは、実は届け出をいただいていなかったので、そこはきちんと

把握をすると。検査も今度はさらに厳しくなるということで評価をする方向ですので、そ

こは緩和になっている部分ときつくなっている部分、そこは全体ですがごらんいただきた

いと思います。

それから、今回、私どもは食品安全委員会から聞いたところによりますと、食品安全委

員会の方にパブリック・コメントをやったら1,250件ほどの意見が寄せられたと。７割ほ

どが反対で、２割ほどが賛成という話だったのですが、これは正直言って食品安全委員会

も戸惑われたのだと私は思っています。と言いますのは、食品安全委員会はあくまでも国

内措置を変えた場合にＢＳＥリスクはどう変わるかを評価したのであって、措置の改定に

ついて賛成か反対か、いいとか悪いとかということを言うのは、実は食品安全委員会の役
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割ではないのです。

、 、リスクとしてはどの程度だよという話を承ったので 私どもとしては科学的にそうなら

ではそこは20か月の話については入れるような方向で考えますと。それから、えさの規制

。 、については強めますと 調査・研究についてはさらにやるということを言っているわけで

そこはちょっと食品安全委員会の役割というのはあくまでも評価をすると。厚生労働ある

いは農林水産両省がやっている中身についての最終的いい・悪いではなくて、いい・悪い

を言うための前提のところのリスクの評価をやるというところが役割であるということ

を、ひとつ御理解いただきたいと思います。

いずれにしても、国内措置はそういうことでやっていますけれども、今お話がありまし

たように、外国のものは見えないのだからむしろアメリカ・カナダには日本よりもっとき

つくてもいいのだという、大変厳しいお話がありましたが、私どもはアメリカ・カナダと

いえどもそれぞれ国民を抱えていらっしゃいますから、国民の健康がどうでもいいという

ふうに思っているはずはないので、そこは当然それぞれの国の農業あるいは畜産業の実態

を踏まえての規制措置をとられているというふうに考えていますので、そこはちょっと冷

静にお互いリスクの評価をやっていかないといけないだろうというふうに思っておりま

す。

○中山消費者情報官補佐

先ほど、国内対策の意見交換ではなかったというご意見がありましたが、食品安全委員

会から答申をいただきました後に、各省でパブリック・コメントを募集していると思うの

ですが、ちょっとそちらを御紹介していただけますでしょうか。

○蟹江専門官 先ほども少し御説明いたしましたけれども、食品安全委員会の答申を受け

まして、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行規則で、今現在、ＢＳＥの検査対象月齢はゼ

ロというふうに規定されていますが、それを21に改正をするというその改正案につきまし

て、５月９日から６月９日の１か月間コメント募集をしております。

その改正案では、７月上旬にその省令を交付して、８月上旬に施行という予定でござい

ますけれども、そういった予定で今後手続を進めていくと。そういう改正案につきまして

、 、コメントを募集しておりますので 御意見がございましたらメールあるいはファックス等

郵送等でいただければ幸いでございます。

○濱本管理官 農林水産省の方も、今回の食品安全委員会の答申を受けまして、先ほど審

議官の方からお話がありましたように、輸入段階の飼料の監視の強化と、それから販売段
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階での監視の強化。これは届出制度、小売店の場合は今まで飼料安全法に基づく飼料販売

業者の届け出というのは必要ではなかったのですが、それを義務化したということがござ

います。

、 、 、それから 農家段階につきましては 農政局等による巡回指導を徹底するということと

都道府県による監視を強化していただくということをお願いしておりまして、こういった

かなりの大幅な規制強化、飼料の規制の実効性の確保を目的としてやるものでございます

けれども、これにつきまして、現在、農林水産省のホームページの方でパブリック・コメ

ントを求めております。６月９日まで求めておりますので、ごらんいただきまして御意見

をいただければありがたいと思っております。

また、パブリック・コメントの中にも書いておりますけれども、交付期日として、17年

６月下旬と。それから17年８月下旬からは施行という形で、飼料の規制の遵守体制をより

確実なものにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 梅田補佐、お願いします。

○梅田補佐 ちょっと前後になりますけれども、私どもで、先ほど審議官から御説明いた

だきましたけれども、意見・情報等を募集しまして、1,250件いただきました。

その中でリスク管理に関するものも多いということでございましたので、その点につき

ましては、リスク管理官庁側にきちんとお伝えするということが議論の中でもございまし

たので、それを踏まえまして、５月６日の報告書を答申する際に、文面でございますけれ

ども、本件でいただいた御意見等に関しては、プリオン専門調査会としての回答をおつけ

して、各省にお伝えして 「これらの意見、情報を踏まえて対応されるということを期待、

します」ということをお書きしてございます。

それから、また 「各省におかれましては、今後この評価結果に基づく施策の実施に当、

たっては、管理官庁側としても国内において適切にかつ十分なリスクコミュニケーション

に努めるとともに、国際的にも我が国の考え方を明らかにしていくなど、適切に対応して

いくことが重要である」ということもお伝えしたということでございます。

○中山消費者情報管理官補佐 少し国内対策の方に話が行ってしまいまして申しわけござ

いませんでした。

本日は、米国・カナダにおけるＢＳＥ対策ということでございますので、まだあと若干

お時間がございます。最後に御意見、御発言ございませんでしょうか。

ピンクのコートをお召しのお客様。
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○與久田 コープおきなわ與久田と申します。よろしくお願いします。

先ほど、米国と日本では、飼料の規制やと畜場の状況等、いろいろ現状に違いがあると

いうことについてお話を伺いました。であるならば、諮問の内容も飼料の規制や侵入リス

ク、と畜場の管理等、日本と米国・カナダの違いを反映した諮問を食品安全委員会に対し

て行うべきだと思います。

説明の中では、20か月齢以下であるとか、ＳＲＭが排除されているといった限定された

条件のもとに諮問がされており、それについて答申が出されてくるように見受けられまし

た。現状が、それぞれの国内事情によって違うのであれば、それも含めた検証は、当然必

要なことではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

それでは、高橋審議官、お願いいたします。

○高橋審議官 最初にちょっと申し上げましたけれども、25ページのまとめの上の方です

けれども、それと下の方の四角ですが、誤解を生じるような資料づくりをしてしまったか

もしれませんが、聞く内容はあくまでも上の３に書いてある、厳密に言いますと、今現在

の日本の状況で、日本で生まれて育ってと畜される日本の牛肉と、それからアメリカ・カ

ナダの今現在の状況でと畜される牛肉。そのＢＳＥリスクが同じかどうかを評価をしてく

ださいということなのです。

では、それぞれの状況というのは何ですかというのは、もちろん今のいろんなえさの実

態とか、それから育て方、これはえさの与え方です。それから飼料の規制、それがアメリ

カ・カナダの国内措置、そういったものプラス特別に日本向けに20か月以下に限定すると

いう措置と、それから全部の牛から特定危険部位は除きます措置を加えて、それから出て

くる牛肉の安全性を評価してくれと。

ですから、聞くこと自体は、安全性が同じかどうかとは聞きますけれども、そのバック

グラウンドとして当然食品安全委員会で検討いただく中身には、こういった措置やえさの

状況とかいうものが全部入ってきます。ですから、必要な情報は私ども全部食品安全委員

会に持っていきますから、今お話のとおり、全部食品安全委員会にはデータ提供するとい

うことになります。

○中山消費者情報官補佐 よろしいでしょうか。

あと、若干お時間がございます。もうお一方、どなたかいらっしゃいましたらお伺いし

たいと思います。
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特にいらっしゃいませんでしょうか。

、 、 。そうしましたら 予定を４時までとしておりましたので ここで終わりたいと思います

本日は、いろいろ御意見ですとか御質問をいただきましてありがとうございました。本

日から全国９か所でこういった意見交換会を開催してまいります。そういった中で出てき

た御意見と本日のものも含めまして、今後の諮問ですとかリスク管理の参考にさせていた

だきたいと思っております。

本日は、長時間にわたりまして大変ありがとうございました。お帰りの際には、アンケ

ートにぜひ御協力いただきたいと思います。どうもありがとうございました。

午後３時５２分 閉会


