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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） 

日時：平成１７年５月１９日   

場所：新梅田研修センター   

 

○姫田   それでは、定刻になりましたので、ただいまから「食品に関するリスクコミ

ュニケーション（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。 

 本日は大変お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 本日は、厚生労働省と農林水産省の共催でございます。 

 まず、両省を代表いたしまして、厚生労働省大臣官房参事官の松本からご挨拶申し上げ

ます。 

○松本   ただいまご紹介いただきました、厚生労働省でこのような形のリスクコミュ

ニケーションを担当しております松本義幸と申します。 

 本日はお忙しい中、意見交換会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

このタイトルにありますように、米国産牛肉等のリスク管理措置に関する意見交換会の開

催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 我が国のＢＳＥ対策につきましては、平成１３年度から行っております対策につきまし

て、食品安全委員会で評価を行って参りましたけれども、昨年９月に、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」をおまとめいただきまして、これを受け

まして、厚生労働省と農林水産省は、国内対策についての意見交換会を行いますとともに、

一ヶ月後の昨年１０月１５日に、食品安全委員会に対しリスク評価の諮問を行ったところ

であります。 

 食品安全委員会では、日本国内のＢＳＥ対策の見直し案につきまして、科学的な観点か

ら検討、慎重に評価をいただきまして、今月５月６日に評価結果をいただいたところでご

ざいます。 

 その後、国内対策の見直しにつきましては、現在、どのように見直すかということをパ

ブリックコメントで、国民の方々からの意見を求めているというところであります。 

 昨年のリスクコミュニケーション、また国内対策の見直しについての諮問後のリスクコ

ミュニケーションにおきましても、国民の皆さん方から米国産牛肉等の輸入問題について



－ 2 － 

の意見が数多く寄せられました。国内対策を見直したら、すぐにでも輸入が再開されるの

ではないかとかいう、そういうご懸念があったわけです。 

 そのときに、我々として申し上げ、また国会でも行き過ぎがあったときに申し上げまし

たのは、米国等から輸入を再開するに当たりましては、改めて食品安全委員会に諮問を行

い、評価をいただくということで進めるということでご説明したわけでございます。 

 厚生労働省、農林水産省はこの度、米国産及びカナダ産牛肉等の輸入再開に当たりまし

て、具体的な検討を行うということにいたしましたが、輸入の条件を設定するに当たりま

して、食品安全委員会にリスク評価を諮問する予定でございます。 

 本日は、これに先立ちまして、消費者をはじめとする関係者の方々と十分な意見交換を

行いたいと思っておりますので、忌憚のないご意見をお寄せいただきたいと思います。 

 ４時までの３時間ほどで、ちょっと長丁場でございますけれども、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○姫田   それでは、ここで出席者のご紹介をいたします。 

 まず、募集により大変多数の方にご参加いただいております。出席者というところ、今

日の出席者というのはそちらに座ってらっしゃる皆様方でございます。本日は、広くご意

見をいただくために出席者を募集いたしまして、１７０名の応募をいただいております。

当初予定しておりました範囲内でしたので、応募いただいた方全員に参加いただいており

ます。 

 出席者のご紹介につきましては、お手元の資料１に出席者名簿がございますので、これ

に代えさせていただきますので、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きましては、名前を掲載できなかったこと

もあわせてお詫び申し上げます。 

 続きまして、行政からの出席者を紹介いたします。 

 まず、皆さんから見て一番右から順に紹介いたします。一番右ですが、食品安全委員会

事務局の西郷リスクコミュニケーション官でございます。 

 続きまして、先ほど挨拶いたしました、厚生労働省大臣官房参事官の松本参事官でござ

います。 

 それから、農林水産省消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室長の池田でございます。 

 そして私、本日、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

官の姫田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 議事に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。 

 １枚目が、食品に関するリスクコミュニケーションの、本日の議事次第。そして、資料

１が、先ほどご紹介いたしました出席者名簿でございます。資料２が、本日、前のスライ

ドで説明いたしますが、きょうお持ち帰りになられるようにということで、同じ物を資料

２に添えております。できるだけ前（スクリーン）を見て、お話を聞いていただいた方が

よいかと思いますので、後ろの方は見にくい方もいらっしゃると思いますが、できるだけ

こちらの資料ではなく、前の方をご覧になりながらお聞きいただきたいと思います。 

 それから、参考１として、我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に係る食品健康

影響評価についてということで、本日は、アメリカ、カナダの牛肉の輸入についての意見

交換会でございますが、先般、内閣府食品安全委員会から国内対策についての答申をいた

だいておりますが、これはその概要でございます。 

 そして、参考２がその本文でございます。それからあと、色刷りの物がございます。意

見交換会に参加いただいた皆様へというものがございます。 

 本日はリスクコミュニケーションということで、かなりお馴染みになられた方もいらっ

しゃるかと思いますが、初めてリスクコミュニケーションというものに参加されたという

ような方もいらっしゃるかと思います。この本日の意見交換会というものは、リスクコミ

ュニケーションの取り組みの一環として行っております。真ん中の下の方に、我が国の食

品の安全行政というのは、平成１５年に新しい枠組みで始めましたとあります。これは、

国民の健康の保護を図るために、今までは、事故が起こってからその後の後始末を行って

きたというところがございます。そうではなくて、まず、事故が起こらない前に、まず未

然に可能な範囲で事故を防いで、リスクを最小限にしていこうという考え方でございます。

そして、事前にどういう問題点があるかということをしっかりと出し、それを評価し、そ

してリスク管理に移していくというのが、新しい考え方でございます。これは、アメリカ

やＥＵで１０年～２０年前から行われているシステムであります。特に、ヨーロッパはＢ

ＳＥの発生を契機に、それぞれの国でそういう新しいシステムに変えたところでございま

す。我が国でも、ＢＳＥを契機に平成１５年に内閣府に食品安全委員会が新しく設けられ、

そして厚生労働省に食品安全部、そして農林水産省には消費・安全局が設けられました。 

 そのようなリスク評価とリスク管理を行う中で、具体的にどういうリスク管理措置を決

め、行うかということを決定するに当たって、リスクコミュニケーションを行っていくこ

とが非常に重要視されております。 
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 リスクコミュニケーションというのは、個々の意見交換会で何かを合意して決めるとい

うものではございません。ただ、意見交換会では消費者、生産者、食品関係事業者、そし

て地方自治体、そして政府、それぞれお互いが共通認識を持って、そしてその共通認識の

土壌の上で意見交換を行うというものでございます。 

 ですから、本日におきましては、まず米国やカナダにおけるＢＳＥ対策というのはどう

いうものかについて、関係者の皆さん方の情報を共有するということが最初にございます。   

そして、２つ目として、それぞれの立場から意見交換を行い、そしてこの問題につい

ての認識を深めるということが本日の目的でございます。 

 そして、会場と役所側との質疑応答というようなことがよく行われておりますが、むし

ろ、それぞれのリスクの関係者が、それぞれの立場でお話いただくと、意見交換をいただ

くということが非常に大切になってくると考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 特に、皆さん方、これを言ったら恥ずかしいのではないかとか、これ言ったら議論がお

かしくなるのではないかということをご心配なさらずに、積極的にお話いただくというこ

とが、本日の一番大事なことでございますので積極的な意見をお出しいただきたいと思い

ます。 

 できるだけ、多くの方にご発言いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それから、次に、食の安全・安心トピックスという紙が入っております。これは、私ど

も農林水産省だけではなくて食品安全委員会、厚生労働省、場合によっては環境省が食品

の安全に関してのプレスリリースや記者発表を行った際に、それを毎日、皆さん方のとこ

ろにメールでお届けするメールマガジンの紹介でございます。ぜひ登録していただいて、

そういたしますと、毎日、どういう情報が政府から出ているのかなということが、非常に

簡単に分かるシステムになっております。 

 これは、ヘッドラインだけしかお送りいたしませんので、非常に軽いメールマガジンに

なっております。ですので、興味のあるところだけクリックしていただいて、ホームペー

ジを見ていただくということができると思います。ぜひこの情報提供、私ども透明で正確

な情報を積極的にリスクコミュニケーションの一環としてお渡ししていきたいと思ってお

りますので、ご登録ください。 

 それからお手元に、食生活指針とアンケート用紙がございます。ぜひ、今後の意見交換
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会の開催、あるいはリスクコミュニケーションの推進に役立てて参りたいと思いますので、

アンケートについて、お帰りの際はお答え願いたいと思っております。 

 以上の資料でございますので、もし何か足らない物がありましたら立っております担当

の者にお伝えください。 

 それでは、本日の進行について説明いたします。 

 本日は、米国産牛肉などのリスク管理措置に関する意見交換会です。 

 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Ｂ

ＳＥ対策、我が国のＢＳＥ対策との比較として現在の米国などの現状、そして輸入再開に

当たっての考え方というものを１時間程度説明いたします。その後、休憩を挟みまして、

意見交換に移りたいと思います。 

 会場の都合上、午後４時には終了したいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願

いいたします。 

 では、これから議事に入ります。 

 初めに、農林水産省の池田室長、そして続いて厚生労働省の松本参事官から説明をいた

します。では、よろしくお願いいたします。 

○池田   それでは、ただいまから米国、カナダにおけるＢＳＥ対策について、我が国

との比較というものを中心に説明をいたします。しばらくの間お付き合いください。 

 先ほど、冒頭にご紹介がありましたように、ＢＳＥの国内対策の見直しにつきましては、

５月６日に食品安全委員会から、厚生労働省と農林水産省両省に対し、諮問に対する答申

が出されたわけでございます。 

 この答申では、食肉の汚染度は全頭検査した場合と、２１ヶ月齢以上を検査した場合、

いずれにおいても無視できる、あるいは非常に低いと推定される。検査月齢の線引きがも

たらす人に対する食品健康影響、これは非常に低いレベルの増加に留まるということでご

ざいました。この答申を受けまして、国内の関連規定を改正するということにしておりま

す。 

 この答申を受けまして厚生労働省、農林水産省といたしましては、今後、米国産、ある

いはカナダ産の牛肉、現在、輸入が止まっているわけですが、この再開につきまして、食

品安全委員会に諮問を行っていこうと考えています。その際でございますが、基本は我が

国と同等の安全性が確保されるということでございます。これは具体的に申し上げますと、

現在のアメリカ、カナダのさまざまな国内措置のもとで、２０ヶ月齢以下の牛から生産さ
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れた牛肉である。あるいは、その牛が全月齢からＳＲＭ、特定部位といっています脳であ

るとか脊髄、こういったものをしっかり除去する。こういった牛肉について国内で生産流

通している牛肉とのＢＳＥリスクの同等性、これを食品安全委員会に諮問をしていこうと

いうふうに考えております。 

 本日は、この諮問に先立ちましてアメリカ、カナダの肉牛産業、あるいはＢＳＥ対策、

こういったことにつきまして、我が国との違いを含めまして情報を提供させていただきま

して、後ほど検討ということにさせていただきたいと思っております。 

 本日の説明の流れをざっとご案内いたしますと、まず、米国、カナダにおける肉牛産業

の概要について説明いたします。 

 米国とカナダは飼養頭数のみならず、牛の飼い方も日本と相当開きがございます。ＢＳ

Ｅの対策を考えていく上で非常に重要な部分でございます。冒頭、説明をいたします。 

 続きまして、米国、カナダあるいは日本がこれまでとってきたＢＳＥ対策、この経緯に

ついて説明をいたします。 

 まず１つは、この輸入禁止ですが、これはＢＳＥの病原体を国内に侵入をさせないとい

う措置でございます。２番目が飼料規制です。これは、国内でＢＳＥの病原体が牛から牛

にうつらないようにする、そういうための規制です。３番目が届け出、そしてサーベイラ

ンスと書いておりますが、これは簡単に申せば、検査というふうに受けとめていただいて

結構かと思いますが、国内にどれぐらいのＢＳＥの牛が居るのか、あるいは、こういった

規制がどういうふうに有効に機能しているのか、そういったものを把握するために必要な

措置でございます。こういったものについても説明をしまして、次に北米における発生の

状況、これをお話いたします。 

 続いて、こういった措置につきまして、今現在、どういうことが行われているかという

ことを説明いたします。 

 こういった規制を踏まえまして、それでは今後、私どもが輸入再開に当たって、どうい

うふうに考えているのかということを、これは冒頭申し上げました基本がございますが、

１つは２０ヶ月齢以下ということでございます。そのために、月齢の判別はどういうふう

にするのかということです。さらに、（ＳＲＭを）しっかり除きましょうということを申

し上げましたが、それでは具体的にはどういうふうにしてそれを担保していくのかと、こ

ういった点について、説明をしていきます。 

 まず、米国、カナダにおける肉牛産業、これの概要について説明をいたします。 
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 まず１番目のスライド、牛の飼養頭数ですが、この円の大きさは牛の頭数の規模を示し

ております。日本で見ますと約４００万頭の規模ですが、アメリカは９,４００万頭とい

うことで、日本に比べると２０倍程度の飼養規模になっております。カナダですと１,５

００万頭ということです。アメリカは約１億頭ございます。 

 その中で、どういった牛が飼われているかということですが、アメリカを見ていただき

ますと、ここに青い部分がございます。これは、専ら肉を生産するために飼われている肉

用牛でございます。この肉用牛が６,４００万頭、米国の飼養頭数の約７割程度を占めて

いるところであります。日本ですと、これが大体半分ぐらいです。 

 もう１つ、ここに赤っぽい色で書いていますが、これは実際にお乳を搾っている、酪農

家でミルクを搾っている牛、あるいはそのミルクを搾るために待機をしているまだ若い牛、

こういった牛ですが、これが１,３００万頭ほど居ます。日本を見ていただきますと、こ

れがかなりの割合を占めていまして、約４割程度。アメリカですと１５％程度ということ

でかなり違いがございます。こういった牛であってもいずれは肉としてご奉公してもらう

わけですから、こういったものから出る肉の割合というのは、アメリカでは約１５％、日

本では約４割ということで、乳牛から生産される肉が日本ではかなり多いという違いがあ

ります。 

 ここの黄色い部分は子牛が主でございまして、こういった肉用牛にこれからなろうとい

う子牛、あるいはミルクを生産する牛になろうとしている牛、そういったものが中心にな

っています。 

 カナダも、米国に比べますと頭数は少ないのですが、その内訳はおおむねアメリカと似

通っているという状況にございます。 

 ご覧いただいていますのは、と畜頭数でございます。日本、カナダ、米国を比べますと、

日本は年間１３０万頭程度と畜しておりますが、米国はそれの２５倍程度ですが、３,４

００万頭程度と畜しています。カナダが４３０万頭です。日本に比べてかなりと畜頭数が

多くなっております。 

 そのと畜頭数の内訳を見ますと肉用牛、これは去勢をした肉用牛、若いうちに去勢をし

た肉用牛、あるいは未経産牛、これは肉用にするために種付けを行っていない牛、こうい

ったものが、概ね年間３,０００万頭と畜されているということです。 

 全と畜頭数に対する肉用牛のと畜頭数の割合が、大体９割ということで、大変高くなっ

ております。 
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 こういった牛をと畜する施設ですけれども、ここに連邦検査施設と書いてありますが、

アメリカには８２５施設、カナダには２９施設あります。これ以外に、各州の政府が認定

したと畜場がございますが、それはかなりの数であります。ただし、このと畜頭数のほと

んどがこの施設でと畜をされているというふうに考えてよろしいかと思います。 

 特に、米国でございますと食肉を処理する会社、パッカーと呼んでいるわけですが、上

位４社のパッカーで概ね米国のと畜頭数の８割程度を処理しております。非常に大きい規

模のということであります。 

 また、８２５施設ありますが、その中の概ね３０ぐらいの工場で、このと畜頭数のほと

んどを処理しているというような状況でございまして、と畜場の規模も日本に比べてかな

り大きくなっております。 

 次にアメリカ、カナダ、この肉用牛の飼養状況について説明をいたします。 

 冒頭申し上げましたように、日本と比べますとかなり飼養状況が異なっております。も

ちろん、飼養の形態については多様なものがございますので、これしかないということで

はありません。これは一般的なものを示しておりますが、一般的に申し上げて概ね３段階

に分かれます。 

 まず繁殖農家、これはここに見えると思いますが、子供を生んで離乳するまで育てる、

そういった農家であります。続いて、離乳した後の牛を、ある程度の大きさまで育てる育

成段階と言っていますが育成農家です。最後に、これをもうちょっと太らせて、肉として

出荷する肥育農家と言っていますが、概ねこの３段階に分けられます。 

 特にこの繁殖農家と肥育農家、これは我が国とかなり違います。日本の場合ですと、例

えば皆さんご存じの黒毛和種、これは畜舎の中で人工授精をして、畜舎の中で生まれて、

畜舎の中で育って、畜舎からと畜場に出て行くわけですが、アメリカの場合のほとんどの

子牛の生産は、こういった放牧地で自然交配をして妊娠をした牛が自然に分娩をする。そ

の分娩した牛が、こういった草をはんで概ね６ヶ月間ぐらい、ここで育てられるというこ

とが主でございます。 

 こういった牛が次に育成段階に行くわけですが、ここでもやはり主たる形態は放牧であ

ります。ここで６ヶ月から８ヶ月間、主に草を食べながら大きくなっていくということで

す。 

 最終段階の肥育農家の要望等があれば、例えば、もうちょっと太らせてくれというよう

なことがあれば、こういった草以外にも穀物を与えたりするということはもちろんござい
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ます。 

 そして、育成農家で育った牛が最終的には肥育農家に行きます。フィールドロットと呼

ばれていて、日本語に訳すと穀物肥育農場というのが正しいのかもしれませんが、ここで

穀物を与えながら肉としての質を高めて、三・四ヶ月ぐらい仕上げをしてと畜場に出て行

くという形態であります。 

 ですから、我が国と比べますと野外、放牧で育てられる期間が非常に長いということが

特徴かと思います。 

 続きまして、今申し上げたようなライフサイクルの中で、どういった餌が与えられてい

るかということを取りまとめてみました。 

 まず、ご覧いただきたいのはこの左側の乳用種、肉用種と書いてある部分です。これの

割合はと畜される頭数の割合を示しております。乳用種はホルスタインですね。ホルスタ

インは酪農家で生まれた雄の牛、これは将来的にも乳が搾れませんから肉用になるわけで

すが、そういった牛がここに書いてあります。肉用種はこれ以外の牛であります。 

 アメリカの場合、乳用種は１割程度であるのに対して、肉用種は９割、ほとんど９割が

肉用種です。それに比べますと、日本は４割強は乳用種から生産されている肉であるとい

うことになり、かなりその構成が異なっております。 

 あと、下に１０ヶ月とか２４ヶ月、３０ヶ月と書いておりますが、これはと畜される月

齢です。米国、カナダの場合は概ね２０ヶ月より若い段階でと畜されます。これがほとん

どです。これに比べまして日本の場合ですと、長い場合黒毛和種等は３０ヶ月前後でと畜

されます。乳用種、あるいは交雑種につきましては、大体２０ヶ月から２４ヶ月ぐらいで

と畜されます。アメリカ、カナダに比べますと、と畜月齢が日本の場合は長く、逆にこち

ら（アメリカ、カナダ）は短いという特徴があります。 

 それから、与えられている飼料ですけれどもアメリカ、カナダの場合は、先ほど申し上

げましたように、肉用種の場合であれば牧草で育てられる期間が非常に長いという特徴が

あります。補助飼料とあるのはビタミンですとかミネラル、これは不足しがちなものです

から、こういったものは与えるということをしております。 

 一方の日本の場合は、もちろん牧草、あるいは混合飼料としてふすま等を若い段階で与

えますが、比較的早い時期に濃厚飼料に切り替えてサシの沢山入ったおいしい肉にしてい

こうということで、濃厚飼料の支給時期というのはアメリカに比べるとちょっと早くなっ

ております。 
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 それから、乳用牛につきましては、これは生まれた当初は酪農家で育てられますので、

当初代用乳等が与えられるということですが、その後、濃厚飼料、粗飼料、こういったも

のを与えて大きくします。 

 これにつきましては、それほど大きな違いはアメリカと日本ではありませんが、若干、

日本の方が濃厚飼料に切り替えるのが早いというようなことはあると思います。 

 それで、先ほどここで大体２０ヶ月というふうに申しましたが、この肉用種だけに限っ

ていくと、大体１４ヶ月から１７ヶ月ぐらいでと畜されるのがアメリカの場合は主流だと

いうふうに言われております。 

 続きまして、アメリカとカナダの飼料の流通ですが、日本の場合は配合飼料メーカーに

輸入した飼料が入りまして、それが農家に渡っていくのが主流です。それに比べまして北

米では、農場の近傍でとれたトウモロコシならトウモロコシ、大豆なら大豆というものが、

単味で農家に届いております。若干、ビタミンとかミネラルを買ってきて、農家で自家配

合と言われる、自分達で配合をして給与する形態が主であります。 

 ここにお示ししたのは、と畜場で生産されます残渣、こういったものがどういうふうな

流れ方をしていくかということです。特に、と畜場の残渣は肉骨粉になります。肉骨粉は

ＢＳＥの防疫で非常に重要な要素です。 

 日本の場合は、これはと畜場を示していますけれども豚と牛が１つの施設、敷地内でと

畜されるという形態をとっております。それに比べましてアメリカ、カナダの場合は、豚

は豚だけ、牛は牛だけという形態が多くなっております。こちらでと畜した肉は、もちろ

ん食品になるわけですが、それ以外の残渣はレンダリングと言われています工場に持って

行きます。ですから豚と牛が一緒に入っていくことになります。日本の場合はＢＳＥ防疫

のために、これ（肉骨粉）は焼却をしています。 

 アメリカとカナダの場合は、豚だったら豚だけの残渣がレンダリングの工場に行って、

それが飼料工場に行って農家に行くことになります。牛の場合もしかりであります。 

 日本と比べた場合に、日本は最初の段階から混じってしまう可能性が高いのですが、ア

メリカ、カナダの場合は最初の段階で分かれている割合が高いという特徴があります。 

 続きましてＢＳＥ対策、これまでどういった経緯をたどってきたかということについて、

触れてみたいと思います。 

 まず、輸入禁止、先ほど申しましたようにＢＳＥの病原体を国内に入れない、そのため

の措置です。ここで牛、牛肉、肉骨粉について抜き出してまとめてみました。 
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 まず、赤字で書いてあります肉骨粉ですが、１９８６年、イギリスでＢＳＥが発見・確

認されたという報告を受けて、各国ともいろんな対策をとったわけですが、肉骨粉を見て

みると、カナダが１９８８年、アメリカが１９８９年、日本は１９８６年に禁止をしてい

ます。 

 牛等の反すう動物について見ると、アメリカが１９８９年、日本とカナダは１９９０年、

かなり早い段階で措置を講じております。 

 牛肉ですけれども、牛肉はこの直後、見にくい色かもしれませんが、アメリカの場合は

１９９１年、カナダの場合も１９９１年、日本は１９９６年に輸入禁止措置を起こしてい

る状況でございます。 

 ２０００年になりますと、今各国で使われているような検査の技術が確立しましたので、

ヨーロッパでＢＳＥが沢山見付かるようになりました。それを受けまして、各国とも規制

を強化したわけですが、アメリカは２０００年に牛だろうが豚だろうが鳥だろうが、構わ

ず全動物の肉骨粉の輸入を禁止しています。カナダも同じです。日本は当時、牛の肉骨粉

を禁止しております。 

 その後、２００１年９月、日本でＢＳＥが発生したことを受けまして、米国、カナダは

日本の牛肉の輸入禁止をしております。アメリカはその後、２００３年にカナダでＢＳＥ

が発生したことを受けて、カナダの牛、牛肉の輸入を止めました。ただし、同年、牛肉に

ついては一定の条件付きですが再開をしております。目下、カナダ産の牛肉、こういった

ものを制限なしで、すべての牛肉あるいは３０ヶ月齢以下のと畜用牛についても輸入を解

禁しようという規則を公布したのですが、これにつきましては、アメリカの裁判所で差し

止めが出ておりまして、現在発効されておりません。 

 カナダにつきましては２００３年１２月、アメリカでＢＳＥが発生したことを受けて、

同じようにアメリカのものを止めました。ただし、３０カ月齢以下の骨なし牛肉というも

のは認めています。 

 現在は、米国からカナダに入ってくる牛についても一定の条件は付いておりますが、解

禁をしているという状況です。 

 続きまして、飼料規制ですけれども、この飼料規制につきましては、日本の場合は１９

９６年、平成８年ですか、反すう動物由来の原料を含む飼料を反すう動物に与えないよう

にという行政指導を行った経緯がございます。その後２００１年ですが、日本でのＢＳＥ

の発生を受けて、牛肉骨粉の飼料としての利用を一切禁止しております。これは法に基づ
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く措置です。 

 さらに、すべての動物の肉骨粉、豚、鳥、こういったものの肉骨粉も牛への給与は禁止

をしたという経緯がございます。 

 米国とカナダは、１９９７年の段階で法律に基づいて給与の禁止を行っています。現在

ですが、動物用飼料から特定危険部位、これらの除去を提案しております。すなわち今の

段階では、アメリカとカナダでは脊髄ですとか、脳だとか、そういった特定部位について

も飼料としての利用は行っています。だけれども、これを今後はやめようじゃないかとい

うことを考えているという状況にあります。 

 続きまして、国内にどれぐらいのＢＳＥ感染牛が居るのか。あるいは飼料対策、輸入規

制がどれぐらい効果を発揮しているのかを見るための発生の届出、それから国内で検査を

行って、どれぐらいＢＳＥ感染牛が居るのかというサーベイランス、これはその経緯です。 

 まず、発生報告を義務化したのは、アメリカは１９８６年、カナダが１９９０年、日本

は１９９６年ということですが、いずれも発生報告を義務付けている状況です。 

 サーベイランスは、アメリカは１９９０年、カナダが１９９２年、日本は発生報告の義

務と同一の１９９６年です。 

 アメリカはこの９０年からずっと、毎年１００頭、２００頭、３００頭、大体１００等

台で検査をしていました。それを２００２年に対象頭数を拡大して年間２万頭程度の牛を

検査することにしました。その結果、２００３年に検査をした中で１２月にＢＳＥ牛が１

頭見つかったわけです。この発生を受けまして、現在、何をやっているかというとサーベ

イランスを強化して、その対象頭数を増やしました。昨年の６月から現在まで約３２万頭

を対象にしたサーベイランス検査を行っておりますが、現在のところ発生はありません。 

 このサーベイランスの対象は、３０ヶ月齢以上で立てなくなった牛、歩けなくなった牛、

あるいは中枢神経の異常を示した牛、そういったものを対象にしています。 

 同じように、カナダもサーベイランスを開始してずっと行ってきたわけですが、２００

２年を見ていただくと約３,０００頭の検査をしています。２００３年には５,０００頭の

検査をしています。この５,０００頭の検査の中でＢＳＥが確認されたケースがあります。 

 その後、対象頭数を拡大して２００４年は２万頭程度、今年は３万頭、最低でも３万頭

という計画で動いております。 

 今のサーベイランスでお話したアメリカとカナダの発生について、簡単にまとめており

ますが、カナダについては、１例目が２００３年の５月、次いで２００５年の１月に２例
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目が発生をしています。いずれも高齢の牛であります。米国では、２００３年の１２月に

１例目が発生をしていますが、これの出所はカナダであるということが確認をされていま

す。 

 次に、現在講じられている対策について、順を追って説明をしていきたいと思います。 

 まず初めですが、アメリカとカナダの飼料規制であります。この飼料規制につきまして

は、日本は飼料安全法という法律に基づいて牛の飼料への利用禁止をしているということ

であります。ですから、肉骨粉を牛の餌に使ってはいけませんということを法律で決めて

いるということです。表示義務とありますが、これは牛の飼料に「この飼料は肉骨粉の牛

の飼料に使ってはいけませんよ」と表示することを義務化しているということであります。

このほかにも、製造の基準でありますとかそういった幾つかの規制がなされているという

状況です。 

 一方、アメリカとカナダですけれども、アメリカの場合では連邦法に基づいて牛の肉骨

粉の牛の飼料への利用は行ってはいけないことになっています。またさらに表示義務、記

録義務といったものを定めています。 

 記録義務につきましては、例えば農家であれば買ってきた飼料について、１年間その飼

料の成分をきちんと記帳して残しなさいという義務が付けられているということです。カ

ナダも同様に家畜衛生法、これは連邦政府の法律ですがこれに基づいて牛の肉骨粉の牛の

飼料への利用を禁止しています。あるいは米国と同様に表示を義務化する、記録を義務化

するといった措置が講じられています。 

 現在は、この３ヶ国とも法に基づいた飼料の使用規制がかけられているという状況です。 

 今ご覧いただいていますこの表は、それではどういった肉骨粉を誰（どの家畜）に給与

してはいけないのかなということを簡単に取りまとめたものです。 

 まず、日本をご覧いただくとお分かりだと思いますが、例えば牛の肉骨粉のことです。

牛からできた肉骨粉は牛に給与してはいけません。豚にも給与してはいけません。ニワト

リにも給与してはいけませんというふうにしております。牛から見ますと、例えば日本の

場合は豚の肉骨粉を牛に給与することもいけません。ニワトリの肉骨粉を牛にあげること

もいけませんという規制をしております。 

 アメリカ、カナダについて見ますと、牛の肉骨粉について牛に給与することはいけませ

んという規制をしていますが、例えば牛の肉骨粉を豚に与えること、これについての規制

は現在ありません。 
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 ただ、豚について現在牛に与えているわけですが、これについては、給与をやめようか

ということを、アメリカが今現在検討をしているという段階です。 

 こちらにご覧いただいているのは、アメリカとカナダ、この飼料規制の遵守の状況とい

うことで、それぞれの国がそれぞれの考え方に基づいて調査をした結果を表しています。 

 これは、単純に同じ土俵で調べたものではありませんから、単純にこことここ、ここと

ここ、あるいはこことここを比べるというのは難しいのですが、例えば、日本で見れば、

例えば昔の話ですがＢＳＥが１３年に発生した当時、肉骨粉を給与していた農家を調べた

ところ２００弱の農家が肉骨粉を使っていたということが分かったというような状況があ

り、それが今度２００２年、２００４年というふうに見ると、こういったことになってい

ます。これは農家だけではなく、飼料工場での交差汚染とかレンダリング工場とか、そう

いったところで今の規制に合ってないのはどれぐらいあるかということですが、１.５％

だったものが、現在ではこのように改善が見られているということです。 

 アメリカも同様に２００２年と２００４年を比べてみると、かなり改善の効果が出てい

るということです。 

 カナダにつきましても、この両年を比べてみると改善が図られているということであり

ます。 

 こういう牛肉産業というふうに書いてありますけれども、もちろん今説明した飼料規制

の部分について、アメリカとカナダの飼料規制の特徴ということで、ここで１枚にまとめ

てみました。 

 一番上ですが、米国とカナダの牛は、若齢期に主に牧草で飼育をしているということで

す。日本の場合ですと、ここの部分が放牧ではありませんから、そこが大きな違いです。

逆に言いますと、肉骨粉を子牛が食べるそういうチャンスというのは、米国とカナダの場

合は、概して少ないということはここで言えるのかなということがあります。 

 もう１つ、飼料は主として農家で配合しています。この餌につきましては、日本の場合

は配合飼料という形で購入するわけですが、アメリカの場合は、単味の飼料を買ってきて

それを農家で混ぜてそれを牛に給与するということです。ですから、農家自体が工場のよ

うなものだということで、そこが日本とちょっと違うかなということです。 

 それから、法的に飼料の規制を行ったのは我が国に比べたらちょっと早いかなというこ

とです。ただし、一方では豚とニワトリの肉骨粉は、依然として牛に給与をするといった

状況があるということです。ただし、肉骨粉に対して注目してみると、日本の場合ですと、
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と畜場の形態から見て、豚と牛のと畜を同じ施設で行っていることが多いですから、そこ

から出た残渣は同じレンダリング工場で処理されることが多いということです。それに比

べると米国とカナダの場合は、畜種ごとに別々の工場で製造することが多い状況というこ

とです。 

 アメリカとカナダ、それと日本について飼料規制そのものについて比較するというのは、

非常に難しい部分があります。ですから、こういった、例えば牛に豚とかニワトリの肉骨

粉を給与しているという、これだけを考えれば多分日本とアメリカと比べれば日本の方が

厳しいのかなということがありますが、飼養状況から見ると、むしろアメリカ、カナダと

いうのは逆に肉骨粉に出会う機会が少ないということになります。ですから、良いところ

もあれば悪いところもあるということがあります。 

 あとの飼料規制の遵守、最後にコンプライアンスの表をご覧いただきましたが、これは

やはり一番大きい問題で、これは日本だけではなくてアメリカもカナダも、これからしっ

かりやっていかなければいけないという課題だと思います。 

○松本   米国もカナダも、国民に安全な肉を提供するために、それぞれの対策をとっ

ております。 

 これまでＢＳＥ感染牛をつくらないための飼料規制について、お話をさせていただきま

したけれども、この後は、大きな牛をと畜して人間の口に入るようにするまでの対策につ

いてご説明いたします。 

 米国、カナダのと畜場に牛が運ばれてきますと、スタンニングと言いまして眉間のとこ

ろにボルトを打ち付けて気絶させます。その後、頸動脈のところを切りまして放血をし、

３０ヶ月のところで措置が変わって参りますので、歯列の確認で３０ヶ月以上かどうかの

確認をし、３０ヶ月以上というものについてはマークを付けて区別をすることになります。 

 この歯列ですけれども、前歯、永久歯で、牛の前歯は永久歯の生え揃いぐらいで判断で

きるやに聞いております。その後、皮をはいで頭部を除去し内臓を摘出いたします。頭部

を取り除き内臓を撤去しますと枝肉がバラバラになりますので、合札というものを付けて

その管理が分かる仕組みにしてあります。 

 その後、背割りをいたします。背割りに使いますのこぎりにつきましては、一頭一頭洗

浄、消毒をするというふうに聞いております。背割りをした後、スライドを出しますけれ

ども、ミーリングカッターというもので脊髄を除去し、その後、枝肉を高圧洗浄し、重量

を測定して冷却をするということであります。 
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 日本の場合には、と畜場に衛生検査、食品検査員の方がいらっしゃいますけれども、米

国、カナダも農務省の獣医さん、獣医官と食肉検査員が常駐してこのと畜検査が行なわれ

ているということであります。 

 これがミーリングカッターというものでございまして、この白いところが脊髄です。こ

の上の方からずっと当てて削ぎながら吸引していくということになります。これは、それ

ぞれ右腕のところであります。 

 これが、脊髄の除去の終わった後の高圧洗浄ですが、これは高圧水が出てない状況なの

で、このようにひっ付けて洗浄いたします。 

 この大きいところは高圧洗浄でできますけども、細かいところまでいくとかなり難しく

なります。そういうところにつきましては、手作業ということで、蒸気噴霧式吸引により

枝肉の洗浄が行われるということでございます。 

 ここでは、米国におけるＢＳＥ対策の概要について、もう少し細かくご説明したいと思

います。 

 米国は、イギリス等でＢＳＥが発生した後、米国のＢＳＥのリスクをどうやって排除す

るかということをハーバードリスク分析センターに依頼いたしまして、検討しておりまし

た。その後、米国でＢＳＥが発生したということもありまして、ここに挙げている５点を

昨年の１月１２日から施行したということであります。 

 この上の３つについては、この後もう少し説明いたします。 

 一つは、この空気噴射スタンニングの禁止ということです。と畜場に運び終えました牛

については、スタンニングということでボルトを額に打ち付けて気絶させると言いました

けれども、気絶する時間を長くして、そのあいた穴から圧搾機を入れまして、脳組織をバ

ラバラにするというそういうスタンニングの方法を以前はとっていたということでありま

す。そうしますと、非常に早く息を止めると言いますか、苦痛なく気絶させられるという

ことと、長く気絶した状態が続くということもあるということだったのですが、このバラ

バラにした壊れた脳組織が血管内に入って、汚染が広がる恐れがあるということで、これ

を禁止したということであります。 

 もう１つは、ＢＳＥ検査中の牛肉がＢＳＥ検査で陰性と確認されるまでは流通禁止とい

うことで、これはこれまでもそのようにしておりましたけれども、義務化をしたというこ

とで、強化をしたということであります。 

 次に、歩行困難な牛の食用禁止ということについてご説明いたします。 
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 牛が歩行困難になるにはいろんな理由があります。神経の病気で歩行困難になることも

ありますし、骨折などが原因ということもありますし、股関節脱臼というようなことでも

歩けなくなることがあります。その時期もいろいろ変わって参りますけれども、その歩行

困難になった理由とかその時期に関わらず、歩行困難牛はすべて食用供給から排除すると

いう、そういう規制の強化を打ち出したということであります。 

 従いまして、牧場からと畜場へ運ぶその間にトラックで転んでけがをしているというよ

うなケースで歩けなくなるということもありますが、そういうときでも運搬車から降ろし

て安楽死させ、廃棄されることになります。 

 また、運搬車からと畜場内に降ろすときに転んで骨折すると歩けなくなりますけども、

そういう歩行困難な理由も、食用の方に供給から排除するという、そういう評価を打ち出

したということであります。 

 冒頭申し上げましたけども歩行困難になると、そういう神経症状だけでなくて骨折だと

かいろいろありますけども、そういうものは全部食用牛から排除するという、そういう評

価を打ち出したということであります。 

 次にＳＲＭ、特定危険部位の除去であります。このＳＲＭの範囲につきましては、イギ

リスで１８万頭のＢＳＥが発生しておりますけれども、その後の感染実験等で分かってい

ますけれども、３０カ月以上の頭蓋、脳、眼、三叉神経節、脊柱、脊髄、背根神経節とす

べての月齢の扁桃、回腸遠位部ということであります。 

 この頭蓋とか、脊柱というのは骨でありますけれども、この骨に感染性があるわけでは

ありませんが、脳だとか目が覆っている、あるいは脊柱の中には背根神経節が入っており

ますので、ＳＲＭの除去ということで処理しているということであります。 

 その除去の手続につきましては、各施設はＨＡＣＣＰという、ここに書いてありますよ

うに危害分析重要管理点方式という長ったらしくなりますけども、先ほど、と畜場でスタ

ンニングから皮はぎとか、背割りだとか脊髄除去とか説明しましたけれども、全部終わっ

たところで材料各部位の検査をするのでなくて、各段階でそういう危ないことがあるので

あれば、それを排除していこうという、そういう方式があります。 

 そういう方式をとるということです。あるいは衛生標準作業手順書というものを、各施

設はちゃんと文書化して、それにのっとって完全に除去し適切に排除というそういうこと

をしなさいということを決めているわけであります。 

 このようなことにつきましては、もちろん食品衛生局がそれぞれの施設について、ちゃ
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んと手続きを定めて適切に行われているか確認をするという、そういう規定で行っており

ます。 

 もう１つが、先進的食肉回収システムでございます。 

 皆さん方も、魚は家で調理をされる方がいますけど、魚を３枚におろすときに、骨の部

分に結構身が残ります。私なんか、調理が下手なものですから、骨の方にたくさん身が残

りますけれども、そういうことでは、やはり商売するときは困るわけでありまして、こう

いう肉のときなども背骨ですとか、骨の周りにどうしても肉が残りますけれども、それを

効率よく回収して、食品として流通させようというところで、骨から肉を剥離するという

方法があります。 

 その中で、高圧空気を骨と肉の中に含んで、骨を壊すことなく肉を採取する方法を、ア

ドバンスミートリカバリーという方法があります。これについての規制評価を打ち出した

ということでございます。 

 規制内容は、３０カ月齢以上の牛の頭蓋骨と脊柱にも、まだ肉がついておりますけれど

も、それ以外の骨から、ＡＭＲによって肉を機械的に取り寄せることはいいですよと。例

えば、肩甲骨とか肋骨ですね、そういうところに付いている肉をＡＭＲで分離することは

よいけども、３０ヶ月齢以上の牛の頭とか脊柱に付いている肉をＡＭＲで剥離、分離して

はいけませんということです。 

 それでは、３０カヶ月齢未満はどうなるかと言いますと、それは行ってよいということ

です。しかしながら、脳とか三叉神経節、脊髄、あるいは背根神経節などが混ざらないよ

うにしなさいということで、規制を強化したということであります。 

 次は、そのように規制を強化しておりますけれども、その管理措置がどのようになって

いるかということです。 

 ＳＲＭの範囲ですけれども、このＳＲＭの部位につきましては、もうこれは世界各国共

通でありまして、この左に挙げたようなものであります。 

 米国、カナダでは、腸については全月齢から除いておりますし、扁桃については米国は

全月齢から、カナダが３０ヶ月齢以上、そのほかの頭蓋、脊髄、脊柱の部分は３０ヶ月齢

以上ということになっております。日本の場合には、全月齢から除いているということで

あります。 

 このＳＲＭの範囲が米国、カナダ、日本では取り扱いが若干違っております。取り扱い

は違っておりますけれども、それぞれの国で除去、あるいは汚染コスト等を決めているわ
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けでありまして、スタンニングの方法については、各国とも同じように大体、ボルトを額

に打ち付ける方法で行っていると聞いております。 

 一方、ピッシングにつきましては、先ほど圧搾機、空気によるスタンニングの禁止とい

うことをアメリカは打ち出したと言いましたけれども、それで破壊された脳細胞が、血液

等に混じらないようにということで米国、カナダは禁止しています。日本の場合には、１

３年の１０月以降、全頭からのＳＲＭの除去を義務付けておりますけれども、そのときか

らこのピッシングのものの中止を指導して参りました。このピッシングというのは、牛を

気絶させて放血するときに、まだ気絶した状態なものですから反射で動きます。その動き

を止めるのにスタンニングされた穴からワイヤーを入れて、中枢神経を破壊すること、こ

れをピッシングと言いますけれども、そういう壊された組織が血液を介し汚染が広がるの

ではないかということもありますので、瀕死といいますか、抽象数字で示しておりますけ

ども、まだ７割のところが中止にはなっておりません。 

 それと、ＳＲＭの汚染防止の措置でありますけれども、米国、カナダではそれは施設に

つきましては、さくをしようということが義務付けられております。 

 また、それ以外にも、こういう衛生標準作業手引書ということを定めて、それに基づい

てきちっと処理をするということです。 

 日本の場合には、それぞれの施設に衛生標準作業手引書というのを設けて、それに従っ

て細部の除去、廃棄、あるいは汚染の防止ということを行っています。 

 一つ違いますのは、この脊髄の除去の段階で日本の場合には、背割り前に脊髄除去をい

たします。これは、１３年の調査研究で背割り後に脊髄を除去しても、高圧洗浄すれば効

果が汚染の除去の効果はあるということが分かっておりますけれども、予防的観点から、

念には念を入れるということで、背割り前に脊髄の吸引除去を行っています。このような

ことで、管理をやっているということであります。 

 次に、ＢＳＥの検査についてご説明申し上げます。 

 検査は、米国とカナダの牛の中にＢＳＥがどれだけ広がっているかということを把握す

ること、それと、先ほどＢＳＥの感染牛をつくらないための飼料規制を行うと言いました

けども、この飼料規制の効果がちゃんと上がっているのかどうかということの確認という

意味で、サーベイランスという考え方でやっております。 

 一方、我が国の場合には、２つの考え方がありまして、サーベイランスという方法と、

食肉の安全管理ということで、安全確保の観点からスクリーニングを行っております。 
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 サーベイランスにつきましては、同じように浸潤状況の把握、あるいは対策の効果の確

認ということで、現在、リスク牛、死亡牛を含むリスク牛で２４ヶ月齢以上のものについ

ては、すべて検査を行っています。また、と畜場で食肉の安全確保の検査を行っておりま

すけれども、一応サーベイランスには丸（○）を打っております。 

 もう１つ米国、カナダは行っておりませんけれどもスクリーニング検査、食肉の安全確

保という観点から、と畜牛の検査というものをやっているというところであります。 

 この検査対象ですけれども、米国はと畜牛では成牛２万頭程度であります。日本の場合

にはと畜牛の全頭を検査しているところであります。 

 一方、歩行困難牛とか死亡した牛ですね、そういうリスク牛につきましては、米国では

昨年度の６月からサーベイランスを強化するということで、３０ヶ月齢以上の牛について

１年から１年半かけて２０万頭から２７万頭程度検査するということでありますけれども、

既に３０万頭以上の検査を終えたと聞いております。一方、カナダは先ほど説明がありま

したように、サーベイランスということで、３０ヶ月齢以上のリスク牛について３万頭以

上検査しています。日本の場合には、死亡牛を含めまして歩行困難などのリスク牛につき

ましては２４カ月齢以上のものについて、これまで９万頭程度検査をしてきたということ

であります。 

 次に、直接ＢＳＥの安全ということとは結び付くわけではありませんけれども、そうい

うＢＳＥに感染したり、あるいは事故が起こったときの追跡に役立つ制度として、牛の個

体識別制度というものがあります。これはトレーサビリティと言っておりますけれども、

日本とカナダは制度として義務付けしておりましてカナダが２００２年７月から、日本の

場合には２００３年１２月から農家の方々の大変なご尽力、ご協力をいただいてスタート

しております。 

 一方、米国は２００４年に導入を図りまして、制度自体は任意でありますが、数年後を

目途に完成予定と聞いております。 

 ある新聞には２００９年というようなことが書いてありましたけれども、私どもは米国

政府がそういうことを明言したとは聞いておりません。記録される情報といたしましては、

牛一頭一頭の個体識別番号と、どこの農場で生まれたかというのが入ります。 

 我が国の場合にはそれ以外に、いつ生まれたかということが記録されます。カナダの場

合には、２００５年から任意ではありますけれども、この生年月日が入るということであ

ります。 
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 このようなことで、米国、カナダともＢＳＥの国内対策をやっております。違いにつき

ましては、ご説明したとおりでございます。 

 これから、輸入再開に当たって、どのように考えているかということをご説明をいたし

ます。 

 まず、基本的なやり方としてはこれから先、食品安全委員会に諮問をするということを

考えておりますけれども、米国、カナダから輸入される牛肉について、我が国で流通する

牛肉とのＢＳＥリスクが同じであるかどうかということを諮問したいと考えております。 

 この輸入される牛肉というのはどういうものかと言いますと、米国、あるいはカナダで

とられている現在のそれぞれの国内対策があります。それに上乗せして、日本向けの輸出

プログラムという上乗せ規制を行います。それによって管理された牛肉が諮問の対象とな

ります。 

 最近、アメリカとかカナダに旅行された方がいらっしゃるかもしれません。そこで牛肉

をお食べになった方がいらっしゃるかもしれませんが、お食べになったのはそれぞれの国

でとられている国内対策の牛肉であります。今後日本への輸入を考えているのは、それに

上乗せして制度を強化した、上乗せした基準で管理された牛肉ということであります。 

 日本への輸出プログラムでありますけれども、これは、先ほどアメリカが８２５ほどと

畜場があり、カナダが２９ほどと畜場があると言いましたけれども、と畜場で処理した肉

が全部入ってくるというわけではありません。対象たる牛肉というのは、２０ヶ月齢以下

と証明される牛からとれた肉であるということ。それと、ＳＲＭの部分は全部取り除かれ

るという、そういう２つの条件を満たした牛肉ということで、日本に牛肉を輸出したいと

いう業者、施設がありますけれども、そこのところはこういうことをちゃんと守れますと

いうことをちゃんと文書化して登録いたします。登録したところで、それをちゃんと守れ

るかどうかということは、米国政府、あるいはカナダ政府の方がちゃんと検証をするとい

うことになっております。 

 日本側からも、ちゃんとこれを守っているかどうか、輸入再開ができるかについては、

日本側からも現地へ行って、きちんと守られているかどうかということを査察するという

そういう仕組みがあること。これが日本向け輸出プログラムの概要であります。 

 それぞれ米国、カナダ国内でとっております対策に上乗せして、こういう日本向け輸出

プログラムで管理された輸入肉が諮問の対象ということになるわけです。 

 そこで、その２つの条件のうちの１つで２０ヶ月齢以下ということが証明される肉であ
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るということがあります。 

 それでは、どうやって確認するかということであります。日本、カナダは個体識別制度

がありますのでこれは問題ありません。一方、米国は先ほども申し上げましたように、こ

ういう個体識別制度は導入しておりますけれども、まだ任意の段階であります。ですから、

それだけではなかなか不十分だと言えます。基本的には、そういう書面、こういうきちっ

とした記録が大事でありますけれども、米国が言ってきましたのは、それ以外でも月齢が

確認できる方法として生理学的、枝肉の生理学的熟成度というもので判断できるのではな

いかということで提案してきました。 

 これは、昨年の１０月末に日米の局長級会議で、米国が提案してきて、それについては

両国の専門家が検討しようということで昨年の１１月から始まりまして、今年の２月で一

応結論は得ましたけれども、アメリカの枝肉の格付けというものを基礎資料としますこと

で、Ａ４０以下であれば月齢として２０ヶ月齢以下ということで、大体確かであろうと日

米の専門家は認識しております。 

 カナダの方は、書類が揃った制度がありますので問題ありませんけれども、問題になり

ますのは米国の方であります。米国で、これはどうやって育てるかということを簡単に示

したものでありますけれども、２０ヶ月齢以下の牛の月齢をどのように確認するかでござ

います。 

 それには２つありまして、１つは書類が整っているということです。すべてではありま

せんけれども、個体ごとの月齢証明が出ている牛も居ます。これは、生産農家の出生記録

でありますけれども、これが使えるものについてはこちらを使おうということです。もう

１つはアメリカ、カナダで生産するときに、牧場で雌牛の群れの中に雄牛を放して自然交

配をさせるということでご説明しましたけども、その群として管理をしている中で、最初

に生まれた牛の子牛の月齢をその後で生まれてきた子牛が何頭も生まれますけれども、そ

の群で生まれたすべての子牛の出生日にしようという、そういうことで月齢証明を出そう

という仕組みが一つあります。これは、比較的書類できちっとしているということでござ

います。 

 もう１つが、牛肉の枝肉格付けの制度を利用しようということであります。これをＡ４

０以下ということでやろうということであります。 

 現在、アメリカでは年間２,７００万頭の牛が格付けされておりますけども、大体１６

０人の格付け員の方が居るということです。２,７００万頭のうち、９割が２０ヶ月齢以
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下の牛の枝肉だということです。それとＡ４０以下とされるものは、さらにこの１割弱と

聞いております。 

 それでは、そのＡ４０というものはどういうものかと言いますと、肉の格付けを行うと

きに、まず、アルファベットでＡＢＣＤＥというのがあります。Ａというほど若く、Ｅと

いうほど歳をとっているということであります。その各アルファベットのＡＢＣの中でも、

数を２０、３０、４０、５０、６０、７０ということで数が少ないほど若く、多くなるほ

ど年をとっているということであります。 

 そこで、その仙椎、腰椎のところでＡ４０とＡ５０でかなり明確に分けられるというこ

とで専門家の意見、見解が一致したところであります。 

 背骨というのは、ｼｲ骨というものがずっとずっと重なって、その間に椎間板というのが

座布団のようにあり、背骨があってできておりますけれども、年をとってきますと、そこ

のところが惹起といいますか、生まれてすぐのときはきちっと骨が分かれておりますけれ

ども、歳をとってくると、くっ付いてくるということがあります。仙椎というのは、その

お尻のこのような部分でありますけれども、Ａ４０ですと付いた一つ一つがはっきり分離

しているのが分かります。Ａ５０になりますと分離はしているものの、大分明確さが落ち

ているということです。 

 一方、このｼﾞｮｳﾌﾞﾝというのは、皆さん方背中を触ってもらうと飛び出ている部分があ

ります。ポコポコ出ている部分です。これを棘突起といいます。これは椎骨の一つ一つに

出ておりますけども、そこの先に軟骨があります。その軟骨の部分がＡ４０ですと軟骨で

あります。これが歳をとると骨化いたします。Ａ５０になりますとかなりの部分が軟骨の

あとがあるというだけで、骨化しているということで区別できるということです。 

 また、腰の部分の腰椎の部分の椎体ですと、この棘突起の部分が部分的に骨化と言いま

すが、Ａ４０だと大部分がまだ軟骨だということです。一方、Ａ５０になりますとここの

ところが骨化しているということであります。 

 これが腰椎の部分であります。こちらがＡ４０の部分でありますけども、この部分、こ

の赤いこれは肉でありますけれども骨ですね、棘突起の部分です。こちらの方が椎体部分

であります。 

 ここに白ものがありますけれども、こういうところが軟骨であります。この軟骨が骨化

するというのは、軟骨は柔らかくて白い縮れがありますけれども、骨になりますと赤くな

ってくるということであります。 
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 こちらに、そこの部分を示しておりますけれども、この白い部分、これが軟骨です。こ

の部分が少し赤みがかってくると一部骨化したということになります。 

 このあと、白いところがほとんどなくなっておりまして、これはほとんどが骨化したと

いうことであります。 

 この左２つの部分が大体Ａ４０に相当し、こちらの部分、一番右端の分になるとこれは

もうＡ５０と判断されるということであります。 

 よく新聞等では、肉質で見分けると言われますけども、このＡ４０とＡ５０の大きな違

いは、この腰椎での棘突起の軟骨がこの評価の決定的なポイントだということが日米の専

門家での結論となります。 

 これは、昨年の１０月の日米局長級協議の後できました、月齢判定についての日米の専

門家の検討した報告書の結論の部分であります。日本の場合、統計の専門家お二人と解剖

の専門家お二人と肉質の専門家お二人で、専門委員会が構成されております。そこでの結

論ですが、Ａ４０の評価決定ポイントは高い精度での判別が可能ということです。牛の枝

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ことで、結論をいただい

ております。 

 また、Ａ４０を基準として採用するか否かの判断というのは、統計学的分析による数値

のみではなく、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

ことです。 

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

肉をＡ４０以下と評価される可能性は１.９２％以下ということです。 

 仮にＡ４０を基準として採用する場合には、評価結果の記録・保存が必要となっており

ます。 

 このＡ４０とかＡ５０、あるいはＡ６０という評価は、プライムだとかチョイスだとか

そういう枝肉を格付けするときの基礎資料となります。格付けがこの肉はプライム、これ

はチョイスだということになったときには、もうその格付けは終わりますのでその基礎デ

ータは必要ないわけです。 

 現在は、記録として残りませんけれども、日本に輸出する場合にはそれがこの値、どれ

に相当するかという基礎資料が月齢の判定に重要であるということで、そういう評価結果

の記録保存が必要であるということで、日本向け輸出プログラムに反映するということで

す。 
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 また、今回の判定に当たりましては、全体で３,０００頭ちょっと、特にＡ４０以下の

ところについては１９６頭ということで、数が少なかったということもありますので、追

加的な検証、あるいは事後のフォローアップが必要という結論をいただいたわけでありま

す。 

 もう１つ、ＳＲＭもすべて日本に輸出する牛から除くということを申し上げました。 

 ＳＲＭの除去につきましては、その範囲は我が国の範囲と同じであります。全月齢の牛

の頭部、これは舌とか頬肉を除いて扁桃を含みます。あとは脊髄、回腸遠位部と脊柱とい

うことです。 

 取り除くに当たりましてはＨＡＣＣＰ計画、あるいは、ＳＳＯＰに基づいて除去等を実

施するということで、各施設はこういうＨＡＣＣＰ計画、ＳＳＯＰ等をきちっと文書化し

て、それにのっとってＳＲＭの除去、分離、廃棄を行うということです。 

 また、どのように実施したか、きちんと定期的に監視するシステムがありますので、そ

ういうものについて日報を記録するということがその施設には求められております。 

 この各施設が有する管理計画等、きちんと実施されているかということは米国、カナダ

政府が検証するということであります。 

 それから、先ほどの繰り返しになりますけれども、輸入再開されるということになりま

したら、このようなことが守られているかどうかということについて、日本から専門家を

現地へ派遣して査察をすることになっております。 

 以上、輸出に当たって、米国あるいはカナダが現在行っている国内対策に上乗せして、

日本に輸出するためのプログラムを上乗せするということをご説明いたしました。 

 最初に出ましたけれども、我々としては我が国と同等の安全性が確保されることが、ま

ず大前提であると考えております。そのために、食品安全委員会に諮問しようと考えてい

ますのは、現在米国、カナダの国内でとっている対策のもとで、この２つ、２０ヶ月齢以

下の牛由来の牛肉であるということ。それと、全月齢からＳＲＭを除去しているというこ

の上乗せ規制、そういう条件をクリアした輸入牛肉について、国産牛肉とＢＳＥのリスク

がどう異なるかということを食品安全委員会に諮問しようということで考えているという

ことであります。 

 少々、話がくどくなったかもしれませんが、以上であります。 

 ご静聴ありがとうございました。 

○姫田   どうも皆様方、長い説明をお聞きいただきまして、ありがとうございました。 
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 大分お疲れのところと思いますので、ここで１０分程度、休憩を入れたいと思います。

２時半に再開いたしたいと思いますので、それまでにはお席にお戻りください。 

午後 ２時２０分 休憩 

午後 ２時３０分 再開 

○姫田   それでは、議事を再開いたします。 

 これから、意見交換に入りたいと思います。 

 意見交換の方法といたしまして、まず、先ほど説明いたしました米国、カナダのＢＳＥ

対策の現状について、ご質問をいただきたいと思います。その後に、輸入再開に当たって

の考え方も含めて、意見交換を行って参りたいと思います。 

 なお、多くの方にご発言いただきたいと考えておりますので、申し訳ございませんが、

ご質問、ご意見ともお一人２分以内で、簡潔にお願いいたします。 

 まず、ご発言に先立ちまして、お名前と、そして差し支えなければご所属をお願いした

いと思います。 

 まず１分半経ちますと、「チン」と鳴らします。そうすると意見を集約の方に向けてく

ださい。そして２分経ちますと、「チンチン」ということで他の方にお譲りください。 

 なお、意見交換の妨げになりますので野次を飛ばされるとか、それから拍手をされると

いうようなことについてはお控えください。場合によっては、ご退席いただくいうことに

なります。 

 では、米国、カナダのＢＳＥ対策の現状についてのご質問をいただきます。ご発言をさ

れる方は、挙手をお願いいたします。 

○原   農民組合大阪府連の原といいます。 

 １つは、カナダとアメリカが同じようなＢＳＥの対策をとりながら、アメリカで生まれ

た牛には１頭もＢＳＥが発生してないというのは、おかしいのではないかということが、

４月２４日の日本農業新聞に書いてあるのですが私もそう思います。そうして、アメリカ

のＢＳＥの対策というか、やられていることはごまかしがいっぱいあるということが日経

にも報道されたし、アメリカの中の監視機関等々もそういうことを指摘していると出され

ているわけでありますが、そういうことから言ったら、安全を効率で切ってしまうという

ようなＪＲ福知山線のあの事故みたいなことになっていかないようにするためにも、もう

一度日本と同等、本当に個体識別がちゃんとできるような対策ができないアメリカの牛肉

は、輸入すべきではないというふうに思います。 
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 そこをしっかり考えてほしいというふうに思います。 

○姫田   ほか、ご質問ございませんでしょうか。 

 そしたら、その前の女性の方。 

○嶋村   お願いします。安全食品連絡会の嶋村と申します。 

 米国の中小の生産者ですね、それが２５％、その方たちはちゃんと牛が生まれたときか

らの飼育票を付けて、きちっと追跡できるような育て方をしていると聞きました。でも、

それを市場に出すときには、それは破棄されてしまう、そういうことなのです。 

 それで、日本へ入る量は、そのアメリカの輸出量の０.５％、いや５％にしか過ぎない

ということなのですけど、そんなものでしょうか。 

 それで、完全に飼われているところの２５％の中から輸入可能だと思うのですけど、そ

の件はどのように考えておられますでしょうか。 

 それと、と畜検査の責任を受けまして、そのときに１時間に４００頭ぐらい検査される

と聞きましたけど、その検査は完璧にマニュアルどおりクリアできるのでしょうか。お聞

きいたします。 

○姫田   お二方からのご質問いただきました。どちらかと言うと意見的なものもあり

ましたが、まず１つは、日本の基準と同等にということでございますが、もう一度、諮問

の考え方ということで松本参事官の方からお話願いたいと思います。 

 それから、アメリカとカナダで、カナダが発生してないというようなことですが、サー

ベイランスの現状について池田室長の方から回答をお願いします。 

 それから、中小のということですからアメリカの牛肉産業の現状をもう一度、先ほど池

田室長の方が説明しましたけれども、牛がどういうふうに流れていくかというところでも

う一度説明できますでしょうか。 

 それから、と畜検査の話ですが、これは松本参事官の方からお願いできますでしょうか。 

○松本   諮問に当たっての考え方ということで、一番最後のところで米国、あるいは

カナダでの国内措置プラス上乗せ基準ということで、２０ヶ月齢以下の牛でかつＳＲＭも

除去しているということで、その肉と国内の肉のＢＳＥのリスクはどうかということを諮

問すると申し上げましたけれども、恐らくその審議、検討の中では、そういう、今お考え

になっているような個体識別制度がどうなのか、あるいはその検査、ＳＲＭの除去はどう

なのかなどいろいろ要素があります。 

 それについて、どうなっているのかということで、検討されるということはあろうと思
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いますし、また、いろいろ新聞等で報道されておりますように、除去がいい加減などとい

う報道をされましたけれども、そのようなことについて我々としても非常に危惧しており

ますので、米国政府に事実関係をただしてきちんと回答を出してもらうということでやっ

ております。 

 そういうものを審議の場で、検討の場でお出しして総合的にご検討をいただくというこ

とで考えております。 

○姫田   要するに、アメリカのデータなどを、あわせて食品安全委員会の評価にかけ

るということで、そして国内で流通している牛肉とアメリカ、カナダの牛肉を一定の追加

的なプログラムを行うことによって、同等であるかどうかを食品安全委員会の方に評価し

ていただくということでございます。 

○松本   それと、ＢＳＥの検査でありますけれども、考え方としてはリスク牛、歩行

困難なリスク牛や死亡牛で３０ヶ月齢以上のものについての検査と、と畜場では年間の引

き抜きと言いますか抽出検査で現在、全体で２万頭を検査していると聞いておりますので、

適切に検査の義務をという具合に考えております。 

○池田   まず１点目の、アメリカで生まれた牛でＢＳＥが見付かっていないというこ

とですが、先ほどのスライドでご説明しましたが、昨年の６月から現在まで、概ね３２万

頭のハイリスク牛と呼ばれている牛、つまり３０ヶ月以上、歳が経てばＢＳＥが発症しや

すいわけですが、そういった牛の中から立てなくなった牛を中心に調べております。 

 今までは、この結果としては見付かっておりません。アメリカ政府によればアメリカの

牛、例えば１,０００万頭に１頭、感染牛が居るとした場合に、おおむね２７万頭程度の

こういったハイリスク牛を検査することによって、高い確率で発見することができるとい

うことでございます。 

 そういった考え方に基づいたサーベイランスを現在行っておりますが、その結果として

は、現段階では見付かっていないということであります。 

 それからもう１つ、中小の生産者ということでございますが、実際に年齢が判別できる

牛がどれぐらい居るかというのは、明確な統計はアメリカにもございません。いろいろ推

計では話が出ておりますが、いずれにしても今度、我々が考えておりますプログラム、日

本向けのプログラムの中では、しっかりと月齢を確認をできるような仕組みをつくった上

で、確認をしていきたいというふうに思っております。 

 ですから、日本への輸出量がどれぐらいになるかということについて言えば、今のとこ
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ろ推計の域は出ませんが、アメリカからの輸入が止まるまでは２４万トン程度が日本に入

っていたわけですが、それほど沢山のものが入ってくるということは、今の仕組みの中で

はないということだけは申し上げられると思います。 

○松本   検査のところは、恐らく格付けのところでのお話ということでしょうか。２,

７００万頭を１６０人で格付けしているということでご説明しましたけれども、そこのと

ころですか。 

○嶋村   私は中小の生産者ですね、その人たちがきちっと生産履歴を持って育ててい

る。耳票ですか、識別番号を付けて育てている。それが市場に出た場合は７５％、８０％

近い大手の業者、生産者と同じような飼い方をしているところへ紛れ込んでしまうという

ふうな、折角育てたその耳票などがそこで破棄されてしまうということを聞きましたので。 

 そういう事実の中で、どうしてそれが活かされないのか。安全なものを得ようと思えば、

その２５％、その中から日本には流通することができるのではないかと思うのです。 

○姫田   ちょっと３ページをご覧ください。 

 アメリカの生産の状況というと繁殖農家が居て、育成農家が居て、肥育農家が居るとい

うことになります。 

 そして、大体において右に行くほど規模が大きな農家でございます。そうして今おっし

ゃっている繁殖農家の段階では、大体データがとれているという方もいらっしゃいますし、

今年の春子は季節繁殖して最初の子牛が２月の１０日に生まれたよと。それに基づいて月

齢が分かるものもあります。 

 ところが、繁殖農家は子牛をとるだけの仕事をやっている農家なので、これが育成農家

にいきますと、ここはもう複数の繁殖農家から集めた牛を放牧します。ですから、ここで

はもう混ざってしまうので、データが分からなくなるということをおっしゃっているので

はないかなと思います。 

 そして最終的な肥育農家、フィールドロットというものがありますが、このフィールド

ロットの方は、かなり大きな資本の方々がいらっしゃるので、繁殖農家からのデータとい

うのが肥育農家に来ない場合が非常に多くなっているということで、全部混ざってしまう

から（データが）来ないということなのではないでしょうか。むしろ、おっしゃっている

中小農家がしっかりとっているのに大規模の農家がということではなくて、繁殖農家の段

階では分かるけれども、途中の育成、肥育の段階を経ていくうちにデータが分からなくな

るということが、実際のところではないかと考えております。 
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 それともう１つ。今、松本参事官の方から言いかけたのは、と畜時のということで、米

国では１人で格付けをかなりの頭数を行います。それでＡ４０と５０が本当に格付けでき

るのかという議論があるわけなのですけれども、当然、先ほど説明にありましたように、

日本向けにＡ４０であるものについては、きちっと記録をとらないといけないということ

が今回のプログラムの中に入っておりますので、当然、それ用の格付けをせざるを得ない

ということになります。ですから、普通はプライムですとか、チョイスですとかというこ

とで、どんどんどんどん流していくわけなのですけれども、そういうことにはならないと

いうことではないかと思います。 

 もちろん、それを自動的にも検証していくということも、アメリカとの約束の中にあり

ます。 

 ですから、そういう意味では、アメリカでいわゆる日本やカナダのように生産記録がし

っかりあるものというのは、ほんの僅かということを聞いておりますし、それから、繁殖

農家が繁殖、育成、肥育を全部兼ねているような農家には、データ的に、今肥育している

牛は去年の３月３日に生まれたのが一番早いんだよということが分かるところも、ごく一

部にはあるということも確かでございます。 

 ですから、いろんな形でデータが分かるものがあるということでございます。 

 それでよろしゅうございますか。お分かりになられましたか。 

○嶋村   先ほど回答していただきましたけれども、２５％と言いましたら全体の４分

の１ですよね。それが全部、繁殖農家、そういったことを兼ねているということは分かり

ますけど、市場にもそこが、ほとんど４分の１が市場に出しているということなのですよ

ね。 

○姫田   小さな農家は繁殖農家で、子牛を３・４ヶ月育成して、それを全部、育成農

家の方に売り渡してしまいますので、繁殖農家のシェアということになりますと小さいと

いうことになります。 

 ですから、２５％というよりはアメリカで言いますと１００万戸の牛の飼養農家があり

まして、そのうち７７万戸が繁殖農家でございます。そして、そのほかが育成とか、肥育

をする農家なので、規模は繁殖農家が小そうございますが、繁殖農家がシェアを持ってい

るということではありません。繁殖農家から子牛を買って、育成農家が育成して、やや規

模の大きい育成農家が育成して、とっても大きな規模のフィールドロットが、牛肉にする

ための肥育をしていくという流れになっております。 
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 これは、日本でも繁殖農家が１頭とか２頭から飼って、小規模な農家から大規模な肥育

農家などに移っていくという流れと同じような感覚でございますので、繁殖農家の方がど

れだけのシェアを持っている、牛肉のシェアを持っているということにはならないのでは

ないかなと思っています。 

○嶋村 その４分の１ですね、それぐらいの農家の人がやはり意識があるんですよね。 

 外国の方ではすごくいろんな状況が聞こえてきます。やはり、アメリカの中でも随分不

安な状況、日本向けがこれでいいのかとか、いろんな状況が聞こえてきます。そういうこ

とを考えましたら、やはりその市場に出すときに、折角識別番号を付けて育てたのに市場

で廃棄される行為があるということです。 

 やはりそういった現状も考えないといけないと思うのです。済みません、長いことお時

間をとりました。 

○姫田   もしあれでしたら、また後ほどお願いします。 

 先ほどの、そちらの方。 

○原   先ほど言った問題については、松本さん、報道があるということを否定されま

せんでしたね。 

 こういうことなのです。４月２０日の日経で言えば、「工場従業員による月齢判定が正

確に行われていないために、検査員は除去されるべき特定危険部位が紛れ込んでいても発

見できない」とアメリカの検査員で組織する組合の委員長は述べているというのが１つで

す。 

 それから、アメリカ農務省の内部監査局も、２月、アメリカ農務省のＢＳＥの検査に関

し、「サンプル採取が必ずしも無作為でない」無作為でないですから、作為的にサンプル

をとっている可能性があるということでしょう。 

 「神経症の症状が見られる牛すべてが、必ずしも検査されていない」と議会で証言をし

ている。 

 今月、つまり４月ですけれども、元検査官が「アメリカでＢＳＥ感染牛が隠されて秘匿

されている」とカナダ下院で証言をしたと、こういう記事なのです。つまり、これは先ほ

ど言ったような状況の中で、本当に日本農業新聞が指摘しているように、カナダで同じよ

うな対策をとって感染牛が３頭出てきているのに、アメリカでも同じ対策という中で出て

きてないというのはおかしいのではないかということの指摘、これが裏付けられているよ

うな気がするのです。 
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 そういう中で、アメリカから牛肉を入れてくるかどうかということを考えていこうとす

るならば、政府として、厚生労働省や農林水産省として調査団を出して、実際にアメリカ

農務省に聞きに行くとか、そういうことをきちっとすべきではないですか。皆さんどうで

すか、そういうことをして安全だということを言うのだったら、私は納得もするんですけ

れども、そういうことができないということは、具合が悪いというふうに思うのです。 

○松本   今おっしゃったようなことで、例えば申し上げると、繰り返しになりますけ

れども、全米食肉検査官合同の協議会が米農務省に対して、消し去られる状況が不十分で

あると思う警告書の送付。これは昨年の１２月８日の記事です。 

 また、米国会計検査院がＦＤＡの識別制の実行性に限界があるとする検査報告書、これ

は今年の２月２５日です。 

 さらに、全米食肉検査官合同協議委員長がＮＨＫに対して、肉質や骨化で２０カ月齢以

下と判断することは非常に困難と発言ということで、これは３月９日の放映です。それ以

外にもおっしゃっておるようなところで、最近のところですと、元米農務省食肉検査官が

カナダ下院農業委員会で、米国にＢＳＥ感染牛が存在することを９９.９％確信している

旨証言ということがありました。 

 我々としても、これについては非常に関心を持っておりまして、米国政府に対してこう

いう事実関係はどうであるかということをきちんと調べて回答いただくよう言っておりま

して、米国政府も我が国の質問書を受理し、今調査をして分かったものから返してきてい

ます。 

 ですから、今ご懸念のあったようなところについては、当然、食品安全委員会に諮問を

した後も、皆さん方ご関心のあるところでしょうから、これらがどうなのかということを

お尋ねになると思いますし、米国政府の方からそういう回答書が来たら、それをきちっと

食品安全委員会にも提供してご審議願うことにしております。 

 これは、我々としても、安全が非常に大事な要素であるとの認識のもと、米国政府に対

してきちっと問いただしております。 

 また、先週、米国政府の方にも専門家、職員を派遣して、実際どのように今後運んでい

くかということについて、現地を見て調査をしておりますし、今後の話としましては、輸

入再開の前にはアメリカがこのように守りますということを言ったとしても、本当に守れ

るかどうかと、ちゃんと書類が整理されたかどうかについて、登録された施設であります

ので、そこに行って書類を見たり、作業状況を見たり、係の人から話を聞いたり、あるい
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は米国の政府の方からいろいろ情報を提供してもらい調査、査察をしようということで考

えておりますし、輸入再開の後につきましても、定期的に現地に行って守られているか査

察をするということで考えており、それは米国政府も了承しているところであります。 

○姫田   それでは、そのほかの方、いらっしゃいますでしょうか。 

 そういたしましたら、早かった順で、そちらの柄の服を着ておられる方。そして、後ろ

の方から手が挙がっておりますが、そちらの方。そして、後ろの方の方という順でお願い

します。 

○瀧本   主婦の瀧本です。私は去年の８月からこのような意見交換会にあちこち参加

させてもらっています。というのは、ＢＳＥそのものにまだ分からない部分が沢山あって、

これは本当に危険なものであると思っているからです。しかも先般、日本で初めて死亡者

が出ました。その結果我が国では、過去に１日でもイギリス、フランス、イタリアですか、

これらの国に滞在した人は輸血しないでほしい。輸血できないことになりましたよね。と

いうことは、１日でも滞在した、そこでの食べ物で人に危険が及ぶということです。それ

は、かなりのリスクを負っていることの証明だと思うのです。 

 そのように、ＢＳＥに対してまだ分からない部分がいっぱいある中で、また、専門家で

ある食品安全委員会の先生たちもそういうふうにおっしゃっている中で、最も危険度の高

いアメリカの牛肉をなぜ輸入しなくてはならないのか大変疑問ですし不安です。 

 私たちは政府に頼るしかありませんので、そういう意味では、本当にこのアメリカ産牛

肉等の輸入再開に対しては、慎重の上にも慎重を期していただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

○姫田   それでは、そちらの後ろの方。 

○不明   済みません。今の方と同じなのですけれども輸血のことです。今イギリスは

アメリカから血液製剤を輸入しているということですが、日本も血液製剤を輸入できなく

なったらどうしようかということで、私も大変ＢＳＥに関しては関心を持っています。 

食品安全委員会は、２０ヶ月齢以下の牛のＢＳＥ検査を除外しても、リスクの増加は

非常に低いレベルの増加にとどまると、こういう案はどうだろうかと日本全国に意見公募

しました。その締め切り日が４月２７日でした。 

 一生懸命、私も全頭検査を続けてほしいというふうに書きました。しかし、４月２７日、

その当日です。何と厚生労働省と農林水産省は、（米国産牛肉の輸入再開に関する諮問前

の）意見交換会を行いますのでどうぞ来てくださいとのプレスリリースを行いました。こ
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れは、皆さんからいただいた２,２５０でしたかのファックス、そしてその７割が反対だ

という意見公募の結果をも公表せず、その日にこんな会を開催しますとプレスリリースさ

れているということは、この会の持つ意味はいったい何なのか。意見公募って何だったの

だろうかと思います。 

 今日の会は、どんな意味を持つのだろうかということを本当に感じます。今回の諮問は

米国産牛肉を輸入再開する手続ということで朝日新聞にも流れが書いてありました。その

とおりです。本当にそのとおりです。それに怒るとともに、日本人はこの９３％、ＢＳＥ

と同じ病原に感染する遺伝子を持っています。ですから、牛肉を食べるとか食べないとか

言うのではなくて、子供たちに輸血できなくなったらどうしようかということで、やはり

輸入されるときには本当に安全性を思いますし、日本の検査は検査、アメリカはアメリカ

ということで、日本の全頭検査を願うものです。 

 以上です。 

○姫田   それでは、後ろの方。こちらの後ろの方の方、お願いいたします。 

○木下   奈良から来た木下と申します。 

 ＢＳＥそのものがまだ未解明であると。人体に入った場合にプリオンが、何グラムで発

症するか動物実験では分かっているが、人体では全然分かっていないという状況ですね。 

 そして、２０カ月齢以下は、何か発症しにくいというようなことも言っておられるので

すけども、僕はちょっと、いろいろ本を読んでいる中では月齢で発症する率なのではない

と。それは単に検査法が未熟であるから、それが分かっていないだけである。それが証拠

にイギリスでは２０カ月齢で発症しているし、日本では２１カ月で出てしまっている。今

回２１カ月齢で出た日本の牛は仮に２０カ月、あるいは１９カ月、１７カ月でたまたま検

査していたらどうなっていただろう。ひょっとしたら、検出されたかも分からない。この

辺が検査法の未熟さによって実は出てないだけで、２０カ月という線引きが、もう日本は

してしまったようですが、これそれものがまだ未解明である。未解明の中で、何かしてし

まったというふうに感じているのです。 

 ということになってくると、我々日本国民は２０カ月齢以下の国産、米国産問わずに、

感染した牛の危険部位を取った牛を食べることになるわけですね。 

 この危険部位というのが、これもまだ１００％解明されたわけではないと聞いておりま

すので、やはり我々はそのリスクを背負っていくということになると思うのですけれども、

予防措置として、やはり全頭検査を継続して、解明された後、また考えればいいのではな
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いかと思っているのですけどね。その辺のことをご意見もあるので、ちょっとお答えいた

だきたいと思います。 

○姫田   それではまず、松本参事官にお願いしたいのですけれど。 

 プレスリリースをパブコメの締め切り直後に行ったけれどもということがあります。ま

ず、プレスリリースした際の考え方をお話願います。 

 それから、西郷リスコミ官の方から、この間の、いわゆる食品安全委員会の答申につい

ての考え方を含めてお願いしたいと思います。 

○松本   パブリックコメントは４月２１日の締め切りということで、国内対策の見直

しに係る食品安全委員会への意見の報告で、一応、それが５時に締め切られたということ

になります。 

 その後、どのくらい食品安全委員会の審議に時間がかかるかということは何とも申し上

げられませんでしたけれども、国内対策については一定の意見公募もありましたので、一

定の、そう長くない時期に答申をいただけるのではないかということで、国内対策は、ま

ずそれで了承をいただいたところで、国内対策の見直しの次の手続としてパブリックコメ

ントを行うということで考えておりました。 

 一方、米国産牛肉の輸入再開について諮問するということも、これまで、ご挨拶でも申

し上げましたけれども、食品安全委員会に諮問するということで申し上げておりましたの

で、そういう一定条件のもとで輸入される米国産牛肉等の感染リスク評価を求めるという

ことでありまして、詰めの作業を行っているという、そのところで、すべて答申が出た後

で行ってはどうかという意見もありましたけれども、できるだけ応募の時間を長くとって、

多くの人に参加していただけるようにということで、４月２７日に国内対策に関する意見

の締め切りが終わったところで、プレスリリースをさせていただいたというところであり

ます。 

 少なくとも、４月２７日のことについては国内対策の部分でありますし、今回の場合は

輸入ということで、リスク評価としては独立したものでありますので、そういう考え方で

プレスリリースをしたということであります。 

○姫田   また、我々の方といたしましては、前回、厚生労働省と農林水産省でリスク

コミュニケーションを行った際に、プレスリリースから実際の開催までに時間が短かった

ということで、一部の皆さん方から行きにくいじゃないかというようなご意見もあったの

で、プレスリリースからきょうの開催まで、できるだけ時間をしっかりとおきたかったと
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いうことは考えております。 

 そして、多くの方に集まっていただこうということで、プレスリリースを早くさせてい

ただいたということです。 

 西郷リスコミ官、お願いします。 

○西郷   ２０カ月齢以下とそれ以上のことについてということでございますけれども、

今回の評価につきましてもう一度確認させていただきますと、要するに、今全頭検査を行

っているのですけれども、そのと畜検査をやめた場合と続けた場合とで人に対するリスク

はどう変わりますかと、こういう諮問をいただいたわけでございます。 

 それで、国の専門調査会は、その検査のことだけではございませんけれども、計８回の

議論を重ねまして、答申を出したわけでございます。 

 その結果が今申し上げましたけれども、参考１で配付させていただいております２の評

価結果の概要、結論部分の抜粋という部分がございますが、そこの①に書いてありますこ

とでございますけれども、難しい文章で恐縮なのでございますが、ここに下線を引いたと

ころがございます。食肉の汚染度は、全頭検査した場合と２１ヶ月齢以上の牛を検査した

場合と、いずれにおいても「無視できる」から「非常に低い」と推定された。定量的評価

による試算でも、同様の推定が得られたということです。 

 これらの結果が、検査月齢の線引きがもたらす人に対するリスクは、非常に低いレベル

の増加にとどまった。増えたとしても、非常に少ないというふうなご議論をいただいたと

いうことで、別に２０カ月以下だから発症しないとか、あるいは、２１カ月以上だと危な

くなるとか、そういうことを言っているのではなくて、今行っている検査を行わなくなっ

た場合でも同じというか、ほぼ変わりないという結果が得られたという趣旨でございます。 

 ですから、２０カ月以下の牛は感染してないのか、そんなことはないわけで、それは１

０ヶ月以下だろうが２１ヶ月以上だろうが感染している可能性はないわけではなくて、そ

れはですから検査だけではなくて、ＳＲＭの除去でありますとか餌の規制だとか、そうい

った対策が非常に重要だと思っております。 

○姫田   今、説明しましたように、リスクのあり方をどこからどういう状態かという

ことを、食品安全委員会が答申してくれたということでございまして、すべての食品につ

いてリスクというものは存在いたします。 

 それが、大きいか小さいかということでございまして、私ども、厚生労働省、農林水産

省のリスク管理機関は、それをいかに低くするかということについて努力しております。 
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 それは、あくまでもゼロにするということはあり得ないと考えております。それは、道

を歩いていても突然トラックが飛び込んでくるという可能性というのは、全くゼロではな

いわけです。でも、ほとんど大丈夫だと思っているから、皆さん安心して道を歩いておら

れるわけなので、食品についてもいかにリスクを下げるかということでございます。 

 よくＳＲＭを除去さえすれば、絶対安全なのだとおっしゃる方もいらっしゃいます。あ

るいは、全頭検査を続けないと安全性が保てないのだとおっしゃる方もいらっしゃいます。

それぞれ別の立場からおっしゃっていますが、いずれもゼロリスク論に基づいておっしゃ

っておられて、ＳＲＭの除去も完全に１００％行えるわけではありません。 

 全頭検査をしたからといって、その安全性が１００％になるということでもないわけで

ございます。あらゆる、いろんな対策を効率的にすることによってリスクを下げていくこ

とです。ですから、沢山積み重ねていって、いかにリスクを下げていくかということが、

我々の課題であろうと考えております。 

 そのリスクのあり方についてゼロリスクを求めるのではなくて、そのリスクをどう下げ

ていくかということを、皆様方との間でご議論していくのがリスクコミュニケーションと

いうことでございます。 

 では、そちらの女性の方、お願いいたします。 

 そして、女性の方が終わりましたら、どうも私、最初からご質問をと言っておりました

けれども、もうほとんど意見になっておりますので、この後、意見交換ということでお願

いしたいと思います。 

 それともう１つ、どうも同じ方向からのご意見が多いので、もし、そうじゃないよとい

うご意見の方がありましたら、積極的にお手挙げをして意見を提出していただければいい

かと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、どうぞお願いします。 

○山中   安全食品連絡会の山中と申します。 

 ＢＳＥの原因がまだ分かってないと聞いていますが、それが分かってから輸入を再開し

てほしいし、それから、プリオンが筋肉から検出されたというのを新聞で読みました。 

 それと、プリオンの専門家であるプルシナーさんは、もうちょっと経ったら、もっとき

ちっと２０ヶ月以下の月齢の牛でもプリオンが見付かる可能性があるからということを岐

阜大学医学部で講演を聴いた方からお聞きしました。 

 そのことと、アメリカでＢＳＥの牛が１頭しか出てないことについて、アメリカの消費
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者連盟が、アメリカの農務省あてに文書を出したのを私どもいただいたのですが、１頭目

の検査はウエスタンブロット法とエライザ法と２つの検査をしたけども、２頭目はエライ

ザ法で疑わしかったが、その後のウエスタンブロット法のテストをしないでＢＳＥでない

としたことが、非常に問題だということを農務省に言っています。 

 ですから、その検査がどのように行われているのかということを、明らかにしてほしい

のです。 

 それと今、右の人が発言しましたけれど、ブッシュの支援母体がアメリカの大手の肉業

界なので、ブッシュはそこに支持されたことを政治に反映しようとしているのですから、

中小の肉業界からの輸入はしないと思いますので、その辺のことも考えていただきたいと

思います。 

 それから、まだＢＳＥの患者がアメリカでは出てない。しかし、競馬場の食堂でビフテ

キを食べた人が沢山新型クロイツフェルトヤコブ病にかかったとかいうことが週刊誌に出

ていましたが、その辺、もっと向こうの裏情報もいろいろ集めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○姫田   それでは、まず、筋肉から検出した件と、末梢神経節から検出した件と、プ

ルシナーさんのＣＤＩ法について、西郷リスコミ官よろしくお願いします。 

○西郷   それでは、筋肉からというお話ですが、正確には厚い方の資料で恐縮でござ

いますけれども、これの１３ページを見ていただけますでしょうか。 

そこで、ちょっと長くて恐縮ですが、３・１・２・１・３、ＢＣＡＳＥプリオンの生

体内分布というページがございます。そこの２行目なのですが、昨年ＢＳＥが確認された

９４カ月齢の死亡牛、これ死亡牛でございますから農場で診断しています。これは市場に

は出回らない、要するにＢＳＥが見付かった牛でございますが、この牛の坐骨神経、脛骨

神経等の末梢神経組織や副腎から、ＢＳＥプリオンたんぱく質がウエスタンブロット法に

より検出された。当該死亡牛から確認されたＢＳＥプリオンたんぱく質の量は、現在ＳＲ

Ｍに指定されている三叉神経節よりも相当少ないレベルであった。 

 これは、先ほどの意見ではございますけども、実際アメリカの研究者の報告によります

と、５００分の１から１,０００分の１以下だったのではないかということだそうでござ

います。 

 これは、筋肉というよりは筋肉に付いているところでございますので、それがご心配と

いうことは分かるのでございますけれども、基本的には、ＢＳＥテストで引っかかったも
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のを調べてみたらあったということでございます。ですから、ほかのＢＳＥ検査では全然、

使わなかったときに調べたものが出てきたということではないのでございますけども、い

ずれにしろ、この後、議論を続けなければいけないということでございますけれども、こ

ういった例はあるということでは、プリオン専門調査会でも議論をされたところでござい

ます。 

 それから、プルシナーさんの検査法にいてということでございますが、プルシナー先生

というのは、いわゆるプリオン病の大家でいらして、最近、いわゆる検査についてもいろ

いろやっておられると承知しています。 

 先生は、ＣＤＩ法という若干違った、今の我が国でやっているのと違った検査法を開発

された方です。このＣＤＩ法につきましては、ＥＵの科学委員会が２年ぐらい前に評価し

たものがございましたけれども、ほかのＢＳＥ検査法とほぼ同等であるという評価がされ

ていて、ＥＵではその検査を採用してもいいということになっておりますけれども、採用

している国はありません。 

 ただ、プルシナーさんがおっしゃったのは次世代のものです。もうちょっといろんなこ

とができる。例えば、生きたうちからでも多分できるのではないかというふうなことにつ

きまして、開発中であるとおっしゃったのでございますけれども、これにつきましては、

今のところ、まだできたとか、できそうだというような情報には接していません。 

 また、我が国の検査の専門家でも、そんなにすぐ期待するということにはまだならない

のではないのかなというふうなご議論ではないかと思います。 

○姫田   先ほどの筋肉というよりは、末梢神経から出た話でございますけど、基本的

に我が国では、今度改正しても２１カ月齢以上の牛は検査するということ、全頭検査する

ということになっております。 

 そうすると、この９４カ月というのは、かなり明確にしっかりとＢＳＥの検査結果が出

てくるような牛でございます。だいぶボロボロになった牛でございます。それは検査にし

っかり引っかかるであろうということが１つあります。 

 それから当然、アメリカの今度のプログラムということであれば、２１カ月齢以上は入

れないということですので、そういう意味では末梢神経、いわゆる末梢神経から出た場合

でも、それは有効に除外できるということではないかと思います。 

 それから、それは先ほども西郷リスコミ官がおっしゃった１つの、今現在の科学的な説

の途中ということで、科学的知見にどういうふうに、これからまとめ上げられていくかと
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いうのは、研究者の方々の議論かと思っております。 

 それから、アメリカの現在の計算方法について、少し取りまとめたものを池田さんの方

からお願いします。 

○池田   お配りしてございます資料ございますが、スライドの写しの資料の２６ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 ここに、どんな検査でＢＳＥを見付けているか簡単に書いております。一番左、米国で

ございますが一時検査、これもスクリーニングと呼ばれているものをエライザ法で行いま

す。 

 エライザ法は非常に迅速に検査できますのでスクリーニング、振り分けには非常に便利

ですが、陰性のものを陽性というふうに判定をすることが多くあります。そのために、エ

ライザ法で陽性となったものは、この下にございます確定検査に回されることになります。 

 米国の場合、免疫組織化学的検査と書いてございますが、これは、一定の抗原抗体反応

を使いまして判定する方法なのですが、これを行います。それで、万一免疫組織化学的検

査が不可能な場合、例えば既に死亡してから２日も３日も経ってしまって、脳自体がもう

溶けてしまって、この免疫組織化学的検査をするのは非常に難しいという場合は、ウエス

タンブロット法を行いますが、そうでない場合には、免疫組織化学的検査で判定をしてい

ます。 

 今伺いましたご意見について、私は詳しく承知はしておりませんが、いずれにいたしま

しても、私どもが承知している範囲では、エライザをやってプラスになったものについて

は、免疫組織化学的検査でチェックをしているというふうに理解しております。 

○姫田   我が国では、免疫組織化学的方法と、ウエスタンブロット法、両方行うとい

うシステムになっているというシステムの違いがございます。 

 免疫組織化学的検査法とウエスタンブロット法は、国際的な評価としては、ほぼ同等の

精度であるということを聞いております。 

 では、競馬場の話をお願いします。 

○松本   お尋ねになったのは、ニュージャージー州のチェリーヒルというところにあ

るガーデンステートウエストラックというところのレストランで、ＢＳＥ病原体に汚染さ

れた牛肉を食べたことで、クイーシーエイジになったのではないかという、そういう記事

のことだと思います。 

 これについて、我々も事実関係はどうかということで、米国プレスの方に問いただして
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おります。 

 連合政府は今までいろいろ、日本での新聞報道であったことはどうなのかということも

含めて、東京にあるアメリカ大使館のホームページで、いろんな質問についての回答とい

うことで行っておりますし、今のお尋ねのあった件についても回答として載せております。 

 アメリカの場合には、アトランタにあります疾病管理センター、ＣＤＣというセンター

法を事実コントロールという、いろんな世界からの珍しい病気とか国内で発生したものと

かいろいろチェックしているところがあります。日本で検査できなくても、ＣＤＣに送っ

て確定診断してもらうということも行っておりますけども、そういう人についての病気の

ことを行っているところでありますけれども、そこの疾病予防センター、管理予防センタ

ーがそういうＶＣＡＤの監視システムということを運用しておりまして、具体的なシステ

ムはちょっと私も詳細は承知しておりませんけれども、英国に長期間旅行したとか、そう

いう方以外で、米国からのそういう居住者でＢＳＥが発生したという確たるというのです

か疑いをされていても、それを裏付ける証拠はないと断定されたと聞いております。 

 ですから、出された報道が例えば、日本での研究が成果として掲載されたときに、イギ

リスなどで報道されるニューイングランドジャーナルを目指すのだとか、サイエンスだと

か、ああいうところに掲載されたような記事であれば、それはほぼ確かだろうと思います

けれども、どうもそういう質の高い記事ではなかったように聞いております。 

○姫田   それでは、意見交換に入りたいと思いますので、どなたか、今の一定の意見

が多かったのですけれども、それ以外の意見の方で、どなたかございませんでしょうか。 

○久原   質問をしてもいいですか。 

 済みません。和歌山の生活学校連絡協議会から参りました久原と申します。 

 お伺いしたいのですが、我が国では肉骨粉は飼料として現在使っておりませんけれども、

先ほど説明の中で、アメリカでは豚と鳥の肉骨粉を使っているところがあるということで、

それは個々に自分で随時混ぜて使っているということでしたが、それを追跡調査できると

かいうようなことはあるのですか。 

 また、そのような肉骨粉がＢＳＥの原因であったというようなことを考えますと、危な

いことはやめていただきたいという気持ちがあるわけです。これはアメリカの牛肉が再度

日本に入ってくるための、今回、そのための説明会のような感じを私は持っておりますけ

れども、入ってくるなら入ってくるなりに安全性の確保をどこまでアメリカに対して言っ

ていただいたのかなと思います。 
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 説明の中で日本と同じレベル、同等のリスクがあるというふうにおっしゃっていました

けれども、その同等のリスクがあるということは、先行きがどれくらいの程度に見なされ

ているのでしょうか。同じように項目を挙げていただいても、見るからに表では同じ数に

見えるわけですけれども、実際、精度としては本当に日本と同じように安心できるのか疑

問に思います。その辺りを難しいことは分からなくても、台所を預かる主婦としては非常

に重く感じるわけなのです。 

 なおかつ、一時期代用乳が問題でプリオンが生成されるのではないかと言われ、それで

は牛脂も危ないのかというようなことがございましたけれども、そういうようなところも、

代用乳を使っておりますのでアメリカでは研究されているのだろうかとちょっと気になる

のですけれども、その辺りは聞いていただけたでしょうか。 

 それとこれは、私は経済摩擦だと思うのですけれども、アメリカは日本の牛肉を輸入し

ていないですよね。アメリカに日本の牛肉を輸出しておりませんけれども、その理由は日

本から狂牛病、ＢＳＥが出たからということなのですけれども、その辺りは協議の場で話

に出たのでしょうか。向こうから入ってくるならばこっちからも当然、輸出もさせていた

だいて当たり前だと思うのですけれども、その辺りはどうでしょうか。聞かせてください。 

○姫田   それでは、国内とそれからアメリカ、カナダでの肉骨粉の今の利用状況と、

それから、代用乳説がございましたので、国内のＢＳＥの追跡チームの検討結果と、それ

と日本の牛肉輸出についての議論がどうなっているかということを、池田室長の方からお

願いします。 

○池田   まず、１点目の豚と鳥の肉骨粉ですが、アメリカの場合こういった肉骨粉を

牛に給与することは禁じられてます。ですから、例えば自家配合飼料として、自分のとこ

ろで配合するに当たっても、その肉骨粉を買ってくるということは、許されないわけです

ので、自分の家で混ぜるということは行われておりません。 

 それから、これをもって、日本と同等のリスクであるかということなのですが、飼料対

策は確かにＢＳＥ対策で非常に重要な対策であることは、これは間違いありません。ただ、

ＢＳＥ対策というのは、飼料規制だけで終わるわけではありません。先ほど申し上げたよ

うに、生まれたときから飼料規制しなくても、草だけ食べていればＢＳＥには多分ならな

いでしょうし、そうした幾つかの要因があると思います。 

 多分、それはおっしゃるように肉骨粉の話というのは非常に大きいと思いますが、そう

いうものを総合的に考えていく必要があるのかなと思っています。 
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 それから、代用乳の話ですけれども、日本での発生につきましては、疫学調査を行った

わけですけれども、幾つかの可能性は示唆されました。イギリスから、あるいはイタリア

から輸入していた肉骨粉ですか、そういったものが原因になったのではないかとか、オラ

ンダ関係の代用乳が原因ではないかと、可能性としては上がっておりますが、その中でこ

れだというところは残念ながら今まで出てきていません。 

 それから、日本の牛肉の対米輸出ですけれども、昨年の１０月に日米の局長会合で、お

互い、双方向の貿易を再開しましょうということの認識を共有しておりまして、アメリカ

においても現在、日本のＢＳＥのリスク評価、これを進めているところであります。 

○姫田   それで、代用乳、追跡チームでの最初の１頭目から７頭目までを中心に調べ

た結果では、これは科学者の先生方がほとんど今の国の専門調査会の先生方と重複します

けれども、調べられた最終的な考え方として、原因は３つに絞られるだろうということで

す。 

 １つは、イタリアから９０年代に入ってきた肉骨粉が、どうも１３３度３気圧３０度の

加圧要件が不十分だったのではないかということが言われております。その可能性が１つ

は否定できないだろうということです。 

 もう１つの可能性として、もっと９０年代の初期に、イギリスから生体牛が入っていた

のではないだろうかということが言われています。この２つのルートが考えられます。 

 代用乳説については、委員会ではたんぱく質の溶存量が非常に少ないので代用乳につい

ては否定されるということで、委員会でそういう結論が出ているということで、最初の２

つのルートが疑われるというところまでは分かっているというような状況ということでご

ざいます。 

 それから、同等のということでむしろ今日、こういう同等であるかどうかということを

食品安全委員会に諮問するため、我々、厚労省と農水省は同等ですと言いに来たわけでは

ないということもご理解いただきたいと思います。 

 それから、肉骨粉につきましては、我が国は、池田室長の方から最初のスライドで説明

いたしましたように、どうも我が国でみると、と畜を豚と牛は同じと畜場でやっておりま

す。それからレンダリング施設、肉骨粉の製造施設も同じところで豚も牛もやっておりま

す。そして、配合飼料工場もかなりのところが、今年の４月まではかなり重なっておりま

したということで、そういう意味でクロスコンタミ、交差汚染を非常に我が国の産業構造

上、心配しないといけない産業構造であったということは確かでございます。 
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 ですからそういう意味で、我が国はそういう面でもクロスコンタミをどう防ぐかという

ことにかなり力を注いできております。 

 ただ一方でアメリカ、カナダ、これＥＵも同じなのですけれども、豚と牛とニワトリ、

日本はニワトリだけは分かれておりますけれども、それぞれ産業構造では、かなり距離的

にも地域的にも、それから産業ごとに分かれている場合が多いという、これは分かれてい

ますとは言えませんけれども、分かれている場合がかなり多いということでございます。

ですから、基本的にアメリカ、カナダでは余り配合飼料を使いませんけれども、そういう

意味では、農家段階でのそれぞれの配合をされるということが中心になって参りますので、

余り交差汚染対策ということ自身、意識が強く考えていないのではないかなと考えており

ます。 

 それでは、こちらの方、その後ろの方、そして後ろの方という順でお願いいたします。 

 そして、その白い手が挙がっております。こちらからは見えませんので、そちらの後ろ

の方という順にいたしましょう。４名の方お願いします。 

○高谷   済みません。ＢＳＥ市民ネットワークの高谷です。 

 私も、このリスコミに何回も出させていただきますけれども、その度に、やっぱり行政

不信が大きくなります。なぜ全頭検査を緩和してまでアメリカの牛肉の輸入を進めるのか

ということを何回もお聞きしましたけれども、それは関係ないのだということで、ずっと

言ってこられました。 

 ところが、今回の諮問の中心は２０カ月以下ということで、そこでなぜ線引きになるの

か。私たちは、日本の２０カ月以下を検査しなくていいということには同意はできません

けれども、ただ、そこを百歩譲ったとしても、日本の２０カ月以下とアメリカの２０カ月

以下がなぜ一緒になるのか。今、問題になっていました飼料規制についても、アメリカで

は豚やニワトリには牛の肉骨粉をやっぱりやってもいいということになっています。牛の

最も危険な部位であるＳＲＭも焼却処分するという法律規制がありませんので、肉骨粉に

混ぜてやはり家畜に与えてもいいということになっているのです。 

 このことが今の説明のように、牛の餌に肉骨粉が決して混ざりませんとか、多分大丈夫

でしょうというふうなことでは済まされないのです。こういうことが背景にあって、そし

て検査もしないでアメリカの牛肉が輸入されるということであれば、これは２０カ月かど

うかというようなことに全然関係ない。私たちは、諮問の中身の中心課題として、アメリ

カの飼料規制の実情をきちっと評価していただきたい。それなしには、日本向けだけは安
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全ですよというふうなことでは安心できません。 

 それ以前に、私たちは今の状況では、１８頭目が北海道で出た。なぜ出たのか。日本の

国内についてさえもまだ分からない状況であるのに、全頭検査を緩和してまで海の彼方の

何がどうなっているか分からないような国の肉を輸入することには反対なのです。それを

稚拙に進められることには、私たちは十分に警戒していますし、これは買わないでおこう

ということしか、抵抗できないのかなと思っております。 

○土橋   京都から参りました土橋と申します。 

 先ほど姫田さんが、皆さんはゼロリスクを求めていらっしゃるということをおっしゃい

ましたけれども、このＢＳＥというのは、ゼロも何も、発症してしまったら治療法も治療

薬もなくて１００％死んでしまいます。致死率１００％の病気にゼロリスクを求められて

も・・・と言われても本当に感染した人にしたら、それは全部ゼロになってしまうわけで

すよ。死んでしまうわけですよ。 

 それから、姫田さんは先ほど車が飛び込んできて、車に当たらないことはないとおっし

ゃいました。でも、車に当たった人は助かることもあります。病院へ行って手当てをすれ

ば助かることもありますけれども、このＢＳＥだけは絶対に助からないのですから、そこ

らのところをやっぱり考えて、本当に限りなくゼロを目指すという、その考えをきちんと

持っていてほしいなというふうに思います。 

 それをまずお願いしたいのと、前回、去年の７月ぐらいから始まりましたリスクコミュ

ニケーションは何回行って、どのくらいの地域で、どのぐらいの参加者があったのかとい

うことをお聞きしたいと思います。参加者の意見がどのように活かされるのかもお聞きし

たいです。 

 それと、今回のこのリスコミは、今後どういうふうな予定になっているのでしょうか。

アメリカからの輸入に向けて、大急ぎでやっているように見えてしまうのですが。そんな

時に、ゼロリスクを求められてもとか車の事故の例え話とか聞かされていると、政治不信

に陥ってしまいます。このリスコミが沢山の意見を聞きましたという単なるアリバイづく

りに使われては困ります。 

○姫田   その後ろの方、お願いいたします。 

○大橋   大阪パルコープの大橋と申します。 

 前にお二人の方がおっしゃった内容と、ちょっとかぶるかも分からないのですけれども、

輸入再開を念頭に置いた国内対策の見直しなのに、リスク評価は独立したものという進め
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方に不信感を持っています。 

 日本は自給率が低いので、食の安全と経済外交の板ばさみになる問題というのは、常に

起こってくることですよね。それをこういう形で、あいまいな形で進めてほしくないとい

うのが１つです。 

 それからもう１つ、同等の安全性が確保されることが基本というならば、ここには、ト

レーサビリティが盛り込まれないと国内生産者との不利益が生じると思います。 

○姫田   そして、後ろので白い手が挙がっている方、お願いします。 

○日野   生活協同組合連合会コープきんき事業連合の日野と申します。 

 まずは、司会進行の方に申し上げたいと思います。 

 この問題について、国民は多くの不安を持っておりその中での発言ですので、それを一

方の方向からの意見が多いから違う方向の意見はというような、誘導するような言い方は

避けた方がいいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 質問が４つあります。 

一つは、国内の問題についてですが、別紙の資料に国内でのＳＲＭ除去のところがあ

りますけれども、その後の進捗をお聞かせ下さい。 

 この間、いろいろ聞きますとやはり国内のと畜場では、まだまだピッシングが残ってい

て、なかなか改善できないという話を聞いています。ぜひ予算的な措置を行っていただき

たいと思います。ＢＳＥの国内問題は国内対策の関係からもう暫くは続きます。その予防

として必要な措置だと思いますので是非お願いします。 

 二つ目は、資料２１ページの月齢判定についての報告の中で、日米で合意したというよ

うな発言があったように思います。その中で、生産記録又はＡ４０のデータで合意したと

いう話になっていますけれども、その方向で実際に進むのでしょうか。もしもその方向で

進むのであれば、資料２７ページあるＡ４０のデータですが、全体で３，０００強のデー

タでＡ４０以下なら月齢として日本の基準に対応できるというのは基礎データとして不足

しているのではないでしょうか。 

 三つ目は、米国のＳＲＭ除去についてです。除去の基準として日本と米国では基準に差

があります。この間日本と同等ということを聞いていますが、現在日本で検討されている

２１ヶ月齢以上を検査対象とするというのとでは差があります。米国では３０ヶ月齢以上

が管理対象となっています。 

そうしますと、今後輸入をする場合は米国の中でも、日本と同じように管理をしてい
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る農場やと畜場に限定されるということでしょうか。 

最後にもう１つ、米国のＳＲＭ除去の管理としてＨＡＣＣＰ管理がされているという

ことですが、その管理は正しく機能しているのでしょうか。 

以前、ＨＡＣＣＰ管理をしている食肉加工場の加工肉で、食中毒菌の付着した物が市

場に流れてしまって、相当多くの食肉回収という事件がありました。 

 管理としてどのようになっているのか検証しているのでしょうか。 

○姫田   済みません。最後から２つ目の質問について、もう少し明快にお願いします。 

○出席者  米国のＳＲＭの除去については、３０ヶ月以上になっていますけども、日本

の基準に合わせていくのであれば、それ以下の・・・数となりますので、そうすると、と

場が決まるのかなと。・・・そのあたりについて、どう・・・・ 

○姫田   はい、分かりました。 

 それでは、いろいろとご意見が出たと思います。 

 １つ目は、飼料規制の実情を評価すべきということでございますが、今回のいわゆるリ

スクの同等性ということについて、諮問案を考えるに当たっての考え方を、池田室長の方

からお願いします。 

○池田   飼料規制についてですけれども、今回の諮問で最終的にご意見をいただくの

は、一定の条件のもとの米国産牛肉と、国内の牛肉のＢＳＥリスクから見た同等性がどの

程度であるのかということなのですが、当然、それをご議論いただくに当たりましては、

飼料の米国における規制というのは非常に大きい、こういったものの要素の１つでありま

す。 

 しかし、そこは私どもといたしましては、きょうご説明をしたような観点から、資料を

できるだけ提出いたしまして、食品安全委員会で同等性をご議論をいただくその１つの材

料として提供していきたいと考えております。 

○姫田   それから、リスクコミュニケーションをどのぐらいやったか、松本参事官と

西郷リスコミ官の両方になるのですけれども、どちらかまとめて答えていただいた方がい

いですね。 

○松本   ＢＳＥ関係で申し上げますと、昨年１０月１５日に諮問いたしましたけれど

も、その前に厚生労働省、それから農林水産省で全国７カ所、それから食品安全委員会の

方で６カ所行いました。 

 諮問した後、中間とりまとめの考え方ということについて、リスクコミュニケーション
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を食品安全委員会主催で、厚生労働省、農林水産省も協力いたしまして全国５０カ所行い

ました。 

 今回も、先週、広島、沖縄を皮切りに、あす東京で、全国で９カ所を予定しております。 

 それと、これまでの参加者ですけれども、諮問後の５０カ所が約５,５００人と所管の

課の方に記録として残されておりますし、データにつきましては食品安全委員会のホーム

ページの方で公表されております。 

 それから、今回の分ですけれども、いろいろ食品安全委員会について、米国の輸入牛肉

あるいはカナダからの輸入牛肉の再開に当たりまして、食品安全委員会の方に諮問すると

いうことを常々いろんなリスクコミュニケーションで言っております。国会でも答弁して

おります。こういう皆さん方のご意向も聞いて、諮問をするときの参考にさせていただき

たいというように考えています。 

 いろいろ報道、先ほど最初のお方のお話がありましたように、組合の委員長がいい加減

だとか、あるいは会計検査院がいい加減だとかいろいろな報道がありました。ああいうこ

とについても、我々としても当然米国に問いただしておりますし、また今回いろいろご意

見が出たというところでどうなるのか。飼料規制などの評価はどうなるのかという話あり

ますけれども、我が国の牛肉と、米国、カナダの国内対策がとられ、かつ日本向けの輸出

プログラムをクリアした牛肉とのＢＳＡリスクはどうかということを評価をいただく、諮

問をすることとしておりますけれども、その議論の中では、今まで皆さん方からお話、疑

問あるいはご懸念があったようなところについても、恐らく専門委員の先生方からいろい

ろご懸念がなされると思いますので、それにつきましては、米国から出された資料、ある

いは我が国の方での実践について、資料等々を提供してご議論をいただこうかと思ってお

ります。 

○姫田   それからあと、国内のピッシングがどうなっているかということで、予算的

措置をするべきではないかというご議論です。 

 それからと畜場、もし国の指揮下になれば、その３０ヶ月齢以上しかアメリカはとって

ない、日本向けのと畜場は限定されることになるのかということ。それから、ＨＡＣＣＰ

の導入状況とかいうことについて続いてお願いします。 

○松本   ピッシングのところについては、我々もできるだけ早く中止していただきた

いということで指導して参りましたけれども、実際、現場で作業する方、ピッシングをや

めてケガをした方が出て、またピッシングに戻ったというところが現実にあります。 
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 ただ、そうは言いながらも３割のところが中止しておりますので、先般、中止したとこ

ろについての事例集をこのような形でつくりまして、事細かに書いてあります。 

 恐らく、具体的にこういうことだと理解できるぐらいに書いたと思っておりますけれど

も、都道府県を経由しまして、各と畜場の方に配布いたしまして、一番合ったやり方で中

止をしていただきたいということで指導をしているところであります。 

 また、都道府県の方にもピッシングの中止に向けて、改善計画を立てていただきたいと

考えております。そこでいろいろ設備構造の改善だとか、そういうことで必要だというこ

とを、だれが、どういう点で必要かということを出していただきたいということです。そ

ういうところで対応していきたいという具合に考えております。 

 それと、米国のＳＲＭの除去は３０ヶ月齢以上となっているけれども、日本はどうかと

いうことですけれども、米国から輸出する場合、日本に輸出する場合には、当然、日本の

国内基準に合わせるということで、すべての月齢からＳＲＭを除去するということになり

ます。ですから、日本向け輸出プログラムというのはどういうことかと言いますと、２０

月齢以下の牛由来のものというのがちゃんと確認できて、かつＳＲＭをちゃんと除去でき

ますと、うちの施設はちゃんと守れますよということを文書化して、そして政府、米国の

農務省の所管するところに認めていただくということで、登録された施設になります。 

 ですから、先ほどの資料のところで８２５、アメリカではと畜場があって、カナダが２

９とありますけれども、すべてということではなくて、かなり限定されるという具合に場

所が限定されますので、そこで日本向け輸出については、すべての牛からその輸出する牛

からＳＲＭが除去されているということになります。 

 それと、ＨＡＣＣＰのところですけれども、米国のと畜場につきましては、全部ＨＡＣ

ＣＰ方式を取り入れるということが義務化されております。ですから、と畜場でＨＡＣＣ

Ｐを取り入れてないところはないわけです。 

○姫田   それでは、池田室長の方からまず生産記録と、それから成熟度で見るのは、

日米合意したのかというようなこと。それから、そのデータがまだ不十分なのではないか

というようなことについてお答えください。 

○池田   生産にすれば２０カ月齢という一定の線引きをどうやって確認をしましょう

かということですが、昨年、まず局長級の会合で意見を共有したという意味では、１つは

生産履歴があります。生産記録があるものは、そういったものを使って証明ができること

になります。ただし、そのマチュリティーと呼ばれている先ほどご説明した生理学的成熟
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度については、去年の段階では検討を進めましょうということでございました。 

 その後、米国で調査・検討し、そういったレポートのもとに我が国の専門家の方々にも

お集まりいただいてその結果を検討いたしました。 

 その結果といたしまして、先ほどお見せしたことがあるということでございます。 

 生理学的成熟度でございますから、これは必ずしも１００％、これで１０ヶ月だとか２

１ヶ月だとかいうことは分かりません。一定の誤差がございます。その誤差があった上で、

米国のほかの状況とあわせまして同等性を評価いただくということを考えているわけであ

ります。 

 もうちょっと、お分かりにくいとすれば米国、カナダにおけるＢＳＥ対策というのがご

ざいますが、それの２７ページの最後に、アメリカで行われました調査の結果が書いてあ

ります。ここに総合的成熟度別月齢分布表というのがございます。これはどうやって見る

かということですが、左の方にＡ２０からＣ０というところに書いてありますが、これが

ランク分けです。上の欄に１１、１２、１３と書いてありますが、これは月齢です。米国

で調査したその結果がこの分布が出ているわけですが、例えば、Ａ４０というところを横

に見ていっていただくと、２、１９、１２、９２、６９、２ということでとまっておりま

すが、これはそれぞれの月齢の頭数です。１７カ月齢であれば２頭いました。逆に１８カ

月、１９カ月、２０カ月というもので、Ａ４０に分けられるものはありませんでしたとい

う結果であります。 

 こういった結果をもとにして、専門の先生方、専門家の方々にお集まりいただいた結果

が腰椎、あるいは仙椎といったところの骨化の状況、これで月齢の判定をすることは可能

だろうという結論をいただいたということでございます。 

○姫田   おっしゃるように、データ的にはまだ数が、専門家の先生方の検討委員会で

もサンプル数が少ないのではないかというご議論がございました。 

 その中で、その後、アメリカから追加的なデータが来ておりまして、それを今、また専

門家の先生方が解析しておられるところです。 

 それから今後、実際にはＡ４０での作業をやっていく中で、追加的にフォローアップを

していくというようなことも行っていくことにしております。 

 それから、合意かということでございますが、新聞に書いてしまうとどうしても合意と

いうことに、今日もマスコミの方いらっしゃっているのですけれど、合意ということにな

ってしまうのですが、あくまでも私どもリスク管理となると、アメリカのリスク管理のも
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とで協議したところ共通の認識を得たということで、今後、このようなリスクコミュニケ

ーションを経過した後に、食品安全委員会に諮問した後、答申をいただければ、そういう

合意ということになっていくのではないかと考えております。 

 それで、先ほど、議事の運営ということですが、今日は私ども、そうなってしまってお

りますけれども、私どもと皆さん方との１対１の質問ということではなくて、今日、いろ

んな立場の方がいらっしゃっております。ですから、できるだけいろんな立場の方に、い

ろんな意見を言っていただきたいというつもりでの、私、そういうことをさせていただい

たことをご理解いただきたいと思います。 

 それから、トレーサビリティをアメリカに要求するべきではないかというご議論がござ

いました。トレーサビリティというのは、私どもの方の、それから一部の流通の方々の説

明は非常にまずいところがあるかと思っております。トレーサビリティで食品の安全性と

いうのは確保できないということをご理解いただきたいと思っています。 

 まず、トレーサビリティは食品の安全に関与するものでございますが、本来のトレーサ

ビリティというのは、農家段階でどういう肥料をまいたとかどういう農薬を使ったとかい

うことをきちっと記帳する。そしてその次に、だれに売ったかということも農家の方が書

かれるという、記帳されるということです。そして、流通のところでは、どこから買って

どこにどういうものを売ったかということをきちっと記帳していただくと。最終的に小売

店はどこから仕入れられたかということを記帳していただくということでございます。こ

れが、基本的なトレーサビリティです。 

 それは、別に小売店でパッと全部分かるということが必要なことではございません。む

しろ、もし何かが起こったときにそれを遡って、先ほども国内のＢＳＥの感染原因が分か

らないじゃないかと言われておりますけど、そういうことがしっかりと分かるようにする

ためのシステムで、別に末端段階で、瞬間にすべてが分かるようにする必要はありません。 

 ただ、一部のスーパーとかで付加価値的にそういう履歴が分かった方が高く売れるじゃ

ないかと。消費者の方々の安全じゃなくて、安心が買えるじゃないかということで、当然、

コストに上乗せしてそういうトレーサビリティをされる方も、いわゆる商行為としてござ

います。それを役所の方としても農水省の方としても実証展示として応援しているところ

でございます。 

 牛肉のトレーサビリティにつきましては先ほども言ったように、感染原因の究明を急い

でいるということで、感染原因がしっかり分かるようにしていきたいということで、トレ
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ーサビリティをやっているということです。 

 もう１つは、偽装表示がないようにということで、乳牛が、乳雄が和牛に化けないよう

にということでの表示面での問題です。その乳牛が和牛に化けても、安全性には変わりな

いものですから、あくまでもその食品表示の問題と考えております。 

 ですから、そういう意味でのトレーサビリティは、安全のものではないということから、

それを海外に国際的に求める場合は、安全性について科学的に証明されたものを国際的に

基準として求めていくことは当然のことでございますが、安心ということにつきましては、

むしろそれは求められないと考えております。 

 ですから、トレーサビリティを海外に求めるということは、新たな輸入障壁になり得る

と考えざるを得ないということでございますので、安心感ということは、それは結果論と

して、それでトレーサビリティがないから安心ではないとおっしゃることについては、残

念ながらそう思われるのであればそうせざるを得ないということでございます。 

 ただ、一方で表示という意味では、ＪＡＳ法で生鮮のものについては原産地表示、ある

いは原産国表示を義務付けておりますし、来年の１０月に、現在猶予期間でございますけ

れども、かなり加工度の高いものも、いわゆる焼肉用の味付けカルビとか、そういうよう

なものについても、これは牛肉だけではなくて原産国表示を義務付けることにしておりま

す。 

 また、一方で外食は分からないじゃないかと言われることもあります。これは、外食な

かなか難しいのですけれども、今の行動計画を立てていただいた外食の方も好意的にやっ

ていただいておりますがガイドラインということで、外食でもできるだけ原産国表示をで

きるようにというようなことを考えており、お願いしているところですし、ある程度理解

を示していただいているところでございます。 

 もちろん、トレーサビリティ法で国産牛肉の場合は、いわゆる番号の表示義務が出てき

ますので、当然、その国産牛肉を扱っているところは番号表示を行うということでござい

ます。 

 それでは、大分、時間も押し迫って参っておりますが、そのほかの方々でいらっしゃい

ますか。 

 では今、手を挙げている方々で止めさせていただきたいと思います。それで、ちょっと

手を下ろされると分からなくなりますので、今のまま挙げておいていただけますでしょう

か。 
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 それでは、こちらの方から順番に、そちらの方、その後ろの方、一番後ろの方、その前

の方お願いします。それでは済みません、マイクをお渡ししているので。こちらの方お願

いします。その他の方は、ちょっと手を挙げておいてください。 

 ２回目ですよね。ちょっとご遠慮いただけませんか。そちらの方、そして後ろの方。も

う一方ぐらい、手を挙げていらっしゃいませんでしたか。そこまでで、お時間にさせてい

ただきたいと思います。 

 それではお願いいたします。 

○小野   大阪府畜産会の小野と申します。 

 生産農家を指導、教育する機関の者ですが、先ほどから、どうも消費者の方も我々もそ

うだったのですが、国内向けのリスク、食品安全の部分と輸入肉の資料がごっちゃになる

ような動きがあると思います。その辺は、食品安全委員会などがそれぞれまじめに、きち

っとされるとは思っておりますが、何分、政府首脳、その他の「日本の常識は世界の非常

識」だとか、「アメリカの牛肉を日本中の家で食べたがっているんだ」とか、そういうこ

とを公の場でしゃべられるということは、非常にまずいことだと思っております。 

 また、先ほど姫田さんがトレーサビリティは特に意味がないよというような、安全性に

ついては意味がないよというようにおっしゃったけど、完全に追求できるために必要なも

のであろうと思って、我々、牛肉を指導する機関、生産者が頑張っているわけですね。中

にはごまかす人があるようですが、これはだんだん解決されるだろうと思っております。 

 そういうことで、一番分からないのは、やはり外国産であろうとなかろうと表示する義

務がない店がまだあるということですね。いわゆる加工品や食肉の焼肉の専門店とか、そ

ういうところでは表示しなさいとありますが、そうではない普通のレストランでは表示す

る必要がないとか、そういうことではなしに、やはり国産の肉がきちっと国産の肉と分か

るように、外国の肉は外国の肉と分かるようにしていただきたい。リスクは我々が、消費

者がみる目を持てという安全委員会の方たちが中におられましたけれども、そういうこと

を言われるのであれば、どれが自分の求めているものか区別できなければ、データがない

とできないということになりますので、それについてもやっていただいて、食品安全委員

会の方々は、かなり努力されていただいておりますので、今後とも一旦知見が出てくれば、

それなりに精度を高めていただくということで努力していただきたいと思っております。 

 以上です。 

○西村   一消費者の西村と申します。 
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 ちょっと、食肉処理場の検査官の件について、お聞きしたいのですけれども。 

 その処理場の検査官、米国では１００％国家公務員というふうにお聞きしているのです

が、日本において機関が国から地方自治体に移った場合、これ、地方公務員の方がやられ

るわけですよね。そのときに、法務省、農林省はどう関与していくのか。あるいは、冒頭

で、アメリカのごまかしとかいう発言をされた方がおられましたが、ひょっとして自分の、

私の自治体からＢＳＥが出たらどうだろうということでクエスチョンになるかもわからな

い。その辺について、来られている方たちにご質問したいと思います。 

 以上です。 

○姫田   済みません、食肉処理場の検査官で、ＢＳＥの検査をしている人ということ

ですか。 

○西村   それも含めましてね。 

○姫田   あるいは、食肉処理場のいわゆる食肉検査官ということですか。 

 松本参事官、お願いします。 

○松本   それは国内ですか、米国ですか。 

○西村   米国は国家公務員ですね。 

○松本   連邦政府のところと、その上位機関が連邦政府ですけれども、その検査官と

いうのは必ずしも国家公務員というふうには聞いておりません。 

 日本の場合には、と畜検査員というＳＥＲ検査場、食品衛生検査場の職員は全部地方公

務員です。 

 ですから、日本の場合というのは、そういうと畜場での衛生管理については、都道府県

知事に責任をゆだねているということになりますので、国がどうこうということではあり

ません。 

 そういうのを変に隠したりすると、逆に全体のイメージダウンになりますから、そうい

うことはないと思います。 

○姫田   それでは、後ろの方お願いします。 

○石坂   新日本婦人の会の石坂と申します。京都府から参りました。 

 政府が２０ヶ月以下の牛の検査を取りやめるということになったときに、自治体の方で

は、全自治体がＢＳＥの全頭検査を継続していくという意向を示しました。それに対して、

国の方は全額補助をするということを決めています。その辺でも矛盾を感じています。 

一方で現在、アメリカ産牛肉等について、輸入再開の方向で作業が進んでいるのはど
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ういうことなのかなと思っています。 

 ３年前ですかＢＳＥが発生したときに、牛肉の消費が４割に落ちました。今度は、検査

済と未検査済というような、そういうものが店頭に並ぶということになれば、本当に消費

者は混乱してしまいますし大変な事態になると思います。 

 私も何回かこの会議に参加させていただいていますが、リスク評価といいながら、国内

対策を見直そうとした出発点が、やっぱりアメリカ産牛肉の輸入再開のためであったので

はないかなというような思いが拭い去れない、どうしてもそういうふうに思ってしまいま

す。  

ＢＳＥ検査については、日本の検査のハードルを下げるのではなくて、アメリカの検

査のハードルを上げてもらうように、仮に、輸入をするのであれば考えていただきたいと

思います。 

 ぜひ、全頭検査を望んでいます。 

○姫田   国内の全頭検査をやめて国内に補助すること、やめた部分について補助する

ことということですけど、そこの考え方をお願いします。 

 それから、食品安全委員会の方でリスク評価をなぜ、ＢＳＥに始めたかということをお

願いしたいと思います。 

 今、国内対策の２１ヶ月齢以上ということでパブリックコメントも行われていますけれ

ども、厚生労働省といたしましては、これまで食品安全委員会のリスク評価していただい

たものに基づいて見直しておりますけれども、ＢＳＥ検査対象、２１ヶ月齢以上とする際

に安全上はそれでいいと思いますけれども、そういう制度が変更したときに生じかねない

消費者の不安な心理ということや生産流通の現場における混乱を回避する必要があるだろ

うという観点から、２１ヶ月齢未満の牛について、地方自治体が自主検査を行うという場

合に、引き続き国庫補助を当分の間、当分の間というのは最長で３年と考えております。 

この間、その検査の補助のところだけ非常に強調されておりますけれども、やはり検

査にも一定の限界があるということと、ＢＳＥ対策は別の検査と違って、ＢＳＥ感染牛を

つくらないというための飼料規制、それと９９％以上のプリオンが蓄積するという特定危

険部位（ＳＲＭ）の除去と、それと念のためのそういう感染牛の枝肉を食品流通の中に回

さないというためのＢＳＥ検査ということの、その３つの柱で行っているわけでございま

す。 

 ただ、その検査だけが強調されておりますけれども、その安全性についてはどのように
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考えるか、どう対策をとればより安全であるかということについて、徹底したリスク運営

上にあるということが、その経過期間の中で必要であると思います。 

 ですから、最長３年間といっておりますけれども、国民の方々に安全ということをもう

少しご理解いただくよう努力をしないといけないということでありまして、その間、そう

いう観点で経過措置として、混乱などを避ける観点から行っているということであります。 

 それと、ちょっとついでですから一言申し上げますけれども、我々としても、こういう

施策の透明性というのは非常に重要であると思いますし、どなたかそちらの方で、不透明

なということをおっしゃっておりましたけれども、我々は、議論する資料は全部公開され

ております。議論の場も公開しております。それでも信用できないとおっしゃるというの

であればなかなか難しいのですけれども・・・。 

 ちなみに、ＢＳＥにつきましては断片的な記事は出回りますけれども、まとめてなかな

か書いてありません。今年の４月の２１、２２、２３日と毎日新聞の方で、「知らなかっ

たＢＳＥ」ということで、３日間連載して書いております。その中では検査の限界とか、

ピッシングの問題、あるいはこれから先の米国からの輸入再開についての問題点というこ

とも簡潔に書いてあります。これについても、ぜひ目を通していただければと思います。 

○姫田   国内対策の話でございますが、どうも全頭検査だけが前に出てリスク管理を

弱めようというようなことで理解されている方もいらっしゃるかと思いますが、飼料規制

の強化、それからと畜場でのＳＲＭの除去の強化、そして必ずしも効率的ではないという

検査を見直すというようなことで、いわゆるデコボコがあった、３年前に大慌てで国内の

リスク管理体制を決めたわけなので、そこを少し見直してみようということで、効率的に

より効果の上がるリスク管理を進めるということで行った次第でございます。 

 そして、リスク評価をどう考えたかということを西郷リスコミ官の方からお願いします。 

○西郷   食品安全委員会がなぜできたかということを考えてみたら、ＢＳＥの声の大

きさが非常に大きな原因だったことは、もう間違いないということです。 

 今から２年ほど前、まだ２年経ちませんけれども、食品安全委員会ができたときに、最

初にプリオンの専門調査会を立ち上げまして議論を始めたわけです。 

 そのときから、国内でＢＳＥが起きてから２年以上経って、そろそろ３年になるという

ような、議論していかなくちゃいけませんなということで、ずっと議論を進めてきていた

だいたわけでございます。 

 その時点では、まだアメリカがどうだとかという問題は生じてなかったわけでございま
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すけれども、そのころから国内のＢＳＥ対策については、どうかという議論は食品安全委

員会で進めてきたつもりでございます。 

 不幸かな、こういうアメリカのことが途中で起きてから、どうも評価はアメリカの牛肉

の輸入を再開するためにやっているのではないかというご懸念をあちこちからいただいた

りしましたけれども、食品安全委員会としては、プリオン専門調査会の先生方にそういっ

た、何と言うのでしょう、言ってみれば外野グラウンドから入らないように、非常にきち

っとした科学的な調査を行える場を何とか提供しようと考えています。それから、資料も

出していただくということが事務局の人の意見としてありましたし、そういったことで関

係所長にもご協力いただいていたのではないかと思います。 

 飛びますけれども、くれぐれもアメリカの肉を入れるために評価を行ったということだ

けは、今後、もし諮問いただくということであれば、評価のための議論をいただいていく

ということになろうかと存じます。 

○姫田   それでは、先ほど、パッとたくさんの手が挙がったので、１回目の方でまだ

という方いらっしゃいませんか。そうでなければ、そちらの方で最後にしたいと思います。 

○藤元   済みません。大阪よどがわ市民生協の藤元といいます。消費者の提案にかか

わっている主婦として一言申し上げます。 

 今回、参加いたしましたのは、なぜ２１カ月、２０カ月だったのかという疑問がずっと

ありまして参加させていただきました。 

 健康影響評価のところで、非常に低いという評価があるというようなことが書かれてお

りますが、これは私たちからすれば、リスクということだけで片付けてほしくない問題だ

なというふうに思っております。 

 ２０カ月、２１カ月というのは、安全だからきっとクリアされるのかなということも考

えながら、今回参加しました。間違っていたらまた訂正していただきたいと思いますが、 

４ページにありますアメリカとカナダの肉用牛のライフサイクルですね、この表と、それ

と２６ページのと畜時における月齢の分布というこの図を見まして、これは私たち日本の

消費者のためではなくて、アメリカの酪農家の方を守るための２０カ月、２１カ月ではな

いだろうかという確信を持ちました。これは私の感想でございます。 

 ですので、ぜひ私としましては、全頭検査を続けて、本当に安心・安全な牛肉をいただ

きたいなというふうに思っております。 

 よろしくお願いします。 



－ 58 － 

○姫田   まず、２１カ月までのところでございます。 

○西郷   なぜその２１ヶ月で線引きを行ったということかということでございますけ

れども、我が国では、これまで全頭検査を続けてきたところでありますけれども、ご承知

のように、２１ヶ月齢、２３ヶ月齢でＢＳＥの感染牛が見付かったわけでございます。こ

れは紛れもない事実であって、そこで、逆にその辺に、見付かったプリオンがものすごく

微量であったということもあって、先ほどどなたかのご指摘ありましたがこの評価書、も

う時間がないので説明しませんけれども、この評価書に書いてあります。その辺りが大体、

今の検査の限界の量であるのではないかということです。 

 一方、飼料対策、それからＳＲＭの除去対策などがずっと進んできております。そうい

った中で、今の２０ヶ月齢の牛は生きているわけでございますけれども、そういうふうな

中で検査とかいろいろ試行していった場合に、２０ヶ月齢ということで思っております。   

その牛肉の検査をやめた場合とそうでない場合とのリスクを比べてみると、先ほど、

今おっしゃったように、等価するとしても非常に低い、あるいは無視できるということで、

評価が専門家の間から出たということでございます。 

 ですから、食品安全委員会というのは、そういうふうなリスクだけで議論してはいけな

いというようなご議論もございますが、リスク評価をするのが仕事でございますので、そ

のリスク評価の結果を受け、皆さん方はどうお考えになり、あるいはその結果が管理官庁

の施策にあらわれているということなのでございます。 

 評価の趣旨はそういうことでございます。 

○松本   皆さん方、全頭検査を続けてほしいというご要望が多いように思います。 

 その全頭検査については、先ほどご紹介しました４月２１日付の毎日新聞の、これは暮

らしのページ、そこのところで全頭検査のことについて分かりやすく書いています。ぜひ、

それを見ていただきたいと思います。ただそれだけです。 

 それを見て、またご判断いただければと思います。 

○姫田   お時間も大分過ぎております。 

 本日、さまざまなご意見、というよりはどちらかと言うと本日の趣旨ではございません

国内対策について、全頭検査をしろというようなご意見があったということ。それから、

海外においても、もっとアメリカに対して厳しく情報提供とか、しっかりした・・・よう

なご意見。あるいは、アメリカへの飼料対策をしっかり強化しろというようなご意見が多

かったかと思っております。 
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 私ども、本日のご意見、あるいは全国９カ所で行っております、明日の東京で最後にな

りますけれども、このリスクコミュニケーションを踏まえ、リスク管理官庁として食品安

全委員会にリスク評価をお願いして参る所存でございます。 

 本日はどうもお忙しい中、ありがとうございました。 


