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米国・カナダ産牛肉等への対応についての説明会

日時：平成１７年１２月１６日（金）

１３：３０～１６：００

会場：エル・パーク仙台

ギャラリーホール

○引地消費者情報官 本日は、お忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。

ただいまから、米国・カナダ産牛肉等への対応についての説明会を開催いたします。

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の

引地と申します。よろしくお願いいたします。

本日の説明会は、厚生労働省と農林水産省の主催で開催するものでございます。

初めに、主催者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

申し上げます。

○高橋審議官 農林水産省の大臣官房審議官高橋と申します。

本日は、この説明会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

御承知のとおり、今週の月曜日12日に、アメリカ・カナダの牛肉の輸入再開につきまし

て、私ども農林水産省と、それから厚生労働省は、再開を決定いたしたところでござい

ます。

御承知のとおり、アメリカの牛肉それからカナダ産牛肉は、平成15年、今から、アメリ

カはちょうど２年ほど前、カナダは２年半ほど前に、ＢＳＥの発生によって輸入を停止い

たしたところでございますけれども、その後、両国との間で、それぞれの国の中でのＢＳ

Ｅ対策などにつきまして相互に検討を重ねまして今日に至ったところでございますけれど

も、５月には食品安全委員会に対しまして、両省から再開にかかわる両国のＢＳＥのリス

クの評価をお願いいたしたところでございます。

私もこの５月にセンターに参りましたが、その前に食品安全委員会の諮問に当たりまし

て、各地での消費者、生産者の方々の御意見をお伺いするために、全国各地でリスクコミ

ュニケーションを行ったところでございます。

それが５月の初めか半ばだったと思いますけれども、５月24日に食品安全委員会に諮
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問いたしまして、その後半年の議論を経て、12月の初旬に食品安全委員会からリスク評価

に関する答申が出たところでございます。

結論は、皆さん御承知のことかと思いますが、米国産・カナダ産の牛肉は、幾つか条

件がついておりますが、その条件のもとでの牛肉の安全性の評価としては、現在の日本

における牛肉のリスクの程度と差は非常に小さいということでございまして、これを受け

まして、政府としては輸入再開の決定に至ったというところでございます。

アメリカそれからカナダにおきましては、輸入条件を満たす施設を、現在両政府が認定

を行っているところでございます。私ども日本側としても、先方の施設の認定と、それ

から施設の中でのいろいろな作業が的確に行われているかどうか、現在両省から実務家を

派遣しまして、現地の施設について査察を開始をしたというところでございます。

、 、 、 、本日の説明会では 消費者 事業者 その他関係者の方々といろいろなお話をしながら

、 、今度の輸入再開についての私どもの考え方を きちっと御説明をいたしたいということで

機会を設けさせていただいたということでございまして、私どもから御説明申し上げます

が、その後、また質疑あるいは意見を伺う機会を設けますけれども、忌憚のないお話を聞

かせていただきたいと思います。

本日は、よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 それでは、説明会に入らせていただきますが、その前に、会議の進

め方等について若干御説明をさせていただきたいと思います。

まず初めに、今お手元にお配りした資料の確認でございます。

一つ、議事次第。

それから、座席表。

それから 「米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について」という資料でございます。、

そのほか参考資料として５種類ほどお配りしていると思います。

一つは「食品健康影響評価について」というもの、参考資料ナンバー１でございます。

参考資料２といたしまして、答申の本体資料でございます。

３番目に、食品健康影響評価のポイントについてということで、食品安全委員会が以前

リスクコミュニケーションで使った資料でございます。

参考資料４といたしまして 「米国産牛肉等の輸入再開に当たって」という資料でござ、

います。

それから最後に、Ｑ＆Ａでございます。
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それから、今後の参考にさせていただくために、アンケート用紙を用意しております。

お帰りの際には御協力をお願いいたします。

資料に不足がございましたら、事務局の方までお申し出ください。

続きまして、本日の進行について御説明いたします。

まず、厚生労働省食品安全部企画情報課の森田専門官及び農林水産省消費・安全局動物

衛生課の大倉専門官の方から、米国・カナダ産牛肉等への対応についてということで、１

時間ほど説明をいたします。

その後、10分間程度休息をいただきまして、質疑応答に入りたいと思います。

なお、会場の都合上、終了は４時を予定しております。

では、早速、厚生労働省の森田さんから説明をした後、農林水産省の大倉から説明をい

たします。

よろしくお願いいたします。

○森田情報管理専門官 厚生労働省食品安全部企画情報課森田でございます。

本日は、米国及びカナダ産牛肉の輸入再開についてということで、食品安全委員会の答

申を踏まえた厚生労働省及び農林水産省の考え方、米国・カナダの管理措置、日本の管理

措置ということについて御説明をしたいと思います。

本日の説明でございますけれども、まず、職員安全委員会の答申、それから答申を踏ま

えた対応、その後、米国・カナダの管理措置、次いで日本の行う監理措置、そしてまとめ

という形で進めさせていただきます。

説明は、前半私ですけれども、後半は農林水産省の方にバトンタッチをして説明をした

いと思いますので、御容赦をいただきたいと思います。

食品安全委員会には、厚生労働省及び農林水産省、５月24日に諮問をいたしました。こ

の諮問をする前には、全国９か所で意見交換会をし、それを踏まえて、５月24日に諮問

を行ったということでございます。

そして、食品安全委員会においてはプリオン専門委員会で議論をいただき、10月31日に

その報告書案というのが取りまとめられて、その後パブリックコメント。そのパブリック

コメントの期間中には、各所でまた意見交換会を実施しております。それには農林水産

省、厚生労働省ともに参加して、対応についても御説明してきたということでございまし

て、そして12月８日に答申をいただいたという流れでございます。

このスライドですけれども、これは諮問を行った背景について若干御説明をした方がい
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いかなというふうに思って御用意したものでございます。

我が国は、国際社会の一員としてＷＴＯといった場で国際的な貿易問題についての調整

を行っております。このＷＴＯの協定の中には、ここにありますように、衛生植物検疫措

置の適用に関する協定というものがございます。ここでは、牛肉を含めて衛生上の措置

というものについてはこの協定が適用されるということになります。

内容といたしましては、国際基準に従う、ＢＳＥの場合でありますと、ＯＩＥ、国際

獣疫事務局というところですけれども、ＯＩＥの定める基準に基づくということを推奨し

ているということでございます。

しかしながら、場合によっては、今回の場合で言いますと、米国・カナダにおけるＢＳ

Ｅの発生を受けた輸入停止措置ということになりますけれども、暫定的な措置としてとる

ことは可能なんですけれども、ただし、適当な期間内にこの検疫措置の再検討をすること

が必要ということになります。

したがいまして、平成15年に米国・カナダの牛肉の輸入については緊急的に停止をいた

しましたけれども、こうした国際的な枠組みの中からでも、科学的な観点から再検討をす

るということが求められているということがあったということ、

ここは、背景として御認識をいただきたいところということでございます。

次に、食品安全委員会でどういった形で評価が行われてきたかということの基本的なと

ころでございます。

全体としては、定性的に評価がなされているということで、これは、できるだけ具体

的な数量を用いて評価を実施するということを基本にしつつも、やはり十分な資料が得ら

れにくいという点を考慮して、定性的評価になっているということでございます。

そして、評価は、生体牛のリスクと牛肉及び内臓、これは今回輸入の対象になるもの

ですけれども、その輸入するもののリスクという、二つの項目に分けて個別に評価し、

それらを総合的に評価をしているという形になっております。

生体牛のリスクにつきましては、侵入リスクというものと暴露・増幅リスクというもの

、 。をそれぞれ評価をし それらをまとめて総合的に生体牛のリスクという評価をしています

結果としまして、総合しますと、楽観的には日本と同等ぐらい。悲観的に見れば、約10倍

ぐらいのリスクの可能性があるという結果でございます。

また、一部のサーベイランスデータから、生体牛のリスクというものにつきましては、

、 、 、 。日本と比べて米国では五 六倍 カナダでは四 五倍というようなことになっております
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これは、ただ絶対数の評価でございます。米国・カナダの飼養頭数は日本と異なりますの

で、100万頭当たりということに直しますと、米国では約１頭で、日本に比べてやや少な

。 、 、 。いと カナダにおいては５ ６頭で 日本と同等程度というようなことになっております

また、この評価をするに当たって、この下にあるように、米国・カナダのサーベイラン

スを強化・継続は必要であると。また、今後のデータによっては、リスクの再評価もあり

得るというようなことも言及されているということでございます。

それから、次に、二つ目の項目である牛肉及び内臓のリスクについてですけれども、

これにつきましては、日本向け輸出プログラム条件が遵守されれば、ＢＳＥプリオンによ

る汚染の可能性は非常に低いというふうにされております。

それで、生体牛、牛肉のリスクの総合的な評価が結論の部分になりますけれども、この

結論、そのまま抜き出した形にしております。

この下線部分のところを見ますと、米国・カナダのＢＳＥリスクの科学的同等性を評価

することは困難と言わざるを得ないということになっていますが、この理由として、米国

・カナダに関するデータの質・量ともに不明な点が多いということと、管理措置の遵守を

前提に評価せざるを得なかったということでございます。

、 、他方 リスク管理機関から提示された輸出プログラムが遵守されるものと仮定した上で

米国・カナダの牛に由来する牛肉等と、我が国の全月齢の牛に由来する牛肉等のリスクレ

ベルについて、そのリスクの差は非常に小さいと考えられるというような結論をしており

ます。

また、もう一点ございまして、リスク管理機関が輸入を再開するという措置をとった

場合、これは仮定を前提に評価したものですので、輸出プログラムの実行性及びその遵守

に関する検証結果を報告してほしいということと、また、管理機関は国民に対して報告を

しなさいということを言っております。

また、附帯事項においても指摘事項があります。これについては、また後ほど御説明を

いたします。

答申を踏まえた対応でございますけれども、厚生労働省及び農林水産省のこの対応の基

本的な考え方について、これから御説明をしたいというふうに思います。

一点目、米国・カナダのＢＳＥリスクの科学的同等性を評価するのは困難といった部

分でございますけれども、この一点目の米国・カナダに関するデータの質・量ともに不

明な点が多いためということでございます。
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これは、要するに、我が国の国内対策を見直しをしたときに得られたデータと比べて、

米国・カナダに関するデータというのは、やはり同じような質・量のものが得られなか

ったということと、我々は認識をしております。

そして、輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国・カナダ産の牛肉等と国内

産の牛肉等のリスクの差は非常に小さいということにつきましても、これはデータを踏ま

えて、食品安全委員会の方で科学的な観点からこのような結論になったというふうに、

我々は認識をしております。

こうした結論でございまして、我々としてどう考えたかというのが、この下段でござい

ます。

、 、この後段のポツでございますけれども やはり一定の条件を満たした牛肉等については

こういったリスクの差は非常に小さいということでございますので、輸入停止措置という

のを継続するというのはやはり困難だというふうに考えまして、食品安全委員会から答申

を受け、それから輸出プログラムに基づく動物衛生条件を米国・カナダに提示しまして、

米国・カナダからは、その条件の受け入れという返事をいただきましたので、日本におき

ましては、12月12日をもって輸入停止措置を解除したということでございます。

また、結論部分、後半の部分でございますけれども、輸入再開する措置をとった場合に

は、輸出プログラムの実効性及びその遵守に関する検証結果を報告するということでござ

います。

実際にどんなことをするかと言いますと、担当官を派遣して査察を実施し、その遵守状

況がどういったものであるのかということを現場において確認をするということ、それか

ら、査察結果につきましては、報告をせよということでございますので、食品安全委員会

に報告を行うほか、プレスリリースとかホームページなどを通じて、広く国民の皆様に情

報を公開していくということを考えております。

、 、 、結論への付帯事項でございますけれども 一つ目は 米国・カナダの対策につきまして

三点ばかり指摘がございます。

一つは、せき髄除去の監視体制の強化を図る必要があるということ。それからもう一つ

は、サーベイランスの拡大や継続が必要だということ。それから三点目が、飼料規制に

、 。関して 他の動物への利用も禁止をする必要があるというような指摘を受けてございます

これに対しましては、米国・カナダに対し、我が国のリスク評価結果を伝えるというこ

ととともに、この指摘に対する検討をしてくださいというような要請をしているところで
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ございまして、これは12月12日に大使館を通じて要請をしたところでございます。

二点目でございますけれども、リスク低減措置を保証するシステムをということでご

ざいます。これにつきましては、先ほど申しました査察において、輸出側の措置が確実に

機能していることを現場で確認をするということにしております。

また、管理措置が十分でないといったことで、人へのリスクを否定することでできない

重大な事態になれば、いったん輸入を停止することも必要ということでございます。これ

に関しましては、問題が発生した場合には、迅速・的確に対応するということでございま

す。

例えば、輸入時にある施設から製品にＳＲＭの混入が認められたといった場合には、

その製品については輸入を認めないとするとともに、その施設から適切な改善がなされ

たということが確認されるまでは、その施設からの輸入を止めるといったようなことが考

えられるということでございます。

より詳細な管理措置につきましては、後ほど御説明をいたします。

次に、米国・カナダの行う管理措置でございます。

まず、日本向けに来る牛肉等につきましては、国内規制に加えて、この日本向け輸出プ

ログラムを上乗せした条件で日本にやってくるということで、この日本向け輸出プログラ

ムにつきまして、ざっと概要を御説明したいというふうに思います。

日本向けに来る牛肉等の条件といたしましては、特定危険部位、ＳＲＭはあらゆる月齢

から除去をするということ、牛肉については20か月齢以下と証明される牛由来であること

ということに加えまして、加工、包装、保管、出荷といった過程を通じて、日本向け牛肉

につきましては、他の牛肉とまざらないように識別されるということが条件としてござ

います。

また、日本に輸入される牛肉等というのはどういうものかといいますと、カット肉です

とか内臓ということでございまして、ひき肉ですとかビーフジャーキー、ハム、ソーセー

ジといったような肉加工品はこの対象に入っておらず、これらが輸入されるということは

ございません。

続きまして、輸出国において、輸出プログラムの遵守をどのように確保する仕組みにな

っているのかということを、米国を例にして御説明をいたします。

まず、施設側は、日本向けに牛肉を輸出したいといった場合には、私のところはプログ

ラムを遵守できるということで、米国の農務省に対して参加の申請をするということに
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なります。

そして、その申請がありましたら、農務省の方はその申請に基づいて書類を審査し、ま

た、現地の監査というものを行った上で、ちゃんと全月齢からのＳＲＭ除去ですとか、20

か月以下と証明される牛からの牛肉であるということを確認するための手順書、いわゆる

文書化というものがされているとか、記録についての保存・管理等が適切にできるという

ことになっているというのを確認した上で、認定をするということでございます。

、 、 。そして 認定を受けた施設から 日本向けの牛肉等が出荷されるということになります

この認定を受けた施設は、認定を受けた後どうするかというと、定期的に内部監査をし

て、自分たちのシステムがうまくいっているかどうかというのをちゃんとチェックしなけ

ればならないという仕組みになっています。

また、農務省の方では、検査官がと畜場に常駐しておりますので、そうした形で監督を

受けるということのほかに、定期的に、年２回以上監査をして、適切な管理がなされて

いるかどうかというのをチェックするという仕組みになっております。

また、この認定を受ける施設でございますけれども、米国については、輸入の停止前は

40施設ぐらいあったということですけれども、再開後も恐らく同じぐらいの施設になる

だろうというようなことが言われております。

次に、輸出プログラムの違反に対してどのような罰則があるのかということでございま

す。

このプログラムに参加する際に、虚偽の申請があったといった場合には、米国の連邦刑

法に基づいて罰則が適用されるということ、プログラムの実施に当たって違反があったと

いった場合には、改善指示ですとか輸出資格の取り消しといったような種々の罰則が科さ

れていくということでございます。

次に、輸出プログラムの大きな柱の一つであるＳＲＭの除去につきまして、御説明をし

ます。

まず、ＳＲＭの範囲、上段の部分でございますけれども、これは、全月齢の牛の頭部、

せき髄、回腸遠位部、せき柱ということでございまして、内容は日本のＳＲＭの範囲と全

く同じでございます。

それから、ＳＲＭの除去については、ＨＡＣＣＰ計画もしくはＳＳＯＰに基づいて除去

をするということでございまして、手順書を作成し、それに基づいて適切に除去をすると

いうことと、除去に関する実施や監視に関する日報を記録をするということでございま
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す。

これは施設が実施することでございますけれども、各施設が有するこうした計画につ

きましては、米国・カナダ政府が検証をしていくと、そういう仕組になっております。

ＳＲＭの除去に関連いたしまして、ＳＲＭ除去を含めて、以降、全体のと畜場の流れに

ついて、御説明をしていきたいというふうに思います。

これは、生体受け入れということで、まずここにあるような、ちょっと見にくいかもし

、 。れませんけれども トレーラーでと畜場の中には搬入されてくるということでございます

そこから牛が歩いてくるということでございまして、こういった、と畜場に入るとか歩

いているようなところで、歩き方等を見て異常の有無というものをチェックをして、そ

して問題あるものについてはこの段階で排除をしていくということでございます。こうし

た検査、生体検査と書いていますけれども、こういったと畜前検査は、政府の獣医官ある

いは獣医官の監督のもとで、食肉検査官によって行われるということになっております。

と畜前の検査で問題がないといった牛については、施設内に順次入れられてとさつと

いうことになります。このとさつに際しましては、写真、このようなスタンガンという

ような器具で、牛の額に棒状のボルトの部分を打ちつけて気絶させて、その後、足をワイ

ヤーのような器具でつり下げて頚動脈を切って放血というようなことになります。

その後、全身の皮をはいで頭部を除去し、その後内臓を摘出するということでございま

す。ここの下の写真は頭部の除去の図で、頭部の中でも、手前は舌の部分、その左は頭

部の部分ということでございます。

舌の部分につきまして、これはかなり大きくなっていますけれども、実際に輸出される

舌の部分というのは扁桃を除去しなければなりませんので、さらにカットをされるという

ことになります。

そして、内臓を除去した牛のと体でございますけれども、その次に背割りをすることに

なります。背割りは、このようにしっぽの方から頭の方に、頭が下ですね、頭にかけて台

を降下しながら背割りをしてまいります。そして、背割りに使ったのこぎりにつきまして

は、こういった形で、１頭ごとに洗浄するといったことが行われております。

背割りをした後には、ＳＲＭであるせき髄の除去を行います。この写真のような先端

がカッターのようになった器具を用いて、せき髄をこそぎながら吸引・除去がなされて

おります。この除去に用いる器具につきましても、洗浄しながら使用しているということ

でございます。
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この下の参考というふうに書いておりますのは、これはいろいろなところでと畜場、カ

、 、ットというかと体を切ったりしますので そういった場面でナイフを使用しますけれども

そのナイフにつきましては、１本使用している間に、もう１本はこういった形で洗浄消毒

できるようなシステムが導入されている。これはあくまで参考で御説明をさせていただき

ました。

次に、背割りをした後、洗浄という工程に入ります。

洗浄は、ここにありますような高圧洗浄が行われ、そして、例えばここに書いてあり

ますように、蒸気噴霧式吸引機といったようなもので、蒸気を吹きつけて洗浄をする。

これは細菌の汚染を抑えるという目的でやられるような、こういった洗浄もなされてお

ります。

洗浄後、枝肉には、こういった下にあるようにタグがつけられて、このタグによって、

ロット番号ですとか枝肉の特定ということと、処理した日付といったような情報が、コン

ピューターで管理をされるということでございます。

この輸出プログラムにおいては、日本向けの枝肉については識別して管理をするという

必要がありますので、こういった管理がなされるというのは、一つの有効な方法ではない

かというふうに考えております。

それから、そうした識別をした後は、冷却・保管ということになります。

、 。ここで示しましたものは 20か月齢以下の牛であることを証明する一つの方法ですね

書面によって月齢を証明する、生産記録によって証明する方法と、生理学成熟度を用いて

月齢を判別する方法と二つある。これは後ほど説明いたしますけれども、その二つのあ

る方法の生理学的成熟度を用いる方法についての説明になっております。

そして、これは、デモンストレーションでございまして、こういった形でやるという

ことを、米国の農務省の方から提示のあった方法になっております。

方法ですけれども、大きくは、２段階に分かれて評価をするということであります。

まず、最初に、これはＡ４０以下になるだろうという、20か月以下ということでござ

いますけれども、そういった日本向けになるだろうといったものについては、Ｊのマー

クをまずスタンプをして、それでそのＪのマークのついたものだけを区分、選別して集め

て、そして専用のラインに移して、改めてＡ４０以下であることを確認をするということ

です。

そして、確認をして、これは本当にＡ４０以下であるということになった場合には、こ



- 11 -

のＵＳＤＡのスタンプをＪに重ねて打って、こうしたものが対日輸出用のものであるとい

うようにして判別するというような方法でございます。

また、冷却・保管のところで、これは30か月齢以上のものの区分管理の図ではあるんで

すけれども、こういった形でレーンを分けて、日本向けのものを区分管理するということ

もできるということでございます。

そして、下の写真については、枝肉を細切して、牛肉として処理していく工程でござ

いまして、せき柱等の骨については、コンベアのところに乗っけていって、所定の場所

に搬出していくというような処理がなされるということでございます。

その後、包装し出荷されると。こういった流れで、日本向けの牛肉というものがつくら

れていくということでございます。

以降につきましては、説明者を交代させていただきます。

○大倉国際衛生専門官 農林水産省消費・安全局動物衛生課、大倉と申します。

ここから、月齢確認のところ以降、説明させていただきます。

今まで輸出プログラムの柱であるＳＲＭ除去を説明させていただきましたけれども、も

う一つの輸出プログラムの柱となる月齢確認、20か月齢以下であることをどう確認してい

くかということについて、説明させていただきます。

月齢判別の方法としては、アメリカでは生産記録に基づくもの、それから生理学的成熟

度、今お話ししましたＡ４０と言われるもの以下であることの確認、カナダにおいては個

体識別制度を用いた月齢確認、日本も同様、個体識別制度がございますので、これで月齢

判別することが可能です。

この個体識別制度の、国としての制度の違いの比較がこれになりますけれども、アメリ

カでは、制度としましてはいまだ任意という状況になっております。2009年１月を目処に

これを完全実施、義務づけということを予定して進められております。

カナダにおいては、全国的な個体識別制度、これは義務づけられております。ただし、

この義務づけられた制度の中には、生年月日、これを入れるということはいまだ義務づけ

ではないんですが、これも後ほど説明いたしますけれども、日本向けに輸出されるものに

ついては、このカナダの義務づけの個体識別制度の中で、生年月日が入力されていなけれ

ばならない牛ということになります。

日本は、御存じのとおり、トレーサビリティシステム、この法律に基づいて全国的な

個体識別制度が確立しております。
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これはアメリカのフィードロットという牛を肥育する農場での耳標ですね。この耳に

ついた番号、これによって個体識別をしているという一つの事例です。全国的な制度はな

いとしながらも、各個別の企業で、こういった独自の個体識別の制度というのを持ってお

、 、 、りまして この個体識別のプログラムをアメリカ政府が認証するという形で 個体識別の

個体特定のための制度というのは独自に持っております。

この中で、当然個体のデータの中に生年月日というものが含まれている企業もござい

ます。

こちら、カナダの耳標の例なんですけれども、カナダは個体識別制度、国としての制度

が確立しておりまして、ここに示しておりますように、こういう経緯を経ながら、制度

が進められておりました。最近になって、このＲＦＩＤといいますけれども、これまで

の、番号が耳に書いてあってバーコードで読み取るものにかわりまして、読み取り機でピ

ッと無線での読み取りが可能な耳標への移行が強力に進められております。

この耳標での無線での読み取りのタイプ、2006年９月１日以降生産された農場から出る

ものはすべてこの読み取りの耳標をつけなければいけないということになって、昔のバー

コードタイプのものは2007年12月31日まで有効で、それ以降は完全にこの電子耳標に入

れかわるというような形で取組が進められております。

そもそもアメリカにおいてもカナダにおいても、この個体識別制度が立ち上がった成

り立ちとしては、日本の場合はＢＳＥが契機となってトレーサビリティシステムを確立

しましたけれども、アメリカ、カナダは、口蹄疫と言われる牛の病気ですとか、それ以外

の病気、急性伝染病を発生したときに、大元の発生農場を特定するために整えられた制度

でございます。

そのために、病気のトレースをする際には、生年月日という情報は必ずしも必要では

ないということから始まっていますので、いまだその生年月日の方が義務づけでないとい

う歴史的な経緯の違いがございます。

日本ではＢＳＥの発生を契機に立ち上がっていまして、疑似患畜と呼ばれるもの、範

囲の特定のために生年月日が非常に重要な情報になりますので、初めから生年月日情報と

いうものの入力が義務づけられたという成り立ちの違いがございます。

これ、あと書面による月齢確認の方法の一つであります。個体ごとにどうやって書面で

生年月日を確認するのかということですけれども、子牛を産ませる生産農家での記録され

た台帳の一つの事例です。
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こういった形で、見にくいですけれども、一つの個体について、ここがお母さんの個体

識別番号がありますけれども、この子供の番号に対してお母さんがどの牛なのか、それか

らどういった種類の牛、アンガスだとかヘレフォードだとか、そういう牛の種類、それか

ら子供の産まれた生年月日の特定、雄か雌なのかというような情報で記録した台帳が保存

されております。

ここに「30-Mar-04」とありますけれども、これ平成４年３月30日生まれということを

あらわしております。

こういった農家個々にとっております記録した台帳については、アメリカではＡＭＳと

いう農業販売促進局といいますけれども、こちらの方が農家に対しての監査・監督という

のをしております。カナダの場合は個体識別機構というＣＣＩＡという機関がありますけ

れども、この個体識別を監督する機関が、農家個々の台帳を管理しておるということにな

ります。

それから書面による月齢確認の方法のもう一つの方法として、群、これは個体ではなく

て群単位での管理方法の一つになります。これは、あるシーズン、大体春生まれ、秋生ま

れというのがほとんどなんですけれども、例えば春に生まれた群で、何月何日から何月何

日までに生まれた牛だけがここの群にいますという、群証明の台帳になります。

ここにありますように、ここで言うと、2004年２月１日から2004年４月15日までの間に

産まれた牛群であるということを示した台帳になります。

ここで最大、この「Age of Oldest」とありますけれども、この群の中で一番最初に産

まれた、ここで言うと、この２月１日生まれというものを、一番お兄さんあるいはお姉さ

んになりますけれども、ここの牛をここの群の年齢とみなすということになります。その

後に産まれた若い牛たちも、一番年とった牛の年齢とみなされることになります。

あともう一つ、書面による月齢確認方法以外に、先ほども出ましたけれども、Ａ４０と

言われる格付を用いた月齢の確認方法がございます。

これは、脂肪交雑とマチュリティという、成熟度と言いますけれども、そういうものを

用いて、肉質の等級の格付というのが元来米国の農務省で行われております。この成熟度

というのは牛の月齢と相関が高いということから、この方法を用いまして月齢判別を行う

という制度です。

この成熟度については、米国農務省の格付官が背骨の軟骨、背骨以外もそうですけれど

も、軟らかい骨から硬い骨、骨化といいますけれども、骨化の程度を見て評価を行いま
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す。この評価自体は、Ａの００からＥの１００という50段階以上、51の段階がありますけ

れども、Ａが一番若い方、Ｅが一番年とった方ということになりますが、こういう段階で

格付が行われます。

このＡ４０以下であれば21か月齢以上の牛が高い信頼度で排除できるということを日本

の専門家の中でも検討されまして、この方法が採用されました。

この図自体は、Ａ４０というのをどうやって識別していくかということを、と畜場の中

でどういう工程で分けているかということを示した一つの事例になります。

まずと畜されたものが、通常の格付の工程を経まして、まず日本向けに適格であるだろ

うというものを、先ほどのスタンプを押して識別いたします。識別されたものを、このラ

インから別に分離しまして、再度この輸出向けに適用可能かどうか、つまりＡ４０以下な

のかそれ以上なのかということを、さらに別の格付官が確認いたします。

ここで、Ａ４０以下であるということを確認できれば、重ねて、今度は米国農務省のス

タンプが押されて、対日輸出が可能な肉だということを確認されます。

これは格付官の格付の様子の写真になります。

米国におけるこの枝肉の格付基準によると、先ほども言いましたけれども、このＡの０

０からＡの１００という各段階において、分かれて評価されますけれども、このＡ４０と

いうのは非常に若い部類に入ると。これまで調査によると、平均的には15か月齢程度の牛

が、このＡ４０以下ということに評価されているということです。

、 、 、この日本向けの格付を行う格付官は 入りたての新人ではなく 一定の期間訓練を経た

、 、それから習熟した検査官 格付官のみが日本向けの格付を行うことができるということで

格付を行う者のグレード自体も特定されております。

これが、実際にどういうところを見て格付評価を行うのかということになりますけれど

も、これが背骨を縦に割ったところの断面図になります。こちらの方が、向かって左の方

が頭、こちらの方がしっぽの方になりますが、ここの腰椎と言われる部分、ここの部分の

この上部のところを拡大したのがこちらになりますが、ちょっと鮮明ではないかもしれま

せんが、ここの白い部分、これが軟骨です。やわらかい骨の状態です。

動物が年をとっていきますと、だんだん骨が硬くなっていって、骨化と言いますけれ

ども、骨化が進みますと少し周りが硬化して、中の骨髄、血液が少し残っている状態に

まで骨化します。さらに成長進みますと、完全に骨になってしまう。この白色、白かった

軟骨部分がほとんど消えているというものになります。
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ここが決定ポイントになりまして 「ここの一部骨化が始まったぞ」という状態、ここ、

がＡ４０以下ということになります。

今度は、アメリカ・カナダで行われています主なＢＳＥ対策、飼料規制、それからサー

ベイランスについて説明させていただきたいと思います。

ここで行われます飼料規制なんですが、アメリカ・カナダにおいては、牛の由来の肉骨

粉、牛由来原料を用いたものを牛に与えてはならないということは現行の規定でもござい

ます。この規定自体は1997年に始まりまして、日本での飼料規制よりも４年早く施行さ

れております。

、 、 、 、ただし 牛由来のものを いまだ豚 鶏等に使用することは禁止されておりませんので

この間、牛から豚へ、あるいは鳥へ行ったもの、そういったものが飼料工場内での交差

汚染を起こし得る、あるいは豚に使われた飼料がまた牛に戻るといったような可能性が指

摘されております。

一方、日本はすべて牛由来のものはいかなる動物に対しても使用してはならないと、飼

料としては用いてはならないという規定がございます。それから豚、鶏由来のものも、

牛に対して用いてはならない。つまり動物性タンパクはすべて牛に与えてはならないと

いう、非常に厳しい規制になっております。

、 、 、 「 」 、 「（ ）」ただし 米国・カナダともに 今この部分は ここ × に移行していくと この 注

にありますけれども、危険部位を中心とした部位については豚、鶏であっても与えてはな

らないという規則改正を進めておるところです。

次に、サーベイランス、これは、国の中でどれだけＢＳＥが浸潤しているか、あるいは

この飼料規制といった効果がどれほど上がっているのかということを確認するための検査

です。

、 。アメリカ・カナダは 今言ったこの二つの事項を目的としてＢＳＥ検査をしております

日本ももちろん、この浸潤状況の把握、それから飼料規制等の対策効果の確認のために

サーベイランスを行っています。米国・カナダと決定的に違いますのが、と畜場で行って

いる検査、食の安全の確保のためにと畜牛の検査を行っているという点が、アメリカ・カ

ナダと異なっております。

つまり、日本でも行っている死亡牛の検査、アメリカ・カナダでは、もちろんこの健康

牛、食に回る牛については一部やっておりますけれども、日本のように全面的なと畜検査

というのはやっておらず、高リスク牛と言われる神経症状を示した牛、あるいはダウナー
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牛と言われる起立不能牛、そういったものを中心にサーベイランス対象として検査をして

おるということです。

これが検査の具体的な方法になります。

ここでは、全部同じになっていますけれども、アメリカは今年の６月、アメリカ国内

２頭目の発生を受けまして、これまでこのウェスタンブロット法というものを確定診断に

は用いていなかったんですが、当初免疫組織化学的検査で陰性と判定された牛がウェスタ

ンブロットで陽性になったという経緯がありまして、今度から確認検査についてはこの両

、 。 、方の方法をもって いずれかが一方でも陽性になったときにはＢＳＥと判定する つまり

日本と全く同じ検査の考え方になっております。

これがＢＳＥ検査の対象です。先ほど言ったサーベイランスの目的からして、当然検査

の対象、考え方が異なっております。

日本では食の安全の目的で、これだけ対象とした検査を行っておりますけれども、ア

メリカでは、追加的、補足的な検査という位置づけで、健康牛の検査を一部行うというこ

とをアナウンスしております。

ただ、中心としてはやはりこちら、リスク牛と言われる神経症状ですとか起立不能牛を

示した牛の、ＢＳＥをより疑われると言われております牛を対象に検査をするという考え

方の違いがございます。

続きまして、今までアメリカ・カナダでどういうＢＳＥ対策を行ってきたかということ

、 、 。 、になりますが 今度は 果たして日本では実際何を行うのかと 米国からやってきた牛肉

あるいはカナダから輸入されてきた牛肉に対してどういう措置を行うのかということに対

して説明させていただきます。

先程、アメリカあるいはカナダで、どういう形で輸出プログラムが運営されているか

ということで説明させていただきましたけれども、この輸出プログラムの監督、一義的な

監督責任というのはアメリカあるいはカナダ政府として行っていただくんですが、我が日

本としてみましても、この輸出プログラム、どういった形で運用されているのか、しっか

りとこれが機能されているのかということを確認する必要がありますので、こういったこ

とをどうやって確認していくかということを説明いたします。

こちらに示した図、ちょっと字が細かくて申しわけないんですが、ここの左側の部分、

これはアメリカやカナダ国内での輸出プログラムを模式的にあらわしたものです。こうい

った企業、日本向けに輸出するという企業が守るべき基準がございまして、その基準に対
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して企業は内部監査も行いますし、農務省の外部監査というのも行います。

これ、輸出向けに限らず、ＱＳＡプログラムと言いますけれども、ある一定の条件を満

たしたということを認定された企業に、一般的に適用される部分になります。例えばメキ

シコに牛肉を輸出する企業についても、この部分は当然認証を受けなければいけない部分

となります。

あと、ここに掲げた部分、これが日本向けに特化した条件の部分になります。ここが各

国に応じて、いろいろ条件が異なってきています。例えばメキシコでしたら、ここは20で

はなくて30という数字になりますし、ＳＲＭの除去は全月齢ではなくて30か月齢以上のも

のについてのＳＲＭの除去ということで、ここは各国の求める要件に応じた条件が規定さ

れています。

これ全体が輸出プログラムという形になりますけれども、こういった枠組がちゃんと的

確に行われているかどうかということを、我々日本側も監視するということで査察を行い

ます。

まさに今、13日から、アメリカは24日、カナダは23日までの間、農林水産省と厚生労

、 、働省の担当者が査察に行っていますけれども その査察を行う際のポイントとしましては

まず、机上での書面が中心になりますけれども、そこでの確認作業、まず、このプログラ

ムに適合した体制が整っているかどうかということをチェックするための項目です。

この輸出プログラムに規定される要件、具体的にはこういったことですね。ＳＲＭ除

去あるいは20か月齢以下であることという要件を、しっかり作業手順書、ＳＯＰと言われ

ますけれども、作業者のためのマニュアル、そういったものを文書化されているかどう

かの確認を行います。

それから、作業手順の的確な実施のための確認システム。つまり、こういった内部監査

システム、こういったものがしっかり機能されているかどうか、ちゃんと監査を行ってい

るかどうかということも含めて確認いたします。

それと、これは実際の現場、と畜処理ラインなどに行って確認すべき事項ということに

なります。こういったルールが、ちゃんと現場で適用されているかどうかということのチ

ェックポイントになります。

実際に牛を受け入れるときの手続がしっかり行われているか。これはと畜場の搬入の、

例えば、牛の個体の耳標がついているものと申請された申請書類、ちゃんと同じ牛に対

して証明された申請書なのかどうかの確認。あるいは搬入のときに行う生前検査。どうい
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うことをどういうやり方で行っているのか、的確にされているのかということを確認いた

します。

それから、これは月齢確認になります。

これは受付時の申請書類で確認すべき、20か月齢以下であることを証明された書面によ

るもの、あるいは先ほども説明しました生理学的成熟度を用いた月齢確認の方法、適切に

区分されて、Ａ４０以下であるということをどうやって確認しているのかということもチ

ェックをするということになります。

それから、ＳＲＭの除去、これは日本向けに対しては全月齢に対して除去しなくてはい

けませんので、すべての牛に対して的確に除去されているかどうかの確認を行います。

それから、日本向けに適合している肉をこういった工程で加工しているという確認のほ

かに、しっかり加工されたものについて、ほかの、例えばアメリカ国内の牛と牛肉などと

まざらないように、どういうふうにちゃんと識別されているのかということを確認すると

いうことが、主な査察のポイントになります。

これは、実際、少し大きな流れの模式図になりますけれども、輸出国側、ここで言うと

、 、アメリカ・カナダにおいて 日本向けに適合した牛肉であるということで確認された肉は

政府のＦＳＩＳという機関、あるいはカナダのＣＦＩＡという機関から衛生証明書が発行

されます。その発行された証明書をもって、輸入者は、ここで日本の港にやってきたとき

に検疫を受けなければなりません。

この検疫を受けるときには、事前に届け出るということになります。届け出られた荷物

に対して、農林水産省の方では動物検疫所、厚生労働省の方では検疫所、それぞれ書面の

確認、チェックですね。しっかり荷物と出された書類が同じものかどうか、それからそ

の書面の中に書かれている施設が既に認可された施設からのものであるかということをチ

ェックいたします。

それから、現場検査、これは現物の検査になりますけれども、実際にその物、箱に書い

てある表示が証明書と同じものかどうかもここでチェックしますし、一部箱を実際にあけ

て、ＳＲＭなどの混入がないか、もしくは箱自体がＳＲＭという物を間違って混載してい

ないかどうかといったこともチェックポイントになります。

こういった水際でのチェックを経て、合格したものが国内に流通するということになり

ます。この段階で不合格ということになれば、例えば書面上の不備があったりということ

でしたら、廃棄あるいはそのままシップバック、積み戻しというような措置になります。
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例えば、業者が我々の取り決めています衛生条件等に違反するような事例があった場

合は、すぐに相手国に通報しまして、２国間でどういったことが原因にあるのか、あるい

はその原因はどうやって改善すべきなのか、改善されたのかどうかということを確認いた

します。

実際に違反が起きたときにどういった対応をとるのかということになりますけれども、

アメリカやカナダから日本向けに輸出されると畜施設での、内部監査も含めた日常のモニ

タリング、あるいは外部査察、こういったものにおいて遵守違反が見つかった場合、ある

いは今行っておりますような日本の査察、これにおいて条件遵守違反というものが確認さ

れた場合には、こういった施設から日本向けに輸出されるものについては、直ちに停止を

する。起こり得た違反事例が改善され、原因が何なのかの特定をする。それで特定され

た原因に対する改善措置、この改善措置がとられたということが確認されるまでは停止を

継続という措置になります。

こういった違反事例が繰り返し起こった場合、あるいは同時多発的に起きた場合、再三

再四起きた場合なんかですと、アメリカのシステムに問題があるのではないかということ

も判断して、最悪の場合、輸出国全体からも輸入停止というオプションもございます。

、 、 、それから 水際での検疫を通りまして 日本国内に流通して入ってきたものについて

どういう対策を講じているかということになりますが、日本国内では、こういった食品の

表示という措置でもって、どこどこ産というものが規定されますけれども、それの御紹介

です。

まず、ＪＡＳ法に基づく牛肉の原産地表示についてなんですが、大きく生鮮食品と加工

食品という二つのカテゴリーに分けられて、それぞれ一定の表示を義務づけております。

生鮮食品というのは、野菜や果物などの農産物や、肉や卵などの畜産物、あるいは魚や

貝などの水産物で、加工を行っていない物ということで定義づけされます。

生鮮食品には原産地の表示が義務づけられておりまして、アメリカから輸入された牛肉

などは、米国という表示を行わなければならないということで規定されております。

加工食品の場合なんですが、これは海外で製造された加工品で、我々の今の輸入条件

の中では、アメリカでの加工品というのは輸出されてきませんのでこの場合該当しません

けれども、一応制度の話としては、海外で製造された国の原産地、原産国というのを表示

する必要がございます。

、 、 、あとは 生鮮食品を輸入して その生鮮食品を国内で加工した場合の加工品なんですが
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加工度が低い場合の20品目については原産地表示の対象として義務づけております。これ

は移行期間ございまして、平成18年10月以降義務化ということで進めております。

実際の表示例なんですけれども、これは国産になりますが、こういったパッケージのと

ころに、どこどこ産ということを表示することが義務づけられております。

これは、もう一方の加工食品の表示例です。

これ、よく箱などのパッケージの後ろについている表示例ですけれども、こういったと

ころで、主な材料についての原産国の表示を括弧書きで書き込むということが求められま

す。

もう一つ、これは外食産業、レストランなどで、どうやって表示を行うかということな

んですが、外食産業については、今年の７月 「外食における原産地表示に関するガイド、

ライン」というものを農林水産省で策定いたしまして、牛肉を含めたメニューの主たる

原材料について、外食の事業者が自主的に原産地表示に取り組むための指針をお示しした

ところでございます。

このガイドラインの普及に向けて、政府広報ですとかホームページなどを活用いたしま

して、情報発信に努めております。

また、このガイドラインをわかりやすく解説したパンフレットやＱ＆Ａなども作成して

おりまして、あと外食事業者、関係団体の方々に対しての説明会を開催するなどして、こ

のガイドラインの普及に努めているところです。

このガイドラインの全体の概要は、お配りしておりますこのPowerPointの資料の後ろ

の方に参考資料でありますので、そちらも参考までに御覧ください。

こういった外食産業での表示の例がこれになります。これは牛肉ではないんですが、

ある外食産業のメニューからとったものです。

これまで表示のなかったものが、このガイドラインに基づきまして、どこどこ産の何々

肉というような形で、この何々産という表記が表示されることになります。こういった、

主に使われている物はどこどこ産の物ですというものが、表示の具体例になります。

ここまでお話ししましたことを総括いたしまして、こちらの表で説明させていただきま

す。

まず、輸出国側、アメリカ・カナダ側で行うべき、この輸出プログラムに基づく輸出国

政府の確認、輸出国政府の責任のもとにおいて確認すべき事項、そもそも輸出国側でとら

れているＢＳＥ対策、これは日本向けに限らず、アメリカ・カナダ国内で通常とられて
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いる措置ということになります。

この措置に上乗せした日本向けの物の要件というのがこれになりますけれども、こうい

った輸出国政府でとられている対策、これについて我が国で定期的に査察を行って、この

輸出プログラムが的確に機能しているかどうかの確認、それから、仮に問題があった場合

、 。には その問題をちゃんと改善して機能できているかどうかということを確認いたします

それから飼料規制は、今改正を提案されている途中ですけれども、そういった国内で

の管理措置、これがどういうことになっているか、状況を確認していくということを行い

ます。

それから、日本に向けて輸出されてきて、実際にやってきた物を、この水際検査です。

これは、検疫所、動物検疫所の方で行う検疫体制。これは、輸入されてくる、申請される

物すべてについて実際に検査を行います。

それから、輸入にかかわる通関業者さんですとか輸入の商社さんなどに対しての、十分

な周知ということについて努めてまいりたいと思っています。

ここまで、食の安全対策と言っていますけれども、通関して実際に国内流通に回った物

については、今先ほどお話ししました表示、スーパーやレストランに行った物については

原産国の表示の徹底というもの、それから外食についてはガイドラインによって原産国表

示の推進を食の安心対策として行っているということでございます。

それから、消費者の皆様、あとは生産者の皆様に対しても、こういった正確な情報の伝

達ということで、説明会を随時開催していくというようなことも考えております。現在実

施しております査察についても、帰り次第、取りまとめの上、また皆様方にこういった状

況を報告するという機会も設けさせていただく予定にしております。

こういった形で、我々の方は実際に輸入されてくる牛肉の監視、それから表示の徹底と

いうような対策をとりながら、皆様の食の安全と安心ということで対策を行っていくとい

うことを考えております。

以上で、米国・カナダ産牛肉輸入再開について、管理機関としての考え方、それから米

国・カナダでの管理措置、我が国での管理措置の説明を終わらせていただきます。

御清聴、ありがとうございました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

それでは、私の時計で今34分なんですけれども、では15分ほどとりまして２時50分から

再開したいと思いますので、御休息のほどよろしくお願いいたします。
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（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、会場との質疑応答を始めたいと思います。ここで、本

日の役所側からの出席者を紹介します。

皆様から御覧になって右から、内閣府食品安全委員会事務局勧告広報課の芦

原専門官です。

先ほど説明いたしました厚生労働省食品安全部の森田専門官でございます。

○森田情報管理専門官 よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 それから、農林水産省大臣官房の高橋審議官でございます。

○高橋審議官 よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 同じく、先ほど説明いたしました農林水産省消費・安全局動物衛生

課の大倉専門官でございます。

続きまして、質疑応答の進め方でございますけれども、御発言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しますので、発言に先立ちまして、お名前と所属を

お願いいたします。

できるだけ多くの方に御発言いただきたいと思いますので、１回の御発言は２分以内に

お願いいたします。１分30秒を経過いたしましたら１回事務局でベルを鳴らしますので、

。 、取りまとめに入っていただきたいと思います ２分経過いたしますと２回鳴らしますので

その際は、ほかの方にマイクの方をお譲りいただくよう、お願い申し上げます。

なお、行政からの回答、発言につきましては、言葉が足りずに誤解があってはいけませ

んので時間を区切りはいたしませんけれども、なるべく簡潔に御説明をさせていただき

たいと思います。

それでは、御発言される方、挙手をお願いいたします。

そちらの真ん中の左側の方、どうぞ。

○伊藤（慶） 岩手県消費者団体連絡協議会の伊藤と申します。

最初に、全体として、消費者としては安全性に非常に不安が残るということです。

それで、最初12日に決まったように、大分前から流れてしまっていると。それで、それ

、 。は食品安全委員会に付帯事項をつけさせるような 無理した答申をさせたのではないかと

その辺を、農水省と厚労省と両方の方にお伺いしたいと思います。

それで、その付帯事項については説明されましたけれども、その付帯事項が今回は物す

ごく大事だと消費者としては思っておりまして、その辺の実効性のところをもうちょっと
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具体的に詰めていただきたいというふうに思います。

それから、確かにアメリカでは検査官が常駐するというのはあることらしいですけれど

も、それが非常に量をこなすために、あっという間に検査官の前を通ってしまうと。それ

をどのように、本当に担保できるのか、それをアメリカ政府なりカナダ政府なりが本当に

責任を持ってくれるのかというところを、もうちょっと詰めていただきたい。

それから、プログラムについては文書確認のところが大分あったんですけれども、その

辺について、文書だけではどうも納得いかない。それでは水際の検疫率というのはどのぐ

らいあるのかという、以上のことをお聞きしたいと思います。

○引地消費者情報官 幾つか御質問がございました。

一つは、答申のあり方について。それから付帯事項について、また、その実効性につ

いて。それから、検査官の仕事の中身。それからプログラムについて文書確認だけで十分

かというような質問でございましたが。

○高橋審議官 それでは、最初のお話の方について、私の方から申し上げます。

報道で、今月の食品安全委員会の答申が出た後でしょうか、12日にも輸入再開へと報道

が大分流れましたけれども、その関係から、食品安全委員会の方に大分答申で無理をさせ

たのではないかと今お話ございましたけれども、これは、私どもはあくまでも、別にこち

らは何も言っているわけではないですし、食品安全委員会の方は、ずっと食品安全委員会

で必要ないろいろな議論を重ねられて、専門調査会での答申案、その後にリスクコミュニ

ケーション、それから答申というプロセスで、８日に答申を出されたということです。

、 、 、 、ですから それについては 別に 私どもあるいは厚生労働省の方となどやったとか

そういうことは一切事実はございません。

ただ、報道の方は８日に出たので、私どもとしては前々からそういうふうに食品安全委

、 、 、員会としてのリスク評価が 答申案が既に出ていましたから 答申案と変わらなければ

私どもとしては速やかに検討してやっていくと。

ここは、科学的評価が答申案のとおりであれば、私どもとしてもリスクが非常に小さい

ということですから、輸入再開ということを決めることについては別に問題ないだろうと

いうふうに考えていましたので、マスコミの方々は、そこを読んで12日というふうにお書

きになったのではないかというふうに、私どもは想像しております。

それから付帯事項につきましては、答申案の、今日の参考資料の２の33ページに載っ

ていますけれども。
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、 。 。参考資料の２ これは答申そのものですね 32ページのところで結論が書いてあります

その結論のポイントは、先ほど御説明申し上げたとおりです。

今お話に出た付帯事項というのは、32ページのおしまいから33ページにかけてございま

して、33ページの三点ですね。

①、②、③とございますが、①は一番最後のところで、ポイントがせき髄除去の監視体

制の強化。それから二番目が、最低限高リスク牛のすべてを対象とした継続的なサーベ

イランスが必要だ。それから三点目は、牛飼料への禁止のみならず、交差汚染の可能性

のあるほかの動物の飼料への利用も禁止ということでございますけれども。

まず、このせき髄除去の監視体制につきましては、これは現在査察のチームを送ってお

りますけれども、ここは、アメリカの方の施設で実態がどういうふうになっているのか、

これはきちんと我々としても確認をさせていただくということであります。

それから二番目の、ハイリスク牛のすべてを対象としたような、こういった継続的な

サーベイランス。これは、アメリカの方は、今サーベイランスについては従前よりも昨年

の夏から大幅に拡大をしております。同じこの資料の17ページを御覧いただきますと、ア

メリカにおけるサーベイランスの過去の実績の数字が載っております。17ページの上の表

です。

ここで、各年の数字が、合計の欄を見ていただければおわかりになるんですけれども、

アメリカの場合のこのサーベイランスは90年ぐらいから始まっていますので、そこは正直

申し上げて日本よりも対策の着手ははるかに早いんですが、サーベイランスが始まりま

して、大体年間何千頭ペースだったのが、ここしばらくは万に上げて、昨年の夏からはペ

ースを上げて、40万頭弱の検査になっています。

これが強化されたサーベイランスということですけれども、これを継続するということ

について、私どもの方からも、実はアメリカ大使館を通じて、アメリカの方には今週の月

曜日に正式に申し入れをしております。先方の農務長官の記者会見では、そういったこと

を今後もやっていくつもりだというような報道が流れております。

それから、三番目の飼料規制の禁止。これにつきましても、私どもからアメリカ・カ

ナダ両政府に申し入れをしまして、それ以前からその改正について現在動きがあるという

のは、先ほどお話を申し上げたとおりであります。

先ほどの資料で言いますと、21ページのところですね。スライドですと42番ですね。今

ここに書いてあるとおりでして、日本と比較しますと、牛からのえさを、アメリカの場
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合には豚、鶏には与えていいということになっていますけれども、その牛由来のえさを豚

や鶏に与えていいというところについて制限をかけるということで、アメリカ・カナダ両

国とも、今そういった動きで現在調整中であるというふうに聞いております。

具体的には、今そういった動きになっているということでございます。

○引地消費者情報官 検査官の業務関係はいかがでしょうか。

○森田情報管理専門官 検査官でございますけれども、実際にと畜場でＳＲＭの処理等す

るのは施設の従業員の方がやるわけですけれども、そうしたことが適切にできているかど

うかというのを検証する役割を持つのが検査官でございます。

検査官につきましては、いろいろな検査をと畜場内でやっているわけですけれども、そ

の配置につきましては、と畜場の処理の１時間当たりの処理頭数ですとか、実際に検査

、 、をするところの位置の距離 そうした種々の条件を加味して検査員の数というのも決めて

それで合理的に配置するような形になっているということでございまして、特に、できな

いのではないということではないと、私どもは思っております。

実際に、御不安の、ちゃんと取れているのかどうかということにつきましては、日本か

らも担当官を派遣して査察を実施して、そうした米国なり、カナダなりのシステムがち

ゃんとうまく機能しているかどうかということも含めて、書面だけではなくて現場も含め

て見て、問題があるかどうかというのを確認してくるということでございます。

○引地消費者情報官 それから、プログラム関係で書類確認が多いのではないか、実際ど

うやっているのかということですが。

○大倉国際衛生専門官 輸出プログラムの監視について、文書の確認、もちろん文書をつ

くる。それからその文書にのっとって実際に実効する。この大きく二つについて非常に

、 、 、 、重要だということで この実効性を担保するために アメリカ国内 カナダもそうですが

企業自身による内部監査、それから農務省あるいはＣＦＩＡによる外部監査という枠組み

で行っております。

プレゼンの方で示していませんでしたけれども、PowerPointでいうと65番目になりま

すが、皆様のお手元にある資料では、PowerPointの33ページ、こちらの図、これが実際

にアメリカ国内のプログラムの中身になりますが、こういった不適合・是正・予防措置、

製品管理、製造条件、訓練、組織と分けられていますけれども、この中でもちろん細かく

さらなる規定がありまして、その細かい項目ごとに、どういった作業手順でやらなければ

ならないかという手順書をつくらなければなりません。
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つくった手順に基づいた、それぞれの各日々、各担当ごとの毎日の行った手順について

記帳していく義務もございます。記帳されたものをどうやって保存しているか、しっか

り保存しているか、その保存された物を外部監査により確認をするという流れになってお

ります。

この中で、例えば手順書に基づかない措置を行ったという場合ですと、これ不備があっ

たということで、直ちにその場でラインをいったん停止して、手順書に基づかない部分が

どういうものであったのか、その部分が非常に重要な危機、いわゆるクリティカルポイン

トと言いますけれども、クリティカルなコントロールポイントであった場合は、いったん

作業を停止し、それが状況改善されるまでの間はラインを停止、改善された後にラインを

また再開というような形で、実際のと畜場の中は運用されていくことになります。

この文書の作成と実際のその運用というのは表裏一体のものでして、書面だけによって

確認できないのではないかといって、プログラム、マニュアルだけをつくってそれで終わ

りというわけではなくて、実際の運用についても、日々の日記帳に当たりますけれども、

それについての作成というのが義務づけられております。

こういったものを、実際に適正に運用されているかどうかというのを、我々も実際に

見にいくということになります。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

ほかの方、ございませんか。真ん中の黄色いお洋服を着た方。

○小林 仙台市消費者協会の小林と申します。

幾つか、お願いいたします。

まず、今査察に入っておられるということですけれども、いつから、何人の方が、アメ

リカの幾つの施設に対して入っておられるのか。その結果はいつまとめられて、私どもに

いつ知らされるのかということ。

それから 「査察の途中で変なところがあったときに」というのが入っていましたけれ、

ども、日本の査察官が、立ち入り検査、それから抜き打ち検査をできるのか。作業の工程

の中でおかしなところがあったときに、作業をストップして、それ以後の肉を日本に輸出

できないようにする権限を持っているのかということ。

それから９ページで、アメリカだけ内臓を輸入するというのが入っておりましたけれど

も、内臓のどこのところが入ってくるのか。量はどれくらいなのか。

それから、加工品は入ってきませんということですけれども、もっと詳しくその情報を
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教えていただきたいと思います。

それから22ページ、ウェスタンブロット法の検査を導入したということですけれども、

アメリカはいつからそれを導入されたのか。

それから26ページ、24ページ、表示のところですけれども、生肉という、精肉とかと言

われている物はともかくとして、外食産業その他のところはガイドラインということで、

これは、守らなくても何の不都合もないという、事業者にとっては特別やらなくてもやっ

てもいいというものですけれども、私ども食べる側からしますと、外食産業、それから加

工食品、もっと対面販売のところ、学校給食、それから病院とか福祉施設のような給食と

呼ばれている施設はたくさんあるんですけれども、そういうところも含めますと、すべて

、 。の輸入食品について表示を義務づけていただかないと 安心できないというのがあります

、 、それから日本に輸入するときの検疫ですけれども 汚染されているかどうかというのを

そこで全部検査なさるのか。その辺のところも、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

とりあえず、これくらい。

○引地消費者情報官 たくさんの御質問、ありがとうございます。

大きく分けますと、査察の実際、人数とか、いつから、あるいは結果、それから査察官

の権限について。それから、内臓の輸入の中身、それから加工品についてどうかという

こと。それから、ウェスタンブロット法がいつからかということ。それから、表示。最後

に検疫、要するに輸入牛肉の汚染の検査というのは行うのかというような質問でございま

す。

そうしましたら、どうでしょう。それぞれ御担当があるでしょうから、順番ではちょっ

と難しいかもしれませんが、お答えください。

○大倉国際衛生専門官 ちょっと順不同になるかもしれませんが、まず、私の方からウェ

スタンブロット法、米国でいつ採用になったのかということですけれども、これアメリカ

国内で６月に２頭目の患畜が見つかりまして、これも説明の中でありましたが、最初に

免疫組織化学的検査という方法で確定診断を行ったときに陰性という結果が出たと。

その後、ＯＩＧと言われる内部の監査機関からの指摘で、ウェスタンブロットをやれと

いう指示を受けた後に、そのウェスタンブロット法で陽性に転じたという事例がござい

ます。

その結果を受けまして、農務省のジョハンズ長官が、６月24日に、今後確認するＢＳＥ

、 、のスクリーニング検査は 一次検査でやるエライザ検査で陽性になったものについては
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確認検査は免疫組織化学的検査とウェスタンブロットを両方行うということをアナウンス

しております。

、 、 、 、あと 私の方から 検疫のときの確認状況 ちょっとこれ最後の方の質問になりますが

アメリカ・カナダからやってくる荷物については、申請のあった物すべてに対して検査を

いたします。

現物検査の方については、まず輸入された輸入業者さん、これは冷蔵庫内に搬入すると

きに、業者自身が、すべて入れた物をみずからの責任においてもやるべき義務はございま

す。

それから、当然我々の防疫官、検疫所、動物検疫所の職員たちが、保管されている物

について、証明書に記載された物と実際に搬入された物が同じ物であるかどうか、それか

ら証明書に記載されている物以外の物がくっついて入っていないかどうかというようなこ

とを、すべてについて確認いたします。

搬入されたすべての箱を開梱してしまうということになると、当然これは商品にもな

りませんし、流通できないということで、これは現実的ではありませんが、この中で抜

き打ちで幾つかの箱を開けると。当面の間は、すべての部位、種類ですね、サーロイン

ならサーロイン、すべてのカットの種類の物について、最低は一つ以上は開けていこう

ということです。

○小林 もう少しはっきりとお話ししていただけますでしょうか。よく聞こえないんです

けれども。

○大倉国際衛生専門官 すみません。

すべての種類について、最低１箱以上は開梱して調べていくということを採用していき

ます。

あと、輸入されている物で、認められていない部位の混入の恐れがあると。例えば、極

端な話、牛の脳みそが入っていたですとか、せき柱、せき髄などが混入されているという

ようなことが疑われる場合については、その搬入されたロットすべてについて検査をいた

、 、 、 、しますし 一つでも見つかった場合は そこの証明書の中に記載されている物は 処分

あるいは返送という処置をしたいということを考えております。

○森田情報管理専門官 査察に関して、詳しい資料を持ってくるのを忘れましたので、

記憶の限りですけれども、13日から査察に行っております。

人員ですけれども、厚生労働省から３人、農水省から８人の、計11人であったと記憶し
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ております。

帰ってくるのが、たしか23日、24日ぐらいだったと記憶しております。

ですので、その後に、査察の結果については、まとめて食品安全委員会に報告をすると

ともに、皆様にも、プレスリリースなり、インターネットの厚生労働省のホームページ

あるいは農林水産省のホームページ、そういったことを通じて情報を公開していきたいと

いうふうに考えております。

実際に立ち入りをするときに、何か不具合を見つけたと。

○高橋審議官 すみません。ちょっと両省で行っているものですから、当然、今彼が知っ

ているだろうと思っていたのですけれども。

では私の方から、もう１回きちっと言い直します。

アメリカとカナダの査察は、アメリカについては13日からです。ですから既に行って

います。24日にかけて、と畜場10か所と、関連施設、場所は５州ほどございますね、こ

れで２チーム８名で行っております。

それからカナダについては、これも13日から23日にかけて、と畜場４か所と、それから

四つの州の関連施設で行っていると。これは３名で行っております。

もし、その査察の途中で何か見つけたらどうするのかというお話ですけれども、これは

日本国の国内ではありませんから、日本政府が日本国の権限で何かするということはで

きないわけです。外国ですから。

我々としては、そこで何かを見つけたら、当然アメリカ政府あるいはカナダ政府の人間

はいますから、あれはおかしいのではないかということで指摘して、先方もそうだという

ことで、それで必要な措置をとると。注意でその場で終わるような話であれば、それで

終わるでしょうし、あるいはもう少し大きければ、ちょっと全体を止めるとか、そういう

話はあるかもしれませんけれども、やり方としては、当然両国の国内での領域になります

ので、そこは国際法上そういうことになりますから、そこはひとつ御理解を賜りたいと思

います。

○小林 そのときの肉は、そのまま輸出されるというふうになりかねないわけですか。

○高橋審議官 いえ。

それで、おかしいものを見つければ、例えば手続的に記載ミスがあるとかそういうこと

は、別に問題ないと思いますけれども、処理手順で何か肉の安全性に影響を及ぼすよう

なものであれば、その肉については、当然そこで止まると思います。



- 30 -

だから、今のところ、そういうことは、現地であったという報告は受けておりません。

それから、抜き打ちができるかどうかですけれども、これは、抜き打ちというのは、日

、 、 、 、本国内でも ある日突然ばっと農場に行って 農水省の者です 厚労省の者ですと言って

身分証明書を見せてばっと入りますので、日本だったらいいですけれども、これアメリカ

でやったら撃ち殺される可能性ありますから、それできません。当然相手に通知をして

いきます。

ただ、アメリカ政府の人間は、当然そういった形態で査察できますから、それにくっつ

いていくことはできます。ただ、一般的には、何らかの通知をしていくというのが通常

だろうかというふうに思っております。

それから、表示のお話ですけれども、外食の表示で、あるいはいろいろな給食施設関係

で、全部の表示について原産地の表示を、例えば義務化できないだろうかというお話で

ございましたが、正直言ってお気持ちは大変よくわかりますけれども、ただ、それをやれ

ば、当然それは物すごく業者に負担がかかるわけです。

それから、今はいろいろなほかの農産物にしても、すべてのものについて原産地の表

示を、例えば農家段階から、あるいは魚だったら水揚げ段階から、全部流通過程を通し

て小売段階まで全部表示を伝達するというシステムは、今ないわけです。そういった意

味で、それを今直ちに義務化するというのは、これはちょっとかなりハードルが高い話だ

ろうというふうに思います。

、 、 、ただ 私ども行政の姿勢とすれば 業界の姿勢が問題だということになりますけれども

そこはガイドラインをお示しして、それでやることが望ましいということをはっきり申し

上げているわけですから、業界の方では、当然その方向で、従ってやっていけるんでは

ないかというふうに思っております。

現状でも、外食もかなり普及しているというふうに、今数字がありませんが、かなりそ

ういった方向でやってきているというふうに聞いております。

それから、加工食品ですが、これは加工食品の性格なんですけれども、原産地をしょ

っちゅう変えるケースがありますので、これは今度は食品の特性になりますけれども、や

はりパッケージに印刷があります。それがしょっちゅう変わると、やはりなかなかコス

ト的には大変だということです。これは、今日の資料で申し上げますと、加工の方で、3

9ページになります。スライドの番号ですと77番になります。

39ページの上の方ですけれども、昨年の10月に、今までも生鮮食品は必ず原産地の表示
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はされていました。それで、加工食品につきましては、昨年の10月から２年後、来年の1

0月にかけて、この加工工程としたら１段階ぐらいの程度のものなんですけれども、これ

については原料原産地の表示を義務化するようにしています。

牛肉関係のものは、これの⑪、⑫、⑬と⑳のようなものになります。牛肉の具体例とい

うのは、その一番下の方に書いてあるとおりです。

ただ、ハンバーグとかそういったものになりますと、かなり加工度が高いのと、それか

らやはり原料をかなり頻繁に変えます。実は、違反は最終的には法人の場合は１億円の

罰金までなりますので、それだけの罰則に持っていけるだけの実行の可能性があるかど

うかも、やはり慎重に見極めないといけない。まだそこまでの義務化までは至っていな

いということでございます。

○引地消費者情報官 内臓の輸入、どういうものがどれだけというふうな御質問があり

ましたが。

○大倉国際衛生専門官 内臓の部位、実際にどこの部位がどれだけの量輸入されるのかと

いう御質問なんですけれども、現時点で、これも商業ベースの話でして、実際にどれだけ

の量が入るかというのは、内臓だけではなく牛肉も含め、全くもって予測は困難です。

ただ、我々で予測し得るのは、従前輸入停止前の40施設程度とされていた認定施設、ア

メリカにおいてですけれども、こちらから、ほぼ同じだけの施設が認定を受けるであろう

ということだけの情報はいただいておりますが、その後どれだけの、日本国内の輸入商社

さん、流通業者さん、輸入されるのかというのは、我々の方のコントロールできる話では

ありませんので、もちろん日本国民として受け入れる受け入れないという話もありますか

ら、それはまた輸入停止前までの100％回復するかどうか、これについての予測というの

は非常に難しいと思います。

恐らくは、見通しとしては、従前の40施設程度は認定されるであろうということでの予

測をするしかないと。

ただ、食品安全委員会が、これは試算、仮にということで行っておるものなんですが、

サーロインなどのステーキなどで使われる肉の部分については、ＢＳＥ発生前の水準は十

分確保できるであろうと。一方、トモバラ、これ焼肉、牛丼などで使われる部分なんです

が、あと、タンといった部分については、ＢＳＥ発生前の水準にはなかなか届かないであ

ろうというような、５％程度と、あるいは20％程度というような、かなり低い水準にとど
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まるという可能性を試算しております。

内臓の種類についてなんですが、これはどの部位がというのは、これも同じような理由

でして、どの部位の需要があるかということにも左右されると思います。ただ、実際に輸

入してならない内臓というのが、回腸の遠位部ということになりますので、それ以外の部

分については、いずれの内臓についても輸入が可能ということになります。

それから、これは内臓について特になんですが、加工品については、特に内臓も牛肉も

同様なんですけれども、調理されたような物、具体的に、ちょっと商品名あれですけれど

も、モツなどのたれにまぶして加熱処理したような物などについては、輸入は今のとこ

ろ対象外ということになっております。

○引地消費者情報官 そのほかの方、御質問、どうでしょう。

では、前の黒い服を着られた方。

○入間田 入間田と申します。

一つは、最初に御説明いただいた資料の20ページ目の、軟骨化によって月齢がわかると

いうことだったんですけれども、それを見せていただきたいと思うんですが。それで、こ

れの例として挙げられた牛肉というのは、大体何か月というふうに考えればいいのか。私

はどうしてもわからないなというのを今見て思ったので、それを見せていただきたい。

二つ目の質問です。すべての対日の輸出施設は幾つあって、その査察はすべていつ終わ

るかというのが二点目の質問です。

三点目の質問です。食品安全委員会は三つ付帯事項で言っていますけれども、③で、

飼料については、牛飼料への禁止のみならず、交差汚染の可能性のある他の動物への飼料

への利用も禁止する必要があると言っていますけれども、そのことについて、アメリカと

カナダに申し入れるようにというふうにも言っていますけれども、先ほどの説明だと、こ

、 。れは一部しか改善されないと思うんですけれども そのことについてどのようにお考えか

最後に四つ目、この間ずっとリスクコミュニケーションを行っていて、さまざまな意見

とか情報を寄せられているかと思いますけれども、そのことについて、今回の輸入再開に

ついて、どのように評価したのかということをお知らせいただきたいと思います。

以上です。

○大倉国際衛生専門官 そうしたら、一点目の御質問、マチュリティ、成熟度による月

齢の確認どの程度かということなんですが、お手持ちの資料の中の参考資料になります、

ページで言いますと35ページ、総合的成熟度別月齢分布表というのがございます。
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、 、 、 、この分布表 3,338頭という アメリカ政府が行った 実際に月齢のわかる牛を対象に

実際に格付する者にはもちろん知らせないで格付を行って、その結果がどうだったかと

いうことを示した表になります。

スライドでは、70枚目のスライドになるかと思います。

○入間田 今出ているスライドの左側のものが、右でいうどの月齢になるんですか。

○大倉国際衛生専門官 これは、まさにＡ４０というもの、真ん中の一部骨化という、右

側の真ん中に示した写真、この部分ですね、腰椎と言われる部分の、このところを拡大

したものがこちらになります。これがまさにＡ４０といわれる基準の腰椎になります。こ

の真ん中ですね。

これより下、Ａ３０ですとかＡ２０といったものについて、これは21か月齢を超える牛

が混入する可能性は非常に低いと、混入の可能性は排除できるということで、月齢判別に

用いられるであろうというのが、日本側の委員の検討会の結果となっております。

さっき言った、資料の35ページですね、ここに具体的な分布表がございまして、これは

正確に月齢の判別のわかるものだけを対象に検査した結果なんですが、Ａ４０、これ最大

でも17か月の牛であったと。Ａ３０に至っては16か月齢が最高。Ａ２０については15か月

齢の牛が最高であったということになります。

一番多い月齢の分布が、Ａ４０でも15か月齢のものというのが最頻値ということになり

ます。

○森田情報管理専門官 対日輸出施設の査察、いつごろにということなんですけれども、

40施設ぐらいについては、春先までには一通り査察を行いたいというふうに考えていると

ころです。年内、今先ほど申しましたとおりに、米国に関しては10施設査察をすると。

また、年明け以降も査察を実施して、春先までには完了したいというふうに思っている

ということでございます。

○高橋審議官 あと、交差汚染について、日本側からアメリカに改善を申し入れたと。

現在アメリカが飼料規制を少し強化する方向で動いていますけれども、一部の達成ぐらい

しかないのではないかという厳しい御指摘をいただきましたけれども、基本的には、ア

メリカの今度の飼料規制も、この21ページの下の方の図で注に書いてありますけれども、

アメリカは30か月以上の牛由来のせき髄などの高リスク原料を、飼料から排除することを

検討中と、この方向で今現在動いているんですけれども。

ＳＲＭ、特定危険部位のかなりの部分というのはこれで飼料の中から排除されるので、
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私どもの申し入れは、日本流の完璧な排除にはあまり至っていませんけれども、かなりの

部分はやっているのかなという感じは持っています。

それから、もう一つ、リスクコミュニケーション、これまでずっと重ねてまいりました

けれども、私ども、仙台は、実は今日で三度目なんですけれども、もちろん国内規制の

ときからいろいろお話しをいただいていますけれども、これまでに皆様方からいろいろ

伺った話というのは、結局、私どもは率直なことを申し上げれば、先ほどお話し申し上

げた今回の食品安全委員会の付帯事項に大体凝縮されていると思います。

大体、いろいろな話は、特にこの日本側から見たポイントというのは、先ほど申し上げ

ました参考資料１の食品安全委員会の結論の付帯事項三点にほぼ集約されておりますけれ

ども、これについて、アメリカとカナダに対して、私どもとして申し入れているというこ

、 。とですから そういった日本側の声というのは先方にも伝えているということであります

それから、もう一つ、これいつも申し上げているんですけれども、ひとつ御理解いただ

きたいのは、ＢＳＥ対策として行ったいろいろな規制が、一つ一つ日本のやっているもの

と全部同じでないといけないということでは、必ずしもないんです。ＢＳＥのリスクの場

合には。

食品安全委員会の今度の答申をよく読んでいただきたいんですが、まず、ＢＳＥの問題

というのは、もともと発祥はイギリスですから、イギリスの方からアメリカやカナダに

ＢＳＥの異常プリオンを含む何かがどういうふうに入ってきたのかと。

それは、アメリカ・カナダの中で入った牛がと畜されて、レンダリングされて、肉骨粉

という格好で次の牛に異常プリオンが伝達されていると。これは食品安全委員会では、こ

れは暴露・蔓延リスクというふうに言っていますけれども、最初の、外国から入ってく

るものは、食品安全委員会の結論の８ページを御覧いただきますと、書いてありますけ

れども、まず、アメリカ・カナダへ侵入してきたと。

それから、アメリカ・カナダ国内で侵入したものが、今度別の牛が暴露されて、その中

で増えていく。それをサーベイランスできちっと見ているかどうかが問題になるわけで

す。

その場合に、それは牛の中でのＢＳＥの話であって、人間とはまだ関係ないわけです。

その肉を、今度は人間が食べるときに、と畜場でどういう管理をしていますかということ

が問題になるわけですけれども、この食安委の答申では、侵入リスクからいけば、牛の頭

数、それからそういったものが書いてありますけれども、そのリスクの結論として、生体
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牛の場合には、結局ＢＳＥの存在する様子としては、今日の資料の３ページに生体牛のリ

スクの総括と書いてありますが、いろいろな規制は、一つ一つはでこぼこあります。

逆に、と畜場の中のやつは、例えばピッシングとかスタンニングというのは、アメリカ

やカナダの方が、むしろ日本よりも進んでいるわけです。ピッシングは禁止されています

から。

そういったトータルのリスクの比較として、ではどうなんだということで、まず生体牛

のリスク評価では、３ページ一番下の表あたりを比べると、100万当たりのＢＳＥ汚染頭

数ということでいきますと、アメリカは大体１頭だろうと。日本に比べてやや少ないと。

カナダの場合には日本と同等で、約五、六頭ではないかと。こういう数字、一応評価にな

っているわけです。これは牛の中での評価です。

それを牛肉にする過程で、今度はと畜場の中の評価があるわけで、今申し上げましたよ

うに、ピッシングを、例えば禁止しているとか、スタンニングの場合には空気注入方式

なんか禁止していますので、そういった日本より厳しい面がありますから、トータルとし

てどうかということを私どもは考えなければいけないわけで、確かに飼料規制は、弱い

面はありますけれども、そこはトータルとしての評価を、食品安全委員会はなさってい

るということは、ひとつ御理解いただきたいと思います。

○引地消費者情報官 どうぞ。

○入間田 食品安全委員会の評価の付帯事項の中で、もう一つＳＲＭの除去、今要する

にトータルとして評価して、アメリカ産、カナダ産の牛肉は安全だから輸入再開というふ

うにおっしゃったんですけれども、もう一つＳＲＭの危険部位の除去について、付帯事項

として、監視の実態が不明であるというようなことで、確かにピッシングとかは進んで

いるかもしれないけれども、一番根幹的なところで食品安全委員会は不安だと言っている

わけですね。

それで、今日の参考資料の５のクエスチョンの５でも、報道によると、アメリカの特定

危険部位の除去に関して1,000件以上の違反があったと。管理は大丈夫なのですかという

もののアンサーが書いてありますけれども、文書で改善措置がとられたというような回答

は得られているということですけれども、そういうようなトータル的なことを考えても、

私ども消費者としては不安が残るというふうに考えています。

それで、ＳＲＭの除去についてはどのようにお考えかというのも、つけ加えて質問させ

ていただきます。
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以上です。

○引地消費者情報官 では、ＳＲＭの除去について。

○森田情報管理専門官 ＳＲＭの除去につきまして、どのように考えているのですかと

いうのは、参考資料５の輸入再開についてのＱ＆Ａの4ページの、Ｑ５とその下のＱ６で

ございますが、そこに書いてございます。

米国では連邦規則に基づいて、特定危険部位の除去につきましては、ＨＡＣＣＰあるい

は標準の作業手順書、ＳＳＯＰというものの策定が義務づけられて、それに基づいて除去

がされています。

実際に検査官がそういった衛生管理の検証をするときに、何かしら問題を見つけたとい

、 、った場合には それはＱ５に書いてありますNoncompliance Recordとなりますけれども

そういった文書での指導をし、指示をし、改善を求めるということと、実際に不具合が起

こっているわけですから、その不具合がどういうようなものかというのを評価した上で、

問題があれば、それは流通しないように、もしくはちゃんと取りなさいと言って取ればい

いのか、もしくはその製品はだめだから出荷してはだめだというのか、そういった判断を

した上で措置をとっていくということと、それからその業者に対しては、今後起こらない

ような改善措置をどうとっていくのかといったことも見ていくということでございまし

て、そういった形で対応がなされるということです。

安全委員会で言われた、そういった監視の強化をちゃんとすべきでないかということ

に対しては、食品安全委員会はそういう評価をしているから留意してほしいということ

で、大使館を通じて米国政府に申し入れをしておりますので、米国政府においてもその意

見を踏まえて、適切な管理がなされるように対応されるものと考えております。

○引地消費者情報官 消費者の方からの御質問が多いようでございますが、本日は事業者

の方もたくさんおられているようでございます。いかがでしょうか。

では、こちらの右側の後ろの方。

○矢作 すみません。消費者なんですけれども、今話ありました、そこの３番のその表

をもう少し詳しく話していただきたいことと、その見方をもう少し詳しく知りたいんで

す。

それと、生体牛の輸入が行われていたと思うんですが、その生体牛の輸入について、そ

ちらの方からのリスクはないんでしょうか。

あと、アメリカ・カナダでは、やっぱりさっきの交差汚染ではないんですけれども、豚
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とか鳥とかが食べていますけれども、遺伝子組換えの飼料がいつの間にか雑種になっては

びこっているという例もありますし、そういった生体について、交差汚染されるような可

能性がないのかどうか。そういったところまで考えているかいないかを聞きたいと思いま

す。

それから、日本では21か月でしたか。牛からプリオンが発見されましたよね。それが

もとになって20か月以下ということになったと思うんですけれども、これからさらに若い

牛からプリオンが発見される可能性は多々あると思うんです。そういった場合、どういう

ふうにするのか、どう考えていらっしゃるのかを、ちょっとお聞きしておきたいと思いま

す。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

資料は、これですよね。

○矢作 侵入リスクというのは、どこからどこへ侵入なのか。

○高橋審議官 これは食安委の答申の話ですので私が説明するのは変だけれども、侵入リ

スクというのは、ＢＳＥの発生はイギリスですから、イギリスからカナダやアメリカに侵

入するリスクの話です。侵入リスクというのはそういう意味です。

○矢作 それと、日本を１とした場合、アメリカが1.5から７倍あるということですね。

○高橋審議官 はい。これは食品安全委員会の答申の中なので読み方気をつけないとい

けないですけれども、何倍というのは、下の方が楽観的なケースで、上の方は悲観的ケ

ースですけれども、これは絶対頭数、何頭、何頭で数えて何倍と言っています。

ところが、アメリカの牛は日本の二十何倍いますから、そうすると、100万頭当たりに

、 、 。直すと数字がちょっと違いますけれども そういう意味で これは何倍と書かれています

③まで何倍と書かれているのはそういう意味です。

最後に、分母が日本の二十何倍、カナダですと四、五倍、もうちょっとあったと思いま

すけれども、それを100万頭当たりに直して、推測でＢＳＥ汚染牛がいる数字がこのアメ

リカとカナダの数の評価だということです。

○矢作 100万頭当たり１頭ということですか。

○高橋審議官 今回の輸入再開は、アメリカ・カナダから生きている牛を輸入することは

ありません。あくまでも牛肉です。牛肉になったものしか解禁はしていません。

○矢作 アメリカ・カナダから、まだ生体牛は禁止されているわけですね。

○高橋審議官 そうです。はい。
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○矢作 では、生体牛が入るのはオーストアラリアだけ。

○大倉国際衛生専門官 だけではないんですけれども、主に肉用として入ってくるもの

は、オーストラリアが主体となっております。

○矢作 あとほかには。

○大倉国際衛生専門官 それ以外には、繁殖牛ですとか動物園の動物とか、若干の例外

的なものというのは、ほかの国から入ってくる事例はあります。

どちらにしても、アメリカ・カナダから生きた牛が入ってくることはございません。今

の状態では。

○矢作 豚なんかは。

○大倉国際衛生専門官 豚は、別の病気の規制がございまして、少なくとも今御説明し

ていますＢＳＥ、この病気を理由に豚を禁止しているということはございません。今豚

肉についてはアメリカからも持ってこられます。生きた豚も持ってこられることになって

おります。

○矢作 そこでの交差汚染というのは全然考えていらっしゃいませんか。

○大倉国際衛生専門官 生きた豚での交差汚染ということでしょうか。

○高橋審議官 最後に、この病気が人間にきた場合には、変異型ヤコブ病というようなV

ariantＣＤＪと言われる病気になりますけれども、それが牛の段階ではＢＳＥになってい

るわけですね。

この原因は何かというと、人間の運動に多分関係するだろうと言われているプリオン

タンパクというものが、正常なものから異常なものに形を変える。それが、主に神経部

位にたまって、牛も人間も同じになってしまいますけれども、脳とか、それから背骨あた

りのせき髄とか、こういった神経系統にどんどん蓄積をしていって、運動障害なり知覚障

害を起こして最終的には死に至るということですけれども、豚の場合には、その異常プリ

オンが豚の体内に蓄積をするという知見は今のところありません。

したがって、豚から何らかの伝達性の脳症がうつるという可能性は、今科学的な知見で

はないというふうに考えられていいと思います。

○森田情報管理専門官 21か月、23か月、我が国で全頭検査を始めて、ＢＳＥの感染例

ということで見つかった事例はございます。今の時点で、全体で500万頭ぐらい、20か月

齢以下ということであれば十数％ですので、50万頭以上、検査をしているということでご

ざいますけれども、20か月齢以下での検出事例というのはございません。
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今日本では、飼料規制が厳しくなっておりますので、その中で、我が国で若い牛で検

出される可能性というのは、ゼロとは申しませんけれども極めて低いんだろうなという

ふうに考えております。

今の検査法ですとそうですけれども、今後、より高感度な検査法が開発された場合に

は、今では検出できないレベルのものも検出できるようになってくるという可能性はあり

ます。ただ、現時点では、そういった方法が実用化されたというようなお話はございま

せんので、実用化された時点で、そういった高感度の検査法を含めて、ＢＳＥの国内対策

含め、どういうふうにするかということは、安全委員会とも相談しつつ対応していきたい

というふうに思っております。

○引地消費者情報官 そのほか、ございませんでしょうか。

では左側の方。

○菅野 二つほどお伺いしたいんですけれども、先ほどから、何か検査というか視察でア

メリカの方やカナダ視察に行っていますけれども、戻ってこられた場合、恒常的に、定期

的に、どんな頻度で現地に行って検査をしてくるのかということと、あともう一つは、す

ごく気になった文章なんですが、参考資料の２です。

ここ宮城県で牛タンが名産品になっていますけれども、29ページ、内臓のところで、Ａ

４０による月齢判別はということで、タンが内臓に入っているということで、それで、Ａ

４０以外のものと月齢判別ができなくなるということで、なかなか難しいというようなこ

とが書いてあって、では、間違いなくＡ４０のタンであるというのは、Ａ４０の判定した

後のラインが、Ａ４０用のラインとそれ以外のラインというぐあいに、アメリカの方では

確実に分かれてしているのか。

その辺のところが、これですと、Ａ４０以外の肉でもタンになってしまうと判別できな

いというような文章ですよね。難しいというぐあいに書いてあるので。難しいところをど

のように判断なさっているのかお伺いしたいと思います。

○森田情報管理専門官 査察の頻度ということでございますけれども、先ほども申しまし

たように、春先までには、とりあえず一巡、40施設を見るということですので、数か月で

何回か行かなければならないということにはなります。

それ以降の予定については、現時点で特に決めているわけではございません。ただ、米

国から我が国に対米輸出の査察団というのが来るのは、大体年１回ぐらいで査察の結果

どうかというのを判断されていると。
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そうしたことも、一つの参考にはなるかと思います。ただ、実際にどういう頻度でやる

かというのは、まだ決めておりません。

○大倉国際衛生専門官 それから、二点目ございました、これ参考資料の２の29ページ

中段から少し下の部分の記述のことだと思いますが、Ａ４０による月齢判別、これは冷却

後の枝肉で判別されるということなんですが、具体的にはと畜・解体後、大体36時間から

48時間後おいた状態の枝肉で、この成熟度の評価をいたします。

その間、しっかり、その状態では当然、タン、それから内臓を取られて分離されており

ますので、実際に見る枝肉のところには当然ついておりません。

実態の話としましては、内臓は非常に傷みが早い、足が早いということで、枝肉での

この評価するときには、既にパッキングされて出荷されているという事例が実態上ほとん

どだと思います。

食安委の方のこの評価について、ここで書いていますのは、Ａ４０による月齢判別のみ

では内臓を日本に輸出することは不可能であるが、内臓と枝肉を対応して識別管理できる

場合には日本向けに輸出可能である。これというのは、つまり先に出ていってしまった内

臓、あるいは保管されている内臓が、マチュリティＡ４０以下であるものというのと突合

ができるということが前提条件になっております。

当然、この突合ができない場合は、日本向けの輸出というのはあり得ません。日本向け

に出てくるタンや内臓というのは、ほとんどが実態上、書面による生産記録によるもので

20か月齢以下と確認されたものが中心になると思います。

参考までに、食品安全委員会の方で試算した、先ほど言ったタンの供給量がほとんど輸

入再開前に比べてかなり低い水準だと言ったのは、このＡ４０によるもので判別される内

臓は入ってこないということを前提に試算しております。

○引地消費者情報官 そのほか、ございませんでしょうか。

では、こちらの列の方の後ろの方、どうぞ。

○向井 とても単純な質問で申しわけありません。

今日説明いただいた資料の９ページの、PowerPointの下の部分なんですけれども、日本

向け輸出プログラムの概要の②というところです。

輸出可能となる牛肉には、カット肉、内臓。その下にひき肉や肉加工製品というふうに

あります。ということは、ひき肉は日本向け輸出プログラムのものではない物が入ってく

るということでよろしいんでしょうか。
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消費者としては、とても不安だと思うんですね。ひき肉になっている物が入ってくる

ということと理解してよろしいのかということを質問したいと思います。

○高橋審議官 入ってくる物は、このカット肉と内臓だけですので 「※」に書いてある、

ひき肉や肉加工品は対象外というのは、これは入ってこないということです。

○向井 ビーフジャーキーとかハム、ソーセージ等も一切入ってこないということで理

解してよろしいんですか。

○高橋審議官 はい。そのとおりです。

○向井 ありがとうございます。

○高橋審議官 ただ、例えば、アメリカの肉の塊が入ってきて、日本国内でひくと日本国

内のひき肉になるということで、先ほどから表示の話をいろいろ言っているわけです。

ただ、アメリカの方からひき肉は、あるいはビーフジャーキーとかハム、ソーセージと

か、例えばハンバーグなどもそうですけれども、それが、そういった加工した物がダイレ

クトに輸入されるということはないということです。

○大倉国際衛生専門官 すみません。ちょっと補足させていただきたいんですが、なぜひ

き肉やこういった加工品が入ってこられないか、輸入できないかというのは、我々の求め

ている衛生条件上合致するものであるという確認がとれないということで、決してひき肉

にしたからＢＳＥのリスクが増えるという理由で止めているわけではないということは

御理解ください。

つまり、管理措置さえしっかりできて、特定の原材料、当然我々日本向けに輸出しても

いいという商品の物を使った加工品であれば、当然、加工の過程でＢＳＥの病原体がくっ

つくわけではありませんので、これは管理の仕方次第では輸入可能になるんですが、現在

アメリカと取り決めている条件上では、今は対象外になっているということを御理解く

ださい。

○引地消費者情報官 時間も少しずつ押し迫ってきました。

こちらの方、どうぞ。

○矢作 仙台といえば牛タンなのですけれども、牛タンのそばの扁桃も危険部位に入っ

ていますよね。タンのそばの扁桃が入っていますので、その扁桃を取る際の、そこでの汚

染に対しては、どんなふうな手を打たれているかを聞いておきたいと思います。

別に私、牛タンを食べたいとは思いません。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。
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○森田情報管理専門官 舌を取るときは、扁桃を含まないように舌をカットするというよ

うになります。

先ほどと畜場の写真を見せましたけれども、あのぶら下がっている舌のところの、ある

一定のラインから切ると。実際の切り方はホームページにも載っているんですけれども、

ここで切るんですよというような図解入りで、要するに扁桃が入ってこないような切り方

というのを示して、それに従ってカットしているということです。

ですので、舌として輸入される物については、扁桃はちゃんと除かれた物ということに

なります。

○引地消費者情報官 それでは、こちらの左側の白っぽい服を着られた方、どうぞ。

（ ） 。 、○伊藤 文 すみません ちょっとよくわからないのでもう一度確認したいんですが

Ａ４０とかＡというのを、もう一度、もっと細かく説明してほしいんです。

それから、あと、それこそさっき、査察に行っても細かいことは意見や注文ができな

いような話がありましたが、アメリカ産牛について、私たちは本当に20か月以内判断で

きないと思っています。ただああやって放牧されていていつ産まれたかわからない牛た

ちが、本当に20か月未満とかと、どうやって判定するんだろうということに、すごい不

安があるんですね。

さらに、米国食肉協会がもっと広げろというような意見で、30か月ぐらいまで認めろみ

たいな話も既に出ているというのをニュースで見ましたし、そのことについてもお聞きし

たい。

それから、もう一つ、ヤコブ病についてですが、すごく潜伏期が長くて、前１人日本

で発症ありましたが、このヤコブ病についてかかった方の遺伝子を調べると、何かＭＭ型

とかいう遺伝子をもっていることがわかりました。日本人の93％ぐらいがその遺伝子を

持っているという、そういうこともあったんですね。

すごく潜伏期間が長い病気だし、そういうことについての見解というか、その辺はどう

いうふうに思っていらっしゃるのか聞きたいんですけれども。

アメリカ産牛肉輸入の条件は、全頭検査をしていただくことだと思っています。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

、 、 、○大倉国際衛生専門官 一点目 Ａ４０ Ａというのはどういうことかというのですが

アメリカでは、そもそもグレード、肉の格付というのは、これは特に日本向けに行ってい

るわけではなくて、旧来から国内での肉の商品価値の選別のために、グレード選別を行っ
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ております。

そのために行っている格付の基準として、このＡの幾つ、Ｂの幾つ、これはＡの００か

らＡの１０、２０、３０とありまして、またＡの１００が、次のＢの００と同じになるん

ですが、そういうふうに段階分けになりまして、最後Ｅの１００までという51段階に分け

た区分がございます。

その中で、Ａ４０というのは相当若い程度になりますが、ＡからＥに行くにしたがっ

て、だんだん高齢になっていくという月齢の相関があるということをもって、月齢判別

に用いたという経緯がございます。

このＡ４０というのは、専門家の中で出てきた判定基準のポイントになりますが、アメ

リカの国内では、これは日常的に行われていることでして、今回日本との取り決めでいき

なりつくられた制度ではないというものになります。

、 、それから 査察の細かい点云々言えないというような話を言ったということなんですが

アメリカ国内で、我々が日本国内の日本法を執行するというのができないということだけ

であって、例えば査察の最中に、何か異常事態、例えばＳＲＭをもろに混入してしまった

ような、極端な話ですけれども、そんな事例が見つかった場合は、当然我々は、輸入検疫

措置で止める権限はございます。

直ちに本国に連絡して、見つかった施設そのものからの製品というのを、輸入検疫上

停止するという措置は可能です。極端な例ですけれども、そういった事例があれば、当

然我々としての講じる手立てというのはございます。

それから、放牧なんかされていて、いつ産まれたかわからないと、そういう牛で月齢が

本当にわかるのかという不安なんですが、これも説明の中でスライドでお示ししていたん

ですが、具体的に言いますと、ページで言うと、資料の中の16、17、18、19のところまで

かけてあるものです。

特に、放牧しているようなところでの繁殖経営、このところでよく用いられております

のが、19ページの上にある群ごとの月齢証明、こういった形での管理というのが主体にな

るかと思います。

これ、放牧といっても年がら年じゅう牛は子供を産んでいるわけではなくて、人間とか

と違って季節繁殖というのになっておりまして、春あるいは秋ということで、決まった時

。 、 、期に子供を産みます その中で一番最初に子供を産むというものというのは 大概これは

放牧というのは本当に奔放にほうったらかしにしているわけではなくて、これは当然毎日
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管理をしております。

人工授精、あるいはまき牛といって、雄牛を放して実際に受精させるというやり方で行

われているのが主体だと思いますが、当然妊娠した牛についての管理というのは農場主は

行っておりまして、大体いつごろ産まれるというのは当然管理されております。

いつ産まれたかという最初の日さえ特定できれば、後から何日後かに産まれてくる牛に

ついては、全部最初に産まれた牛に月齢を合わせますので、月齢がいわば下回って見積

もられることはないという管理のされ方をしております。

本当は、実年齢は21か月なのに、それが20か月齢だというふうに見積もられるというこ

とはあり得ないという管理の流れになります。逆に、どんなに若くても、その群の中で一

番お兄ちゃん、お姉ちゃんの年齢に合わされてしまうので、14か月であろうと、一番最初

に産まれた牛が20か月になっていたら、実際は14か月齢なのに20か月齢だというふうに

みなされるという管理になります。

もちろん、あと繁殖農家では、この18ページの下にありますような個体ごとの管理をさ

れている農家もいっぱいございます。こういったものについては、どの牛がいつ産まれた

かというのが、個別にはっきりわかるというものになります。

これは、日本も同じで、大体こういう小規模経営でやられているような繁殖農家さんで

は、こういう個体の台帳というのが整備されております。

○高橋審議官 それから、今御質問の中で、アメリカの方で、今回20か月以下の牛に限っ

て日本は輸入再開するということを言っていますけれども、既にアメリカの方で30か月に

拡大しろという声が出ているのではないかというお話ございました。

たしか、そういう声はあるというふうに我々も報道などから承知しております。

ただ、政府間で正式に、今アメリカやカナダ政府から、その点について正式に言ってき

たということはございません。

私どもとしても、今はこの20か月齢以下の牛で、しかも特定危険部位、アメリカ・カナ

ダでは特定危険部位の除去は、30か月以上の牛からは特定危険部位を除去するのは、これ

は規制措置になっています。だから、実態上は大体全頭から割と取っているようなんです

けれども。それを、日本向けには20か月齢以下のものからも、要するに全頭から特定危険

部位除去するということでやっていますけれども、この二つの日本向けの措置、これがき

ちっと守られるかどうかが、まさにこれから輸入再開に当たって、そこをじっと見ていく

わけですから、そこを、出発のところを適切にやるのが、これがまず最初の問題だろうと
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いうふうに私ども考えています。

30の話については、まだ正式の話は来ていませんし、今そういったことで議論をするよ

うな段階ではないだろうというふうに考えています。

それから、もう一つ、変異型ヤコブ病の潜伏期間が長いと。特に日本人の場合にはちょ

っと、ＭＭ型という話出ましたけれども、それがかなり割合が高いのでどうなのかという

話ございました。

、 、 、これ 変異型ヤコブ病の患者さんというのはイギリスでほとんど発生して ほかの国は

フランスだったかアイルランドがちょっとあったような気がしますけれども、ほかの国は

１人とか２人とかそんな数字ですので、イギリスでのデータというのが中心になりますけ

れども、潜伏期間としては大体８年から10年ぐらいではないかということは言われており

ます。

それから、お話に出ました日本人の場合には、遺伝子のタイプがちょっと違うからとい

うことが、ちょっとお話出ましたけれども、プリオンタンパク質遺伝子の129番目のアミ

ノ酸のタイプが、ＭＭ型とＭＢ型というのが二つあったと思いますけれども、日本人の

場合には、ＭＭ型が９割、イギリス人の場合には４割と。

そうすると日本人の方がいっぱい発生するのではないかとよく言われますけれども、実

は昨年、国内のＢＳＥ、それから人への伝達のリスクを評価したときの、国内のＢＳＥ評

価のときの食品安全委員会の答申の際には、そのリスクの評価については、そういったイ

ギリス人のＭＭ型の割合と、日本人のＭＭ型の割合、日本人の方が2.25倍多いんですけれ

ども、その日本人のリスクというを評価に入れてリスク評価がなされています。

そういった意味で、そういったタイプの違いとか潜伏期間の長さの違いというのは、リ

、 。スク評価の中で全部織り込んであるということは ひとつ御理解いただきたいと思います

、 。○引地消費者情報官 ということで 意見交換しているうちに時間がやってまいりました

そのほか質問がもしなければ、この辺で、意見交換を今回は閉じさせていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

本日は、皆様からいろいろな御意見、御質問をいただきまして、大変ありがとうござい

ました。この説明会によって、今後の対応について理解を深めていただければ、大変あり

がたいと思います。

以上をもちまして、本日の説明会を閉会させていただきたいと思います。

長時間、どうもありがとうございました。
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なお、お帰りの際にアンケートを回収いたしますので、大変恐縮でございますが、御協

力のほどをよろしくお願いいたします。


