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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２１日（水）

１３：３０～１６：３０

会場：新潟県自治会館本館講堂

議 事 次 第

１．開 会

２．議 事

（１）米国・カナダ産牛肉等への対応について

（２）質疑応答

３．閉 会

＜配布資料一覧＞

資料 米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について

参考資料１ 食品健康影響評価について（食品安全委員会への諮問）

参考資料２ 食品健康影響評価の結果の通知について（食品安全委員会の答申）

参考資料３ 米国及びカナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価のポイントについて

参考資料４ 米国産牛肉等の輸入再開に当たって

参考資料５ 米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について（Ｑ＆Ａ）
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午後 １時３０分 開会

○引地消費者情報官 本日はご出席ありがとうございます。早速ですが、説明会に入らせ

ていただきますが、その前に、お手元にお配りしている資料の確認をさせていただきたい

と思います。また、会議の進め方についてお話をさせていただきたいと思います。

まず資料の確認でございます 「議事次第 、それから 「座席表 、それから、きょう使。 」 、 」

う資料ですね 「米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について」という資料、それから、参、

考資料を五点ほどお配りしているかと思います。参考資料１として 「食品健康影響評価、

について 、これは諮問でございます。参考資料２といたしまして、少し厚い資料でござ」

いますが、答申の本体資料でございます。それから、参考資料３といたしまして 「健康、

影響評価のポイント 、これは 11 月に食品安全委員会が全国７カ所でリスクコミュニケー」

ションを実施したときの説明資料でございます それから 参考資料４といたしまして 12。 、 、

月 12 日付の「米国産牛肉等の輸入再開について」という農林水産省と厚生労働省の連盟

の資料でございます。最後の資料が（Ｑ＆Ａ）でございます。

それから、アンケート用紙を入れさせていただきました。お帰りの際にお答えいただい

て、ご投函いただけるようにお願いいたします。

資料に不足がございましたら、係の方に申し出でください。

続きまして、本日の進行についてご説明いたします。まず、厚生労働省と農林水産省か

ら、１時間ほどかけまして説明をいたします。その後、10 分程度休息時間をいただきま

して、質疑応答に入りたいと思います。

なお、会場の都合上、本日の説明会は４時をもって終了する予定でございますので、ご

協力方ひとつよろしくお願いいたします。

では、初めに、厚生労働省の森田専門官から、引き続き農林水産省の釘田課長から、本

日の「米国及びカナダ産牛肉の輸入再開について」と題しまして、説明をさせていただき

ます。

よろしくお願いいたします。

○森田専門官 ただいまご紹介いただきました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、

の答申を踏まえました、厚生労働省及び農林水産省の考え方、あるいは、米国・カナダの

管理措置、我が国の管理措置についてご説明したいと考えております。本日の説明ですけ
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れども、ここにありますような流れで、まず食品安全委員会の答申、それから、答申を踏

まえた対応、続いて、米国・カナダの行う管理措置、日本の行う管理措置、まとめ、こう

いった形で説明させていただきたいと思います。前半と後半で説明者を交代させていただ

きますことをご了承いただきたいと思います。

まず、食品安全委員会の答申でございます。食品安全委員会に対しましては、５月 24

日に、厚生労働省及び農林水産省が諮問を行ったわけでございます。この諮問に先だちま

して、このような形で全国９カ所で厚生労働省と農林水産省は諮問前の意見交換会を開催

させていただいて、その意見交換の結果も踏まえて食品安全委員会に対して諮問を行った

ということでございます。

食品安全委員会では、プリオン専門調査会で専門的なご議論をいただいて、12 月８日

に答申をまとめられたということです。答申のまとめに当たっては皆様からのパブリック

コメントを求めたり、あるいは、全国各所で開催した意見交換会のご意見も踏まえて、答

申をまとめたということでございます。答申まとめに当たっての意見交換会に対しまして

は、厚生労働省及び農林水産省も参加して、そこで管理措置に関するご質問があった場合

にはお答えをしてきたというような経緯になっております。

このスライドは、食品安全委員会に諮問を行った背景についてご説明をするために用意

したスライドでございます。我が国は、国際社会の一員としてＷＴＯ、世界貿易機関で国

際的な貿易問題についての調整を行ってきております。ＷＴＯの中にはいろいろな協定が

あるわけでございますけれども、ここにありますような「衛生植物検疫措置の適用に関す

る協定 、簡単にはＳＰＳ協定と言っておりますが、こうした協定がございまして、ここ」

で食品などの貿易問題、特に衛生措置についてのルールが定められております。牛肉につ

きましても、衛生上の措置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。

内容としては、国際基準、ＢＳＥの問題の場合にはＯＩＥ（国際獣疫事務局）の定める

基準ということになりますけれども、その採用を推奨するということです。そして、二点

目のところですか、場合によっては暫定的な措置と。今回の場合は、米国・カナダにおけ

るＢＳＥの発生を受けた輸入停止措置ということになるんですけれども、そうした暫定措

置をとることは可能ですが、そういった措置をとった場合には、三点目ですけれども、適

当な期間内に当該検疫措置の再検討が必要であるということになっております。従いまし

て、平成 15 年にカナダと米国からの牛肉の緊急的な輸入停止措置をとったわけですけれ

ども、国際貿易の枠組みから見ても科学的な再検討をする必要があったという背景があっ
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たということをご承知おきいただきたいということでございます。

このスライドは、食品健康影響評価、食品安全委員会での評価ですけれども、どういっ

た形で評価が行われたかということでございます。上に書いてありますように、定性的な

評価を基本とするということでございます。これはできるだけ具体的な数量を用いて評価

するということなんですけれども、十分な資料が得られにくいという点を考慮して、定性

的評価を基本とするということでございます。

その評価の内容といたしましては、二つの項目になっておりまして、一つは生体牛のリ

スクです。これは国外からその国に病原因子、異常プリオンタンパクなりが持ち込まれる

侵入リスクをいいます、それから、病原因子に暴露され、もしくは牛の群の中で増幅して

くるリスクといたものの比較をするという生体上のリスク。もう一つは、牛肉または牛肉

の内臓のリスクということで、と畜場における各種のプロセスのリスクの比較ということ

でリスク評価がされております。これらを個々に評価して総合的にまとめたものが結論の

中に書かれているということです。

生体牛のリスクですが、総括のところに書かれておりますように、先ほど申しました侵

入リスクと暴露・増幅リスクをそれぞれ個別に評価して、それらをまとめて生体牛のリス

クとしてどう言われているかというと、楽観的には日本と同等、悲観的には約 10 倍ぐら

いのリスクの可能性があるということになっております。

それから、サーベイランスデータについては、米国・カナダもサーベイランスをしてい

ますので、そういったデータを見ますと、絶対数で比較すると米国は日本の５～６倍、カ

ナダは４～５倍になります。ただし、米国・カナダは我が国と比べて飼っている牛の頭数

が違いますので、それを 100 万頭当たりに換算し直しますと、米国は日本に比べてやや少

ない、カナダは日本と同等というような評価になっております。

また、この生体牛のリスクの総括というところには、米国・カナダのサーベイランスに

ついては、強化・継続が必要であると。それから、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ことも指摘されております。

二点目の牛肉及び牛の内臓のリスクの総括ということで書かれておりますのは、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

ということです。日本向け輸出プログラムというのは、全月齢からのＳＲＭの除去、20

カ月齢以下と証明される牛、そういう話なんですけれども、詳しいところは後でご説明い

たしたいと思います。
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これは結論の部分を抜き書きしたものですけれども、読ませていただきます 「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こと、管理措置の遵守を前提に評価

せざるを得なかったことから、米国・カナダのＢＳＥリスクの科学的同等性を評価するこ

とは困難といわざるを得ない 」というのが一点目でございます。それから 「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と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リスクレベルについいて、そ

のリスクの差は非常に小さいと考えられる 」というような結論でございます。。

また、結論の部分では、リスク管理機関が輸入を再開する措置をとった場合ということ

で、下線がついておりますけれども、輸出プログラムの実効性及びその遵守に関する検証

結果を安全委員会に報告しなさいということと、厚生労働省、農林水産省といった、管理

機関は国民に報告しなさいというようなことが言われております。

また、結論への附帯事項についても指摘がございます。これはまた後ほどご説明いたし

ます。

答申を踏まえた対応ということで、厚生労働省及び農林水産省の答申を踏まえた基本的

な考え方をこれからご説明をしたいと思います。

これは先ほどの結論の最初の部分を簡単に書いたものでございます 「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」ということで、理由として二点ぐらい

挙げられていたわけですけれども、一点目の米国・カナダに関するデータの質・量ともに

不明な点が多いという指摘につきましては、我が国の国内措置を見直したときにも、食品

安全委員会に対しては食品健康影響評価を依頼して、その結果を踏まえてこのような対策

の見直しを行ったわけです。そのときに出したデータの質とか量と比べて、米国・カナダ

から出されるデータは質的な面、量的な面で違うということがあって、そういったことで

こうした指摘が出ているんだと我々は理解しております。

二点目の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

産牛肉等のリスクの差は非常に小さいという点につきましても、米国・カナダの管理措置

のデータも含めて出せるものは出してきたということで、それらを踏まえた最終的な科学

的な安全委員会での結論であるというふうに我々は考えております。

そうしたことから我々はどう考えたのかというのが下の点でございます。一定の条件を

満たした牛肉等と。この一定の条件というのは輸出プログラムが遵守されたということに

なりますけれども、そうしたものについては、輸入停止措置を継続するのは困難であると
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考えまして、食品安全委員会から答申を受けて、輸出プログラムに基づく動物衛生条件を

米国・カナダに提示して、米国・カナダから条件受け入れの返事があったことから、日本

においては 12 月 12 日をもって輸入停止措置を解除したという流れになります。

もう一点の結論の部分は、輸入を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、その遵守に関する検証結果の報告を安全委員会にするということと、国民に報告を

するということでございます。

これにつきましては、担当官を米国・カナダに派遣して査察を実施しております。12

月 13 日から担当官が行っております。カナダについては 23 日に帰ってきますし、米国に

ついては 24 日に帰ってきますけれども、今、担当官を派遣して査察が実施されていると

ころでございます。その査察の結果につきましては、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等を通じて、国民の皆様に広く情報を公開していくこと

を考えております。

それから、結論への附帯事項といたしまして、幾つか指摘がなされております。一点目

、 、 。 、は 米国・カナダの管理措置に対する言及として 三つばかり指摘がございます 一つは

脊髄除去の監視体制の強化を図る必要がある。二点目が、サーベイランスの拡大や継続が

必要であるということ。それから、飼料規制に関して、ほかの動物の牛の飼料への利用も

禁止する必要がある。こういう三つの指摘がございます。これに対しては、米国・カナダ

政府に対して我が国のリスク評価結果を伝え、こうした指摘を受けているということに対

して対応を検討するよう、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。

それから、結論への附帯事項として次に言われていることは、リスク低減措置の保証シ

ステムについて指摘がございます。これにつきましては、今、行っております査察におき

まして、輸出国側の措置が確実に機能しているということを現場で確認してくるというこ

とでございます。

二点目の指摘は、管理措置が十分でなくて、人へのリスクを否定することができない、

重大な事態となれば、一旦輸入停止をすることも必要という指摘がございます。これに関

しまして、問題が発生した場合というのは、例えば輸入時、もう輸入されてきております

けれども、検疫をしたときに製品を見たらせき柱といったようなＳＲＭがついているとい

うことがあった場合、ＳＲＭの混入が認められたものについては輸入を止める、通関を認

めないということ以外に、その施設からＳＲＭのものが入ってきたわけですから、その施

設でどうしてそういうことが起こったのかということと、それがどういった形で改善され
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ていくのかというようなことが、適切に改善がなされたことが確認できるまではその施設

からの輸入を停止するということで、こういった問題が発生した場合には迅速・的確に対

応していくというのが基本的な考え方でございます。より詳細な管理措置は後ほどご説明

をさせていただきます。

これから米国・カナダで行われる管理措置についてご説明したいと思います。日本向け

に輸出されるプログラムでございますけれども、米国・カナダの国内規制に加えて、日本

向けに出すものは上乗せ条件として、日本向け輸出プログラムに適合したものということ

になります。どうしたものかということがここに三点ぐらい挙げられております。

、 （ ） 。 、一点目は 特定危険部位 ＳＲＭ はあらゆる月齢から除去するということ それから

牛肉は 20 カ月齢以下と証明される牛由来のものであること。それ以外に、日本向け牛肉

は加工とか包装、保管、出荷といったような過程を通じて、ほかの牛肉、例えば国内向け

とか日本以外の他国向けと混ざらないように識別されることという条件があります。

それから、どういった製品が入ってくるのかということでございますけれども、カット

肉と内臓でございまして、カット肉よりも少し加工が進んだ挽肉とか、肉加工製品、ビー

フジャーキーとかソーセージというようなさらに加工度が高くなったもの、そういったも

のについてはプログラムの対象外になっておりまして、下の※に書いたものが日本に輸入

されてくることはありません。例えばスーパーで米国産の挽肉が置いてあったとするなら

ば、そのカット肉の段階で日本に入ってきて、日本で挽肉に加工されたということはある

かもしれませんけれども、米国の挽肉がやってくることはないということでございます。

これは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、米国の場合を例にして示したものでございます。下の段にある施設に

おいて 「私は日本向けの輸出プログラムを遵守できますからやりたいです」と手を挙げ、

るということがまずあります。そのためには、日本向けの輸出プログラムに合うように文

書、例えば 20 カ月齢以下のものを証明する仕組みとか、ＳＲＭを全月齢から除去すると

といった仕組みに対する文書化、手順書の作成とか記録、管理といった手順をちゃんと決

めなければならないのですけれども、そうしたものを定めた上で 「私はできます」と言、

った場合には、農務省に対してプログラム参加への申請をいたします。

申請を受けた農務省は、出された書類に基づきまして、書面の審査をし、現地での監査

といった過程を経て、日本向けに輸出するものとして適切かどうかというのを見て、問題

ないというような判断をしたら認定をするという仕組みになります。
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施設は、認定を受けてから、一番左端にありますように、日本向けの出荷が可能になり

ます。ただ、日本向けに出荷が可能になったらそれで終りかというと、そうではなくて、

認定を受けた後も、施設においては内部監査ということで、自分たちがちゃんとできてい

るかを監査しなければいけないということになっています。また、この施設には農務省の

検査官が常駐していまして、検査官によって日々監督を受けるほか、年２回以上監査を定

期的に受けなければならない。こういった形で輸出プログラムが遵守されているかどうか

を、米国政府内で確認をしていく、確保していくという仕組みになっているということで

ございます。

輸出プログラムに違反した場合、どうなるのか。これは先ほどの続きですけれども、プ

ログラムに参加する際に虚偽の申請があった場合には、米国連邦刑法に基づく罰則が適用

されます。また、プログラムの実施に当たって違反があった場合には、改善指示とか、輸

、 。出資格の停止 取り消しといったような種々の罰則が課されるという形になっております

次に、輸出プログラムにおける牛肉の条件の大きな柱の一つであるＳＲＭの除去につい

てご説明したいと思います。

、 、 、ＳＲＭの範囲でございますけれども 上段に書いてありますように 全月齢の牛の頭部

せき髄、回腸遠位部、せき柱で、日本のＳＲＭの範囲と同じでございます。ＳＲＭの除去

につきましては、下の段に書いてありますＨＡＣＣＰ計画あるいはＳＳＯＰ（衛生標準作

業手順書）に基づいて除去等を実施するということでございまして、具体的にはＳＲＭの

除去とか分離、廃棄のための手順を作成し、それに基づいて実施すること。それから、実

施及び監視に関する日報で記録することになります。これは施設側のことですが、それで

は政府はどうするかというと、各施設が有する管理計画に関して検証を行うという仕組み

になっております。

これは、先ほどＳＲＭの除去ということがありましたが、と畜場の処理の流れ全体を見

た上で、ＳＲＭ除去がどうされているのかということも含めて見ていただこうと思って用

意したものでございます。

上の段にトレーラーがありますが、と畜場にはこういったトレーラーで牛が搬入されて

。 、 、 、まいります トレーラーから牛がやってまいりますけれども 歩くときの状態 あるいは

これはちょっと見にくいですが、１頭１頭ありまして、こういった形で歩いていくわけで

すが、そうしたときの歩き方などを見て問題があるかないか、異常があるかどうかといっ

たことを見て、問題があるものについてはこの段階で排除することになります。
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排除をするのは政府の獣医官、または獣医官の監督の下での食肉検査が行われることに

なっております。

と畜前の検査で問題がないものについては、施設内に順次入れられてと殺されることに

なります。と殺は、ここにありますようなスタンガンという器具の先っぽにあるボルトを

牛の額に打ちつけて気絶させて、その後、牛の足をワイヤーみたいなものでつり下げて、

頸動脈を切って放血をします。その後、全身の皮をはいで、頭部を除去し、内蔵を摘出す

る。こういう流れになっております。

下の写真は、頭部除去の図でございます。頭部はＳＲＭの一つになっております。ただ

し、頬肉と舌はＳＲＭではありませんで、食用可能部分でございます。これが頭部、これ

が舌です。ちなみに、舌には扁桃が近傍にありますので、輸出される舌は扁桃が入ってこ

ないように、より短くカットされて処理されることになります。

それから、内蔵摘出をした後、背割りということが行われます。背割りは、尻尾の方か

ら頭の方に向けて、台を下降させながらします。背割りを使った鋸は１頭ごとの頻度で洗

浄しながら使っているということでございます。

背割りをした後せき髄を除去するわけでございます。せき髄の除去はここにあるような

機械で、先っぽがカッターになっていて、こそぎながら吸引除去する仕組みになっており

ます。吸引除去をする器具も一定の頻度で洗浄しながら使用しているということでござい

ます。

、 。参考のところに書いてありますが と畜場ではいろいろなところでと体をカットします

そういったときに使うナイフは、１本使っている間に１本を洗浄消毒するという仕組みが

とられているということです。参考までにこういったこともやっているということを紹介

させていただきました。

、 。 、背割りをした後 洗浄工程に入っていきます ばあっと吹きつけられていますけれども

こういった洗浄をした後に、例えば、蒸気噴霧式吸引機による枝肉洗浄と書いてあります

けれども、こういった形で微生物の汚染を抑えるような洗浄もなされております。

その後、枝肉を識別するように、下にありますようなタグをつけます。これは枝肉の番

号とか処理日といった情報がありまして、コンピュータ管理がなされます。こういった管

理をすることによって、輸出プログラムに適合するというのは、日本向けのものとほかの

ものを識別しなければならないとなっておりますので、そうしたところには役立つような

やり方ではないかと考えております。



- 10 -

識別をした後、冷却保管という工程に入っていきますが、ここで格付けが行われるわけ

です。ここでご用意させていただきましたスライドで、20 カ月齢以下の牛と証明される

には、後でご説明いたしますが、二つの方法がございます。一つは書面によって月齢を証

明する方法、もう一つは生理学的成熟度。これは骨化の状態とか肉質を総合的に判定する

マチュリティというものですが、生理学成熟度判別する方法です。生理学的成熟度で日本

向けに適するＡ 40 以下をどうやって区別するかという方法について、農務省からこうや

って行われると示されたものをここでご紹介しているものでございます。

どういうふうなやり方をするかというと、大きくは２段階になっております。１段階目

は、基準になるＡ 40 以下に当たるのではないかというものについて、Ｊマークをスタン

プして、選別をする。その選別したものを専用ラインに移して、改めて農務省の担当官が

Ａ 40 以下かどうかを見るということでございます。それを別の専用ラインに移した後で

Ａ 40 以下と判定された場合には、Ｊマークと重ねてＵＳＤＡのスタンプを押す。こうな

ったものが日本向けに適合する肉ですという印としてこうできるというものでございま

す。こういった形でやっていきたいということでございます。詳しくは後ほどまた月齢判

別のところでご説明したいと思います。

これは続きでございますけれども、冷却保管はどういった形でされているかというと、

、 。ここにあるようにずらっと並んでおりますが こういった形で枝肉が保管されております

これは 30 カ月齢以上のものの場合ですけれども、こういった形でレーンを分けて、ほか

のものが混じらないようにすると。こういったことが行われております。冷却保管をした

後、さらにカットして包装して出荷するということになります。

カットの工程は、ここに書いてありますように、肉を割ったものを、せき柱とか、ＳＲ

Ｍに入っていますけれども、そういったものをこちらに乗せて、ベルトコンベアーで運ん

でいって、所定の場所にいって廃棄するという形になっております。

こういった形でと畜場の処理は流れていくわけでございます。

月齢確認につきましては、説明者を交代してご説明させていただきたいと思います。

○釘田課長 農林水産省の動物衛生課長の釘田でございます。ここからあとは私から説明

させていただきます。

日本の輸出プログラムの中に大きな２本柱がございますが、今までＳＲＭ除去、と畜場

の中の措置について説明がございました。このあとは、２本柱のもう一つの柱でございま

す月齢確認の説明。日本向けに輸出できる牛肉はすべて 20 カ月齢以下の牛に由来するも
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のと定められております。20 カ月齢以下というのをどういうふうに判別するかというこ

とになりますが、ここにありますように、日本・カナダでは個体識別制度が確立しており

ますので、それによりますけれども、アメリカの場合は、先ほど出ておりましたように、

生産記録による場合と生理学的成熟度、いわゆるＡ 40 という考え方を使う方法の二つが

あります。

この個体識別制度につきましては、先ほども申し上げましたが、カナダ・日本について

は既に法律に基づいた強制的な義務的な制度が確立しておりますので、この制度によって

月齢を確認することができます。カナダの場合は、生年月日が記録されるのは今年の１月

からということで、それ以前のものについては後追いでやっているような形なんですが、

いずれにしても日本とカナダは同じような仕組みができているとお考えいただいていいと

思います。

ここで問題なのはアメリカでして、現状は任意の仕組みということでございます。全国

的な仕組みの導入については、昨年から準備を進めている段階でございまして、2009 年

にはそれを完成させたいということで今やっておりますけれども、現状では任意の仕組み

しかないということです。ただ、任意の仕組みと言いましても、生産者が勝手にやってい

るということではございませんで、一定の決められた考え方の下で、基本的には耳票を使

いますけれども、プログラムをつくって、農務省がそれを認証するというものです。農務

省の関与の下に任意に参加する人たちがやっている仕組みということでございますので、

自分勝手に証明しているというものではありません。

具体的にはこういった形で任意のプログラムが幾つもできておりまして、耳票によって

月齢が確認できるということでございます。この１年ぐらいの間にもアメリカでは任意の

プログラムが大分増えてきていると聞いております。従来、アメリカでは放牧地で子牛が

生まれることがほとんどですので、生年月日なんかわからないのではないかと言われてい

るんですけれども、そういう中でも任意の仕組みによって月齢を証明しようという取り組

みがどんどん増えてきていると言われています。

これはカナダの仕組みでして、日本と似ているんですけれども、こういった耳票をつけ

て生年月日が確認できると。カナダの場合は、電子耳票を既に導入しておりまして、無線

の読み取りもできるといったような仕組みがえられています。

、 、それから 生産記録による月齢確認が具体的にどのように行われるかということですが

二つありまして、一つはまさに生年月日を記録するという方法でございます。特に酪農家
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の場合は、畜舎の中で乳牛を飼っておりまして、お産も畜舎の中で行われますから、農家

が毎日搾乳をする中で子牛が生まれるのもわかるわけですね。これはきちんと記録がとら

れると。もちろん肉牛の場合でも同じように毎日が子牛が生まれるのを確認して、こうい

うふうに記録に残して、生まれた日あるいは数日以内に耳票をつけるということで、耳票

と生産記録が突合できるといった仕組みは既にできております。

そういうものをアメリカでも任意に取り組んでいる例があるということです。この場合

は、ここにありますように、０ 4 年３月 30 日生まれというふうに生年月日が特定されま

す。一方で、放牧地で自然な状態でお産がされる場合には、１頭１頭の生年月日を記録す

るのは難しい面があります。しかしながら、その場合でも実際には一年中子牛が生まれて

いるという状態ではございませんで、多くの場合は春生まれか秋生まれに、大体季節繁殖

をさせています。例えば３月から５月までというような形で期間を区切って繁殖をさせる

わけです。

ですから、この場合ですと、一つの群れ単位で月齢を証明しようという考えでございま

して、その群れ全体が何月何日から何月何日の間に子牛が生まれるということを確認して

いるわけです。右下にありますように、この群れの場合は 04 年２月１日から４月 15 日の

間に群れ全体がお産が終わるということでございまして、この群れから生まれた子牛につ

いては、１頭１頭の生年月日はわからないですけれども、２月１日を生年月日と見なして

月齢を計算する。そのことによって、20 カ月齢で切った場合には、20 カ月齢を超えるこ

とはないというふうになるわけです。このようなやり方をとっておりますので、アメリカ

の場合は月齢証明は無理だろうと言われる方もおられますが、こういうことすら難しい形

態もあると思いますけれども、一定の管理がなされている場合は月齢証明は十分可能であ

るということになります。

以上が生産記録による月齢証明ですが、この絵はもう一つの生理学的成熟度と呼んでい

るＡ 40 という考え方を使った月齢判別の仕組みを模式的に示しております。先ほどと畜

場の中でＪマークを付した枝肉というのが出てまいりましたけれども、左のラインにと畜

されて、通常の格付けがなされて出荷されるわけです。通常流通するものはこのラインし

かないんですけれども、日本向けの場合は格付けの際に、Ａ 40 以下であろうと思われる

ものを別なラインに移します。別のラインで格付官がさらに詳細に記録をとって、Ａ 40

以下であるかどうかというのを確認します。その確認の際に、Ａ 50 を超えるものがあっ

た場合には、日本向けのラインから外されるということで、Ａ 40 以下のものだけが日本
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向けに輸出されるというふうに、この格付けの中でなされます。そういった記録もきちん

と保存されることになっています。

Ａ 40 というのはどういうもので、どういった確認がなされるかということですが、こ

こに写っている方はアメリカ農務省の格付官です。政府の職員でして、一定の経験、教育

訓練を受けた者が格付けに当たっています。Ａ 40 は、先ほども出てましたが、骨化の状

、 、 、 、 、況とか 肉の状態 きめ 締まり そういったものを見ながら総合的に判断いたしますが

こういった写真なども参考にしながら判定します。

幾つかのチェックポイントがあるんですが、一番重要なポイントは、腰椎という背骨を

切った際の断面の骨化の状況です。これはちょっとわかりにくいですが、腰椎の部分を横

にして見ているところです。○で囲まれているところが腰椎の棘突起の先端部でして、そ

こに白く見えるのが軟骨です。これがだんだん骨化していって赤くなっていきます。こう

いう状態を見て、ある部分まで骨化が進めばそれはＡ 50 を超えるというふうになってく

るわけです。

、 、 、つまり 年齢が進むとどんどん骨化が進んでいきますから 骨化が進む前のものをＡ 40

若い月齢のものとみなすわけです。これは目で見る判定ですので、曖昧なのではないか、

、 、いいかげんなのではないかというご指摘をよく受けるんですが もちろん生き物ですから

個体差はありますけれども、基準としてのＡ 40、Ａ 50 はきちんと見分けることができる

と説明を受けておりますし、私どもも現地で見てそういう実感を受けております。その上

で、個体差の部分については、早く成長するもの、成長が遅いものもあるんですが、早く

成長するものであっても 20 カ月齢を超えることはないように、十分な余裕をみてＡ 40 と

いう基準を定めているわけです。

、 、 、以上 輸出プログラムのＳＲＭ除去 それから月齢判別についてご説明したわけですが

それ以外にも、米国・カナダでは当然のこととしてＢＳＥの発生国としての管理措置をと

っております。その中で最も重要な管理措置が飼料規制、フィードバンでございまして、

それの日本と米国・カナダを比較したものです。

、 、 、 、日本では×がたくさんついておりますけれども 牛由来の動物性タンパク質は 牛 豚

。 、 、 、鶏を問わず給与することを禁止しています そのほかに 豚 鶏のタンパク質であっても

それは牛には与えないという措置をとっています。それに比べてアメリカ・カナダの場合

、 、 。は 牛から牛に与えることは禁止しておりますけれども そのほかは禁止しておりません

これが交差汚染といった、意図しない混入が起こって感染を広げることになり得るのでは
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ないかという懸念がございます。

この点は我々も従来からアメリカ・カナダには指摘しているところでございまして、現

在、アメリカ・カナダは横のラインで、少なくとも牛由来の動物性タンパク質を豚、鶏に

与えることはやめていこうと。その内容については、下の注書きにありますように、限定

的ではありますけれども、飼料規制の強化をやっていこうとしております。これをやった

としても、日本と比べた場合、まだ少し不十分な点がありますので、私どもとしてはさら

に飼料規制の強化をしていただくように、米国・カナダには要請をしているところであり

ます。

もう一点がＢＳＥ検査の問題です。日本はご存じのように、と畜場における全頭検査、

それから、サーベイランスとしての農場での死亡牛の検査もやっております。それに比べ

、 。まして アメリカ・カナダはＢＳＥ検査の目的をサーベイランスとして認識しております

すなわち、国内にＢＳＥがどの程度あるのかないのか、さらにそのレベルが長期的に高ま

っていないかどうか、対策が有効であればＢＳＥの頭数は減っていくはずですので、対策

の有効性を確認するための手段としてサーベイラインをとらえております。

すなわち、日本のと畜場でやっているような食肉の安全確保の措置としてＢＳＥ検査を

用いていないということです。ＳＲＭの除去をきちんと行えば食肉の安全性は確保できる

というのがアメリカ・カナダの考え方であり、これは国際的に認められた考え方であると

言えると思います。ただ、日本ではそれに加えてＢＳＥ検査でと畜場における感染牛、陽

性牛を排除する、さらに慎重な安全確保対策をとっているということが言えようかと思い

ます。

、 、 、ＢＳＥ検査方法については この表でごらんいただけるように 現在では米国・カナダ

日本、それぞれ同じ検査方法を用いております。米国の場合は特に確定検査の方法が異な

っていたんですけれども、この間、私どもが米国の検査方法は不十分だという指摘をして

きたこともありまして、ことしの６月ごろから日本と同じ検査方法をとるようになったと

。 、 、 、いう経緯がございます ただ ＢＳＥ検査の対象については 先ほどもありましたように

日本が全頭検査と農場のリスク牛の検査をやっているのに比べて、アメリカ・カナダは基

本的にはリスク牛しかやっていません。

そういう意味で、検査のサーベイランスと言えどもサーベイランスの対象範囲も非常に

限定的であるということが言えようかと思います。アメリカは成牛２万頭という、と畜場

での検査も一部やっていると聞いておりますが、それは非常に限られた数でございます。
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したがって、この点についても、日本から両国に対してサーベイランスの拡大・継続が必

要であるということを伝えているところでございます。

以上が米国・カナダの管理措置ですが、それに対しまして日本側で行う管理措置につい

てご説明申し上げます。まず輸出プログラムを輸出国側で責任をもって遵守していただか

なければならないのですが、その遵守の状況を確認するのが日本のリスク管理側としても

非常に重要になります。

このスライドで示しているのは、日本側で行う査察によって輸出国で行われている輸出

プログラムの遵守状況を確認するという考え方を示したものです。左の囲みの中で、今ま

でご説明してきました輸出国側で行われている輸出プログラムでございまして、ＳＲＭの

除去、20 カ月齢以下、そういったことを彼らはきちんと守らなければいけないわけです

、 、 、が それが実際に遵守されているかどうかということについては 日本側から厚生労働省

農水省の専門家が現地へまいりまして、と畜場なり関係の農場に入りまして査察を行いま

す。

その際に大きく二つありまして、プログラムに適合した体制がきちんとできているかど

うか。具体的にはそういったことがルールとしてきちんと文書化されているかどうかとい

うことを確認した上で、さらにそのルールが現場できちんと守られているかどうかといっ

たことも、日本の専門家が立ち会って確認することとしております。現在、これはアメリ

カ・カナダに専門家を農水、厚労、両省から送ってやっているところでございまして、今

週末には査察チームが帰国いたしますので、来週以降その結果について取りまとめてご報

告できるかと思っています。

、 、それから 先ほどの査察というのは輸出国に専門家が行って現場を確認するわけですが

実際に牛肉が日本に入ってきた際には水際での検疫が行われます。これも厚生労働省の検

疫所と農水省の動物検疫所それぞれが検疫を行うことになっておりまして、その検疫の際

、 、には 輸出国の政府期間が交付しました衛生証明書の内容を確認することと合わせまして

現物についても、すべて見るというわけにはいきませんけれども、抽出して、禁止された

ものが混入していないかどうかといったことを確認することにしております。

その際にもし違反事例、ルール違反が見つかった場合には、その現物は焼却なり返送な

りいたしますけれども、なぜそういう違反が起こったかということについて輸出国側と協

議をし、速やかに是正をしてもらわなければなりません。改善措置をとってもらうという

ことになりますが、その違反内容が重大なものであれば一時的に輸入を停止するといった
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ことも当然することになります。

輸出プログラムの遵守というのは、輸出国政府が責任を持つということでございますの

で、米国政府、カナダ政府で遵守違反が見つかった場合というのが一つありますし、さら

には日本の査察官が行った際に違反事例が見つかるということも考えられるわけですけれ

ども、そういった場合には、違反事例があった個別の施設からは輸出を直ちに停止しても

らった上で、是正措置がとられるまでの間は輸出を停止してもらうということになろうか

と思います。

さらに、もっと深刻な場合として、複数の施設で同じような違反事例が見つかるとか、

あるいは、是正させても繰り返し違反があるといった場合には、これはシステム上の問題

であるということで、輸出国全体からの輸入を停止するという場合もあり得ると考えてい

ます。

以上が日本側の管理措置ですが、最後に表示の問題についてご説明いたします。現在、

ＪＡＳ法に基づいて牛肉の原産地表示が行われることになっておりますが、生鮮食品は原

産地の表示が既に義務付けされております。したがって、米国産の牛肉が輸入された場合

にはきちんと「米国産」という表示がなされます。

それから、加工食品につきましては、外国で加工されたものについては、加工された国

の名前が表示されますけれども、牛肉の場合は、先ほどご説明ありましたように、牛肉の

加工品は当面輸入は認められておりませんので、牛肉については該当ないと思います。生

鮮牛肉が輸入されて国内で加工されて販売される場合は、加工度が低いものについては表

。 、 、 、示が来年の 10 月から義務化されることになっています 味付けカルビ 合挽肉 成形肉

こういったものについては、米国産牛肉を使った場合はその旨が表示されることになりま

す。

これがその例でございまして、生鮮牛肉、こういった形で国産あるいは米国産が表示さ

れることになります。加工食品の場合にも、このように原材料名の牛肉（米国）といった

形で、原産国の表示がなされます。義務付けは来年の 10 月からですが、既にかなり表示

がなされてきていると聞いています。

、 、 、それから 外食の問題ですけれども 外食の場合はいろいろな食材を用いておりますし

食材の調達先も固定化するというのはなかなか難しい面もございまして、現状では外食に

おける原産地の表示は義務付けはいたしておりません。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」を策定いたしまして、これを事業者に普及するように努め
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ているところでございます。事業者が消費者のメニュー選択に資するために自主的に行っ

ていただくという位置付けでございます。右の方に、リスク管理側である農水省、厚労省

の対応が書いてあります。米国・カナダ国内においては、日本向けの輸出プログラムがで

きておりまして、政府の認定施設においてこういうプログラムが遵守されることになって

いると。もちろん、それ以外にＢＳＥ対策もそれぞれの国内で法令に基づいて行われてい

るということになります。この辺の遵守状況、きちんと遵守されることが最も大事なわけ

ですので、日本からも定期的な査察を実施して、プログラムが確実に機能しているかどう

か、問題があった場合にはそれを改善できるかどうか、そういったことを確認することに

しています。

それから、物が日本に入ってきますと、先ほど申し上げましたように水際での検査が、

動物検疫所、厚労省の検疫所で行われまして、その際に輸入検査がきちんと行われます。

輸出国内あるいは水際の段階で安全の確保というのはなされるわけですけれども、さらに

国内の市場に入った場合にも消費者の信頼の確保と食の安心という観点で、原産地の表示

も徹底していきたいと思っております。義務付けの範囲は先ほど申し上げたとおりでござ

いますけれども、現在義務付けされていない外食産業も含めて、今後はできるだけ消費者

の関心にこたえてそういう表示が広くなされるように指導を徹底していきたいと考えてい

るところです。

以上で輸入再開についてのご説明を終わります。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

では、ここで、短くて恐縮でございますが、休憩をとりたいと思います。切りのいいと

ころで２時 45 分から再開させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、質疑応答を始めたいと思います。

本日の出席者を改めて紹介させていただきたいと思います。

皆様から向かって右側、内閣府食品安全委員会事務局の芦原専門官でございます。

続きまして、先ほど説明申し上げました厚生労働省食品安全部企画情報課の森田専門官

でございます。

同じく説明いたしました農林水産省消費・安全局動物衛生課長の釘田でございます。

次に質疑応答の進め方でございます。ご発言される方は挙手をお願いいたします。係の
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者がマイクをお持ちいたしますので、ご発言に先だちましてお名前と所属をお願いいたし

ます。

また、できるだけ多くの方にご発言いただきたいと思いますので、１回の発言は大体２

分以内でお願いしたいと思います。大変恐縮でございますが、１分 30 秒を経過いたしま

したら、事務局でベルを鳴らさせてもらいたいと思います。１つ鳴りましたら、お話のま

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。２回鳴

りましたらば、次の方にマイクをお譲りいただけるようにお願いいたします。

、 、 、行政からの発言 回答につきましては 言葉足らずということでも何でございますので

時間を区切りませんけれども、行政の方も簡潔に説明をしていただくようにお願いいたし

ます。

よろしいでしょうか。それでは、発言される方は挙手をお願いいたします。

では、そちらの男性の方。

○小日山 私、全港湾の小日山と申しますが、消費者の立場から若干質問を申し上げたい

と存じます。時間も限られていますので、簡単に申し上げます。

今ほどの説明、それぞれ流れはわかりました。ただ、私が率直に疑問を感じるのは、い

わゆる危険部位を除去して日本に入ってくるまでの説明があったんですが、問題は 20 カ

月以下の牛、アメリカは１億頭、そのうちの検査対象が２万頭、こういう状況の中で本当

に輸出プログラムをちゃんとやって入ってくるのかどうかというのは極めて疑問に思いま

す。

仮に、今、皆さんが説明されたことが本当にそのまま実行されたとするならば、日本に

入って動物検疫所の検査を受けるということになるんですが、それも書類上の検査ですよ

ね、物も若干開けて見るということですが、本当に病原体があるかどうかの検査は日本に

入ってからはやらないわけでしょう。しからば本当に安全かどうかというのは極めて疑わ

しいと言わざるを得ない、このように考えます。

もう一点は、食品安全委員会がなぜ議論を急いで、パブリックコメント 8,000 のうちの

半分以上が反対という表明をした、そういうことをもっと重く受けとめるべきではないの

か。人の命の問題、こういうことを考えたら、食品安全委員会ももうちょっと慎重にしな

ければならないと思っています。

以上申し上げて、簡単ですが、お願いをいたします。

○引地消費者情報官 ただいま二点ほどご意見をいただきました。一つは、日本に入って
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、 。からの検査の実務は大丈夫なのかと まだまだ不安ではないかというようなご趣旨のお話

それから、食品安全委員会でもう少し慎重に議論すべきではなかったのかというふうなご

意見でございました。

では、食品安全委員会からまずお答えいただきましょうか。

○芦原専門官 食品安全委員会の芦原でございます。ご意見ありがとうございました。

まず一点目として、急いだのではないかというご意見をいただきました。この点につき

ましては、言葉を返すようで大変恐縮なんですが、私どもとしましては、５月から 10 回

にわたりまして、10 月までの間の５カ月間、逆に非常に長いとおっしゃられる方もおら

れるぐらいに慎重に、できる限りの情報を集めまして、中立・公正に審議を尽くしてきた

と考えております。

審議を尽くす際に、皆さんの意見を聞かなければいけないということで、10 月の審議

が終わった後 お話がありましたように 意見・情報の募集をさせていただきまして 8,846、 、 、

という私どもの委員会が始まって以来一番多い意見をいただいたということも事実でござ

います。その意見につきましては、私どもの中できちんと整理いたしまして、すべての意

見について個票まで委員会の先生方全員に見ていただいております。また、どのような意

見がどれぐらいあったのかということについても整理をいたしまして、お話をいたしまし

た。

その上で、どんな審議を進めていくのかは私ども役人が決めるのではなくて、委員会の

先生方が決めることになっております。委員会の先生方にご相談をしたところ、自分たち

は科学的に判断して答えを出すんだと。仮に牛肉は入れない方がいいという意見が多くて

も、あるいは少なくても、それによって答えを出すのを妨げられては困るんだ、自分たち

は中立に科学的に考えたいので、それに基づいて答えを出すのが自分たちの仕事だと。

確かにお話がありましたように、いただいたコメント約 8,000 通のうち、かなりのもの

が取りやめるべきだというご意見であったのは事実でございます。ただ、私どもは意見の

多い少ないで判断をするわけではございませんで、委員会としては科学的な根拠として十

分なものがあるかどうかということで判断をさせていただいたということでございます。

その点についてご理解をいただきたいということで、私どももこうした形でご説明に上が

らせていただいているということでございます。

○引地消費者情報官 続きまして、検査の実務等。

○森田専門官 ＳＲＭの除去に関して不安であるという関連のことでございます。本日お



- 20 -

配りしております資料の 33 ページの参考資料をごらんいください。下の方に、日本向け

輸出と畜施設となっております。どういった施設が来るのかということですけれども、米

国には連邦検査をうけて、取引をする施設は 825 ぐらいありますが、輸入停止前に日本向

けに輸出していた施設はどれぐらいあるのかというと 40 ぐらいです。

今回、輸入再開をした後にどれぐらいの施設から来るのかという見込みですけれども、

我々として聞いているのは停止前と同じぐらいになるだろうと言われています。すぐさま

40 になるかどうかは別ですけれども、それぐらいになるだろうというお話を受けており

ます。そうした形で、米国のと畜場すべてから日本にやってくるのかというと、そうでも

なく、その中のさらに選ばれた施設からやってくるということでございます。

輸出プログラムの米国の遵守体制というのがその上にありますけれども、輸出プログラ

ムに適合しようと思うと、基礎の部分としてＨＡＣＣＰなりＳＳＯＰといった形でいろい

ろな文書を作成しなければならないし、従業員の訓練とか、組織体制を整えなければなら

ない。そういった下地がもともとある施設でないとオーケーされないということがござい

ます。自分たちでも内部で監査をしなければならないし、農務省からも監査を受けなけれ

ばならない。そうした形で、相手国においても政府の監査を受けながら、遵守の確保を図

っていくということでございます。

基本的には、日本向けに輸出される牛肉のプログラムの遵守というのは、その国の政府

がちゃんと保証した上で入ってくると、肉についても、輸出するときには衛生証明書を出

します。その衛生証明書にはプログラムを遵守していることを確保するようなことが書い

てあって、それが保証されていることを政府が保証した証明書を出してこちらにやってく

るということでございます。したがいまして、そこの政府での確保措置がちゃんとしてい

るということを、我が方としては、米国のシステムがちゃんと機能しているかどうか、カ

ナダのシステムがちゃんと機能しているかどうかということを、査察という手段をもって

見てくる。

見てくるのも、向こうで聞くだけではなくて、現場に行ってちゃんとできているかどう

かというのを含めて見た上で確認する。その結果についても、国民の皆様に広くお知らせ

するということを考えているということでございまして、我が国で、その肉を検査できな

いから不安だというわけではなくて、米国なりでちゃんと措置がとれるということを踏ま

えた上での対策であるということをご理解いただきたいと思います。

一点指摘があったのは、肉で異常プリオンタンパク質が検出できないから不安だという
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ようなお話も少しあったんですけれども、今の技術で肉から異常プリオンタンパクが検出

されるというのは、検査で見るというのは不可能であると考えておりますので、そういっ

たところは、実際にと畜をするところでちゃんとした措置をとると、その仕組みをこちら

も見てチェックするというシステムで確保していくというのがこれのやり方だと思ってお

ります。

○引地消費者情報官 そのほか。では、前の緑の服を着た女性の方。

○永澤 消費者の永澤と申します。配布していただいた資料の中に厚労大臣と農水大臣の

諮問内容のペーパーがございました。諮問の中身が、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関するリ

スクの同等性を諮問なさったようです。それに答えて、スライドの資料６ページに食品安

全委員会の評価結果、結論①として同等性を評価するのは困難だという結論を出されてい

ますね。米国・カナダに関するデータが質・量ともに不明が多いので困難だと。しかし、

輸入に関しては、輸入を妨げる科学的根拠がないから輸入を認めることが適当と、三段跳

びのような非常に飛躍した結論が出されていますね。

これは、先ほど質問なさった方が「急いだのではないか。輸入が先にあったのではない

か」と、消費者としても思わざるを得ないです。テレビでも同等性の評価が困難だったと

いうニュースが何回も流れています。それなのに輸入が解禁されたという報道を知った高

校生の息子でさえ「これはおかしいんじゃないの」と言いました。そこの三足跳びぐらい

のところが説明されていませんし、ちょっと不明な点ですよね。それなのに解禁したとい

う判断は変ではないかと思います。

○田上 田上と申します。今と同じ質問なんですけれども、まず何よりも今、日本の国内

、 、 、は ＪＲ西日本の脱線事故とかアスベストの問題とか そして今や耐震強度の偽装問題等

不安だらけの状況にあるわけなんです。日本は本当に大変な状況にあるわけです。その前

に新潟は水俣病もありました。あるいは、薬害エイズの問題等々あるわけですよ。そうい

うことを考えますと、今、日本の国は、政府は責任をもって日本の国民の安心・安全を守

るという重大責任があるということをまずもって自覚をしてもらいたいなと思っているん

です。

今の意見を聞いていましても、私も非常に疑問に思うんですけれども、資料の２の食品

安全委員会のリスク評価について、こんな曖昧な評価でよく輸入を許可するなんてばかみ

たいなことを決定したと思っているんですよ。明確に書いてあるわけでしょう。32 ペー

ジの結論部分に「国内のリスク評価はＢＳＥ対策の実効性等をほぼ明らかにすることがで
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き、これに基づいて評価した。しかし、アメリカやカナダに関するデータは質・量とも不

明な点が多くて、まともに評価できない」と明らかにしているじゃないですか。と言いな

がらなぜ安易に輸入を再開したのか。あなたたちは本当に国民を説得するだけの説明にな

っていないです。

その点を関連の質問として、意見として述べておきたいと思います。

○引地消費者情報官 ただいまお二方に、食品安全委員会での評価についてのご意見と、

それを受けたリスク管理機関での判断についてご意見がございました。

食品安全委員会の方から。

○芦原専門官 ご意見ありがとうございました。まず私どもの答申についてご説明をさせ

ていただきます。32 ページのお話がありましたので、32 ページに基づいてご説明をさせ

ていただきます。

５の結論というところでございますけれども、お話ありましたように、二つ目の段落の

ところで 「データの質・量ともに不明な点が多い」と書いてございます。おっしゃると、

おりです。これは私どもも確認いたしました。また 「管理措置の遵守を前提に評価せざ、

るを得なかった」と、これについても、そもそもそういった前提に基づいて諮問を受けま

したので、前提に基づいて考えればどうなるのかというのが私どもの仕事です。

答えとして 「困難と言わざるを得ない」というのは、私どもの普通にやっております、

ほかの部分の答申の場合には、定量的な評価というものをいたします。科学的にデータを

集めまして、きちんと量としてとことんまで突き詰めて出すというのが私どもの普通の仕

事です。それが今回の場合は難しかったと。

○田上 「科学的にやった」と言ったじゃないか。

○芦原専門官 ですから、そこで科学的にやる際には、私どもだけではなくて、ＥＵもそ

うです、アメリカもそうですが、定量的にやるのが難しいときには定性的にやるという方

法がございます。これは国際的にも認められております。その意味で、今回は、国際的に

認められている定量的なやり方が難しいのであれば、これも同じように国際的に認められ

ている定性的なやり方をとったということでございます。これは舌足らずな言い方で大変

申しわけありませんが、私どもは今回定性的なやり方をとりました。

、 、 、 、その上で 今回 アメリカの牛肉がそのまま 今までの状態で入ってくるのではないと

輸出プログラムを通して入ってくるんだということで、私どもは諮問を受けております。

その輸出プログラムがきちんとできたと、できるのであればどうなんだと聞かれたわけで
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すので、私どもとしては輸出プログラムがどんなものが入っていて、どんなことが行われ

るのかというところを徹底的に情報を集めて判断いたしました。その上で、私どもとして

は輸出プログラムが守られるのであればリスクは小さいというところを、二番目の段落の

一番下のところで結論として出したわけでございます。

そういった形で今回の結論は出ておりまして、非常に読みづらいというのはおっしゃる

とおりですので、今回こういった形でご説明をさせていただいているわけですが、一つは

定量的な分析という、一番科学的と言えるやり方をとることができなかった、そこが難し

。 、 、 、かったのはおっしゃるとおりです ただ 私どもとしては データは徹底的にとりました

情報ももらいました、その上で定性的なやり方で答えを出したというのが今回の答申でご

ざいます。その点についてはどうぞご理解をいただきたいと思います。またご説明をさせ

ていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

○釘田課長 つけ加えまして、リスク管理側の考え方ですが、私どもとしては、食品安全

、 、委員会のリスク評価を受けて それを踏まえた管理措置をとるということでございまして

今、議論されている輸出プログラムが遵守されれば、リスクの差は非常に小さいという結

論を受けて、このプログラムをしっかり遵守させて輸入再開という決定をしたところでご

ざいます。

したがいまして、今ご議論がありますように、わかりにくさというのはいろいろご意見

もいただいていまして、そういう面があろうかと思いますけれども、問題はこのプログラ

ムをきちんと遵守できるかどうか、遵守させられるかどうかという点だと思います。その

点については先ほど来ご説明しておりますように、基本的には輸出国政府がきちんとそう

いうシステムを構築して日本向けのために特別にやるわけです。

ですから、まだアメリカ・カナダともやっていない、こういう仕組みを構築してやりま

すよという想定の中でやっておりますので、リスク評価の段階では「科学的な評価が難し

いと言わざるを得ない」という表現があるんですけれども、それがしっかり守られればリ

スクの差は小さいというわけですから、私どもとすれば輸出国側にきちんと遵守させると

いうことをしっかりやっていきたいということです。その手法は、先ほど申し上げました

ように、輸出国がきちんとやっていることを査察によって確認する、また水際でもしかる

べく必要なチェックをしていくということによって十分できると思います。

以上です。

○引地消費者情報官 では、まずこちらの男性の方、その次にその女性の方。
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。 、 、○伊藤 生産者の伊藤と言います 農水さんにちょっと 質問の形になるんですけれども

肉用の牛と乳用の牛とあります。それで、今、牛ＢＳＥが出ましたという形で発表されて

おりますけれども、それだけだと国民に不安を与えると思うんですよね。肉用牛からＢＳ

Ｅが出ました、乳用牛からＢＳＥが出ました、そういう形で整理した方が。消費者で食べ

る牛はみんなＢＳＥに関係あるんだろとかと思ってしまう部分があると思うんです。それ

と、アメリカ・カナダ、日本で結構ですけれども、肉用種から出たＢＳＥというのは何頭

中何頭あるのか教えていただきたいと思います。

それから、けちをつけるわけではないんですけれども、18 ページは豚の耳ではないで

しょうか。牛の会議のようなんですけれども、それだけちょっと気がつきましたので、直

していただきたいと思います。

○釘田課長 肉用牛、乳用牛の話ですが、正確に覚えていないところもありますが、カナ

ダでは 2003 年５月にカナダ産の初めてのＢＳＥが確認されていますが、これはアンガス

種という肉用牛だったと思います。その後に、暮れですか、2004 年の年明けだったです

か、確認されましたが、これもシャロレーという肉牛です。もう１頭いましたが、それは

ちょっとはっきり覚えていません。あと、アメリカで 2003 年 12 月に見つかったのはカナ

ダから輸入されたホルスタイン種です。さらに、ことしの６月に確認されましたのは、テ

キサス州で飼われていた肉用牛の繁殖牝牛です。ですから、日本では今まで乳用種、いわ

ゆるホルスタイン種しか見つかっておりませんけれども、北米では肉用牛に見つかってい

るというのが実態でございます。肉用牛はＢＳＥはかからないということはあり得ないわ

けでして、飼養形態によってそのリスクの程度が違ってくるということだと思います。

○伊藤 国内ではホルスタインだけだということですね。

○釘田課長 日本の国内ではこれまで 21 頭のＢＳＥが確認されておりますが、これはホ

ルスタイン種だけです。そのことはちゃんと公表してあります。

カナダの写真は豚のように見えるというご指摘ですが、牛の耳だと私も思います。写真

ですので、確認は難しいんですが。

○伊藤 このあれからすると、英語のプレートがついていますよ、もし牛なら。デカいプ

レートがついているはずですよ。写真のバランスからして。

、 。○釘田課長 これは本当の耳というよりサンプルなのではないでしょうか 模型か何かの

ついているのは、電子耳票ですから、日本のやつはちょっとタイプが違います。

○引地消費者情報官 それでは、先ほどの女性の方。
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○赤沢 私は、新日本婦人の会に入っているんですけれども、消費者の立場からきょうの

説明会に参加させていただきましたアカザワと申します。

まずきょうの説明会ですけれども、牛肉の輸入が再開されるということはテレビ等でい

よいよということになって、どういう形でそういうところに参加して意見が言えるのかと

思っていたんですけれども、こういう会議の宣伝をできればもっと多くの人たちが参加で

きるような方法を考えてもらいたいというのが一つ。

そして、説明のところでも、アメリカ・カナダの飼料規制についても、日本と違って問

題があるというところでさえ皆さんの説明もいろいろで、例えばＢＳＥ検査の対象につい

ても不十分だ、それから、表示のことについては来年の 10 月以降に義務付けられると、

説明の部分でも非常に言い訳的というか、自信を持ってというところが見受けられないと

、 、 、 、いうことからもして 今回の再開について すき焼きとかハンバーグ カレーライスとか

子どもたちは肉が入ったものは大好きなんですけれども、そういうものにＢＳＥ汚染が心

配なアメリカ産の牛肉が使われている。これに対して私は許せないと思っています。

厚生労働省のウィルス感染調査研班の人が既に４年前に、日本人のほとんどがＢＳＥに

感染しやすい遺伝子を持っているという事実を報告書に出していますよね。日本は 2001

年にＢＳＥ感染牛が発見されて以来、翌月からすべての牛のＢＳＥ検査を実施して、しか

も異常プリオンがたまる可能性のある部分を焼却処分してというふうにして使用を禁止し

ています。アメリカはそうではないわけです。そこをきちっと日本の国民の命と安全を守

、 、 、るという国の皆さんの立場から 私自身 子どもや私たちの命を守るという基本の部分で

食べ物というのは何よりも安全であるということが一番基本に置いています。

そういう意味では、再開に踏み切った部分で、資料とか不十分さがある。さっき消費者

の立場でお話があった皆さんと同じように、先に輸入ありきというところで押し切ったと

いう部分であえて意見も含めて言わせていただきたいと思って発言しました。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。

冒頭に、こういった会の持ち方ということで、私、リスコミ担当をしている者でござい

ますが、リリースさせていただいたのが 12 月８日だったんですけれども、通常、私ども

の出先機関から消費者団体の方々、あるいは、事業者さんの方々に流させてもらうと同時

に、ホームページやら、一番多く皆さんがごらんになっているのは新聞紙上で 「こうい、

うのがあるんだ」ということでお知りになったのではないかと思います。

私どものこういった会合が今後とも設けられると思うんですけれども、新聞紙上で新潟
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では何日にこういうのがあるという記事をごらんになりましたら、私どもの農政事務所が

新潟にありますので、詳しい場所とか時間等はそういうところにご照会いただけるとあり

がたいと思います。電話帳に農政事務所が載っていると思いますので、すみませんが、そ

ういう対応でお願いいたします。

今、いろいろなお話をいただきましたけれども、それでは。

○釘田課長 飼料規制の問題について、先ほど説明が不十分だった点もあると思いますの

で、補足いたします。飼料規制、日本がやっていることに比べてアメリカ・カナダは不十

分だという説明をしました。そのことはよく知られております。私たちは別に言い訳をし

ているわけではありません。現実をきちんとご説明しているわけです。不十分だからもう

ちょっと強化する必要があるということをきちんとアメリカ・カナダにも申し上げていま

す。

ただ、現状、我々日本に比べで不十分な飼料規制の下であっても、そういう実態を踏ま

えてリスク評価をしていただいて、全体としてみればリスクの差は非常に小さいという評

価をいただいているということが重要なわけです。飼料規制というのは基本的に牛から牛

への病気の広がりを断ち切るためにやっている措置です。これは人間に対する食のリスク

とは、全く関係ないとは言い切れませんけれども、直接関係あるものではありません。で

すから、ＢＳＥの病気を広げないための対策というのは、食の安全確保の対策とは分けて

考えなければいけません。

例えば、かつてのイギリスのように病気が国内に蔓延し切ってしまったような国と、日

本あるいはＢＳＥがないと言われているオーストラリアのような国で、全く同じ措置をす

べての国がとらなければいけないということはないわけですね。リスクの程度において対

策はとるわけです。ですから、アメリカがとっている対策を私たちはちょっと不十分だと

思いますが、彼らは彼らなりにきちんとリスク評価をして、今ぐらいの飼料規制であって

も、これ以上病気が広がることはないという判断をしているわけです。その判断について

は議論のあるところです。

ただ、今のような飼料規制でアメリカでどんどんＢＳＥが増えるような状況にはないと

いう点は、私たちも同じような認識をしています。ですから、飼料規制がやや不十分だと

いうことと、食品の安全性が確保されていないのではないかというのは、別問題です。そ

こは分けて考えていただきたいと思います。

○森田専門官 ＢＳＥの検査に関して若干ご説明したいと思います。我が国で全頭検査、
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全月齢の検査を導入したのは平成 13 年 10 月です。なぜ導入したのかというのは再三ご説

明をしておりますが、一点は、その当時初めてＢＳＥの感染牛が見つかって、国内的に大

きな影響があったと言いましょうか、かなり大きな問題になっていたということと、その

当時、月齢を確認する、これは何カ月齢だということは確認できないといった状況があっ

て、緊急的な対応として全月齢すべての牛についてＢＳＥ検査をしようという話をしたわ

けでございます。

その後、約２年ちょっとたって食品安全委員会が設立されて、その当時の知見を合わせ

て国内対策、どうあるべきかというのを科学的見地からプリオン専門調査会でご指示、ご

議論いただいて、昨年の９月に中間取りまとめという形で、国内対策の見直しの方向をご

提言いただいたということだと思います。その中では、おっしゃられたように、日本人の

遺伝子型、欧米人と比べて感染しやすいのではないかということも織り込んで、評価をい

ただいたと理解しています。実際に書いております。

その９月の中間取りまとめを受けて、国内対策の見直しをどうするのかというのは、ま

、 、 、た意見交換会を踏まえた上で 検査対象月齢を 21 カ月齢以上にするということで 再度

食品安全委員会に諮問して、見直すことについては、全頭検査をずっと続けることと、21

カ月齢以上のみを検査するという対応をとったときのリスクの差は極めて小さいというよ

うな評価結果であったので、今年の８月から基準としては 21 カ月齢以上の検査であると

いうことで、厚生労働省の省令になっていますが、そういった省令の改正をしたというこ

とになっております。

今、20 カ月齢以下のものについても、都道府県において検査は自主的に自分たちでや

りますというところがあれば、補助をするということをしております。ただ、この補助に

つきましても、国内対策の見直しをする意見交換会の中で見直すべきだという意見もあっ

た反面、やはりこれは不安なので続けてほしいというような意見もあった。そういったこ

とを踏まえて事実上の困難を回避するといったことも含めて、自主的にやられるというこ

とについては補助していこうと。暫定的な措置、経過措置ですけれども、３年間を目途に

やっていこうということで、今、補助を続けていると。いわゆる経過措置の段階であると

理解しています。ですから、我が国で基準上どこからしなければならないのかという義務

的なところは、21 カ月齢以上に切り替わっているというところだけは押さえていただき

たいということでございます。

そして、米国・カナダについては、20 カ月齢以下ですので、例えば検査をしないとし



- 28 -

てスタートしても、我が国の基準からいけばそこは不整合にはなっていないという状況で

あるというふうに思っております。

○引地消費者情報官 そのほかございますか。では、一番前の方。

、 「 」 。○小林 今年 モニターをさせていただいています 新潟モニター６ の小林と申します

今は主婦です。消費者の立場です。安全・安心に暮らせる社会になってほしいというこ

とは、皆さまと同じです。

米国バーガーの包み紙をコピーを農林水産省に送ってみようかなと思いながら、まだ送

っていない状態です。

、 「 」 。米国の食堂に入りますと 日本人は 食べづらいローストビーフだな と思うようです

「ＴＶ情報は、新潟の農政局に」という話が先程ありましたが、昨日ＢＳＮテレビの１

８半頃の、給食に輸入牛肉を使用するか否かという話題がありました。

外食産業で良く使用されていると新聞には出ていましたが、新潟では、県産の牛肉では

不足なのか、お聞きしたいです。

先日、カレー用の肉を購入しましたら、オーストラリア産の牛肉でした。今、私の母校

の中学に（短期）留学生のオーストラリア人の生徒がおられます。牛と関係があると思い

ました。

見た目のカラーがすごく濃いです。

肉に対するカラーの識別チェックがあるか否か、あと、カラーに関して、今、現在、ど

ういうふうに考えられていますか。

、 、 、○引地消費者情報官 学校給食と 新潟県での輸入牛肉の数字はわかりますか それから

肉の色についてのお尋ねでございます。

まず、肉の色の方を。

○釘田課長 私は肉質の専門家ではないのできちんとしたご説明はしにくいんですが、牛

の飼い方、例えば餌によっても肉色は影響を受けるでしょうし、肉になったときの年齢、

あるいは品種、そういったもので影響はあると思います。日本で飼われている牛の品種の

間でも肉色がやや異なるというのはよく言われていることですので。それと食品の安全性

の問題というのは全く別問題だと思います。きょうはきちんとしたご説明はできませんけ

、 、 、れども 品質なり嗜好という意味では 消費者にとっては大きな関心事項だと思いますが

安全という意味では肉色は直接問題にならないだろうと思います。

それから、学校給食の問題は、基本的には自治体で考えられることなのかもしれません
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が、私どもとして言えることは、米国産牛肉についての安全性はきちんと確保された形で

輸入されます。ですから、心配だから、不安だからといって、学校給食では使わないとい

うことをおっしゃるのはいかがなものかなと思います。むしろ食育と言いますか、食の安

全性を教育することが大事な世界で、理由もなくこれは食べちゃいけないよというのは、

どうなのかなというふうに思います。きちんと安全性が確保されていることを、私どもも

不十分な点はこれから重ねてきちんとご説明をしていきたいと思いますし、そういうこと

を学校の子どもたちにも理解してほしいなと思います。

米国産牛肉が新潟県でというのは、少なくともこの２年間は輸入がとまっていましたの

で、ほとんどないはずです。今後どうなるのかというのは、数字的なことは県別の統計と

いうのはなかなか、国内に入ってきてからの流通は国別にはちょっと難しいのではないか

と思います。

○森田専門官 肉の色の話でございますが、米国で生理学的成熟度での判定を 51 段階ぐ

らいでするということでございます。米国のシステムですので、米国のシステムの中で肉

の色と骨化の状況、この二つの状況を総合的に判断して、Ａのなんぼ、Ｂのなんぼという

ような形で決めていくということです。おっしゃるような肉の色というのはありますけれ

ども、それを豪州産に適用できるのか、カナダ産に適用できるのかというと、これはまた

別の話になります。あれはあくまで米国のシステムであると、米国の飼養法、形態の中で

のシステムであるというふうに理解しているということでございます。

それから、検疫所での新潟の統計を見られたということでございますが、検疫所は検疫

所で出されるんですけれども、県内に肉が流通するとどうなるのかというと、東京で通関

したものがどんと新潟に来るということは、国内流通ですので、そこはフリーにされます

から、実際に県内にどれだけ流通しているのかというのはなかなか把握できないのではな

いかなと思っております。

以上でございます。

○引地消費者情報官 では、こちらの男性の方。

○渡辺 外食産業に携わっている一人でございます。先ほど皆さんの説明の中で、現在の

検査手法では輸入した肉を検査しても検査はできないとおっしゃったわけでございます。

私ども外食産業をしておりますと、食中毒等で一発で、どういう経路の菌でどうなったの

かはすぐ判明します。できましたら、検査精度の技術を高めていただくことがいいのでは

ないかなと。
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ＢＳＥは、素人考えでございますけれども、細菌による伝染病ではございませんね。先

ほど飼料関係にというお話がございましたけれども、私どもの認識では牛、馬は牧草で育

つという基本的な考え方がございますが、いつの時点からはわかりませんけれども、牛は

肉食類になったわけですね。肉骨粉によってＢＳＥの病原体の原因だと私どもは理解して

いるんですけれども、そのほかに、ＢＳＥの病原体がどういう状況で発生するのか、これ

をお聞かせ願いたいと思います。

今ひとつは、輸入の条件として肉骨粉を食べている牛は輸入しませんよという条件で、

日本国の肉の飼料についての全量が確保されるのかどうか。

この二点でございます。

○釘田課長 まずＢＳＥがどういう形で発生するかということですが、今広く受け入れら

れている理論というのは、ＢＳＥの病原体はプリオンというタンパク質だと考えられてい

ます。これは一般的には牛の餌から摂取されて、腸間で吸収されて、それが長い年月をか

けて最終的には脳とか神経系統に蓄積されるということが言われています。ですから、か

つてイギリスで肉骨粉を牛の餌として使っていたときに、プリオンが混入して、牛での大

発生につながったと。それが世界に広がったわけです。

○高野 今回、米国からの強い要請があって、その圧力の下で今回これだけ早くなってい

るのかと私どもは思わざるを得ません。そこについては政府がきちっと国民の安全・安心

を守っていくという姿勢に立ち戻っていただきたいというお願いをしておきたい。

査察についても、どれだけの時間がかかるんだろうかというのがあります。

以上二点についてご説明いただければと思います。

○引地消費者情報官 表示の問題と査察の問題。

○釘田課長 最初に予防原則のお話がありました。私どもも食の安全・安心を確保する立

場でいろいろな措置をとっております。基本的にはそういった予防原則というような考え

方を私どもは持っております。例えば、今回、米国産牛肉、カナダ産牛肉を、よく言われ

るようにアメリカで１頭だけでとめるのはやりすぎだという議論を彼らはしましたが、我

々はまさに予防原則でとめているわけです。これが、先ほど説明があった暫定的な措置で

す。ただ、これをずっと取り続けることは今の国際ルールではできません。科学的な証明

なりリスク評価に基づいた措置をいずれとらなければいけないわけです。ですから、今回

の措置もその一環だということになっています。

それから、表示の問題ですが、加工食品の制度ができたのは昨年でして、約２年間の経
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過期間を置いております。すぐやればいいではないかというお気持ちはわかりますが、事

業者にとってはその仕組みを構築するにはそれなりの時間も必要だということはご理解い

ただけるのではないかと思います。ただ、実態としてかなり先取りしてそういう表示は行

われております。加工食品といってもすべての食品ではございませんで、加工度の低い食

品 20 食品群ですが、ものによってばらつきはありますけれども、もう既に高いものは７

～８割が表示がなされているという実態がございます。まだなされていないところも来年

10 月まではそういう義務化に対応して取り組まれるということだと思います。

それから、最後に査察の問題ですが、査察というのは、先ほど来繰り返しご説明してい

ますように、輸出国側がきちんと遵守する責任を負っているわけでして、そういう仕組み

を彼らは構築しているわけです。これは輸出国の政府が責任を持つ仕組みです。それを我

々としても念には念を入れるという観点、あるいは、日本の消費者にきちんと説明すると

いう立場で、必要に応じて現地まで行って確認をしているわけです。その中で問題があれ

ば、もちろん指摘をして直させます。そのための査察でございまして、日本の専門家が査

察をしなければ輸入を認めないという仕組みではありません。

これは、アメリカの仕組みが有効に機能していることを確認するために、今年行って１

、 。回見て終りというのではなくて 来年以降も定期的に見に行くという仕組みでございます

ですから、既にもう一部、牛肉の輸入が始まっておりますけれども、そのことについては

問題はありません。それから、今、アメリカとカナダに査察に行っておりますけれども、

アメリカでは 10 施設、カナダでは４施設ほどを見てくることにしております。すべての

施設ではありませんが、来年以降も引き続き査察チームを派遣します。先ほどの表にあり

ましたように、アメリカは当面 40 施設ぐらいが輸出プログラムに入るのではないかと言

われていますから、それぐらいの施設については来年の春ぐらいまで全部査察をしたいと

考えています。

○引地消費者情報官 それでは、グレーのお洋服を着ている女性の方。

○鈴木 消費者の立場から発言します、鈴木といいます。先ほどそちら側に座っている方

が学校給食は食の教育だと言って、だからアメリカ産、カナダ産の牛肉を使ってもいいの

ではないかというお話がありましたが、それに対して反論いたします。

学校給食は確かに食の教育です。だから、学校給食で使われる食材というのは安心なも

。 、 、のという大前提です 子どもたちが食べる これはもちろん新潟市の未来の子どもですし

日本の子どもたちです。だから、安全ということは大事で、学校給食に責任を持っている
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自治体はそこを第一に考えるべきなので、今、いろいろな方からのお話もありますけれど

も、資料を見たりお話を聞いても、本当に安心はできないと感じている人が多いのではな

いかと思うんです。そういう中での学校給食に輸入の牛肉を使うことに私は絶対反対しま

す。

それからもう一つ、加工食品のことです。目に見えるものはいいんですけれども、例え

ば、牛肉もエキスが輸入されていたり、医薬品とか私たちの化粧品なんかでも一部使われ

ているとか、いろいろなところで使われているので、今どれくらいそういうもので日本に

輸入されていて、それに対するお考えはどうなのかをお聞きしたいと思います。

○釘田課長 まず学校給食の問題ですが、私たちが学校給食に何を使うかを決める立場に

ありませんので、深入りはしません。ただ、我々は食の安全・安心を確保するために皆さ

んとこういう対話もしながらいろいろな措置をとっているわけですけれども、安全の問題

と安心の問題というのは、ある意味では分けて考えなければいけません。安全というのは

科学的にきちんと保証されなければならないものです。

安心というのは、ある意味では心の問題、気持ちの問題ですから、幾ら安全だと言われ

ても受け入れたくない、食べたくないと、これはある意味では個人の自由ですので、選択

の自由があると思います。ですから、先ほど私か申し上げたのは、科学的には安全が確保

されたものが輸入されているんだということを教育の現場でもきちんと言っていただきた

いなという気持ちを込めて言いました。それを選択されるかどうかは別の問題だと思いま

すので、その問題はこれ以上申し上げません。

あと、牛肉エキスとか加工品の輸入の問題がありましたけれども、先ほどの説明にもあ

りましたように、とりあえず今回のアメリカ・カナダからの輸入というのは、いわゆる肉

と内蔵に限られておりまして、エキスとか加工品は輸入されません。そのことだけ説明し

ておきたいと思います。

○森田専門官 化粧品なども牛の原材料が使われるのではないのかということでございま

すけれども、化粧品に使われる原料については、牛といった反芻動物の特定のＳＲＭとい

うような部分は使われないようにということで、原材料を例えば豚に変えるとか、医薬品

なり化粧品をつくっているメーカーがそういった変更をしながら使っている。要するに我

々で言う問題のあるようなものが使われないような対応はされているということでござい

ます。

○引地消費者情報官 では、こちらの方からどうぞ。
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今、お手を挙げましたか。では、その次にお願いします。

○渡辺 最近、トリインフルエンザが、今までトリとトリのやりとりであったものが、人

間社会にも入ってきました。このＢＳＥは将来そういうことはないんでしょうね、人間社

会に入ってくる。病原体の発生が違いますから。先ほど申し上げましたように、細菌の伝

染病とは違うので、トリのインフルエンザと同等には考えにくいと思うんですけれども。

以上です。

○釘田課長 病気にはいろいろな病気がありますし、その病原体もいろいろなものがござ

います。トリインフルエンザというのはウィルスによる感染症です。病気によっては、あ

る特定の動物しかかからない病気もありますし、それが人間にもかかる病気がございまし

て、そういうものは人と動物の共通感染症ということで、例えば狂犬病みたいなものも人

間にもかかります。そういう病気もたくさんございます。

ＢＳＥというのは、まさに人と動物の、もともとは羊とか牛しかかからないだろうと思

われていたんですが、その後、人間にも感染が起きているということがわかりまして、今

まではプリオン病、これはプリオンというたん白が原因になる病気なんですが、人にもか

かるという意味では、人と動物の共通の感染症だということが言えると思います。

○引地消費者情報官 それでは、真ん中の方。

（ ）○内山 私は食肉販売業 過去に食肉生産を７年にわたり国内と豪州で経験を持っている

をやっている内山と申します。ただいま皆様のご意見をお聞きしていて、学校給食では使

っていただきたくないというご意見やら、まだまだ消費者の方にｈｓ不安がいっぱい残っ

ているということでした。その中でアメリカ産牛肉はもう空港や港に入船してきているわ

けです。これを私もやめてくれというわけではございませんけれども、平成１３年１０月

にＢＳＥが発生したときは、私は日本の和牛の生体牛を豪州で生産し輸出・輸入を自社で

行っておりましたので牛肉専門という看板を掲げて関西と地元新潟を中心に販売しており

ました。国内でＢＳＥが発生したときにＢＳＥの発生のまったく危険のない国で生産して

いた私達の牛肉もまったく売れない状態になりました。関西のスーパーに販売している食

肉卸売業者からも牛肉の販売不振で取引停止、地元のホテルでは「うちのホテルでは一切

牛肉は使用しておりませんので、安心してご宿泊をお願いします 」といったようなアピ。

ールがありました。その時、我々は倒産寸前にいたるところまできました。金融機関にお

いては融資の貸しはがしなどにより運転資金の悪化などで非常に苦しい経営がＢＳＥ発生

以来続いております。ようやく国内でも全頭検査という消費者に安心していただける検査
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体制が確立され牛肉の消費も元に戻りつつある中でアメリカ産牛肉の輸入再開は輸入した

分の偽装問題再発などの不安が消費者に再度不安をもたらしてしまうのではないかと思わ

れますが、その点について回答お願いします。

○釘田課長 ご質問の趣旨がよくわからなかったところもあるんですが、確かに国内でＢ

ＳＥが発生したときには、国内の流通も大混乱しましたし、消費者の信頼を失ったという

ことで、大変な問題だったというのは記憶に新しいところです。今、私どもがこういうふ

うに説明会を開催していますのも、そのときの経験を踏まえて国の食品安全に関する組織

も変わりました。きょう一緒に来ています食品安全委員会ができまして、独立に食品の安

全についての評価を行うと。そして、厚生労働省、管理側はそれとは分けて、科学的な評

価に基づいたリスク管理の措置をとるということが行われるようになったのも、このＢＳ

Ｅ問題を契機にしているわけです。

先ほども言いましたが、安心の問題というのは科学とはちょっと違った面がありますか

ら、なかなか理屈だけではいきません。ですからこそ、こういう形でできるだけ対話をし

て、お互いに理解を深める努力が必要なんだと思います。我々もこういうところに来て、

ここで 100 パーセント理解していただけるとは思っていません。いっぱい批判をいただい

て帰りますけれども、こういう場をたくさんつくることが大事だと思っています。ですか

ら、きょうすべて理解してくださるとは思っておりませんけれども、今後もこういうご説

明の場には、機会があればたびたび来させていただきたいと思っています。

それから、偽装の問題というのはどのように……。

○引地消費者情報官 今おっしゃったのは、原産国表示の問題ですよね。オーストラリア

と書いてみたり、アメリカと書いたり、国産とか、そういう問題ですよね。おっしゃると

おり、今、生肉は全部、国産あるいは原産国表示をしなければいけないということで義務

化になっていますのので、必ず書かないといけないですよね。問題は、今までも、おっし

ゃるようにアメリカ産のものを国産と偽ったりということがあったということだと思いま

す。

私ども農水省といたしましても、こういった不正表示の問題は今までも監視を行ってき

、 、たんですけれども 今回こういった牛肉に対する消費者の関心が非常に高いということで

原産地表示について徹底を図っていきたいと思っています。仕入伝票からいろいろチェッ

クさせてもらって、いわゆる偽装表示がないような指導を強化していきたいと考えていま

すので、ひとつよろしくお願いいたします。
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司会が発言して申しわけございませんけれども、そうやっていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

それでは、一番前の方。

○大下 消費者の大下と申します。このＢＳＥの問題について私はテレビでしょっちゅう

見ているのですが。私たちの生命と財産を預かる国の対応自体がすごく無責任だと思うん

です。ということは生後２０ヶ月の月齢については９０００万頭から１億頭もある国から

輸入するんだから、日本のように生年月日もわからない。それはあくまでも肉質というか

骨化というんですか、そういうもので判断するんだとか、特定の危険部位の除去について

もアメリカとカナダが責任を持ってやるんだから大丈夫なんだという説明だったと思いま

す。

しかし、先だってアメリカの消費者団体が農務省に情報公開をしてくれということで情

報公開してもらったところ、危険部位の処理が１０００件以上も違反していたというよう

な情報公開をされたということを聞かせていただいたんですが、そういうように自分の国

民の食の安全と生命財産を守るのに相手の国の検査体制を信用してあなたまかせの行政

は、今の国土交通省の姉歯の同じです。検査機関が素通りしていくというような感じで信

用できないです。ですので、そこら辺をもう少しきちんと説明をしていただくということ

が１点。

それから、食品安全委員会の８月か９月だと思うんですが、プリオン部会の会長さんと

いうか座長さんが「月齢とか危険部位の処理の仕方によっては、我々としてはオーケーを

出すわけにはいかないからということでやめさせてくれ」と言ったら 「会議に出なくて、

もよいから籍だけを置いといてくれ、そうでないと食品安全委員会が崩壊していくから」

というような情報を聞かせていただいたんですが、そこら辺の真偽のほどを、お願いした

いと思います。

○引地消費者情報官 わかりました。それでは、例の 1,000 件ほどの不適切な処理があっ

たということについて。

○森田専門官 情報公開をして、1,000 数件、1,036 件と記憶しておりますけれども、そ

うした不遵守の状況があったという話でございます。我々としてはこれは米国のシステム

の一つであると思っています。というのは、米国においてはＢＳＥに関する新たな規則を

入れたわけです。

例えば、検査官が施設に常駐していると言っていますけれども、そうしたところで何か
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、 「 」 、不適当な事態が起こっているのを見たときには 日本だと やりなさい と言って直して

いいじゃないかとなるんですけれども、米国の場合はそうではなくて 「やりなさい」と、

。「 、 」 。紙を交付する どうやったんだ 直ったのか というのをちゃんと見た上で出してくる

出す紙が情報公開になって、1,036 件ありましたというような形でございます。

あくまで米国のシステムは、何か指摘をしたときには必ず文書を出して、改善をチェッ

クしてやる。紙を出すだけではなくて、物が本当に駄目だと思ったら、この製品を出すな

と言うこともできますし、実際に施設の操業をとめろということもやっているわけです。

ですから、こういったシステムとして 1,036 件確かにあった。それは食肉の措置施設だけ

ではなくて、カットしている施設も含めて 6,000 件施設ぐらいある中で、1,036 件だった

。 、と これもある一月ということではなくて１年か１年半ぐらいだったと思いますけれども

それぐらいの期間の中でそれだけのものがあったということであります。

我々としては、システムとして非常に危機的な状況にあるというものではなくて、米国

のシステムとしてちゃんと機能していたものなんだというふうに理解をしています。要す

るに改善がどんどん行われている結果なんだと理解しています。

○引地消費者情報官 安全委員会からお願いします。

○芦原専門官 私の方からお答えします。プリオン専門調査会のお話をいただいたと思い

ます。プリオン専門調査会で専門委員をされている品川先生のお話をされているのかと思

いますが、品川先生について報道があったことは私どもも伝え聞いております。ただ、そ

ういった事実があったかどうかについては、私どもが委員長等に確認した限りでは確認は

できておりません。

まず第一に、プリオン専門調査会は役人ではございません、個々に独立した科学者でご

ざいます。科学者の方が個々にどんな見解を持たれるかということについてまで私どもは

規制はいたしません。自由にご議論いただくというのが私どもの姿勢です。ですから、私

どもとして、委員長と同じ意見を持っていないというだけでその委員を首にしたりはしま

せん。そういった方は何人かおられます。ただ、プリオン専門調査会は審議を公開してお

りまして、公開の場で喧々諤々の議論をしていただきます。その上で結論を出したという

ことでございまして、今回のプリオン専門調査会は 10 月 31 日に最後の結論を出しました

が、そのときには皆さん合意をしていただいたということは議事録などでご確認をいただ

くことができると思います。

以上です。
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○引地消費者情報官 お約束の時間も迫ってまいりましたので、最後、二、三の方にご質

問、ご意見があれば。

では、こちらの端の赤いお洋服を着た方。それから、こちらでどなたかおりませんでし

ょうか。では、そちらの方。最後に、一番前の方にお願いいたします。

。 、 。○時田 一つだけお伺いします 私 新潟市で飲食業を経営しております時田と申します

今回、輸入解禁に当たって、月齢が 20 カ月以下となっています。その 20 カ月以下という

特定方法が、軟骨の骨化と肉色であると資料に書いてあるんですが、これは誤差はないん

でしょうか。日本で感染牛が見つかったのは 21 カ月で発見されていますよね。今回の輸

入解禁に当たって 20 カ月以下、この１カ月の差、19 カ月と 20 カ月、１カ月の差は、肉

の色、この二つのことで判別できるんでしょうか。21 カ月と 20 カ月でそれは判別できる

んでしょうか。その辺をお伺いしたいと思います。

○釘田課長 お手元の資料の 35 ページと 36 ページにデータがついておりますけれども、

そのことについてはアメリカ側の専門家と日本の専門家を交えて、昨年の暮れから今年の

１月にかけて大分議論しました。誤差があるのは当然です、生き物ですから。その誤差を

織り込んだとしても、20 カ月を超えるものが混ざらない基準をつくろうということで、

こういうデータをもとにつくられたのがＡ 40 という基準です。

細かい数字ですが、表を見ていただきますと、Ａ 40 には 17 カ月齢以下の牛しか含まれ

ていないんです。そういったデータをもとに統計の専門家、あるいは、肉質の専門家、そ

ういった方々のご意見も聞いて、このＡ 40 という基準であれば、いろいろな個体のばら

つき、あるいは、牛の飼い方、品種によっていろいろ違うではないかというのは、もちろ

んそのとおりなんですけれども そういったばらつきがあったとしても Ａ 40 であれば 20、 、

を超える牛は混ざらないという検証結果を踏まえてこの基準を採用しています。

ただ、統計的に言えば、これはリスクがゼロでないのと同じで、100 パーセント入らな

。 、 、いということは言い切れません ですから これは引き続きそのデータを蓄積していって

万が一将来問題が起きればこの基準の見直しといったこともあり得るだろうと思っていま

す。しかしながら、当面は非常に信頼性の高い基準だと思っています。

○引地消費者情報官 前の方。

○市古 北陸農政局のモニターをしています市古と申します。

と殺をして、それ以降検査官がしっかりついて、しかも日本向けの輸出システムまで組

んでやるわけですけれども、それ以前ですね、つまり農家とか農場の段階でもう少しトレ
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ーサビリティと言いますか、履歴をはっきりつかむことができるようになれば、日本とほ

ぼ同等なリスクだということがはっきりしてくるのではないかと思うんです。ここら辺も

不明朗な点の大きな分野だと思うんですね。

ですから、自然を相手の牧畜だと、日本の５倍だ 10 倍だという頭数なので、とても手

に負えないんだ、だからできないんだということで、ほとんど手がつかずと言いますか、

ただ入っているのは、19 ページだったですか、その群の最初に生まれた年月日がすべて

の牛の生年月日にするんだと、一項目入っていましたが、それ以外に、例えば餌とかいろ

いろなことがあると思いますが、そういうところの不明朗な点をもう少し透明にすれば、

日本と同等のリスクにやや近づくわけです。あるいは、同等になればこういった不安も、

「なるほど、そうか、今、我々が日本産のものを食べている牛とほぼ同じじゃないか」と

いうことになろうかと思うんです。

そこら辺の農場、農家から殺場に入ってくるまでの行政指導と言いますか、日本側の指

摘と言いますか、そういったものがどういう動きが水面下でなされているのか、もしあれ

ばぜひ聞かせていただきたいと思います。

以上です。

○釘田課長 牛の生産段階の情報がもっと透明になってわかれば、それが食の安心につな

がるというのは、まさにおっしゃるとおりと思います。そういった意味では、日本でもそ

うですが、生産履歴をきちんと情報公開していくような取り組みというのは今後ますます

盛んになるんだろうと思います。先ほどから繰り返し申し上げておりますが、安全を確保

、 、するための措置と 消費者の選択の参考にするためにより多くの情報を出すということは

また分けて考えなければいけないわけですね。

安全と直接かかわりのない情報でも、消費者としてはそういう情報も知りたいんだとい

うことはたくさんあると思います。そういう情報を開示していく努力という生産者の方向

はあると思います。だからといって、そういうことを義務付けるかどうかというのはまた

別問題だと思うんです。ですから、トレーサビリティ自体は、アメリカも 2009 年をめど

に今取り組んでおりますけれども、それが期待されているような生産履歴をすべて公開す

るということにつながるわけでは必ずしもございません。

私が申し上げたいのは、安全を確保するための措置というのはきちんと法的な制度でも

ってやらなければいけない。ですけれども、安心感を与えるための措置というのは、もっ

と緩やかな措置でやむを得ないのではないか。あるいは、任意の取り組み、自主的な取り
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組みに委ねられる部分もたくさんあるんだろうと思います。

○引地消費者情報官 ご質問のご趣旨は、アメリカのトレーサビリティについて、現場指

導を徹底してやっているかと、どういう対応をやっているのかということですか。

○市古 私の質問はこういうことなんです。農場と言いますか、農家で日本と同じように

全頭を、具体的にいうとそんなにデカい、５倍も 10 倍も大きいんだったら、端的に言え

ば管理できるように小さくしたらどうなんだと。そして、日本がやっているのと同じよう

なリスク管理をして、日本国産のものと同じようにすれば、我々も日本と同じなんだと、

こういうことなるんだと、端的な例を言ったわけですよ。実際にそういうことになるかど

うかわかりませんが、少なくとも農場とか農家の方をそういう方向に持っていかないと、

食の安全は得られないわけでしょう。と殺してからああだこうだやったって、それ以前の

問題が大きいんですから、不明朗が点が多いわけですから。それを私は言っているわけで

す。

わかりますか。トレーサビリティそのものではありません。それを応用して、より安全

を確保するために、と殺場からではなくて、農場から、農民から。日本のコメと一緒です

よ。そういうことを日本はアドバイスするなり、向こうが気づいていて、既に米国の中で

農民にそういう行政指導をしているのかどうか。していないなら、日本側からそういうア

プローチがあったのかどうかということを聞いているんです。それがはっきりすれば、も

っと安全性は高まるでしょう。

○釘田課長 お言葉を返すようですが、例えば牛が何月何日に生まれたかということを知

ることが安全につながるとは私は思いません。そういうことを知りたいという消費者がい

らっしゃれば、そういう情報を提供する努力は実質的にあるかもしれませんけれども、端

的な例で言えば、アメリカのように広大な放牧地で自然の下で生まれた子牛の方がより健

康だと思う方もいらっしゃるかもしれません。安心の問題と言いますか、信頼性の問題と

いうのは安全の問題とは違うんですよね。

ですから、安全を確保するための措置というのは、我々もアメリカに求めることはでき

。 、 、 、ます ですけれども 安心のための 例えば生産履歴をきちんととれというようなことは

基本的には自主的な取り組みであって、消費者がそういうのを選択すれば、生産者もそれ

に向けた取り組みを自主的にやっていくということなのではないでしょうか。そういった

消費者の嗜好にかかわるようなことまで、国が義務付けるということはないと思います。

○引地消費者情報官 では、一番前の方。
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○小林 安全・安心に暮らせる社会になってほしいということを先程、申し上げましたけ

れど、主婦ですとどうしても価格が頭にあります。

日ごろ安全・安心な食べ物を食卓に並べるように心がけていますが、家計が苦しいとや

はり安いものに手が伸びてしまいます。

又、安い米国の肉の国産品のお肉に手を伸ばすと「ぜいたく」の声がかかるスーパーも

あります。

新潟での輸入食品の規制の法律がどういうふうになっているのか否か。

○引地消費者情報官 すみません、要点だけをお願いします。

○小林 いろいろな国のものが勝手に輸入される状態は安心出来ないのではないかと思い

ます。

６０％を海外輸入が日本の現状といわれていますが、そのうち新潟はどうかなと思いま

す。

○引地消費者情報官 ポイントを。ご質問は何ですか。

○小林 日本の輸入食品、牛肉も含めて今後、どういう考え方があるのでしょうか。

○森田専門官 輸入食品のお話でございますが、基本的には日本の食品衛生法の中で、例

えば清涼飲料水とか食肉製品に対しては、いろいろ添加物とかつくり方などが基準として

あります。そうした日本の基準に合っているかどうかというのを、輸入食品については検

疫所、厚生労働省では全国で 31 カ所あるんですけれども、その検疫所でチェックをして

いるということでございます。また、添加物とか農薬については、随時検査をしながら、

違反があったものについては積み戻しあるいは廃棄ということで対応してきているところ

でございます。

それで、新潟における輸入食品がどれぐらい出回っているのかと、先ほど牛肉の話をし

ましたけれども、新潟で出回っている量というのは、東京から流れてくるものもあります

ので、そこを正確につかむことは難しいと思います。ただ、新潟検疫所で扱っている量と

いうことであれば、検疫所の統計がありますので、多分お持ちだと思いますけれども、そ

ういった形で情報は提供できるかと思います。

それから、輸入食品のどういう対応を今とっているのかということについては、厚生労

働省でも意見交換会を全国各地でやっておりまして、来年、新潟で予定していたかと思い

ますので、ご興味ございましたら、そういったところに来ていただければと思います。

○引地消費者情報官 予定の時間も過ぎてしまいましたので、この辺で本日の説明会を閉
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じさせていただきたいと思います。

本日は皆さんどうもありがとうございました。

なお、お帰りの際にはアンケート用紙をご投函いただければ幸いでございます。よろし

くお願いいたします。

午後 ４時２０分 閉会


